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(57)【要約】
　支払い装置、方法およびシステムが開示される。一実
施形態において、支払い装置は支払い通信に参加して支
払いデータを得るための支払いカードリーダ、装置の物
理的近傍にある機械読み取り可能なエンティティから追
加データを得るための二次リーダ、および、支払いカー
ドリーダおよび二次リーダを動作させて、支払いデータ
および追加データから支払い記録を生成するコントロー
ラを含み、追加データは支払い通信とは別個の通信を介
して得られる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支払いカードリーダ、二次リーダおよびコントローラを含むカード支払い装置であって
、前記コントローラは前記支払いカードリーダを動作させて、支払い通信に参加して支払
いデータを得るように構成され、前記コントローラはさらに、前記二次リーダを動作させ
て、装置の物理的近傍にある機械読み取り可能なエンティティから追加データを得るよう
に構成され、前記追加データは前記支払い通信とは別個の通信を介して得られ、前記コン
トローラは前記支払いデータおよび前記追加データから支払い記録を生成するように構成
される、カード支払い装置。
【請求項２】
　前記支払いカードリーダがチップアンドピン（ＰＩＮ）支払いカードリーダを含む、請
求項１または２に記載のカード支払い装置。
【請求項３】
　前記二次リーダが、前記追加データの少なくともいくらかを得るために、ＲＦを介して
前記機械読み取り可能なエンティティと通信するように構成された無線周波数・ＲＦ・送
受信機である、請求項１または２に記載のカード支払い装置。
【請求項４】
　前記支払いカードリーダが、前記支払いデータの少なくともいくらかを得るために、Ｒ
Ｆ型支払いカードと通信するように構成されたＲＦ送受信機を含む、請求項３に記載のカ
ード支払い装置。
【請求項５】
　前記ＲＦ型支払いカードが、支払いカードとして機能するように構成された、デビット
カード、クレジットカード、ＲＦＩＤカードまたは近距離無線通信装置であってもよい、
請求項４に記載のカード支払い装置。
【請求項６】
　前記支払いカードリーダおよび前記二次リーダにＲＦ通信機能を提供するように構成さ
れた共通ＲＦ送受信機を含む、請求項４または５に記載のカード支払い装置。
【請求項７】
　前記支払いカードリーダおよび前記二次リーダは前記コントローラおよび異なるモード
で動作する共通ＲＦ送受信機を含み、第１のモードは支払いカードから支払いデータを得
るように構成され、第２のモードは前記追加データを得るように構成される、請求項６に
記載のカード支払い装置。
【請求項８】
　前記機械読み取り可能なエンティティで認証データを受信するように構成された入力装
置をさらに備え、前記コントローラは、前記認証データに従って前記二次リーダを動作さ
せて追加データを得るように構成される、請求項１から７のいずれか一項に記載のカード
支払い装置。
【請求項９】
　前記入力装置がキーボード、キーパッド、カメラ、バーコードリーダ、または光学文字
認識装置を含む組から選択される、請求項８に記載のカード支払い装置。
【請求項１０】
　前記入力装置が前記機械読み取り可能なエンティティから前記認証データを読み取るよ
うに構成される、請求項８に記載のカード支払い装置。
【請求項１１】
　前記コントローラが、前記認証データを用いて前記二次リーダによって得られたデータ
を復号することによって前記追加データのためのデータを生成するように構成される、請
求項９または１０に記載のカード支払い装置。
【請求項１２】
　カード支払い装置であって、
　支払いデータを得るためにＲＦ支払いトークンとの支払い通信に参加するように構成さ
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れた無線周波数送受信機を含む、第１の支払いモジュールと、
　支払いデータを得るために支払いトークンの接触読み取りを実行するように構成された
接触カードリーダを含む、第２の支払いモジュールと、
　前記無線周波数送受信機を動作させて前記装置の物理的近傍にある機械読み取り可能な
エンティティとのＲＦ通信に由来する追加データを得るように構成された、追加モジュー
ルと、
　前記第１の支払いモジュールおよび前記第２の支払いモジュールの１つから支払いデー
タを受信するように構成され、支払い記録を生成するために前記支払いデータおよび前記
追加データの少なくとも１つのサブセットを組み合わせるように構成された、コントロー
ラと、
　を含むカード支払い装置。
【請求項１３】
　カード支払いリーダを介して支払いを受信し、支払いデータを生成するステップと、
　前記カード支払いとは別個の動作において、前記カード支払いリーダの物理的近傍にあ
る機械読み取り可能なエンティティから追加データを得るように前記カード支払いリーダ
を動作させるステップと、
　前記支払いデータおよび前記追加データに従って支払い記録を生成するステップと、
　を含む、カード支払い方法。
【請求項１４】
　前記カード支払いリーダが無線周波数送受信機を含み、前記追加データが前記機械読み
取り可能なエンティティとのＲＦ通信を介して得られる、請求項１３に記載のカード支払
い方法。
【請求項１５】
　前記支払いが、前記ＲＦ送受信機とのＲＦ通信において実施される非接触支払いを含む
、請求項１４に記載のカード支払い方法。
【請求項１６】
　前記カード支払いリーダの物理的近傍にある前記機械読み取り可能なエンティティから
さらなる追加データを得るように前記カード支払いリーダを後に動作させるステップと、
前記さらなる追加データに応じて前記支払い記録を認証するステップと、をさらに含む、
請求項１３～１５のいずれか一項に記載のカード支払い方法。
【請求項１７】
　ユーザ支払い装置および遠隔支払い処理システムを備える、安全性を高めた支払いシス
テムであって、前記ユーザ支払い装置は支払いカードリーダおよび無線周波数送受信機を
含むとともに、前記支払い処理システムと通信するためのデータ通信ネットワークに接続
可能であり、前記ユーザ支払い装置は、前記支払いカードリーダを介して行われる支払い
の最中、前記無線周波数送受信機を動作させて、前記ユーザ支払い装置の物理的近傍にあ
る機械読み取り可能なエンティティから追加データを得て、前記データ通信ネットワーク
を介して前記支払いに関するデータおよび前記追加データに関するデータを前記支払いシ
ステムに通信するように構成され、前記支払い処理システムは、前記受信されたデータを
処理して前記支払いに関するデータをカード支払い処理ネットワークに通信し、前記支払
いを完了させるように構成される、安全性を高めた支払いシステム。
【請求項１８】
　前記ユーザ支払い装置が承認データを符号化するためのメモリを含み、前記ユーザ支払
い装置は、前記追加データを得る際に、前記機械読み取り可能なエンティティにアクセス
するために、前記メモリ内の前記承認データにアクセスするように構成される、請求項１
７に記載の安全性を高めた支払いシステム。
【請求項１９】
　前記支払いに関するデータは追加データを得る前に前記遠隔支払い処理システムに通信
し、前記遠隔支払い処理システムは前記支払いデータを処理して前記ユーザ支払い装置に
所定の条件のもとで課題を通信するように構成され、前記ユーザ支払い装置は、前記課題
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の受信に応じて、前記無線周波数送受信機を動作させて前記追加データを得て、前記追加
データに関するデータを前記支払い処理システムに通信するように構成される、請求項１
７または１８に記載の安全性を高めた支払いシステム。
【請求項２０】
　前記遠隔支払い処理システムが、前記追加データに関する前記受信されたデータを認証
するように構成される、請求項１７～１９のいずれか一項に記載の安全性を高めた支払い
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はカード支払いを処理する支払い装置、支払いシステムおよび支払い方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　支払い取引の安全性は、支払いを処理する方法にかかわらず常に大きな問題である。不
正行為の可能性がある場合は、その可能性はいくつかの点で識別および悪用されるおそれ
がある。
【０００３】
　もちろん、安全性は常に利便性と釣り合いがとれていなければならない。多くのユーザ
が、最も便利な支払い方法はしばしば安全面でリスクをもたらすことを理解しており、あ
るユーザはそのリスクに無関心であり、リスクに気がついている者でさえ安全性より利便
性を選んだことが多い。方法において障害および点検が多くなると、ユーザが自らの取引
を進行させるためにより安全性の低い代替の方法を選択する可能性が高くなる。
【０００４】
　増加しつつある支払い方法のひとつは、非接触での支払い方法である。非接触での支払
い方法は、クレジットカードまたは同様のユニットが支払いを行うことを可能とするため
に、一般的に無線周波数ＩＤ（ＲＦＩＤ）型の技術を用いる。（カードのチップアンドピ
ンまたは磁気ストライプ読み取りとは対照的に）ＲＦＩＤが用いられる際は、データを保
持するチップとチップを読み取る端末の間の接触が不要であり、したがって「非接触」と
呼ばれる。しかしながら、実際には通信の最中にユーザがしばしばカードまたは装置を端
末に触れさせることが、厳密に必要ではないにもかかわらず、あるということに留意すべ
きである。それでも、チップと端末の間の物理的接触が通信に不要であるという意味では
、なおも非接触端末である。
【０００５】
　非接触通信の１つの形態は、近接場型の無線通信（ｎｅａｒ　ｆｉｅｌｄ　ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎｓ，ＮＦＣ）として知られる。近接場型の無線通信はスマートフォンお
よび同様の装置に次第に組み込まれつつある通信標準を参照する。２つのＮＦＣ対応の装
置が、大抵はわずか数センチメートルで互いに近接しているとき、そして通常は互いに接
触しているとき、無線周波数を介して通信可能である。カード支払いシステムに適用され
たＮＦＣの実施例は、新しいＧｏｏｇｌｅ　Ａｎｄｒｏｌｄ（ＲＴＭ）スマートフォンに
統合されたＧｏｏｇｌｅ（ＲＴＭ）Ｗａｌｌｅｔ機能を含む。クレジットカードはＷａｌ
ｌｅｔに登録されることができ、スマートフォンはクレジットカードの代わりに購入の支
払いに使用可能となりうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＲＦＩＤとＮＦＣ支払い機構が盗聴、介入者攻撃、およびリレーアタックなどの攻撃に
脆弱であるという、多くの報告および概念実証がある。結果として、いくつかのサービス
プロバイダは、非接触支払い装置またはＮＦＣ装置が何か１つの取引において支払いに用
いられることに、あまり資本（ｃａｐｓ）を投じていなかった。
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【０００７】
　使用が便利であるにもかかわらず、非接触およびＮＦＣ支払い機構はリスクにあまりに
脆弱と考えられ、チップアンドピンに基づくクレジットカードなどの置き換えや対抗とな
ることができないでいる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の態様によれば、支払いカードリーダ、二次リーダおよびコントローラを有する
カード支払い装置が提供され、前記コントローラは前記支払いカードリーダを動作させて
、支払い通信に参加して支払いデータを得るように構成され、前記コントローラはさらに
、前記二次リーダを動作させて、端末の物理的近傍にある機械読み取り可能なエンティテ
ィから追加データを得るように構成され、前記追加データは前記支払い通信とは別個の通
信を介して得られ、前記コントローラは前記支払いデータおよび前記追加データから支払
い記録を生成するように構成される。
【０００９】
　好ましくは、前記二次リーダはＲＦＩＤリーダなどの無線周波数データリーダである。
前記支払いカードリーダおよび前記二次リーダは異なるモードで動作する同一の装置であ
ってもよく、第１のモードは支払いカードから支払いデータを得るように構成され、第２
のモードは前記追加データを得るように構成される。前記支払いカードリーダはチップア
ンドピン（ＰＩＮ）リーダなどの接触に基づくカードリーダであってもよく、ＲＦＩＤ型
またはＮＦＣ型リーダなどの非接触リーダであってもよい。前記二次リーダは、ＲＦＩＤ
通信を介して前記機械読み取り可能なエンティティからデータを得るように構成されたＲ
ＦＩＤ型リーダを含んでもよい。得られたデータは、少なくとも前記追加データの一部と
して、あるいは少なくとも前記追加データの一部を形成するように、用いられてもよい。
前記機械読み取り可能なエンティティは機械読み取り可能な旅行ドキュメント（ＭＲＴＤ
）であってもよく、好ましくは電子ＭＲＴＤ（ｅ－ＭＲＴＤ）互換エンティティであって
もよい。
【００１０】
　前記支払い端末は前記機械読み取り可能なエンティティ上の認証データを受信するよう
に構成された入力装置を含んでもよい。前記入力装置はキーボード、キーパッド、カメラ
、バーコードリーダ、光学文字認識装置（ＯＣＲ）、またはその他の入力装置であっても
よい。随意に、前記コントローラは前記認証データを受信するように構成されてもよく、
前記認証データに従って前記追加データを得てもよい。好ましい実施形態において、前記
機械読み取り可能なエンティティは符号化されたデータを含み、前記符号化されたデータ
は認証データを用いて復号可能であり、前記認証データおよび前記符号化されたデータの
両方が前記機械読み取り可能なエンティティから機械読み取り可能である。前記支払い端
末は前記機械読み取り可能なエンティティから機械読み取り可能な認証データを読み取る
ように構成されたＯＣＲリーダを含んでもよく、前記コントローラはＯＣＲリーダからの
前記認証データを受信し、前記符号化されたデータに前記二次リーダを用いてアクセスす
るように前記認証データを使用し、前記追加データを得るように構成される。
【００１１】
　本発明の一実施形態において、非接触支払い端末は無線周波数送受信機およびコントロ
ーラを備え、前記コントローラは前記無線周波数送受信機を動作させ、非接触支払いカー
ドとの支払い通信に参加して支払いデータを得るように構成される。前記コントローラは
さらに、前記二次リーダと、端末の物理的近傍にある機械読み取り可能なエンティティと
の間の通信に従って追加データを得るように構成される。前記通信は前記支払い通信とは
別個のものであり、前記コントローラは前記支払いデータおよび前記追加データから支払
い記録を生成するように構成される。
【００１２】
　本発明の別の態様によれば、ユーザ支払い装置および遠隔支払い処理システムを備える
、安全性を高めた支払いシステムが提供され、前記ユーザ支払い装置は支払いカードリー
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ダおよび無線周波数送受信機を含み、前記支払い処理システムと通信するためのデータ通
信ネットワークに接続可能であり、前記ユーザ支払い装置は、前記支払いカードリーダを
介して行われる支払いの最中、前記無線周波数送受信機を動作させ、前記ユーザ支払い装
置の物理的近傍にある機械読み取り可能なエンティティから追加データを得て、前記デー
タ通信ネットワークを介して前記支払いに関するデータおよび前記追加データに関するデ
ータを前記支払い処理システムに通信するように構成され、前記支払い処理システムは、
前記受信されたデータを処理して前記支払いに関するデータをカード支払い処理ネットワ
ークに通信し、前記支払いを完了させるように構成される。
【００１３】
　前記ユーザ支払い装置は承認データを符号化するためのメモリを含んでもよく、前記ユ
ーザ支払い装置は、前記追加データを得る際に、前記機械読み取り可能なエンティティに
アクセスするために、前記メモリ内の前記承認データにアクセスするように構成される。
【００１４】
　前記支払いに関するデータは追加データを得る前に前記遠隔支払い処理システムに通信
してもよく、前記遠隔支払い処理システムは、前記支払いデータを処理して前記ユーザ支
払い装置に所定の条件のもとで課題（ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）を通信するように構成され、
前記ユーザ支払い装置は、前記課題の受信に応じて、前記無線周波数送受信機を動作させ
て前記追加データを得て、前記追加データに関するデータを前記支払い処理システムに通
信するように構成される。
【００１５】
　前記遠隔支払い処理システムは前記追加データに関する前記受信されたデータを認証す
るように構成されてもよい。
【００１６】
　「非接触支払いカード」という用語は、例えば適切に構成されたＮＦＣ機能付携帯電話
といった、ＮＦＣ支払い装置などの非接触支払いカードの機能を有する装置を含んでもよ
いことは当然である。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態は、安全な非接触支払い端末および関連するシステムに向け
られ、そこでは非接触支払い端末はＮＦＣ通信システムなどの非接触通信システムを介し
て支払いデータを得るように構成され、別個の通信において機械読み取り可能なエンティ
ティから追加データを得るようにも構成される。好ましくは、共通の無線周波数送受信機
は非接触通信システムにおいて使用され、前記追加データ（それは例えば、電子機械読み
取り可能旅行ドキュメント（ｅ－ＭＲＴＤ）またはその他の公的に認識されたドキュメン
トから得られるデータであってもよい）を得る際に使用される。そして、前記支払いデー
タおよび追加データは支払い記録を形成するために用いられ、前記機械読み取り可能なエ
ンティティは前記ＮＦＣによる支払いの追加、保護、またはそうでなければ認証のために
用いられる。例えば、前記機械読み取り可能なエンティティはパスポートまたはその他の
公的ドキュメント（好ましくは電子機械読み取り可能旅行ドキュメント、またはｅ－ＭＲ
ＴＤ）であってもよい。
【００１８】
　前記非接触支払いユニット（ＮＦＣ対応の装置など）は前記機械読み取り可能なエンテ
ィティと別個であることが望ましいが、本発明の実施形態では、それらが同一の装置／エ
ンティティに組み込まれた異なる機能であることも可能である。
【００１９】
　本発明の実施形態では、支払い端末の非接触リーダ機能が用いられ、ｅ－ＭＲＴＤの認
識を可能にし、前記ｅ－ＭＲＴＤからのデータキャプチャを行うように拡張される。代替
実施形態では、非接触および接触を組み合わせたカード支払い端末が用いられて、非接触
型または接触型（チップアンドピンなど）技術によるカード支払いを可能にする。非接触
リーダは、接触およびｅ－ＭＲＴＤデータまたは非接触およびｅ－ＭＲＴＤデータが取引
記録のために生成可能となるように、ｅ－ＭＲＴＤなどからの追加データを得るようにも
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用いられる。得られたデータは（場合によっては遠隔のサーバ内にある）安全な記憶装置
に置かれ、支払い取引から派生する安全なデータと統合される。この組み合わせられたデ
ータは、支払いだけでなく支払いを行う人物の認証の確実性をより高いレベルにすること
が可能である。顔写真およびその他の生体測定データを含む個人の特徴をカプセル化し、
これと支払い取引データを融合するデータキャプチャは、チケットの不正行為を減少させ
、輸送の安全性を向上させるように用いられる。そこでは、取引のすべての要素に関する
繰り返しのチェックが旅行の時点で行われる。これは、旅行の時点で、拡張された端末で
支払いカードおよびｅ－ＭＲＴＤを再スキャンすること、および、オリジナルの取引から
回復した安全なデータ記録に対してこれらの構成要素を認証することを含む。
【００２０】
　前記支払い記録（またはその選択された部分）は支払いを行うための銀行またはその他
の処理システムに送信されてもよい。
【００２１】
　本発明の実施形態は、参照にすぎない添付の図面によって、例として記載される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態による非接触端末の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による非接触端末の概略図である。
【図３】本発明の実施形態におけるデータ取り扱いを示す概略図である。
【図４】データキャプチャの流れ図である。
【図５】認証処理の流れ図である。
【図６】本発明の別の実施形態による、安全性を高めた支払いシステムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は本発明の実施形態による非接触支払い端末の概略図である。
【００２４】
　非接触支払い端末１０は無線周波数送受信機２０およびコントローラ３０を含む。
【００２５】
　取引のための支払いの最中に、コントローラは無線周波数送受信機２０を動作させ、非
接触支払いユニット４０との支払い通信に参加し、支払いデータを得る。コントローラは
さらに、支払い通信とは別個の通信において、端末１０の物理的近傍にある機械読み取り
可能なエンティティ５０から追加データを得るように構成される。
【００２６】
　支払いデータおよび追加データを得た際（当然ながら、どのような順序で得ても、同時
に得てもよい）、コントローラ３０は前記支払いデータおよび前記追加データから支払い
記録を生成するように構成される。
【００２７】
　支払いデータおよび追加データは組み合わせられてもよく、暗号化されてもよく、そう
でなければ支払い記録の少なくとも一部を形成するように処理されてもよい。好ましくは
、支払い記録は、支払いの取引の少なくとも一部の最中に端末の近傍で、機械読み取り可
能なエンティティ５０の存在の認証を可能にするデータを含む。例えば、支払い記録は追
加データおよび支払いデータ、ならびにＭＲＴＤの持参人の名前、写真などの潜在的なデ
ータのハッシュまたは暗号ハッシュを含む。一実施形態では、支払い記録は支払いデータ
、追加データ、および、支払いユニットまたは機械読み取り可能なエンティティから引き
出される個人のプライベートデータを本質的に含まないもの、からの暗号ハッシュによっ
て一意的に導き出されたデータトークンを含んでもよい。
【００２８】
　機械読み取り可能なエンティティ５０はデータ保護システム５５を含んでもよい。より
好ましい実施形態では、コントローラ３０はデータ保護システム５５を介して、機械読み
取り可能なエンティティ５０からの追加データを検索するように構成される。
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【００２９】
　一実施形態では、機械読み取り可能なエンティティは機械読み取り可能旅行文書（ＭＲ
ＴＤ）ドキュメントであってもよく、好ましくは電子ＭＲＴＤ（ｅ－ＭＲＴＤ）ドキュメ
ントであってもよい。
【００３０】
　機械読み取り可能旅行ドキュメント（ＭＲＴＤ）は典型的には、印刷されたデータおよ
び機械読み取り可能なデータの両方を含むキャリア媒体から形成される。ＭＲＴＤのフォ
ーマットおよびコンテンツは国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）によって制定された国際基準
において設定されている。ＭＲＴＤの１つのタイプは機械読み取り可能なパスポート（Ｍ
ＲＰ）である。
【００３１】
　ＭＲＴＤを対象とする基準のひとつはＩＣＡＯ基準９３０３である。ＭＲＴＤは、光学
文字認識（ＯＣＲ）システムが情報をスキャンしてキャプチャすることを可能とする標準
的な方法でフォーマットされ配置されている、印刷されたテキストおよび画像のコンテン
ツを含むことができる。
【００３２】
　近年、電子ＭＲＴＤ（ｅ－ＭＲＴＤとして知られている）が実行に移された。ｅ－ＭＲ
ＴＤは、拡張された機能を提供し、それによってキャリア媒体が集積回路およびメモリを
含み、印刷されたコンテンツは複製されて電子的にアクセス可能となる。ｅ－ＭＲＴＤは
また、電子形式で追加データ記録を記憶する。これらの電子データ記録は非接触技術を使
用して遠隔で読み取り可能である。現在英国で発行されている、いわゆる「チップを埋め
込まれた（ｃｈｉｐｐｅｄ）」パスポートまたはｅ－パスポートは、ＩＣＡＯ基準のＤｏ
ｃ　９３０３　Ｐａｒｔ　１　Ｖｏｌｕｍｅ　２に準拠した電子的に使用可能なパスポー
トの例である。
【００３３】
　ｅ－ＭＲＴＤに電子的に記憶されたデータの安全性およびプライバシーは、承認および
暗号化処理の形態でデータ保護システム５５によって保証される。さらに、データ保護シ
ステム５５は、ｅ－ＭＲＴＤが純正で変更されていないことを確認するための、典型的に
は公開キーインフラストラクチャ（ＰＫＩ）処理を採用した認証方法を含んでもよい。一
般的に、ｅ－ＭＲＴＤ上の安全なデータへの完全なアクセスはデータ保護システムからの
最初の承認後にのみ可能である。アクセスの成功は、ｅ－ＭＲＴＤ上のいわゆる機械読み
取り領域（ＭＲＺ）内に記録されたある情報（ここでは承認データと呼ぶ）のキャプチャ
と、そのデータを使用してｅ－ＭＲＴＤ内に電子的に記憶されたデータの復号を許可する
関連キーを導き出すことによって可能となる。
【００３４】
　ＭＲＺはキャリア上の所定の位置にある特定の物理的な領域である。キャプチャの過程
は通常、ＯＣＲスキャナ、カメラ、またはその他の画像キャプチャ装置を用いて行われる
が、手動入力が代替機構として許可される。ＭＲＺデータにはアルファベット、数字およ
びある句読点キャラクタを採用できる。「必須の」ＭＲＺデータのフィールドは合計で４
４キャラクタを含む。ＭＲＺデータの一部（ドキュメント番号、誕生日およびドキュメン
トの有効期限－通常は２４キャラクタを占める）のみが、基本電子データ記録へのアクセ
スを許可するドキュメント基本アクセスキーを導き出すためのサポートに必要とされる。
【００３５】
　グローバル相互運用のサポートにおいては、データは論理的データ構造体（ＬＤＳ）と
して知られる特定のフォーマットでｅ－ＭＲＴＤに電子的に記憶される。ＬＤＳはＩＣＡ
Ｏドキュメント９３０３　Ｐａｒｔ　１　Ｖｏｌ　２の第３セクションに定義され、必須
のデータ要素と随意のデータ要素の両方からなる。４つのグループのデータ要素が必須と
されている。ＭＲＺのコンテンツ（データグループ１）、持参人の顔の符号化された画像
（データグループ２）、バージョン情報およびタグリストを含む、ＥＦ．ＣＯＭとラベリ
ングされたグループ（別個の専用ファイルに記憶される）、およびデータの完全性および
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認証情報を含むＥＦ．ＳＯＤ（別個の基礎（ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ）ファイルに記憶され
る）とラベリングされたグループである。ＬＤＳに定義された追加の随意のデータグルー
プはさらなるデータ要素を含み、それは指紋および目（虹彩）パターンなどの追加の生体
測定特徴を含む。一般的に、よりセンシティブな個人データへのアクセスは、拡張アクセ
ス制御または拡張暗号化技術によって保護される。
【００３６】
　図２は本発明の実施形態による非接触支払い端末の概略図である。この実施形態の機能
および構成要素のうち多くは図１と共通であり、繰り返さない。端末１０はコントローラ
３０に結合された光学リーダ構成要素１００を含む。随意に、端末１０は図示のようにガ
イド１１０を含んでもよい。
【００３７】
　使用において、ｅ－ＭＲＴＤは光学リーダ構成要素１００に対して並べることによって
端末に示される。ガイド１１０が存在すると、それはユーザに、ｅ－ＭＲＴＤ５０の光学
リーダ構成要素１００との位置合わせを可能とする視覚的（および、ガイドが壁などの形
態である場合は物理的）ガイダンスを提供する。端末１０は、ｅ－ＭＲＴＤがリーダ構成
要素に示された場合、ｅ－ＭＲＴＤ５０のＭＲＺ５６が光学リーダ構成要素１００によっ
て読み取り可能となるように配置される。リーダ構成要素１００は、一般的にＯＣＲ、画
像センサまたはバーコードリーダであるが、ある程度は、何を読み取る必要があるかに依
存する。磁気ストライプリーダ、チップアンドピン、またはその他のリーダ構成要素は、
ｅ－ＭＲＴＤがそのような技術を用いたデータの検索のために適切にアクセス可能な設備
である場合には、光学リーダ構成要素１００の代わりに使用されてもよい。
【００３８】
　コントローラはリーダ構成要素１００を動作させてＭＲＺ５６を読み取り、承認データ
を得る。そしてコントローラ３０は承認データを使用して、必要であれば、対応する公開
キー（データベース内にローカルに保存されてもよく、リモートソースから得られてもよ
い）を得るか、そうでなければアクセスキーを導き出す（例えば対称暗号と組み合わせる
ことによって）か選択する。その後にコントローラ３０はアクセスキーを用いて、ｅ－Ｍ
ＲＴＤからの追加のＬＤＳデータの少なくともいくつかの検索および暗号解読を行う。コ
ントローラ３０は無線周波数送受信機２０を用いてｅ－ＭＲＴＤからの追加データを検索
および暗号解読してもよく、端末１０はこの機能のための追加の構成要素を含んでもよい
。
【００３９】
　端末１００はまた、機械読み取りが失敗した場合の承認データの手動入力または入力補
助のために、手動データ入力構成要素（例えばキーボード、カメラまたはその他の入力装
置など）を含むか、それらに接続可能であってもよい。
【００４０】
　ＩＣＡＯのｅ－ＭＲＴＤにおいて用いられる非接触データアクセス技術は、ＲＦＩＤお
よびＮＦＣシステムの要件でもあるＩＳＯ１４４４３　Ａ／Ｂ標準を満たしており、これ
らのアイテムの一方を読み取るために動作可能な送受信機は、他方を読み取るために再構
成することも可能である。したがって、好ましい実施形態では共通の送受信機が用いられ
る。
【００４１】
　当然のことながら、端末は一般的に、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４４３　Ｔｙｐｅ　Ａおよ
び／またはＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４４３　Ｔｙｐｅ　Ｂなどの適切な国際基準に合致した
無線周波数アンテナおよび誘導電力結合回路のような構成要素も含む。
【００４２】
　ＥＭＶ非接触支払い取引に含まれてもよい、選択されたデータ要素が支払いシステムの
ためのＥＭＶ（ＲＴＭ）非接触仕様書　ＢＯＯＫ　Ａ（アーキテクチャおよび一般要求事
項）の表Ａ．１に定義される。特定のカーネルを用いて取引を処理する場合、追加のおよ
び独自のデータ要素が含まれてもよく、それらは対応するカーネルの仕様において定義さ
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れる。ＥＭＶ接触（チップアンドピン）支払い取引に含まれてもよいデータ要素の対応す
る組は、支払いシステムのためのＥＭＶ集積回路カード仕様書　ＢＯＯＫ　３（応用仕様
）の付録Ａに定義される。取引処理に用いられる基本データ要素は非接触と接触の両方の
方式に共通する。これらはカード所有者の名前、主要アカウント番号（ＰＡＮ）およびカ
ード有効期限を含むがそれらには限定されない、カードの磁気ストライプにある、いわゆ
るＴｒａｃｋ　１およびＴｒａｃｋ　２データを含む。Ｔｒａｃｋ　１およびＴｒａｃｋ
　２データはまた、カードの型によって異なりうる裁量に任された部分を含む。
【００４３】
　図３は本発明の実施形態におけるデータの取り扱いを示す概略図である。説明を容易に
するためのみの理由で、図示されるデータは簡略化され、当然のことながら、本発明の実
施形態は様々な型の取引に応用可能であり、様々な長さおよび複雑性を有する取引データ
に応用可能である。
【００４４】
　支払い通信は支払いカードリーダと共に行われる（チップアンドピンクレジットカード
、ＮＦＣ支払い装置などの支払いエンティティとの接触通信または非接触通信のいずれか
によって）。支払い通信が成功した場合、支払いカードリーダは、この例では支払いエン
ティティ識別子（例えばクレジットカード番号）２０１、支払い金額２０３、ユーザ２０
５による支払い承認の日付および時間、およびカード所有者の名前２０６を含む支払いデ
ータを得る。このデータは、この例では業者ＩＤ２０２および業者毎に一意に決まる支払
い識別子２０４を含む、支払いカードリーダからのデータ／支払い端末からのデータが組
み合わされたものであり、支払いデータ２００を形成する。
【００４５】
　安全なハッシュコード（例えばＳＨＡ２５６）は支払いカードに記憶されたデータに基
づいて生成されてもよい。そして、データセキュリティ基準に準拠するように簡略化する
ように、データそれ自体の代わりにこの安全なハッシュが記憶されてもよい。安全なハッ
シュが記憶される場合、一実施形態では日付および時刻情報２０５はハッシュには含まれ
ない（または、日付および時刻情報は、後で生成されたハッシュが異なる日付および時刻
を有する場合、ハッシュを後の時刻／日付に生成されたハッシュと一致させることが可能
なようにして、含まれる）。
【００４６】
　別個の通信において、二次リーダは、カード支払いユニットの物理的近傍にある機械読
み取り可能なエンティティから追加データを得る。この例では、二次カードリーダはｅ－
ＭＲＴＤエンティティ（Ｍｒ　Ａ　Ｍａｎｎのパスポート）２１０からデータを得るよう
に構成されたＲＦＩＤリーダである。追加データは、この例では暗号ハッシュ関数（例え
ばＳＨＡ２５６など）を用いてハッシュされ、データのデジタルフィンガプリントを生成
し、ハッシュされたデータ２１１は支払いデータ２００と組み合わされて支払い記録を形
成する。
【００４７】
　この型の支払い記録は、追加の（そして好ましくは認証可能な）データが得られて、支
払いデータと組み合わされて、購入者の識別に関する確実性および支払いをその後に妥当
性確認する際の使用における確実性をより高めることを可能とする。
【００４８】
　カードおよびｅ－ＭＲＴＤドキュメントの読み取りを後日に繰り返すことは、購入者／
購入カードの認証を可能にする。読み取りの繰り返しが行われることにより、ハッシュが
再生成され、これは当初に生成されたハッシュと比較可能である。後日に（旅行に関して
は、搭乗やチェックインの時点などで）同じカードを用いてハッシュを実施することは、
簡単なマッチングで、カードが購入取引において用いられたものである認証を行うことを
可能にする。支払いのプロセス自身を超えたこの追加のステップは、銀行およびその他の
支払いエンティティが関与する必要がなく、購入者および支払い機構を認証するために用
いることができる。
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【００４９】
　例えば、支払いが航空券のためになされてもよい。購入者のパスポートまたは同様の識
別ドキュメントからのデータと組み合わせることによって、航空券のデータはパスポート
の提示による検証可能で認証可能な記録を含むことができる（比較のための別のハッシュ
の生成のためのパスポートの再提示を条件とする）。
【００５０】
　図４および図５はそれぞれ、データキャプチャおよび妥当性確認プロセスの流れ図であ
る。
【００５１】
　図４において、第１のストランド３００における支払い処理は追加データのキャプチャ
（この例では第２のストランド３１０のＭＲＥデータ）と平行して実施されるものとして
記載される。一般的にはそうであるようだが、これは例にすぎず、２つのストランドの間
のいかなる特定のタイミングも反映せず、２つのストランドの間にいかなる同期も必ずし
も必要ではない点に留意すべきである。実際に、共通のＲＦ送受信機が支払いとＭＲＥデ
ータキャプチャの両方のために使用される実施形態において、当然ながら、同じ送受信機
が２つの別個のエンティティを読み取るならば、これら２つの動作は実質的に重ならない
ようなタイミングで起こらなければならない。
【００５２】
　データはステップ３２０で照合され、集団的記録として記憶される。
【００５３】
　後の時点で、図５に示されたＭＲＥデータを保持するオブジェクトと共に、データは支
払いカードまたは装置の再提示によって認証されることができる。図４のプロセスは第１
および第２のストランド（４００、４１０）において繰り返され、次いでステップ４２０
で認証データ記録が行われ、それがステップ４３０でオリジナルの記録と比較され（日付
および時刻の情報がオリジナルと合致しないのは当然である）、認証の成功または失敗が
ステップ４４０で報告される。
【００５４】
　図６は本発明の別の実施形態による安全性を高めた支払いシステムの概略図である。
【００５５】
　安全性の増加した支払いシステム５００は、ユーザ支払い装置５１０および支払い処理
システム５２０を含む。
【００５６】
　図示された実施形態において、ユーザ支払い装置５１０はチップアンドピンカードリー
ダ５１１および無線周波数送受信機５１２を含む。しかしながら、代替の実施形態におい
て、リーダ装置の他の組み合わせが用いられてもよく、選択された実施形態においては無
線周波数送受信機のみが含まれてもよい。
【００５７】
　ユーザ支払い装置５１０はデータ通信ネットワーク５３０に接続可能であり、前記デー
タ通信ネットワーク５３０を介して支払い処理システム５２０と通信する。一実施形態で
は、ユーザ支払い装置はユーザのコンピュータ５３１を介して、例えばＵＳＢ接続を介し
てデータ通信ネットワーク５３０に接続可能である。別の実施形態では、ユーザ支払い装
置５２０はＷｉＦｉ、携帯電話ネットワーク、または同様のものなどの無線通信を介して
データ通信ネットワークに接続可能である。
【００５８】
　ユーザ支払い装置５１０は購入の地点５４０から離れたユーザの家庭または別の位置で
動作してもよい。購入を行うことを望むとき、ユーザは支払いカードを挿入して自分のＰ
ＩＮナンバを入力することによって、チップアンドピンカードリーダ５１１を介して支払
いを行う。安全性を高めた取引は、前に記載した方法で無線周波数送受信機５１２を用い
て検索した機械読み取り可能なデータと取引を関連づけることによって提供される。例え
ば、ｅ－ＭＲＴＤデータは無線周波数送受信機５１２によってパスポートまたは同様のも
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のから読み取られることが可能である。この実施形態では、ｅ－ＭＲＴＤデータは、支払
いの処理のために支払い処理システム５２０に送信される前に得られて、支払いデータと
共にパッケージされてもよく、支払い処理システム５２０による支払いの処理の最中また
は後に要求されてもよい（この場合、ｅ－ＭＲＴＤデータは、チップアンドピンカードリ
ーダ５１１から得られた支払いデータとは別個に（またはそれの複製と共に）通信される
であろう）。
【００５９】
　安全性を高めた設備が、ユーザの選択の際に、または支払い処理システム５２０あるい
は支払いまたは取引の連鎖の中のその他のエンティティからの課題に応じて、規定値とし
て適用されてもよい。
【００６０】
　支払い処理システム５２０は、データレポジトリ５２１内に提供されたｅ－ＭＲＴＤデ
ータなどの取引データおよび追加データの記録を保持する。支払いデータは一般的には、
他のシステム、小売店などからの支払いデータと共通するフォーマットで、クレジット／
支払いカード処理ネットワークに通信される。支払いデータは、追加データが記録されて
いる旨を示すために好ましくは（それが支払い処理システム５２１から生成されるもので
あると示すデータによってなどして）フラグ付けされ、支払いデータは、カードの提示が
証明されないかカードの提示の取引が追加データを伴っていない場合でさえ、取引を提示
しないカードよりも信頼性が高い／安全とみなされることができる。
【００６１】
　キャプチャされた追加データの性質は、支払い処理システム５２０によって随意に証明
されてもよい（例えば、ｅ－ＭＲＴＤを保持する識別子ドキュメントは、取引の最中に提
供されたものと比較可能な、暗号署名されたハッシュのコピーの提出によってあらかじめ
登録（ｐｒｅ－ｒｅｇｉｓｔｅｒ）されてもよい）。
【００６２】
　アクセス鍵を検索するために承認データを要求するドキュメントの場合は、承認データ
はユーザ支払い装置５１０にあらかじめ登録されてもよい。例えば、ユーザ支払い装置５
１０に提示された場合にｅ－ＭＲＴＤデータにアクセスすることで利用可能となるように
、承認データはユーザ支払い装置５１０内のフラッシュメモリなどのメモリ５１３に書き
込まれていてもよい。例えば、ユーザ支払い装置５１０のメモリ５１３は、ユーザのコン
ピュータ５３１に接続されている間（好ましくは、ユーザ支払い装置５１０にユーザを認
証させるパスワード、証明書などの提示を条件とする）に書き込み可能であってもよい。
別の実施形態では、ユーザ支払い装置５１０は、機能が限定されたウェブサーバであって
、該ウェブサーバによってメモリ５１３に書き込まれる／メモリ５１３が更新されること
が可能である、ウェブサーバを動作させるように構成されたプロセッサを含んでもよい。
【００６３】
　一実施形態では、ユーザ支払い装置５１０によってチップアンドピンキーパッドが用い
られて、メモリ５１３の承認データへのアクセスを設定済のＰＩＮ番号（好ましくは支払
いカードの番号とは異なる）を用いて制御する。当該設定済のＰＩＮ番号がメモリ５１３
へのアクセスを可能にするために要求され、その後にｅ－ＭＲＴＤが保持するドキュメン
トが提示される。
【００６４】
　支払いにおいてさらに高い安全性と確実性が望まれるか求められる場合は、ユーザ支払
い装置５１０の起源または位置を認証するシステムからのデータもまた、支払い処理シス
テム５２０への通信に含まれることができる。システムの例は出願人の同時係属特許出願
、国際出願第２００１／９１０７３号、国際出願第２０１１／０１５８８５号、および国
際出願第２０１１／１４８１６８号に記載され、それらの内容は参照により本明細書に組
み込まれる。
【００６５】
　当然ながら、上で述べた本発明のある実施形態は、コンピュータプロセッサを有するコ
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および／またはコンピュータ使用可能な媒体に存するコード（例えばソフトウェアアルゴ
リズムまたはプログラム）として組み込まれてもよい。そのようなコンピュータシステム
は、典型的には、プロセッサを構成するコードの実行と合致して、実行からの出力を提供
するように構成されたメモリストレージを含む。コードはファームウェアまたはソフトウ
ェアとして配置されてもよく、個別のコードモジュール、ファンクションコール、プロシ
ジャーコールなどのモジュールのセット、またはオブジェクト指向プログラミング環境に
おけるオブジェクトとして構成されてもよい。モジュールの使用を実行した場合は、コー
ドは単独のモジュールまたは互いに協働して動作する複数のモジュールを含んでもよい。
【００６６】
　本発明の随意の実施形態は、２つ以上の部品、要素または特徴のいくつかまたはすべて
の組み合わせにおいて、個別にまたはまとめて、本明細書において言及され、または示さ
れた、部品、要素および特徴を含むものとして理解されることができる。本発明が属する
技術における知られている均等物を有する特定の整数が本明細書に記載され、そのような
知られている均等物は、個別に記載したかのように本明細書に組み込まれる。
【００６７】
　本発明の図示された実施形態が記載されたが、様々な変更、置き換え、および交替が、
請求項の記載によって定義された本発明およびそれらの均等物の範囲を逸脱せずに、当業
者によって行われてもよいことに理解すべきである。
【００６８】
　本出願が優先権主張の基礎とする英国特許出願第１２０９２３２．６号の内容、および
本出願に伴う要約の内容は参照により本出願に組み込まれる。

【図１】 【図２】

【図３】
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