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(57)【要約】
　クレジットカード個人化データを無線（ＯＴＡ）で送
信することができるセキュアチャンネルを作成する方法
が提供される。詳細には、汎用認証アーキテクチャ（Ｇ
ＡＡ）を使用して、ユーザ装置（ＵＥ）とネットワーク
アプリケーション機能（ＮＡＦ）サーバとして機能を果
たす個人化アプリケーションサーバ又はビューロー間の
セキュア通信チャンネルを設定することができる。ユー
ザ装置、個人化アプリケーションサーバ（例えばＮＡＦ
サーバ）、個人化アプリケーションサーバ及びユーザ装
置を具現化するシステム、及びコンピュータプログラム
製品もまた、クレジットカード個人化データをＯＴＡで
送信することができるＧＡＡなどを介したセキュアチャ
ンネルを作成するために提供される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人化アプリケーションサーバからユーザ装置への個人化データの無線（ＯＴＡ:over 
the air）送信のためのセキュアチャンネル(secure channel)を設定するのに使用するこ
とができる発行者セキュリティドメインを作成する方法であって、前記方法は、
　前記ユーザ装置及び前記個人化アプリケーションサーバに既知の１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を生成する段階と、
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を使用して、前記個人化アプリケーションサーバか
ら前記ユーザ装置への個人化データのＯＴＡ送信のためのセキュアチャンネルを設定する
のに使用することができる発行者セキュリティドメインを作成する段階と、
を含む方法。
【請求項２】
　前記ユーザ装置は、ＥＭＶ証明済みチップが埋め込まれたモバイルデバイスを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザ装置は、１つ又はそれ以上のＥＭＶアプリケーションを記憶している汎用Ｉ
Ｃカード（ＵＩＣＣ）を更に含むモバイルデバイスを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＩＣＣは、前記モバイルデバイスから取り除くことができ、別のモバイルデバイ
スと共に使用することができる、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザ装置及び前記個人化アプリケーションサーバに既知の１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を生成する段階は、汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）に従って行われ、前記個
人化アプリケーションサーバは、ネットワークアプリケーション機能（ＮＡＦ）サーバを
含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を前記ユーザ装置上に記憶する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記個人化データは、クレジットカード個人化データを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記個人化データは、公共交通チケット発券データを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　第１エンティティから第２エンティティにセキュアな方法で個人化データを無線（ＯＴ
Ａ）で送信する方法であって、
　汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）を使用して前記第１及び前記第２エンティティに既
知の１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を生成する段階と、
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を使用して前記第１と前記第２エンティティとの間
に発行者セキュリティドメインを作成する段階と、
　前記発行者セキュリティドメインを使用して前記第１と前記第２エンティティとの間に
セキュアチャンネルを設定する段階と、
　前記セキュアチャンネルを介して前記個人化データを送信する段階と、
を含む方法。
【請求項１０】
　前記第１エンティティはネットワークアプリケーション機能（ＮＡＦ）サーバであり、
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前記第２エンティティはユーザ装置である、
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザ装置は、ＥＭＶ証明済みチップが埋め込まれたモバイルデバイスを含む、
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ユーザ装置は、１つ又はそれ以上のＥＭＶアプリケーションを記憶した汎用ＩＣカ
ード（ＵＩＣＣ）を更に含むモバイルデバイスを含む、
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＵＩＣＣは、前記モバイルデバイスから取り外すことができ、且つ別のモバイルデ
バイスと共に使用することができる、
ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記個人化データは、クレジットカード個人化データを含む、
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記個人化データは、公共交通チケット発券データを含む、
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　セキュアチャンネルを介して個人化アプリケーションサーバから個人化データを受信す
ることができるユーザ装置であって、前記ユーザ装置は、
　前記ユーザ装置に固有の少なくとも１つの秘密鍵を含むユーザ識別モジュールと、
　前記ユーザ識別モジュールと通信するセキュアコア(secure core)と、
を備え、
　前記秘密鍵は、前記セキュアコア上に記憶されることになる、前記個人化アプリケーシ
ョンサーバ及び前記ユーザ装置に既知の１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を生成するのに使
用され、前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵は、発行者セキュリティドメインを作成する
のに使用され、該発行者セキュリティドメインが、前記ユーザ装置が前記個人化データを
受信することができる前記セキュアチャンネルを設定するのに使用される、
ことを特徴とするユーザ装置。
【請求項１７】
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵は、汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）に従って生
成され、前記個人化アプリケーションサーバは、ネットワークアプリケーション機能（Ｎ
ＡＦ）サーバを含む、
ことを特徴とする請求項１６に記載のユーザ装置。
【請求項１８】
　コンピュータ可読媒体に記憶され、前記ユーザ識別モジュール及び前記セキュアコアと
通信する１つ又はそれ以上のＧＡＡサポーティングアプリケーションを更に備え、
前記ＧＡＡサポーティングアプリケーションは、前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を生
成するために前記ＮＡＦサーバ及びブートストラッピングサーバ機能（ＢＳＦ）サーバと
通信するように構成されている、
ことを特徴とする請求項１７に記載のユーザ装置。
【請求項１９】
　前記個人化データは、クレジットカード個人化データを含む、
ことを特徴とする請求項１６に記載のユーザ装置。
【請求項２０】
　前記個人化データは、公共交通チケット発券データを含む、
ことを特徴とする請求項１６に記載のユーザ装置。
【請求項２１】
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　個人化アプリケーションサーバと、
　前記個人化アプリケーションサーバから無線（ＯＴＡ）で個人化データを送信するため
のセキュアチャンネルを介して前記個人化アプリケーションサーバと通信するユーザ装置
と、
を備え、
　前記個人化アプリケーションサーバ及び前記ユーザ装置に既知の１つ又はそれ上の共有
秘密鍵が、前記セキュアチャンネルを設定するのに使用することができる発行者セキュリ
ティドメインを作成するのに使用される、
ことを特徴とするモバイルクレジットカード決済システム。
【請求項２２】
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵が、汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）に従って作
成され、前記個人化アプリケーションサーが、ネットワークアプリケーション機能（ＮＡ
Ｆ）サーバを含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵が、前記ユーザ装置上に記憶される、
ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記ユーザ装置が、ＥＭＶ証明済みチップが埋め込まれたモバイルデバイスを含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記ユーザ装置が、１つ又はそれ以上のＥＭＶアプリケーションが記憶された汎用ＩＣ
カード（ＵＩＣＣ）を更に含むモバイルデバイスを備える、
ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記ＵＩＣＣが、前記モバイルデバイスから取り除くことができ、且つ別のモバイルデ
バイスと共に使用することができる、
ことを特徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記ＮＡＦサーバ及び前記ユーザ装置と通信するブートストラッピングサーバ機能（Ｂ
ＳＦ）サーバを更に備え、
前記ＢＳＦが、前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵の生成を可能にする、
ことを特徴とする請求項２２に記載のシステム。
【請求項２８】
　個人化アプリケーションサーバからユーザ装置への個人化データの無線（ＯＴＡ）送信
のためのセキュアチャンネルを設定するのに使用することができる発行者セキュリティド
メインを作成するためのシステムであって、前記システムは、
　前記ユーザ装置及び前記個人化アプリケーションサーバに既知の１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を生成する手段と、
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を使用して、前記個人化アプリケーションサーバか
ら前記ユーザ装置への個人化データのＯＴＡ送信のためのセキュアチャンネルを設定する
のに使用することができる発行者セキュリティドメインを作成する手段と、
を含むシステム。
【請求項２９】
　前記ユーザ装置及び前記個人化アプリケーションサーバに既知の１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を生成する前記手段が、汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）に従って前記１つ又
はそれ以上の共有秘密鍵を生成する手段を含み、
前記個人化アプリケーションサーバが、ネットワークアプリケーション機能（ＮＡＦ）サ
ーバを含む、
ことを特徴とする請求項２８に記載のシステム。
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【請求項３０】
　前記ユーザ装置上に前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を記憶する手段を更に含む、
ことを特徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項３１】
　個人化アプリケーションサーバからユーザ装置への個人化データの無線（ＯＴＡ）送信
のためのセキュアチャンネルを設定するのに使用することができる発行者セキュリティド
メインを作成するためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログ
ラム製品が、コンピュータ可読プログラムコード部分が記憶された少なくとも１つのコン
ピュータ可読記憶媒体を含み、前記コンピュータ可読プログラムコード部分が、
　前記ユーザ装置及び前記個人化アプリケーションサーバに既知の１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を生成するための第１実行可能部分と、
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を使用して、発行者セキュリティドメインを作成す
るための第２実行可能部分と、
を含み、
前記発行者セキュリティドメインが、前記個人化アプリケーションサーバから前記ユーザ
装置への個人化データのＯＴＡ送信のためのセキュアチャンネルを設定するのに使用する
ことができる、
ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項３２】
　前記ユーザ装置及び前記個人化アプリケーションサーバに既知の１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を生成する段階が、汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）に従って前記１つ又はそ
れ以上の共有秘密鍵を生成する段階を含み、前記個人化アプリケーションサーバが、ネッ
トワークアプリケーション機能（ＮＡＦ）サーバを含む、
ことを特徴とする請求項３１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３３】
　前記ユーザ装置上に前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を記憶するための第３実行可能
部分を更に含む、
ことを特徴とする請求項３１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３４】
　セキュアチャンネルを介して個人化アプリケーションサーバから個人化データを受信す
ることができるユーザ装置であって、前記ユーザ装置が、
　前記ユーザ装置及び前記個人化アプリケーションサーバに既知の１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を生成する手段と、
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を前記ユーザ装置に記憶する手段と、
　前記１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を使用して、発行者セキュリティドメインを作成す
る手段と、
を備え、
前記発行者セキュリティドメインが、前記ユーザ装置が前記個人化データを受信すること
ができる前記セキュアチャンネルを設定するのに使用することができる、
ことを特徴とするユーザ装置。
【請求項３５】
　セキュアチャンネルを介して個人化データを送信することができる個人化アプリケーシ
ョンサーバであって、前記個人化アプリケーションサーバが、
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって実行可能なアプリケーションを記憶する前記プロセッサと通信
するメモリと、
を備え、
　前記アプリケーションが、実行時にセキュリティデータに対するリクエストを受信し、
該リクエストに応答して認証チャレンジを送信することができ、前記チャレンジが共有秘
密鍵を認証に使用するようにするリクエストを含み、前記アプリケーションが更に、実行
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時に前記共有秘密鍵を使用して暗号化された応答を受信し、前記応答を検証し、更に検証
時に、前記共有秘密鍵を使用してリクエストされた前記セキュリティデータを暗号化して
、前記暗号化されたセキュリティデータを送信することができ、前記暗号化されたセキュ
リティデータは、前記セキュアチャンネルを設定するのに使用することができる発行者セ
キュリティドメインを作成するのに使用でき、前記アプリケーションは更に、実行時に前
記セキュアチャンネルを介して前記個人化データを送信することができる、
ことを特徴とする個人化アプリケーションサーバ。
【請求項３６】
　前記個人化アプリケーションサーバが、ネットワークアプリケーション機能（ＮＡＦ）
サーバを含む、
ことを特徴とする請求項３５に記載の個人化アプリケーションサーバ。
【請求項３７】
　前記セキュリティデータは、１つ又はそれ以上の発行者セキュリティドメイン鍵を含む
、
ことを特徴とする請求項３５に記載の個人化アプリケーションサーバ。
【請求項３８】
　前記セキュリティデータが更に、前記１つ又はそれ以上の発行者セキュリティドメイン
鍵の有効期間及び作成時期を含む、
ことを特徴とする請求項３５に記載の個人化アプリケーションサーバ。
【請求項３９】
　セキュアチャンネルを介して個人化データを送信することができる個人化アプリケーシ
ョンサーバであって、前記個人化アプリケーションサーバが、
　セキュリティデータに対するリクエストを受信する手段と、
　前記リクエストに応答して、共有秘密鍵を認証に使用する旨のリクエストを含む認証チ
ャレンジを送信する手段と、
　前記共有秘密鍵を使用して暗号化された応答を受信する手段と、
　前記応答を検証する手段と、
　検証時に、前記共有秘密鍵を使用してリクエストされたセキュリティデータを暗号化し
、前記セキュアチャンネルを設定するのに使用することができる発行者セキュリティドメ
インを作成するために使用することができる前記暗号化されたセキュリティデータを送信
する手段と、
　前記セキュアチャンネルを介して前記個人化データを送信する手段と、
を含む個人化アプリケーションサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル端末をクレジットカード個人化に対して利用可能にすることに関し
、更に詳細には、無線ネットワークを使用してモバイル端末をクレジットカード個人化に
利用可能にすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ及びＶｉｓａなどのクレジットカード会社は、現在のところクレ
ジットカード個人化を行うためにＥＭＶ（Ｅｕｒｏｐａｙ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ、及び
Ｖｉｓａ）クレジットカード決済規格を利用することに成功している。クレジットカード
個人化とは、ＥＭＶチップを含むスマートカードなどのユーザのクレジットカードにセキ
ュリティ及びユーザデータが送信されるプロセスのことを指す。この個人化プロセスの最
初のステップは、発行者セキュリティドメインを設定する段階であり、現在では通常スマ
ートカード製造業者の工場で行われる。セキュリティドメインは、アプリケーションデー
タのダウンロード及び実際の個人化を行うのに使用される個人化デバイスと、クレジット
カードに埋め込まれたＥＭＶチップとの間でセキュアチャンネルを作成するのに使用され
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る。セキュアチャンネルは、公的に容易に入手可能ではない状態で情報を送信することが
できるあらゆるチャンネルであり、例えば、種々の暗号化方式を使用して或いはチャンネ
ルのエンドポイント両方を認証することによって作成することができる。セキュアチャン
ネルが作成されると、個人化デバイスはＥＭＶチップを起動し、最終的には個人化データ
をＥＭＶチップに送信することができる。クレジットカード会社は、この個人化プロセス
を行うためにＯｒｇａ、Ａｘａｌｔｏ、Ｇｉｅｓｅｃｋｅ及びＤｅｖｒｉｅｎｔ、又はＣ
ｅｄｅｘなどのスマートカード製造業者に頼ることが多い。これらの製造業者は、ユーザ
固有のデータを各クレジットカードに埋め込むために、必要とされるユーザ個人化データ
をクレジットカード会社から受け取り、以下に説明されるステップを行う。このように、
スマートカード製造業者は、クレジットカード会社に代わってクレジットカード発行者と
して役割を果たすことができる。
【０００３】
　図１は、今日クレジットカード個人化を行う場合に、例えばスマートカード製造業者が
行うことができるステップを示すフローチャートである。ステップ１０１で、個人化デバ
イスは、ＥＭＶチップにリセットコマンドを送ることによってＥＭＶチップを起動する。
ステップ１０２で、ＥＭＶチップは、リセット応答（ＡＴＲ）を個人化デバイスに送るこ
とによって応答する。次いでステップ１０３で、個人化する必要のあるアプリケーション
、例えばカードに予めロードされていた特定のクレジットカードアプリケーションが選択
コマンドを使用して選択される。ステップ１０４で、ＥＭＶチップは、ファイルデータ構
造情報などの必要なファイル制御情報を返し、ステップ１０５で、初期化更新コマンドが
ＥＭＶチップに個人化デバイス乱数を提供する。この乱数は、セキュアチャンネルを設定
するために暗号文作成の一部として使用される。
【０００４】
　ステップ１０６で、チップは、シーケンスカウンタ（セッションキー導出用）、チャレ
ンジ（暗号文作成の一部として使用される）、カード暗号文（チップを認証するのに使用
される）、セッションＤＥＳ（データ暗号化標準）マスターキーの識別子及びバージョン
、暗号化用導出データ、解読及びメッセージ認証コード（ＭＡＣ）ＤＥＳ（データ暗号化
標準）キー、及びソースチャンネルプロトコル識別子を送ることによって応答する。
【０００５】
　ステップ１０７で、個人化デバイスは、外部認証コマンドで暗号文を提供することによ
って自らをＥＭＶチップに対して認証する。次にステップ１０８で、ＥＭＶチップは外部
認証を確認し、次いで、ステップ１０９で、個人化デバイスが、幾つかの格納データコマ
ンドの１つ及び最終的には特別な最後の格納データを送出することによってデータのＥＭ
Ｖチップへの転送を開始する。最後にステップ１１０で、データ記憶が確認される。
【０００６】
　最近では、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ及びＶｉｓａなどの会社が、例えばＰａｙＰａｓｓ又
はＶｉｓａ　Ｗａｖｅｒとして知られる新しい決済方法を導入しており、ＲＦＩＤ（無線
識別）機能を有するクレジットカードが製造されている。この新しい方法では、ＲＦＩＤ
デバイスが小売店に備え付けられ、該ＲＦＩＤデバイスは、ユーザが読取装置の数センチ
メートル手前に自分のカードを置くと、これらのＲＦＩＤ対応クレジットカードを読み取
ることができる。この新しい方法によってクレジットカードの決済がより早くより簡単に
なる。類似の近接ＲＦＩＤシステムは、Ｏｃｔｏｐｕｓ（オクトパス）又はヘルシンキ公
共交通などの公共交通システムでも使用されている。例えば、ＲＦＩＤ機能を含むプリペ
イドのバス又は列車のカードが顧客によって購入され、バス停又は列車の駅にあるＲＦＩ
Ｄ読取装置と共に使用して、バス又は列車に乗るためのチケットを購入することができる
。
【０００７】
　種々のベンダーロケーション、並びに種々の公共交通ステーションでのＲＦＩＤ読取装
置の使用は、これらの販売時点情報管理（ＰＯＳ）ＲＦＩＤ読取装置を利用できる他のタ
イプの決済方法の機会を与える。このような１つの決済方法によって、個人が自分の携帯
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電話或いは携帯電話又はＰＤＡに接続（例えば、ブルートゥース、ケーブル、ＲＦＩＤ、
又は赤外線を介して）されているパーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）又はモバイ
ルパーソナルコンピュータ（ＰＣ）などのある他のモバイルデバイスを使用して、クレジ
ットカード又は他のユーザ固有の情報を転送することが可能になる。言い換えると、個人
が、自分のクレジットカード又はプリペイド公共交通カードを使用する場合と同じ状況で
自分の携帯電話を使用することができるようになる。例えば、ユーザの個人クレジットカ
ードの詳細をモバイルデバイスに組み込み、ＰＯＳ　ＲＦＩＤ読取装置に送信することが
できるようになる。例えば、ＰａｙＰａｓｓ及びＶｉｓａＷａｖｅに使用されるのと同じ
プロトコルを使用することができる。この場合、モバイルデバイスは、ＰＣに接続される
ことになり、ＰＣは、モバイルデバイスに必要なデータを要求し、次いで、このデータを
ＰＯＳに（インターネットを介して）転送することになる。
【０００８】
　このモバイルＥＭＶシステムを実施するために、最初にシステム全体を証明する必要が
ある。ＥＭＶ証明は、ＥＭＶ発行者として役割を果たすことを意図する全てのスマートカ
ード発行者が従う必要のある、ＥＭＶによって定められた高価な手続である。証明なしで
は、クレジットカード会社は、内包する固有リスクを受け入れてモバイルＥＭＶソリュー
ションを会社の決済インフラストラクチャに「接続する」可能性は低い。しかしながら、
モバイルデバイスは、付加的なソフトウェアアプリケーションを実行しスマートカードよ
りも多くの外部インターフェースを有することができるので、スマートカードよりも遙か
にオープンである。この結果、既存のモバイルデバイスハードウェア上で構築されたモバ
イルＥＭＶソフトウェアアプリケーションは、ＥＭＶ証明を取得しようとする場合に重大
な問題に直面する可能性があり、従って、必要な証明の取得が非常に困難で費用のかかる
ものになる。
【０００９】
　１つの代替の解決策は、既存のモバイルデバイスハードウェア上にモバイルＥＭＶソフ
トウェアアプリケーションを構築するのではなく、既に証明済みのＥＭＶチップ又はスマ
ートカードをモバイルデバイスに組み込むことである。これを行うための１つの選択肢は
、第２のスロットをモバイルデバイスに取り入れることであり、この場合、ＥＭＶチップ
は、例えばスマートカード製造業者で通常通り個人化し、次いで、後でユーザによってモ
バイルデバイスに挿入することができる。しかしながら、この方法も大量市場に対するモ
バイルデバイスのハードウェアコストが追加されることに起因して、極めて高価になる可
能性がある。他の選択肢は、多くのアプリケーションをサポートする汎用ＩＣカード（Ｕ
ＩＣＣ）をモバイルデバイスに組み込むか、或いは、証明済みのＥＭＶチップをモバイル
デバイスの製造中にデバイスに埋め込むかのいずれかになる。
【００１０】
　しかしながら、製造中には、最終的に誰が各モバイルデバイスを所有するかが分からず
、従って、通常の製造プロセス中にあらゆる決済データが完全に個人化されるのが阻止さ
れる。これは、カードの受取人がカードの発行中に既知である今日のクレジットカードビ
ジネスとは相違する。１つの解決策は、クレジットカードに関して上述されたのと類似の
方法で、製造中にモバイルデバイスにＵＩＣＣを組み込むか或いは証明済みＥＭＶチップ
を埋め込み、次いで、ユーザがスマートカード製造業者又は個人化ビューローに自分のモ
バイルデバイスを送ることを必要とし、そこで個人化を行うことができるようにすること
である。しかしながら、これには、ユーザがある時間期間の間自分のモバイルデバイスを
スマートカード製造業者に明け渡すことが必要になる。別の解決策では、ユーザがクレジ
ットカードを申し込むのと同じ方法でクレジットカード機能を有する電話を申し込むこと
が必要である。次いで、クレジットカード機能を有する完全に個人化されたモバイルデバ
イスは、直接ユーザに送られることになる。しかしながら、これらの選択肢では、既存の
製造プロセス及び販売網を変更することが必要になり、これらは、高コストで時間がかか
ることになる。
【００１１】
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　別の解決策は、ユーザが自分のモバイルデバイスを購入した後で、無線（ＯＴＡ）で個
人化を行うことである。しかしながら、セキュリティデータのＯＴＡ送信には一定のリス
クが内在する。上述のように、個人化プロセスを開始する前に、個人化デバイスとＥＭＶ
チップ又はＵＩＣＣとの間のセキュアチャンネルを設定するのに使用することができる発
行者セキュリティドメインを作成する必要がある。従って、モバイルデバイスにＯＴＡで
クレジットカード個人化データを送信する安全な手段、すなわち必要な発行者セキュリテ
ィドメイン及びセキュアチャンネルを作成する手段に対するニーズがある。
【発明の開示】
【００１２】
　一般的に言えば、本発明の例示的な実施形態は、クレジットカード個人化又は公共交通
チケット発券データなどの個人化データを無線（ＯＴＡ）で送信することができるセキュ
アチャンネルの設定のための発行者セキュリティドメインを作成する方法を提供すること
によって、公知の従来技術に対して改善をもたらす。詳細には、例示的な実施形態では、
汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）を使用して、ユーザ装置（ＵＥ）とネットワークアプ
リケーション機能（ＮＡＦ）サーバとして働く個人化アプリケーションサーバ又はビュー
ローとの間のセキュア通信チャンネルを作成するのに使用することができる共有秘密を設
定することができる。
【００１３】
　一般に、本明細書で使用されるユーザ装置とは、ユーザ装置のユーザによってリクエス
トされた商品又はサービスに課金する機能を組み込んだモバイルデバイス（例えば、セル
ラー電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ラップトップ、ページャーなど
）を指す。例えばユーザ装置は、モバイルデバイスに埋め込まれたＥＭＶ証明済みチップ
、或いはモバイルデバイスに関連したＵＩＣＣ又はスマートカードに記憶された１つ又は
それ以上のＥＭＶアプリケーションのいずれかを介してＥＭＶ機能を有するモバイルデバ
イスを意味することができる。１つの例示的な実施形態では、ＥＭＶアプリケーションは
、ネットワークオペレータのＵＩＣＣ又はスマートカード上に記憶することができる。或
いは、１つ又はそれ以上のＥＭＶアプリケーションを含む別個のＥＭＶ固有ＵＩＣＣ又は
スマートカードを提供することができる。この実施形態では、モバイルデバイスは、それ
ぞれのＵＩＣＣ（すなわち、ネットワークオペレータＵＩＣＣとＥＭＶ固有のＵＩＣＣ）
に対して２つのスロットを含み、ＥＭＶ固有のＵＩＣＣ又はスマートカードは、取り除く
ことができ、２つのスロットを所有する別のモバイルデバイスと共に使用することができ
る。このようにしてユーザは、ＥＭＶ固有のＵＩＣＣ又はスマートカードをモバイルデバ
イスに挿入することによって異なるモバイルデバイス（例えばユーザ自身の、並びにユー
ザの母親、父親、姉妹などの）をクレジットカード又は公共交通チケット発券カードとし
て簡単に使用することができる。
【００１４】
　例示的な実施形態において、セキュアチャンネルを介して個人化データを受信すること
ができるユーザ装置、セキュアチャンネルを介して個人化データを送信することができる
個人化アプリケーションサーバ（例えばＧＡＡが使用されているＮＡＦサーバ）、及びこ
のユーザ装置と個人化アプリケーションサーバを実現するシステムもまた備えられる。
【００１５】
　従って本発明の１つの態様によれば、個人化アプリケーションサーバからユーザ装置へ
の個人化データの無線（ＯＴＡ）送信のためのセキュアチャンネルを設定するのに使用す
ることができる発行者セキュリティドメインを作成するための方法が提供される。１つの
例示的な実施形態では、本方法は、（１）ユーザ装置及び個人化アプリケーションサーバ
に既知の１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を生成する段階と、（２）１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を使用して発行者セキュリティドメインを作成する段階とを含み、ここで発行者
セキュリティドメインは、個人化アプリケーションサーバからユーザ装置への個人化デー
タのＯＴＡ送信のためのセキュアチャンネルを設定するのに使用することができる。
【００１６】
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　本発明の別の態様によれば、第１エンティティから第２エンティティにセキュアな方法
で個人化データをＯＴＡで送信する方法が提供される。１つの例示的な実施形態では、本
方法は、（１）汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）を使用して第１及び第２エンティティ
に既知の１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を生成する段階と、（２）１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を使用して第１と第２エンティティとの間に発行者セキュリティドメインを作成
する段階と、（３）発行者セキュリティドメインを使用して第１と第２エンティティとの
間にセキュアチャンネルを設定する段階と、（４）セキュアチャンネルを介して個人化デ
ータを送信する段階とを含む。
【００１７】
　本発明の更に別の態様によれば、セキュアチャンネルを介して個人化アプリケーション
サーバからの個人化データを受信することができるユーザ装置が提供される。１つの例示
的な実施形態では、ユーザ装置は、該ユーザ装置に固有の少なくとも１つの秘密鍵を含む
ユーザ識別モジュールと、ユーザ識別モジュールと通信するセキュアコアとを含む。秘密
鍵は、セキュアコア上に記憶することができる個人化アプリケーションサーバ及びユーザ
装置に既知の１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を生成するのに使用することができる。これ
らの共有秘密鍵は次いで、発行者セキュリティドメインを作成するのに使用され、該発行
者セキュリティドメインが、ユーザ装置が個人化データを受信することができるセキュア
チャンネルを設定するのに使用することができる。
【００１８】
　本発明の別の態様によれば、モバイルクレジットカード決済システムが提供される。１
つの例示的な実施形態では、本システムは、個人化アプリケーションサーバと、個人化ア
プリケーションサーバからユーザ装置に個人化データをＯＴＡで送信するためのセキュア
チャンネルを介して個人化アプリケーションサーバと通信するユーザ装置とを含む。個人
化アプリケーションサーバ及びユーザ装置に既知の１つ又はそれ以上の共有秘密鍵は、セ
キュアチャンネルを設定するのに使用することができる発行者セキュリティドメインを作
成するのに使用することができる。
【００１９】
　本発明の更に別の態様によれば、個人化アプリケーションサーバからユーザ装置への個
人化データのＯＴＡ送信のためのセキュアチャンネルを設定するのに使用することができ
る発行者セキュリティドメインを作成するためのシステムが提供される。１つの例示的な
実施形態において、本システムは、（１）ユーザ装置及び個人化アプリケーションサーバ
に既知の１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を生成する手段と、（２）１つ又はそれ以上の共
有秘密鍵を使用して発行者セキュリティドメインを作成する手段と、を含み、ここで発行
者セキュリティドメインは、個人化アプリケーションサーバからユーザ装置への個人化デ
ータのＯＴＡ送信のためのセキュアチャンネルを設定するのに使用することができる。
【００２０】
　本発明の更に別の態様によれば、個人化アプリケーションサーバからユーザ装置への個
人化データのＯＴＡ送信のためのセキュアチャンネルを設定するのに使用することができ
る発行者セキュリティドメインを作成するためのコンピュータプログラム製品が提供され
る。１つの例示的な実施形態では、コンピュータプログラム製品は、コンピュータ可読プ
ログラムコード部分が記憶された少なくとも１つのコンピュータ可読記憶媒体を含む。コ
ンピュータ可読プログラムコード部分は、（１）ユーザ装置及び個人化アプリケーション
サーバに既知の１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を生成するための第１の実行可能部分と、
（２）１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を使用して発行者セキュリティドメインを作成する
第２の実行可能部分と、を含むことができ、ここで発行者セキュリティドメインは、個人
化アプリケーションサーバからユーザ装置への個人化データのＯＴＡ送信のためのセキュ
アチャンネルを設定するのに使用することができる。
【００２１】
　本発明の別の態様によれば、セキュアチャンネルを介して個人化アプリケーションサー
バから個人化データを受信することができるユーザ装置が提供される。１つの例示的な実
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施形態では、このユーザ装置は、（１）ユーザ装置及び個人化アプリケーションサーバに
既知の１つ又はそれ以上の共有秘密鍵を生成するための手段と、（２）ユーザ装置に共有
秘密鍵を記憶するための手段と、（３）共有秘密鍵を使用して、発行者セキュリティドメ
インを作成する手段とを含むことができる。発行者セキュリティドメインは、ユーザ装置
が個人化データを受信することができるセキュアチャンネルを設定するのに使用すること
ができる。１つの例示的な実施形態では、共用鍵をユーザ装置上でセキュアな環境で記憶
することができる。
【００２２】
　本発明の更に別の態様によれば、セキュアチャンネルを介して個人化データを送信する
ことができる個人化アプリケーションサーバが提供される。１つの例示的な実施形態では
、個人化アプリケーションサーバは、プロセッサと、該プロセッサと通信するメモリとを
備え、該メモリは、プロセッサによって実行可能なアプリケーションを記憶する。１つの
例示的な実施形態では、このアプリケーションは、実行時にセキュリティデータに対する
リクエストを受信し、該リクエストに応答して認証チャレンジを送信することができ、こ
こでチャレンジは、共有秘密鍵を認証に使用するようにする旨のリクエストを含む。本ア
プリケーションは更に、実行時に共有秘密鍵を使用して暗号化された応答を受信し、該応
答を検証し、検証時に共有秘密鍵を使用してリクエストされたセキュリティデータを暗号
化して、暗号化されたセキュリティデータを送信することができる。暗号化されたセキュ
リティデータは次に、セキュアチャンネルを設定するのに更に使用することができる発行
者セキュリティドメインを作成するために使用することができる。メモリ上に記憶された
アプリケーションは更に、実行時に設定されたセキュアチャンネルを介して個人化データ
を送信することができる。
【００２３】
　本発明の更に別の態様によれば、セキュアチャンネルを介して個人化データを送信する
ことができる個人化アプリケーションサーバが提供される。１つの例示的な実施形態では
、個人化アプリケーションサーバは、（１）セキュリティデータに対するリクエストを受
信する手段と、（２）このリクエストに応答して、共有秘密鍵を認証に使用する旨のリク
エストを含む認証チャレンジを送信する手段と、（３）共有秘密鍵を使用して暗号化され
た応答を受信する手段と、（４）応答を検証する手段と、（５）検証時に、共有秘密鍵を
使用してリクエストされたセキュリティデータを暗号化し、セキュアチャンネルを設定す
るのに使用することができる発行者セキュリティドメインを作成するために使用すること
ができる暗号化されたセキュリティデータを送信する手段と、（６）セキュアチャンネル
を介して個人化データを送信する手段とを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　このように本発明について概略的に説明したが、ここで、必ずしも一定の縮尺ではない
添付図面について述べる。
【００２５】
　添付図面を参照しながら本発明を以下により詳細に説明するが、該図面には本発明の全
てではなく一部の実施形態が図示されている。実際、これらの発明は、多くの異なる形式
で具現化することができ、本明細書に記載される実施形態に限定されるものと解釈すべき
ではなく、逆に、これらの実施形態は、本開示が適用される法的要件を満たすように提供
される。同じ番号は全体を通して同じ要素を示す。
【００２６】
　１つの例示的な実施形態では、クレジットカード個人化又は公共交通チケット発券デー
タなどの個人化情報をＯＴＡでモバイルデバイスに送信するためのセキュアチャンネルを
作成するのに使用することができる発行者セキュリティドメインが作成される。有利な実
施形態では、この発行者セキュリティドメインは、汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）を
使用して設定される。ＧＡＡは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に
よって提案され、「Ｇｅｎｅｒｉｃ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａｒｃｈｉｔｅｃ
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ｔｕｒｅ（ＧＡＡ：汎用認証アーキテクチャ）；システム概要（２００５年３月６日発行
）（３ＧＰＰ　ＴＳ３３．９１９ｖ６．２．０（２００５－０３）」と題された３ＧＰＰ
技術仕様３３．９１９において説明された認証メカニズムであり、この内容は引用により
全体が本明細書に組み込まれる。ＧＡＡは、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント
（ＰＤＡ）、又はモバイルＰＣ（パーソナルコンピュータ）、或いは同様のものなどのモ
バイルデバイスのユーザのための種々のアプリケーション及びサービスに対するセキュリ
ティ手続として使用されることを目的とする。
【００２７】
　ＧＡＡ及び汎用ブートストラッピング手続
　ＧＡＡは、ユーザ装置（ＵＥ）に関連して提供された特定のセキュア記憶エンティティ
上、並びにモバイルオペレータネットワークの加入者データベース内に記憶されている共
有秘密鍵に基づく。ＵＥのセキュア記憶エンティティは、加入者識別モジュール（ＳＩＭ
）又は例えばユニバーサルＳＩＭ（ＵＳＩＭ）であるＳＩＭ様アプリケーションを含み汎
用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）などの適切なセキュリティモジュール又は識別モジュールによ
って提供することができる。加入者データベースは、ホームロケーションレジスタ（ＨＬ
Ｒ）又はホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）などのネットワークエンティティによって提供す
ることができる。セキュアユーザ識別記憶エンティティ及び加入者データベースエンティ
ティは通常、ユーザ識別を発行し、通常は加入者データベースを実行し所有するモバイル
ネットワークオペレータによって制御される。オペレータは、例えば、モバイルデバイス
に関連するＧＡＡのアプリケーションにおいて、モバイルデバイスユーザのサービスプロ
バイダ（例えばＴ－Ｍｏｂｉｌｅ又はＳｐｒｉｎｔ）とすることができる。ＧＡＡ下で、
ＨＳＳ又はＨＲＬ及びＵＥのセキュア記憶エンティティは、モバイルネットワークオペレ
ータによってＨＳＳ／ＨＲＬ及びセキュア記憶エンティティに与えられ、ユーザ及びモバ
イルネットワークを認証するのに使用される共通の共有秘密を有する。次いで、このオペ
レータ所有の共有秘密は、新しいアプリケーション固有の共用鍵を導出するためにＧＡＡ
によって使用される。
【００２８】
　図２は、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）３０、ユーザ装置（ＵＥ）４０、及びネットワ
ークエンティティ（ＮＥ）５０と相互関係にあるＧＡＡ環境２０の概要である。ＧＡＡ２
０は、基本的に、汎用ブートストラッピングアーキテクチャ（ＧＢＡ）２２、加入者証明
書２４、及び認証プロキシ（ＡＰ）２６からなる。ＧＡＡ２０の例示的な使用は、モバイ
ルデバイス及びアプリケーションサーバにクレデンシャル（例えば共有秘密）を提供する
ことになり、該クレデンシャルは、後でＨＴＴＰＳ（セキュアハイパーテキスト転送プロ
トコル）に対して使用することができる。ＧＢＡ２２は、共有秘密に基づく種々のアプリ
ケーションに対して汎用認証機能を提供することによって加入者証明書２４及びＡＰ２６
の両方に対する基礎を構築する。ＧＢＡ機能とは通常、アプリケーションセキュリティに
対する認証及び鍵共有をブートストラップすることであり、更にこれは、通常、Ｎｉｅｍ
ｉ等による「Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　（ＨＴＴＰ）
　Ｄｉｇｅｓｔ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ　（ＡＫＡ）（認証及び鍵共有（ＡＫＡ）
を使用したハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）ダイジェスト認証）」（２００
２年９月）と題するインターネットエンジニアリングタスクフォース（ＩＥＴＦ）、ネッ
トワークワーキンググループ、コメントに対するリクエスト：３３１０に従うＨＴＴＰダ
イジェストＡＫＡ（認証及び鍵共有）メカニズムに基づいており、この内容は、引用によ
り全体が本明細書に組み込まれる。
【００２９】
　図３は、汎用ブートストラッピングのための例示的なネットワークモデルを示す。図に
示すように、ブートストラッピングサーバ機能（ＢＳＦ）６０は、双方向リンクを介して
ユーザ装置（ＵＥ）４０に接続されている。ＢＳＦ６０及びＵＥ４０は、ＡＫＡプロトコ
ルを使用して相互に認証し、セッション鍵に合意することができる。これらのセッション
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鍵は、後で、ユーザ装置とネットワークアプリケーション機能（ＮＡＦ）サーバ７０との
間のセッションに使用することができ、該サーバは、双方向リンクによってユーザ装置４
０及びＢＳＦ６０に接続されている。１つの例示的な実施形態では、ＮＡＦサーバ７０は
、オペレータのシステム内に含まれる。或いは、ＮＡＦサーバ７０は単に、セキュリティ
クレデンシャルサービスを提供するためにオペレータと契約することができる。サードパ
ーティネットワークの場合には、アーキテクチャは、図示されていないが「Ｇｅｎｅｒｉ
ｃ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（ＧＡＡ：汎用認証アー
キテクチャ）；Ｇｅｎｅｒｉｃ　Ｂｏｏｔｓｔｒａｐｐｉｎｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒ
ｅ（汎用ブートストラッピングアーキテクチャ）」（２００５年６月７日発行）（３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ３３．２２０ｖ７．０．０（２００５－０６））（以下「ＴＳ３３．２２０」）
と題された３ＧＰＰ技術仕様３３．２２０に説明されるようなＤｉａｍｅｔｅｒ（ダイア
メータ）－プロキシ（Ｄ－プロキシ）を含むことができ、この内容は、引用により全体が
本明細書に組み込まれ、ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇで見ることができる。
【００３０】
　以下に詳細に説明されるブートストラッピング手続の後で、ユーザ装置４０及びＮＡＦ
７０は、例えばクレジットカード個人化又は公共交通チケット発券アプリケーションであ
るアプリケーション固有プロトコルを実行することができ、ここでは、メッセージの認証
及び機密保護が相互認証の間に生成されたセッション鍵に基づくことになる。従って、Ｇ
ＡＡ／ＧＢＡ２２は、一般的に、３パーティ認証ケースとして見なすことができ、ＢＳＦ
６０は更に、例えばＧＢＡユーザセキュリティ設定（ＧＵＳＳ）を記憶するＨＳＳ３０又
はＨＬＲに接続される。幾つかのＨＳＳが存在する場合には、ＢＳＦとＨＳＳとの間の接
続はＳＬＦ（サーバロケーション機能）を利用でき、これによってＢＳＦは、適切なユー
ザデータを記憶するＨＳＳを見つけることができる。
【００３１】
　図３の個々のエンティティ間の基準ポイント（インターフェース）は、Ｕｂ、Ｕａ、Ｚ
ｎ、及びＺｈで示されている。１つの実施形態では、インターフェースＺｎ及びＺｈはダ
イアメータに基づく（Ｄｉａｍｅｔｅｒ　Ｂａｓｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ダイアメータベ
ースプロトコル）に従う。これは、Ｃａｌｈｏｕｎ等による「Ｄｉａｍｅｔｅｒ　Ｂａｓ
ｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ダイアメータベースプロトコル）」（２００３年９月）と題され
たＩＥＴＦ、ネットワークワーキンググループ、コメントに対するリクエスト：３５８８
で規定されており、この内容は引用により全体が本明細書に組み込まれる）。或いは、イ
ンターフェースＺｎは、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）に基づくことがで
きる。インターフェースＵｂは、ＨＴＴＰダイジェストＡＫＡメッセージの再利用又はＨ
ＴＴＰダイジェストメッセージの変形に基づき、インターフェースＵａによって使用され
るプロトコルは、実行されることになるアプリケーションに依存する。訪問側ＮＡＦの場
合には、付加的なＺｎ基準ポイントが挿入されることになる。
【００３２】
　汎用ブートストラッピングアーキテクチャの利用は、２つの段階に分けることができる
。図４は、第１段階、すなわちそれ自体（汎用）ブートストラッピング手続を示し、図５
は、第２段階、すなわち汎用ブートストラッピング利用手続を示す。
【００３３】
　図４に示されるように、ブートストラッピング手続の第１段階では、ユーザ装置（ＵＥ
）４０がＨＴＴＰリクエストをＢＳＦ６０に送る。ステップ２で、ＢＳＦ６０は、ユーザ
プロファイル（Ｐｒｏｆ）及び認証ベクトル（ＡＶ）をＨＳＳ３０からＺｈインターフェ
ースを通じて検索し、該認証ベクトルは、５つの要素、すなわち乱データ（ＲＡＮＤ）、
認証トークン（ＡＵＴＮ）、予測される応答（ＸＲＥＳ）、保全鍵（ＩＫ）、及び機密鍵
（ＣＫ）を含む。ＢＳＦ６０はまた、ＧＢＡユーザセキュリティ設定（ＧＵＳＳ）を検索
することができる。次にステップ３で、ＢＳＦ６０は、認証パラメータＲＡＮＤ及びＡＵ
ＴＮをＵＥ４０に転送し、ＵＥ４０が自己を認証するよう要求するようにする。ＵＥ４０
は、ステップ４で認証済みネットワークからのチャレンジを検証するためにメッセージ認
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証コード（ＭＡＣ）を計算し、セッション鍵ＣＫ、ＩＫ、及び応答ＲＥＳを導出する。こ
れらのセッション鍵ＣＫ、ＩＫ、及び応答ＲＥＳは、ＢＳＦ６０とＵＥ４０の両方が利用
可能である。ステップ５で、ＵＥ４０は、ここではＨＴＴＰダイジェストのパスワードと
して応答ＲＥＳを使用してＢＳＦ６０にリクエストを再送する。ＢＳＦ６０は、ステップ
６で、受信パラメータがＲＥＳを使用して計算されており、且つＨＳＳ３０から認証ベク
トルの一部として前に取得されていたＸＲＥＳを使用して同様に計算されたパラメータに
等しいかどうかをチェックする。これらのパラメータが等しい場合、ＵＥ４０は認証され
、ＢＳＦ６０は、ステップ７でセッション鍵ＣＫ及びＩＫを連結することによって鍵（「
マスターキー」）Ｋｓを生成する。
【００３４】
　ステップ８で、ＢＳＦ６０は、ブートストラッピングトランザクション識別子Ｂ－ＴＩ
Ｄ及び他のデータ（例えば、鍵Ｋｓの有効期間など）を含むＯＫメッセージをＵＥ４０に
送り、これによって認証の成功が示される。次に、セッション鍵ＣＫとＩＫを連結するこ
とによって、鍵ＫｓがＵＥ４０で生成される（ステップ９）。この後すぐに、ユーザ装置
（クライアント）４０とブートストラッピングサーバ機能（ＢＳＦ）６０との間のブート
ストラッピングセッションが正常に開始される。
【００３５】
　図５は、ブートストラップされたセキュリティアソシエーションを用いた例示的な手続
（すなわち第２段階）を示す。ブートストラッピングセッションを開始した後、ＵＥ４０
は、ＮＡＦ７０との通信を開始することができる。これによって、ＵＥ４０及びＢＳＦ６
０においてブートストラッピング手続中に生成されたマスターキーＫｓを用いて、Ｋｓ＿
ＮＡＦ、又はＫｓ＿ｅｘｔ＿ＮＡＦ及びＫｓ＿ｉｎｔ＿ＮＡＦで示される１つ又は２つの
ＮＡＦ固有鍵（以下に説明されるように、ＵＥがＧＢＡ対応のＵＩＣＣを備えているかど
うかで異なる）を導出する。ステップ１で、ＵＥ４０は、アプリケーションリクエストを
Ｕａインターフェースを介してＮＡＦ７０に送信する。アプリケーションリクエストは、
ブートストラッピング中に取得されたトランザクション識別子Ｂ－ＴＩＤ、ｍｓｇで示さ
れるアプリケーション固有データセット、及びＭＡＣで示される全てのクレデンシャルを
含む。
【００３６】
　ステップ２で、ＮＡＦ７０は、１つ又はそれ以上の鍵と、場合によってはＵＥ４０によ
り提供された情報に対応するユーザプロファイルデータをＺｎインターフェースを介して
ＢＳＦ６０にリクエストする。このようなリクエストは、例えば、トランザクション識別
子に基づくことができる。ステップ２と３の間で、ＮＡＦ固有鍵Ｋｓ＿ＮＡＦ、又はＫｓ
＿ｅｘｔ＿ＮＡＦ及びＫｓ＿ｉｎｔ＿ＮＡＦがＢＳＦエンティティ６０で生成される。ス
テップ３で、ＢＳＦ６０は、要求された１つ又は複数の鍵（ＮＡＦ固有鍵、ブートストラ
ッピング時間、鍵の有効期間、及びＰｒｏｆで示されるユーザプロファイルのアプリケー
ション固有部分を含む）をＮＡＦ７０に提供することによって応答し、これをＮＡＦ７０
が直接使用するか、或いはこれを用いてＮＡＦ７０が、ＵＥ４０に向けたＵａインターフ
ェースを介して使用されるプロトコルを保護するのに必要な別の鍵を導出することができ
、これはアプリケーション固有の機能であり、ＧＡＡ仕様では対処されない。このような
導出は、ＵＥ４０が事前に行ったのと同じ方法で行われる。次に、ＮＡＦエンティティ７
０は、少なくとも、ＮＡＦ固有鍵、ブートストラッピング時間、Ｐｒｏｆ、及び鍵の有効
期間といったパラメータを記憶する。ステップ４で、ＮＡＦ７０は、アプリケーション応
答をＵＥ４０に送ることによってＵａインターフェースを介して用いられたプロトコルを
継続する。
【００３７】
　汎用ブートストラッピングアーキテクチャ（ＧＢＡ）に関する更なる詳細については、
上記に引用されたＴＳ３３．２２０を参照されたい。
【００３８】
　セキュア方式でのＯＴＡ個人化送信
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　本発明の例示的な実施形態は、セキュアチャンネルを介したユーザ装置（ＵＥ）への個
人化データの無線（ＯＴＡ）送信を可能にする手段を提供する。上述のように、セキュア
チャンネルは、公的に容易に識別され又は修正されることなく情報を転送することができ
る何らかのチャンネルであり、ユーザ装置は、製造中にモバイルデバイスに埋め込まれた
ＥＭＶ証明済みチップ、或いはモバイルデバイスに関連するＵＩＣＣ又はスマートカード
に記憶された１つ又はそれ以上のＥＭＶアプリケーションのいずれかに基づくＥＭＶ機能
を有するモバイルデバイスを指す。特に、例示的な実施形態は、個人化アプリケーション
サーバからＵＥにクレジットカード個人データ化又は公共交通チケット発券データなどの
個人化データを送信するためのセキュアチャンネルを作成するのに用いることができる発
行者セキュリティドメインを設定する段階を含む。発行者セキュリティドメインは、例え
ば、以下に説明されるＥＭＶアプリケーションなどのモバイルデバイスによって実行され
る１つ又はそれ以上のアプリケーションプログラムを含む種々の手段によって設定できる
。この結果、ユーザは、クレジットカード又は公共交通カードを使用する場合と同じよう
に自分のモバイルデバイスを使用することができる。例示的な実施形態は更に、ＵＥと個
人化アプリケーションサーバとの間で共有される１つ又はそれ以上の秘密鍵の生成を含み
、生成された共有秘密鍵は、セキュアチャンネルを設定するのに使用される。この鍵は、
例えば、以下に説明されるブートストラッピングサーバ機能（ＢＳＦ）サーバと共にＧＢ
Ａ又はＧＢＡ＿ＵなどのＵＥによって実行される１つ又はそれ以上のアプリケーションプ
ログラムを含む種々の手段によって生成することができる。
【００３９】
　当業者には理解されるように、セキュアチャンネルの設定に必要な共有秘密鍵は、本発
明の例示的な実施形態による種々の方法で生成することができる。単に例証の目的で、本
発明の実施形態は、ＵＥとネットワークアプリケーション機能（ＮＡＦ）サーバとして動
作する個人化アプリケーションサーバ又はビューローとの間で共有できる共有秘密鍵を生
成するために汎用認証アーキテクチャ（ＧＡＡ）を使用するものとして説明される。しか
しながら、例示的な実施形態におけるＧＡＡの使用は、どのような点でも本発明をこのＧ
ＡＡの使用に限定するものとみなすべきではない。
【００４０】
　本発明の１つの例示的な実施形態では、セキュアチャンネルを介して個人化データをモ
バイルデバイスにＯＴＡ送信できるようにするために、製造中のモバイルデバイスにブラ
ンクチップがインストールされる。共有秘密鍵のインストレーションプロセスは、エンド
ユーザがモバイルデバイスを所有した後に行うことができ（すなわち、発行者セキュリテ
ィドメインを作成することができる）、共有秘密鍵が生成され（例えば上述のＧＡＡ手続
に従って）、次いでブランクチップに記憶される。１つの例示的な実施形態では、このブ
ランクチップへの通信インターフェースを保護することができる。次に、ＵＥ（すなわち
、モバイルデバイス＋ＥＭＶ証明済みチップ）がこれらの鍵を使用して、クレジットカー
ド用の個人化アプリケーションサーバ（例えばＮＡＦサーバ）又は類似の個人化手続への
セキュアリンクを設定することができる。
【００４１】
　他の例示的な実施形態では、１つ又はそれ以上のＥＭＶアプリケーションを含むＵＩＣ
Ｃ又はスマートカードは、モバイルデバイスに関連付けられる。上述のように、１つの例
示的な実施形態では、製造中にモバイルデバイスに組み込まれたネットワークオペレータ
ＵＩＣＣ又はスマートカード上にＥＭＶアプリケーションを記憶することができる。或い
は、モバイルデバイスは、取り外し可能であり且つ２つのスロットを有するあらゆるモバ
イルデバイスと共に利用可能なＥＭＶ固有ＵＩＣＣ又はスマートカードに第２スロットを
設けることができる。
【００４２】
　従って、例示的な実施形態のシステムは、ハードウェア要素、ソフトウェア要素、又は
これらの何らかの組み合わせなど、共有秘密鍵を生成して該鍵を記憶し、鍵を使用して発
行者セキュリティドメインを設定するための手段を含み、該手段は、例えばモバイルデバ
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イス、ＢＳＦサーバ又は個人化アプリケーション（例えばＮＡＦ）サーバに埋め込まれ、
以下で詳細に説明される。このような説明がなされていない他のこうした手段はまた、本
発明の例示的な実施形態の精神から逸脱することなく、これらの機能を実行するのに使用
することができる。
【００４３】
　図６は、本発明の例示的な実施形態に従って動作することができるＵＥのブロック図で
ある。ＵＥは、以下に説明されるようなＥＭＶ機能を有する、例えば携帯電話、パーソナ
ルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ページャー、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ラ
ップトップ、タブレット、又は他のいずれかの類似のデバイスなどのモバイルデバイスを
含むことができる。図示のように、ＵＥは、少なくともセキュアコア６１０、ＵＩＣＣ（
汎用ＩＣカード）６２０、ＥＭＶアプリケーション６３２、及びＧＢＡアプリケーション
６３４からなることができる。セキュアコア６１０は、モバイルデバイスの中心又は最も
内側の部分である必要はなく、本明細書で説明されるように機能することができるいずれ
かの１つ又は複数の要素を単に表わすものであって、製造中にインストールされ、生成さ
れた共有秘密鍵６１２を記憶することができるブランクチップ、並びに決済又はチケット
発券のためにＵＥの使用を可能にするためにユーザによって或いはユーザに代わってイン
ストールされた１つ又はそれ以上の決済又はチケット発券アプリケーション６１４からな
ることができる。
【００４４】
　ＵＩＣＣ６２０は、これが配置されるモバイルデバイスのユーザに固有の識別情報６２
６を記憶するユーザ識別モジュールを含むことができる。ユーザ識別モジュールは、実際
にはモジュラーである必要はない。言い換えると、ユーザ識別モジュール内に記憶されて
いる識別情報は、１つのモジュラーエンティティの一部として記憶する必要はなく、代わ
りに、モバイルデバイス全体に分散されてもよい。この識別情報６２６は、ＧＡＡ手続（
又は共有秘密鍵インストレーションプロセス）中に使用して、ＢＳＦサーバに対してＵＥ
を識別することができる。１つの実施形態では、ＵＩＣＣ６２０は更にＥＭＶ＿Ｕ６２２
及びＧＢＡ＿Ｕ６２４アプリケーションを含み、これらはまた、ＵＩＣＣ６２０とＮＡＦ
サーバとの間にセキュアリンクを設定するために共有秘密鍵インストレーションプロセス
において使用される。詳細には、ＧＢＡ＿Ｕアプリケーション６２４を用いてＮＡＦ固有
鍵を生成することができ、該固有鍵を用いて、モバイルネットワークオペレータとＵＩＣ
Ｃ６２０との間で共有される秘密鍵（すなわちＣＫ及びＩＫ）に基づいて、ＵＥをＮＡＦ
サーバに対して認証するか、或いは２つの間の通信をセキュアにすることができる。１つ
の実施形態では、ＵＥは、ＵＩＣＣ６２０においてＧＢＡ＿Ｕアプリケーション６２４を
含まない場合がある。この場合、鍵生成及び記憶機能は、ＵＥのＧＢＡアプリケーション
６３４によって行われ、ＵＩＣＣは必要な情報を配信するだけである。１つの実施形態で
は、ＥＭＶ＿Ｕアプリケーションは、共有秘密鍵インストレーションプロセスの進行をモ
ニターするのに使用される状態機械を含む。この実施形態では、インストレーションプロ
セスが中断された場合、状態機械は、インストレーションを再開する必要があることを指
示する。ＵＥがＧＢＡ＿Ｕアプリケーションを含まない場合、ＥＭＶ＿Ｕアプリケーショ
ンはまた、モバイル端末に常駐し、ＵＩＣＣには常駐しない。
【００４５】
　ＵＥに含まれるＥＭＶアプリケーション６３２は、ＵＥの外部にあるエンティティ（例
えばＮＡＦ及びＢＳＦサーバ）と、ＵＩＣＣ６２０及びセキュアコア６１０との間の通信
を可能にすることによって通信エンティティとして動作する。例えば、共有秘密鍵インス
トレーションプロセスにおいて、ＥＭＶアプリケーション６３２は、以下に詳細に説明さ
れるように、ＮＡＦサーバに発行者セキュリティドメイン鍵を要求し、これらを解読する
ためにＵＩＣＣ６２０に渡し、更にこれらの鍵をセキュアコア６１０上に記憶する役割を
果たす。上述のように、ＵＩＣＣ６２０内にＧＢＡ＿Ｕアプリケーション６２４が存在し
ない１つの実施形態では、ＵＥにあるＧＢＡアプリケーション６３４が、以下に説明され
る鍵生成及び記憶機能を実行する。
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【００４６】
　図７Ａは、クレジットカード用にＵＥを準備する場合、或いは類似の個人化、すなわち
セキュリティ及びユーザデータをＵＥに送信することができるセキュア通信チャンネルを
設定するのに用いることができる発行者セキュリティドメインを作成する場合の例示的な
実施形態において実行されるステップを示す信号フロー図である。第１のステップで、Ｅ
ＭＶアプリケーション（モバイル／ユーザデバイス（ＵＥ）に常駐している）は、ＮＡＦ
サーバ（すなわち、オペレータによってホストされるか或いはオペレータとビジネス関係
にある個人化ビューロー）に付加的なセキュリティデータをリクエストする。付加的なセ
キュリティデータは、実際の個人化プロセスに後で使用され、例えば暗号化鍵及び／又は
ＭＡＣ（メッセージ認証コード）鍵とすることができる発行者セキュリティドメイン鍵を
表わす。ステップ２で、ＮＡＦサーバは、認証チャレンジをＥＭＶアプリケーションに返
し、ＥＭＶアプリケーションがＧＡＡ共有秘密方法を使用して自らを認証するようリクエ
ストする。次にステップ３で、ＵＥのＥＭＶアプリケーションは、ＵＥに同様に位置付け
られたＧＢＡアプリケーションにＧＡＡ共有秘密をリクエストする。
【００４７】
　ステップ４で、共有秘密は、上記に詳細に説明されたブートストラッピング手続を使用
して設定される。ＵＥのＧＢＡアプリケーション、ＵＩＣＣのＧＢＡ＿Ｕアプリケーショ
ン、及びブートストラッピングサーバ機能（ＢＳＦ）サーバは各々、このプロセスに含ま
れる。この手続の最後で鍵が生成される（ＧＢＡ＿ＵがＵＩＣＣによってサポートされる
場合、Ｋｓ＿ｅｘｔ＿ＮＡＦ及びＫｓ＿ｉｎｔ＿ＮＡＦ、そうでない場合はＫｓ＿ＮＡＦ
）。Ｋｓ＿ｉｎｔ＿ＮＡＦ及び／又はＫｓ＿ｅｘｔ＿ＮＡＦは、ＧＢＡ＿Ｕアプリケーシ
ョン及びＢＳＦの両方に既知である。ＧＢＡ＿Ｕが使用されない場合、ＢＳＦはＫｓ＿Ｎ
ＡＦを認知しており、ＮＡＦはこれらの鍵をＢＳＦにリクエストすることができる。ＵＥ
は、Ｋｓ＿ｅｘｔ＿ＮＡＦとＫｓ＿ＮＡＦのみを認知している。共有秘密が設定されると
、ＧＢＡアプリケーションは、ステップ５で、Ｋｓ＿ｅｘｔ＿ＮＡＦをＵＥのＥＭＶアプ
リケーションに与える（或いは、ＧＢＡ手続がＵＥのみに依存する場合には、ＵＥは既に
Ｋｓ＿ＮＡＦを有している）。ステップ６で、ＥＭＶアプリケーションは、Ｋｓ＿ｅｘｔ
＿ＮＡＦ又はＫｓ＿ＮＡＦを使用してＮＡＦサーバの認証チャレンジへの応答をＮＡＦサ
ーバに返す。
【００４８】
　ステップ７で、ＮＡＦサーバは、ＢＳＦサーバからＮＡＦ固有鍵（すなわちＫｓ＿ｅｘ
ｔ＿ＮＡＦ及びＫｓ＿ｉｎｔ＿ＮＡＦ、又はＫｓ＿ＮＡＦ）をフェッチする。次いでステ
ップ８で、ＮＡＦサーバは認証応答を検証し、例えばＫｓ＿ｉｎｔ＿ＮＡＦ又はＫｓ＿Ｎ
ＡＦを使用して付加的なセキュリティデータを暗号化し、暗号化されたデータをＵＥのＥ
ＭＶアプリケーションに転送する。しかしながら、ＥＭＶアプリケーションは、Ｋｓ＿ｉ
ｎｔ＿ＮＡＦで暗号化された受信データを解読することができない。一方では、データが
Ｋｓ＿ＮＡＦで暗号化された場合には、ＵＥはこれを解読することができ、ステップ１１
でセキュリティデータのインストレーションに進むことになる点に留意されたい。ＵＥが
受信されたデータを解読できないと仮定すると、ステップ９で、ＥＭＶアプリケーション
は、暗号化された付加的なセキュリティデータ（すなわち発行者セキュリティドメイン鍵
）をＵＩＣＣ上のＥＭＶ＿Ｕアプリケーションに渡す。ＵＥでのセキュリティオペレーシ
ョンは、セキュアな環境又は信頼できるプラットフォームにおいて実行することができる
。
【００４９】
　ステップ１０で、ＥＭＶ＿Ｕアプリケーションは、メッセージを解読するために必要な
Ｋｓ＿ｉｎｔ＿ＮＡＦ鍵をＥＭＶ＿Ｕが持たないので、暗号化された付加的なセキュリテ
ィデータ（すなわち発行者セキュリティドメイン鍵）をＧＢＡ＿Ｕに与える。ＧＢＡ＿Ｕ
アプリケーションは、ステップ１１でデータを解読し、これをＥＭＶ＿Ｕアプリケーショ
ンに返す。或いは、ステップ１０及び１１で、ＥＭＶ＿Ｕアプリケーションは、ＧＢＡ＿
ＵアプリケーションにＫｓ＿ｉｎｔ＿ＮＡＦ鍵をリクエストすることができる。Ｋｓ＿ｉ
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ｎｔ＿ＮＡＦ鍵を受け取ると、ＥＭＶ＿Ｕアプリケーションは自らデータを解読すること
ができる。これによって、ＵＩＣＣ上でのＥＭＶ＿Ｕアプリケーションが付加的なセキュ
リティデータのインストレーション及び発行者セキュリティドメインの作成を行うことが
可能となる。付加的なセキュリティデータ、例えば鍵、鍵の有効期間、鍵生成時間、及び
／又はＢ－ＴＩＤは、セキュアコア上に発行者セキュリティドメインを作成するのに使用
される。次いで、この発行者セキュリティドメインを用いて、決済アプリケーションデー
タ、クレジットカード個人化データ、又は同様のものなどのアプリケーション固有のセキ
ュリティドメインを記憶することができる。
【００５０】
　インストレーションプロセスが図７Ｂに示されており、ＥＭＶ＿ＵがＵＥ内のＥＭＶア
プリケーションに解読された付加的なセキュリティデータを渡すステップ１１ａから始ま
る。次いで、ＥＭＶアプリケーションは、ステップ１１ｂで、付加的なセキュリティデー
タを使用してセキュアコア上に発行者セキュリティドメインを作成することができる。ス
テップ１１ｃで、発行者セキュリティドメインの成功した作成の確認が、セキュアコアか
らＵＥ内のＥＭＶアプリケーションに送られる。最後に、任意選択であるステップ１１ｄ
で、ＥＭＶアプリケーションがＥＭＶ＿Ｕに発行者セキュリティドメインの成功した作成
を確認する。
【００５１】
　図７Ａ及び７Ｂに示されるステップ１２で、ＥＭＶ＿Ｕアプリケーションは、任意選択
的であるが、成功（又は失敗）メッセージをＵＥ上のＥＭＶアプリケーションに返す。次
いで、ＥＭＶアプリケーションは、ステップ１３（図７Ｂには示されていない）でこの成
功（又は失敗）メッセージをＮＡＦサーバに返す。１つの実施形態では、ＥＭＶ及びＥＭ
Ｖ＿Ｕアプリケーションの両方によって返された成功メッセージは、送信側の真正性を与
えるためにＮＡＦ固有鍵を使用して暗号化される。最後に、同様に任意選択であるステッ
プ１４（図７Ｂには示されていない）で、ＮＡＦサーバは成功メッセージに対する肯定応
答を返す。
【００５２】
　幾つかの実施形態では、セキュアチャンネルプロトコル２（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇ
ｌｏｂａｌＰｌａｔｆｏｒｍ．ｏｒｇ／ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｖｉｅｗ．ａｓｐ？
ｉｄ＝ｃａｒｄで入手可能な、グローバルプラットフォームカード仕様バージョン２．１
．１を参照、本内容は、引用により全体が本明細書に組み込まれる）、ＴＬＳ、事前共用
鍵（ＰＳＫ）ＴＬＳ、ＩＰＳｅｃ又はＨＴＴＰダイジェストなどの付加的なセキュリティ
プロトコルは、上述されたプロセスの幾つかのステップにおいてＧＡＡと共に使用するこ
とができる。セキュリティドメイン鍵は、個人化データのダウンロードをセキュアにする
ためのセキュアチャンネルプロトコル２によって使用することができる。ＮＡＦ固有鍵は
また、例えばＰＳＫ　ＴＬＳを使用して通信チャンネルをセキュアにするのに使用するこ
とができる。
【００５３】
　上記のステップの終わりで、クレジットカード個人化データ又は公共交通チケット発券
データなどの個人化データをセキュアチャンネルがＵＥにＯＴＡで送信することができる
ように共用鍵が設定され、これによってＵＥは、例えばユーザのクレジットカード又はプ
リペイド公共交通カードとして機能を果たすことができるようになる。
【００５４】
　例示的な使用のケース
　図８－１１は、本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード個人化のためのモバ
イルデバイスを準備するための４つの段階を示すフローチャートである。これらの段階の
ステップは、本質的には例示的なものに過ぎず、各状況において当てはまる場合もあれば
そうでない場合もある幾つかの仮定に基づいている。例えば、以下の例証では、モバイル
デバイスユーザは、該ユーザが例えば自分のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）を使用して
いるいずれかの場所からアクセスできるパーソナルインターネットバンキングアカウント
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を有していると仮定する。このインターネットバンキングアカウントを介して、ユーザは
自分のモバイルデバイスにクレジットカード機能を使用することができるようにリクエス
トする。しかしながら、インターネットバンキングアカウントなどを持たないモバイルデ
バイスユーザでも、本発明の使用を禁じられてはいない。これらのユーザは、例えばメー
ル又はファクシミリを介して利用可能性をリクエストすることができる。
【００５５】
　図８に示される段階１では、ユーザは、例えばクレジットカード又は公共交通チケット
発券カードとして自分のモバイルデバイスを利用可能にすることを決定し、すなわち、ユ
ーザは、製造中の自分のモバイルデバイスにインストールされたセキュアコア／チップを
利用可能にするプロセスを開始する。ステップ８０１で、ユーザは、自分のＰＣを使用し
て自分のインターネットバンキングアカウントにアクセスし、自分のモバイルデバイスを
利用可能にすることを選択する。ステップ８０２で、ユーザは、自分の電話番号を入力す
るよう促されて入力する。図１２及び１３は、クレジットカード機能に対して自分のモバ
イルデバイスを利用可能にするよう選択した場合にユーザが見ることのできる例示的なウ
ェブページを示す。ステップ８０３で、ユーザが口座を持っている金融機関、すなわち銀
行このリクエストを受け取り、モバイルデバイスを利用可能にすることに同意する。最後
にステップ８０４で、金融機関は、個人化アプリケーションサーバ又はビューロー（例え
ば、ＧＡＡが使用される場合にＮＡＦサーバとして働く）と連絡を取り、必要なユーザデ
ータを個人化アプリケーションサーバに送信する。このユーザデータは、例えば、ユーザ
の名前、個人化コード、又はＰＩＮ、電話番号などを含むことができる。
【００５６】
　図９に示される段階２では、発行者セキュリティドメイン鍵がユーザのモバイルデバイ
スにインストールされたセキュアコード／チップに無線（ＯＴＡ）で提供される。１つの
実施形態では、セキュアチップは、シリアルナンバーのみによって製造中に初期化される
。或いは、発行者セキュリティドメインクレデンシャルが発行時にセキュアコア／チップ
上に既に配置させることができる。この実施形態では、段階２は完全に無排除され、図で
は以下に説明される段階３に直接進む。しかしながら、セキュアチップがシリアルナンバ
ーだけを有すると仮定すると、段階２は、ステップ９０１で始まり、ここでは、金融サー
バがＮＡＦサーバに対して、モバイルデバイスがＧＡＡ及び共有秘密法を使用する旨のリ
クエストを通知する。このステップは、例えばＷＡＰプッシュ、ＯＭＡデバイス管理手段
、ＳＭＳ、又はＨＴＴＰメッセージを電話へのローカル接続を有するＰＣに送ることによ
って、或いはユーザがその番号に電話をかけるか又は専用ウェブサイトを閲覧するようリ
クエストすることによって行われる。
【００５７】
　ステップ９０２で、共有秘密は、上述の方法でモバイルデバイスのＵＩＣＣとＢＳＦサ
ーバとの間に設定される。次にステップ９０３で、ＮＡＦサーバは、ＢＳＦサーバからの
共有秘密をリクエストする。ステップ９０４で、ＵＩＣＣは、後でＵＥを介してセキュア
コアに与えられる新しい秘密鍵を取得する。１つの実施形態では、ＢＳＦサーバはまたこ
の秘密鍵を導出する。次にステップ９０５で、ユーザのモバイルデバイス上のセキュアコ
ア／チップは、共有秘密鍵を記憶する。セキュアコアはここで、セキュリティ発行者ドメ
イン鍵として使用することができる秘密鍵を有する。
【００５８】
　図１０に示される段階３では、セキュリティドメインは、非接触型決済又はチケット発
券アプリケーション用のユーザのモバイルデバイスのセキュアコアに提供される。ステッ
プ１００１で、例えば図７Ａ及び７Ｂに示されるように生成され記憶されたセキュリティ
発行者ドメイン鍵を使用して、セキュアコアとＮＡＦサーバとの間にセキュアトンネルが
設定される。モバイルデバイスは、例えばＨＴＴＰ又はＧＰＲＳ（汎用パケット無線サー
ビス）を使用してこのトンネルの設定をサポートする。このトンネルは、ステップ１００
２でセキュリティドメインデータをセキュアコアにダウンロードするのに使用される。最
後にステップ１００３で、セキュアコアは、非接触型決済又はチケット発券アプリケーシ
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ョン用のセキュリティドメインを設定する。
【００５９】
　図１１に示される最後の段階である段階４は、決済アプリケーション（例えばモバイル
クレジットカード個人化）のダウンロードを表わす。ステップ１１０１で、ユーザは、自
分のＰＣでアクセスしたウェブサイト上で個人化コードを受け取る。次いでステップ１１
０２で、ＮＡＦサーバ又は個人化ビューローは、例えばＷＡＰプッシュを使用してＵＲＬ
をユーザにプッシュし、ユーザに自分のモバイルデバイスを使用して当該ＵＲＬを閲覧す
るように指示する。ステップ１１０３で、ユーザは受け取ったＵＲＬを閲覧し、受け取っ
た個人化コードを自分のモバイルデバイスに挿入して、妥当性確認のためにこれをＮＡＦ
サーバに送るように促される。ステップ１１０４で、ＮＡＦサーバは、段階２で設定され
たセキュリティドメイン鍵によって暗号化された個人化コードをセキュアコアにプッシュ
する。ステップ１１０５で、モバイルデバイスは、セキュアコアを個人化し（すなわち、
アプリケーション固有のセキュリティドメインを作成し、公共交通チケット又はクレジッ
トカード番号などの個人ユーザデータを当該ドメインに入れる）、金融機関及び／又はＮ
ＡＦサーバにセキュアコアの正しい初期化を確認する。最後に、ステップ１１０６及び１
１０７それぞれにおいて、端末決済アプリケーション及びセキュアコア決済アプリケーシ
ョンがダウンロードされインストールされる。図１４は、上記のステップを実行した場合
にユーザが自分のモバイルデバイス上で見ることのできる例示的な画面を示す。これ以降
、ユーザは、自分のモバイルデバイスを利用してＲＦＩＤ通信などを介してカードリーダ
ーと対話することができ、クレジット又はデビットカードと同様の方法で商品又はサービ
スを購入し、或いは公共交通チケットの決済を行うことができる。
【００６０】
　結論
　上述され並びに当業者によって理解されるように、本発明の実施形態は、システム、方
法、モバイルデバイス又は他の装置、或いはコンピュータプログラム製品として構成する
ことができる。従って、本発明の実施形態は、完全にハードウェアだけ、完全にソフトウ
ェアだけ、或いはソフトウェア及びハードウェアのあらゆる組合せを含む種々の手段から
構成することができる。更に、本発明の実施形態は、記憶媒体に組み込まれたコンピュー
タ可読プログラム命令（例えばコンピュータソフトウェア）を有するコンピュータ可読記
憶媒体上のコンピュータプログラム製品の形式を取ることができる。ハードディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、光記憶デバイス、又は磁気記憶デバイスを含むあらゆる適切なコンピュータ
可読記憶媒体を利用することができる。
【００６１】
　本発明の例示的な実施形態について、方法、装置（すなわちシステム）、及びコンピュ
ータプログラム製品のブロック図及びフローチャートを参照しながら上記で説明してきた
。ブロック図の各ブロック及びフローチャート図、並びにブロック図のブロックとフロー
チャート図との組み合わせはそれぞれ、コンピュータプログラム命令を含む種々の手段に
よって実施することができる。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュー
タ、専用コンピュータ、又は他のプログラム可能データ処理装置にロードして、コンピュ
ータ又は他のプログラム可能データ処理装置上で実行される命令が、１つ又は複数のフロ
ーチャートブロックにおいて指定された機能を実施するための手段を生成するような機械
をもたらす。
【００６２】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ又は他のプログラム可能デ
ータ処理装置に特定の方法で機能するよう指示できるコンピュータ可読メモリ内に記憶す
ることができ、これによってコンピュータ可読メモリ内に記憶された命令は、１つ又は複
数のフローチャートブロックにおいて指定される機能を実施するためのコンピュータ可読
命令を含む製造物品を生成する。コンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ又は
他のプログラム可能データ処理装置にロードし、コンピュータ又は他のプログラム可能装
置上で一連の動作ステップを行わせ、コンピュータ又は他のプログラム可能装置上で実行
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される命令が１つ又は複数のフローチャートブロックで指定される機能を実施するための
ステップを提供するようにコンピュータ実装プロセスを生成することができる。
【００６３】
　従って、ブロック図のブロック及びフローチャート図は、指定された機能を実行する手
段の組み合わせ、指定された機能を実行するステップの組み合わせ、及び指定された機能
を実行するプログラム命令手段の組み合わせをサポートする。ブロック図の各ブロック及
びフローチャート図、並びにブロック図のブロックとフローチャート図の組み合わせが、
指定された機能又はステップ、或いは専用ハードウェア及びコンピュータ命令の組み合わ
せを行う専用ハードウェアベースのコンピュータシステムによって実現できる。
【００６４】
　本明細書に記載される本発明の多くの修正形態及び他の実施形態は、これらの発明が上
記の説明及び関連の図面で提示された教示の利益を有することが本発明の関連する当業者
には想起されるであろう。従って、本発明は、開示された特定の実施形態に限定されるも
のではなく、当該修正及び他の実施形態は、添付の請求項の範囲に含まれるものとするこ
とを理解されたい。特定の用語を本明細書で用いているが、これらは一般的且つ説明的な
意味でのみ使用されており、限定を目的とするものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】クレジットカードの個人化を行う従来技術のステップを示すフローチャートであ
る。
【図２】従来技術による汎用認証アーキテクチャ環境の概要を示す図である。
【図３】従来技術による汎用ブートストラッピングのためのネットワークモデルを示す図
である。
【図４】従来技術による汎用ブートストラッピング手続を示す図である。
【図５】従来技術による汎用ブートストラッピング使用手続を示す図である。
【図６】本発明の例示的な実施形態による動作可能なユーザ装置を示すブロック図である
。
【図７Ａ】本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード個人化用にユーザ装置を準
備する場合に行われるステップを示す信号フロー図である。
【図７Ｂ】本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード個人化用にユーザ装置を準
備する場合に行われるステップを示す信号フロー図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード個人化用にユーザ装置を準備
するための４つの段階を示すフローチャートである。
【図９】本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード個人化用にユーザ装置を準備
するための４つの段階を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード個人化用にユーザ装置を準
備するための４つの段階を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード個人化用にユーザ装置を準
備するための４つの段階を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード機能に自分のユーザ装置を
利用可能にするように選択する場合にユーザが見ることのできる例示的なウェブページを
示す図である。
【図１３】本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード機能に自分のユーザ装置を
利用可能にするように選択する場合にユーザが見ることのできる例示的なウェブページを
示す図である。
【図１４】本発明の例示的な実施形態によるクレジットカード機能を利用可能にする場合
にユーザが自分のユーザ装置で見ることのできる例示的な画面を示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
　６１０　セキュアコア
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　６１２　共有秘密鍵
　６１４　１つ又はそれ以上の決済又はチケット発券アプリケーション
　６２０　ＵＩＣＣ
　６２２　ＥＭＶ＿Ｕアプリケーション
　６２４　ＧＢＡ＿Ｕアプリケーション
　６２６　ユーザに固有の識別情報
　６３２　ＥＭＶアプリケーション
　６３４　ＧＢＡアプリケーション

【図１】 【図２】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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