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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスであって、
　他の電子デバイスと、金融トランザクションを実行するように構成されている支払アプ
レットを有するセキュアエレメントであって、前記支払アプレットはグローバル認証完了
フラグをサポートする、セキュアエレメントと、
　１つ以上の暗号化鍵を使用して、前記セキュアエレメントとセキュアに通信するように
構成された、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサに結合したプロセッサと、
　を備え、前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサは、前記電子デバイスに固有の
ローカル認証情報を、記憶された認証情報と比較し、前記比較が一致を満たすことを決定
し、前記セキュアエレメントに認証完了インジケータを提供するように構成されており、
　前記セキュアエレメントは、
　　少なくとも前記認証完了インジケータに基づいて、前記支払アプレットを含む１つ以
上の支払アプレットを有効にするグローバル認証完了フラグを設定し、　
　  前記有効にされた１つ以上の支払アプレットのうちの前記支払アプレットからローカ
ル検証情報を要求し、前記支払アプレットが、更なる検証なしに、予め決められた値段を
超える金融トランザクションを実行することを可能にする、電子デバイス。
【請求項２】
　前記電子デバイスが、
　アンテナと、
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　前記アンテナ、前記セキュアエレメント及び前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセ
ッサに結合されたインタフェース回路であって、前記他の電子デバイスと通信するように
構成されたインタフェース回路と、
　を更に備え、無線通信を介して、前記金融トランザクションが実行される、請求項１に
記載の電子デバイス。
【請求項３】
　前記電子デバイスは前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサと結合した生体セン
サを更に含み、
　前記ローカル認証情報は、前記生体センサによって取得された、生体識別子を含む、請
求項１に記載の電子デバイス。
【請求項４】
　前記ローカル認証情報は、前記電子デバイスの少なくともいくつかの機能を、ロック解
除するためのパスコードを含む、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項５】
　前記他の電子デバイスが、前記予め決められた値段を提供するＰＯＳ端末を含む、請求
項１に記載の電子デバイス。
【請求項６】
　前記セキュアエレメントは、認証アプレットを更に含み、
　前記認証アプレットは、共有可能なインタフェースオブジェクトを介して、前記ローカ
ル検証情報を、前記支払アプレットに通信するように構成されている、請求項１に記載の
電子デバイス。
【請求項７】
　前記セキュアエレメントが、暗号化鍵を使用して、前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅ
プロセッサから受信した暗号化されたトークンを復号化するように構成されており、
　前記トークンは、前記認証完了インジケータを含む、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項８】
　前記ローカル検証情報が、前記金融トランザクションの開始前に提供される、請求項１
に記載の電子デバイス。
【請求項９】
　コンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは、電子装置に検証を
行うための方法を実行させるものであり、前記方法は、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプ
ロセッサを介して、
　前記電子デバイスに固有のローカル認証情報を受信し、
　前記電子デバイスのプロセッサで、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを使用し
て、前記ローカル認証情報及び記憶された認証情報が一致を満たすことを決定し、
　前記電子デバイスのセキュアエレメントに認証完了インジケータを提供し、
　前記電子デバイスのセキュアエレメントを介して、前記方法は更に、
　　少なくとも前記認証完了インジケータに基づいて、前記支払アプレットを含む１つ以
上の支払アプレットを有効にするグローバル認証完了フラグを設定し、
　　前記有効にされた支払アプレットからの確認を受信し、前記セキュアエレメントの支
払アプレットが、更に検証を行わず、予め決められた値段を超える金融トランザクション
を実行させることを可能とする、ことを含む、コンピュータプログラム。
【請求項１０】
　前記電子デバイスのセキュアエレメントを使用して、前記方法は更に、
　ＰＯＳ端末を含む他の電子デバイスと通信することを含み、
　前記ＰＯＳ端末との前記通信は、近距離無線通信を介し、
　前記金融トランザクションは、前記ＰＯＳ端末に隣接して、前記電子デバイスを配置す
ることで開始される、請求項９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記ローカル認証情報は、生体識別子を含む、請求項９に記載のコンピュータプログラ
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ム。
【請求項１２】
　前記ローカル認証情報が、前記電子デバイスの少なくともいくつかの機能をロック解除
するためのパスコードを含む、請求項９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記セキュアエレメントを介して、前記方法は更に、
　共有可能なインタフェースオブジェクトを介して、前記支払アプレットに、前記ローカ
ル検証情報を通信することを含む、請求項９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記セキュアエレメントを介して、前記方法は更に、暗号化鍵を使用して、前記ｓｅｃ
ｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサから受信した暗号化されたトークンを復号化すること
を含み、
　前記トークンは、前記認証完了インジケータを含む、請求項９に記載のコンピュータプ
ログラム。
【請求項１５】
　前記電子デバイスが、前記他の電子デバイスに隣接して単一回配置されれば、前記金融
トランザクションが実行される、請求項９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサが前記ローカル認証
情報を比較する前に、
　前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介して、前記セキュアエレメントに、
アクティブ化コマンドであって、前記支払アプレットが、前記アクティブ化コマンドを受
信した後に、少なくとも前記ローカル検証情報に基づいて、前記金融トランザクションを
実行する、アクティブ化コマンドを提供し、
　前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介して、前記セキュアエレメントから
アクティブ化応答を受信し、
　前記アクティブ化応答に基づいて、前記ローカル認証情報を要求する
　命令を更に含む、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項１７】
　前記方法が、前記ローカル認証情報を受信する前に、
　前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介して、前記支払アプレットに、アク
ティブ化コマンドであって、前記支払アプレットが、前記アクティブ化コマンドを受信し
た後に、前記ローカル検証情報に基づいて、前記金融トランザクションを実行する、アク
ティブ化コマンドを提供し、
　前記前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介して、前記支払アプレットから
アクティブ化応答を受信し、
　前記アクティブ化応答に基づいて、前記ローカル認証情報を要求する、
　ことを更に含む、請求項９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　電子デバイスの検証を実行するためのコンピュータによって実行される方法であって、
前記コンピュータによって実行される方法は、前記電子デバイスのプロセッサ中のｓｅｃ
ｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを使用して、
　前記電子デバイスに固有のローカル認証情報の受信することと、
　前記ローカル認証情報を、記憶された認証情報と比較することと、
　前記比較が一致を満たすことを決定することと、
　前記電子デバイスのセキュアエレメントに、前記電子デバイスに認証完了インジケータ
を提供することと、
　前記電子デバイスのセキュアエレメントを使用して、
　　少なくとも前記認証完了インジケータに基づいて、前記支払アプレットを含む１つ以
上の支払アプレットを有効にする前記グローバル認証完了フラグを設定し、
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　　前記有効にされた１つ以上の支払アプレットのうちの前記支払アプレットからローカ
ル検証情報を要求し、前記セキュアエレメントの支払アプレットが、更なる検証なしに、
予め決められた値段を超える金融トランザクションを実行させることを可能とする、
　ことを含む、方法。
【請求項１９】
　前記電子デバイス中の前記プロセッサを使用して、前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅ
プロセッサが前記ローカル認証情報を受信する前に、
　前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介して、前記セキュアエレメントに、
アクティブ化コマンドであって、前記支払アプレットが、前記アクティブ化コマンドを受
信した後に、少なくとも前記ローカル検証情報に基づいて、前記金融トランザクションを
実行するように構成された、アクティブ化コマンドを提供することと、
　前記ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介して、前記セキュアエレメントから
、アクティブ化応答を受信することと、
　前記アクティブ化応答に基づいた前記ローカル認証情報を要求することと、
　を更に含む請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明者　Ａｈｍｅｒ　Ａ．Ｋｈａｎ
　ここに記載された実施例は、電子デバイスによって無線通信を介して実行した金融トラ
ンザクションを検証するための技術に関する。
〔関連技術に関する説明〕
【０００２】
　多くの最新の電子デバイスは、他の電子デバイスと無線通信するために用いられるネッ
トワークサブシステムを含む。例えば、これらの電子デバイスは、セルラーネットワーク
インタフェース（ＵＭＴＳ、ＬＴＥ（登録商標）等）、無線ローカルエリアネットワーク
インタフェース（例えば、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ））８０２．１１規格又は、Ｋｉ
ｒｋｌａｎｄ，ＷａｓｈｉｎｇｔｏｎのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ分科会からのＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）に記述されているものなどの無線ネットワーク）、及び／又は、別の種
類の無線インタフェース（近距離無線通信インタフェース）を含むことができる。これら
の電子デバイスの人気及び、この無線通信機能によって提供される利便性のために、金融
トランザクションを実行するのに電子デバイスを用いることに関心が高まっている。例え
ば、携帯電話上で実行される、いわゆる「デジタル財布」アプリケーションを、ＰＯＳ端
末での購入の支払のために、使用し得る。
【０００３】
　しかしながら、金融トランザクションを実行するため無線通信を使用することに、セキ
ュリティ上の懸念が残る。例えば、多くの金融機関（銀行及びクレジットカード会社など
）は、ユーザが金融トランザクションを完了する前に、ある形式のユーザの身元を確認す
る認証（署名又は個人識別番号など）のを提供することを要求する。しかしながら、電子
デバイス内及び電子デバイス間の通信中に、この認証情報を通信するために、セキュアな
エンドツーエンドシステムを提供することが、課題である。更に、無線通信経由で金融ト
ランザクションを実行する際に認証情報を通信するための多くの既存のアプローチは面倒
（ユーザに同じ操作を複数回繰り返すことを要求するなど）であり、その結果ユーザエク
スペリエンスを低下し得る。したがって、セキュリティの課題は、金融トランザクション
を実行するための電子デバイスの使用を制限し続け、このようにして、関連する商業活動
を制約する。
【発明の概要】
【０００４】
　記載されている実施形態は電子デバイスに関する。この電子デバイスは、別の電子デバ
イスと金融トランザクションを実行する支払アプレットを有するセキュアエレメント、及
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び、１つ以上の暗号化鍵を使用してセキュアエレメントとセキュアに通信する、ｓｅｃｕ
ｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを有するプロセッサ、を含む。更に、そのプロセッサは
、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを使用して記憶された認証情報と電子デバイ
スに固有のローカル認証情報を比較し、ローカル認証情報と記憶された認証情報の一致が
得られる場合に、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介してセキュアエレメント
にローカル検証情報を提供する。このローカル検証情報により、更なる検証なしに、支払
アプレットは、ある金額を超える金融トランザクションを実行することを可能とする。
【０００５】
　いくつかの実施形態では、金融トランザクションの開始前に、ローカル検証情報が提供
される。
【０００６】
　セキュアエレメントの環境（オペレーティングシステムなど）で、支払アプレットが実
行可能であることに留意されたい。
【０００７】
　更に、電子デバイスは、アンテナ、及び、その他の電子デバイスと通信するインタフェ
ース回路、を含むことができ、無線通信を介して金融トランザクションが実行される。例
えば、電子デバイスは、近距離無線通信を介して他の電子デバイスと通信可能であり、他
の電子デバイスに隣接して電子デバイスを配置することによって、金融トランザクション
を開始できる。いくつかの実施形態では、他の電子デバイスには金額を提供するＰＯＳ端
末が含まれる。加えて、電子デバイスが、他の子デバイスに隣接して単一回配置されれば
、金融トランザクションを実行することができる。
【０００８】
　更に、電子デバイスは、生体センサを含めることができ、ローカル認証情報は、その生
体センサによって取得された生体識別子を含み得る。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、ローカル認証情報は、電子デバイスの少なくともいくつかの
機能をロック解除するためのパスコードを含む。
【００１０】
　加えて、セキュアエレメントは、共有インタフェースオブジェクトを介して、支払アプ
レットにローカル検証情報を通信する認証アプレットを含み得る。この認証アプレットは
、暗号化鍵を使ってｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサから受信した暗号化された
トークンを復号化でき、そしてそのトークンがローカル検証インジケータを含み得る。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、検証を実行するためにプロセッサによって
実行される、プログラムモジュールを記憶するメモリを含む。特に、プログラムモジュー
ルが上記の動作の少なくともいくつかのための命令を含めることができる。これら動作は
、ローカル認証情報を受信すること、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを使用し
て、記憶された認証情報と、ローカル認証情報を比較すること、及び、ローカル認証情報
と記憶された認証情報との間に一致が得られる場合、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロ
セッサ及びインタフェース回路を介して、セキュアエレメントにローカル検証情報を提供
することなどである。更に、プログラムモジュールは次の命令を含めることができる。ロ
ーカル認証情報を受信する命令の前に、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ及び／
又はインタフェース回路を介して、支払アプレットに、アクティブ化コマンドであって、
そのアクティブ化コマンドを受けた後に、そのローカル検証情報に基づいて、支払アプレ
ットが金融トランザクションを行うことができる、アクティブ化コマンドを提供し、イン
タフェース回路、及び／又は、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介して、支払
アプレットからアクティブ化応答を受信し、アクティブ化応答に基づいたローカル認証情
報を要求する命令である。更に、プログラムモジュールは、電子デバイスが他の電子デバ
イスに隣接していることを示す情報を受信した後、金融トランザクションを実行する命令
を含み得る。
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【００１２】
　別の実施形態は、電子デバイスと共に使用されるコンピュータプログラム製品を提供す
る。このコンピュータプログラム製品は、電子デバイスによって実行される、動作の少な
くともいくつかのため命令を含む。
【００１３】
　別の実施形態では、電子デバイスのプロセッサによって実行され得る、検証の実行方法
を提供する。その方法の実行中、電子デバイスは、上記の動作の少なくともいくつかを実
行できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の実施形態に係る、金融トランザクションの間、無線で通信している電子
デバイスを示すブロック図である。
【図２】本開示の実施形態に係る、図１の電子デバイスの１つを示すブロック図である。
【図３】本開示の実施形態に係る、図２の電子デバイスのセキュアエレメントを示すブロ
ック図である。
【図４】本開示の実施形態に係る、図１における電子デバイスの１つを用いて、認証を行
う方法を示すフロー図である。
【図５】本開示の実施形態に係る、図１の電子デバイスの１つの内部、及び、図１の電子
デバイス間の通信を示す図である。
【図６】本開示の実施形態に係る、図１における電子デバイスの１つで用いる検証を実行
する方法を示すフロー図である。
【図７】本開示の実施形態に係る、図１の電子デバイスの１つの内部、及び、図１の電子
デバイス間の通信を示す図である。
【００１５】
　同様の参照番号は、図面全体を通して対応する部分を指すことに留意されたい。更には
、同じ部分の複数の実例は、ダッシュによって実例番号から分離される、共通の接頭部に
よって指定される。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　電子デバイス（スマートフォンなど）と別の電子デバイス（ＰＯＳ端末など）との間で
、無線通信によって高額の金融トランザクションの実行を容易にするようにユーザを検証
するために、電子デバイスは、その高額の金融トランザクションの開始の前にユーザを認
証することができる。特に、受信した電子デバイスに固有のローカル認証情報（ユーザの
生体識別子など）が、記憶された認証情報に一致するときに、プロセッサ内のｓｅｃｕｒ
ｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサが、電子デバイスのセキュアエレメントに、電子デバイス
に固有のローカル検証情報を提供し得る。更に、セキュアエレメントの認証アプレットが
、セキュアエレメントのアクティブ化した支払アプレットにローカル検証情報を提供し得
る。これが、近距離無線通信などの無線通信経由で、支払アプレットが、高額の金融トラ
ンザクションを実行するのを可能にする。
【００１７】
　例えば、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　ｏｆ
　Ｋｉｒｋｌａｎｄ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎから）、及び／又は、近距離無線通信規格又
は仕様（Ｗａｋｅｆｉｅｌｄ，ＭａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓのＮＦＣフォーラムから）な
どの別のタイプの無線インタフェース、などの通信プロトコルに従って、電子デバイス及
び他の電子デバイスの無線機によって、送信及び受信されるパケットを搬送することによ
って、電子デバイスと他の電子デバイスとの間で、金融トランザクションが実行され得る
。以下の説明では、近距離無線通信が説明のための例として用いられる。
【００１８】
　電子デバイスと他の電子デバイスとの間の通信が図１に示され、金融トランザクション
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の間、無線で通信をしている電子デバイス１１０及び１１２を説明する、ブロック図を示
す。特に、これらの電子デバイスは金融トランザクション中に無線で通信できる。例えば
、ユーザが電子デバイス１１０（携帯電話など）を、電子デバイス１１２（ＰＯＳ端末な
ど）に隣接して配置するとき、金融トランザクションが開始できる。隣接とは、電子デバ
イス１１０と１１２との間の物理的な接触（電子デバイス１１２の上に電子デバイス１１
０を触れる、又は、タップするなど）を含み得る、又は、非接触（例えば、数インチ以内
から１フィート以内で、電子デバイス１１０が、電子デバイス１１２のアンテナの放射パ
ターン内にあるなど）が可能であることを留意されたい。この無線通信は、無線周波数識
別通信プロトコルを使用できる。こうして、無線通信は、電子デバイス１１０と１１２と
の間に確立されている接続を伴っても、伴わなくてもよく、したがって、無線ネットワー
ク（携帯電話ネットワークなど）を介しての通信を伴っても、伴わなくてもよい。
【００１９】
　電子デバイス１１０が、電子デバイス１１２に隣接していることの検出に応答して、電
子デバイス１１２は、金融トランザクションに関する情報（購入商品、金額、金融トラン
ザクションを実施するために検証が必要な金融閾値など）を提供し得る。加えて、電子デ
バイス１１２は、電子デバイス１１０から支払情報（クレジットカード若しくはデビット
カードのデータ又は情報及び、より一般的には、金融手段に関連する情報など）を要求す
ることができる。この要求を受信したとき、電子デバイス１１０は支払情報を提供し得る
。この往復のハンドシェークは、金融トランザクションが完了するまで続け得る。
【００２０】
　電子デバイス１１０と１１２との間の無線通信は、金融トランザクション、支払情報な
どについての情報を含むパケットの交換を伴い得る。これらのパケットは、１つ以上の無
線チャネル内のフレームに含まれ得る。
【００２１】
　以下において図２を参照して更に説明されるように、電子デバイス１１０及び１１２は
、ネットワークサブシステム、メモリサブシステム、プロセッササブシステム及びセキュ
アサブシステムなどの、サブシステムを含み得る。加えて、電子デバイス１１０及び１１
２はネットワークサブシステム内に無線機１１４を含み得る。より一般的には、電子デバ
イス１１０及び１１２は、電子デバイス１１０及び１１２が別の電子デバイスと無線通信
することを可能にするネットワークサブシステムを有する任意の電子デバイスを含み得る
（又はそれらの内部に含まれ得る）。これは、電子デバイスが初期接触を行うことを可能
にするために、無線チャネル上でフレームを伝送すること、並びにそれに続き、後続のデ
ータ／管理フレーム（接続の確立のための接続要求など）を交換すること、セキュリティ
オプション（例えば、ＩＰＳＥＣ）を構成すること、パケット若しくはフレームを伝送及
び受信すること、等を含むことができる。
【００２２】
　図１において見ることができるように、無線信号１１６（ぎざぎざの線によって表現さ
れている）が電子デバイス１１０内の無線機１１４－１から伝送される。これらの無線信
号１１６は電子デバイス１１２内の無線機１１４－２によって受信される。
【００２３】
　記述される実施形態では、電子デバイス１１０及び１１２のいずれかにおける、パケッ
ト又はフレームの処理は、パケット又はフレームでの無線信号１１６の受信することと、
パケット又はフレームを取得するために、受信した無線信号１１６から、パケット又はフ
レームの復号／抽出することと、パケット又はフレームに含まれている情報（金融トラン
ザクション、支払情報などについての情報など）を確定するために、パケット又はフレー
ムを処理することと、を含む。
【００２４】
　本発明者らは、一例として図１に示される環境について説明しているが、代替実施形態
では、異なる数又は種類の電子デバイスが存在してもよい。例えば、一部の実施形態は、
より多くの電子デバイス、又はより少ない電子デバイスを含む。別の例として、別の実施
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形態では、異なる電子デバイスがパケット若しくはフレームを伝送及び／又は受信してい
る。
【００２５】
　次に、本発明者らは電子デバイスの諸実施形態について説明する。図２は、電子デバイ
ス１１０を示すブロック図を提示する。この電子デバイスは、処理サブシステム２１０、
メモリサブシステム２１２、ネットワークサブシステム２１４、認証サブシステム２１６
、及びセキュアサブシステム２１８を含む。処理サブシステム２１０は、計算動作を実行
するように構成される１つ以上のデバイスを含む。例えば、処理サブシステム２１０は、
１つ以上のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、マイクロコントロ
ーラ、プログラム可能ロジックデバイス、及び／又は１つ以上のデジタル信号プロセッサ
（ＤＳＰ）を含み得る。
【００２６】
　更に、処理サブシステム２１０は、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０（
処理サブシステム２１０の中で、１つ以上のプロセッサ内のシステムオンチップ）を含め
ることができ、それは、処理サブシステム２１０で、他のコンポーネント用のセキュリテ
ィサービスを実行し、電子デバイス１１０で他のサブシステムとセキュアに通信する。ｓ
ｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０は、１つ以上のプロセッサ、セキュアブー
トＲＯＭ、１つ以上のセキュリティ周辺機器、及び／又は、その他のコンポーネントを含
み得る。セキュリティ周辺機器は、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０によ
って実行されるセキュアサービス中で支援するように構成されたハードウェアを含み得る
。例えば、セキュリティ周辺機器は、様々な認証方式を実行する認証ハードウェア、暗号
化を実行するように構成された暗号化ハードウェア、その他のコンポーネントにセキュア
インタフェース上で通信するように構成されたセキュアインタフェースコントローラ、及
び／又は、その他のコンポーネントを含み得る。いくつかの実施形態では、ｓｅｃｕｒｅ
　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０によって実行可能な命令が、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌ
ａｖｅプロセッサ２２０に割り当てられたメモリサブシステム２１２の信頼ゾーンに記憶
され、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０が、実行のために、信頼ゾーンか
ら命令をフェッチする。ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０は、注意深く制
御されたインタフェースを除いた、処理サブシステム２１０の残りの部分から隔離され得
、こうして、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０及びそのコンポーネントに
対して、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅを形成している。ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅ
プロセッサ２２０へのインタフェースが注意深く制御されているため、ｓｅｃｕｒｅ　ｅ
ｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０（プロセッサ又はセキュアブートＲＯＭなど）内のコンポ
ーネントへの直接アクセスを防ぎ得る。いくつかの実施形態では、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃ
ｌａｖｅプロセッサ２２０は、認証サブシステム２１６と通信された認証情報を、暗号化
及び／又は復号化し、セキュアサブシステム２１８と通信された情報（トークンなど）を
、暗号化及び／又は復号化する。更に、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０
は、記憶された認証と、認証情報を比較でき、一致が得られる場合は、セキュアエレメン
ト２３０に、認証完了インジケータを伴った暗号化トークンを提供できる。
【００２７】
　メモリサブシステム２１２は、処理サブシステム２１０、ネットワークサブシステム２
１４、認証サブシステム２１６、及び／若しくは、セキュアサブシステム２１８のための
データ並びに／又は命令を記憶するための１つ以上のデバイスを含む。例えば、メモリサ
ブシステム２１２は、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、スタティック
ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、及び／又は他のタイプのメモリを含み得る。いく
つかの実施形態では、メモリサブシステム２１２内の処理サブシステム２１０のための命
令は、処理サブシステム２１０によって実行され得る、１つ以上のプログラムモジュール
又は命令のセット（プログラムモジュール２４６、例えば、デジタル財布、パスブック、
及び／又は、モバイル支払アプリケーションなど）を含む。１つ以上のコンピュータプロ
グラムは、コンピュータプログラム機構を構成することができることに留意されたい。更
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に、メモリサブシステム２１２内の様々なモジュール内の命令は、高水準手続き型言語、
オブジェクト指向プログラム言語、及び／又はアセンブリ若しくは機械言語で実施するこ
とができる。更に、プログラムミング言語は、コンパイル又は解釈実行され得る、例えば
、処理サブシステム２１０によって実行されるように構成可能か又は構成されている（こ
れらは本記載において入れ替え得る）。
【００２８】
　加えて、メモリサブシステム２１２は、メモリへのアクセスを制御するための機構を含
み得る。いくつかの実施形態では、メモリサブシステム２１２は、電子デバイス１１０内
のメモリに結合される、１つ以上のキャッシュを備えるメモリ階層を含む。いくつかのこ
れらの実施形態では、１つ以上のキャッシュが、処理サブシステム２１０内に配置される
。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、メモリサブシステム２１２は、１つ以上の大容量の大記憶デ
バイス（図示されない）に結合される。例えば、メモリサブシステム２１２は、磁気若し
くは光学ドライブ、ソリッドステートドライブ、又は別のタイプの大記憶デバイスに結合
され得る。これらの実施形態では、メモリサブシステム２１２は、頻繁に使用されるデー
タ用の高速アクセス記憶装置として、電子デバイス１１０によって使用することができる
が、その一方で、大記憶デバイスは、使用頻度の低いデータを記憶するために使用される
。
【００３０】
　ネットワークサブシステム２１４は、インタフェース回路２２２（近距離無線通信回路
など）及びアンテナ２２４を含む、有線及び／又は無線ネットワークに結合し、その上で
通信するように（すなわち、ネットワーク動作を実行するように）構成される１つ以上の
デバイスを含む。例えば、ネットワークサブシステム２１４は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈネッ
トワークシステム、セルラーネットワークシステム（例えば、ＵＭＴＳ、ＬＴＥなどの５
Ｇ／４Ｇネットワーク）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ネットワークシステム、
ＩＥＥＥ８０２．１１に記述されている規格に基づくネットワークシステム（例えば、Ｗ
ｉ－Ｆｉ（登録商標）ネットワークシステム）、イーサネット（登録商標）ネットワーク
システム、及び／又は、別の通信システム（近距離無線通信回路など）を含み得る。
【００３１】
　ネットワークサブシステム２１４は、プロセッサ、コントローラ、無線機／アンテナ、
ソケット／プラグ、及び／又は、サポートされている各ネットワーク若しくは通信システ
ムに結合し、そのシステム上で通信し、そのシステムに関するデータ及びイベントを処理
するために使用される、他のデバイスを含む。それぞれのネットワークシステムのための
、ネットワークに結合し、その上で通信し、その上のデータ及びイベントを処理するため
に用いられる機構は、時として、まとめて、ネットワークシステムのための「ネットワー
クインタフェース」と呼ばれることに留意されたい。更に、いくつかの実施形態では、電
子デバイス間の「ネットワーク」は、まだ存在しない。それゆえ、電子デバイス１１０は
、電子デバイス１１０と１１２との間の単純な無線通信を実行する（例えば、広告フレー
ムを送信する）ために、及び／又は前述のように、近距離無線通信のために、ネットワー
クサブシステム２１４内の機構を使用することができる。
【００３２】
　認証サブシステム２１６は、１つ以上のプロセッサ、コントローラ、及び、電子デバイ
ス１１０のユーザから認証情報を受信するため、及び、プロセッササブシステム２１０に
この認証情報を（認証情報を暗号化するなどによって）。セキュアに通信するための、デ
バイスを含めることができる。例えば、認証情報は、生体センサ２２６（指紋センサ、網
膜センサ、パームセンサ、署名識別センサなど）から取得した生体識別子と、ユーザイン
タフェースデバイス２２８（キーパッド、タッチセンサ式ディスプレイ、光学式文字認識
、及び／又は音声認識など）を用いて受信した、支払アプレット２３６の１つに関連付け
られた、個人識別番号（ＰＩＮ）と、ユーザインタフェースデバイス２２８を使用して受
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信された、電子デバイス１１０の少なくともいくつかの機能をロック解除するためのパス
コードと、を含み得る。
【００３３】
　更に、セキュアサブシステム２１８は、１つ以上のプロセッサ及びメモリを含む、セキ
ュアエレメント２３０を含み得る。セキュアエレメント２３０は、セキュリティ、機密性
、及び様々なビジネスモデルをサポートするために必要な複数のアプリケーション環境を
提供する電子デバイス１１０で使用される耐タンパー性コンポーネントであり得ることに
、留意されたい。セキュアエレメント２３０は、１つ以上の様々なフォームファクター、
例えば、ユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）、（電子デバイス１１０中の回路基板
上に）組み込みセキュアエレメント、スマートセキュアデジタル（ＳＤ）カード、スマー
トマイクロＳＤカードなど、の中に存在し得る。
【００３４】
　更に、セキュアエレメント２３０は、セキュアエレメント２３０の環境で（セキュアエ
レメント２３０のペレーティングシステムで、及び／又は、セキュアエレメント２３０で
実行するＪａｖａ（登録商標）ランタイム環境で）実行する１つ以上のアプレット若しく
はアプリケーションを含めることができる。例えば、１つ以上のアプレットは、認証アプ
レット２３２を含めることができ、認証アプレット２３２は非接触型のレジストリサービ
スを実行し、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０と通信されたパケット又は
トークンを暗号化／復号化し、セキュアエレメント２３０のオペレーティングシステムで
、１つ以上のソフトウェアフラグ（認証完了フラグ２３４など）をセットし、及び／又は
、共有可能なインタフェースオブジェクトを介して、１つ以上の支払アプレット２３６に
情報を伝達する。（今の議論で説明例として共有可能なインタフェースオブジェクトを使
用される一方、他の実施形態では、異なるメカニズム、例えば、グローバルサービス、リ
モートメソッド呼び出し（ＲＭＩ）など、が使用され得る。）加えて、１つ以上のアプレ
ットは、１つ以上の支払アプレット２３６が、プログラムモジュール２４６によってアク
ティブ化したとき、及び１つ以上のソフトウェアフラグに基づいて、及び／又は、電子デ
バイス１１０が電子デバイス１１２（図１）に隣接したときに、電子デバイス１１２（図
１）と金融トランザクションを行う、１つ以上のアプレット２３６を含むことができる。
【００３５】
　認証アプレット２３２は、そのマスター又は発行者のセキュアエレメント２３０中のセ
キュリティドメインで、実行でき、その一方、支払アプレット２３６は、補足的なセキュ
リティドメインで実行できる。これらのセキュリティドメイン間の通信は、セキュリティ
ドメインに固有な、異なる暗号化／復号化鍵を用いて暗号化できる。電子デバイス１１０
において、及び電子デバイス１１０と１１２（図１）間の通信中に、暗号化／復号化は、
対称及び／又は非対称暗号化を伴うことがある。加えて、通信されたその情報は、電子デ
バイス１１０、及び／又は電子デバイス１１０中のコンポーネントに固有のデジタル署名
を含み得る。
【００３６】
　セキュアエレメント２３０に記憶されているデータを、更に、図３に示す。特に、各支
払アプレット２３６に対して、セキュアエレメント２３０が、支払アプレットが（アクテ
ィブ化コマンドに応答して）アクティブかどうか、及び、認証完了フラグ２３４が、所与
の支払アプレットによってサポートされ／適用されるか、又は、されないかどうか、を記
憶できる。いくつかの実施形態では、認証完了フラグ２３４が当てはまらない、１つ以上
の支払アプレット（支払アプレット２３６－４など）が存在する。いくつかの実施形態で
は、セキュアセキュアエレメント２３０は、少なくとも、支払アプレット２３６の１つに
対して、この支払アプレットに関連付けられたＰＩＮを、記憶する。例えば、図３に示す
ように、支払アプレット２３６－１及び２３６－２が、関連付けられたＰＩＮを記憶する
ことができる。
【００３７】
　更に以下に論ずるように、支払アプレット２３６の１つ以上（支払アプレット２３６－
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１及び２３６－４など）を、選択又はアクティブ化するために、ユーザがパスブック２４
８（図２）を使い得る。支払アプレット２３６－１が、認証完了フラグ２３４（支払アプ
レット２３６－１中の認証化サポートの有効化又はセッティングによって示される）をサ
ポートしている場合、支払アプレット２３６－１が、電子デバイス１１２（図１）との金
融トランザクションを実行するために、支払アプレット２３６－１がアクティブ化される
必要があり、認証完了フラグ２３４が、セキュアエレメント２３０内でセットされる又は
有効にされる（ユーザが認証されていることを示している）必要がある。対照的に、認証
完了フラグ２３４をサポートしない（支払アプレット２３６－１の認証サポートの無効化
によって示されている）支払アプレット２３６－４に対しては、金融トランザクションは
、支払アプレット２３６－４がアクティブなとき、実行され得る（即ち、支払アプレット
２３６－４の動作は、セキュアエレメント２３０で認証完了フラグ２３４を設定すること
又は有効化することで、ゲーティングされていない）。現在の議論では、グローバル認証
完了フラグ２３４の使用を説明している一方、いくつかの実施形態では、支払アプレット
２３６の少なくともいくつかに関連付けられている、個別の認証完了フラグがある（即ち
、支払アプレット２３６－１などの、固有の認証完了のフラグがあり得る。）ことを留意
されたい。代替又は追加的に、ユーザが高額の金融トランザクションを実行している、い
くつかの実施形態では、認証アプレット２３２が、ローカル検証情報（Ｌ．Ｖ．Ｉ．）を
、共有可能なインタフェースオブジェクト（Ｓ．Ｉ．Ｏ．）３１０を介して、支払アプレ
ット２３６の１つ以上（支払アプレット２３６－１など）に通信可能である。
【００３８】
　電子デバイス１１０内では、処理サブシステム２１０、メモリサブシステム２１２、ネ
ットワークサブシステム２１４、認証サブシステム２１６、及び、セキュアサブシステム
２１８が、バス２３８などの１つ以上の相互接続を使用して、１つに結合され得る。これ
らの相互接続は、サブシステムが互いの間でコマンド及びデータを伝達するために使用す
ることが可能な、電気的、光学的、及び／又は、電気光学的接続を含み得る。異なる実施
形態は、異なる数又は構成の、電気的、光学的、及び／又は、電気光学的接続をサブシス
テム間に含み得ることに留意されたい。いくつかの実施形態では、電子デバイス１１０は
、セキュアコンポーネント（ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０、セキュア
エレメント２３０、及び／又は、バス２３８など）の改ざんを検出することができ、改ざ
んが検出された場合には、暗号化／復号化鍵又は認証情報（記憶された生体識別子など）
を、破壊することができる。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、ディスプレイに情報を表示するためのディ
スプレイサブシステム２４０を含み、これは、ディスプレイドライバー、及び、液晶ディ
スプレイ、マルチタッチのタッチスクリーンなどのディスプレイ、を含み得る。加えて、
いくつかの実施形態では、電子デバイスは、支払アプレット２３６の１つに関連付けられ
ているユーザのＰＩＮを受信するために、セキュア入力／出力（Ｉ／Ｏ）サブシステム２
４２（キーパッドなど）を含む。以前、述べたように、ディスプレイサブシステム２４０
、及び／又は、セキュアＩ／Ｏサブシステム２４２は、認証サブシステム２１６に含まれ
得る。
【００４０】
　電子デバイス１１０は、少なくとも１つのネットワークインタフェースを有する任意の
電子デバイスとすることができる（又は、任意の電子デバイス内に含めることができる）
。例えば、電子デバイス１１０は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュー
タ、サーバ、メディアプレーヤ（ＭＰ３プレーヤなど）、家庭電化製品、サブノートブッ
ク／ネットブック、タブレットコンピュータ、スマートフォン、携帯電話、試験装置、ネ
ットワーク家庭電化製品、セットトップボックス、携帯情報端末（ＰＤＡ）、玩具、コン
トローラ、デジタル信号プロセッサ、ゲームコンソール、家庭電化製品内計算エンジン、
消費者向け電子デバイス、ポータブルコンピューティングデバイス、電子手帳、及び／又
は、別の電子デバイスとすることができる（又は、これらの中に含まれることができる）
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。
【００４１】
　電子デバイス１１０を説明するために特定のコンポーネントが用いられているが、代替
の実施形態では、異なるコンポーネント及び／又はサブシステムが電子デバイス１１０内
に存在し得る。例えば、電子デバイス１１０は、１つ以上の付加的な処理サブシステム、
メモリサブシステム、ネットワークサブシステム、認証サブシステム、セキュアサブシス
テム、ディスプレイサブシステム、及び／又は、セキュアＩ／Ｏサブシステムを含み得る
。付加的に、サブシステムの１つ以上は、電子デバイス１１０内に存在しないこともでき
る。更に、いくつかのの実施形態では、電子デバイス１１０は、図２には示されない１つ
以上の追加的サブシステムを含み得る。例えば、電子デバイス１１０は、限定するもので
はないが、データ収集サブシステム、オーディオ及び／若しくは映像サブシステム、アラ
ームサブシステム、並びに／又は、メディア処理サブシステムを含み得る。また、図２に
は、個別のサブシステムが示されているが、いくつかのの実施形態では、所与のサブシス
テム又はコンポーネントのいくつか又は全ては、電子デバイス１１０内の１つ以上の他の
サブシステム又はコンポーネントの中に統合することができる。例えば、いくつかの実施
形態では、プログラムモジュール２４６はオペレーティングシステム２４４内に含まれる
。代替又は追加的に、プログラムモジュール２４６の機能の少なくともいくつかは、パス
ブック２４８に含まれ得る。
【００４２】
　更に、電子デバイス１１０内の回路及びコンポーネントは、バイポーラ、ＰＭＯＳ及び
／又はＮＭＯＳゲート又はトランジスタを含む、アナログ及び／又はデジタル回路の任意
の組み合わせを用いて実装され得る。更に、これらの実施形態における信号は、ほぼ離散
的な値を有するデジタル信号、及び／又は連続的な値を有するアナログ信号を含み得る。
加えて、コンポーネント及び回路はシングルエンド形又は差動形であり得、電源はユニポ
ーラ形又はバイポーラ形であり得る。
【００４３】
　集積回路は、ネットワークサブシステム２１４（無線機など）の機能のいくつか又は全
て、及び、より一般的には、電子デバイス１１０の機能のいくつか又は全てを実施し得る
。更に、集積回路は、電子デバイス１１０から無線信号を送信し、電子デバイス１１０に
おいて、電子デバイス１１２（図１）から信号を受信するために用いられるハードウェア
及び／又はソフトウェア機構を含み得る。本明細書において説明されている機構を除いて
、無線機は当技術分野において一般的に知られており、それゆえ、詳細には説明されない
。一般に、ネットワークサブシステム２１４及び／又は集積回路は、任意の数の無線機を
含み得る。複数の無線機の実施形態における無線機は、単一の無線機の実施形態に記載さ
れている無線機と同様に機能することに留意されたい。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、ネットワークサブシステム２１４及び／又は集積回路は、無
線機（単数又は複数）を、所与の通信チャネル（例えば、所与の搬送周波数）上で送信及
び／又は受信するように構成する構成機構（１つ以上のハードウェア及び／又はソフトウ
ェア機構など）を含む。例えば、いくつかの実施形態では、その構成機構は、無線機を、
所与の通信チャネル上における監視及び／又は送信から、異なる通信チャネル上における
監視及び／又は送信へ切り換えるために用いることができる。（本明細書において使用さ
れている「監視」は、他の電子デバイスからの信号を受信すること、及び場合によっては
、受信された信号に対して１つ以上の処理動作を実行すること、例えば、受信された信号
が広告フレームを含んでいるかどうかを判定すること等、を備えることに留意されたい。
）
【００４５】
　近距離通信無線規格又は仕様に適合した通信プロトコルが、説明のための例として用い
られたが、記載された通信方法の実施形態は、様々なネットワーク又は通信インタフェー
スにおいて用いられ得る。更に、上記の諸実施形態における動作のいくつかは、ハードウ
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ェア又はソフトウェアの形で実施されたが、一般的には、上記の実施形態における動作は
多種多様な構成及びアーキテクチャで実施することができる。したがって、上記の諸実施
形態における動作のいくつか又は全ては、ハードウェアの形、ソフトウェアの形又はその
両方の形で実行され得る。
【００４６】
　次に、本発明者らは認証方式の諸実施形態について説明する。図４は、電子デバイス（
図１及び図２の電子デバイス１１０など）において、プロセッサによって実行され得る、
認証を行うための方法４００を説明する、フロー図を示す。動作中に、プロセッサが、ｓ
ｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ（図２のｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッ
サ２２０など）、及び／又は、インタフェース回路（図２のインタフェース回路２２２な
ど）を経由して、アクティブ化コマンドを、支払アプレット（図２の支払アプレット２３
６の１つなど）に、任意選択的に提供できる（動作４１０）。ここで、その支払アプレッ
トは、アクティブ化コマンドを受信した後に、認証完了インジケータに基づいて金融トラ
ンザクションを実行することができる。例えば、電子デバイスのユーザは、金融トランザ
クションの支払で使用するのに、クレジット又はデビットカードに対応した支払アプレッ
トの１つを選択するために、デジタル財布／パスブックアプリケーション（図２のパスブ
ック２４８など）を使用し得、その選択の結果として、選択された支払アプレットに、ア
クティブ化コマンドが提供され得る。この選択は、タッチセンサ式のディスプレイに表示
されるアイコンをアクティブ化することによって行い得る。代替又は追加的に、電子デバ
イスのユーザインタフェースの最上位のボタンを用いて、その選択は行い得る。例えば、
ユーザは、ユーザインタフェース階層又はツリーの最上位のユーザインタフェースでスワ
イプジェスチャを実行でき、その次に、表示された支払アプレットの可能なセットから支
払アプレットを選択できる。
【００４７】
　アクティブ化コマンドに応答して、プロセッサがアクティブ化応答をインタフェース回
路及び／又はｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介して支払アプレットから任意
選択的に受信する（動作４１２）。
【００４８】
　次に、プロセッサは、アクティブ化応答に基づいて、任意選択的に、認証情報を要求し
得る（動作４１４）。例えば、プロセッサは、生体センサ（図２の生体センサ２２６など
）が、ユーザの生体識別子（指紋など）を、取得することを要求することができる。
【００４９】
　この要求に応答して、プロセッサは認証情報を受信できる（動作４１６）。例えば、認
証情報は、生体センサから受信した生体識別子を含み得る。
【００５０】
　次に、プロセッサは、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを用いて、認証情報を
、記憶された認証情報と比較できる（動作４１８）。記憶された認証情報は、プロセッサ
又はｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサに、記憶され得ることに留意されたい。い
くつかの実施形態では、支払アプレットに関連付けられたＰＩＮが、セキュアエレメント
の支払アプレットに記憶される（例えば、セキュアエレメントのオペレーティングシステ
ムのデータ構造へのポインターがあり得る）。ただし、いくつかの他の実施形態では、ユ
ーザが電子デバイスに初めにそれを提供した後は、ＰＩＮはプロセッサに記憶される。
【００５１】
　更に、プロセッサは、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ、及び／又は、インタ
フェース回路を介して、セキュアエレメント（例えば、図２のセキュアエレメント２３０
など）に、認証情報と、記憶された認証情報との間に一致が得られる場合、認証完了イン
ジケータを提供できる（動作４２０）。この通信は、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロ
セッサとセキュアエレメントとの間の、セキュアな（暗号化された）通信を伴い得る。
【００５２】
　認証（セキュアエレメントの支払アプレットのインストール中に設定され得る）をサポ
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ートする支払アプレットに対して、認証完了インジケータが、アクティブ化された支払ア
プレットに金融トランザクションを実行することを可能することができる。例えば、セキ
ュアエレメントの認証アプレット（図２の認証アプレット２３２など）は、受信した認証
完了インジケータに基づいて、セキュアエレメントのオペレーティングシステムで、認証
完了フラグをセットできる。いくつかの実施形態では、認証完了フラグはセキュアエレメ
ントのランダムアクセスメモリに、記憶されていることに留意されたい。（いくつかの例
では、ランダムアクセスメモリに認証完了フラグを記憶することは、電力を節約でき、電
子デバイスの電源を切ると、認証完了フラグがクリアされる効果もある。）更に、前述し
たように、認証アプレットは、暗号化鍵を用いて、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセ
ッサから受信した暗号化されたトークンを復号化でき、このトークンは認証完了インジケ
ータを含み得る。
【００５３】
　認証完了インジケータに基づいて、支払アプレットがアクティブ化され、認証完了フラ
グがセットされた後、電子デバイスは、その電子デバイスが、別の電子デバイス（図１の
電子デバイス１１２など）に隣接していることを示す情報を受け取った後、金融トランザ
クションを実行することができる（動作４２２）。例えば、認証完了フラグは、認証完了
インジケータが、一致が得られたことを示している場合、アクティブ化された支払アプレ
ットを有効にするために、「ｔｒｕｅ」にセットされ得、そうでない場合、認証完了フラ
グは、この支払アプレットが認証をサポートしている場合、アクティブ化された支払アプ
レットを無効にするために、「ｆａｌｓｅ」にセットされ得る。
【００５４】
　支払アプレットは、アクティブ化コマンド及び認証完了インジケータ又はフラグによっ
て、ゲーティングされ得る一方、セキュアエレメントは、認証完了インジケータ又はフラ
グに基づく有効化なしに、インタフェース回路を介して、第２の金融トランザクションを
実行する、第２の支払アプレット（図２の支払アプレット２３６の別の１つなど）を含み
得る。例えば、第２の支払アプレットが、それが第２の金融トランザクションを実行する
のに使用され得る前に、認証を必要としない大量伝送支払アプレットを含めることができ
る。
【００５５】
　前述の認証方式の中のハンドシェークが図５に示され、電子デバイス１１０（図１）内
及び、電子デバイス１１０と１１２（図１）との間の通信を説明する図面を示す。図５に
示す動作は、分かり易さのため示されないが、チャレンジ及びレスポンスの動作を含み得
ることに留意されたい。
【００５６】
　図５の通信中に、電子デバイス２１０のユーザからの命令に応答して、パスブック２４
８が、セキュアエレメント２３０中の認証アプレット２３２に、支払アプレットに関連付
けたアクティブ化コマンドを提供できる。応答して、認証アプレット２３２は、アクティ
ブ化フラグをセットでき、パスブック２４８に支払アプレットに関連付けたアクティブ化
コマンドを提供できる。
【００５７】
　次に、パスブック２４８は、生体識別子（及び、より一般的には、認証情報）に関する
要求を、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０に提供でき、ｓｅｃｕｒｅ　ｅ
ｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０は、生体センサ２２６が、指紋読取を実行する要求をする
ことができる。ユーザの指紋を取得後、生体センサ２２６は、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａ
ｖｅプロセッサ２２０に指紋を提供する。
【００５８】
　次に、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０は、その指紋を、そのユーザの
記憶された指紋と比較する。一致が得られる場合、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセ
ッサ２２０は、認証アプレット２３２に、認証完了インジケータを提供し、認証アプレッ
ト２３２は、認証フラグをセットし、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０、
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及び、次にパスブック２４８に対して、そのユーザが認証されていることを示す応答を提
供できる。
【００５９】
　その後、電子デバイス２１２が、今アクティブ化され認証された、支払アプレットに関
連付けられた、クレジットカードデータを、セキュアエレメント２３０に要求を通信する
、インタフェース回路２２２と近距離無線通信経由で、要求できる。応答として、セキュ
アエレメント２３０は、インタフェース回路２２２に、クレジットカードデータを提供し
、そこで、インタフェース回路２２２は、電子デバイス２１２に、近距離無線通信を介し
てクレジットカードデータを通信する。
【００６０】
　これらの方法で、電子デバイスは、電子デバイス１１０と１１２（図１及び図２）との
間の金融トランザクションを、電子デバイス１１０（図１）のユーザのエンドツーエンド
のセキュア認証を提供することによって、容易ならしめる。一方、ユーザをセキュアに認
証することにより、この認証手法は金融トランザクション中の詐欺や盗難のリスクを減ら
すことができ、ユーザが金融トランザクションを完了するのに実行する必要がある操作の
数を減らすことができる。こうして、この認証方式はユーザの不満を減らすことができ、
ユーザエクスペリエンスを向上させ得る。その結果、この認証方式は、電子デバイス及び
無線通信を用いて、金融トランザクションの実行をより安全及びより簡単にすることによ
って、商業活動を増大することができる。
【００６１】
　次に、本発明者らは検証手法の諸実施形態について説明する。図１に戻って参照すると
、ある金額（７５ユーロ又は＄１００など、又はいかなる場合でも）を超える金融トラン
ザクションは、「高額の金融トランザクション」（ＨＶＴ）として、マーチャント又はベ
ンダーによって定義できる。これらのケースで、電子デバイス１１０のユーザは、金融ト
ランザクションを完了する前に、認証される必要がある。既存の金融トランザクションフ
ローで、電子デバイス１１０のユーザは、金融トランザクションを開始するために、電子
デバイス１１０を、電子デバイス１１２に隣接させ、又は接触させることができる。しか
し、その金融トランザクションが高額の金融トランザクションである場合、ユーザは次に
、認証を実行することを求められ得る（例えば、ユーザは、ＰＩＮを求められ得る）。一
旦ユーザが成功裏に認証されると、ユーザは、金融トランザクションを実行するために、
再び電子デバイス１１０を電子デバイス１１２に隣接させて、又は接触させる必要があり
得る。これらの複数の操作を実行することは、面倒で、ユーザをイライラさせ得、これに
よって、全体的なユーザエクスペリエンスが低下する。
【００６２】
　代わりに、下記のように、検証手法の間、電子デバイス１１０は、金融トランザクショ
ンの開始又は始動の前に、そのユーザを認証するために使用され得る。これは、そのユー
ザが、その後、電子デバイス１１０を一度、電子デバイス１１２に隣接させ、又は、接触
させることによって、金融トランザクションを開始及び実行することを可能する場合があ
る。更に、認証が、支払アプレット２３６（図２）の１つに関連付けられるグローバル認
証情報（ＰＩＮなど）を使用してではなく、電子デバイス１１０に固有（パスコード又は
生体識別子など）の、いわゆる「ローカル認証情報」に基づくことができる。しかし、い
くつかの実施形態では、この検証手法における認証は、ＰＩＮに基づいている。
【００６３】
　図６は、電子デバイス（図１及び図２の電子デバイス１１０など）内のプロセッサで実
行され得る、検証を実行する方法６００を紹介するフロー図を示す。動作中に、プロセッ
サは任意選択的に、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ（図２のｓｅｃｕｒｅ　ｅ
ｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０など）、及び／又は、インタフェース回路（図２のインタ
フェース回路２２２など）を経由して、アクティブ化コマンドを、支払アプレット（図２
の支払アプレット２３６の１つなど）に提供することができる（動作４１０）。ここで、
支払アプレットは、ある金額を超える高額の金融トランザクションを、アクティブ化コマ
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ンドを受信した後に、ローカル検証情報に基づいて、実行することができる。例えば、電
子デバイスのユーザは、金融トランザクションの支払で使用するのに、クレジット又はデ
ビットカードに対応した支払アプレットの１つを選択するために、デジタル財布／パスブ
ックアプリケーション（図２のパスブック２４８など）を使用し得、その結果、選択され
た支払アプレットに、アクティブ化コマンドが提供され得る。この選択は、タッチセンサ
式のディスプレイに表示されるアイコンをアクティブ化することによって行い得る。代替
又は追加的に、電子デバイスのユーザインタフェースの最上位ボタンを用いて、その選択
を行い得る。例えば、ユーザがユーザインタフェース階層又はツリーの最上位のユーザイ
ンタフェースでスワイプジェスチャを実行でき、その次に、表示されている可能な支払ア
プレットのセットから支払アプレットを選択できる。
【００６４】
　アクティブ化コマンドに応答して、プロセッサがインタフェース回路及び／又はｓｅｃ
ｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを介して、支払アプレットから、任意選択的にアクテ
ィブ化応答を受信できる（動作４１２）。
【００６５】
　その次に、プロセッサが、電子デバイスに固有であって、そのアクティブ化応答に基づ
いた、ローカル認証情報を任意選択的に要求できる（動作６１０）。例えば、プロセッサ
は、生体センサ（図２の生体センサ２２６など）に、ユーザの生体識別子（指紋など）を
、取得することを要求することができる。
【００６６】
　要求に応答して、プロセッサが、ローカル認証情報を受信できる（動作６１２）。例え
ば、ローカル認証情報は、生体センサから受信した生体識別子を含めることができる。
【００６７】
　次に、プロセッサが、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサを使用して、電子デバ
イスに固有のローカル認証情報を、記憶された認証情報と比較することができる（動作６
１４）。
【００６８】
　更に、ローカル認証情報及び記憶された認証情報の一致が得られる場合、ｓｅｃｕｒｅ
　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ及び／又はインタフェース回路プロセッサを介して、電子デ
バイスに固有のローカル検証情報を、セキュアエレメント（図２のセキュアエレメント２
３０など）に提供することができる（動作６１６）。この通信は、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃ
ｌａｖｅプロセッサとセキュアエレメントとの間の、セキュアな（暗号化された）通信を
伴い得る。
【００６９】
　ローカル検証情報は、更なる検証なしに、支払アプレットにある金額を超える金融トラ
ンザクションを実行するのを可能にできる。例えば、セキュアエレメントの中の認証アプ
レット（図２の認証アプレット２３２など）が、ローカル検証情報を、共有可能なインタ
フェースオブジェクトを使用して、支払アプレットに直接的な通信ができ、これで、セキ
ュアエレメントのオペレーティングシステム内で、オブジェクトを共有することができる
。代替として、いくつかの実施形態では、ローカル検証情報はソフトウェアのフラグをセ
ットするのに使用され得る。更に、前述したように、認証アプレットは、暗号化鍵を使っ
てｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサから受信した暗号化されたトークンを復号化
でき、そのトークンがローカル検証情報を含み得る。
【００７０】
　ローカル検証情報を受信した後、電子デバイスは、電子デバイスが、別の電子デバイス
（図１の電子デバイス１１２など）に隣接していることを示す情報を受け取った後、金融
トランザクションを実行することができる（動作４２２）。加えて、金融トランザクショ
ンは、電子デバイスが他の電子デバイスに隣接して単一回に配置されれば、実行され得る
（電子デバイスを他の電子デバイスに隣接させ、又は、接触させる複数回の「タップ」を
必要又は、伴うのではない）。
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【００７１】
　いくつかの実施形態では、他の電子デバイスは、その金額が、高額の金融トランザクシ
ョンを定義するＰＯＳ端末が含まれている。更に、いくつかの実施形態では、ローカル検
証情報が、金融トランザクションの開始前に提供（動作６１６）される。その金額は、金
融トランザクションの開始までは利用できない可能性があるため、支払アプレットがアク
ティブ化されたとき、検証手法で認証を実行され得る（動作４１０）。その結果、その金
融トランザクションが、他の電子デバイスによって提供される金額に基づく高額の金融ト
ランザクションであることが判明したならば、金融トランザクションの間に、ローカル検
証情報は支払アプレットに利用可能である。
【００７２】
　前述の検証手法におけるハンドシェークを図７に示す。これは、電子デバイス１１０内
（図１）の、及び、電子デバイス１１０と１１２間（図１）との間の通信を説明する図面
である。図７に示す動作は、分かり易さのため示されないが、チャレンジ及びレスポンス
の動作を含み得ることに留意されたい。更に、図５に示すような金融トランザクションの
実行を示す簡略化の流れは、分かり易さのため、図７には示されていないことに、留意さ
れたい。
【００７３】
　図７の通信中に、電子デバイス２１０のユーザからの命令に応答して、パスブック２４
８が、セキュアエレメント２３０中の認証アプレット２３２に、支払アプレットに関連付
けたアクティブ化コマンドを提供できる。応答として、認証アプレット２３２は、アクテ
ィブ化フラグをセットでき、パスブック２４８に支払アプレットに関連付けたアクティブ
化コマンドを提供できる。
【００７４】
　次に、パスブック２４８は、生体識別子（及び、より一般的には、認証情報）に関する
要求を、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０に提供でき、ｓｅｃｕｒｅ　ｅ
ｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０には、生体センサ２２６が、指紋読取を実行する要求をす
ることができる。ユーザの指紋を取得後、生体センサ２２６は、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌ
ａｖｅプロセッサ２２０に指紋を提供する。
【００７５】
　次に、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０は、ユーザの記憶された指紋と
その指紋を比較する。一致が得られる場合、ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２
２０は、認証フラグをセットできる認証アプレット２３２に認証完了インジケータを提供
する。
【００７６】
　更に、認証アプレット２３２は、１つ以上の支払アプレット２３８から、ローカル検証
情報を要求することができる。これらの支払アプレットは、更なる検証なしに、ある金額
を超える金融トランザクションを実行するステータスで応答できる。このステータスは、
ｓｅｃｕｒｅ　ｅｎｃｌａｖｅプロセッサ２２０によって、及び、順に、パスブック２４
８で、受信できる。
【００７７】
　その後、支払アプレットがアクティブ化され、ユーザが認証され、金融トランザクショ
ンが検証される場合、電子デバイス１１０が、例えば、近距離無線通信を経由して、その
他の電子デバイス（図１の電子デバイス１１２など）と、金融トランザクションを実行で
きる。
【００７８】
　これらの方法で、電子デバイスは、電子デバイス１１０（図１）のユーザのローカル検
証を提供することによって、電子デバイス１１０と１１２（図１及び図２）との間の高額
な金融トランザクションを容易とすることができる。この検証手法が、金融トランザクシ
ョンを完了するのにユーザが実行する必要がある操作の数を減らすことによって、流れを
簡略化できる。こうして、この検証手法は、ユーザの不満を減らすことができ、ユーザエ
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いて、金融トランザクションの実行をより安全及びより簡単にすることで、商業活動を増
大することができる。
【００７９】
　方法４００（図４）及び６００（図６）の、いくつかの実施形態では、追加又はより少
ない動作であり得る。例えば、図４及び６の動作４１０及び４１２を実行する代わりに、
金融トランザクションで使用するためのデフォルトの支払アプレットとして、支払アプレ
ットの１つが定義でき、ユーザが別の支払アプレットを選択することなしに、それは常に
アクティブ化される。更に、これらの動作の順序を変更することができ、及び／又は、２
つ以上の動作を単一の動作へと組み合わせることができる。
【００８０】
　以下の説明において、本発明者らは「いくつかの実施形態」に言及する。「いくつかの
実施形態」とは、可能な全ての実施形態のサブセットを記述するが、必ずしも実施形態の
同じサブセットを指定するわけではないことに留意されたい。
【００８１】
　前述の説明は、あらゆる当業者が本開示を製作及び使用することを可能にすることが意
図されており、特定の用途及びその要件との関連で提供される。更には、本開示の実施形
態の前述の説明は、例示及び説明のみを目的として提示されている。それらの説明は、網
羅的であること、又は、開示された形態に本開示を限定することを意図するものではない
。したがって、多くの修正形態及び変形形態が、当業者には明らかとなり、本明細書で定
義される一般原則は、本開示の趣旨と範囲から逸脱することなく、他の実施形態及び用途
に適用することができる。更には、上述の実施形態の論考は、本開示を限定することを意
図するものではない。それゆえ、本開示は、示される実施形態に限定されることを意図す
るものではなく、本明細書で開示される原理及び特徴と合致する最も広い範囲を与えられ
るものとする。
【図１】 【図２】
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