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(57)【要約】
　加入者識別モジュール（“ＳＩＭ”）カードを複数の
装置で共有するための方法及びシステムが開示される。
一実施例において、システムは、ＳＩＭカード、ハンド
セット装置、デジタル制御演算装置、及び無線モデムを
備える。一実施例において、ハンドセット装置は、携帯
電話であると共に、ＳＩＭカードと連結される。ハンド
セット装置は、更に、他の短距離無線装置との短距離無
線通信を提供することが可能である短距離無線回路構成
を備える。一実施例において、デジタル制御演算装置は
、ＰＡＮを介してＳＩＭカードからＳＩＭデータを獲得
することが可能であると共に、その場合に、受信された
ＳＩＭデータを、無線通信ネットワークにアクセスする
ために使用する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信のためのシステムであって、
　加入契約情報を含有する加入者識別データリポジトリ（“ＳＩＤＲ”）と、
　前記ＳＩＤＲに連結されると共に、短距離通信を提供することが可能である第１の短距
離通信回路を有するように構成された装置と、
　前記第１の短距離通信回路と通信することが可能である第２の短距離通信回路を有する
デジタル制御演算装置と、
　前記デジタル制御演算装置に連結されると共に、前記装置から受信された前記加入契約
情報に応答して無線通信ネットワークと通信するように構成された無線モデムとを備え、
　前記デジタル制御演算装置が、短距離通信を介して、前記ＳＩＤＲに保存された前記加
入契約情報を獲得するように構成される
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記装置が、ハンドセット装置である
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ＳＩＤＲが、ＳＩＭカードである
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記無線通信ネットワークに対するアクセスを制御するための前記デジタル制御演算装
置に存在するスケジューリングプログラムを更に備える
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ＳＩＤＲは、携帯電話加入者、電話番号、位置登録エリア識別子、及び携帯電話加
入者を確認して認証するためにネットワークによって必要とされる番号に関する情報を含
有する
ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記ＳＩＤＲが、汎用加入者識別モジュール（“ＵＳＩＭ”）である
ことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ＳＩＤＲが、着脱可能なユーザ識別モジュール（“ＲＵＩＭ”）である
ことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記デジタル制御演算装置に連結されると共に、無線通信ネットワークと通信すること
ができる無線モデムが、受信器回路及び送信器回路を更に備えると共に、
　前記受信器回路及び送信器回路が、前記無線通信ネットワークを通じて無線通信を伝達
する能力がある
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記無線通信が、データ、音声、及びビデオ情報を伝送することを含む
ことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記デジタル制御演算装置が、携帯情報機器、ラップトップコンピュータ、携帯電話、
パーソナルコンピュータ、サーバ、ワークステーション、ミニコンピュータ、及びメイン
フレームコンピュータの内の１つである
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第１の短距離通信回路が、ケーブル接続を利用して短距離通信を促進するための有
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線通信回路であると共に、
　前記第２の短距離通信回路が、ケーブル接続を利用して短距離通信を促進するための有
線通信回路である
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第１の短距離通信回路が、短距離無線通信を促進するための短距離無線回路である
と共に、
　前記第２の短距離通信回路が、短距離無線通信を促進するための短距離無線回路である
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記短距離無線通信が、パーソナルエリアネットワークである
ことを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　無線通信を提供するための方法であって、
　加入者識別データリポジトリ（“ＳＩＤＲ”）を有する装置を確認するために短距離通
信を作動させる段階と、
　一度前記装置の位置が特定されたならば、前記装置に対して安全な短距離通信チャンネ
ルの確立に関する要求を出力する段階と、
　前記安全な短距離通信チャンネルを介して、前記ＳＩＤＲから加入者識別データを獲得
する段階と、
　前記加入者識別データに従って、無線通信ネットワークに対して接続を要求する段階と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記ＳＩＤＲを有する装置を確認するために短距離通信を作動させる段階が、汎用加入
者識別モジュール（“ＵＳＩＭ”）を有する装置を確認する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記短距離通信を作動させる段階が、短距離無線通信を作動させる段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＳＩＤＲを有する装置を確認するために短距離通信を作動させる段階が、着脱可能
なユーザ識別モジュール（“ＲＵＩＭ”）を有する装置を確認する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＳＩＤＲを有する装置を確認するために短距離通信を作動させる段階が、加入者識
別モジュール（“ＳＩＭ”）カードを有する携帯用装置を確認する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　デジタル制御演算装置を確認するための情報を含むように前記装置を初期化する段階と
、
　前記装置を確認するための情報を含むように前記デジタル制御演算装置を初期化する段
階と
を更に含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記無線通信ネットワークから認証要求を受信する段階と、
　前記安全な短距離無線通信チャンネルを通して前記認証要求を前記ＳＩＤＲに送信する
段階と、
　前記安全な短距離通信チャンネルを介して前記ＳＩＤＲから前記認証要求に対する認証
応答を受信する段階と、
　前記認証応答を前記無線通信ネットワークに送信する段階と
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を更に含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　前記短距離通信を作動させる段階が、パーソナルエリアネットワークを作動させる段階
を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　前記無線通信ネットワークに対して接続を要求する段階が、デジタル制御演算装置に論
理的に連結された着脱可能な“ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓ”ミニカードに備わっている無線
モデムを作動させる段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
　前記短距離通信を作動させる段階が、短距離無線通信を作動させる段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２４】
　前記装置を確認するために短距離無線通信を作動させる段階が、携帯電話を確認する段
階を更に含む
ことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１の安全な短距離無線通信の確立に関する要求を出力する段階が、
　第１の秘密の認証キーをデジタル制御演算装置から前記装置に渡す段階と、
　第２の秘密の認証キーを前記装置から前記デジタル制御演算装置に渡す段階とを更に含
む
ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１の安全な短距離無線通信の確立に関する要求を出力する段階が、
　もし前記第１の秘密の認証キー及び前記第２の秘密の認証キーが照合される場合、前記
安全な短距離無線通信チャンネルを確立する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記加入者識別データを獲得する段階が、携帯電話加入者、電話番号、位置登録エリア
識別子を確認する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２８】
　前記安全な短距離通信チャンネルを介して、前記ＳＩＤＲから加入者識別データを獲得
する段階が、前記加入者識別データを、それが前記安全な短距離通信チャンネルを通して
送信される前に暗号化する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２９】
　前記無線通信ネットワークに対して接続を要求する段階が、加入者識別データの１つの
セットによって特定の同時間に１つの装置だけが無線通信ネットワークを要求し得ること
を保証するために、トークンを獲得する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項３０】
　無線通信を提供するための装置であって、
　加入者識別データリポジトリ（“ＳＩＤＲ”）を有する装置を確認するために短距離無
線通信を作動させるための手段と、
　一度前記装置の位置が特定されたならば、前記装置に対して安全な短距離無線通信チャ
ンネルの確立に関する要求を出力するための手段と、
　前記安全な短距離無線通信チャンネルを介して、前記ＳＩＤＲから加入者識別データを
獲得するための手段と、
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　前記加入者識別データに従って、無線通信ネットワークに対して接続を要求するための
手段と
を備えることを特徴とする装置。
【請求項３１】
　デジタル制御演算装置を確認するための情報を含むように前記装置を初期化するための
手段と、
　前記装置を確認するための情報を含むように前記デジタル制御演算装置を初期化するた
めの手段と
を更に備えることを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記無線通信ネットワークから認証要求を受信するための手段と、
　前記安全な短距離無線通信チャンネルを通して前記認証要求を前記ＳＩＤＲに送信する
ための手段と、
　前記安全な短距離無線通信チャンネルを介して前記ＳＩＤＲから前記認証要求に対する
認証応答を受信するための手段と、
　前記認証応答を前記無線通信ネットワークに送信するための手段と
を更に備えることを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　前記短距離無線通信を作動させるための手段が、パーソナルエリアネットワークを作動
させるための手段を更に備える
ことを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３４】
　前記無線通信ネットワークに対して接続を要求するための手段が、デジタル制御演算装
置に論理的に連結された着脱可能な“ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓ”ミニカードに備わってい
る無線モデムを作動させるための手段を更に備える
ことを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３５】
　前記装置を確認するために短距離無線通信を作動させるための手段が、携帯電話を確認
するための手段を更に備える
ことを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３６】
　第１の安全な短距離無線通信の確立に関する要求を出力するための手段が、
　第１の秘密の認証キーを前記デジタル制御演算装置から前記装置に渡すための手段と、
　第２の秘密の認証キーを前記装置から前記デジタル制御演算装置に渡すための手段と
を更に備えることを特徴とする請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　第１の安全な短距離無線通信の確立に関する要求を出力するための手段が、
　もし前記第１の秘密の認証キー及び前記第２の秘密の認証キーが照合される場合、前記
安全な短距離無線通信チャンネルを確立するための手段を更に備える
ことを特徴とする請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記加入者識別データを獲得するための手段が、携帯電話加入者、電話番号、位置登録
エリア識別子を確認するための手段を更に備える
ことを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３９】
　前記安全な短距離無線通信チャンネルを介して、ＳＩＭから加入者識別データを獲得す
るための手段が、前記加入者識別データを、それが前記安全な短距離無線通信チャンネル
を通して送信される前に暗号化するための手段を更に備える
ことを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項４０】
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　前記無線通信ネットワークに対して接続を要求するための手段が、加入者識別データの
１つのセットによって特定の同時間に１つの装置だけが無線通信ネットワークを要求し得
ることを保証するために、トークンを獲得するための手段を更に備える
ことを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項４１】
　通信を提供するための方法であって、
　加入者識別データリポジトリ（“ＳＩＤＲ”）を有する装置を確認するために短距離通
信を作動させる段階と、
　一度前記装置が確認されたならば、前記装置に対して安全な通信チャンネルの確立に関
する要求を出力する段階と、
　前記安全な通信チャンネルを介して、前記ＳＩＤＲから加入者識別データを獲得する段
階と、
　前記加入者識別データに従って、無線通信ネットワークに対して接続を要求する段階と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４２】
　前記短距離通信を作動させる段階が、短距離無線通信を作動させる段階を更に含むと共
に、
　前記安全な通信チャンネルの確立に関する要求を出力する段階が、安全な短距離無線通
信チャンネルを確立する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記デジタル制御演算装置を確認するための情報を含むように前記装置を初期化する段
階と、
　前記装置を確認するための情報を含むように前記デジタル制御演算装置を初期化する段
階と
を更に含むことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記無線通信ネットワークから認証要求を受信する段階と、
　前記安全な短距離無線通信チャンネルを通して前記認証要求を前記ＳＩＤＲに送信する
段階と、
　前記安全な短距離無線通信チャンネルを介して前記ＳＩＤＲから前記認証要求に対する
認証応答を受信する段階と、
　前記認証応答を前記無線通信ネットワークに送信する段階と
を更に含むことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記短距離無線通信を作動させる段階が、パーソナルエリアネットワークを作動させる
段階を更に含む
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４６】
　前記無線通信ネットワークに対して接続を要求する段階が、デジタル制御演算装置に論
理的に連結された着脱可能な“ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓ”ミニカードに備わっている無線
モデムを作動させる段階を更に含む
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４７】
　前記短距離通信を作動させる段階が、ケーブルを利用する短距離通信を作動させる段階
を更に含むと共に、
　前記安全な通信チャンネルの確立に関する要求を出力する段階が、ケーブルを利用する
短距離通信に関して安全なチャンネルを確立する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４８】
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　安全な通信チャンネルの確立に関する要求を出力する段階が、
　第１の秘密の認証キーを前記デジタル制御演算装置から前記装置に渡す段階と、
　第２の秘密の認証キーを前記装置から前記デジタル制御演算装置に渡す段階と
を更に含むことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４９】
　前記第２の秘密の認証キーを前記携帯電話から前記デジタル制御演算装置に渡す段階が
、
　もし前記第１の秘密の認証キー及び前記第２の秘密の認証キーが照合される場合、前記
安全な通信チャンネルを確立する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークに関係する。更に具体的には、本発明は、無線通信に関係
する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット及び／またはワールドワイドウェブ（“Ｗｅｂ”）にアクセスするため
に無線通信を使用する人気が増加することによって、無線通信装置は、今日の文化におい
て偏在する。携帯電話、片方向／双方向ページャ、ラップトップコンピュータ、及び携帯
情報機器（ＰＤＡ）のような従来の無線通信装置は、一般的に、ユーザが、彼らの仕事場
と一定の接触を維持することを可能にする。携帯電話は、一般的に、音声通信及びショー
トメッセージ通信を扱うことができる。片方向／双方向ページャは、一般的に、ショート
データメッセージを提供すると共に、無線能力を有するラップトップコンピュータは、一
般的に、高速データ操作を扱うことができる。これらの装置は、一般的に、オーディオ、
画像、及び／またはデータを、無線で送信するか、及び／または無線で受信することが可
能である。例えば、携帯電話は、オーディオ及びテキストメッセージを、送信すると共に
、受信することができる。データ処理に加えて、ＰＤＡまたはラップトップコンピュータ
は、同様に、インターネットまたはウェブを通じて、電子メール（Ｅメール）を、送信す
るか、及び／または受信することができる。
【０００３】
　モバイルデータ機能のこの様々な集合を達成するために、ユーザは、一般的に、彼らの
ニーズを満たすための複数の装置を携帯することを必要とする。例えば、ユーザは、音声
（voice）またはオーディオ（audio）通信のために、携帯電話を携帯し得ると共に、同様
に、データ通信のために、無線機能を有するラップトップコンピュータを持ち運び得る。
いくらかのユーザは、更に、電子メールアクセスのために、“Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（登
録商標）”のような双方向ページャを使用し得る。いくらかのユーザは、更に、音声通信
及びデータ通信のために音声及びデータの機能性を併有する、ＩＰ電話またはスマートフ
ォン（Smartphone）も使用する。
【０００４】
　各無線通信装置は、一般的に、その装置が無線通信ネットワークにアクセスするために
、加入者識別モジュール（“ＳＩＭ”）を必要とする。各無線装置が一般的に動作するた
めに１つのＳＩＭカードアカウントを必要とするので、複数の無線通信装置を持つことは
、一般的に、無線通信ネットワークプロバイダ、すなわち“Ｔ－ｍｏｂｉｌｅ”または“
Ｖｅｒｉｚｏｎ”に対して、複数のＳＩＭカードアカウントまたは携帯電話（無線）アカ
ウントを持つことを、ユーザに要求する。例えば、携帯電話は、音声情報を送信する／受
信するために無線通信ネットワークにアクセスするのに、ＳＩＭカードを必要とする。同
様に、無線機能を有するラップトップコンピュータは、データを送信する／受信するため
に無線通信ネットワークにアクセスするのに、別のＳＩＭカードを必要とする。同様に、
双方向ページャは、更に、電子メールを送信する／受信するために無線通信ネットワーク
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にアクセスするのに、第３のＳＩＭカードを必要とし得る。もし全てのユーザが複数のＳ
ＩＭカードアカウントを必要とする場合、全てのユーザの需要を満足させるのに、多数の
ＳＩＭカードアカウントが必要とされることになる。多数のＳＩＭカードアカウントを維
持することは、これらのアカウントを維持することの複雑さを増大させるばかりでばく、
無線通信ネットワークの全体の性能を低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＳＩＭカードの数を減少させるために、当該技術において、無線通信ネットワークを通
じて音声、データ、及び／または図形情報を伝達するのに、単一の携帯電話アカウントを
複数の無線装置の間で共有する方法を備える必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、加入者識別モジュール（“ＳＩＭ”）カードを複数の装置で共有する技術を
開示する。一実施例において、システムは、ＳＩＭカード、ハンドセット装置、デジタル
制御演算装置、及び無線モデムを備える。ＳＩＭカードは、同様にＳＩＭデータとして知
られている加入契約情報を含有する。ハンドセット装置は、携帯電話であり得ると共に、
ＳＩＭカードと連結される。ハンドセット装置は、同様に、パーソナルエリアネットワー
ク（“ＰＡＮ”）のような短距離無線通信のための短距離無線回路構成を使用する。例え
ば、ＰＡＮは、赤外線通信の技術、またはブルートゥース（Bluetooth）技術のような無
線周波数（“ＲＦ”）に基づく通信を使用し得る。デジタル制御演算装置は、ＰＡＮを介
してハンドセット装置と通信するために、コンピュータ上に搭載された（on-board）短距
離無線回路構成を使用する。一実施例において、デジタル制御演算装置は、ＰＡＮを介し
てＳＩＭカードからＳＩＭデータを獲得することが可能であると共に、その場合に、受信
されたＳＩＭデータを、無線通信ネットワークにアクセスするために使用する。
【０００７】
　本発明の追加機能及び利益は、以下で説明される詳細な説明、図面、及び請求項から明
白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施例による無線通信システムを例証する図である。
【図２】本発明の一実施例による、ＳＩＭカードを共有する複数のラップトップコンピュ
ータを例証する代替構成の図である。
【図３】本発明の一実施例によるデジタル制御演算装置を例証する図である。
【図４】本発明の別の実施例による、遠隔装置からＳＩＭデータを獲得する処理を例証す
るフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、以下で説明される詳細な説明、及び本発明の様々な実施例の添付された図面
から十分に理解されることになるが、しかしながら、それらは、本発明を特定の実施例に
制限すると解釈されるべきでなく、説明及び理解のためだけのものであると解釈されるべ
きである。
【００１０】
　複数の装置間でＳＩＭカードを共有するための方法及び装置が開示される。
【００１１】
　当業者は、本発明の以下の詳細な説明が、実例となると共に、何らかの方法で制限する
ことを意図していないことを認識することになる。本発明の他の実施例は、この開示の利
益を得るそのような当業者に、自らを容易に提案するであろう。本発明を提示するために
、これらの特定の詳細が、実行することを必要とされ得ないことは、当業者には明白であ
ろう。他の場合において、本発明を不明瞭にすることを回避するために、周知の回路及び



(9) JP 2010-506464 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

装置は構成図の形式で示される。実施例の以下の説明において、実質的に、同じ構成要素
は同じ参照符号によって表示される。
【００１２】
　明瞭にするために、ここで説明された実施の全ての特徴が示されるか、または説明され
るとは限らない。当然ながら、あらゆるそのような現実の実施の開発において、開発者の
特定のゴールを達成するために、多数の実施に特有（implementation-specific）の装置
が作られなければならないと共に、１つの実施から別の実施まで、そして一人の開発者か
ら別の開発者まで、これらの特定のゴールは異なる、ということが認識されることになる
。更に、そのような開発努力は、複雑で時間がかかるかも知れないが、しかし、それでも
なお、この開示の利益を得る当業者にとって、工学技術の通常の仕事であろうということ
が認識されることになる。
【００１３】
　本発明によれば、構成要素、工程段階、及び／またはデータ構造は、様々なタイプのオ
ペレーティングシステム、計算プラットフォーム、コンピュータプログラム、及び／また
は汎用機械を用いて実行され得る。更に、当業者は、ハードウェアに組み込まれている装
置、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）等のような、あまり汎用目的でない性質の装置が、ここに開示された発明概念の範
囲及び精神からはずれずに、同様に使用され得るということを認識することになる。
【００１４】
　本発明の特別な実施例が示されて説明される一方、ここでは、この開示の利益を得る当
業者にとって、上述されたものより更に多くの変更が、ここに開示された発明概念からは
ずれずに可能であるということが明白であろう。従って、添付された請求項は、それらの
範囲内に、本発明の精神及び範囲の中にある全てのそのような変更を網羅することが意図
される。
【００１５】
　本発明は、加入者識別データリポジトリ（“ＳＩＤＲ”）を複数の装置で共有する技術
を開示する。ＳＩＤＲの例は、加入者識別モジュール（“ＳＩＭ”）カードである。一実
施例において、システムは、ＳＩＭカード、ハンドセット装置、デジタル制御演算装置、
及び無線モデムを備える。ＳＩＭカードは、同様にＳＩＭデータとして知られている加入
契約情報を含有する。ハンドセット装置は、携帯電話であり得ると共に、ＳＩＭカードと
連結される。ハンドセット装置は、同様に、パーソナルエリアネットワーク（“ＰＡＮ”
）のような短距離無線通信のための短距離無線回路構成を使用する。例えば、ＰＡＮは、
赤外線通信の技術、またはブルートゥース（Bluetooth）技術のような無線周波数（“Ｒ
Ｆ”）に基づく通信を使用し得る。デジタル制御演算装置は、ＰＡＮを介してハンドセッ
ト装置と通信するために、コンピュータ上に搭載された（on-board）短距離無線回路構成
を使用する。別の実施例において、短距離通信のために、安全なケーブル接続がハンドセ
ット装置とデジタル制御演算装置との間で利用される。一実施例において、デジタル制御
演算装置は、ＰＡＮを介してＳＩＭカードからＳＩＭデータを獲得することが可能である
と共に、その場合に、受信されたＳＩＭデータを、無線通信ネットワークにアクセスする
ために使用する。無線通信ネットワークは、長距離無線通信を提供すると共に、それは“
Ｖｅｒｉｚｏｎ”及び“Ｔ－ｍｏｂｉｌｅ”のような無線通信ネットワークプロバイダに
よってサポートされる。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施例による無線通信システム１００を例証する構成図である。シ
ステム１００は、ハンドセット装置１２０、デジタル制御演算装置１１０、及び基地局１
０２を備える。ハンドセット装置１２０は、ＳＩＭカード１２４、短距離無線コンポーネ
ント１２２、及び長距離無線コンポーネント１２６を備える。一実施例において、ハンド
セット装置１２０は、携帯電話である。短距離無線回路構成を有する短距離無線コンポー
ネント１２２は、ＰＡＮを介して、他の短距離無線コンポーネントまたは装置と通信する
ことが可能である。例えば、短距離無線コンポーネント１２２は、短距離無線通信ネット
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ワークまたはＰＡＮ１３０を介して、デジタル制御演算装置１１０と通信することが可能
である。長距離無線コンポーネント１２６は、そのアンテナ１４２を通して、ワイヤレス
通信ネットワークに対して／から、無線媒体１４６によって、データを送信／受信するよ
うに構成される。長距離無線コンポーネント１２６は、一実施例において電話モデムであ
る。ハンドセット装置１２０が、ラップトップコンピュータまたはデスクトップコンピュ
ータであり得ることに注目するべきである。更に、ＳＩＭカード１２４が、加入者識別デ
ータを格納するあらゆるタイプのＳＩＤＲであり得ることに注目するべきである。
【００１７】
　別の実施例において、ハンドセット装置１２０及びデジタル制御演算装置１１０は、ケ
ーブル接続を利用する短距離通信のための有線通信回路を備える。上述のように、短距離
無線通信を使用する代りに、データ転送のためにハンドセット装置１２０とデジタル制御
演算装置１１０との間を接続するのにケーブルが使用される。ケーブルは、ユニバーサル
シリアルバス（“ＵＳＢ”）ケーブル、光ケーブル、またはファイヤワイヤ（FireWire：
IEEE 1394）ケーブルのようないくつかの従来のケーブルの内の１つであり得る。ケーブ
ル接続を通じたデータ転送を確立するために、一実施例において、ケーブルがＳＩＭデー
タを送信するために使用される前に、安全なチャンネル１３２が確立されるべきである。
【００１８】
　ＳＩＭカード１２４は、データまたはＳＩＭデータを格納すると共に、ＳＩＭデータは
、加入者構成（subscriber configuration）、カスタマイズ情報（customization inform
ation）、要求及び／または好みのような加入者関連情報を含む。加入者構成情報は、同
様に、本来のサービスエリア、頻繁にコールされた番号のリスト、音声認識サンプル、加
入者によって受信されるか、及び／または発信された最も最近のコールのリスト、通知設
定（例えば、鳴動するもしくは振動する）、ショートメッセージのリスト等を特定し得る
。無線通信を促進するために、携帯電話は、携帯電話におけるＳＩＭソケットに挿入され
得るＳＩＭカードからＳＩＭデータを獲得すると共に、“Ｖｅｒｉｚｏｎ”または“Ｃｉ
ｎｇｕｌａｒ”無線ネットワークのような無線通信ネットワークにアクセスするためにＳ
ＩＭデータを使用する。ＳＩＭデータは、更に、加入者の身元、電話番号、位置登録エリ
ア識別子、携帯電話加入者の確証に関する情報を含み得ると共に、それは、無線通信ネッ
トワークにアクセスするために、遠隔装置によってアクセスされ得る。一実施例において
、ＳＩＭカードは、汎用加入者識別モジュール（“ＵＳＩＭ”）である。
【００１９】
　デジタル制御演算装置１１０は、モデム１１６、ＣＰＵ１１４、及び短距離無線コンポ
ーネント１１２を備える。一実施例において、デジタル制御演算装置１１０は、無線機能
を有するラップトップコンピュータである。モデム１１６は、無線媒体１４４によって、
様々な無線通信ネットワークと通信することが可能である。図３において更に詳細に説明
されることになるＣＰＵ１１４は、命令を実行することが可能である汎用のマイクロプロ
セッサである。一実施例において、ＣＰＵ１１４は、モデム１１６及び短距離無線コンポ
ーネント１１２を制御する。短距離無線回路構成を有する短距離無線コンポーネント１１
２は、ＰＡＮを介して、短距離無線コンポーネント１２２のような他の短距離無線装置と
交信または通信することが可能である。コンポーネント１１２とコンポーネント１２２と
の間で短距離無線チャンネルまたはＰＡＮ１３０をセットアップするために、安全なチャ
ンネル１３２は、ＰＡＮ１３０より前に確立される必要があり得る。
【００２０】
　基地局１０２は、図面において示されなかった移動交換局（mobile switching center
）に対して、または移動交換局から、音声変調信号及びデジタルデータを、送信するか、
及び／または受信する。交換局（switching center）は、ＰＳＴＮ（Public Switched Te
lephone Network）を通じて、遠隔装置（例えば、電話及び／またはゲートウェイ装置）
と通信を行う。基地局１０２は、同様に、データ変調された信号を送信する／受信するた
めに、インターネットサービスプロバイダサーバ（“ＩＳＰサーバ”）１０４に連結され
る。ＩＳＰサーバ１０４は、ゲートウェイまたはルータ１０６に対して／から、データを
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送信する／受信すると共に、ゲートウェイまたはルータ１０６は、更に、インターネット
１０８を通じて、遠隔装置に対して／から、データを送信する／受信する。
【００２１】
　システム１００は、ハンドセット装置１２０がそのＳＩＭカード１２４を無線装置と共
有することを可能にする。例えば、デジタル制御演算装置１１０は、無線通信ネットワー
クにアクセスするために、ＳＩＭカード１２４からＳＩＭデータを獲得する。携帯電話ユ
ーザは、通常、ＳＩＭカード１２４を含む携帯電話１２０を持ち運ぶと共に、携帯電話１
２０は、たいがい、ユーザにごく接近して存在するべきである。携帯電話１２０がユーザ
によって使用されるコンピュータ１１０の周辺の中に設置されるか、もしくは確認される
とき、システム１００は、デジタル制御演算装置１１０が、無線媒体１４４によって無線
通信ネットワークにアクセスするために、ＳＩＭカード１２４からＳＩＭデータを獲得す
ることを可能にする。一実施例において、システム１００は、装置を初期化するステップ
、すぐ近くの装置を確認するステップ、ＰＡＮを確立するステップ、及び無線通信ネット
ワークに接続するステップを含むＳＩＭカードを共有する処理を促進する。
【００２２】
　初期化段階に関して、一連の命令は、ＰＡＮを確立するための認証処理の間に携帯電話
１２０とラップトップコンピュータ１１０が相互に認識するように、携帯電話（ハンドセ
ット装置）１２０とラップトップコンピュータ（デジタル制御演算装置）１１０の両方で
実行される。一実施例において、初期化のための命令は、携帯電話１２０とラップトップ
コンピュータ１１０の両方に関して１度だけ実行される必要がある。別の実施例において
、初期化のための命令は、全ての確認段階の前に実行される必要がある。
【００２３】
　再度図１を参照すると、無線接続１４４を開始するために、デジタル制御演算装置また
はラップトップコンピュータ１１０内の高速データモデム１１６は、すぐ近くの電話１２
０から、短距離無線通信ネットワークまたはＰＡＮ１３０を通して、必要なＳＩＭ情報を
獲得する必要がある。ラップトップコンピュータ１１０は、互換性がある携帯電話１２０
を検索するか、もしくは確認することから開始する。一度互換性がある携帯電話１２０が
確認されれば、ラップトップコンピュータ１１０は、ＰＡＮを確立することを要求し得る
。ＰＡＮまたは短距離無線通信ネットワーク１３０を確立するために、最初に、安全なチ
ャンネル１３２が確立される必要があり得る。例えば、ＳＩＭ情報を要求するとき、携帯
電話１２０は、ＰＡＮ１３０の確立の前に、ＳＩＭデータへのあらゆる不正アクセスを防
止するために、（例えば、暗号化を通した）安全な通信チャンネル１３２を起動し得る。
安全なチャンネル１３２を使用して、それらの装置は、秘密の認証キーの交換を含み得る
検証メカニズムを通してお互いの身元を照合する。上述のように、これらのキーは、起動
処理の間に確立され得る。ラップトップコンピュータ１１０と携帯電話１２０の両方が照
合されるか、及び／または認証された後で、ラップトップコンピュータ１１０は、ＳＩＭ
データを送信するために、暗号化されて安全なチャンネル１３２を使用することができる
。１つのアプローチにおいて、携帯電話１２０は、認証されたラップトップコンピュータ
１１０が利用可能なＳＩＭデータに対するアプリケーションプログラミングインタフェー
ス（ＡＰＩ）を生成し得る。
【００２４】
　安全なチャンネル１３２及び／またはＰＡＮ１３０がラップトップコンピュータ１１０
と携帯電話１２０との間で確立された後で、ラップトップコンピュータ１１０は、そのモ
デム１１６によって、無線通信ネットワークに対して無線接続１４４を要求し得る。ネッ
トワークから受信されたＳＩＭデータの検証及び照合に関する全ての要求は、その場合に
、安全なチャンネル１３２を通して携帯電話１２０に送信される適切なデータ照会命令（
data query command）に加工される。携帯電話１２０は、ラップトップコンピュータ１１
０から受信された要求を実行すると共に、応答をラップトップコンピュータ１１０に返信
する。ラップトップコンピュータ１１０は、その場合に、無線通信ネットワークにアクセ
スするための無線プロバイダからの照会に応答するために、携帯電話１２０から受信され
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た応答を使用する。一度それらの要求が有効とされれば、ラップトップコンピュータ１１
０は、無線または携帯電話ネットワークに首尾よく登録される。
【００２５】
　一実施例において、デジタル制御演算装置１１０と携帯電話１２０との間の通信は、加
入者識別モジュール－移動機器（Subscriber Identity Module-Mobile Equipment：ＳＩ
Ｍ－ＭＥ）インタフェースの３ＧＰＰにおいて指定された命令のカプセル化を通して達成
され得る。例えば、ラップトップコンピュータ１１０は、必要な認証と暗号キー生成手順
を実行するために、ハンドセット装置１２０を使用し得る。ラップトップコンピュータ１
１０が携帯電話ネットワークからランダム番号（Random Number：ＲＡＮＤ）を受信する
とき、ラップトップコンピュータ１１０は、安全な通信チャンネル１３２を通して、カプ
セル化された“ＲＵＮ　ＧＳＭ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ”命令において、ＲＡＮＤをハンド
セット装置１２０に渡す（pass：パスする）。ハンドセット装置１２０は、その次に、“
ＲＵＮ　ＧＳＭ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ”命令において、ラップトップコンピュータ１１０
から受信されたＲＡＮＤをＳＩＭカード１２４に渡す。ＳＩＭカード１２４は、ハンドセ
ット装置１２０に、値“ＳＲＥＳ”及び“Ｋｃ”を返信すると共に、ハンドセット装置１
２０は、今度は、安全な通信チャンネル１３２を通して、これらの値をラップトップコン
ピュータ１１０に送信する。ラップトップコンピュータ１１０は、その場合に、“ＳＲＥ
Ｓ”を、無線または携帯電話ネットワークに送信する。ネットワークは、この値を、それ
が自身に関して計算する“ＳＲＥＳ”の値と比較する。これらの“ＳＲＥＳ”の値の比較
は、認証を提供する。値“Ｋｃ”は、このメカニズムの次の呼出しまで、あらゆる将来に
おけるネットワークとの暗号化された通信において、ラップトップコンピュータ１１０に
よって使用される。
【００２６】
　一実施例において、ＳＩＭ情報のアクセスは、ＳＩＭカード上のデータの特定のサブセ
ットに対してだけに制限され得る。更に、デジタル制御演算装置１１０は、“３ＧＰＰ　
ＴＳ　１１．１０－４：移動局適合仕様書（Mobile Station (MS) Conformance Specific
ation）”において特定される要求を満たす必要があり得る。
【００２７】
　もしハンドセット装置１２０があらゆる他のタイプのデジタル制御演算装置と交換され
る場合でも、本発明の基本的概念は変わらないことに注目するべきである。更に、ＳＩＭ
カード１２４は“ＳＩＤＲ”と交換され得るということが、当業者には明白である。
【００２８】
　図２は、本発明の一実施例による、すぐ近くの携帯電話２０２のオンボードのＳＩＭカ
ード２０８にアクセスするラップトップコンピュータを例証する無線システム２００の代
替構成である。システム２００は、４台のラップトップコンピュータ２１０～２４０、携
帯電話２０２、及び基地局２６０を備える。携帯電話２０２は、アンテナ２０４、ＳＩＭ
カード２０８、及びキーパッド２０６を備える。アンテナ２０４は、無線チャンネルまた
は無線媒体２６２を介して、基地局２６０に対して／から、情報を送信するか、または受
信することが可能である。ＳＩＭカード２０８は、コネクタ２０９を用いて携帯電話２０
２に挿入される。一実施例において、携帯電話２０２は、その時々で１つの装置だけがＳ
ＩＭデータにアクセスし得ることを許すので、ＳＩＭカード２０８が提供するＳＩＭデー
タにアクセスするために、ラップトップコンピュータは、携帯電話２０２にアクセスする
ための許可２５０を最初に獲得することを必要とする。
【００２９】
　再度図２を参照すると、ラップトップコンピュータ２１０～２４０は、ディスプレイ２
１８、２２８、２３８、２４８、短距離無線回路構成２１４、２２４、２３４、２４４、
モデム２１２、２２２、２３２、２４２、及びキーボード２１６、２２６、２３６、２４
６のような、同様の構成要素を備える。ラップトップコンピュータ２１０～２４０は、携
帯電話２０２と、ＰＡＮ２６５、２６６、２６７、または２６８をセットアップすること
が可能である。例えば、トークン２５０を受信すると共に、携帯電話２０２と安全なチャ
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ンネル２６６を確立すると、ラップトップコンピュータ２１０は、それがＳＩＭデータを
獲得した後で、無線媒体２６４によって、無線通信ネットワークと通信し得る。
【００３０】
　再度図２を参照すると、システム２００は、複数の装置（１つより多いラップトップコ
ンピュータ）が同時に同じＳＩＭ情報にアクセスすることを要求する可能性があるという
ことを例証する。複数の同時に起こる認証プロセスを制限するように注意が払われるべき
であることに注目するべきである。例えば、もし２つの装置がＳＩＭ情報の１つのセット
を使用して認証要請／認証応答を交互配置することを許されたならば、ＳＩＭデータの回
復できない上書き及び／または認証の不一致が発生し得る。一実施例において、携帯電話
ハンドセット２０２（または、ＳＩＭデータを格納するＳＩＭカードを有する他の装置）
は、装置認証プロセスが直列化されることを保証するために、ロックアウトメカニズム（
lock-out mechanism）を実行する。例えば、一度ハンドセット装置２０２が“ＲＡＮＤ”
を有する“ＲＵＮ　ＧＳＭ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ”命令を受信すれば、それは、成功した
認証が示されるまで、またはプリセットされたタイムアウト期間が満了するまで、別の“
ＲＵＮ　ＧＳＭ　ＡＬＧＯＲＩＴＨＭ”命令のサービスを許可しないように、フラグをセ
ットする。上記が、どのように同時に起こる認証の防止が回避され得るかの例である一方
、同等の効果を提供するために、他のメカニズムが実行され得る。上述の例が“ＧＳＭ／
ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ　ＳＩＭ”技術を使用すると共に、同様の機能性が“ＣＤＭＡ　ＲＵ
ＩＭ”技術への応用であることに注目するべきである。
【００３１】
　いくつかの無線通信ネットワークは、ＳＩＭ情報の各セットに対して１つの装置がネッ
トワークに登録されることだけを許可するということに注目するべきである。様々な制御
機構が、そのような要求の順守を保証するために使用され得る。上述のように、携帯電話
ハンドセット装置２０２がトークンパッシングメカニズム（token passing mechanism）
を実行し得るので、もしラップトップコンピュータが首尾よくネットワークに登録される
ならば、ラップトップコンピュータは、“登録者トークン（registration：レジストレー
ショントークン）”を保持するとみなされると共に、ハンドセットの無線機またはモデム
は、それがネットワークに登録されることを防止するために、無効にされるであろう。更
に、ハンドセット２０２は、他の信任された装置からのＳＩＭデータ要求を拒絶するであ
ろう。トークンの喪失を回避するために、定期的なトークンキープ－アライブ（token ke
ep-alive）メッセージ交換が実行され得る。トークンがもはや必要とされないとき、ラッ
プトップコンピュータがトークンを携帯電話ハンドセット２０２に返すことを可能にする
ために、追加のトークンパッシングメッセージが実行され得る。
【００３２】
　本発明を使用する利点は、携帯電話サービスにアクセスするためのＳＩＭデータの単一
のセットを１つより多い無線装置が共有することを可能にするということである。各携帯
電話ユーザは、複数の無線装置（またはサービス）に対して、携帯電話会社による単一の
ＳＩＭカードアカウントをセットアップすることだけを必要とする。ＳＩＭカードアカウ
ントの数の減少によって、本発明は、無線ネットワークのトラフィックを向上させると共
に、従ってネットワーク性能を強化する。
【００３３】
　図３は、本発明の一実施例によるデジタル制御演算装置３００を例証する。コンピュー
タシステム３００は、入力／出力（“ＩＯ”）ユニット３２０、プロセッサ３１２、メイ
ンメモリ３０４、システムバス３１１、スタティックメモリ装置３０６、大容量記憶メモ
リ３０７、短距離通信装置３３０、及び長距離通信装置３３２（またはモデム）を備える
。バス３１１は、データ処理のために、様々な構成要素とプロセッサ３１２との間で情報
を送信するために使用される。プロセッサ３１２は、ペンティアム（登録商標）マイクロ
プロセッサ、パワーＰＣ（登録商標）マイクロプロセッサのような、多種多様な汎用プロ
セッサまたはマイクロプロセッサの内のいずれかであり得る。システム３００が、デジタ
ル制御演算装置１１０及び／またはハンドセット装置１２０に組み込まれるであろうこと
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に注目するべきである。
【００３４】
　複数レベルのキャッシュメモリを含み得るメインメモリ３０４は、頻繁に使用されるデ
ータ及び命令を格納する。メインメモリ３０４は、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、
ＭＲＡＭ（磁気ＲＡＭ）、またはフラッシュメモリであり得る。スタティックメモリ３０
６は、静的な情報及び／または命令を格納するための、バス３１１と連結されるＲＯＭ（
読出し専用メモリ）であり得る。大容量記憶メモリ３０７は、多量のデータを格納するた
めの、磁気ディスク、光ディスク、ハードディスクドライブ、フロッピー（登録商標）デ
ィスク、ＣＤ‐ＲＯＭ、及び／またはフラッシュメモリであり得る。一実施例において、
Ｉ／Ｏユニット３２０は、ディスプレイ装置３２１、キーボード３２２、及びカーソル移
動制御装置３２３を備える。ディスプレイ装置３２１は、液晶表示装置、ブラウン管（“
ＣＲＴ”）、タッチスクリーンディスプレイ、または他の適当な表示装置であり得る。キ
ーボード３２２は、コンピュータシステムとコンピュータオペレータとの間で情報を伝達
するための、従来の文字数字両用の入力装置であり得る。別のタイプのユーザ入力装置は
、システムとユーザとの間で情報を伝達するための、従来のマウス、タッチマウス、トラ
ックボール、または、他のタイプのカーソル装置のような、カーソル移動制御装置３２３
である。
【００３５】
　長距離通信装置３３２は、広域ネットワークを通してリモートコンピュータまたはサー
バが提供する情報にアクセスするために、バス３１１と連結される。長距離通信装置３３
２は、モデムまたはネットワークインタフェース機器、またはコンピュータ２００とネッ
トワークとの間の通信を促進する他の同様の装置を備え得る。短距離通信装置３３０は、
他の短距離無線装置とＰＡＮを促進すると共に確立するために、バス３１１と連結される
。
【００３６】
　本発明は、以下で説明されることになる様々な処理段階を有する。本発明の処理段階は
、機械またはコンピュータで実行可能な命令において具体化され得る。それらの命令は、
命令によってプログラムされた汎用用途もしくは特別用途のシステムに本発明の処理段階
を実行させるために使用され得る。代りに、本発明の処理段階は、処理段階を実行するた
めの配線論理回路を備える特定のハードウェアコンポーネントによって、またはプログラ
ムされたコンピュータコンポーネント及びカスタム（custom）ハードウェアコンポーネン
トのあらゆる組み合わせによって実行され得る。本発明の実施例が無線通信ネットワーク
を参照して説明される一方、ここで説明された方法及び装置は、等しく他のネットワーク
基盤、または、他のデータ通信環境に適用できる。
【００３７】
　図４は、本発明の一実施例による、遠隔装置からＳＩＭデータを獲得する処理を例証す
るフローチャートである。ブロック４０２において、処理は、ＳＩＭカードを有するハン
ドセット装置を確認するために、短距離無線通信を活性化する。一実施例において、処理
は、最初に、デジタル制御演算装置を確認するための情報を含むようにハンドセット装置
を初期化し、更に、ハンドセット装置を確認するための情報を含むようにデジタル制御演
算装置を初期化する。一実施例において、ハンドセット装置は、携帯電話である。一度Ｓ
ＩＭカードを有するハンドセット装置が確認されれば、処理は次のブロックに進む。
【００３８】
　ブロック４０４において、処理は、ハンドセット装置とデジタル制御演算装置との間の
安全な短距離無線通信チャンネルの確立に関する要求を出力する。安全な短距離無線通信
を確立するために、処理は、更に、第１の秘密の認証キーをデジタル制御演算装置から携
帯電話に送信する段階と、次に、第２の秘密の認証キーを携帯電話からデジタル制御演算
装置に渡す段階とを含む。一度第１の秘密の認証キーと第２の秘密の認証キーとが照合さ
れて確認されれば、安全な短距離無線通信チャンネルが確立される。一実施例において、
安全な短距離無線通信ネットワークは、ＰＡＮである。ＰＡＮは、“ブルートゥース（Bl
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uetooth）、超広帯域無線（Wideband）、ＺｉｇＢｅｅ、またはアンビエント（Ambient）
ネットワークを含むが、それらに限定されない。安全な短距離無線通信ネットワークが確
立された後で、処理はブロック４０６に移動する。
【００３９】
　ブロック４０６において、処理は、安全な短距離無線通信チャンネルを介して、ＳＩＭ
カードからＳＩＭデータを獲得する。１つの特徴において、ＳＩＭデータは、携帯電話加
入者の識別情報、電話番号、位置登録エリア識別子を含む。一実施例において、処理は、
ＳＩＭデータが安全な短距離無線通信チャンネルを通して送信される前に、ＳＩＭデータ
を暗号化する。ブロック４０６の後で、処理は、次のブロックに進む。
【００４０】
　ブロック４０８において、処理は、ＳＩＭデータに従って無線通信ネットワークに対し
て接続を要求する。１つの特徴において、処理は、デジタル制御演算装置に論理的に連結
された着脱可能な“ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ”ミニカードに備わっている無線モデムに、
接続に関する要求を無線通信ネットワークに対して出力するように指示する。一実施例に
おいて、処理は、最初に、デジタル制御演算装置がＳＩＭカードにアクセスすることを許
可するトークンを、デジタル制御演算装置が獲得することを可能にする。この実施例にお
いて、トークンは、ＳＩＭデータの１つのセットによって、その時々で１つの装置だけが
無線通信ネットワークを要求し得ることを保証するために使用される。動作の間、処理は
、安全な短距離無線通信チャンネルを通して、認証要求をＳＩＭカードに送信すると共に
、その場合に、安全な短距離無線通信チャンネルを介して、ＳＩＭカードから認証要求に
対する認証応答を受信する。認証応答を受け取り次第、処理は、認証応答を無線通信ネッ
トワークに送信する。無線通信ネットワークに対する接続が確立されるときに、処理は終
了する。
【００４１】
　本発明の特定の実施例が示されると共に説明される一方、ここでの教示に基づいて、変
更及び修正がこの発明及びそのより広い特徴からはずれずに実行され得るということが、
当業者には明白である。従って、添付された請求項は、この発明の真の精神及び範囲の中
にあるそのような変更及び修正を、それらの範囲内に全て包含するということが意図され
る。
【符号の説明】
【００４２】
　１００　　無線通信システム
　１０２　　基地局
　１０４　　インターネットサービスプロバイダサーバ（ＩＳＰサーバ）
　１０６　　ゲートウェイまたはルータ
　１０８　　インターネット
　１１０　　デジタル制御演算装置（ラップトップコンピュータ）
　１１２　　短距離無線コンポーネント
　１１４　　ＣＰＵ
　１１６　　モデム
　１２０　　ハンドセット装置（携帯電話）
　１２２　　短距離無線コンポーネント
　１２４　　ＳＩＭカード
　１２６　　長距離無線コンポーネント
　１３０　　短距離無線通信ネットワークまたはＰＡＮ
　１３２　　安全なチャンネル
　１４０　　アンテナ
　１４２　　アンテナ
　１４４　　無線媒体
　１４６　　無線媒体
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　１４８　　データ変調された信号
　２００　　無線システム
　２０２　　携帯電話
　２０４　　アンテナ
　２０６　　キーパッド
　２０８　　ＳＩＭカード
　２０９　　コネクタ
　２１０、２２０、２３０、２４０　　ラップトップコンピュータ
　２１２、２２２、２３２、２４２　　モデム
　２１４、２２４、２３４、２４４　　短距離無線回路構成
　２１６、２２６、２３６、２４６　　キーボード
　２１８、２２８、２３８、２４８　　ディスプレイ
　２５０　　携帯電話２０２にアクセスするための許可（トークン）
　２６０　　基地局
　２６２　　無線媒体
　２６４　　無線媒体
　２６５、２６６、２６７、２６８　　ＰＡＮ（安全なチャンネル）
　３００　　デジタル制御演算装置（コンピュータシステム）
　３０４　　メインメモリ
　３０６　　スタティックメモリ装置
　３０７　　大容量記憶メモリ
　３１１　　システムバス
　３１２　　プロセッサ
　３２０　　入力／出力（ＩＯ）ユニット（装置）
　３２１　　ディスプレイ装置
　３２２　　キーボード
　３２３　　カーソル移動制御装置
　３３０　　短距離通信装置
　３３２　　長距離通信装置
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【手続補正書】
【提出日】平成21年5月15日(2009.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信のためのシステムであって、
　加入契約情報を含有する加入者識別データリポジトリ（“ＳＩＤＲ”）と、
　前記ＳＩＤＲに連結されると共に、短距離通信を提供することが可能である第１の短距
離通信回路を有するように構成された装置と、
　前記第１の短距離通信回路と通信することが可能である第２の短距離通信回路を有する
デジタル制御演算装置と、
　前記デジタル制御演算装置に連結されると共に、前記装置から受信された前記加入契約
情報に応答して無線通信ネットワークと通信するように構成された無線モデムとを備え、
　前記デジタル制御演算装置が、短距離通信を介して、前記ＳＩＤＲに保存された前記加
入契約情報を獲得するように構成される
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記装置が、ハンドセット装置である
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ＳＩＤＲが、ＳＩＭカード、汎用加入者識別モジュール（“ＵＳＩＭ”）、または
着脱可能なユーザ識別モジュール（“ＲＵＩＭ”）の内の１つである
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記無線通信ネットワークに対するアクセスを制御するための前記デジタル制御演算装
置に存在するスケジューリングプログラムを更に備える
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ＳＩＤＲは、携帯電話加入者、電話番号、位置登録エリア識別子、及び携帯電話加
入者を確認して認証するためにネットワークによって必要とされる番号に関する情報を含
有する
ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記無線通信が、データ、音声、及びビデオ情報を伝送することを含む
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記デジタル制御演算装置が、携帯情報機器、ラップトップコンピュータ、携帯電話、
パーソナルコンピュータ、サーバ、ワークステーション、ミニコンピュータ、及びメイン
フレームコンピュータの内の１つである
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１の短距離通信回路が、短距離無線通信を促進するための短距離無線回路である
と共に、
　前記第２の短距離通信回路が、短距離無線通信を促進するための短距離無線回路である
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
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　無線通信を提供するための方法であって、
　加入者識別データリポジトリ（“ＳＩＤＲ”）を有する装置を確認するために短距離通
信を作動させる段階と、
　一度前記装置の位置が特定されたならば、前記装置に対して安全な短距離通信チャンネ
ルの確立に関する要求を出力する段階と、
　前記安全な短距離通信チャンネルを介して、前記ＳＩＤＲから加入者識別データを獲得
する段階と、
　前記加入者識別データに従って、無線通信ネットワークに対して接続を要求する段階と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記ＳＩＤＲを有する装置を確認するために短距離通信を作動させる段階が、汎用加入
者識別モジュール（“ＵＳＩＭ”）、着脱可能なユーザ識別モジュール（“ＲＵＩＭ”）
、または加入者識別モジュール（“ＳＩＭ”）カードを有する装置を確認する段階を含む
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記無線通信ネットワークから認証要求を受信する段階と、
　前記安全な短距離無線通信チャンネルを通して前記認証要求を前記ＳＩＤＲに送信する
段階と、
　前記安全な短距離通信チャンネルを介して前記ＳＩＤＲから前記認証要求に対する認証
応答を受信する段階と、
　前記認証応答を前記無線通信ネットワークに送信する段階と
を更に含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記無線通信ネットワークに対して接続を要求する段階が、デジタル制御演算装置に論
理的に連結された着脱可能な“ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓ”ミニカードに備わっている無線
モデムを作動させる段階を更に含む
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記短距離通信を作動させる段階が、短距離無線通信を作動させる段階を更に含む
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　第１の秘密の認証キーをデジタル制御演算装置から前記装置に渡す段階と、
　第２の秘密の認証キーを前記装置から前記デジタル制御演算装置に渡す段階と
を有する第１の安全な短距離無線通信の確立に関する要求を出力する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の安全な短距離無線通信の確立に関する要求を出力する段階が、
　もし前記第１の秘密の認証キー及び前記第２の秘密の認証キーが照合される場合、前記
安全な短距離無線通信チャンネルを確立する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記無線通信ネットワークに対して接続を要求する段階が、加入者識別データの１つの
セットによって特定の同時間に１つの装置だけが無線通信ネットワークを要求し得ること
を保証するために、トークンを獲得する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
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