
JP 2016-524244 A 2016.8.12

10

(57)【要約】
　トラストプロビジョニングを提供する複数のシステム
及び複数の方法が開示される。デバイスと関連付けられ
たセキュアエレメントによって格納されたデータを利用
するよう要求する利用要求は、ソフトウェアアプリケー
ションによって処理され得る。利用要求の処理に応答し
て、ソフトウェアアプリケーションを登録するための登
録要求メッセージは、管理サーバに通信され得る。登録
要求メッセージへの返信として、検証コードが管理サー
バから受信され得る。受信された検証コードは、第２の
検証コードと一致することを検証され得る。検証の成功
に続いて、セキュアエレメントのパスコード及び識別子
が、管理サーバに通信され得る。パスコードおよびセキ
ュアエレメント識別子の通信に応答して、ソフトウェア
アプリケーションの登録が成功したか否かを特定する応
答が管理サーバから受信され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスによって実装された第１のソフトウェアアプリケーションによって、前記デバ
イスと関連付けられたセキュアエレメントによって格納されたデータを利用するよう要求
する利用要求を処理する段階と、
　前記利用要求の処理に応答して、前記デバイスによって管理サーバに、前記第１のソフ
トウェアアプリケーションを前記管理サーバに登録するための登録要求メッセージを通信
する段階と、
　前記登録要求メッセージへの返信として、検証コードを前記管理サーバから受信する段
階と、
　受信された前記検証コードが、第２の検証コードと一致することを検証する段階と、
　検証の成功に続いて、前記セキュアエレメントのパスコード及び識別子を前記管理サー
バに通信する段階と、
　前記パスコード及び前記セキュアエレメントの識別子の通信に応答して、前記管理サー
バから、前記第１のソフトウェアアプリケーションの登録が成功したか否かを特定する応
答を受信する段階とを備える方法。
【請求項２】
　前記登録要求メッセージは前記デバイスの識別子を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記登録要求メッセージは、２進数のショートメッセージサービスメッセージである、
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記検証コードは所定の時間の間だけ有効である、請求項１から３の何れか一項に記載
の方法。
【請求項５】
　認証情報選択肢要求を前記管理サーバに通信する段階と、
　複数の認証情報選択肢を提示する段階と、
　前記複数の認証情報選択肢から特定の認証情報の選択を受信する段階とをさらに備える
、請求項１から４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の認証情報選択肢のそれぞれはイメージである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記特定の認証情報を前記管理サーバに通信する段階をさらに備える、請求項５に記載
の方法。
【請求項８】
　前記パスコードを暗号化する段階と、
　暗号化された前記パスコードを前記デバイスの揮発性メモリに格納する段階とをさらに
備える、請求項１から７の何れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のソフトウェアアプリケーションは、前記セキュアエレメントによって格納さ
れたデータを利用するよう要求するサードパーティソフトウェアアプリケーションである
、請求項１から８の何れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サードパーティソフトウェアアプリケーションを検証するために、前記サードパー
ティソフトウェアアプリケーションの識別子を前記管理サーバに通信する段階をさらに備
える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のソフトウェアアプリケーションは、前記セキュアエレメントに格納されたデ
ータへのアクセスの要求、前記セキュアエレメントに格納されたデータの変更、及び前記
セキュアエレメントのストレージへのデータの書き込みのうち少なくとも１つを行う、請
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求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　複数のコンピュータ可読命令を格納する少なくとも１つのメモリとを備える装置であっ
て、
　前記複数のコンピュータ可読命令は、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れたとき、前記装置に少なくとも、
　前記装置と関連付けられたセキュアエレメントによって格納されたデータを利用するよ
う要求する利用要求を、第１のソフトウェアアプリケーションによって処理する手順と、
　前記利用要求の処理に応答して、管理サーバに、前記第１のソフトウェアアプリケーシ
ョンを前記管理サーバに登録するための登録要求メッセージを通信する手順と、
　前記登録要求メッセージへの返信として、検証コードを前記管理サーバから受信する手
順と、
　受信された前記検証コードが、第２の検証コードと一致することを検証する手順と、
　検証の成功に続いて、前記セキュアエレメントのパスコード及び識別子を前記管理サー
バに通信する手順と、
　前記パスコード及び前記セキュアエレメントの識別子の通信に応答して、前記管理サー
バから、前記第１のソフトウェアアプリケーションの登録が成功したか否かを特定する応
答を受信する手順とを実行させる装置。
【請求項１３】
　前記複数のコンピュータ可読命令は、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れたとき、前記装置に、
　認証情報選択肢要求を前記管理サーバに通信する手順と、
　複数の認証情報選択肢を提示する手順と、
　前記複数の認証情報選択肢から特定の認証情報の選択を受信する手順とをさらに実行さ
せる、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記複数のコンピュータ可読命令は、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れたとき、前記装置に、前記特定の認証情報を前記管理サーバに通信する手順をさらに実
行させる、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記複数のコンピュータ可読命令は、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れたとき、前記装置に、前記パスコードを暗号化し、暗号化された前記パスコードを前記
装置の揮発性メモリに格納する手順をさらに実行させる、請求項１２から１４の何れか一
項に記載の装置。
【請求項１６】
　デバイスと関連付けられたセキュアエレメントによって格納されたデータを利用するよ
う要求する利用要求を、ソフトウェアアプリケーションによって処理する手順と、
　前記利用要求の処理に応答して、管理サーバに、前記ソフトウェアアプリケーションを
前記管理サーバに登録するための登録要求メッセージを通信する手順と、
　前記登録要求メッセージへの返信として、検証コードを前記管理サーバから受信する手
順と、
　受信された前記検証コードが、第２の検証コードと一致することを検証する手順と、
　検証の成功に続いて、前記セキュアエレメントのパスコード及び識別子を前記管理サー
バに通信する手順と、
　前記パスコード及び前記セキュアエレメントの識別子の通信に応答して、前記管理サー
バから、前記ソフトウェアアプリケーションの登録が成功したか否かを特定する応答を受
信する手順とをコンピュータに実行させる、プログラム。
【請求項１７】
　認証情報選択肢要求を前記管理サーバに通信する手順と、
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　複数の認証情報選択肢を提示する手順と、
　前記複数の認証情報選択肢から特定の認証情報の選択を受信する手順とを前記コンピュ
ータにさらに実行させる、請求項１６に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記特定の認証情報を前記管理サーバに通信する手順を前記コンピュータにさらに実行
させる、請求項１７に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記パスコードを暗号化し、暗号化された前記パスコードを揮発性メモリに格納する手
順を前記コンピュータにさらに実行させる、請求項１６から１８の何れか一項に記載のプ
ログラム。
【請求項２０】
　アプリケーションを前記管理サーバに登録するための、前記アプリケーションの識別子
を通信する手順を前記コンピュータにさらに実行させ、
　前記アプリケーションは、前記セキュアエレメントに格納されたデータへのアクセスの
要求、前記セキュアエレメント内に格納されたデータの変更、及び前記セキュアエレメン
トのストレージへのデータの書き込みのうち少なくとも１つを行う、請求項１６から１９
の何れか一項に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１３年６月１２日に出願された米国特許出願第１３／９１６，３０７号
に対する優先権を主張し、その内容全体を参照によって本明細書に引用したものとする。
【０００２】
　本発明は、概して、ポータブル通信デバイス上のソフトウェアアプリケーションのセキ
ュアな動作を保証することに向けて、当該ポータブル通信デバイスをプロビジョニングす
ることに関し、より具体的にはソフトウェアアプリケーションの信頼を最初に確立し、か
つ定期的に確認するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＲＦＩＤベースの複数の近接型カードを用いた複数の無線トランザクションが、事実上
普通になっている。例えば、多くの従業員が自分の職場に入るために複数のＲＦＩＤキー
カードを使用し、また複数の運転者が高速道路の速度で通行料金を支払うために複数のＲ
ＦＩＤパスを使用する。無線周波数識別を表すＲＦＩＤは、複数の電磁波を用いて、識別
の目的のために、端末とある対象との間でデータを交換する。ごく最近では、複数の企業
が、電子決済製品（すなわち、クレジットカード及び／又はデビットカード）を実装すべ
く、複数の携帯電話によってサポートされた複数のＲＦＩＤを用いようと試みている。し
かしながら、基本的なＲＦＩＤ技術には、いくつかのセキュリティ上の懸念があり、それ
によって基本技術の複数の変更が促された。さらに、電子決済のメカニズムとしてのＲＦ
ＩＤの広範囲にわたる採用は、遅れている。
【０００４】
　近距離無線通信（ＮＦＣ）は、複数の電磁波を用いてデータを交換する別の技術である
。ＮＦＣの複数の電磁波は、短距離（数インチのオーダー）を複数の高周波数で送信され
るだけである。複数のＮＦＣデバイスは、複数のＰＯＳ（ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｓａｌｅ）
デバイスにおいて複数の決済を行うべく、既に用いられている。ＮＦＣは、複数の変調方
式、コーディング、複数の転送速度、及びＲＦインタフェースを明記したオープンスタン
ダード（例えば、ＩＳＯ／ＩＥＣ１８０９２を参照）である。ＮＦＣは、複数の金融取引
及びアクセス制御に、より優れたセキュリティを提供するので、通信プラットフォームと
して、より広く採用が行われた。他の複数の短距離通信プロトコルが知られており、複数
の金融取引及びアクセス制御のサポートにおける使用のために受け入れられ得る。
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【０００５】
　多くのアプリケーションが、複数のポータブル通信デバイスに関連した使用のために開
発された。これらのアプリケーションによる、インターネットを介した商品の購入など、
消費者の複数の電子商取引の完了を容易にする電子資金を利用できることで、これらのア
プリケーションのいくつかは利益を享受し得る。いまだに、電子ウォレットなどの他の複
数のアプリケーションは、ポータブル通信デバイスのセキュアデータサブシステムにアク
セスできなければ、何の目的も持ち得ない。
【０００６】
　複数のカード発行会社は、自社の複数のクレジット／デビットカード製品を用いたアプ
リケーションの使用及び電子商取引に代金を支払うオプションを容易にすることに関心が
ある。複数のカード発行会社は、複数のサードパーティアプリケーションが自社の複数の
金融製品にアクセスすることを可能にすることに自己の利益があるにもかかわらず、複数
のセキュリティプロトコルの広範な分散に関して、複数の重大なセキュリティ懸念を持ち
得る。同様に、サードパーティの複数の開発業者は、金融製品の複数のサブルーチンを開
発することに関心を持たない可能性がある。従って、サードパーティの複数のプログラム
の使用に関連付けられた複数の料金の決済を容易にする、これらのプログラムによってア
クセス可能な電子ウォレットの必要性が業界内にある。また、電子ウォレットにアクセス
可能なアプリケーションは、消費者によるモバイルアプリケーションへの直接アクセスに
よって用いられ得る。
【０００７】
　従って、本明細書を自らの前に有する当業者であれば理解し得るように、本発明は、前
述の複数の問題及び複数の関連問題に対する、１又は複数のソリューションを提供しよう
とするものである。本開示のこれら及び他の複数の目的、及び複数の利点は、複数の図面
、本明細書、及び特許請求の範囲を自らの前に有する当業者には明らかであろう。そのよ
うな付加的な複数のシステム、複数の方法、複数の特徴、及び複数の利点は全て本説明内
に含まれ、本開示の範囲内にあり、添付の特許請求の範囲によって保護されることが、意
図される。
【発明の概要】
【０００８】
　以下に、本開示のいくつかの態様の基本的な理解を提供すべく、本開示の簡略化された
概要を示す。この概要は、本開示の包括的な概要ではない。本開示の主要又は重大な複数
の要素を特定する、又は本開示の範囲を記述することは意図していない。以下の概要は、
後に提供されるより詳細な説明の導入部として、本開示のいくつかの概念を簡略化した形
式で提示するに過ぎない。
【０００９】
　複数の方法、複数のシステム、複数の装置、及び複数のコンピュータ可読媒体が、ポー
タブル通信デバイスと関連付けられたソフトウェアとセキュアエレメントとの間のセキュ
アな相互運用を保証することに向けて、当該ポータブル通信デバイスをトラストプロビジ
ョニングするために開示される。一例において、デバイスに関連付けられたセキュアエレ
メントによって格納されたデータを利用すべく要求する利用要求は、ソフトウェアアプリ
ケーションによって処理され得る。利用要求の処理に応答して、ソフトウェアアプリケー
ションを登録するための登録要求メッセージが、管理サーバに通信され得る。検証コード
は、登録要求メッセージへの返信として管理サーバから受信され得る。受信された検証コ
ードは、第２の検証コードと一致することを検証され得る。検証の成功に続いて、パスコ
ード及びセキュアエレメントの識別子が管理サーバに通信され得る。パスコード及びセキ
ュアエレメント識別子の通信に応答して、管理サーバから応答が受信され、第１のソフト
ウェアアプリケーションの登録が成功したか否かを特定し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本開示のさらなる理解のために、以下の複数の図面を参照して、限定的でも包括的でも
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ない複数の実施形態が説明される。複数の図面では、様々な図の全てを通じて、別段の定
めがない限り、同じ参照番号は同じ部分を指す。
【００１１】
【図１ａ】デバイスを用いてＰＯＳでセキュアな決済処理を実行する試みに失敗した後に
、診断を実行したいか否かを尋ねるエンドユーザのポータブル通信デバイスにインストー
ルされた診断エージェントを示す。
【００１２】
【図１ｂ】エンドユーザのスマートフォンと、システム管理バックエンドを含む様々なサ
ブシステムとの間の、動作可能な複数の相互接続を示す。
【００１３】
【図２】本システムに関連し得る、ポータブル通信デバイス内のいくつかの論理ブロック
を示すブロック図である。
【００１４】
【図３】システム管理バックエンド内の複数の論理ブロックを示すブロック図である。
【００１５】
【図４】本システムに関連し得る、図２の「オープンウォレット」ブロックの更に詳細を
示すブロック図である。
【００１６】
【図４Ａ】スマートフォンで利用され得る、例示的なウォレットユーザインタフェースの
画面の一例である。
【００１７】
【図４Ｂ】スマートフォンで利用され得る、例示的なウォレットユーザインタフェースの
画面の一例である。
【００１８】
【図４Ｃ】スマートフォンで利用され得る、例示的なウォレットユーザインタフェースの
画面の一例である。
【００１９】
【図４Ｄ】スマートフォンで利用され得る、例示的なウォレットユーザインタフェースの
画面の一例である
【００２０】
【図５】エンドユーザのスマートフォンと、セキュアエレメント管理サーバと、認証情報
発行者アダプタサーバとの間の動作可能な複数の相互接続を示すブロック図である。
【００２１】
【図６】決済サブシステムに格納されたセキュアデータを閲覧、選択、及び／又は変更す
るための、複数のサードパーティアプリケーションの１つに対する許可の付与に通底する
、１つの可能性のあるシステムの実装のブロック図である。
【００２２】
【図７Ａ】例示的な複数の実施形態に従った、カードサービスモジュール（ＣＳＭ）及び
サードパーティアプリケーションの登録のための、例示的な通信フローを示す。
【図７Ｂ】例示的な複数の実施形態に従った、カードサービスモジュール（ＣＳＭ）及び
サードパーティアプリケーションの登録のための、例示的な通信フローを示す。
【図７Ｃ】例示的な複数の実施形態に従った、カードサービスモジュール（ＣＳＭ）及び
サードパーティアプリケーションの登録のための、例示的な通信フローを示す。
【００２３】
【図８Ａ】例示的な複数の実施形態に従った、ポータブル通信デバイスによって提示され
たグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００２４】
【図８Ｂ】例示的な複数の実施形態に従った、ポータブル通信デバイスによって提示され
たグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００２５】
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【図８Ｃ】例示的な複数の実施形態に従った、ポータブル通信デバイスによって提示され
たグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００２６】
【図８Ｄ】例示的な複数の実施形態に従った、ポータブル通信デバイスによって提示され
たグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００２７】
【図８Ｅ】例示的な複数の実施形態に従った、ポータブル通信デバイスによって提示され
たグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００２８】
【図８Ｆ】例示的な複数の実施形態に従った、ポータブル通信デバイスによって提示され
たグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００２９】
【図８Ｇ】例示的な複数の実施形態に従った、ポータブル通信デバイスによって提示され
たグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００３０】
【図８Ｈ】例示的な複数の実施形態に従った、ポータブル通信デバイスによって提示され
たグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【００３１】
【図８Ｉ】例示的な複数の実施形態に従った、ポータブル通信デバイスによって提示され
たグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　それでは、本発明の一部を形成し、本発明が実施され得る特定の例示的な複数の実施形
態を例示の目的で示す添付の複数の図面を参照して、以下に本発明がさらに十分に説明さ
れることになる。しかしながら、本発明は多くの異なる形態で具現化されてよく、本明細
書に記載された複数の実施形態に限定されると解釈されるべきではなく、むしろこれらの
複数の実施形態は、本開示が十分かつ完全となるように、また当業者に本発明の範囲を十
分に伝えるように提供される。とりわけ本発明は、複数の方法又は複数のデバイスとして
具現化され得る。従って、本発明は、完全にハードウェアの実施形態、完全にソフトウェ
アの実施形態、又はソフトウェアとハードウェアとを組み合わせた実施形態の態様の形式
を取り得る。したがって、以下の詳細な説明は、限定的な意味で取られるべきではない。
【００３３】
　［ポータブル通信デバイス］
　本発明は、限定されないが、ＰＤＡ、携帯電話、スマートフォン、ラップトップ、タブ
レットコンピュータ、及び、セルラー方式の音声及びデータサービスだけでなく消費者向
けのダウンロード可能な複数のアプリケーションへの望ましいアクセスを含む他の複数の
モバイルデバイスを含む、様々な異なるポータブル通信デバイスで利用されることが可能
なシステム及び方法を提供する。１つのそのようなポータブル通信デバイスは、ｉＰｈｏ
ｎｅ（登録商標）、モトローラのＲＡＺＲ又はＤＲＯＩＤであり得る。しかしながら、本
発明は、好ましくはプラットフォームであり、またデバイスには依存しない。例えば、ポ
ータブル通信デバイス技術のプラットフォームは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ
（登録商標）Ｍｏｂｉｌｅ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）Ｐｈｏｎ
ｅ　７、Ｐａｌｍ　ＯＳ、ＲＩＭ　Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（登録商標）ＯＳ、Ａｐｐｌｅ
　ＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）　ＯＳ、Ｓｙｍｂｉａｎ、Ｊａｖａ（登録商標）、
又は任意の他の技術プラットフォームであってよい。本開示の目的のために、本発明は概
して、汎用のプラットフォームを利用するスマートフォン用に最適化された複数の特徴及
び複数のインタフェースに従って説明される。しかし、当業者であれば、そのような全て
の特徴及びインタフェースが任意の他のプラットフォーム及び／又はデバイスにも用いら
れ、適合され得ることを理解するであろう。
【００３４】
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　ポータブル通信デバイスは、ＮＦＣ、ＲＦＩＤ、又はブルートゥース送受信器などの、
１又は複数の短近接場電磁界通信デバイスを具備する。ＮＦＣ ＩＰ－１規格（ｗｗｗ．
ｎｆｃｆｏｒｕｍ．ｏｒｇ）に準拠し、ポータブル通信デバイス上のセキュアエレメント
とペアリングされ、「非接触決済リーダ」（後述のＰＯＳにおいて参照）の前に提示され
たときに、ピアツーピアのデータ交換、リーダ／ライタモード（すなわち、複数のＲＦＩ
Ｄタグからの情報収集）、及び非接触カードエミュレーション（ＮＦＣ ＩＰ－１規格及
びＩＳＯ１４４４３規格に従う）のような複数の標準機能を提供するＮＦＣベースバンド
を用いることが、今のところ望ましい。本明細書、複数の図、及び特許請求の範囲を自ら
の前に有する当業者であれば理解し得るように、ＮＦＣ ＩＰ－１規格は単に今のところ
望ましい例であり、任意の他の近接通信規格に関連した使用のために、全体又は一部にお
いて、エクスポートされ得る。ポータブル通信デバイスは、近距離無線通信を可能とする
ＮＦＣ／ＲＦＩＤアンテナ（ＮＦＣ ＩＰ－１規格及びＩＳＯ１４４４３規格に従う）を
具備することが、さらに望ましい。しかしながら、当技術分野において理解されるように
、ＮＦＣ／ＲＦＩＤ通信は、さらに近距離であっても、また可能性のある複数の読み出し
問題があるとしても、実現され得る。
【００３５】
　また、ポータブル通信デバイスは、モバイルネットワーク事業者との無線通信を確立し
管理するためのモバイルネットワークインタフェースを具備する。モバイルネットワーク
インタフェースは、限定されないが、移動通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標
））、３Ｇ、４Ｇ、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ
）、ユーザーデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、伝送制御プロトコル／インターネット
プロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、ＳＭＳ，汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、ＷＡＰ
、超広帯域無線（ＵＷＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１６ワールドワイド・インターオペラビリ
ティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス（ＷｉＭＡＸ）、ＳＩＰ／ＲＴＰ、又はモバ
イルネットワーク事業者のモバイルネットワークと通信するための任意の様々な他の無線
通信プロトコルを含む、１又は複数の通信プロトコル及び技術を用いる。従って、モバイ
ルネットワークインタフェースは、送受信器、送受信デバイス、又はネットワークインタ
フェースカード（ＮＩＣ）を含む。本明細書、複数の図、及び特許請求の範囲を自らの前
に有する当業者であれば理解し得るように、モバイルネットワークインタフェース及び短
近接場電磁界通信デバイスは、送受信器又は送受信デバイスを共有し得ると考えられる。
【００３６】
　ポータブル通信デバイスは、消費者が情報を受信するだけでなく、情報を入力する、又
はそうでなければ受信した情報に応答するためのいくつかの手段を提供するユーザインタ
フェースをさらに具備する。今のところ理解されるように（本開示をそれに限定する意図
はなく）、このユーザインタフェースは、マイク、オーディオスピーカ、触覚インタフェ
ース、グラフィカルディスプレイ、及び、キーパッド、キーボード、ポインティングデバ
イス、及び／又はタッチスクリーンを含み得る。本明細書、複数の図、及び特許請求の範
囲を自らの前に有する当業者であれば理解し得るように、ポータブル通信デバイスは、地
球表面に対するデバイスの物理的座標を、典型的にデバイスの緯度、経度、及び高度の関
数として決定することが可能な位置送受信器をさらに具備し得る。この位置送受信器は、
好ましくはＧＰＳ技術を使用するので、本明細書ではＧＰＳ送受信器と称され得る。しか
しながら、位置送受信器は、地球表面に対するポータブル通信デバイスの物理的な位置を
決定するために、限定されないが、三角測量、アシスト型ＧＰＳ（ＡＧＰＳ）、Ｅ－ＯＴ
Ｄ、ＣＩ、ＳＡＩ、ＥＴＡ、ＢＳＳ、又は同様のものを含む他の複数のジオポジショニン
グメカニズムを更に（又は代替的に）使用することが可能であると理解されるべきである
。
【００３７】
　また、ポータブル通信デバイスは、マイクロプロセッサ及び大容量メモリを具備する。
大容量メモリは、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及び１又は複数のリムーバブルメモリカードを含む。
大容量メモリは、基本入出力システム（「ＢＩＯＳ」及びポータブル通信デバイスの動作
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を制御するためのオペレーティングシステムを含む、複数のコンピュータ可読命令及び他
のデータ用のストレージを提供する。また、ポータブル通信デバイスは、デバイスを識別
すべく、ＳＩＭカードなどの専用メモリを備え得るデバイス識別メモリを具備する。概し
て理解されるように、ＳＩＭカードは、デバイス固有の通し番号（ＥＳＮ）、国際的に固
有なモバイルユーザ番号（ＩＭＳＩ）、セキュリティ認証情報及び暗号化情報、ローカル
ネットワークに関連した一時的情報、ユーザがアクセスできる複数のサービスのリスト、
及び２つのパスワード（通常使用時のＰＩＮ及びロック解除時のＰＵＫ）を含む。本明細
書、複数の図、及び特許請求の範囲を自らの前に有する当業者であれば理解し得るように
、デバイスのタイプ、その一次ネットワークタイプ、ホームモバイルネットワーク事業者
などに応じて、他の情報がデバイス識別メモリに保持され得る。 
【００３８】
　本発明において、各ポータブル通信デバイスは、２つのサブシステム、すなわち、（１
）現在では、携帯電話の複数のユーザには普通になったように、通信及び他のデータアプ
リケーションを可能にする「無線サブシステム」、（２）「決済サブシステム」としても
知られ得る「セキュアトランザクションサブシステム」を有するものと考えられる。この
セキュアトランザクションサブシステムは、グローバルプラットフォーム２．１．Ｘ、２
．２、又は２．２．Ｘ（ｗｗｗ．ｇｌｏｂａｌｐｌａｔｆｏｒｍ．ｏｒｇ）の一部として
説明されるものに（同一でなくても）類似したセキュアエレメントを、好ましくは含むこ
とが考えられる。セキュアエレメントは、業界共通のＰＯＳで用いられる決済カード追跡
データを格納する業界共通のやり方に使用される専門の別個の物理的メモリとして実装さ
れ、更に、セキュアエレメントに格納されることが可能な他の複数のセキュア認証情報は
、社員証の認証情報（企業の出入管理）、ホテル及び他のカードベースのアクセスシステ
ム及び通行認証情報を含む。
【００３９】
　［モバイルネットワーク事業者］
　複数のポータブル通信デバイスのそれぞれは、少なくとも１つのモバイルネットワーク
事業者に接続される。モバイルネットワーク事業者は概して、複数の無線通信サービス、
データアプリケーション、及びセキュアトランザクションサブシステムをサポートする物
理的インフラストラクチャを、各セルタワーの関連セル内の複数のポータブル通信デバイ
スと通信する複数のセルタワーによって提供する。次に、複数のセルタワーはモバイルネ
ットワーク事業者の論理ネットワーク、ＰＯＴＳ、及びインターネットと動作可能な通信
状態になり、複数の通信及びデータを、モバイルネットワーク事業者自身の論理ネットワ
ーク内だけでなく他の複数のモバイルネットワーク事業者のものを含む複数の外部ネット
ワークにも伝え得る。モバイルネットワーク事業者は、限定されないが、移動通信用グロ
ーバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、３Ｇ、４Ｇ、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ
）、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、ユーザーデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、伝
送制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、ＳＭＳ，汎用パケット
無線サービス（ＧＰＲＳ）、ＷＡＰ、超広帯域無線（ＵＷＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１６ワ
ールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス（ＷｉＭ
ＡＸ）、ＳＩＰ／ＲＴＰ、又は複数のポータブル通信デバイスと通信するための任意の様
々な他の無線通信プロトコルを含む、１又は複数の通信プロトコル及び技術に対するサポ
ートを概して提供する。
【００４０】
　［リテールサブシステム］
　現在、複数の小売店における標準は、複数の銀行及び複数の商業サービスプロバイダの
デビット、クレジット、プリペイ、ギフト製品の取引処理を可能とする決済システムを接
続したインターネットプロトコルである。磁気ストライプ対応カードをＰＯＳ端末の磁気
リーダに通すことによって、カードデータはＰＯＳ機器に転送され、発行銀行による資金
の確認に用いられる。このＰＯＳ機器は、磁気リーダの代わりにＲＦインタフェースを介
して提示される決済カードデータを可能にする複数の非接触カードリーダを付属品として
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含み始めた。ＩＳＯ１４４４３規格、及び非接触カードデータをカードから送信する、将
来的には決済サブシステムを含むモバイルデバイスから送信する、ＰａｙＰａｓｓやＰａ
ｙｗａｖｅのような独自の複数の決済アプリケーションによって、ＲＦインタフェースを
通して、データはリーダに転送される。
【００４１】
　小売店のＰＯＳデバイス７５は、無線接続又は有線接続を介してネットワークに接続さ
れ得る。このＰＯＳネットワークは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエ
リアネットワーク（ＷＡＮ）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポートによってなど
直接的接続、他の複数の形式のコンピュータ可読媒体、又はそれらの任意の組合せに加え
て、インターネットを含み得る。相互結合された複数のＬＡＮのセット上では、異なる複
数のアーキテクチャ及びプロトコルに基づいた複数のＬＡＮが含まれ、ルータは複数のＬ
ＡＮの間でリンクとして機能し、複数のメッセージが、あるＬＡＮから別のＬＡＮに送信
されることを可能にする。さらに、複数のＬＡＮ内の複数の通信リンクは、典型的にツイ
ストペア線又は同軸ケーブルを含み、一方、複数のネットワーク間の複数の通信リンクは
、アナログ電話線、完全又は部分的な専用デジタル線を利用し得る。専用デジタル線は、
Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３，及びＴ４、総合デジタル通信網（ＩＳＤＮ）、デジタル加入者線（Ｄ
ＳＬ）、衛星リンクを含む無線リンク、又は当業者に知られた他の複数の通信リンクを含
む。さらに、複数のリモートコンピュータ、及び他の複数の関連電子デバイスは、モデム
及び一時的な電話リンクを介して、ＬＡＮ又はＷＡＮの何れか一方にリモートで接続され
得る。基本的に、ＰＯＳネットワークは、決済用のＰＯＳにおいて、同一の金融サービス
プロバイダを介して複数の金融取引を検証、認証、及び最終的に捕捉する目的で、複数の
ＰＯＳデバイスと複数の金融サービスプロバイダとの間を情報が移動することを可能にす
る任意の通信方法を利用し得る。
【００４２】
　［セキュアトランザクションサブシステム］
　システムはセキュアトランザクションサブシステムを含む。セキュアトランザクション
サブシステムは、セキュアエレメント、及び、管理及びプロビジョニングシステムだけで
なく、セキュアエレメントに格納されたセキュアデータの使用及び管理用の顧客対応イン
タフェースと通信するための関連デバイスソフトウェアを含む。好ましくは、セキュアト
ランザクションサブシステムは、グローバルプラットフォーム２．１．Ｘ又は２．２に規
定された規格など、国際的な規格に必要に応じて準拠することになる。
【００４３】
　［システム管理バックエンド］
　システムは、システム管理バックエンドを含む。図１ｂに示されたように、システム管
理バックエンド３００は、リテールサブシステム、セキュアトランザクションサブシステ
ム、及び複数のポータブル通信デバイスに、少なくとも１つのモバイルネットワーク事業
者のインフラストラクチャを介して、接続される。システム管理バックエンドは、１又は
複数のクライアントデバイスと動作可能に通信するサーバを有する。また、サーバはリテ
ールサブシステム、セキュアトランザクションサブシステム、及び１又は複数のポータブ
ル通信デバイスと、動作可能な通信状態にある。また、サーバはリテールサブシステム、
セキュアトランザクションサブシステム、及び１又は複数のポータブル通信デバイスと、
動作可能な通信状態にある。複数の通信は、データ及び複数の音声チャネルを含む。任意
のタイプの音声チャネルが、本発明に関連して用いられ得て、限定されないがＶｏＩＰを
含む。
【００４４】
　サーバは、同一コンピュータ上、又は複数のコンピュータに分散されたローカル又はワ
イドエリアネットワークにわたって、順番に又は並行にシステムのバックオフィスを実行
するために必要とされる複数の手順及び機能を実装する１又は複数の汎用コンピュータを
備え得て、さらに「クラウドに」配置され得る（好ましくは、十分なセキュリティの規定
に従うことを条件として）。サーバを備えるコンピュータは、数例を挙げると、Ｌｉｎｕ
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ｘ（登録商標）、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＣＥ、Ｕｎ
ｉｘ（登録商標）、又はＪａｖａ（登録商標）ベースのオペレーティングシステムによっ
て制御される。システム管理バックエンドサーバは、プログラムコード及びデータを格納
する大容量メモリに動作可能に関連付けられる。データは、１又は複数のデータベース、
テキスト、スプレッドシート、フォルダ、ファイル、又は同様のものを含み、知識ベース
、複数のユーザ識別子（ＥＳＮ、ＩＭＳＩ、ＰＩＮ、電話番号、電子メール／ＩＭアドレ
ス、支払情報、又は同様のもの）を維持し格納するよう構成され得る。
【００４５】
　システム管理バックエンドサーバは、事例管理システムをサポートして、顧客サービス
センタの複数のクライアントコンピュータにわたるコールトラフィックの接続性及び分散
を提供する。ＶｏＩＰ音声チャネルの接続性を用いた望ましいアプローチにおいて、事例
管理システムは、カリフォルニア州レッドウッドショアーズのオラクル（Ｏｒａｃｌｅ　
Ｃｏｒｐ．）によって販売された連絡先／事例管理システムである。他の複数の連絡先／
事例管理システムは、カリフォルニア州レッドウッドシティのコンタクチュアル（Ｃｏｎ
ｔａｃｔｕａｌ，Ｉｎｃ．）により入手可能なものなどが用いられてよい。オラクルの事
例管理システムは、同時に発生する複数の決済及びセルラー関連の複数のサービス懸念と
ともに複数のサービス問題を処理する柔軟性も提供する、ＶｏＩＰベースの顧客サービス
コールセンタ用の標準的なＣＲＭシステムである。本明細書、複数の図面、及び特許請求
の範囲を自らの前に有する当業者であれば理解し得るように、セールフォース（Ｓａｌｅ
ｓｆｏｒｃｅ）（カリフォルニア州サンフランシスコのＳａｌｅｓｆｏｒｃｅ．ｃｏｍ，
Ｉｎｃ．）及びノボ（Ｎｏｖｏ）（バージニア州バージニアビーチのＮｏｖｏ　Ｓｏｌｕ
ｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ．）など他の複数の事例管理システムが、本発明内で利用され得る。
【００４６】
　システム管理バックエンドサーバに関連付けられた各クライアントコンピュータは、好
ましくは、ネットワークインタフェースデバイス、グラフィカルユーザインタフェース、
及び、顧客サービスセンタのサーバによってサポートされた、ＶｏＩＰなど音声チャネル
に一致する音声通信能力を有する。各クライアントコンピュータは、ポータブル通信デバ
イスのセルラー及びセキュアトランザクションサブシステムの両方のステータスを要求す
ることが可能である。このステータスは、ポータブル通信デバイスのソフトメモリ及びコ
ア性能の内容、ＮＦＣの複数の構成要素、すなわち、ベースバンド、ＮＦＣアンテナ、セ
キュアエレメントステータス及び識別を含む。
【００４７】
　［連合決済サブシステム］
　図２に示されたように、それぞれのポータブル通信デバイス５０は、（例えば、消費者
によって選択された）１又は複数のサードパーティアプリケーション２００、（「オープ
ンウォレット」と以下に称される）「オープンアーキテクチャ」の電子ウォレット１００
、決済ライブラリ１１０、セキュアエレメント１２０、ＮＦＣベースバンド、決済サブシ
ステム１５０（すなわち、セキュアデータストア１１５及びセキュアエレメント１２０）
、及び診断エージェント１７０を含み得る。オープンウォレット１００は、消費者がデバ
イス５０（好ましくは決済サブシステム１５０）に格納された全ての認証情報（例えば、
カード、クーポン、アクセス制御、及びチケットデータ）を参照することを可能にするコ
ンピュータアプリケーションとして、考えられることが可能である。また、オープンウォ
レット１００は、ポータブル通信デバイスの決済サブシステム１５０に格納された全ての
認証情報の発行者を好ましくは追跡し、サードパーティアプリケーションが、決済サブシ
ステムに格納された複数の認証情報を閲覧、選択、及び／又は変更する許可を有するべき
か否かを、アプリケーションごとに決定し得る。このように、オープンウォレット１００
は、複数の無許可のアプリケーションが、現在アクセスする許可を有していない決済サブ
システム１５０に格納されたデータにアクセスすることも防止する。
【００４８】
　複数の決済ライブラリ１１０は、好ましくはオープンウォレット１００によって用いら
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れ、セキュアエレメント１２０、システム管理バックエンドを有するインタフェースを管
理（及びそれらのハウスキーピング処理を実行）し、無線通信を利用した（ＯＴＡ）プロ
ビジョニングを、データ通信送受信器（そのＳＭＳチャネルを含む）を介してデバイス５
０上で実行する。ＯＴＡデータ通信は、あるやり方で暗号化され、暗号鍵はカードサービ
スモジュール４２０で利用されることが考えられる。決済サブシステム１５０は、決済カ
ード、クーポン、アクセス制御、及びチケットデータ（例えば、交通機関、コンサート）
などの複数の認証情報を格納するために用いられ得る。これらの決済タイプのいくつかは
、別の複数のアプリケーション２００によって、これらのアプリケーションによる使用の
ために、決済サブシステムに追加され得る。このように、他の複数のサードパーティアプ
リケーション（不図示）は、決済サブシステム１５０にアクセスすることを妨げられ得る
。
【００４９】
　セキュアデータストア１１５は、ポータブル通信デバイス５０にセキュアストレージを
提供する。様々なレベルのセキュリティが、セキュアデータストア１１５のストレージを
目的としたデータの性質に応じて提供され得る。例えば、セキュアデータストア１１５は
、デバイス５０のオペレーティングシステムレベルで、簡単にパスワード保護され得る。
これらのオペレーティングシステムで知られているように、パスワードは、デバイス５０
のある場所に格納される単純な英数字又は１６進のコードであり得る。代替的に、セキュ
アデータストア１１５のデータは、好ましくは暗号化される。しかしながら、セキュアデ
ータストア１１５は、２０１１年１０月２１日に出願され、これによりその全体を参照に
よって引用された「ポータブル通信デバイス上に仮想セキュアエレメントを提供するシス
テム及び方法」と題され（本願に係る譲受人によって所有された）同時係属中の米国特許
出願第１３／２７９，１４７に開示されたやり方で、仮想セキュアエレメントとして構成
される可能性がさらに高い。
【００５０】
　オープンウォレット１００は、好ましくは、決済サブシステム１５０に関連した１又は
複数の、ソース又は発行者からのカード、クーポン、チケット、アクセス制御データなど
、複数の認証情報のストレージ、管理、及び使用に関わる複雑性を取り除く。また、オー
プンウォレット１００は、好ましくは、決済サブシステム１５０に格納されたデータへの
アクセス制御、及び各アプリケーションが許す複数の機能を強化する。１つのアプローチ
において、オープンウォレット１００は、ポータブル通信デバイス５０に格納された各サ
ードパーティアプリケーションの開発者／発行者を検証する。この検証は、認められた（
すなわち信頼済み）アプリケーションのローカル認証データベースにアクセスすることに
よって実現され得る（図６を参照）。このアプローチの下では、知られている発行者ＩＤ
及び正しく関連付けられたコンパイルＩＤで署名されたアプリケーションのみが、カード
サービスモジュール４２０によって、決済サブシステム１５０及び／又はメタデータレポ
ジトリ１２５（とりわけ、カードイメージデータ及び任意のエンボス加工されたカードデ
ータを格納する）に格納されたデータにアクセスすること、及び／又はそれを処理するこ
とを許可される。
【００５１】
　言い換えれば、アプリケーション２００又はウォレットユーザインタフェース４１０は
、決済サブシステム１５０と情報交換する必要があるとき、デジタル識別子（発行者ＩＤ
又はアプリケーションＩＤなど）、デジタルトークン（すなわち、コンパイルＩＤ又は秘
密トークンＩＤ）、所望のアクション、及びカードサービスモジュール４２０に対するア
クションに必要とされる任意の関連引数を送信することによって、情報交換を行う。カー
ドサービスモジュール４２０は、デジタル識別子／デジタルトークンの対が、セキュアデ
ータ表（図６）の信頼済みアプリケーションデータと一致することを検証し、次に、所望
のアクションを実行するために必要な１又は複数のコマンドを発行し得る。アプリケーシ
ョン２００又はウォレットユーザインタフェース４１０によって用いられ得る可能な複数
のアクションの中には、以下に関連したものがある。（ａ）ウォレット管理（例えば、ウ
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ォレットパスコードの設定／リセット／有効化、ＯＴＡサーバのＵＲＬ取得、無線通信を
利用したレジストリプロビジョニング、決済タイミングの設定、決済タイミングの増加、
デフォルトカードの設定、発行者のリスト作成、対応認証情報のリスト作成、認証情報の
表示順の設定、認証情報のストレージ優先度の設定、カテゴリ／フォルダの作成、認証情
報のカテゴリとの関連付け、メモリ検査、認証情報のストレージ用のセキュアエレメント
（ＳＥ）の決定、提示の取得、ウォレットステータスの更新）。（ｂ）認証情報管理（例
えば、認証情報の追加、認証情報詳細の閲覧、認証情報の削除、認証情報の有効化（リデ
ンプション／決済用）、認証情報の無効化、認証情報の検索、認証情報機能のリスト作成
、デフォルト認証情報の設定、認証情報のロック／ロック解除、パスコードアクセスの要
求、認証情報イメージの取得、アクセスパスコードの設定）。（ｃ）セキュアエレメント
（ＳＥ）管理（例えば、発行者用のセキュリティ領域の作成、鍵のローテーション、アプ
リケーションのロード、アプリケーションの更新、ウォレットのロック／ロック解除、Ｓ
Ｅのロック／ロック解除）。（ｄ）パーソナライズ（例えば、認証情報の追加、認証情報
の削除、認証情報の停止／停止解除、発行者メタデータ更新の通知、カードメタデータ更
新の通知）。
【００５２】
　図４は、図２の「オープンウォレット」ブロックの更に詳細を示す。示されたように、
「オープンウォレット」１００の複数の機能は、複数のカードサービスに密接に結合した
ユーザインタフェースを提供する単一の専用モジュールに統合可能である。図４に示され
た別の実施形態において、オープンウォレット１００の複数の能力及び複数の機能は、ウ
ォレットユーザインタフェース４１０とカードサービスモジュール４２０との間で分散さ
れ得る。分散型アプローチは、複数のアプリケーションがウォレットユーザインタフェー
ス４１０によって提供されたユーザインタフェースを用いる必要なく、カードサービスモ
ジュール４２０に直接アクセスすることを可能にし得る。カードサービスモジュール４２
０は、ポータブル通信デバイス５０の決済サブシステム１５０に格納されたカード、クー
ポン、アクセス、及びチケットデータ全ての発行者を追跡し、決済サブシステムに格納さ
れたセキュアデータをアプリケーションが閲覧、選択、使用、及び／又は変更するための
許可を有するべきか否かを、アプリケーションごとに決定するように構成され得る。ウォ
レットユーザインタフェース４１０はユーザインタフェースを提供し、それを通じてユー
ザは、ユーザの複数の認証情報に関連するカードサービスモジュール４２０に関連して、
セキュアに格納された情報を登録、プロビジョニング、アクセス、及び／又は使用し得る
。ウォレットユーザインタフェース４１０は、カードサービスモジュール４２０から分離
されているので、ユーザは複数のサードパーティアプリケーション２００の１つを用いる
ことを選択して、カードサービスモジュール４２０の情報を管理する。図４にさらに示さ
れたように、メタデータ（認証情報ロゴ（例えば、Ａｍｔｒａｋ（登録商標）、Ｍａｓｔ
ｅｒＣａｒｄ（登録商標）、ＴｉｃｋｅｔＭａｓｔｅｒ（登録商標）、及びＶｉｓａ（登
録商標）など）、及びアフィニティイメージ（例えば、ＡＡ　Ａｄｖａｎｔａｇｅ（登録
商標）、及びＵｎｉｔｅｄ　Ｍｉｌｅａｇｅ　Ｐｌｕｓ（登録商標）））は、よりフレン
ドリーなユーザエクスペリエンスの提供において、複数のサードパーティアプリケーショ
ン２００又はウォレットユーザインタフェース４１０による使用のためにメモリ１２５に
格納され得る。このメタデータは複数のアプリケーションにわたって共有可能なので、セ
キュアトランザクションを実行するために必要なストレージは最小化され得る。
【００５３】
　スマートフォンで利用され得る１つの例示的なウォレットユーザインタフェース４１０
の様々なスクリーンショットが、図４Ａ、４Ｂ、４Ｃおよび４Ｄに示される。とりわけ、
これらの図は、カードサービスモジュール４２０に関連してセキュアに格納された情報を
登録、プロビジョニング、アクセス、及び／又は使用する機能を示す。図４Ａは、ウォレ
ットが、カード、クーポン、チケットなどの様々な認証情報を保持し得ることを示す。図
４Ａは、複数のカードがウォレット１００に格納され得ることをさらに示す。図４Ｄに示
されたように、図４Ａに示された画面からＶｉｓａ（登録商標）カードを選択するとすぐ
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に、ウォレットユーザインタフェースは、ユーザがセキュアなＮＦＣ決済トランザクショ
ンを開始するためのインタフェースを提供する別の画面を開く。また、図示されたように
、ユーザインタフェースは、残高、利用可能額の情報を示し得る。
【００５４】
　［認証情報プロビジョニング］
　図５は、システム内の複数の認証情報をプロビジョニングするために利用され得る、１
つの例示的なシステムアーキテクチャを示す。示されたように、ユーザのポータブル通信
デバイス５０は、セキュアエレメント管理サーバ及び認証情報発行者アダプタサーバと通
信するように構成される。セキュアエレメント管理サーバ（あるいは、カードアプリケー
ション管理システムとして知られ得る）は、ユーザの複数の認証情報を検証するように構
成される。例えば、ユーザがクレジットカードに関連した情報をデバイス５０のセキュア
エレメント１２０に格納することを望む場合、ユーザはデバイス５０に表示されたユーザ
インタフェースを介してクレジットカード情報を入力し得る。
【００５５】
　ユーザインタフェースは、ウォレットユーザインタフェース４１０、又はオープンウォ
レット１００に対応した信頼済みサードパーティアプリケーション２００によって生成さ
れ得る。一例として、図４Ａ及び４Ｂは、スマートフォンで利用され得る１つの例示的な
ウォレットユーザインタフェース４１０を用いて、ウォレットへの「チャージイットカー
ド（Ｃｈａｒｇｅ－Ｉｔ　Ｃａｒｄ）」のプロビジョニングを示す。どちらのユーザイン
タフェースにも通底しているが、カードサービスモジュール４２０は、好ましくは特定ク
レジットカードの最初の６桁（通例、銀行識別番号又はＢＩＮと称される）をセキュアエ
レメント管理サーバに送信する。次にセキュアエレメント管理サーバはカード発行会社の
順守事項を検証し、ユーザのモバイルデバイス５０のオープンウォレット１００（又はカ
ードサービスモジュール４２０）と、適切な認証情報発行者アダプタサーバとの間で、当
技術分野において以前から知られたような暗号化されたやり方により、直接的な鍵の交換
を容易にする。 
【００５６】
　直接的な鍵の交換に対する様々なアプローチは、限定されないが、Ｇｅｍａｌｔｏ　Ｎ
．Ｖ．（オランダ、アムステルダム）、Ｇｉｅｓｅｃｋｅ＆Ｄｅｖｒｉｅｎｔ（ドイツ、
ミュンヘン）、ＳＫ　Ｃ＆Ｃ（韓国）（Ｃｏｒｅｆｉｒｅ）、又はカリフォルニア州サン
タクララのＶＩＶＯｔｅｃｈ　Ｉｎｃ．（ＶｉＶｏＴｅｃｈ認証情報発行者アダプタサー
バ）を含むエンティティから提供される様々な既製のソリューションによって容易になり
得る。認証情報発行者アダプタサーバはユーザを認証し、発行者ルールを実行し、次にパ
ーソナライズプロセスを開始する。認証情報発行者アダプタサーバは、好ましくは、ユー
ザがプロビジョニングしようとしている複数の認証情報の発行者によって運営されたサー
バである。認証情報発行者アダプタサーバは、例えば、前もって発行者に提供されたユー
ザ情報に基づいて、一連の検証の質問を与えることによって、ユーザを検証し得る（図４
Ｂを参照）。いったん検証されると、認証情報発行者アダプタサーバは、１６桁の完全な
クレジットカード番号を、カードサービスモジュール４２０を介して、セキュアエレメン
ト１２０に送信する。認証情報発行者アダプタサーバは、選択されたクレジットカードの
外観やデザインに関連した情報など、メタデータもアプリケーションメモリ１２５に送信
し得る。完了すると、認証情報発行者アダプタは、セキュアエレメント管理サーバにトラ
ンザクションの完了に関して通知し得る。図４Ｃに示されたように、以下のウォレットユ
ーザインタフェース４１０のプロビジョニングには、ユーザがスマートフォンユーザイン
タフェースの当技術分野において周知の複数のユーザインタフェース技術を用いて選択し
得る、チャージイットカードが含まれる。
【００５７】
　［サードパーティアプリケーションの検証］
　上述したように、アプリケーションが、決済サブシステム１５０に格納されたセキュア
データを閲覧、選択、及び／又は変更するために、ポータブル通信デバイス５０のセキュ
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アエレメント１２０（又は、セキュアデータストア１１５、さらに好ましくはメタデータ
レポジトリ１２５）へのアクセスを許可される前に、オープンウォレット１００は、任意
のサードパーティアプリケーション２００の信頼済みステータスを検証する。上述した１
つのアプローチにおいて、この検証は、認められたアプリケーション、又は信頼済みアプ
リケーションのローカル認証データベースにアクセスすることによって実現され得る。望
ましいアプローチにおいて、ローカル認証データベースは、システム管理バックエンド３
００と関連付けられた１又は複数のサーバに関連付けられたリモート認証データベースと
連携する。
【００５８】
　図６は、カードサービスモジュール４２０、セキュアエレメント１２０、及び決済サブ
システム１５０のセキュリティを高めるための、ローカル及びリモート認証データベース
の１つの可能な組合せの１つの可能な実装のブロック図である。図６に示されたように、
ユーザＡ／Ｃレジストリ（又は、ユーザアカウントレジストリ）は、サーバに関連付けら
れ得る（又は、そうでなければクラウドで利用され得る）。ユーザＡ／Ｃレジストリは各
ユーザのポータブルデバイス５０に配置されたセキュアエレメント１２０の識別を格納し
得る。ユーザアカウントレジストリへの複数の登録は、プロセスの任意の時点で、各ユー
ザ用に追加され得る。
【００５９】
　「発行者レジストリ」データベースは、承認された複数の発行者のデータベースである
。発行者ＩＤは、各タイプの認証情報にとって固有である。言い換えれば、銀行が複数の
タイプの認証情報（例えば、デビットカード、クレジットカード、アフィニティカードな
ど）を有する場合、各認証情報タイプは独自の発行者ＩＤ（例えば、Ｉ－ＢｏｆＡ－ＩＩ
）を有し得る。望ましいアプローチにおいて、発行者ＩＤは複数のタイプの認証情報間で
、複数の認証情報が少なくとも関連しているということを示すべく、いくつかの共通要素
を有し得る（例えば、Ｉ－ＢｏｆＡ－Ｉ）。こうして、同一発行者の複数のアプリケーシ
ョンは、同一の「拡大」発行者の他のアプリケーションとデータを共有可能である。望ま
しいアプローチにおいて、カードサービスモジュール４２０は、（「システムとともに出
荷される」）ウォレットユーザインタフェース４１０にさえも発行者ＩＤ（及び、アプリ
ケーションＩＤ及びコンパイルトークン）を有するよう要求することによって、簡略化が
可能である。
【００６０】
　「アプリケーションレジストリ」は、オペレーティングシステムプロバイダによって事
前に承認された複数のアプリケーション（主にサードパーティ）のデータベースである。
ユーザＡ／Ｃレジストリと同じように、「アプリケーションレジストリ」及び「発行者レ
ジストリ」データベースは、オープンイシュアンスとの動作可能な関連において、サーバ
側で（又は、そうでなければ、クラウドで）維持される（図３を参照）。本明細書を自ら
の前に有する当業者であれば理解し得るように、様々なレジストリが、別個の複数のデー
タベース又は１つに統合されたデータベースに実装され得る。ウォレット１００の開始に
おいて、好ましくはその後実質的に一定の時間間隔において（例えば毎日）、オープンイ
シュアンスのアプリケーションレジストリに格納されたデータ（図３を参照）は、ローカ
ルに格納されるウォレットを有する複数のデバイスに分散される。
【００６１】
　図６に示されたように、アプリケーションレジストリは、他の情報の中でもとりわけ、
アプリケーションＩＤ（「Ａｐｐ　ＩＤ」）発行者ＩＤ、及び、コンパイルＩＤ又はトー
クンを含み得る。コンパイルＩＤは、特定のアプリケーション２００の資格認定プロセス
の間に、オープンイシュアンスと関連付けられた１又は複数のプロセスによって（図３）
、各アプリケーション用に生成されたグローバル定数である。コンパイルＩＤが、固有の
デバイス５０上の特定のカードサービスモジュール４２０によって生成された後、コンパ
イルトークンはアプリケーションに含まれる、又はそうでなければアプリケーションに関
連付けられる。このコンパイルトークンは、好ましくは、アプリケーションＩＤ、コンパ
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イルＩＤ、発行者ＩＤ、又はそれらのいくつかの組合せなど所定のシードを使用する、デ
バイスに対してローカルな疑似乱数発生器によって生成される。
【００６２】
　ユーザが、サードパーティアプリケーションをデバイス５０のカードサービスモジュー
ル４２０で資格認定しようとするとき、サードパーティアプリケーションに関連付けられ
たコンパイルＩＤ（デジタルトークン）及びアプリケーションＩＤ（デジタル識別子）は
、デバイス５０に格納されたカードサービスレジストリに格納されたコンパイルＩＤ及び
アプリケーションＩＤの対に一致し得る（図６を参照）。また、本明細書を自らの前に有
する当業者が理解すべきように、同一のコンパイルＩＤ及びアプリケーションＩＤの対は
、システムに関連付けられた他のデバイス５０にも送信される（又はいくつかの例では、
その内部に事前に格納される）。コンパイルＩＤ／アプリケーションＩＤの対がデバイス
のカードサービスレジストリに格納された対の１つに一致する場合、（セキュアエレメン
ト１２０と関連付けられ、次に、コンパイルＩＤ／アプリケーションＩＤと関連してデバ
イス５０のカードサービスレジストリに格納されたものなどの）秘密トークンＩＤは、好
ましくは、疑似乱数発生器よってデバイス５０に生成される。いくつかの例において、コ
ンパイルＩＤは、乱数発生器をシードするために事前に選択され、用いられ得る。カード
サービスレジストリに関連付けられた他の所定データの１又は複数が、代わりにシードと
して事前に選択され得ることは理解されるべきであるである。カードサービスレジストリ
は、好ましくは、（セキュアエレメント１２０は限定された領域を有するので、セキュア
エレメント１２０よりはむしろ）セキュアメモリに格納され、カードサービスレジストリ
は、好ましくは、標準的な暗号化技術を用いて、さらに暗号化される。また、秘密トーク
ンＩＤは、アプリケーションとともに配布されたコンパイルＩＤの代わりに、デバイス５
０のアプリケーション２００に組み込まれる、又はそうでなければそれと関連付けられる
。
【００６３】
　サードパーティアプリケーションがカードサービスレジストリ（及びアプリケーション
に組み込まれた秘密トークン）にロードされた後、現在の検証済み（又は信頼済み）アプ
リケーションに必要とされる（又はそうでなければ、それとともに使用するために求めら
れる）発行者固有の認証情報へのアクセスを提供するために、サードパーティアプリケー
ションはオプトインを起動し、ユーザにオプトインを促す。サードパーティの信頼済みア
プリケーションの続く各起動において、組み込まれた秘密トークン及び／又はアプリケー
ションＩＤは、デバイスのカードサービスレジストリ内のデータと比較される。一致した
場合、アプリケーションは信頼済みであり、カードサービスモジュール４２０を介して決
済サブシステム１５０にアクセスすることが可能である。このように、任意のアプリケー
ション２００又はウォレットユーザインタフェース４１０と関連付けられた秘密トークン
及び／又はアプリケーションＩＤはまた、カードサービスレジストリから取り除かれ得て
、従って決済サブシステム及び場合によってはアプリケーションへのアクセス全体が無効
にされ得ることが、分かり得る。同様に、アプリケーション２００又はウォレットユーザ
インタフェース４１０が不正な変更を加えられた場合、秘密トークン及び／又はアプリケ
ーションＩＤは無効になる。発行者レジストリ、カードサービスレジストリ、アプリケー
ションレジストリ、ユーザＡ／Ｃレジストリ、及び後述されるものなどの許可テーブルは
、例えばセキュリティアルゴリズム（例えば、高度暗号化標準（ＡＥＳ）アルゴリズム、
セキュアハッシュアルゴリズム（ＳＨＡ）、メッセージダイジェスト５（ＭＤ５）アルゴ
リズム、及び同様のもの）を、入力として１又は複数のパラメータ（例えば、セキュアエ
レメントＩＤ、パスコードなど）から生成されるハッシュである鍵の値とともに用いてテ
ーブルを暗号化することによって保護され得る。不正アプリケーションがカードサービス
レジストリに不正な変更を加える場合、例えば、カードサービスモジュール４２０は変更
を検出し、許可テーブルをセキュアエレメント管理サーバから引き出された許可テーブル
に置き換え得る。
【００６４】
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　また、カードサービスモジュール４２０は、好ましくは、信頼済みアプリケーションの
検証ステップを使用して、各アプリケーション２００に許可される適切なレベルのサブシ
ステムアクセスを決定する。例えば、一実施形態において、１つのアプリケーション２０
０ａは、決済サブシステム１５０に含まれた全てのデータにアクセスし、それを表示する
ために認証され得る。ここで、別のサードパーティアプリケーション２００ｘは、決済サ
ブシステム１５０に含まれたデータのサブセットにアクセスし、それを表示するために認
証され得るのみである。さらに別の実施形態において、アプリケーションは、決済要求又
はトランザクション要求をオープンウォレット１００に送信することのみを許可され得る
が、それ自体は決済サブシステム１５０に含まれた任意のデータにアクセスすることは許
可されなくてもよい。１つのアプローチにおいて、アプリケーションへの許可の割り当て
は、以下のように考えられ得る。
【表１】

【００６５】
　これらの許可は、以上に示された最上位から最下位の数字の順に、４つの１６進数を形
成するために用いられ得る。図６の例示的なカードサービスレジストリに示されたように
、Ｉ－ＢｏｆＡ－ＩＩ発行者は、許可レベル１１１１１を有する。これは、０００１　０
００１　０００１　０００１　０００１に展開すると考えられ得る。言い換えれば、Ｉ－
ＢｏｆＡ－ＩＩのアプリケーションは、それ自体の認証情報の読み出し、書き込み、削除
、有効化／無効化、及びダウンロードが可能であるが、全ての認証情報はもちろんのこと
拡張発行者認証情報への上記操作は可能ではない。ＢｏｆＡが別の発行者コード（例えば
、Ｉ－ＢｏｆＡ－Ｉ)を有するとすれば、それが拡張発行者アプリケーションということ
になる。発行者ＩＤ（Ｉ－ＢｏｆＡ－ＩＩ）に関連付けられたアプリケーションの許可レ
ベルが、００１０　０００１　０００１　００１０　０００１（又は１６進数で２１１２
１）に設定された場合、アプリケーションは両方の発行者ＩＤと関連付けられた複数の認
証情報の読み出し及び有効化／無効化が可能ということになる。さらに別の例において、
ウォレットユーザインタフェース４１０は、４４４４４（すなわち、０１００　０１００
　０１００　０１００　０１００）の許可レベルを与えられ得る。言い換えれば、ウォレ
ットユーザインタフェース４１０は、全ての認証情報の読み出し、書き込み、削除、有効
化／無効化、及びダウンロードが可能である。当業者であれば理解し得るように、これら
は、アプリケーションに付与され得る可能な許可の複数の例に過ぎず、他の複数の許可も
考えられる。例えば、いくつかのアプリケーションは、拡張発行者認証情報を読み出すが
、アプリケーション自身の認証情報を書き込み、削除、有効化、及びダウンロードするだ
けの能力を有しうる（例えば、２１１１１でこれは００１０　０００１　０００１　００
０１　０００１に展開する）。さらに別の例において、アプリケーションは、有効化／無
効化及びダウンロードの権利を与えられうるだけである（例えば、００００　００００　
００００　０００１　０００１、又は１６進数で０００１１）。さらに別の例において、
アプリケーションは、全ての権利を０に設定することによって、信頼済みアプリケーショ
ンデータベース、又はカードサービスレジストリから除去することなく、無効にされ得る
。
【００６６】
　［トラストプロビジョニング］
　特定の間隔で、ＣＳＭ４２０の信頼性は確認される必要があり得る。ＣＳＭ４２０は、
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非一時的コンピュータ可読媒体（例えば、メモリ、ＲＡＭ、ＲＯＭなど）に格納された、
例えば、ソフトウェアプログラム、又は他の複数のコンピュータ可読命令であってよい。
複数の命令は、デバイス５０の少なくとも１つのプロセッサによって実行されたとき、本
明細書に説明された複数の動作をデバイス５０に実行させ得る。例えば、ＣＳＭ４２０が
ポータブルデバイス５０によって初めて用いられるとき、ＣＳＭ４２０のソフトウェアが
更新されるとき、ＣＳＭ４２０の信頼性を前回確認してから所定の時間が経過したとき、
デバイス５０に新たにロードされたサードパーティアプリケーション２００ｘがセキュア
エレメント１２０に格納されたデータを利用しようと試みるとき、又は、サードパーティ
アプリケーションがセキュアエレメント１２０に格納されたデータを利用しようと試みる
たびに、信頼性は確認され得る。また、トラストプロビジョニングは、複数の不正ＣＳＭ
又は不正アプリケーションが、セキュアエレメント１２０に格納された機密情報へのアク
セスを取得することを、防止するために用いられ得る。以下に、複数の不正ＣＳＭが説明
される。しかしながら、同一の複数のセキュリティ問題も複数の不正アプリケーションに
適用される。複数の不正ＣＳＭは、オンライン市場からダウンロードされることを含む、
あらゆる場所から取得され得る。また、複数のハッカーは、ＣＳＭ４２０を模倣した複数
の不正ＣＳＭを設計し得る。例示的な複数の実施形態は、以下に更に詳細に説明されるよ
うに、そのような複数の攻撃を防止し得る。
【００６７】
　例示的な複数の実施形態に従って、ＣＳＭ４２０及び１又は複数のサードパーティアプ
リケーションは、セキュアエレメント１２０によって格納されたデータを利用する前に、
それぞれ登録プロセスを経て信頼性を確立し得る。データの利用には、データの読み出し
、データの削除、新たなデータの書き込み、又はそうでなければ、セキュアエレメント１
２０によって格納されたデータ又はそうでなければセキュアトランザクションサブシステ
ムと関連付けられたデータの操作のうち、１又は複数を含み得る。
【００６８】
　信頼を確立するために、ＣＳＭ４２０はバックエンド管理システム３００のサーバ（図
７Ｂ～７Ｃに示された「管理サーバ７８０」）で登録を試み得る。一例において、管理サ
ーバ７８０は少なくとも１つのプロセッサ、及び複数のコンピュータ可読命令を格納する
少なくとも１つのメモリ（又は非一時的コンピュータ可読媒体）を含み得る。複数の命令
は、実行されたとき、本明細書に説明された複数の機能を管理サーバ７８０に実行させ得
る。管理サーバ７８０でＣＳＭ４２０の登録が成功した場合、ＣＳＭ４２０は次に、１又
は複数のサードパーティアプリケーションを、管理サーバ７８０を介して登録することを
試み得る。いったんサードパーティアプリケーションがＣＳＭ４２０によって問題なく登
録されると、ＣＳＭは次に、上述したように、当該サードパーティアプリケーションにセ
キュアトランザクションサブシステムと関連付けられたデータを利用することを許可し得
る。
【００６９】
　図７Ａ～７Ｃは、例示的な複数の実施形態に従って、ＣＳＭ４２０を登録し、続いて１
又は複数のサードパーティアプリケーションを登録するための例示的な通信フローを示す
。図７Ａに関連して、図８Ａ～８Ｉは、登録の間及び登録に続いてデバイス５０によって
ユーザに提示された、複数のグラフィカルユーザインタフェースを示す。要素７０２にお
いて、ユーザはポータブル通信デバイス５０にサードパーティアプリケーション２００ｘ
を起動させ得る。いくつかの例では、サードパーティアプリケーションは、要素７０４に
おいて、デバイス５０にユーザへの初期画面を提示させ得る。図８Ａはサードパーティの
ウォレットアプリケーションの登録の間に提示され得て、フィールド８０２に初期メッセ
ージとフィールド８０４に登録指示とを含む例示的な初期画面を示す。他の複数の例では
、サードパーティアプリケーションの代わりに、ＣＳＭ４２０が初期画面を提示し得る。
本明細書、複数の図面、及び特許請求の範囲を自らの前に有する当業者であれば理解しう
るように、図８Ａ～８Ｉに提示された特定の言語は、本発明の操作を対象とした機能を実
現するために用いられ得る複数の機能のタイプ及び／又は言語の例を提供するに過ぎない
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。
【００７０】
　要素７０６において、サードパーティアプリケーションは、ＣＳＭ４２０で登録プロセ
スを開始し得る。例えば、サードパーティアプリケーションはＣＳＭ４２０に利用要求を
通信して、登録を開始し得る。（この点については、サードパーティアプリケーションは
ＣＳＭサービスを用いようとするアプリケーションである必要はない。実際には、このサ
ードパーティアプリケーションは、ポータブル通信デバイスのオペレーティングシステム
（又はファームウェアでさえも）のモジュールであってよい。ＣＳＭが、それ自体を、い
くつかの所定のイベント又は時間において起動して、最初のトラストプロビジョニングを
実現することも可能である）。要素７０８において、ＣＳＭ４２０は、デバイス５０に利
用規約（「ＴｏＵ」）をユーザによるこれらの規約の承諾のためにユーザに提示させ得る
。図８Ｂは、サードパーティアプリケーションのＴｏＵをフィールド８０６に提示する例
示的なグラフィカルユーザインタフェースを示す。ＴｏＵが手動でユーザに承諾された場
合、ＣＳＭ４２０は登録プロセスを続け得る。承諾ボタンが示されるが、本明細書、複数
の図面、及び特許請求の範囲を自らの前に有する当業者であれば理解し得るように、承諾
を示す他の複数の方法が用いられ得て、それは付加的な複数のセキュリティレイヤを提供
してもしなくてもよい。
【００７１】
　要素７１０において、ＣＳＭ４２０は、デバイス５０のデバイス識別子をキャプチャし
得る。一例では、デバイス識別子は、電話番号、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレ
ス、又はデバイス５０をアドレス指定するために用いられた他の情報（通例、個別デバイ
スに対して一意的であるが、複数の単一デバイス間で移動可能な可能性がある（例えば、
電話番号、ＳＩＭカードなど））であってよい。ＣＳＭ４２０は、ユーザにデバイス識別
子を手動で入力するように促し得て、デバイス識別子用のデバイス５０の既知のストレー
ジ場所を尋ね得る、又はデバイス識別子用の管理サーバ７８０を尋ね得る。
【００７２】
　要素７１２において、ＣＳＭ４２０は、デバイス５０にＣＳＭ登録要求メッセージを管
理サーバ７８０に通信させ得る。一例において、ＣＳＭ登録要求メッセージは、デバイス
識別子（例えば、電話番号）及びＣＳＭ識別子を含む２進数のショートメッセージサービ
ス（ＳＭＳ）のメッセージを介して、管理サーバ７８０に送信され得る。ＣＳＭ識別子は
、ＣＳＭ４２０、及びことによるとＣＳＭの特定のインスタンスさえも識別する固有のコ
ード又は数列であり得る。
【００７３】
　要素７１４において、管理サーバ７８０は、ＣＳＭ識別子の検証を試み得る。一例とし
て、ＣＳＭ識別子は、デバイス５０の電話番号、ＣＳＭ４２０の最初のコンパイルＩＤ、
国際モバイル加入者識別番号（ＩＭＳＩ）、ＣＰＬＣデータ、又はユーザの電子メールア
ドレスであってよい。別の例において、ＣＳＭ識別子は、２又はそれより多くのタイプの
データの組合せであってよい。例えば、ＣＳＭ４２０の最初のコンパイルＩＤは、限定さ
れないが、ＣＰＬＣデータ、電話番号、及び同様のものなど、デバイス５０の固有の識別
子と組み合わされてよい。ＣＳＭ識別子として電子メールアドレスを用いるとき、デバイ
ス５０は、例えば、電子メールアドレスの文字の2進数又は１６進数へのＡＳＣＩＩコー
ド変換を実行し得る。検証プロセスは、ユーザによって入力された、ユーザによって入力
されたデータから導き出された、又はそうでなければデバイス５０によって提供されたＣ
ＳＭ識別子が、管理サーバ７８０によって前もって格納されたＣＳＭ識別子と一致するこ
とを保証し得る（例えば、入力された電話番号がサーバ７８０によって前もって格納され
た電話番号と一致することを確認し得る）。検証された場合、管理サーバ７８０は、要素
７１６において、デバイス識別子にアドレス指定された登録応答メッセージを通信し得る
。一例において、検証コードを含む登録応答メッセージは、2進数のＳＭＳメッセージと
して（そのようなメッセージングの標準通信経路を用いて）、特定のデバイスに送信され
得る。代替の複数の通信経路が、登録応答メッセージをデバイス５０に戻すために利用さ
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れ得る。しかしながら、普通はサーバ３００と通信して、何らかの付加的なセキュリティ
をトラストプロビジョニングプロセスに提供するために、ＣＳＭによって用いられる経路
とは別個の経路を用いることが望ましい。電子メール、ＳＭＳ、ＭＭＳ、及び音声のうち
１又は複数が、登録応答メッセージをユーザに送信するための別個の複数の経路の例であ
る。また、受信されたメッセージは、ユーザに本人確認するための付加的な情報を提供す
るよう促し得る。検証コードは、コードが有効である間の時間を示す所定の生存時間を有
する、1回使用のコードであり得て、例えば、カウンタ又はタイムスタンプとして実装さ
れ得る。
【００７４】
　要素７１８において、ＣＳＭ４２０は、好ましくは、受信された検証コードをユーザに
提示し、要素７２０において、ユーザに検証コードを手動で入力するよう促す。図８Ｃに
見られるように、グラフィカルユーザインタフェースは、受信された検証コードを表示す
るフィールド８０８、及びユーザが、例えばポータブルデバイス５０のキーパッドを用い
て、検証コードを手動で入力するフィールド８１０を含み得る。ユーザがコードを入力す
る前に、検証コードに設定された所定の生存時間が終了した場合、要素７１０～７１６が
繰り返されて、別の検証コードを取得し得る。（そうでなければ、生存する検証コードが
なく、最初のトラストプロビジョニングは失敗する）。要素７２２において、ＣＳＭ４２
０は受信された検証コードが、手動で入力された検証コードと一致することを検証し得る
。問題なく検証された場合、ＣＳＭ４２０は認証プロセスを開始して、サードパーティア
プリケーションを使用しようとするその後の複数の試みの間に、ユーザを認証するための
情報をユーザに促し得る。この認証プロセスは、標準の複数の本人確認質問を含み得る。
しかしながら、他の可能な認証の複数の試みが代替的に、又はこれらの標準の質問に加え
て用いられ得る。
【００７５】
　要素７２４において、ＣＳＭ４２０は、認証情報選択肢要求を管理サーバ７８０に通信
し得る。管理サーバ７８０は、要素７２６において、ユーザがユーザ認証における使用の
ために選択し得る複数の可視認証情報を含む、認証情報選択肢応答メッセージを返信し得
る。他の複数の例において、複数の可視認証情報は、セキュアエレメント１２０及び／又
はセキュアデータストア１１５によって、ローカルに格納され得る。可視認証情報は、本
人確認の付加的なレイヤを提供して、ユーザが機密情報を不正ＣＳＭに無意識に入力する
ことを防止するよう意図されている。不正ＣＳＭがＣＳＭ４２０を模倣しようと試みる場
合（しかもユーザに認証情報を入力するよう促すユーザインタフェースを提供して）、不
正ＣＳＭは、どんな可視認証情報をユーザが前もって選択したかを確実に判断することは
不可能であり、従って、ＣＳＭ登録の間に、ユーザの特に選択された可視認証情報をユー
ザに提示する可能性は低い。ＣＳＭが正しい可視認証情報を提示しなかったことが分かる
とすぐに、ユーザは間違った可視認証情報が提示されたことを認知し、次に、不正ＣＳＭ
によって提示されたユーザインタフェースに認証情報を入力しないことを決定し得る。
【００７６】
　要素７２８において、ＣＳＭ４２０は、特定の１つを手動で選択するために、複数の可
視認証情報をユーザに提示し得る。ユーザが選択した特定の可視認証情報は、デバイス５
０上のセキュアデータストア１１５にローカルに保存され、さらに符号化され得る。別の
アプローチにおいて、特に選択された認証情報は、符号化された態様で、デバイス５０に
ローカルに保存され得る。図８Ｄに示されたように、グラフィカルユーザインタフェース
は、例えば、ユーザが複数の認証情報のうち所望の１つを選択することを可能とする、４
つの異なる可視認証情報選択肢８１１、８１２、８１４及び８１６を提示し得る。もちろ
ん、本明細書を自らの前に有する当業者であれば理解し得るように、４つより多くの可視
認証情報選択肢が提供されて、ユーザによって選択された可視認証情報をランダムに識別
することに対して、より高い障壁を提供し得る。変動性を追加する別のアプローチは、ユ
ーザが可視認証情報の何か全体的な態様（色、向き、フレーム、イメージのトリミングな
ど）を変更することを可能にすることによって、及び／又は、テキスト文字列を可視認証
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情報に関連付けることによって、提供され得る。本明細書、複数の図面、及び特許請求の
範囲を自らの前に有する当業者であれば理解し得るように、音声要素も同様に認証情報パ
ッケージに追加されて、代替又は付加的なセキュリティを提供し得ることが理解されるで
あろう。この追加された変動性の何れか又は全てによって、ユーザによって選択された可
視認証情報を不正ＣＳＭが正しく推測する困難さは著しく増し、従って、セキュリティを
さらに改善し得る。
【００７７】
　要素７３０において、ユーザはパスコードを作成し得る（図８Ｅ～８Ｆを参照）。パス
コードは、ユーザによって作成された数字の列、コードの列、又は他の英数字の列であっ
てよい。パスコードは、サードパーティアプリケーションを用いようとするその後の複数
の試みの間で、ユーザを認証するために用いられ得る。図８Ｅに見られるように、グラフ
ィカルユーザインタフェースは、ユーザがパスコードをフィールド８１８に入力し、入力
されたパスコードをフィールド８２０に繰り返すよう促し得る。ＣＳＭ４２０は、フィー
ルド８１８及び８２０に入力されたパスコードが一致することを確認し得る。パスコード
が一致しない場合、ＣＳＭ４２０は、一致が確認されるまで、または試行回数に関する何
らかの制限に達するまで、ユーザがパスコードを再入力するよう促し得る。
【００７８】
　要素７３２において、ＣＳＭ４２０は、ユーザにより選択された可視認証情報及びパス
コードを、ユーザがユーザ認証を提供する複数の認証情報として登録し得る。パスコード
を保護するために、ＣＳＭ４２０は、例えば、デバイス５０にパスコードをセキュアデー
タストア１１５に格納させ得る。望ましいアプローチにおいて、パスコードは、カード製
造ライフサイクル（ＣＰＬＣ）データに基づいて生成されたトリプルデータ暗号化アルゴ
リズム（ＴＤＥＳ）鍵によって暗号化されて、揮発性メモリに格納され得る。他の複数の
暗号化アルゴリズム、及びそのようなアルゴリズムへのデータ入力も用いられ得る。ＣＰ
ＬＣデータは、一意的に識別するデータであり得て、好ましくはセキュアエレメント１２
０内に格納される。 ＣＰＬＣデータは、例えば、セキュアエレメントの製造日、製造業
者、及び固有の通し番号を含み得る。いくつかの例において、ＣＰＬＣデータの構成及び
形式は、製造業者の間、又は製品タイプの間で変わり得る。セキュアエレメント１２０は
、ＳＨＡ、ＭＤ５アルゴリズム、ＡＥＳアルゴリズム、及び同様のものを用いて、ＣＰＬ
Ｃデータを保護し得る。パスコードを引き出そうとする試みにおいて、窃盗犯が盗んだデ
バイス５０のフォームファクタに不正な変更を加えた場合、揮発性メモリはパスコードを
消去し得る。
【００７９】
　要素７３４において、ＣＳＭ４２０は、選択された可視認証情報、パスコード、セキュ
アエレメント１２０のセキュアエレメント識別子を含む認証情報登録メッセージを管理サ
ーバ７８０に通信し得る。いくつかの例において、ＣＳＭ４２０は、ポータブルデバイス
５０と管理サーバ７８０との間で、セキュア通信プロトコル（例えば、ハイパーテキスト
転送プロトコルセキュア（ＨＴＴＰＳ））を用いて、通信セッションを開始し得る。本明
細書に説明された任意の通信は、セキュア通信プロトコルを用いて暗号化され得ることは
、注目される。
【００８０】
　要素７３６において、管理サーバ７８０はセキュアエレメント識別子を検証し、選択さ
れた可視認証情報及びパスコードを、その後のユーザ認証用の登録テーブルに格納し得る
。一例において、登録テーブルは、セキュアエレメント１２０のセキュアエレメント識別
子（及び／又は他のＣＰＬＣデータ）でシードされた高度暗号化標準（ＡＥＳ）アルゴリ
ズムによって、保護され得る。登録テーブルは、ＣＰＬＣデータ及びセキュアエレメント
１２０に関する他の情報も格納し得る。ユーザがその後、サードパーティアプリケーショ
ンを用いようと試みるとき、デバイス５０は、選択された可視認証情報をユーザに提示す
るために引き出し得る。デバイス５０は、管理サーバ７８０によるその後のユーザ認証の
ために、選択された可視認証情報及びパスコードを通信し得る。
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【００８１】
　セキュアエレメント識別子の検証の一部として、管理サーバ７８０は、例えば、検証コ
ード及びセキュアエレメント識別子に基づいて、トークンを生成し得る。トークンは、コ
ードが有効である間の時間を示す所定の生存時間を有する。所定の生存時間が終了した後
、デバイス５０はさらにトークンを要求し得る。
【００８２】
　いくつかの例において、トークンは、ＯＡｕｔｈ２．０認証フレームワーク仕様、イン
ターネットエンジニアリングタスクフォース（ＩＥＴＦ）、その内容が全体を参照によっ
て本明細書に引用される２０１２年１０月のリクエストフォーコメンツ（ＲＦＣ）６７４
９に従って、作成された、又はそうでなければ発行されたアクセストークンであってよい
。例えば、ＯＡｕｔｈ２．０は、複数のエンドポイント（例えば、ＣＳＭ４２０及びバッ
クエンド管理システム３００）を認証し、例えば様々なタイプの攻撃（例えば、中間者攻
撃、認証情報推測攻撃、フィッシング攻撃など）から保護するために用いられ得る。アプ
レット又はサードパーティアプリケーションは、トークンを使用して、管理サーバに通信
される複数のメッセージを暗号化し得る。
【００８３】
　トークンは、所望のセキュリティレベルに応じて、２者間認証アプローチ又は３者間認
証アプローチにおいて生成され得る。３者間認証アプローチは、ＣＳＭ４２０が別個の複
数のサーバと通信してトークンを取得するということに起因して、２者間認証アプローチ
のように単一サーバと通信してトークンを取得するよりセキュアであり得る。３者間認証
アプローチは、例えば、中間者攻撃の実行をより困難にさせ得る。
【００８４】
　図７Ｂは、例示的な複数の実施形態に従って、トークンを生成する２者間認証アプロー
チの例を示す。図示されたように、管理サーバ７８０は、トークン（例えば、ＯＡｕｔｈ
トークン）を生成するハードウェア、ソフトウェア、又はそれらの組合せであってよい、
トークンエンジン７８２を具備しうる。管理サーバ７８０は、トークンエンジン７８２を
使用して、新たなトークンを生成し、それをネットワーク又は直接的リンクを介してＣＳ
Ｍ４２０に通信し得る。また、管理サーバ７８０は、トークンエンジン７８２を使用して
、ＣＳＭ４２０から受信された前もって生成されたトークンを認証し得る。いくつかの例
において、トークンは、好ましくは、コードが有効である間の時間を示す所定の生存時間
を有する。所定の生存時間の後、デバイス５０はさらにトークンを要求し得る。
【００８５】
　３者間認証アプローチも、トークンを生成するために用いられ得る。図７Ｃは、例示的
な複数の実施形態に従った、トークンを生成する３者間認証アプローチの例を示す。図示
されたように、管理サーバ７８０、トークンサーバ７８４、及びＣＳＭ４２０は、リンク
又はネットワークを介して通信可能に結合され得る。トークンサーバ７８４は、上述した
トークンエンジン７８２の機能を含み、論理的に及び／又は物理的に管理サーバ７８０か
ら分離され得る。例えば、管理サーバ７８０は別個のハードウェアであってよく、トーク
ンサーバ７８４と異なる位置に配置されてよい。異なる位置とは、異なる物理的な位置、
及び／又は異なるネットワークの位置であってよい。例えば、管理サーバ７８０は、カリ
フォルニア州フォスターシティに配置されてよく、トークンサーバ７８４は、カリフォル
ニア州サンフランシスコに配置されてよい。別の例において、管理サーバ７８０及びトー
クンサーバ７８４は、共通の地理的な位置に配置され得るが、固有のネットワークアドレ
ス（例えば、固有のＩＰアドレス）を有してよい。
【００８６】
　３者間認証アプローチにおいてトークンを要求するために、ＣＳＭ４２０は、認証情報
登録メッセージを管理サーバ７８０に通信し得る。管理サーバ７８０は、トークンサーバ
７８４のネットワークアドレス（例えば、リンク、ＵＲＬ（ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｌｏｃａｔｏｒ）など）でＣＳＭ４２０に応答し得る。ＣＳＭ４２０は、認証情
報登録メッセージをトークンサーバ７８４に転送し得る。トークンサーバ７８４は、認証
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情報登録メッセージに基づいてＣＳＭ４２０を認証しようと試み得る。問題ない場合、ト
ークンサーバ７８４は、トークンを生成し、それをＣＳＭ４２０に通信し得る。
【００８７】
　トークンの生成にどのアプローチが用いられるかに関わらず、ＣＳＭ４２０は認証目的
のために、その後の管理サーバ７８０に対する複数の通信にトークンを含み得る。２者間
認証アプローチにおいて、管理サーバ７８０は、トークンエンジン７８２に、トークンを
処理して、ＣＳＭ４２０から受信したメッセージを認証するように命令し得る。３者間認
証アプローチにおいて、管理サーバ７８０は、トークンを認証するために、トークンをト
ークンサーバ７８４に転送し得る。トークンサーバ７８４は、管理サーバ７８０に返信し
、トークンが現在有効であるか否かを示し得る。
【００８８】
　図７Ａを再度参照すると、トークンの作成に成功することで、ＣＳＭ４２０の登録は完
了し得る。要素７３８において、管理サーバ７８０はＣＳＭ登録メッセージ完了をＣＳＭ
４２０に送信し、登録が成功したことを確認し得る。問題がある場合、ＣＳＭ登録メッセ
ージは、登録が失敗したことを示す応答メッセージであり得る。ＣＳＭ４２０は、前述の
複数の要素を少なくとも所定数の追加回数繰り返すことによって、登録しようと試み得る
。要素７４０において、ＣＳＭ４２０は、セキュアエレメント１２０を初期化し得る。初
期化段階は、初期化メッセージを管理サーバ７８０に通信するＣＳＭ４２０を備え得る。
要素７４２において、管理サーバ７８０は、セキュリティセッション初期化メッセージを
、ＣＳＭ４２０を介してセキュアエレメント１２０に通信し得る。一例において、セキュ
リティセッションは、グローバルプラットフォーム技術仕様書（例えば、２．１．Ｘ、２
．２、２．２．Ｘなど）に従うものであってよい。
【００８９】
　当業者であれば理解し得るように、セキュアエレメント１２０は、製造時に格納され、
管理サーバ７８０にも知られている少なくとも１つの暗号鍵を含む。暗号鍵は、セキュア
エレメント１２０のＣＰＬＣデータに基づいたものであってよく、従って、セキュアエレ
メント１２０に固有のものであり得る。管理サーバ７８０は、セキュリティセッション初
期化メッセージを暗号鍵で暗号化し得て、セキュアエレメント１２０は、暗号鍵を使用し
てセキュリティセッション初期化メッセージを解読し得る。要素７４４において、管理サ
ーバ７８０は、ＣＳＭ４２０を介してセキュアエレメント１２０に、１又は複数の暗号鍵
をローテーションするよう命令し得る。ローテーションは、セキュアエレメント１２０に
よってデータを暗号化するために用いられる（例えば、管理サーバ７８０、及び／又は、
ＰＯＳ又はアクセスデバイスに、ＲＦ又はＮＦＣベースバンドを介して送信される複数の
通信を暗号化するための）暗号鍵を変化させるプロセスを指し得る。一例において、セキ
ュアエレメント１２０は、セキュアエレメントＩＤ、ＣＰＬＣデータ、及び管理サーバ７
８０によってセキュリティセッション初期化メッセージに提供されたデータの機能である
、新たな暗号鍵を生成し得る。例えば、セキュアエレメント１２０は、セキュアエレメン
トＩＤ、ＣＰＬＣデータ、及び受信されたデータを組み合わせて、乱数発生器のシードを
形成し得る。セキュアエレメントＩＤの代わりに、又はそれに加えて、複数のシードは、
ＣＳＭ４２０のアプリケーションＩＤ、ＣＳＭ４２０のコンパイルＩＤ、デバイス５０と
関連付けられた電話番号、特定のデバイス５０と関連付けられたＭＡＣアドレス（又は何
か他の固有コード）、時刻情報、多項式（ｐｏｌｙｎｏｍｉａｌ）、及び同様のもののう
ち１又は複数の機能でもあり得る。
【００９０】
　セキュアエレメント１２０は、シードを用いて乱数発生器によって生成された出力を、
新たな暗号鍵として格納し得る。セキュアエレメント１２０が複数の暗号鍵を有する場合
、異なる複数のシードがそれぞれの鍵を生成するために用いられ得る。代替的に、同一の
シードが、異なる疑似乱数発生器で用いられ得る。前もって完了した複数の疑似乱数計算
の１又は複数の結果を、その後の疑似乱数発生のシードとして使用することも可能であり
得る。
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【００９１】
　複数の鍵をローテーションすることによって、管理サーバ７８０は、ＣＳＭ４２０を介
して、それぞれのセキュアエレメント１２０によって用いられる１又は複数の暗号鍵を管
理する。しかしながら、有利には、暗号鍵を用い、それをセキュアエレメント１２０に格
納することによって、デバイス５０がルート化された（すなわち、デバイス又はオペレー
ティングシステムのレイヤの１又は複数において乗っ取られた）としても、データを暗号
化するために用いられた暗号鍵は、セキュアエレメント１２０内に保護された状態のまま
である。 代替的に、セキュアデータストアの他の領域は、セキュアエレメント１２０に
よって提供されるより僅かに低いセキュリティを提供し得るという理解のもとに、複数の
暗号鍵の１又は複数は、セキュアエレメント１２０の外部、セキュアデータストア１１５
内の他の箇所に格納され得ると考えられる。
【００９２】
　さらに、それぞれの生成された暗号鍵は、設定された生存期間を有し、非アクティブタ
イマ（例えば、ウォッチドッグタイマ）と関連付けられ得る。非アクティブタイマは特定
期間であり得て、暗号鍵の使用を要求する操作（例えば、以下に更に詳細に説明されるよ
うな管理機能）をユーザが実行するたびにリセットされ得る。設定された生存期間及び非
アクティブタイマの、継続期間は、複数のビジネスルールに基づき得る。設定された生存
期間内で過度の鍵のローテーションを回避するために、ＣＳＭ４２０は、非アクティブが
終了しない限り同一の暗号鍵を使用し得る。設定された生存期間が終了するか、又は非ア
クティブタイマが終了するかのどちらか一方である場合、ＣＳＭ４２０は、暗号鍵のロー
テーションを要求し得る。いくつかの例において、ＣＳＭ４２０は、ビジネスルールで認
められた場合を除いて、鍵のローテーションの前に、ユーザが任意のトランザクションを
実行することを制限し得る。
【００９３】
　鍵のローテーションは、不正ＣＳＭに対して、疑似暗号鍵で、ユーザに承認されていな
い複数のトランザクションの実行からの保護を強化するよう意図されている。疑似暗号鍵
は、乱数発生器によって発生する暗号鍵と異なってよい。なぜなら、これらは同一プロセ
スを使用して作成されなかったからである（例えば、不正ＣＳＭはセキュアエレメント１
２０のＣＰＬＣデータを知り得ない）。有利には、不正ＣＳＭは、データをセキュアエレ
メント１２０と同一の態様に暗号化することが不可能であり、従って、管理サーバ７８０
は、不正ＣＳＭによって要求された複数のトランザクションを承認しない。
【００９４】
　図７Ａに戻ると、要素７４６において、管理サーバ７８０は、１又は複数のアプレット
をセキュアエレメント１２０にＣＳＭ４２０を介してロードし得る。他の複数のプログラ
ムの中で、特にこれらのアプレットはカードエミュレーション、及びセキュアエレメント
を管理する他の複数のプログラムを含み得る。要素７４８において、管理サーバ７８０は
、　事前パーソナライズ完了メッセージをＣＳＭ４２０に通信し得る。要素７５０におい
て、ＣＳＭ４２０は、ユーザによって入力されたパスコードをセキュアエレメント１２０
に格納し、セキュアデータストア１１５からパスコードを削除し得る。セキュアエレメン
ト１２０のパスコードのストレージは、２０１２年４月１６日に出願された「サードパー
ティアプリケーションへのアクセスをセキュアエレメントに格納されたパスワードで制御
するシステム及び方法」という名称で、その内容が全体を参照によって本明細書に引用さ
れる米国特許第１３／４４７，４８９号に説明されたパスワード管理システムによって、
複数のパスワードが管理される態様に従ったものであり得る。ＣＳＭ４２０は、パスコー
ドが保存されたことを、ユーザに通知するグラフィカルユーザインタフェースを提示し得
る（図８Ｇを参照）。
【００９５】
　要素７５２において、ＣＳＭ４２０は、セキュアエレメント初期化というトランザクシ
ョンの終了（ＥＯＴ）を実行し、その中にパスコードを格納し得る。ＣＳＭ４２０は、ト
ランザクションが完了して全ての関係者が検査、報告、トラッキングの目的のために情報
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を保存することが可能であることを、システムの全ての関係者に通知し得る。要素７５４
において、ＣＳＭ４２０は、登録されるサードパーティアプリケーションの識別子を含む
アプリケーション登録メッセージを、管理サーバ７８０に通信し得る。要素７５６におい
て、管理サーバ７８０はサードパーティアプリケーションを、そのアプリケーションＩＤ
及び図６を参照して、上述したような他の情報を用いて、検証しようと試み得る。
【００９６】
　（図７Ａの要素７５８によって示された）様々な時点において、管理サーバ７８０は、
セキュアエレメント１２０にそのトークンの１又は複数をローテーションするよう命令し
得る。上述したように、セキュアエレメント１２０は、登録の間にトークンを受信し、ア
プレット／サードパーティアプリケーションはトークンを使用して、管理サーバ７８０に
通信される複数のメッセージを暗号化し得る。管理サーバ７８０は、アプレット及び／又
はサードパーティアプリケーションによる使用のために、新たなトークンをＣＳＭ４２０
に通信することによってトークンをローテーションし得る。ローテーションされたトーク
ンのプレーンテキストを格納するのとは対照的に、いくつかの例において、ローテーショ
ンされたトークンのハッシュが格納され得る。ローテーションされたトークンは、生存期
間の値（例えば、３５秒、１分、１日など）を有し得る。更に、ローテーションされたト
ークンは、特定の複数の時点において（例えば、ユーザがセキュアエレメント管理機能を
実行するたびに）、置換され得る。例えば、ユーザは、（ａ）カードの追加、（ｂ）カー
ドの削除、（ｃ）パスコードの変更、（ｄ）ウォレットの消去、及び（ｅ）カードの管理
を含む、特定のセキュアエレメント管理機能を実行するとき、パスコードを入力するよう
促され得る。いくつかの例において、パスコードの管理は、新たなトークンの受信を伴わ
なくてよい。要素７６０において、セキュアエレメント１２０は、トークンがローテーシ
ョンされたことを、ＣＳＭ４２０に通知し得る。
【００９７】
　要素７６２において、管理サーバ７８０は、サードパーティアプリケーションの登録が
完了したことを、セキュアエレメント１２０に通知し得る。図８Ｈは、登録プロセスの特
定の複数の段階が完了したときに、ユーザに通知する例示的なグラフィカルユーザインタ
フェースを示す。
【００９８】
　要素７６４において、セキュアエレメント１２０は、サードパーティアプリケーション
の登録が完了したことを、ＣＳＭ４２０に通知し得る。図８Ｈに見られるように、サード
パーティのウォレットアプリケーションが検証され、構成されて、ウォレットアプリケー
ションの登録が完了するにつれて、グラフィカルユーザインタフェースは、フィールド８
２２においてユーザに最新情報を提供し得る。登録がいったん完了すると、ユーザはフィ
ールド８２４を選択してカードを追加し得る、又はフィールド８２６を選択して複数の提
示をチェックし得る。追加されたカードは、例えば、クレジットカード、チャージカード
、又は同様のものであってよい。複数の提示は、複数の製品、サービス、又は同様のもの
の提示を含んでよい。
【００９９】
　登録後にサードパーティアプリケーションを用いようとするその後の複数の試みにおい
て、ＣＳＭ４２０は、登録プロセスの間にユーザによって選択された認証情報を、管理サ
ーバ７８０から引き出し、ユーザにパスコードを入力するよう促し得る。図８Ｉに見られ
るように、グラフィカルユーザインタフェースは、引き出され認証情報をフィールド８２
８に表示し、パスコードをフィールド８３０に入力するようユーザを促し得る。表示され
た認証情報が、登録の間にユーザによって選択されたものと一致しないと、ユーザが判断
する場合、これは、ＣＳＭ４２０の信頼性が危険な状態になっている可能性があることを
ユーザに示し得る。その場合、ユーザは、パスコードを提供しないことを選択してよい。
表示された認証情報が、登録の間にユーザによって選択されたものと一致する場合、ユー
ザは、登録の間に作成したパスコードを入力してよい。その場合、要素７５２～７６４を
参照して上述したように、ＣＳＭ４２０は続けてサードパーティアプリケーションを登録
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０と通信し、トランザクションを実行する。ＣＳＭ４２０も、例えば、前回のＣＳＭ４２
０の登録完了に応じて、上記の登録プロセスを経る必要があり得る。いくつかの例におい
て、ユーザは、それぞれのサードパーティアプリケーションを検証するために、固有の認
証情報／パスコードの対を作成し得る。他の複数の例において、ユーザは、あらゆるサー
ドパーティアプリケーションを含む、２又はそれより多くのサードパーティアプリケーシ
ョンを検証するために用いることが可能な、認証情報／パスコードの対を作成し得る。
【０１００】
　有利には、例示的な複数の実施形態は、ＣＳＭ４２０の暗号鍵が危険な状態になってい
る場合に、システミックリスクを回避し得る。どれほどセキュリティをかけても克服でき
ないが、上述した複数の例は、少なくとも個別デバイス５０、セキュアエレメント１２０
、ＣＳＭ４２０、及び管理サーバ７８０において、セキュリティを提供する。 暗号鍵が
危険な状態になっている場合、リスクは単一のデバイス５０に抑制され得る。なぜなら、
暗号鍵は、関連セキュアエレメント１２０ｍに固有のＣＰＬＣデータに基づいて生成され
るからである。別の態様としては、不正ＣＳＭ４２０は、危険な状態になっている暗号鍵
を任意の他のセキュアエレメント１２０ｎとともに使用することが不可能である。なぜな
ら、他のセキュアエレメント１２０ｎのＣＰＬＣデータは、定義（及び設計）によって、
セキュアエレメント１２０ｍのＣＰＬＣデータと異なるからである。それでも、それぞれ
の場合において、セキュアエレメント１２０ｍ及び１２０ｎの両方のＣＰＬＣデータは、
管理サーバ７８０に格納される。従って、暗号鍵は関連セキュアエレメント１２０によっ
て用いられ得るだけであり、それ以外には用いられない。暗号鍵が危険な状態になってい
る場合、暗号鍵とセキュアエレメント１２０との間の、この１対１対応は、システミック
リスクを回避するのに有利である。
【０１０１】
　前述の説明及び複数の図面は、本発明を説明及び例示するに過ぎず、本発明はそれに限
定されない。本明細書は、特定の実装又は複数の実施形態に関連して説明される一方で、
多くの詳細が例示の目的で記載される。従って、前述の事項は本発明の原則を示すに過ぎ
ない。例えば、本発明は、本発明の主旨又は本質的特徴から逸脱することなく、他の特定
の複数の形式を有し得る。説明された複数の配置は例示的なものであり、限定的なもので
はない。当業者には、本発明が付加的な複数の実装又は実施形態の影響を受けやすく、本
出願に説明されたこれらの詳細のいくつかは、本発明の基本原則から逸脱することなく相
当に変わり得る。従って、当業者は、本明細書に明示的に説明又は示されないが、本発明
の原則を具体化し、従って本発明の範囲内及び主旨内にある様々な配置を考案することが
可能であると理解される。
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