
JP 2011-513839 A 2011.4.28

10

(57)【要約】
　安全なコンピュータモジュール（ＳＣＭ）は、ホスト
デバイスに接続するように構成される。ＳＣＭは、安全
な処理動作を実行するためのプロセッサと、プロセッサ
をホストデバイスに結合するためのホストインターフェ
ースと、プロセッサに接続されたメモリとを有し、プロ
セッサは少なくともメモリの一部をホストデバイスによ
るアクセスから論理的に隔離させる。ＳＣＭはまた、別
のホストデバイスに結合された別のＳＣＭと通信する目
的でプロセッサに接続された近接場無線通信機を有する
。ＳＣＭは、金銭取引パッケージに対して安全なデジタ
ル署名を生成し、近接場無線通信機を使用してこのパッ
ケージと署名を他のＳＣＭに伝達する。金銭取引は、各
個人のＳＣＭの安全なデジタル署名および可能であれば
メッセージの暗号化を使用して個人同士の間で行われる
。デジタル署名および取引の詳細が適切な金融機関に伝
達されて取引の当事者が確認され取引が完了する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホストデバイスに作動可能に結合する安全なコンピュータモジュールであって、
　安全な処理動作を実行するためのプロセッサと、
　前記プロセッサを前記ホストデバイスに作動可能に結合するためのホストインターフェ
ースと、
　前記プロセッサに作動可能に結合されたメモリであって、前記プロセッサが少なくとも
前記メモリの一部を前記ホストデバイスによるアクセスから論理的に隔離させるメモリと
、
　前記プロセッサに作動可能に結合され、かつ他の安全なコンピュータモジュールの近接
場無線範囲内にあるとき別のホストデバイスに結合された別の安全なコンピュータモジュ
ールと通信するように構成された近接場無線通信機とを備え、
　金銭取引パッケージに対して安全なデジタル署名を生成し、前記近接場無線通信機を使
用して前記金銭取引パッケージおよび前記安全なデジタル署名を前記他の安全なコンピュ
ータモジュールに伝達するように構成された安全なコンピュータモジュール。
【請求項２】
　前記安全なコンピュータモジュールがさらに、前記金銭取引パッケージおよび前記安全
なデジタル署名を前記ホストデバイスのユーザに関連する金融機関に伝達するように前記
ホストデバイスに指示するように構成される、請求項１に記載の安全なコンピュータモジ
ュール。
【請求項３】
　前記安全なコンピュータモジュールがさらに、前記他の安全なコンピュータモジュール
から受信した第２の金銭取引パッケージに前記安全なデジタル署名を加えるように構成さ
れる、請求項１に記載の安全なコンピュータモジュール。
【請求項４】
　前記安全なデジタル署名が、金銭取引の詳細および取引番号識別子を含むメッセージに
対して秘密鍵を使用して行われる安全なハッシュ関数を有する、請求項１に記載の安全な
コンピュータモジュール。
【請求項５】
　前記安全なコンピュータモジュールがさらに、前記近接場無線通信機または前記ホスト
デバイスを介して伝達する前に、前記金銭取引パッケージ、前記安全なデジタル署名また
はそれらを組み合わせたものを前記ホストデバイスから隔離して暗号化するように構成さ
れる、請求項１に記載の安全なコンピュータモジュール。
【請求項６】
　前記暗号化が、前記安全なコンピュータモジュールおよび前記ホストデバイスのユーザ
に関連する金融機関が知る秘密鍵を使用して対称暗号化プロセスによって行われる、請求
項５に記載の安全なコンピュータモジュール。
【請求項７】
　前記暗号化が、前記他のホストデバイスの別のユーザに関連する公開鍵を使用して非対
称暗号化プロセスによって行われる、請求項５に記載の安全なコンピュータモジュール。
【請求項８】
　前記暗号化が、金融機関に関連する公開鍵を使用して非対称暗号化プロセスによって行
われる、請求項５に記載の安全なコンピュータモジュール。
【請求項９】
　前記安全なコンピュータモジュールがさらに、前記他の安全なコンピュータモジュール
から受信した前記金銭取引パッケージを解読するように構成される、請求項１に記載の安
全なコンピュータモジュール。
【請求項１０】
　前記近接場無線通信機が、利用可能な無線周波数、赤外線周波数、８０２．１ａ／ｂ／
ｇ／ｎタイプの無線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、無線ＩＣタグ（ＲＦＩＤ）、ワイファイ
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、ワイマックスまたはそれらを組み合わせたものを使用して通信するように構成される、
請求項１に記載の安全なコンピュータモジュール。
【請求項１１】
　前記安全なコンピュータモジュールが前記ホストデバイスとの結合から分離することが
できるように構成される、請求項１に記載の安全なコンピュータモジュール。
【請求項１２】
　前記安全なコンピュータモジュールが前記ホストデバイス内に作動可能に組み込まれる
、請求項１に記載の安全なコンピュータモジュール。
【請求項１３】
　前記ホストデバイスが、携帯電話、スマートフォン、ポケットベル、個人用携帯情報機
器、ハンドヘルドコンピュータプラットフォーム、手首装着式のコンピュータシステム、
モバイルコンピュータシステムおよびデスクトップコンピュータシステムから成る群から
選択される、請求項１に記載の安全なコンピュータモジュール。
【請求項１４】
　金銭取引を行う方法であって、
　金銭取引に関する金銭取引の詳細を特定するステップと、
　買い手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップと、
　売り手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップであって
、前記金銭取引の詳細、前記買い手の安全なデジタル署名および前記売り手の安全なデジ
タル署名によって金銭取引パッケージが構成されるステップと、
　前記金銭取引パッケージを近接場無線通信チャネルを介して買い手の無線通信デバイス
と売り手の無線通信デバイスの間で伝達するステップと、
　前記金銭取引パッケージをセルラー通信チャネルを介して売り手の金融機関に伝達する
ステップと、
　前記金銭取引パッケージを前記売り手の金融機関から買い手の金融機関に伝達するステ
ップであって、
　前記売り手の金融機関により
　前記売り手の安全なデジタル署名および前記金銭取引の詳細を検証し、かつ前記買い手
の金融機関に売り手の承認を送信し、
　前記買い手の金融機関により
　前記買い手の安全なデジタル署名および前記金銭取引の詳細を検証し、前記売り手の金
融機関に買い手の承認を送信し、かつ前記買い手の金融機関から前記売り手の金融機関へ
の資金の移動を行うステップとを含む方法。
【請求項１５】
　前記買い手の安全なデジタル署名と前記金銭取引の詳細の検証がうまくいかない場合、
または前記売り手の安全なデジタル署名と前記金銭取引の詳細の検証がうまくいかない場
合、前記資金の移動を阻止するステップをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　少なくとも１つの前記伝達動作より前に、前記金銭取引の詳細、前記買い手の安全なデ
ジタル署名および前記売り手の安全なデジタル署名またはそれらを組み合わせたものを暗
号化するステップをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記金銭取引の詳細を特定するステップが、取引金額、買い手の信用証明および売り手
の信用証明を特定するステップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記買い手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップが、
前記金銭取引の詳細および買い手の取引番号識別子を含むメッセージに対して買い手の秘
密鍵を使用して安全なハッシュ関数を実行するステップを含む、請求項１４に記載の方法
。
【請求項１９】
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　前記売り手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップが、
前記金銭取引の詳細および売り手の取引番号識別子を含むメッセージに対して売り手の秘
密鍵を使用して安全なハッシュ関数を実行するステップを含む、請求項１４に記載の方法
。
【請求項２０】
　前記近接場無線通信チャネルを介する伝達ステップが、利用可能な無線周波数、赤外線
周波数、８０２．１ａ／ｂ／ｇ／ｎタイプの無線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、無線ＩＣタ
グ（ＲＦＩＤ）、ワイファイ、ワイマックスまたはそれらを組み合わせたものを使用する
伝達ステップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　前記セルラー通信チャネルを介して前記買い手の無線通信デバイスまたは前記売り手の
無線通信デバイスの少なくとも一方に取引結果を伝えるステップをさらに含む、請求項１
４に記載の方法。
【請求項２２】
　金銭取引を行う方法であって、
　金銭取引に関する金銭取引の詳細を特定するステップと、
　買い手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップと、
　売り手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップであって
、前記金銭取引の詳細、前記買い手の安全なデジタル署名および前記売り手の安全なデジ
タル署名によって金銭取引パッケージが構成されるステップと、
　前記金銭取引パッケージを近接場無線通信チャネルを介して買い手の無線通信デバイス
と売り手の無線通信デバイスの間で伝達するステップと、
　前記金銭取引パッケージをセルラー通信チャネルを介して買い手の金融機関に伝達する
ステップと、
　前記金銭取引パッケージを前記買い手の金融機関から売り手の金融機関に伝達するステ
ップであって、
　前記売り手の金融機関により
　前記売り手の安全なデジタル署名および前記金銭取引の詳細を検証し、かつ前記買い手
の金融機関に売り手の承認を送信し、
　前記買い手の金融機関により
　前記買い手の安全なデジタル署名および前記金銭取引の詳細を検証し、前記売り手の金
融機関に買い手の承認を送信し、かつ前記買い手の金融機関から前記売り手の金融機関へ
の資金の移動を行うステップとを含む方法。
【請求項２３】
　前記買い手の安全なデジタル署名および前記金銭取引の詳細の検証がうまくいかなかっ
た場合、または前記売り手の安全なデジタル署名と前記金銭取引の詳細の検証がうまくい
かない場合、前記資金の移動を阻止するステップをさらに含む、請求項２２に記載の方法
。
【請求項２４】
　少なくとも１つの前記伝達動作より前に、前記金銭取引の詳細、前記買い手の安全なデ
ジタル署名、前記売り手の安全なデジタル署名またはそれらを組み合わせたものを暗号化
するステップをさらに含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記金銭取引の詳細を特定するステップが、取引金額、買い手の信用証明および転売者
の信用証明を特定するステップを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記買い手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップが、
前記金銭取引の詳細および買い手の取引番号識別子を含むメッセージに対して買い手の秘
密鍵を使用して安全なハッシュ関数を実行するステップを含む、請求項２２に記載の方法
。
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【請求項２７】
　前記売り手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップが、
前記金銭取引の詳細および売り手の取引番号識別子を含むメッセージに対して売り手の秘
密鍵を使用して安全なハッシュ関数を実行するステップを含む、請求項２２に記載の方法
。
【請求項２８】
　前記近接場無線通信チャネルを介する伝達ステップが、利用可能な無線周波数、赤外線
周波数、８０２．１ａ／ｂ／ｇ／ｎタイプの無線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、無線ＩＣタ
グ（ＲＦＩＤ）、ワイファイ、ワイマックスまたはそれらを組み合わせたものを使用する
伝達ステップを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項２９】
　前記セルラー通信チャネルを介して前記買い手の無線通信デバイスまたは前記売り手の
無線通信デバイスの少なくとも一方に取引結果を伝えるステップをさらに含む、請求項２
２に記載の方法。
【請求項３０】
　金銭取引を行う方法であって、
　金銭取引に関する金銭取引の詳細を特定するステップと、
　買い手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップと、
　売り手の安全なデジタル署名によって前記金銭取引の詳細に署名するステップであって
、前記金銭取引の詳細、前記買い手の安全なデジタル署名および前記売り手の安全なデジ
タル署名によって金銭取引パッケージが構成されるステップと、
　前記金銭取引パッケージを買い手のセルラー通信デバイスと売り手のインターネットサ
イト間で伝達するステップと、
　前記金銭取引パッケージを買い手の金融機関に伝達するステップと、
　前記金銭取引パッケージを前記売り手の金融機関に伝達するステップであって、
　前記売り手の金融機関により
　前記売り手の安全なデジタル署名および前記金銭取引の詳細を検証し、かつ前記買い手
の金融機関に売り手の承認を送信し、
　前記買い手の金融機関により
　前記買い手の安全なデジタル署名および前記金銭取引の詳細を検証し、前記売り手の金
融機関に買い手の承認を送信し、かつ前記買い手の金融機関から前記売り手の金融機関へ
の資金の移動を行うステップとを含む方法。
【請求項３１】
　前記金銭取引パッケージを前記買い手のセルラー通信デバイスと前記売り手のインター
ネットサイト間で伝達するステップが、セルラー通信チャネルを介して金銭取引パッケー
ジを送信するステップを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記金銭取引パッケージを前記買い手のセルラー通信デバイスと前記売り手のインター
ネットサイト間で伝達するステップが、
　前記金銭取引パッケージを前記買い手のセルラー通信デバイスと前記買い手のセルラー
通信デバイスに作動可能に結合されたコンピュータとの間で伝達するステップと、
　前記金銭取引パッケージをインターネットにより前記コンピュータと前記売り手のイン
ターネットサイト間で伝達するステップとを含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　安全な金銭取引を行うためのシステムであって、
　買い手に関連し、そこに作動可能に結合された第１の安全なコンピュータモジュールを
有する第１ホストデバイスであって、前記第１の安全なコンピュータモジュールが、金銭
取引パッケージに対して買い手の安全なデジタル署名を生成し、かつ第２の安全なコンピ
ュータモジュールの近接場範囲内にあるとき、前記第２の安全なコンピュータモジュール
に前記金銭取引パッケージおよび前記買い手の安全なデジタル署名を伝達するように構成
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された第１ホストデバイスと、
　買い手に関連し、そこに作動可能に結合された第２の安全なコンピュータモジュールを
有する第２ホストデバイスであって、前記第２の安全なコンピュータモジュールが、前記
金銭取引パッケージに対して売り手の安全なデジタル署名を生成し、かつ前記第１の安全
なコンピュータモジュールの近接場範囲内にあるとき、前記第１の安全なコンピュータモ
ジュールに前記金銭取引パッケージおよび前記売り手の安全なデジタル署名を伝達するよ
うに構成された第２ホストデバイスとを備えるシステム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本発明は、「ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＰＥＲＦＯＲＭＩＮ
Ｇ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ」というタイト
ルが付けられた２００８年８月２２日に出願された仮出願ではない米国特許出願番号１２
／１９６，８０６号、「ＰＨＯＮＥ－ＴＯ－ＰＨＯＮＥ　ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ　ＴＲＡＮ
ＳＡＣＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ」というタイトルが付けられた２００８年２月２６日に出
願された米国特許仮出願番号６１／０３１，６０５号、および「ＰＨＯＮＥ－ＴＯ－ＰＨ
ＯＮＥ　ＦＩＬＥ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ　ＷＩＴＨ　ＰＡＹＭＥＮ
Ｔ」というタイトルが付けられた２００８年２月２７日に出願された米国特許仮出願番号
６１／０３１，８８５号の利益および優先権を主張し、これらの出願はそれぞれ参照によ
り本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本出願はまた「ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＰＥＲＦＯＲＭＩ
ＮＧＦＩＬＥ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＰＵＲＣＨＡＳＥ」というタイトル
が付けられた２００８年８月２２日に出願された仮出願ではない米国特許出願番号１２／
１９６，６６９号、代理人整理番号ＢＡ－３１４、および「ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　Ｍ
ＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＰＥＲＦＯＲＭＩＮＧ　ＦＩＬＥ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　
ＡＮＤ　ＰＵＲＣＨＡＳＥ」というタイトルが付けられたこれと同日に出願された対応す
るＰＣＴ出願、代理人整理番号ＢＡ－３１４ＰＣＴに関連する。
【０００３】
政府の権利
　米国エネルギー省とＢａｔｔｅｌｌｅ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｌｌｉａｎｃｅ，ＬＬＣとの
契約第ＤＥ－ＡＣ０７－０５－ＩＤ１４５１７号に従って米国政府は本発明に一定の権利
を有する。
【技術分野】
【０００４】
　本発明の実施形態は一般に無線通信システムに関し、より具体的には無線通信システム
を使用して金銭取引を行うシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００５】
　長い間携帯電話は主に無線の音声通信を実現するように設計されていた。しかしながら
新たな技術の進歩によってさらなる機能が携帯電話に加えられるようになり、これは個人
用無線デバイスと呼ばれる場合もある。例えば携帯電話の機能、個人用携帯情報機器、ｅ
－メールクライアント、メディアプレーヤおよびデジタルカメラを含めた個人用無線デバ
イスが今日では一般的である。これらのデバイスの性能が向上したことにより、多くの加
入者はこのようなデバイスを使用して、慎重に扱うべき情報（例えば金融口座情報）を記
憶したりこれにアクセスする、あるいは個人のネットワーク（例えば企業のネットワーク
）にアクセスしたりしている。
【０００６】
　金銭取引については、市場を拡大させ、かつ新しい形態の無線取引をユーザに容認させ
るには安全性と不正対策に関する新規の方法を導入することが不可欠である。例えばクレ
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ジットカードによる取引は、本人が直接行ってもまたはインターネット上で行うにしても
ますます技術が高度化する泥棒によって不正行為を受けたり盗まれたりし易い。こういっ
た攻撃は、クレジットカードの受領書を盗んだりカード番号をコピーしたりすることから
、大量のクレジットカードの口座番号を取得するためにデータベースにアクセス可能なウ
ェブを攻撃することにまで及ぶ。このようなタイプの攻撃による不正は、こういった最初
の資産の盗用とその結果生じる個人情報の盗用の双方により毎年数十億ドルもの損失につ
ながっている。
【０００７】
　不正対策に取り組む他に、クレジットカード会社は、自社の顧客集団を拡張させる新し
い方法を探し続けている。多くの成長活動は、初めて市場に参入するもの、使うための奨
学金を有する大学生および不当な信用貸しを穴埋めしようとする人などクレジットを開設
する必要があると認識している若者を募ることに集中する。
【０００８】
　個人間での安全な無線による金銭取引を支援するためのシステムおよび方法に対する要
望があり、そこでは個人が固定式のクレジットカード端末を必要とせずに互いからアイテ
ムを購入するために自身の金融口座と組み合わせて自身の無線デバイスを安全に使用する
ことができる。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明の実施形態は、個人間での安全な無線による金銭取引を実行するシステムおよび
方法を含み、そこでは個人が互いからアイテムを購入するために、固定式のクレジットカ
ード端末を必要とせずに、自身の金融口座と組み合わせて自身の無線デバイスを安全に使
用することができる。
【００１０】
　本発明の一実施形態において、安全なコンピュータモジュールは、ホストデバイスに作
動可能に結合するように構成される。安全なコンピュータモジュールは、安全な処理動作
を実行するためのプロセッサと、プロセッサをホストデバイスに作動可能に結合するため
のホストインターフェースと、プロセッサに作動可能に結合されたメモリとを有し、プロ
セッサは少なくともメモリの一部をホストデバイスによるアクセスから論理的に隔離させ
る。安全なコンピュータモジュールはまた、プロセッサに作動可能に結合され、他の安全
なコンピュータモジュールの近接場の範囲内にあるとき別のホストデバイスに結合された
別の安全なコンピュータモジュールと通信するように構成された近接場無線通信機を有す
る。安全なコンピュータモジュールは金銭取引パッケージに対する安全なデジタル署名を
生成し、近接場無線通信機を使用して金銭取引パッケージおよび安全なデジタル署名を他
の安全なコンピュータモジュールに伝達するように構成される。
【００１１】
　本発明の別の実施形態によると、金銭取引を行う方法は、金銭取引に関する金銭取引の
詳細を特定するステップと、買い手の安全なデジタル署名によって金銭取引の詳細に署名
するステップと、売り手の安全なデジタル署名によって金銭取引の詳細に署名するステッ
プとを含む。金銭取引の詳細、買い手の安全なデジタル署名および売り手の安全なデジタ
ル署名によって金銭取引パッケージが構成される。金銭取引パッケージは、近接場無線通
信チャネルを介して買い手の無線通信デバイスと売り手の無線通信デバイスとの間で伝達
される。方法はまた、セルラー通信チャネルを介して売り手の金融機関に金銭取引パッケ
ージを伝達するステップと、売り手の金融機関から買い手の金融機関に金銭取引パッケー
ジを伝達するステップとを含む。売り手の金融機関は、売り手の安全なデジタル署名と金
銭取引の詳細を検証し、買い手の金融機関に売り手の承認を送信する。買い手の金融機関
は、買い手の安全なデジタル署名と金銭取引の詳細を検証し、売り手の金融機関に買い手
の承認を送信し、買い手の金融機関から売り手の金融機関への資金の移動を行う。
【００１２】
　本発明のさらに別の実施形態によると、金銭取引を行う方法は、金銭取引に関する金銭
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取引の詳細を特定するステップと、買い手の安全なデジタル署名によって金銭取引の詳細
に署名するステップと、売り手の安全なデジタル署名によって金銭取引の詳細に署名する
ステップとを含む。金銭取引の詳細、買い手の安全なデジタル署名および売り手の安全な
デジタル署名によって金銭取引パッケージが構成される。金銭取引パッケージは、近接場
無線通信チャネルを介して買い手の無線通信デバイスと売り手の無線通信デバイスとの間
で伝達される。方法はまた、セルラー通信チャネルを介して買い手の金融機関に金銭取引
パッケージを伝達するステップと、買い手の金融機関から売り手の金融機関に金銭取引パ
ッケージを伝達するステップとを含む。売り手の金融機関は、売り手の安全なデジタル署
名と金銭取引の詳細を検証し、買い手の金融機関に売り手の承認を送信する。買い手の金
融機関は、買い手の安全なデジタル署名と金銭取引の詳細を検証し、売り手の金融機関に
買い手の承認を送信し、買い手の金融機関から売り手の金融機関への資金の移動を行う。
【００１３】
　本発明のさらに別の実施形態によると、金銭取引を行う方法は、金銭取引に関する金銭
取引の詳細を特定するステップと、買い手の安全なデジタル署名によって金銭取引の詳細
に署名するステップと、売り手の安全なデジタル署名によって金銭取引の詳細に署名する
ステップとを含む。金銭取引の詳細、買い手の安全なデジタル署名および売り手の安全な
デジタル署名によって金銭取引パッケージが構成される。金銭取引パッケージは、買い手
のセルラー通信デバイスと売り手のインターネットサイトとの間で伝達される。方法はま
た、買い手の金融機関と売り手の金融機関に金銭取引パッケージを伝達するステップを含
む。売り手の金融機関は、売り手の安全なデジタル署名と金銭取引の詳細を検証し、買い
手の金融機関に売り手の承認を送信する。買い手の金融機関は、買い手の安全なデジタル
署名と金銭取引の詳細を検証し、売り手の金融機関に買い手の承認を送信し、買い手の金
融機関から売り手の金融機関への資金の移動を行う。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ホストデバイスと安全なコンピュータモジュールとを有する通信システムの図で
ある。
【図２】セルラー通信デバイスに挿入するのに適したカードとして具体化された安全なコ
ンピュータモジュールの前面図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態による内部構成要素を示すために半透明になった図２の安
全なコンピュータモジュールの等角図である。
【図３】セルラー通信デバイスから分離された安全なコンピュータモジュールの図である
。
【図３Ａ】セルラー通信デバイスに物理的および電気的に接続された安全なコンピュータ
モジュールの図である。
【図４】セルラー通信デバイスと通信する安全なコンピュータモジュールの簡素化された
ブロック図である。
【図５】個人間で金銭取引を行うための通信システムの簡素化されたシステム図である。
【図６】個人間での金銭取引において行われ得る動作を示す簡素化されたフロー図である
。
【発明の詳細な記述】
【００１５】
　以下の詳細な記載において、その一部を形成する添付の図面が参照されているが、これ
は本発明を実施することができる特定の実施形態を例示する目的で示されている。これら
の実施形態には、当業者にとって本発明を実施可能にするのに十分な詳細が記載されてい
る。しかしながら詳細な記載および特定の例は本発明の実施形態の例を示すものであり、
限定ではなく例示の目的で提示されていることを理解されたい。この開示から、本発明の
範囲内にある様々な代替、修正、追加、再構成またはそれらを組み合わせたものを行うこ
とができ、それらは当業者に明らかであろう。
【００１６】
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　本発明の実施形態は、個人間で安全な無線による金銭取引を行うためのシステムおよび
方法を含み、そこでは個人が互いからアイテムを購入するために、固定式のクレジットカ
ード端末を必要とせずに、自身の無線デバイスを自身の金融口座と組み合わせて安全に使
用することができる。
【００１７】
　システムおよび方法は、ソフトウェアおよびソフトウェアを実行するための安全なコン
ピュータモジュール（ＳＣＭ）を使用して個人電子デバイス（ＰＥＤ）を強化することに
よって個人間の金銭取引を可能にする、電話と電話での金銭取引システムを含む。ＳＣＭ
は、ＰＥＤに組み込むことができるまたは組み込まれた処理ハードウェアであってよい。
【００１８】
　本明細書で使用されるように、ＰＥＤはユーザが使用する任意のモバイルコンピュータ
デバイスであってよく、携帯電話無線通信チャネルを使用して通信することができる。Ｐ
ＥＤはまた本明細書においてホストデバイス、セルラー通信デバイスまたは無線通信デバ
イスと称する場合もある。ＰＥＤの例は、携帯電話、スマートフォン、Ｂｌａｃｋｂｅｒ
ｒｙ（登録商標）スマートフォン、ポケットベル、携帯情報機器、音楽プレーヤ－（例え
ばＭＰ３プレーヤーおよびＩＰｏｄ）、ハンドヘルドコンピュータプラットフォーム、手
首装着式のコンピュータシステムまたは他のモバイルコンピュータシステム（例えばラッ
プトップ）を含める。さらにホストデバイスは、デスクトップコンピュータ、または例え
ば衛星テレビ受信機、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）プレイヤーおよび安全なコンピ
ュータモジュールを備えたビデオカセットレコーダ（ＶＣＲ)などの他のデバイスの場合
もある。
【００１９】
　図１は、ホストデバイス１１０、サーバ１８０、ネットワーク１５０、無線通信ベース
局１４０および安全なコンピュータモジュール２００を含む通信システム１００を示す。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、ホストデバイス１１０は、セルラー通信デバイス１１０
であってよい。セルラー通信デバイス１１０は、無線チャネル１１２を使用してベース局
１４０と通信することができ、このチャネルは携帯電話無線チャネルであってよい。セル
ラー通信デバイス１１０は、スマートフォン、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（登録商標）スマー
トフォン、ラップトップコンピュータまたは地上の携帯電話ベース局１４０と通信するよ
うに構成された他の好適なデバイスなどの無線通信デバイスであってよい。ベース局１４
０は、ネットワーク１５０と通信することができる。ネットワーク１５０は、例えばイン
ターネット、公衆交換回線網または通信を実施する任意の他の好適な構成の通信ネットワ
ークであってよい。
【００２１】
　セルラー通信デバイス１１０は、ユーザに情報を伝達するためのディスプレイと、ユー
ザがセルラー通信デバイス１１０に情報を伝達するためのキーパッドとを有してよい。
【００２２】
　安全なコンピュータモジュール２００は、セルラー通信デバイス１１０に物理的に接続
することができる。非制限的な例として安全なコンピュータモジュール２００は、ホスト
デバイス１１０に挿入するのに適したカードとして構成することができる。ホストデバイ
ス１１０に物理的に接続されるものの、安全なコンピュータモジュール２００は、ソフト
ウェアをホストデバイス１１０から独立させておよび／または隔離して実施することがで
きる。
【００２３】
　図２は、セルラー通信デバイス１１０に挿入するのに適したカードとして具体化された
安全なコンピュータモジュール２００の前面図である。図２Ａは、本発明の実施形態よる
内部構成要素を示すために半透明にした図２の安全なコンピュータモジュール２００の等
角図である。安全なコンピュータモジュール２００は、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリ
カードと同様の物理的特徴を有することができる。例えば安全なコンピュータモジュール
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２００は、ＳＤメモリカードとほぼ同様の寸法を有する筐体２０４を有してよい。さらに
安全なコンピュータモジュール２００は、セルラー通信デバイス１１０に物理的かつ電気
的に接続されるように構成されたホストインターフェース２０２を有してよい。非制限的
な例としてホストインターフェース２０２は、ＳＤ入出力（ＳＤＩＯ）インターフェース
、セキュアデジタル大容量（ＳＤＨＣ）インターフェース、またはセルラー通信デバイス
１１０の拡張スロットに差し込むのに適した他のインターフェースとして構成されてよい
。図２Ａに示されるように安全なコンピュータモジュール２００は、筐体２０４、電子回
路２０６およびホストインターフェース２０２を有してよい。
【００２４】
　筐体２０４は回路２０６を取り囲み、回路２０６が物理的にユーザに曝されないように
回路２０６を囲繞することによって、ユーザが回路２０６に損傷を与えずに安全なコンピ
ュータモジュール２００を扱うことが可能になる。
【００２５】
　図２および図２Ａに示されるようにいくつかの実施形態は、安全なコンピュータモジュ
ール２００を有する筐体２０４がセルラー通信デバイス１１０とは別のものであり、そこ
から取り外すことができるように構成されてよい。他の実施形態では安全なコンピュータ
モジュール２００が筐体を持たない場合もあり、その場合セルラー通信デバイス１１０の
中にそれを組む込むことができる。任意の実施形態において安全なコンピュータモジュー
ル２００は、以下でさらに十分に説明するように、セルラー通信デバイス１１０から少な
くとも論理的に隔離した状態を維持するように構成される。
【００２６】
　回路２０６は、１つまたは複数の集積回路と、１つまたは複数の回路基板とを備えてよ
い。回路２０６は、安全なコンピュータモジュール２００の機能を果たすように構成され
てよい。
【００２７】
　当然のことながら、安全なコンピュータモジュール２００はＳＤ形態の要素以外で構成
されてもよい。例えば安全なコンピュータモジュール２００は、トランスフラッシュ、ミ
ニＳＤ、マイクロＳＤ、メモリスティック、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカー
ド（ＭＭＣ）、小型化されたＭＭＣ、ＭＭＣマイクロ、スマートメディア、スマートカー
ド、ミニスマートカード、ｘＤメモリカードまたはセルラー通信デバイス１１０に適合可
能な他の好適な形態の要素の物理的特性（例えば寸法）を有することもできる。
【００２８】
　別の非制限的な例としてホストインターフェース２０２は、例えばユニバーサルシリア
ルバス（ＵＳＢ）インターフェース、またはセルラー通信デバイス１１０に接続するのに
適合可能な好適な「ファイヤーワイヤ」インターフェースなどのシリアルバスであってよ
い。安全なコンピュータモジュール２００をセルラー通信デバイス１１０に作動可能に結
合することができる他の物理的な構成およびホストインターフェース形式も可能である。
【００２９】
　安全なコンピュータモジュール２００およびホストインターフェース２０２の物理的特
性（例えば寸法）は、上記に記載したメモリカード形式のものと同様であり得るが、安全
なコンピュータモジュール２００は、以下でより十分に考察されるようにメモリカードに
よって行われる以上の機能を果たすことができる。
【００３０】
　図３は、セルラー通信デバイス１１０から分離された安全なコンピュータモジュール２
００を示す。換言すると、安全なコンピュータモジュール２００のユーザは、安全なコン
ピュータモジュール２００をセルラー通信デバイス１１０に接続することができ、後にセ
ルラー通信デバイス１１０から安全なコンピュータモジュール２００を分離することがで
きる。一般に取り外し可能なカード形式の場合、ユーザは道具を使わずにかつ安全なコン
ピュータモジュール２００を傷つけることなく、安全なコンピュータモジュール２００を
セルラー通信デバイス１１０から分離することができる。
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【００３１】
　ユーザは、安全なコンピュータモジュール２００をセルラー通信デバイス１１０の差込
み口に挿入することによって安全なコンピュータモジュール２００をセルラー通信デバイ
ス１１０に接続することができ、これにより安全なコンピュータモジュール２００が物理
的かつ電気的にセルラー通信デバイス１１０に接続される。いくつかの実施形態では安全
なコンピュータモジュール２００は、セルラー通信デバイス１１０の筐体内に形成された
スロットに挿入される場合もある。
【００３２】
　取り外し可能なカード形式の場合、安全なコンピュータモジュール２００は、所定の時
間における異なる時点で複数のセルラー通信デバイス１１０間で使用される場合がある。
例えば安全なコンピュータモジュール２００のユーザは、セルラー通信デバイス１１０の
中の安全なコンピュータモジュール２００を使用することができ、その後その安全なコン
ピュータモジュール２００を別のセルラー通信デバイス１１０の中で使用することができ
る。
【００３３】
　図３Ａは、セルラー通信デバイス１１０に物理的かつ電気的に接続された安全なコンピ
ュータモジュール２００を示す。いくつかの実施形態において安全なコンピュータモジュ
ール２００は、セルラー通信デバイス１１０によって供給される電力を使用することで作
動することができ、ホストインターフェース２０２（図２Ａ）を介してセルラー通信デバ
イス１１０から電力を受け取ることができる。したがって安全なコンピュータモジュール
２００は恐らく、セルラー通信デバイス１１０から分離される際、不揮発性メモリにデー
タを記憶させる以外に作動しないように構成されている。他の実施形態では、安全なコン
ピュータモジュール２００がその固有の内部電源を有する場合もある。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、安全なコンピュータモジュール２００は、ベース局１４
０、ネットワーク１５０またはサーバ１８０と直接通信することができる。他の実施形態
では、安全なコンピュータモジュール２００は、ホストインターフェース２０２およびセ
ルラー通信デバイス１１０を介してベース局１４０、ネットワーク１５０およびサーバ１
８０と通信することができる。したがってセルラー通信デバイス１１０は安全なコンピュ
ータモジュール２００から情報を受信することができ、その情報をネットワーク１５０に
転送することができる。反対にセルラー通信デバイス１１０は、ネットワーク１５０から
情報を受信することができ、その情報を安全なコンピュータモジュール２００に転送する
ことができる。
【００３５】
　図４は、セルラー通信デバイス１１０と通信する安全なコンピュータモジュール２００
の簡素化されたブロック図を示す。セルラー通信デバイス１１０は、ホストインターフェ
ース２０２と通信するためのインターフェースブロック５０８、１つまたは複数のプロセ
ッサ５０２、電源５０４、メモリ５０６、セルラー通信機５１０およびユーザインターフ
ェース５１２を有してよい。
【００３６】
　安全なコンピュータモジュール２００は、１つまたは複数のプロセッサ２０２、メモリ
２３０、近接場無線通信機２４０、およびホストインターフェース２０２と通信するため
のインターフェースブロック２５０を有してよい。
【００３７】
　プロセッサ２２０は、１つまたは複数の汎用マイクロプロセッサ、特殊用途のマイクロ
プロセッサ、マイクロコントローラ、例えば特定用途向け集積回路(ＡＳＩＣ)またはフィ
ールドプログラマブルゲートアレイ(ＦＰＧＡ)またはそれらを組み合わせたものなど他の
好適なソフトウェアとして実装されてよい。これらのプロセッサ２２０の例は、例示する
ためのものであり他の構成も可能である。インターフェースブロック２５０は、先に記載
したようにホストインターフェース２０２上で通信するように構成される。
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【００３８】
　安全なコンピュータモジュール２００は、コンピュータ指示を含むソフトウェアプログ
ラムを実施するように構成される。１つまたは複数のプロセッサ２２０は、広範囲な種類
の作動システム、および本発明の実施形態を実行するためのコンピュータ指示を含むアプ
リケーションを実施するように構成されてよい。
【００３９】
　メモリ２３０は、コンピュータ指示、データおよび本発明の実施形態の実行を含めた広
範囲な種類のタスクを実行する他の情報を保有するのに使用されてよい。メモリ２３０は
、電子、磁気、光学、電磁または情報を記憶する他の技法を使用していくつかの異なる形
態で具現化することができる。限定ではなく例としてメモリ２３０は同期ランダムアクセ
スメモリ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）
、フラッシュメモリなどを含んでよい。
【００４０】
　近接場無線通信機２４０は、近接場無線通信チャネル２４５の向こうで別の好適に備え
付けられた近接場無線通信機に無線通信するように構成される。いくつかの実施形態では
他の好適に備え付けられた近接場無線通信機が、別の安全なコンピュータモジュール２０
０、別のセルラー通信デバイス１１０内に配置された別の安全なコンピュータモジュール
２００、または無線通信用に構成された店頭端末の一部として構成される場合もある。
【００４１】
　安全なコンピュータモジュール２００は、セルラー通信デバイス１１０によってもたら
される機能を使用することができる。例えばセルラー通信デバイス１１０は、ディスプレ
イ１１４（図１）とキーボード１１６（図１）を備えるユーザインターフェース５１２を
有してよい。安全なコンピュータモジュール２００はユーザインターフェースを持たない
ため、安全なコンピュータモジュール２００はユーザ相互作用データを提供し、その情報
をディスプレイ１１４に表示するようにセルラー通信デバイス１１０に指示することがで
きる。同様に安全なコンピュータモジュール２００は、セルラー通信デバイス１１０がユ
ーザによってキーボード１１６に入力されたユーザ相互作用データを安全なコンピュータ
モジュール２００に提供するように要求することもできる。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、電源５０４は安全なコンピュータモジュール２００に電
力を供給することができる。他の実施形態では、安全なコンピュータモジュール２００は
その固有の電源（図示せず）を有する場合もある。
【００４３】
　近接場無線通信チャネル２４５は、ある程度局所化された通信用に構成された任意の無
線周波数およびプロトコルであってよい。好適なプロトコルと周波数のいくつかの非制限
的例は、好適な無線周波数、８０２．１ａ／ｂ／ｇ／ｎタイプの無線通信、赤外線周波数
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、無線ＩＣタグ（ＲＦＩＤ）、ワイファイ（ＷｉＦｉ）、ワイマッ
クス（ＷｉＭａｘ）または他の好適な通信精細度であってよい。非制限的な例として、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ通信の場合、およそ１００フィートまでのＲＦＩＤ通信に関して１イン
チから数インチ未満の距離が好適な近接場の範囲と考えられる。
【００４４】
　図５は、個人間で金銭取引を行うための通信システムの簡素化されたシステム図を示す
。通信システムは、安全なコンピュータモジュールを装備した２つ以上のセルラー通信デ
バイスを含むことができる（例えば買い手のセルラー通信デバイス１１０Ｂは、買い手の
安全なコンピュータモジュール２００Ｂを備え、売り手のセルラー通信デバイス１１０Ｓ
は買い手の安全なコンピュータモジュール２００Ｓを備える）。買い手の安全なコンピュ
ータモジュール２００Ｂと売り手の安全なコンピュータモジュール２００Ｓは、近接場無
線通信チャネル２４５を介して互いに通信することができる。買い手のセルラー通信デバ
イス１１０Ｂは、セルラー通信チャネル１１２Ｂおよびネットワーク１５０を介して他の
セルラー通信デバイス、インターネット、または他の公共のおよび私的ネットワークと通
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信することができる。同様に売り手のセルラー通信デバイス１１０Ｓは、セルラー通信チ
ャネル１１２Ｓおよびネットワーク１５０を介して他のセルラー通信デバイス、インター
ネット、または他の公共のおよび私的ネットワークと通信することができる。
【００４５】
　売り手の金銭取引３００Ｓは、通信チャネル３１０Ｓを介してネットワークに作動可能
に結合されてよい。同様に買い手の金銭取引３００Ｂは、通信チャネル３１０Ｂを介して
ネットワークに作動可能に結合されてよい。非制限的な例として通信チャネル３１０Ｂお
よび３１０Ｓは、インターネット、セルラー通信、電話ネットワークまたは他の好適な接
続によるものであってよい。いくつかの実施形態において、売り手の金融機関３００Ｓと
買い手の金融機関３００Ｂは同一の事業体であってよい。さらに金銭取引を行う際、売り
手の金融機関３００Ｓと買い手の金融機関３００Ｂは、図１のサーバ１８０とほぼ同じも
のと考えることができる。さらに金融機関は、本明細書では総称的に指示者３００と呼ぶ
こともできる。
【００４６】
　さらに、図５には示されないが、買い手のセルラー通信デバイス１１０Ｂおよび売り手
のセルラー通信デバイス１１０Ｓは一般に、図１に示されるようにベース局１４０を介し
てネットワーク１５０と通信することが当業者に理解されるであろう。
【００４７】
　本明細書に示されるソフトウェアプロセスは、本発明の実施形態を実行する際に１つま
たは複数のコンピュータシステムによって行うことができる代表的なプロセスを示すこと
を目的としている。他に特定しない限り、プロセスが記載される順番は限定されるものと
解釈すべきではない。さらにプロセスは、任意の好適なハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェアまたはそれらを組み合わせたものにおいて実行することができる。例として
ソフトウェアプロセスは、実施するためにメモリ２３０内に記憶され、１つまたは複数の
プロセッサ２２０によって実施することができる。
【００４８】
　ファームウェアまたはソフトウェアとして実施される際、プロセスを実行するための指
示は、コンピュータ読取り可能媒体に記憶されるまたはそこに転送されてよい。コンピュ
ータ読取り可能媒体は、これに限定するものではないがディスクドライブ、磁気テープ、
ＣＤ（コンパクトディスク）、ＤＶＤ（デジタル多用途ディスクまたはデジタルビデオデ
ィスク）などの磁気および光学記憶装置、ならびにＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯ
Ｍおよびフラッシュメモリなどの半導体デバイスを含める。
【００４９】
　さらに、ファームウェアまたはソフトウェアはネットワークを介して通信することがで
きる。非制限的な例としてプログラミングは、例えば製造品に組み込まれたもの、例えば
通信ネットワーク（例えばインターネットおよび／またはプライベートネットワーク）、
有線電気接続、光接続、および／または例えば通信インターフェースを介する電磁エネル
ギーなどの適切な伝達媒体を介して伝達されるデータ信号（例えば変調された搬送波、デ
ータパケット、デジタル表現など）に統合されたものを含めた適切な媒体によって、ある
いは他の適切な通信構造または媒体を使用して行うことができる。プロセッサが使用でき
るソフトウェアを含む例示のプログラミングは、搬送波に統合されたデータ信号として伝
達することができるが、これは１つの例である。
【００５０】
　さらにこの例は、フローチャート、フロー図、構造図またはブロック図として記載され
る１つのプロセスとして示すことができる。フローチャートは連続するプロセスとして複
数の動作を記載することができるが、多くの動作は並行してまたは同時に行うことが可能
である。さらに動作の順序を並べ替えることもできる。プロセスはその動作が完了する際
に終了する。プロセスは、方法、ファンクション、プロシージャ、サブルーティン、サブ
プログラムなどに対応することができる。プロセスが１つのファンクションに対応する際
、プロセスの終了は、呼出しファンクションまたはメインファンクションに対するファン
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クションのリターンに相当する。
【００５１】
　管理されたコンテンツの配信を実行し、図４および図５を参照する動作において、安全
なコンピュータモジュール２００からの指示の下に関連する情報を入力および表示するこ
とを要請する目的でユーザと結びつけるのにホストデバイス１１０が使用される。安全な
コンピュータモジュール２００で実施されるソフトウェアは、金銭取引プロセスを管理す
る。このソフトウェアは、スタンドアローン用途の形態、すなわちデバイスが組み込まれ
たソフトウェアの形態であってよい、またはその全てを安全なコンピュータモジュール２
００に接続することができるそのデバイス固有のウェブブラウザにおいて動作することが
できる。さらにソフトウェアは、アプリケーションプログラムインターフェース（ＡＰＩ
）、ソフトウェア開発キット（ＳＤＫ）または安全なコンピュータモジュール２００のソ
フトウェアを生成しこれを管理する他の好適なソフトウェアインターフェースおよびツー
ルを含んでよい。
【００５２】
　安全なコンピュータモジュール２００は、署名および暗号化のための公開鍵およびプラ
イベート鍵、秘密ハッシュ鍵、カウンタ変数など金銭取引プロセスに必要な変数のための
安全な情報記憶装置を提供する。安全なコンピュータモジュール２００はまた、安全なメ
モリ２３０と、例えばハッシュアルゴリズム、暗号化アルゴリズム、カウンタインクリメ
ントおよび他の好適な安全なプロセスなど記憶されるプロシージャに対する安全な処理環
境を提供する。
【００５３】
　したがって安全なコンピュータモジュール２００と安全なメモリ２３０によって、ハッ
シュを計算しセルラー通信デバイス１１０および他の安全なコンピュータモジュール２０
０などの外部ソースからの情報を暗号化するための論理的に隔離された環境が提供される
。
【００５４】
　セルラー通信デバイス１１０上ではなく安全なコンピュータモジュール２００上で単独
でソフトウェアを実施することで、ソフトウェアによって生成されたデータを、例えばセ
ルラー通信デバイス１１０にインストールされた悪意のあるソフトウェアによる、セルラ
ー通信デバイス１１０のユーザによる、またはネットワーク１５０およびベース局１４０
を介してセルラー通信デバイス１１０に接続する能力を有するデバイスによる認証されな
いアクセスから保護することができる。
【００５５】
　さらに安全なコンピュータモジュール２００は、外部ソースからの全ての入力をイネー
ブルするのに使用することができる。非制限的な例として、安全なコンピュータモジュー
ル２００は、金銭取引に対する他のグループの公の署名鍵を使用して署名された取引を検
証することができる。
【００５６】
　暗号化またはハッシュアルゴリズムを使用する際、セルラー通信デバイス１１０ではな
く安全なコンピュータモジュール２００が、特定の暗号化スキームまたは暗号化鍵を知る
ことができる。結果として安全なコンピュータモジュール２００は、特定の暗号化スキー
ムに従ってあるいは特定の暗号化鍵によって暗号化されていないセルラー通信デバイス１
１０から受信した情報を無視することができる。適切に暗号化されていない情報を無視す
ることで、セルラー通信デバイス１１０が、セルラー通信デバイス１１０のユーザインタ
ーフェース、ネットワーク１５０またはサーバ１８０間でユーザインターフェース情報を
中継する以外に安全なコンピュータモジュール２００と相互作用しないようすることがで
きる。
【００５７】
　プロセッサ２２０は、メモリ２３０の一部または全てをセルラー通信デバイス１１０の
プロセッサ５０２によるアクセスから論理的に隔離することができる。換言するとホスト
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インターフェース２０２は恐らく、プロセッサ２２０の許可および制御による方法以外で
はメモリ２３０と通信することは不可能であり、これによりホストインターフェース２０
２（またはセルラー通信デバイス１１０などホストインターフェース２０２に接続された
デバイス）とメモリ２３０との間での直接的な通信が回避される。さらにメモリ２３０を
、のぞき見るようなアクセスから物理的に隔離することができる。
【００５８】
　安全なコンピュータモジュール２００に、例えば金銭取引ソフトウェア、および供給業
者、製造者またはその双方からの保護データ（例えば鍵）などの保護情報を安全な事前に
インストールすることができる。さらに保護情報は、既に配備されているシステム上でア
ップデートすることができる。
【００５９】
　保護情報を展開させる際、暗号化情報転送プロセスを使用して保護情報を安全なコンピ
ュータモジュール２００に伝達することができ、情報は、データ、ソフトウェアまたはそ
れらを組み合わせたものを含んでよい。有効な解読および信憑性（すなわちこのソフトウ
ェアおよびデータが金融機関において発生したこと）の確認がなされた後、データおよび
アルゴリズム（すなわちソフトウェアプロシージャ）を安全なコンピュータモジュール２
００においてアップデートすることができる。
【００６０】
　安全なコンピュータモジュール２００は、セルラー通信デバイス１１０にサーバ１８０
（例えばウェブサーバ、遠隔監視制御・情報取得（ＳＣＡＤＡ）サーバ、法人ネットワー
クサーバ、金融機関３００Ｂまたは３００Ｓあるいは他のサーバ）からソフトウェアを取
得するように要求することができる。買い手のアップデートの非制限的な例として、買い
手のセルラー通信デバイス１１０Ｂは、セルラー通信チャネル１１２Ｂを介して買い手の
金融機関３１０Ｂからソフトウェアを取得し、次いで買い手の安全なコンピュータモジュ
ール２００Ｂにこのソフトウェアを提供することができる。安全なコンピュータモジュー
ル２００Ｂは必要であればこのソフトウェアを解読し、次いでこのソフトウェアをインス
トールし実施することができる。暗号化されている場合、セルラー通信デバイス１１０は
暗号化されたソフトウェアを解読することができない。したがって暗号化されたソフトウ
ェアを取得した後、セルラー通信デバイス１１０は、ソフトウェアを解読せずに安全なコ
ンピュータモジュール２００に暗号化されたソフトウェアを転送するだけである。
【００６１】
　安全なコンピュータモジュール２００は付加的にまたは代替として、セルラー通信デバ
イス１１０がソフトウェアまたは他の情報をサーバ１８０（図１）に送信するように要求
することができる。例えば安全なコンピュータモジュール２００は、金融情報（例えば口
座番号、個人識別番号）を暗号化し、暗号化された情報をセルラー通信デバイス１１０に
提供し、暗号化された情報をサーバ１８０に送信するようにセルラー通信デバイス１１０
に指示することができる。情報はこの例では暗号化されているため、セルラー通信デバイ
ス１１０が金融情報を解読することは不可能である。
【００６２】
　安全なコンピュータモジュール２００と通信しかつ金銭取引の一部を実行する際にセル
ラー通信デバイス１１０を助けるために、セルラー通信デバイス１１０にドライバソフト
ウェアをインストールすることができる。非制限的な例としてドライバソフトウェアは、
確立されたスマートカード相互作用基準に従って（例えばＰＣ／ＳＣ）ホストインターフ
ェース２０２上で通信することができる。別の非制限的な例としてドライバソフトウェア
は、ディスプレイ１１４（図１）上での情報の提示、キーパッド１１６（図１）からの情
報の取得および安全なコンピュータモジュール２００へのまたはそこからのユーザ相互作
用情報の伝達を行うことができる。
【００６３】
　安全なコンピュータモジュール２００は、安全なデジタル署名を作成しデコードするた
めの暗号アルゴリズムを含む。さらに安全なコンピュータモジュール２００は、情報を暗
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分は、暗号アルゴリズム、暗号鍵、解読鍵、署名鍵、カウンタおよび他の好適な暗号情報
などの情報を含むことができる。
【００６４】
　本発明の実施形態は、金銭による購入パッケージに対して安全なデジタル署名を作成す
るプロセスを含む。秘密鍵と併せて暗号によって保証された金銭取引の詳細のハッシュを
作成することによって安全なデジタル署名を用意することができる。安全な署名機能を実
現するために、秘密鍵を併用して暗号学的に安全な任意のハッシュ関数を使用することが
できる。さらにハッシュアルゴリズムおよび秘密鍵は、安全なコンピュータモジュール２
００のユーザに関連する金融機関によって周期的にアップデートすることができる。
【００６５】
　秘密鍵を知っているのは、ユーザの安全なコンピュータモジュール２００とユーザの金
融機関３００のみである。しかしながら、安全なコンピュータモジュール２００が複数の
金融口座を扱うように構成されている場合がある。したがって安全なコンピュータモジュ
ール２００は各口座に関する秘密鍵を有し、その場合各口座に対する秘密鍵を知るのはそ
の口座を提供する金融機関のみである。
【００６６】
　金銭取引の詳細は、例えば
　販売されるアイテムの記載
　そのアイテムの価格（すなわち取引金額）
　取引の時間
　取引の日時
　取引の場所（例えば利用可能であればＧＰＳ座標による）
　買い手の信用証明となる金融機関の支店コードおよび
　売り手の信用証明となる金融機関の支店コード
など、様々な情報を含むことができる。
【００６７】
　買い手または売り手の信用証明は、例えば口座番号および金融機関の証明、公開鍵およ
び他の好適な情報などの情報を含んでよい。信用証明は、金融機関に対してある個人を独
自に特定するのに使用される。このプロセスによって匿名が保たれ、買い手または売り手
が他の関係者に自身の身元を明かさないようにすることが可能になる。しかしながら資金
を移動させるためには当事者がそれぞれ金融機関に対して独自に特定される必要がある。
匿名を希望しない場合、信用証明はユーザの氏名を含む場合もある。
【００６８】
　本発明の実施形態は、完了する際に金銭取引の詳細、買い手の安全なデジタル署名およ
び売り手の安全なデジタル署名を含む金銭による購入パッケージ（ＦＰＰ）を有する。
【００６９】
　売り手と買い手両方の安全なデジタル署名は、秘密鍵を使用して安全なハッシュ関数に
よって作成することができる。安全なハッシュ関数は多くの形態になっており、時折米国
標準技術局（ＮＩＳＴ）などの政府機関省庁によって統一される。秘密鍵を新たな暗号学
的に安全なハッシュ関数が統一される際、それらを安全なコンピュータモジュール２００
に組み込むことができる。
【００７０】
　秘密鍵を使用する安全なハッシュの非制限的な例が連邦情報処理規格（ＦＩＰＳ）の刊
行物１９８に記載されており、これは参照により本明細書に組み込まれる。一般論では、
ハッシュ関数は以下の式によって表すことができる。
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【数１】

【００７１】
　この式では、ｈは暗号学的ハッシュ関数であり、Ｋはハッシュ関数のブロックサイズを
追加のゼロでパディングした秘密鍵であり、ｍは確認されるべきメッセージであり、周り
を円で囲まれた「＋」として示される記号は、ＥＸＣＬＵＳＩＶＥ－ＯＲ（ＸＯＲ）演算
を示し、「‖」は連結を示し、ｏｐａｄ=０ｘ５ｃ５ｃ５ｃ．．．５ｃ５ｃとｉｐａｄ＝
０ｘ３６３６３６．．．３６３６は、１ブロック長の１６進法の２つの定数である。
【００７２】
　したがって秘密鍵は、安全なコンピュータモジュール２００とユーザの金融機関３００
のみが知るデジタル署名秘密鍵である。認証されるべきメッセージは、取引番号識別子（
ＴＮＩ）が添えられた金銭取引の詳細である。
【００７３】
　安全なハッシュに追加するものとして、第２の秘密暗号鍵が任意選択で含まれ、金銭取
引の詳細に関する上記のアイテムのリストに加えることができ、結果としてハッシュ関数
の計算に含むことができる。この追加の秘密の値はまた、他の鍵が掛けられた素材と共に
金融機関の安全なコンピュータモジュール２００に記憶される。鍵が掛けられたハッシュ
は安全であるとみなされるが、暗号解読者およびハッカーは、ハッシュおよび他の暗号化
プロセスを破ることに関して進歩し続けている。本発明の実施形態をより安全な状態に保
つために、計算された安全なハッシュのエントロピーが、安全なコンピュータモジュール
２００が処理しやすいように増大するように、この第２の秘密鍵をハッシュ関数に含むこ
ともできる。
【００７４】
　ＴＮＩは、現行の取引および安全なコンピュータモジュール２００に関連する独自の番
号である。この独自の番号は、いくつかの方法で作成することができる。非制限的な例と
してＴＮＩは単に、安全なコンピュータモジュール２００によって行われる取引の連続し
て増分された数（ｃｏｕｎｔ）であってよい。別の非制限的な例としてＴＮＩは、安全な
コンピュータモジュール２００およびユーザの金融機関３００が現行の取引に関して同一
の数字を生成することができる限り、例えば擬似乱数的に生成された数字など複雑なアル
ゴリズムによって生成することができる。
【００７５】
　したがってＴＮＩは、特定の取引に対する所与の当事者（例えば売り手または買い手）
のために計算または算出された取引番号を指しており、取引に署名される際に作成される
。買い手と売り手は異なる数字の取引を行う、または異なるＴＮＩ生成アルゴリズムを使
用するため別々の取引番号を有することができる。他の実施形態においてＴＮＩは、買い
手と売り手双方に対して同一である場合がある。この場合ＴＭＩは、取引を開始する当事
者（買い手または売り手のいずれか）によって算出され、他の当事者のデジタル署名プロ
セスで使用される。
【００７６】
　ＴＮＩは、金銭取引の詳細の一部として金銭による購入パッケージの署名算定数値に含
まれる。それはまた購入取引の指標に役立つように署名されたＦＰＰと共に金融機関に送
信される。したがって買い手がＦＰＰに署名する際に買い手が使用するＴＮＩは恐らく、
売り手がＦＰＰに署名する際に売り手が使用するＴＮＩとは異なっている。
【００７７】
　金銭取引の詳細は買い手の安全なデジタル署名と売り手の安全なデジタル署名と共に、
近接場無線通信チャネル２４５を介して買い手の安全なコンピュータモジュール２００Ａ
と売り手の安全なコンピュータモジュール２００Ｓ間で転送することができることに留意
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されたい。近接場通信無線チャネル２４５は、デフォルト周波数およびプロトコルを有し
てよい。非制限的な例として、近接場通信チャネル２４５はＲＦＩＤであってよい。しか
しながらデフォルトチャネルが利用できない場合、またはユーザが使用するのに別のチャ
ネルを選択した場合、別のチャネルを使用することもできる。非制限的な例として他の可
能な通信チャネルは、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、マルチメディアメッセー
ジサービス（ＭＭＳ）、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ、ワイファイおよび他の好適なプロトコルである。
【００７８】
　いくつかのケースでは、近接場無線通信チャネル２４５は、他者に覗かれないようにす
るために特に保護されていない場合がある。しかしながら本発明の実施形態は、買い手と
売り手の安全なデジタル署名を使用することによって現行の取引が危険に曝されないこと
を保証している。一方金銭取引の詳細は、暗号化されない場合発見されてしまう可能性が
あり、これは金銭取引の詳細の中に十分な情報があった場合、個人情報の盗用につながる
恐れもある。その結果いくつかの実施形態は、金銭による購入パッケージの暗号化と解読
を含んでよい。
【００７９】
　暗号化と解読は、任意の好適な暗号アルゴリズムを使用してよい。非制限的な例として
暗号アルゴリズムは、当分野でよく知られているエーイーエス（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｎ
ｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）（ＡＥＳ）などの対称アルゴリズムであってよい
。対称暗号法は、暗号化する人と解読する人のみが知る秘密鍵を必要とする。したがって
ユーザとユーザの金融機関のみが秘密鍵を知るように暗号化を行うことができる。この場
合、秘密鍵はハッシュアルゴリズムを使用して安全なデジタル署名を作成するのに使用さ
れたものと同一の鍵である場合と、暗号化／解読のために使用された秘密鍵とは異なる場
合がある。代替として秘密鍵は、以下に説明するように発見プロセスにおいて決められた
買い手と売り手間の秘密鍵である場合もある。
【００８０】
　別の非制限的な例として、暗号アルゴリズムは、当分野でよく知られたＲＳＡなどの非
対称アルゴリズムであってよい。ＲＳＡは、最初に暗号化アルゴリズムを開示した個人の
イニシャルを表している。非対称の暗号法では、公開鍵とプライベート鍵の２つの鍵が使
用される。ユーザは、自分の公開鍵を誰かに知らせ、自分のプライベート鍵は自身だけで
保管することができる。暗号化されたメッセージをユーザに送信したいと思う人が、ユー
ザの公開鍵を使用してメッセージを暗号化する。メッセージは一旦暗号化されると、ユー
ザのみが知るプライベート鍵でしかこれを解読することはできない。
【００８１】
　したがって、例えば秘密デジタル署名鍵、秘密暗号化鍵、プライベート鍵および公開鍵
など安全なコンピュータモジュール２００によって保管され管理される複数の鍵が存在す
る。一般に、ユーザが自分の暗号化鍵および署名鍵を直接アップデートすることはない。
換言するとユーザは自分の鍵を使用するためのアクセス権は持っているが、自分の鍵を操
作するためのアクセス権は持っていない。鍵のアップデート、追加または変更は、安全な
コンピュータモジュール２００を作成するサーバを管理する機関によって行うことができ
る。
【００８２】
　鍵を安全に管理しアップデートするために、ユーザが安全なコンピュータモジュール２
００に対して自分を認証させることができるように安全なコンピュータモジュール２００
に個人識別コード（ＰＩＣ）ルーティンを含むことができる。ＰＩＣは、ユーザと安全な
コンピュータモジュール２００のみに知られる一連の文字数字式の値を含んでよい。別の
実施形態では、ＰＩＣは指紋または網膜走査などの何らかの生体特徴のデジタル表示であ
る場合もある。別の実施形態では、ユーザはＰＩＣ入力リクエストを開始することができ
、安全なコンピュータモジュール２００は、ユーザが再入力またはリタイプし安全なコン
ピュータモジュール２００に送り返す必要のある一連の文字数字式の文字を出力する。当
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然のことながら、ＰＩＣルーティンは、生体情報と文字数字式の値の入力とを組み合わせ
たものを含めてよい。さらにＰＩＣルーティンは、ユーザがエントリーするのに、ランダ
ムなコンピュータと人間を区別する完全に自動化された公開チューリングテスト（ｒａｎ
ｄｏｍ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｔｕｒｉｎｇ　ｔ
ｅｓｔ　ｔｏ　ｔｅｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ　ａｎｄ　Ｈｕｍａｎｓ　Ａｐａｒｔ）（
ＣＡＰＴＣＨＡ）アルゴリズムを含むことができる。ＣＡＰＴＣＨＡは、人間は識別でき
るがコンピュータは識別することができない、歪ませたり変形された不鮮明な文字が表示
されることである。
【００８３】
　他の実施形態において安全なコンピュータモジュール２００は、装着されたまたは装着
可能な入力装置（図示せず）から直接ＰＩＣ入力を受信することができる。この例の１つ
は、ワイヤを介して安全なコンピュータモジュール２００に直接接続された外付けの指紋
または網膜走査読取り装置である。この追加のハードウェアによって、入力がセルラー通
信デバイス１１０のメモリ５０６またはプロセッサ５０２あるいは安全なコンピュータモ
ジュール２００を内蔵する他のコンピュータデバイスを通過する必要がない、より安全な
入力が実現する。
【００８４】
　暗号化／解読に関し、ならびにデジタル署名を作成するための安全なハッシングに関す
る秘密鍵は、安全なコンピュータモジュール２００が取引処理のために金融機関に接続さ
れる際、金融機関によって周期的に更新することができる。このように構成されている場
合、金融機関３００はリキイ（Ｒｅｋｅｙ）のために任意選択で安全なコンピュータモジ
ュール２００を有するホストデバイス１１０への接続を開始することができる。
【００８５】
　使用される鍵の非制限的な例として、安全なコンピュータモジュール２００それぞれに
対して２つの公開鍵とプライベート鍵の組を作成することができる。第１の鍵の組に関し
て、公開鍵はユーザの安全なコンピュータモジュール２００に保管され、プライベート鍵
は金融機関の安全なコンピュータモジュール２００に保管される。この第１の鍵の組によ
って、ユーザの安全なコンピュータモジュール２００が金融機関に送信すべき情報を暗号
化することが可能になる。第２の鍵の組に関して、プライベート鍵はユーザの安全なコン
ピュータモジュール２００に保管され、公開鍵は金融機関の安全なコンピュータモジュー
ル２００に保管される。この第２の鍵の組によって、金融機関の安全なコンピュータモジ
ュール２００がユーザの安全なコンピュータモジュール２００に送信すべき情報を暗号化
することが可能になる。この２つの鍵の組のシステムを使用することで、ユーザの安全な
コンピュータモジュール２００のそれぞれが、これによって金融機関と通信するためにそ
の固有の唯一の暗号化された通信チャネルを有することができる。このような目的で別個
の鍵を持つことで、ある暗号化チャネルが不正に侵入され、その後全ての暗号化チャネル
が不正に侵入されるような状況から保護される。さらに公開鍵の暗号化は対称鍵の暗号化
と比べて時間がかかるため、これらの２つの鍵の組を使用して一時対称鍵（特定の取引に
使用され得る）に換えることもできる。
【００８６】
　安全なコンピュータモジュール２００によって２人の個人の間で金銭取引を行うために
、２つの安全なコンピュータモジュール２００が互いを認識するように発見プロセスが行
われる。行われる発見プロセスに関して、安全なコンピュータモジュール２００は、近接
場無線通信機２４０の近接場範囲内にある必要がある。
【００８７】
　取引を開始しかつ別のホストデバイス１１０に接続するために、安全なコンピュータモ
ジュール２００を有するホストデバイス１１０が公然たるユーザ選択を行うことによって
発見プロセスが開始される。大半のＲＦＩＤクレジットカードおよびデバイスの場合よう
に、ＲＦＩＤプロセスは本質的にセキュリティ保護されず、盗用、盗聴および濫用されや
すいため、このプロセスは一般に単なる「自動的なもの」ではない。しかしながらいくつ
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かの実施形態では、自動応答を認証するために従来式のＲＦＩＤシステムによる後方互換
性を有効にすることができる。非制限的な例としてユーザは、地下鉄料金業務など少ない
金額の金銭取引などのアイテムに対する自動応答を有効にするように切り替えることがで
きる。
【００８８】
　発見プロセスは、この業界でよく知られた複数の方法のいずれかを使用することができ
、これにより照会プロセスが適合可能なデバイスを探す。このようなデバイスが見つかる
と、双方の当事者は同一の秘密のセッション鍵の値を入力したり交渉したりすることがで
きる。次いでセッションの暗号化は、共有される秘密鍵の値を基準にすることができる。
この発見および鍵の交渉プロセスの非制限的な例は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈペアリングおよ
びＢｌｕｅｔｏｏｔｈペアリングプロセスを強化したものであり、これらは当分野でよく
知られている。
【００８９】
　発見プロセスは、安全なコンピュータモジュール２００内に含まれる近接場無線通信機
２４０を介して行うことができる。どの情報がいつどのように送受信されるかを管理する
安全なプロセッサを有することでシステムの安全性を強化することができる。
【００９０】
　任意選択で発見プロセスは、従来のオンラインのクライアントサーバ法または安全なシ
ョートメッセージサービス（ＳＭＳ）プロトコルなどの保管転送形式を使用して行われる
。
【００９１】
　図６は、発見プロセスが完了した後、個人間での取引において行われ得る動作を示す簡
素化されたフロー図である。買い手の無線通信デバイス１１０Ｂ、売り手の安全なコンピ
ュータモジュール２００Ｂ、買い手の金融機関３００Ｂ、売り手の無線通信デバイス１１
０Ｓ、売り手の安全なコンピュータモジュール２００Ｓおよび売り手の金融機関３００Ｓ
は、上記に説明したように暗号化される場合とされない場合があることに留意されたい。
【００９２】
　金銭取引６００は、買い手または売り手のいずれかによって始めることができ、図６お
よび時には図４および図５を参照して以下に続けることができる。買い手が金銭取引６０
０を開始した場合、作動ブロック６１２は、買い手が、買い手の安全なコンピュータモジ
ュール２００Ｂの指示の下で買い手のセルラー通信デバイス１１０Ｂに取引の詳細を入力
することによって取引の詳細を作成することを示す。次いで買い手は、近接場無線通信チ
ャネル２４５を介して買い手の安全なコンピュータモジュール２００Ｂから売り手の安全
なコンピュータモジュール２００Ｓに買い手の信用証明と共に取引の詳細を送信する。作
動ブロック６１４において、売り手は、売り手のセルラー通信デバイス１１０Ｓ上で取引
の詳細を精査しこれを承認し、取引の詳細に売り手の信用証明を加え、上記に説明したよ
うに売り手の安全なデジタル署名によって金銭による購入パッケージにデジタル署名する
。売り手は次いで、近接場無線通信チャネル２４５を介して買い手に金銭による購入パッ
ケージを送り返す。作動ブロック６１６において、買い手は買い手のデジタル署名によっ
て金銭による購入パッケージにデジタル署名する。買い手によって始められた金銭による
購入パッケージはこのとき完了し、売り手が金銭による購入パッケージの完了記録を有す
るように任意選択で売り手に戻るように伝達されてよい。
【００９３】
　売り手が金銭取引６００を開始した場合、作動ブロック６０２は、売り手が、売り手の
安全なコンピュータモジュール２００Ｓの指示の下で買い手のセルラー通信デバイス１１
０Ｓに取引の詳細を入力することによって取引の詳細を作成することを示す。次いで売り
手は、近接場無線通信チャネル２４５を介して売り手の安全なコンピュータモジュール２
００Ｓから買い手の安全なコンピュータモジュール２００Ｂに売り手の信用証明と共に取
引の詳細を送信する。作動ブロック６０４において、買い手は、買い手のセルラー通信デ
バイス１１０Ｂ上で取引の詳細を精査しこれを承認し、取引の詳細に買い手の信用証明を
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加え、上記に説明したように買い手の安全なデジタル署名によって金銭による購入パッケ
ージにデジタル署名する。買い手は次いで、近接場無線通信チャネル２４５を介して売り
手に金銭による購入パッケージを送り返す。作動ブロック６０６において、売り手は売り
手のデジタル署名によって金銭による購入パッケージにデジタル署名する。売り手によっ
て始められた金銭による購入パッケージはこのとき完了し、買い手が金銭による購入パッ
ケージの完了記録を有するように任意選択で買い手に戻るように伝達される。
【００９４】
　売り手または買い手がＦＰＰを承認せずデジタル署名しない場合、プロセスは休止する
（図示せず）。取引が進められた場合、買い手または売り手のどちらかが金銭による購入
パッケージを金融機関に送信する。
【００９５】
　決定ブロック６２０が、売り手がＦＰＰを伝達するかどうかを決定する。売り手が金銭
による購入パッケージを伝達する場合、作動ブロック６２２は売り手がセルラー通信チャ
ネル１１２Ｓを介して売り手の金融機関３００ＳにＦＰＰを送信することを示す。作動ブ
ロック６２４において、売り手の金融機関３００Ｓは、売り手の安全なデジタル署名を調
べることによって売り手を確認する。
【００９６】
　この確認プロセスは、売り手の秘密鍵を使用して売り手のデジタル署名に対してハッシ
ュプロセスを逆向きに行い、取引の詳細に間違いがなく取引番号識別子が正確であり、か
つ売り手の信用証明がこの金融機関での売り手の口座と一致することを判定する。
【００９７】
　売り手の金融機関３００Ｓはその後、取引に応じるかこれを拒否するかのいずれかであ
り得る。取引を拒否した場合、売り手の金融機関３００Ｓは売り手のセルラー通信デバイ
ス１１０Ｓにメッセージを送り返し、取引は完了する（図示せず）。取引に応じた場合、
売り手の金融機関３００Ｓはネットワーク１５０を介してＦＰＰと承認を買い手の金融機
関３００Ｂに送信する。いくつかのケースでは、買い手の金融機関３００Ｂと売り手の金
融機関３００Ｓが同一の事業体である場合があり、その場合はネットワーク１５０を介し
てＦＰＰを「送信する」必要はない。 
【００９８】
　作動ブロック６２６において、買い手の金融機関３００Ｂは、売り手の確認プロセスに
関して上記に記載したものと同様の方法で買い手の秘密鍵を使用して買い手の安全なデジ
タル署名を調べることで買い手を確認する。買い手の金融機関３００Ｂはその後、取引に
応じるまたはこれを拒否するかのいずれかであり得る。取引を拒否した場合、買い手の金
融機関３００Ｂは、買い手のセルラー通信デバイス１１０Ｂにメッセージを送り返し、取
引は完了する（図示せず）。取引に応じた場合、買い手の金融機関３００Ｂは資金を売り
手の金融機関３００Ｓに移動させる。
【００９９】
　決定ブロック６２０に戻ると、買い手が金銭による購入パッケージを伝達する場合、作
動ブロック６３２は、買い手がセルラー通信チャネル１１２Ｂを介して買い手の金融機関
３００ＢにＦＰＰを送信することを示す。作動ブロック６３４において、買い手の金融機
関３００Ｂが、上記に説明したように買い手の秘密鍵を使用して買い手の安全なデジタル
署名を調べることで買い手を確認する。
【０１００】
　買い手の金融機関３００Ｂはその後取引に応じるかこれを拒否するかのいずれかであり
得る。取引を拒否した場合、買い手の金融機関３００Ｂは買い手のセルラー通信デバイス
１１０Ｂにメッセージを送り返し、取引は完了する（図示せず）。取引に応じた場合、買
い手の金融機関３００Ｂはネットワーク１５０を介してＦＰＰと承認を売り手の金融機関
３００Ｓに送信する。いくつかのケースでは、買い手の金融機関３００Ｂと売り手の金融
機関３００Ｓが同一の事業体である場合があり、その場合はネットワーク１５０を介して
ＦＰＰを「送信する」必要はない。
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【０１０１】
　作動ブロック６３６において、売り手の金融機関３００Ｓは、上記に説明したように売
り手の秘密鍵を使用して売り手の安全なデジタル署名を調べることで売り手を確認する。
売り手の金融機関３００Ｓはその後取引に応じるかこれを拒否するかのいずれかであり得
る。取引を拒否した場合、売り手の金融機関３００Ｓは売り手のセルラー通信デバイス１
１０Ｓにメッセージを送り返し、取引は完了する（図示せず）。取引に応じた場合、売り
手の金融機関３００Ｓは承認を買い手の金融機関３００Ｂに送り返す。作動ブロック６３
８において、買い手の金融機関３００Ｂは、売り手の金融機関３００Ｓに資金を移動させ
る。プロセスのこの時点で金銭取引６００は完了する。
【０１０２】
　決定ブロック６４０は、取引結果を売り手に知らせるべきかを判断する。結果を知らせ
るべきである場合、作動ブロック６４２において売り手の金融機関３００Ｓは取引結果を
売り手のセルラー通信デバイス１１０Ｓに送信する。
【０１０３】
　結果が売り手に知らされない場合、決定ブロック６４４は、買い手に取引の結果を知ら
せるべきどうかを判断する。結果を知らせるべきである場合、作動ブロック６４６におい
て買い手の金融機関３００Ｂは、取引結果を買い手のセルラー通信デバイス１１０Ｂに送
信しプロセスは完了する。買い手に知らされない場合もプロセスは完了する。
【０１０４】
　いくつかの実施形態において、買い手と売り手は、セルラー通信チャネルおよび近接場
無線通信チャネルではなく、例えばインターネットなどの仲介通信ネットワークを介して
金銭取引を行うことができる。このような場合、安全なコンピュータモジュール２００を
含むホストデバイス１１０をより直接的にネットワークに１５０接続することができる。
非制限的な例として、安全なコンピュータモジュール２００を備えるセルラー通信デバイ
ス１１０を使用する買い手は、安全なコンピュータモジュール２００によってウェブサイ
トに接続することができる。買い手の観点からは、取引は通常のインターネットで購入す
るのと同様に作用する。しかしながら、安全なコンピュータモジュール２００による購入
に関して、安全なデジタル署名を含む安全な支払いプロセスは、ユーザが単にクレジット
カード番号を入力するのと比べて有意に安全性が高い。安全なコンピュータモジュール２
００によってリモートコントロールできるウェブサイトは、安全なコンピュータモジュー
ル２００ソフトウェア、ハードウェアまたはそれらを組み合わせたものの企業版である。
このような企業版により、非常に多くの継続的でありかつ同時に発生する取引に対してよ
り堅牢な保証機構が形成される。取引間でさらに安全性を保証するために、安全なコンピ
ュータモジュール２００に関する企業ソフトウェアは、個人の取引間の動的取引メモリを
ゼロにすることができる。
【０１０５】
　別の関連する実施形態では、安全なコンピュータモジュール２００を備えるセルラー通
信デバイス１１０を使用する買い手は、有線または無線接続を使用してインターネット接
続されたコンピュータに接続することができる。無線接続は、安全なコンピュータモジュ
ール２００の近接場無線通信機２４０によって行うことができる。この構成を利用するこ
とで、買い手は購入しようとするアイテムを選択するためにインターネット接続されたコ
ンピュータウェブブラウザを使用する。購入する際買い手は、金銭取引を行うのに、局所
的に装着された買い手の安全なコンピュータモジュール２００を買い手が使用することを
安全なコンピュータモジュール２００によってウェブサイトに知らせる。ウェブサイトは
次いで、このウェブサイトの安全なコンピュータモジュール２００および安全なコンピュ
ータモジュール２００に関する企業ソフトウェアを使用して上記に記載したように取引を
行う。
【０１０６】
　他の関連する実施形態では、安全なコンピュータモジュール２００は、非装着型デバイ
スとして構成される場合があり、金融機関の検証なしに金銭取引を容認することができる
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。非制限的な例として、緊急事態（例えば停電またはコンピュータの動作不能時間に食料
品を販売する）に取引を可能にするのに役立つ場合がある。別の非制限的な例として、売
り手は、地下鉄の終点で行われるものなど蓄積転送式（ｓｔｏｒｅ　ａｎｄ　ｆｏｗａｒ
ｄ　ｔｙｐｅ）の取引を行う場合がある。これらの状況では、販売の時点では取引は待ち
行列に蓄積され後に金融機関によって認証される。
【０１０７】
　特定の実施形態を参照して本発明を記載してきたが、本発明はこれらの記載される実施
形態に限定されるものではない。本発明はむしろ添付の特許請求の範囲よってのみ限定さ
れ、本発明はその範囲内で記載の本発明の原理に従って作動する全ての等価な装置または
方法を含む。

【図１】 【図２】

【図２Ａ】
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