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(57)【要約】
　本発明はクレジットカードの詳細情報を、全取得プロ
セスを通して、サプライヤ又は売り手に暴露又は漏洩し
ないようにして、クライアントがクレジットカードを使
用して品物を取得することを管理するシステム及び方法
を、提供する。この方法により、クレジットカードの不
正使用を虞れてインターネットを介して商品を購入して
いない新たなユーザを、開拓できる。また、この方法に
より、クレジットカードの詳細情報を後日不正使用され
る虞れから、サプライヤに直接又は間接的にクレジット
カードの詳細情報が露出してしまうクレジットカードを
使用した商品購入をしていない新たなユーザを開拓する
こともできる。

【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント取得データ（ＣＡＤ）を、サプライヤに送信し、極秘データを信頼できる
関係者だけに示しながら、ユーザがサプライヤから取得するプロセスを実行するシステム
であって、該システムには：　
　ユーザ及び支払明細に関する極秘データを認証できるトラステッドシステム、を含み、
　前記ユーザは、前記サプライヤから商品を取得し、支払情報のみを、直接前記トラステ
ッドシステムに送信すること、
　を特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記サプライヤは、取得を実行可能な、ウェブサイト等の広告チャネル、インターネッ
トの商業的サイト、テレビを介して商品を提供すること、を特徴とする請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記商品を、品物又はサービスとすること、を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記極秘データを送信するクレジットカード端末（ＣＣＴ）を更に含むこと、を特徴と
する請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ＣＣＴを、コンピュータのキーボードに内蔵した装置等の端末、再構成又は再プロ
グラムしたクレジットカード端末、携帯電話とすること、を特徴とする請求項４に記載の
システム。
【請求項６】
　前記ＣＡＤには、選択した商品、取得量及び取得条件、前記商品の出荷先名及び住所、
支払条件、前記ＣＣＴへの通信手段のＩＤ等の詳細情報を含むこと、を特徴とする請求項
４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ＣＣＴは、前記極秘データを受信でき、且つ前記極秘データを暗号化して、前記ト
ラステッドシステムに該データを送信できること、を特徴とする請求項４に記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記トラステッドシステムには、取得転送サーバ（ＡＴＳ）と、セキュリティ保護した
支払サーバ（ＳＰＳ）を含むこと、ＡＴＳは、前記ユーザから極秘情報、前記サプライヤ
から取得情報を受信できること、前記ＡＴＳは、認証のために情報をＳＰＳに送信できる
こと、を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記極秘情報をクレジットカードの詳細情報とし、前記システムには、クレジットカー
ド決済システムを更に含むこと、を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　ユーザの極秘詳細情報をサプライヤに示さずに取得プロセスを扱う方法であって、該方
法には、トラステッドシステムに前記極秘情報を示すこと、を含み、前記商品のサプライ
ヤには、前記極秘情報を露出しないこと、を特徴とする方法。
【請求項１１】
　ＣＣＴを備えるユーザがサプライヤからの取得プロセスを扱う方法であって、該方法に
は：　
　クライアント取得データ（ＣＡＤ）を前記サプライヤに送信すること；
　トラステッドシステムだけに極秘情報を示すこと；
　前記ユーザに関する前記極秘データ及び支払明細について、確認及び認証すること、を
含み、　
　前記ユーザは前記サプライヤから前記ＣＡＤを用いて商品取得し、支払情報を前記ＣＣ
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Ｔで、前記支払明細の認証を担当するトラステッドシステムのみに直接送信すること、
　を特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記ＣＡＤには、選択した商品、取得量及び取得条件、商品出荷先名及び住所、支払条
件、前記ＣＣＴへの通信手段のＩＤ等の詳細情報を含むこと、を特徴とする請求項１１に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記示す支払情報を前記ＣＣＴで暗号化し、前記トラステッドシステムに送信すること
、を特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記示す極秘情報を、トラステッドシステムにのみ示すことを、取得転送サーバ（ＡＴ
Ｓ）及びセキュリティ保護した支払サーバ（ＳＰＳ）に送信することとし、ＡＴＳは、前
記ユーザのＣＣＴからの前記極秘情報及び前記サプライヤからの取得ＣＡＤ情報を受信で
きること、を特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ユーザに関する前記極秘データ及び支払明細を確認及び認証することを、前記ＳＰ
Ｓによって行うこと、こと、を特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記極秘情報には、ユーザのクレジットカード情報を含むこと、を特徴とする請求項１
１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ユーザに関する前記極秘データ及び支払明細を確認及び認証するために、前記ＳＰ
Ｓにより、前記データをクレジットカード決済システムに転送すること、を特徴とする請
求項１４及び１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記取得プロセスを完了すること、及び前記極秘データの認証が成功した際に、前記ト
ラステッドシステムにより、前記ユーザ及び前記サプライヤに通知すること、を更に含む
こと、を特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記取得プロセスを完了すること、及び前記極秘データの認証が成功した際に、前記ト
ラステッドシステムにより、前記ユーザ及び前記サプライヤに通知すること、を更に含み
、該通知には、商業的データを包含すること、を特徴とする請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クレジットカードのセキュリティ保護した使用に関する。特に、本発明は、
セキュリティ保護したクレジットカードのトランザクションを、クレジットカードの詳細
情報をサプライヤ又は売り手に全取得プロセスを通して露出又は漏洩しないようにクレジ
ットカード端末を使用して、可能にする方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人々は、随所で、至る所からクレジットカードを安全に使用したいが、クレジットカー
ドの詳細情報が直接又は間接的に電話、ＩＶＲ（双方向音声応答）又はインターネットで
露出する虞れがあるため、そうできない。
【０００３】
　現在の、売場で直接使用しない場合のクレジットカードの使用方法として、ユーザがイ
ンターネットで又はカタログから商品を選択した後、例として、ユーザ（購入者）は、自
分のクレジットカードの詳細情報を、電話で、又はインターネット上のフォームに記入し
て、提供する；例として、売り手はクレジットカード決済会社を使ってクレジットカード
の信用証明と残高を確認し、当該クレジットカードがその販売に対して承認されると、売
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り手は商品を提供し、クレジットカードに請求する。このプロセスについて、図１及び図
２に図式的に表現している。
【０００４】
　上記プロセスでは、幾つかの箇所で、自分の暗証番号又はその他の、情報を中継するセ
キュリティ保護した手段又は異なる場所に保存して情報を保護する手段を使用している。
にもかかわらず、売り手による又は売場での又は配信サーバからのクレジットカード情報
の不正使用や盗用があることが、よく知られている。
【０００５】
　従来技術（米国特許第５７５４６５５号、システム・フォー・リモート・パーチェス・
ペイメント・アンド・リモート・ビル・ペイメント・トランザクションズ（Ｓｙｓｔｅｍ
　ｆｏｒ　ｒｅｍｏｔｅ　ｐｕｒｃｈａｓｅ　ｐａｙｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｒｅｍｏｔｅ　
ｂｉｌｌ　ｐａｙｍｅｎｔ　ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ）、ヒューズ；トーマス・エス（
Ｈｕｇｈｅｓ；　Ｔｈｏｍａｓ　Ｓ．）及びモリーナ；グスタボ（Ｍｏｌｉｎａ；Ｇｕｓ
ｔａｖｏ））では、端末を、ユーザが遠隔で代金を支払うトランザクションや遠隔で料金
を支払うトランザクションを遠隔ホストコンピュータで実施可能にするために提供してい
る。メモリを、代金支払トランザクションのトランザクション・ログを保存するコントロ
ーラに接続し、トランザクション・ログにおける各代金支払トランザクションには、代金
支払トランザクションの日付と時間、代金支払トランザクションの金額、加盟店を特定す
る情報、購入した商品又はサービスを特定する情報、及びトランザクションを特定するデ
ータを、含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、クレジットカードの詳細情報を全取得プロセスを通してサプライヤ又
は売り手に露出又は漏洩しないようにして、クライアントがクレジットカードを使用して
品物を取得することを管理する方法及びシステムを、提供することである。
【０００７】
　本発明の別の目的は、取得プロセスを管理するトラステッドサーバを提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　従って、本発明の好適実施例により、クライアント取得データ（ＣＡＤ）を、サプライ
ヤに送信し、極秘データを信頼できる関係者だけに示しながら、ユーザによるサプライヤ
からの取得プロセスを実行するシステムを提供し、該システムには：　
　ユーザ及び支払明細に関する極秘データを認証できるトラステッドシステム、を含み、
　ユーザは、サプライヤから商品を取得し、支払情報のみを、直接上記トラステッドシス
テムに送信する。
【０００９】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、サプライヤは、商品取得を実行可能な、
ウェブサイト等の広告チャネル、インターネットの商業的サイト、テレビを介して商品を
提供する。
【００１０】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、商品を、品物又はサービスとする。
【００１１】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、上記システムには、極秘データを送信す
るクレジットカード端末（ＣＣＴ）を更に含む。
【００１２】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、ＣＣＴを、コンピュータのキーボードに
内蔵した装置等の端末、再構成又は再プログラムしたクレジットカード端末、携帯電話と
する。
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【００１３】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、ＣＡＤには、選択した商品、取得量及び
取得条件、商品の出荷先名及び住所、支払条件、ＣＣＴへの通信手段のＩＤ等の詳細情報
を含む。
【００１４】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、ＣＣＴは、極秘データを受信でき、且つ
該極秘データを暗号化して、上記トラステッドシステムに該データを送信できる。
【００１５】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、上記トラステッドシステムには、取得転
送サーバ（ＡＴＳ）と、セキュリティ保護した決済サーバ（ＳＰＳ）とを含み、ＡＴＳは
、ユーザから極秘情報、サプライヤから取得情報を受信でき、該ＡＴＳは、認証のために
情報をＳＰＳに送信できる。
【００１６】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、極秘情報をクレジットカードの詳細情報
とし、上記システムには、クレジットカード決済システムを更に含む。
【００１７】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、ユーザの極秘詳細情報をサプライヤに示
さずに取得プロセスを扱う方法であって、該方法には、トラステッドシステムに極秘情報
を示すこと、を含み、商品のサプライヤには、極秘情報を露出しない。
【００１８】
　従って、本発明の好適実施例によれば、ＣＣＴを備えるユーザがサプライヤからの取得
プロセスを扱う方法であって、該方法には：　
　クライアント取得データ（ＣＡＤ）をサプライヤに送信すること；　
　ユーザに関する極秘データ及び支払明細について、確認及び認証すること、を含み、　
　ユーザはサプライヤからＣＡＤを用いて商品を取得し、支払情報をＣＣＴで、該支払明
細の認証を担当するトラステッドシステムのみに直接送信する。
【００１９】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、上記ＳＰＳにより、ユーザに関係する極
秘データ及び支払明細について確認及び認証する。
【００２０】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、極秘情報には、ユーザのクレジットカー
ド情報を含む。
【００２１】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、ユーザに関する極秘データ及び支払明細
を確認及び認証するために、ＳＰＳにより、該データをクレジットカード決済システムに
転送する。
【００２２】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、取得プロセスを完了すること、及び極秘
データの認証が成功した際に、上記トラステッドシステムにより、ユーザ及びサプライヤ
に通知すること、を更に含む。
【００２３】
　更にまた、本発明の別の好適実施例によれば、取得プロセスを完了すること、及び極秘
データの認証が成功した際に、トラステッドシステムにより、ユーザ及びサプライヤに通
知すること、を更に含み、該通知には、商業的データを包含する。
【００２４】
　本発明を、本明細書では、ほんの一例として、添付図を参照して、記載する。以下に、
そうした図面について特に詳細に言及するが、図示した細部については、例として、本発
明の好適実施例の説明に役立つ詳解のみを目的とするものであり、最も有用で、本発明の
原理及び概念的見地を容易に理解可能にする記載と思われるものを提供するために、提示
したものであることを、強調したい。この点で、本発明を基本的に理解するのに必要な以
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上に詳細な本発明の構造については、示していないが、そうした図面を用いた説明により
、如何にして複数の本発明の形態を実際に具現化可能かが、当業者には明白になるであろ
う。
【００２５】
　明瞭化のため、不必要な要素を図面によっては省略している。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】クレジットカードで品物の取得を行うための従来技術で知られる方法を示す。
【図２】クレジットカードで品物を取得するための従来技術で知られるシステム及びプロ
トコルを示す。
【図３】本発明の好適実施例による、セキュリティ保護した取得を実行できるシステムを
示す。
【図４】本発明の好適実施例による、セキュリティ保護した取得を実行できるシステムの
取得プロセスの詳細な実施例を、一例として、示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明は、クレジットカードの詳細情報を全取得プロセスを通してサプライヤ又は売り
手に露出又は漏洩しないようにして、クライアントがクレジットカードを使用して品物を
取得することを管理する方法及びシステムを、提供する。この方法により、クレジットカ
ード不正行為を虞れて、インターネットで商品を購入していない新たなユーザを開拓でき
る。また、同方法により、クレジットカードの詳細情報を後日不正使用される虞れから、
サプライヤに直接又は間接的にクレジットカードの詳細情報が露出してしまうクレジット
カードを使用した商品購入をしていない新たなユーザを開拓することもできる。
【００２８】
　本発明は、クライアントのクレジットカード端末（ＣＣＴ）を介して商品を購入する新
たな方法を提供するが、該端末を、例えば携帯電話とし、該携帯電話を介してクレジット
カードの詳細情報を、クレジットカード決済サーバに安全な方法で直接転送するが、該サ
ーバには、取得転送サーバ（ＡＴＳ）及び代金保全サーバ（ＳＰＳ）を含み、クライアン
トのクレジットカード詳細情報を、販売当事者には示さない。本発明で提示する方法を使
用するクレジットカード会社及びクレジットカード決済会社のみに、クレジットカードの
詳細情報を報告する。クレジットカード及び信用限度額の認証を、ＡＴＳ及びＳＰＳによ
って行う。任意には、ＡＴＳとＳＰＳが、クレジットカード決済会社のものではないトラ
ステッドシステムの一部である場合、データを、クレジットカード決済会社で認証するた
めのＳＰＳに、送信する。トランザクションが認証されると、商品の取得が承認され、ク
レジットカードに請求可能になる。
【００２９】
　クライアントが購入プロセスを初期化すると、取得トランザクションを、クライアント
のクレジットカード端末（ＣＣＴ）を介して開始するが、該ＣＣＴを、例えば、コンピュ
ータのキーボードに内蔵した装置、又は再構成した、例えば再プログラムしたクレジット
カード端末として特別に作製する、或は言及した用途用に構成した装置、例えば必要な目
的に応じて構成した、暗号化チップを任意に備えた携帯電話と一体化させて、特別に作製
する。
【００３０】
　次に、図１について言及するが、図１では、クレジットカードで商品を取得するための
従来技術で既知の方法を示す。クライアントは、提供者から購入する商品を選ぶ、１００
；　次に、クライアントは、クレジットカード情報及び他の詳細情報をサプライヤに転送
する、１１０；次に、サプライヤのサイトにあるシステムにより、取得トランザクション
を初期化する、１２０；次に、該システムが、クレジットカード会社に承認通知を要求し
、これを受信する、１３０；次に、トランザクションを完了し、クライアントは提供者か
ら商品を受領し、クレジットカードに請求される。この方法では、ユーザのクレジットカ
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ードの詳細情報が、サプライヤに漏洩することに、注意されたい。
【００３１】
　次に、図２について言及するが、図２では、クレジットカードで商品を取得するための
従来技術で既知のシステム及びプロトコルを示す。このシステムでは、３つのエンティテ
ィ：クライアント２００と、サプライヤ２１０と、クレジットカード決済会社２２０とが
存在する。図の矢印は、エンティティ間のデータ送信方向を表し、矢印の数字は、メッセ
ージＩＤを表す。１では、商品の要求とクレジットカード情報をサプライヤに送信する；
２では、サプライヤは、クレジットカード決済会社に、クライアント及びクライアントの
信用限度額について認証を要求する；３及び４では、回答がサプライヤ及びクライアント
に提供される。
【００３２】
　次に、図３について言及するが、図３では、本発明の好適実施例による、セキュリティ
保護した取得を実行可能なシステム及び方法について説明している。セキュリティ保護し
た取得を実行するシステムには、４つのエンティティ：購入を実行する、好適にはＣＣＴ
３１０を有するクライアント３００と、好適には、取得を実行できるウェブサイトを有す
るサプライヤ３２０と、クライアントと対話する信頼可能なセキュリティ保護したトラス
テッドシステム３３０と、サプライヤと、クレジットカード決済会社３４０と、を含む。
図の矢印は、これらエンティティ間のデータ送信方向を表し、矢印の数字は、メッセージ
ＩＤを表す。
【００３３】
　本発明の好適な方法によれば、クライアントは、インターネット上、又はテレビ、又は
カタログの商業的サイトをブラウズして、品物又はサービスを購入する。１では、メッセ
ージをリンク又は仮想リンク（通話等）で送信する；次に、クライアントはクライアント
取得データ（ＣＡＤ）をサプライヤに提供する。ＣＡＤには、選択した商品又はサービス
、取得数量や取得条件、品物出荷先の氏名及び住所、支払条件を含む；任意には、他の如
何なる関連データも提供できる。クレジットカードの詳細情報をその時点では提供しない
。
【００３４】
　その後、殆どの商業的サイトと同様に、サプライヤにより、取得した情報を含むトラン
ザクションを生成して、取得情報のクライアント概要に送信する。加えて、本発明によれ
ば、クライアントは、ＣＡＤにセキュリティ保護した手段のＩＤ又はクライアントやカー
ド決済サービスがクレジットカード情報を安全に転送するために使用するＣＣＴ等の装置
のＩＤを提供することが、求められる。次に、サプライヤはメッセージ２を、固有のサプ
ライヤＩＤ（ＵＳＩ）とクライアント取得データ（ＣＡＤ）と共に、関連するクレジット
カード決済サービスの取得転送サーバ（ＡＴＳ）に、送信する。任意には、これを、ウェ
ブサイト請求書作成ソフトウェアを介して、又は、本発明の好適な方法として電子Ｗｅｂ
サービスを新たに拡張して、行う。ＣＡＤが、ＡＴＳで認証され、取得トランザクション
をサプライヤが承認し、データが無事認証を通過した場合、ＣＡＤをＡＴＳデータベース
に保存し、固有な取得ＩＤ（ＵＡＩ）を作成する。チェック（認証）が失敗であった場合
、ウェブサイト又はソフトウェアにより、エラーコードを含む警告メッセージ及びＣＡＤ
の修正を実行できるエラー処理手段を提供する。
【００３５】
　次に、ＡＴＳはメッセージ３を、ＡＴＳ内で作成したＵＡＩと共に、サプライヤのウェ
ブサイト又はソフトウェアに、返信する。ＵＡＩを、ＣＣＴで使用できるように、クライ
アントにも送信する。また、任意のシナリオでは、クライアントは、ＣＡＤ内に、ＣＣＴ
と通信するための詳細情報、例えば電話アクセス番号等も提供する。かかる方法では、Ａ
ＴＳはメッセージ４ｂで直接ＣＣＴにＵＡＩを送信する。任意には、ＵＡＩを、メッセー
ジ４ａでサプライヤからクライアントに送信する。クライアントは、ＣＣＴを使用し、自
分のクレジットカードの関連詳細情報を加える。ＣＣＴのソフトウェアは、この情報を使
用して、クレジットカードデータ（ＣＣＤ）を生成する。任意には、ＣＣＤを暗号化する
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こともできる。
【００３６】
　次に、ＣＣＴは、ＣＣＤ及びＵＡＩをメッセージ５でＡＴＳに送信する。ＡＴＳは、メ
ッセージ５からＵＡＩデータを使用し、該データを生成したＵＡＩと結合する。対応する
固有なサプライヤＩＤ（ＵＳＩ）、及びサプライヤがメッセージ２で提供したクライアン
ト取得データ（ＣＡＤ）を、クライアントが特定のＵＡＩに対して提供したクレジットカ
ード情報（ＣＣＤ）と結合する。
【００３７】
　次に、ＡＴＳはセキュリティ保護した支払サーバ（ＳＰＳ）に、メッセージ６で、ＵＳ
Ｉ、ＣＡＤ、ＣＣＤと共に、送信する。任意には、ＡＴＳは並行して、ＣＣＴを介して、
処理通知メッセージをクライアントに送信できる。
【００３８】
　次に、ＳＰＳは、クレジットカード決済会社に、メッセージ７を、ＵＳＩ、ＣＡＤ、Ｃ
ＣＤと共に、送信し、トランザクションを認証するよう要求する。任意には、ＳＰＳを、
クレジットカード決済会社のサーバとする。クライアントの信用証明及び信用限度額を、
クレジットカード決済会社でチェックする。
【００３９】
　次に、クレジットカード決済会社のサイトで、返信メッセージ８を生成して、該メッセ
ージをＳＰＳに返信する。このメッセージを、失敗又は成功通知とすることができる。Ｓ
ＰＳから、該メッセージをメッセージ９でＡＴＳに送信する。その結果をＡＴＳで翻訳し
て、クライアントＣＣＴにメッセージ１０で、及びサプライヤにメッセージ１１に送信す
る。
【００４０】
　失敗メッセージと同時に、ＣＣＴには、メッセージ１０で、エラーコード及びＣＣＤの
修正を実行できるエラー処理手段を含む警告メッセージを提供し、サプライヤには、メッ
セージ１１で失敗について通知する。
【００４１】
　トランザクションが承認された場合、トランザクション成功ＩＤ（ＴＳＩ）を、対応す
るＵＡＩと共にＡＴＳデータベースに保存し、取得を完了する。ＴＳＩの他にも成功メッ
セージを、サプライヤのウェブサイト（メッセージ１１）と、ＣＣＴ（メッセージ１０）
との両方に送信する。
【００４２】
　任意には、クライアントは、結果がＣＣＴ又はサプライヤのウェブサイトで表示される
のを待つ。当然ながら、好適には、クライアントの待ち時間中、商業的データ又は任意の
クライアント固有データを、ＣＣＴ装置に又はサプライヤのウェブサイトに表示すること
ができる。
【００４３】
　任意には、ＴＳＩ及び成功メッセージと共に、コマーシャルを、サプライヤのウェブサ
イトとＣＣＴに送信する。また、ＣＣＴへのクライアント固有データに送信するのも任意
である。取得情報とトランザクション確認の両方を、購入証明としてＣＣＴに保存する。
【００４４】
　サプライヤのドメインでは、ＴＳＩを購入証明として現地の請求書作成システムにＴＳ
Ｉを保存し、取得情報及びトランザクション確認をクライアントにサプライヤのウェブサ
イトを介して表示できる。クライアントが購入した商品は、サプライヤの購入フォームに
入力した詳細情報に従って、当該クライアントに、ＣＡＤの一部としてプロセスの開始時
に、送付する。
【００４５】
　当然ながら、先に本明細書に記載したセキュリティ保護したサービス（トラステッドシ
ステム）のオペレータは、セキュリティ保護したシステムを通して実行された各トランザ
クションに対する手数料を徴収する。手数料の徴収は、定額手数料又は取引金額の一定割
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社、信用保険会社、携帯電話会社又はこれらの他の組み合わせからも、行うことができる
。
【００４６】
　当然ながら、複数の待受ゾーンがＣＣＴの他に、サプライヤのウェブサイトにもあり、
該待受ゾーンでは、コマーシャルや公告バナーを表示できる他、任意のクライアント固有
データ、例えば毎月のクレジット報告書又はクライアントが要求した他の情報等を当該ク
ライアントに、提示できる。本発明の好適実施例によれば、かかるサービスを一体化する
方法を提示し、該方法では、料金を商業的キャンペーンから、当該キャンペーンを表示す
ることに対して徴収する。本発明の別の好適実施例によれば、料金をクライアントから、
要求された情報を表示することに対して徴収するが、該情報は、当該クライアントに提供
できるもので、且つセキュリティ保護したクレジットカードトランザクションを介して品
物を購入するプロセス全体を通して、要求できる。
【００４７】
　本発明の更なる別の実施例では、クライアント及びサプライヤに、クライアントが以前
のトランザクションに関する報告書を夫々受信、問い合わせ、返金要求でき、他のサービ
スを受けることができるウェブサイトを、提供する。
【００４８】
　図４は、取得プロセスの詳細な実施例を示しており、該プロセスを、例として、セキュ
リティ保護した取得を、本発明の好適実施例に従い実行可能なシステムのものとする。図
４では、本発明を実行するアルゴリズムの例のフローチャートを表す。
【００４９】
　取得プロセスを、線で囲んだアルゴリズムで例示するが、セキュリティ保護した取得を
実行するソフトウェアを構成するために他のアルゴリズムを構築することも可能であるこ
とを強調しておく。当然ながら、本実施例により、本発明の範囲を決して限定するもので
はない。
【００５０】
　本発明では、クライアントが、自分のクレジットカードの詳細情報をセキュリティ保護
するために、携帯電話等のクライアントのクレジットカード端末装置を使用して、品物を
購入できる方法を提供する。クレジットカードの詳細情報の露出は、依然としてクライア
ントがクレジットカードを使用して品物を購入しない大きな要因の１つである。こうした
セキュリティ保護したトランザクションによって、新たなクライアントが、より安全で信
頼できる取得方法で、自分のクレジットカードを使用する道を開くことができる。
【００５１】
　明らかに、本明細書で記載した、実施例の記述及び添付図は、本発明を一層理解するの
にだけ役立つものであり、以下のクレームで包含する範囲を限定するものでない。
【００５２】
　また、明らかに、当業者は、本明細書の読後、添付図及び上述した実施例に対して、修
正又は補正できるが、これらもまた、以下のクレームに包含されるものとする。
【符号の説明】
【００５３】
２００、３００　クライアント
２１０、３２０　サプライヤ
２２０、３４０　クレジットカード決済会社
３１０　　　　　クレジットカード端末
３３０　　　　　トラステッドシステム



(10) JP 2010-537303 A 2010.12.2

【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月20日(2010.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントによるサプライヤへの支払を管理する支払システムであって、該システム
には：トランザクションデータを受信し、且つクレジットカード決済会社と前記トランザ
クションデータを通信するよう構成したトラステッド転送サーバを含み、前記トランザク
ションデータには：
　（ｉ）前記サプライヤから受信するサプライヤＩＤデータ及びクライアント取得データ
；及び、
　（ｉｉ）前記クライアントから受信する支払データ；を含み、
　前記支払データを、前記クライアントが前記トラステッド転送サーバに直接提出するこ
と、
　を特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記トラステッド転送サーバを、前記支払データを認証するように、更に構成すること
、を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記支払データには、クレジットカードデータを含むこと、を特徴とする請求項１及び
２の何れかに記載のシステム。
【請求項４】
　前記クライアント取得データには、品物のアイデンティティ、品物の数量、品物の金額
、取得条件、クライアント名、出荷先住所、支払条件及びクライアントとの通信手段のＩ
Ｄ、から成る群から選択する詳細情報を含むこと、を特徴とする請求項１乃至３の何れか
に記載のシステム。
【請求項５】
　前記支払データを、前記クライアントから前記トラステッド転送サーバに提出するよう
構成するクレジットカード端末を、更に含むこと、を特徴とする請求項１乃至４の何れか
に記載のシステム。
【請求項６】
　前記クレジットカード端末を、前記支払データを暗号化するよう構成した、チップを有
する装置、コンピュータキーボードに内蔵する装置、クレジットカード読取装置、電話、
及びこれらの組合せ、から成る群から選択すること、を特徴とする請求項５に記載のシス
テム。
【請求項７】
　前記トラステッド転送サーバには、
　前記クライアント及び前記サプライヤと通信状態にある取得転送サーバであって、前記
トランザクションデータを受信するよう構成する前記取得転送サーバと、
　前記トランザクションデータを認証するよう構成するセキュリティ保護した支払サーバ
と、を含むこと、
　を特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記トラステッド転送サーバには、クレジットカード決済システムを含むこと、を特徴
とする請求項１乃至７の何れかに記載のシステム。
【請求項９】
　前記クライアントからの前記支払データを、請求項１乃至８の何れかに記載した前記シ
ステムの前記トラステッド転送サーバに、提出するよう構成するクレジットカード端末。
【請求項１０】
　クライアントによるサプライヤへの支払を管理する方法であって、該方法には：
　ステップ（ｂ）-前記サプライヤが、サプライヤＩＤデータ及びクライアント取得デー
タを、前記トラステッド転送サーバに、送信すること；
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　ステップ（ｃ）-前記転送サーバにより、前記サプライヤＩＤデータ及び前記クライア
ント取得データを、前記サプライヤから受信すること；
　ステップ（ｆ）-前記クライアントが、支払データを直接トラステッド転送サーバに送
信すること；
　ステップ（ｇ）-前記転送サーバにより、前記支払データを前記クライアントから受信
すること；
　ステップ（ｈ）-前記転送サーバにより、トランザクションデータをクレジットカード
決済会社に送信し、前記トランザクションデータには、前記支払データと、前記サプライ
ヤＩＤデータと、前記クライアント取得データと、を含むこと、
　を含むこと、を特徴とする方法。
【請求項１１】
　追加ステップ：
　ステップ（ａ）-前記クライアントが、前記クライアント取得データを前記サプライヤ
に送信すること；
　ステップ（ｅ）-クレジットカード端末により、前記支払データを暗号化すること；
　ステップ（ｉ）-前記転送サーバにより、前記支払データを認証すること；
　ステップ（ｊ）-前記転送サーバにより、前記クライアント及び前記サプライヤの少な
くとも一方に更新メッセージを、送信すること、
　の内の少なくとも１ステップを更に含むこと、
　を特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記更新メッセージには、
　トランザクションを終了した際の成功メッセージ、データ受信通知、クレジットカード
決済会社へのデータ転送通知、データ認証通知、エラーメッセージ、データ再提出要求、
商業的データ、広告表示、から成る群の内、少なくとも１つを含むこと、
　を特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　追加ステップ：ステップ（ｄ）-前記転送サーバにより、支払データ要求を前記クライ
アントに送信すること、を更に含むこと、を特徴とする請求項１０乃至１２の何れかに記
載の方法。
【請求項１４】
　前記支払データ要求には、前記転送サーバが生成する固有な取得ＩＤを含むこと、を特
徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記転送サーバには、前記トランザクションデータを受信するよう構成する取得転送サ
ーバを備えること、及び前記転送サーバによりトランザクションデータをクレジットカー
ド決済会社に送信するステップ（ｈ）には、前記取得転送サーバにより、前記トランザク
ションデータを、前記支払データを認証するよう構成したセキュリティ保護した支払サー
バに、送信すること、を含むこと、を特徴とする請求項１０乃至１４の何れかに記載の方
法。
【手続補正書】
【提出日】平成22年7月23日(2010.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】手続補正書
【補正対象項目名】手続補正２
【補正方法】削除
【補正の内容】
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