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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブロックチェーンを基礎としたトランザクションを承認する方法において、
　受信装置によってトランザクションリクエストを受信するステップであって、前記トラ
ンザクションリクエストは、ブロックチェーンネットワークに関連付けられたネットワー
ク識別子と、トランザクション金額と、公開鍵及びアドレス識別子の１つとを少なくとも
含む、ステップと、
　前記受信されたトランザクションリクエストがアドレス識別子を含まないとき、処理装
置によって、前記受信されたトランザクションリクエストに含まれる前記公開鍵と、１以
上のハッシュアルゴリズム及び／又はエンコーディングアルゴリズムの少なくとも１つと
を少なくとも用いて、アドレス識別子を生成するステップと、
　前記処理装置によってトランザクションメッセージを生成するステップであって、
　前記トランザクションメッセージは１以上の基準に基づいてフォーマットされて複数の
データ要素を含み、当該複数のデータ要素は、トランザクション金額を格納するよう構成
された第１のデータ要素と、私的使用のために保存された第２のデータ要素とを少なくと
も含み、
　前記第１のデータ要素はゼロ値を含み、前記第２のデータ要素は、（ｉ）前記ネットワ
ーク識別子又は前記ネットワーク識別子に基づくエンコード値と、（ｉｉ）前記アドレス
識別子と、（ｉｉｉ）前記トランザクション金額とを少なくとも含む、
　ステップと、
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　支払ネットワークを用いて、送信装置によって前記トランザクションメッセージを金融
機関へ送信するステップを含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、更に、
　前記受信装置によって、前記支払ネットワークを用いて、前記金融機関から返信トラン
ザクションメッセージを受信するステップを含み、前記返信トランザクションメッセージ
はレスポンスコードを格納するよう構成された第３のデータ要素を含む、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、前記送信装置によって、前記受信されたトランザクシ
ョンリクエストに応じて前記返信トランザクションメッセージを送信するステップを更に
含む方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法において、前記レスポンスコードが前記生成されたトランザクシ
ョンメッセージに関連付けられたトランザクションの承認を示すとき、前記第２のデータ
要素は更に参照識別子を含む、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、前記参照識別子は、前記関連付けられたブロックチェ
ーンネットワークを用いて実行されるトランザクションに関連付けられた値と、前記生成
されたトランザクションメッセージに含まれる前記第２のデータ要素に含まれたデータの
少なくとも一部に基づいて生成されるデジタル署名との少なくとも１つである、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、前記１以上の基準は少なくともISO8583標準を含む、
方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、前記トランザクションメッセージは承認メッセージを
示すメッセージタイプの標識を含む、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、前記ネットワーク識別子に基づく前記エンコード値は
、少なくとも前記ネットワーク識別子と１以上のアルゴリズムとを用いて生成される１６
進値である、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法において、前記１以上のハッシュアルゴリズム及び／又はエンコ
ーディングアルゴリズムは、Base58Checkエンコーディングの使用を含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、前記トランザクションメッセージは、非通貨トランザ
クションを示す処理コードを格納するよう構成された第３のデータ要素を含む、方法。
【請求項１１】
　ブロックチェーンを基礎としたトランザクションを承認するシステムにおいて、
　トランザクションリクエストを受信するよう構成された受信装置であって、前記トラン
ザクションリクエストは、ブロックチェーンネットワークに関連付けられたネットワーク
識別子と、トランザクション金額と、公開鍵及びアドレス識別子の１つとを少なくとも含
む、受信装置と、
　処理装置であって、
　前記受信されたトランザクションリクエストがアドレス識別子を含まないとき、前記受
信されたトランザクションリクエストに含まれる前記公開鍵と、１以上のハッシュアルゴ
リズム及び／又はエンコーディングアルゴリズムとを少なくとも用いて、アドレス識別子
を生成し、
　トランザクションメッセージを生成するよう構成される、
　処理装置と、を含み、
　前記トランザクションメッセージは１以上の基準に基づいてフォーマットされて複数の
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データ要素を含み、当該複数のデータ要素は、トランザクション金額を格納するよう構成
された第１のデータ要素と、私的使用のために保存された第２のデータ要素とを少なくと
も含み、
　前記第１のデータ要素はゼロ値を含み、前記第２のデータ要素は、（ｉ）前記ネットワ
ーク識別子又は前記ネットワーク識別子に基づくエンコード値と、（ｉｉ）前記アドレス
識別子と、（ｉｉｉ）前記トランザクション金額とを少なくとも含み、
　前記システムは更に、支払ネットワークを用いて、前記トランザクションメッセージを
金融機関へ送信するよう構成される送信装置を含む、システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記受信装置は更に、前記支払ネットワークを
用いて前記金融機関から返信トランザクションメッセージを受信するよう構成され、前記
返信トランザクションメッセージはレスポンスコードを格納するよう構成された第３のデ
ータ要素を含む、システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のシステムにおいて、前記送信装置は更に、前記受信されたトランザ
クションリクエストに応じて、前記返信トランザクションメッセージを送信するよう構成
される、システム。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のシステムにおいて、前記レスポンスコードが、前記生成されたトラ
ンザクションメッセージに関連付けられたトランザクションの承認を示すとき、前記第２
のデータ要素は更に参照識別子を含む、システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のシステムにおいて、前記参照識別子は、前記関連付けられたブロッ
クチェーンネットワークを用いて実行されるトランザクションに関連付けられた値と、前
記生成されたトランザクションメッセージに含まれる前記第２のデータ要素に含まれたデ
ータの少なくとも一部に基づいて生成されるデジタル署名との少なくとも１つである、シ
ステム。
【請求項１６】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記１以上の基準は少なくともISO8583標準を
含む、システム。
【請求項１７】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記トランザクションメッセージは、承認メッ
セージを示すメッセージタイプの標識を含む、システム。
【請求項１８】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記ネットワーク識別子に基づく前記エンコー
ド値は、少なくとも前記ネットワーク識別子と１以上のアルゴリズムとを用いて生成され
る１６進値である、システム。
【請求項１９】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記１以上のハッシュアルゴリズム及び／又は
エンコーディングアルゴリズムは、Base58Checkエンコーディングの使用を含む、システ
ム。
【請求項２０】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記トランザクションメッセージは、非通貨ト
ランザクションを示す処理コードを格納するよう構成された第３のデータ要素を含む、シ
ステム。
 
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、米国特許出願第14/718,930号（2015年5月21日出願）の優先権を主張するもの
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であり、当該出願の開示全体をここに参照のために取り込む。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、ブロックチェーンを基礎としたトランザクションの承認に関し、特に、支払
ネットワークのトランザクションメッセージ及び支払ネットワークを使用して、ブロック
チェーンを基礎としたトランザクションにおけるトランザクションの詳細を安全に格納及
び伝送することに関する。当該トランザクションの詳細は、ブロックチェーンを基礎とし
たトランザクションの実行中に使用される。
【背景技術】
【０００３】
　近年、匿名性及び安全性に価値をおく消費者において、伝統的な不換通貨と比較してブ
ロックチェーン通貨の使用が増大している。ブロックチェーンを使用する通貨（例えば、
暗号化される通貨（「暗号通貨」））は、分散され、使用時に比較的匿名性があり且つ安
全である通貨を消費者へ提供する。例えばブロックチェーンへポストされるトランザクシ
ョンは、通貨の送信者又は送受信者についての任意の情報を要求しなくてよいので、トラ
ンザクションにおける支払人及び受取人が匿名性を保持することが可能である。そのよう
なブロックチェーントランザクションの態様は、プライバシーを維持したい消費者にとっ
て非常に好ましく、彼らの情報が盗取されることによる詐欺の可能性を低減するのに役立
つ。
【０００４】
　しかし、ブロックチェーン通貨はしばしば、支払人の情報に対する安全性及びセキュリ
ティを提供可能である。一方そのようなセキュリティは、ブロックチェーンの制限によっ
て、受取人にとって限定されているおそれがある。例えば、ブロックチェーンを基礎とし
たトランザクションが処理されるには、ブロックチェーンを検証及び更新するのに必要な
コンピュータ処理時間及びリソースを原因として、膨大な時間（約１０分）がかかる。反
対に、支払ネットワークを用いて処理される伝統的な不換通貨トランザクションは、しば
しば、ナノ秒単位で測定される処理時間がかかる。結果的に、速いトランザクション時間
に慣れた消費者及び販売者はしばしば、ブロックチェーントランザクションが実行される
のに膨大な時間を待つことを余儀なくされる。あるいは受取人は、移転の有効性につき、
支払人が誠実であることに依存せざるを得ない。後者の場合、ブロックチェーンの匿名性
は、受取人を不利な立場におく。というのも、受取人が支払人を識別不可能であることに
よって、受取人は、様々なリスク又は詐欺の検出手段を使用することを妨げられるからで
ある。したがって、多くのエンティティ（特に販売者、小売人、サービス提供者及び、商
品又は役務の他の調達者）は、製品につきブロックチェーン通貨を受け付けること、及び
ブロックチェーントランザクションに参加することに慎重なことがある。
【０００５】
　更に消費者自身はしばしば、ブロックチェーン通貨を使用することを渋るかもしれない
。ブロックチェーン通貨は分散しており、ブロックチェーンに依存してどのアカウントが
どの通貨金額へアクセスを有するかを追跡する。このため、周知に理解されている伝統的
な不換通貨及びアカウントに特に関して、消費者によって、ブロックチェーン通貨を採用
すること（まして理解すること）は困難であり得る。自身の通貨を金融機関のアカウント
内に保持することに慣れている消費者にとって、このことは特に厄介である。ブロックチ
ェーン通貨の性質としては、通貨が関連付けられた任意の所定のアドレスへのアクセスは
、電子的な証明書（しばしば電子ウォレット、e-ウォレット又は単に「ウォレット」とし
て示される）の保有に基づいて制御されることである。したがって、もしウォレットが紛
失され、捨てられ又は盗取されれば、関連付けられた通貨は権限のある保有者によってさ
えもしばしば回復不可能であり、彼らの認識及び許可無く、使用されるおそれがある。更
にブロックチェーンの匿名性によって、消費者はそのアイデンティティ及びウォレットの
所有権を証明できないかもしれないので、そのウォレット及び／又は関連付けられた通貨
が盗取されても、ほとんど償還請求できない。
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【０００６】
　したがって、ブロックチェーン通貨を使用するトランザクションの格納及び処理に対し
改善が必要である。不換通貨を使用する既存の支払ネットワーク及び支払処理システムは
特に、消費者及び販売者の情報及び証明書を安全に格納且つ保護するよう、及び、コンピ
ュータシステム間で機密データを送信するよう、設計及び構成される。更に、既存の支払
システムは、しばしば複雑な計算、リスク評価及び詐欺アルゴリズムアプリケーションを
非常に速く実行するよう構成され、不換通貨トランザクションの迅速な処理を確実にする
。したがって、伝統的な支払ネットワーク及び支払システムの技術を、ブロックチェーン
通貨と組合せて使用することは、アカウント情報の安全性を維持しつつ消費者及び販売者
へ分散ブロックチェーンの利益を提供し、詐欺及び盗取に対する強力な防御策を提供する
。
【発明の概要】
【０００７】
　本開示は、ブロックチェーンを基礎としたトランザクションを承認するシステム及び方
法を開示する。
【０００８】
　ブロックチェーンを基礎としたトランザクションを承認する方法は次のステップを含む
。すなわち、受信装置によってトランザクションリクエストを受信するステップであって
、トランザクションリクエストはブロックチェーンネットワークと関連付けられたネット
ワーク識別子と、トランザクション金額と、公開鍵及びアドレス識別子の少なくとも１つ
とを含む、ステップ。受信されたトランザクションリクエストがアドレス識別子を含まな
いとき、受信されたトランザクションリクエストに含まれる公開鍵と１以上のハッシュア
ルゴリズムを少なくとも用いてアドレス識別子を処理装置によって生成するステップ。処
理装置によってトランザクションメッセージを生成するステップであって、トランザクシ
ョンメッセージは、トランザクション金額を格納するよう構成された第１のデータ要素と
、私的使用のために保存された第２のデータ要素とを含み、第１のデータ要素はゼロ値を
含み、第２のデータ要素は少なくとも、（ｉ）ネットワーク識別子及びネットワーク識別
子に基づくエンコード値と、（ｉｉ）アドレス識別子と、（ｉｉｉ）トランザクション金
額とを含む、ステップ。支払ネットワークを用いて金融機関へトランザクションメッセー
ジを送信するステップ。
【０００９】
　ブロックチェーンを基礎としたトランザクションを承認するシステムは次のものを含む
。すなわち、トランザクションリクエストを受信する受信装置であって、トランザクショ
ンリクエストはブロックチェーンネットワークと関連付けられたネットワーク識別子と、
トランザクション金額と、公開鍵及びアドレス識別子の少なくとも１つとを含む、受信装
置。受信されたトランザクションリクエストがアドレス識別子を含まないとき、受信され
たトランザクションリクエストに含まれる公開鍵を少なくとも用いてアドレス識別子を生
成し、トランザクションメッセージを生成する処理装置。トランザクションメッセージは
１以上の基準に基づいてフォーマットされて複数のデータ要素を含む。当該複数のデータ
要素は、トランザクション金額を格納するよう構成された第１のデータ要素と、私的使用
のために保存された第２のデータ要素とを含み、第１のデータ要素はゼロ値を含み、第２
のデータ要素は少なくとも、（ｉ）ネットワーク識別子及びネットワーク識別子に基づく
エンコード値と、（ｉｉ）アドレス識別子と、（ｉｉｉ）トランザクション金額とを含む
。当該システムは更に、支払ネットワークを用いて金融機関へトランザクションメッセー
ジを送信する送信装置を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本開示の範囲は、添付の図面と共に解釈されると、例示的な実施形態についての下記の
詳細な記載から最も良く理解される。図面には次の図が含まれる。
【図１】ブロックチェーン通貨ストレージ及び、非公開に検証されたアイデンティティへ
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のリンクを管理するハイレベルのシステムアーキテクチャと、例示的実施形態による支払
ネットワークを用いたブロックチェーンネットワークの処理におけるその使用とを示す機
能ブロック図である。
【図２】例示的実施形態による、ブロックチェーントランザクションを承認しブロックチ
ェーントランザクションを非公開に検証されたアイデンティティへリンクさせる図１の処
理サーバを示す機能ブロック図である。
【図３】例示的実施形態による、不換通貨及びブロックチェーン通貨の断片的保存を管理
する図１のイシュアを示す機能ブロック図である。
【図４】例示的実施形態による、トランザクションメッセージ及び支払ネットワークを用
いてブロックチェーントランザクションを承認する処理を示す機能ブロック図である。
【図５】例示的実施形態による、図２の処理サーバを用いてブロックチェーントランザク
ションを承認する処理を示すフローチャートである。
【図６】例示的実施形態による、ブロックチェーントランザクションの詳細を含むトラン
ザクションメッセージの保存データ要素に含めるためのインボイスの生成を示す機能ブロ
ック図である。
【図７】例示的実施形態による、ブロックチェーントランザクションを、非公開に検証さ
れたアイデンティティへリンクさせる処理を示すフローチャートである。
【図８】例示的実施形態による、不換通貨及びブロックチェーン通貨の断片的保存の管理
処理を示すフローチャートである。
【図９】例示的実施形態による、識別されたリスク値に基づいたブロックチェーントラン
ザクションの承認処理を示す機能ブロック図である。
【図１０】例示的実施形態による、ブロックチェーンを基礎としたトランザクションの例
示的な承認方法を示すフローチャートである。
【図１１】例示的実施形態による、非公開に検証されたアイデンティティへブロックチェ
ーントランザクションをリンクさせる例示的な方法を示すフローチャートである。
【図１２】例示的実施形態による、ブロックチェーン通貨の断片的保存を管理する例示的
な方法を示すフローチャートである。
【図１３】例示的実施形態による、リスク値を用いてブロックチェーントランザクション
を承認する例示的な方法を示すフローチャートである。
【図１４】例示的実施形態による、コンピュータシステムアーキテクチャを示す機能ブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　下記の詳細な説明から、本開示の更なる適用分野が自明である。例示的実施形態の詳細
な説明は、例示目的のみを意図しており、本開示の範囲を制限することを意図しない。
【００１２】
　用語解説
　支払ネットワーク：現金代替物の使用によって、資金移転で使用されるシステム又はネ
ットワーク支払ネットワークは、様々な異なるプロトコル及び手順を使用して、様々なタ
イプのトランザクションのために資金移転を処理してよい。支払ネットワークを介して実
行されるトランザクションは、商品又は役務の購入と、クレジット購入と、デビットトラ
ンザクションと、資金移転と、口座引き落としとを含んでよい。支払ネットワークは、現
金代替物によってトランザクションを実行するよう構成されてよく、これは支払カードと
、信用紹介状と、小切手と、トランザクションアカウントとを含んでよい。支払ネットワ
ークとして実行されるネットワーク又はシステムの例は、MasterCard（登録商標）、VISA
（登録商標）、Discover（登録商標）、American　Express（登録商標）、PayPal（登録
商標）によって操作されるものを含む。本開示での「支払ネットワーク」との用語は、エ
ンティティとしての支払ネットワークと、物理的支払ネットワーク（例えば、支払ネット
ワークを含む、機器、ハードウェア、及びソフトウェア）との両方を指す。
【００１３】
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　トランザクションアカウント：トランザクションへ資金を供給するために使用される金
融アカウント（例えば当座預金口座、普通預金口座、クレジット口座、仮想支払口座等）
である。トランザクションアカウントは消費者と関連付けられてよく、これは、支払アカ
ウントに関連付けられた任意の適切なタイプのエンティティ（人、家族、人の集まり、会
社、政府エンティティ等を含んでよい）であってよい。いくつかの実施形態では、トラン
ザクションアカウントは仮想的（例えばPayPal（登録商標）等によって操作されるアカウ
ント等）であってよい。
【００１４】
　ブロックチェーン：ブロックチェーンを基礎とした通貨の全てのトランザクションの公
共台帳（Public　Ledger）１以上のコンピュータ装置は、ブロックチェーンネットワーク
を含んでよく、これはブロックチェーンにおけるブロックの一部としてトランザクション
を処理及び記録するよう構成されてよい。一旦ブロックが完成すると、当該ブロックはブ
ロックチェーンへ追加され、したがってトランザクション記録が更新される。多くの実施
形態では、ブロックチェーンは時系列順のトランザクションの台帳であってよいし、ブロ
ックチェーンネットワークによる使用に適した他の順番で提示されてもよい。いくつかの
実施形態では、ブロックチェーンで記録されたトランザクションは、宛先アドレスと通貨
金額とを含んでよい。これによりブロックチェーンは、どれほどの通貨が特定のアドレス
へ帰属するかを記録する。いくつかの実施形態では、追加情報（例えばソースアドレス、
タイムスタンプ等）が捕捉されてよい。
【００１５】
　支払ネットワークにおいてブロックチェーン通貨を使用するためのシステム
　図１は、ブロックチェーン通貨及び不換通貨を管理するシステム１００と、支払トラン
ザクションにおけるそのシステムの使用とを示す。このとき、伝統的な支払ネットワーク
（検証されたアイデンティティの、ブロックチェーンを基礎としたトランザクションへの
リンクを含む）が使用され、ブロックチェーンを基礎としたトランザクションにおけるリ
スクが評価される。
【００１６】
　システム１００では、ブロックチェーントランザクションが、支払人１０２のコンピュ
ータ装置と、受取人１０４のコンピュータ装置との間で生じてよい。本開示で使用される
ように、「支払人」は、支払トランザクションに資金を供給するコンピュータ装置及び／
又は消費者を指してよい。「受取人」は、支払トランザクションにおいて支払を受けるコ
ンピュータ装置及び／又は消費者を指してよい。ブロックチェーントランザクションは、
ブロックチェーンネットワーク１０６を含む１以上のコンピュータ装置によって処理され
てよい。ブロックチェーンネットワークは、少なくとも、（例えば支払人１０４と関連付
けられる）宛先アドレスと、ブロックチェーン通貨の金額とを受信し、トランザクション
記録を含むブロックチェーンへ追加されるブロックを生成することによってトランザクシ
ョンを処理してよい。
【００１７】
　支払人１０２のコンピュータ装置は、コンピュータ装置に格納された（例えば電子ウォ
レットに格納された）暗号鍵を用いてトランザクションリクエストをデジタルに署名して
よい。デジタル署名は、暗号鍵を用いて生成されたアドレスであってよいし、当該アドレ
スを含んでよいし、又は当該アドレスと関連付けられてよい。当該暗号鍵は、ブロックチ
ェーンにおいてブロックチェーン通貨と関連付けられてよく、ブロックチェーン通貨を、
受取人１０４及び／又はそのコンピュータ装置と関連付けられたアドレスへ移転するため
に使用されてよい。いくつかの実施形態では、当該アドレスは、１以上のハッシュ及び／
又はエンコードアルゴリズム（例えばBase58Checkエンコーディングアルゴリズム）を用
いてエンコードされてよい。ブロックチェーンを基礎としたトランザクションにおけるブ
ロックチェーン通貨の移転のためのアドレスの生成及び使用は、ブロックチェーンネット
ワーク１０６を使用しており、当業者にとって自明である。
【００１８】
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　システム１００はまた、支払ネットワーク１０８を含んでよい。支払ネットワーク１０
８は、当業者にとって自明な方法及びシステムを用いて、支払トランザクションを処理す
るよう構成されてよい。システム１００では、支払ネットワーク１０８はまた、処理サー
バ１１０を含んでよい。下記で一層詳細に説明される処理サーバ１１０は、支払ネットワ
ーク１０８及び伝統的な支払レール（Payment　Rail）を用いて、ブロックチェーンを基
礎としたトランザクションを承認するよう構成されてよいし、ブロックチェーントランザ
クションを、非公開に検証されたアイデンティティ（不換及び／又はブロックチェーント
ランザクションアカウントを含む）にリンクするよう構成されてよいし、ブロックチェー
ントランザクションにおけるリスク及び処罰についての評価を提供するよう構成されてよ
い。
【００１９】
　支払人１０２はイシュア１１２に関連付けられてよい。下記でより詳細に説明されるイ
シュア１１２は、金融機関（例えば支払人１０２へ１以上のトランザクションアカウント
を発行する発行銀行）のコンピュータ装置であってよい。トランザクションアカウントは
、１以上の不換通貨トランザクションアカウントと、１以上のブロックチェーン通貨トラ
ンザクションアカウントと、１以上の複合通貨トランザクションアカウントと、又は、そ
れらの組合せとを含んでよい。例えば支払人１０２は、不換通貨とブロックチェーン通貨
との両方につきイシュア１１２にトランザクションアカウントを有してよく、また、追加
の不換通貨トランザクションアカウントをも有してよい。
【００２０】
　受取人１０４は、アクワイアラ１１４と関連付けられてよい。アクワイアラ１１４は、
金融機関（例えば受取人１０４へ１以上のトランザクションアカウントを発行する加盟店
銀行）のコンピュータ装置であってよい。アクワイアラ１１４はイシュア１１２と同等で
あってよいが、支払人１０２ではなく受取人１０４に関するものである。いくつかの実施
形態では、イシュア１１２及びアクワイアラ１１４は、同一の金融機関であってよい。例
えばイシュア１１２は、支払人１０２及び受取人１０４の両方へトランザクションアカウ
ントを提供してよい。
【００２１】
　支払人１０２は受取人１０４と共にブロックチェーントランザクションを実行してよい
。ブロックチェーントランザクションの一部として、受取人１０４はブロックチェーン通
貨の支払を受け取るための宛先アドレスを生成してよい。宛先アドレスは、受取人１０４
のコンピュータ装置に格納された暗号鍵を用いて生成されてよい。暗号鍵は鍵ペアの一部
（例えばコンピュータ装置に格納された秘密鍵に対応する公開鍵）であってよい。いくつ
かの実施形態では、受取人１０４は、支払人１０２へ公開鍵を提供してよい。支払人１０
２は宛先アドレスを生成してよい。次いで、合意されたブロックチェーン通貨金額の支払
を行うために、支払人１０２によって、トランザクションリクエストが、受取人１０４に
よって提供される宛先アドレスへ提出されてよい。伝統的なブロックチェーントランザク
ションでは、トランザクションリクエストはコンピュータ装置によってブロックチェーン
ネットワーク１０６へ提出されてよい。本システム１００では、トランザクションリクエ
ストは、支払ネットワーク１０８の処理サーバ１１０へ提出されてよい。
【００２２】
　トランザクションリクエストはトランザクションメッセージであってよく、また、その
管理のための１以上の基準（例えば、国際標準化機構のISO8583標準）に基づいてフォー
マットされてよい。いくつかの実施形態では、処理サーバ１１０はトランザクションリク
エストを受信して、その後のトランザクションメッセージを生成してよい。トランザクシ
ョンメッセージは複数のデータ要素を含んでよく、これらは１以上の基準に基づいた特定
の用途と関連付けられてよい。例えばデータ要素はトランザクション金額を格納するため
のデータ要素を含んでよいし、また、私的使用のために保存される少なくとも１つのデー
タ要素を含んでよい。システム１００では、処理サーバ１１０へ提出されるトランザクシ
ョンメッセージは、私的使用のために保存されるデータ要素を含んでよい。当該データ要
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素は、好ましいブロックチェーントランザクションに関連付けられるデータを含む。
【００２３】
　例えば私的使用のために保存されるデータ要素は、ネットワーク識別子と、トランザク
ション金額と、公開鍵及びアドレス識別子の少なくとも１つとを含んでよい。ネットワー
ク識別子は、ブロックチェーンネットワーク１０６と関連付けられてよい。当該ブロック
チェーンネットワーク１０６はトランザクションにおいて移転されるブロックチェーン通
貨と関連付けられる。ネットワーク識別子は処理サーバ１１０によって使用されて、結果
的に生じるブロックチェーントランザクションのポスティングのために、関連付けられた
ブロックチェーンネットワーク１０６を識別する。更に、異なる識別子を使用することに
よって、処理サーバ１１０は、異なる複数のブロックチェーン通貨と、関連付けられたブ
ロックチェーンネットワーク１０６とにつき、本開示の機能を実行するよう構成されてよ
い。
【００２４】
　トランザクション金額は、トランザクションの結果として移転されるブロックチェーン
通貨の金額であってよい。アドレス識別子は、ブロックチェーン通貨についての宛先アド
レスであってよい。当該アドレス識別子は、受取人１０４によって提供され、又は、受取
人１０４によって提供される情報（例えば彼らの公開鍵）を用いて支払人１０２によって
生成される。データ要素が、アドレス識別子に代えて、（例えば受取人１０４と関連付け
られた）公開鍵を含む場合、処理サーバ１１０は公開鍵を用いてアドレス識別子を生成す
るよう構成されてよい。いくつかの実施形態では、アドレス識別子は、１以上のハッシュ
アルゴリズム及び／又はエンコーディングアルゴリズム（例えばBase58Checkアルゴリズ
ム）を用いてエンコードされてよい。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、トランザクションメッセージは複数の受取人１０４について
の情報を含んでよい。そのような実施形態では、私的使用のために保存されるデータ要素
は、複数のトランザクション金額、関連アドレス識別子、及び／又は公開鍵を含んでよい
。他の実施形態では、トランザクションメッセージは私的使用のために保存された複数の
データ要素を含んでよい。その各々は、トランザクション金額、異なるアドレス識別子、
及び／又は受取人１０４と関連付けられた公開鍵を含む。いくつかの実施形態では、受取
人１０４の一人は、支払人１０２であってよい。例えばブロックチェーントランザクショ
ンは、支払人１０２によって保持されるブロックチェーン通貨の残りの金額を含んでよく
、したがって、入力されたアドレスから支払人１０２の宛先アドレスへの移転を含んでよ
い。このことは当業者にとって自明である。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、私的使用のために保存されるデータ要素、又は、トランザク
ションメッセージにおいて私的使用のために保存される代替データ要素は、支払人１０２
と関連付けられた入力情報を含んでよい。入力情報は、先のブロックチェーントランザク
ションと関連付けられたトランザクション識別子と、支払人１０２と関連付けられた公開
鍵及びデジタル署名とを含んでよい。デジタル署名は、公開鍵に対応する秘密鍵を用いて
生成されてよく、支払人１０２によってトランザクション識別子と関連付けられるブロッ
クチェーン通貨金額の所有権の検証のために使用されてよい。これにより、支払人１０２
は要求されたトランザクションにおいてブロックチェーン通貨を移転することの承認を受
ける。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、トランザクションメッセージは支払人１０２によって処理サ
ーバ１１０へ提出されてよい。他の実施形態では、支払人１０２は、イシュア１１２へト
ランザクション情報を提供する。イシュア１１２は、処理サーバ１１０へトランザクショ
ンメッセージを生成及び提出してよい。一旦トランザクションメッセージが処理サーバ１
１０によって受信されると、処理サーバ１１０は追加機能（例えば、下記でより詳細に説
明される、リスク又は処罰の評価）を実行する。対応するブロックチェーントランザクシ
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ョンは、次いで、私的使用のために保存されたデータ要素に含まれる情報に基づいて、ブ
ロックチェーンネットワーク１０６を用いて処理されてよい。いくつかの実施形態では、
ブロックチェーントランザクションは処理サーバ１１０によって開始されてよい。他の実
施形態では、処理サーバ１１０はトランザクションメッセージ又はそこに含まれるデータ
をイシュア１１２へ提供してよい。イシュア１１２はブロックチェーントランザクション
（例えば下記のように、トランザクションのリスクを評価した後、支払人１０２が当該ト
ランザクションのために十分なブロックチェーン通貨を有するか否かを評価する等）を開
始する。
【００２８】
　例えば、下記でより詳細に説明されるように、イシュア１１２は不換通貨及びブロック
チェーン通貨の断片的保存を管理する。当該保存には、支払人１０２と関連付けられた通
貨のストレージが含まれる。イシュア１１２は、支払人１０２と関連付けられたブロック
チェーン通貨のトランザクション金額を格納してよい。これにより、トランザクションが
支払人１０２によって試行されたときに、イシュア１１２は、ブロックチェーントランザ
クションを開始する前に支払人１０２の利用可能資金を検証することができる。当該検証
は、トランザクションメッセージを処理サーバ１１０へ提出する前、及び／又は、トラン
ザクションリクエストをブロックチェーンネットワーク１０６へ提出する前に行われる。
【００２９】
　他の実施形態では、イシュア１１２は、処理サーバ１１０によって提供され又はイシュ
ア１１２によって実行される評価に基づいて（例えば支払人の利用可能資金と、クレジッ
ト履歴と、又は他の詐欺、処罰及び／又は当業者にとって自明なリスク考慮とに基づいて
）、トランザクションのリスクを評価してよい。いくつかの実施形態では、アクワイアラ
１１４はブロックチェーンネットワーク１０６による処理の前に、トランザクションのリ
スクを評価してよい。例えばアクワイアラ１１４は、下記で一層詳細に説明されるように
、支払人１０２の信頼性と、詐欺の可能性等とを、イシュア１１２、処理サーバ１１０、
又は第三者エンティティによって提供されるデータに基づいて評価してよい。いくつかの
実施形態では、支払人１０２は、受取人１０４（例えば販売者）によって提供された割引
と引き換えに、入金取消又は支払保護の使用を拒否してよい。金額が減額されることによ
って、このことは、販売者１０４にとって利点がある。他の実施形態において受取人１０
４は、トランザクションに対するリスク評価又は他の保護の使用を拒否してよい。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、イシュア１１２及び／又は処理サーバ１１０は、支払人１０
２及び／又は受取人１０４の代わりに秘密鍵を格納するよう更に構成されてよい。そのよ
うな実施形態において秘密鍵は、イシュア１１２及び／又は処理サーバ１１０が支払人１
０２に代わってブロックチェーントランザクションを開始してデジタル署名を実行可能な
ように格納される。これにより支払人１０２は、ブロックチェーントランザクションにて
使用するためのコンピュータ装置を保持する必要がない。例えばイシュア１１２は、支払
人１０２に代わって、秘密鍵と支払人１０２に関連付けられた任意のトランザクション識
別子とを（例えばそのブロックチェーン通貨アカウントに）格納してよい。イシュア１１
２は、デジタル署名を生成するよう構成されてよく、当該生成された署名とトランザクシ
ョン識別子とを、支払人１０２に関するブロックチェーントランザクションのために、ト
ランザクションメッセージ内に含める。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、処理サーバ１１０は更に、ブロックチェーントランザクショ
ンを、非公開に検証されたアイデンティティ（例えば支払人１０２、受取人１０４、又は
それと関連付けられたトランザクションアカウント）とリンクさせるよう構成されてよい
。例えば処理サーバ１１０は、支払人１０２及び受取人１０４に関連付けられたトランザ
クションアカウントについてのアカウント情報（例えばそれぞれ、イシュア１１２及びア
クワイアラ１１４によって保持される）を格納してよい。当該アカウント情報は、アドレ
ス識別子を含んでよい。処理サーバ１１０は次いで、ブロックチェーントランザクション
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を、格納されたアカウント情報と関連付けてよい。このとき、そこに含まれるアカウント
識別子と、受信されたトランザクションメッセージ内のデータ要素に含まれるアカウント
識別子とが使用される。したがって、処理サーバ１１０は、ブロックチェーントランザク
ションのために、個人の過去のトランザクションデータを格納してよい。個人が不換通貨
とブロックチェーン通貨との複合アカウントを有する場合、処理サーバ１１０は結果とし
て、消費者の不換通貨とブロックチェーン通貨とについてのトランザクション履歴を格納
してよい。
【００３２】
　したがって、本開示の方法及びシステムは、トランザクションメッセージと伝統的支払
ネットワークとを用いてブロックチェーントランザクションの処理方法を提供する。当該
処理方法は、消費者と金融機関とへ、現在のブロックチェーントランザクションでは入手
不可能な重要な利益を提供する。高度に統制され安全である伝統的な支払レールとトラン
ザクションメッセージとを使用することによって、トランザクション情報は、現在ブロッ
クチェーントランザクションにおいて使用されている方法よりもハイレベルなセキュリテ
ィで送信される。更に、秘密鍵を金融機関及び／又は支払ネットワークに格納することで
、消費者は、自身の秘密鍵を格納するコンピュータ装置を常に保持することなく、ブロッ
クチェーントランザクションに参加することができる。機密的な金融情報を格納すること
につき専門性を既に有し、トランザクションメッセージを送信及び分析するよう備えられ
た金融機関と支払ネットワークとへデータを委ねることによって、消費者のブロックチェ
ーン通貨が盗取されるリスクを低減することができる。
【００３３】
　更に、支払ネットワークを用いてブロックチェーントランザクションを処理することに
よって、支払ネットワークは、既存の詐欺及びリスクのアルゴリズム及び情報を用いて、
詐欺の可能性を評価し、ブロックチェーントランザクションのリスクを評価可能である。
当該情報は、支払ネットワーク（例えば過去の不換及びブロックチェーントランザクショ
ンデータ、商業興信所データ、人口統計的データ等）にとって利用可能であり、ブロック
チェーンネットワーク１０６では利用不可能である。したがって、支払人１０２及び受取
人１０４は、詐欺及びリスクに対する追加的な保護手段と共に、ブロックチェーントラン
ザクションに参加することができる。更に、リスク評価は、金融機関によって使用されて
、消費者へ、受取人（例えば支払人へ商品を供給する販売者）への資金又はその標識を提
供してよい。このとき、伝統的なブロックチェーントランザクションによる非常に長い処
理時間を待機する必要がない。
【００３４】
　例えば消費者は、ブロックチェーン通貨を使用して販売者の商品へ支払を行いたいこと
がある。伝統的なブロックチェーントランザクションでは、販売者（例えば消費者の支払
能力の保証を受けた販売者）はトランザクションが検証されるまで少なくとも１０分待機
しなければならず、又は、商品を提供しつつも支払を受けられないリスクを冒さなくては
ならない。本開示の方法及びシステムを使用することで、販売者のアクワイアラは、トラ
ンザクションのリスクを評価し、ブロックチェーントランザクションの検証のために待機
する前に商品を提供すべきか否かを判定することができる。更にもし金融機関が消費者の
ためにブロックチェーン通貨を格納すれば、金融機関（信用され且つ検証されたエンティ
ティ）は、アクワイアラに対し、消費者が十分な資金を有しているため販売者は即座に当
該消費者へ商品を提供可能であることを保証することが出来る。更に、もし金融機関がブ
ロックチェーン通貨の断片的保存を管理する場合、金融機関は即座に消費者の利用可能な
通貨を更新可能である。これにより消費者は、ブロックチェーンネットワークの検証を待
つこと無く、一連のトランザクションに参加することができる。
【００３５】
　したがって、本開示の方法及びシステムは、断片的保存、トランザクションメッセージ
、リスク評価及び支払ネットワーク処理により、消費者のセキュリティを増大し、処理時
間を大幅に減少し、詐欺に対して顕著に強力な防御策を提供することで、ブロックチェー
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ントランザクションの伝統的処理に対する重要な改善を提供可能である。
【００３６】
　処理サーバ
　図２は、システム１００の処理サーバ１１０の実施形態を示す。当業者にとって、図２
に示す処理サーバ１１０の実施形態が、例示目的のみで提供されることと、本開示の機能
を実行するのに適した、処理サーバ１１０の全ての可能な構成を徹底して示したものでな
いことは自明である。例えば図１４に示され下記で一層詳細に説明されるコンピュータシ
ステム１４００が処理サーバ１１０の適切な構成であってよい。
【００３７】
　処理サーバ１１０は受信部２０２を含んでよい。受信部２０２は１以上のネットワーク
プロトコルを介して１以上のネットワーク上でデータを受信するよう構成されてよい。受
信部２０２は、イシュア１１２と、アクワイアラ１１４と、支払人１０２と、及び、トラ
ンザクションメッセージのやり取りについての１以上の基準（例えばISO8583標準）にし
たがってフォーマットされた他のエンティティとから、関連付けられた通信プロトコルを
用いて、トランザクションメッセージを受信するよう構成されてよい。受信部２０２はま
た、イシュア１１２、アクワイアラ１１４及び／又は支払人１０２からトランザクション
リクエストを受信してよい。受信部２０２はまた、トランザクションアカウントのための
アカウント情報を金融機関（例えばイシュア１１２及びアクワイアラ１１４）から受信す
るよう構成されてよい。当該情報は、不換通貨及びブロックチェーン通貨のアカウントを
含む。受信部２０２は更に、本開示の機能を実行するのに適した任意の追加データ（例え
ばブロックチェーントランザクションのリスク評価で使用されるデータ、商業興信所情報
、人口統計的な特徴等）を受信するよう構成されてよい。
【００３８】
　処理サーバ１１０はまた、処理部２０４を含んでよい。処理部２０４は本開示の処理サ
ーバ１１０の機能を実行するよう構成されてよい。このことは、当業者にとって自明であ
る。ブロックチェーントランザクションについてのトランザクションリクエストが受信部
２０２によって受信されると、処理部２０４はトランザクションリクエストに含まれるデ
ータを識別し、それに基づいてトランザクションメッセージを生成するよう構成されてよ
い。トランザクションメッセージは１以上の基準（例えばISO8583標準）にしたがって生
成されてよく、複数のデータ要素を含んでよい。データ要素はトランザクション金額と私
的使用のために保存されたデータ要素とを格納するよう構成されたデータ要素を含んでよ
い。処理部２０４はトランザクション金額を格納するよう構成されたデータ要素において
ゼロ値を格納するよう構成されてよく、少なくともネットワーク識別子又はそれに基づい
たエンコード値と、アドレス識別子と、トランザクション金額とを私的使用のために保存
されたデータ要素へ格納するよう構成されてよい。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、処理部２０４は更にアドレス識別子を生成するよう構成され
てよい。そのような実施形態では、処理部２０４は受信されたトランザクションリクエス
トに含まれる公開鍵を用いて宛先アドレスを生成してよい。宛先アドレスはアドレス識別
子であってよい。いくつかの実施形態では、宛先アドレスは１以上のハッシュアルゴリズ
ム及び／又はエンコーディングアルゴリズム（例えばBase58Checkアルゴリズム）を用い
てエンコードされて、アドレス識別子を生成してよい。
【００４０】
　処理サーバ１１０はまた、送信部２０６を含んでよい。送信部２０６は１以上のネット
ワークプロトコルを介して１以上のネットワーク上でデータを送信するよう構成されてよ
い。送信部２０６はイシュア１１２、アクワイアラ１１４、支払人１０２又は他のエンテ
ィティへデータリクエストを送信してよい。送信部２０６はまた、生成されたトランザク
ションメッセージを、支払ネットワーク１０６を用いて金融機関（例えばイシュア１１２
、アクワイアラ１１４）へ送信するよう構成されてよい。いくつかの実施形態では、送信
部２０６はまた、ブロックチェーントランザクションにおいて使用するために、受信部２
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０２によって受信され且つ処理部２０４によって生成された情報に基づいて、ブロックチ
ェーントランザクションリクエストをブロックチェーンネットワーク１０６へ送信してよ
い。例えば送信部２０６はイシュア１１２へトランザクションメッセージを送信してよい
。イシュア１１２は、受信部２０２によって受信される承認情報において示されるように
、対応するブロックチェーントランザクションを承認する。送信部２０６は次いで、当業
者にとって自明な方法及びシステムを用いて、ブロックチェーントランザクションをブロ
ックチェーンネットワーク１０６へ送信してよい。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、処理サーバ１１０はまた、アカウントデータベース２０８を
含んでよい。アカウントデータベース２０８は、複数のアカウントプロファイル２１０を
格納するよう構成されてよい。各アカウントプロファイル２１０は、消費者（例えば支払
人１０２、受取人１０４等）、又は、それに関連付けられたトランザクションアカウント
に関連するデータを含んでよい。当該データは、少なくとも、アカウント識別子、不換通
貨金額及び１以上のブロックチェーン通貨金額を含む。各ブロックチェーン通貨金額は、
ブロックチェーンネットワーク１０６と関連付けられる。アカウント識別子は識別に用い
られるアカウントプロファイル２１０に関連付けられた一意の値（例えばトランザクショ
ンアカウント番号、ウォレット識別子、装置識別子、ユーザ名、ｅメールアドレス、電話
番号等）であってよい。いくつかの実施形態では、アカウント識別子は秘密鍵であってよ
い。アカウント識別子はまた、関連消費者及び／又はトランザクションアカウントに関連
付けられたブロックチェーントランザクションにおいて使用される複数の関連アドレス識
別子を含んでよい。
【００４２】
　そのような実施形態では、受信部２０２は更に、ブロックチェーントランザクションの
ためのトランザクションメッセージを受信するよう構成されてよい。トランザクションメ
ッセージは、特定のアカウント識別子を含む個人アカウント番号を格納するよう構成され
たデータ要素と、少なくともネットワーク識別子とトランザクション金額とを含む、私的
使用のために保存されたデータ要素とを含んでよい。処理部２０４は特定のアカウント識
別子を含むアカウントデータベース２０８に格納された特定のアカウントプロファイル２
１０を識別するよう構成されてよい。処理部２０４は更に、ブロックチェーントランザク
ションに対するリスク値を識別するよう構成されてよい。リスク値は、私的使用のために
保存されたデータ要素に含まれるトランザクション金額と、識別された特定のアカウント
プロファイル２１０に含まれるデータとに基づいてよい。
【００４３】
　例えばリスク値は、トランザクション金額と、私的使用のために保存されたデータ要素
に含まれるネットワーク識別子と対応するブロックチェーンネットワーク１０６に関連付
けられた特定のアカウントプロファイル２１０のブロックチェーン通貨金額との対応関係
に基づいてよい。いくつかの実施形態では、リスク値はまた、不換通貨の対応金額に基づ
いて（例えば、不換通貨と対応するブロックチェーン通貨との相互間の交換に関連付けら
れた１以上の交換比率に基づいて）よい。
【００４４】
　処理部２０４は更に、識別されたリスク値に基づいて、ブロックチェーントランザクシ
ョンの承認を判定するよう構成されてよい。例えばもし処理部２０４が、ブロックチェー
ントランザクションは高いリスク値（例えば詐欺、処罰、支払不能等の高い確率を示す値
）を有すると判定すると、処理部２０４は、当該トランザクションは拒否されるべきと判
定してよい。処理部２０４はトランザクションメッセージを修正して、判定を含むように
してよい。送信部２０６はトランザクションメッセージをイシュア１１２及び／又はアク
ワイアラ１１４へ送信するよう構成されてよい。金融機関は次いで、当該判定に基づいて
トランザクションの処理へ進んでよい。処理の一部として、受信部２０２は、金融機関か
ら承認レスポンスを受信してよい。送信部２０６は、当該レスポンスを、受信されたトラ
ンザクションメッセージへの返信として転送してよく、また、（例えばトランザクション
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が承認された場合、）ブロックチェーンネットワーク１０６とのブロックチェーントラン
ザクションを開始してよい。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、処理部２０４は更に、ブロックチェーントランザクションを
、アカウントデータベース２０８に格納されたアカウントプロファイル２１０とリンクさ
せるよう構成されてよい。そのような実施形態では、ブロックチェーントランザクション
につき受信部２０２により受信されたトランザクションメッセージは、少なくとも、個人
アカウント番号を格納するよう構成された第１のデータ要素と、販売者識別子を格納する
よう構成された第２のデータ要素と、私的使用のために保存され、少なくともブロックチ
ェーンネットワーク識別子を格納するよう構成された第３のデータ要素とを含んでよい。
処理部２０４は第１のアカウントプロファイル２１０（ここでは、含まれるアカウント識
別子は個人アカウント番号に対応する）と第２のアカウントプロファイル２１０（ここで
は、含まれるアカウント識別子は販売者のアカウント番号に対応する）とを識別する。
【００４６】
　受信部２０２はまた、ブロックチェーントランザクションを示すトランザクション通知
を受信する。当該ブロックチェーントランザクションは、受信されたトランザクションメ
ッセージの第３のデータ要素に含まれるブロックチェーンネットワーク識別子と関連付け
られたブロックチェーンネットワーク１０６を用いて処理される。トランザクション通知
は、少なくともトランザクション識別子とアドレス識別子とを含んでよい。アドレス識別
子は識別された第１のアカウントプロファイル２１０又は識別された第２のアカウントプ
ロファイル２１０と関連付けられてよい。処理部２０４は次いで、トランザクション識別
子と、アドレス識別子に関連付けられたアカウントプロファイル２１０に格納されたアカ
ウント識別子との間のリンクを格納してよい。いくつかの実施形態では、当該リンクは、
対応するアカウントプロファイル２１０にトランザクション識別子を格納することによっ
て格納されてよく、これにより、対応するアカウントプロファイル２１０は、関連トラン
ザクションアカウントに関わる将来のブロックチェーントランザクションにおいて使用可
能である。いくつかの実施形態では、送信部２０６はトランザクション識別子を、リンク
されたアカウントに関連付けられた金融機関へ送信してよい。これにより当該金融機関は
、将来のブロックチェーントランザクションにおける使用のためにトランザクション識別
子を格納する。いくつかの実施形態では、処理部２０４は、トランザクションメッセージ
に含まれるトランザクションデータを、第１の及び／又は第２のアカウントプロファイル
２１０に格納してよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、処理サーバ１１０は更にトランザクションデータベース２１
２を含んでよい。トランザクションデータベース２１２は、複数のトランザクションデー
タエントリ２１４を格納するよう構成されてよい。各トランザクションデータエントリ２
１４は、支払トランザクションに関連するデータを含んでよい。当該支払トランザクショ
ンは不換通貨トランザクション又はブロックチェーン通貨トランザクションであってよい
。各トランザクションデータエントリ２１４は、トランザクションメッセージ、トランザ
クション通知、及び／又はそこに含まれるデータ（例えばトランザクション時刻及び／又
は日付、トランザクション識別子、ソースアドレス、宛先アドレス、トランザクション金
額、販売者データ、消費者データ、商品データ、ロイヤルティデータ、報酬データ等）を
含んでよい。いくつかの実施形態では、トランザクションデータエントリ２１４は、関連
付けられた支払トランザクションに関するトランザクションアカウントに関連したアカウ
ントプロファイル２１０内に格納されてよい。
【００４８】
　処理サーバ１１０はまた、メモリ２１６を含んでよい。メモリ２１６は、本開示の機能
を実行するときに処理サーバ１１０によって使用するのに適したデータを格納するよう構
成されてよい。例えばメモリ２１６は、アドレス識別子をエンコードするための１以上の
ハッシュアルゴリズムと、アドレス識別子、ブロックチェーンネットワークデータを生成



(15) JP 6462159 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

するための１以上のルールと、リスク値を算出するためのルール及び／又はアルゴリズム
と、不換通貨及びブロックチェーン通貨の交換アルゴリズム若しくはデータ等と、を格納
してよい。メモリ２１６に格納される追加データは、当業者にとって自明である。
【００４９】
　金融機関
　図３は、システム１００の金融機関（例えばイシュア１１２）の実施形態を示す。当業
者にとって、図３に示すイシュア１１２の実施形態が、例示目的のみで提供されることと
、本開示の機能を実行するのに適した、イシュア１１２の全ての可能な構成を徹底して示
したものでないことは自明である。例えば図１４に示され下記で一層詳細に説明されるコ
ンピュータシステム１４００が、イシュア１１２の適切な構成であってよい。
【００５０】
　イシュア１１２は中央データベース３０８を含んでよい。中央データベース３０８は複
数の中央アカウント３１０を格納するよう構成されてよい。各中央アカウント３１０は、
通貨タイプと関連付けられてよく、対応する通貨金額を含んでよい。例えばイシュア１１
２は少なくとも、不換通貨と関連付けられ不換通貨金額を含む第１の中央アカウント３１
０と、ブロックチェーン通貨と関連付けられブロックチェーン通貨金額を含む第２の中央
アカウント３１０とを含んでよい。
【００５１】
　イシュア１１２はまた、アカウントデータベース３１２を含んでよい。アカウントデー
タベース３１２は、複数のアカウントプロファイル３１４を格納するよう構成されてよい
。各アカウントプロファイル３１４は、消費者（例えば支払人１０２）又はトランザクシ
ョンアカウント（少なくとも不換通貨金額、ブロックチェーン通貨金額、アカウント識別
子及び１以上のアドレスを含む）と関連するデータを格納するよう構成されてよい。各ア
ドレスは、アカウントプロファイル３１４と関連付けられ、ブロックチェーン通貨を関連
消費者及び／又はトランザクションアカウントへと移転するときの宛先アドレスとして使
用されてよい。
【００５２】
　イシュア１１２は更に受信部３０２を含んでよい。受信部３０２は１以上のネットワー
クプロトコルを介して１以上のネットワーク上でデータを受信するよう構成されてよい。
受信部３０２は支払人１０２、受取人１０４、アクワイアラ１１４、処理サーバ１１０等
からアドレスを受信してよい。当該アドレスはそれぞれのアカウントプロファイル３１４
に格納される。受信部３０２はまた、支払トランザクションに関連するトランザクション
メッセージを受信するよう構成されてよい。トランザクションメッセージは１以上の基準
（例えばISO8583標準）にしたがってフォーマットされてよく、関連通信プロトコル及び
通信チャネル（例えば支払ネットワーク１０８及び／又は関連支払レール）を用いてイシ
ュア１１２へ通信されてよい。トランザクションメッセージは複数のデータ要素を含む。
当該データ要素は、少なくとも、特定のアドレス及びトランザクション金額を含む、私的
使用のために保存されたデータ要素を含む。
【００５３】
　イシュア１１２はまた処理部３０４を含んでよい。処理部３０４は、本開示のイシュア
１１２の機能を実行するよう構成されてよい。このことは当業者にとって自明である。処
理部３０４は、受信されたトランザクションメッセージに含まれるアドレスを含んだアカ
ウントデータベースに格納される、特定のアカウントプロファイル３１４を識別してよい
。処理部３０４は次いで、受信されたトランザクションメッセージにおける私的使用のた
めに保存されたデータ要素に含まれるトランザクション金額に基づいて、識別されたアカ
ウントプロファイル３１４に含まれるブロックチェーン通貨金額を更新してよい。処理部
３０４はまた、ブロックチェーン通貨に関連付けられた中央データベース３０８内の中央
アカウント３１０におけるブロックチェーン通貨金額を更新してよい。
【００５４】
　アカウントデータベース３１２に格納されたアカウントプロファイル３１４に関連付け
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られたトランザクションアカウントが、ブロックチェーントランザクションに資金を供給
するために使用される実施形態では、処理部３０４は、識別されたアカウントプロファイ
ル３１４内のブロックチェーン通貨金額からトランザクション金額を控除するよう構成さ
れてよい。処理部３０４はまた、中央データベース３０８に格納された対応する中央アカ
ウント３１０に含まれるブロックチェーン通貨金額を更新してよい。処理部３０４は更に
、不換通貨と、又は、数及び／又はタイプが追加されたブロックチェーン通貨とを用いて
、同一の機能を実行するよう構成されてよい。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、各アカウントプロファイル３１４は更に、１以上の暗号鍵（
例えば秘密鍵と公開鍵とのペア）を格納するよう構成されてよい。そのような実施形態で
は、処理部３０４は、アカウントプロファイル３１４に格納された公開鍵を用いて、ブロ
ックチェーントランザクションにおける宛先アドレスとして使用するためのアドレスを生
成するよう構成されてよい。処理部３０４はまた、特定のアカウントプロファイル３１４
からブロックチェーン通貨を移転するために、そこに含まれる秘密鍵を用いて、デジタル
署名を提供するよう構成されてよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、イシュア１１２は更に、支払ネットワーク１０８を用いてブ
ロックチェーントランザクションを開始するよう構成されてよい。そのような実施形態で
は、受信部３０２は支払人１０２からトランザクションリクエストを受信してよい。トラ
ンザクションリクエストは少なくとも、（例えば受取人１０４と関連付けられる）宛先ア
ドレスと、ネットワーク識別子と、ブロックチェーン通貨と、アカウント識別子とを含ん
でよい。処理部３０４は、アカウント識別子を含むアカウントプロファイル３１４を識別
する。いくつかの実施形態では、処理部３０４は、先に進む前に、アカウントプロファイ
ル３１４がブロックチェーン通貨につき十分な金額を含み且つトランザクションを支援す
ることを検証してよい。処理部３０４は、トランザクション識別子、アドレス、又は、ブ
ロックチェーントランザクションに資金を提供するために使用する他の識別子を、識別さ
れたアカウントプロファイル３１４に格納されたデータに基づいて識別してよい。処理部
３０４はまた、そこに格納される秘密鍵を用いてデジタル署名を生成してよい。いくつか
の実施形態では、デジタル署名は受信されたトランザクションリクエストに含まれてよい
。
【００５７】
　処理部３０４は次いで、トランザクションメッセージを生成する。トランザクションメ
ッセージは、私的使用のために保存されたデータ要素を含んでよい。当該データ要素は、
宛先アドレス、ネットワーク識別子及び／又はブロックチェーン通貨金額を含む。データ
要素又は私的使用のために保存された代替データ要素は、デジタル署名と、トランザクシ
ョン識別子又は他の識別子とを含んでよい。いくつかの実施形態では、トランザクション
メッセージはトランザクション金額を格納するよう構成されたデータ要素を含んでよい。
当該トランザクション金額はゼロ値を含み、トランザクションが不換通貨のためでなくブ
ロックチェーントランザクションのためであることを示す。いくつかの実施形態では、別
のデータ要素が、当該トランザクションを、ブロックチェーントランザクション又は非不
換通貨トランザクションとして示してよい。
【００５８】
　イシュア１１２は１以上のネットワークプロトコルを介して１以上のネットワーク上で
データを送信するよう構成される送信部３０６を含んでよい。送信部２０６は、本開示の
方法及びシステムを用いてブロックチェーントランザクションを処理するために、生成さ
れたトランザクションメッセージを処理サーバ１１０へ提出してよい。いくつかの実施形
態では、受信部３０２は処理サーバ１１０から、修正されたトランザクションメッセージ
を受信してよい。例えば処理サーバ１１０はリスク評価を実行してよく、トランザクショ
ンメッセージを、識別されたリスク値及び／又はそれに基づく承認判定を含むように修正
してよい。処理部３０４は次いで、当業者にとって自明な方法及びシステムを用いて、修
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正されたトランザクションメッセージに含まれるデータに基づいてトランザクションを承
認又は拒否してよい。処理部３０４は承認レスポンスを生成してよい。これは、送信部３
０６によって処理サーバ１１０へ提出されて適宜処理される。例えばもし承認レスポンス
が、承認されたことを示せば、処理サーバ１１０はブロックチェーンネットワーク１０６
にてブロックチェーントランザクションを開始し、トランザクションの承認を受取人１０
４に通知してよい。
【００５９】
　イシュア１１２はまたメモリ３１６を含んでよい。メモリ３１６は本開示の機能を実行
するときにイシュア１１２によって使用するのに適切なデータを格納するよう構成されて
よい。例えばメモリ３１６はトランザクションを承認するためのルール又はアルゴリズム
を格納するよう構成され、不換通貨とブロックチェーン通貨との相互間の交換、ブロック
チェーンアドレスの生成、デジタル署名の生成等を実行する。イシュア１１２に格納され
る追加データは、当業者にとって自明である。
【００６０】
　支払ネットワークにおけるブロックチェーントランザクションを承認する処理
　図４は、システム１００を使用して伝統的な支払ネットワークにおいてブロックチェー
ントランザクションを承認する処理４００を示す。
【００６１】
　ステップ４０２にて、支払ネットワーク１０８の処理サーバ１１０は、ブロックチェー
ントランザクションのためのトランザクションメッセージを生成してよい。上述の通り、
トランザクションメッセージは１以上の基準に基づいてフォーマットされてよく、複数の
データ要素を含んでよい。当該複数のデータ要素は、トランザクション金額を格納するよ
う構成された第１のデータ要素と、私的使用のために保存された第２のデータ要素とを含
む。第１のデータ要素はゼロ値を格納してよい。第２のデータ要素はブロックチェーンネ
ットワーク識別子と、ブロックチェーン通貨のトランザクション金額と、受取人１０４に
関連付けられたアドレス識別子とを格納してよい。
【００６２】
　ステップ４０４にて、処理サーバ１１０の送信部２０６は、トランザクションメッセー
ジを、支払ネットワーク１０８を介してイシュア１１２へ送信してよい。イシュア１１２
の受信部３０２は、関連プロトコルを用いてトランザクションメッセージを受信してよい
。ステップ４０６では、イシュア１１２の処理部３０４は、ブロックチェーントランザク
ションの承認に関しチェックしてよい。承認は、例えば支払人１０２の資金の十分性（例
えば格納された通貨金額、支払人１０２に関連付けられたトランザクション識別子に関連
付けられたブロックチェーン通貨金額等、又は、当業者にとって自明な他の基準）に基づ
いてよい。処理部３０４は当該判定に基づいて承認レスポンス（例えばトランザクション
の承認又は拒否を示す承認レスポンス）を生成してよい。
【００６３】
　ステップ４０８にて、イシュアの送信部３０６は、承認レスポンスメッセージを、支払
ネットワーク１０８を介して処理サーバ１１０へ送信してよい。処理サーバ１１０の受信
部２０２は、承認レスポンスを受信してよい。これは１以上の基準に基づいてフォーマッ
トされ且つ関連プロトコルを用いて送信されたトランザクションメッセージであってよい
。ステップ４１０では、処理サーバ１１０の処理部２０４は、レスポンスコードを評価し
てよい。レスポンスコードの評価は例えば、承認又は拒否のチェック、（例えば対応する
ブロックチェーントランザクションを参照する）参照識別子（例えばトランザクション識
別子）のチェック、トランザクションの詳細の検証等を含んでよい。
【００６４】
　ステップ４１２では、処理サーバ１１０の送信部２０６は、レスポンスメッセージを、
支払ネットワーク１０８と、トランザクションメッセージの送信に関連付けられたプロト
コルとを介して、アクワイアラ１１４へ転送してよい。ステップ４１４では、イシュア１
１２は、例えば送信部３０６を用いてトランザクションリクエストを適切なブロックチェ
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ーンネットワーク１０６へ提出することによって、ブロックチェーントランザクションを
実行する。このとき、受信されたトランザクションメッセージ内で私的使用のために保存
されたデータ要素に含まれる詳細が使用される。いくつかの実施形態では、イシュア１１
２はブロックチェーンネットワーク１０６からトランザクション識別子を受信してよい。
処理部３０４はトランザクション識別子を、処理サーバ１１０へ提供される承認レスポン
スメッセージに（例えば、参照識別子を格納するよう構成されたデータ要素に）含めてよ
い。このような実施形態においてステップ４１４は、ステップ４０８から４１２までに先
立って実行されてよい。ステップ４１６にて、アクワイアラ１１４は、例えばブロックチ
ェーン通貨の受領を検証すること、又は、トランザクション識別子を用いてトランザクシ
ョンを有効化すること等によって、ブロックチェーントランザクションが生じたことを検
証してよい。
【００６５】
　ブロックチェーンを基礎としたトランザクションメッセージの処理
　図５は、支払ネットワーク１０８の処理サーバ１１０におけるブロックチェーントラン
ザクションに関連付けられたトランザクションメッセージの処理を示す。
【００６６】
　ステップ５０２では、処理サーバ１１０の受信部２０２は、例えば支払人１０２又はイ
シュア１１２から、トランザクションリクエストを受信してよい。トランザクションリク
エストは少なくとも、ブロックチェーンネットワーク１０６に関連付けられたネットワー
ク識別子と、ブロックチェーンネットワーク１０６に関連付けられたブロックチェーン通
貨のトランザクション金額と、受取人１０４に関連付けられた公開鍵及び／又はアドレス
識別子とを含んでよい。いくつかの実施形態では、トランザクションリクエストはまたト
ランザクション識別子と、支払人１０２に関連付けられた秘密鍵に関連付けられたデジタ
ル署名とを含んでよい。他の実施形態（例えば処理サーバ１１０が支払人１０２と関連付
けられた秘密鍵を、例えばアカウントデータベース２０８内のアカウントプロファイル２
１０内に格納する実施形態）では、トランザクションリクエストはアカウント識別子を含
んでよい。
【００６７】
　ステップ５０４では、処理サーバ１１０の処理部２０４は、受信されたトランザクショ
ンリクエストがアドレス識別子を含むか否かを判定してよい。もしトランザクションリク
エストがアドレス識別子を含まず、且つ、例えば受取人１０４に関連付けられた公開鍵を
含むならば、ステップ５０６にて処理部２０４は受取人１０４に対しアドレス識別子を生
成してよい。いくつかの実施形態では、ステップ５０６は、処理サーバの送信部２０６に
よって、生成されたアドレス識別子を受取人１０４へ送信することを含んでよい。
【００６８】
　アドレス識別子が生成され及び／又は識別されると、ステップ５０８にて処理部２０４
は、受信されたトランザクションリクエストに含まれるネットワーク識別子がエンコード
されているか否かを判定する。もしネットワーク識別子がエンコードされていなければ、
ステップ５１０にて、処理部２０４はネットワーク識別子をエンコードする。ネットワー
ク識別子は、受信されたトランザクションリクエストに含まれるネットワーク識別子を、
エンコードされた値（１６進値）を生成するように構成された１以上のアルゴリズムへ適
用することによってエンコードされる。
【００６９】
　ネットワーク識別子がエンコードされると、ステップ５１２にて処理部２０４はトラン
ザクションメッセージを生成してよい。トランザクションメッセージはトランザクション
メッセージと関連付けられた１以上の基準（例えばISO8583標準）に基づいてフォーマッ
トされてよい。トランザクションメッセージは複数のデータ要素を含んでよい。例えばデ
ータ要素はトランザクション金額を格納するよう構成されたデータ要素を含んでよい。当
該トランザクション金額はゼロ値又はブロックチェーントランザクションを示す他の値を
含む。データ要素はまた、支払人１０２に関連付けられたアカウント識別子を含む個人ア
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カウント番号を格納するよう構成されたデータ要素と、受取人１０４に関連付けられたア
カウント番号を含む販売者識別子を格納するよう構成されたデータ要素（例えばアドレス
識別子であってよい）と、私的使用のために保存されたデータ要素とを含んでよい。私的
使用のために保存されたデータ要素は、少なくとも、エンコードされたネットワーク識別
子と、アドレス識別子と、ブロックチェーン通貨のトランザクション金額とを含んでよい
。いくつかの実施形態では、私的使用のために保存されたデータ要素、又は、私的使用の
ために保存された追加のデータ要素は支払人情報（例えばトランザクション識別子、支払
人１０２に関連付けられたデジタル署名）を含んで、トランザクションに資金を供給する
ために使用されるブロックチェーン通貨のソースを検証してよい。いくつかの実施形態で
は、トランザクションメッセージはまた、メッセージタイプの標識を含んでよい。これは
、承認メッセージを示してよい。
【００７０】
　ステップ５１４では、処理サーバ１１０の送信部２０６は、トランザクションメッセー
ジを、支払ネットワーク１０８を介して、支払人１０２と関連付けられたイシュア１１２
へ送信してよい。イシュア１１２は次いで、トランザクションメッセージに含まれるデー
タを用いて、ブロックチェーントランザクションを承認及び実行してよい。例えばもし承
認レスポンスがトランザクションの承認を示せば、処理サーバ１１０の処理部２０４は関
連付けられたトランザクション情報を用いて、ブロックチェーンネットワーク１０６とブ
ロックチェーントランザクションを開始してよい。
【００７１】
　ブロックチェーントランザクションのインボイス
　図６は、ブロックチェーントランザクションのためのインボイスの生成のための処理６
００を示す。インボイスは、データ値、コンテナ、要素、又は、ブロックチェーントラン
ザクションの開始及び処理において使用するのに適したデータを含む他のデータストレー
ジタイプであってよい。本開示のインボイスは、トランザクションメッセージのデータ要
素（例えば１以上の基準に基づいた、私的使用のために保存されたデータ要素であって、
例えばISO8583標準）に格納されてよい。
【００７２】
　図６に示すように、インボイスはネットワーク識別子６０２、受取人公開鍵６０４及び
トランザクション値６０６を含んでよい。ネットワーク識別子６０２はそれぞれのブロッ
クチェーン通貨のブロックチェーントランザクションを処理するために使用されるブロッ
クチェーンネットワーク１０６に関連付けられてよい。ネットワーク識別子６０２は例え
ば、ブロックチェーンネットワーク１０６に関連付けられた一意の値（例えばアルファベ
ットと数値を組合せた名称、数値、インターネットプロトコルアドレス、メディアアクセ
ス制御アドレス等）であってよい。受取人公開鍵６０４は受取人１０４に関連付けられた
鍵ペアの公開鍵であってよい。ブロックチェーントランザクションの結果として、当該受
取人１０４に対し、ブロックチェーン通貨が移転される。トランザクション値６０６は、
ブロックチェーントランザクションの結果として移転されるブロックチェーン通貨のトラ
ンザクション金額であってよい。
【００７３】
　ネットワーク識別子６０２は１以上のエンコーディングアルゴリズム６０８を使用する
ことでエンコードされ、エンコードされたネットワーク値６１２を取得する。エンコード
されたネットワーク値６１２はブロックチェーンネットワーク１０６に関連付けられた１
６進値であってよい。エンコードされたネットワーク値６１２は、例えば、ブロックチェ
ーントランザクションを実行するために使用されるブロックチェーンネットワーク１０６
を識別するときに使用されてよい。いくつかの実施形態では、エンコードされたネットワ
ーク値６１２はブロックチェーンネットワーク１０６に対してトランザクションリクエス
トを通信するときに使用されるデータと（例えば宛先アドレス（例えばインターネットプ
ロトコルアドレス））、又は、ブロックチェーンネットワーク１０６に対して例えばルッ
クアップテーブルを使用することによって宛先アドレスを識別するときに（処理サーバ１
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１０又はイシュア１１２の）処理装置によって使用可能な情報とを含んでよい。
【００７４】
　受取人公開鍵６０４は１以上のハッシュアルゴリズム６１０を使用することによって受
取人アドレス６１４を生成するために使用されてよい。受取人アドレス６１４は受取人１
０４に関連付けられた一意の値であってよく、結果的に生じるブロックチェーントランザ
クションにおいて通貨を移転するための宛先アドレスとして使用されてよい。いくつかの
実施形態では、ハッシュアルゴリズム６１０は追加的及び／又は代替的にエンコーディン
グ（例えばBase58Checkエンコーディング）を使用して、受取人アドレス６１４を生成し
てよい。当該受取人アドレス６１４は、容易に識別可能な文字のみを含む、アルファベッ
トと数値とを組合せた文字列である。
【００７５】
　エンコードされたネットワーク値６１２、受取人アドレス６１４及びトランザクション
値６０６は、トランザクションメッセージデータ要素６１６において（例えば文字列、値
のアレイ、又は他の適切なタイプのデータストレージで、）組み合わされてよい。データ
要素６１６は例えば、１以上の基準において私的使用のために保存されたデータ要素であ
ってよい。トランザクションメッセージは当該１以上の基準（例えばISO8583標準）に基
づく。インボイスはデータ要素６１６に含まれてよい。当該データ要素６１６はトランザ
クションメッセージに含まれ、ネットワーク識別子６０２に関連付けられたブロックチェ
ーンネットワーク１０６によって実行されるブロックチェーントランザクションを開始す
るために使用される。当該データ要素６１６は、トランザクション値６０６を、生成され
た受取人アドレス６１４に関連付けられた受取人１０４へ支払う。
【００７６】
　ブロックチェーントランザクションを検証済みアイデンティティへリンクさせる処理
　図７は、支払ネットワーク１０８の処理サーバ１１０を用いて、ブロックチェーントラ
ンザクションを、非公開に検証されたアイデンティティへリンクさせる処理７００を示す
。当業者にとって、図７に示され且つ本書で開示される処理７００が、トランザクション
メッセージを受信し分析するよう構成され、また、非公開に及び／又は公開に利用可能な
ブロックチェーントランザクション情報のソースを（例えばブロックチェーン自体を分析
することで）使用してブロックチェーントランザクションを受信し検証するように構成さ
れた、任意のエンティティ（例えばイシュア１１２）によって実行可能であることは自明
である。例えば処理７００のステップは、処理サーバ１１０のコンポーネントによって実
行され、下記の通り、イシュア１１２が処理７００を実行するときにイシュア１１２の対
応コンポーネントによって実行されてよい。
【００７７】
　ステップ７０２にて、処理サーバ１１０の受信部２０２はトランザクションメッセージ
を受信してよい。トランザクションメッセージは１以上の基準（例えばISO8583標準）に
基づいてフォーマットされてよく、複数のデータ要素を含んでよい。データ要素は、少な
くとも、個人アカウント番号を格納するよう構成された第１のデータ要素と、販売者識別
子を格納するよう構成された第２のデータ要素と、ブロックチェーンネットワーク１０６
と関連付けられたブロックチェーンネットワーク識別子を少なくとも格納するよう構成さ
れた第３のデータ要素とを含んでよい。いくつかの実施形態では、各データ要素に含まれ
るデータは、単一のデータ要素（例えば私的使用のために保存されたデータ要素）に含ま
れてよい。
【００７８】
　ステップ７０４にて処理サーバ１１０の処理部２０４は、関連支払トランザクションに
関わるエンティティに対応するアカウントデータベース２０８に格納されたアカウントプ
ロファイル２１０を識別してよい。例えば処理サーバ１１０は、支払人１０２に関連付け
られた第１のアカウントプロファイルであって、個人アカウント番号を格納するよう構成
された第１のデータ要素に含まれたアカウント識別子を含む第１のアカウントプロファイ
ルを識別し、また、受取人１０４に関連付けられた第２のアカウントプロファイルであっ
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て、販売者識別子を格納するよう構成された第２のデータ要素に含まれるアカウント識別
子を含む第２のアカウントプロファイルを識別してよい。いくつかの実施形態では、アカ
ウント識別子はまた、アドレス識別子（例えばそれぞれのエンティティに関連付けられた
鍵ペアの公開鍵を用いて生成される識別子）であってよい。
【００７９】
　ステップ７０６にて、処理部２０４は、対応する支払トランザクションの詐欺スコアが
要求されているか否かを判定する。例えば詐欺スコアは、支払人１０２に関連付けられた
イシュア１１２によって要求され、又は受取人１０４に関連付けられたアクワイアラ１１
４によって要求されてよい。例えば、対応するブロックチェーントランザクションの処理
に先立ってトランザクションメッセージが処理サーバ１１０によって受信される実施形態
においては、もし詐欺スコアが要求されなければ、処理７００はステップ７１２に進んで
よい。もし詐欺スコアが要求されれば、ステップ７０８にて、処理部２０４は（例えばメ
モリ２１６に格納される）詐欺ルールを、受信されたトランザクションメッセージに含ま
れるデータ（いくつかの実施形態では、識別されたアカウントプロファイル）へ適用して
、詐欺スコアを生成してよい。ステップ７１０にて、処理サーバ１１０の送信部２０６は
、詐欺スコアを、適切なエンティティ（例えばイシュア１１２及び／又はアクワイアラ１
１４）へ送信してよい。
【００８０】
　ステップ７１２にて処理部２０４は、受信されたトランザクションメッセージに関連付
けられたブロックチェーントランザクションが生じたか否かを判定する。当該判定は次の
うちいずれかに該当する。すなわち、（１）ブロックチェーンネットワーク１０６からの
又はブロックチェーントランザクションを開始するよう構成されたエンティティ（例えば
イシュア１１２）からのトランザクション通知の受信に基づく。（２）処理サーバ１１０
がブロックチェーントランザクションを開始する実施形態においては処理サーバ１１０に
固有である。（３）ブロックチェーン自体の分析によるブロックチェーントランザクショ
ンの検証に基づく（このとき、例えば受取人アドレス、トランザクション金額、及びトラ
ンザクションメッセージに含まれる他の情報が用いられる）。もしブロックチェーントラ
ンザクションが生じなければ、処理７００は完了する。というのもリンクが不要だからで
ある。
【００８１】
　もしブロックチェーントランザクションが生じれば、ステップ７１４にて、処理サーバ
１１０の受信部２０２は、ブロックチェーントランザクションに関連付けられたトランザ
クション通知を受信してよい。トランザクション通知は例えばブロックチェーンネットワ
ーク１０６、イシュア１１２、アクワイアラ１１４、支払人１０２、受取人１０４、又は
、ブロックチェーンを用いてブロックチェーントランザクションを検証するよう構成され
たエンティティ（例えば処理部２０４を用いる支払ネットワーク１０８又は第三者）、に
よって提供されてよい。トランザクション通知は、少なくともトランザクション識別子と
アドレス識別子とを含んでよい。トランザクション通知は、ブロックチェーントランザク
ションに関連付けられた一意の値であってよい。アドレス識別子は受取人１０４に関連付
けられたアドレスを含んでよい。いくつかの実施形態では、トランザクション通知はまた
、支払人１０２に関連付けられた支払人アドレスと、追加情報（例えばトランザクション
金額）とを含んでよい。いくつかの実施形態では、処理部２０４は受信されたトランザク
ションメッセージから、そのような情報を識別可能である。
【００８２】
　ステップ７１６にて、処理部２０４は、受信されたトランザクション通知に含まれる情
報に基づいて、任意の適用可能なリンクを識別してよい。例えば処理部２０４は、ブロッ
クチェーントランザクションと、ステップ７０４で識別され且つトランザクションの受取
人１０４と関連付けられた第２のアカウントプロファイルとの間のリンクを識別する。当
該識別は、含まれたアカウント識別子及び／又はアドレス識別子との対応関係と、受信さ
れたトランザクション通知に含まれるアドレス識別子とに基づく。トランザクション通知



(22) JP 6462159 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

が支払人アドレスを含む実施形態では、処理部２０４は、支払人アドレスを用いて、ステ
ップ７０４で識別された第１のアカウントプロファイルとブロックチェーントランザクシ
ョンとの間のリンクを識別してよい。
【００８３】
　ステップ７１８にて、処理部２０４はリンクデータを処理サーバ１１０に格納する。例
えばリンクデータは、適用可能な各アカウントプロファイルとメモリ２１６内のトランザ
クション識別子との間のリンクとして格納されてよいし、（例えばリンクされたアカウン
トプロファイル２１０のアカウント識別子として）ブロックチェーントランザクションに
関連付けられたトランザクションデータベース２１２内のトランザクションデータエント
リ２１４に格納されてよいし、また、トランザクションへリンクされたものとして識別さ
れたアカウントプロファイル２１０に格納されてよい。当該格納は例えば、リンクされた
トランザクションのトランザクション識別子をアカウントプロファイル２１０内に格納す
ることによって行われる。いくつかの実施形態では、リンクデータを格納することは、送
信部２０６によってリンクデータを外部エンティティへ送信して格納すること（例えば将
来のブロックチェーントランザクションで使用するためにイシュア１１２へ送信してアカ
ウントプロファイル３１４に格納すること）を含んでよい。
【００８４】
　断片的保存を管理するための処理
　図８は、イシュア１１２における、又は、不換通貨と１以上のブロックチェーン通貨と
の組合せを用いてトランザクションアカウントを発行するよう構成された他の金融機関に
おける、不換通貨及びブロックチェーン通貨の断片的保存の管理処理８００を示す。
【００８５】
　ステップ８０２にて、イシュア１１２の受信部３０２はトランザクションメッセージを
受信してよい。トランザクションメッセージは、支払トランザクションに関連付けられ且
つ１以上の基準（例えばISO8583標準）に基づいてフォーマットされてよく、更に、関連
通信プロトコルを用いて受信されてよい。トランザクションメッセージは複数のデータ要
素を含んでよい。当該複数のデータ要素は、少なくとも、関連トランザクションに関わる
エンティティに関連付けられた特定のアドレスとトランザクション金額とを含む、私的使
用のために保存されたデータ要素を含む。いくつかの実施形態では、私的使用のために保
存されたデータ要素、又はそれに追加される他のデータ要素は、追加アドレスを含んでよ
い。
【００８６】
　ステップ８０４にてイシュア１１２の処理部３０４は、関連支払トランザクションに関
わるアカウントデータベース３１２に格納されるアカウントプロファイル３１４を識別し
てよい。アカウントプロファイル３１４は、そこに含まれるアドレスに基づいて識別され
る。当該アドレスは、受信されたトランザクションメッセージに含まれるデータ要素に含
まれたアドレスに対応する。複数の関連アカウントプロファイル３１４が識別される実施
形態では、識別されたアカウントプロファイル３１４の各々に対し処理８００の残りのス
テップが実行されてよい。
【００８７】
　ステップ８０６にて処理部３０４は、識別されたアカウントプロファイル３１４が、ト
ランザクションの支払人１０２又は受取人１０４に対応するか否かを識別してよい。当該
判定は、関連アドレスが格納されたデータ要素、データ要素内（例えばそこに格納される
インボイス内）の位置、トランザクションメッセージのソース、又は他の適切な値に基づ
いてよい。
【００８８】
　アカウントプロファイル３１４はトランザクションの受取人１０４に関連付けられる。
次いでステップ８０８にて、処理部３０４は不換通貨がトランザクションに関係するか否
かを判定してよい。当該判定は、受信されたトランザクションメッセージに含まれたデー
タ要素に基づいてよい。例えば不換通貨が関係すれば、トランザクションメッセージに含
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まれる各データ要素は、１以上の基準に基づいて特定されたデータを含む。当該データは
、非ゼロ値をとるトランザクション金額を含む。他の実施形態では、不換通貨が関係しな
れば、トランザクション金額を格納するよう構成されたデータ要素は、ゼロ値をとってよ
く、私的使用のために保存されたデータ要素はブロックチェーントランザクションのイン
ボイスを含んでよく、及び／又は、追加のデータ要素はトランザクションがブロックチェ
ーントランザクション（あるいは非不換通貨トランザクション）であることを示すデータ
を含んでよい。
【００８９】
　もしトランザクションが不換通貨の使用を伴えば、次いでステップ８１０にて、処理部
３０４は不換通貨を、対応するアカウントプロファイル３１４内の不換通貨金額に加算し
てよい。加算された通貨金額は、受信されたトランザクションメッセージにトランザクシ
ョン金額を格納するよう構成されたデータ要素に含まれる金額に基づいてよい。ステップ
８１２にて、中央データベース３０８に格納された不換通貨と関連付けられた中央アカウ
ント３１０内の不換通貨金額は、同一の又は関連する通貨アカウントによって（例えば手
数料を理由に）更新（例えば増加）されてよい。
【００９０】
　もしトランザクションが不換通貨の使用を伴わなければ、次いでステップ８１５にて、
処理部３０４はブロックチェーン通貨を、対応するアカウントプロファイル３１４内のブ
ロックチェーン通貨金額へ加算してよい。加算された通貨金額は、例えばブロックチェー
ンを分析することによって、受信されたトランザクションメッセージにおける私的使用の
ために保存されたデータ要素に含まれた金額に基づいてよく、又は、対応するブロックチ
ェーントランザクションに関連付けられたトランザクション通知に含まれた金額に基づい
てよい。ステップ８１６にて、ブロックチェーン通貨に関連付けられた中央アカウント３
１０内のブロックチェーン通貨金額は、同一の又は関連する通貨アカウントによって（例
えば手数料を理由に）更新（例えば増加）されてよい。
【００９１】
　もしステップ８０６にて、処理部３０４が、関係するアカウントプロファイル３１４が
トランザクションの支払人１０２に対応すると判定すると、次いでステップ８１８にて、
処理部３０４は不換通貨がトランザクションに関係すると判定してよい。ステップ８０８
における受取人１０４についての判定と類似して、上記判定は、受信されたトランザクシ
ョンメッセージに含まれるデータ要素に基づいてよい。もしトランザクションが不換通貨
と関係すれば、次いでステップ８２０にて、不換通貨は通貨金額に基づいてアカウントプ
ロファイル３１４から控除されてよい。ステップ８２２にて、不換通貨は通貨金額に基づ
いて、中央データベース３０８の不換通貨中央アカウント３１０から控除されてよい（例
えば追加手数料が引かれる）。もしトランザクションがブロックチェーン通貨に関係すれ
ば、アカウントプロファイル３１４及びブロックチェーン通貨中央アカウント３１０の両
方は、通貨金額に基づいたブロックチェーン通貨の控除によって更新されてよい。
【００９２】
　リスクに基づいて、ブロックチェーンを基礎としたトランザクションを承認する処理
　図９は、支払ネットワーク１０８の処理サーバ１１０を用いて、リスクに基づいて、ブ
ロックチェーントランザクションを承認するための処理９００を示す。当業者にとって、
図９に示され且つ本開示で開示される処理９００が、トランザクションメッセージを受信
し分析するよう構成され、また、リスクを判定するように構成された任意のエンティティ
（例えばイシュア１１２）によって実行可能であることは自明である。例えば処理９００
のステップは、処理サーバ１１０のコンポーネントによって実行され、下記の通り、イシ
ュア１１２が処理９００を実行するときにイシュア１１２の対応コンポーネントによって
実行されてよい。
【００９３】
　ステップ９０２にて、処理サーバ１１０の受信部２０２はトランザクションメッセージ
を受信してよい。トランザクションメッセージは１以上の基準（例えばISO8583標準）に
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基づいてフォーマットされてよく、複数のデータ要素を含んでよい。トランザクションメ
ッセージは、特定のアカウント識別子を含む個人アカウント番号を格納するよう構成され
たデータ要素と、少なくともブロックチェーンネットワーク識別子とトランザクション金
額とを含む、私的使用のために保存されたデータ要素とを含んでよい。ステップ９０４に
て処理サーバ１１０の処理部２０４は、支払トランザクションに関係する支払人１０２に
関連付けられたアカウントプロファイル２１０を識別してよい。アカウントプロファイル
２１０は、含まれるアカウント識別子と、個人アカウント番号を格納するよう構成された
データ要素に含まれる特定のアカウント識別子との対応関係に基づいて識別されてよい。
【００９４】
　ステップ９０６にて、処理部２０４は、識別されたアカウントプロファイル２１０が、
ブロックチェーントランザクションに資金を供給するのに十分なブロックチェーン通貨を
有するか否かを判定する。もし当該アカウントが十分な通貨を有すれば、次いでステップ
９０８にて、トランザクションに対するリスク値が通貨の十分性に基づいて判定されてよ
い。いくつかの実施形態では、リスク値は、（例えばアカウントプロファイル２１０内で
示される）利用可能な通貨とトランザクション金額との差異に基づいてよい。例えば、も
しトランザクションがほぼ実行できず、同時トランザクションにおいて支払人１０２が金
額を供給できない結果になれば、高いリスクが示される。
【００９５】
　もしステップ９０６にて処理部２０４が、アカウントプロファイル２１０内に十分なブ
ロックチェーン通貨がないと判定すれば、次いでステップ９１０にて処理部２０４は不換
通貨で同等の金額を算出してよい。当該算出は、例えばメモリ２１６に格納され、又は、
送信部２０６及び受信部２０２を使用して検索される、１以上の交換比率を用いてよい。
このとき交換比率は、ブロックチェーンネットワーク１０６、金融機関又他の第三者から
要求される。ステップ９１２にて、処理部２０４は、識別されたアカウントプロファイル
２１０が十分な不換通貨金額を含み、トランザクションに対して同等の金額を有するか否
かを判定してよい。
【００９６】
　もし処理部２０４が、当該アカウントがブロックチェーン通貨又不換通貨につき十分な
金額を含まないと判定すると、次いでステップ９１４にて、処理部２０４は資金不十分と
の理由で、支払トランザクションを拒否してよい。支払トランザクションの拒否は、トラ
ンザクションメッセージを修正してトランザクションが拒否されたことを示すことを含む
。このことは、メッセージタイプの標識及び／又は１以上のデータ要素を修正することに
よって実行される。ステップ９１６にて、送信部２０６は受信されたトランザクションメ
ッセージへの承認レスポンスとして、修正されたトランザクションメッセージを送信して
よい。
【００９７】
　もし処理部２０４がステップ９１２にて、トランザクション金額を含む十分な不換通貨
があると判定すると、次いで処理９００はステップ９０８に進み、リスク値が判定される
。いくつかの実施形態では、リスク値は各特定のタイプの通貨の利用可能性によって影響
される。例えばもし支払人１０２が、不十分な金額のブロックチェーン通貨しか有さず、
しかし、十分な金額の不換通貨を有する場合、リスク値は、同じ割合で十分な金額のブロ
ックチェーン通貨がある場合よりもリスクが高いことを示してよい。ブロックチェーン通
貨及び不換通貨の利用可能性に基づくリスク値は、伝統的なトランザクションにおける（
複数の不換通貨が関わる）複数タイプの通貨の利用可能性に基づくリスク値と類似してよ
い。
【００９８】
　ステップ９１８にて、処理部２０４は、判定されたリスク値が許容できるレベルである
か否かを判定してよい。リスク値の許容性は、支払人１０２に関連付けられたイシュア１
１２によって、支払人１０２によって、支払ネットワーク１０８によって、トランザクシ
ョンに関係する受取人１０４によって、受取人１０４に関連付けられたアクワイアラ１１
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４によって、又はそれらの組合せによって、設定される基準に基づいてよい。リスク値が
許容できなければ、次いでステップ９２０にて、処理部２０４はハイリスクを理由に、支
払トランザクションを拒否してよい。トランザクションの拒否は、トランザクションメッ
セージを修正してトランザクションが拒否されたことを示すことを含む。このことは、メ
ッセージタイプの標識及び／又は１以上のデータ要素を修正することによって実行される
。いくつかの実施形態では、修正内容は、拒否理由（例えばこの例では、ハイリスク）の
標識を含んでよい。ステップ９２４にて、送信部２０６は受信されたトランザクションメ
ッセージへの承認レスポンスとして、修正されたトランザクションメッセージを、支払ネ
ットワーク１０８を介して送信してよい。
【００９９】
　もしステップ９１８にて処理部２０４が、リスク値は許容できると判定すると、次いで
ステップ９２２にて、トランザクションが承認される。トランザクションの承認は、トラ
ンザクションメッセージを修正してトランザクションが承認されたことを示すことを含む
。このことは、メッセージタイプの標識及び／又は１以上のデータ要素を修正することに
よって実行される。ステップ９２４にて、修正されたトランザクションメッセージは、支
払ネットワーク１０８を介して送信されてよい。いくつかの実施形態では、拒否されたト
ランザクションについてのトランザクションメッセージは、支払人１０２及び／又は受取
人１０４に対して送信されてよい。一方、承認されたトランザクションについてのトラン
ザクションメッセージは、更なる承認のためにイシュア１１２又は他のエンティティへ送
信されてよい。
【０１００】
　ブロックチェーンを基礎としたトランザクションを承認するための例示的方法
　図１０は、支払ネットワーク１０８によって生成され支払ネットワーク１０８を介して
送信されるトランザクションメッセージを用いて、ブロックチェーンを基礎としたトラン
ザクションを承認するための方法１０００を示す。
【０１０１】
　ステップ１００２にて、トランザクションリクエストは、受信装置（例えば受信部２０
２）によって受信されてよい。当該トランザクションリクエストは少なくとも、ブロック
チェーンネットワークと関連付けられたネットワーク識別子（例えばブロックチェーンネ
ットワーク１０６）と、トランザクション金額と、公開鍵及びアドレス識別子の１つとを
含む。もし受信されたトランザクションリクエストがアドレス識別子を含まなければ、ス
テップ１００４にて、処理装置（例えば処理部２０４）によって、受信されたトランザク
ションリクエストに含まれる公開鍵と１以上のハッシュアルゴリズム及び／又はエンコー
ディングアルゴリズムの少なくとも１つを用いて、アドレス識別子が生成されてよい。一
実施形態では、１以上のハッシュアルゴリズム及び／又はエンコーディングアルゴリズム
は、Base58Checkエンコーディングの使用を含んでよい。
【０１０２】
　ステップ１００６にてトランザクションメッセージは処理装置によって生成されてよい
。当該トランザクションメッセージは１以上の基準に基づいてフォーマットされ、複数の
データ要素を含む。当該トランザクションメッセージは、少なくとも、トランザクション
金額を格納するよう構成された第１のデータ要素と、私的使用のために保存された第２の
データ要素とを含む。第１のデータ要素はゼロ値を含み、第２のデータ要素は少なくとも
、（ｉ）ネットワーク識別子又は当該ネットワーク識別子に基づくエンコード値と、（ｉ
ｉ）アドレス識別子と、（ｉｉｉ）トランザクション金額とを含む。一実施形態における
１以上の基準は少なくともISO8583標準を含んでよい。いくつかの実施形態では、トラン
ザクションメッセージは承認メッセージを示すメッセージタイプの標識を含んでよい。一
実施形態では、ネットワーク識別子に基づくエンコード値は、少なくともネットワーク識
別子と１以上のアルゴリズムとを用いて生成される１６進値である。いくつかの実施形態
では、トランザクションメッセージは、非通貨トランザクションを示す処理コードを格納
するよう構成された第３のデータ要素を含んでよい。
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【０１０３】
　ステップ１００８にて、トランザクションメッセージは、支払ネットワーク（例えば支
払ネットワーク１０８）を用いて、送信装置（例えば送信部２０６）によって金融機関（
例えばイシュア１１２）へ送信されてよい。一実施形態では、方法１０００は更に、受信
部２０２によって、支払ネットワーク１０８を用いて返信トランザクションメッセージを
金融機関１１２から受信することを含み、当該返信トランザクションメッセージはレスポ
ンスコードを格納するよう構成された第３のデータ要素を含む。更なる実施形態では、方
法１０００は更に、送信部２０６によって、受信されたトランザクションリクエストに応
じて返信トランザクションメッセージを送信することを含んでよい。他の実施形態では、
レスポンスコードは生成されたトランザクションメッセージに関連付けられたトランザク
ションの承認を示してよい。第２のデータ要素は更に、参照識別子を含んでよい。更に別
の実施形態では、参照識別子は次のうち少なくとも１つであってよい。すなわち、関連ブ
ロックチェーンネットワーク１０６を用いて実行されたトランザクションに関連付けられ
た値と、生成されたトランザクションメッセージに含まれる第２のデータ要素に含まれた
データの一部に部分的に基づいて生成されたデジタル署名との少なくとも１つである。
【０１０４】
　ブロックチェーントランザクションを非公開の検証済みアイデンティティへリンクさせ
る例示的方法
　図１１は、標準化されたトランザクションメッセージとそこに含まれるデータ要素との
使用に基づいて、ブロックチェーントランザクションを非公開の検証済みアイデンティテ
ィへリンクさせる方法１１００を示す。
【０１０５】
　ステップ１１０２にて、複数のアカウントプロファイル（例えばアカウントプロファイ
ル２１０）は、アカウントデータベース（例えばアカウントデータベース２０８）に格納
されてよい。各アカウントプロファイル２１０はトランザクションアカウントに関連する
データを含み、当該トランザクションアカウントは少なくともアカウント識別子とアカウ
ントデータとを含む。一実施形態では、アカウントデータは、トランザクションデータと
位置データと特徴データと詐欺データとの少なくとも１つを含んでよい。
【０１０６】
　ステップ１１０４にてトランザクションメッセージは、受信装置（例えば受信部２０２
）によって受信されてよい。トランザクションメッセージは１以上の基準に基づいてフォ
ーマットされ、複数のデータ要素を含む。当該複数のデータ要素は、少なくとも、個人ア
カウント番号を格納するよう構成された第１のデータ要素と、販売者識別子を格納するよ
う構成された第２のデータ要素と、ブロックチェーンネットワーク識別子を格納するよう
構成された第３のデータ要素とを含んでよい。一実施形態では、トランザクションメッセ
ージは非通貨トランザクションを示す処理コードを格納するよう構成された第４のデータ
要素を含んでよい。いくつかの実施形態では、トランザクションメッセージは承認メッセ
ージを示すメッセージタイプの標識を含んでよい。
【０１０７】
　ステップ１１０６にて、アカウントデータベース２０８に格納された第１のアカウント
プロファイル２１０は、処理装置（例えば処理部２０４）によって識別されてよい。含ま
れるアカウント識別子は、受信されたトランザクションメッセージに格納された第１のデ
ータ要素に格納される個人アカウント番号に対応する。ステップ１１０８にて、アカウン
トデータベース２０８に格納された第２のアカウントプロファイル２１０は、処理装置２
０４によって識別されてよい。含まれるアカウント識別子は、受信されたトランザクショ
ンメッセージに含まれる第２のデータ要素に格納される販売者識別子に対応する。
【０１０８】
　ステップ１１１０にてトランザクション通知は受信部２０２によって受信されてよい。
当該トランザクション通知はトランザクションが、受信されたトランザクションメッセー
ジに含まれる第３のデータ要素に格納されたブロックチェーンネットワーク識別子に関連
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付けられたブロックチェーンネットワーク（例えばブロックチェーンネットワーク１０６
）を用いて処理されることを示し、また、少なくとも、トランザクション識別子と、第１
のアカウントプロファイル２１０と第２のアカウントプロファイル２１０との１つに関連
付けられたアドレス識別子とを含む。一実施形態では、アドレス識別子は、第１のアカウ
ントプロファイル２１０と第２のアカウントプロファイル２１０との１つに関連付けられ
た公開鍵を用いて生成されるハッシュであってよい。
【０１０９】
　ステップ１１１２にて、受信されたトランザクション通知に含まれるトランザクション
識別子と、アドレス識別子、個人アカウント番号及び販売者識別子の少なくとも１つとの
間のリンクは、処理装置２０４によって格納されてよい。一実施形態では、リンクは、リ
ンクプロファイルとしてトランザクションデータベース（例えばトランザクションデータ
ベース２１２）に格納されてよい。リンクプロファイルは少なくとも、トランザクション
識別子と、アドレス識別子、個人アカウント番号及び販売者識別子の少なくとも１つとを
含む。いくつかの実施形態では、リンクは第１のアカウントプロファイル２１０に格納さ
れてよい。一実施形態では、リンクは第２のアカウントプロファイル２１０に格納されて
よい。
【０１１０】
　ブロックチェーン通貨の断片的保存を管理する例示的方法
　図１２は、支払ネットワークにおいて金融機関が使用するブロックチェーン通貨及び不
換通貨の断片的保存を管理する方法１２００を示す。
【０１１１】
　ステップ１２０２にて、少なくとも、不換通貨と関連付けられた不換金額（flat　amou
nt）は、第１の中央アカウント（例えば中央アカウント３１０）に格納されてよい。ステ
ップ１２０４にて、ブロックチェーン通貨と関連付けられたブロックチェーン金額は、第
２の中央アカウント３１０に格納されてよい。ステップ１２０６にて、複数のアカウント
プロファイル（例えばアカウントプロファイル３１４）はアカウントデータベース（例え
ばアカウントデータベース３１２）に格納されてよい。各アカウントプロファイル３１４
は消費者（例えば支払人１０２、受取人１０４、トランザクションアカウント等）に関連
付けられたデータを含んでよい。当該データは少なくとも、不換通貨金額とブロックチェ
ーン通貨金額と、アカウント識別子とアドレスとを含む。一実施形態では、第２の中央ア
カウント３１０に格納されたブロックチェーン金額は、アカウントデータベース３１２に
格納される各アカウントプロファイル３１４に含まれたブロックチェーン通貨金額の合計
に基づく。
【０１１２】
　ステップ１２０８にて、支払トランザクションに関連付けられたトランザクションメッ
セージは、受信装置（例えば受信部３０２）によって受信されてよい。トランザクション
メッセージは１以上の基準に基づいてフォーマットされ、複数のデータ要素を含む。当該
複数のデータ要素は、少なくとも、特定のアドレス及びトランザクション金額を含む、私
的使用のために保存されたデータ要素を含む。一実施形態では、１以上の基準は、ISO858
3標準を含む。ステップ１２１０にて、アカウントデータベース３１２に格納された特定
のアカウントプロファイル３１４は、処理装置（例えば処理部３０４）によって識別され
てよい。そこに含まれるアドレスは、受信されたトランザクションメッセージ内のデータ
要素に含まれる特定のアドレスに対応する。
【０１１３】
　ステップ１２１２にて、識別されたアカウントプロファイル３１４に格納されたブロッ
クチェーン通貨金額は、受信されたトランザクションメッセージ内のデータ要素に格納さ
れるトランザクション金額に基づいて、処理装置３０４によって更新されてよい。一実施
形態では、方法１２００は更に、処理部３０４によって、受信されたトランザクション金
額内のデータ要素に含まれるトランザクション金額に基づいて、第２の中央アカウント３
１０に格納されたブロックチェーン金額を更新することを含んでよい。いくつかの実施形
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態では、方法１２００はまた、処理部３０４によって、ブロックチェーン通貨金額に関連
付けられたブロックチェーンネットワーク（例えばブロックチェーンネットワーク１０６
）を用いてブロックチェーントランザクションを開始することを含んでよい。ブロックチ
ェーントランザクションは、特定のアドレスへの又は特定のアドレスからのトランザクシ
ョン金額についてのものである。
【０１１４】
　一実施形態では、第２の中央アカウント３１０は更に、複数の鍵を格納するよう構成さ
れる。各鍵はアカウントデータベース３１２に格納されるアカウントプロファイル３１４
に関連付けられる。更なる実施形態では、方法１２００は更に、処理装置３０４によって
、関連鍵を１以上のハッシュアルゴリズム及び／又はエンコーディングアルゴリズムに適
用することに基づいて、アカウントデータベース３１２の各アカウントプロファイル３１
４に格納されるアドレスを生成することを含む。更に別の実施形態では、１以上のハッシ
ュアルゴリズム及び／又はエンコーディングアルゴリズムは、Base58Checkエンコーディ
ングの使用を含んでよい。
【０１１５】
　一実施形態では、トランザクションメッセージは更に、資金供給アドレスを含む個人ア
カウント番号を格納するよう構成されたデータ要素を含んでよい。更なる実施形態では、
方法１２００はまた、次のことを含んでよい。すなわち、（１）処理装置３０４によって
、アカウントデータベース３１２に格納される資金アカウントプロファイル３１４を識別
することであって、含まれるアドレスは、資金供給アドレスに対応すること。（２）処理
装置３０４によって、受信されたトランザクションメッセージ内のデータ要素に含まれる
トランザクション金額に基づいて、識別された資金アカウントプロファイル３１４に含ま
れるブロックチェーン通貨金額を控除すること。（３）識別された特定のアカウントプロ
ファイル３１４に格納されるブロックチェーン通貨金額を更新することは、受信されたト
ランザクションメッセージ内のデータ要素に含まれるトランザクション金額に基づいてブ
ロックチェーン通貨金額へ追加すること、である。
【０１１６】
　リスク値を用いてブロックチェーントランザクションを承認する例示的方法
　図１３は、利用可能なブロックチェーン通貨及び／又は不換通貨に基づいたリスク値を
用いて、支払ネットワークにおけるブロックチェーントランザクションの承認を行うため
の方法１１００を示す。
【０１１７】
　ステップ１３０２にて、複数のアカウントプロファイル（例えばアカウントプロファイ
ル２１０）はアカウントデータベース（例えばアカウントデータベース２０８）に格納さ
れてよい。各アカウントプロファイル２１０は消費者（例えば支払人１０２、受取人１０
４、トランザクション金額等）に関連付けられたデータを含んでよい。当該データは少な
くとも、アカウント識別子と、不換通貨金額と、１以上のブロックチェーン通貨金額とを
含む。各ブロックチェーン通貨金額はブロックチェーンネットワーク（例えばブロックチ
ェーンネットワーク１０６）に関連付けられる。
【０１１８】
　ステップ１３０４にて、支払トランザクションに関連付けられたトランザクションメッ
セージは、受信装置（例えば受信部２０２）によって受信されてよい。トランザクション
メッセージは１以上の基準に基づいてフォーマットされ、複数のデータ要素を含む。当該
複数のデータ要素は、少なくとも、特定のアカウント識別子を含む個人アカウント番号を
格納するよう構成された第１のデータ要素と、少なくともネットワーク識別子とトランザ
クション金額とを含む、私的使用のために保存された第２のデータ要素とを含む。一実施
形態では、１以上の基準は少なくとも１つISO8583標準を含んでよい。
【０１１９】
　ステップ１３０６にて、アカウントデータベース２０８に格納された特定のアカウント
プロファイル２１０は、処理装置（例えば処理部２０４）によって識別されてよい。含ま
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れるアカウント識別子は、受信されたトランザクションメッセージに格納された第１のデ
ータ要素に含まれる特定のアカウント識別子に対応する。ステップ１３０８にて、リスク
値は、支払トランザクションのために処理装置２０４によって識別されてよい。リスク値
は少なくとも、受信されたトランザクションメッセージの第２のデータ要素に含まれるト
ランザクション金額と、不換通貨金額及びブロックチェーン通貨金額の少なくとも１つに
基づいてよい。当該不換通貨金額及びブロックチェーン通貨金額は、識別された特定のア
カウントプロファイル２１０に含まれる受信されたトランザクションメッセージの第２の
データ要素に含まれるネットワーク識別子に対応した、ブロックチェーンネットワーク１
０６に関連付けられる。
【０１２０】
　一実施形態では、トランザクション金額はブロックチェーン通貨金額であってよい。支
払トランザクションのためのリスク値を識別することは、受信されたトランザクションメ
ッセージの第２のデータ要素に含まれるトランザクション金額と、識別された特定のアカ
ウントプロファイルに含まれる受信されたトランザクションメッセージの第２のデータ要
素に含まれるネットワーク識別子に対応するブロックチェーンネットワーク１０６に関連
付けられたブロックチェーン通貨金額と、に基づいてよい。いくつかの実施形態では、ト
ランザクション金額はブロックチェーン通貨金額であってよい。支払トランザクションの
ためのリスク値を識別することは、受信されたトランザクションメッセージの第２のデー
タ要素に含まれるトランザクション金額と、識別された特定のアカウントプロファイルに
含まれる不換通貨金額と、ブロックチェーン通貨と不換通貨との間の双方向の交換におけ
る交換比率と、に基づいてよい。
【０１２１】
　ステップ１３１０にて支払トランザクションの承認は、少なくとも識別されたリスク値
に基づいて処理装置２０４によって判定されてよい。ステップ１３１２にて、受信された
トランザクションメッセージは、承認判定に基づいて、処理装置２０４によって修正され
てよい。一実施形態では、受信されたトランザクションメッセージを修正することは、ト
ランザクションメッセージの第３のデータ要素に、承認判定を示すレスポンスコードを格
納することを含んでよい。ステップ１３１４にて送信装置（例えば送信部２０６）は、修
正されたトランザクションメッセージを送信してよい。
【０１２２】
　一実施形態では、方法１３００は更に、処理装置２０４によって、少なくとも、それぞ
れのアカウントプロファイル２１０に含まれるアカウント識別子と、１以上のハッシュア
ルゴリズム及び／又はエンコーディングアルゴリズムとを用いて、各アカウントプロファ
イル２１０のアドレス識別子を生成することを含んでよい。別の実施形態では、特定のア
カウント識別子は、識別された特定のアカウントプロファイル２１０に含まれるアカウン
ト識別子を用いて生成されたアドレス識別子と同様の値を有してよい。更に別の実施形態
では、１以上のハッシュアルゴリズム及び／又はエンコーディングアルゴリズムは、Base
58チェックエンコーディングの使用を含んでよい。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、方法１３００はまた、処理装置２０４によって、ネットワー
ク識別子に対応するブロックチェーンネットワーク１０６を用いてブロックチェーントラ
ンザクションを開始することを含んでよい。当該ネットワーク識別子は、特定のアカウン
ト識別子からのトランザクション金額についての、受信されたトランザクションメッセー
ジの第２のデータ要素に含まれる。更なる実施形態では、受信されたトランザクションメ
ッセージを修正することは更に、第２のデータ要素へ、ブロックチェーントランザクショ
ンを開始した結果として生成される参照識別子を追加することを含んでよい。
【０１２４】
　コンピュータシステムアーキテクチャ
　図１４は、コンピュータシステム１４００を示す。そこには、本開示の実施形態又はそ
の一部が、コンピュータ読取り可能なコードとして実装されてよい。例えば図１の処理サ
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ーバ１１０及び／又はイシュア１１２は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア
、格納された命令を有する非一時的なコンピュータ読取り可能な媒体、又はこれらの組合
せを用いて実装されてよく、１以上のコンピュータシステム又は他の処理システムにおい
て実装されてよい。ハードウェア、ソフトウェア及びこれらの任意の組合せは、図４、５
及び７乃至１３の方法を実装するために使用されるモジュール及びコンポーネントを実現
してよい。
【０１２５】
　プログラマブルロジックが使用される場合、そのようなロジックは、商業的に利用可能
な処理プラットフォーム又は特定用途装置上で実行してよい。当業者は、開示された事項
についての実施形態が、様々なコンピュータシステム構成で実行可能であることを理解す
る。当該システム構成は、マルチコアのマルチプロセッサシステムと、ミニコンピュータ
と、メインフレームコンピュータと、分散された機能でリンクされ又はクラスタ化された
コンピュータと、任意の装置へ仮想的に実装可能な汎用（pervasive）又はミニチュアの
コンピュータとを含む。例えば少なくとも１つのプロセッサ装置及びメモリが、上記実施
形態を実装するために使用されてよい。
【０１２６】
　本開示のプロセッサユニット又は装置は、単一のプロセッサ、複数のプロセッサ、又は
これらの組合せであってよい。プロセッサ装置は、１以上のプロセッサ「コア」を有して
よい。本開示の「コンピュータプログラム媒体」、「非一時的なコンピュータ読取り可能
な媒体」及び「コンピュータ使用可能な媒体」との用語は、概して、有形の媒体（例えば
取外し可能なストレージユニット１４１８、取外し可能なストレージユニット１４２２及
びハードディスクドライブ１４１２にインストールされたハードディスク等）を指すため
に使用される。
【０１２７】
　本開示の様々な実施形態は、この例示的なコンピュータシステム１４００に関して記述
される。本開示を読んだ後、当業者にとって、他のコンピュータシステム及び／又はコン
ピュータアーキテクチャを用いて本開示をどのように実装するかは自明である。動作はシ
ーケンシャルな処理として開示されるが、いくつかの動作は実際には、並行して、同時に
及び／又は分散環境で、実行されてよい。このとき、プログラムコードは、単一プロセッ
サの又はマルチプロセッサのマシンによってアクセスするために、ローカルに又はリモー
トに格納された状態である。更に、いくつかの実施形態では、動作の順番は、開示される
事項の趣旨を逸脱することなく再配置可能である。
【０１２８】
　プロセッサ装置１４０４は特定目的の又は汎用目的のプロセッサ装置であってよい。プ
ロセッサ装置１４０４は、通信インフラストラクチャ１４０６（例えばバス、メッセージ
キュー、ネットワーク、マルチコアメッセージパススキーム等）へ接続されてよい。ネッ
トワークは、本開示の機能を実行するのに適した任意のネットワークであってよく、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）、無線ネット
ワーク（例えばＷｉｆｉ）、モバイル通信ネットワーク、衛星ネットワーク、インターネ
ット、光ファイバ、同軸ケーブル、赤外線、無線周波数（ＲＦ）又はこれらの任意の組合
せを含んでよい。他の適切なネットワークタイプ及び構成は、当業者にとって自明である
。コンピュータシステム１４００はまた、メインメモリ１４０８（例えばランダムアクセ
スメモリ、読み取り専用メモリ等）を含んでよく、また、補助記憶装置１４１０を含んで
よい。補助記憶装置１４１０は、ハードディスクドライブ１４１２と取外し可能なストレ
ージドライブ１４１４（例えばフロッピーディスクドライブ、磁気テープドライブ、光デ
ィスクドライブ、フラッシュメモリ等）とを含んでよい。
【０１２９】
　取外し可能なストレージドライブ１４１４は、周知の方法で、取外し可能なストレージ
ユニット１４１８から読み取りを行ってもよいし、そこへ書き込みを行ってもよい。取外
し可能なストレージユニット１４１８は、取外し可能なストレージドライブ１４１４によ
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って読み取られ又は書き込まれることができる、取外し可能なストレージ媒体を含んでよ
い。例えばもし取外し可能なストレージドライブ１４１４がフロッピーディスクドライブ
又はユニバーサルシリアルバスポートであれば、取外し可能なストレージユニット１４１
８はそれぞれ、フロッピーディスク又はポータブルフラッシュドライブであってよい。一
実施形態では、取外し可能なストレージユニット１４１８は非一時的な読取り可能記録媒
体であってよい。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、補助記憶装置１４１０は代替手段を含み、コンピュータプロ
グラム又は他の命令がコンピュータシステム１４００（例えば取外し可能なストレージユ
ニット１４２２及びインタフェース１４２０）にロードされることを可能にしてよい。そ
のような手段の例は、（例えばビデオゲームシステムで見られる）プログラムカートリッ
ジ及びカートリッジインタフェース、取外し可能なメモリチップ（例えばＥＥＰＲＯＭ、
ＰＲＯＭ等）、関連ソケット、他の取外し可能なストレージユニット１４２２及びインタ
フェース１４２０を含んでよい。このことは当業者にとって自明である。
【０１３１】
　コンピュータシステム１４００に（例えばメインメモリ１４０８に及び／又は補助記憶
装置１４１０に）格納されたデータは、任意のタイプの適切なコンピュータ読取り可能な
媒体（例えば光ストレージ（コンパクトディスク、デジタル多目的ディスク、Blu-rayデ
ィスク等）又は磁気テープストレージ（例えばハードディスクドライブ））上に格納され
てよい。データは任意のタイプの適切なデータベース構成（例えばリレーショナルデータ
ベース、構造化照会言語（ＳＱＬ）データベース、分散データベース、オブジェクトデー
タベース、分散キーバリューストア等）で構成されてよい。適切な構成及びストレージタ
イプは、当業者にとって自明である。
【０１３２】
　コンピュータシステム１４００はまた、通信インタフェース１４２４を含んでよい。通
信インタフェース１４２４は、ソフトウェア及びデータが、コンピュータシステム１４０
０と外部装置との間で送信されることを可能にしてよい。例示的な通信インタフェース１
４２４は、モデム、ネットワークインタフェース（例えばイーサネットカード）、通信ポ
ート、ＰＣＭＣＩＡスロット及びカード等を含んでよい。通信インタフェース１４２４を
介して転送されるソフトウェア及びデータは信号形式であってよい。当該信号形式は、電
子の、電磁気の、光の、又は当業者にとって自明な他の信号のものであってよい。信号は
、通信パス１４２６を介して伝わる。当該通信パス１４２６は信号を伝送するよう構成さ
れ、電線、ケーブル、光ファイバ、電話線、携帯電話リンク、無線周波数リンク等を用い
て実装されてよい。
【０１３３】
　コンピュータシステム１４００は表示インタフェース１４０２を更に含んでよい。表示
インタフェース１４０２は、データが、コンピュータシステム１４００と外部ディスプレ
イ１４３０との間で転送されることを可能にするよう構成されてよい。例示的な表示イン
タフェース１４０２は、高精細度マルチメディアインタフェース（ＨＤＭＩ）、デジタル
ビジュアルインタフェース（ＤＶＩ）、ビデオグラフィックスアレイ（ＶＧＡ）等を含ん
でよい。ディスプレイ１４３０は任意の適切なタイプのディスプレイであってよく、コン
ピュータシステム１４００の表示インタフェース１４０２を介して転送されるデータを表
示する。ディスプレイ１４３０は、ブラウン管（ＣＲＴ）ディスプレイ、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイ、静電容量方式タッチディスプレ
イ、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）ディスプレイ等を含む。
【０１３４】
　コンピュータプログラム媒体及びコンピュータ使用可能な媒体は、メモリ（例えばメイ
ンメモリ１４０８及び補助記憶装置１４１０）を指してよく、半導体メモリ（ＤＲＡＭ等
）であってよい。これらのコンピュータプログラム製品は、コンピュータシステム１４０
０へソフトウェアを提供するための手段であってよい。コンピュータプログラム（例えば
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コンピュータ制御ロジック）は、メインメモリ１４０８及び／又は補助記憶装置１４１０
に格納されてよい。コンピュータプログラムはまた、通信インタフェース１４２４を介し
て受信されてよい。そのようなコンピュータプログラムは、実行されると、コンピュータ
システム１４００が本開示の方法を実行することを可能にしてよい。特に、コンピュータ
プログラムは、実行されると、プロセッサ装置１４０４が図４、５及び７乃至１３に示さ
れる本開示の方法を実行することを可能にしてよい。したがって、そのようなコンピュー
タプログラムはコンピュータシステム１４００のコントローラを示す。本開示はソフトウ
ェアを使用して実装される。当該ソフトウェアは、取外し可能なストレージドライブ１４
１４、インタフェース１４２０、及びハードディスクドライブ１４１２又は通信インタフ
ェース１４２４を用いて、コンピュータプログラム製品に格納されてコンピュータシステ
ム１４００へロードされてよい。
【０１３５】
　本開示で一貫する技術は、他の特徴の中でも、ブロックチェーントランザクションを承
認し、ブロックチェーントランザクションにおいてリスク値を識別し、ブロックチェーン
トランザクションを検証済みアイデンティティとリンクさせるシステム及び方法を提供す
る。本開示のシステム及び方法の様々な例示的実施形態が上述されるが、それらは限定目
的でなく例示目的のみで示されることを理解されたい。それは徹底したものでなく、本開
示を、開示された形態そのものへ限定しない。上記の教示に照らして修正例及び変形例が
可能である。広がり又は範囲を逸脱すること無く、本開示の実装から修正例及び変形例が
得られてよい。
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