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(57)【要約】
第１のエンティティと第２のエンティティの間の取引を
ポイント・オブ・セール（ＰＯＳ）端末において実行す
る際に使用されるＰＯＳ端末。ＰＯＳ端末は第２のエン
ティティに関連付けられる。ＰＯＳ端末は、第２の変化
識別子を記憶し、通信リンクを介して口座情報保持体デ
バイスから暗号化された取引情報を受け取り、暗号化さ
れた第１および第２の取引情報を認証手段へ送り、認証
手段から第２の変化識別子を受け取る。プロセッサは、
第２の暗号化された取引情報を生成するために、第２の
変化識別子を用いて取引情報を暗号化するように構成さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のエンティティと第２のエンティティの間の取引を、前記第２のエンティティのＰ
ＯＳ端末において実行する方法であって、
　暗号化された買手取引情報を生成するために、前記第１のエンティティに関連付けられ
た口座情報保持体デバイスに記憶された第１の変化識別子を用いて、前記買手取引情報を
暗号化するステップと、
　暗号化された前記買手取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、認証手段へ
送信するステップと、
　暗号化された売主取引情報を生成するために、前記ＰＯＳ端末に記憶された第２の変化
識別子を用いて、前記売主取引情報を暗号化するステップと、
　暗号化された前記売主取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記認証手
段へ送信するステップと、
　前記認証手段において、前記第１の変化識別子および前記第２の変化識別子を使用済と
してマーク付けするステップと
　備える方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記暗号化された買手取引情報を、少なくとも１つの
通信リンクを介して、認証手段へ送信する前記ステップが、前記暗号化された買手取引情
報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記口座情報保持体デバイスから認証手段
へ送信するステップを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記暗号化された買手取引情報を、少なくとも１つの
通信リンクを介して、前記口座情報保持体デバイスから前記ＰＯＳ端末へ送信するステッ
プを更に備える方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法であって、前記暗号化された買手取引情報を、少なくとも１つの
通信リンクを介して、認証手段へ送信する前記ステップが、前記暗号化された買手取引情
報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記ＰＯＳ端末から前記認証手段へ送信す
るステップを含む、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、暗号化された売主取引情報を生成するために、前記Ｐ
ＯＳ端末に記憶された第２の変化識別子を用いて、前記売主取引情報を暗号化する前記ス
テップが、連結された取引情報を生成するために、暗号化された前記買手取引情報と前記
売主取引情報とを連結するステップと、前記暗号化された取引情報を生成するために、前
記第２の変化識別子を用いて、前記連結された取引情報を暗号化するステップとを含む、
方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、前記口座情報保持体デバイスにおいて前記認証手段か
ら第３の変化識別子を受け取るステップが、前記口座情報保持体デバイスにおいて前記認
証手段から第３の変化識別子を受け取るステップを含み、前記口座情報保持体デバイスが
、セルラ電話、スマート・カード、クレジット・カード、ＰＤＡ、およびオーディオ・プ
レーヤのうちの少なくとも１つを含む、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、暗号化された買手取引情報を生成するために、前記第
１のエンティティに関連付けられた口座情報保持体デバイスに記憶された第１の変化識別
子を用いて、前記買手取引情報を暗号化する前記ステップが、前記第１の変化識別子を用
いて買手口座識別子を暗号化するステップを含み、前記買手口座識別子は、前記第１のエ
ンティティに関連する口座を識別する、方法。
【請求項８】
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　請求項７に記載の方法であって、前記第１のエンティティから口座の選択を受け取るス
テップを更に備える方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法であって、前記第１の変化識別子を用いて買手口座識別子を暗号
化する前記ステップが、前記第１の変化識別子を用いて、前記口座の選択に関連する買手
口座識別子を暗号化するステップを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、暗号化された買手取引情報を生成するために、前記第
１のエンティティに関連付けられた口座情報保持体デバイスに記憶された第１の変化識別
子を用いて、前記買手取引情報を暗号化する前記ステップが、前記第１の変化識別子を用
いて、前記取引に関連する価格を暗号化するステップを含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、前記価格を、前記ＰＯＳ端末から、少なくとも１つ
の通信リンクを介して、前記口座情報保持体デバイスにおいて受け取るステップを更に備
える方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法であって、前記価格を、前記第１のエンティティから、前記口
座情報保持体デバイスにおいて受け取るステップを更に備える方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法であって、暗号化された買手取引情報を生成するために、前記第
１のエンティティに関連付けられた口座情報保持体デバイスに記憶された第１の変化識別
子を用いて、前記買手取引情報を暗号化する前記ステップが、前記第１の変化識別子を用
いて前記第２のエンティティの識別子を暗号化するステップを含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、前記第２のエンティティの前記識別子を、前記ＰＯ
Ｓ端末から、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記口座情報保持体デバイスにおい
て受け取るステップを更に備える方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法であって、前記第２のエンティティの前記識別子を、前記第１
のエンティティから、前記口座情報保持体デバイスにおいて受け取るステップを更に備え
る方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の方法であって、暗号化された買手取引情報を生成するために、前記第
１のエンティティに関連付けられた口座情報保持体デバイスに記憶された第１の変化識別
子を用いて、前記買手取引情報を暗号化する前記ステップが、前記第１の変化識別子を用
いて前記第１のエンティティの信用証明書を暗号化するステップを含む、方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法であって、前記信用証明書を、前記認証手段から、前記口座情
報保持体デバイスにおいて受け取るステップを更に備える方法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の方法であって、暗号化された売主取引情報を生成するために、前記Ｐ
ＯＳ端末に記憶された第２の変化識別子を用いて、前記売主取引情報を暗号化する前記ス
テップが、前記第２の変化識別子を用いて売主口座識別子を暗号化するステップを含み、
前記売主口座識別子は、前記第２のエンティティに関連する口座を識別する、方法。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法であって、暗号化された売主取引情報を生成するために、前記Ｐ
ＯＳ端末に記憶された第２の変化識別子を用いて、前記売主取引情報を暗号化する前記ス
テップが、前記第２の変化識別子を用いて、前記取引に関連する価格を暗号化するステッ
プを含む、方法。
【請求項２０】
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　請求項１に記載の方法であって、暗号化された売主取引情報を生成するために、前記Ｐ
ＯＳ端末に記憶された第２の変化識別子を用いて、前記売主取引情報を暗号化する前記ス
テップが、前記第２の変化識別子を用いて前記第１のエンティティの識別子を暗号化する
ステップを含む、方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の方法であって、前記第１のエンティティの前記識別子を、前記買手
から、前記口座情報保持体デバイスおよび前記ＰＯＳ端末の少なくとも一つにおいて受け
取るステップを更に備える方法。
【請求項２２】
　請求項１に記載の方法であって、認証情報を前記第１のエンティティから受け取るステ
ップを更に備える方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法であって、認証情報を前記第１のエンティティから受け取る前
記ステップが、個人識別番号、パスワード、フィンガプリント、および網膜スキャンのう
ちの少なくとも１つを前記第１のエンティティから受け取るステップを含む、方法。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の方法であって、認証情報を前記第１のエンティティから受け取る前
記ステップが、認証情報を、前記第１のエンティティから、前記口座情報保持体デバイス
において受け取るステップを含む、方法。
【請求項２５】
　請求項２２に記載の方法であって、認証情報を前記第１のエンティティから受け取る前
記ステップが、認証情報を、前記第１のエンティティから、前記ＰＯＳ端末において受け
取るステップを含む、方法。
【請求項２６】
　請求項２２に記載の方法であって、前記暗号化された買手取引情報を前記認証手段へ送
信する前に、前記認証情報を前記口座情報保持体デバイスにおいて検証するステップを更
に備える方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法であって、前記口座情報保持体デバイスが前記認証情報の正当
性を認めない場合、前記暗号化された買手取引情報の前記認証手段への送信を防止するス
テップを更に備える方法。
【請求項２８】
　請求項１に記載の方法であって、前記第１の変化識別子を、前記認証手段から、少なく
とも１つの通信リンクを介して、前記口座情報保持体デバイスにおいて受け取るステップ
を更に備え、前記第１の変化識別子は番号および鍵を含む、方法。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の方法であって、暗号化された買手取引情報を生成するために、前記
第１のエンティティに関連付けられた口座情報保持体デバイスに記憶された第１の変化識
別子を用いて、前記買手取引情報を暗号化する前記ステップが、暗号化データを生成する
ために前記鍵を用いて前記買手取引情報を暗号化するステップと、前記暗号化された買手
取引情報を生成するために、前記暗号化データに前記番号を追加するステップとを含む、
方法。
【請求項３０】
　請求項１に記載の方法であって、前記第２の変化識別子を、前記認証手段から、少なく
とも１つの通信リンクを介して、前記ＰＯＳ端末において受け取るステップを更に備え、
前記第２の変化識別子は番号および鍵を含む、方法。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の方法であって、暗号化された売主取引情報を生成するために、前記
ＰＯＳ端末に記憶された第２の変化識別子を用いて、前記売主取引情報を暗号化する前記
ステップが、暗号化データを生成するために前記鍵を用いて売主取引情報を暗号化するス
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テップと、前記暗号化された売主取引情報を生成するために、前記暗号化データに前記番
号を追加するステップとを含む、方法。
【請求項３２】
　請求項１に記載の方法であって、第３の変化識別子を、前記認証手段から、前記口座情
報保持体デバイスにおいて受け取るステップを更に備える方法。
【請求項３３】
　請求項１に記載の方法であって、第４の変化識別子を、前記認証手段から、前記ＰＯＳ
端末において受け取るステップを更に備える方法。
【請求項３４】
　第１のエンティティと第２のエンティティとの間の取引を認証手段により前記第２のエ
ンティティのＰＯＳ端末において管理する方法であって、
　第１の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記第１のエンティティ
に関連した口座情報保持体デバイスへ提供するステップと、
　第２の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記ＰＯＳ端末へ提供す
るステップと、
　暗号化された取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記口座情報保持体
デバイスおよび前記ＰＯＳ端末の少なくとも一つから受け取るステップであって、暗号化
された前記取引情報は、前記第１の変化識別子および前記第２の変化識別子の少なくとも
一つを用いて暗号化される、ステップと、
　暗号解除された取引情報を取得するために、前記第１の変化識別子および前記第２の変
化識別子の少なくとも一つを用いて、前記暗号化された取引情報を暗号解除するステップ
と、
　暗号解除された前記取引情報に基づいて支払い要求を生成するステップと、
　前記支払い要求を、少なくとも１つの通信リンクを介して、支払い認証手段へ送信する
ステップと、
　前記第１の変化識別子および前記第２の変化識別子を使用済としてマーク付けするステ
ップと
　を備える方法。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の方法であって、第１の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンク
を介して、前記第１のエンティティに関連した口座情報保持体デバイスへ提供する前記ス
テップが、番号および鍵を含む第１の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンクを介し
て、前記第１のエンティティに関連した口座情報保持体デバイスへ提供するステップを含
む、方法。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の方法であって、前記鍵を記憶するステップを更に備える方法。
【請求項３７】
　請求項３４に記載の方法であって、第２の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンク
を介して、前記第２のエンティティに関連したＰＯＳ端末へ提供する前記ステップが、番
号および鍵を含む第２の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記第２
のエンティティに関連付けられたＰＯＳ端末へ提供するステップを含む、方法。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の方法であって、前記鍵を記憶するステップを更に備える方法。
【請求項３９】
　請求項３４に記載の方法であって、暗号化された取引情報を、少なくとも１つの通信リ
ンクを介して、前記口座情報保持体デバイスおよび前記ＰＯＳ端末の少なくとも一つから
受け取る前記ステップが、暗号化された取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介し
て、前記口座情報保持体デバイスから受け取るステップを含み、前記暗号化された取引情
報が、前記第１の変化識別子を用いて暗号化された第１のメッセージと、前記第２の変化
識別子を用いて暗号化された第２のメッセージとを含む、方法。
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【請求項４０】
　請求項３９に記載の方法であって、暗号解除された取引情報を取得するために、前記第
１の変化識別子および前記第２の変化識別子の少なくとも一つを用いて、前記暗号化され
た取引情報を暗号解除する前記ステップが、前記第１の変化識別子を用いて前記第１のメ
ッセージを暗号解除するステップと、前記第２の変化識別子を用いて前記第２のメッセー
ジを暗号解除するステップとを含む、方法。
【請求項４１】
　請求項３４に記載の方法であって、暗号化された取引情報を、少なくとも１つの通信リ
ンクを介して、前記口座情報保持体デバイスおよび前記ＰＯＳ端末の少なくとも一つから
受け取る前記ステップが、暗号化された取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介し
て、前記ＰＯＳ端末から受け取るステップを含み、前記暗号化された取引情報が、前記第
２の変化識別子を用いて暗号化された第１のメッセージと、前記第１の変化識別子を用い
て暗号化された第２の部分とを含む、方法。
【請求項４２】
　請求項４１に記載の方法であって、暗号解除された取引情報を取得するために、前記第
１の変化識別子および前記第２の変化識別子の少なくとも一つを用いて、前記暗号化され
た取引情報を暗号解除する前記ステップが、前記第２の変化識別子を用いて前記第１のメ
ッセージを暗号解除するステップと、前記第１の変化識別子を用いて前記第２のメッセー
ジを暗号解除するステップとを含む、方法。
【請求項４３】
　請求項３４に記載の方法であって、前記暗号解除された取引情報を検証するステップを
更に備える方法。
【請求項４４】
　請求項４３に記載の方法であって、前記暗号解除された取引情報に基づいて、支払い要
求を生成する前記ステップが、前記暗号解除された取引情報の正当性が認められた場合に
、前記暗号解除された取引情報に基づいて支払い要求を生成するステップを含む、方法。
【請求項４５】
　請求項４４に記載の方法であって、前記暗号解除された取引情報の正当性が認められな
かった場合、拒否メッセージを生成し、前記口座情報保持体および前記ＰＯＳ端末の少な
くとも一つへ送信するステップを更に備える、方法。
【請求項４６】
　請求項３４に記載の方法であって、第３の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンク
を介して、前記支払い認証手段へ提供するステップを更に備える方法。
【請求項４７】
　請求項４６に記載の方法であって、前記第３の変化識別子を用いて前記支払い要求を暗
号化するステップを更に備える方法。
【請求項４８】
　請求項３４に記載の方法であって、支払い応答を、少なくとも１つの通信リンクを介し
て、前記支払い認証手段から受け取るステップを更に備え、前記支払い応答が、支払い承
認メッセージおよび支払い拒否メッセージの少なくとも一つを含む、方法。
【請求項４９】
　請求項４８に記載の方法であって、前記支払い応答が支払い承認メッセージを含む場合
、承認メッセージを生成し、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記口座情報保持体
デバイスおよび前記ＰＯＳ端末の少なくとも一つへ送信するステップを更に備える方法。
【請求項５０】
　請求項４８に記載の方法であって、前記支払い応答が支払い拒否メッセージを含む場合
、拒否メッセージを生成し、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記口座情報保持体
デバイスおよび前記ＰＯＳ端末の少なくとも一つへ送信するステップを更に備える方法。
【請求項５１】
　請求項３４に記載の方法であって、第４の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンク
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を介して、前記口座情報保持体デバイスへ提供するステップを更に備える方法。
【請求項５２】
　請求項３４に記載の方法であって、第５の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンク
を介して、前記ＰＯＳ端末へ提供するステップを更に備える方法。
【請求項５３】
　第１のエンティティと第２のエンティティの間の取引を、前記第２のエンティティに関
連したＰＯＳ端末において管理するためのシステムであって、
　前記第１のエンティティに関連した口座情報保持体デバイスへ第１の変化識別子を割り
当て、前記ＰＯＳ端末へ第２の変化識別子を割り当て、支払い認証手段へ第３の変化識別
子を割り当てるように構成される認証手段を備え、
　前記口座情報保持体デバイスは、第１の暗号化された取引情報を生成するために、前記
第１の変化識別子を用いて第１の取引情報を暗号化し、前記第１の暗号化された取引情報
を、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記認証手段へ送信するように構成され、
　前記ＰＯＳ端末は、第２の暗号化された取引情報を生成するために、前記第２の変化識
別子を用いて、第２の取引情報を暗号化し、前記第１の暗号化された取引情報を、少なく
とも１つの通信リンクを介して、前記認証手段へ送信するように構成され、
　前記認証手段は、前記第１の取引情報を取得するために前記第１の変化識別子を用いて
前記第１の暗号化された取引情報を暗号解除し、前記第２の取引情報を取得するために前
記第２の変化識別子を用いて前記第２の暗号化された取引情報を暗号解除し、前記第１の
取引情報および前記第２の取引情報に基づいて支払い要求を生成し、暗号化された支払い
要求を生成するために前記第３の変化識別子を用いて前記支払い要求を暗号化し、前記暗
号化された支払い要求を少なくとも１つの通信リンクを介して前記支払い認証手段へ送信
し、前記第１の変化識別子および前記第２の変化識別子を使用済としてマーク付けするよ
うに構成される、
　システム。
【請求項５４】
　第１のエンティティと第２のエンティティとの間の取引を前記第２のエンティティに関
連したＰＯＳ端末において実行する際に使用される口座情報保持体デバイスであって、
　第１の変化識別子を記憶するように構成されるメモリ・モジュールと、
　暗号化された取引情報を少なくとも１つの通信リンクを介して前記ＰＯＳ端末へ送るよ
うに、および前記第１の変化識別子を少なくとも１つの通信リンクを介して認証手段から
受け取るように構成される入力／出力モジュールと、
　暗号化された取引情報を生成するために、前記第１の変化識別子を用いて前記取引情報
を暗号化するように構成されるプロセッサと
　を備える口座情報保持体デバイス。
【請求項５５】
　第１のエンティティと第２のエンティティとの間の取引を実行する際に使用されるＰＯ
Ｓ端末であって、前記ＰＯＳ端末は前記第２のエンティティと関連しており、
　第２の変化識別子を記憶するように構成されるメモリ・モジュールと、
　暗号化された第１の取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、前記第１のエ
ンティティに関連した口座情報保持体デバイスから受け取り、暗号化された前記第１の取
引情報および暗号化された前記第２の取引情報を少なくとも１つの通信リンクを介して認
証手段へ送り、前記第２の変化識別子を少なくとも１つの通信リンクを介して認証手段か
ら受け取るように構成される入力／出力モジュールと、
　第２の暗号化された取引情報を生成するために、前記第２の変化識別子を用いて取引情
報を暗号化するように構成されるプロセッサと
　を備えるＰＯＳ端末。
【請求項５６】
　第１のエンティティと第２のエンティティとの間の取引を前記第２のエンティティに関
連したＰＯＳ端末において管理するための認証手段であって、
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　前記第１のエンティティに関連した口座情報保持体デバイスへ割り当てられる第１の変
化識別子を記憶し、前記ＰＯＳ端末へ割り当てられる第２の変化識別子を記憶し、支払い
認証手段へ割り当てられる第３の変化識別子を記憶するように構成されるメモリ・モジュ
ールと、
　前記第１の変化識別子を少なくとも１つの通信リンクを介して前記口座情報保持体デバ
イスへ送信し、前記第２の変化識別子を少なくとも１つの通信リンクを介して前記ＰＯＳ
端末へ送信し、前記第３の変化識別子を前記ＰＯＳ端末へ送信し、暗号化された第１の取
引情報および暗号化された第２の取引情報を少なくとも１つの通信リンクを介して前記Ｐ
ＯＳ端末から受け取るように構成される入力／出力モジュールと、
　前記第１の取引情報を取得するために、前記第１の変化識別子を用いて、暗号化された
前記第１の取引情報を暗号解除し、前記第２の取引情報を取得するために、前記第２の変
化識別子を用いて、暗号化された前記第２の取引情報を暗号解除し、前記第１の取引情報
および前記第２の取引情報に基づいて支払い要求を生成し、暗号化された前記支払い要求
を生成するために前記第３の変化識別子を用いて前記支払い要求を暗号化し、前記第１の
変化識別子および前記第２の変化識別子を使用済としてマーク付けするように構成される
プロセッサと
を備え、
　前記入力／出力モジュールは、前記暗号化された支払い要求を前記支払い認証手段へ送
信するように構成される、
　認証手段。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２００６年２月８日に出願された米国仮出願第６０／７７１３６６号、およ
び第６０／７７１３９８号の優先権を主張し、両出願の内容全体が、参照により本明細書
に組み込まれる。本出願はまた、２００６年３月６日に出願された米国出願第１１／３６
８９５９号の一部継続出願であり、同出願は、２００５年１１月２３日に出願された米国
出願第１１／２８６８９０号の一部継続出願であり、同出願は、２００４年５月２６日に
出願された米国出願第１０／８５４６０４号の一部継続出願であり、同出願は、２００３
年２月２７日に出願された米国出願第１０／２４８８９４号の一部継続出願であり、同出
願は、２００２年２月２７日に出願された米国仮出願第６０／３６００２３号の優先権を
主張し、上記すべての出願の内容全体が、参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　クレジット・カード、デビット・カード、および他の非現金の支払い形態を用いること
が増加するにつれて、支払い口座にアクセスするために使用される口座情報は、取引に関
与する主体（ｅｎｔｉｔｙ、エンティティ）の間で、安全に送信されなければならない。
従来、口座情報は、売主（ベンダ）の販売時点情報管理（ＰＯＳ：ｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓ
ａｌｅ、ポイント・オブ・セール）端末により取得され、売主と支払認証手段（ｐａｙｍ
ｅｎｔ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｏｒ、支払認証者）との間で安全な通信リンクを介して
送信される。
【０００３】
　しかし、上記のプロトコルでは、口座情報は、平文として売主へ提供され、口座情報が
安全な通信リンク上で何らかの方法で盗聴者により奪取された場合、盗聴者は、その口座
情報を使用して、偽取引を開始することができる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態は、ミューテーティング識別子（ＩＤ）（ｍｕｔａｔｉｎｇ　ｉｄｅ
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ｎｔｉｆｉｅｒ、変化識別子）を使用して、売主のＰＯＳデバイスにおいて取引を行うた
めの方法およびシステムを提供する。具体的には、本発明の実施形態は、セルラ電話、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、オーディオ・プレーヤ（例えば、ムービング・ピクチャ・エキス
パート・グループ・レイヤ３オーディオ（ＭＰ３）プレーヤ）などの、買手に関連する口
座情報保持体（ＡＩＣ：ａｃｃｏｕｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｃａｒｒｉｅｒ）デ
バイスを使用して、１回限り使用可（ｏｎｅ－ｔｉｍｅ－ｕｓｅ）の変化するＩＤ（変化
ＩＤ）を用いて口座情報を暗号化するための方法およびシステムを提供する。ＡＩＣデバ
イスは、買手の１または複数の口座に関する口座情報と、信用できるオーセンティケータ
（認証手段）により割り当てられた１回限りの変化ＩＤを記憶する。買手が取引を開始す
ると、ＡＩＣデバイスは、１回限り使用可の変化ＩＤを用いて口座情報を暗号化し、暗号
化された口座情報を売主のＰＯＳ端末へ送信する。売主のＰＯＳ端末は、暗号化された口
座情報と、取引情報（例えば、取引価格および売主の識別子）を、検証および／または支
払い承認および完了のために、認証手段へ送る。幾つかの実施形態では、ＡＩＣデバイス
はまた、１回の取引のためだけに使用でき、その後は再使用できない１回限り使用可の口
座情報も、認証手段（例えば、ＡＩＣデバイスのユーザの口座を管理する支払い認証手段
）から取得する。
【０００５】
　本発明の幾つかの実施形態は、第１のエンティティと第２のエンティティの間の取引を
第２のエンティティに関連したＰＯＳ端末の物理位置において実行する方法を提供する。
１つの方法は、暗号化された買手取引情報を生成するために、第１のエンティティに関連
付けられた口座情報保持体デバイスに記憶された第１の変化識別子を用いて、買手取引情
報を暗号化するステップと、暗号化された買手取引情報を、少なくとも１つの通信リンク
を介して、認証手段へ送信するステップと、暗号化された売主取引情報を生成するために
、ＰＯＳ端末に記憶された第２の変化識別子を用いて、売主取引情報を暗号化するステッ
プと、暗号化された売主取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、ＰＯＳ端末
から認証手段へ送信するステップと、口座情報保持体デバイスにおいて、第３の変化識別
子を認証手段から受け取るステップと、ＰＯＳ端末において、第４の変化識別子を認証手
段から受け取るステップと、認証手段において、第１の変化識別子および第２の変化識別
子を使用済としてマーク付けするステップと、を含む。
【０００６】
　本発明の他の実施形態は、認証手段により、第１のエンティティと第２のエンティティ
の間の取引を第２のエンティティのＰＯＳ端末の物理的位置において管理する方法を提供
する。１つの方法は、第１の変化識別子を、少なくとも１つの通信リンクを介して、第１
のエンティティに関連した口座情報保持体デバイスに提供するステップと、第２の変化識
別子を、少なくとも１つの通信リンクを介して、ＰＯＳ端末に提供するステップと、暗号
化された取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、口座情報保持体デバイスお
よびＰＯＳ端末の少なくとも一つから受け取るステップと、を含む。取引情報は、第１の
変化識別子および第２の変化識別子の少なくとも一つを用いて暗号化される。本方法はま
た、暗号解除された取引情報を取得するために、第１の変化識別子および第２の変化識別
子の少なくとも一つを用いて、暗号化された取引情報を暗号解除するステップと、暗号解
除された取引情報に基づいて、支払い要求を生成するステップと、支払い要求を、少なく
とも１つの通信リンクを介して、支払い認証手段に送信するステップと、第１の変化識別
子および第２の変化識別子を使用済としてマーク付けするステップと、を含む。
【０００７】
　更なる実施形態は、第１のエンティティと第２のエンティティの間の取引をＰＯＳ端末
において管理するためのシステムを提供する。１つのシステムは、認証手段と、第１のエ
ンティティに関連した口座情報保持体デバイスと、第２のエンティティに関連したＰＯＳ
端末とを含む。認証手段は、第１の変化識別子を口座情報保持体デバイスに割り当て、第
２の変化識別子をＰＯＳ端末に割り当て、第３の変化識別子を支払い認証手段に割り当て
るように、構成される。口座情報保持体デバイスは、第１の暗号化された取引情報を生成
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するために、第１の変化識別子を用いて第１の取引情報を暗号化し、暗号化された第１の
取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、認証手段へ送信するように、構成さ
れる。ＰＯＳ端末は、第２の暗号化された取引情報を生成するために、第２の変化識別子
を用いて第２の取引情報を暗号化し、また、暗号化された第１の取引情報を少なくとも１
つの通信リンクを介して認証手段へ送信するように、構成される。認証手段はまた、第１
の取引情報を取得するために、第１の変化識別子を用いて、第１の暗号化された取引情報
を暗号解除し、第２の取引情報を取得するために、第２の変化識別子を用いて、第２の暗
号化された取引情報を暗号解除し、第１の取引情報および第２の取引情報に基づいて、支
払い要求を生成し、暗号化された支払い要求を生成するために、第３の変化識別子を用い
て、支払い要求を暗号化し、暗号化された支払い要求を、少なくとも１つの通信リンクを
介して、支払い認証手段へ送信し、また、第１の変化識別子および第２の変化識別子を使
用済としてマーク付けするように、構成される。
【０００８】
　本発明の更なる実施形態は、第１のエンティティと第２のエンティティの間の取引を第
２のエンティティに関連したＰＯＳ端末において実行する際に使用される口座情報保持体
デバイスを提供する。１つの口座情報保持体デバイスは、メモリ・モジュールと、入力／
出力モジュールと、プロセッサとを含む。メモリ・モジュールは、第１の変化識別子を記
憶するように構成される。入力／出力モジュールは、暗号化された取引情報を、少なくと
も１つの通信リンクを介して、ＰＯＳ端末に送り、また、第１の変化識別子を認証手段か
ら受け取るように、構成される。プロセッサは、暗号化された取引情報を生成するために
、第１の変化識別子を用いて、取引情報を暗号化するように構成される。
【０００９】
　本発明の実施形態はまた、第１のエンティティと第２のエンティティの間の取引をＰＯ
Ｓ端末において実行する際に使用されるＰＯＳ端末を提供し、ＰＯＳ端末は、第２のエン
ティティに関連付けられる。１つのＰＯＳ端末は、メモリ・モジュールと、入力／出力モ
ジュールと、プロセッサとを含む。メモリ・モジュールは、第２の変化識別子を記憶する
ように構成される。入力／出力モジュールは、暗号化された第１の取引情報を、少なくと
も１つの通信リンクを介して、第１のエンティティに関連した口座情報保持体デバイスか
ら受け取り、暗号化された第１の取引情報および暗号化された第２の取引情報を、少なく
とも１つの通信リンクを介して、認証手段へ送り、また、第２の変化識別子を認証手段か
ら受け取るように、構成される。プロセッサは、暗号化された第２の取引情報を生成する
ために、第２の変化識別子を用いて取引情報を暗号化するように構成される。
【００１０】
　本発明の他の実施形態は、第１のエンティティと第２のエンティティの間の取引を第２
のエンティティに関連したＰＯＳ端末の物理的位置において管理するための認証手段を提
供する。１つの認証手段は、メモリ・モジュールと、入力／出力モジュールと、プロセッ
サとを含む。メモリ・モジュールは、第１のエンティティに関連した口座情報保持体デバ
イスに割り当てられる第１の変化識別子を記憶し、ＰＯＳ端末に割り当てられる第２の変
化識別子を記憶し、また、支払い認証手段に割り当てられる第３の変化識別子を記憶する
ように、構成される。入力／出力モジュールは、第１の変化識別子を、少なくとも１つの
通信リンクを介して、口座情報保持体デバイスに送信し、第２の変化識別子を、少なくと
も１つの通信リンクを介して、ＰＯＳ端末に送り、第３の変化識別子を、少なくとも１つ
の通信リンクを介して、支払い認証手段に送り、また、暗号化された第１の取引情報およ
び暗号化された第２の取引情報を、少なくとも１つの通信リンクを介して、ＰＯＳ端末か
ら受け取るように、構成される。プロセッサは、第１の取引情報を取得するために、第１
の変化識別子を用いて、第１の暗号化された取引情報を暗号解除し、第２の取引情報を取
得するために、第２の変化識別子を用いて、第２の暗号化された取引情報を暗号解除し、
第１の取引情報および第２の取引情報に基づいて、支払い要求を生成し、暗号化された支
払い要求を生成するために、第３の変化識別子を用いて、支払い要求を暗号化し、また、
第１の変化識別子および第２の変化識別子を使用済としてマーク付けするように、構成さ
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れる。入力／出力モジュールはまた、暗号化された支払い要求を、支払い認証手段に送信
するように構成されることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、その応用において、以下の説明に
おいて説明される、または図面において例示される構成要素の構造および構成に細部にわ
たって限定されないことを理解されたい。本発明は、更に他の実施形態が可能であり、様
々な方法で実行または実施されることが可能である。
【００１２】
　具体的には、幾つかの実施形態は、パーソナルまたはホーム・コンピュータ、サーバ、
およびプロセッサを有し、またはプログラム、即ち、命令の組を実行することが可能な他
のデバイスなどのような様々なコンピュータ・デバイスを使用して実施され、他のデバイ
スには、セット・トップ・ボックス（例えば、デジタル・ケーブルまたは衛星のデコーダ
）などの専用デバイスも含まれることを理解されたい。一般に、幾つかの実施形態は、既
存のハードウェア、または当業者により容易に作成され得るハードウェアを使用して、実
施されることができる。従って、例示的なデバイスのアーキテクチャは、デバイスが一般
に、プロセッサと、メモリ（何らかの種類）と、入力および出力機構とを有することに言
及する以外は、詳細には説明されない。幾つかの場合、デバイスはまた、１または複数の
オペレーティング・システムと、オペレーティング・システムにより管理される１または
複数のアプリケーション・プログラムとを有することができる。幾つかの実施形態では、
ハードウェア・デバイス、またはハードウェア・デバイスにより実行されるソフトウェア
はまた、実施される本発明の具体的な実施形態におけるデバイスの役割に応じて、データ
を圧縮もしくは伸張（圧縮解除）するため、またはデータを符号化もしくは暗号化データ
を復号するための何らかの能力も提供する。幾つかの実例では、伸張機能は、ハードウェ
ア実装のムービング・ピクチャ・エキスパート・グループ（ＭＰＥＧ）コーダなどのよう
な、使用可能なコーデックを使用して提供されることができる。暗号解除機能は、特定の
暗号化アルゴリズムを使用して暗号化されたデータを暗号解除することが可能な暗号解除
ハードウェアまたはソフトウェア・モジュールを使用して、提供されることができる。幾
つかの実施形態では、暗号化アルゴリズムは、ラインダール（Ｒｉｊｎｄａｅｌ）アルゴ
リズムを含み、その一例のものは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓａｔ．ｋｕｌｅｕｖｅｎ
．ａｃ．ｂｅ／～ｒｉｊｍｅｎ／ｒｉｊｎｄａｅｌ／ｒｉｊｎｄａｅｌｒｅｆ．ｚｉｐに
おいて入手可能である。
【００１３】
　図１は、ネットワークを介してコンテンツを配布するように構成された例示的なシステ
ム２０を示している。実際には、当業者に明らかなように、私的ネットワーク（即ち、イ
ントラネット）、インターネット、電話システム、無線ネットワーク、衛星ネットワーク
、ケーブルＴＶネットワーク、ならびに様々な他の私的および公的ネットワークおよびシ
ステムなど、１または複数のネットワークまたは通信システムが、本発明の実施形態また
は実装を行うために要望されるまたは必要とされる通信リンクを提供するために、様々な
組み合わせで使用されることができる。従って、本発明は、特定のネットワークまたはネ
ットワークの組み合わせに限定されない。しかし、幾つかの実施形態では、システム２０
において使用されるネットワークまたは通信システムは、あるバージョンのラインダール
暗号化を用いて暗号化されたデータを含む通信、セキュア・ソケット・レイヤ（ＳＳＬ：
ｓｅｃｕｒｅｄ　ｓｏｃｋｅｔ　ｌａｙｅｒ）通信、デジタル署名標準（ＤＳＳ：ｄｉｇ
ｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ｓｔａｎｄａｒｄ）通信、または他のタイプのセキュア
通信プロトコルなどの、デジタルおよび／またはセキュアな通信をサポートするための能
力を有する。更に、データは、１つのエンティティから別のエンティティに、有線通信お
よび／もしくは無線通信を用いて、または１つのエンティティから別のエンティティへ物
理的に搬送される他の物理媒体を用いて、伝達されることができる。
【００１４】
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　図１に示される実施形態では、システム２０は、３つの参加者、即ち、第１のデバイス
２２と、第２のデバイス２４と、認証者デバイス即ち認証手段２８とを含む。図１に示さ
れる例示的な実施形態では、第１のデバイス２２が、第２のデバイス２４に送信されるデ
ータを保有すると仮定される。図１は、第１のデバイス２２および第２のデバイス２４を
示すだけであるが、幾つかの実施形態では、システム２０には多くのデバイスが含まれ、
少なくとも１つのデバイスが、別のデバイスに送信されるデータを保有する。更に、幾つ
かの実施形態では、システム２０は、複数の認証手段２８を含む。
【００１５】
　第１のデバイス２２、第２のデバイス２４、および認証手段２８は、２方向リンク３０
、３２、３８を介して、互いに接続される。リンク３０、３２、３８は、上述の１または
複数のネットワークの全部または一部を含むことができる。幾つかの実施形態では、シス
テム２０は、ラインダール・アルゴリズムなどのような、鍵ベースの暗号化アルゴリズム
を使用する。システム２０で使用されるアルゴリズムの選択は、アルゴリズムの強度（解
読に対する）とアルゴリズムのスピード（選択されたアルゴリズムにより必要とされる数
学的演算を実行するためのプロセッサ能力に関する）との間のトレード・オフを含む様々
な要因に依存し得る。
【００１６】
　幾つかの実施形態では、図１に示されるように、認証手段２８は、システム２０が実施
または準拠するプロトコルにより使用される数（番号）を生成するために、乱数発生器３
９を使用する。乱数発生器３９は、真にランダムな数（即ち、本発明を実施するために使
用される特定の技術を用いた中で可能な限りランダムな数）を生成することができる。例
えば、コンテンツを取得するための顧客からの要求などの通信トラフィックは、乱数を生
成するために使用されることができる。そのようなトラフィックは一般に、予測不可能に
発生する。従って、アルゴリズム的方法を用いて生成される疑似乱数とは対照的に、その
ようなトラフィックに基づいて生成される乱数もまた、真にランダム又はほぼ真にランダ
ムである。
【００１７】
　幾つかの実施形態では、第１のデバイス２２および第２のデバイス２４は、データを送
信するために、変化ＩＤを使用する。例示的な変化ＩＤ３８が、図２に示されている。変
化ＩＤ３８は、２つの部分、即ち、第１の部分４０と、第２の部分４２とを有する識別子
である。第１の部分４０は、識別番号を含み、それは乱数である。図２に示されるように
、幾つかの実施形態では、変化ＩＤの２つの部分は各々、所定数のビットを含む。例えば
、第１の部分４０および第２の部分４２は各々、２５６ビットを含むことができる。他の
実施形態では、第１の部分４０および／または第２の部分４２は、１メガビットや１メガ
バイトなどのように、より多数のビットを含む。
【００１８】
　変化ＩＤ３８の第２の部分４２は秘密鍵を含み、秘密鍵は、やはり乱数であり、幾つか
の実施形態では、対称暗号鍵である。変化ＩＤは、１回だけ使用されることができ、その
後は再使用できない。
【００１９】
　なお、図２は、２つの部分のみを有する変化ＩＤを示しているが、変化ＩＤは、付加的
な区画または部分を含むことができる。例えば、変化ＩＤは、識別番号と、第１のタイプ
のデータ（例えば、発見可能（ｄｉｓｃｏｖｅｒａｂｌｅ）データ）用の秘密鍵と、第２
のタイプのデータ（例えば、発見不可能（ｕｎｄｉｓｃｏｖｅｒａｂｌｅ）データ）用の
秘密鍵とを含むことができる。
【００２０】
　変化ＩＤは、認証手段２８により生成され、追跡される。変化ＩＤは、１回限り使用可
の機構であるので、第１のデバイス２２、第２のデバイス２４、または別のデバイスは、
ひとたび、供給された変化ＩＤ（例えば、単一の変化ＩＤまたは複数の変化ＩＤ）を使用
すると、そのデバイスは、認証手段２８から別の変化ＩＤ（または妥当な場合には複数の
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変化ＩＤ）を取得する。特定のデバイスに割り当てられる変化ＩＤに含まれるデータは、
すべての変化ＩＤの場合と等しい確率で、ランダムに選択されることができる。
【００２１】
　図３ａおよび図３ｂは、変化ＩＤが、認証手段２８から第１のデバイス２２または第２
のデバイス２４へどのように配布され得るかを示している。図３ａに示されるように、幾
つかの実施形態では、第１のデバイス２２または第２のデバイス２４などのデバイス４３
は、認証手段２８に複数の変化ＩＤを要求する。認証手段２８は、デバイス４３が要求し
た数の変化ＩＤを生成し、変化ＩＤの一覧（リスト）をデバイス４３へ送る。デバイス４
３は、要求した変化ＩＤの数量および各変化ＩＤのサイズを知っており、そのリストを個
々の変化ＩＤへと分割する。幾つかの実施形態では、認証手段２８は、変化ＩＤのリスト
を個々の変化ＩＤに分割するデバイス４３を援助するために、情報または命令をデバイス
４３へ提供する。例えば、認証手段２８は、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）などのデー
タ記述言語を使用して、デバイス４３が変化ＩＤのリストを分割することを援助するため
に、情報または命令をデバイス４３に提供することができる。
【００２２】
　図３ｂに示されるように、幾つかの実施形態では、デバイス４３は、認証手段２８から
単一の変化ＩＤを受け取ることができる。デバイス４３は、認証手段２８に変化ＩＤを要
求した際に、単一の変化ＩＤを受け取ることができ、または、先に提供された変化ＩＤを
使用した際に認証手段２８から新しい変化ＩＤを自動的に受け取ることができる。変化Ｉ
Ｄは、デバイス４３へ送られ、先にデバイス４３に提供または割り当てられた変化ＩＤに
取って代わる。
【００２３】
　図１に示される実施形態では、認証手段２８は、第１のデバイス２２に変化ＩＤ（この
例ではこれ以降「第１変化ＩＤ」と呼ばれる）を、また、第２のデバイス２４に変化ＩＤ
（この例ではこれ以降「第２変化ＩＤ」と呼ばれる）をランダムに割り当て又は提供する
。第１変化ＩＤは、第２変化ＩＤとは異なり、第１変化ＩＤおよび第２変化ＩＤの各々は
、他の変化ＩＤを決定するための情報を提供しない。図２に関して上述したように、各変
化ＩＤは、乱数４０と、対応するランダムな秘密鍵４２とを含む。幾つかの実施形態では
、変化ＩＤは、モディファイド・ハッシュ（ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ｈａｓｈ、変更されたハ
ッシュ）の形態を取る。上述したように、ランダムであることに加えて、変化ＩＤ（また
は妥当な場合はハッシュ）は、それぞれの使用の後に廃棄される。言い換えると、認証手
段２８は、デバイスが変化ＩＤを使用した後、新しい乱数４０と新しいランダムな秘密鍵
４２とを有する新しい変化ＩＤをデバイスに提供する。幾つかの実施形態では、変化ＩＤ
は、それを使用するデバイスとは完全に無関係である。即ち、変化ＩＤまたはハッシュは
、変化ＩＤを受け取って使用するデバイスの正体に関するどのような情報も含まない。こ
のようにして、認証手段２８を除いて、個々のデバイスは、システムに含まれる他のデバ
イスの正体について認識できない。
【００２４】
　本発明の幾つかの実施形態は、対称鍵システムを実施する。対称鍵システムは一般に、
システムを成すエンティティまたは関与者の数が多くなると、鍵の管理の問題に遭遇する
。例えば、ｎ個のエンティティから成るネットワークは、すべてのエンティティが互いに
通信することを可能にするために、ｎ（ｎ－１）／２個の鍵を必要とする。従って、１０
００個のエンティティから成るシステムは、個々のエンティティがすべて、他のすべての
エンティティに同一コンテンツを送ることを望む場合、ほぼ５０万個の鍵が必要となる。
【００２５】
　しかし、開示される実施形態は、システムを成すエンティティのすべての対ごとに別個
の鍵を必要としない。説明されるように、各エンティティと、各エンティティにより配布
されるコンテンツの各部分は、１つの鍵を受け取り、その鍵は、それぞれの使用の後に変
化（ｍｕｔａｔｅ）させられる。従って、１０００個のエンティティから成るシステムの
場合、先の対称鍵システムを用いた場合のほぼ５０万個の鍵とは対照的に、僅か２０００
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個の鍵が必要とされる。また、認証手段２８は、変化ＩＤのビット列全体を記憶すること
を要求されない。認証手段２８は、変化ＩＤの各鍵部分を変化ＩＤの対応する番号に基づ
いてメモリ記憶位置にマッピングするために、ハッシュ関数または単に位置インデックス
を使用することができる。
【００２６】
　本発明の実施形態と従来のセキュリティ・システムとの間の他の相違は、速度と、ある
種の攻撃に対する脆弱性の低下とに関する。例えば、対称鍵の使用は、高速な計算を可能
にする（公開鍵システムと比べて）。公開鍵システムの背後にある基本的考えは、一方向
性関数の使用である。一方向性関数は、計算するのは容易であるが、その逆計算は困難で
ある。公開鍵システムは、一方向性関数を逆方向で計算するために、トラップドア一方向
性関数（ｔｒａｐｄｏｏｒ　ｏｎｅ－ｗａｙ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を使用する。公開鍵シ
ステムを使用するシステムは、各参加者に公開鍵と私有鍵（秘密鍵）を提供する。公開鍵
は、すべての参加者によりアクセス可能であり、関連する私有鍵は、その私有鍵に関連す
る参加者によってのみ知られている。参加者は、一方向性関数を使用して、ある特定の参
加者に宛てたメッセージを暗号化するため、またはその特定の参加者から受け取ったメッ
セージを暗号解除するために、公開鍵を使用する。参加者は、他の参加者に宛てたメッセ
ージ（その参加者用の関連する公開鍵を使用して他の参加者が暗号解除できる）を暗号化
するため、または他の参加者から受け取ったメッセージ（その参加者用の関連する公開鍵
を用いて暗号化された）を暗号解除するために、（公開鍵から導出することは計算的に実
行不可能であると信じられている）各自の秘密の私有鍵を使用する。
【００２７】
　公開鍵システムのセキュリティは、私有鍵は公開鍵から導出され得ないという仮定に依
存している。この要件を維持するため、公開鍵システムにおいて使用される一方向性関数
は複雑である。しかし、追加される複雑さは、追加される計算時間という犠牲を払うこと
になる。公開鍵システムはしばしば、対称鍵システムよりも１０００倍遅い。
【００２８】
　対称鍵の使用はまた、選択平文攻撃（ｃｈｏｓｅｎ　ｐｌａｉｎｔｅｘｔ　ａｔｔａｃ
ｋ）の有効性を低下させる。選択平文攻撃は、侵入者が暗号化鍵またはプロセスにアクセ
スし、暗号化する特定の平文を選択し、暗号化されたテキストから知識を得ようと試みる
ときに生じる。公開鍵システムでは、ある個人の公開鍵は、通信システムのすべての参加
者に知られている。どの侵入者も、ある個人の公開鍵を使用して、数限りないメッセージ
を暗号化することができる。攻撃者が、ある個人の公開鍵を用いて、あり得るメッセージ
を暗号化し、その後、その個人に送られた暗号化メッセージを傍受した場合、侵入者は、
傍受したメッセージを、自分が生成したメッセージと比較することができる。傍受メッセ
ージが、侵入者により生成された暗号化メッセージと一致した場合、メッセージは、危険
にさらされ、侵入者は、自分に宛てられたものではないメッセージを読むことができる。
この攻撃は、あり得るメッセージが僅かな数しか存在しない場合、相対的に容易かつ有効
であり、また、あり得るメッセージの数が、侵入者が暗号化できる数または傍受された暗
号化メッセージと比較できる数を超えている場合であっても、傍受された暗号化メッセー
ジが特定のメッセージと一致しないことを知るだけで、侵入者に有用な情報を提供するこ
とができる。どちらの状況においても、侵入者は、個人の私有鍵を推論することはできな
いが、その個人に送られたメッセージまたはメッセージに関する情報を推論できることが
ある。本発明の実施形態は対称鍵システムを使用するため、暗号化鍵は公開の知識ではな
いので、選択平文攻撃は適用可能ではない。
【００２９】
　従来の対称鍵システムおよび公開鍵システムには、別の問題も存在する。無権限（無許
可）のエンティティが鍵へのアクセスを取得すると、その無権限のエンティティは、その
鍵を用いて暗号化されたすべてのメッセージを復号することができ、おそらく、より危険
なこととして、システムの他のエンティティを欺くために、その鍵を用いて偽メッセージ
を暗号化することができる。変化ＩＤプロトコルは、各秘密鍵をそれが使用された後に変
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異させることにより、この脆弱性を低下させる。鍵が危険にさらされたとしても、その危
険にさらされた鍵は、認証手段２８により「使用済」としてマーク付けされており、従っ
て、将来のメッセージ用に使用できず、使用されないので、将来のメッセージを生成する
ために使用されることも、また将来のメッセージを暗号解除するために使用されることも
できない。
【００３０】
　認証手段２８はまた、システム２０を介して配布されるコンテンツまたはデータのため
の暗号化鍵を生成することもできる。暗号化鍵を要求するため、データを送りたいデバイ
ス（即ち、「送信デバイス」）は、送信したいデータ、または送信したいデータのラベル
もしくは関数（即ち、任意の識別ストリング）を認証手段２８に供給し、認証手段２８は
、関連する暗号化鍵により応答する。暗号化鍵は、変化ＩＤと同様に、それが暗号化する
データとは無関係とすることができる。加えて、送信デバイスが、送信したいデータの識
別子（例えば、ランダムな識別子）だけを認証手段２８に送る場合、認証手段２８は、特
定の暗号化鍵に関連するデータについての知識を有さない。認証手段２８は、割り当てら
れた鍵と、関連するデータまたはデータの識別子を記録する。
【００３１】
　認証手段２８が、暗号化鍵を生成し、それを送信デバイスに供給した後、送信デバイス
は、暗号化鍵を使用して、データを暗号化する。送信デバイスは、その後、暗号化データ
をデバイスに送る。暗号化データを暗号解除するため、暗号化データを受け取ったデバイ
ス（即ち、「受信デバイス」）は、対応する暗号解除鍵（例えば、データを暗号化するの
に使用されたのと同じ鍵）を認証手段２８に要求する。幾つかの実施形態では、認証手段
２８は、システム２０に含まれる合法的要求を行った何れのデバイスにも、暗号解除鍵を
供給する。暗号解除鍵の要求は、受信デバイスが暗号解除したいデータへの参照（例えば
、データのラベルまたは識別ストリング）を含むことができる。認証手段２８は、要求で
指示されたデータへの参照に基づいて、関連する暗号解除鍵を決定し、適切な暗号解除鍵
を受信デバイスに返す。
【００３２】
　本発明の例示的な実施形態を、幾つかの例を使用して説明される。通信プロトコルにつ
いての多くの説明と同様に、様々なデバイス（またはそれらのデバイスに関連するコンピ
ュータ・システム）には名前が割り当てられる。一実施形態では、アリス（Ａ）およびボ
ブ（Ｂ）は、第１のデバイス２２および第２のデバイス２４をそれぞれ表し、トレント（
Ｔ）は、認証手段２８、通信の信用できるアービタ（ａｒｂｉｔｅｒ）を表す。キャロル
（Ｃ）はまた、システム２０に含まれる第３のデバイスを表す。以下の表１は、提案され
るプロトコルの複数の実施形態を説明するために本文書において使用される他のシンボル
のリストである。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　セッション鍵
　幾つかの実施形態では、２つのエンティティの間で通信やセッション鍵を交換するため
に、変化ＩＤが使用される。例えば、アリスとボブは、アリスとボブにより共有されるセ
ッション鍵を使用して、安全に通信したがっていると仮定する。アリスおよびボブは、ト
レントを信用していること、トレントは、番号ＮＡと何らかの対称暗号用の秘密鍵ＫＡと
を含む変化ＩＤをアリスに割り当て、また番号ＮＢと何らかの対称暗号用の秘密鍵ＫＢと
を含む変化ＩＤをボブに割り当てることを仮定する。また、アリスおよびボブは各々、ト
レントおよび信用証明書の保有者だけが知っている信用証明書（例えば、それぞれＡｃｒ

ｅｄおよびＢｃｒｅｄ）を有することを仮定する。
【００３５】
　セッション鍵（例えば、ＫＡＢ）をトレントに要求するために、アリスは、アリスの信
用証明書Ａｃｒｅｄおよびボブの識別子（例えば、Ｂｉｄ）をアリスの秘密鍵ＫＡを用い
て暗号化し、その結果できたものへ、アリスの番号ＮＡを追加する。アリスは、ボブにメ
ッセージを送る。
【００３６】
Ａ→Ｂ：ＮＡＥ（ＫＡ，ＡｃｒｅｄＢｉｄ）
【００３７】
　ボブは、アリスからのメッセージに、ボブの信用証明書Ｂｃｒｅｄおよびアリスの識別
子（例えば、Ａｉｄ）を連結し、その結果をボブの秘密鍵ＫＢを用いて暗号化する。ボブ
は、暗号化の結果としてできたものへボブの番号ＮＢを追加し、その結果のメッセージを
トレントに送る。
【００３８】
Ｂ→Ｔ：ＮＢＥ（ＫＢ，ＢｃｒｅｄＡｉｄＮＡＥ（ＫＡ，ＡｃｒｅｄＢｉｄ））
【００３９】
　トレントは、番号ＮＢがボブに関連付けられていることを知っているので、メッセージ
がボブから来たことを識別する。トレントは、そのメッセージをＫＢ（即ち、番号ＮＢに
関連して割り当てられた秘密鍵）を使用して暗号解除し、ボブの信用証明書Ｂｃｒｅｄを
検証する。トレントはまた、アリスにより構成されたメッセージの部分も暗号解除し、検
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証する。ボブの信用証明書Ｂｃｒｅｄが、ボブの番号ＮＢおよびアリスにより提供された
ボブの識別子Ｂｉｄに合致し、かつアリスの信用証明書Ａｃｒｅｄが、アリスの番号ＮＡ

およびボブにより提供されたアリスの識別子Ａｉｄに合致した場合、トレントは、要求の
正当性を認める。要求の正当性を認めた後、トレントは、アリス宛てのメッセージおよび
ボブのメッセージを生成する。アリス宛てのメッセージは、新しい番号ＮＡ’と、新しい
秘密鍵ＫＡ’と、アリスの信用証明書Ａｃｒｅｄと、セッション鍵ＫＡＢとを含む。トレ
ントは、アリス宛てのメッセージをアリスの現在の秘密鍵ＫＡを用いて暗号化する。ボブ
宛てのメッセージは、新しい番号ＮＢ’と、新しい秘密鍵ＫＢ’と、ボブの信用証明書Ｂ

ｃｒｅｄと、セッション鍵ＫＡＢとを含む。トレントは、ボブ宛てのメッセージをボブの
現在の秘密鍵ＫＢを用いて暗号化する。トレントは、アリスおよびボブにメッセージを送
る。
【００４０】
Ｔ→Ａ：Ｅ（ＫＡ，ＮＡ’ＫＡ’ＡｃｒｅｄＫＡＢ）
【００４１】
Ｔ→Ｂ：Ｅ（ＫＢ，ＮＢ’ＫＢ’ＢｃｒｅｄＫＡＢ）
【００４２】
　上記のプロトコルは、より多くのエンティティを含むように拡張されることができる。
例えば、アリスが、ボブおよびキャロルに関連するセッション鍵を欲しい場合、アリスは
、ボブの識別子Ｂｉｄおよびキャロルの識別子（例えば、Ｃｉｄ）などのようなボブおよ
びキャロルの既知の識別子を、アリスのメッセージ中に列挙することができる。同様に、
ボブは、アリスおよびキャロルの識別子を列挙することができ、キャロルは、アリスおよ
びボブの識別子を列挙することができる。各エンティティはまた、各自の信用証明書を各
自のメッセージ中に含めることができる。上で示されたように、各エンティティは、要求
されたセッション鍵に関連する別のエンティティに、各自のメッセージを送ることができ
、各エンティティは、受け取ったメッセージに、各自のメッセージを追加することができ
る。すべての意図されたエンティティが、各自のメッセージを要求に追加すると、最後の
エンティティは、その要求をトレントへ送る。トレントは、各エンティティの信用証明書
が、各エンティティに割り当てられた変化ＩＤ（例えば、変化ＩＤ内の番号）と合致する
こと、および各エンティティにより指定された識別子のリストが、提供された信用証明書
と合致することを検証する。要求の正当性を認めた後、トレントは、新しい変化ＩＤ（例
えば、新しい番号および新しい秘密鍵）と、列挙されたエンティティに関連するセッショ
ン鍵を、各エンティティに送る。
【００４３】
　コンテンツ使用ライセンス
　変化ＩＤはまた、エンティティがコンテンツを取得し、復号するために使用し得る、ラ
イセンスを提供するためにも使用することができる。例えば、アリスは、ボブに安全に送
りたいコンテンツまたはメッセージＰを有していると仮定する。アリスおよびボブは、ト
レントを信用していること、トレントは、番号ＮＡと何らかの対称暗号用の秘密鍵ＫＡと
を含む変化ＩＤをアリスに割り当て、また番号ＮＢと何らかの対称暗号用の秘密鍵ＫＢと
を含む変化ＩＤをボブに割り当てることを仮定する。また、アリスおよびボブは各々、ト
レントおよび信用証明書の保有者だけが知っている信用証明書（例えば、それぞれＡｃｒ

ｅｄおよびＢｃｒｅｄ）を有することを仮定する。
【００４４】
　メッセージＰのためのライセンスを取得するため、アリスは、メッセージＰのハッシュ
（例えば、Ｈ（Ｐ））を生成し、そのメッセージのハッシュＨ（Ｐ）をアリスの信用証明
書Ａｃｒｅｄと連結し、その結果としてできたものをアリスの秘密鍵ＫＡを用いて暗号化
する。アリスはまた、アリスの番号ＮＡを暗号化結果に追加する。アリスは、結果として
できたライセンス要求をトレントに送る。
【００４５】
Ａ→Ｔ：ＮＡＥ（ＫＡ，ＡｃｒｅｄＨ（Ｐ））
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【００４６】
　トレントは、アリスからのライセンス要求を暗号解除し、アリスへの応答を生成する。
アリスへの応答は、アリス用の新しい番号ＮＡ’および新しい秘密鍵ＫＡ’を含む新しい
変化ＩＤと、ライセンス番号（例えば、ＮＨ（Ｐ））およびライセンス秘密鍵（例えば、
ＫＨ（Ｐ））を含む、メッセージＰのためのライセンスに関連する変化ＩＤと、メッセー
ジＰのための暗号化鍵（例えば、ＫＰ）とを含む。幾つかの実施形態では、トレントはま
た、メッセージが改ざん（例えば、詐称者により提供）されていないことをアリスが保証
できるように、アリスへの応答にメッセージ・ハッシュＨ（Ｐ）も含める。トレントは、
応答をアリスの現在の秘密鍵ＫＡを用いて暗号化し、暗号化された応答をアリスに送る。
【００４７】
Ｔ→Ａ：Ｅ（ＫＡ，ＮＡ’ＫＡ’ＮＨ（Ｐ）ＫＨ（Ｐ）ＫＰＨ（Ｐ））
【００４８】
　アリスは、トレントから応答を取得すると、その応答を暗号解除し、鍵ＫＰと、メッセ
ージＰのためのライセンスに関連する変化ＩＤとを取得する。アリスは、ＫＰを用いてメ
ッセージＰを暗号化し、暗号化メッセージＰのためのライセンスを生成する。暗号化メッ
セージＰのためのライセンスは、アリスの信用証明書Ａｃｒｅｄと、メッセージ・ハッシ
ュＨ（Ｐ）とを含む。幾つかの実施形態では、ライセンスはまた、ライセンスの受取手の
識別子も含む。例えば、アリスがライセンスをボブへ送ろうとする場合、ライセンスは、
ボブの識別子（例えば、Ｂｉｄ）を含むことができる。幾つかの実施形態では、受取手の
識別子は、プロトコルの複雑さを低減するために、ライセンスから除外される。例えば、
デジタル媒体製作会社は、コンテンツの潜在的な受取手を事前に知り得ず、または追跡し
得ないであろう。
【００４９】
　アリスは、ライセンス秘密鍵ＫＨ（Ｐ）を用いてライセンスを暗号化し、その暗号化結
果に、関連するライセンス番号ＮＨ（Ｐ）を追加する。アリスは、暗号化メッセージＰと
、関連するライセンスとをボブに送る。
【００５０】
Ａ→Ｂ：Ｅ（ＫＰ，Ｐ）
【００５１】
Ａ→Ｂ：ＮＨ（Ｐ）Ｅ（ＫＨ（Ｐ），ＡｃｒｅｄＨ（Ｐ）Ｂｉｄ）
【００５２】
　暗号化メッセージＰおよび関連ライセンスを受け取った後の何れかの時点で、ボブは、
暗号化メッセージＰのための暗号解除鍵を要求する。暗号解除鍵の要求を生成するため、
ボブは、ボブの信用証明書Ｂｃｒｅｄをアリスが提供したライセンスに連結し、その結果
としてできたものをボブの秘密鍵ＫＢを用いて暗号化する。ボブはまた、ボブの番号ＮＢ

を暗号化連結に追加し、結果としてできた要求をトレントへ送る。
【００５３】
Ｂ→Ｔ：ＮＢＥ（ＫＢ，ＢｃｒｅｄＮＨ（Ｐ）Ｅ（ＫＨ（Ｐ），ＡｃｒｅｄＨ（Ｐ）Ｂｉ

ｄ））
【００５４】
　トレントは暗号を開き、ボブの識別子がライセンスに含まれている場合、トレントは、
要求内において提供された信用証明書Ｂｃｒｅｄおよび番号ＮＢが、アリスが生成したラ
イセンス内の識別子と合致することを検証する。トレントはまた、要求に含まれるメッセ
ージのハッシュＨ（Ｐ）が、ライセンス番号ＮＨ（Ｐ）およびライセンス秘密鍵ＫＨ（Ｐ

）と合致することを検証する。ボブからのメッセージの正当性を認めた後、トレントは、
暗号化メッセージＰを暗号解除するために使用され得る暗号解除鍵（例えば、ＫＰ）と、
ボブ用の新しい番号ＮＢ’および新しい秘密鍵ＫＢ’を含む変化ＩＤと、ボブの信用証明
書Ｂｃｒｅｄを、すべてボブの現在の秘密鍵ＫＢを用いて暗号化して、ボブに送る。
【００５５】
Ｔ→Ｂ：Ｅ（ＫＢ，ＮＢ’ＫＢ’ＫＰＢｃｒｅｄ）
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【００５６】
　オプションとして、トレントはまた、ボブが暗号解除鍵を要求したことをアリスに通知
することができる。
【００５７】
Ｔ→Ａ：Ｅ（ＫＡ’，“ボブが、識別子Ｈ（Ｐ）に関連する鍵を要求”）
【００５８】
　暗号解除鍵をボブに提供した後、メッセージＰのためのライセンスに関連する１回限り
使用可の変化ＩＤに関連するライセンス秘密鍵ＫＨ（Ｐ）およびライセンス番号ＮＨ（Ｐ

）をトレントはすでに見ているので、アリスがボブに提供したライセンスはもはや有効で
はない。
【００５９】
　先の例でのように、このプロトコルは、各エンティティに各自の信用証明書をライセン
スに追加させ、その結果を各自に割り当てられた変化ＩＤを用いて暗号化させ、その変更
したライセンスを次のエンティティに転送させることにより、複数のエンティティを含む
ように拡張されることができる。例えば、アリスがライセンスを生成し、それをキャロル
に送り、キャロルがそのライセンスをデイビッドに送り、次にデイビッドがそのライセン
スをボブに送った場合、トレントにより受け取られる結果的なライセンスは以下のように
なる。
【００６０】
Ｔ→Ａ：ＮＢＥ（ＫＢ，ＢｃｒｅｄＮＤＥ（ＫＤ，ＤｃｒｅｄＮＣＥ（ＫＣ，Ｃｃｒｅｄ

ＮＨ（Ｐ）Ｅ（ＫＨ（Ｐ），ＡｃｒｅｄＨ（Ｐ）Ｂｉｄ））））
【００６１】
　デジタル署名
　ここまで、セキュア通信用のセッション鍵を確立するため、ならびに暗号化データおよ
び対応ライセンスを送り届けるための、変化ＩＤの使用について説明してきた。別の実施
形態では、変化ＩＤは、デジタル署名として使用される。アリスおよびボブが各々、アリ
スとボブの間の合意を必要とする情報Ｐを含む文書Ｓのコピーを有すると仮定する。例え
ば、文書Ｓは、売買証書を含むことができ、アリスとボブの間の合意を必要とする情報Ｐ
は、その売買証書に関する最終価格を含むことができる。また、キャロルは、情報Ｐにつ
いて知る必要があるかもしれないが、文書Ｓについては必ずしも知る必要のない、合意の
仲裁者（例えば、クレジット・カード会社または銀行）である。アリス、ボブ、およびキ
ャロルは各々、トレントを信用していること、トレントは、番号ＮＡと何らかの対称暗号
用の秘密鍵ＫＡとを含む変化ＩＤをアリスに割り当て、番号ＮＢと何らかの対称暗号用の
秘密鍵ＫＢとを含む変化ＩＤをボブに割り当て、また番号ＮＣと何らかの対称暗号用の秘
密鍵ＫＣとを含む変化ＩＤをキャロルに割り当てることを仮定する。また、アリス、ボブ
、およびキャロルは各々、トレントおよび信用証明書の保有者だけが知っている信用証明
書（例えば、それぞれＡｃｒｅｄ、Ｂｃｒｅｄ、およびＣｃｒｅｄ）を有することを仮定
する。
【００６２】
　文書Ｓの署名を開始するため、アリスは、文書Ｓまたは文書Ｓのハッシュ（例えば、Ｈ
（Ｓ））と、アリスの信用証明書（例えば、Ａｃｒｅｄ）とを含む、メッセージを生成す
る。幾つかの実施形態では、アリスは、メッセージを仮装（ｄｉｓｇｕｉｓｅ）させたり
、符号化する。例えば、アリスは、文書のハッシュＨ（Ｓ）と信用証明書のハッシュＨ（
Ａｃｒｅｄ）のＸＯＲを生成することができる。メッセージはまた、情報Ｐを含むことも
できる。アリスは、アリスの秘密鍵ＫＡを用いてメッセージを暗号化し、その結果として
できたものにアリスの番号ＮＡを追加し、その結果的なメッセージをボブへ送る。
【００６３】
Ａ→Ｂ：ＮＡＥ（ＫＡ，ＸＯＲ（Ｈ（Ｓ），Ｈ（Ａｃｒｅｄ））Ｐ）
【００６４】
　ボブは、文書のハッシュＨ（Ｓ）とボブの信用証明書のハッシュ（例えば、Ｈ（Ｂｃｒ



(20) JP 2009-526321 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

ｅｄ））のＸＯＲを含む、同様のメッセージを生成する。幾つかの実施形態では、ボブは
また、情報Ｐをメッセージに追加する。ボブは、ボブのメッセージをアリスから受け取っ
たメッセージに追加し、その結果をボブの秘密鍵ＫＢを用いて暗号化する。ボブは、その
結果的なメッセージにボブの番号ＮＢを追加し、その結果としてできたものをトレントに
送る。
【００６５】
Ｂ→Ｔ：ＮＢＥ（ＫＢ，ＸＯＲ（Ｈ（Ｓ），Ｈ（Ｂｃｒｅｄ））ＰＮＡＥ（ＫＡ，ＸＯＲ
（Ｈ（Ｓ），Ｈ（Ａｃｒｅｄ））Ｐ））
【００６６】
　トレントは、ボブからのメッセージを暗号解除し、アリスおよびボブにより生成された
文書のハッシュＨ（Ｓ）が等しいことを検証する。アリスおよびボブが、各自のメッセー
ジに情報Ｐを含めている場合、トレントはまた、アリスおよびボブから提供された情報Ｐ
が等しいことを検証する。メッセージの正当性が認められた後、トレントは、アリスおよ
びボブのための受領証（ｒｅｃｅｉｐｔ）を生成する。アリスの受領証は、ボブの識別子
（例えば、Ｂｉｄ）と、文書のハッシュＨ（Ｓ）と、オプションとして情報Ｐとを含む。
トレントは、アリスおよびボブのための受領証に関連する変化ＩＤの一部であるが、トレ
ントだけが知っている受領証秘密鍵Ｋｒｅｃｅｉｐｔを用いて、アリスの受領証を暗号化
する。トレントはまた、アリスおよびボブのための受領証に関連する変化ＩＤに含まれる
関連受領証番号Ｎｒｅｃｅｉｐｔを、アリスの受領証に追加する。トレントは、その後、
アリスの受領証と、新しい番号ＮＡ’および新しい秘密鍵ＫＡ’を含むアリスの新しい変
化ＩＤと、アリスの信用証明書Ａｃｒｅｄとを、アリスの現在の秘密鍵ＫＡを用いて暗号
化し、その結果としてできたものをアリスに送る。
【００６７】
Ｔ→Ａ：Ｅ（ＫＡ，ＮＡ’ＫＡ’ＡｃｒｅｄＮｒｅｃｅｉｐｔＥ（Ｋｒｅｃｅｉｐｔ，Ｂ

ｉｄＨ（Ｓ）Ｐ））
【００６８】
　トレントは、アリスの識別子（例えば、Ａｉｄ）と、文書のハッシュＨ（Ｓ）と、オプ
ションとして情報Ｐとを含む、ボブのための同様の受領証を生成する。トレントは、アリ
スの受領証を暗号化したのと同じ受領証鍵Ｋｒｅｃｅｉｐｔを用いて、ボブの受領証を暗
号化し、アリスの受領証に追加したのと同じ受領証番号Ｎｒｅｃｅｉｐｔを追加する。ト
レントは、ボブの受領証と、新しい番号ＮＢ’および新しい秘密鍵ＫＢ’を含むボブの新
しい変化ＩＤと、ボブの信用証明書Ｂｃｒｅｄとを、ボブの現在の秘密鍵ＫＢを用いて暗
号化し、その結果としてできたものをボブへ送る。
【００６９】
Ｔ→Ｂ：Ｅ（ＫＢ，ＮＢ’ＫＢ’ＢｃｒｅｄＮｒｅｃｅｉｐｔＥ（Ｋｒｅｃｅｉｐｔ，Ａ

ｉｄＨ（Ｓ）Ｐ））
【００７０】
　アリスおよびボブのための受領証をトレントだけが知っている鍵を用いて暗号化するこ
とにより、アリスおよびボブは、受領証を改ざんすることができない。仲裁者により正当
性を認められた各自の受領証を取得すると、アリスおよびボブは、各自の受領証をキャロ
ルに提示し、キャロルは、その受領証の一方または両方を検証のためにトレントに送る。
例えば、アリスがキャロルにアリスの受領証を提供すると仮定する。キャロルは、アリス
の受領証にキャロルの信用証明書を追加し、その結果としてできたものをキャロルの秘密
鍵ＫＣを用いて暗号化する。キャロルは、その結果としてできたものにキャロルの番号Ｎ

Ｃを追加し、そのメッセージをトレントに送る。
【００７１】
Ｃ→Ｔ：ＮＣＥ（ＫＣ，ＣｃｒｅｄＮｒｅｃｅｉｐｔＥ（Ｋｒｅｃｅｉｐｔ，ＢｉｄＨ（
Ｓ）Ｐ））
【００７２】
　トレントは、キャロルからのメッセージを暗号解除し、そして、受領証を暗号解除して
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（即ち、トレントだけがＫｒｅｃｅｉｐｔ知っているので）、キャロルに受領証の詳細を
提供することにより、アリスの受領証を検証する。例えば、トレントは、新しい番号ＮＣ

’および新しい秘密鍵ＫＣ’を含むキャロルの新しい変化ＩＤと、キャロルの信用証明書
Ｃｃｒｅｄと、アリスの識別子Ａｉｄと、ボブの識別子Ｂｉｄと、文書のハッシュＨ（Ｓ
）と、オプションとして情報Ｐとを含む、キャロル宛てのメッセージを生成することがで
きる。トレントは、そのメッセージをキャロルの現在の秘密鍵ＫＣを用いて暗号化し、そ
の結果としてできたものをキャロルへ送る。
【００７３】
Ｔ→Ｃ：Ｅ（ＫＣ，ＮＣ’ＫＣ’ＣｃｒｅｄＡｉｄＢｉｄＨ（Ｓ）Ｐ）
【００７４】
　キャロルは、アリスとボブの間の合意を裁定するために、トレントからの情報を使用す
る。例えば、キャロルは、アリスとボブが文書Ｓに含まれる情報Ｐについて合意したこと
を検証するために、トレントからの情報を使用することができる。
【００７５】
　上記のプロトコルは、他の数のエンティティを含むように拡張され得ることを理解され
たい。
【００７６】
　ブラック・プロトコル（ｂｌａｃｋ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
　変化ＩＤの秘密鍵（例えば、ＫＡ、ＫＢ、およびＫＣ）は、秘密鍵を用いて暗号化され
た送信データのセキュリティを保護するために、秘密であり続けなければならない。例え
ば、トレントが、アリスの現在の秘密鍵（例えば、ＫＡ）を用いて暗号化された新しい変
化ＩＤをアリスに提供する場合、アリスの現在の秘密鍵を特定することができた盗聴者は
、アリスの新しい変化ＩＤを取得することができる。盗聴者は、その後、偽データを送る
ため、および／またはアリスとトレントの間で交換される将来のデータの平文を取得する
ために、新しい変化ＩＤを使用することができる。
【００７７】
　盗聴者は、攻撃を実行することにより、特定のデータを暗号化するために使用された鍵
を特定する（または特定しようと試みる）ことができる。例えば、盗聴者は、力づく攻撃
（ｂｒｕｔｅ　ｆｏｒｃｅ　ａｔｔａｃｋ、ブルート・フォース・アタック）を実行する
ことができる。力づく攻撃では、筋の通った又は認識可能なデータ（例えば、人が読める
データ）を生成する鍵が見つかるまで、あらゆる可能な鍵を用いて暗号文の暗号解除を行
う。盗聴者が、取得した暗号文に対応する平文（またはその部分もしくはパターン）を取
得した場合、あるいは知っている場合、盗聴者は、正しい候補鍵が見つかったかどうかを
より容易に決定することができる。例えば、盗聴者が、暗号文を取得し、暗号文が個人名
とそれに続く数字４桁の個人識別情報（ＰＩＮ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ）とを含むことを知っている場合、盗聴者は、候補鍵により個
人名を含む平文が生成されるまで、候補鍵を適用する。盗聴者は、その後、ある程度の確
実性をもって、生成された平文に含まれる残りの情報がＰＩＮに対応すると推定すること
ができる。
【００７８】
　しかし、盗聴者が、平文または平文のパターンについての知識を有さない（即ち、コン
テンツのヒントを有さない）場合、正しい候補鍵が見つかったかどうかを決定する盗聴者
の能力は、大きく損なわれるか、おそらくは失われる。例えば、平文が特定の鍵を用いて
暗号化された乱数を含む場合、盗聴者が力づく攻撃で多くの鍵を試してみても、盗聴者は
、候補平文が暗号文に対応する真の平文であるかどうかを決定する方法をもたない。暗号
化された乱数の暗号解除は、どの候補鍵を用いても、他のすべての候補鍵により生成され
た他のすべての乱数と同様に、元の乱数と同様な乱数を生成する。
【００７９】
　アリス、ボブ、およびトレントを含む上述のセッション鍵の例を参照すると、暗号化メ
ッセージの何らかの部分が、認識可能である、既知である、既知になる、または何らかの



(22) JP 2009-526321 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

コンテンツのヒントを含む場合、盗聴者はおそらく、暗号化メッセージに対して平文攻撃
または部分平文攻撃を実行し、メッセージを暗号化するために使用されたアリスまたはボ
ブの秘密鍵を暴くことができる。例えば、アリスが以下のメッセージをボブに送り、それ
が盗聴者により傍受されると仮定する。
【００８０】
Ａ→Ｂ：ＮＡＥ（ＫＡ，ＡｃｒｅｄＢｉｄ）
【００８１】
　ボブの識別子Ｂｉｄおよび上記のメッセージのフォーマットは既知であるか、または公
開されているので、盗聴者は、傍受したメッセージに対して力づく攻撃を実行することが
できる。従って、盗聴者は、アリスの秘密鍵ＫＡおよび信用証明書Ａｃｒｅｄを取得する
ことができる。更に、盗聴者は、アリスの現在の秘密鍵ＫＡを取得すると、アリスの現在
の秘密鍵ＫＡを使用して、アリスの次の変化ＩＤ（例えば、ＮＡ’およびＫＡ’）などの
ような、アリスの現在の秘密鍵ＫＡを用いて暗号化されるすべてのデータを取得すること
ができる。
【００８２】
　盗聴者は、暗号化メッセージについての、または暗号化メッセージを生成するために使
用される通信プロトコルについての他の知識を使用して、力づく攻撃を実行することがで
きる。例えば、盗聴者は、平文で渡される変化ＩＤ内の番号（例えば、ＮＡ）を使用して
、力づく攻撃を実行することができる。盗聴者はまた、変化ＩＤ内の番号を生成するため
に使用されるアルゴリズムについての知識を使用して、力づく攻撃を実行することができ
る。
【００８３】
　上記で指摘されたように、発見不可能データ（即ち、ランダムである、またはコンテン
ツのヒントをもたないデータ）を暗号化するために使用される鍵については、盗聴者は正
しい候補鍵が見つかったということを決定することができないので、力づく攻撃を使用し
て容易に特定または発見することができない。しかし、発見可能データ（即ち、既知であ
る、後で開示されるかもしれない、認識可能である、または既知もしくは容易に推測でき
るフォーマットを有するデータ）を暗号化するために使用される鍵については、力づく攻
撃を使用して特定されることができる（理論的には）。発見可能データと発見不可能デー
タが、一緒に、または同じ暗号化鍵を用いて暗号化される場合（例えば、認識可能な名前
と、対応するおそらくはランダムなＰＩＮとが同じ鍵を用いて暗号化される場合）、発見
可能データを使用しての力づく攻撃により特定される鍵は、発見不可能データを暗号化す
るために使用される鍵でもあるので、従って、発見不可能データは発見され得る。
【００８４】
　発見不可能または秘密のデータのセキュリティを高めるため、異なるタイプのデータを
暗号化するために、別個の鍵を使用することができる（これ以降、「個別暗号化プロトコ
ル（ｓｅｐａｒａｔｅ　ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）」と呼ばれる）。例
えば、１または複数の鍵（例えば、１または複数の変化ＩＤ）を、発見不可能データ（例
えば、秘密鍵ＫＡ、ＫＢ、およびＫＣ）を暗号化するために使用することができ、また１
または複数の鍵（例えば、１または複数の変化ＩＤ）を、発見可能データ（例えば、Ｂｉ

ｄ）を暗号化するために使用することができる。発見不可能データおよび発見可能データ
を暗号化するために同じ鍵は決して使用されないので、盗聴者が発見不可能データを特定
する可能性は低下する。
【００８５】
　電子商取引
　変化ＩＤはまた、電子商取引プロトコルにおいても使用することができる。図４は、電
子商取引を実行するように構成された例示的なシステム２００を示している。図４に示さ
れる実施形態では、システム２００は、４つの参加者、即ち、売主（ベンダ）２２０と、
支払い認証デバイスまたはクレジット・カード会社もしくは金融機関などの支払い認証手
段（支払い認証者）２４０と、買手（購買者）２６０と、認証手段（認証者）２８０とを
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含む。１つのみの売主２２０、支払い認証手段２４０、および買手２６０が示されている
、他の実施においては、多数の売主、支払い認証手段、および買手が含まれる。更に、１
つのみを必要とするが、複数の認証手段２８０が存在することもできる。現実には、［認
証手段の数］＜［支払い認証手段の数］＜［売主の数］＜［買手の数］という関係が存在
する可能性が高いが、参加者の数や、様々なタイプの参加者の数の間の特定の関係につい
ての要件に対する制約はない。
【００８６】
　幾つかの実施形態では、売主２２０、支払い認証手段２４０、および買手２６０は、２
方向リンク３００、３２０、３４０を介して、認証手段２８０に接続される。売主２２０
と買手２６０もまた、２方向リンク３６０を介して接続される。これらのリンクは、上述
のネットワークの全部または一部から構成されてよい。幾つかの実施形態では、リンク３
６０は、セキュアではないハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）リンクを含む。
システム２０に関して上述したように、システム２００は、ラインダール・アルゴリズム
などの鍵ベースの暗号化アルゴリズムを使用することができる。
【００８７】
　売主２２０は、商品および／またはサービスを電子的に販売することを望む小売会社な
どのエンティティである。売主２２０は、システム２０を使用して交換される、これ以降
共に商品と呼ばれる商品および／またはサービスに対して、公正に返済を受けることを望
んでいると仮定する。従って、本発明の一実施形態では、システム２００は、売主２２０
が、買手に販売した商品および／またはサービスに対する売買証書を生成できるように構
成される。売買証書は、取引識別子を含むことができる。幾つかの実施形態では、取引識
別子は、売主識別子を含む。
【００８８】
　買手２６０と売主２２０は、売買証書および関連する価格に合意する。買手２６０は、
支払い認証手段２４０により管理される口座から、合意価格で売買証書に列挙された品目
を取引するための資金を調達することを認可することができる。取引が完了した後、買手
２６０、売主２２０、および支払い認証手段２４０は、デジタル署名の例に関して上述し
たように、偽造されていない取引の受領証を認証手段２８０から受け取ることができる。
【００８９】
　少なくとも幾つかの買手２６０は、支払いを行うことなく、または買手２６０が管理す
る権限を与えられていない口座からの資金を用いて、電子的に商品を購入することを望む
又は試みることができると仮定する。また、買手２６０は、支払い情報（例えば、口座番
号）が危険にさらされることのない安全な取引を要求すると仮定する。従って、本発明の
実施形態は、変化ＩＤの使用を通して、未認可の商品購入を防止し、安全な取引を提供す
るための方策を提供する。
【００９０】
　支払い認証手段２４０は、取引に資金供給する（金または他の支払い形式もしくは機構
の形で）ために使用することができる口座を管理するクレジット・カード会社や金融機関
などのエンティティである。支払い認証手段２４０は、口座識別子を含む有効な要求を受
け取ったときに、特定の口座から電子取引に資金供給することを同意し、従って、口座識
別子は、要求が口座保有者によってのみ生成され得ることを保証するために、支払い認証
手段と口座保有者の間で秘密に保たれる。従って、本発明の幾つかの実施形態では、買手
２６０と支払い認証手段２４０が、支払い認証手段２４０により管理される買手２６０の
口座に関する秘密の口座識別子に合意するように、システム２００が構成される。更に、
口座からの取引の支払いに対する許可は、支払い要求の改ざんや再使用などを防止するた
めに、変化ＩＤを用いて暗号化される。
【００９１】
　認証手段２８０は、安全な電子取引を実行するのに必要なデータを保有する。幾つかの
実施形態では、認証手段２８０は、電子商取引を行うことを許可する前に、売主２２０、
支払い認証手段２４０、および買手２６０を、それぞれの変化ＩＤに基づいて検証する。
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認証手段２８０はまた、買手、売主、および支払い認証手段の受領証を検証することがで
きる。加えて、認証手段２８０は、買手の口座情報や取引の詳細を知ることなく、上記の
アクションを実行することができる。認証手段２８０はまた、変化ＩＤの発行元でもあり
、そのようなＩＤをデータベースまたは類似の機構を使用して追跡する。幾つかの実施形
態では、認証手段２８０および支払い認証手段２４０の機能は、組み合わされ、単一のエ
ンティティとして提供されることができる。
【００９２】
　本発明の例示的な実施形態が、幾つかの例を使用して今から説明される。プロトコルの
一実施形態は、４つの参加者を含む。エンティティ・ボブ（例えば、Ｂ）は、買手２６０
の役割を実行し、エンティティ・ヴェラ（例えば、Ｖ）は、売主２２０の役割を実行し、
エンティティ・キャロル（例えば、Ｃ）は、支払い認証手段２４０の役割を実行し、エン
ティティ・トレント（例えば、Ｔ）は、認証手段２８０の役割を実行する。プロトコルは
、ボブがヴェラから商品を購入することに関する。ボブは、キャロルにより管理される口
座を使用して、商品を購入し、または商品の代金を支払う。トレントは、ボブ、ヴェラ、
およびキャロルの間の通信を仲裁する。提案されるプロトコルは信用できる権威者に依存
するので、ボブ、ヴェラ、およびキャロルは各々、トレントを信用する。更に、プロトコ
ルにおいて使用されるすべての変化ＩＤは、トレントにより割り当てられ、トレントに知
られている。各変化ＩＤは、トレントおよび変化ＩＤの保有者だけに知られている。ボブ
、ヴェラ、およびキャロルは各々、トレントにより発行された変化ＩＤ、即ち、番号／鍵
ペア（例えば、それぞれ（ＮＢ，ＫＢ）、（ＮＶ，ＫＶ）、および（ＮＣ，ＫＣ））を保
有する。
【００９３】
　この例のためのみであるが、ボブはヴェラから商品を購入したいと仮定する。ボブとヴ
ェラは、売買証書（例えば、Ｓ）および関連価格（例えば、Ｐ）に合意する。ボブは、キ
ャロルがボブのために管理する口座から資金を引き落として、取引の価格Ｐをヴェラに支
払うことを望む。口座は、信用証明書（例えば、Ｂｃｒｅｄ）により識別される。信用証
明書Ｂｃｒｅｄは、ボブ、キャロル、およびトレントにだけ知られた又は認識可能な、秘
密である。幾つかの実施形態では、以下で説明されるように、信用証明書Ｂｃｒｅｄは、
ボブの口座用にキャロルにより割り当てられた口座番号を表す。他の実施形態では、信用
証明書Ｂｃｒｅｄは、トレントにより割り当てられる。信用証明書Ｂｃｒｅｄがトレント
およびキャロルに知られている場合、トレントおよびキャロルは共に、ボブがある特定の
メッセージを生成したことを検証するために、信用証明書Ｂｃｒｅｄを使用することがで
きる。キャロルはまた、ボブの口座番号を検証するために、ボブの信用証明書Ｂｃｒｅｄ

を使用することができる。
【００９４】
　トレントは、プロトコルが機能するために、買手の信用証明書を、アプリオリ（ａ　ｐ
ｒｉｏｒｉ）に又は前もって「知る」必要がないことに留意されたい。幾つかの実施形態
では、トレントは、検証および使用のために、信用証明書をキャロルに送るだけである。
更に、幾つかの実施形態では、トレントは、ある特定の買手から受け取った信用証明書に
含まれるまたは信用証明書で表される、口座番号などのデータを取得することができない
。例えば、キャロルが、ボブおよびキャロルにだけ知られている秘密データ（例えば、ボ
ブの口座番号、有効期限、社会保障番号など）に基づいた信用証明書Ｂｃｒｅｄをボブに
提供する場合、トレントは、ボブから信用証明書Ｂｃｒｅｄを受け取っても、ボブの秘密
データを割り出すことができない。このことは、プロトコルのセキュリティを高めるのに
役立つことができる。
【００９５】
　例えば、信用証明書Ｂｃｒｅｄは、ボブおよびキャロルにだけ知られている秘密（例え
ば、ボブの口座番号）から構成される。信用証明書Ｂｃｒｅｄはまた、現在の取引に関す
る詳細から構成されることもできる。幾つかの実施形態では、信用証明書Ｂｃｒｅｄは、
以下のように決定される。
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【００９６】
Ｂｃｒｅｄ＝Ｅ（Ｈ（ｘ），Ｈ（Ｓ）Ｐ）
【００９７】
　上記の式において、ｘは、ボブおよびキャロルにだけ知られている秘密（ボブの口座番
号など）であり、Ｓは、売買証書であり、Ｐは、売買証書Ｓに関連する合意価格Ｐである
。幾つかの実施形態では、ボブは、ハッシュからではなく、売買証書Ｓの平文バージョン
および／または関連価格Ｐから、ボブの信用証明書Ｂｃｒｅｄを構成する。しかし、ハッ
シュを使用すると、取引の詳細を抽象化できる。追加の式または機構を、信用証明書を決
定するために使用できることを理解されたい。
【００９８】
　ボブおよびキャロルは、ｘ（および妥当な場合はハッシュ関数）を知っているので、信
用証明書Ｂｃｒｅｄを暗号解除することができ、ボブの口座に関するセキュア（安全）な
情報を取得することができる。しかし、トレントは、ボブの口座に関する安全な情報を取
得することができず、また、幾つかの実施形態では、価格などの取引の詳細を取得するこ
とができない。
【００９９】
　ボブは、それぞれの取引のために信用証明書Ｂｃｒｅｄを生成することができ、キャロ
ル（ボブの口座番号を知っており、Ｈ（ｘ）を生成することができる）は、売買証書Ｓお
よび対応する価格Ｐを取得するために、信用証明書Ｂｃｒｅｄを暗号解除する。幾つかの
実施形態では、キャロルが、各々が口座番号ｘ１、ｘ２、．．．、ｘｎを有するボブ用の
複数の口座を管理する場合、キャロルは、各口座番号に対してハッシュを生成する。ハッ
シュの１つが、ボブにより生成された信用証明書Ｂｃｒｅｄを暗号解除することができた
場合、キャロルは、どの口座から資金を引き落とすべきかを知る。ボブはまた、特定の口
座を識別するために、信用証明書Ｂｃｒｅｄに口座識別子を追加することもできる。
【０１００】
　幾つかの実施形態では、口座のハッシュの生成は、Ｈ（ｘｉ）＝Ｈ（ｘｊ）およびｘｉ

がｘｊに等しくない、というハッシュ衝突（hash collision）を引き起こし得る。ハッシ
ュ衝突は、口座生成時に検出されることができ、衝突する口座番号は、ハッシュ衝突を防
止するために、再生成されることができる。
【０１０１】
　図５に示されるように、購入プロセスを開始するため、ヴェラは、ボブに売主取引デー
タを送る。幾つかの実施形態では、売主取引データは、売買証書Ｓおよび／または売買証
書Ｓに対応する価格Ｐを含む。幾つかの実施形態では、売主取引データは、売買証書Ｓの
平文バージョンおよび／または対応するＰを含む。他の実施形態では、売主取引データは
、売買証書Ｓのハッシュ（例えば、Ｈ（Ｓ））および／または価格のハッシュ（例えば、
Ｈ（Ｐ））を含む。売主取引データはまた、ヴェラの信用証明書（例えば、Ｖｃｒｅｄ）
を含むこともできる。ヴェラの信用証明書Ｖｃｒｅｄは、ヴェラ、キャロル、およびトレ
ントにだけ知られた又は認識可能な秘密とすることができる。幾つかの実施形態では、上
述のように、ヴェラの信用証明書Ｖｃｒｅｄは、キャロルにより割り当てられた口座番号
などのような、ヴェラおよびキャロルにだけ知られた秘密から構成される。他の実施形態
では、トレントが、ヴェラに信用証明書Ｖｃｒｅｄを割り当てる。キャロルおよび／また
はトレントは、売主取引データがヴェラにより生成されたことを検証するために、ヴェラ
の信用証明書Ｖｃｒｅｄを使用することができる。売主取引データはまた、取引に関連す
る買手の識別子（例えば、Ｂｉｄ）および／または支払い認証手段の識別子（例えば、Ｃ

ｉｄ）を含むこともできる。ヴェラは、ヴェラの秘密鍵ＫＶを用いて売主取引データを暗
号化し、その結果にヴェラの秘密番号ＮＶを追加することにより、売主取引データの全部
または一部に「署名」する。ヴェラは、署名された売主取引データをボブに送る。
【０１０２】
Ｖ→Ｂ：ＮＶＥ（ＫＶ，Ｈ（Ｓ）Ｐ））
【０１０３】
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　一つの変形形態では、以下に示すように、ヴェラはまた、売主取引データの全部または
一部を平文でボブに送ることができる。例えば、ヴェラは、売買証書Ｓおよび／または対
応する価格Ｐを平文としてボブに送ることができる。ボブは、買手取引データを生成する
ために、平文の売主取引データを使用することができる。
【０１０４】
Ｖ→Ｂ：ＳＮＶＥ（ＫＶ，Ｈ（Ｓ）Ｐ）
【０１０５】
　ヴェラから売主取引データを受け取ると、ボブは、買手取引データを生成する。買手取
引データは、ボブが正しくかつ正直に行為する場合、ヴェラにより提供された売買証書Ｓ
および／または価格Ｐと同一または等しい売買証書Ｓおよび／または対応する価格Ｐを含
むことができる。幾つかの実施形態では、ボブは、ヴェラにより提供された平文の売買証
書および価格から、売買証書Ｓおよび価格Ｐを生成する。ボブは、売買証書Ｓおよび／ま
たは価格Ｐを、平文として、またはハッシュ（例えば、Ｈ（Ｓ）および／またはＨ（Ｐ）
）として、買手取引データに含めることができる。
【０１０６】
　ボブはまた、ボブの信用証明書Ｂｃｒｅｄを買手取引データに含め、幾つかの実施形態
では、自分以外の取引の参加者の識別子（例えば、ＶｉｄおよびＣｉｄ）も買手取引デー
タに含める。ボブは、ボブの秘密鍵ＫＢを用いて買手取引データを暗号化し、その結果と
してできたものにボブの秘密番号ＮＢを追加することにより、買手取引データの全部また
は一部に署名する。ボブは、署名された買手取引データをヴェラの署名された売主取引デ
ータに連結し、連結されたメッセージをトレントへ送る。
【０１０７】
Ｂ→Ｔ：ＮＢＥ（ＫＢ，Ｈ（Ｓ）Ｐ）ＢｃｒｅｄＶｉｄＣｉｄＮＶＥ（ＫＶ，Ｈ（Ｓ）Ｐ
）
【０１０８】
　ボブもまた購入プロセスを開始し得ることを理解されたい。幾つかの実施形態では、ボ
ブは、ヴェラおよびキャロルの識別子含む署名された買手取引データをヴェラへ送る。ヴ
ェラは、ボブから提供された署名された買手取引データに署名された売主取引データを追
加し、連結されたメッセージをトレントへ送る。
【０１０９】
　トレントは、連結されたメッセージを開く（メッセージに含まれるボブおよびヴェラの
秘密番号ＮＢおよびＮＶによりそれぞれ識別されるボブおよびヴェラの秘密鍵を知ってい
るので）。一つの実施では、トレントは、ボブから送信された買手取引データまたはその
一部（例えば、売買証書、価格、ならびに／または売買証書および／もしくは価格のハッ
シュ）が、ヴェラから送信された売主取引データまたはその一部と合致することを検証す
る。データが合致しない場合、ヴェラとボブは共通の売買証書および／または関連価格に
合意していないことがあり得、トレントは、ボブおよびヴェラに不一致を通知する。トレ
ントはまた、提供された関与者の識別子が一致することを検証することもできる。例えば
、トレントは、売主により識別された買手が、買手取引データを提供した買手の識別情報
と合致すること、また買手により識別された売主が、売主取引データを提供した売主の識
別情報と合致することを検証することができる。
【０１１０】
　データが合致した場合、トレントは、支払い要求を生成し、ボブとヴェラの間の取引に
対する支払いを要求するために、その支払い要求をキャロルに送信する。幾つかの実施形
態では、支払い要求は、買手および売主の識別子ＢｉｄおよびＶｉｄと、買手および売主
の信用証明書ＢｃｒｅｄおよびＶｃｒｅｄと、売買証書Ｓと、対応する価格Ｐとを含む。
支払い要求は、取引を検証し、買手から売主への支払いを処理するために、支払い認証手
段２４０により必要とされる情報に応じて、付加的な情報またはより少ない情報を含むこ
とができる。例えば、キャロルは、支払い要求を検証および処理するために、売買証書ま
たはヴェラおよび／もしくはボブの識別子を必要としなくてもよい。
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【０１１１】
　幾つかの実施形態では、トレントは、ボブおよびヴェラの信用証明書Ｂｃｒｅｄおよび
Ｖｃｒｅｄを取得するが、その信用証明書を復号することはできず、従って、キャロルに
より管理されるボブまたはヴェラの口座に関する秘密情報を取得することはできないこと
に留意されたい。
【０１１２】
　トレントは、キャロル以外の誰かが支払い要求に含まれるデータを取得することを防止
するために、キャロルの秘密鍵ＫＣを用いて支払い要求を暗号化する。幾つかの実施形態
では、トレントはまた、キャロルの秘密番号ＮＣを暗号化された支払い要求に追加する。
トレントは、結果としてできた支払い要求をキャロルに送る。
【０１１３】
Ｔ→Ｃ：ＮＣＥ（ＫＣ，ＢｉｄＶｉｄＢｃｒｅｄＶｃｒｅｄＳＰ）
【０１１４】
　キャロルは、支払い要求を受け取り、売買証書Ｓに対する支払いを承認するかどうかを
決定する。幾つかの実施形態では、キャロルは、ボブの口座（Ｂｃｒｅｄにより識別され
る）が、売買証書Ｓに関連する価格Ｐをまかなうのに十分な資金を含むかどうかを判定す
ることにより、支払いを承認するかどうかを決定する。キャロルはまた、ヴェラの口座（
Ｖｃｒｅｄにより識別される）およびボブの口座（Ｂｃｒｅｄにより識別される）が、有
効な口座であることも検証する。ボブの口座が価格Ｐをまかなうのに十分な資金を含み、
かつボブおよびヴェラの口座が有効である場合、キャロルは、価格Ｐに基づいて、ボブの
口座からヴェラの口座に資金を移転させる。幾つかの実施形態ではでは、キャロルは、第
三者預託（ｅｓｃｒｏｗ、エスクロー）としてふるまい、売買証書Ｓに含まれる商品およ
び／またはサービスがボブに出荷または提供されたことをヴェラがキャロルに通知するま
で、ボブの口座からの資金を保有する。商品および／またはサービスがボブに提供される
と、キャロルは、資金をヴェラの口座に移転させる。
【０１１５】
　支払いを承認すると、キャロルは、支払い応答をトレントへ送る。支払い応答は、支払
い要求に含まれる情報の全部または一部を含むことができる。例えば、支払い応答は、売
主および買手の識別子と、売買証書Ｓと、価格Ｐとを含むことができる。幾つかの実施形
態では、支払い応答はまた、キャロルにより生成された取引番号または参照番号も含む。
取引が承認および処理されたことを示すため、支払い応答はまた、承認のインジケータま
たはメッセージを含む。キャロルは、キャロルの秘密鍵ＫＣを用いて支払い応答を暗号化
し、幾つかの実施形態では、その暗号化した結果としてできたものにキャロルの識別番号
ＮＣを追加する。キャロルは、支払い応答をトレントへ送る。
【０１１６】
Ｃ→Ｔ：ＮＣＥ（ＫＣ，ＢｉｄＶｉｄＳＰ“承認”）
【０１１７】
　支払い要求の承認を示す支払い応答をキャロルから受け取った後、トレントは、１また
は複数の参加者のための取引受領証を生成する。これらの受領証は、取引が承認され、完
了されたことの証拠として使用することができる。一つの実施では、各受領証は、３つの
参加者のうちの２つについての鍵（例えば、受領証の対象ではない参加者の鍵）と、売買
証書と、価格とを含む。各受領証はまた、受領証の受取手および／または他の参加者の信
用証明書を含むこともできる。受領証の受取手は、受領証がトレントにより生成されたこ
とを検証するために、信用証明書を使用することができる。取引のセキュリティおよび機
密性を更に高めるために、鍵、売買証書Ｓ、価格Ｐ、および／または信用証明書のハッシ
ュが、平文データの代わりに含まれ得ることを理解されたい。ハッシュが提供される場合
、トレントは、ハッシュを取得するが、取引の詳細を解読することはできない。ヴェラ、
ボブ、およびキャロルの例示的な受領証は、以下の通りである。
【０１１８】
Ｔ→Ｖ：Ｅ（ＫＶ，Ｈ（ＫＢＫＣＰ）Ｈ（Ｓ）Ｐ）



(28) JP 2009-526321 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

【０１１９】
Ｔ→Ｂ：Ｅ（ＫＢ，Ｈ（ＫＶＫＣＰ）Ｈ（Ｓ）Ｐ）
【０１２０】
Ｔ→Ｃ：Ｅ（ＫＣ，Ｈ（ＫＢＫＶＰ）Ｈ（Ｓ）Ｐ）
【０１２１】
　ボブ、ヴェラ、および／またはキャロルは、各自がこの取引で使用した番号（例えば、
ＮＢ、ＮＶ、またはＮＣ）と、価格と、取引検証用の各自の受領証をトレントに提示する
ことができる。例えば、トレントは、受領証が同一であることを検証することができる。
【０１２２】
　トレントはまた、ヴェラ、ボブ、およびキャロルに新しい変化ＩＤも提供する。トレン
トは、各関与者用の新しい変化ＩＤをその関与者の現在の秘密鍵を用いて暗号化する。
【０１２３】
Ｔ→Ｖ：Ｅ（ＫＶ，ＮＶ’ＫＶ’）
【０１２４】
Ｔ→Ｂ：Ｅ（ＫＢ，ＮＢ’ＫＢ’）
【０１２５】
Ｔ→Ｃ：Ｅ（ＫＣ，ＮＣ’ＫＣ’）
【０１２６】
　幾つかの実施形態では、トレントは、新しい変化ＩＤを別に送る代わりに、それらをボ
ブ、キャロル、およびヴェラ用の受領証内に含める。
【０１２７】
　ボブの口座が価格Ｐをまかなうのに十分な資金を含まない場合、またはボブもしくはヴ
ェラの口座が有効ではない場合、キャロルは、支払い要求を拒絶し、ボブの口座からヴェ
ラの口座に資金を移転させない。支払い要求の拒絶を示すため、キャロルは、支払い応答
をトレントへ送る。上述のように、支払い応答は、支払い要求に含まれる情報の全部また
は一部を含むことができる。例えば、支払い応答は、売主および買手の識別子と、売買証
書Ｓと、価格Ｐとを含むことができる。幾つかの実施形態では、支払い応答はまた、キャ
ロルにより生成された取引番号または参照番号を含むこともできる。支払い応答はまた、
取引が拒絶または拒否されたかどうかを示す拒否のインジケータまたはメッセージも含む
。キャロルは、キャロルの秘密鍵ＫＣを用いて支払い応答を暗号化し、幾つかの実施形態
では、その暗号化の結果としてできたものにキャロルの識別番号ＮＣを追加する。キャロ
ルは、支払い応答をトレントへ送る。
【０１２８】
Ｃ→Ｔ：ＮＣＥ（ＫＣ，ＢｉｄＶｉｄＳＰ“拒否”）
【０１２９】
　拒否された支払い要求を示す支払い応答をキャロルから受け取った後、トレントは、上
述のように、ヴェラ、ボブ、および／またはキャロルのための取引受領証を生成する。受
領証は、支払い要求がキャロルにより拒否されたことを示す。代替例として、トレントは
、取引が処理されなかったことをヴェラおよびボブに警告する拒絶または拒否のメッセー
ジをヴェラおよびボブに送ることもできる。拒否された支払い要求を示す支払い応答をキ
ャロルから受け取った後、トレントはまた、上述のように、ヴェラ、ボブ、およびキャロ
ルへ新しい変化ＩＤを提供することもできる。
【０１３０】
　上述された、図５に示される電子商取引プロトコルのステップおよび／または順序は、
変更され得ることを理解されたい。例えば、ヴェラおよびボブは、取引を安全に取り決め
るために、トレントにセッション鍵を要求し、受け取ることができる。代替または追加の
例として、ヴェラおよびキャロル、および／または、ボブおよびキャロルは、ヴェラおよ
び／またはボブが、信用証明書などの取引情報を、トレントを介して渡すことなく、キャ
ロルへ直接に提供することができるように、トレントにセッション鍵を要求して受け取る
ことができる。幾つかの実施形態では、トレントはまた、支払い要求の承認または拒絶時
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にキャロルがヴェラおよび／またはボブへ直接に送ることができる受領証、メッセージ、
および／または新しい変化ＩＤを生成し、キャロルへ提供することもできる。キャロルは
また、支払い要求の承認または拒絶の時に、受領証および／またはメッセージ（例えば、
平文として）をヴェラおよび／またはボブへ直接に提供することもできる。認証手段およ
び支払い認証手段の役割は、組み合わされることもできる。例えば、それぞれの支払い認
証手段は、それ独自の変化ＩＤを各自のクライアント（支払い認証手段が口座を管理する
個人）に提供することができる。
【０１３１】
　加えて、上記の通信および商取引プロトコル（またはその一部）は、組み合わされるこ
とができる。例えば、電子商取引は、コンテンツ・プロバイダまたはサービス・プロバイ
ダからのデジタル・コンテンツの購入に含まれることができる。更に、電子商取引は、一
意性を保証するために、取引データおよび対応する受領証に透かしを入れることができる
。更に、上述された、図５に示される商取引プロトコルは、ヴェラ、ボブ、トレント、お
よびキャロルの間で渡されるメッセージに対する力づく攻撃の有効性を低下させるために
、上述のような個別暗号化プロトコルを使用し、発見可能データおよび発見不可能データ
を別々の無関係な鍵を用いて暗号化することができる。更なる組み合わせおよび構成も可
能である。
【０１３２】
　ＰＯＳ（ポイント・オブ・セール）取引
　電子商取引において変化ＩＤを使用するのに加えて、変化ＩＤはまた、ポイント・オブ
・セール（ＰＯＳ）端末においても使用することができ、買手は、売主のＰＯＳ端末の物
理的位置において取引を開始する。図６および図７は、売主のＰＯＳ端末において取引を
実行するように構成された例示的なシステム４００を示している。
【０１３３】
　図７に示される実施形態では、システム４００は、４つの参加者またはエンティティ、
即ち、売主ＰＯＳ端末４２０と、クレジット・カード会社や金融機関などの支払い認証手
段４４０と、口座情報保持体（ＡＩＣ、account information carrier）デバイス４６０
と、認証手段４８０とを含む。図６は、磁気およびスマート・カード・リーダ（Ｖｅｒｉ
ｆｏｎｅ，Ｉｎｃ．から入手可能なものなど）の形態を取るＰＯＳ端末と、セルラ電話、
スマート・カード、またはクレジット・カードの形態を取るＡＩＣデバイス４６０とを示
している。１つのみの売主ＰＯＳ端末４２０、支払い認証手段４４０、ＡＩＣデバイス４
６０を示しているが、ほとんどの実施においては、多数の売主ＰＯＳ端末、支払い認証手
段、およびＡＩＣデバイスが含まれる。更に、１つのみを必要とするが、複数の認証手段
４８０が存在することもできる。現実には、［認証手段の数］＜［支払い認証手段の数］
＜［売主ＰＯＳ端末の数］＜［ＡＩＣデバイスの数］という関係が存在する可能性が高い
が、参加者の数に対する制約や、様々なタイプの参加者の数の間の特定の関係についての
要件に対する制約はない。
【０１３４】
　幾つかの実施形態では、売主ＰＯＳ端末４２０、支払い認証手段４４０、およびＡＩＣ
デバイス４６０は、リンク５００、５２０、５４０を介して、認証手段４８０に接続され
る。リンク５００、５２０、５４０は、２方向リンクとすることができ、上述のネットワ
ークの全部または一部から構成されてよい。図７に示されるように、売主ＰＯＳ端末４２
０およびＡＩＣデバイス４６０はまた、リンク５６０を介して接続される。リンク５６０
は、無線周波数リンク、赤外線リンク、ワイヤレス・ネットワーク・リンク、ダイレクト
・ドック（ｄｉｒｅｃｔ　ｄｏｃｋ）もしくは有線リンク、またはセル電話リンクを含む
ことができる。一実施形態では、セル電話は、スマート・カードで使用されるものと同じ
物理コネクタまたはプラグ（おそらくフリップ・アウト拡張（ｆｌｉｐ　ｏｕｔ　ｅｘｔ
ｅｎｓｉｏｎ）の形態）を有するように構成されることができ、それにより、図６に示さ
れるリーダのような既存のリーダが、セル電話から情報を取得したり、セル電話と通信す
るために使用され得る。
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【０１３５】
　図８は、本発明の一実施形態によるシステム４００に含まれる、売主ＰＯＳ端末４２０
と、ＡＩＣデバイス４６０と、支払い認証手段４４０と、認証手段４８０とを概略的に示
している。図８に示されるように、各装置は、プロセッサ６００（例えば、６００ａ、６
００ｂ、６００ｃ、６００ｄ）と、メモリ・モジュール６１０（例えば、６１０ａ、６１
０ｂ、６１０ｃ、６１０ｄ）と、入力／出力モジュール６２０（例えば、６２０ａ、６２
０ｂ、６２０ｃ、６２０ｄ）とを含む。図８に示される構成要素は例示的なものであり、
様々な配置および構成で組み合わされ、また分散され得ることを理解されたい。例えば、
メモリ・モジュール６１０は、別個の構成要素として含まれる代わりに、または含まれる
のに加えて、プロセッサ６００および／または入力／出力モジュール６２０に含まれるこ
とができる。入力／出力モジュール６１０はまた、対応するプロセッサ６００を収容する
装置の外部のデバイス内に配置されることもできる。
【０１３６】
　プロセッサ６００は、変化ＩＤを使用して売主ＰＯＳ端末において取引を実行するため
の１または複数のプロセッサまたは類似の回路を含むことができる。一実施形態では、メ
モリ・モジュール６１０は、図９に関して以下で説明されるように、変化ＩＤを使用して
売主ＰＯＳ端末において取引を実行するために、プロセッサ６００により取り出され、実
行される命令およびデータを記憶する。メモリ・モジュール６１０はまた、取引を実行す
るために使用される変化ＩＤも記憶することができる。具体的には、売主ＰＯＳ端末４２
０、支払い認証手段４４０、およびＡＩＣデバイス４６０にそれぞれ含まれるメモリ・モ
ジュール６１０ａ、６１０ｂ、６１０ｃは、認証手段４８０により各装置に割り当てられ
た１または複数の変化ＩＤを記憶するように構成されることができる。同様に、認証手段
４８０に含まれるメモリ・モジュール６１０ｄは、各装置に以前割り当てられた、また現
在割り当てられている変化ＩＤを記憶することができる。幾つかの実施形態では、メモリ
・モジュール６１０ｄはまた、ある特定の装置への割り当てを待っている将来の変化ＩＤ
も記憶することができる。
【０１３７】
　各プロセッサ６００により実行される機能、従って、各装置のメモリ・モジュール６１
０に記憶された命令およびデータは、取引を実行する際にある特定の装置が演じる役割に
基づいて構成されることができる。メモリ・モジュール６１０はまた、入力／出力モジュ
ール６２０を介してある特定の装置により受信または送信されるデータも記憶することが
できる。
【０１３８】
　図８に示されるように、各装置は、少なくとも１つの通信リンクとインタフェースする
入力／出力モジュール６２０を含む。各装置は単一の直接接続により他のすべての装置に
接続されるように示されているが、各装置は、上述のように、１または複数のネットワー
クまたは通信システム上の１または複数の有線または無線の接続を介して、別の装置に接
続され得ることを理解されたい。各入力／出力モジュール６２０はまた、同じ通信リンク
または更なる通信リンクを介して更なる装置とインタフェースすることもできる。
【０１３９】
　プロセッサ６００により指令されたように、各入力／出力モジュール６２０は、データ
を別の装置へ出力することができる。同様に、各入力／出力モジュール６２０は、別の装
置からデータを受け取り、関連するプロセッサ６００および／またはメモリ・モジュール
６１０へデータを送ることができる。上述のように、ある特定の装置の入力／出力モジュ
ール６２０は、プロセッサ６００および／またはメモリ・モジュール６１０を収容する装
置の外部の装置内に配置されることができる。
【０１４０】
　図８に示され、図１により説明されたように、認証手段４８０はまた、乱数発生器６３
０も含む。認証手段４８０は、変化ＩＤを使用して売主ＰＯＳ端末において取引を実行す
るためにシステム４００が実施または準拠するプロトコルにおいて使用される乱数を生成
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するために、乱数発生器６３０を使用することができる。上述のように、乱数発生器６３
０は、真にランダムな数（即ち、本発明を実施するために使用される特定の技術を用いた
中で可能な限りランダムな数）を生成することができる。
【０１４１】
　売主ＰＯＳ端末４２０において取引を完了するため、買手は、ＡＩＣデバイス４６０を
介して売主ＰＯＳ端末４２０と通信する。ＡＩＣデバイス４６０は、口座番号などの買手
の口座情報と、その口座番号に関連する支払い認証手段（例えば、ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅ
ｒＣａｒｄなど）と、口座の有効期限などを記憶することができる。ＡＩＣデバイス４６
０は、クレジット・カード、セル電話、スマート・カードなどを含むことができ、売主Ｐ
ＯＳ端末４２０は、その売主ＰＯＳ端末４２０に関連するクレジット・カード・リーダ、
キーパッド、キーボード、スマート・カード・リーダ、無線周波受信機、無線インターネ
ット受信機、赤外線受信機、固定配線ドックなどを介して、ＡＩＣデバイス４６０から口
座情報を取得することができる。幾つかの実施形態では、ＡＩＣデバイス４６０は、新し
い口座情報を用いて再プログラムすることのできないクレジット・カードなどのスタティ
ックＡＩＣデバイスを含む。他の実施形態では、ＡＩＣデバイス４６０は、新しい口座情
報を用いて再プログラムすることのできる再プログラム可能なメモリを有するセル電話、
スマート・カード、または他のデバイスなどのような、再プログラム可能なＡＩＣデバイ
スを含む。以下の実施形態の目的では、取引に含まれるＡＩＣデバイス４６０は、再プロ
グラム可能なＡＩＣデバイスを含む。ＡＩＣデバイス４６０は、口座、建物、車両、部屋
、サービス、製品、連絡先個人（例えば、電話番号および／または電子メール・アドレス
）などにアクセスするために使用される追加のデータを記憶し得ることを理解されたい。
【０１４２】
　幾つかの実施形態では、ＡＩＣデバイス４６０は、支払い認証手段４４０により提供ま
たは割り当てられた口座情報を記憶することができる。支払い認証手段４４０は、取引に
資金供給する（金または他の支払い形式もしくは機構の形で）ために使用することができ
る買手の１または複数の口座を管理するクレジット・カード会社や金融機関などのエンテ
ィティである。支払い認証手段４４０は、有効な要求を受け取ったときに、取引に口座か
ら資金供給することを同意し、従って、口座識別子は、権限のあるエンティティが有効な
支払い要求を生成するように、秘密に保たれることが仮定される。従って、本発明の幾つ
かの実施形態では、システム４００は、ＡＩＣデバイス４６０および支払い認証手段４４
０が、買手の口座に関する秘密の口座識別子に合意するように構成される。例えば、電子
商取引の例に関して上述されたように、ＡＩＣデバイス４６０および支払い認証手段４４
０は、売主ＰＯＳ端末４２０に提供される信用証明書を生成するためのハッシュ関数に合
意することができる。他の実施形態では、支払い認証手段４４０は、ＡＩＣデバイス４６
０に送信され得かつ／またはプログラムされ得る（例えば、ワイヤレス・インターネット
・リンク、セル電話リンク、無線周波リンク、赤外線リンク、新しいメモリ・モジュール
、直接配線再プログラミング・ドックなどを介して）１または複数の１回限り使用可の口
座番号を生成することができる。それぞれの１回限り使用可の口座番号は、ＡＩＣデバイ
ス４６０により１回だけ使用されることができる（１つの取引のために１つの売主ＰＯＳ
端末４２０に提供される）。１回限り使用可の口座番号の使用は、１回限り使用可の口座
番号が盗聴者により取得されたとしても、１回限り使用可の口座番号はすでに使用されて
おり、再使用することはできないので、盗聴者は、不法な取引を実行するためにその１回
限り使用可の口座番号を使用することができないため、口座情報のセキュリティを高める
。代替例として、ＡＩＣデバイス４６０は、カード（例えば、クレジットまたはデビット
・カード）上に従来のように視覚的に表示された口座番号などのような、ＡＩＣデバイス
４６０に関連するそれぞれの口座用の単一の口座番号を含む口座情報を記憶することがで
きる。
【０１４３】
　加えて、ＡＩＣデバイス４６０および売主ＰＯＳ端末４２０は各々、認証手段４８０お
よび変化ＩＤの保有者だけが知っている、認証手段４８０により割り当てられた変化ＩＤ
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を記憶する。ＡＩＣデバイス４６０および売主ＰＯＳ端末４２０は、情報（例えば、口座
情報）を、互いの間でおよび／または認証手段４８０へ送る前に、情報を暗号化するため
に変化ＩＤを使用する。認証手段４８０だけが変化ＩＤを知っているので、売主ＰＯＳ端
末４２０は、ＡＩＣデバイス４６０に割り当てられた変化ＩＤを用いて暗号化またはパッ
ケージ化された、ＡＩＣデバイス４６０から提供された情報を取得することができず、ま
た、ＡＩＣデバイス４６０は、売主ＰＯＳ端末４２０に関連する変化ＩＤを用いて暗号化
またはパッケージ化された、売主ＰＯＳ端末４２０から提供された情報を取得することが
できない。加えて、認証手段４８０は、ＡＩＣデバイス４６０および売主ＰＯＳ端末４２
０に割り当てられた変化ＩＤを知っているので、ＡＩＣデバイス４６０および売主ＰＯＳ
端末の両方から受け取った暗号化情報を暗号解除することができ、取引を続けることを許
可する前に、各エンティティにより提供された情報を検証することができる。
【０１４４】
　幾つかの実施形態では、取引を完了するため、売主ＰＯＳ端末４２０は、売主情報をＡ
ＩＣデバイス４６０に提示し、ＡＩＣデバイス４６０は、買手情報と、売主ＰＯＳ端末４
２０から受け取った売主情報を、認証手段４８０に提示する。他の実施形態では、売主Ｐ
ＯＳ端末４２０が、ＡＩＣデバイス４６０から買手情報を取得し、ＡＩＣデバイス４６０
から受け取った買手情報と、売主情報を、認証手段４８０に提示する。また他の実施形態
では、売主ＰＯＳ端末４２０およびＡＩＣデバイス４６０は別々に、認証手段４８０およ
び／または支払い認証手段４４０に情報を提示する。
【０１４５】
　幾つかの実施形態では、売主ＰＯＳ端末４２０および／または認証手段４８０へ情報を
送る前に、ＡＩＣデバイス４６０は、買手が、個人識別番号（ＰＩＮ）や生体測定情報な
どの認証情報を入力することを要求する。ＡＩＣデバイス４６０は、ＡＩＣデバイス４６
０に記憶された口座情報に関連する買手がＡＩＣデバイス４６０を使用しており、詐称者
ではないことを保証するために、認証情報を使用する。ＡＩＣデバイス４６０は、買手の
認証情報を記憶することができ、取引中にＡＩＣデバイス４６０のユーザにより提供され
た認証情報を、記憶された認証情報と比較することができる。提供された認証情報が記憶
された認証情報と一致する場合、ＡＩＣデバイス４６０は、売主ＰＯＳ端末４２０および
／または認証手段４８０に暗号化された口座情報を送る。認証情報が一致しない場合、Ａ
ＩＣデバイス４６０は、取引を拒絶し、売主ＰＯＳ端末４２０および／または認証手段４
８０へ口座情報を送らない。ユーザは、ＡＩＣデバイス４６０の１または複数の選択機構
または入力機構を介して認証情報を入力することができ、または、売主ＰＯＳ端末４２０
の１または複数の選択機構もしくは入力機構を介して認証情報を入力することができる。
【０１４６】
　認証手段４８０は、売主ＰＯＳ端末４２０およびＡＩＣデバイス４６０から情報を受け
取ると、支払い認証手段４４０に対する支払い要求を生成する。電子商取引の例に関して
上述したように、支払い要求は、ＡＩＣデバイス４６０および売主ＰＯＳ端末４２０から
受け取った口座情報および／または取引情報を含むことができる。幾つかの実施形態では
、認証手段４８０はまた、支払い認証手段４４０に変化ＩＤを割り当て、支払い認証手段
４４０に割り当てた変化ＩＤを用いて支払い要求を暗号化する。
【０１４７】
　支払い認証手段４４０は、支払い要求を検証し、要求を承認または拒否することができ
る。支払い認証手段４４０は、直接的に、または認証手段４８０を介して間接的に、売主
ＰＯＳ端末４２０および／またはＡＩＣデバイス４６０に応答を送る。
【０１４８】
　以下で詳細に説明されるように、支払い要求を支払い認証手段４４０へ送ることに加え
て、認証手段４８０はまた、新しい変化ＩＤを各エンティティへ提供することができる。
認証手段４８０は、割り当てた変化ＩＤをデータベースまたは類似の機構を使用して追跡
する。
【０１４９】
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　幾つかの実施形態では、認証手段４８０および支払い認証手段４４０の機能は、組み合
わされ、単一のエンティティにより提供されることができ、従って、認証手段４８０は、
別個の支払い要求を支払い認証手段に送信することなく、取引に対する支払いを直接的に
拒否または承認することができる。
【０１５０】
　図７に示されるシステム４００を含む、取引を完了するためのプロトコルの一例を説明
する。この例では、アリス（例えば、Ａ）は、ＡＩＣデバイス４６０を表し、買手の１ま
たは複数の口座（例えば、クレジット口座、デビット口座、ロイヤルティ口座（ｌｏｙａ
ｌｔｙ　ａｃｃｏｕｎｔ）、ストアド・バリュー口座（ｓｔｏｒｅｄ　ｖａｌｕｅ　ａｃ
ｃｏｕｎｔ）など）に関する情報を管理する。ヴェラ（例えば、Ｖ）は、売主ＰＯＳ端末
４２０を表す。トレント（例えば、Ｔ）は、認証手段４８０、すなわち、販売の信用でき
る仲裁者を表す。キャロル（例えば、Ｃ）は、ＡＩＣデバイス４６０に記憶された口座情
報に関連する口座にアクセスする、クレジット・カード会社や他の口座提供者などの支払
い認証手段４４０を表す。上記の表１は、提案されるプロトコルの実施形態を説明するた
めに使用される他の符号のリストである。
【０１５１】
　この例については、アリスは、小売販売取引において、クレジット・カード口座番号を
ヴェラに安全に伝えたいものと仮定する。加えて、アリスは、キャロルのもとに記録され
ているクレジット・カード口座番号を表す口座情報ＡｃｃｏｕｎｔＡをキャロルから先に
受け取っており、また秘密鍵ＫＡおよび識別番号ＮＡ（即ち、変化ＩＤ）をトレントから
先に受け取っているものと仮定する。更に、トレントは、キャロルに秘密鍵ＫＣおよび識
別番号ＮＣを先に割り当てており、ヴェラに秘密鍵ＫＶおよび識別番号ＮＶを先に割り当
てているものと仮定する。幾つかの実施形態では、トレントはまた、アリス、ヴェラ、お
よび／またはキャロルに、各エンティティがメッセージに含めることができる信用証明書
（例えば、それぞれＡｃｒｅｄ、Ｖｃｒｅｄ、Ｃｃｒｅｄ）を割り当てる。トレントは、
メッセージが本当にアリス、ヴェラ、および／またはキャロルにより構成されたことを検
証するために、信用証明書を使用することができる。
【０１５２】
　取引を開始するため、アリスは、アリスの秘密鍵ＫＡを用いて、取引情報（例えば、口
座情報ＡｃｃｏｕｎｔＡおよび価格Ｐ）を暗号化する。幾つかの実施形態では、アリスは
また、アリスの秘密鍵ＫＡを用いて、キャロルの識別子（例えば、Ｃｉｄ）および／また
はアリスの信用証明書Ａｃｒｅｄも暗号化する。アリスは、その暗号化の結果としてでき
たものにアリスの識別番号ＮＡを追加し、そのメッセージをヴェラに送る。
【０１５３】
Ａ→Ｖ：ＮＡＥ（ＫＡ，ＡｃｃｏｕｎｔＡＰＣｉｄ）
【０１５４】
　上述のように、ＡＩＣデバイス４６０は、買手に関連する口座番号に関する口座情報を
記憶することができる。一実施では、ＡＩＣデバイス４６０は、使用可能な口座情報また
は使用可能な口座情報の識別子（例えば、買手により設定された説明）をＡＩＣデバイス
４６０のディスプレイ上で買手に表示し、買手は、ＡＩＣデバイス４６０上の１または複
数の選択機構（例えば、キーパッド、タッチスクリーンなど）を使用して、現在の取引の
ための特定の口座情報を選択する。ＡＩＣデバイス４６０は、選択された口座情報を売主
ＰＯＳ端末４２０へ送る。代替例として、ＡＩＣデバイス４６０は、ＡＩＣデバイス４６
０により管理されるすべての使用可能な口座情報またはすべての使用可能な口座情報の識
別子を売主ＰＯＳ端末４２０へ送信することができ、売主ＰＯＳ端末４２０は、使用可能
な口座情報を買手に表示することができる。買手は、その後、キーパッド、タッチスクリ
ーンなどのような、売主ＰＯＳ端末４２０上の１または複数の選択機構を使用して、特定
の口座情報を選択することができる。例えば、買手は、現在の取引の支払い元として、Ｖ
ｉｓａ（登録商標）クレジット・カード口座ではなく、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ（登録商標
）クレジット・カード口座を使用するように選択することができる。
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【０１５５】
　上述のように、幾つかの実施形態では、ＡＩＣデバイス４６０は、ＡＩＣデバイス４６
０が取引情報（例えば、口座情報）を売主ＰＯＳ端末４２０へ送信する前に、認証情報（
例えば、ＰＩＮ、パスワード、フィンガプリント、網膜スキャンなど）を入力するように
買手に要求することができる。買手は、ＡＩＣデバイス４６０上の１または複数の選択ま
たは入力の機構を使用して、認証情報を入力することができる。他の実施形態では、買手
は、認証情報を提供するために、売主ＰＯＳ端末４２０の１または複数の選択または入力
の機構を使用することができる。買手が認証情報を提供するために売主ＰＯＳ端末４２０
を使用する場合、売主ＰＯＳ端末４２０は、認証情報を検証すること、認証情報を検証の
ために第三者機関に送ること、および／または入力された認証情報を検証のためにＡＩＣ
デバイス４６０に送ることができる。
【０１５６】
　一実施では、買手は、キーパッドまたはタッチスクリーンなどのような、ＡＩＣデバイ
ス４６０および／または売主ＰＯＳ端末４２０の１または複数の選択機構を使用して、取
引に含まれる商品およびサービスの価格Ｐを入力する。代替例として、売主ＰＯＳ端末４
２０は、アリスが取引の処理を開始する前に、価格Ｐを（例えば、平文として）ＡＩＣデ
バイス４６０へ送信する。ＡＩＣデバイス４６０は、アリスおよびヴェラが共通価格に合
意したことをトレントが認証し得るように、暗号化された取引データに価格Ｐを含める。
【０１５７】
　幾つかの実施形態では、取引情報はまた、ヴェラ、即ち、取引に関連する売主の識別子
（例えば、Ｖｉｄ）を含むこともできる。買手は、ＡＩＣデバイス４６０に含まれる１ま
たは複数の選択機構を使用して、売主の識別子Ｖｉｄを入力することができ、また、ＡＩ
Ｃデバイス４６０は、売主ＰＯＳ端末４２０または第三者のデバイスもしくはシステムか
ら、売主の識別子を取得することができる。ＡＩＣデバイス４６０は、トレントが取引に
関与するエンティティを検証し、買手の代わりと偽って売主が取引を開始することを防止
し得るように、暗号化された取引情報に売主の識別子を含めることができる。
【０１５８】
　アリスから暗号化情報を受け取ると、ヴェラは、取引の価格Ｐなどの取引情報とヴェラ
の識別子または口座識別子Ｖｉｄとを、アリスから提供された暗号化情報に連結し、その
結果としてできたものをヴェラの秘密鍵ＫＶを用いて暗号化する。ヴェラは、暗号化の結
果としてできたものにヴェラの識別番号ＮＶを追加し、そのメッセージをトレントへ送る
。
【０１５９】
Ｖ→Ｔ：ＮＶＥ（ＫＶ，ＰＶｉｄＮＡ（ＫＡ，ＡｃｃｏｕｎｔＡＰＣｉｄ））
【０１６０】
　幾つかの実施形態では、ヴェラはまた、アリス、即ち、取引に関連する買手の識別子（
例えば、Ａｉｄ）を取引情報に含めることもできる。売主ＰＯＳ端末４２０は、識別子を
入力するように買手を促すことができ、買手は、ＡＩＣデバイス４６０または売主ＰＯＳ
端末４２０に含まれる１または複数の選択機構を使用して、識別子を入力することができ
る。売主ＰＯＳ端末４２０は、トレントが取引に関与するエンティティを検証し得るよう
に、暗号化取引情報に識別子を含めることができる。
【０１６１】
　上述のように、ヴェラはまた、取引情報を暗号化し、暗号化取引情報をアリスへ送るこ
とにより、取引を開始することもできる。アリスは、アリスの取引情報とヴェラから受け
取った暗号化取引情報とを連結し、その結果としてできたものをアリスの変化ＩＤを用い
て暗号化し、結果的なメッセージをトレントへ送る。他の実施形態では、ヴェラおよびア
リスは別々に、各自の情報をトレントへ送ることができる。
【０１６２】
　トレントは、ヴェラに関連する番号ＮＶおよびアリスに関連する番号ＮＡを知っている
ので、メッセージがヴェラおよびアリスから来たことを識別する。トレントは、ＫＶおよ
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びＫＡを使用してメッセージを暗号解除する。幾つかの実施形態では、アリスおよび／ま
たはヴェラが信用証明書を提供した場合、トレントは、その信用証明書を検証する。信用
証明書が有効ではない（例えば、アリスおよび／またはヴェラに現在割り当てられている
信用証明書と一致しない）場合、トレントは、取引を拒否し、拒否応答をヴェラおよび／
またはアリスへ送る。トレントはまた、ヴェラおよびアリスから受け取った取引情報また
はその一部が一致することも検出する。例えば、トレントは、ヴェラおよびアリスから受
け取った価格Ｐが一致することを検出することができる。価格が一致しない場合、トレン
トは、取引を拒否し、拒否応答をヴェラおよび／またはアリスへ送る。加えて、トレント
が取引を拒否する場合、トレントは、以下で説明するように、新しい変化ＩＤをアリスお
よびヴェラに提供することができる。
【０１６３】
　トレントがアリスおよびヴェラから受け取った情報の正当性を認めた場合、トレントは
、キャロルに対する支払い要求を生成する。支払い要求は、口座情報ＡｃｃｏｕｎｔＡと
、取引情報（例えば、関連商品およびサービスの価格Ｐ）と、ヴェラの識別子Ｖｉｄとを
含むことができる。幾つかの実施形態では、支払い要求は、付加的な情報またはより少な
い情報を含み得る。例えば、支払い要求はまた、アリスの識別子および／またはヴェラの
口座情報を含むこともできる。支払い要求はまた、キャロル用の新しい変化ＩＤ（例えば
、ＮＣ’およびＫＣ’）を含むこともできる。トレントは、支払い要求をキャロルの現在
の秘密鍵ＫＣを用いて暗号化することができる。トレントはまた、その暗号化の結果とし
てできたものにキャロルの現在の識別番号ＮＣを追加することもできる。トレントは、結
果的の支払い要求をキャロルに送る。
【０１６４】
Ｔ→Ｃ：ＮＣＥ（ＫＣ，ＡｃｃｏｕｎｔＡＰＶｉｄ）
【０１６５】
　幾つかの実施形態では、ある特定の取引に対する支払いが複数の支払い元（例えば、複
数の口座）を含む場合、トレントは、支払い要求を生成し、その支払い要求を、取引を完
了するために資金が引き落とされる口座を管理する各支払い認証手段へ送信することがで
きる。
【０１６６】
　キャロルは、支払い要求を暗号解除し、支払い要求を承認するか拒否するかを決定する
ために、要求に含まれる情報を使用する。キャロルが支払い要求を承認する（例えば、Ａ
ｃｃｏｕｎｔＡにより識別される口座が価格Ｐをまかなうのに十分な資金を含み、売主の
識別子Ｖｉｄが有効な売主識別子である）場合、キャロルは、承認応答を生成することが
できる。承認応答は、承認メッセージまたは識別子（例えば、ＡＣＣＥＰＴ）と、取引識
別子（例えば、Ｔｒａｎｉｄ）とを含むことができる。承認応答はまた、価格Ｐなどの取
引情報および売主識別子Ｖｉｄを含むこともできる。
【０１６７】
　キャロルは、キャロルの秘密鍵ＫＣを用いて承認応答を暗号化し、キャロルの識別番号
ＮＣを追加し、その結果としてできたものをトレントへ送る。幾つかの実施形態では、キ
ャロルはまた、承認応答にキャロルの信用証明書Ｃｃｒｅｄも含める。
【０１６８】
Ｃ→Ｔ：ＮＣＥ（ＫＣ，ＡＣＣＥＰＴ　ＰＶｉｄＣｃｒｅｄ）
【０１６９】
　トレントは、暗号化した承認応答を暗号解除し、キャロルの信用証明書Ｃｃｒｅｄを検
証する（提供された場合）。次に、トレントは、ヴェラおよびアリス宛ての承認メッセー
ジを生成する。例えば、ヴェラ宛ての承認メッセージを生成するため、トレントは、キャ
ロルからの暗号解除された承認応答（キャロルの信用証明書Ｃｃｒｅｄが提供された場合
は、それを伴わずに）をヴェラの秘密鍵ＫＶを用いて暗号化することができ、その暗号化
の結果としてできたものにヴェラの識別番号ＮＶを追加することができる。幾つかの実施
形態では、トレントは、承認メッセージを暗号化する前に、承認メッセージに情報を追加
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することができる。例えば、トレントは、ヴェラ用の新しい変化ＩＤ（例えば、ＮＶ’お
よびＫＶ’）を承認メッセージに追加することができる。トレントは、承認メッセージを
ヴェラへ送る。
【０１７０】
Ｔ→Ｖ：ＮＶＥ（ＫＶ，ＡＣＣＥＰＴ　ＰＶｉｄＮＶ’ＫＶ’）
【０１７１】
　トレントはまた、暗号解除されたキャロルからの承認応答（キャロルの信用証明書Ｃｃ

ｒｅｄが提供された場合、それを伴わずに）をアリスの秘密鍵ＫＡを用いて暗号化し、そ
の暗号化の結果としてできたものにアリスの識別番号ＮＡを追加することにより、アリス
宛ての承認メッセージも生成する。トレントはまた、アリス用の新しい変化ＩＤ（例えば
、ＮＡ’、ＫＡ’）などの追加情報を承認メッセージに追加することができる。トレント
は、承認メッセージをアリスへ送る。
【０１７２】
Ｔ→Ａ：ＮＡＥ（ＫＡ，ＡＣＣＥＰＴ　ＰＶｉｄＮＡ’ＫＡ’）
【０１７３】
　代替例として、別個の承認メッセージをヴェラおよびアリスへ直接に送る代わりに、ト
レントは、アリス宛ての承認メッセージを含む承認メッセージをヴェラへ送ることができ
、ヴェラは、承認メッセージをアリスへ送ることができる。
【０１７４】
　キャロルが支払い要求を拒否する（例えば、ＡｃｃｏｕｎｔＡが価格Ｐをまかなうのに
十分な資金を含まず、口座情報ＡｃｃｏｕｎｔＡが有効な口座を識別せず、または売主の
識別子Ｖｉｄが有効な売主識別子でない）場合、キャロルは、拒否応答を生成することが
できる。拒否応答は、拒否メッセージまたは識別子（例えば、ＤＥＣＬＩＮＥ）と、取引
識別子（例えば、Ｔｒａｎｉｄ）とを含むことができる。拒否応答はまた、取引情報（例
えば、価格Ｐ）および／または売主識別子Ｖｉｄを含むこともできる。キャロルは、拒否
応答をトレントへ送る。
【０１７５】
Ｃ→Ｔ：ＮＣＥ（ＫＣ，ＤＥＣＬＩＮＥ　ＰＶｉｄＣｃｒｅｄ）
【０１７６】
　承認応答に関して上述したように、トレントは、拒否応答を検証し、キャロルから受け
取った拒否応答に基づいて、ヴェラおよびアリス宛ての拒否メッセージを生成する。
【０１７７】
　トレントから承認メッセージまたは拒否メッセージを受け取った後、ヴェラおよび／ま
たはアリスは、受領証を生成すること、および／または取引情報を記憶することができる
。受領証および／または情報は、キャロルにより提供された取引識別子Ｔｒａｎｉｄを含
むことができ、取引識別子は、取引情報にアクセスするため、または取引情報をキャロル
から取得するために使用することができる。
【０１７８】
　上述のように、ＡＩＣデバイス４６０は、ある特定の口座に関する１または複数の１回
限り使用可の口座番号を記憶することができる。それぞれの１回限り使用可の口座番号は
、１回だけ使用される（１つの取引のために１つの売主ＰＯＳ端末４２０に提供される）
ことができる。アリスが取引を実行するために１回限り使用可の口座番号を使用した場合
、取引が完了した（例えば、承認または拒否された）後、アリスは、１または複数の新し
い１回限り使用可の口座識別子をキャロルに要求すること、および／またはキャロルから
取得することができる。例えば、アリスは、将来の取引用の１または複数の新しい１回限
り使用可の口座識別子を受け取るために、キャロルに電話を掛けることができる。新しい
１回限り使用可の口座識別子は、上述のように、１または複数の通信リンクを介してＡＩ
Ｃデバイス４６０に送信されること、および／またはプログラムされることができる。
【０１７９】
　上記のプロトコルは、口座情報が盗まれる可能性または不法に使用される可能性を大き
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く低下させる。例えば、アリスは、アリスおよびトレントだけが暗号解除し得る暗号化さ
れた口座情報を提供するので、ヴェラが、実際の口座情報を所有することは決してない。
加えて、口座情報は１つの取引だけで使用し得る変化ＩＤを用いて暗号化されるので、取
引は再実行されることはできない。
【０１８０】
　更に、上記のプロトコルは、ＡＩＣデバイス４６０が盗難にあった又は紛失したことが
報告された場合、ＡＩＣデバイス４６０が認証手段から特定の無効の変化ＩＤを受け取る
ことを可能にするための機構などのような、付加的なセキュリティ機能を提供するために
拡張されることができる。盗難にあった又は紛失したと報告されたＡＩＣデバイス４６０
の使用、従って、無効の変化ＩＤを割り当てられたＡＩＣデバイス４６０の使用は、無効
の変化ＩＤの使用を生じさせ、ＡＩＣデバイス４６０が不法に使用されていることを認証
手段４８０に警告する。ＡＩＣデバイス４６０が紛失した又は盗難にあったと報告された
場合、ＡＩＣデバイス４６０に記憶された口座情報はまた、遠隔操作で削除または無効化
されることもできる（例えば、認証手段、支払い認証手段、および／またはＡＩＣデバイ
ス４６０のユーザにより発行されるコマンドを介して）。例えば、買手は、ＡＩＣデバイ
スが紛失した後または盗難にあった後、ＡＩＣデバイス４６０が不法に使用され得ないよ
うに、支払い認証手段４４０に要求を送信して（例えば、通報して）、ＡＩＣデバイス４
６０に記憶された口座情報を無効化することができる。
【０１８１】
　上述した、図８に示されるＰＯＳ取引プロトコルのステップおよび／または順序は、変
更され得ることを理解されたい。例えば、ヴェラおよびアリスは、取引を安全に取り決め
るために、トレントにセッション鍵を要求し、受け取ることができる。代替例または追加
例として、ヴェラおよびキャロル、および／または、アリスおよびキャロルは、ヴェラお
よび／またはアリスが、口座情報などの取引情報を、トレントを介して渡すことなく、キ
ャロルへ直接に提供することができるように、トレントにセッション鍵を要求し、受け取
ることができる。幾つかの実施形態では、トレントはまた、支払い要求の承認または拒絶
時にキャロルがヴェラおよび／またはアリスへ直接に送ることができる受領証、メッセー
ジ、および／または新しい変化ＩＤを生成し、キャロルに提供することもできる。更に、
キャロルは、承認または拒否メッセージを平文としてヴェラおよび／またはアリスへ直接
に送ることもできる。認証手段４８０および支払い認証手段４６０の役割は、組み合わさ
れることもできる。例えば、各支払い認証手段４６０は、変化ＩＤを各自のクライアント
（支払い認証手段が口座を管理する個人）に提供することができる。
【０１８２】
　更に、セッション鍵、コンテンツ使用ライセンス、デジタル署名、発見可能データおよ
び発見不可能データ、ならびに電子取引に関して上述された通信および取引プロトコル（
またはその一部）は、提案されたＰＯＳ取引プロトコルと組み合わされ得ることも理解さ
れたい。例えば、ＰＯＳ取引は、コンテンツ・プロバイダまたはサービス・プロバイダか
らのデジタル・コンテンツの購入に含まれることができる。加えて、ＰＯＳ取引は、一意
性を保証するために、取引データおよび対応する受領証に透かしを入れることができる。
更に、ＰＯＳ取引は、ヴェラ、ボブ、トレント、およびキャロルの間で渡されるメッセー
ジに対する力づく攻撃の有効性を低下させるために、上述のような個別暗号化プロトコル
を使用し、発見可能データおよび発見不可能データを別々の無関係な鍵を用いて暗号化す
ることができる。他の組み合わせおよび構成も可能である。
【０１８３】
　本発明の実施形態の様々な特徴は、添付の特許請求の範囲において説明される。
【図面の簡単な説明】
【０１８４】
【図１】図１は、本発明の一実施形態による、ネットワーク内でデータを送信するための
システムを概略的に示す。
【図２】図２は、本発明の一実施形態による、ビット・ストリーム（「変化ＩＤ」と呼ば



(38) JP 2009-526321 A 2009.7.16

10

れる）を示す。
【図３】図３のＡおよびＢは、変化ＩＤを配布する方法を示す。
【図４】図４は、電子商取引を実行するための通信に４つのエンティティが含まれる、本
発明の例示的な一実施形態のシステムの概略図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による、図４のシステムにおいて使用されるプロト
コルの概略図である。
【図６】図６は、例示的なＰＯＳ端末と、２つの例示的な口座情報保持体デバイス、（セ
ル電話、スマート・カード、およびクレジット・カード）を示す。
【図７】図７は、ＰＯＳ端末において取引を実行するための通信に４つのエンティティが
含まれる、本発明の例示的な一実施形態のシステムの概略図である。
【図８】図８は、本発明の一実施形態による、図７のシステムに含まれる装置の概略図で
ある。
【図９】図９は、本発明の一実施形態による、図７のシステムにおいて使用される通信プ
ロトコルの概略図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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