
JP 6400270 B2 2018.10.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブサービスにおいて、顧客により事前準備されたトランザクションをセルフサービ
ス端末装置に送信して処理するための方法であって、
（ａ）後に前記セルフサービス端末装置で実行するために事前準備されたトランザクショ
ンを前記顧客から受信するステップ（ステップ５０２）と、
（ｂ）受信した前記トランザクションを前記顧客の顧客識別子と共に記憶するステップ（
ステップ５０４）と、
（ｃ）セルフサービス端末装置識別メッセージを作成するステップと、
（ｄ）作成された前記セルフサービス端末装置識別メッセージを前記セルフサービス端末
装置へ送信し、当該セルフサービス端末装置において前記セルフサービス端末装置識別メ
ッセージを可視コードに変換して表示するステップと、
（ｅ）前記セルフサービス端末装置における前記顧客による前記セルフサービス端末装置
識別メッセージに係る可視コードの入力により、前記セルフサービス端末装置における前
記セルフサービス端末装置で実行するためのトランザクション要求として、（ｉ）前記セ
ルフサービス端末装置識別メッセージと（ｉｉ）前記顧客識別子と、を受信するステップ
（ステップ５０６）と、
（ｆ）受信した前記顧客識別子に関連付けられた記憶済みの前記トランザクションを識別
するステップ（ステップ５０８）と、
（ｇ）前記セルフサービス端末装置識別メッセージを認証するステップ（ステップ５１４
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）と、
（ｈ）前記セルフサービス端末装置識別メッセージの認証時に、識別された前記記憶済み
トランザクションを前記セルフサービス端末装置へ送信するステップ（ステップ５１６）
と、
の各ステップを含むトランザクション処理方法。
【請求項２】
　前記ステップ（ｅ）における、（ｉ）前記セルフサービス端末装置識別メッセージを受
信するステップが、コード生成情報、コード満了情報、及びＧＰＳ測位情報を含むデータ
文字列を移動アプリケーションから受信するサブステップを含む、請求項１に記載のトラ
ンザクション処理方法。
【請求項３】
　前記ステップ（ｇ）における、前記セルフサービス端末装置識別メッセージを認証する
ステップが、作成された前記セルフサービス端末装置識別メッセージを前記データ文字列
からの対応する情報と比較するステップを含む、請求項２に記載のトランザクション処理
方法。
【請求項４】
　前記ステップ（ｅ）における、（ｉｉ）前記顧客識別子を受信するステップが、通信の
一部として移動アプリケーションによって自動的に送信された前記顧客識別子を受信する
サブステップを含む、請求項２又は３に記載のトランザクション処理方法。
【請求項５】
　前記ステップ（ｃ）における、前記セルフサービス端末装置識別メッセージを作成する
ステップが、前記セルフサービス端末装置ごとに一意のセルフサービス端末装置識別メッ
セージを作成する、請求項１から４のいずれかに記載のトランザクション処理方法。
【請求項６】
　顧客に情報を提示するディスプレイと、コントローラと、を備え、
　前記コントローラは、
　（ｉ）ウェブサービスと通信してそこからセルフサービス端末装置識別メッセージを要
求し、
　（ｉｉ）前記ウェブサービスから前記顧客の顧客識別子と前記セルフサービス端末装置
識別メッセージとを受信し、
　（ｉｉｉ）受信した前記セルフサービス端末装置識別メッセージを可視コードに変換し
て前記ディスプレイ上に表示し、
　（ｉｖ）前記セルフサービス端末装置における前記顧客による前記セルフサービス端末
装置識別メッセージに係る可視コードの入力により、前記表示された前記可視コードから
前記顧客の移動アプリケーションがトランザクション要求を作成して前記ウェブサービス
に送信し、
　（ｖ）前記トランザクション要求に応じた前記ウェブサービスがトランザクション実行
の要求を送信したとき、受信した前記ウェブサービスの前記要求に応答してトランザクシ
ョンを実行する、
ことを特徴とするセルフサービス端末装置。
【請求項７】
　前記可視コードが、２Ｄバーコードを有する、請求項６に記載のセルフサービス端末装
置。
【請求項８】
　前記コントローラは、さらに、
　（ｖｉ）前記セルフサービス端末装置識別メッセージの満了を識別し、
　（ｖｉｉ）前記セルフサービス端末装置識別メッセージの満了の検出に応答して前記ス
テップ（ｉ）乃至（ｖ）を繰り返す、
請求項７に記載のセルフサービス端末装置。
【請求項９】
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　前記コントローラは、前記顧客に前記セルフサービス端末装置にアクセスすることを要
求することなく、前記ウェブサービスから受信した前記要求に応答してトランザクション
を実行する、請求項７又は８に記載のセルフサービス端末装置。
【請求項１０】
　前記コントローラは、前記顧客が前記セルフサービス端末装置に正しい個人識別番号を
入力した後でのみ、前記ウェブサービスから受信した要求に応答してトランザクションを
実行する、請求項７から９のいずれかに記載のセルフサービス端末装置。
【請求項１１】
　前記セルフサービス端末装置は、キャッシュディスペンサを含むＡＴＭを備える、請求
項７から１０のいずれかに記載のセルフサービス端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＡＴＭ等のセルフサービス端末装置に関し、特にセルフサービス端末装置に
おけるトランザクション処理の自動化、高速化及びセキュリティの向上に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、顧客は、セルフサービス端末装置（本願においては、適宜、「ＡＴＭ」」又は「
キオスク端末装置」という）を用いて企業との金融取引及び物品又はサービスの取引を実
行するようになっている。キオスク端末装置には様々なサイズがあり、様々な目的に使用
される。一部のキオスク端末装置は、ファストフード店、薬局、銀行などのドライブスル
ー区域にある。また、ガソリンスタンド、航空会社、食料雑貨品店、百貨店などの歩行者
が訪れる場所にあるキオスク端末装置もある。
【０００３】
　さらに、キオスク端末装置の実態は、近年の日々の技術進歩に伴って進化している。例
えば、現在、デジタル標識は、ユーザが表示と対話してトランザクションを実行するため
の広告及び機構を提供する。このような機構は、ブルートゥース通信、近距離場通信（Ｎ
ＦＣ）、高速応答（ＱＲ）コードスキャン、ＷｉＦｉ通信などを含む。
【０００４】
　したがって、顧客は、ますます様々な技術に関与して自動的に企業と対話してトランザ
クションを実行するようになる。トランザクションの結果、商品の購入ができ、又はロイ
ヤルティプログラムへの登録、販売促進イベントへの登録、商品又はサービスの追加情報
などの請求などが可能になる。すなわち、これらのキオスク端末装置を介したトランザク
ションは、厳密に購入に限定されているわけではない。しかし、トランザクションによっ
ては購入に関連するものがある。
【０００５】
　誰もが慣れ親しんでいるタイプのキオスク端末装置は、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）
である。これらは、銀行及び食料雑貨品店又は店舗及び会場内などの企業外であってもよ
く、顧客が現金を必要とする場所に設置されている。実際、ＡＴＭは常に世の中に存在す
る。
【０００６】
　ＡＴＭに関して特に心配なことはセキュリティである。業界で使用される主要なセキュ
リティ抑止策は、ＡＴＭ周囲の物理的な照明と機械に組み込まれ、機械を取り囲むことも
ある数台のカメラに関連する。窃盗犯がますます狡猾になり消費者がＡＴＭで用いるＡＴ
Ｍカードについて入力したパスコードを検出するか、又はカードを複製するデバイスを有
しているために、このタイプのセキュリティにはいまだに欠点がある。実際、混雑した会
場で誰かが顧客の肩越しに顧客が入力しているパスコードを盗み見ることがあり得る。銀
行と金融機関は、これらの電子的盗聴装置及び盗聴者を妨害する方法を常に探っている。
【０００７】
　従来技術で対処しなければならないその他の問題は、特に身体的又は認知障害者にとっ
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てのキオスク端末装置の利用可能性の改善、トランザクション時間の短縮、より容易な人
間とキオスク端末装置との対話などを含む。
【０００８】
　様々な実施形態で、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）トランザクションの技術が提示され
る。ある実施形態によれば、ＡＴＭを用いた自動トランザクションの方法が提供される。
【０００９】
　特に、金融サービスは、顧客とＡＴＭとの間の帯域外トランザクション中に顧客と対話
して現金自動預け払い機（ＡＴＭ）でその後実行するトランザクションを定義する。金融
サービスは、顧客の顧客識別子と共にトランザクションの準備を行い、準備したトランザ
クションの実行時にＡＴＭで使用する顧客の移動デバイスの移動アプリケーションに金融
トランザクション識別子を送信する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このため、金融サービスは、未処理の準備したトランザクションを削除し無効であると
宣言するポリシー制限事項を設定する等、トランザクションにおけるセキュリティの向上
の重要性がますます重要となっている。このため、本発明は、ＡＴＭ等のセルフサービス
端末装置に関し、特にセルフサービス端末装置におけるトランザクション処理の自動化を
図ることにより処理の高速化及びセキュリティを向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の態様によれば、セルフサービス端末装置へトランザクションを送信する
方法であって、セルフサービス端末装置で後ほど実行するために事前準備されたトランザ
クションを顧客から受信するステップと、受信したトランザクションを顧客の顧客識別子
と共に記憶するステップと、その後、顧客がセルフサービス端末装置に位置するときに、
顧客から（ｉ）セルフサービス端末装置識別メッセージと、（ｉｉ）顧客識別子とを受信
するステップと、受信した顧客識別子に関連付けられた記憶済みトランザクションを識別
するステップと、セルフサービス端末装置識別メッセージを認証するステップと、セルフ
サービス端末装置識別メッセージの認証時に識別された記憶済みトランザクションをセル
フサービス端末装置へ送信するステップと、を含む方法が提供される。
【００１２】
　任意選択的に、セルフサービス端末装置で後ほど実行するために事前準備されたトラン
ザクションを顧客から受信するステップは、顧客がトランザクション要求を作成するため
に使用する移動アプリケーションによって自動的に送信される顧客識別子を受信するサブ
ステップを含む。
【００１３】
　任意選択的に、顧客から（ｉ）セルフサービス端末装置識別メッセージを受信するステ
ップは、コード生成情報、コード満了情報、及びＧＰＳ測位情報を含むデータ文字列を移
動アプリケーションから受信するサブステップを含む。
【００１４】
　任意選択的に、顧客から（ｉｉ）顧客識別子を受信するステップは、通信の一部として
移動アプリケーションによって自動的に送信された顧客識別子を受信するサブステップを
含む。
【００１５】
　任意選択的に、上記方法は、セルフサービス端末装置識別メッセージを作成するステッ
プと、セルフサービス端末装置で後ほど実行するために事前準備されたトランザクション
要求を顧客から受信するステップに先立って、作成されたセルフサービス端末装置識別メ
ッセージをセルフサービス端末装置へ送信するステップと、をさらに含む。
【００１６】
　任意選択的に、セルフサービス端末装置識別メッセージを認証するステップは、作成さ
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れたセルフサービス端末装置識別メッセージをデータ文字列からの対応する情報と比較す
るステップを含む。
【００１７】
　本発明の第２の態様によれば、顧客に情報を提示するディスプレイと、（ｉ）ウェブサ
ービスと通信してそこからセルフサービス端末装置識別メッセージを要求し、（ｉｉ）セ
ルフサービス端末装置識別メッセージを受信し、（ｉｉｉ）受信したセルフサービス端末
装置識別メッセージを可視コードに変換し、（ｉｖ）可視コードをディスプレイ上に表示
し、（ｖ）ウェブサービスから受信した要求に応答してトランザクションを実行するよう
に動作可能なコントローラとを備えるセルフサービス端末装置が提供される。
【００１８】
　任意選択的に、可視コードは２Ｄバーコードを含む。
【００１９】
　任意選択的に、コントローラは、（ｖｉ）セルフサービス端末装置識別メッセージの満
了を識別し、（ｖｉｉ）セルフサービス端末装置識別メッセージの満了の検出に応答して
ステップ（ｉ）～（ｉｖ）を繰り返すようにさらに動作可能である。
【００２０】
　任意選択的に、コントローラは、顧客がセルフサービス端末装置にアクセスを要求する
必要なしにウェブサービスから受信した要求に応答してトランザクションを実行するよう
に動作可能である。
【００２１】
　任意選択的に、コントローラは、顧客がセルフサービス端末装置に正しい個人識別番号
を入力した後で初めてウェブサービスから受信した要求に応答してトランザクションを実
行するように動作可能である。
【００２２】
　任意選択的に、セルフサービス端末装置は、キャッシュディスペンサを含むＡＴＭを備
える。
【００２３】
　本発明の第３の態様によれば、非一時的なプロセッサ可読媒体内にプログラミングされ
、上記方法を実行するように構成された１つ又は複数のプロセッサ上で実行されるプロセ
ッサ実行方法であって、顧客と対話して、顧客とＡＴＭとの間の帯域外トランザクション
中に現金自動預け払い機（ＡＴＭ）でその後実行するトランザクションを定義するステッ
プと、顧客の顧客識別子と共にトランザクションの準備を行うステップと、準備したトラ
ンザクションの実行時にＡＴＭで使用する顧客の移動デバイスの移動アプリケーションに
金融トランザクション識別子を送信するステップと、未処理の準備したトランザクション
を削除し無効であると宣言するときについてのポリシー制限事項をサーバに設定するステ
ップとを含む方法が提供される。
【００２４】
　任意選択的に、顧客と対話してトランザクションを定義するステップは、顧客にウェブ
サイトインタフェースを提供するステップをさらに含む。
【００２５】
　任意選択的に、顧客にウェブサイトインタフェースを提供するステップは、ＡＴＭとの
帯域外トランザクションを実行するための顧客の移動デバイスとは異なるデバイスを介し
てウェブサイトで顧客と対話するステップをさらに含む。
【００２６】
　任意選択的に、顧客にウェブサイトインタフェースを提供するステップは、ＡＴＭとの
帯域外トランザクションを実行するための顧客の移動デバイスを介してウェブサイトで顧
客と対話するステップをさらに含む。
【００２７】
　任意選択的に、顧客と対話してトランザクションを定義するステップは、ＡＴＭとの帯
域外トランザクションを実行するための顧客の移動デバイス上の移動アプリケーションを
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介してトランザクションを定義するステップをさらに含む。
【００２８】
　任意選択的に、未処理の準備したトランザクションを削除し無効であると宣言するとき
についてのポリシー制限事項をサーバに設定するステップは、準備したトランザクション
をＡＴＭで未処理のままにできる期間と、ＡＴＭの提携銀行と、ＡＴＭの物理的な場所の
条件を含むポリシー制限事項を定義するステップをさらに含む。
【００２９】
　任意選択的に、上記方法は、ＡＴＭを識別し、現在ＡＴＭにいる顧客の妥当性を確認し
て準備されたトランザクションを処理する移動トランザクションサービスから金融トラン
ザクション識別子を受信するステップをさらに含む。
【００３０】
　任意選択的に、上記方法は、ポリシー制限事項が確実に有効であるというようにするス
テップと、ＡＴＭとの接続を確立するステップとをさらに含む。
【００３１】
　任意選択的に、上記方法は、準備されたトランザクションが現金引き出しであるときに
ＡＴＭの現金を払い出すように命令するステップをさらに含む。
【００３２】
　任意選択的に、上記方法は、トランザクションに取りかかる前に移動デバイスから送信
された個人識別番号（ＰＩＮ）を確認するステップをさらに含む。
【００３３】
　任意選択的に、上記方法は、顧客のプロファイルデータに基づいて、トランザクション
の処理のためにレシートを顧客の移動デバイスへ送信するか、及び／又はレシートを印刷
するようにＡＴＭに命令するステップをさらに含む。
【００３４】
　本発明の第４の態様によれば、非一時的なプロセッサ可読媒体内にプログラミングされ
、上記方法を実行するように構成された１つ又は複数のプロセッサ上で実行されるプロセ
ッサ実施方法であって、移動デバイスで、ＡＴＭとのトランザクションの開始時にＡＴＭ
から一意のトランザクションコードを入手するステップと、移動デバイスから、一意のト
ランザクションコードと移動デバイス識別子と顧客によって以前に実行された金融サービ
スで準備されたトランザクションを識別する金融トランザクション識別子とを移動トラン
ザクションサービスへ送信するステップと、移動デバイスからＡＴＭと対話してトランザ
クションを完了するステップとを含む方法が提供される。
【００３５】
　任意選択的に、ＡＴＭから一意のトランザクションコードを入手するステップは、高速
応答コードなどのバーコードを有する一意のトランザクションコードをスキャンする移動
デバイスのカメラをＡＴＭのディスプレイから起動するステップをさらに含む。
【００３６】
　任意選択的に、ＡＴＭから一意のトランザクションコードを入手するステップは、一意
のトランザクションコードを入手する移動デバイスの近距離場通信デバイスをＡＴＭから
起動するステップをさらに含む。
【００３７】
　任意選択的に、一意のトランザクションコードと移動デバイス識別子と金融トランザク
ション識別子とを送信するステップは、一意のトランザクションコード及び移動デバイス
識別子の送信後に移動デバイストランザクションサービスに対して移動デバイス及び／又
は移動デバイスの顧客を認証するステップをさらに含む。
【００３８】
　任意選択的に、一意のトランザクションコードと移動デバイス識別子と金融トランザク
ション識別子とを送信するステップは、ＡＴＭを介した金融サービスに対して移動デバイ
スを介して認証するステップをさらに含む。
【００３９】
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　任意選択的に、一意のトランザクションコードと移動デバイス識別子と金融トランザク
ション識別子とを送信するステップは、移動トランザクションサービスに認証を提供する
移動デバイスの顧客又は移動デバイスの秘密鍵を用いて一意のトランザクションコードに
デジタル署名するステップをさらに含む。
【００４０】
　本発明の第５の態様によれば、非一時的なプロセッサ可読媒体内にプログラミングされ
、上記方法を実行するように構成された１つ又は複数のプロセッサ上で実行されるプロセ
ッサ実行方法であって、サーバを介して、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）への一意のトラ
ンザクションコードの要求を受信するステップと、サーバから、ＡＴＭようにカスタム化
された一意のトランザクションコードを送信するステップと、サーバで、ＡＴＭから一意
のトランザクションコードを取得した顧客の移動デバイスから送信された一意のトランザ
クションコードと移動デバイス識別子と金融トランザクション識別子とを受信するステッ
プと、サーバから、顧客の顧客識別子と、一意のトランザクションコードに含まれるＡＴ
ＭのＡＴＭ識別子と、金融トランザクション識別子とを用いて金融サービスにアクセスす
るステップと、サーバから、金融トランザクションを完了するためにＡＴＭと対話する金
融サービスへ制御を引き渡すステップとを含む方法が提供される。
【００４１】
　任意選択的に、上記方法は、移動デバイスを介して、金融サービス又は顧客から処理手
数料を自動的に徴収するステップ又は金融サービス及び顧客から処理手数料を自動的に徴
収するステップをさらに含む。
【００４２】
　任意選択的に、移動デバイスから一意のトランザクションコードを受信するステップは
、金融トランザクション識別子を介して金融サービスを識別するステップをさらに含む。
【００４３】
　本発明の上記及びその他の態様は、以下の添付図面を参照しながら下記の具体的な説明
を読むことで明らかになろう。しかし、これらの図面は単に例示としてのものに過ぎない
。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の例示的実施形態によるＳＳＴシステムの異なる部分が実行するステップ
を示すＳＳＴシステムのシーケンス図である。
【図２】図１のＳＳＴシステムの一部分（金融サービス、銀行ウェブサービスとも）が実
行するステップを示すフローチャートである。
【図３】図１のＳＳＴシステムの別の部分（移動アプリケーション）が実行するステップ
を示すフローチャートである。
【図４】図１のＳＳＴシステムのさらに別の部分（移動トランザクションウェブサービス
）が実行するステップを示すフローチャートである。
【図５】金融サービス及び移動トランザクションウェブサービスの機能が単一の金融ウェ
ブサービスに結合した本発明の別の実施形態を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　図１は、本発明の例示的実施形態によるＡＴＭトランザクションのフロー図である。図
の各構成要素は、構成要素を実行するように構成された１つ又は複数の処理デバイス上で
実行するように非一時的なコンピュータ可読記憶媒体内に実施されている。また構成要素
は、ネットワーク上で動作し相互通信することができる。ネットワークは、有線、無線、
又は有線と無線との組合せであってもよい。
【００４６】
　図１に示す構成要素と構成要素の相互作用は、サンプルの企業システムを有するサンプ
ルのシナリオで例示目的のために提示されていることに留意されたい。本明細書内及び以
下の有用な教示から逸脱しない構成要素の別の構成と相互作用も可能である。
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【００４７】
　本明細書内及び以下に詳述するように、以下に示す技術及び実施形態を用いて、消費者
は、顧客が自分の移動デバイス上で、又は異なるデバイスを介してオンラインで以前に作
成した「準備された」ＡＴＭトランザクションを完了することができる。このソリューシ
ョンは、顧客が自分のカードをＡＴＭに挿入することなく、ＡＴＭ業界での有力な代表的
使用例であるＮＦＣを用いることなく機能する。以下に説明するように、ＮＦＣは業界の
提案とは別のシナリオで使用できる。本明細書に記載する代表的な実施形態では、ＡＴＭ
は、実施形態によれば、実施形態によれば、事前準備されたトランザクションを検索して
ＡＴＭ上で実行するための識別情報を含む２Ｄバーコードを消費者に提示する。消費者は
、銀行の移動アプリケーションを用いてトランザクションに接続し、ビジネストランザク
ション準備ができたＡＴＭを前にしていることを確認する。
【００４８】
　消費者は、自分のスマートフォン上で金融機関の移動アプリケーション（図１で「移動
アプリケーション」と表示されている）を開始する。移動アプリケーションは、移動トラ
ンザクションサービス（図１で「銀行ウェブサービス」と表示されている）にアクセスす
るように構成されている。移動アプリケーションは、移動トランザクションサービスが移
動アプリケーションの真正性を確認するための記憶された識別情報を含んでいてもよい。
【００４９】
　移動アプリケーションは、移動トランザクションサービスとの接続を確立する。
【００５０】
　消費者は、移動アプリケーションを用いて、移動アプリケーションによって利用可能に
なった任意のタイプから所望のトランザクションタイプを選択する。これらは、例えば、
現金引き出し、預金、又は印刷された明細書である。金融機関が提供するその他のトラン
ザクションも利用可能である。
【００５１】
　次に、消費者は、移動アプリケーションを用いて、トランザクションのパラメータ、例
えば、引き出す金額、預金額、明細書の期間などを満足することでトランザクションの準
備を行う。
【００５２】
　あるいは、顧客は、銀行のウェブサイトと対話してトランザクションタイプを選択し、
トランザクションの準備をしてもよい。
【００５３】
　準備が完了すると、トランザクションは、移動デバイス上に存在する必要がない。むし
ろ、トランザクションは、登録工程で作成された消費者識別トークンに関連付けられ、移
動トランザクションサービス内に記憶される。
【００５４】
　いずれにせよ、ビジネスウェブアプリケーション（ＡＴＭで実行され、図１で「ＡＴＭ
」と表示されている）は、トランザクション識別子（ＩＤ）、一意のセッションＩＤ、又
はその他のトランザクションを実行するためにＡＴＭに必要な情報を用いて移動トランザ
クションウェブサービス（図１で「サーバ」と表示されている）を呼び出す。
【００５５】
　移動トランザクションウェブサービスは、ビジネスの秘密鍵でデジタル署名したポータ
ルのユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）リンクと一意のトランザクションＩＤとを
含むバーコードと文字列データとを返送する。
【００５６】
　ＡＴＭは、消費者の移動デバイスが文字列を取得できるようにバーコード又は文字列を
フォーマットする。これは、企業のＡＴＭのディスプレイ上に提示される。
【００５７】
　ＡＴＭは、サービスからの通知をブロックするかその他の方法で加入し、ＡＴＭが消費
者のためにトランザクションを処理するという確認を待つ。
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【００５８】
　データの呼び出し、返送、及びフォーマットの各ステップ（上記３つの節で述べた）は
、コードリフレッシュステップを含み、これらのコードリフレッシュステップは、トラン
ザクションを事前準備する顧客ステップとは非同期であってもよいことに留意されたい。
言い換えれば、コードリフレッシュステップはコードが満了したときはいつでも実行でき
、コードは複数回の顧客トランザクションで有効である
【００５９】
　消費者は、ビジネス又は金融機関の移動アプリケーションを用いてＡＴＭがＡＴＭの画
面上に表示したバーコードを介して、又はＡＴＭ上の移動デバイスのＮＦＣ接続などの別
の好適な機構を介して、文字列を取得する。
【００６０】
　次に、移動デバイスのビジネス又は金融移動アプリケーションは、既存の空中（ＯＴＡ
）データ接続、ＷｉＦｉ、ＳＭＳ又はその他の機構によって、安全な接続を介して移動ト
ランザクションウェブサービスに接続し、移動デバイスが取り込み復調した文字列を提示
する。
【００６１】
　任意選択的に、消費者は、その移動デバイスを介して、個人識別番号（ＰＩＮ）、安全
な要素トークン、バイオメトリクスなどの秘密識別子又はその他の方法を用いて移動トラ
ンザクションウェブサービスに認証する。
【００６２】
　消費者は、以前に移動トランザクションサービスから返送されたトランザクション概要
及び総額を提示される。
【００６３】
　消費者は、徴収されるサービス手数料の承認を選択し、続行する。
【００６４】
　選択が確認され、移動トランザクションサービスは、トランザクション認可コードとキ
オスク端末装置でトランザクションを完了するのに必要なその他の関連情報を返送する。
【００６５】
　任意選択的に、移動デバイスは、トランザクション更新、電子レシート又はトランザク
ションに関連するその他の情報を受信できる。
【００６６】
　企業のＡＴＭのディスプレイ上に提示されるバーコードは、複数の顧客トランザクショ
ンで有効であることを理解されたい。言い換えれば、ＡＴＭは、トランザクションのたび
に新しいバーコードをダウンロードする必要がない。
【００６７】
　幾つかの例示的シナリオと利点とを図１に関連して説明する。
【００６８】
　最初、顧客は、顧客が銀行口座を有する金融機関（銀行などの）からスマートフォンア
プリケーション（移動アプリケーション）をダウンロードする。この時、銀行は顧客に顧
客識別トークンを割り当てる。
【００６９】
　次に、顧客は、移動アプリケーションを用いてトランザクションの事前準備を行う。移
動アプリケーションは、顧客に自分のＰＩＮを入力するように要求できる。ＰＩＮは、顧
客が自分のＡＴＭカードと組み合わせて使用したＰＩＮと同一であってもよく、又は別の
ＰＩＮであってもよい。あるいは、トランザクションは、金融サービスとのオンライン接
続を介して、別のネットワーク接続デバイス（ラップトップ又はタブレットＰＣなどの）
（帯域外機構）を用いて事前準備できる。
【００７０】
　次に、消費者は、上記のように移動アプリケーションを介して又はオンラインでそのト
ランザクション詳細を選択する。これらの詳細は、トランザクションタイプ（引き出し、



(10) JP 6400270 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

預金、残高など）、現金額、レシート送達のタイプ（紙、ショートメッセージサービス（
ＳＭＳ）テキストメッセージ、ｅメールなど）、受領現金の希望する紙幣又は金種などの
各種情報を含んでいてもよい。
【００７１】
　次に、顧客は、物理的にＡＴＭへ移動してＡＴＭの前に立つ。消費者は、移動アプリケ
ーションを用いてアイドルループの間にＡＴＭ画面上に表示される高速応答（ＱＲ）コー
ド（商標）をスキャンする。
【００７２】
　ＱＲコードは、ＡＴＭによって（上記の移動トランザクションサービスとの対話を介し
て）ＡＴＭによって動的に取得され、ＡＴＭ　ＩＤ、ＱＲ生成の日時、ＱＲ満了の日時、
及び暗号情報（表示されるＱＲコード内に暗号化された情報）などのフィールドを含む。
ＱＲコードは、ＡＴＭを識別する確実で安全な情報を提供し、消費者の移動アプリケーシ
ョンと当該ＡＴＭ（消費者がその前に立つＡＴＭである）との間に確実な接続を確立する
。
【００７３】
　この実施形態では、ＱＲコードは顧客トランザクションに固有の情報を全く含んでいな
い。これによって、ＱＲコードの日時が満了するまで複数の連続する顧客トランザクショ
ンに使用できる。
【００７４】
　ＱＲコード情報は、移動アプリケーションから銀行電話サーバ（移動トランザクション
サービス）へ送信され、どの移動デバイスがそのＡＴＭの前にあるかを示す移動アプリケ
ーションの詳細を含む。言い換えれば、一意のＱＲコードによって、移動ウェブサービス
は、ＡＴＭによって実行されようとするトランザクションがそのＡＴＭの前に立つ人物に
関連することを確信できる。
【００７５】
　次に、幾つかの実施形態では、移動アプリケーションは顧客にスマートフォン上でＰＩ
Ｎを入力するように要求できる。
【００７６】
　認可された場合、又は認可が必要ない場合、移動トランザクションサービスは、その顧
客の事前に準備されたトランザクション（事前準備トランザクションと呼ばれる）を識別
する。これは、金融サービスがまだ実行されていない数百の事前準備トランザクションを
記憶している可能性があるために必要である。事前準備トランザクションは、顧客の識別
トークンに関連付けられている。移動トランザクションサービスは事前準備トランザクシ
ョンを検出し、ＡＴＭに対して即刻そのトランザクションを処理せよという命令と共に事
前準備トランザクションをＡＴＭへ送信する。
【００７７】
　顧客は自分の現金を取り出し、任意選択的に、そのトランザクションについてレシート
がスマートフォン上で受信される。
【００７８】
　次に、ＡＴＭは、トランザクションホスト及び金融サービスへトランザクションが無事
完了した旨のメッセージを送信する。トランザクションホストは、次に顧客に払い出され
た金額を借り方に記入することで顧客の口座を更新する。
【００７９】
　金融サービスはトランザクションホストによって実行可能であり、又は別のサービスを
使用できることを理解されたい。
【００８０】
　別の金融トランザクションを処理し、異なるタイプの認証を使用できるように、様々な
オプションを利用できる。使用するセキュリティ機構は、金融機関及び／又はＡＴＭオペ
レータが命令できる。銀行は最小のセキュリティ量を要していてもよく、最大の引き出し
金額を設定してもよい。
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【００８１】
　本明細書に記載する技術は、移動デバイス（スマートフォン、タブレットなど）のセキ
ュリティに依存し、ＡＴＭキーボードを用いた伝統的なカードベースのセキュリティには
依存しない。これは、本明細書に記載する技術を達成するためにカードもＡＴＭキーボー
ドも使用されないからである。
【００８２】
　この方法の利点は数多い。例えば、消費者は、ＡＴＭではなく自分のデバイスを用いて
すべての必要な入力情報を定義するので、便宜が達成される。さらに、レシートが自動的
に移動デバイスへ送達される。セキュリティに関して、消費者は引き出し又は預金のため
にＡＴＭの前に立つ時間が少なくて済み、カードの不正行為が低減する（カードスキミン
グ又はフィッシングは不可能である）。銀行の新規ユーザに対してＡＴＭサービスを彼ら
が利用するための物理的なカードを発行する必要はない。ＡＴＭの不潔な汚れたキーボー
ドに接触することがない。紙は印字されないので、この方法は環境に優しい。この技術は
既存のＡＴＭと移動デバイスで更新なしに使用できる。物理的又は認知障害があるＡＴＭ
顧客は、トランザクションを選択するためにＡＴＭへの物理的な接触は不要であり、キー
ボードに手を伸ばしたりＡＴＭカードをカードリーダスロットに挿入しなければならない
という問題が存在しないので、このトランザクションを使用するよう選択してもよい。同
様に、トランザクション回数を低減できる。
【００８３】
　本質的に、移動デバイス又はスマートフォンは、ＡＴＭトランザクションを準備し、消
費者を認証し、消費者を識別してＡＴＭに結び付け、トランザクションを確認し、トラン
ザクションからの出力があれば受信し、トランザクションレシートを受信するために使用
される。
【００８４】
　ＡＴＭは、一意のＩＤ（移動トランザクションサービスによって提供される）にタグ付
けし、命令を表示し、トランザクションが現金の払い出しのときにはトランザクションを
送達する（現金を送達する）ために使用される。
【００８５】
　ＡＴＭ及び移動デバイスは、ＱＲコード（バーコード又はトークン）によってリンクさ
れている。このコードはＡＴＭ上に表示され、移動デバイスによってスキャンされる。ま
た、移動デバイスをＡＴＭに接続してトークンを取得することで、ＮＦＣを用いてトーク
ンとして取得できる。
【００８６】
　さらに、サンプルのスマートＡＴＭ引き出しは以下のように記述できる。ユーザは、銀
行のスマートフォンアプリケーションの使用時に自己認証を行う。ユーザは、自分のスマ
ートフォン上で、又は銀行の移動トランザクションサービスと対話する別のデバイス上で
引き出しの準備を行う。例えば、電子レシート付きの５０ユーロのトランザクションとし
て入力される。ＡＴＭと対面したユーザは自分のスマートフォンを用いてＡＴＭのアイド
ルループ画面内（又はＡＴＭ画面の永続的に表示されるフレーム上）に表示されるＱＲコ
ードをスキャンする。ＱＲコードは、少なくとも、ＡＴＭ　ＩＤと時間ベースの鍵とを含
む。ＡＴＭは準備された引き出し要求を払い出す。スマートフォンはレシートを受信する
。ＡＴＭトランザクションホストは、ユーザの銀行口座を更新してユーザへ払い出した金
額を差し引く。
【００８７】
　この利点は、容易な自動化処理と、移動デバイスのユーザがすでに自分の移動アプリケ
ーションを日常のトランザクションに使用することを好み、彼らは同じ一意のデバイスを
用いて準備しＡＴＭから現金を引き出すことが自然で好都合であると考えるであろうとい
うことである。
【００８８】
　金融機関は新しいサーバ及び新しい消費者に移動デバイスへのアクセス可能性を提供す
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るため、上記の技術を好むであろう。これは、既存のＡＴＭへのアドオンサービスと考え
られる。目的は、ＡＴＭカードの交換が必要である（必要であってもよいが）ということ
ではなく、新しい顧客に達する新しくかつ容易なサービスを追加し、ＡＴＭの投下資本利
益率（ＲＯＩ）の改善である。
【００８９】
　この技術は、このサービスをその消費者に提供する任意の銀行のイメージを改善する機
会を提供する。またこの技術は、銀行全体の効率を改善する。何故なら、それは、伝統的
な引き出しよりも準備した引き出しのほうがはるかに高速であり、ＡＴＭ上の待ち行列の
数が低減するからである。
【００９０】
　スマートな引き出しセキュリティは、不正の意図の制限のための引き出し上限を用いて
実施できる。またＰＩＮコードを用いてスマートフォン又はＡＴＭ上にキー入力したスマ
ート引き出しの消費者認証を実行できる。ユーザのスマートフォンから引き出され移動ト
ランザクションウェブサービスへ送信されるＧＰＳ情報を用いて移動体の位置／ＡＴＭの
位置を確認することができる。
【００９１】
　その他の幾つかの実施形態は、第三者（家族、子供など）へ向けたトランザクションの
準備、移動デバイスのＧＰＳ情報を用いた物理的に最も近いＡＴＭの発見、預金、又は移
動デバイス上での現金としての移動アプリケーションへの現金としてトークンをＡＴＭに
送信させるといった他の金融トランザクションへの上記技術の用途、すなわち、電子財布
タイプの方法を含んでいてもよい。
【００９２】
　図１は、「サーバ」が下記の金融サービスを指す上記の説明のサンプルフローを示す。
【００９３】
　図２は、例示的実施形態によるＡＴＭトランザクションの方法２００を示す図である。
方法２００（以下、「金融サービス」と呼ぶ）は、非一時的なコンピュータ可読（プロセ
ッサ可読）記憶媒体内にプログラミングされ、１つ又は複数のプロセッサ上で実行される
命令として実行される。プロセッサは、金融サービスを処理するように専用に構成されプ
ログラミングされている。金融サービスはネットワーク上で動作する。ネットワークは、
有線、無線、又は有線と無線との組合せである。
【００９４】
　金融サービスは、サーバの１つ又は複数のプロセッサ上で実行される。幾つかの実施形
態では、金融サービスはクラウド処理環境で動作し、インターネット上でクラウドサービ
スとして企業及び消費者が利用できる。
【００９５】
　金融サービスの処理は、消費者の移動デバイスアプリケーション、企業ＡＴＭのアプリ
ケーション及びサービス、並びに移動トランザクションサービス（以下に図４を参照しな
がら説明する）と対話する。
【００９６】
　２１０で、金融サービスは顧客と対話して、顧客とＡＴＭ間の帯域外トランザクション
中にＡＴＭで後ほど実行されるトランザクションを定義する。言い換えれば、トランザク
ションが定義される時間は異なり、おそらくは、顧客がトランザクションを実行するため
に用いるデバイスとは異なるデバイス（顧客の観点から見て）を使用する。トランザクシ
ョンは、現金引き出し、預金、残高照会、同じ機関の口座間の資金の振り込み、及び／又
は異なる機関の口座間の資金の振り込みなどの、銀行がＡＴＭを介して実行することを許
可する任意のタイプのトランザクションであってもよい。
【００９７】
　ある実施形態では、２１１で、金融サービスはトランザクションを定義するためにウェ
ブサイトインタフェースを顧客に提供する。これは、異なるデバイス及び機構を介して顧
客によって達成できる。
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【００９８】
　例えば、２１２で、金融サービスは、顧客の移動デバイスとは異なるデバイスを介して
、ウェブサイトの顧客と対話する。移動デバイスは、後の時点でのＡＴＭとの帯域外トラ
ンザクションを実行するために使用される。
【００９９】
　２１１の別の例及び２１３では、金融サービスは、顧客の移動デバイスを介してウェブ
サイトの顧客と対話する。さらに、移動デバイスは、その後ＡＴＭとの帯域外トランザク
ションを実行するために使用される。
【０１００】
　２１４のさらに別の状況では、金融サービスは、移動アプリケーション（以下に図３を
参照しながら説明する）を介してトランザクションを定義する。移動アプリケーションは
移動デバイス上で処理され、その後ＡＴＭとの帯域外トランザクションを実行するために
使用される。ここで、移動デバイス内のカスタム画面を用いてトランザクションを定義で
き、これは、ＡＰＩを介したウェブサイトなしに顧客の金融サービスを用いて移動アプリ
ケーションによって達成できる。また、移動デバイスとＡＴＭとの間の帯域外トランザク
ションの実行の遅れが短い期間であるように、トランザクションが定義されるときに顧客
はＡＴＭの近く又はその前にいる。実際、これは金融サービスが許可する任意の期間、短
い、中間の、長い期間などであってもよい。
【０１０１】
　２２０で、金融サービスは、顧客の顧客識別子と共にトランザクションの準備を行う。
【０１０２】
　２３０で、金融サービスは、準備されたトランザクションを実行する際にＡＴＭの前で
使用する顧客の移動デバイスの移動アプリケーションへ金融トランザクション識別子を送
信する。
【０１０３】
　幾つかの実施形態では、２３０の処理は必要ない。何故なら、移動トランザクションサ
ービス（以下に図４を参照しながら説明する）は金融サービスの処理と組み合わせること
ができ、顧客は金融サービスに関連付けられた金融機関のＡＴＭを使用しなければならな
いからである。言い換えれば、顧客がＣｈａｓｅ（商標）銀行の口座の持ち主であり、Ｃ
ｈａｓｅ銀行が金融サービス及び移動トランザクションサービスを運用し又は制御し、移
動アプリケーションを分配していると仮定する。顧客はＣｈａｓｅ銀行のＡＴＭを使用す
るときには、いずれにしても処理の方向が解決できるため、金融トランザクション識別子
又は金融サービス識別子を有している必要がなく、知っている必要すらないであろう。し
かし、実施形態及び現実世界では、顧客は、多くの場合、自分の金融機関のＡＴＭを見つ
けることができず、手数料を課す他の金融機関のＡＴＭを使うことを余儀なくされる。実
際、仲介業者などの幾つかの金融サービスは自前のＡＴＭさえ有しておらず、第三者機関
とそのＡＴＭに頼って顧客を預金にアクセスさせている。したがって、２３０の処理は、
金融トランザクション識別子（金融機関と顧客が分かれば準備されたトランザクションが
見つかるため、金融機関の識別子でもよい）の提供に関するとしても、これは必ずしもそ
うでなくてもよい。図１を参照して論じた通りである。
【０１０４】
　２４０で、金融サービスは、未処理の準備したトランザクションを削除し無効であると
宣言するときについてのポリシー制限事項を設定する。すなわち、金融サービスは、金融
機関が定義したポリシー制限事項及び／又はポリシー制限事項として識別される顧客定義
のセキュリティ制限事項を用いて未処理の準備したトランザクションを無効にすることが
できる。これはセキュリティのためである。
【０１０５】
　ある実施形態によれば、２４１で、金融サービスは、準備したトランザクションをいつ
まで未処理状態にしておけるか、又はＡＴＭをどの銀行又は金融機関と提携させる必要が
あるか、又は選択された顧客ＡＴＭが準備したトランザクションを実行するために常駐す
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べき物理的な場所又は地理領域などの条件を含むポリシー制限事項を定義するが、これら
は単に例示としてのものに過ぎない。
【０１０６】
　ある実施形態では、２５０で、金融サービスは、ＡＴＭを識別し、ＡＴＭに現在対面し
準備したトランザクションの処理を要求している顧客の妥当性を確認する金融トランザク
ション識別子を移動トランザクションサービス（図１を参照しながらすでに説明した、ま
た以下に図４を参照しながら説明する）から受信する。
【０１０７】
　実施形態の続きの２５０及び２６０で、金融サービスは、ポリシー制限事項が有効であ
ることを確認し、顧客が使用中のＡＴＭとの接続を確立する。
【０１０８】
　２６０の一例と２６１で、金融サービスは、事前準備されたトランザクションが現金引
き出しの場合、現金を払い出すようにＡＴＭに命令する。
【０１０９】
　２６０の別の例と２６２で、金融サービスは、トランザクションの処理の前に顧客の移
動デバイスから送信されたＰＩＮを検証するようにＡＴＭに命令する。このＰＩＮは、Ａ
ＴＭキーボードインタフェースではなく、移動デバイス内に入力される。
【０１１０】
　２６０のさらに別の状況と２６３で、金融サービスは顧客の移動デバイスへレシートを
送信する、及び／又はトランザクションの処理のレシートをそのトランザクションについ
て顧客が以前に定義したプロファイルデータ及び選択に基づいて印刷するようにＡＴＭに
命令する。顧客は移動デバイス上で電子レシートを選択し、ＡＴＭからのプリンタレシー
トを選択するか、又は電子と印刷レシートの両方を選択できる。
【０１１１】
　幾つかの実施形態では、トランザクションを定義している顧客は、第三者及び別の顧客
（家族などの）が準備したトランザクションをＡＴＭでその後実行できるようにトランザ
クションを定義できることに留意されたい。これらの例では、金融トランザクション識別
子（上記のように必要な場合）を受信する顧客は、ＡＴＭでトランザクションを実行する
許可を得た顧客へ送信される。
【０１１２】
　また、説明ではＡＴＭが周知であることが前提になっているが、これはそうでなくても
よく、ＡＴＭは汎用で顧客が準備したトランザクションを処理する特定のＡＴＭを選択す
るまでは知られていない。幾つかの実施形態では、特定のＡＴＭが顧客によって定義でき
るが、これは準備したトランザクションを処理するために、顧客が特定のＡＴＭを使用し
なければならないような場合である。
【０１１３】
　別の変形形態では、顧客は金融機関の許可が得られる場合、準備したトランザクション
を定義された期間に繰り返すトランザクションとして定義できる。したがって、月に１回
又は２回、顧客がその月毎の予算の必要性を満たすために一定金額の現金を引き出すとい
うことを顧客が知っているとする。ここで、顧客はそのようなトランザクションを１回定
義でき、そのトランザクションは複数回使用するために定義した期間に利用可能である。
【０１１４】
　図３は、例示的実施形態によるＡＴＭトランザクションの別の方法３００を示す図であ
る。方法３００（以下、「移動アプリケーション」と呼ぶ）は、非一時的なコンピュータ
可読（プロセッサ可読）記憶媒体内にプログラミングされた、移動デバイス（例えば、移
動体電話、携帯情報端末装置（ＰＤＡ）、タブレット、ラップトップなど）の１つ又は複
数のプロセッサ上で実行される命令として実施される。移動デバイスのプロセッサは、移
動アプリケーションを処理するように専用に構成されている。移動アプリケーションはネ
ットワーク上で動作する。ネットワークは、有線、無線、又は有線と無線との組合せであ
る。
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【０１１５】
　移動アプリケーションは消費者（顧客及び／又はユーザ）によって制御され、図２の方
法２００によって表される金融サービスと対話し、また移動トランザクションサービス（
以下に図４を参照しながら説明する）と対話する。
【０１１６】
　移動アプリケーションは、以下に詳述するように処理の開始前に消費者が移動デバイス
上に様々な方法でインストールし開始できることに留意されたい。例えば、金融サービス
への移動デバイスの登録工程中の１つの状況では、移動アプリケーションがダウンロード
され移動デバイス上で開始される。別の例では、小売業者の一意のトランザクションコー
ドを表すＱＲコードを初めて起動することによる移動デバイスの最初のアクセス中に、金
融サービスは自動的にアクセスされ移動デバイス上にダウンロードされインストールされ
、登録工程を開始する。これは、ＡＴＭのトランザクションが移動デバイス以外のデバイ
スによって準備されたときの処理である。移動アプリケーションについて説明する残りの
処理は、移動アプリケーションが消費者の移動デバイス上にインストールされ実行されて
いることを前提とする。
【０１１７】
　３１０で、移動アプリケーションは、ＡＴＭとのトランザクションの初めにＡＴＭから
一意のトランザクションコードを入手する。これは、移動アプリケーションを用いて顧客
の移動デバイスを介して自動的に取得され、ＡＴＭのタッチスクリーン又はキーボードに
手動でアクセスすることなく取得される。移動トランザクションサービス（以下に図４を
参照しながら説明する）又は移動トランザクションサービスのサービスを配備する特定の
金融機関の金融サービスによって提供される一意のトランザクションコード。
【０１１８】
　ある実施形態によれば、３１１で、移動アプリケーションは、移動デバイスのカメラを
起動してＡＴＭのディスプレイからトランザクションコードをスキャンする。ここで、ト
ランザクションコードは、ＡＴＭの初期画面上に提示されるバーコード又はＱＲコードで
ある。
【０１１９】
　別の例では、３１２で、移動アプリケーションは、移動デバイスのＮＦＣデバイスを起
動してＡＴＭに移動デバイスを接続することでＡＴＭのＮＦＣデバイスからトランザクシ
ョンコードを取得する。この例では、トランザクションコードはＮＦＣトークンと考えら
れ、バーコード及び／又はＱＲコードでなくてもよく、ＡＴＭの初期画面上に提示されて
いる必要すらない。すなわち、ＡＴＭは、初期画面上で顧客に提示されるか又は提示され
ない、ＮＦＣなどを介して利用可能なＮＦＣが可能な又は準備したトランザクション処理
をどこかに表示するだけでもよい。
【０１２０】
　３２０で、移動アプリケーションは、移動デバイス識別子（以前に登録された一意の移
動デバイス及び／又はメディアアクセスデバイス（ＭＡＣ）識別子などの）及び金融トラ
ンザクション識別子又は金融機関識別子と共にトランザクションコードを移動トランザク
ションサービス（図１を参照しながらすでに説明した、また以下に図４を参照しながら説
明する）へ送信する。金融トランザクション識別子は顧客の特定の金融機関を識別し、そ
の金融機関の特定の金融サービスの、顧客又は顧客のために認可された別の顧客によって
以前に定義又は実行された準備したトランザクションを識別する（この処理は図１及び図
２を参照しながらすでに詳述した）。ＡＴＭが顧客の金融機関用である場合、図２を参照
しながらすでに説明したように、金融トランザクション又は金融機関識別子を移動トラン
ザクションサービスへ送信する必要はないことに留意されたい。
【０１２１】
　ある実施形態によれば、３２１で、移動アプリケーションは、トランザクションコード
及び移動デバイス識別子（及び金融トランザクション識別子）を送信した後、移動トラン
ザクションサービスに対して移動デバイス及び／又は移動デバイスの顧客を認証する。
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【０１２２】
　別の例では、３２２で、移動アプリケーションは、移動デバイスを介して、ＡＴＭを用
いて金融サービスに対して認証する。したがって、この実施形態では、ＡＴＭは移動デバ
イスの移動アプリケーションと無線で通信して、ＰＩＮ入力又はその他のセキュリティ検
証などを介して顧客を認証する。
【０１２３】
　さらに別の状況では、３２３で、移動アプリケーションは、移動トランザクションサー
ビスに認証を提供する移動デバイスの顧客又は移動デバイスの秘密鍵を用いてトランザク
ションコードにデジタル署名する。
【０１２４】
　最後に、３３０で、移動アプリケーションはＡＴＭと対話して必要に応じてトランザク
ションを完了する。ここで、顧客が望むならば、トランザクションのレシートを移動デバ
イスへ電子的に送達してもよい。任意選択的に、又はおそらく追加的に、ＡＴＭからレシ
ートを印刷することができる。
【０１２５】
　図４は、例示的実施形態によるＡＴＭトランザクションのさらに別の方法を示す図であ
る。方法４００（以下、「移動トランザクションサービス」と呼ぶ）は、移動トランザク
ションサービスの１つ又は複数のプロセッサ上で実行される実行可能な命令として実施さ
れ、非一時的なコンピュータ可読（プロセッサ可読）記憶媒体内にプログラミングされて
いる。サーバのプロセッサは、移動トランザクションサービスを実行するように専用に構
成されている。移動トランザクションサービスは、ネットワーク上で動作する。ネットワ
ークは、有線、無線、又は有線と無線との組合せである。
【０１２６】
　図１は、全体としてのＡＴＭトランザクションの自動化の処理について説明する。図２
は、金融サービスの視点からこの処理を説明する。図３は、消費者の移動デバイス上の消
費者の移動アプリケーションの視点からこの処理を説明する。図４の移動トランザクショ
ンサービスは、移動トランザクションサービスの視点からこの処理を説明する。自動化Ａ
ＴＭトランザクションは、金融サービス（図２）、移動アプリケーション（図３）、及び
移動トランザクションサービス（図４）の間の対話を介して自動化されカスタム化される
。
【０１２７】
　４１０で、移動トランザクションサービスは、ＡＴＭから一意のトランザクションコー
ド（以下、「トランザクションコード又はトークン」と呼ぶ）の要求を受信する。前のＡ
ＴＭトランザクションの完了時に新しいトランザクションコードがＡＴＭへ送信される。
ＡＴＭは、移動トランザクションサービスからバッチトランザクションコードを取得し、
コードが満了するまで、また移動トランザクションサービスに新しいバッチトランザクシ
ョンコードが要求されるときまでトランザクションコードを自ら管理する。
【０１２８】
　４２０で、移動トランザクションサービスは、ＡＴＭ用にカスタム化されたトランザク
ションコードをＡＴＭへ送信し、ＡＴＭ上に表示させ（バーコード又はＱＲコードによる
表示）又はＡＴＭから取得する（ＮＦＣを介した取得）。
【０１２９】
　４３０で、移動トランザクションサービスは、トランザクションコード、移動デバイス
識別子（移動デバイスの一意の移動デバイストークン及び／又はＭＡＣ識別子など）、及
び金融トランザクション又は金融機関識別子を受信する。この情報は、図３の移動アプリ
ケーションを介して顧客の移動デバイスから送信され、移動アプリケーションは、バーコ
ード又はＱＲコードのスキャン又はＡＴＭへのＮＦＣ接続を介したＮＦＣトークンなどの
トランザクションコードをＡＴＭから取得する。
【０１３０】
　ある実施形態によれば、４３１で、移動トランザクションサービスは、トランザクショ
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ンコードと共に移動デバイスの移動アプリケーションから送信された金融トランザクショ
ン又は金融機関識別子を介して特定の金融サービスを識別する。
【０１３１】
　さらに、金融トランザクション又は金融機関識別子は必ずしも必要ではないが、それを
有することで第三者の銀行のＡＴＭを自動的に使用できることに留意されたい。
【０１３２】
　４４０で、移動トランザクションサービスは、トランザクションコード及び金融トラン
ザクション識別子（任意選択的に特定の準備したトランザクションを識別するための）内
に含まれた顧客の顧客識別子とＡＴＭのＡＴＭ識別子とを用いて金融サービスにアクセス
する。
【０１３３】
　４５０で、移動トランザクションサービスは、金融トランザクションを完了するために
、ＡＴＭと対話するための制御を金融サービスへ渡す（図１及び図２に関して前述した）
。
【０１３４】
　幾つかの例では、４６０で、移動トランザクションサービスは、いかなる特定の金融機
関とも統合されていなくてもよく、金融機関に提供される独立したサービスであってもよ
い。そのようなシナリオでは、移動トランザクションサービスを提供するエンティティは
、移動デバイスを介して、金融サービス（又は金融機関）及び／又は顧客に処理手数料を
課して自動的に徴収することが望ましい。４６０の処理はこの実施形態及び構成に対応す
る。
【０１３５】
　本発明の別の実施形態である図５に言及する。図５の実施形態は、図１のシーケンスフ
ローの変形形態である。図５の実施形態では、金融サービス（図１で「銀行ウェブサービ
ス」と表示されている）及び移動トランザクションウェブサービス（図１で「サーバ」と
表示されている）は同じサービスによって実施される。言い換えれば、金融ウェブサービ
スによって実行されるステップを示す図５を参照しながら以下に説明するように、同じサ
ービス（「金融ウェブサービス」と呼ばれる）がトランザクションの事前準備とＡＴＭで
の表示のためにＱＲコードをＡＴＭに提供する機能を実行する。
【０１３６】
　最初、顧客は、顧客が銀行口座を有する金融機関（銀行などの）からスマートフォンア
プリケーション（移動アプリケーション）をダウンロードする。この時、銀行は顧客に顧
客識別トークンを割り当てる。
【０１３７】
　次に、顧客は、移動アプリケーションを用いてトランザクションの事前準備を行う。移
動アプリケーションは、顧客に自分のＰＩＮを入力するように要求できる。ＰＩＮは、顧
客が自分のＡＴＭカードと組み合わせて使用したＰＩＮと同一であってもよく、又は別の
ＰＩＮであってもよい。あるいは、トランザクションは、金融ウェブサービスとのオンラ
イン接続を介して、別のネットワーク接続デバイス（ラップトップ又はタブレットＰＣな
どの）（帯域外機構）を用いて事前準備できる。
【０１３８】
　次に、消費者は、上記のように移動アプリケーションを介して又はオンラインでそのト
ランザクション詳細を選択する。これらの詳細は、トランザクションタイプ（引き出し、
預金、残高など）、現金額、レシート送達のタイプ（紙、ショートメッセージサービス（
ＳＭＳ）テキストメッセージ、ｅメールなど）、受領現金の希望する紙幣又は金種などの
各種情報を含んでいてもよい。
【０１３９】
　顧客が所望のトランザクションタイプと詳細とを選択すると、移動アプリケーションは
、顧客識別子と共にこのトランザクション（事前準備トランザクション）を安全な接続を
介して金融ウェブサービスへ送信する。金融ウェブサービスは、事前準備トランザクショ
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ン及び顧客識別子を有するこのトランザクションメッセージを受信する（ステップ５０２
）。
【０１４０】
　次に、金融ウェブサービスは、受信した事前準備トランザクション及び顧客識別子を記
憶する（ステップ５０４）。金融ウェブサービスは、顧客がこのトランザクションを実行
するのに十分な資金を有していることを確認できる。顧客が十分な資金を有していない場
合、トランザクション要求を拒否できる。
【０１４１】
　次に、顧客は、物理的にＡＴＭへ移動してＡＴＭの前に立つ。
【０１４２】
　ＡＴＭは、以前、金融ウェブサービスにセルフサービス端末装置識別メッセージ（ＳＳ
Ｔ　ＩＤ）を要求した。ＳＳＴ　ＩＤメッセージは、ＳＳＴ　ＩＤ、ＱＲ生成の日時、Ｑ
Ｒ満了の日時、及び暗号情報（表示されるＱＲコード内に暗号化された情報）などのフィ
ールドを含む。金融ウェブサービスは、ＡＴＭごとに一意のＳＳＴ　ＩＤメッセージを作
成し、作成されたＳＳＴ　ＩＤを将来トランザクション要求の認証に使用するために記憶
する（以下に詳述する）。
【０１４３】
　金融ウェブサービスからこのＳＳＴ　ＩＤメッセージを受信すると、ＡＴＭ内のコント
ローラはメッセージを復調し、ＳＳＴ　ＩＤ内に含まれる情報から２Ｄバーコード（この
実施形態ではＱＲコード）を作成し、２ＤバーコードをＡＴＭ上の初期画面（アトラクト
画面とも呼ばれる）に表示する。
【０１４４】
　顧客はこの２Ｄバーコードを確認し、移動アプリケーション（顧客のスマートフォン内
のカメラを制御できる）を用いてこの２Ｄバーコードの写真を取り込む。次に、移動アプ
リケーションは、取り込んだ画像を復調し、金融ウェブサービスへトランザクション要求
メッセージを送信する。このトランザクション要求メッセージは、金融ウェブサービスに
よって受信される（ステップ５０６）。トランザクション要求メッセージはトランザクシ
ョンの詳細を含まず、顧客識別子とＳＳＴ　ＩＤ（の一部又は全部）しか含んでいないこ
とを理解されたい。
【０１４５】
　金融ウェブサービスは、この受信したトランザクション要求メッセージを解析してその
顧客に関連付けられた適当な事前準備トランザクションを識別する（ステップ５０８）。
これは、受信した顧客識別子を事前準備トランザクションに関連付けられた顧客識別子と
比較することで実行される（ステップ５１０）。
【０１４６】
　ペンディング状態の事前準備トランザクションを識別できない場合、金融ウェブサービ
スはトランザクション要求が拒否されたことを顧客に通知するメッセージを移動アプリケ
ーションへ送信する（ステップ５１２）。
【０１４７】
　一致する顧客識別子を有する事前準備トランザクションが識別された場合、金融ウェブ
サービスはＳＳＴ　ＩＤメッセージを認証する（ステップ５１４）。これは、金融ウェブ
サービスによって最初にＡＴＭへ送信された作成済みＳＳＴ　ＩＤメッセージを移動アプ
リケーションから受信したＳＳＴ　ＩＤメッセージと比較することで実施される。
【０１４８】
　受信したＳＳＴ　ＩＤメッセージが作成されたＳＳＴ　ＩＤメッセージと一致しない場
合、金融ウェブサービスはトランザクション要求が拒否されたことを顧客に通知するメッ
セージを移動アプリケーションへ送信する（ステップ５１２）。
【０１４９】
　受信したＳＳＴ　ＩＤメッセージが作成されたＳＳＴ　ＩＤメッセージと一致する場合
、金融ウェブサービスは、これ以上顧客からの入力を要求することなくトランザクション
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【０１５０】
　ＡＴＭは、要求された資金を顧客へ払い出すステップを含んでいてもよいトランザクシ
ョンを実行し、顧客は自分の現金を取り出す。任意選択的に、トランザクションのレシー
トがスマートフォン上で受信される。
【０１５１】
　次に、ＡＴＭは、トランザクションが完了したことを示すメッセージをトランザクショ
ンホスト及び金融ウェブサービスへ送信する。次に、トランザクションホストは、ユーザ
へ払い出した金額を差し引くことで顧客の口座を更新する。金融ウェブサービスは、事前
準備トランザクションを削除する。
【０１５２】
　上記説明は例示としてのものであって限定的ではない。上記説明を読み直すことで、当
業者は多数のその他の実施形態を思い付くであろう。したがって、実施形態の範囲は添付
の特許請求の範囲に関連して決定しなければならない。
【０１５３】
　実施形態の上記説明において、開示を合理化するために様々な特徴を単一の実施形態内
にグループ化した。この開示方法は、特許請求の範囲が各請求項に明示的に記載する特徴
より多くの特徴を有するということの反映であると解釈すべきではない。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
本発明は、ＡＴＭ等のセルフサービス端末装置に関し、特にセルフサービス端末装置にお
けるトランザクション処理方法に関するものであって、産業上の利用可能性を有する。

【図１】 【図２】



(20) JP 6400270 B2 2018.10.3

【図３】 【図４】

【図５】



(21) JP 6400270 B2 2018.10.3

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  バートランド　ジャン　ジャック　ムダン
            フランス国　９１４４０　ビュール　シュリヴェット　リュ　ド　ヴィルジエ　８　ビス

    審査官  月野　洋一郎

(56)参考文献  特開２０１０－０４９６４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２４５２７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１１５６６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０４９３８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０８５２３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３０３０５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０１７３７８１（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１２／０８８５１２（ＷＯ，Ａ１）　　
              欧州特許出願公開第２１２８８０９（ＥＰ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１１／０２３８５７３（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　１０／００　－　９９／００　　　　
              Ｇ０７Ｄ　　　９／００　　　　
              Ｇ０６Ｋ　　　７／１４　　　　
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

