
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザチップカードがトランザクションのためにオフラインチップカード端末で使用さ
れた場合に、 パラメータ（５０）が、該オフラインチップカード端末（５）で使用さ
れるユーザチップカード（４）により更新されるとともに、
　該 パラメータが、差し止められたユーザチップカード（６）の識別子を含むもので
ある、
　オフラインチップカード端末（５）における パラメータ（５０）の更新方法におい
て、
　少なくとも幾つかの該 パラメータ 許可され
たチップカードリーダーだけがアクセスすることができる様態でユーザチップカード

に保存され
を特徴と

する方法。
【請求項２】
　少なくとも幾つかの該 パラメータが、ユーザチップカード（４）の、ユーザがアク
セスできないメモリ領域（４０）にコピーされることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　少なくとも幾つかの該 パラメータが、暗号化され ることを特徴とする請求項１
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または２に記載の方法。
【請求項４】
　該ユーザチップカード（４）がトランザクションのためにオンラインチップカード端末
（３）に接続された場合に、該 パラメータがこのカードにコピーされることを特徴と
する請求項 に記載の方法。
【請求項５】
　該 パラメータが、該オフラインチップカード端末（５）の料金情報を含むことを特
徴とする請求項１から までの一つに記載の方法。
【請求項６】
　該 パラメータが、時間情報と組み合わされることを特徴とする請求項１から まで
の一つに記載の方法。
【請求項７】
　該 パラメータが、タイムスタンプと組み合わされることを特徴とする請求項 に記
載の方法。
【請求項８】
　該オフラインチップカード端末（５）の実行されたトランザクションパラメータのリス
トが、 該ユーザチップカード（４）にコピーされることを特徴
とする請求項１から までの一つに記載の方法。
【請求項９】
　該 パラメータ（４０）が、

該ユーザチップカードのユーザが できない 、オフラインチップカード端
末（５）とオンラインチップカード端末（３）間を請求項１から までの方法により伝達
されることを特徴とする請求項１から までの一つに記載の方法。
【請求項１０】
　別の パラメータが、該ユーザチップカードにより該オフライン端末から該オンライ
ン端末にコピーされることを特徴とする請求項１から までの一つに記載の方法。
【請求項１１】
　該別の パラメータが、電子マネーユニットを含むことを特徴とする請求項 に記
載の方法。
【請求項１２】
　トランザクションの実行のためにオフラインチップカード端末（５）と接続されるとと
もに、該チップカード端末内の パラメータを更新するものとして規定されたパラメー
タ（４０）を含むユーザチップカード（４）において、
　少なくとも幾つかの該 パラメータ 許可され
たチップカードリーダーだけがアクセスすることができる様態でユーザチップカード

に保存され
を特徴と

するユーザチップカード。
【請求項１３】
　少なくとも幾つかの該パラメータが、暗号化され ることを特徴とする請求項 に
記載のユーザチップカード。
【請求項１４】
　少なくとも幾つかの該パラメータが、ユーザチップカード（４）のユーザがアクセスで
きないメモリ領域（４０）に保存され ることを特徴とする請求項 に記
載のユーザチップカード。
【請求項１５】
　該パラメータが、別のユーザチップカードを用いて実行されたトランザクションのリス
トを含むことを特徴とする請求項 から までの一つに記載のユーザチップカード。
【請求項１６】
　該パラメータが、料金情報を含むことを特徴とする請求項 から までの一つに記
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載のユーザチップカード。
【請求項１７】
　差し止められなければならないチップカード（６）を検出するため、ならびにこれらの
ユーザチップカードの識別子を、 許可されたチップカードリ
ーダーだけがアクセスすることができる様態でユーザチップカード に保存

のデータ処理手段を有するオフラインチップ
カード端末（５）。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、オフラインチップカード端末におけるパラメータの配布方法ならびにそれ
に適したチップカード端末およびユーザチップカードに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　チップカード端末は、種々のシステムにおける識別手段およびデータ処理能力を有する
持ち運びできるデータメモリとしてますますより多くの機会に使用されてきている。特に
様々な販売店での支払いのための電子財布としてチップカードを使用することができると
いうことが知られている。電子財布としてのチップカードは、特に食料品の小売店、デパ
ート、駐車場管理、公共交通機関、旅客輸送（タクシー）、ガソリンスタンド、ホテル、
レストラン、食堂、学生食堂、飲料・食料自動販売機、道路通行料金、入場券購入、入室
管理装置、電気通信サービス、インターネット、オンラインサービス、ペイＴＶなどでの
使用が想定できる。さらに、純粋にユーザ識別手段として使用することができるチップカ
ード、例えば携帯電話（ＳＩＭカード）や入室カードも知られている。
【０００３】
　これらの様々な利用場所において、ユーザチップカードに電気を供給し、カードとデー
タ技術的な接続を確立する、例えばカード内の識別子を読み出したり、電子マネーを振り
込むことができるチップカード端末を使用している。このような端末は、既存のシステム
（例えば支払いシステム）に接続するか、または独立した機器として使用することができ
る。
【０００４】
　ユーザの識別検査のため、しばしばユーザに暗証、例えばＰＩＮや生物測定学的なパラ
メータを入力することが求められる。この検査のために、しばしば端末は、例えば専用ま
たは公衆電気通信網によりセンターにオンライン接続される。このオンライン接続は、電
子マネーユニットを振り込むため、変化し易い（少なくともある一定期間有効な）端末パ
ラメータを更新するため、例えば差し止められたカードのリストを端末にできる限り速く
伝播させるために行われる。
【０００５】
　しかし、このような端末とセンター間の常時接続は高価である。ユーザチップカードの
使用が、例えば売店、バスカードなどにおける小額の支払いに対しても求められる場合が
あり、ある場合には接続料金がトランザクション額のかなりの部分に相当することがある
。さらに、例えば端末を利用できる電話接続ポイントのどこからも遠く離れて設置しなけ
ればならない場合には、端末を電気通信網へ接続することが技術的にできない、または多
くの費用がかかることがしばしばある。
【０００６】
　この接続費用を避けるために、上位のセンターに接続しなくても自立的に処理できる、
いわゆるオフライン端末も開発されている。典型的なオフラインチップカード端末は、例
えば標準支払い額が接続費用と同程度となる場合に小売店で使用される。
【０００７】
　さらに、１日のすべてのトランザクションデータを一度にセンターに送信するため、時
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々にしか（例えば毎日一回）電気通信網に接続しない、いわゆるハイブリッド端末が知ら
れている。
【０００８】
　オフラインおよびハイブリッド端末の問題は、 パラメータの更新である。各端末は
、通常持続的でなく、特別なトランザクションと関係しない一連のパラメータを使用して
おり、これらは時々（例えば週に数回）更新されなければならない。このようなパラメー
タには、特に差し止められたユーザチップカード（無効な、または通用しなくなった、ま
たは不正に作られたユーザチップカード）のリストおよびトランザクション料金情報があ
る。
【０００９】
　マネーカードとの金銭トランザクションにも使用されるチップカード端末の場合、この

パラメータには、センターに伝送されなければならない実施済みのトランザクション
のリスト、ならびに振り込まれなければならない電子マネー口座の内容がある。
【００１０】
　このようなパラメータは、通常従事者がすべての端末を検証し、その時にセンターに接
続した携帯機器から、または携帯機器へ パラメータをコピーする方法により手動で更
新される。携帯チップカード端末の場合には、国際公開第９５１７７３８号パンフレット
に記述されているように、それ自身をセンターへの接続ポイントに持って行くこともでき
る。しかし、この手動の更新プロセスは、特に広く点在した多くの端末を管理しなければ
ならない場合には、負担がかかる。
【００１１】
　さらに、チップカード端末は、従事者がパラメータを更新するために使用する入力手段
（例えば、キーボード、更新機器とのインタフェース、場合によっては表示器）を持たな
ければならない。このような入力手段は、端末の価格を上昇させるとともに、大きなケー
スが必要となる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
　この発明の目的は、このようなパラメータをより少ない費用で更新することができる新
しい方法を提供することである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　この目的は、この発明により、特に独立請求項の特徴により達成される。さらに、他の
有利な実施構成は、従属請求項および発明の詳細な説明から明らかにされる。
【００１４】
　特に、この目的は、オフラインチップカード端末内の パラメータをチップカード端
末で使用するユーザチップカードを用いて更新する方法により達成される。
【００１５】
　特に、ユーザチップカード内の パラメータ、例えば差し止められたユーザチップカ
ードのリスト、料金情報などが、有利には暗号化され、および／またはチップカードのユ
ーザがアクセスできないユーザチップカードの保護されたメモリ領域にコピーされ、この
ユーザチップカードにより端末から端末に伝達される。
【００１６】
　この方法は、特に同じユーザチップカードがオフラインとオンラインの両方のチップカ
ード端末に使用されるシステムに適している。これは、特にすべての端末がオンラインで
接続されているわけではないハイブリッドシステムの場合に使われるが、多用途に使用さ
れるユーザチップカードのシステム、例えばオフライン端末に対してはストアードバリュ
ーカード（ Wertkarte）としても利用することができるＳＩＭカードに使える。
【００１７】
　この発明の利点は、各ユーザチップカードが特に他のユーザチップカードに関係するパ
ラメータ、例えば他の差し止められたユーザチップカードのリストを持っていることであ
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る。カードの所有者は、パラメータを変更する立場になく、そしてまたカードを偽造する
こと、およびパラメータを他のカード用に変更することを試みようとする理由を殆ど見出
せない。
【００１８】
　他の利点としては、オフライン端末の当該の パラメータを更新するのに追加のチッ
プカードを必要としないことである。オンラインおよび／またはオフライン端末の通常の
トランザクションに対しても使用されるユーザチップカードだけが必要とされる。ユーザ
に対しては、このプロセスは完全に見えないものであり、そのことのために端末の通常の
トランザクションに対してのものとは別のステップまたは行動を取ることを求めない。
【００１９】
【発明の実施の形態】
　以下に、この発明の有利な実施例を添付図をもとに詳しく述べる。
【００２０】
　図１は、多数のチップカード端末に対するパラメータをメモリ領域１０に保存するセン
ター１を有するシステムを表す。センター１は、例えば一つまたは複数の計算機、例えば
金融機関またはサービス提供者のサーバで構成することができる。メモリ領域１０のパラ
メータは、例えば差し止められたユーザチップカードのリスト、料金情報、電子銀行口座
の残高、実施済みのトランザクションのリスト、ユーザプロファイル、暗号のキーまたは
証明書などである。
【００２１】
　多数のオンライン端末３は、電気通信システム２によりセンターと、そして場合によっ
ては相互に接続されている。電気通信網２は、例えば公衆網（例えばＩＳＤＮまたは携帯
無線網）、インターネット、専用接続、例えば専用網、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワ
ーク）またはＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）で構成することができる。用途に応じ
て、バッテリーまたは太陽電池から電力を取る携帯端末３、あるいは電力網またはデータ
線から供給される固定端末のどちらかが利用される。例をあげると、携帯可能な移動無線
機器３としては、例えばＧＳＭ（ Global System for Mobile Communication）またはＵＭ
ＴＳ（ Universal Mobile Telecommunication System）にもとづく携帯電話、または移動
無線セクションに接続する端末機器、例えばＰＣカード形式のものが利用される。固定端
末としては、例えば銀行ＡＴＭ機または支払い機用のチップカード端末を利用することが
できる。このシステムは、センター１に常時接続されているわけではなく、時々にしか（
例えば周期的にまたは必要の都度）接続しないハイブリッド端末を持つこともできる。
【００２２】
　チップカード端末３は、カードリーダおよび端末コンピュータを有する。ユーザチップ
カードが差し込まれ、これと電気的に接触するカードリーダは、特に機械的な機構を持つ
。カードリーダの制御、ユーザインタフェースの管理、センター１および他の機器への（
例えば自動支払い機への）接続のために、端末コンピュータが使用される。
【００２３】
　しかし、この発明は、非接触型ユーザチップカード、または例えば時計、送受信機、無
線インタフェースを備えた携帯電話、パームトップＰＣなどの中にある他のＲＦＩＤ（ Ra
dio Frequency Identication）部品にも適用できる。同様にこの発明は、ユーザ識別子を
持つ部品および機器、ならびに例えばトランザクションを実行するために、ブルートゥー
スインタフェースにより外部端末と接続可能な部品および機器に適用できる。
【００２４】
　ユーザチップカード４は、トランザクションを実行するためにチップカード端末３に差
し込まれる。用途とシステムに応じて、チップカード４は、例えば電子マネーユニットを
保存しているストアードバリューカードや、ＳＩＭ（ Subscriber Identification Module
）、ＷＩＭカード（ WAP Identification Module）、公衆電話用テレホンカードを例とす
るテレホンカードや、保護システムまたは建物用入室カードなどで構成することができる
。ユーザチップカードは、通常端末の許可されたユーザすべてに与えられる。チップカー
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ド端末を使う少なくとも幾つかのトランザクションは、有効なユーザチップカードでだけ
実行することができる。
【００２５】
　ストアードバリューカード４の場合、例えば端末３を使って次のトランザクションを実
行することができる。
【００２６】
　 1)電子マネーユニットのユーザカードへの充填
　 2)ストアードバリューカード４またはセンター１への電子マネー口座の記帳
　 3)ストアードバリューカード４またはセンター１へのマネー口座の照合
　 4)アクセスＰＩＮＳまたは暗証の変更
　 5)システムまたはサービスへのアクセスを許可するためのカード４の識別子の照合
　 6)チップカード４による暗号化プロセスの実行（例えば、デジタル署名）
　 7)その他
　トランザクションの実行は、端末３の複数の パラメータ、すなわち時々にしか、例
えば日毎、週毎、月毎、必要な都度に更新しなければならないパラメータに依存する。端
末の種類に応じて、例えば次の パラメータが規定される。
【００２７】
　 1)差し止められたユーザチップカードのリスト。このリストは、例えば有効期限の満了
、盗難、悪用などのためもはや有効でないカードの識別子または番号を持つ。
　 2)料金情報、特にユーザチップカードを貨幣手段として使っている商品自動販売機にお
ける料金情報
　 3)暗号化部品、例えば電子キーおよび／または証明書、ユーザパスワードなど
　 4)金融機関におけるチップカード利用の信用状態
　 5)端末用新ソフトウェアコンポーネント、例えばアプレットまたはＣＯＲＢＡコンポー
ネント
　 6)端末３で実行されるアプリケーションソフトウェア用パラメータ表
　 7)端末３で実行されるトランザクションのリスト
　 8)その他
【００２８】
　システムに応じて、これらの中の少なくとも幾つかのパラメータを、既に述べたように
、センター１のメモリ領域１０にも保存することができる。
【００２９】
　この発明により、これらの中の少なくとも幾つかのパラメータが、端末３と接続されて
いるか、さもなければ端末３，５で通常のトランザクションを実行するためにユーザが決
めた、少なくとも幾つかのユーザチップカード４にコピーされる。有利には、これらのパ
ラメータは、チップカード４のユーザがアクセスできない保護されたメモリ領域４０、例
えばＥＥＰＲＯＭに保存される。有利には、これらの中の少なくとも幾つかのパラメータ
が、許可されたチップカードリーダーだけがこのパラメータにアクセスできるように、暗
号化される。
【００３０】
　コピーされたパラメータは、有利には日付、例えばチップカード４に写された日付また
は新パラメータが作成された日付を持つ。パラメータがファイルにコピーされる場合、フ
ァイルに唯一の日付を付与するか、またはパラメータ毎に日付を付与するかのどちらかが
可能である。ユーザチップカード４にパラメータセットがすでに存在する場合、同期プロ
グラムを用いて、更新しなければならないパラメータだけをコピーすることができる。日
付は、端末３またはユーザチップカード４の適当なモジュールのどちらかにより設定する
ことができる。有利には、日付の真正性を検査することができる電子式タイムスタンプを
使用する。さらに、少なくとも幾つかのパラメータに、有効期日および／または有効期間
を付与することができる。
【００３１】
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　負担のかかるリアルタイムクロックエレメントを必要としない、増分クロックを持つ時
間エレメントを使用することもできる。
【００３２】
　図２は、ユーザチップカード４がトランザクション毎に接続されるオフラインチップカ
ード端末５を有するシステムを表す。端末５において、 パラメータ（例えば上述した
パラメータ）は、メモリ領域５０に保存される。この発明により、これらのパラメータは
、ユーザのチップカード４がトランザクションのために端末５に差し込まれるたびに、端
末が前述のメモリ領域４０に保存されたパラメータにアクセスし、これらのパラメータを
自分のものと比較することにより、更新される。メモリ領域４０に保存されているパラメ
ータが、端末５のパラメータ５０より新しいか、または端末５にない場合には、端末の適
当なモジュールが、新パラメータをメモリ領域５０にコピーする、その際最新のパラメー
タだけをコピーするために同期モジュールを配備することができる。
【００３３】
　この発明は、特に差し止められたユーザチップカード６のリストをオフライン端末に伝
達するのに適している。センター１がチップカードを差し止めると決めた場合、電気通信
システム２により、このカードの識別子をすべてのオンライン端末３、または少なくとも
差し止めるチップカードが使用される地理的な地域にあるすべてのオンライン端末にコピ
ーする。このことにより、カード６はオンライン端末３での使用が差し止められる。別の
有効なユーザチップカード４がオンライン端末３に差し込まれると、端末３は、差し止め
るカードの識別子を保護されたメモリ領域４０にコピーする。
【００３４】
　このユーザチップカード４がオフライン端末５と接続されると、直ちに端末または場合
によってはユーザチップカード４の適当なモジュールが端末に保存された差し止められた
カードのリスト５０を更新しなければならないかどうかを検査する。該当する場合、すな
わち差し止められたカード６の識別子がこのリスト５０に含まれていない場合には、これ
らの差し止められたチップカード６の識別子が端末にコピーされる。このことにより、こ
れらのカード６は、この端末５での使用が差し止められる。
【００３５】
　当業者は、差し止められたカード６も端末パラメータ用のメモリ領域６０を持つことが
でき、そのためユーザが別の端末で使用しようとした場合にこれらのパラメータを伝達す
るために使用することもできると考えることであろう。
【００３６】
　さらに、当業者は、オフライン端末によっても保護されたメモリ領域４０に記録するこ
とができると考えることであろう。このやり方で、例えばオフライン端末５も差し止めら
れたチップカード６のリストを伝達することができる。
【００３７】
　この発明の方法を利用して、ユーザチップカード４およびオンライン端末３を用いてオ
フライン端末からセンターにパラメータおよびファイル５０を伝達することもできる。こ
のやり方で、例えばオフライン端末によって差し止められたカードのリスト、端末５で実
行されたトランザクションのリスト、電子マネーユニットをオフライン端末からセンター
に伝送することができる。このやり方で、伝達役のカード４のユーザが、電子マネーユニ
ットにアクセスできなくとも、電子マネーユニットの残高を端末５で清算し、マネーユニ
ットをセンター１に伝送することができる。
【００３８】
　数千のチップカード端末３，５と数百万のユーザチップカード４から成るシステムが知
られている。このようなシステムでは、差し止められたカードのリストが、ユーザチップ
カードの制限されたメモリ領域に保存するには大きすぎる場合がある。
【００３９】
　この問題を避けるために、この発明の有利な別の構成において、ユーザチップカード４
には、地理的に同じ限定地域（リストの地理的限定）内で使用されもので、その内の差し
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止めるチップカード６の識別子のみを保存する。さらに、有利には最近の（例えばその年
の）差し止めるカードの識別子のみをコピーする。このやり方では、地理的および時間的
に合った情報だけがユーザチップカードにコピーされる。
【００４０】
　この発明の有利な別の構成において、必要とするサービスおよび／または使用端末に対
して、異なるセキュリティ要件が定義される。この場合、少なくとも幾つかのパラメータ
を、より高いセキュリティ要件を求める端末だけにコピーする、および／またはより高い
セキュリティ要件を求めるサービスの差し止めのためだけに使用する。例えば、カードを
セキュリティが高いサービスまたはセキュリティが高いオフライン端末に使用する場合に
だけ、差し止めるカードのリストをユーザチップカードにコピーする。異なるタイプの端
末および使用法を定義することもでき、これらは同じ多機能ユーザチップカードでアクセ
スすることができるが、互いに独立して差し止めまたは更新することができる。この目的
には、ユーザチップカードにコピーされた該パラメータが端末および／またはアプリケー
ション情報と組み合わされる。
【００４１】
　このやり方では、セキュリティのために重要なパラメータだけがユーザチップカードに
コピーされる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明による、センター、多数のオンラインチップカード端末、ユーザチッ
プカードを有するシステムの模式図、
【図２】　オフラインチップカード端末、この発明によるユーザチップカード、差し止め
られたユーザチップカードを有するシステムの模式図。
【符号の説明】
　１　　　　　　　センター
　２　　　　　　　電気通信システム
　３　　　　　　　オンラインチップカード端末
　４　　　　　　　ユーザチップカード
　５　　　　　　　オフラインチップカード端末
　６　　　　　　　差し止められたユーザチップカード
　１０，４０，５０，６０　メモリ領域
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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