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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの預金口座に関する情報を検索するための電子情報カードであり、
　前面及び裏面を有するケースと、
　前記ケース内に設置される決済チップであって、前記前面で有効にアクセス可能であり
、前記ユーザと取引端末の間で取引を開始するように構成される決済チップと、
　前記前面に設置されるタッチキーパッドであって、複数のタッチボタンを含むタッチキ
ーパッドと、
　前記ケース内に設置されるメモリチップであって、前記預金口座に関する前記情報を格
納するよう構成されるメモリチップと、
　前記前面に設置されるディスプレイ画面であって、前記メモリチップに格納される前記
情報を表示するように構成されるディスプレイ画面と、
　前記前面に設置される始動ボタンであって、前記電子情報カードを始動させるように構
成される始動ボタンと、
　を備える電子情報カードであって、
　前記ユーザが前記タッチキーパッドによってナビゲートするときに、前記ディスプレイ
画面は前記預金口座に関する情報を表示し、前記複数のタッチボタンが第１の機能及び第
２の機能を含み、前記第１の機能は暗証番号を入力することを含み、前記第２の機能はワ
ンタイムパスワード（ＯＴＰ）を検索することを含み、前記第１の機能により前記第２の
機能にアクセスでき、前記ワンタイムパスワード（ＯＴＰ）が、前記電子情報カードを使
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用するオンライン取引に適用可能である、電子情報カード。
【請求項２】
　クレジット／デビットカードを含む請求項１記載の電子情報カード。
【請求項３】
　前記預金口座に関する前記情報が、更に、残高、出費、取引情報、ピン・トライ・カウ
ンター（ＰＴＣ）、アプリケーション取引カウンター（ＡＴＣ）、及び前記ユーザへのメ
ッセージを含む請求項１記載の電子情報カード。
【請求項４】
　前記メモリチップが、前記決済チップと前記取引端末の間の前記取引情報をリッスンし
て、対応する取引情報を選別して前記メモリチップのメモリ内に格納するよう構成される
請求項１記載の電子情報カード。
【請求項５】
　前記メモリチップが、前記タッチキーパッド及び前記ディスプレイ画面を管理するよう
構成される請求項１記載の電子情報カード。
【請求項６】
　前記タッチキーパッドによってナビゲートすることによって、口座残高のチェック、毎
月の出費のチェック、取引情報のチェック、オンライン取引の実行、及び資金振替の実行
を含む群から選択される金融サービスにアクセスするようメモリチップが構成されている
請求項１記載の電子情報カード。
【請求項７】
　前記決済チップがユーロペイ・マスターカード・ビザ（ＥＭＶ）・チップを含む請求項
１記載の電子情報カード。
【請求項８】
　前記ディスプレイ画面が、金融情報、取引情報、ワンタイムパスワード（ＯＴＰ）、及
びユーザへのメッセージを表示するよう構成される請求項１記載の電子情報カード。
【請求項９】
　前記ケースがプラスチックでできている請求項１記載の電子情報カード。
【請求項１０】
　携帯可能である請求項１記載の電子情報カード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子情報カード、より詳細には金融情報及びメッセージをユーザに提供でき
る改良型の電子情報カードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子決済カードは、金融取引を行うために人々によって広く使われている。これらのカ
ードは、インターネットによる購入を含む、金融取引及び購入を行うために便利に用いる
ことができるクレジットカード又はデビットカードでもよい。それらはユーザに都合がい
いだけでなくて、金融機関及び商店も、ユーザがこれらの決済カードで金融取引を行うの
を好む。大部分の既存のカードは、ユーザの預金口座と関連したパスワードのような情報
を格納するために、それらの裏側の磁気ストリップを使用する。これらのカードのいくつ
かは、パスワード及び取引情報を格納するために、集積回路チップ（ＩＣチップ）技術を
利用する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願第２０１１／００４７０３８号明細書
【特許文献２】米国特許第７５３３８２８号明細書
【特許文献３】米国特許第５８５７０７９号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらのカードの使用と関連する主要な問題は、決済、毎月の出費、及びオンライン取
引に関する情報を検索することの困難さである。現在、ユーザは、オンライン預金口座に
ログインすることによって、取引情報を検索するか、あるいは郵便、電子メール、又はテ
キストメッセージによって届けられる取引明細書を待たなければならない。現在の電子決
済カードは、金融情報及び非同期転送モード（ＡＴＭ）アプリケーションを単一カードに
組み込まない。
【０００５】
　２０１１年２月２４日にハレヴィ（Ｈａｌｅｖｉ）に権利が与えられた特許文献１は、
その所有者が信用取引を安全に行うことができるスマートクレジットカード装置を記載し
ている。このスマートクレジットカードは、ディスプレイ画面、永続データを装置に格納
するためのメモリ、間近に迫った特定の取引に関する一時データの固有の格納、店舗販売
時点情報管理によってクレジットカード会社とデータ通信を行うための無線トランシーバ
ー、所有者が取引を実行するために必須のデータを入力することを可能にするための入力
構成要素、カード装置の動作を制御するためのプロセッサ、及びＤＣ電力をカード装置に
供給するための電源を備える。しかしながら、スマートクレジットカード装置は、ユーザ
が取引毎に一時的コード番号を要求することを必要とする。更に、カードは、ユーザが必
要に応じていつでも参照するための貯金残高または出費のような取引情報を提供しない。
【０００６】
　２００９年５月１９日にオング（Ｏｎｇ）に交付された特許文献２において教示される
１つの従来技術は、端末局（ＴＳ）を経由してホストコンピュータに出入りするデータ及
び／又はデジタル情報の送信／受信を可能にする電子クレジットカード（ＥＣＣ）を開示
している。ＥＣＣは、ユーザ検証手段、固有の取引識別子を生成するための手段、ユーザ
の口座の詳細を格納するための手段、視覚情報を提供するディスプレイ装置、及びユーザ
に口座の詳細を提供するために取引局と通信するための手段を備える。取引局は、残高を
含む最新の金融情報をその情報ディスプレイ装置で提供する。ユーザ検証手段は、暗証番
号（ＰＩＮ）の入力のためのキーパッドを含む。電子クレジットカードはまた、入力／確
認ボタンと、電話を介して金融取引を始動させるために可聴音を提供するための音声変換
器とを含む。しかしながら、この電子クレジットカードは、カード発行会社からユーザへ
の販売促進のようなメッセージを提供することができない。更に、カードは、オンライン
取引を容易にするためのパスワードを提供する機能を有しない。
【０００７】
　１９９９年１月５日にクラウス（Ｃｌａｕｓ）に交付された特許文献３において教示さ
れる別の従来技術は、出費が生じる時の出費の分類ならびに取引の日付、支払先。及び金
額に関する情報の自動的な生成及び格納を可能にするスマートカードを開示している。こ
のスマートカードは、取引が取引アイデンティティによって生じるときに取引を記録して
、分類するために利用される。これらの取引アイデンティティは、事業又は個人分類、現
金、小切手、又はクレジットカードタイプの取引、及び出費カテゴリーである。このスマ
ートカードは、英数字ディスプレイならびにクラス、タイプ、及びカテゴリーを選択する
ためのキーボードを備えている。これらの項目はキーボード上の数字の入力により選択さ
れ、そして文字情報は、入力された数字に応答してこれらの項目を識別するために表示さ
れる。パーソナル・コンピュータのプログラムは、スマートカード読取り装置によるスマ
ートカードの文字情報に加えて、クラス、タイプ、及びカテゴリーを特定するために用い
られる。しかしながら、スマートカードは、ユーザにとって時間がかかることがありえる
スマートカードの情報を読込み及び書込みを行うために、スマートカード読取り装置を必
要とする。この種のカードは、オンライン取引を保護するために、ユーザにパスワードを
与える機能を有していない。
【０００８】
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　従って、広範囲にわたる金融サービス、例えば、預金残高、毎月の出費情報のチェック
をオフラインモードでユーザに指先のタッチで提供できる装置の必要性がある。この種の
必要とされる装置は、オンライン取引を行う間、強化されたセキュリティをユーザに提供
することが可能である。装置は、データをカードに読込み又は書込みを行うためのカード
読取り装置を必要としない。更に、この種のカードはカード発行会社からメッセージを受
け取ることができる。本発明はこれらの目的を達成する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、ユーザの預金口座に関する情報を検索するための電子情報カードである。電
子情報カードは、前面及び裏面を有するケースと、ケース内に設置されて、前面で有効に
アクセスできる決済チップと、ケース内に設置されるメモリチップと、前面の左下部分に
設置されるタッチキーパッドと、前面の右上部分に設置されるディスプレイ画面と、前面
の右下部分に設置される始動ボタンとを備える。ユーザがタッチキーパッドによってナビ
ゲートするときに、ディスプレイ画面は預金口座に関する情報を表示し、前記複数のタッ
チボタンが第１の機能及び第２の機能を含み、前記第１の機能は暗証番号を入力すること
を含み、前記第２の機能は預金口座に関するワンタイムパスワード（ＯＴＰ）を検索する
ことを含み、前記第１の機能により前記第２の機能にアクセスでき、前記ワンタイムパス
ワード（ＯＴＰ）が、前記電子情報カードを使用するオンライン取引に適用可能である。
                                                                                
【００１０】
　電子情報カードはクレジット／デビットカードでありえる。決済チップはユーザと取引
端末の間の取引を開始する。メモリチップは、決済チップと取引端末の間の取引をリッス
ンして、選別して、関連する取引情報をメモリに保存する。電子情報カードは、オフライ
ンで使用するときに始動ボタンでスイッチを入れることによって始動できる。メモリチッ
プによって、ユーザが、タッチキーパッドによってナビゲートすることによって、金融サ
ービス、例えば、口座残高のチェック、毎月の出費のチェック、取引情報のチェック、オ
ンライン取引の実行、及び資金振替の実行にアクセスすることができる。
【００１１】
　タッチキーパッドは複数のタッチボタンを含む。複数のタッチボタンの各々は、金融情
報、例えば、残高、出費、取引情報、ワンタイムパスワード（ＯＴＰ）、ピン・トライ・
カウンター（ＰＴＣ）、アプリケーション取引カウンター（ＡＴＣ）、及びメッセージを
ユーザへ提供することができる。メモリチップは、タッチキーパッド及びディスプレイ画
面を管理することができる。ディスプレイ画面は、金融情報、取引情報、ＯＴＰ、及びメ
ッセージをユーザに表示する。ユーザは、オンライン預金口座にアクセスしている間、ユ
ーザ名及びパスワードとともにディスプレイ画面に表示されるＯＴＰを使用することがで
きる。
【００１２】
　本発明は、ユーザの預金口座に関する情報を格納して、表示するための改良型の情報カ
ードを提供する。この種のカードは、オンライン取引を行うと共に、強化されたセキュリ
ティをユーザに提供する。更に、カードは携帯可能である。本発明の他の特徴及び利点は
、例証として、本発明の原理を例示する添付図面に関連してなされる以下のより詳細な説
明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】電子情報カードの絵画図である。
【図２】電子情報カードにより実行される取引の流れを例示する図面である。
【図３】電子情報カードの機能ブロック線図である。
【図４】電子情報カードを利用するユーザによって金融取引を実行する方法を例示するフ
ローチャートである。
【図５】電子情報カードを利用してオフラインモードでユーザの預金口座に関する金融情
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報を検索する方法を例示するオペレーショナル・フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、ユーザ（図示せず）の預金口座に関する情報を検索するための電子情報カード
１０の絵画図である。電子情報カード１０は、前面１４及び裏面（図示せず）を有するケ
ース１２と、ケース１２内に設置されて、前面１４で有効にアクセスできる決済チップ１
５と、ケース１２内に設置されるメモリチップ（図示せず）と、前面１４の左下部分１８
に設置されるタッチキーパッド１６と、前面１４の右上部分２２に設置されるディスプレ
イ画面２０と、前面１４の右下部分２６に設置される始動ボタン２４とを備える。ユーザ
がタッチキーパッド１６によってナビゲートするときに、ディスプレイ画面２０は預金口
座に関する情報を表示する。預金口座に関連する情報は、取引情報、金融情報、及びメッ
セージを含むことができる。
【００１５】
　電子情報カード１０はクレジット／デビットカードでありえる。電子情報カード１０は
、ユーザの預金口座と関連した暗証番号（ＰＩＮ）を使用してアクセスすることができる
。電子情報カード１０は、オフラインモードで使用しているときに、始動ボタンのスイッ
チを入れることによって始動することができる。メモリチップ（図示せず）によって、ユ
ーザが、タッチキーパッド１６によってナビゲートすることによって、金融サービス、例
えば、口座残高のチェック、毎月の出費のチェック、取引情報のチェック、オンライン取
引の実行、及び資金振替の実行にアクセスすることができる。タッチキーパッド１６は複
数のタッチボタン２８を含む。複数のタッチボタン２８は総計で１２であることがありえ
る。複数のタッチボタン２８は、「ＢＡＬ」ボタン（１）、「ＴＲＡＮＳ」ボタン（２）
、「ＥＸＰ」ボタン（３）、「ＭＳＧ」ボタン（４）、「ＯＴＰ」ボタン（６）、「ＰＴ
Ｃ」ボタン（７）、「ＡＴＣ」ボタン（８）、「Ｃ／ＭＯＤＥ」ボタン、「ＯＫ」ボタン
などのようなボタンを含む。「Ｃ／ＭＯＤＥ」ボタンは、選択ボタンとして作用する。「
Ｃ／ＭＯＤＥ」ボタンは、ユーザに複数のタッチボタン２８の各々により提供される少な
くとも１つの機能を選ぶことを促す。ユーザが「Ｃ／ＭＯＤＥ」ボタンを押すと、「ＳＥ
ＬＥＣＴ」メッセージがディスプレイ画面に表示される。ユーザは、３秒以内に複数のタ
ッチボタン２８の各々により提供される少なくとも１つの機能を選択することができる。
【００１６】
　「ＢＡＬ」ボタン（１）は、口座の現残高をチェックするために、ユーザにより操作さ
れる。「ＢＡＬ」ボタン（１）を押すことによって、「ＢＡＬ」メッセージが１秒間ディ
スプレイ画面２０に表示される。そして「ＢＡＬ」メッセージの後に、５秒間表示される
ことができる残高が続く。「ＴＲＡＮＳ」ボタン（２）は、電子情報カード１０により実
行される各取引の詳細を提供する。まず、 「ＴＲＡＮＳ」メッセージは、１秒間ディス
プレイ画面２０に出力される。それから、各取引は、取引番号、取引金額、購入日、及び
取引の種類によって１秒間表示され、そして取引の結果はディスプレイ画面２０に５秒間
表示される。ユーザは、「ＴＲＡＮＳ」ボタン（２）を使用して多くとも５つの取引の詳
細を検索することができる。経常取引の詳細をチェックした後に、ユーザは、次のフィー
ルドに行くために、「ＯＫ」のボタンを押すことができる。上の矢印３０は、ユーザが次
の取引へ行くことを可能にし、そして下の矢印３２は、ユーザが実行された前の取引をス
クロールすることを可能にする。
【００１７】
　「ＥＸＰ」ボタン（３）は、ユーザの毎月の出費を提供する。「ＥＸＰ」ボタン（３）
を選択することによって、その後に出費金額が続く「ＥＸＰ」メッセージは、電子情報カ
ード１０のディスプレイ画面に５秒間表示される。「ＭＳＧ」ボタン（４）は、電子情報
カード１０に含まれるメッセージをユーザ（図示せず）に提供する。メッセージは、ユー
ザによってカード発行会社から受け取ることが可能である。ユーザが「ＭＳＧ」ボタン（
４）を選択すると、メッセージ「ＭＳＧ」はディスプレイ画面２０に１秒間表示されるこ
とができて、メッセージはディスプレイ画面全体に２秒間スクロールされる。さもなけれ
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ば、メッセージ「ＮＯ　ＭＳＧ」がディスプレイ画面２０に５秒間出力される。メモリチ
ップ（図示せず）は、多くとも５つのメッセージをメモリに格納することができる。ユー
ザは、「ＯＫ」ボタンを押すことによって、次のメッセージを検索できる。ユーザは、上
の矢印３０を使用して次のメッセージにスクロールして、下の矢印３２を使用して前のメ
ッセージにスクロールすることもできる。
【００１８】
　「ＯＴＰ」ボタン（６）は、オンライン取引を実行するためにワンタイムパスワードを
検索するために、ユーザ（図示せず）により作動される。ＯＴＰは、ＰＩＮを電子情報カ
ード１０に入力した後に、ユーザに提供されることができる。ユーザは、オンライン取引
を行う間、ユーザ名及びパスワードとともにＯＴＰを使用することができる。ＯＴＰは６
つの数字でもよい。「ＰＴＣ」ボタン（７）はＰＩＮ取引カウンターを提供する。すなわ
ち、ユーザが間違ったＰＩＮをカードに入力した場合は、「ＰＴＣ」機能は、電子情報カ
ード１０がブロックされる前に誤ったＰＩＮが許される回数を示す。「ＰＴＣ」メッセー
ジは１秒間表示され、そして「金額」メッセージはディスプレイ画面２０に５秒間表示さ
れる。「ＡＴＣ」ボタン（８）は、アプリケーション取引カウンターをユーザに提供する
。アプリケーション取引カウンターは、電子情報カード１０により実行された取引の数を
示す。ＡＴＣはＯＴＰの生成ごとに１つだけ増加する。「ＡＴＣ」ボタンを選択すること
によって、「ＡＴＣ」メッセージはディスプレイ画面に１秒間表示され、そして「金額」
メッセージは５秒間表示される。ユーザがこれらの動作を実行する間にその他の機能を選
択したい場合、ユーザは「Ｃ／ＭＯＤＥ」ボタンを押して、所望の機能を選択することが
できる。要求された機能の各々を表示した後、メモリチップ（図示せず）はスリープ・モ
ードになって、それによってオフラインモードで電子情報カード１０により実行される機
能を終了できる。ユーザが上記の特筆された機能のいずれかを実行したい場合、ユーザは
、始動ボタン２４を押すことによって電子情報カード１０を再び始動させなければならな
いことがありえる。
【００１９】
　図２は、電子情報カード１０により実行される取引３４の流れを例示する図面である。
電子情報カード１０が取引端末３６において用いられるたびに、取引許可要求は取引端末
３６によってアクワイアラ３８に送信される。取引端末３６は、非同期転送モード（ＡＴ
Ｍ）端末及び店頭（ＰＯＳ）端末から成るグループから選択することができる。アクワイ
アラ３８は、小売商、販売アクワイアラ、又は端末ドライバでもよい。決済チップ１５は
ユーザと取引端末３６の間で取引を開始する。決済チップ１５はユーロペイ・マスターカ
ード（登録商標）・ビザ（登録商標）・チップでもよい。取引許可要求は、その場合、ア
クワイアラ３８からカードネットワーク４０を経由して発行者４２へ送られる。発行者４
２は要求を受け取って、許可応答メッセージの一部としてＥＭＶスクリプトを送ることに
よって取引端末３６へ返答する。発行者４２は、電子情報カード１０をユーザに発行する
金融機関でありえる。許可応答メッセージのＥＭＶスクリプトは、それから、取引端末３
６によって受け取られて、実行され、取引端末３６は、関連した情報を電子情報カード１
０のメモリチップ（図示せず）にアップロードする。電子情報カード１０がオンラインで
許可されるたびに、標準ＥＭＶチップ技術は情報を更新するために用いられる。
【００２０】
　図３は、電子情報カード１０の機能ブロック線図である。ユーザは、電子情報カード１
０を取引端末３６に挿入することができる。決済チップ１５は、ユーザ（図示せず）と取
引端末３６の間で取引を開始する。メモリチップ４６は、それから、決済チップ１５と取
引端末３６の間の取引をリッスンして、選別して、関連した取引情報をメモリに保存する
。メモリチップ４６は、タッチキーパッド１６及びディスプレイ画面２０を管理すること
もできる。
【００２１】
　メモリチップ４６は、ユーザの預金口座に関する情報を格納するように構成される。情
報は、タッチキーパッド１６によってナビゲートすることによって、いつでもユーザが利



(7) JP 6357417 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

用することができる。メモリチップ４６によって、ユーザが、タッチキーパッド１６によ
ってナビゲートすることによって、口座残高のチェック、毎月の出費のチェック、取引情
報のチェック、オンライン取引の実行、及び資金振替の実行から成る群から選択される金
融サービスにアクセスすることができる。メモリチップ４６は、電子情報カード１０の電
池４８を充電するようにも構成される。ディスプレイ画面２０は、金融情報、取引情報、
ＯＴＰ、及びメッセージをユーザに表示することができる。ディスプレイ画面２０は、高
コントラスト数値液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）画面でありえる。
【００２２】
　電子情報カード１０は、サイズが標準的なクレジット／デビットカードと類似している
。電子情報カード１０のケース１２は、プラスチックでできていることがありえる。電子
情報カード１０は、オンライン取引をする間、強化されたセキュリティをユーザに提供す
る。ユーザは、オンライン預金口座にアクセスするときに、ユーザ名及びパスワードとと
もにディスプレイ画面に表示されるＯＴＰを使用することができる。パスワードが脆弱化
した場合であっても、電子情報カード１０はユーザを無事に保つ。ＯＴＰが常に変化する
ので、預金口座にアクセスしようとしている誰でも、電子情報カード１０を物理的に所有
している必要がある。カードを紛失した場合であっても、ユーザ名及びパスワードがアク
セスのために依然として必要とされるので、ユーザは依然として保護されている。電子情
報カード１０はまた、ユーザフレンドリーで且つ携帯可能であり、ユーザの財布に容易に
ぴったり収まる。セキュリティ及び便宜の向上したレベルによって、ユーザが、指先のタ
ッチで、広範囲にわたる金融サービス、例えば、彼らの口座残高のチェック、オンライン
取引の実行、及び予め指定されない口座への転送にアクセスすることができる。コンテキ
スト固有のアラート及びマーケティング・メッセージは、カード発行会社からユーザに非
常に費用対効果が高い状態で、且つ容易に届けられることが可能である。
【００２３】
　図４を参照すると、電子情報カード１０を使用してユーザによって金融取引を実行する
方法を例示するフローチャートが例示されている。最初に、電子情報カードは、ブロック
５０で示されるようにユーザに提供される。電子情報カードは、それから、ブロック５２
に示すように取引端末に挿入される。取引端末と電子情報カードの決済チップの間の金融
取引は、それから、ブロック５４に示すように開始される。金融取引は、それから、ブロ
ック５６に示すようにユーザにより実行される。メモリチップは、その時、ブロック５８
に示すように金融取引をリッスンすることができる。ブロック６０に示すように、金融取
引はメモリチップによって選別される。金融取引は、それから、ブロック６２に示すよう
にメモリチップのメモリに格納される。金融取引は、それから、ブロック６４に示すよう
に、ユーザによって取引端末から電子情報カードを取り外すことにより終了する。
【００２４】
　図５は、オフラインモードで電子情報カード１０を使用してユーザの預金口座に関する
金融情報を検索する方法を例示するオペレーショナル・フローチャートである。電子情報
カード１０は、ブロック６６に示すように、ユーザによって始動ボタンのスイッチを入れ
ることによって始動する。タッチキーパッドの複数のボタンにより提供される少なくとも
１つの機能は、それから、ブロック６８に示すようにユーザにより選択される。必要な情
報は、それから、ブロック７０に示すように、ユーザによってタッチキーパッドによって
ナビゲートすることにより検索される。ブロック７２に示すように、要求された情報は電
子情報カードのディスプレイ画面に表示される。
【００２５】
　本発明の特定の形が例示されて、説明されたが、さまざまな変更態様が本発明の精神と
範囲から逸脱することなく行われ得ることは明らかである。例えば、タッチキーパッド１
６、ディスプレイ画面２０、及び始動ボタン２４は、より良好な外観を電子情報カード１
０に提供するように前面１４のどこにでも設置することができる。同様に、電子情報カー
ド１０は、強化されたセキュリティをユーザに提供するために電子署名機能を更に含むこ
とができる。したがって、本発明が添付の請求の範囲による場合を除いて制限されること
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【図１】

【図２】
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