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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　埋め込みユニバーサル集積回路カードｅＵＩＣＣによって、前記ｅＵＩＣＣが埋め込ま
れた端末の能力情報を取得するステップと、
　前記ｅＵＩＣＣによって、前記端末の前記能力情報をサブスクリプション管理ＳＭプラ
ットフォームに送信するステップであって、それによって、前記ＳＭプラットフォームは
、前記端末の前記能力情報および前記ｅＵＩＣＣの情報に従って、前記ｅＵＩＣＣ上のプ
ロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または前記ｅＵＩＣＣを管理す
る、ステップと
を含み、前記端末の前記能力情報は、前記端末によってサポートされる無線アクセス技術
ＲＡＴのタイプ、前記端末によってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、前
記端末のタイプ情報、前記端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートするかど
うか、および前記端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかのうちの
１つまたは複数を含む、ｅＵＩＣＣ管理方法。
【請求項２】
　前記ＳＭプラットフォームは、
　サブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－ＳＲおよびサブスクリプ
ションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰのうちの一方または両方を含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
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　ＳＭプラットフォームによって、第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって
、前記第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１の端末の能力情報を受信するステップと、
　前記ＳＭプラットフォームによって、前記第１の端末の前記能力情報および前記ｅＵＩ
ＣＣの情報に従って、前記第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロフ
ァイルを生成する、または前記第１のｅＵＩＣＣを管理するステップと
を含み、前記第１の端末の前記能力情報は、前記第１の端末によってサポートされる無線
アクセス技術ＲＡＴのタイプ、前記第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術
の並行作業能力、前記第１の端末のタイプ情報、前記第１の端末がパケット交換ＰＳドメ
インサービスをサポートするかどうか、および前記第１の端末が回線交換ＣＳドメインサ
ービスをサポートするかどうかのうちの１つまたは複数を含む、ｅＵＩＣＣ管理方法。
【請求項４】
　前記ＳＭプラットフォームは、
　サブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－ＳＲおよびサブスクリプ
ションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰのうちの一方または両方を含む、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記ＳＭプラットフォームによって、前記第１の端末の前記能力情報および前記ｅＵＩ
ＣＣの情報に従って、前記第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する前記ステップは
、
　前記ＳＭ－ＳＲによって、プロファイルダウンロード要求を受信するステップであって
、前記ダウンロード要求は、ダウンロードされるべきプロファイルの識別子および前記第
１のｅＵＩＣＣの識別子を含む、ステップと、
　前記ＳＭ－ＳＲによって、前記第１の端末の前記能力情報を前記ＳＭ－ＤＰに送信する
ステップであって、それによって、前記ＳＭ－ＤＰは、前記第１の端末の前記能力情報に
従って、前記プロファイルダウンロード要求の実行が許可されるかどうかを検査する、ス
テップと
を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＳＭ－ＳＲによって、前記第１の端末の前記能力情報を前記ＳＭ－ＤＰに送信する
ステップあって、それによって、前記ＳＭ－ＤＰは、前記第１の端末の前記能力情報に従
って、前記プロファイルダウンロード要求の実行が許可されるかどうかを検査する、前記
ステップは、
　前記ＳＭ－ＳＲによって、前記第１の端末の前記能力情報を前記ＳＭ－ＤＰに送信する
ステップであって、それによって、前記ＳＭ－ＤＰは、前記ダウンロードされるべきプロ
ファイルが前記第１の端末によってサポートされる前記無線アクセス技術ＲＡＴの前記タ
イプと適合するかどうかを検査する、ステップを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＳＭプラットフォームによって、前記第１の端末の前記能力情報および前記ｅＵＩ
ＣＣの情報に従って、前記第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する前記ステップは
、
　前記ＳＭ－ＳＲによって、前記第１のｅＵＩＣＣにより送信されたプロファイル移送要
求を受信するステップであって、前記移送要求は、前記第１の端末の識別子、前記第１の
ｅＵＩＣＣの識別子、第２の端末の識別子、第２のｅＵＩＣＣの識別子、および移送され
るべきプロファイルの識別子を含み、前記第２のｅＵＩＣＣは、前記第２の端末に埋め込
まれており、前記移送要求は、前記第２のｅＵＩＣＣ上の前記移送されるべきプロファイ
ル内のユーザサブスクリプション情報を前記第１のｅＵＩＣＣに移送することを要求する
ために使用される、ステップと、
　前記ＳＭ－ＳＲによって、前記第１の端末の前記能力情報に従って、前記移送されるべ
きプロファイルに対する適合性検査を行い、適合性検査結果に従って、前記移送要求を処
理するステップと
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を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＳＭプラットフォームによって、前記第１の端末の前記能力情報に従って、プロフ
ァイルを生成する前記ステップは、
　前記ＳＭ－ＳＲによって、前記第１の端末の前記能力情報を前記ＳＭ－ＤＰに送信する
ステップであって、それによって、前記ＳＭ－ＤＰは、獲得されたサブスクリプションデ
ータおよび前記第１の端末の前記能力情報および前記ｅＵＩＣＣの情報に従って、プロフ
ァイルを生成する、ステップを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＳＭプラットフォームによって、前記第１の端末の前記能力情報に従って、前記第
１のｅＵＩＣＣを管理する前記ステップは、
　前記ＳＭ－ＳＲによって、前記第１の端末の前記能力情報および前記ｅＵＩＣＣの情報
に従って、前記第１のｅＵＩＣＣのための管理ポリシールールを生成または更新するステ
ップを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　ｅＵＩＣＣであって、
　前記ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報を取得するように構成された取得モジュ
ールと、
　前記端末の前記能力情報をＳＭプラットフォームに送信するように構成された送信モジ
ュールであって、それによって、前記ＳＭプラットフォームは、前記端末の前記能力情報
および前記ｅＵＩＣＣの情報に従って、前記ｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、ま
たはプロファイルを生成する、または前記ｅＵＩＣＣを管理する、送信モジュールと
を備え、前記端末の前記能力情報は、前記端末によってサポートされる無線アクセス技術
ＲＡＴのタイプ、前記端末によってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、前
記端末のタイプ情報、前記端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートするかど
うか、および前記端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかのうちの
１つまたは複数を含む、ｅＵＩＣＣ。
【請求項１１】
　ＳＭ－ＳＲであって、
　第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって、前記第１のｅＵＩＣＣが埋め込
まれた第１の端末の能力情報を受信するように構成された受信モジュールと、
　前記第１の端末の前記能力情報および前記ｅＵＩＣＣの情報に従って、前記第１のｅＵ
ＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または前記第１の
ｅＵＩＣＣを管理するように構成された処理モジュールと
を備え、前記第１の端末の前記能力情報は、前記第１の端末によってサポートされる無線
アクセス技術ＲＡＴのタイプ、前記第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術
の並行作業能力、前記第１の端末のタイプ情報、前記第１の端末がパケット交換ＰＳドメ
インサービスをサポートするかどうか、および前記第１の端末が回線交換ＣＳドメインサ
ービスをサポートするかどうかのうちの１つまたは複数を含む、ＳＭ－ＳＲ。
【請求項１２】
　ＳＭ－ＤＰであって、
　第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって、前記第１のｅＵＩＣＣが埋め込
まれた第１の端末の能力情報を受信するように構成された受信モジュールと、
　前記第１の端末の前記能力情報および前記ｅＵＩＣＣの情報に従って、前記第１のｅＵ
ＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または前記第１の
ｅＵＩＣＣを管理するように構成された処理モジュールと
を備え、前記第１の端末の前記能力情報は、前記第１の端末によってサポートされる無線
アクセス技術ＲＡＴのタイプ、前記第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術
の並行作業能力、前記第１の端末のタイプ情報、前記第１の端末がパケット交換ＰＳドメ
インサービスをサポートするかどうか、および前記第１の端末が回線交換ＣＳドメインサ
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ービスをサポートするかどうかのうちの１つまたは複数を含む、ＳＭ－ＤＰ。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の埋め込みユニバーサル集積回路カードｅＵＩＣＣと、請求項１１に
記載のサブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－ＳＲと、請求項１２
に記載のサブスクリプションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰとを備える、管理システ
ム。
【請求項１４】
　請求項１ないし９のいずれかに記載の方法をコンピュータに実行させる、プログラム。
【請求項１５】
　記憶されたプログラムを有するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記プ
ログラムは、請求項１ないし９のいずれかに記載の方法をコンピュータに実行させる、コ
ンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ワイヤレス通信技術の分野に属し、より詳細には、ｅＵＩＣＣ管
理方法、ｅＵＩＣＣ、ＳＭプラットフォーム、およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　埋め込みユニバーサル集積回路カード（embedded Universal Integrated Circuit Card
、略してｅＵＩＣＣ）は、端末に埋め込まれており、挿入または取外しされることができ
ないＵＩＣＣである。オペレータ、ならびにサブスクリプションマネージャ－セキュアル
ーティング（Subscription Manager-Secure Routing、略してＳＭ－ＳＲ）およびサブス
クリプションマネージャ－データ準備（Subscription Manager-Data Preparing、略して
ＳＭ－ＤＰ）などを含む対応するサブスクリプション管理ＳＭプラットフォームがｅＵＩ
ＣＣに対してリモート管理を行う、たとえば、オペレータのサブスクリプションデータを
ダウンロードし、オペレータのモバイルネットワークにアクセスする、または、オペレー
タのモバイルネットワーク間のハンドオーバを行うことが実装され得る。
【０００３】
　従来技術では、一群のｅＵＩＣＣを製造した後、カード製造者、すなわちｅＵＩＣＣ製
造者（eUICC Manufacturer、略してＥＵＭ）は、これらのｅＵＩＣＣに関連付けられたＳ
Ｍプラットフォームに対する登録手順を開始し、各ｅＵＩＣＣのｅＵＩＣＣ情報セット（
eUICC Information Set、略してＥＩＳ）が登録要求メッセージで搬送され、各ＥＩＳは
、ｅＵＩＣＣの識別子、タイプ、バージョン番号、製造日、および資格証明などの情報を
含む。
【０００４】
　上記の登録手順が終了した後、ＳＭプラットフォームが構成および管理を担当する各ｅ
ＵＩＣＣについて、ＳＭプラットフォームは、対応するＥＩＳを、構成ファイル（プロフ
ァイル）の構成および管理などの後続の処理手順のための重要なパラメータとしてデータ
ベースに保存する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の従来技術では、ＥＵＭは、ｅＵＩＣＣが工場から出荷されたときに登録手順を開
始し、それによって、ＳＭプラットフォームが、ｅＵＩＣＣの識別子、タイプ、バージョ
ン番号、および製造日などのｅＵＩＣＣ初期情報を含むＥＩＳを獲得し、初期ＥＩＳに基
づき、プロファイルの生成および管理などの後続の処理手順を行う。したがって、処理結
果の精度が概して高くない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明の実施形態は、ｅＵＩＣＣの初期ＥＩＳに基づくプロファイルの生成および管理
などの処理手順により処理結果の精度が概して高くないという従来技術の欠点を克服する
ために、ｅＵＩＣＣ管理方法、ｅＵＩＣＣ、ＳＭプラットフォーム、およびシステムを提
供する。
【０００７】
　本発明の実施形態の第１の態様は、
　埋め込みユニバーサル集積回路カードｅＵＩＣＣによって、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた
端末の能力情報を取得するステップと、
　ｅＵＩＣＣによって、端末の能力情報をサブスクリプション管理（subscription manag
ement）ＳＭプラットフォームに送信するステップであって、それによって、ＳＭプラッ
トフォームが、端末の能力情報に従って、ｅＵＩＣＣ上の構成ファイルプロファイルを管
理する、またはプロファイルを生成する、またはｅＵＩＣＣを管理する、ステップと
を含むｅＵＩＣＣ管理方法を提供する。
【０００８】
　第１の態様によれば、第１の態様の第１の可能な実装方式では、ｅＵＩＣＣによって、
端末の能力情報をサブスクリプション管理ＳＭプラットフォームに送信するステップであ
って、それによって、ＳＭプラットフォームが、端末の能力情報に従って、ｅＵＩＣＣ上
の構成ファイルプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、またはｅＵＩ
ＣＣを管理する、ステップは、
　ｅＵＩＣＣによって、端末の能力情報をＳＭプラットフォームに送信するステップであ
って、それによって、ＳＭプラットフォームが、端末の能力情報をｅＵＩＣＣの情報セッ
トＥＩＳに更新し、更新されたＥＩＳに従って、ｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する
、またはプロファイルを生成する、またはｅＵＩＣＣを管理する、ステップを含む。
【０００９】
　第１の態様または第１の態様の第１の可能な実装方式によれば、第１の態様の第２の可
能な実装方式では、ｅＵＩＣＣによって、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報を取
得するステップの後、方法は、
　ｅＵＩＣＣによって、端末の能力情報をローカルに保存するステップをさらに含む。
【００１０】
　第１の態様の第２の可能な実装方式によれば、第１の態様の第３の可能な実装方式では
、ｅＵＩＣＣによって、端末の能力情報をサブスクリプション管理ＳＭプラットフォーム
に送信するステップの後、方法は、
　ｅＵＩＣＣによって、ＳＭプラットフォームにより送信されたプロファイルアクティブ
化インジケーションを受信するステップであって、アクティブ化インジケーションは、ｅ
ＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロファイル（to-be-activated profile）の記憶
場所識別子を含む、ステップと、
　ｅＵＩＣＣによって、端末のローカルに保存された能力情報に従って、プロファイルア
クティブ化インジケーションに応答するかどうかを検査するステップと
をさらに含む。
【００１１】
　第１の態様、または第１の態様の第１、第２もしくは第３の可能な実装方式によれば、
第１の態様の第４の可能な実装方式では、端末の能力情報は、端末によってサポートされ
る無線アクセス技術（radio access technology）ＲＡＴのタイプ、端末によってサポー
トされる無線アクセス技術の並行作業能力、端末のタイプ情報、端末がパケット交換ＰＳ
ドメインサービス（packet switched PS domain service）をサポートするかどうか、お
よび端末が回線交換ＣＳドメインサービス（circuit switched CS domain service）をサ
ポートするかどうかのうちの１つまたは複数を含む。
【００１２】
　第１の態様、または第１の態様の第１、第２、もしくは第３の可能な実装方式によれば
、第１の態様の第５の可能な実装方式では、ＳＭプラットフォームは、
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　サブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－ＳＲおよびサブスクリプ
ションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰのうちの１つまたは複数を含む。
【００１３】
　本発明の実施形態の第２の態様は、
　ＳＭプラットフォームによって、第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって
第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１の端末の能力情報を受信するステップと、
　ＳＭプラットフォームによって、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣ上
のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを
管理するステップと
を含むｅＵＩＣＣ管理方法を提供する。
【００１４】
　第２の態様によれば、第２の態様の第１の可能な実装方式では、ＳＭプラットフォーム
によって、第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め
込まれた第１の端末の能力情報を受信するステップの後、方法は、
　ＳＭプラットフォームによって、第１の端末の能力情報を第１のｅＵＩＣＣの情報セッ
トＥＩＳに更新するステップをさらに含み、
　それに応じて、ＳＭプラットフォームによって、第１の端末の能力情報に従って、第１
のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または第１
のｅＵＩＣＣを管理するステップは、
　ＳＭプラットフォームによって、更新されたＥＩＳに従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプ
ロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを管理
するステップを含む。
【００１５】
　第２の態様または第２の態様の第１の可能な実装方式によれば、第２の態様の第２の可
能な実装方式では、第１の端末の能力情報は、第１の端末によってサポートされる無線ア
クセス技術ＲＡＴのタイプ、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術の並行
作業能力、第１の端末のタイプ情報、第１の端末がパケット交換ＰＳドメインサービスを
サポートするかどうか、および第１の端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートす
るかどうかのうちの１つまたは複数を含む。
【００１６】
　第２の態様の第２の可能な実装方式によれば、第２の態様の第３の可能な実装方式では
、ＳＭプラットフォームは、
　サブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－ＳＲおよびサブスクリプ
ションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰのうちの１つまたは複数を含む。
【００１７】
　第２の態様の第３の可能な実装方式によれば、第２の態様の第４の可能な実装方式では
、ＳＭプラットフォームによって、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣ上
のプロファイルを管理するステップは、
　ＳＭ－ＳＲによって、プロファイルダウンロード要求を受信するステップであって、ダ
ウンロード要求は、ダウンロードされるべきプロファイル（to-be-downloaded profile）
の識別子および第１のｅＵＩＣＣの識別子を含む、ステップと、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信するステップであって
、それによって、ＳＭ－ＤＰが、第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロ
ード要求の実行が許可されるかどうかを検査する、ステップと
を含む。
【００１８】
　第２の態様の第４の可能な実装方式によれば、第２の態様の第５の可能な実装方式では
、ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信するステップであって
、それによって、ＳＭ－ＤＰが、第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロ
ード要求の実行が許可されるかどうかを検査する、ステップは、
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　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信するステップであって
、それによって、ＳＭ－ＤＰが、ダウンロードされるべきプロファイルが第１の端末によ
ってサポートされる無線アクセス技術ＲＡＴのタイプと適合するかどうかを検査する、ス
テップを含む。
【００１９】
　第２の態様の第３の可能な実装方式によれば、第２の態様の第６の可能な実装方式では
、ＳＭプラットフォームによって、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣ上
のプロファイルを管理するステップは、
　ＳＭ－ＳＲによって、プロファイルアクティブ化要求を受信するステップであって、ア
クティブ化要求は、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１のｅＵＩＣＣ上のアクティブ
化されるべきプロファイルの識別子を含む、ステップと、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報に従って、アクティブ化要求の実行が許可
されるかどうかを検査するステップと
を含む。
【００２０】
　第２の態様の第６の可能な実装方式によれば、第２の態様の第７の可能な実装方式では
、ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報に従って、アクティブ化要求の実行が許可
されるかどうかを検査するステップは、
　ＳＭ－ＳＲによって、アクティブ化されるべきプロファイルが、第１の端末によってサ
ポートされる無線アクセス技術の並行作業能力と適合するかどうかを検査するステップを
含む。
【００２１】
　第２の態様の第３の可能な実装方式によれば、第２の態様の第８の可能な実装方式では
、ＳＭプラットフォームによって、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣ上
のプロファイルを管理するステップは、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１のｅＵＩＣＣにより送信されたプロファイル移送要求を受信
するステップであって、移送要求は、第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、
第２の端末の識別子、第２のｅＵＩＣＣの識別子、および移送されるべきプロファイル（
to-be-transported profile）の識別子を含み、第２のｅＵＩＣＣは、第２の端末に埋め
込まれており、移送要求は、第２のｅＵＩＣＣ上の移送されるべきプロファイル内のユー
ザサブスクリプション情報を第１のｅＵＩＣＣに移送することを要求するために使用され
る、ステップと、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報に従って、移送されるべきプロファイルに
対する適合性検査を行い、適合性検査結果に従って、移送要求を処理するステップと
を含む。
【００２２】
　第２の態様の第８の可能な実装方式によれば、第２の態様の第９の可能な実装方式では
、ＳＭ－ＳＲによって、検査結果に従って移送要求を処理するステップは、
　移送されるべきプロファイルが適合性検査に合格しない場合、ＳＭ－ＳＲによって、第
１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１の端末の能力情報を含む修正
インジケーションを、ＳＭ－ＤＰに送信するステップであって、それによって、ＳＭ－Ｄ
Ｐが、第１の端末の能力情報に対応する修正されるべきプロファイル（to-be-modified p
rofile）をローカルに取得し、修正インジケーションに従って、修正されるべきプロファ
イルを修正してターゲットプロファイルを獲得し、ターゲットプロファイルをＳＭ－ＳＲ
に送信する、ステップを含む。
【００２３】
　第２の態様の第３の可能な実装方式によれば、第２の態様の第１０の可能な実装方式で
は、ＳＭプラットフォームによって、第１の端末の能力情報に従って、プロファイルを生
成するステップは、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信するステップであって



(8) JP 6360254 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

、それによって、ＳＭ－ＤＰが、獲得されたサブスクリプションデータおよび第１の端末
の能力情報に従って、プロファイルを生成する、ステップを含む。
【００２４】
　第２の態様の第３の可能な実装方式によれば、第２の態様の第１１の可能な実装方式で
は、ＳＭプラットフォームによって、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣ
を管理するステップは、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣのための管理
ポリシールールを生成または更新するステップを含む。
【００２５】
　本発明の実施形態の第３の態様は、ｅＵＩＣＣであって、
　ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報を取得するように構成された取得モジュール
と、
　端末の能力情報をＳＭプラットフォームに送信するように構成された送信モジュールで
あって、それによって、ＳＭプラットフォームが、端末の能力情報に従って、ｅＵＩＣＣ
上の構成ファイルプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、またはｅＵ
ＩＣＣを管理する、送信モジュールと
を含むｅＵＩＣＣを提供する。
【００２６】
　第３の態様によれば、第３の態様の第１の可能な実装方式では、送信モジュールは、
　端末の能力情報をＳＭプラットフォームに送信するように特に構成され、それによって
、ＳＭプラットフォームが、端末の能力情報をｅＵＩＣＣの情報セットＥＩＳに更新し、
更新されたＥＩＳに従って、ｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイ
ルを生成する、またはｅＵＩＣＣを管理する。
【００２７】
　第３の態様または第３の態様の第１の可能な実装方式によれば、第３の態様の第２の可
能な実装方式では、ｅＵＩＣＣは、
　端末の能力情報をローカルに保存するように構成された記憶モジュールをさらに含む。
【００２８】
　第３の態様の第２の可能な実装方式によれば、第３の態様の第３の可能な実装方式では
、ｅＵＩＣＣは、
　ＳＭプラットフォームにより送信されたプロファイルアクティブ化インジケーションを
受信するように構成された受信モジュールであって、アクティブ化インジケーションは、
ｅＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロファイルの記憶場所識別子を含む、受信モジ
ュールと、
　端末のローカルに保存された能力情報に従って、プロファイルアクティブ化インジケー
ションに応答するかどうかを検査するように構成された検査モジュールと
をさらに含む。
【００２９】
　第３の態様、または第３の態様の第１、第２もしくは第３の可能な実装方式によれば、
第３の態様の第４の可能な実装方式では、端末の能力情報は、端末によってサポートされ
る無線アクセス技術ＲＡＴのタイプ、端末によってサポートされる無線アクセス技術の並
行作業能力、端末のタイプ情報、端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートす
るかどうか、および端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかのうち
の１つまたは複数を含む。
【００３０】
　第３の態様、または第３の態様の第１、第２もしくは第３の可能な実装方式によれば、
第３の態様の第５の可能な実装方式では、ＳＭプラットフォームは、
　サブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－ＳＲおよびサブスクリプ
ションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰのうちの１つまたは複数を含む。
【００３１】
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　本発明の実施形態の第４の態様は、ＳＭ－ＳＲであって、
　第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた
第１の端末の能力情報を受信するように構成された受信モジュールと、
　第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、また
はプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを管理するように構成された処理モ
ジュールと
を含むＳＭ－ＳＲを提供する。
【００３２】
　第４の態様によれば、第４の態様の第１の可能な実装方式では、ＳＭ－ＳＲは、
　第１の端末の能力情報を第１のｅＵＩＣＣの情報セットＥＩＳに更新するように構成さ
れた更新モジュールをさらに含み、
　それに応じて、処理モジュールは、
　更新されたＥＩＳに従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプ
ロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを管理するようにさらに構成された、Ｓ
Ｍ－ＳＲを提供する。
【００３３】
　第４の態様または第４の態様の第１の可能な実装方式によれば、第４の態様の第２の可
能な実装方式では、第１の端末の能力情報は、第１の端末によってサポートされる無線ア
クセス技術ＲＡＴのタイプ、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術の並行
作業能力、第１の端末のタイプ情報、第１の端末がパケット交換ＰＳドメインサービスを
サポートするかどうか、および第１の端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートす
るかどうかのうちの１つまたは複数を含む。
【００３４】
　第４の態様の第２の可能な実装方式によれば、第４の態様の第３の可能な実装方式では
、処理モジュールは、
　プロファイルダウンロード要求を受信するように構成された受信ユニットであって、ダ
ウンロード要求は、ダウンロードされるべきプロファイルの識別子および第１のｅＵＩＣ
Ｃの識別子を含む、受信ユニットと、
　第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信することであって、それによって、ＳＭ－Ｄ
Ｐが、第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロード要求の実行が許可され
るかどうかを検査する、送信することを行うように構成された送信ユニットと
を含む。
【００３５】
　第４の態様の第３の可能な実装方式によれば、第４の態様の第４の可能な実装方式では
、受信ユニットは、
　プロファイルアクティブ化要求を受信するようにさらに構成され、アクティブ化要求は
、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１のｅＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロ
ファイルの識別子を含み、
　ＳＭ－ＳＲは、
　第１の端末の能力情報に従って、アクティブ化要求の実行が許可されるかどうかを検査
するように構成された検査モジュールをさらに含む。
【００３６】
　第４の態様の第４の可能な実装方式によれば、第４の態様の第５の可能な実装方式では
、検査モジュールは、
　アクティブ化されるべきプロファイルが、第１の端末によってサポートされる無線アク
セス技術の並行作業能力と適合するかどうかを検査するように特に構成される。
【００３７】
　第４の態様の第３の可能な実装方式によれば、第４の態様の第６の可能な実装方式では
、受信ユニットは、
　第１のｅＵＩＣＣにより送信されたプロファイル移送要求を受信するようにさらに構成
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され、移送要求は、第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、第２の端末の識別
子、第２のｅＵＩＣＣの識別子、および移送されるべきプロファイルの識別子を含み、第
２のｅＵＩＣＣは、第２の端末に埋め込まれており、移送要求は、第２のｅＵＩＣＣ上の
移送されるべきプロファイル内のユーザサブスクリプション情報を第１のｅＵＩＣＣに移
送することを要求するために使用され、
　検査モジュールは、
　第１の端末の能力情報に従って、移送されるべきプロファイルに対する適合性検査を行
うようにさらに構成される。
【００３８】
　第４の態様の第６の可能な実装方式によれば、第４の態様の第７の可能な実装方式では
、送信ユニットは、
　移送されるべきプロファイルが適合性検査に合格しない場合、第１の端末の識別子、第
１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１の端末の能力情報を含む修正インジケーションを、
ＳＭ－ＤＰに送信することであって、それによって、ＳＭ－ＤＰが、第１の端末の能力情
報に対応する修正されるべきプロファイルをローカルに取得し、修正インジケーションに
従って、修正されるべきプロファイルを修正してターゲットプロファイルを獲得する、送
信することを行うようにさらに構成される。
【００３９】
　本発明の実施形態の第５の態様は、ＳＭ－ＤＰであって、
　第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた
第１の端末の能力情報を受信するように構成された受信モジュールと、
　第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、また
はプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを管理するように構成された処理モ
ジュールと
を含むＳＭ－ＤＰを提供する。
【００４０】
　第５の態様によれば、第５の態様の第１の可能な実装方式では、第１の端末の能力情報
は、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術ＲＡＴのタイプ、第１の端末に
よってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、第１の端末のタイプ情報、第１
の端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートするかどうか、および第１の端末
が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかのうちの１つまたは複数を含む
。
【００４１】
　第５の態様の第１の可能な実装方式によれば、第５の態様の第２の可能な実装方式では
、ＳＭ－ＤＰは、
　プロファイルダウンロード要求をＳＭ－ＳＲに送信するように構成された送信モジュー
ルであって、ダウンロード要求は、ダウンロードされるべきプロファイルの識別子および
第１のｅＵＩＣＣの識別子を含む、送信モジュールをさらに含み、
　受信モジュールは、ＳＭ－ＳＲにより返された第１の端末の能力情報を受信するように
さらに構成され、
　ＳＭ－ＤＰは、
　第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロード要求の実行が許可されるか
どうかを検査するように構成された検査モジュールをさらに含む。
【００４２】
　第５の態様の第２の可能な実装方式によれば、第５の態様の第３の可能な実装方式では
、検査モジュールは、
　ダウンロードされるべきプロファイルが、第１の端末によってサポートされる無線アク
セス技術ＲＡＴのタイプと適合するかどうかを検査するように特に構成される。
【００４３】
　第５の態様の第１の可能な実装方式によれば、第５の態様の第４の可能な実装方式では
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、受信モジュールは、
　ＳＭ－ＳＲにより送信された修正インジケーションを受信するようにさらに構成され、
修正インジケーションは、第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１
の端末の能力情報を含み、
　処理モジュールは、
　第１の端末の能力情報に対応する修正されるべきプロファイルを取得し、修正インジケ
ーションに従って、修正されるべきプロファイルを修正してターゲットプロファイルを獲
得するように構成される。
【００４４】
　第５の態様の第１の可能な実装方式によれば、第５の態様の第５の可能な実装方式では
、処理モジュールは、
　獲得されたサブスクリプションデータおよび第１の端末の能力情報に従って、プロファ
イルを生成するようにさらに構成される。
【００４５】
　本発明の実施形態の第６の態様は、
　第３の態様および第３の態様の上記可能な実装方式のいずれか１つによる埋め込みユニ
バーサル集積回路カードｅＵＩＣＣと、第４の態様および第４の態様の上記可能な実装方
式のいずれか１つによるサブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－Ｓ
Ｒと、第５の態様および第５の態様の上記可能な実装方式のいずれか１つによるサブスク
リプションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰとを含む管理システムを提供する。
【００４６】
　本発明の実施形態の第７の態様は、
　受信器と、メモリと、メモリに接続されたプロセッサとを含むＳＭ－ＳＲであって、メ
モリは、プログラムコードのグループを記憶するように構成され、プロセッサは、メモリ
に記憶されたプログラムコードを呼び出して、第２の態様および第２の態様の可能な実装
方式のいずれか１つによるｅＵＩＣＣ管理方法を実行するように構成された、ＳＭ－ＳＲ
を提供する。
【００４７】
　本発明の実施形態の第８の態様は、
　受信器と、メモリと、メモリに接続されたプロセッサとを含むＳＭ－ＤＰであって、メ
モリは、プログラムコードのグループを記憶するように構成され、プロセッサは、メモリ
に記憶されたプログラムコードを呼び出して、第２の態様および第２の態様の可能な実装
方式のいずれか１つによるｅＵＩＣＣ管理方法を実行するように構成された、ＳＭ－ＤＰ
を提供する。
【００４８】
　本発明の実施形態の第９の態様は、
　送信器と、メモリと、メモリに接続されたプロセッサとを含むｅＵＩＣＣであって、メ
モリは、プログラムコードのグループを記憶するように構成され、プロセッサは、メモリ
に記憶されたプログラムコードを呼び出して、第１の態様および第１の態様の可能な実装
方式のいずれか１つによるｅＵＩＣＣ管理方法を実行するように構成された、ｅＵＩＣＣ
を提供する。
【００４９】
　本発明の実施形態において提供されるｅＵＩＣＣ管理方法、ｅＵＩＣＣ、ＳＭプラット
フォーム、およびシステムによれば、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報を取得し
た後、ｅＵＩＣＣが、端末の能力情報をＳＭプラットフォームに送信し、それによって、
ＳＭプラットフォームが、端末の能力情報に従って、ｅＵＩＣＣ上の構成ファイルプロフ
ァイルを管理する、またはプロファイルを生成する、またはｅＵＩＣＣを管理することが
できる。ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報がＳＭプラットフォームに報告され、
それによって、ＳＭプラットフォームによってｅＵＩＣＣ上の構成ファイルなどに対して
行われる管理が、端末の能力情報に適合することができるようになり、それにより処理精
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度が改善する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施形態１によるｅＵＩＣＣ管理方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施形態２によるｅＵＩＣＣ管理方法のフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態３によるｅＵＩＣＣ管理方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態４によるｅＵＩＣＣの概略構造図である。
【図５】本発明の実施形態５によるｅＵＩＣＣの概略構造図である。
【図６】本発明の実施形態６によるＳＭ－ＳＲの概略構造図である。
【図７】本発明の実施形態７によるＳＭ－ＤＰの概略構造図である。
【図８】本発明の実施形態８による管理システムの概略構造図である。
【図９】本発明の実施形態９によるＳＭ－ＳＲの概略構造図である。
【図１０】本発明の実施形態１０によるＳＭ－ＤＰの概略構造図である。
【図１１】本発明の実施形態１１によるｅＵＩＣＣの概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　本発明の実施形態が、以下で添付の図面を参照して説明される。
【００５２】
　図１は、本発明の実施形態１によるｅＵＩＣＣ管理方法のフローチャートであり、図１
に示されるように、この方法は以下のステップを含む。
【００５３】
　ステップ１０１：埋め込みユニバーサル集積回路カードｅＵＩＣＣが、ｅＵＩＣＣが埋
め込まれた端末の能力情報を取得する。
【００５４】
　ステップ１０２：ｅＵＩＣＣが、端末の能力情報をサブスクリプション管理ＳＭプラッ
トフォームに送信し、それによって、ＳＭプラットフォームが、端末の能力情報に従って
、ｅＵＩＣＣ上の構成ファイルプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する
、またはｅＵＩＣＣを管理する。
【００５５】
　最初に、以下の実施形態に含まれる主要な機能エンティティが説明される。ＳＭプラッ
トフォームは、サブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－ＳＲおよび
サブスクリプションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰのうちの１つまたは複数を含む。
ＳＭ－ＳＲは、構成ファイル（プロファイル）のセキュアルーティングを実装し、ｅＵＩ
ＣＣ上のプロファイルを直接管理し、たとえば、送信、アクティブ化、非アクティブ化、
または移送などの処理動作を行うように構成される。ＳＭ－ＤＰは、プロファイルを生成
するように構成される。ここで、プロファイルは、ｅＵＩＣＣ上にあって、モバイルネッ
トワークオペレータ（Mobile Network Operator、略してＭＮＯ）に関係付けられた、一
連のファイル、データ、およびアプリケーションの総称である。ＳＭ－ＳＲとＳＭ－ＤＰ
は統合されて配置されることがあり、または別個に配置されることがあることに留意され
たい。
【００５６】
　従来技術では、ｅＵＩＣＣが工場から出荷された後、ＥＵＭは、ｅＵＩＣＣの初期パラ
メータの対応するＳＭプラットフォームに対する登録を行い、特にＳＭ－ＳＲに対する登
録を主に行う。ＥＵＭは、ＥＵＭにより製造されたｅＵＩＣＣがその後に埋め込まれた端
末を知ることができない。したがって、ＥＵＭは、ＳＭプラットフォームに対して、ｅＵ
ＩＣＣが埋め込まれた端末に関係付けられた情報を提供することができず、このことが、
プロファイル処理手順における様々なエラーおよび問題をさらに引き起こすことがあり、
たとえば、プロファイル内のサブスクリプション情報が端末のネットワークアクセス能力
にマッチしない、またはプロファイルアクティブ化要求が端末のシングルスタンバイまた
はマルチスタンバイ能力と適合しないことがある。
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【００５７】
　上記の問題を解決するために、この実施形態では、好ましくは、電源投入され初期化さ
れたとき、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末は、端末の能力情報をｅＵＩＣＣに送信し、こ
こで、端末の能力情報は、端末によってサポートされる無線アクセス技術（Radio Access
 Technology、略してＲＡＴ）のタイプ、端末によってサポートされる無線アクセス技術
の並行作業能力、端末のタイプ情報、端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポー
トするかどうか、および端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかの
うちの１つまたは複数を含む。ＲＡＴのタイプは、たとえば、ＧＳＭ（登録商標）、ＧＰ
ＲＳ、ＣＤＭＡ、またはＷＣＤＭＡ（登録商標）などの無線アクセス技術のタイプを含み
、端末タイプは、たとえば、個人間の通信に関わる携帯電話またはタブレットコンピュー
タなどのＨ２Ｈ（Human to Human）端末を含み、さらに、マシン間の通信に関わるＭ２Ｍ
（Machine to Machine）デバイスを含み、端末によってサポートされる無線アクセス技術
の並行作業能力は、たとえば、同時にスタンバイするようにサポートされ得るプロファイ
ルの数量を含む。
【００５８】
　ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末が、端末の能力情報をｅＵＩＣＣに定期的に送信する、
またはｅＵＩＣＣが、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報をｅＵＩＣＣが埋め込ま
れた端末から取得することを能動的に要求するようにさらに設定され得ることが理解され
得る。以下では、端末が電源投入された後に端末の能力情報を端末内のｅＵＩＣＣに能動
的に送信する例を説明する。
【００５９】
　ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報であって端末が電源投入された後に端末によ
り送信された能力情報を、ｅＵＩＣＣが受信した後、ｅＵＩＣＣは、端末の能力情報をＳ
Ｍプラットフォームに送信し、それによって、ＳＭプラットフォームが、端末の能力情報
に従って、ｅＵＩＣＣ上の構成ファイルプロファイルを管理する、またはプロファイルを
生成する、またはｅＵＩＣＣを管理する。
【００６０】
　任意選択で、この実施形態では、ｅＵＩＣＣは、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力
情報をＳＭプラットフォームに送信することがあり、さらにｅＵＩＣＣの現在ステータス
情報をＳＭプラットフォームに送信することがある。現在ステータス情報は、たとえば、
ｅＵＩＣＣ内の現在の使用可能な記憶空間ならびに各プロファイルのアクティブ状態およ
び非アクティブ状態などのステータスを含む。したがって、ＳＭプラットフォームはさら
に、端末の能力情報およびｅＵＩＣＣの現在ステータス情報に従って、ｅＵＩＣＣ上の構
成ファイルプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、またはｅＵＩＣＣ
を管理することがある。
【００６１】
　さらに任意選択で、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報であってｅＵＩＣＣによ
り送信された能力情報、および任意選択で含まれるｅＵＩＣＣの現在ステータス情報を受
信した後、ＳＭプラットフォームはさらに、端末の能力情報および任意選択で含まれるｅ
ＵＩＣＣの現在ステータス情報を、ｅＵＩＣＣの情報セットＥＩＳに更新し、更新された
ＥＩＳに従って、ｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成す
る、またはｅＵＩＣＣを管理する。すなわち、更新されたＥＩＳは、ｅＵＩＣＣおよびｅ
ＵＩＣＣ上のプロファイルに関するダウンロードまたはアクティブ化などの後続の手順で
使用される。したがって、ｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイル
を生成する、またはｅＵＩＣＣを管理するプロセスにおいて、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた
端末の能力情報、およびｅＵＩＣＣの現在ステータス情報が基礎として使用され、それに
より処理精度がさらに改善する。
【００６２】
　さらに、埋め込みユニバーサル集積回路カードｅＵＩＣＣが、そのｅＵＩＣＣが埋め込
まれた端末の能力情報を取得した後、この方法は、
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　ｅＵＩＣＣによって端末の能力情報をローカルに保存することをさらに含む。
【００６３】
　この実施形態では、主にｅＵＩＣＣがＳＭプラットフォームと完全に同期しないことが
あるという理由から、ｅＵＩＣＣは端末の能力情報をローカルに保存する。このように、
ＳＭプラットフォームがｅＵＩＣＣおよびｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理するプロセ
スにおいて、ｅＵＩＣＣは、管理動作の実行可能性をローカルに決定することができる。
【００６４】
　以下では、ｅＵＩＣＣとＳＭプラットフォームとの間の相互作用のプロセスを詳細に説
明し、ここでは主にＳＭ－ＳＲとｅＵＩＣＣとの間の相互作用が説明のための例として使
用され、また、ｅＵＩＣＣにより送信された端末の能力情報を受信した後にＳＭ－ＳＲが
ｅＵＩＣＣのＥＩＳを更新する例を使用する。ＥＩＳを更新することなく対応する処理が
直接行われることがあることは理解され得る。
【００６５】
　既存のＥＵＭ登録手順では、ＳＭ－ＳＲは、ＳＭ－ＳＲに対応するｅＵＩＣＣの情報セ
ットＥＩＳを既に記憶している。したがって、この実施形態では、ｅＵＩＣＣにより送信
された端末の能力情報を受信した後、ＳＭ－ＳＲは、端末の能力情報に従ってｅＵＩＣＣ
の情報セットＥＩＳを更新し、たとえば、端末の能力情報をＥＩＳに追加する。任意選択
で、ｅＵＩＣＣの現在ステータス情報が獲得された場合に、ＥＩＳ内の各プロファイルの
ステータスおよびｅＵＩＣＣのメモリ使用状況などがさらに更新される。更新されたＥＩ
Ｓは、ｅＵＩＣＣ上の構成ファイルのダウンロードまたはアクティブ化などの後続の手順
で使用される。ＳＭ－ＳＲとｅＵＩＣＣとの間に特定の対応および関連付け関係があり、
すなわち、ＳＭ－ＳＲはそのＳＭ－ＳＲに対応して関連付けられた各ｅＵＩＣＣの管理を
担当するが、その対応および関連付け関係の取得は従来技術において制御され、この実施
形態では詳細は説明されないことに留意されたい。
【００６６】
　この実施形態では、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報を取得した後、ｅＵＩＣ
Ｃが、端末の能力情報をＳＭ－ＳＲに送信し、それによって、ＳＭ－ＳＲが、端末の能力
情報に従って、ｅＵＩＣＣ上の構成ファイルプロファイルを管理する、またはプロファイ
ルを生成する、またはｅＵＩＣＣを管理する。ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報
がＳＭ－ＳＲに報告され、それによって、ＳＭ－ＳＲによってｅＵＩＣＣ上の構成ファイ
ルなどに対して行われる管理が、端末の能力情報に適合することができるようになり、そ
れにより処理精度が改善する。
【００６７】
　図２は、本発明の実施形態２によるｅＵＩＣＣ管理方法のフローチャートであり、図２
に示されるように、この方法は以下のステップを含む。
【００６８】
　ステップ２０１：ｅＵＩＣＣが、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報を受信する
。ここで、能力情報は、端末が電源投入された後に端末により送信されたものである。
【００６９】
　この実施形態では、ｅＵＩＣＣが、以下のように、端末の能力情報をＳＭプラットフォ
ームに送信する。
【００７０】
　ステップ２０２：ｅＵＩＣＣが、ＳＭプラットフォームにより送信された能力マッチン
グ要求（capability matching request）を受信する。
【００７１】
　ステップ２０３：ｅＵＩＣＣが、能力マッチング応答をＳＭプラットフォームに返す。
ここで、能力マッチング応答は端末の能力情報を含む。
【００７２】
　ステップ２０４：ｅＵＩＣＣが、ＳＭプラットフォームにより送信されたプロファイル
アクティブ化インジケーションを受信する。ここで、アクティブ化インジケーションは、
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ｅＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロファイルの記憶場所識別子を含む。
【００７３】
　ステップ２０５：ｅＵＩＣＣが、端末のローカルに保存された能力情報に従って、プロ
ファイルアクティブ化インジケーションに応答するかどうかを検査する。
【００７４】
　以下でも、ｅＵＩＣＣとＳＭプラットフォーム内のＳＭ－ＳＲとの間の相互作用を例と
して使用する。実際の適用において、ｅＵＩＣＣは、ｅＵＩＣＣに対応して関連付けられ
たＳＭ－ＳＲを知ることができることに留意されたい。したがって、端末の能力情報を受
信した後、ｅＵＩＣＣは、まず対応するＳＭ－ＳＲとセキュアＩＰ接続を確立し、接続が
確立された後、ＳＭ－ＳＲにより送信された能力マッチング要求を受信し、応答を行う。
【００７５】
　この場合、ｅＵＩＣＣは、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報、および任意選択
で含まれるｅＵＩＣＣの現在ステータス情報を対応するＳＭ－ＳＲに既に送信しており、
それによって、ＳＭ－ＳＲはｅＵＩＣＣのＥＩＳを更新することができる。以下では、Ｓ
Ｍ－ＳＲがｅＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロファイルをアクティブ化する例を
使用して、端末の能力情報の使用を説明する。
【００７６】
　モバイルネットワークオペレータＭＮＯに関係付けられたファイル、データ、およびア
プリケーションが、プロファイルに記憶される。したがって、ＭＮＯのプロファイルがｅ
ＵＩＣＣにダウンロードされた場合、ｅＵＩＣＣは、アクティブ化手順が完了されたとき
のみプロファイルを使用することができる。
【００７７】
　この実施形態では、一般的な実際の適用事例によれば、任意選択で一般的には、ＭＮＯ
がプロファイルアクティブ化要求をＳＭ－ＤＰに送信して、アクティブ化処理手順をトリ
ガーし、ここで、好ましくはＳＭ－ＤＰはＭＮＯ側の管理エンティティデバイス内に配置
されてよく、またはＳＭ－ＤＰとＳＭ－ＳＲが統合されて配置されてよい。ＭＮＯにより
ＳＭ－ＤＰへ送信されたプロファイルアクティブ化要求は、ｅＵＩＣＣの識別子、および
ｅＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロファイルの識別子を含み、すなわち、ＳＭ－
ＤＰは、ｅＵＩＣＣ上にあってアクティブ化される必要があるプロファイルを通知される
。アクティブ化要求は、後続のアクティブ化処理手順を行うために、ＳＭ－ＤＰが相互作
用する相手のＳＭ－ＳＲをＳＭ－ＤＰに通知するために使用されるＳＭ－ＳＲの識別子を
さらに含む。ＳＭ－ＤＰは、アクティブ化要求に含まれるＳＭ－ＳＲの識別子を識別し、
対応するＳＭ－ＳＲとの双方向認証、すなわちＳＭ－ＤＰおよびＳＭ－ＳＲのアイデンテ
ィティ妥当性の認証を行う。認証が成功した後、ＳＭ－ＤＰは、アクティブ化要求を対応
するＳＭ－ＳＲに転送する。任意選択で、ＭＮＯは、プロファイルアクティブ化要求をＳ
Ｍ－ＳＲに直接送信することがある。
【００７８】
　１つの方式では、ＥＩＳを更新する上記の動作を行った後、ＳＭ－ＳＲは、更新された
ＥＩＳに従って以下の処理を行い得る。ＳＭ－ＳＲは、アクティブ化要求に含まれるｅＵ
ＩＣＣの識別子に従って、ローカルに保存されたデータベースから、ｅＵＩＣＣの識別子
に対応する更新されたＥＩＳを発見し、更新されたＥＩＳに従って、アクティブ化される
べきプロファイルの識別子に対応するアクティブ化されるべきプロファイルに対する適合
性検査を行い、アクティブ化されるべきプロファイルが適合性検査に合格した場合、アク
ティブ化されるべきプロファイルの記憶場所識別子を含むアクティブ化インジケーション
をｅＵＩＣＣに送信し、それによって、ｅＵＩＣＣが、記憶場所識別子に従って、アクテ
ィブ化されるべきプロファイルを決定し、アクティブ化されるべきプロファイルをアクテ
ィブ化する。別の方式では、ＳＭ－ＳＲはＥＩＳを更新しないが、代わりにｅＵＩＣＣが
埋め込まれた端末の能力情報をローカルに保存する。この場合、アクティブ化要求が受信
された後、アクティブ化要求の実行が許可されるかどうかが直接検査され、たとえば、ア
クティブ化されるべきプロファイルが、端末によってサポートされる無線アクセス技術の
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並行作業能力と適合するかどうかが直接検査される。アクティブ化インジケーションは、
アクティブ化要求の実行が検査によって可能とされたときに配信される。
【００７９】
　好ましくは、アクティブ化インジケーションを受信した後、ｅＵＩＣＣはさらに、端末
のローカルに保存された能力情報に従って、プロファイルアクティブ化インジケーション
に応答するかどうかを検査し、たとえば、アクティブ化されるべきプロファイルが、端末
によってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力と適合するかどうかを検査し、
これは、検査を再度ローカルに行うことと等価であり、それによって、ｅＵＩＣＣとＳＭ
プラットフォームとの間の非同期によって引き起こされる管理欠陥が回避される。
【００８０】
　この実施形態では、ＳＭ－ＳＲは、ｅＵＩＣＣの識別子に対応する更新されたＥＩＳに
従って、ｅＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロファイルに対する適合性検査を行う
。たとえば、ＥＩＳ内の端末の能力情報は、端末がデュアルスタンバイをサポートできる
だけである、すなわち同時に２つのプロファイルがアクティブ状態である場合をサポート
できるだけであることを示しているが、ｅＵＩＣＣは、マルチスタンバイをサポートする
、たとえば、同時に３つのプロファイルがアクティブ状態である場合をサポートしている
ならば、または、ＥＩＳ内のｅＵＩＣＣの現在ステータス情報は、ＳＭ－ＳＲが、ｅＵＩ
ＣＣの現在ステータス情報に従って、およびｅＵＩＣＣのＥＩＳに従って、適合性検査を
さらに行う場合に、使用可能な記憶空間が不十分である、もしくはアクティブ化されるべ
きプロファイルのアクティブ化が許可されないことを示すならば、アクティブ化されるべ
きプロファイルが適合性検査に合格できないと考えられ、この場合、ＳＭ－ＳＲはエラー
プロンプトを提供するために、適合性矛盾通知をＳＭ－ＤＰに返す。アクティブ化される
べきプロファイルが適合性検査に合格した場合、ＳＭ－ＳＲは、アクティブ化されるべき
プロファイルの記憶場所識別子を含むアクティブ化インジケーションをｅＵＩＣＣに送信
する。
【００８１】
　さらに、以下の実施形態では、ｅＵＩＣＣにより送信されたｅＵＩＣＣが埋め込まれた
端末の能力情報に従って、ＳＭプラットフォームがプロファイルを生成する例を使用して
、端末の能力情報の使用を説明する。
【００８２】
　ｅＵＩＣＣがＭＮＯのネットワークを適切に使用できるようにするために、対応するプ
ロファイルがｅＵＩＣＣ上で生成される必要がある。一般的に、プロファイルの生成はＳ
Ｍ－ＤＰによって実装される。したがって、ｅＵＩＣＣにより送信された端末の能力情報
をＳＭ－ＳＲが受信した後、ＳＭ－ＳＲは端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信し、それに
よって、ＳＭ－ＤＰが、獲得されたサブスクリプションデータおよび端末の能力情報に従
って、プロファイルを生成する。ＳＭ－ＤＰが前もってＭＮＯからエンドユーザのサブス
クリプションデータを既に獲得していることは理解され得る。
【００８３】
　さらに、以下の実施形態では、ｅＵＩＣＣにより送信されたｅＵＩＣＣが埋め込まれた
端末の能力情報に従って、ＳＭプラットフォームがｅＵＩＣＣを管理する例を使用して、
端末の能力情報の使用を説明する。
【００８４】
　上記の端末の能力情報を受信した後、ＳＭ－ＳＲは、端末の能力情報に従って、ｅＵＩ
ＣＣのための管理ポリシールールを生成し、さらに管理ポリシールールをｅＵＩＣＣに配
信することがあり、それによって、ｅＵＩＣＣ上のプロファイルの後続の管理プロセスに
おいて、たとえば、適合性検査中に、検査が管理ポリシールールに従ってさらに行われ得
る。
【００８５】
　上記の実施形態では、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報であって端末が電源投
入された後に端末により送信された能力情報を受信した後、各ｅＵＩＣＣは、端末の能力
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情報をＳＭ－ＳＲに送信し、それによって、ＳＭ－ＳＲが、端末の能力情報に従って各ｅ
ＵＩＣＣの情報セットＥＩＳを更新し、更新されたＥＩＳに従って、ｅＵＩＣＣ上のプロ
ファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、またはｅＵＩＣＣを管理すること
ができる。加えて、管理プロセスにおいて、構成ファイルの適合性が端末の能力情報に基
づき決定され、それが、処理されるべき構成ファイルが端末の能力に適合しない場合を回
避するのに役立ち、それによって、端末が適切に機能することが確実にされ、処理効率が
改善される。
【００８６】
　図３は、本発明の実施形態３によるｅＵＩＣＣ管理方法のフローチャートであり、図３
に示されるように、この方法は以下のステップを含む。
【００８７】
　ステップ３０１：ＳＭプラットフォームが、第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情
報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１の端末の能力情報を受信する。
【００８８】
　ステップ３０２：ＳＭプラットフォームが、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅ
ＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または第１のｅ
ＵＩＣＣを管理する。
【００８９】
　以下の実施形態では、ＳＭプラットフォームをＳＭ－ＳＲおよびＳＭ－ＤＰに分割する
ことによって、上記のステップ３０１および３０２が詳細に説明される。
【００９０】
　従来技術では、ｅＵＩＣＣが工場から出荷された後、ＥＵＭが、ｅＵＩＣＣの工場出荷
時設定を対応するＳＭ－ＳＲに登録し、すなわち、従来技術では、ＳＭ－ＳＲは、ＳＭ－
ＳＲに対応する各ｅＵＩＣＣの初期構成のみを含むＥＩＳを記憶する。
【００９１】
　この実施形態では、ｅＵＩＣＣは、端末に埋め込まれており、挿入または取外しされる
ことができないカードである。したがって、好ましくは、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末
が電源投入され初期化されると、端末が端末の能力情報を端末内のｅＵＩＣＣに送信する
プロセスがトリガーされ、または任意選択で、ｅＵＩＣＣが、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた
端末に要求を能動的に送信して端末の能力情報を獲得することがある。前者の場合が例と
して使用される。すなわち、電源投入され初期化されると、ｅＵＩＣＣ、すなわち、この
実施形態における第１のｅＵＩＣＣおよび次の実施形態における第２のｅＵＩＣＣが埋め
込まれた端末が、端末の能力情報をｅＵＩＣＣに送信する。第１の端末の能力情報は、第
１の端末によってサポートされる無線アクセス技術ＲＡＴのタイプ、第１の端末によって
サポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、第１の端末のタイプ情報、第１の端末
がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートするかどうか、および第１の端末が回線
交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかのうちの１つまたは複数を含む。第１
のｅＵＩＣＣおよび第２のｅＵＩＣＣはそれぞれ異なる端末に埋め込まれ、すなわち、第
１のｅＵＩＣＣは、第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１の端末の能力情報であって第１
の端末が電源投入された後に第１の端末により送信された能力情報を受信し、第２のｅＵ
ＩＣＣは、第２のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第２の端末の能力情報であって第２の端末が
電源投入された後に第２の端末により送信された能力情報を受信することに留意されたい
。以下では、第１のｅＵＩＣＣを対象として使用することで説明を提供する。
【００９２】
　この実施形態では、ＳＭプラットフォームが、第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力
情報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１の端末の能力情報を受信した後、この
方法は、
　ＳＭプラットフォームによって、第１の端末の能力情報を第１のｅＵＩＣＣの情報セッ
トＥＩＳに更新することをさらに含み、
　それに応じて、ＳＭプラットフォームが、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵ
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ＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または第１のｅＵ
ＩＣＣを管理することは、
　ＳＭプラットフォームによって、更新されたＥＩＳに従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプ
ロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを管理
することを含む。
【００９３】
　第１のｅＵＩＣＣが、第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１の端末の能力情報であって
第１の端末が電源投入された後に第１の端末により送信された能力情報を受信した後、第
１のｅＵＩＣＣは、能力情報を対応するＳＭ－ＳＲに送信し、任意選択で、第１のｅＵＩ
ＣＣの現在ステータス情報もＳＭ－ＳＲに送信する。したがって、ＳＭ－ＳＲは、第１の
端末の能力情報もしくは任意選択で含まれる現在ステータス情報に従って、第１のｅＵＩ
ＣＣ上のプロファイルを管理する、もしくはプロファイルを生成する、もしくは第１のｅ
ＵＩＣＣを管理することがあり、または任意選択で、したがって、ＳＭ－ＳＲは、第１の
端末の能力情報もしくは任意選択で含まれる現在ステータス情報に従って、第１のｅＵＩ
ＣＣの情報セットＥＩＳを更新し、更新されたＥＩＳに従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプ
ロファイルを管理する、もしくはプロファイルを生成する、もしくは第１のｅＵＩＣＣを
管理することがある。
【００９４】
　この実施形態では、第１のｅＵＩＣＣの現在ステータス情報は、たとえば、第１のｅＵ
ＩＣＣ内の現在の使用可能な記憶空間ならびに各プロファイルのアクティブ状態および非
アクティブ状態などのステータスを含む。
【００９５】
　ＳＭ－ＳＲとｅＵＩＣＣとの間に特定の対応および関連付け関係があり、すなわち、Ｓ
Ｍ－ＳＲはそのＳＭ－ＳＲに対応して関連付けられた各ｅＵＩＣＣの管理を担当するが、
その対応および関連付け関係の取得は従来技術において制御され、この実施形態では詳細
は説明されないことに留意されたい。
【００９６】
　この実施形態では、ＳＭ－ＳＲが、ｅＵＩＣＣにより取得された能力情報であってｅＵ
ＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報に従って、ｅＵＩＣＣの情報セットＥＩＳを更新し
、更新されたＥＩＳに従って、ｅＵＩＣＣ上の構成ファイルに対するダウンロード、アク
ティブ化、または移送などの処理を行い、それによって、ＳＭ－ＳＲの処理が端末の能力
情報に適合することができるようになり、これが処理精度および処理効率を改善するのに
役立つ。
【００９７】
　特に、ステップ３０１で、ＳＭプラットフォームが、第１のｅＵＩＣＣにより送信され
た能力情報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１の端末の能力情報を受信するこ
とは、特に以下の方式で実装され得る。すなわち、
　ＳＭ－ＳＲによって、能力マッチング要求を第１のｅＵＩＣＣに送信し、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１のｅＵＩＣＣにより返された能力マッチング応答を受信し、
能力マッチング応答は第１の端末の能力情報を含んでいる。
【００９８】
　実際の適用において、第１のｅＵＩＣＣが、第１のｅＵＩＣＣに対応して関連付けられ
たＳＭ－ＳＲを知ることができることに留意されたい。したがって、第１の端末の能力情
報を受信した後、第１のｅＵＩＣＣは、まず対応するＳＭ－ＳＲとセキュアＩＰ接続を確
立し、接続の確立が完了された後、ＳＭ－ＳＲが能力マッチング要求を第１のｅＵＩＣＣ
に送信し、それによって、第１のｅＵＩＣＣは、能力マッチング要求に応答し、第１の端
末の能力情報を能力マッチング応答に追加し、任意選択で、第１のｅＵＩＣＣの現在ステ
ータス情報をさらに追加し得る。
【００９９】
　任意選択で、ステップ３０２で、ＳＭプラットフォームが、第１の端末の能力情報に従
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って第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理することは、
　ＳＭ－ＳＲによって、ＳＭ－ＤＰを使用することでＭＮＯにより送信されたプロファイ
ルダウンロード要求を受信することであって、ダウンロード要求は、ダウンロードされる
べきプロファイルの識別子および第１のｅＵＩＣＣの識別子を含む、受信することと、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報であって第１のｅＵＩＣＣの識別子に対応
する能力情報を取得し、第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、Ｓ
Ｍ－ＤＰが、第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロード要求の実行が許
可されるかどうかを検査することと、
　ＳＭ－ＤＰが、第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロード要求の実行
が許可されるかどうかを決定した後、ＳＭ－ＳＲによって、ＳＭ－ＤＰにより送信された
プロファイルダウンロードインジケーションであってダウンロードされるべきプロファイ
ルを含むプロファイルダウンロードインジケーションを、第１のｅＵＩＣＣに転送し、そ
れによって、第１のｅＵＩＣＣが、ダウンロードインジケーションに従って、ダウンロー
ドされるべきプロファイルをダウンロードすることと
を含む。
【０１００】
　この実施形態において、まず、構成ファイルプロファイルダウンロードプロセスが例と
して使用されて、どのようにＳＭ－ＳＲが第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１の端末の
能力情報に従って第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理するかを説明する。
【０１０１】
　ＭＮＯがプロファイルを第１のｅＵＩＣＣにダウンロードする必要があるとき、ＭＮＯ
は、プロファイルダウンロード要求をＳＭ－ＤＰに送信し、ここで、ダウンロード要求は
、ダウンロードされるべきプロファイルの識別子および第１のｅＵＩＣＣの識別子を含み
、任意選択で、ＳＭ－ＳＲの識別子をさらに含む。対応するＳＭ－ＳＲをＳＭ－ＳＲの識
別子に従って決定した後、ＳＭ－ＤＰは、第１のｅＵＩＣＣの識別子を含む取得要求をＳ
Ｍ－ＳＲに送信し、それによって、ＳＭ－ＳＲが、第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１
の端末の能力情報を取得する。任意選択で、第１の端末の能力情報に従って第１のｅＵＩ
ＣＣのＥＩＳを更新した後、ＳＭ－ＳＲは、更新されたＥＩＳをＳＭ－ＤＰに返すことが
ある。後者が説明のための例として使用される。更新されたＥＩＳが、第１のｅＵＩＣＣ
が埋め込まれた第１の端末の能力情報を含み、任意選択で第１のｅＵＩＣＣのステータス
情報をさらに含むので、更新されたＥＩＳに従って、ダウンロードされるべきプロファイ
ルの識別子に対応するダウンロードされるべきプロファイルが適合性検査に合格すること
、すなわちプロファイルダウンロード要求の実行が許可されることを決定した後、ＳＭ－
ＤＰは、ＳＭ－ＳＲを使用することにより、ダウンロードされるべきプロファイルを搬送
するダウンロードインジケーションを第１のｅＵＩＣＣに送信してよく、それによって、
第１のｅＵＩＣＣは、ダウンロードインジケーションに従って、ダウンロードされるべき
プロファイルをダウンロードする。
【０１０２】
　ＳＭ－ＤＰが、第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロード要求の実行
が許可されるかどうかを検査することは、ＳＭ－ＤＰによって、ダウンロードされるべき
プロファイルが、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術ＲＡＴのタイプと
適合するかどうかを検査することを含む。
【０１０３】
　任意選択で、以下のように、ダウンロードされるべきプロファイルが適合性検査に合格
できるかどうかが決定されることがあり、これは、たとえば、第１のｅＵＩＣＣのステー
タス情報に従って、第１のｅＵＩＣＣが適格かどうかを決定すること、および、ダウンロ
ードされるべきプロファイルのコンテンツが第１の端末の能力情報にマッチするかどうか
を決定することを含む。たとえば、第１のｅＵＩＣＣのステータス情報が、第１のｅＵＩ
ＣＣの記憶空間が不十分であることを示す場合、第１のｅＵＩＣＣは適格ではないと考え
られ、または、ダウンロードされるべきプロファイルが４Ｇネットワークを予約するが、
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第１の端末が３Ｇ端末である場合、ダウンロードされるべきプロファイルは第１の端末の
能力情報にマッチしないと考えられる。したがって、ダウンロードされるべきプロファイ
ルが適合性検査に合格せず、ＳＭ－ＤＰは、適合性矛盾通知をＭＮＯおよびＳＭ－ＳＲの
それぞれに送信する。逆に、ダウンロードされるべきプロファイルが適合性検査に合格し
た場合、プロファイルダウンロードプロセスは継続する。
【０１０４】
　さらに任意選択で、ステップ３０２で、ＳＭプラットフォームが、第１の端末の能力情
報に従って第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理することは、
　ＳＭ－ＳＲによって、ＭＮＯにより送信されたプロファイルアクティブ化要求を受信す
ることであって、アクティブ化要求は、第１のｅＵＩＣＣの識別子および第１のｅＵＩＣ
Ｃ上のアクティブ化されるべきプロファイルの識別子を含む、受信することと、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報であって第１のｅＵＩＣＣの識別子に対応
する能力情報に従って、アクティブ化要求の実行が許可されるかどうかを検査することと
を含む。
【０１０５】
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報に従って、アクティブ化要求の実行が許可
されるかどうかを検査することは、
　ＳＭ－ＳＲによって、アクティブ化されるべきプロファイルが、第１の端末によってサ
ポートされる無線アクセス技術の並行作業能力と適合するかどうかを検査することを含む
。
【０１０６】
　アクティブ化されるべきプロファイルが適合性検査に合格した場合、ＳＭ－ＳＲは、ア
クティブ化されるべきプロファイルの記憶場所識別子を含むプロファイルアクティブ化イ
ンジケーションを第１のｅＵＩＣＣに送信し、それによって、第１のｅＵＩＣＣが、記憶
場所識別子に従って、アクティブ化されるべきプロファイルを決定し、アクティブ化され
るべきプロファイルをアクティブ化する、またはそれによって、第１のｅＵＩＣＣが、第
１の端末のローカルに保存された能力情報に従って、アクティブ化インジケーションの実
行が許可されるかどうかを検査する。
【０１０７】
　さらに、この実施形態において、次いでプロファイルアクティブ化プロセスが例として
使用されて、どのようにＳＭ－ＳＲが第１のｅＵＩＣＣの更新されたＥＩＳに従って第１
のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを処理するかをさらに説明する。
【０１０８】
　モバイルネットワークオペレータＭＮＯに関係付けられたファイル、データ、およびア
プリケーションが、プロファイルに記憶される。したがって、ＭＮＯのプロファイルが第
１のｅＵＩＣＣにダウンロードされた場合、第１のｅＵＩＣＣは、アクティブ化手順が完
了されたときのみプロファイルを使用することができる。
【０１０９】
　したがって、一般的に、ＭＮＯは、プロファイルアクティブ化要求をＳＭ－ＤＰに送信
することによって、アクティブ化処理手順をトリガーする。ＭＮＯによりＳＭ－ＤＰへ送
信されたプロファイルアクティブ化要求は、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１のｅ
ＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロファイルの識別子を含み、すなわち、ＳＭ－Ｄ
Ｐは、ｅＵＩＣＣ上にあってアクティブ化される必要があるプロファイルを通知される。
アクティブ化要求は、後続のアクティブ化処理手順を行うために、ＳＭ－ＤＰが相互作用
する相手のＳＭ－ＳＲをＳＭ－ＤＰに通知するために使用されるＳＭ－ＳＲの識別子をさ
らに含む。ＳＭ－ＤＰは、アクティブ化要求に含まれるＳＭ－ＳＲの識別子を識別し、対
応するＳＭ－ＳＲとの双方向認証、すなわちＳＭ－ＤＰおよびＳＭ－ＳＲのアイデンティ
ティ妥当性の認証を行う。認証が成功した後、ＳＭ－ＤＰは、アクティブ化要求を対応す
るＳＭ－ＳＲに転送する。任意選択で、ＭＮＯは、プロファイルアクティブ化要求をＳＭ
－ＳＲに直接送信することがある。
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【０１１０】
　ＳＭ－ＳＲは、アクティブ化要求に含まれる第１のｅＵＩＣＣの識別子に従って、ロー
カルに保存されたデータベースから、第１のｅＵＩＣＣの識別子に対応する更新されたＥ
ＩＳを発見し、更新されたＥＩＳに従って、アクティブ化されるべきプロファイルの識別
子に対応するアクティブ化されるべきプロファイルが適合性検査に合格するかどうかを決
定し、アクティブ化されるべきプロファイルが適合性検査に合格した場合、アクティブ化
されるべきプロファイルの記憶場所識別子を含むアクティブ化インジケーションを第１の
ｅＵＩＣＣに送信し、それによって、第１のｅＵＩＣＣが、記憶場所識別子に従って、ア
クティブ化されるべきプロファイルを決定し、アクティブ化されるべきプロファイルをア
クティブ化する。
【０１１１】
　この実施形態では、ＳＭ－ＳＲが、第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた第１の端末の能力
情報、および第１のｅＵＩＣＣの現在ステータス情報に従って、第１のｅＵＩＣＣのＥＩ
Ｓを更新したとき、ＳＭ－ＳＲが、第１のｅＵＩＣＣの識別子に対応する更新されたＥＩ
Ｓに従って、アクティブ化されるべきプロファイルが適合性検査に合格するかどうかを決
定することは、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１のｅＵＩＣＣの識別子に対応する更新されたＥＩＳにおける
第１の端末の能力情報に従って、アクティブ化されるべきプロファイルが第１の端末にマ
ッチするかどうかを決定することと、アクティブ化されるべきプロファイルが第１の端末
にマッチする場合、ＳＭ－ＳＲによって、第１のｅＵＩＣＣの識別子に対応する更新され
たＥＩＳにおける第１のｅＵＩＣＣの現在ステータス情報に従って、アクティブ化される
べきプロファイルのアクティブ化が許可されるかどうかを決定することとを含むことがあ
る。たとえば、ＥＩＳ内の第１のｅＵＩＣＣの現在ステータス情報が、使用可能な記憶空
間が不十分であることを示すならば、アクティブ化されるべきプロファイルのアクティブ
化が許可されないことが決定され、ＥＩＳ内の第１の端末の能力情報が、第１の端末がデ
ュアルスタンバイをサポートするだけである、すなわち、同時に２つのプロファイルがア
クティブ状態である場合をサポートするだけであるが、第１のｅＵＩＣＣはマルチスタン
バイをサポートする、たとえば、同時に３つのプロファイルがアクティブ状態である場合
をサポートしているならば、第１のｅＵＩＣＣは第１の端末と適合しないと考えられ、こ
の場合、アクティブ化されるべきプロファイルが適合性検査に合格できず、ＳＭ－ＳＲは
、エラープロンプトを提供するために、適合性矛盾通知をＳＭ－ＤＰに返す。アクティブ
化されるべきプロファイルが適合性検査に合格した場合、ＳＭ－ＳＲは、アクティブ化さ
れるべきプロファイルの記憶場所識別子を含むアクティブ化要求を第１のｅＵＩＣＣに転
送し、それによって、第１のｅＵＩＣＣが、記憶場所識別子に従って、アクティブ化され
るべきプロファイルを決定し、アクティブ化されるべきプロファイルをアクティブ化する
。
【０１１２】
　以下では、プロファイル移送プロセスを例として使用して、どのようにＳＭ－ＳＲが第
１のｅＵＩＣＣの更新されたＥＩＳに従って第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理す
るかをさらに説明する。
【０１１３】
　以下の実施形態では、ＳＭ－ＳＲが第２のｅＵＩＣＣ上の移送されるべきプロファイル
を第１のｅＵＩＣＣに移送する例が、更新されたＥＩＳの使用をさらに説明するために使
用される。この実施形態では、同じＳＭ－ＳＲが第１のｅＵＩＣＣおよび第２のｅＵＩＣ
Ｃを管理し、ＳＭ－ＳＲが、第１のｅＵＩＣＣに対応する更新されたＥＩＳおよび第２の
ｅＵＩＣＣに対応する更新されたＥＩＳを記憶すると想定されることに留意されたい。加
えて、第１のｅＵＩＣＣは第１の端末に埋め込まれ、第２のｅＵＩＣＣは第２の端末に埋
め込まれ、第１の端末と第２の端末は、一般に同じユーザの異なる端末である。第２の端
末内の第２のｅＵＩＣＣ上の移送されるべきプロファイルを第１の端末内の第１のｅＵＩ
ＣＣに移送するために、さらに任意選択で、ステップ３０２で、ＳＭプラットフォームが
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、第１の端末の能力情報に従って第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理することは、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１のｅＵＩＣＣにより送信されたプロファイル移送要求を受信
することであって、移送要求は、第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、第２
の端末の識別子、第２のｅＵＩＣＣの識別子、および移送されるべきプロファイルの識別
子を含み、第２のｅＵＩＣＣは、第２の端末に埋め込まれており、移送要求は、第２のｅ
ＵＩＣＣ上の移送されるべきプロファイル内のユーザサブスクリプション情報を第１のｅ
ＵＩＣＣに移送することを要求するために使用される、受信することと、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１のｅＵＩＣＣの識別子に対応する更新されたＥＩＳに従って
、移送されるべきプロファイルに対する適合性検査を行い、適合性検査結果に従って、移
送要求を処理するステップと
を含む。
【０１１４】
　適合性検査は、前述のアクティブ化プロセスおよびダウンロードプロセスのそれと同様
であり、再び説明されない。ＳＭ－ＳＲによって、適合性検査結果に従って移送要求を処
理することは、以下の２つの場合を含む。
【０１１５】
　第１に、移送されるべきプロファイルが適合性検査に合格した場合、ＳＭ－ＳＲは、第
１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および移送されるべきプロファイルの識
別子を含む第１の修正インジケーションを、ＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－
ＤＰが、第１の修正インジケーションに従って、移送されるべきプロファイルを修正して
ターゲットプロファイルを獲得し、ターゲットプロファイルをＳＭ－ＳＲに送信する。
【０１１６】
　ＳＭ－ＳＲは、移送応答を第１のｅＵＩＣＣに返し、ここで、移送応答はターゲットプ
ロファイルを含む。
【０１１７】
　第２に、移送されるべきプロファイルが適合性検査に合格しない場合、ＳＭ－ＳＲは、
第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１の端末の能力情報を含む第
２の修正インジケーションを、ＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－ＤＰは、第１
の端末の能力情報に対応する修正されるべきプロファイルをローカルに取得し、第２の修
正インジケーションに従って、修正されるべきプロファイルを修正してターゲットプロフ
ァイルを獲得し、ターゲットプロファイルをＳＭ－ＳＲに送信する。
【０１１８】
　任意選択で、第１のｅＵＩＣＣは、プロファイル移送要求を対応するＳＭ－ＳＲに送信
する。任意選択で、プロファイル移送要求を受信した後、ＳＭ－ＳＲは、要求に含まれる
第２のｅＵＩＣＣの識別子に従って、第２のｅＵＩＣＣに含まれるユーザの関心、好みお
よび使用記録などのパーソナライズされたデータ情報を取得することがある。その後、Ｓ
Ｍ－ＳＲは、移送要求に含まれる第１のｅＵＩＣＣの識別子に従って、第１のｅＵＩＣＣ
の識別子に対応する更新されたＥＩＳをローカルに取得し、第１の端末の能力情報および
／またはＥＩＳに含まれる第１のｅＵＩＣＣの現在ステータス情報に従って、移送される
べきプロファイルが適合性検査に合格できるかどうかを決定する。
【０１１９】
　移送されるべきプロファイルが適合性検査に合格した場合、ＳＭ－ＳＲは、第１の端末
の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および移送されるべきプロファイルの識別子を含
む第１の修正インジケーションを、ＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－ＤＰが、
移送されるべきプロファイル内のユーザサブスクリプション情報における第２の端末の識
別子および第２のｅＵＩＣＣの識別子を、第１の端末の識別子および第１のｅＵＩＣＣの
識別子にそれぞれ変更して、ターゲットプロファイルを獲得し、ターゲットプロファイル
をＳＭ－ＳＲに送信する。ＳＭ－ＳＲは、移送応答を第１のｅＵＩＣＣに返し、次いで、
第１のｅＵＩＣＣが、ターゲットプロファイルアクティブ化してＭＮＯのネットワークに
アクセスする。
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【０１２０】
　任意選択で、一般的に実際の適用において、移送されるべきプロファイルが適合性検査
に合格すると決定した後、続いて第１のｅＵＩＣＣが適切に機能することをさらに確実に
するために、ＳＭ－ＳＲはさらに、第１の端末の識別子および第１のｅＵＩＣＣの識別子
を搬送する別の修正インジケーションを、ＭＮＯに送信し、それによって、ＭＮＯが、ロ
ーカルに保存されたユーザサブスクリプション情報内にあって第２の端末の識別子および
第２のｅＵＩＣＣの識別子に対応する端末の識別子およびｅＵＩＣＣの識別子を、第１の
端末の識別子および第１のｅＵＩＣＣの識別子に変更する。
【０１２１】
　他方で、移送されるべきプロファイルが適合性検査に合格しない場合、ＳＭ－ＳＲは、
第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１の端末の能力情報を含む第
２の修正インジケーションを、ＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－ＤＰが、第１
の端末の能力情報に対応する修正されるべきプロファイルをローカルに取得し、第１の端
末の識別子および第１のｅＵＩＣＣの識別子に従って、修正されるべきプロファイルを修
正してターゲットプロファイルを獲得し、ターゲットプロファイルをＳＭ－ＳＲに送信す
る。ＳＭ－ＳＲは、移送応答を第１のｅＵＩＣＣに返し、次いで、第１のｅＵＩＣＣが、
ターゲットプロファイルをアクティブ化してＭＮＯのネットワークにアクセスする。
【０１２２】
　したがって、任意選択で、移送されるべきプロファイルが適合性検査に合格しないと決
定した後、続いて第１のｅＵＩＣＣが適切に機能することをさらに確実にするために、Ｓ
Ｍ－ＳＲはさらに、第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１の端末
の能力情報を搬送する別の修正インジケーションを、ＭＮＯに送信し、それによって、Ｍ
ＮＯが、第１の端末の能力情報に適合するユーザサブスクリプション情報をローカルに検
索し、ユーザサブスクリプション情報における端末の識別子およびｅＵＩＣＣの識別子を
、第１の端末の識別子および第１のｅＵＩＣＣの識別子に修正する。
【０１２３】
　さらに任意選択で、ステップ３０２で、ＳＭプラットフォームが、第１の端末の能力情
報に従ってプロファイルを生成することは、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、Ｓ
Ｍ－ＤＰが、獲得されたサブスクリプションデータおよび第１の端末の能力情報に従って
、プロファイルを生成することを含む。
【０１２４】
　ｅＵＩＣＣがＭＮＯのネットワークを適切に使用できるようにするために、対応するプ
ロファイルがｅＵＩＣＣ上で生成される必要がある。一般的に、プロファイルの生成はＳ
Ｍ－ＤＰによって実装される。したがって、ｅＵＩＣＣにより送信された端末の能力情報
をＳＭ－ＳＲが受信した後、ＳＭ－ＳＲは端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信し、それに
よって、ＳＭ－ＤＰが、獲得されたサブスクリプションデータおよび端末の能力情報に従
って、プロファイルを生成する。ＳＭ－ＤＰが前もってＭＮＯからエンドユーザのサブス
クリプションデータを既に獲得していることは理解され得る。
【０１２５】
　さらに任意選択で、ステップ３０２で、ＳＭプラットフォームが、第１の端末の能力情
報に従って第１のｅＵＩＣＣを管理することは、
　ＳＭ－ＳＲによって、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣのための管理
ポリシールールを生成または更新することを含む。
【０１２６】
　上記の端末の能力情報を受信した後、ＳＭ－ＳＲは、端末の能力情報に従って、ｅＵＩ
ＣＣのための管理ポリシールールを生成し、さらに管理ポリシールールをｅＵＩＣＣに配
信することがあり、それによって、ｅＵＩＣＣ上のプロファイルの後続の管理プロセスに
おいて、たとえば、適合性検査中に、検査が管理ポリシールールに従ってさらに行われ得
る。
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【０１２７】
　上記の実施形態では、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報を獲得した後、ｅＵＩ
ＣＣは、端末の能力情報および任意選択でｅＵＩＣＣの現在ステータス情報を、対応する
ＳＭ－ＳＲに送信し、それによって、ＳＭ－ＳＲが、端末の能力情報および現在ステータ
ス情報に従って、ｅＵＩＣＣの情報セットＥＩＳを更新し、更新されたＥＩＳに従って、
ｅＵＩＣＣ上の構成ファイルに対するダウンロード、アクティブ化、または移送などの処
理を行うことができる。加えて、処理プロセスにおいて、構成ファイルの適合性などが、
更新されたＥＩＳに基づき決定され、それが、処理されるべき構成ファイルが端末の能力
およびｅＵＩＣＣのステータス情報に適合しない場合を回避するのに役立ち、それによっ
て、端末が適切に機能することが確実にされ、処理効率が改善される。
【０１２８】
　図４は、本発明の実施形態４によるｅＵＩＣＣの概略構造図であり、図４に示されるよ
うに、この実施形態におけるｅＵＩＣＣは、
　ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報を取得するように構成された取得モジュール
１１と、
　端末の能力情報をＳＭプラットフォームに送信し、それによって、ＳＭプラットフォー
ムが、端末の能力情報に従って、ｅＵＩＣＣ上の構成ファイルプロファイルを管理する、
またはプロファイルを生成する、またはｅＵＩＣＣを管理するように構成された送信モジ
ュール１２と
を含む。
【０１２９】
　特に、端末の能力情報は、端末によってサポートされる無線アクセス技術ＲＡＴのタイ
プ、端末によってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、端末のタイプ情報、
端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートするかどうか、および端末が回線交
換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかのうちの１つまたは複数を含む。
【０１３０】
　この実施形態におけるｅＵＩＣＣは、図１に示された方法実施形態における技術的解決
策を実行するように構成されてよく、ｅＵＩＣＣの実装原理および技術的効果は、図１に
示された方法実施形態のそれらと同様であり、ここで再び説明されない。
【０１３１】
　図５は、本発明の実施形態５によるｅＵＩＣＣの概略構造図である。図５に示されるよ
うに、この実施形態におけるｅＵＩＣＣは、図４に示された実施形態に基づき、送信モジ
ュール１２は、
　端末の能力情報をＳＭプラットフォームに送信し、それによって、ＳＭプラットフォー
ムが、端末の能力情報をｅＵＩＣＣの情報セットＥＩＳに更新し、更新されたＥＩＳに従
って、ｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または
ｅＵＩＣＣを管理するように特に構成される。
【０１３２】
　ｅＵＩＣＣは、
　端末の能力情報をローカルに保存するように構成された記憶モジュール２１をさらに含
む。
【０１３３】
　ｅＵＩＣＣは、
　ＳＭプラットフォームにより送信されたプロファイルアクティブ化インジケーションを
受信するように構成された受信モジュール２２であって、アクティブ化インジケーション
は、ｅＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロファイルの記憶場所識別子を含む、受信
モジュール２２と、
　端末のローカルに保存された能力情報に従って、プロファイルアクティブ化インジケー
ションに応答するかどうかを検査するように構成された検査モジュール２３と
をさらに含む。
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【０１３４】
　ＳＭプラットフォームは、
　サブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－ＳＲおよびサブスクリプ
ションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰのうちの１つまたは複数を含む。
【０１３５】
　この実施形態におけるｅＵＩＣＣは、図２に示された方法実施形態における技術的解決
策を実行するように構成されてよく、ｅＵＩＣＣの実装原理および技術的効果は、図２に
示された方法実施形態のそれらと同様であり、ここで再び説明されない。
【０１３６】
　図６は、本発明の実施形態６によるＳＭ－ＳＲの概略構造図であり、図６に示されるよ
うに、この実施形態におけるＳＭ－ＳＲは、
　第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた
第１の端末の能力情報を受信するように構成された受信モジュール３１と、
　第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、また
はプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを管理するように構成された処理モ
ジュール３２と
を含む。
【０１３７】
　ＳＭ－ＳＲは、
　第１の端末の能力情報を第１のｅＵＩＣＣの情報セットＥＩＳに更新するように構成さ
れた更新モジュール３３をさらに含み、
　それに応じて、処理モジュール３２は、
　更新されたＥＩＳに従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプ
ロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを管理するようにさらに構成される。
【０１３８】
　特に、第１の端末の能力情報は、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術
ＲＡＴのタイプ、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、
第１の端末のタイプ情報、第１の端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートす
るかどうか、および第１の端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうか
のうちの１つまたは複数を含む。
【０１３９】
　さらに、処理モジュール３２は、
　プロファイルダウンロード要求を受信するように構成された受信ユニットであって、ダ
ウンロード要求は、ダウンロードされるべきプロファイルの識別子および第１のｅＵＩＣ
Ｃの識別子を含む、受信ユニット３２１と、
　第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－ＤＰが、第１の端
末の能力情報に従って、プロファイルダウンロード要求の実行が許可されるかどうかを検
査するように構成された送信ユニット３２２と
を含む。
【０１４０】
　受信ユニット３２１は、
　プロファイルアクティブ化要求を受信するようにさらに構成され、アクティブ化要求は
、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１のｅＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロ
ファイルの識別子を含み、
　ＳＭ－ＳＲは、
　第１の端末の能力情報に従って、アクティブ化要求の実行が許可されるかどうかを検査
するように構成された検査モジュール３４をさらに含む。
【０１４１】
　さらに、検査モジュール３４は、
　アクティブ化されるべきプロファイルが、第１の端末によってサポートされる無線アク



(26) JP 6360254 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

セス技術の並行作業能力と適合するかどうかを検査するように特に構成される。
【０１４２】
　受信ユニット３２１は、
　第１のｅＵＩＣＣにより送信されたプロファイル移送要求を受信するようにさらに構成
され、移送要求は、第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、第２の端末の識別
子、第２のｅＵＩＣＣの識別子、および移送されるべきプロファイルの識別子を含み、第
２のｅＵＩＣＣは、第２の端末に埋め込まれており、移送要求は、第２のｅＵＩＣＣ上の
移送されるべきプロファイル内のユーザサブスクリプション情報を第１のｅＵＩＣＣに移
送することを要求するために使用され、
　検査モジュール３４は、
　第１の端末の能力情報に従って、移送されるべきプロファイルに対する適合性検査を行
うようにさらに構成される。
【０１４３】
　送信ユニット３２２は、
　移送されるべきプロファイルが適合性検査に合格しない場合、第１の端末の識別子、第
１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１の端末の能力情報を含む修正インジケーションを、
ＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－ＤＰが、第１の端末の能力情報に対応する修
正されるべきプロファイルをローカルに取得し、修正インジケーションに従って、修正さ
れるべきプロファイルを修正してターゲットプロファイルを獲得するようにさらに構成さ
れる。
【０１４４】
　この実施形態におけるＳＭ－ＳＲは、図３に示された方法実施形態における技術的解決
策を実行するように構成されてよく、ＳＭ－ＳＲの実装原理および技術的効果は、図３に
示された方法実施形態のそれらと同様であり、ここで再び説明されない。
【０１４５】
　図７は、本発明の実施形態７によるＳＭ－ＤＰの概略構造図であり、図７に示されるよ
うに、この実施形態におけるＳＭ－ＤＰは、
　第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め込まれた
第１の端末の能力情報を受信するように構成された受信モジュール４１と、
　第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、また
はプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを管理するように構成された処理モ
ジュール４２と
を含む。
【０１４６】
　第１の端末の能力情報は、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術ＲＡＴ
のタイプ、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、第１の
端末のタイプ情報、第１の端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートするかど
うか、および第１の端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかのうち
の１つまたは複数を含む。
【０１４７】
　ＳＭ－ＤＰは、
　プロファイルダウンロード要求をＳＭ－ＳＲに送信するように構成された送信モジュー
ル４３であって、ダウンロード要求は、ダウンロードされるべきプロファイルの識別子お
よび第１のｅＵＩＣＣの識別子を含む、送信モジュール４３をさらに含み、
　受信モジュール４１は、ＳＭ－ＳＲにより返された第１の端末の能力情報を受信するよ
うにさらに構成され、
　ＳＭ－ＤＰは、
　第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロード要求の実行が許可されるか
どうかを検査するように構成された検査モジュール４４をさらに含む。
【０１４８】
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　具体的には、検査モジュール４４は、
　ダウンロードされるべきプロファイルが、第１の端末によってサポートされる無線アク
セス技術ＲＡＴのタイプと適合するかどうかを検査するように特に構成される。
【０１４９】
　受信モジュール４１は、
　ＳＭ－ＳＲにより送信された修正インジケーションを受信するようにさらに構成され、
修正インジケーションは、第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１
の端末の能力情報を含み、
　処理モジュール４２は、
　第１の端末の能力情報に対応する修正されるべきプロファイルを取得し、修正インジケ
ーションに従って、修正されるべきプロファイルを修正してターゲットプロファイルを獲
得するように構成される。
【０１５０】
　処理モジュール４２は、
　獲得されたサブスクリプションデータおよび第１の端末の能力情報に従って、プロファ
イルを生成するようにさらに構成される。
【０１５１】
　この実施形態におけるＳＭ－ＤＰは、図３に示された方法実施形態における技術的解決
策を実行するように構成されてよく、ＳＭ－ＤＰの実装原理および技術的効果は、図３に
示された方法実施形態のそれらと同様であり、ここで再び説明されない。
【０１５２】
　図８は、本発明の実施形態８による管理システムの概略構造図であり、図８に示される
ように、この実施形態における管理システムは、
　図４または図５に示された実施形態による埋め込みユニバーサル集積回路カードｅＵＩ
ＣＣと、図６に示された実施形態によるサブスクリプションマネージャ－セキュアルーテ
ィングＳＭ－ＳＲと、図７に示された実施形態によるサブスクリプションマネージャ－デ
ータ準備ＳＭ－ＤＰとを含む。
【０１５３】
　図９は、本発明の実施形態９によるＳＭ－ＳＲの概略構造図であり、図９に示されるよ
うに、この実施形態におけるＳＭ－ＳＲは、
　受信器５１と、メモリ５２と、メモリ５２に接続されたプロセッサ５３とを含み、受信
器５１は、第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め
込まれた第１の端末の能力情報を受信するように構成され、
　メモリ５２は、プログラムコードのグループを記憶するように構成され、プロセッサ５
３は、メモリ５２に記憶されたプログラムコードを呼び出して、図３に示されたｅＵＩＣ
Ｃ管理方法を実行するように構成され、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣ
Ｃ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣ
Ｃを管理する。
【０１５４】
　第１の端末の能力情報は、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術ＲＡＴ
のタイプ、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、第１の
端末のタイプ情報、第１の端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートするかど
うか、および第１の端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかのうち
の１つまたは複数を含む。
【０１５５】
　さらに、プロセッサ５３は、第１の端末の能力情報を第１のｅＵＩＣＣの情報セットＥ
ＩＳに更新し、更新されたＥＩＳに従って、第１のｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理す
る、またはプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣＣを管理するように構成され
る。
【０１５６】
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　受信器５１は、プロファイルダウンロード要求を受信するように構成され、ダウンロー
ド要求は、ダウンロードされるべきプロファイルの識別子および第１のｅＵＩＣＣの識別
子を含む。
【０１５７】
　ＳＭ－ＳＲは、第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－Ｄ
Ｐが、第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロード要求の実行が許可され
るかどうかを検査するように構成された送信器５４をさらに含む。
【０１５８】
　送信器５４は、第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－Ｄ
Ｐが、ダウンロードされるべきプロファイルが第１の端末によってサポートされる無線ア
クセス技術ＲＡＴのタイプと適合するかどうかを検査するように構成される。
【０１５９】
　受信器５１は、プロファイルアクティブ化要求を受信するようにさらに構成され、アク
ティブ化要求は、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１のｅＵＩＣＣ上のアクティブ化
されるべきプロファイルの識別子を含む。
【０１６０】
　プロセッサ５３は、第１の端末の能力情報に従って、アクティブ化要求の実行が許可さ
れるかどうかを検査するようにさらに構成される。
【０１６１】
　プロセッサ５３は、アクティブ化されるべきプロファイルが、第１の端末によってサポ
ートされる無線アクセス技術の並行作業能力と適合するかどうかを検査するようにさらに
構成される。
【０１６２】
　受信器５１は、第１のｅＵＩＣＣにより送信されたプロファイル移送要求を受信するよ
うにさらに構成され、移送要求は、第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、第
２の端末の識別子、第２のｅＵＩＣＣの識別子、および移送されるべきプロファイルの識
別子を含み、第２のｅＵＩＣＣは、第２の端末に埋め込まれており、移送要求は、第２の
ｅＵＩＣＣ上の移送されるべきプロファイル内のユーザサブスクリプション情報を第１の
ｅＵＩＣＣに移送することを要求するために使用される。
【０１６３】
　プロセッサ５３は、第１の端末の能力情報に従って、移送されるべきプロファイルに対
する適合性検査を行い、適合性検査結果に従って、移送要求を処理するようにさらに構成
される。
【０１６４】
　送信器５４は、移送されるべきプロファイルが適合性検査に合格しない場合、第１の端
末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別子、および第１の端末の能力情報を含む、修正イン
ジケーションを、ＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－ＤＰが、第１の端末の能力
情報に対応する修正されるべきプロファイルをローカルに取得し、修正インジケーション
に従って、修正されるべきプロファイルを修正してターゲットプロファイルを獲得し、タ
ーゲットプロファイルをＳＭ－ＳＲに送信するようにさらに構成される。
【０１６５】
　送信器５４は、第１の端末の能力情報をＳＭ－ＤＰに送信し、それによって、ＳＭ－Ｄ
Ｐが、獲得されたサブスクリプションデータおよび第１の端末の能力情報に従って、プロ
ファイルを生成するように構成される。
【０１６６】
　プロセッサ５３は、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣＣのための管理ポ
リシールールを生成または更新するようにさらに構成される。
【０１６７】
　図１０は、本発明の実施形態１０によるＳＭ－ＤＰの概略構造図であり、図１０に示さ
れるように、この実施形態におけるＳＭ－ＤＰは、
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　受信器６１と、メモリ６２と、メモリ６２に接続されたプロセッサ６３とを含み、受信
器６１は、第１のｅＵＩＣＣにより送信された能力情報であって第１のｅＵＩＣＣが埋め
込まれた第１の端末の能力情報を受信するように構成され、
　メモリ６２は、プログラムコードのグループを記憶するように構成され、プロセッサ６
３は、メモリ６２に記憶されたプログラムコードを呼び出して、図３に示されたｅＵＩＣ
Ｃ管理方法を実行するように構成され、第１の端末の能力情報に従って、第１のｅＵＩＣ
Ｃ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、または第１のｅＵＩＣ
Ｃを管理する。
【０１６８】
　第１の端末の能力情報は、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術ＲＡＴ
のタイプ、第１の端末によってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、第１の
端末のタイプ情報、第１の端末がパケット交換ＰＳドメインサービスをサポートするかど
うか、および第１の端末が回線交換ＣＳドメインサービスをサポートするかどうかのうち
の１つまたは複数を含む。
【０１６９】
　ＳＭ－ＤＰは、プロファイルダウンロード要求をＳＭ－ＳＲに送信するように構成され
た送信器６４であって、ダウンロード要求は、ダウンロードされるべきプロファイルの識
別子および第１のｅＵＩＣＣの識別子を含む、送信器６４をさらに含む。
【０１７０】
　受信器６１は、ＳＭ－ＳＲにより返された第１の端末の能力情報を受信するようにさら
に構成される。
【０１７１】
　プロセッサ６３は、第１の端末の能力情報に従って、プロファイルダウンロード要求の
実行が許可されるかどうかを検査するようにさらに構成される。
【０１７２】
　プロセッサ６３は、ダウンロードされるべきプロファイルが、第１の端末によってサポ
ートされる無線アクセス技術ＲＡＴのタイプと適合するかどうかを検査するようにさらに
構成される。
【０１７３】
　受信器６１は、ＳＭ－ＳＲにより送信された修正インジケーションを受信するようにさ
らに構成され、修正インジケーションは、第１の端末の識別子、第１のｅＵＩＣＣの識別
子、および第１の端末の能力情報を含む。
【０１７４】
　プロセッサ６３は、第１の端末の能力情報に対応する修正されるべきプロファイルを取
得し、修正インジケーションに従って、修正されるべきプロファイルを修正してターゲッ
トプロファイルを獲得するようにさらに構成される。
【０１７５】
　プロセッサ６３は、獲得されたサブスクリプションデータおよび第１の端末の能力情報
に従って、プロファイルを生成するようにさらに構成される。
【０１７６】
　図１１は、本発明の実施形態１１によるｅＵＩＣＣの概略構造図であり、図１１に示さ
れるように、この実施形態におけるｅＵＩＣＣは、
　送信器７１と、メモリ７２と、メモリ７２に接続されたプロセッサ７３とを含み、メモ
リ７２は、プログラムコードのグループを記憶するように構成され、プロセッサ７３は、
メモリ７２に記憶されたプログラムコードを呼び出して、図１に示されたｅＵＩＣＣ管理
方法を実行するように構成され、ｅＵＩＣＣが埋め込まれた端末の能力情報を取得する。
【０１７７】
　送信器７１は、端末の能力情報をサブスクリプション管理ＳＭプラットフォームに送信
し、それによって、ＳＭプラットフォームが、端末の能力情報に従って、ｅＵＩＣＣ上の
構成ファイルプロファイルを管理する、またはプロファイルを生成する、またはｅＵＩＣ
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【０１７８】
　送信器７１は、端末の能力情報をＳＭプラットフォームに送信し、それによって、ＳＭ
プラットフォームが、端末の能力情報をｅＵＩＣＣの情報セットＥＩＳに更新し、更新さ
れたＥＩＳに従って、ｅＵＩＣＣ上のプロファイルを管理する、またはプロファイルを生
成する、またはｅＵＩＣＣを管理するようにさらに構成される。
【０１７９】
　プロセッサ７３は、端末の能力情報をローカルに保存するようにさらに構成される。
【０１８０】
　ｅＵＩＣＣは、ＳＭプラットフォームにより送信されたプロファイルアクティブ化イン
ジケーションを受信するように構成された受信器７４であって、アクティブ化インジケー
ションは、ｅＵＩＣＣ上のアクティブ化されるべきプロファイルの記憶場所識別子を含む
、受信器７４をさらに含む。
【０１８１】
　プロセッサ７３は、端末のローカルに保存された能力情報に従って、プロファイルアク
ティブ化インジケーションに応答するかどうかを検査するようにさらに構成される。
【０１８２】
　端末の能力情報は、端末によってサポートされる無線アクセス技術ＲＡＴのタイプ、端
末によってサポートされる無線アクセス技術の並行作業能力、端末のタイプ情報、端末が
パケット交換ＰＳドメインサービスをサポートするかどうか、および端末が回線交換ＣＳ
ドメインサービスをサポートするかどうかのうちの１つまたは複数を含む。
【０１８３】
　ＳＭプラットフォームは、
　サブスクリプションマネージャ－セキュアルーティングＳＭ－ＳＲおよびサブスクリプ
ションマネージャ－データ準備ＳＭ－ＤＰのうちの１つまたは複数を含む。
【０１８４】
　関連するハードウェアに指示するプログラムによって方法実施形態のステップの全部ま
たは一部が実装されてよいことは、当業者には理解し得る。プログラムは、コンピュータ
可読記憶媒体に記憶され得る。プログラムが動作すると方法実施形態のステップが実行さ
れる。上記の記憶媒体は、プログラミングコードを記憶できる、ＲＯＭ、ＲＡＭ、磁気デ
ィスク、または光ディスクなどの任意の媒体を含む。
【０１８５】
　最後に、上記の実施形態は、本発明の技術的解決策を説明することが意図されるにすぎ
ず、本発明を限定することは意図されないことに留意されたい。本発明は上記の実施形態
を参照して詳細に説明されているが、当業者は、本発明の実施形態の技術的解決策の範囲
から逸脱することなく、さらに、上記の実施形態で説明された技術的解決策に対して修正
を行い得ること、またはその一部もしくは全部の技術的特徴に対して等価な置換を行い得
ることを理解すべきである。
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