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(57)【要約】
　本発明は、複数の端末が仮想加入者識別モジュールSI
Mカードを共有するための方法、端末、サーバおよびシ
ステムを開示するとともに、通信の分野に関する。第１
の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカードのデー
タを格納し、方法は、第１の端末によって送信される、
仮想SIMカードを有効にするための要求を受信するステ
ップであって、仮想SIMカードを有効にするための要求
は仮想SIMカード識別子を含む、ステップと、仮想SIMカ
ード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有
効にしているかどうかを判定するステップと、第２の端
末が仮想SIMカードを有効にしていない場合、仮想SIMカ
ードを第１の端末に対して有効にするステップとを含む
。方法、端末、サーバおよびシステムは、複数の端末が
仮想SIMカードを共有するための動作ステップを簡潔に
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想加入者識別モジュールSIMカードを共有する複数の端末のための方法であって、第
１の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカードのデータを格納し、前記方法は、
　前記第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードを有効にするための要求を受
信するステップであって、前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は仮想SIMカー
ド識別子を有する、ステップと、
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定するステップと、
　前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしていない場合、前記仮想SIMカードを前
記第１の端末に対して有効にするステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定する前記ステップは、
　前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するために、前
記仮想SIMカード識別子に従って有効化関係テーブルを照会するステップであって、前記
有効化関係テーブルは、前記仮想SIMカード識別子と、端末識別子と、有効化表示とを有
する、ステップである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は加入者識別情報をさらに有し、
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定する前記ステップの前に、前記方法は、
　前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に前記加入関係が存在
する場合、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有
効にしているかどうかを判定する前記ステップを実行するステップ
　をさらに有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効にする前記ステップの後、前記方法
は、
　前記第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードを無効にするための要求を受
信するステップであって、前記仮想SIMカードを無効にするための前記要求は、加入者識
別情報と、前記第１の端末の端末識別子と、前記仮想SIMカード識別子とを有する、ステ
ップと、
　前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に前記加入関係が存在
する場合、前記第１の端末の前記端末識別子および前記仮想SIMカード識別子に従って、
前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定し、前記第１の端
末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対
して無効にするステップと
　をさらに有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の端末が前記仮想SIMカードを格納する前に、前記方法は、
　前記第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードに加入するための要求を受信
するステップであって、前記仮想SIMカードに加入するための前記要求は、加入者識別情
報および前記仮想SIMカード識別子を有する、ステップと、
　前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従って注文を生成し、前記第１
の端末に前記注文の注文番号を送信するステップであって、前記注文は前記加入者識別情
報および前記仮想SIMカード識別子を有する、ステップと、
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　前記第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サードパーティ支払いサーバ
によってフィードバックされる支払い結果通知を受信するステップであって、前記支払い
要求および前記支払い結果通知の両方が前記注文番号を有する、ステップと、
　前記支払い結果通知に従って、前記第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定し、
前記第１の端末が成功裏に支払った場合、前記支払い結果通知における前記注文番号に従
って、対応する前記注文における前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を
取得し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間の加入関係を確立し、加
入成功メッセージを前記第１の端末に送信するステップと
　をさらに有する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定する前記ステップの後、前記方法は、
　前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記第１の端末が前記仮
想SIMカードを有効にすることを防ぐステップ
　をさらに有する、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定する前記ステップの後、前記方法は、
　前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記仮想SIMカードを前記
第２の端末に対して無効にした後、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効に
するステップ
　をさらに有する、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　仮想SIMカードを共有する複数の端末のための方法であって、第１の端末および第２の
端末は、同じ仮想SIMカードのデータを格納し、前記方法は、
　前記第１の端末によって、前記仮想SIMカードを有効にするための要求を仮想カードサ
ーバに送信するステップであって、前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は、
仮想SIMカード識別子を有する、ステップと、
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定した後、前記第１の端末によって、前記仮想カードサーバによって送
信される有効化応答メッセージを受信するステップであって、前記第２の端末が前記仮想
SIMカードを有効にしていない場合、前記有効化応答メッセージは有効化成功メッセージ
である、ステップと、
　前記有効化成功メッセージを受信した後、前記第１の端末によって、前記仮想SIMカー
ドを有効にするステップと
　を有する方法。
【請求項９】
　前記第１の端末によって、前記仮想SIMカードを有効にする前記ステップの後、前記方
法は、
　前記第１の端末によって、前記仮想SIMカードを無効にするための要求を前記仮想カー
ドサーバに送信するステップであって、前記仮想SIMカードを無効にするための前記要求
は、加入者識別情報と、前記第１の端末の端末識別子と、前記仮想SIMカード識別子とを
有する、ステップと、
　前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定し、前記第１の端末の前記端末識別子および前記仮想SIMカード識別子に従って、
前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定した後、前記第１
の端末によって、前記仮想カードサーバによって送信される無効化応答メッセージを受信
するステップであって、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に前記加
入関係が存在する場合であり前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているとき
、前記無効化応答メッセージは無効化成功メッセージである、ステップと、
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　前記無効化成功メッセージを受信した後、前記第１の端末によって、前記仮想SIMカー
ドを無効にするステップと
　をさらに有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の端末が前記仮想SIMカードを格納する前に、前記方法は、
　前記第１の端末によって、前記仮想SIMカードに加入するための要求を前記仮想カード
サーバに送信するステップであって、前記仮想SIMカードに加入するための前記要求は加
入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を有する、ステップと、
　前記第１の端末によって、前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従っ
て、前記仮想カードサーバによって送信される注文番号を受信するステップと、
　前記第１の端末によって、支払い要求をサードパーティ支払いサーバに送信するステッ
プであって、前記支払い要求は前記注文番号を有する、ステップと、
　前記サードパーティ支払いサーバによって送信される支払い結果通知に従って、前記第
１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定した後、前記第１の端末によって、前記仮想
カードサーバによってフィードバックされる加入応答メッセージを受信するステップであ
って、前記支払い結果通知は前記注文番号を有し、前記支払い結果通知が前記第１の端末
が成功裏に支払ったことを示す場合、前記加入応答メッセージは加入成功メッセージであ
る、ステップと
　をさらに有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　複数の端末が仮想SIMカードを共有することを実施するための仮想カードサーバであっ
て、第１の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカードのデータを格納し、前記仮想カ
ードサーバは通信ユニットおよび判定ユニットを有し、
　前記通信ユニットは、第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードを有効にす
るための要求を受信するように構成され、前記仮想SIMカードを有効にするための前記要
求は仮想SIMカード識別子を有し、
　前記判定ユニットは、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想S
IMカードを有効にしているかどうかを判定し、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有
効にしていない場合、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効にするように構
成される、仮想カードサーバ。
【請求項１２】
　前記判定ユニットは、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうか
を判定するために、前記仮想SIMカード識別子に従って有効化関係テーブルを照会するよ
うに構成され、前記有効化関係テーブルは、前記仮想SIMカード識別子と、端末識別子と
、有効化表示とを有する、請求項１１に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１３】
　前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は加入者識別情報をさらに有し、
　対応して、前記判定ユニットは、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との
間に加入関係が存在するかどうかを判定し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識
別子との間に前記加入関係が存在する場合、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第
２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するステップを実行する
ようにさらに構成される、請求項１１に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１４】
　前記通信ユニットは、第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードを無効にす
るための要求を受信するようにさらに構成され、前記仮想SIMカードを無効にするための
前記要求は、加入者識別情報と、前記第１の端末の端末識別子と、前記仮想SIMカード識
別子とを有し、
　前記判定ユニットは、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関
係が存在するかどうかを判定し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間
に前記加入関係が存在する場合、前記第１の端末の前記端末識別子および前記仮想SIMカ
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ード識別子に従って、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを
判定し、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記仮想SIMカード
を前記第１の端末に対して無効にするようにさらに構成される
　請求項１１に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１５】
　前記仮想カードサーバは注文ユニットをさらに有し、
　前記通信ユニットは、第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードに加入する
ための要求を受信するようにさらに構成され、前記仮想SIMカードに加入するための前記
要求は、加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を有し、
　前記注文ユニットは、前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従って注
文を生成し、前記第１の端末に前記注文の注文番号を送信するように構成され、前記注文
は前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を有し、
　前記通信ユニットは、前記第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サード
パーティ支払いサーバによってフィードバックされる支払い結果通知を受信するようにさ
らに構成され、前記支払い要求および前記支払い結果通知の両方が前記注文番号を有し、
　前記判定ユニットは、前記支払い結果通知に従って、前記第１の端末が成功裏に支払っ
たかどうかを判定し、前記第１の端末が成功裏に支払った場合、前記支払い結果通知にお
ける前記注文番号に従って、対応する前記注文における前記加入者識別情報および前記仮
想SIMカード識別子を取得し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間の加
入関係を確立し、加入成功メッセージを前記第１の端末に送信するようにさらに構成され
る
　請求項１１に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１６】
　前記判定ユニットは、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想S
IMカードを有効にしているかどうかを判定するとき、且つ前記第２の端末が前記仮想SIM
カードを有効にしている場合、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にすることを
防ぐようにさらに構成される、
　請求項１１乃至１５のいずれか１項に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１７】
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定するとき、且つ前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしてい
る場合、前記判定ユニットは、前記仮想SIMカードを前記第２の端末に対して無効にした
後、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効にする
　請求項１１乃至１５のいずれか１項に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１８】
　複数の端末が仮想SIMカードを共有することを実施するための端末であって、同じ仮想S
IMカードのデータを格納する第１の端末および第２の端末を有し、前記第１の端末は通信
ユニットおよび管理ユニットを有し、
　前記通信ユニットは、前記仮想SIMカードを有効にするための要求を仮想カードサーバ
に送信するように構成され、前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は、仮想SIM
カード識別子を有し、且つ
　前記通信ユニットは、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想S
IMカードを有効にしているかどうかを判定した後、前記仮想カードサーバによって送信さ
れる有効化応答メッセージを受信するように構成され、前記第２の端末が前記仮想SIMカ
ードを有効にしていない場合、前記有効化応答メッセージは有効化成功メッセージであり
、
　前記管理ユニットは、前記通信ユニットが前記有効化成功メッセージを受信した後、前
記仮想SIMカードを有効にするように構成される
　端末。
【請求項１９】
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　前記通信ユニットは、前記仮想SIMカードを無効にするための要求を前記仮想カードサ
ーバに送信するようにさらに構成され、前記仮想SIMカードを無効にするための前記要求
は、加入者識別情報と、前記第１の端末の端末識別子と、前記仮想SIMカード識別子とを
有し、且つ
　前記通信ユニットは、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関
係が存在するかどうかを判定し、前記第１の端末の前記端末識別子および前記仮想SIMカ
ード識別子に従って、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを
判定した後、前記仮想カードサーバによって送信される無効化応答メッセージを受信する
ようにさらに構成され、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に前記加
入関係が存在する場合であり前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているとき
、前記無効化応答メッセージは無効化成功メッセージであり、
　前記管理ユニットは、前記通信ユニットが前記無効化成功メッセージを受信した後、前
記仮想SIMカードを無効にするようにさらに構成される
　請求項１８に記載の端末。
【請求項２０】
　前記通信ユニットは、前記仮想SIMカードに加入するための要求を前記仮想カードサー
バに送信するようにさらに構成され、前記仮想SIMカードに加入するための前記要求は加
入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を有し、且つ
　前記通信ユニットは、前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従って、
前記仮想カードサーバによって送信される注文番号を受信し、前記注文番号を有する支払
い要求をサードパーティ支払いサーバに送信し、前記サードパーティ支払いサーバによっ
て送信される支払い結果通知に従って、前記第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判
定した後、前記仮想カードサーバによってフィードバックされる加入応答メッセージを受
信するようにさらに構成され、前記支払い結果通知は前記注文番号を有し、前記支払い結
果通知が前記第１の端末が成功裏に支払ったことを示す場合、前記加入応答メッセージは
加入成功メッセージである
　請求項１８に記載の端末。
【請求項２１】
　複数の端末が仮想SIMカードを共有するためのシステムであって、前記システムは、請
求項１１乃至１７のいずれか１項に記載の前記仮想カードサーバおよび請求項１８乃至２
０のいずれか１項に記載の前記端末を有する、システム。
【請求項２２】
　プロセッサ１２０１と、メモリ１２０２と、通信インタフェース１２０３とを有する仮
想カードサーバであって、
　前記通信インタフェース１２０３は、第１の端末によって送信される、仮想SIMカード
を有効にするための要求と、前記仮想SIMカードを無効にするための要求と、前記仮想SIM
カードに加入するための要求とを受信するように構成され、
　前記メモリ１２０２はプログラム命令を格納するように構成され、
　前記プロセッサ１２０１は、前記第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカード
を有効にするための前記要求が受信された後、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端
末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定し、前記第２の端末が前記仮想S
IMカードを有効にしていない場合、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効に
するための、前記メモリ１２０２内に格納される前記プログラム命令を呼び出すように構
成される、
　仮想カードサーバ。
【請求項２３】
　前記プロセッサ１２０１は、前記端末によって送信される、前記仮想SIMカードを無効
にするための前記要求が受信された後、加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との
間に加入関係が存在するかどうかを判定し、加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子
との間に前記加入関係が存在する場合、前記第１の端末の端末識別子および前記仮想SIM
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カード識別子に従って、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうか
を判定し、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記仮想SIMカー
ドを前記第１の端末に対して無効にするための、前記メモリ１２０２内に格納される前記
プログラム命令を呼び出すようにさらに構成される、請求項２２に記載の仮想カードサー
バ。
【請求項２４】
　前記プロセッサ１２０１は、前記端末によって送信される、前記仮想SIMカードに加入
するための前記要求が受信された後、
　前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従って注文を生成し、前記第１
の端末に前記注文の注文番号を送信する動作であって、前記注文は前記加入者識別情報お
よび前記仮想SIMカード識別子を有する、動作と、
　前記第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サードパーティ支払いサーバ
によってフィードバックされる支払い結果通知を受信する動作であって、前記支払い要求
および前記支払い結果通知の両方が前記注文番号を有する、動作と、
　前記支払い結果通知に従って、前記第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定し、
前記第１の端末が成功裏に支払った場合、前記支払い結果通知における前記注文番号に従
って、対応する前記注文における前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を
取得し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間の加入関係を確立し、加
入成功メッセージを前記第１の端末に送信する動作と
　を行うための、前記メモリ１２０２内に格納される前記プログラム命令を呼び出すよう
にさらに構成される、請求項２２に記載の仮想カードサーバ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、2013年7月31日に中国特許庁に出願された、“METHOD, TERMINAL, SERVER, AND
 SYSTEM FOR MULTIPLE TERMINALS TO SHARE VIRTUAL SIM CARD”と題する、中国特許出願
番号第201310329442.6への優先権を主張し、その全体が参照によって本明細書に組み込ま
れる。
【０００２】
　本発明はコンピュータおよび通信技術の分野に関し、詳細には、複数の端末が仮想加入
者識別モジュールSIM（Subscriber Identity Module）カードを共有するための方法、端
末、サーバおよびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、通信技術とモバイル端末の急速な発展によって、共通の加入者は、複数のモバイ
ル電話または複数のタブレット・コンピュータのような、複数のモバイル端末を有するこ
とができる。従って、加入者は複数の端末間で１つのSIMカードを共有することを希望す
る。
【０００４】
　物理的なSIMカードを使用する加入者が複数のモバイル端末間でそのSIMカードを共有し
たい場合、加入者は物理的なSIMカードを一方の端末から手動で取り出して、物理的なSIM
カードを他方のモバイル端末にインストールする必要がある。物理的なSIMカードを手動
で取り出してインストールすることは面倒である。加入者が物理的なSIMカードを複数の
モバイル端末間で頻繁に切り替える必要がある場合、非常に不便である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための動作ステップを簡
潔にするために、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方法、端末、サーバおよ
びシステムを提供する。



(8) JP 2016-522653 A 2016.7.28

10

20

30

40

50

【０００６】
　前述の技術的な課題を解決するために、本発明の実施形態は以下の技術的な解決手段を
開示する。
【０００７】
　第１の態様に基づくと、複数の端末が仮想加入者識別モジュールSIMカードを共有する
ための方法が提供され、第１の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカードのデータを
格納し、方法は、
　第１の端末によって送信される、仮想SIMカードを有効にするための要求を受信するス
テップであって、仮想SIMカードを有効にするための要求は仮想SIMカード識別子を含む、
ステップと、
　仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうか
を判定するステップと、
　第２の端末が仮想SIMカードを有効にしていない場合、仮想SIMカードを第１の端末に対
して有効にするステップと
　を含む。
【０００８】
　第１の態様の第１の可能な実施方法では、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末
が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するステップは、
　第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するために、仮想SIMカー
ド識別子に従って有効化関係テーブルを照会するステップであって、有効化関係テーブル
は、仮想SIMカード識別子と、端末識別子と、有効化表示とを含む、ステップである。
【０００９】
　第１の態様の第２の可能な実施方法では、仮想SIMカードを有効にするための要求は加
入者識別情報をさらに含み、
　仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうか
を判定するステップの前に、方法は、
　加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうかを判定し
、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する場合、仮想SIMカー
ド識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するス
テップを実行するステップ
　をさらに含む。
【００１０】
　第１の態様の第３の可能な実施方法では、仮想SIMカードを第１の端末に対して有効に
するステップの後、方法は、
　第１の端末によって送信される、仮想SIMカードを無効にするための要求を受信するス
テップであって、仮想SIMカードを無効にするための要求は、加入者識別情報と、第１の
端末の端末識別子と、仮想SIMカード識別子とを含む、ステップと、
　加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうかを判定し
、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する場合、第１の端末
の端末識別子および仮想SIMカード識別子に従って、第１の端末が仮想SIMカードを有効に
しているかどうかを判定し、第１の端末が仮想SIMカードを有効にしている場合、仮想SIM
カードを第１の端末に対して無効にするステップと
　をさらに含む。
【００１１】
　第１の態様の第４の可能な実施方法では、第１の端末が仮想SIMカードを格納する前に
、方法は、
　第１の端末によって送信される、仮想SIMカードに加入するための要求を受信するステ
ップであって、仮想SIMカードに加入するための要求は、加入者識別情報および仮想SIMカ
ード識別子を含む、ステップと、
　加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って注文を生成し、第１の端末に注文
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の注文番号を送信するステップであって、注文は加入者識別情報および仮想SIMカード識
別子を含む、ステップと、
　第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サードパーティ支払いサーバによ
ってフィードバックされる支払い結果通知を受信するステップであって、支払い要求およ
び支払い結果通知の両方が注文番号を含む、ステップと、
　支払い結果通知に従って、第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定し、第１の端
末が成功裏に支払った場合、支払い結果通知における注文番号に従って、対応する注文に
おける加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を取得し、加入者識別情報と仮想SIMカ
ード識別子との間の加入関係を確立し、加入成功メッセージを第１の端末に送信するステ
ップと
　をさらに含む。
【００１２】
　第１の態様または第１の態様の第１の可能な実施方法から第４の可能な実施方法のうち
のいずれか１つを参照すると、第１の態様の第５の可能な実施方法では、仮想SIMカード
識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するステ
ップの後、方法は、
　第２の端末が仮想SIMカードを有効にしている場合、第１の端末が仮想SIMカードを有効
にすることを防ぐステップ
　をさらに含む。
【００１３】
　第１の態様または第１の態様の第１の可能な実施方法から第４の可能な実施方法のうち
のいずれか１つを参照すると、第１の態様の第６の可能な実施方法では、仮想SIMカード
識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するステ
ップの後、方法は、
　第２の端末が仮想SIMカードを有効にしている場合、仮想SIMカードを第２の端末に対し
て無効にした後、仮想SIMカードを第１の端末に対して有効にするステップ
　をさらに含む。
【００１４】
　第２の態様に基づくと、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方法が提供され
、第１の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカードのデータを格納し、方法は、
　第１の端末によって、仮想SIMカードを有効にするための要求を仮想カードサーバに送
信するステップであって、仮想SIMカードを有効にするための要求は、仮想SIMカード識別
子を含む、ステップと、
　仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうか
を判定した後、第１の端末によって、仮想カードサーバによって送信される有効化応答メ
ッセージを受信するステップであって、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしていない
場合、有効化応答メッセージは有効化成功メッセージである、ステップと、
　有効化成功メッセージを受信した後、第１の端末によって、仮想SIMカードを有効にす
るステップと
　を含む。
【００１５】
　第２の態様の第１の可能な実施方法では、第１の端末によって、仮想SIMカードを有効
にするステップの後、方法は、
　第１の端末によって、仮想SIMカードを無効にするための要求を仮想カードサーバに送
信するステップであって、仮想SIMカードを無効にするための要求は、加入者識別情報と
、第１の端末の端末識別子と、仮想SIMカード識別子とを含む、ステップと、
　加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうかを判定し
、第１の端末の端末識別子および仮想SIMカード識別子に従って、第１の端末が仮想SIMカ
ードを有効にしているかどうかを判定した後、第１の端末によって、仮想カードサーバに
よって送信される無効化応答メッセージを受信するステップであって、加入者識別情報と
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仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する場合であり第１の端末が仮想SIMカード
を有効にしているとき、無効化応答メッセージは無効化成功メッセージである、ステップ
と、
　無効化成功メッセージを受信した後、第１の端末によって、仮想SIMカードを無効にす
るステップと
　をさらに含む。
【００１６】
　第２の態様の第２の可能な実施方法では、第１の端末が仮想SIMカードを格納する前に
、方法は、
　第１の端末によって、仮想SIMカードに加入するための要求を仮想カードサーバに送信
するステップであって、仮想SIMカードに加入するための要求は加入者識別情報および仮
想SIMカード識別子を含む、ステップと、
　第１の端末によって、加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って、仮想カー
ドサーバによって送信される注文番号を受信するステップと、
　第１の端末によって、支払い要求をサードパーティ支払いサーバに送信するステップで
あって、支払い要求は注文番号を含む、ステップと、
　サードパーティ支払いサーバによって送信される支払い結果通知に従って、第１の端末
が成功裏に支払ったかどうかを判定した後、第１の端末によって、仮想カードサーバによ
ってフィードバックされる加入応答メッセージを受信するステップであって、支払い結果
通知は注文番号を含み、支払い結果通知が第１の端末が成功裏に支払ったことを示す場合
、加入応答メッセージは加入成功メッセージである、ステップと
　をさらに含む。
【００１７】
　第３の態様に基づくと、複数の端末が仮想SIMカードを共有することを実施するための
仮想カードサーバが提供され、第１の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカードのデ
ータを格納し、仮想カードサーバは通信ユニットおよび判定ユニットを含み、
　通信ユニットは、第１の端末によって送信される、仮想SIMカードを有効にするための
要求を受信するように構成され、仮想SIMカードを有効にするための要求は仮想SIMカード
識別子を含み、
　判定ユニットは、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効に
しているかどうかを判定し、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしていない場合、仮想S
IMカードを第１の端末に対して有効にするように構成される。
【００１８】
　第３の態様の第１の可能な実施方法では、判定ユニットは、第２の端末が仮想SIMカー
ドを有効にしているかどうかを判定するために、仮想SIMカード識別子に従って有効化関
係テーブルを照会するように構成され、有効化関係テーブルは、仮想SIMカード識別子と
、端末識別子と、有効化表示とを含む。
【００１９】
　第３の態様の第２の可能な実施方法では、仮想SIMカードを有効にするための要求は加
入者識別情報をさらに含み、
　対応して、判定ユニットは、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係
が存在するかどうかを判定し、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係
が存在する場合、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にし
ているかどうかを判定するステップを実行するようにさらに構成される。
【００２０】
　第３の態様の第３の可能な実施方法では、通信ユニットは、第１の端末によって送信さ
れる、仮想SIMカードを無効にするための要求を受信するようにさらに構成され、仮想SIM
カードを無効にするための要求は、加入者識別情報と、第１の端末の端末識別子と、仮想
SIMカード識別子とを含み、
　判定ユニットは、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する
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かどうかを判定し、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する
場合、第１の端末の端末識別子および仮想SIMカード識別子に従って、第１の端末が仮想S
IMカードを有効にしているかどうかを判定し、第１の端末が仮想SIMカードを有効にして
いる場合、仮想SIMカードを第１の端末に対して無効にするようにさらに構成される。
【００２１】
　第３の態様の第４の可能な実施方法では、仮想カードサーバは注文ユニットをさらに含
み、
　通信ユニットは、第１の端末によって送信される、仮想SIMカードに加入するための要
求を受信するようにさらに構成され、仮想SIMカードに加入するための要求は、加入者識
別情報および仮想SIMカード識別子を含み、
　注文ユニットは、加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って注文を生成し、
第１の端末に注文の注文番号を送信するように構成され、注文は加入者識別情報および仮
想SIMカード識別子を含み、
　通信ユニットは、第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サードパーティ
支払いサーバによってフィードバックされる支払い結果通知を受信するようにさらに構成
され、支払い要求および支払い結果通知の両方が注文番号を含み、
　判定ユニットは、支払い結果通知に従って、第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを
判定し、第１の端末が成功裏に支払った場合、支払い結果通知における注文番号に従って
、対応する注文における加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を取得し、加入者識
別情報と仮想SIMカード識別子との間の加入関係を確立し、加入成功メッセージを第１の
端末に送信するようにさらに構成される。
【００２２】
　第３の態様または第３の態様の第１の可能な実施方法から第４の可能な実施方法のうち
のいずれか１つを参照すると、第３の態様の第５の可能な実施方法では、判定ユニットは
、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうか
を判定するとき、且つ第２の端末が仮想SIMカードを有効にしている場合、第１の端末が
仮想SIMカードを有効にすることを防ぐようにさらに構成される。
【００２３】
　第３の態様または第３の態様の第１の可能な実施方法から第４の可能な実施方法のうち
のいずれか１つを参照すると、第３の態様の第６の可能な実施方法では、仮想SIMカード
識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するとき
、且つ第２の端末が仮想SIMカードを有効にしている場合、判定ユニットは、仮想SIMカー
ドを第２の端末に対して無効にした後、仮想SIMカードを第１の端末に対して有効にする
。
【００２４】
　第４の態様に基づくと、複数の端末が仮想SIMカードを共有することを実施するための
端末が提供され、同じ仮想SIMカードのデータを格納する第１の端末および第２の端末を
含み、第１の端末は通信ユニットおよび管理ユニットを含み、
　通信ユニットは、仮想SIMカードを有効にするための要求を仮想カードサーバに送信す
るように構成され、仮想SIMカードを有効にするための要求は、仮想SIMカード識別子を含
み、且つ
　通信ユニットは、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効に
しているかどうかを判定した後、仮想カードサーバによって送信される有効化応答メッセ
ージを受信するように構成され、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしていない場合、
有効化応答メッセージは有効化成功メッセージであり、
　管理ユニットは、通信ユニットが有効化成功メッセージを受信した後、仮想SIMカード
を有効にするように構成される。
【００２５】
　第４の態様の第１の可能な実施方法では、通信ユニットは、仮想SIMカードを無効にす
るための要求を仮想カードサーバに送信するようにさらに構成され、仮想SIMカードを無



(12) JP 2016-522653 A 2016.7.28

10

20

30

40

50

効にするための要求は、加入者識別情報と、第１の端末の端末識別子と、仮想SIMカード
識別子とを含み、且つ
　通信ユニットは、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する
かどうかを判定し、第１の端末の端末識別子および仮想SIMカード識別子に従って、第１
の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定した後、仮想カードサーバによ
って送信される無効化応答メッセージを受信するようにさらに構成され、加入者識別情報
と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する場合であり第１の端末が仮想SIMカー
ドを有効にしているとき、無効化応答メッセージは無効化成功メッセージであり、
　管理ユニットは、通信ユニットが無効化成功メッセージを受信した後、仮想SIMカード
を無効にするようにさらに構成される。
【００２６】
　第４の態様の第２の可能な実施方法では、通信ユニットは、仮想SIMカードに加入する
ための要求を仮想カードサーバに送信するようにさらに構成され、仮想SIMカードに加入
するための要求は加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を含み、且つ
　通信ユニットは、加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って、仮想カードサ
ーバによって送信される注文番号を受信し、注文番号を含む支払い要求をサードパーティ
支払いサーバに送信し、サードパーティ支払いサーバによって送信される支払い結果通知
に従って、第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定した後、仮想カードサーバによ
ってフィードバックされる加入応答メッセージを受信するようにさらに構成され、支払い
結果通知は注文番号を含み、支払い結果通知が第１の端末が成功裏に支払ったことを示す
場合、加入応答メッセージは加入成功メッセージである。
【００２７】
　第５の態様に基づくと、複数の端末が仮想SIMカードを共有するためのシステムが提供
され、システムは前述の仮想カードサーバおよび前述の端末を含む。本発明における複数
の端末が仮想SIMカードを共有するための方法、端末、サーバおよびシステムに基づくと
、方法では、第１の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカードのデータを格納し、第
１の端末によって送信される、仮想SIMカードを有効にするための要求が受信され、仮想S
IMカードを有効にするための要求は仮想SIMカード識別子を含み、仮想SIMカード識別子に
従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかが判定され、第２の端末
が仮想SIMカードを有効にしていない場合、仮想SIMカードは第１の端末に対して有効にさ
れる。方法、端末、サーバおよびシステムに基づくと、仮想SIMカードを共有する各端末
は上述のように１つの仮想SIMカードを格納し、仮想カードサーバは、複数の端末のうち
のただ１つの端末が同時に仮想SIMカードを使用してモバイルネットワークにアクセスす
ることを保証するために、端末を管理および制御し、それによって、同じ加入者の複数の
端末が１つの仮想SIMカードを排他的に使用してモバイルネットワークにアクセスするこ
とを実施し、そのことは複数の端末が仮想SIMカードを共有するための動作ステップを簡
潔にする。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　本発明の実施形態における技術的な解決手段または従来技術における技術的な解決手段
をより明確に説明するために、以下では、実施形態または従来技術を説明するために必要
な添付図面を簡潔に説明する。明らかに、以下の説明における添付図面は本発明のいくつ
かの実施形態を示し、当業者は、創造的努力なくしてこれらの添付図面から他の図面をさ
らに導出することができる。
【００２９】
【図１】図１は、本発明の実施形態１に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するた
めの方法のフローチャートである。
【図２】図２は、本発明の実施形態３に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するた
めの方法のフローチャートである。
【図３】図３は、本発明の実施形態４に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するた
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めの方法のフローチャートである。
【図４】図４は、本発明の実施形態５に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するた
めの方法のフローチャートである。
【図５】図５は、本発明の実施形態８に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するた
めの方法のフローチャートである。
【図６】図６は、本発明の実施形態９に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するた
めの方法のフローチャートである。
【図７】図７は、本発明の実施形態１０に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有する
ための方法のフローチャートである。
【図８】図８は、本発明の実施形態１１に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有する
ための方法のフローチャートである。
【図９】図９は、本発明の実施形態１２に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有する
ことを実施するための仮想カードサーバのモジュールの概略構成図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態１５に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有
することを実施するための仮想カードサーバの概略構成図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態１８に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有
することを実施するための第１の端末のモジュールの概略構成図である。
【図１２】図１２は、コンピュータシステムに基づいて実装される仮想カードサーバの実
施形態を示す。
【図１３】図１３は、コンピュータシステムに基づいて実装される第１の端末の実施形態
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の実施形態の目的、技術的な解決手段および利点をより明確にするために、以下
では、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における技術的
な解決手段を明確に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施形態の一
部であり全てではない。創造的努力なくして本発明の実施形態に基づいて当業者によって
取得された他の実施形態の全ては、本発明の保護範囲に包含されるべきである。
【００３１】
　モバイル端末が徐々に普及してきたため、共通の加入者は、複数のモバイル電話または
複数のタブレット・コンピュータのような複数のモバイル端末を有することができる。加
入者は、複数の端末間で１つのSIMカードを簡便に共有することを希望する。本発明は、
複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方法を提供する。方法では、複数の端末は
１つの仮想SIMカードを共有する。すなわち、複数の端末は全て、仮想SIMカードのデータ
をダウンロードする。しかしながら、各端末が仮想SIMカードを有効にすることを希望す
る前に、すなわち、仮想SIMカードを使用することによってモバイルネットワークにアク
セスすることを希望する前に、各端末は、仮想カードサーバに適用する必要があり、ただ
１つの端末が同時に仮想SIMカードを使用することによって、モバイルネットワークにア
クセスすることが保証されるとき、仮想カードサーバは、仮想SIMカードを、アプリケー
ションを開始する端末に対して有効にすることを許可または防止する。
【００３２】
　以下では、さらに、添付図面および実施形態を参照して、本発明の具体的な実施方法を
詳細に説明する。以下の実施形態は、本発明を説明するために使用され、本発明の範囲を
限定するものではない。
【００３３】
　実施形態１
【００３４】
　図１は、本発明の実施形態１に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方
法のフローチャートである。図１に示されるように、第１の端末および第２の端末は同じ
仮想SIMカードのデータを格納し、方法は以下のステップを含む。
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【００３５】
　１１０．第１の端末によって送信される、仮想SIMカードを有効にするための要求を受
信し、仮想SIMカードを有効にするための要求は仮想SIMカード識別子を含む。
【００３６】
　さらに、方法は仮想カードサーバによって実行されてもよい。第１の端末および第２の
端末は一般に、モバイル電話のようなモバイル端末であり、また、デスクトップ・コンピ
ュータのような非モバイル端末であってもよい。さらに、第１の端末および第２の端末は
仮想SIMカードをサポートする必要がある。第１の端末と仮想カードサーバとの間の通信
ネットワークおよび第２の端末と仮想カードサーバとの間の通信ネットワークは一般に、
ワイヤレス・フィデリティWiFiネットワークのような無線ネットワークであってもよく、
また、有線ネットワークであってもよい。
【００３７】
　第１の端末は自動的に、加入者の指示に従って、仮想SIMカード識別子を取得してもよ
いとともに、仮想SIMカードを有効にするための要求を生成してもよく、且つ仮想SIMカー
ドを有効にするための要求を仮想カードサーバに送信してもよい。仮想SIMカード識別子
は、オペレータによって割り当てられる国際移動体加入者識別番号（International Mobi
le SubscriberIdentificationNumber, IMSI）であってもよい。
【００３８】
　１２０．仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしている
かどうかを判定する。
【００３９】
　１３０．第２の端末が仮想SIMカードを有効にしていない場合、仮想SIMカードを第１の
端末に対して有効にする。
【００４０】
　さらに、仮想SIMカードを共有する第２の端末が仮想SIMカードを有効にしている可能性
がある。オペレータのモバイルネットワークの制限のために、ただ１つの端末が同時に仮
想SIMカードを使用してモバイルネットワークにアクセスすることが許可される。従って
、仮想カードサーバは第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定する
必要があり、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしていない場合、仮想SIMカードを有効
にするための要求を現在送信している第１の端末に対して仮想SIMカードを有効にし、す
なわち、仮想SIMカードを有効にするための要求を現在送信している第１の端末に対して
仮想SIMカードが有効にされていることを示すために、対応する有効化表示を修正し、有
効化成功メッセージを第１の端末に送信する。有効化成功メッセージを受信した後、第１
の端末は、仮想SIMカードを有効にするための動作を実行する。本発明における、複数の
端末が仮想加入者識別モジュールSIMカードを共有するための方法に基づくと、仮想SIMカ
ードを共有する各端末は上述のように１つの仮想SIMカードを格納し、仮想カードサーバ
は、複数の端末のうちのただ１つの端末が同時に仮想SIMカードを使用してモバイルネッ
トワークにアクセスすることを保証するために、端末を管理および制御し、それによって
、同じ加入者の複数の端末が１つの仮想SIMカードを排他的に使用してモバイルネットワ
ークにアクセスすることを実施し、そのことは複数の端末が仮想SIMカードを共有するた
めの動作ステップを簡潔にする。
【００４１】
　実施形態２
【００４２】
　仮想SIMカードを有効にするための要求は、加入者識別情報をさらに含んでもよい。
【００４３】
　さらに、第１の端末は自動的に、加入者の指示に従って第１の端末の端末識別子および
加入者識別情報を取得し、仮想SIMカード識別子とともに、それらを仮想SIMカードを有効
にするための要求に追加してもよい。
【００４４】
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　ステップ１２０の前に、方法は、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入
関係が存在するかどうかを判定し、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入
関係が存在する場合、次のステップを実行し、そうでなければ処理手続きを終了するステ
ップをさらに含む。加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する
かどうかを判定することは、許可された加入者、すなわち、仮想SIMカードに加入してい
る加入者のみが仮想SIMカードを有効にできることを保証することができる。
【００４５】
　さらに、ステップ１２０における、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想S
IMカードを有効にしているかどうかを判定するステップは、仮想SIMカード識別子に従っ
て、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するために、有効化関
係テーブルを照会するステップであって、有効化関係テーブルは以下の表１に示されると
ともに、仮想SIMカード識別子と、端末識別子と、有効化表示とを少なくとも含む。有効
化関係テーブルを照会することによって、第１の端末以外の、仮想SIMカード識別子に対
応する第２の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかがわかる。
【００４６】
【表１】

【００４７】
　本実施形態におけるステップは、実施形態１と組み合わせられてもよい。
【００４８】
　実施形態３
【００４９】
　仮想SIMカードを有効にしている端末は、一定期間仮想SIMカードを有効にした後、仮想
SIMカードを無効にしてもよく、その結果、別の端末は仮想SIMカードを有効にすることが
できる。
【００５０】
　図２は、本発明の実施形態３に係る、複数の端末が共有される仮想SIMカードを無効に
するための方法のフローチャートである。図２に示されるように、方法は以下のステップ
をさらに含んでもよい。
【００５１】
　２１０．第１の端末によって送信される、仮想SIMカードを無効にするための要求を受
信し、仮想SIMカードを無効にするための要求は、加入者識別情報と、第１の端末の端末
識別子と、仮想SIMカード識別子とを含む。
【００５２】
　さらに、端末は自動的に、加入者の指示に従って、加入者識別情報と、端末識別子と、
仮想SIMカード識別子とを取得するとともに仮想SIMカードを無効にするための要求を生成
し、且つ仮想SIMカードを無効にするための要求を仮想カードサーバに送信してもよい。
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【００５３】
　２２０．加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定し、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する場合、次
のステップを実行し、そうでなければ処理手続きを終了する。
【００５４】
　さらに、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するとき、加
入者識別情報に対応する加入者が仮想SIMカードに事前に加入していることを示し、加入
者はこの場合にのみ、仮想SIMカードを無効にする権限を持ち、そうでなければ、加入者
は仮想SIMカードを無効にする権限を持たず、且つ仮想カードサーバは、加入者が仮想SIM
カードに加入していないことを加入者に通知するために、第１の無効化エラーメッセージ
を端末にフィードバックする。
【００５５】
　２３０．第１の端末の端末識別子および仮想SIMカード識別子に従って、第１の端末が
仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定し、第１の端末が仮想SIMカードを有効に
している場合、仮想SIMカードを第１の端末に対して無効にする。
【００５６】
　さらに、このステップでは、第１の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを
判定するために、実施形態２に示される有効化関係テーブルが照会されてもよい。第１の
端末が仮想SIMカードを事前に有効にしている場合のみ、第１の端末は仮想SIMカードを無
効にする権限を持ち、そうでなければ、第１の端末は仮想SIMカードを無効にする権限を
持たず、且つ仮想カードサーバは、第１の端末が仮想SIMカードを有効にしていないこと
を第１の端末に通知するために、第２の無効化エラーメッセージを端末にフィードバック
する。仮想SIMカードを第１の端末に対して無効にするステップは、仮想SIMカードが第１
の端末に対して無効にされていることを示し、無効化成功メッセージを第１の端末に送信
するステップを含み、無効化成功メッセージを受信した後、第１の端末は、仮想SIMカー
ドを無効にする動作を実行する。
【００５７】
　本実施形態におけるステップは実施形態１または２と組み合わせられてもよく、一般に
、第１の端末が仮想SIMカードを有効にした後に実行される。
【００５８】
　実施形態４
【００５９】
　加入者が仮想SIMカードに加入するプロセスは、既存のオンラインショッピング手順と
同様であってもよく、例えば、クライアントまたはブラウザは、仮想カードオペレータの
オンラインストアで仮想SIMカードに加入するために使用される。加えて、実施形態４は
、具体的な加入方法の実施形態を提供する。
【００６０】
　図３は、本発明の実施形態４に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方
法のフローチャートである。図３に示されるように、方法は以下のステップをさらに含ん
でもよい。
【００６１】
　３１０．第１の端末によって送信される、仮想SIMカードに加入するための要求を受信
し、仮想SIMカードに加入するための要求は、加入者識別情報および仮想SIMカード識別子
を含む。
【００６２】
　さらに、加入者が選択し、加入者の選択の後に加入者の指示を生成し、加入者の指示を
第１の端末に入力するために、仮想カードサーバは、ネットワークを使用することによっ
て、利用可能な仮想SIMカード識別子を加入者に事前に提供してもよく、加入者の指示お
よび加入者によって事前に登録された加入者識別情報に従って、第１の端末は仮想SIMカ
ードに加入するための要求を生成するとともに、仮想SIMカードに加入するための要求を
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仮想カードサーバに送信する。
【００６３】
　３２０．加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って注文を生成し、第１の端
末に注文の注文番号を送信し、注文は加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を含む
。
【００６４】
　さらに、注文は加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を記録し、さらに、支払い
が行われていないという現在の状態を追加的に記録してもよい。注文番号は１対1方式で
注文に対応する。
【００６５】
　３３０．第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サードパーティ支払いサ
ーバによってフィードバックされる支払い結果通知を受信し、支払い要求および支払い結
果通知の両方が注文番号を含む。
【００６６】
　さらに、第１の端末は、注文番号を受信した後、支払い要求をサードパーティ支払いサ
ーバに送信し、支払い要求は注文番号および銀行口座のような関連情報を含む。サードパ
ーティ支払いサーバは、支払い要求に従って、料金差引（fee deduction）の操作を実行
した後、注文番号を含む支払い結果通知を生成し、支払い結果通知を仮想カードサーバに
フィードバックする。
【００６７】
　３４０．支払い結果通知に従って、第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定し、
第１の端末が成功裏に支払った場合、支払い結果通知における注文番号に従って、対応す
る注文における加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を取得し、加入者識別情報と
仮想SIMカード識別子との間の加入関係を確立し、加入成功メッセージを第１の端末に送
信する。
【００６８】
　さらに、第１の端末が成功裏に支払われた後、仮想カードサーバは、対応する注文にお
ける加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って、以下の表２に示される加入関
係テーブルを確立し、且つ仮想SIMカードがダウンロード可能であることを加入者に通知
するために、加入仮想メッセージを第１の端末に送信する。
【００６９】
【表２】

【００７０】
　本実施形態におけるステップは実施形態１、２または３と組み合わせられてもよく、一
般に、第１の端末が仮想SIMカードを格納する前に完了する。
【００７１】
　実施形態５
【００７２】
　加入者は、仮想SIMカードに加入した後、仮想SIMカードをダウンロードしてもよい。実
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【００７３】
　図４は、本発明の実施形態５に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方
法のフローチャートである。図４に示されるように、方法は以下のステップをさらに含ん
でもよい。
【００７４】
　４１０．第１の端末に対する安全な通信チャネルを確立する。
【００７５】
　さらに、安全な通信チャネルがWiFiに基づいて実装されてもよく、または、インターネ
ットにアクセスすることができる仮想SIMカードが第１の端末に対して出荷時に事前に設
定されてもよく、その結果、第１の端末が購入されるとき、加入者はインターネットアク
セス能力を有することができる。さらに、第１の端末に対して事前に設定された仮想SIM
カードは、限定サービスにのみアクセスすることができ、例えば、第１の端末の製造業者
のサービスおよび仮想カードオペレータのサービスにのみアクセスすることができる。加
えて、前述の実施形態４における、第１の端末が仮想SIMカードに加入するプロセスは、
事前に設定された仮想SIMカードに基づいて実施されてもまたよい。
【００７６】
　４２０．安全な通信チャネルを使用することによって、第１の端末によって送信される
、仮想SIMカードをダウンロードするための要求を受信し、仮想SIMカードをダウンロード
するための要求は、加入者識別情報と、第１の端末の端末識別子と、仮想SIMカード識別
子とを含む。
【００７７】
　さらに、加入者の指示に従って、端末は、仮想SIMカードをダウンロードするための要
求を生成し、仮想SIMカードをダウンロードするための要求を仮想カードサーバに送信し
てもよい。
【００７８】
　４３０．加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定し、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する場合、次
のステップを実行し、そうでなければ処理手続きを終了する。
【００７９】
　さらに、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するとき、加
入者識別情報に対応する加入者が仮想SIMカードに事前に加入していることを示し、加入
者はこの場合にのみ、仮想SIMカードをダウンロードする権限を持ち、そうでなければ、
加入者は仮想SIMカードをダウンロードする権限を持たず、且つ仮想カードサーバは、加
入者が仮想SIMカードに加入していないことを加入者に通知するために、ダウンロードエ
ラー情報を端末にフィードバックする。
【００８０】
　４４０．第１の端末の端末識別子と仮想SIMカード識別子との間の結合関係を確立し、
安全な通信チャネルを使用することによって、仮想SIMカードを第１の端末に送信する。
【００８１】
　さらに、仮想SIMカードを第１の端末に送信するのと同時に、仮想カードサーバは、仮
想SIMカードをダウンロードした全ての端末の端末識別子を記録するために、表３に示さ
れるものと同様の、端末識別子と仮想SIMカード識別子との間の結合関係テーブルを格納
し、それによって、対応する端末が仮想SIMカードを有効にする権限を持つかどうかの次
の判定を容易にする。初期状態における有効化状態の欄は無効であり、端末が仮想SIMカ
ードを有効にすることを申込むとともに仮想カードサーバによって許可された後、有効に
更新され、１および０が有効および無効をそれぞれ示すために使用されてもよい。
【００８２】
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【表３】

【００８３】
　本実施形態におけるステップは実施形態１、２、３または４と組み合わせられてもよく
、一般に、第１の端末が仮想SIMカードを格納する前に完了する。
【００８４】
　実施形態６
【００８５】
　実施形態６では、ステップ１２０の後、方法は、第２の端末が仮想SIMカードを有効に
している場合、第１の端末が仮想SIMカードを有効にすることを防ぐステップをさらに含
む。
【００８６】
　換言すると、本実施形態では、第１の端末以外の別の端末が仮想SIMカードを有効にし
ているとともに仮想SIMカードを無効にしていないとき、仮想カードサーバは第１の端末
が仮想SIMカードを有効にすることを防ぐ。
【００８７】
　本実施形態に係る方法は実施形態１、２、３、４または５と組み合わせられてもよい。
【００８８】
　実施形態７
【００８９】
　実施形態７では、ステップ１２０の後、方法は、第２の端末が仮想SIMカードを有効に
している場合、仮想SIMカードを第２の端末に対して無効にした後、仮想SIMカードを第１
の端末に対して有効にするステップをさらに含む。
【００９０】
　換言すると、本実施形態では、第１の端末以外の別の端末が仮想SIMカードを有効にし
ているとともに仮想SIMカードを無効にしていないとき、第１の端末の、仮想SIMカードを
有効にするための要求を受信した後、仮想カードサーバは第１の端末が仮想SIMカードを
占有することを許可し、すなわち、第２の端末が仮想SIMカードを無効にすることを強制
するとともに、仮想SIMカードを第１の端末に対して有効にする。
【００９１】
　本実施形態に係る方法は実施形態１、２、３、４または５と組み合わせられてもよい。
【００９２】
　実施形態８
【００９３】
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　図５は、本発明の実施形態８に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方
法のフローチャートである。図５に示されるように、実施形態８に係る方法では、第１の
端末は仮想SIMカードを有効にするための要求を仮想カードサーバに送信し、第１の端末
および第２の端末は同じ仮想SIMカードのデータを格納する。
【００９４】
　方法は以下のステップを含む。
【００９５】
　５１０．第１の端末は、仮想SIMカードを有効にするための要求を仮想カードサーバに
送信し、仮想SIMカードを有効にするための要求は仮想SIMカード識別子を含む。
【００９６】
　５２０．仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしている
かどうかを判定した後、第１の端末は、仮想カードサーバによって送信される有効化応答
メッセージを受信し、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしていない場合、有効化応答
メッセージは有効化成功メッセージである。
【００９７】
　５３０．有効化成功メッセージを受信した後、第１の端末は仮想SIMカードを有効にす
る。
【００９８】
　加えて、第１の端末が、仮想カードサーバによってフィードバックされた有効化応答メ
ッセージを、ネットワークの例外等の理由により事前に設定された期間内に受信しない場
合、対応する判定を再び行った後、有効化応答メッセージを端末に再びフィードバックす
るように仮想カードサーバをトリガするために、第１の端末は仮想SIMカードを有効にす
るための要求を仮想カードサーバに再送してもよく、且つ以前に生成された有効化応答メ
ッセージを再送するように仮想カードサーバをトリガするために、第１の端末はまた、状
態再送要求を仮想カードサーバに送信してもよい。
【００９９】
　実施形態９
【０１００】
　図６は、本発明の実施形態９に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方
法のフローチャートである。図６に示されるように、方法は以下のステップをさらに含ん
でもよい。
【０１０１】
　６１０．第１の端末は、仮想SIMカードを無効にするための要求を仮想カードサーバに
送信し、仮想SIMカードを無効にするための要求は、加入者識別情報と、第１の端末の端
末識別子と、仮想SIMカード識別子とを含む。
【０１０２】
　６２０．加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定し、第１の端末の端末識別子および仮想SIMカード識別子に従って、第１の端末が
仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定した後、第１の端末は、仮想カードサー
バによって送信される無効化応答メッセージを受信し、加入者識別情報と仮想SIMカード
識別子との間に加入関係が存在するとともに第１の端末が仮想SIMカードを有効にしてい
るとき、無効化応答メッセージは無効化成功メッセージである。
【０１０３】
　加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在しない場合、加入者が
仮想SIMカードに加入していないことを加入者に通知するために、無効化応答メッセージ
は一般に、第１無効化エラーメッセージである。第１の端末が仮想SIMカードを有効にし
ていない場合、加入者が仮想SIMカードを有効にしていないことを加入者に通知するため
に、無効化応答メッセージは一般に、第２無効化エラーメッセージである。
【０１０４】
　６３０．無効化成功メッセージを受信した後、第１の端末は仮想SIMカードを無効にす
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る。
【０１０５】
　本実施形態に係る方法は実施形態８と組み合わせられてもよく、一般に、第１の端末が
仮想SIMカードを有効にした後に実行される。
【０１０６】
　加えて、第１の端末が、ネットワークの例外等の理由により事前に設定された期間内に
仮想カードサーバの無効化応答メッセージを受信しない場合、対応する判定を再び行った
後、無効化応答メッセージを第１の端末に再送するように仮想カードサーバをトリガする
ために、第１の端末は仮想SIMカードを無効にするための要求を仮想カードサーバに再送
してもよく、且つ以前に生成された無効化応答メッセージを再送するように仮想カードサ
ーバをトリガするために、第１の端末はまた、状態再送要求を仮想カードサーバに送信し
てもよい。
【０１０７】
　実施形態１０
【０１０８】
　図７は、本発明の実施形態１０に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための
方法のフローチャートである。図７に示されるように、方法は以下のステップをさらに含
んでもよい。
【０１０９】
　７１０．第１の端末は、仮想SIMカードに加入するための要求を仮想カードサーバに送
信し、仮想SIMカードに加入するための要求は加入者識別情報および仮想SIMカード識別子
を含む。
【０１１０】
　さらに、加入者が選択し、加入者の選択の後に加入者の指示を生成し、加入者の指示を
第１の端末に入力するために、仮想カードサーバは、ネットワークを使用することによっ
て、利用可能な仮想SIMカード識別子を加入者に事前に提供してもよく、加入者の指示お
よび加入者によって事前に登録された加入者識別情報に従って、第１の端末は仮想SIMカ
ードに加入するための要求を生成するとともに、仮想SIMカードに加入するための要求を
仮想カードサーバに送信する。
【０１１１】
　７２０．第１の端末は、加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って、仮想カ
ードサーバによって送信される注文番号を受信する。
【０１１２】
　７３０．第１の端末は、支払い要求をサードパーティ支払いサーバに送信し、支払い要
求は注文番号を含む。
【０１１３】
　さらに、第１の端末は、注文番号を受信した後、加入者の指示に従って、支払い要求を
サードパーティ支払いサーバに送信してもよく、支払い要求は注文番号および銀行口座の
ような関連情報を含む。サードパーティ支払いサーバは、支払い要求に従って、料金差引
（fee deduction）の操作を実行した後、注文番号を含む支払い結果通知を生成し、支払
い結果通知を仮想カードサーバにフィードバックする。
【０１１４】
　７４０．サードパーティ支払いサーバによって送信される支払い結果通知に従って、第
１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定した後、第１の端末は、仮想カードサーバに
よってフィードバックされる加入応答メッセージを受信し、支払い結果通知は注文番号を
含み、支払い結果通知が第１の端末が成功裏に支払ったことを示すとき、応答メッセージ
は加入成功メッセージである。
【０１１５】
　本実施形態に係る方法は実施形態８または９と組み合わせられてもよく、一般に、第１
の端末が仮想SIMカードを格納する前に実行される。
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【０１１６】
　実施形態１１
【０１１７】
　図８は、本発明の実施形態１１に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための
方法のフローチャートである。図８に示されるように、方法は以下のステップをさらに含
んでもよい。
【０１１８】
　８１０．第１の端末は、仮想カードサーバに対する安全な通信チャネルを確立する。
【０１１９】
　さらに、安全な通信チャネルがWiFiに基づいて実装されてもよく、または、インターネ
ットにアクセスすることができる仮想SIMカードが第１の端末に対して出荷時に事前に設
定されてもよく、その結果、第１の端末が購入されるとき、加入者はインターネットアク
セス能力を有することができる。さらに、第１の端末に対して事前に設定された仮想SIM
カードは、限定サービスにのみアクセスすることができ、例えば、第１の端末の製造業者
のサービスおよび仮想カードオペレータのサービスにのみアクセスすることができる。加
えて、前述の実施形態１１における、端末が仮想SIMカードに加入するプロセスは、事前
に設定された仮想SIMカードに基づいて実施されてもまたよい。
【０１２０】
　８２０．第１の端末は、安全な通信チャネルを使用することによって、仮想SIMカード
をダウンロードするための要求を仮想カードサーバに送信し、仮想SIMカードをダウンロ
ードするための要求は、加入者識別情報と、第１の端末の端末識別子と、仮想SIMカード
識別子とを含む。
【０１２１】
　８３０．加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定した後、第１の端末は、安全な通信チャネルを使用することによって、仮想カード
サーバによって送信されるダウンロード応答メッセージを受信し、加入者識別情報と仮想
SIMカード識別子との間に加入関係が存在するとき、仮想カードサーバは、第１の端末の
端末識別子と仮想SIMカード識別子との間の結合関係を確立し、ダウンロード応答メッセ
ージはダウンロード成功メッセージである。
【０１２２】
　８４０．ダウンロード成功メッセージを受信した後、第１の端末は仮想SIMカードをダ
ウンロードし、仮想SIMカードを格納する。
【０１２３】
　本実施形態に係る方法は実施形態８、９または１０と組み合わせられてもよく、一般に
、第１の端末が仮想SIMカードを格納する前に実行される。
【０１２４】
　実施形態１２
【０１２５】
　図９は、本発明の実施形態１２に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有することを
実施するための仮想カードサーバの概略構成図である。図９に示されるように、仮想カー
ドサーバ９００は通信ユニット９１０および判定ユニット９２０を含む。
【０１２６】
　通信ユニット９１０は、第１の端末によって送信される、仮想SIMカードを有効にする
ための要求を受信するように構成され、仮想SIMカードを有効にするための要求は仮想SIM
カード識別子を含む。
【０１２７】
　判定ユニット９２０は、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを
有効にしているかどうかを判定し、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしていない場合
、仮想SIMカードを第１の端末に対して有効にするように構成される。
【０１２８】
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　第１の端末および第２の端末は同じ仮想SIMカードのデータを格納する。
【０１２９】
　実施形態１３
【０１３０】
　本実施方法では、判定ユニット９２０は、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしてい
るかどうかを判定するために、仮想SIMカード識別子に従って有効化関係テーブルを照会
するように構成され、有効化関係テーブルは、仮想SIMカード識別子と、端末識別子と、
有効化表示とを含む。
【０１３１】
　加えて、仮想SIMカードを有効にするための要求は、加入者識別情報をさらに含む。
【０１３２】
　対応して、判定ユニット９２０は、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加
入関係が存在するかどうかを判定し、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加
入関係が存在する場合、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有
効にしているかどうかを判定するステップを実行するようにさらに構成される。
【０１３３】
　実施形態１４
【０１３４】
　本実施形態では、通信ユニット９１０は、第１の端末によって送信される、仮想SIMカ
ードを無効にするための要求を受信するようにさらに構成され、仮想SIMカードを無効に
するための要求は、加入者識別情報と、第１の端末の端末識別子と、仮想SIMカード識別
子とを含む。
【０１３５】
　判定ユニット９２０は、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存
在するかどうかを判定し、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存
在する場合、第１の端末の端末識別子および仮想SIMカード識別子に従って、第１の端末
が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定し、第１の端末が仮想SIMカードを有効
にしている場合、仮想SIMカードを第１の端末に対して無効にするようにさらに構成され
る。
【０１３６】
　実施形態１５
【０１３７】
　本実施形態では、図１０に示されるように、仮想カードサーバ９００は、端末が仮想SI
Mカードに加入する関連処理手続きを処理するための注文ユニット１０１０をさらに含む
。
【０１３８】
　さらに、通信ユニット９１０は、第１の端末によって送信される、仮想SIMカードに加
入するための要求を受信するようにさらに構成され、仮想SIMカードに加入するための要
求は、加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を含む。
【０１３９】
　注文ユニット１０１０は、加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って注文を
生成し、第１の端末に注文の注文番号を送信するように構成され、注文は加入者識別情報
および仮想SIMカード識別子を含む。
【０１４０】
　通信ユニット９１０は、第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サードパ
ーティ支払いサーバによってフィードバックされる支払い結果通知を受信するようにさら
に構成され、支払い要求および支払い結果通知の両方が注文番号を含む。
【０１４１】
　判定ユニット９２０は、支払い結果通知に従って、第１の端末が成功裏に支払ったかど
うかを判定し、第１の端末が成功裏に支払った場合、支払い結果通知における注文番号に
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従って、対応する注文における加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を取得し、加
入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間の加入関係を確立し、加入成功メッセージを
第１の端末に送信するようにさらに構成される。
【０１４２】
　実施形態１６
【０１４３】
　本実施形態では、判定ユニット９２０は、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末
が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するとき、且つ第２の端末が仮想SIMカ
ードを有効にしている場合、第１の端末が仮想SIMカードを有効にすることを防ぐように
さらに構成される。
【０１４４】
　本実施形態は、実施形態１２、１３、１４または１５と組み合わせられてもよい。
【０１４５】
　実施形態１７
【０１４６】
　本実施形態では、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカードを有効に
しているかどうかを判定するとき、且つ第２の端末が仮想SIMカードを有効にしている場
合、判定ユニットは、仮想SIMカードを第２の端末に対して無効にした後、仮想SIMカード
を第１の端末に対して有効にする。
【０１４７】
　本実施形態は、実施形態１２、１３、１４または１５と組み合わせられてもよい。
【０１４８】
　実施形態１８
【０１４９】
　図１１は、本発明の実施形態１８に係る、複数の端末が仮想SIMカードを共有すること
を実施するための端末の概略構成図であって、端末は同じ仮想SIMカードのデータを格納
する第１の端末および第２の端末を含む。図１１に示されるように、第１の端末１１００
は通信ユニット１１１０および管理ユニット１１２０を含む。
【０１５０】
　通信ユニット１１１０は、仮想SIMカードを有効にするための要求を仮想カードサーバ
に送信するように構成され、仮想SIMカードを有効にするための要求は、仮想SIMカード識
別子を含み、且つ
　通信ユニット１１１０は、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカード
を有効にしているかどうかを判定した後、仮想カードサーバによって送信される有効化応
答メッセージを受信するように構成され、第２の端末が仮想SIMカードを有効にしていな
い場合、有効化応答メッセージは有効化成功メッセージである。
【０１５１】
　管理ユニット１１２０は、通信ユニットが有効化成功メッセージを受信した後、仮想SI
Mカードを有効にするように構成される。加えて、第２の端末および第１の端末は同じ構
成を有し、繰返し説明はされない。
【０１５２】
　実施形態１９
【０１５３】
　本実施形態では、通信ユニット１１１０は、仮想SIMカードを無効にするための要求を
仮想カードサーバに送信するようにさらに構成され、仮想SIMカードを無効にするための
要求は、加入者識別情報と、第１の端末の端末識別子と、仮想SIMカード識別子とを含み
、且つ
　通信ユニット１１１０は、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が
存在するかどうかを判定し、第１の端末の端末識別子および仮想SIMカード識別子に従っ
て、第１の端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定した後、仮想カードサ
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ーバによって送信される無効化応答メッセージを受信するようにさらに構成され、加入者
識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在する場合であり第１の端末が仮
想SIMカードを有効にしているとき、無効化応答メッセージは無効化成功メッセージであ
る。
【０１５４】
　管理ユニット１１２０は、通信ユニットが無効化成功メッセージを受信した後、仮想SI
Mカードを無効にするようにさらに構成される。
【０１５５】
　実施形態２０
【０１５６】
　本実施形態では、通信ユニット１１１０は、仮想SIMカードに加入するための要求を仮
想カードサーバに送信するようにさらに構成され、仮想SIMカードに加入するための要求
は加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を含み、且つ
　通信ユニット１１１０は、加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って、仮想
カードサーバによって送信される注文番号を受信し、注文番号を含む支払い要求をサード
パーティ支払いサーバに送信し、サードパーティ支払いサーバによって送信される支払い
結果通知に従って、第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定した後、仮想カードサ
ーバによってフィードバックされる加入応答メッセージを受信するようにさらに構成され
、支払い結果通知は注文番号を含み、支払い結果通知が第１の端末が成功裏に支払ったこ
とを示す場合、加入応答メッセージは加入成功メッセージである。
【０１５７】
　実施形態２１
【０１５８】
　本実施形態は、複数の端末が仮想SIMカードを共有するためのシステムを提供し、シス
テムは、実施形態１２乃至１７のいずれか１つに係る仮想カードサーバおよび実施形態１
８乃至２０のいずれか１つに係る端末を含む。
【０１５９】
　本発明の本実施形態における仮想カードサーバはコンピュータシステムに基づいて実装
されてもよいとともに、図１、図２、図３および図４に示される方法は、コンピュータシ
ステムに基づく仮想カードサーバ上で全て実施されてもよい。図１２は、コンピュータシ
ステムに基づいて実装される仮想カードサーバの実施形態を示す。本実施形態における仮
想カードサーバはプロセッサ１２０１と、メモリ１２０２と、通信インタフェース１２０
３とを含んでもよい。
【０１６０】
　通信インタフェース１２０３は第１の端末と通信するように構成される。第１の端末と
仮想カードサーバとの間で交換される（図１、図２、図３および図４における方法の実施
形態で示されるような）メッセージは全て、通信インタフェース１２０３を介して送受信
される。さらに、通信インタフェース１２０３は、第１の端末によって送信される、仮想
SIMカードを有効にするための要求と、仮想SIMカードを無効にするための要求と、仮想SI
Mカードに加入するための要求とを受信するように構成される。
【０１６１】
　メモリ１２０２はプログラム命令を格納するように構成される。
【０１６２】
　プロセッサ１２０１は、第１の端末によって送信される、仮想SIMカードを有効にする
ための要求が受信された後、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が仮想SIMカード
を有効にしているかどうかを判定する動作と、第２の端末が仮想SIMカードを有効にして
いない場合、仮想SIMカードを第１の端末に対して有効にする動作を行うための、メモリ
１２０２内に格納されるプログラム命令を呼び出すように構成される。
【０１６３】
　プロセッサ１２０１は、端末によって送信される、仮想SIMカードを無効にするための
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要求が受信された後、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在す
るかどうかを判定する動作と、加入者識別情報と仮想SIMカード識別子との間に加入関係
が存在する場合、第１の端末の端末識別子および仮想SIMカード識別子に従って、第１の
端末が仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定する動作と、第１の端末が仮想SIM
カードを有効にしている場合、仮想SIMカードを第１の端末に対して無効にする動作とを
行うための、メモリ１２０２内に格納されるプログラム命令を呼び出すようにさらに構成
される。
【０１６４】
　プロセッサ１２０１は、端末によって送信される、仮想SIMカードに加入するための要
求が受信された後、
　加入者識別情報および仮想SIMカード識別子に従って注文を生成し、第１の端末に注文
の注文番号を送信する動作であって、注文は加入者識別情報および仮想SIMカード識別子
を含む、動作と、
　第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サードパーティ支払いサーバによ
ってフィードバックされる支払い結果通知を受信する動作であって、支払い要求および支
払い結果通知の両方が注文番号を含む、動作と、
　支払い結果通知に従って、第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定し、第１の端
末が成功裏に支払った場合、支払い結果通知における注文番号に従って、対応する注文に
おける加入者識別情報および仮想SIMカード識別子を取得し、加入者識別情報と仮想SIMカ
ード識別子との間の加入関係を確立し、加入成功メッセージを第１の端末に送信する動作
と
　を行うための、メモリ１２０２内に格納されるプログラム命令を呼び出すようにさらに
構成される。
【０１６５】
　プロセッサ１２０１は、中央処理装置（central processing unit，CPU）や特定用途向
け集積回路（application-specific integrated circuit，ASIC）等であってもよい。本
実施形態における仮想カードサーバはバス１２０４を含んでもよい。プロセッサ１２０１
、メモリ１２０２および通信インタフェース１２０３は、バス１２０４を使用することに
よって互いに接続されるとともに通信してもよい。メモリ１２０２は、ランダム・アクセ
ス・メモリ（random access memory，RAM）、読み出し専用メモリ（read-only memory，R
OM）または磁気ディスクのような記憶機能を有するエンティティを含んでもよい。
【０１６６】
　本発明の本実施形態における第１の端末はコンピュータシステムに基づいて実装されて
もよいとともに、図５、図６、図７および図８に示される方法は、コンピュータシステム
に基づく端末上で全て実施されてもよい。図１３は、コンピュータシステムに基づいて実
装される第１の端末の実施形態を示す。本実施形態における第１の端末はプロセッサ１３
０１と、メモリ１３０２と、通信インタフェース１３０３とを含んでもよい。
【０１６７】
　通信インタフェース１３０３は仮想カードサーバと通信するように構成される。第１の
端末と仮想カードサーバとの間で交換される（図５、図６、図７および図８における方法
の実施形態で示されるような）メッセージは全て、通信インタフェース１３０３を介して
送受信される。メモリ１３０２はプログラム命令を格納するように構成される。
【０１６８】
　プロセッサ１３０１は、有効化成功メッセージを受信した後、仮想SIMカードを有効に
するように構成される。
【０１６９】
　プロセッサ１３０１は、無効化成功メッセージを受信した後、仮想SIMカードを無効に
するようにさらに構成される。
【０１７０】
　プロセッサ１３０１は、中央処理装置（central processing unit，CPU）や特定用途向
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け集積回路（application-specific integrated circuit，ASIC）等であってもよい。本
実施形態における第１の端末はバス１３０４を含んでもよい。プロセッサ１３０１、メモ
リ１３０２および通信インタフェース１３０３は、バス１３０４を使用することによって
互いに接続されるとともに通信してもよい。メモリ１３０２は、ランダム・アクセス・メ
モリ（random access memory，RAM）、読み出し専用メモリ（read-only memory，ROM）ま
たは磁気ディスクのような記憶機能を有するエンティティを含んでもよい。
【０１７１】
　加えて、第２の端末および第１の端末は同じハードウェア構成を有し、繰返し説明はさ
れない。
【０１７２】
　本発明の実施形態における、複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方法、端末
、サーバおよびシステムに基づくと、第１の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカー
ドのデータを格納し、方法は、第１の端末によって送信される、仮想SIMカードを有効に
するための要求を受信するステップであって、仮想SIMカードを有効にするための要求は
仮想SIMカード識別子を含む、ステップと、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端末が
仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するステップと、第２の端末が仮想SIMカ
ードを有効にしていない場合、仮想SIMカードを第１の端末に対して有効にするステップ
とを含む。複数の端末が仮想SIMカードを共有するための方法に基づくと、仮想SIMカード
を共有する各端末は上述のように１つの仮想SIMカードを格納し、仮想カードサーバは、
複数の端末のうちのただ１つの端末が同時に仮想SIMカードを使用してモバイルネットワ
ークにアクセスすることを保証するために、端末を管理および制御し、それによって、同
じ加入者の複数の端末が１つの仮想SIMカードを排他的に使用してモバイルネットワーク
にアクセスすることを実施し、そのことは複数の端末が仮想SIMカードを共有するための
動作ステップを簡潔にする。
【０１７３】
　当業者は、本発明の態様または態様の可能な実施方法は、システム、方法またはコンピ
ュータプログラム製品として実施されてもよいことを理解することができる。従って、本
発明の態様または態様の可能な実施方法は、完全にハードウェアの実施形態の形態を使用
してもよく、完全にソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフトウェア等を含
む）の形態を使用してもよく、またはソフトウェアとハードウェアの態様を組み合わせた
実施形態の形態を使用してもよく、それらは全て一般に、「回路」、「モジュール」また
は「システム」と呼ばれる。加えて、本発明の態様または態様の可能な実施方法は、コン
ピュータプログラム製品の形態を使用してもよいとともに、コンピュータプログラム製品
はコンピュータ可読媒体に格納されるコンピュータ可読プログラムコードを参照する。
【０１７４】
　コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読信号媒体またはコンピュータ可読記憶媒体
であってもよい。コンピュータ可読記憶媒体は、ランダム・アクセス・メモリ（RAM）、
読み出し専用メモリ（ROM）、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（EPROMまたは
フラッシュメモリ）、光ファイバまたは携帯型読み出し専用メモリ（CD-ROM）のような、
電子的、磁気的、光学的、電磁的、赤外線または半導体のシステム、端末または装置、ま
たはそれらの任意の適切な組み合わせを含むが、それらに限定はされない。
【０１７５】
　コンピュータ内のプロセッサは、コンピュータ可読媒体内のコンピュータ可読プログラ
ムコードを読み出し、その結果、プロセッサはフローチャート内の各ステップまたはステ
ップの組み合わせで示される機能的なアクションを実行することができるとともに、ブロ
ック図内の各ブロックまたはブロックの組み合わせで示される機能的なアクションを実施
する装置を生成することができる。
【０１７６】
　コンピュータ可読プログラムコードは、完全に加入者のコンピュータで実行されるか、
部分的に加入者のコンピュータで実行されるか、独立したソフトウェアパッケージとして
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、部分的に加入者のコンピュータで実行されるか、部分的にリモートコンピュータで実行
されるか、または完全にリモートコンピュータまたはリモートサーバで実行されることが
できる。いくつかの代替の実施の解決手段では、フローチャートのステップまたはブロッ
ク図内のブロックによって示される機能は、図に示された順序で起こらなくてもよいこと
がまた留意されるべきである。例えば、関係する機能に応じて、連続的に示される２つの
ステップまたは２つのブロックがほぼ同時に行われてもよく、またはこれらのブロックは
時には逆の順序で行われてもよい。
【０１７７】
　当業者が、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、本発明に対する様々な修正
および変更を行うことができることは明らかである。このように、本発明に対する修正お
よび変更が本発明の特許請求の範囲および均等な技術に包含される場合、本発明はまた、
これらの修正および変更を含むことを意図される。
【符号の説明】
【０１７８】
　９００　　仮想カードサーバ
　９１０　　通信ユニット
　９２０　　判定ユニット
　１０１０　注文ユニット
　１１００　第１の端末
　１１１０　通信ユニット
　１１２０　管理ユニット
　１２０１　プロセッサ
　１２０２　メモリ
　１２０３　通信インタフェース
　１３０１　プロセッサ
　１３０２　メモリ
　１３０３　通信インタフェース
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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月18日(2015.12.18)
【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】
　仮想加入者識別モジュールSIMカードを共有する複数の端末のための方法であって、第
１の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカードのデータを格納し、前記方法は、
　前記第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードを有効にするための要求を受
信するステップであって、前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は仮想SIMカー
ド識別子を有する、ステップと、
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定するステップと、
　前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしていない場合、前記仮想SIMカードを前
記第１の端末に対して有効にするステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定する前記ステップは、
　前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するために、前
記仮想SIMカード識別子に従って有効化関係テーブルを照会するステップであって、前記
有効化関係テーブルは、前記仮想SIMカード識別子と、端末識別子と、有効化表示とを有
する、ステップである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は加入者識別情報をさらに有し、
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定する前記ステップの前に、前記方法は、
　前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に前記加入関係が存在
する場合、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有
効にしているかどうかを判定する前記ステップを実行するステップ
　をさらに有する、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効にする前記ステップの後、前記方法
は、
　前記第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードを無効にするための要求を受
信するステップであって、前記仮想SIMカードを無効にするための前記要求は、加入者識
別情報と、前記第１の端末の端末識別子と、前記仮想SIMカード識別子とを有する、ステ
ップと、
　前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に前記加入関係が存在
する場合、前記第１の端末の前記端末識別子および前記仮想SIMカード識別子に従って、
前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定し、前記第１の端
末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対
して無効にするステップと
　をさらに有する、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
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　前記第１の端末が前記仮想SIMカードを格納する前に、前記方法は、
　前記第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードに加入するための要求を受信
するステップであって、前記仮想SIMカードに加入するための前記要求は、加入者識別情
報および前記仮想SIMカード識別子を有する、ステップと、
　前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従って注文を生成し、前記第１
の端末に前記注文の注文番号を送信するステップであって、前記注文は前記加入者識別情
報および前記仮想SIMカード識別子を有する、ステップと、
　前記第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サードパーティ支払いサーバ
によってフィードバックされる支払い結果通知を受信するステップであって、前記支払い
要求および前記支払い結果通知の両方が前記注文番号を有する、ステップと、
　前記支払い結果通知に従って、前記第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定し、
前記第１の端末が成功裏に支払った場合、前記支払い結果通知における前記注文番号に従
って、対応する前記注文における前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を
取得し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間の加入関係を確立し、加
入成功メッセージを前記第１の端末に送信するステップと
　をさらに有する、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定する前記ステップの後、前記方法は、
　前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記第１の端末が前記仮
想SIMカードを有効にすることを防ぐステップ
　をさらに有する、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定する前記ステップの後、前記方法は、
　前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記仮想SIMカードを前記
第２の端末に対して無効にした後、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効に
するステップ
　をさらに有する、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　仮想SIMカードを共有する複数の端末のための方法であって、第１の端末および第２の
端末は、同じ仮想SIMカードのデータを格納し、前記方法は、
　前記第１の端末によって、前記仮想SIMカードを有効にするための要求を仮想カードサ
ーバに送信するステップであって、前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は、
仮想SIMカード識別子を有する、ステップと、
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定した後、前記第１の端末によって、前記仮想カードサーバによって送
信される有効化応答メッセージを受信するステップであって、前記第２の端末が前記仮想
SIMカードを有効にしていない場合、前記有効化応答メッセージは有効化成功メッセージ
である、ステップと、
　前記有効化成功メッセージを受信した後、前記第１の端末によって、前記仮想SIMカー
ドを有効にするステップと
　を有する方法。
【請求項９】
　前記第１の端末によって、前記仮想SIMカードを有効にする前記ステップの後、前記方
法は、
　前記第１の端末によって、前記仮想SIMカードを無効にするための要求を前記仮想カー
ドサーバに送信するステップであって、前記仮想SIMカードを無効にするための前記要求
は、加入者識別情報と、前記第１の端末の端末識別子と、前記仮想SIMカード識別子とを
有する、ステップと、
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　前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関係が存在するかどうか
を判定し、前記第１の端末の前記端末識別子および前記仮想SIMカード識別子に従って、
前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定した後、前記第１
の端末によって、前記仮想カードサーバによって送信される無効化応答メッセージを受信
するステップであって、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に前記加
入関係が存在する場合であり前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているとき
、前記無効化応答メッセージは無効化成功メッセージである、ステップと、
　前記無効化成功メッセージを受信した後、前記第１の端末によって、前記仮想SIMカー
ドを無効にするステップと
　をさらに有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の端末が前記仮想SIMカードを格納する前に、前記方法は、
　前記第１の端末によって、前記仮想SIMカードに加入するための要求を前記仮想カード
サーバに送信するステップであって、前記仮想SIMカードに加入するための前記要求は加
入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を有する、ステップと、
　前記第１の端末によって、前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従っ
て、前記仮想カードサーバによって送信される注文番号を受信するステップと、
　前記第１の端末によって、支払い要求をサードパーティ支払いサーバに送信するステッ
プであって、前記支払い要求は前記注文番号を有する、ステップと、
　前記サードパーティ支払いサーバによって送信される支払い結果通知に従って、前記第
１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定した後、前記第１の端末によって、前記仮想
カードサーバによってフィードバックされる加入応答メッセージを受信するステップであ
って、前記支払い結果通知は前記注文番号を有し、前記支払い結果通知が前記第１の端末
が成功裏に支払ったことを示す場合、前記加入応答メッセージは加入成功メッセージであ
る、ステップと
　をさらに有する、請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　複数の端末が仮想SIMカードを共有することを実施するための仮想カードサーバであっ
て、第１の端末および第２の端末は、同じ仮想SIMカードのデータを格納し、前記仮想カ
ードサーバは通信ユニットおよび判定ユニットを有し、
　前記通信ユニットは、第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードを有効にす
るための要求を受信するように構成され、前記仮想SIMカードを有効にするための前記要
求は仮想SIMカード識別子を有し、
　前記判定ユニットは、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想S
IMカードを有効にしているかどうかを判定し、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有
効にしていない場合、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効にするように構
成される、仮想カードサーバ。
【請求項１２】
　前記判定ユニットは、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうか
を判定するために、前記仮想SIMカード識別子に従って有効化関係テーブルを照会するよ
うに構成され、前記有効化関係テーブルは、前記仮想SIMカード識別子と、端末識別子と
、有効化表示とを有する、請求項１１に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１３】
　前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は加入者識別情報をさらに有し、
　対応して、前記判定ユニットは、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との
間に加入関係が存在するかどうかを判定し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識
別子との間に前記加入関係が存在する場合、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第
２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定するステップを実行する
ようにさらに構成される、請求項１１または１２に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１４】
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　前記通信ユニットは、第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードを無効にす
るための要求を受信するようにさらに構成され、前記仮想SIMカードを無効にするための
前記要求は、加入者識別情報と、前記第１の端末の端末識別子と、前記仮想SIMカード識
別子とを有し、
　前記判定ユニットは、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関
係が存在するかどうかを判定し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間
に前記加入関係が存在する場合、前記第１の端末の前記端末識別子および前記仮想SIMカ
ード識別子に従って、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを
判定し、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記仮想SIMカード
を前記第１の端末に対して無効にするようにさらに構成される
　請求項１１乃至１３のいずれか１項に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１５】
　前記仮想カードサーバは注文ユニットをさらに有し、
　前記通信ユニットは、第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカードに加入する
ための要求を受信するようにさらに構成され、前記仮想SIMカードに加入するための前記
要求は、加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を有し、
　前記注文ユニットは、前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従って注
文を生成し、前記第１の端末に前記注文の注文番号を送信するように構成され、前記注文
は前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を有し、
　前記通信ユニットは、前記第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サード
パーティ支払いサーバによってフィードバックされる支払い結果通知を受信するようにさ
らに構成され、前記支払い要求および前記支払い結果通知の両方が前記注文番号を有し、
　前記判定ユニットは、前記支払い結果通知に従って、前記第１の端末が成功裏に支払っ
たかどうかを判定し、前記第１の端末が成功裏に支払った場合、前記支払い結果通知にお
ける前記注文番号に従って、対応する前記注文における前記加入者識別情報および前記仮
想SIMカード識別子を取得し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間の加
入関係を確立し、加入成功メッセージを前記第１の端末に送信するようにさらに構成され
る
　請求項１１乃至１４のいずれか１項に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１６】
　前記判定ユニットは、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想S
IMカードを有効にしているかどうかを判定するとき、且つ前記第２の端末が前記仮想SIM
カードを有効にしている場合、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にすることを
防ぐようにさらに構成される、
　請求項１１乃至１５のいずれか１項に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１７】
　前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にして
いるかどうかを判定するとき、且つ前記第２の端末が前記仮想SIMカードを有効にしてい
る場合、前記判定ユニットは、前記仮想SIMカードを前記第２の端末に対して無効にした
後、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効にする
　請求項１１乃至１５のいずれか１項に記載の仮想カードサーバ。
【請求項１８】
　複数の端末が仮想SIMカードを共有することを実施するための端末であって、同じ仮想S
IMカードのデータを格納する第１の端末および第２の端末を有し、前記第１の端末は通信
ユニットおよび管理ユニットを有し、
　前記通信ユニットは、前記仮想SIMカードを有効にするための要求を仮想カードサーバ
に送信するように構成され、前記仮想SIMカードを有効にするための前記要求は、仮想SIM
カード識別子を有し、且つ
　前記通信ユニットは、前記仮想SIMカード識別子に従って、前記第２の端末が前記仮想S
IMカードを有効にしているかどうかを判定した後、前記仮想カードサーバによって送信さ
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れる有効化応答メッセージを受信するように構成され、前記第２の端末が前記仮想SIMカ
ードを有効にしていない場合、前記有効化応答メッセージは有効化成功メッセージであり
、
　前記管理ユニットは、前記通信ユニットが前記有効化成功メッセージを受信した後、前
記仮想SIMカードを有効にするように構成される
　端末。
【請求項１９】
　前記通信ユニットは、前記仮想SIMカードを無効にするための要求を前記仮想カードサ
ーバに送信するようにさらに構成され、前記仮想SIMカードを無効にするための前記要求
は、加入者識別情報と、前記第１の端末の端末識別子と、前記仮想SIMカード識別子とを
有し、且つ
　前記通信ユニットは、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に加入関
係が存在するかどうかを判定し、前記第１の端末の前記端末識別子および前記仮想SIMカ
ード識別子に従って、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを
判定した後、前記仮想カードサーバによって送信される無効化応答メッセージを受信する
ようにさらに構成され、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間に前記加
入関係が存在する場合であり前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているとき
、前記無効化応答メッセージは無効化成功メッセージであり、
　前記管理ユニットは、前記通信ユニットが前記無効化成功メッセージを受信した後、前
記仮想SIMカードを無効にするようにさらに構成される
　請求項１８に記載の端末。
【請求項２０】
　前記通信ユニットは、前記仮想SIMカードに加入するための要求を前記仮想カードサー
バに送信するようにさらに構成され、前記仮想SIMカードに加入するための前記要求は加
入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を有し、且つ
　前記通信ユニットは、前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従って、
前記仮想カードサーバによって送信される注文番号を受信し、前記注文番号を有する支払
い要求をサードパーティ支払いサーバに送信し、前記サードパーティ支払いサーバによっ
て送信される支払い結果通知に従って、前記第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判
定した後、前記仮想カードサーバによってフィードバックされる加入応答メッセージを受
信するようにさらに構成され、前記支払い結果通知は前記注文番号を有し、前記支払い結
果通知が前記第１の端末が成功裏に支払ったことを示す場合、前記加入応答メッセージは
加入成功メッセージである
　請求項１８または１９に記載の端末。
【請求項２１】
　複数の端末が仮想SIMカードを共有するためのシステムであって、前記システムは、請
求項１１乃至１７のいずれか１項に記載の前記仮想カードサーバおよび請求項１８乃至２
０のいずれか１項に記載の前記端末を有する、システム。
【請求項２２】
　プロセッサ１２０１と、メモリ１２０２と、通信インタフェース１２０３とを有する仮
想カードサーバであって、
　前記通信インタフェース１２０３は、第１の端末によって送信される、仮想SIMカード
を有効にするための要求と、前記仮想SIMカードを無効にするための要求と、前記仮想SIM
カードに加入するための要求とを受信するように構成され、
　前記メモリ１２０２はプログラム命令を格納するように構成され、
　前記プロセッサ１２０１は、前記第１の端末によって送信される、前記仮想SIMカード
を有効にするための前記要求が受信された後、仮想SIMカード識別子に従って、第２の端
末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうかを判定し、前記第２の端末が前記仮想S
IMカードを有効にしていない場合、前記仮想SIMカードを前記第１の端末に対して有効に
するための、前記メモリ１２０２内に格納される前記プログラム命令を呼び出すように構
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成される、
　仮想カードサーバ。
【請求項２３】
　前記プロセッサ１２０１は、前記端末によって送信される、前記仮想SIMカードを無効
にするための前記要求が受信された後、加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との
間に加入関係が存在するかどうかを判定し、加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子
との間に前記加入関係が存在する場合、前記第１の端末の端末識別子および前記仮想SIM
カード識別子に従って、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしているかどうか
を判定し、前記第１の端末が前記仮想SIMカードを有効にしている場合、前記仮想SIMカー
ドを前記第１の端末に対して無効にするための、前記メモリ１２０２内に格納される前記
プログラム命令を呼び出すようにさらに構成される、請求項２２に記載の仮想カードサー
バ。
【請求項２４】
　前記プロセッサ１２０１は、前記端末によって送信される、前記仮想SIMカードに加入
するための前記要求が受信された後、
　加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子に従って注文を生成し、前記第１の端
末に前記注文の注文番号を送信する動作であって、前記注文は前記加入者識別情報および
前記仮想SIMカード識別子を有する、動作と、
　前記第１の端末によって送信される支払い要求に従って、サードパーティ支払いサーバ
によってフィードバックされる支払い結果通知を受信する動作であって、前記支払い要求
および前記支払い結果通知の両方が前記注文番号を有する、動作と、
　前記支払い結果通知に従って、前記第１の端末が成功裏に支払ったかどうかを判定し、
前記第１の端末が成功裏に支払った場合、前記支払い結果通知における前記注文番号に従
って、対応する前記注文における前記加入者識別情報および前記仮想SIMカード識別子を
取得し、前記加入者識別情報と前記仮想SIMカード識別子との間の加入関係を確立し、加
入成功メッセージを前記第１の端末に送信する動作と
　を行うための、前記メモリ１２０２内に格納される前記プログラム命令を呼び出すよう
にさらに構成される、請求項２２または２３に記載の仮想カードサーバ。



(38) JP 2016-522653 A 2016.7.28

10

20

30

40

【国際調査報告】



(39) JP 2016-522653 A 2016.7.28

10

20

30

40



(40) JP 2016-522653 A 2016.7.28

10

20

30

40



(41) JP 2016-522653 A 2016.7.28

10

20

30

40



(42) JP 2016-522653 A 2016.7.28

10

20

30

40



(43) JP 2016-522653 A 2016.7.28

10

20

30

40



(44) JP 2016-522653 A 2016.7.28

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(74)代理人  100140534
            弁理士　木内　敬二
(72)発明者  熊　▲イン▼▲イン▼
            中華人民共和国　５１８１２９　広東省深▲チェン▼市龍崗区坂田　華為総部▲ベン▼公楼
Ｆターム(参考) 5K067 BB34  EE02 
　　　　 　　  5K201 AA01  BA20  BB01  BC23  CB10  CB12  CC07  EA07  EC06  EE05 
　　　　 　　        FB01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

