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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非接触インターフェースと、
　前記非接触インターフェースに結合されたトランザクションモジュールと、
を備えたリーダーであって、
　前記トランザクションモジュールが、
　　アプリケーション・トランザクション・カウンタ、端末予測不能数、トランザクショ
ン額、トランザクション通貨コード、及びカード予測不能数を利用してカードにより生成
された動的署名、並びにアプリケーション・ファイル・ロケータを、前記非接触インター
フェースを介してカードから受信し、
　　前記カードと前記リーダーとの間の相互作用時間を２分の１秒未満で非接触トランザ
クションを処理するために、前記カードからの動的署名及びアプリケーション・ファイル
・ロケータを受信した後に、前記カード上のアプリケーション・ファイル・ロケータに関
連するレコードの要求を、前記非接触インターフェースを介してカードへ送信し、
　前記カード上のアプリケーション・ファイル・ロケータに関連するレコードを前記カー
ドから受信するように構成され配置されていることを特徴とするリーダー。
【請求項２】
　前記トランザクションモジュールが、動的データ認証を実施するよう構成され配置され
ていることを特徴とする請求項１に記載のリーダー。
【請求項３】
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　前記リーダーが更に、前記トランザクションモジュールに結合され、前記非接触トラン
ザクションに対する中間者攻撃を阻止するように構成され配置されたセキュリティモジュ
ールを備えることを特徴とする請求項１に記載のリーダー。
【請求項４】
　セキュリティモジュールと、
　トランザクションモジュールと、を備えたカードであって、
　前記カードは、アプリケーション・トランザクション・カウンタ、端末予測不能数、ト
ランザクション額、トランザクション通貨コード、及びカード予測不能数を利用して動的
署名を生成し、
　前記トランザクションモジュールは、無線通信用に構成され配置されており、
　前記カードが、チップモードと磁気ストライプデータモードとで動作し、
　リーダーと相互作用するために、
　　前記動的署名及びアプリケーション・ファイル・ロケータをリーダーに送信し、
　　前記トランザクションモジュールが、前記リーダーと協働して、前記カードと前記リ
ーダーとの間の相互作用時間を２分の１秒未満で非接触トランザクションを処理するため
に、前記カードからの動的署名及びアプリケーション・ファイル・ロケータを受信した後
に、前記カード上のアプリケーション・ファイル・ロケータに関連するレコードの要求を
、前記リーダーから受信し、
　　前記カード上のアプリケーション・ファイル・ロケータに関連するレコードを前記リ
ーダーに送信するよう構成され配置されていることを特徴とするカード。
【請求項５】
　前記カードの前記セキュリティモジュールは、前記リーダーと協働して非接触トランザ
クションに対する中間者攻撃を阻止するよう構成され配置されていることを特徴とする請
求項４に記載のカード。
【請求項６】
　非接触インターフェースと、該非接触インターフェースに結合されたトランザクション
モジュールとを含むリーダーを備えたシステムであって、前記トランザクションモジュー
ルは、アプリケーション・トランザクション・カウンタ、端末予測不能数、トランザクシ
ョン額、トランザクション通貨コード、及びカード予測不能数を利用してカードにより生
成された動的署名、並びにアプリケーション・ファイル・ロケータを、前記非接触インタ
ーフェースを介してカードから受信した後に、前記カード上のアプリケーション・ファイ
ル・ロケータに関連するレコードの要求を、前記非接触インターフェースを介して前記カ
ードに送信し、
　前記カード上のアプリケーション・ファイル・ロケータに関連するレコードを前記カー
ドから受信し、
　前記システムは、更に、
　前記動的署名を生成し、且つ、前記リーダーの前記非接触インターフェースを介して前
記リーダーと通信するように構成され配置されたカードとを備え、
　前記リーダーの前記トランザクションモジュールが、前記カードと前記リーダーとの間
の相互作用時間を２分の１秒未満で前記非接触トランザクションを処理するように更に構
成され配置されていることを特徴とするシステム。
【請求項７】
　前記リーダーが更に、前記トランザクションモジュールに結合されたセキュリティモジ
ュールを含み、前記セキュリティモジュールが、前記リーダーと協働して前記非接触トラ
ンザクションに対する中間者攻撃を阻止するよう構成され配置されていることを特徴とす
る請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記リーダーに結合されたネットワークを更に備えることを特徴とする請求項６に記載
のシステム。
【請求項９】
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　前記ネットワークが発行者に更に結合されていることを特徴とする請求項８に記載のシ
ステム。
【請求項１０】
　リーダー及びカードを含むシステムで実行される非接触トランザクションの相互作用時
間を短縮するための方法であって、
　前記リーダーは、
　　非接触インターフェースに通電する前に、少なくとも１つのトランザクションベース
のリスク管理プロセスを実施し、
　　前記非接触トランザクションで利用されるカードとの前記非接触インターフェースを
介した通信を開始し、
　アプリケーション・トランザクション・カウンタ、端末予測不能数、トランザクション
額、トランザクション通貨コード、及びカード予測不能数を利用してカードにより生成さ
れた動的署名、並びにアプリケーション・ファイル・ロケータを、前記非接触インターフ
ェースを介して前記カードから受信し、
　前記動的署名及びアプリケーション・ファイル・ロケータを受信した後に、前記カード
上のアプリケーション・ファイル・ロケータに関連するレコードの要求を、前記非接触イ
ンターフェースを介して前記カードへ送信し、
　前記カード予測不能数、及び前記カード上のアプリケーション・ファイル・ロケータに
関連するレコードを前記カードから受信し、
　前記カード予測不能数を用いて前記動的署名を再計算し、
　　前記非接触トランザクションを許可する前に前記カードとの通信を終了することを実
行し、
　前記カードと前記リーダーとの間の相互作用時間を２分の１秒未満で非接触トランザク
ションを完了させることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記リーダーにより実行されるトランザクションベースのリスク管理プロセスは、トラ
ンザクション額を予め設定された値と比較することを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記リーダーは、オフライン許可を実施する前に前記カードとの通信を終了することを
特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記リーダーは、
　　第２の非接触トランザクションを求める要求を受信し、
　　前記カードとの通信を再確立し、
　　前記カードと前記リーダーとの間の相互作用時間を２分の１秒未満で前記第２の非接
触トランザクションを完了させる、
ことを実行する請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記リーダーは、前記要求として、非金融トランザクションの要求を受信することを特
徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記リーダーは、前記第２の非接触トランザクションを完了させるために、少なくとも
１つのカードリスクパラメータを変更するためのメッセージを送信する請求項１３に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記リーダーは、前記第２の非接触トランザクションを完了させるために、少なくとも
１つのカードカウンタを変更するメッセージを送信する請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記リーダーは、前記第２の非接触トランザクションを完了させるために、少なくとも
１つのカードステータスを変更するメッセージを送信する請求項１３に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００５年９月２８日に出願された米国仮特許出願第６０／７２１，４５４
号及び２００６年７月１９日に出願された米国仮特許出願第６０／８０７，７７５号に対
する優先権を主張する。
（連邦政府による資金提供を受けた研究開発の記載）
　適用せず。
（共同研究契約の当事者）
　適用せず。
（ＣＤで提出された資料の援用）
　適用せず。
（技術分野）
　本出願は、全般的及び種々の実施形態において、非接触トランザクションの相互作用時
間を短縮するための装置、システム及び方法に関する発明を開示する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、非接触及び無線通信技術がより広く普及してきている。決済業界において、非接
触決済には、従来の磁気ストライプ技術及び接触ベースのチップ決済プロトコルよりも優
れた幾つかの利点がある。例えば、従来の決済用接触カードは比較的動作が遅く、磁気ス
トライプカードは、十分にセキュアではないことが知られている。これらの技術の各々は
更に、販売業者により維持されなければならない端末リーダーのスロットを必要とする。
【０００３】
　非接触決済では、カードを挿入するためのスロットが必要ではない。消費者がカードに
対する制御を維持しているが、単に、必要に応じて端末リーダーの近傍にカードを位置付
けるだけである。接触ベースのチップ決済用に決済業界によって採用されている従来の仕
様は、一般に、トランザクションを完了するために、消費者が異なる回数及び／又は長い
時間期間にわたり端末リーダーの近傍にカードを位置付ける必要がある。取引業者及び消
費者の両方が迅速なトランザクション時間を所望する場合、従来の仕様に従って実行され
る非接触トランザクションは、市場要件に適合することができない。
【０００４】
　販売業者及び消費者はまた、非接触トランザクションがよりセキュアになるのを求めて
いる。最近発行された非接触磁気ストライプベースのカードは、従来の磁気ストライプカ
ードよりもよりセキュアにすることができるが、こうした非接触磁気ストライプベースの
カードは通常、オンライントランザクション用にのみ設計されている。従来の仕様に従っ
て実行される非接触オフライントランザクションでは、スリーブ攻撃、トロイの木馬攻撃
、その他などと一般に呼ばれる、種々のオフラインの「中間者」タイプの攻撃の影響を受
けやすい可能性がある。
【０００５】
　スリーブ攻撃の１つのタイプでは、デバイスは、非接触カードに向けてカードリーダー
から無線送信されたデータを傍受する。デバイスは、データを改竄した後、この改竄デー
タをカードに送信する。カードは、カードリーダーが送信したデータを受け取るのではな
く、デバイスが送信した改竄データを受け取る。その後、カードは、この改竄データを処
理して、改竄データに関連するメッセージをカードリーダーに送信する。次に、カードリ
ーダーは、カードにより送信されたメッセージ内に存在する情報に基づいたトランザクシ
ョンの承認を認可する。スリーブ攻撃の別のタイプでは、デバイスは、カードリーダーに
向けてカードから無線送信されたデータを傍受する。デバイスは、データを改竄した後、
この改竄データをカードリーダーに送信する。カードリーダーは、カードが送信したデー
タを受け取るのではなく、デバイスが送信した改竄データを受け取る。その後、カードリ
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ーダーは、この改竄データを処理して、デバイスが送信した改竄データ内に存在する情報
に基づいたトランザクションの承認を認可する。スリーブ攻撃の別のタイプでは、カード
又はカードリーダーに傍受データを転送しないことによりサービスの拒否を起こすことが
できる。
【０００６】
　トロイの木馬攻撃の１つのタイプでは、カードに埋め込まれた悪意のあるソフトウェア
が、情報がカードリーダーに送られる前に正当なデータを改竄する。カードリーダーは、
改竄データに基づきトランザクションの承認を最終的に認可する。トロイの木馬攻撃の別
のタイプでは、カードリーダーに埋め込まれた悪意のあるソフトウェアが、許可プロセス
の前に正当なデータを改竄する。カードリーダーは、改竄データに基づきトランザクショ
ンの承認を最終的に認可する。
【０００７】
　所与のオフライントランザクションでは、「中間者」攻撃を利用して、カード及びカー
ドリーダーによって最終的に認識されるトランザクションの金額を低減する可能性がある
。例えば、販売業者からの商品の購入に伴う所与のオフライントランザクションでは、カ
ードリーダーは、＄１５に等しいトランザクションの値を示すカードに向けたデータを無
線送信することができる。しかしながら、カードがデータを受け取る前に、デバイスがデ
ータを傍受して該データを改竄し、たった＄１に等しいトランザクションの値を改竄デー
タが示すようにする。次に、カードが改竄データを受け取り、この改竄データに関連する
メッセージをカードリーダーに送信すると、その後、カードリーダーはたった＄１に等し
いトランザクションの承認を認可する。承認を受け取ると、販売業者は、承認されたトラ
ンザクション額が＄１５に等しかったことを信頼して商品を引き渡す。実際のトランザク
ションの金額と低減されたトランザクションの金額との間の差異により、カード発行者か
ら販売業者が最終的に受け取る額に影響を及ぼすことができる。
【発明の開示】
【０００８】
　１つの一般的な態様において、本出願はリーダーを開示する。種々の実施形態によれば
、リーダーは、非接触インターフェースと、トランザクションモジュールとを備える。ト
ランザクションモジュールは、非接触インターフェースに結合され、非接触トランザクシ
ョンをカードとリーダーとの間の相互作用時間の２分の１未満で処理するように構成され
配置されている。
【０００９】
　別の一般的な態様において、本出願はカードを開示する。種々の実施形態によれば、カ
ードは、無線通信用に構成され配置されたトランザクションモジュールを備え、チップモ
ードと磁気ストライプデータモードとで動作するよう構成され配置されている。
【００１０】
　別の一般的な態様において、本出願はシステムを開示する。種々の実施形態によれば、
システムは、リーダーとカードとを備える。リーダーは、非接触インターフェースとトラ
ンザクションモジュールとを含む。カードは、非接触インターフェースを介してリーダー
と通信するように構成され配置されている。トランザクションモジュールは、非接触イン
ターフェースに結合され、カードとリーダーとの間の相互作用時間の２分の１未満で非接
触トランザクションを処理するように構成され配置されている。
【００１１】
　別の一般的な態様において、本出願は、非接触トランザクションにおける相互作用時間
を短縮するための方法を開示する。種々の実施形態によれば、本方法は、リーダーにおい
て、非接触インターフェースに通電する前に少なくとも１つのトランザクションベースの
リスク管理プロセスを実施する段階と、非接触トランザクションにおいて利用されるカー
ドと通信を開始する段階と、カードに関連する情報を受け取る段階と、非接触トランザク
ションを許可する前にカードとの通信を終了する段階とを含む。
【００１２】
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　別の一般的な態様において、本出願は、非接触トランザクションに対する中間者攻撃を
阻止する方法を開示する。種々の実施形態によれば、本方法は、アプリケーショントラン
ザクションカウンタ、端末予測不能数、トランザクション額、トランザクション通貨コー
ド、及びカード予測不能数を含む動的署名を受け取る段階を含む。本方法は更に、カード
予測不能数を受け取る段階と、カード予測不能数を利用して動的署名を再計算する段階と
、動的署名の妥当性が確認された場合に非接触トランザクションオフラインを許可する段
階とを含む。
【００１３】
　本発明の態様は、コンピュータデバイス及び／又はコンピュータ可読媒体に記憶される
コンピュータプログラムによって実施することができる。コンピュータ可読媒体は、ディ
スク、デバイス、及び／又はプログラム信号を含むことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の種々の実施形態を、添付図面を参照しながら例証として本明細書で説明する。
【００１５】
　本発明の各図及び説明の少なくとも一部は、本発明を明確に理解するために関連性のあ
る要素に注目して簡略化していると共に、当業者には理解されるであろう他の要素は簡単
にするために省略しているが、これらの他の要素はまた、本発明の一部を構成することが
できる点は理解されたい。しかしながら、こうした要素は当該技術分野では公知であり、
必ずしも本発明のより深い理解を向上させるとは限らないので、こうした要素の説明は本
明細書では提供されない。
【００１６】
　図１は、非接触トランザクションの相互作用の時間を短縮するためのリーダー１０の種
々の実施形態を示している。リーダー１０は、非接触インターフェースを介して別のデバ
イスと通信するよう構成され配置されたあるタイプのデバイスとすることができる。種々
の実施形態によれば、リーダー１０は、販売時点情報管理デバイスに統合された販売業者
デバイス、又は、販売時点情報管理デバイスと分離されているが通信状態にある販売業者
デバイスとすることができる。本明細書で使用される語句「相互作用時間」とは、リーダ
ー１０と別のデバイスとの間の相互作用時間を指し、許可を得るためにオンラインになる
のに必要な時間、或いは、オフラインデータ認証を得るためにリーダーが静的又は動的署
名を確認するための時間は含まない。リーダー１０は、従来の決済プロトコルに伴って必
要な決済トランザクション時間よりも遙かに迅速な既存の市場用決済システムインフラス
トラクチャと共に用いることができる。種々の実施形態によれば、リーダー１０を用いて
、相互作用時間を約５００ミリ秒未満まで短縮することができる。
【００１７】
　リーダー１０は、非接触インターフェース１２、及び該非接触インターフェース１２に
結合されたトランザクションモジュール１４を含む。トランザクションモジュール１４は
、リーダー１０と別のデバイスと間の相互作用時間の２分の１秒未満で非接触トランザク
ションを処理するように構成され配置される。トランザクションモジュール１４はまた、
以下でより詳細に説明するように静的データ認証及び／又は動的データ認証を実施するよ
う構成され配置することができる。種々の実施形態によれば、リーダー１０は更に、トラ
ンザクションモジュール１４に結合されたセキュリティモジュール１６を含む。セキュリ
ティモジュール１６は、非接触トランザクションに対する「中間者」攻撃を阻止するよう
に構成され配置される。
【００１８】
　モジュール１４、１６の各々は、ハードウェア又はファームウェア内に実装することが
できる。種々の実施形態によれば、モジュール１４、１６は、あらゆる好適なコンピュー
タ言語（例えば、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｄｅｌｐｈｉ、Ｊａｖａ（登録商標）、ＪａｖａＳｃｒｉ
ｐｔ、Ｐｅｒｌ、Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ、ＶＢＳｃｒｉｐｔ、その他）を利用して、
ソフトウェアアプリケーション、コンピュータプログラム、その他として実装することが



(7) JP 5490411 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

でき、デバイスに命令を送ることができるあらゆるタイプの機械、コンポーネント、物理
的もしくは仮想的機器、記憶媒体、又は伝搬信号において恒久的に又は一時的に具現化す
ることができる。ソフトウェアコードは、プロセッサがコンピュータ可読媒体を読み込ん
だときに、本明細書で記載される機能が実行されるように、コンピュータ可読媒体上に一
連の命令又はコマンドとして記憶することができる。本明細書で使用される用語「コンピ
ュータ可読媒体」は、例えば、ディスケットなどの磁気及び光学メモリデバイス、読み取
り専用及び書き込み可能の種類の両方のコンパクトディスク、光学ディスクドライブ、及
びハードディスクドライブを含むことができる。コンピュータ可読媒体はまた、物理的、
仮想的、恒久的、一時的、半恒久的、及び／又は半一時的とすることができる記憶装置を
含むことができる。コンピュータ可読媒体は更に、１つ又はそれ以上の伝搬信号を含むこ
とができ、こうした伝搬信号は、１つ又はそれ以上の搬送波上で伝送してもよく、又はし
なくてもよい。モジュール１４、１６は図１では２つの別個のモジュールとして図示され
ているが、モジュール１４、１６の機能は単一のモジュールに組み合わせることができる
ことは、当業者であれば理解されるであろう。
【００１９】
　図２は、非接触トランザクションの相互作用時間を短縮するためのシステム２０の種々
の実施形態を示している。システム２０は、リーダー１０とカード２０とを含む。本明細
書で使用される用語「カード」とは、非接触インターフェース１２を介してリーダー１０
と通信することができるあらゆるタイプのデバイスを指す。種々の実施形態によれば、カ
ード２２は、スマートカード、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント、その他とす
ることができる。カード２２は、非接触インターフェース１２を介してリーダー１０と通
信するよう構成され配置される。種々の実施形態によれば、カード２２は、リーダー１０
と協働して非接触トランザクションを実行するように構成され配置されたトランザクショ
ンモジュール２４を含む。カード２２は更に、リーダー１０と協働して非接触トランザク
ションに対する「中間者」攻撃を阻止するように構成され配置されたセキュリティモジュ
ール２６を含むことができる。モジュール２４、２６は、リーダー１０のモジュール１４
、１６と同様とすることができる。種々の実施形態によれば、カード２２は、チップモー
ド又は磁気ストライプデータモード（トラック２に相当するデータを使用して）のいずれ
かで動作するよう構成され配置されたデュアルモードカードとすることができる。カード
２２によって利用される動作モードは、リーダー１０の能力に基づいてカード２２によっ
て決定付けることができる。
【００２０】
　システム２０は更に、リーダー１０及び発行者３０に結合されたネットワーク２８を含
むことができる。ネットワーク２８は、当該技術分野で公知のあらゆる好適なタイプとす
ることができ、当該技術分野で公知のあらゆる好適な方法でリーダー１０に結合すること
ができ、当該技術分野で公知のあらゆる好適な方法で発行者３０に結合することができる
。ネットワーク２８は、あらゆるタイプの配信システム３０を含み、限定ではないが、ロ
ーカルエリアネットワーク（例えばＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））、ワイドエリアネッ
トワーク（例えば、インターネット、及び／又はワールドワイドウェブ（ＷＷＷ））、電
話網（例えば、アナログ、デジタル、有線、無線、ＰＳＴＮ、ＩＳＤＮ、ＧＳＭ、ＧＰＲ
Ｓ、及び／又はｘＤＳＬ）、パケット交換ネットワーク、無線ネットワーク、テレビジョ
ンネットワーク、ケーブルネットワーク、衛星ネットワーク、及び／又はデータを搬送す
るよう構成された他のあらゆる有線又は無線通信ネットワークを含むことができる。ネッ
トワーク２８は、例えば、データを送信及び／又は配信するよう構成された、中間ノード
、プロキシサーバ、ルータ、スイッチ、アダプタといった、要素を含むことができる。
【００２１】
　図３は、非接触トランザクションの相互作用時間を短縮するための方法４０の種々の実
施形態を示している。方法４０は、図２のシステム２０によって実施することができる。
方法４０は、予備トランザクション処理４２、発見処理４４、アプリケーション選択４６
、アプリケーション処理４８、及びトランザクション許可５０の一般的段階を含む。
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【００２２】
　所与のトランザクションにおけるカード２２とリーダー１０との間の相互作用時間を最
小にするために、カード２２の提示を要求する前に、予備トランザクション処理ステップ
４２がリーダー１０によって実施される。予備トランザクション処理ステップ４２の間、
リーダー１０は、あるトランザクションベースリスク管理プロセスを実施する。例えば、
種々の実施形態によれば、リーダー１０は、トランザクション額を取得して、トランザク
ション限度、フロア限度、カード保有者検証法限度、その他と比べることができる。予備
トランザクション処理ステップ４２が完了すると、リーダー１０は、トランザクションを
終了、オンライン処理、又はオフライン処理を行うことを要求することができる。予備ト
ランザクション処理ステップ４２の種々の実施形態を示す簡易フロー図が図４に示されて
いる。
【００２３】
　予備トランザクション処理ステップ４２に次いで、発見処理ステップ４４が続く。カー
ド２２が提示され、リーダー１０の範囲内にあるときに、リーダー１０は、非接触インタ
ーフェース１２に通電して、発見処理ステップ４４の間、該非接触インターフェース１２
を介してカード２２との通信を確立する。リーダー１０がこの範囲内で複数の非接触カー
ド２２を検出した場合、リーダー１０は、カード保有者にこの状況を知らせることができ
、トランザクションに対しカード２２を１つだけ提示するよう要求することができる。加
えて、販売業者のコマンドに応じて、又は予め定義されたタイムアウト期間の後、リーダ
ー１０は、発見処理ステップ４４中にトランザクションを中止し、非接触インターフェー
ス１２の通電を遮断することができる。
【００２４】
　発見処理ステップ４４に次いで、アプリケーション選択ステップ４６が続く。アプリケ
ーション選択ステップ４６の間、リーダー１０は、第１のコマンドメッセージ（例えば、
ＳＥＬＥＣＴ　ＰＰＳＥ）をカード２２に送信する。第１のコマンドメッセージは、カー
ド２２によりサポートされ且つ非接触インターフェース１２を介してアクセス可能なアプ
リケーションについてのアプリケーション識別子、アプリケーションラベル、アプリケー
ション優先度指標のリストの要求として機能することができる。第１のコマンドメッセー
ジに応答して、カード２２は、このようなリストを構築し、リストをリーダー１０に送信
する。種々の実施形態によれば、リストは、リーダー１０に送信されるファイル制御情報
（ＦＣＩ）内に備えることができる。次いで、リーダー１０は、カード２２によって送信
されたリストを利用して、リーダー１０及びカード２２に共通しているアプリケーション
のリストを構築する。共通アプリケーションのリストを構築した後、リーダー１０は、第
２のコマンドメッセージ（例えば、ＳＥＬＥＣＴ　ＡＩＤ）をカード２２に送信する。第
２のコマンドメッセージは、共通アプリケーションのリストから特定のアプリケーション
を利用してトランザクションを行うための要求として機能することができる。種々の実施
形態によれば、特定のアプリケーションは、以前にカード２２により送信されたアプリケ
ーション優先度指標で示される最優先度を有する共通アプリケーションとすることができ
る。第２のコマンドメッセージに応答して、カード２２は、リーダー１０の能力及びリー
ダー１０のトランザクション固有要件に関する種々の詳細事項を提供するようリーダー１
０に対して要求を送信する。種々の実施形態によれば、要求された詳細事項は、リーダー
１０に関連する端末データオブジェクト（例えば、ＰＤＯＬ）のリスト内に備えることが
できる。端末データオブジェクトのリストが、特定のデータ要素（例えば、端末トランザ
クション限定子）を含む場合には、プロセスは、アプリケーション処理ステップ４８に進
む。含まない場合には、リーダー１０は、トランザクションを終了するか、或いは別のイ
ンターフェースを介したトランザクションを処理しようと試みることができる。アプリケ
ーション選択ステップ４６の種々の実施形態を示す簡易フロー図が図５に示されている。
【００２５】
　アプリケーション処理４８の間、リーダー１０は、リーダー１０の能力及びリーダー１
０のトランザクション固有要件に関する種々の詳細事項を求めるカードの要求に応答して
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、第３のコマンドメッセージ（例えば、ＧＰＯ）をカード２２に送信する。第３のコマン
ドメッセージは、以前の仕様により必要とされた３つの別個のコマンドの代わりに利用す
ることができるように構成される。非接触トランザクションを達成するのに必要なコマン
ド及び応答の数を低減することにより、カード２２とリーダー１０との間で必要な相互作
用時間が更に最小にされる。第３のコマンドメッセージは、カード２２により要求された
あらゆる数のデータ要素についての値を含むことができる。種々のデータ要素の値は、リ
ーダー１０によりサポートされるトランザクションのタイプ、オフライン及び／又はオン
ライン処理がリーダー１０によりサポートされ又は必要とされるかどうか、どのカード保
有者確認方法がリーダー１０によりサポートされ又は必要とされるか、その他を示す。デ
ータ要素は、端末トランザクション限定子、トランザクション額、端末予測不能数、トラ
ンザクション通貨コード、及び第２のコマンドメッセージに応答してカード２２により要
求されたあらゆる他のデータを含むことができる。
【００２６】
　次に、リーダー１０によってサポートされるトランザクションのタイプに基づいて、カ
ード２２は、特定のトランザクションタイプに関連する幾つかのリスク管理プロセスを実
施する。種々の実施形態によれば、リスク管理プロセスは、トランザクションテアリング
から保護するために内部カード指標をチェックする段階、アプリケーション通貨コードの
値をトランザクション通貨コードの値と比較する段階、個人識別番号の入力回数を予め設
定された限界値と比較する段階、カード保有者検証法が必要とされるかどうかを判断する
段階、トランザクション額をカード２２に関連する下限値に比較する段階、トランザクシ
ョン額をカード２２に関連する累積合計トランザクション額に比較する段階、連続したト
ランザクションカウンタの値を連続したトランザクション限度の値と比較する段階、その
他を含むことができる。従来の仕様では後の時点で行っていたのとは異なり、トランザク
ションのこの時点で上記のリスク管理プロセスを実施することによって、カード２２とリ
ーダー１０との間の相互作用時間が更に最小にされる。リスク管理処理に基づいて、カー
ド２２は、トランザクションの終了、オンランでの処理、オフラインでの処理を行うこと
を要求することができる。リスク管理プロセスの完了後、カード２２は、第３のコマンド
メッセージに対する適切な応答を構築し、リーダー１０に対する応答を送信する。この応
答内に含まれる情報は、カード２２がトランザクションの許可オンライン、許可オフライ
ン、又は終了を所望するかどうかに応じて変わることができる。例えば、カード２２がト
ランザクションの許可オンラインを所望したときには、応答は、カードにより処理される
トランザクションの数を示すアプリケーショントランザクションカウンタ（ＡＴＣ）、ア
プリケーショントランザクションカウンタ及び第３のコマンドメッセージ内に含まれる端
末データを利用してカード２２により生成されるアプリケーション暗号、リスク管理機能
に対するサポート示すアプリケーション交換プロファイル（ＡＩＰ）、発行者アプリケー
ションデータ、及びＴｒａｃｋ２相当データ、並びに他の種々のデータ要素を含むことが
できる。
【００２７】
　カード２２がトランザクションの許可オフラインを所望したときには、第３のコマンド
メッセージに対する応答は、カードにより処理されるトランザクションの数を示すアプリ
ケーショントランザクションカウンタ（ＡＴＣ）を含むことができる。応答はまた、アプ
リケーショントランザクションカウンタ、第３のコマンドメッセージ内に含まれる端末デ
ータ（例えば、端末予測不能数、トランザクション額、及びトランザクションの通貨）、
及びカード予測不能数を利用してカード２２により生成される動的署名を含むことができ
る。応答は更に、アプリケーショントランザクションカウンタ及び第３のコマンドメッセ
ージ内に含まれる端末データ（例えば、端末予測不能データ及びトランザクション額）を
利用して、カード２２により生成されたアプリケーション暗号を含むことができる。加え
て、応答は、アプリケーションに関連するフィアル及びレコードのロケーションを示すア
プリケーションファイルロケータ（ＡＦＬ）、リスク管理機能に対するサポート示すアプ
リケーション交換プロファイル（ＡＩＰ）、発行者アプリケーションデータ、及び他の種
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々のデータ要素を含むことができる。種々の実施形態によれば、カード２２は、アプリケ
ーション暗号及び動的署名の計算の前にアプリケーショントランザクションカウンタをイ
ンクリメントすることができる。動的署名のサイズが予め設定された閾値を超えた場合、
動的署名は、以下で説明する第４のコマンドメッセージに応答して、許可ステップ５０に
戻ることができる。種々の実施形態によれば、カード２２によって生成されたアプリケー
ション暗号は、以前のアプリケーションにより利用されたアプリケーション暗号よりも少
ないデータ要素を含む。少ないデータ要素を利用してアプリケーション暗号を生成するこ
とにより、全体の処理時間が短縮され、カード２２とリーダー１０との間の相互作用時間
が更に最小にされる。
【００２８】
　アプリケーション処理ステップ４８の後に許可ステップ５０が続く。リーダー１０がカ
ード２２から第３のコマンドメッセージに対する応答を受け取った後、カード２２は、ト
ランザクションが許可オンラインになったときに、リーダー１０の範囲から取り出すこと
ができる。従って、カード２２は、オンライン許可が要求され実施されている間は、リー
ダー１０の範囲内に留まる必要はない。トランザクションプロセスにおいてこの時点でカ
ード２２を取り出すことができることにより、カード２２とリーダー１０との間の相互作
用時間が更に最小にされる。第３のコマンドメッセージに応答してカード２２により提供
されるアプリケーション暗号をオンラインで発行者３０に送ることができる。発行者３０
からその後で受け取った応答に基づいて、リーダー１０は、トランザクションを承認又は
拒否する。
【００２９】
　トランザクションが許可オフラインになったときには、リーダー１０は、カード２２か
らの第３のコマンドメッセージに対する応答を受け取った後、第４のコマンドメッセージ
（例えば、ＲＥＡＤ　ＲＥＣＯＲＤ）をカード２２に送信する。第４のコマンドメッセー
ジは、第３のコマンドメッセージに応答してカード２２により提供されるアプリケーショ
ンファイルロケータ（ＡＦＬ）において示されるレコードの要求として機能することがで
きる。第４のコマンドメッセージに応答して、カード２２は、適切なレコードをリーダー
１０に送信する。リーダー１０により最後のレコードが受け取られると、カード２２はリ
ーダー１０の範囲から取り出すことができる。従って、カード２２は、オフライン許可が
実行されている間はリーダー１０の範囲内に留まる必要はない。トランザクションプロセ
スにおいてこの時点でカード２２を取り出すことができることにより、カード２２とリー
ダー１０との間の相互作用時間が更に最小にされる。次いで、リーダー１０は、カード２
２の有効期限が切れたかどうかをチェックすることができる。カード２２の有効期限が切
れていないとリーダー１０が判断した場合、リーダー１０は、オフラインデータ認証を行
うことができる。実行されるオフラインデータ認証、静的データ認証（ＳＤＡ）、又は動
的データ認証（ＤＤＡ）のタイプは、第３のコマンドメッセージに応答してカード２２に
より提供されるアプリケーション交換プロファイル（ＡＩＰ）に基づいて決まる。
【００３０】
　静的データ認証では、リーダー１０は、第３のコマンドメッセージに応答してカード２
２により提供される静的署名の妥当性を確認するよう試みる。静的データ認証は、データ
が不正に改竄されていないことを保証するために重要なアプリケーションデータを確認す
ることを含む。静的署名の妥当性が確認されると、トランザクションはオフライン承認さ
れる。そうでなければ、トランザクションは、オンラインで送信されるか、又は終了する
ことができる。動的データ認証では、リーダー１０は、第３のコマンドメッセージに応答
してカード２２により提供された動的署名の妥当性を確認しようと試みる。動的データ認
証では、データが不正に改竄されておらず且つカード２２が正規のものであることを保証
するために重要なアプリケーションデータを確認することを含む。種々の実施形態によれ
ば、動的署名の妥当性確認は、アプリケーショントランザクションカウンタ（ＡＴＣ）及
び第３のコマンドメッセージに応答してカード２２により提供された端末予測不能数を利
用し、動的署名を再計算する段階を含むことができる。他の実施形態によれば、動的署名
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の妥当性確認は、カードから受け取ったカード予測不能数を利用して動的署名を再計算す
る段階を含むことができる。動的署名の妥当性が確認された場合には、リーダー１０は、
第３のコマンドメッセージ及び関連するデータに応答してカード２２により提供された暗
号を含むクリアリングメッセージを生成する。そうでない場合には、トランザクションは
、オンラインで送られ、又は終了することができる。種々の実施形態によれば、動的署名
の妥当性が確認されなかった場合、リーダー１０は、カード２２から以前に受け取った暗
号を利用してトランザクションをオンラインで送ることができる。従って、リーダー１０
は、オフライン暗号を用いてオンライン要求を生成することができる。許可ステップ５０
の種々の実施形態を示す簡易フロー図が図６に示されている。
【００３１】
　上述のように、方法４０を用いると、非接触トランザクションにおけるカード２２とリ
ーダー１０との間の相互作用時間を約５００ミリ秒未満にまで最小化することができる。
非接触 トランザクションに対するオフラインスリーブ攻撃を阻止するために、方法４０
の種々の実施形態は、新規のタイプの動的データ認証を利用することができる。オフライ
ントランザクションでは、カード２２は、アプリケーショントランザクションカウンタ（
ＡＴＣ）及びカード予測不能数、並びに第３のコマンドメッセージ内に含まれる端末予測
不能数、トランザクション額及びトランザクション通貨コードを利用して動的署名を生成
することができる。第３のコマンドメッセージに応答して後でリーダー１０に対する動的
署名と共に送られるアプリケーションフィアルロケータ（ＡＦＬ）は、ＲＳＡ証明書及び
動的データ認証に関連するデータを含むレコードを指し示す。従って、認証ステップ５０
の間、リーダー１０は、発行者証明書、非接触カード証明書、及び動的データ証明書に関
連するデータを読み込むことができる。種々の実施形態によれば、リーダー１０は、アプ
リケーショントランザクションカウンタ（ＡＴＣ）、カード予測不能数、及び第４のコマ
ンドメッセージに応答してカード２２から受け取られたトランザクション通貨コードを利
用して、妥当性を確認する目的で動的署名を再計算することができる。こうした場合に対
し、リーダー１０は、非接触トランザクションを拒否又は終了することができる。
【００３２】
　図７は、方法４０のステップ５０のオンライン許可を求める要求に続いて生じる第２の
非接触トランザクションの相互作用時間を短縮する方法６０の種々の実施形態を示してい
る。種々の実施形態によれば、方法６０は、方法４０の一部を含むことができる。方法６
０は、図２のシステム２０によって実施することができる。方法６０を利用して、第２の
非接触トランザクションにおけるカード２２とリーダー１０との間の相互作用時間を約５
００ミリ秒未満にまで最小化することができる。種々の実施形態によれば、方法６０は、
第２のトランザクション要求６２、アプリケーション選択６４、アプリケーション処理６
６、及びトランザクション承認６８の一般的ステップを含む。第２の非接触トランザクシ
ョンは金融トランザクションではない。第２の非接触トランザクションは、第２の時間の
間リーダー１０の範囲内で提示されるカード２２を含むので、プロセスは、カードリター
ン処理と呼ぶことができる。プロセスの開始前に、上述の第１のトランザクションの間、
リーダー１０及びカード２２は、両方ともカードリターン処理をサポートすることを互い
に示すことができる。例えば、リーダー１０及びカード２２は、第１のトランザクション
の間にカードリターン処理のサポートを示すことができる。
【００３３】
　方法４０のステップ５０でのオンライン許可を求める要求の後、リーダー１０又はカー
ド２２（カード保有者を介して）のいずれかは、第２のトランザクション要求ステップ６
２中に第２の非接触トランザクションを要求することができる。種々の実施形態によれば
、リーダー１０は、オンライン許可要求に対する発行者応答が、カード２２に配信される
ことになるメッセージを含むときに、第２のトランザクション要求ステップ６２中に第２
の非接触トランザクションを要求することができる。こうしたメッセージを利用して、カ
ード２２に対する更新又はカウンタのリセットを提供するか、或いはアカウントをブロッ
クすることができる。例えば、オンライン許可応答では、発行者３０は、これに応答して
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、カード２２を第２の時間の間提示することを要求するスクリプトメッセージを含むこと
ができる。このようにして、発行者３０は、こうした動作を取ることをカード２２が要求
していない場合でも、引き続きアカウントをブロックする、支出能力を復元する、オフラ
イン支出限度を高める、その他を可能にすることができる。カード所有者に第２の時間の
間カード２２を提示するよう促すために、リーダー１０は、追加のカード処理時間が必要
であることを示すメッセージ、カードを再度提示して欲しい旨を求めるメッセージ、その
他を表示することができる。
【００３４】
　他の実施形態によれば、カード２２は、カードオフライン支出能力が低くなったときに
リロードを受けるために第２のトランザクションを要求することができる。例えば、カー
ドオフライン支出能力が低くなると、カード２２は、カード保有者を介してオンライン許
可を要求し、現在利用可能な支出額を提示することにより、リロードを要求することがで
きる。提示されているカード２２が、第１のトランザクションで提示された同じカード２
２であることを保証するために、第２のトランザクション要求ステップ６２中に認証する
ことができる。
【００３５】
　第２のトランザクション要求ステップ６２の後に、アプリケーション選択６４ステップ
が続く。方法６０のアプリケーション選択ステップ６４は、上述の方法４０のアプリケー
ション選択ステップ６４と同様とすることができる。アプリケーション選択ステップ６４
中、リーダー１０は、コマンドメッセージ（例えば、ＳＥＬＥＣＴ　ＶＳＤＣ　ＡＩＤ）
をカード２２に送信する。コマンドメッセージは、リーダー１０によって以前に構築され
た共通アプリケーションのリストから特定のアプリケーションを利用して第２のトランザ
クションを行うための要求として機能することができる。コマンドメッセージに応答して
、カード２２は、ＰＤＯＬをリーダー１０に送信する。ＰＤＯＬは、上述の方法４０のア
プリケーション選択ステップ４６中にリーダー１０に送信されたＰＤＯＬと同様とするこ
とができる。ＰＤＯＬが特定のデータ要素（例えば、端末トランザクション限定子）を含
む場合、プロセスは、アプリケーション処理ステップ６６に進む。
【００３６】
　アプリケーション選択ステップ６４の後にアプリケーション処理ステップ６６が続く。
アプリケーション処理ステップ６６は、上述の方法４０のアプリケーション処理ステップ
４８と同様とすることができるが、金融トランザクション処理が含まれない点で異なって
いる。アプリケーション処理ステップ６６中、リーダー１０は、別のコマンドメッセージ
（例えば、ＧＰＯ）をカード２２に送信する。コマンドメッセージを受け取ると、カード
２２は、適切な応答を構築し、該応答をリーダー１０に送信する。
【００３７】
　アプリケーション処理ステップ６６の後にアプリケーション承認ステップ６８が続く。
種々の実施形態によれば、発行者３０がカード２２に関連するオフライン支出能力をリロ
ードすることを決定した場合、発行者３０は、応答暗号を送信してトランザクションを承
認するか、又はメッセージ認証コード（ＭＡＣ）を備えたスクリプトメッセージを含むこ
とができる。暗号又はＭＡＣは、発行者３０に関連するカード２２に対してだけ更新、カ
ウンターリセット、その他が行われることを保証するよう機能することができる。
【００３８】
　上述のように、方法６０を利用して、カードリスクパラメータ、カードカウンタ、カー
ドステータス、その他を変更することができる。例えば、カードリスクパラメータの変更
に関し、方法６０を利用して、オフライン支出限度を高める、単一トランザクション限度
を高める、カードが２つ又はそれ以上の異なる通貨でトランザクションを実施できるよう
にする、利用される通貨交換比率を変更する、その他を行うことができる。カードカウン
タの変更に関し、方法６０を利用して、例えば、オフライン利用可能支出額をリセットす
るなどを行うことができる。カードステータスの変更に関し、方法６０を利用して、特定
のアプリケーションをブロック又はブロック解除することができる。当業者であれば、方
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れるであろう。
【００３９】
　本発明の複数の実施形態を例証として本明細書で説明してきたが、添付の請求項により
定義される本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、記載の実施形態に対して種々の
変更、代替、又は改案を行うことができる点は、当業者であれば理解されるであろう。例
えば、種々の実施形態によれば、上述のリーダー１０、システム２０、及び／又は方法４
０は、無線送受話器、ＵＳＢフォブ、及び情報の無線伝送を利用する他のデバイスに対す
る「スリーブ攻撃」の類似のタイプを阻止するように修正することができる。加えて、方
法６０の種々の実施形態を利用して、通貨換算、ロイヤルティプログラム、その他に関連
するトランザクションを処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】非接触トランザクションの相互作用の時間を短縮するためのリーダーの種々の実
施形態を示す図である。
【図２】非接触トランザクションの相互作用の時間を短縮するためのシステムの種々の実
施形態を示す図である。
【図３】非接触トランザクションの相互作用の時間を短縮するための方法の種々の実施形
態を示す図である。
【図４】図３の方法の予備トランザクション処理ステップの種々の実施形態を示す簡易フ
ロー図である。
【図５】図３の方法のアプリケーション選択ステップの種々の実施形態を示す簡易フロー
図である。
【図６】図３の方法の許可ステップの種々の実施形態を示す簡易フロー図である。
【図７】第２の非接触トランザクションの相互作用の時間を短縮するための方法の種々の
実施形態を示す図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　リーダー
　１２　非接触インターフェース
　１４　トランザクションモジュール
　１６　セキュリティモジュール
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