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(57)【要約】
【課題】ペイロードを復号するセキュアなシステム及び
方法を提供する。
【解決手段】種々の実施形態では、本明細書におけるシ
ステム及び方法は、１秒あたり数千の取引を復号するよ
うに構成されている。さらに、特定の実施形態では、本
明細書におけるシステム及び方法は、特定のアーキテク
チャ構成要素の複製時に、１秒あたり何千もの取引を処
理することができるように拡張可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数のペイロードを復号するシステムであって、
　受信された複数のペイロードの暗号化された要素を復号する、少なくとも１つのプロセ
ッサによって具体化されるハードウェアセキュリティモジュールであって、少なくとも１
つの復号サーバに動作可能に接続される前記ハードウェアセキュリティモジュールと、
　少なくとも１つの復号サーバであって、少なくとも１つの暗号化された要素の復号のた
めに、前記特定のペイロードを前記ハードウェアセキュリティモジュールに送信するよう
に構成された前記少なくとも１つの復号サーバと、
　少なくとも１つの読み取り専用データベースであって、受信された複数のペイロードの
暗号化された複数の要素を復号するために、認証データを記憶するように構成された前記
少なくとも１つの読み取り専用データベースと、
　前記少なくとも１つの読み取り専用データベースに動作可能に接続されたフロントエン
ドサーバであって、
　　受信された特定のペイロードと関連付けられた認証データを検索すること、
　　前記認証データを前記受信された特定のペイロードと比較して、前記受信された特定
のペイロードが前記ハードウェアセキュリティモジュールに送信される前に前記受信され
た特定のペイロードを認証すること、を実行するように構成された前記フロントエンドサ
ーバと、
　前記少なくとも１つの読み取り専用データベースに動作可能に接続されたマスタ読み取
り専用データベースであって、前記少なくとも１つの読み取り専用データベースに記憶さ
れた前記認証データをリフレッシュするように構成された前記マスタ読み取り専用データ
ベースと、を備えるシステム。
【請求項２】
　前記ハードウェアセキュリティモジュールに動作可能に接続された少なくとも１つの復
号サーバをさらに備え、
　前記少なくとも１つの復号サーバは、
　少なくとも１つの暗号化された要素を備える前記受信された特定のペイロードを受信す
ること、
　前記少なくとも１つの暗号化された要素を復号するために、前記受信された複数のペイ
ロードを前記ハードウェアセキュリティモジュールに送信すること、
　前記ハードウェアセキュリティモジュールから前記受信された複数のペイロードを受信
すると、前記受信された特定のペイロードを解析して、前記少なくとも1つの暗号化され
た要素が前記ハードウェアセキュリティモジュールによって復号化されたかどうかを判定
すること、
　前記少なくとも1つの暗号化された要素が前記ハードウェアセキュリティモジュールに
よって復号化されていないと判定すると、前記フロントエンドサーバに動作可能に接続さ
れた読み書きデータベースにエラーメッセージを送信すること、を実行するように構成さ
れている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記マスタ読み取り専用データベースに動作可能に接続された読み書きデータベースを
さらに備え、
　前記読み書きデータベースは、更新された認証データを前記マスタ読み取り専用データ
ベースに送信するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　１つまたは複数のペイロードを復号するためのコンピュータが実行する方法であって、
　受信された複数のペイロードの暗号化された複数の要素を復号する、少なくとも１つの
プロセッサによって具体化されるハードウェアセキュリティモジュールを提供することで
あって、前記ハードウェアセキュリティモジュールは、少なくとも１つの復号サーバに動
作可能に接続される、前記ハードウェアセキュリティモジュールを提供すること、
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　少なくとも１つの読み取り専用データベースであって、受信された複数のペイロードの
暗号化された複数の要素を復号するために、認証データを記憶するように構成されている
前記少なくとも１つの読み取り専用データベースを提供すること、
　前記少なくとも１つの読み取り専用データベースに動作可能に接続されたフロントエン
ドサーバであって、
　　受信された特定のペイロードと関連付けられた認証データを検索すること、
　　前記認証データを前記受信された特定のペイロードと比較して、前記受信された特定
のペイロードが前記ハードウェアセキュリティモジュールに送信される前に前記受信され
た特定のペイロードを認証すること、を実行するように構成された前記フロントエンドサ
ーバを提供すること、
　前記少なくとも１つの読み取り専用データベースに動作可能に接続されたマスタ読み取
り専用データベースであって、前記少なくとも１つの読み取り専用データベースに記憶さ
れた前記認証データをリフレッシュするように構成された前記マスタ読み取り専用データ
ベースを提供すること、
　少なくとも１つの暗号化された要素を復号するために、前記特定のペイロードを前記ハ
ードウェアセキュリティモジュールに送信すること、を備える方法。
【請求項５】
　前記マスタ読み取り専用データベースに動作可能に接続された読み書きデータベースを
提供することをさらに備え、
　前記読み書きデータベースは、更新された認証データを前記マスタ読み取り専用データ
ベースに送信するように構成されている、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの復号サーバは、前記少なくとも１つの暗号化された要素が前記ハ
ードウェアセキュリティモジュールによって復号化されたと判断すると、前記受信された
特定のペイロードを第三者パートナーに送信するようにさらに構成されている、請求項２
に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ハードウェアセキュリティモジュールは、前記少なくとも１つの復号サーバを介し
て前記フロントエンドサーバに動作可能されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの読み取り専用データベースは、スレーブ読み取り専用データベー
スである、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの暗号化された要素は、前記受信された特定のペイロードのソース
に関連付けられた識別子を備える、請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記受信された特定のペイロードのソースは、
　対話デバイスの特定のポイント、モバイル支払いシステム、または電子健康記録システ
ムのいずれかである、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの暗号化された要素は、
　３ＤＥＳ、ＤＵＫＰＴ、ＢＰＳ、ｂａｓｅ６４、１６進コード又は暗号化されたバリュ
ーネームの形式のいずれかである、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記読み書きデータベースは、Ｐ２ＰＥマネージャである、請求項３に記載のシステム
。
【請求項１３】
　前記ハードウェアセキュリティモジュールに動作可能に接続された少なくとも１つの復
号サーバを提供すること、
　少なくとも１つの暗号化された要素を備える前記受信された特定のペイロードを受信す
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ること、
　前記少なくとも１つの暗号化された要素を復号するために、前記受信された複数のペイ
ロードを前記ハードウェアセキュリティモジュールに送信すること、
　前記ハードウェアセキュリティモジュールから前記受信された複数のペイロードを受信
すると、前記受信された特定のペイロードを解析して、前記少なくとも1つの暗号化され
た要素が前記ハードウェアセキュリティモジュールによって復号化されたかどうかを判定
すること、
　前記少なくとも１つの暗号化された要素が前記ハードウェアセキュリティモジュールに
よって復号化されていないと判定すると、前記フロントエンドサーバに動作可能に接続さ
れた読み書きデータベースにエラーメッセージを送信すること、をさらに備える請求項４
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ハードウェアセキュリティモジュールは、前記少なくとも１つの復号サーバを介し
て前記フロントエンドサーバに動作可能されている、請求項４に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの読み取り専用データベースは、スレーブ読み取り専用データベー
スである、請求項４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの暗号化された要素が前記ハードウェアセキュリティモジュールに
よって復号化されたと判断すると、前記受信された特定のペイロードを第三者パートナー
に送信することをさらに備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記読み書きデータベースは、Ｐ２ＰＥマネージャである、請求項５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの暗号化された要素は、前記受信された特定のペイロードのソース
に関連付けられた識別子を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記受信された特定のペイロードのソースは、
　対話デバイスの特定のポイント、モバイル支払いシステム、または電子健康記録システ
ムのいずれかである、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの暗号化された要素は、
　３ＤＥＳ、ＤＵＫＰＴ、ＢＰＳ、ｂａｓｅ６４、１６進コード又は暗号化されたバリュ
ーネームの形式のいずれかである、請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、包括的には、ポイントツーポイント暗号化（Ｐ２ＰＥ）、及び、ポイントツ
ーポイント暗号化システムの管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子決済取引中にカード保有者データを保護することは、その取引の処理に関与する全
ての事業体にとって必須である。２０１３年の第四半期及び２０１４年を通じて、重大な
データ侵害が主要な国内の小売店において生じたことが最近になって明らかになった。各
場合に、カード保有者のアカウント番号及び関連するカード保有者の個人データが、悪意
のある詐欺師によって不法に取得されており、何百万もの慎重に扱うべき支払い記録が、
なりすまし犯罪を含む潜在的な不正使用に晒されている。その結果、各小売店は、売り上
げの損失、罰金、及び、支払いセキュリティ基準に関して申し立てられる過失についての
潜在的な訴訟の観点から損害を被っている。そのような侵害の別の深刻な結果は、ブラン
ドの崩壊である。
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【０００３】
　データ侵害は、支払い産業における新たな出来事ではないが、毎年生じる侵害の数の増
加、取得される記録の数に関するそれらの重大さ、並びに、そのような侵害が生じる速度
及び内密さは新たなものである。
【０００４】
　ビジネスが侵害を被るか否かが問題ではなく、いつ被るかが問題である。データ侵害が
生じる可能性を排除することは不可能であるが、現在は、ＰＣＩが検証したポイントツー
ポイント暗号化（point to point encryption : Ｐ２ＰＥ）を通じて、侵害の場合にカー
ド保有者データの完全性を保護することが可能である。ＰＣＩが検証したＰ２ＰＥは、デ
ータ盗難の場合に、カード保有者データが復号されることができないため、任意の潜在的
なカード保有者データを役に立たなくし、価値をなくす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　種々の実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、複数の加盟店端末装置か
ら情報を受信するように構成されているポイントツーポイント暗号化管理システムを含み
、ポイントツーポイント暗号化管理システムは、ａ）装置情報を記憶するデータベース、
及び、ｂ）データベースに動作可能に結合される少なくとも１つのプロセッサを含み、少
なくとも１つのプロセッサは、１）加盟店端末装置から供給されたペイロードであって、
暗号化された支払い情報及び装置識別子を含むペイロードを受信し、２）ペイロードを解
析して装置識別子を抽出し、３）データベースからの識別子テーブルであって、ポイント
ツーポイント暗号化管理システムによって受信される１つ又は複数の装置識別子を含む識
別子テーブルを検索し、４）装置識別子と識別子テーブルとを比較し、装置識別子が識別
子テーブルに含まれているか否かを判断し、５）装置識別子が識別子テーブルに含まれて
いると判断すると、暗号化された支払い情報の復号を促進するように構成されている。
【０００６】
　特定の実施形態によると、本明細書におけるシステム及び方法は、複数の加盟店端末装
置から情報を受信するように構成されているポイントツーポイント暗号化管理システムを
含み、ポイントツーポイント暗号化管理システムは、ａ）装置情報を記憶するデータベー
ス、及び、ｂ）データベースに動作可能に結合される少なくとも１つのプロセッサを含み
、少なくとも１つのプロセッサは、１）加盟店端末装置から供給されたペイロードであっ
て、暗号化されたデータ及び装置のシリアル番号を含む、ペイロードを受信し、２）ペイ
ロードを解析して装置のシリアル番号を抽出し、３）データベースからのシリアル番号テ
ーブルであって、ポイントツーポイント暗号化管理システムによって受信される１つ又は
複数のシリアル番号を含む、シリアル番号テーブルを検索し、４）装置のシリアル番号と
シリアル番号テーブルとを比較し、装置のシリアル番号がシリアル番号テーブルに含まれ
ているか否かを判断し、５）装置のシリアル番号がテーブルに含まれていると判断すると
、メモリから、加盟店端末装置の記録に関連するフィンガープリントを検索し、フィンガ
ープリントは、加盟店端末装置から供給された１つ又は複数のペイロードの形式に基づい
て、加盟店端末装置のポイントツーポイント暗号化管理システムによって作成される識別
子であり、６）ペイロードとフィンガープリントとを比較し、加盟店端末装置が不正アク
セスされたか否かを判断し、７）加盟店端末装置が不正アクセスされていないと判断する
と、暗号化されたペイメントカード情報の復号を促進するように構成されている。
【０００７】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、暗号化されたデ
ータを復号するコンピュータ実装方法を含み、コンピュータ実装方法は、Ａ）暗号化され
たデータ及び装置のシリアル番号を送信するように構成されている少なくとも１つのプロ
セッサを含む少なくとも１つの暗号化装置を準備すること、並びに、Ｂ）暗号化装置、及
び、キーインジェクション設備に位置付けられる少なくとも１つのコンピュータ端末から
情報を受信するように構成されている暗号化管理システムを準備することを含み、暗号化
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管理システムは、ａ）装置情報を記憶するデータベース、及び、ｂ）データベースに動作
可能に結合される少なくとも１つのプロセッサを含み、少なくとも１つのプロセッサは、
１）キーインジェクション設備に位置付けられる少なくとも１つの端末から初期の装置の
シリアル番号を受信し、２）初期の装置のシリアル番号をメモリのテーブルに書き込むと
ともにテーブルをデータベースに記憶し、３）暗号化装置から少なくとも部分的により生
成されたペイロードであって、暗号化されたデータ及び装置のシリアル番号を含むペイロ
ードを受信し、４）ペイロードを解析して装置のシリアル番号を抽出し、５）データベー
スからテーブルを検索し、６）装置のシリアル番号と初期の装置のシリアル番号とを比較
し、装置のシリアル番号がテーブルに含まれているか否かを判断し、７）装置のシリアル
番号及び初期の装置のシリアル番号が同じシリアル番号であると判断すると、暗号化され
たデータの復号を促進するように構成されている。
【０００８】
　幾つかの実施形態によると、本明細書におけるシステム及び方法は、支払い取引のポイ
ントツーポイント暗号化のためのコンピュータシステムを含み、コンピュータシステムは
、Ａ）ａ）消費者のペイメントカードを読み取る１つ又は複数の磁気読み取りヘッド、並
びに、ｂ）消費者のペイメントカード情報、及び、少なくとも１つの加盟店端末装置に関
連する装置のシリアル番号を送信するように構成されている少なくとも１つのプロセッサ
を含む、少なくとも１つの加盟店端末装置、Ｂ）ペイメントカード情報を復号するように
構成されているハードウェアセキュリティモジュール、並びに、Ｃ）加盟店端末装置、及
び、キーインジェクション設備に位置付けられる少なくとも１つのコンピュータ端末から
情報を受信するように構成されているポイントツーポイント暗号化管理システムを含み、
ポイントツーポイント暗号化管理システムは、ａ）装置情報を記憶するデータベース、及
び、ｂ）データベースに動作可能に結合される少なくとも１つのプロセッサを含み、少な
くとも１つのプロセッサは、１）キーインジェクション設備に位置付けられる少なくとも
１つのコンピュータ端末から初期の装置のシリアル番号を受信し、２）初期の装置のシリ
アル番号をメモリのテーブルに書き込むとともにテーブルをデータベースに記憶し、３）
加盟店端末装置から供給された第１のペイロードであって、第１の暗号化されたペイメン
トカード情報及び装置のシリアル番号を含む第１のペイロードを受信し、４）ペイロード
を解析して装置のシリアル番号を抽出し、５）データベースからテーブルを検索し、６）
装置のシリアル番号と初期の装置のシリアル番号とを比較し、装置のシリアル番号がテー
ブルに含まれているか否かを判断し、７）装置のシリアル番号及び初期の装置のシリアル
番号が同じシリアル番号であると判断すると、ｉ）ペイメントカード情報の復号を促進し
、並びに、ｉｉ）第１のペイロードの形式に基づいて加盟店端末装置のフィンガープリン
トを作成するとともにメモリにペイロード識別子を記憶し、８）暗号化された第２のペイ
メントカード情報及び装置のシリアル番号を含む、加盟店端末装置により生成された第２
のペイロードを受信し、９）受信した第２のペイロードを解析して装置のシリアル番号を
抽出し、１０）データベースからテーブルを検索し、１１）装置のシリアル番号と初期の
装置のシリアル番号とを比較し、装置のシリアル番号がテーブルに含まれているか否かを
判断し、１２）装置のシリアル番号及び初期の装置のシリアル番号が同じシリアル番号で
あると判断すると、フィンガープリントを検索し、１３）第２のペイロードとフィンガー
プリントとを比較し、加盟店端末装置が不正アクセスされたか否かを判断し、並びに、１
４）加盟店端末装置が不正アクセスされていないと判断すると、第２の支払い情報を復号
のためにハードウェアセキュリティモジュールに送信するように構成されている。
【０００９】
　少なくとも１つの実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、支払い取引を
復号するコンピュータシステムを含み、コンピュータシステムは、Ａ）消費者のペイメン
トカード情報、及び、少なくとも１つの加盟店端末装置に関連付けられる装置のシリアル
番号を送信するように構成されている１つ又は複数のプロセッサを含む、少なくとも１つ
の加盟店端末装置、並びに、Ｂ）加盟店端末装置、及び、キーインジェクション設備に位
置付けられる少なくとも１つのコンピュータ端末から情報を受信するように構成されてい
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るポイントツーポイント暗号化管理システムを含み、ポイントツーポイント暗号化管理シ
ステムは、ａ）装置情報を記憶するデータベース、及び、ｂ）データベースに動作可能に
結合される少なくとも１つのプロセッサを含み、少なくとも１つのプロセッサは、１）キ
ーインジェクション設備に位置付けられる少なくとも１つのコンピュータ端末から初期の
装置のシリアル番号を受信し、２）初期の装置のシリアル番号をメモリのテーブルに書き
込むとともにテーブルをデータベースに記憶し、３）加盟店端末装置から少なくとも部分
的に供給されたペイロードであって、暗号化されたペイメントカード情報及び装置のシリ
アル番号を含むペイロードを受信し、４）ペイロードを解析して装置のシリアル番号を抽
出し、５）データベースからテーブルを検索し、６）装置のシリアル番号と初期の装置の
シリアル番号とを比較し、装置のシリアル番号がテーブルに含まれているか否かを判断し
、７）装置のシリアル番号及び初期の装置のシリアル番号が同じシリアル番号であると判
断すると、ペイメントカード情報の復号を促進するように構成されている。
【００１０】
　更なる実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、支払い取引を復号するコ
ンピュータ実装方法を含み、この方法は、１）消費者支払い情報、及び、少なくとも１つ
の加盟店端末装置に関連する装置のシリアル番号を送信するように構成されている１つ又
は複数のプロセッサを含む少なくとも１つの加盟店端末装置を準備すること、２）加盟店
端末装置から情報を受信するように構成されているポイントツーポイント暗号化管理シス
テムを準備することであって、ポイントツーポイント暗号化管理システムは、ａ）装置情
報を記憶するデータベース、及び、ｂ）データベースに動作可能に結合される少なくとも
１つのプロセッサを含む、準備すること、３）少なくとも１つのプロセッサによって、第
三者のコンピューティング装置の少なくとも１つのコンピュータから初期の装置のシリア
ル番号を受信すること、４）少なくとも１つのプロセッサによって、初期の装置のシリア
ル番号をメモリのテーブルに書き込むとともにテーブルをデータベースに記憶すること、
５）少なくとも１つのプロセッサによって、加盟店端末装置から少なくとも部分的に供給
されたペイロードであって、暗号化された支払い情報及び装置のシリアル番号を含むペイ
ロードを受信すること、６）少なくとも１つのプロセッサによって、ペイロードを解析し
て装置のシリアル番号を抽出すること、７）少なくとも１つのプロセッサによって、装置
のシリアル番号と初期の装置のシリアル番号とを比較し、装置のシリアル番号及び初期の
シリアル番号が同じシリアル番号であるか否かを判断すること、並びに、８）装置のシリ
アル番号及び初期の装置のシリアル番号が同じシリアル番号であると判断すると、支払い
情報の復号を促進することを含む。
【００１１】
　種々の実施形態によると、本明細書におけるシステム及び方法は、装置のフィンガープ
リントを作成するコンピュータシステムを含み、コンピュータシステムは、装置管理シス
テムに動作可能に接続される装置を含み、装置管理システムは、少なくとも１つのデータ
ベースに動作可能に結合される少なくとも１つのプロセッサを含み、少なくとも１つのプ
ロセッサは、１）装置からの第１のペイロードであって、特定の形式のデータ及び装置指
示子を含む第１のペイロードを受信し、装置指示子は、装置を識別するのに使用される一
意の識別子を含み、２）装置のフィンガープリントであって、特定の順序の特定の形式の
１つ又は複数の別々のセクションのそれぞれのセクション形式を含むフィンガープリント
を作成し、３）少なくとも１つのデータベースに装置のフィンガープリント及び一意の識
別子の記録を記憶し、並びに、４）装置から受信する各後続のペイロードの形式と、装置
のフィンガープリントとを比較し、装置が不正アクセスされたか否かを判断するように構
成されている。
【００１２】
　特定の実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、装置のフィンガープリン
トを作成するコンピュータシステムを含み、コンピュータシステムは、装置管理システム
に動作可能に接続される装置を含み、装置管理システムは、少なくとも１つのデータベー
スに動作可能に結合される少なくとも１つのプロセッサを含み、少なくとも１つのプロセ
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ッサは、１）特定の装置からのペイロードであって、各ペイロードは、或る形式の暗号化
されたデータ及び暗号化されていないデータを含むペイロードを受信し、２）特定の装置
からの各ペイロードの形式と、特定の装置に関連するフィンガープリントとを比較し、３
）特定の装置から受信したペイロードの特定のペイロードの形式が、特定の装置に関連す
るフィンガープリントに一致しないと判断すると、特定のペイロードの暗号化されたデー
タを復号することを拒否するとともに、暗号化されたデータを復号することを拒否する通
知を、ユーザに関連するユーザコンピューティングシステムに送信するように構成されて
いる。
【００１３】
　１つ又は複数の実施形態によると、本明細書におけるシステム及び方法は、装置のフィ
ンガープリントを作成するコンピュータ実装方法を含み、この方法は、Ａ）データを暗号
化可能な装置を準備すること、Ｂ）装置に動作可能に結合されるコンピュータシステムを
準備することであって、コンピュータシステムは、１）装置から受信したデータを復号す
る復号手段、２）装置に関連するフィンガープリントを作成するフィンガープリント作成
手段、３）少なくとも１つのデータベース、並びに、４）復号手段、フィンガープリント
作成手段及び少なくとも１つのデータベースに動作可能に結合される少なくとも１つのプ
ロセッサを含む、準備すること、Ｃ）少なくとも１つのプロセッサによって、装置から第
１のペイロードを受信することであって、第１のペイロードは、特定の形式のデータ、装
置指示子及び暗号化されたデータを含み、装置指示子は、装置を識別するのに使用される
一意の識別子を含む、受信すること、Ｄ）フィンガープリント作成手段によって、装置の
フィンガープリントを作成することであって、フィンガープリントは、特定の順序の特定
の形式の１つ又は複数の別々のセクションのそれぞれのセクション形式を含む、作成する
こと、Ｅ）少なくとも１つのデータベースにおいて装置のフィンガープリント及び一意の
識別子の記録を記憶するとともに、少なくとも１つのプロセッサによって装置の状態をア
クティブに変更すること、Ｆ）少なくとも１つのプロセッサによって、装置から受信した
後続のペイロードの第２の特定の形式と、装置のフィンガープリントとを比較し、装置が
不正アクセスされたか否かを判断すること、並びに、Ｇ）装置が不正アクセスされていな
いと判断すると、復号手段によって、後続のペイロードの暗号化されたデータを復号する
ことを含む。
【００１４】
　少なくとも１つの特定の実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、少なく
とも１つのプロセッサを含むとともに暗号化装置に動作可能に接続されるＰ２ＰＥ管理シ
ステムを含む暗号化装置の状態変更を管理するコンピュータシステムを含み、少なくとも
１つのプロセッサは、暗号化装置から受信した取引情報に基づいて暗号化装置の状態を変
更するように構成されており、取引情報に基づいて暗号化装置の状態を変更することは、
１）暗号化装置から取引ペイロードを受信することであって、取引ペイロードは取引情報
及び非取引情報を含む、受信すること、２）取引情報が暗号化されていないか否かを判断
すること、並びに、３）取引情報が暗号化されていないという判断に応じて、暗号化装置
の状態を改ざん状態に変更することによって暗号化装置をディセーブルにすることを含む
。
【００１５】
　更なる実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、暗号化装置の状態変更を
管理するコンピュータ実装方法を含み、この方法は、Ａ）少なくとも１つのプロセッサを
含むとともに暗号化装置に動作可能に接続されるＰ２ＰＥ管理システムを準備するステッ
プ、並びに、Ｂ）少なくとも１つのプロセッサによって、暗号化装置から受信した取引情
報に基づいて暗号化装置の状態を変更するステップであって、取引情報に基づいて暗号化
装置の状態を変更することは、１）暗号化装置から取引ペイロードを受信することであっ
て、取引ペイロードは、取引情報及び非取引情報を含む、受信すること、２）取引情報が
暗号化されていないか否かを判断すること、及び、３）取引情報が暗号化されていないと
いう判断に応じて、暗号化装置の状態を改ざん状態に変更することによって暗号化装置を
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ディセーブルにすることを含む、変更するステップを含む。
【００１６】
　また更なる実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、少なくとも１つのプ
ロセッサを含むとともに暗号化装置に動作可能に接続されるＰ２ＰＥ管理システムを含む
、暗号化装置の状態変更を管理するコンピュータシステムを含み、少なくとも１つのプロ
セッサは、Ａ）操作者からの入力に基づいて暗号化装置の状態を変更し、Ｂ）暗号化装置
から受信した取引情報に基づいて暗号化装置の状態を変更するように構成されており、取
引情報に基づいて暗号化装置の状態を変更することは、１）暗号化装置から第１の取引ペ
イロードを受信することであって、第１の取引ペイロードは第１の取引情報及び第１の非
取引情報を含む、受信すること、２）暗号化装置から第１の取引ペイロードを受信すると
、暗号化装置の状態を展開済み状態からアクティブ状態に変更するとともに第１の取引情
報の復号を促進すること、３）第２の取引ペイロードを暗号化装置から受信することであ
って、第２の取引ペイロードは、第２の取引情報及び第２の非取引情報を含む、受信する
こと、４）第２の取引情報が暗号化されていないか否かを判断すること、及び、５）第２
の取引情報が暗号化されていないという判断に応じて、暗号化装置の状態をアクティブ状
態から改ざん状態に変更することによって暗号化装置をディセーブルにすることを含む。
【００１７】
　特定の実施形態によると、本明細書におけるシステム及び方法は、ペイロードを復号す
るシステムを含み、このシステムは、読み取り専用データベースに動作可能に接続される
フロントエンドサーバであって、ａ）１つ又は複数の第三者からの複数のペイロードであ
って、ペイロードのそれぞれは少なくとも１つの暗号化された要素を含む複数のペイロー
ドを受信し、ｂ）読み取り専用データベースから認証データを検索し、ｃ）認証データと
複数のペイロードのそれぞれとを比較し、複数のペイロードのうちのペイロードの１つ又
は複数が不正アクセスされたか否かを判断し、ｄ）複数のペイロードのうちのペイロード
の１つ又は複数が不正アクセスされていないと判断すると、複数のペイロードのうちの１
つ又は複数のペイロードを、少なくとも１つの暗号化された要素の復号のためにハードウ
ェアセキュリティモジュールに送信するように構成されているフロントエンドサーバ、フ
ロントエンドサーバに動作可能に接続されるとともに、ペイロードが不正アクセスされた
か否かを判断するのに使用される読み取り専用認証データを記憶するように構成されてい
る読み取り専用データベース、及び、フロントエンドサーバに動作可能に接続されるハー
ドウェアセキュリティモジュールであって、暗号化キーに基づいて複数の暗号化されたペ
イロードのうちの１つ又は複数のペイロードを復号するとともに、復号された１つ又は複
数のペイロードを１つ又は複数の第三者に送信するように構成されているハードウェアセ
キュリティモジュールを備える。
【００１８】
　１つ又は複数の実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、ペイロードを復
号するコンピュータ実装方法を含み、この方法は、読み取り専用データベースに動作可能
に接続されるフロントエンドサーバを準備することであって、フロントエンドサーバは、
ａ）１つ又は複数の第三者からの複数のペイロードであって、ペイロードのそれぞれは少
なくとも１つの暗号化された要素を含む複数のペイロードを受信し、ｂ）読み取り専用デ
ータベースから認証データを検索し、ｃ）認証データと複数のペイロードのそれぞれとを
比較し、複数のペイロードのうちのペイロードの１つ又は複数が不正アクセスされたか否
かを判断し、ｄ）複数のペイロードのうちのペイロードの１つ又は複数が不正アクセスさ
れていないと判断すると、少なくとも１つの暗号化された要素の復号のために、複数のペ
イロードの１つ又は複数のペイロードをハードウェアセキュリティモジュールに送信する
ように構成されている、準備すること、フロントエンドサーバに動作可能に接続されると
ともに、ペイロードが不正アクセスされたか否かを判断するのに使用される読み取り専用
認証データを記憶するように構成されている読み取り専用データベースを準備すること、
及び、フロントエンドサーバに動作可能に接続されるハードウェアセキュリティモジュー
ルを準備することであって、ハードウェアセキュリティモジュールは、暗号化キーに基づ
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いて複数の暗号化されたペイロードのうちの１つ又は複数のペイロードを復号するととも
に、復号された１つ又は複数のペイロードを１つ又は複数の第三者に送信するように構成
されている、準備することを含む。
【００１９】
　幾つかの実質形態によると、本明細書におけるシステム及び方法は、ペイロードを迅速
に復号する拡張可能なシステムを含み、このシステムは、１つ又は複数のフロントエンド
サーバに動作可能に接続されるとともに、ペイロードの暗号化された要素を復号するよう
に構成されている少なくとも１つのハードウェアセキュリティモジュール、１つ又は複数
の読み取り専用データベースのうちの特定の読み取り専用データベースからの認証データ
の検索に少なくとも部分的に基づいてペイロードを受信するとともに認証するように構成
されている１つ又は複数のフロントエンドサーバ、１つ又は複数のフロントエンドサーバ
に動作可能に接続される１つ又は複数の読み取り専用データベースであって、ペイロード
を認証する認証データを含む１つ又は複数の読み取り専用データベース、１つ又は複数の
読み取り専用データベースに動作可能に接続される読み取り専用マスタデータベースであ
って、１つ又は複数の読み取り専用データベースに記憶されている認証データをリフレッ
シュするように構成されている読み取り専用マスタデータベース、並びに、復号及び認証
をロギングするバックエンド読み書きデータベースであって、少なくとも１つのハードウ
ェアセキュリティモジュール及び読み取り専用マスタデータベースに動作可能に接続され
る、バックエンド読み書きデータベースを備える。
【００２０】
　少なくとも１つの実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、１つ又は複数
のペイロードを迅速に復号するシステムを含み、このシステムは、読み取り専用データベ
ース及び読み書きデータベースに動作可能に接続されるメッセージキューイングプロトコ
ルを備え、メッセージキューイングプロトコルは、読み取り専用データベースからのイベ
ント通知であって、１つ又は複数の受信されるペイロードの認証に関する１つ又は複数の
通知をそれぞれ含むイベント通知を受信し、読み取り専用データベースから受信するイベ
ント通知をキューし、読み書きデータベースがイベント通知を受け取るように構成されて
いると判断すると、イベント通知を読み書きデータベースに送信するように構成されてい
る。
【００２１】
　更なる実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、１つ又は複数のペイロー
ドを迅速に復号するコンピュータ実装方法を含み、この方法は、読み取り専用データベー
ス及び読み書きデータベースに動作可能に接続されるメッセージキューイングプロトコル
を準備することを含み、メッセージキューイングプロトコルは、読み取り専用データベー
スからのイベント通知であって、１つ又は複数の受信されるペイロードの認証に関する１
つ又は複数の通知をそれぞれ含むイベント通知を受信し、読み取り専用データベースから
受信するイベント通知をキューし、読み書きデータベースがイベント通知を受け取るよう
に構成されていると判断すると、イベント通知を読み書きデータベースに送信するように
構成されている。
【００２２】
　種々の実施形態によると、本明細書におけるシステム及び方法は、１つ又は複数のペイ
ロードを迅速に復号するシステムを含み、このシステムは：暗号化されたペイロードを受
信するフロントエンドサーバ、フロントエンドサーバに動作可能に接続される複数の読み
取り専用データベース、複数の読み取り専用データベースのそれぞれに動作可能に接続さ
れるマスタ読み取り専用データベース、及び、マスタデータベースに動作可能に接続され
る読み書きデータベースであって、マスタ読み取り専用データベースにイベントメッセー
ジを送信する読み書きデータベースを備え、システムは、読み書きデータベースにおいて
イベント情報を受信し、読み書きデータベースにおいてイベント情報を受信すると、認証
データをマスタ読み取り専用データベースに自動的に送信することであって、認証データ
は、イベント情報によって更新されており、読み取り専用マスタデータベースをリフレッ
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シュし、認証データを含め、リフレッシュされた読み取り専用マスタデータベースに一致
する認証データによって、複数の読み取り専用データベースのそれぞれをリフレッシュし
、認証データは、ペイロードが改ざんされた装置によって送信されたか否かを判断するた
めのものであるように更に構成されている。
【００２３】
　特定の実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、１つ又は複数のペイロー
ドを迅速に復号するコンピュータ実装方法を含み、この方法は、暗号化されたペイロード
を受信するフロントエンドサーバを準備するステップ、フロントエンドサーバに動作可能
に接続される複数の読み取り専用データベースを準備するステップ、複数の読み取り専用
データベースのそれぞれに動作可能に接続されるマスタ読み取り専用データベースを準備
するステップ、マスタデータベースに動作可能に接続される読み書きデータベースを準備
するステップであって、読み書きデータベースは、イベントメッセージをマスタ読み取り
専用データベースに送信する、準備するステップ、読み書きデータベースにおいてイベン
ト情報を受信するステップ、読み書きデータベースにおいてイベント情報を受信すると、
認証データをマスタ読み取り専用データベースに自動的に送信するステップであって、認
証データはイベント情報によって更新されている、自動的に送信するステップ、読み取り
専用マスタデータベースをリフレッシュし、認証データを含めるステップ、及び、リフレ
ッシュされた読み取り専用マスタデータベースに一致する認証データによって、複数の読
み取り専用データベースのそれぞれをリフレッシュするステップであって、認証データは
、ペイロードが改ざんされた装置によって送信されたか否かを判断するためのものである
、リフレッシュするステップを含む。
【００２４】
　１つ又は複数の実施形態によると、本明細書におけるシステム及び方法は、１つ又は複
数のペイロードを復号するシステムを含み、システムは、受信したペイロードの暗号化さ
れた要素を復号するハードウェアセキュリティモジュールであって、少なくとも１つの復
号サーバに動作可能に接続されるハードウェアセキュリティモジュール、少なくとも１つ
の復号サーバであって、特定のペイロードであって、少なくとも１つの暗号化された要素
を含む特定のペイロードを受信し、少なくとも１つの暗号化された要素の復号のために特
定のペイロードをハードウェアセキュリティモジュールに送信し、ハードウェアセキュリ
ティモジュールから特定のペイロードを受信すると、特定のペイロードを解析し、少なく
とも１つの暗号化された要素がハードウェアセキュリティモジュールによって復号された
か否かを判断し、少なくとも１つの暗号化された要素がハードウェアセキュリティモジュ
ールによって復号されていないと判断すると、エラーメッセージを、フロントエンドサー
バに動作可能に結合される読み書きデータベースに送信するように構成されている少なく
とも１つの復号サーバを備える。
【００２５】
　少なくとも１つの特定の実施形態では、本明細書におけるシステム及び方法は、１つ又
は複数のペイロードを復号するコンピュータ実装方法を含み、この方法は、受信されるペ
イロードの暗号化された要素を復号するハードウェアセキュリティモジュールを準備する
ことであって、ハードウェアセキュリティモジュールは少なくとも１つの復号サーバに動
作可能に接続される、準備すること、少なくとも１つの復号サーバを準備すること、特定
のペイロードを受信することであって、特定のペイロードは少なくとも１つの暗号化され
た要素を含む、受信すること、特定のペイロードを、少なくとも１つの暗号化された要素
の復号のためにハードウェアセキュリティモジュールに送信すること、特定のペイロード
をハードウェアセキュリティモジュールから受信すると、特定のペイロードを解析し、少
なくとも１つの暗号化された要素がハードウェアセキュリティモジュールによって復号さ
れたか否かを判断すること、及び、少なくとも１つの暗号化された要素がハードウェアセ
キュリティモジュールによって復号されていないと判断すると、エラーメッセージを、フ
ロントエンドサーバに動作可能に結合される読み書きデータベースに送信することを含む
。
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【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による、例示的なポイントツーポイ
ント暗号化（Ｐ２ＰＥ）管理システム及び支払い環境を示す図である。
【図２Ａ】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による、図１のＰ２ＰＥ管理シス
テム及び支払い環境の例示的なアーキテクチャのブロック図である。
【図２Ｂ】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による、図２ＡのＰ２ＰＥ管理シ
ステムの例示的なアーキテクチャのブロック図である。
【図２Ｃ】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による、図２ＡのＰ２ＰＥ管理シ
ステムの代替的なアーキテクチャのブロック図である。
【図３】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による、例示的な加盟店端末装置管
理プロセスを示すフロー図である。
【図４Ａ】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による、例示的なマーチャントデ
ータプロセスを示すフロー図である。
【図４Ｂ】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による、例示的なＰ２ＰＥ報告プ
ロセスを示すフロー図である。
【図５Ａ】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による、例示的な復号プロセスを
示すフロー図である。
【図５Ｂ】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による、例示的なフィンガープリ
ントプロセスを示すフロー図である。
【図６】本発明のシステム及び方法の例示的なシーケンスを示すＵＭＬ線図である。
【図７】本発明のシステム及び方法の例示的なシーケンスを示すＵＭＬ線図である。
【図８】本発明のシステム及び方法の例示的なシーケンスを示すＵＭＬ線図である。
【図９】本発明のシステム及び方法の例示的なシーケンスを示すＵＭＬ線図である。
【図１０】本発明のシステム及び方法の例示的なシーケンスを示すＵＭＬ線図である。
【図１１】本発明のシステム及び方法の例示的なシーケンスを示すＵＭＬ線図である。
【図１２】本発明のシステム及び方法の例示的なシーケンスを示すＵＭＬ線図である。
【図１３】本発明のシステム及び方法の例示的なシーケンスを示すＵＭＬ線図である。
【図１４】本発明のシステム及び方法の例示的なシーケンスを示すＵＭＬ線図である。
【図１５】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による例示的なキューイングプロ
セスを示すフロー図である。
【図１６】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による例示的な更新プロセスを示
すフロー図である。
【図１７】本発明のシステム及び方法の１つの実施形態による例示的な復号検証プロセス
を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本開示の原理の理解を促すために、ここで、図面に示されている実施形態を参照し、実
施形態を説明するために特定の文言を用いる。それにもかかわらず、本開示の範囲の限定
がそれによって意図されず、記載又は図示される実施形態の任意の代替及び更なる変更、
並びに、それらの実施形態において示されるような本開示の原理の任意の更なる応用が、
本開示が関連する分野の当業者に通常は想起されるものとして意図されることが理解され
るであろう。
【００２８】
　添付の図面は、本開示の１つ又は複数の実施形態及び／又は態様を示し、明細書ととも
に、本開示の原理を説明する役割を果たす。以下の複数の図は、統一モデリング言語（un
ified modeling language : ＵＭＬ）２．５シーケンス線図である。ＵＭＬシーケンス線
図は、複数のライフライン（別称、個々の参加者）間のメッセージ交換に焦点を当ててい
る。当業者は、ＵＭＬ線図が、左から右及び上から下に読み取られることを理解するであ
ろう。ＵＭＬ線図に関する更なる情報については、ｗｗｗ．ｕｍｌ－ｄｉａｇｒａｍｓ．
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ｏｒｇ／ｓｅｑｕｅｎｃｅ－ｄｉａｇｒａｍｓ－ｃｏｍｂｉｎｅｄ－ｆｒａｇｍｅｎｔ．
ｈｔｍｌを参照のこと。
【００２９】
　本開示の詳細な説明の前に、主題の理解を助けるものとして以下の定義を提供し、本発
明のシステム及び方法の態様の用語は例示的であり、特許請求の範囲において記載される
システム及び方法の態様を必ずしも限定しない。用語が大文字で記載されるか否かは、用
語の意味を限定又は制限するものとはみなされない。本明細書において用いられる場合、
大文字で記載される用語は、使用される文脈によって、大文字で記載される用語のより限
定的な意味が意図されることが具体的に示されない限り、大文字で記載されない用語と同
じ意味を有するものとする。しかし、本明細書の残りの部分において大文字で記載される
か否かは、限定が意図されることが文脈によってはっきりと示されない限り、必ずしもそ
のような限定を意図しない。
【００３０】
　定義／用語集
　アカウントデータ：限定はされないが、ＰＡＮ、銀行支店コード、カード保有者氏名、
有効期限、サービスコード、磁気ストライプデータ（又はチップデータ）、カードセキュ
リティコード（例えばＣＡＶ２、ＣＶＣ２、ＣＶＶ２、ＣＩＤ等）、１つ又は複数の暗証
（ＰＩＮ）番号及び／又はＰＩＮブロック等のカード保有者データ及び／又は慎重に扱う
べき認証データを指し得る。
【００３１】
　銀行：１つ又は複数のカード（例えばクレジットカード、デビットカード等）を消費者
に発行することができ、（例えばマーチャントから）預金を受け取ることができ、顧客の
預金口座を管理するといった任意の好適な銀行取引事業体。
【００３２】
　フィンガープリント（Fingerprint）又は装置のフィンガープリント：種々の実施形態
において、特定の装置を識別するのに使用される情報のセットであり、情報のセットは、
特定の装置の１つ又は複数の属性に基づくことができる。少なくとも１つの実施形態では
、情報のセットは、ＰＯＩ装置のためのものであり、ＰＯＩ装置に関連するシリアル番号
を含む。
【００３３】
　ハードウェアセキュリティモジュール（Hardware Security Module : ＨＳＭ）：種々
の実施形態において、デジタル暗号化及び復号キーを保護し、収容し管理する装置である
。
【００３４】
　キーインジェクション設備（Key Injection Facility :ＫＩＦ）：暗号化キー（例えば
対称又は非対称キー）を装置、通常はＰＯＩ装置にインジェクトするセキュアなサービス
設備である。特定の実施形態では、インジェクトされた暗号化キーを用いて、ＰＯＩ装置
によって受信されるデータ（例えばＰＡＮデータ等の消費者データ）を暗号化する。
【００３５】
　マーチャント（merchant）：消費者に商品及び／若しくはサービスを提供又は販売する
事業体であり、種々の実施形態では、１つ又は複数のＰＯＩ装置を購入、注文及び／又は
採用し、Ｐ２ＰＥマネージャを使用する。
【００３６】
　Ｐ２ＰＥマネージャ：種々の実施形態では、ＰＯＩ装置の種々の状態変更を管理し、Ｐ
ＯＩ装置（単数又は複数）の状態変更を報告し、復号キーインデックス名を求め、第三者
パートナー及び装置を認証し、及び／又は、コンプライアンス若しくは他の目的でマーチ
ャントに報告を提供するアプリケーション、ソフトウェア、ハードウェア、及び／又は仮
想マシン。
【００３７】
　Ｐ２ＰＥペイロード、取引ペイロード又はペイロード：ＰＯＩ装置から送信される情報
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の束。ペイロードは任意の様々な好適な情報を含むことができる。非限定的な例として、
特定の実施形態では、ペイロードは、カードのＰＡＮ及びＰＯＩ装置のシリアル番号等の
消費者情報を含む。種々の実施形態では、ペイロードはＰ２ＰＥマネージャに送られる。
少なくとも１つの実施形態では、ペイロードは、復号の前に支払いプロセッサ／支払いネ
ットワークに送信される。
【００３８】
　ペイメントカード業界（Payment Card Industry : ＰＣＩ）：概して、デビット、クレ
ジット、プリペイド、ｅパース、ｅウォレット、ＡＴＭ及び販売時点カード産業並びに関
連するビジネス。
【００３９】
　支払いプロセッサ／支払いネットワーク：マーチャントへの支払い（例えばクレジット
カード取引）を処理する１つ又は複数の事業体（通常は第三者）。
　ＰＣＩセキュリティ審議会：ＰＣＩデータセキュリティ基準を管理する、元々はＡｍｅ
ｒｉｃａｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｓ、ＪＣＢ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ　Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ及びＶｉｓａ　Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌによって形成された審議会。種々のＰＣＩセキュリティ審議会の要件を満た
すことによって、ビジネスは「ＰＣＩ準拠」又は「ＰＣＩ有効」であるとみなされること
ができる。
【００４０】
　ＰＣＩ有効化／有効（ＰＣＩ準拠）：事業体は、ＰＣＩセキュリティ審議会によって明
記される種々の基準を満たすことによってＰＣＩ有効であるとみなされることができる。
ＰＣＩ有効な会社及び／又はソリューションは、ＰＣＩセキュリティ審議会によって（例
えばＰＣＩセキュリティ審議会のウェブサイト又は他の好適なロケーションにおいて）列
挙されることができる。
【００４１】
　加盟店端末（Point of Interaction : ＰＯＩ）装置（ポイントオブエントリ装置）：
種々の実施形態では、消費者がペイメントカード等を用いてマーチャントにおいて購入す
ることを可能にする販売時点システムの構成要素。ＰＯＩ装置は、消費者に対面しても対
面していなくてもよく、ＰＩＮ番号及び／又は他の認証を必要とし得る。ＰＯＩ装置の非
限定的な例としては、磁気カードリーダ（例えばクレジットカード等のペイメントカード
を読み取る）、及び、近距離通信（ＮＦＣ）装置（例えばモバイル機器等の電子装置から
消費者の支払い情報を受信する）が挙げられる。ＰＯＩ装置は、ＰＣＩ審議会によって承
認された装置であっても又はなくてもよい。
【００４２】
　ポイントツーポイント暗号化（Point to Point Encryption :Ｐ２ＰＥ）：データが加
盟店端末（例えばスワイプ地点）からソリューションプロバイダのセキュアな復号環境に
達するまで、データを暗号化するセキュアな装置、アプリケーション及びプロセスの組み
合わせ。
【００４３】
　プライマリアカウント番号（Primary Account Number : ＰＡＮ）：ペイメントカード
の前面において通常は見られるアカウント番号（例えばクレジットカード番号）。
　状態（複数の場合もあり）：ＰＯＩ装置等の特定の装置の記録可能な状態及び／又は状
況。種々の状態及び／又は状況は、「新規」、「アクティブ」、「紛失（lost）」、「盗
難」、「改ざん」、「損傷」、「誤動作」、「隔離」、「修理済み」、「リタイア」及び
「破壊」を含むことができる。
【００４４】
　状態変更：ＰＯＩ装置等の装置の状態の記録可能な変更。特定の例では、ＰＯＩ装置の
状態は、種々の要因に基づいて「アクティブ」から「紛失」に変更されることができる。
　概説
　本発明のシステム及び方法は、包括的には、暗号化プロセスの管理、暗号化装置の管理
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、（ポイントツーポイント暗号化装置を含む）暗号化装置の検証処理、並びに、暗号化装
置の管理、割り当て及び状態変更の報告に関する。特定の実施形態によると、本発明のシ
ステム及び方法は、復号装置及びそれらのそれぞれのペイロード（例えばスワイプデータ
の出力等）の処理を追跡する。本明細書における開示から、本明細書において記載する暗
号化プロセスの管理は、幾つかの実施形態では、ＰＣＩ有効及び準拠しているものとする
ことができることを理解されたい。
【００４５】
　特定の実施形態によると、本明細書におけるシステム及び方法は、セキュアな暗号化装
置の取扱いに関する。特に、本明細書におけるシステム及び方法は、１）特定の装置の状
態の指示を受信すること、２）特定の装置からのペイロードであって、装置のシリアル番
号及び暗号化されたペイロードを含むペイロードを受信すること、３）ペイロードの形式
の記録（例えばフィンガープリント）を作成するとともに記録をメモリに記憶すること、
４）特定の装置からの第２のペイロードであって、装置のシリアル番号及び第２の暗号化
されたペイロードを含む第２のペイロードを受信すること、５）メモリから、特定の装置
に関連するペイロードの形式の記録を検索すること、６）ペイロードの形式の記録と、第
２のペイロードの形式とを比較すること、及び７）第２のペイロードの形式がペイロード
の形式の記録に一致しないと判断すると、特定の装置の状態を改ざん状態に変更すること
に関する。
【００４６】
　１つ又は複数の態様では、本明細書におけるシステム及び方法は、ペイロードに含まれ
る装置のシリアル番号に基づいて、暗号化装置のペイロードの復号を促進することに関す
る。これらの（及び他の）態様では、システムは、装置のシリアル番号に基づいて、デー
タベースから特定の装置に関する種々の情報を検索するように構成されている。そのよう
なデータは、例えば、（上記で説明したような）特定の装置の第１のペイロードの形式の
記録、特定の装置のペイロードを暗号化する基礎として使用されるベースキーを示すキー
インデックス番号、特定の装置の状態等を含むことができる。
【００４７】
　種々の態様によると、本明細書におけるシステム及び方法は、特定の装置の「フィンガ
ープリント」の作成に更に関する。特に、システムは、特定の装置から受信するペイロー
ドに対する比較として使用される特定の装置のフィンガープリントを作成し、特定の装置
が不正アクセスされたか否か（例えば、装置が盗難された、ハッキングされた等）を判断
するように構成することができる。システムは、例えば、特定の装置から受信する第１の
ペイロードを解析すること、第１のペイロードの各セグメントの形式を判断すること、第
１のペイロードの各セグメントの形式をペイロードの順序で記録すること等によって、任
意の好適な方法で特定の装置のフィンガープリントを作成するように構成することができ
る。
【００４８】
　幾つかの態様では、本明細書におけるシステム及び方法は、システムによって追跡され
る暗号化装置の状態及び位置に関する報告を作成することに関する。これらの態様では、
システムは、マーチャントから報告要求を受け取り、マーチャントに関連する暗号化装置
に関連する状態情報に基づいて報告をコンパイルし、マーチャントが報告に含まれる情報
を証明するよう要求し、マーチャントに報告を提供するように構成されている。
【００４９】
　当業者には理解されるように、本明細書におけるシステム及び方法は、任意の好適な事
業体によって使用することができる。さらに、本明細書において記載するシステム及び方
法は、限定はされないが、ポイントツーポイント暗号化、医療データの暗号化／復号、社
会保障番号の暗号化／復号等を含む、任意の好適な暗号化／復号プロセスに使用すること
ができる。本明細書におけるシステム及び方法の以下の例示的な機能は、含まれるシステ
ム及び方法の理解を促進するために含まれ、例示的であり、非限定的であることが意図さ
れる。
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【００５０】
　例示的なＰ２ＰＥマネージャ及び支払い機能
　ここで図面を参照すると、図１は、高レベルの例示的なＰ２ＰＥマネージャ並びに支払
い環境及びプロセスを示している。概して、図１は、製造業者（例えば製造業者１０２）
からマーチャント（例えばマーチャント１３２）への例示的な加盟店端末（ＰＯＩ）装置
の例示的な経路、並びに、例示的なＰＯＩ装置に関連する種々のプロセス及び状態の変更
を示している。図１は、Ｐ２ＰＥシステム１６０によって受信されるデータ、Ｐ２ＰＥシ
ステムにおいて生じる例示的な高レベルのデータ処理、及び、例示的な支払いサイクルを
更に示している。
【００５１】
　図１は、例示的なＰ２ＰＥマネージャ及びプロセスを示しており、（当業者には理解さ
れるように、データをユーザインタフェースにタイプしてもよい）スワイプデータ（swip
e data）が、マーチャントのスワイプ端末（swipe terminal）（例えばＰＯＩ装置）から
支払い環境に送られ、次にＰ２ＰＥ支払いシステムに送られる。
【００５２】
　図１は、加盟店端末（ＰＯＩ）装置（例えばＰＯＩ装置１０４）の製造業者１０２を示
している。特定の実施形態によると、製造業者１０２は、マーチャント又はＰ２ＰＥシス
テム（例えばＰ２ＰＥシステム１６０）からの注文書の受け取りに応じて、ＰＯＩ装置１
０４を製造する。種々の実施形態では、製造業者１０２は、当業者には理解されるように
、任意の好適な方法でＰＯＩ装置１０４（及び任意の他のＰＯＩ装置）を製造する。特定
の実施形態では、製造業者１０２は、本明細書において更に説明するように、装置のシリ
アル番号及び情報を特定の形式で出力するように構成されているＰＯＩ装置を製造する。
【００５３】
　ＰＯＩ装置１０４は、消費者からの情報を受信するのに好適な任意の装置であるものと
することができる。種々の実施形態では、ＰＯＩ装置１０４は、本明細書を通して説明す
るように、支払い情報を受信するが、ＰＯＩ装置１０４が支払い情報のみに限定されるも
のとみなされるべきではないことが当業者には理解されるべきである。
【００５４】
　ＰＯＩ装置１０４は、支払い情報（例えばクレジットカードの磁気帯情報、スマートフ
ォン、タブレット、ＰＤＡ等のようなモバイル機器から受信する支払い情報、（例えばチ
ップが埋め込まれたカードからの）チップ情報、チェックアウトステーションから受信さ
れる支払い情報、電子医療記録システムから受信する医療記録等の他の慎重に扱うべき情
報等を受信する任意の好適な構成要素を含むことができる。種々の実施形態では、ＰＯＩ
装置１０４は、カードの磁気帯（例えばクレジットカード）を読み取る磁気カードリーダ
を介して支払い情報を読み取り及び／又は受信する。１つ又は複数の実施形態では、ＰＯ
Ｉ装置１０４は、二次的な消費者識別・照合情報を受信するピンパッド（pin-pad）、バ
イオメトリックスキャナ（例えばフィンガープリント若しくは網膜スキャナ）、及び／又
は、チップリーダを含む。少なくとも１つの実施形態では、ＰＯＩ装置１０４は、ＢＬＵ
ＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＢＬＥ）及び
／又はＷｉ－Ｆｉ無線等の近距離無線通信、好適な無線ネットワーク接続等の１つ又は複
数の無線通信を介して支払い情報を受信するように構成されている（例えば、ＰＯＩ装置
は、「タップ」を介してモバイル機器に含まれるアプリケーション（モバイルウォレット
）から支払い情報を受信することができる。
【００５５】
　本明細書において更に説明するように、ＰＯＩ装置１０４は、消費者から受信する情報
（例えば支払い情報、バイオメトリック情報、ＰＩＮ情報等）を、処理のために別のシス
テム／装置に送信する。種々の実施形態では、ＰＯＩ装置１０４は、上記情報を受信する
と、受信した情報を暗号化するように構成されている。特定の実施形態によると、ＰＯＩ
装置１０４は、消費者から受信した情報を、ＰＯＩ装置の識別のために、ＰＯＩ装置１０
４に関連するシリアル番号等の装置情報とともに送信する。幾つかの実施形態では、ＰＯ
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Ｉ装置１０４は、ＰＯＩ装置１０４から送られる取引を識別するために「フィンガープリ
ント」（例えばＰＯＩ装置１０４の形式及び／又は装置情報に基づく識別子）を形成する
ようにＰ２ＰＥシステム（例えばＰ２ＰＥシステム１６０）によって使用されることがで
きる、消費者から受信した情報及び装置情報を特定の形式で送信するように構成されてい
る。
【００５６】
　当業者には理解されるように、ＰＯＩ装置１０４は、ＰＣＩセキュリティ基準審議会（
「ＰＣＩ　ＳＳＣ」）によって承認される任意のＰＯＩ装置又は暗号化される情報を受信
する他の好適な装置であるものとすることができる。ＰＣＩ　ＳＳＣによって承認された
装置の例は、ＰＣＩ　ＳＳＣのウェブサイトｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｐｃｉｓｅｃｕｒ
ｉｔｙｓｔａｎｄａｒｄｓ．ｏｒｇ／ａｐｐｒｏｖｅｄ＿ｃｏｍｐａｎｉｅｓ＿ｐｒｏｖ
ｉｄｅｒｓ／ａｐｐｒｏｖｅｄ＿ｐｉｎ＿ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ＿ｓｅｃｕｒｉｔｙ．
ｐｈｐ．において見出すことができる。１つ又は複数の実施形態では、ＰＯＩ装置１０４
は、ＩＤ　ＴＥＣＨのＳｅｃｕＲＥＤ（商標）ＳＲＥＤ装置等のスタンドアロン・スワイ
プ端末である。幾つかの実施形態では、ＰＯＩ装置１０４は、４Ｐ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄａ
ｔａ　ＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇのＦＤＡ６００－ＰＯＳ装置等の一体型のモバイルビジネス
ソリューションである。少なくとも１つの実施形態では、ＰＯＩ装置１０４は、Ａｔｏｓ
　ＷｏｒｌｄｌｉｎｅのＹｏｍａｎｉ装置等のカウンタートップ端末である。
【００５７】
　図１を更に参照すると、製造業者１０２は、ＰＯＩ装置１０４を、セキュアな出荷１０
６を介してキーインジェクション設備（ＫＩＦ）１１０に出荷する。当業者には理解され
るように、セキュアな出荷１０６は、限定はされないが、ＦｅｄＥｘ、ＵＰＳ等を介した
、及び／又は、空路、陸路、鉄道等を介した出荷を含む当該技術分野において既知の任意
の好適なタイプのセキュアな出荷を表すことができる。
【００５８】
　ＫＩＦ１１０によって受け取られると、１つ又は複数の実施形態では、ＰＯＩ装置１０
４に関する情報は、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６に入力される。種々の実施形態では、ＰＯ
Ｉ装置１０４に関する情報は、（例えば後にスワイプ取引に一致する）装置のシリアル番
号を含む。少なくとも１つの実施形態では、ＰＯＩ装置１０４に関する情報は、ファーム
ウェアバージョン番号を含む。更なる実施形態では、ＰＯＩ装置１０４に関する情報は、
製造日、製造業者（例えば製造業者１０２）の名前等を含む。
【００５９】
　ＰＯＩ装置１０４に関する情報は、例えばユーザインタフェース１８０によって又はＡ
ＰＩインタフェースを介してといった任意の好適な方法でＰ２ＰＥマネージャ１６６に入
力することができる。種々の実施形態では、ＫＩＦ従業員は、好適なスキャン機構（例え
ば手持ち式バーコードスキャナ等）を介して、ＰＯＩ装置１０４に関連するシリアル番号
をスキャンする。幾つかの実施形態では、ＫＩＦ従業員は、キーボード（又はタッチスク
リーン等の他の好適なキー入力装置）を介して、ＰＯＩ装置１０４に関連するシリアル番
号をタイプする。当業者には理解されるように、ＰＯＩ装置１０４は、任意の好適なセキ
ュリティプロトコルを介して処理することができ、ＰＯＩ装置１０４に関する情報は、別
個のＫＩＦ在庫管理システム等の任意の好適なシステムに入力することができる。
【００６０】
　図１に示されているように、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、ユーザインタフェース１８
０に動作可能に接続することができる。ユーザインタフェース１８０は、Ｐ２ＰＥマネー
ジャ１６６と相互作用するように構成されている任意の数のユーザインタフェースを表す
ことができ、ユーザインタフェース１８０は、例えばインターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ、
Ｗｉ－Ｆｉ等を介して任意の好適な方法でＰ２ＰＥマネージャ１６６に接続することがで
きる。例えば、ユーザインタフェース１８０は、（上記で説明したような）ＰＯＩ装置１
０４に関する情報を入力するのに使用されるＫＩＦ１１０におけるユーザインタフェース
を表すことができる。この例を引き続き参照すると、ユーザインタフェース１８０は、（
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例えば、ＰＯＩ装置１０４が受け取られると、ＰＯＩ装置１０４の状態を更新するため等
に）ＰＯＩ装置１０４に関する情報を入力するのに使用されるマーチャント１３２におけ
るユーザインタフェースも表すことができる。ユーザインタフェース１８０は、この例で
は、第三者の「パートナー」（例えば、電子医療記録システムを使用する病院又はデータ
を暗号化及び復号することを望む他の事業体）におけるユーザインタフェースを表すこと
ができる。ユーザインタフェース１８０は、ＰＯＩ装置１０４の状態を（例えば「保管」
から「展開済み（deployed）」に）手動で変更するか、又は、１８２で示されているよう
に、ＰＯＩ装置１０４の状態を見るのに使用することができる。幾つかの実施形態では、
ユーザインタフェース１８０は、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６を介して、（本明細書におい
て更に説明するように）１つ又は複数の報告１８４を生成するように構成することができ
る。
【００６１】
　特定の実施形態によると、ＰＯＩ装置１０４の情報がＰ２ＰＥマネージャ１６６に入力
されると、或る「状態」が割り当てられる。Ｐ２ＰＥマネージャ１６６において示される
ようなＰＯＩ装置１０４の状態を用いて、ＰＯＩ装置１０４のセキュアな取扱い及び一連
の保管を確実にすることを助けることができる。例えば、ＰＯＩ装置１０４は、Ｐ２ＰＥ
マネージャ１６６に最初に入力されると、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６において「新規」の
状態が割り当てられる。キーがＰＯＩ装置１０４にインジェクトされると、状態を「イン
ジェクト済み」に変更することができる。ＰＯＩ装置１０４は、マーチャント（例えばマ
ーチャント１３２）によって受け取られるが展開／使用されていない場合、「保管」の状
態を有することができる。代替的には、ＰＯＩ装置１０４は、装置が損傷を受けたか又は
機能しない場合には、「ＤＯＡ（dead on arrival）」（デッドオンアライバル）の状態
が割り当てられることができる。例えば、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、「改ざん」、「
汚れた」又は「フラグ付き」状態に挙げられているＰＯＩ装置からのデータ（例えばカー
ドスワイプデータ）を廃棄、妨げ及び／又は阻止し、システム及び／又はカードスワイプ
データを保護するように構成することができる。
【００６２】
　図１を引き続き参照すると、ＰＯＩ装置１０４は、ＫＩＦ１１０においてセキュアな在
庫室に保管される。在庫室は、限定はされないが、ロック及びキー又は任意の好適なセキ
ュリティプロトコルによるデュアルアクセス等の任意の好適な方法でセキュアであるもの
とすることができる。
【００６３】
　特定の実施形態によると、マーチャントからの注文時に、ＰＯＩ装置１０４には、１つ
又は複数の基礎派生キー（「ＢＤＫ（base derivation key）」）がインジェクトされ、
マーチャント（例えばマーチャント１３２）へのセキュアな出荷のために、確実に袋詰め
、タグ付け及び包装される。少なくとも１つの実施形態によると、ハードウェアセキュリ
ティモジュール（「ＨＳＭ（hardware security module）」）アレイが、ＰＯＩ装置１０
４によって受信されるデータを暗号化する暗号化／復号キーを生成する。当業者には理解
されるように、ＨＳＭアレイは、ＫＩＦ又は遠隔の場所に位置付けることができる。図１
に示されている実施形態では、ＫＩＦ１１０及びＨＳＭアレイ１６２は遠隔にある。
【００６４】
　Ｐ２ＰＥシステム１６０の一部として図１に示されているＨＳＭアレイ１６２は、種々
の実施形態では、セキュリティ上、２つの部分、ＢＤＫ１６４Ａ及びＢＤＫ１６４Ｂに分
けられる基礎派生キー（ＢＤＫ）を作成する。ＢＤＫ１６４Ａ及び１６４Ｂは、（２つの
別個のセキュアな経路１８６，１８８を介して）ＫＩＦ１１０に送られ、そこで、２つの
キー部分所持者によって受信される。ＢＤＫ１６４Ａ及び１６４Ｂは、例えば配達で、メ
ールで、ファックスで、ｅメールで（暗号化される又は別様の）等といったような任意の
好適な方法でＫＩＦ１１０に送ることができる。特定の実施形態では、２つのキー部分所
持者は、送付時の署名、納品受領証等を介してＢＤＫ１６４Ａ及びＢＤＫ１６４Ｂの受領
を証明する。
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【００６５】
　特定の実施形態では、プロセスは、ステップ１１４におけるキー組み立てに続く。キー
組み立てプロセスを以下ですぐに簡潔に記載する。しかし、当業者には、このキー組み立
てプロセスが例示的であることが意図され、任意の好適なキー組み立てプロセスを使用す
ることができることが理解されるであろう。第１のキー部分所持者（例えばＢＤＫ１６４
Ａを有する人）が、ＰＯＩ装置１０４を保管するセキュアな在庫室に入り、ＢＤＫ１６４
Ａを、改ざん防止セキュリティモジュール（「ＴＲＳＭ（tamper resistant security mo
dule）」）に入力する。第１のキー部分所持者は、セキュアな在庫室を出る。第２のキー
部分所持者（例えばＢＤＫ１６４Ｂを有する人）が、（例えば第１のキー部分所持者がセ
キュアな在庫室を出た後で）セキュアな在庫室に入り、ＢＤＫ１６４ＢをＴＲＳＭに入力
する。特定の実施形態によると、第三者が、（例えばキーシリアル番号（ＫＳＮ）及び検
査数字を介して）第１のキー部分所持者及び第２のキー部分所持者の入力を別個に検証す
る。キー部分が認証されると、ＴＲＳＭは、（組み立てられた）ＢＤＫ１６４を表す暗号
文を生成し、暗号文をスマートカードに伝送する。ＰＯＩ装置１０４（及び各ＰＯＩ装置
）には、（例えばスマートカードからの）ＢＤＫから派生する一意の初期キーがインジェ
クトされる。本明細書において説明するように、ＰＯＩ装置１０４に暗号化キーがインジ
ェクトされると、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６におけるその状態は、送信１２２によって「
インジェクト済み」に変更されることができる。
【００６６】
　図１を更に参照すると、ステップ１１６において、ＰＯＩ装置１０４は、開封明示袋（
tamper evident bag）に入れられ、袋は、開封明示シリアル化ステッカー（tamper evide
nt, serialized sticker）で封止される。（開封明示袋に入り、シリアル化ステッカーで
封止された）ＰＯＩ装置１０４は、次に、ステップ１１８において、マーチャント１３２
への出荷のために箱（例えば任意の好適な出荷用容器）に入れて封止され、追跡番号が与
えられる。特定の実施形態によると、ＰＯＩ装置１０４の出荷のためのシリアル化ステッ
カーのシリアル番号及び追跡番号が、送信１２４によってＰ２ＰＥマネージャ１６６に入
力され、ＰＯＩ装置１０４の受領時のマーチャント１３２による後の照合のためにＰ２Ｐ
Ｅマネージャ１６６におけるＰＯＩ装置１０４の記録と関連付けられる。種々の実施形態
では、追跡番号がＰ２ＰＥマネージャ１６６に入力されると、ＰＯＩ装置１０４に関連す
る状態は変更されることができる。
【００６７】
　ステップ１２０において、ＰＯＩ装置１０４はマーチャント１３２にセキュアに出荷さ
れる。ＰＯＩ装置１０４は、空路、陸路、鉄道等によるＦｅｄＥｘ、ＵＰＳ、ＵＳＰＳ等
によるものを含め、任意の好適な方法でマーチャント１３２にセキュアに出荷されること
ができる。
【００６８】
　マーチャント１３２は、送信１２６によって、ＰＯＩ装置１０４を受け取り、ステップ
１３４において示されているように、ＰＯＩ装置１０４の受領をＰ２ＰＥマネージャ１６
６に登録する。種々の実施形態では、マーチャント１３２は、ＰＯＩ装置１０４を受領す
ると、ＰＯＩ装置１０４を包装するのに使用された開封明示袋（上記を参照のこと）及び
シリアル化ステッカーが改ざんされていないことを確かめる。特定の実施形態では、マー
チャント１３２は、（出荷用の箱の外面又は何らかの他の位置に印刷されているような）
ＰＯＩ装置１０４のシリアル番号、及び、シリアル化ステッカーのシリアル番号をＰ２Ｐ
Ｅマネージャ１６６に入力する。１つ又は複数の実施形態では、ＰＯＩ装置１０４に関連
する状態が、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６において「保管」に変更される。マーチャント１
３２は、（開封明示袋に入った）ＰＯＩ装置１０４を展開するまで保管する。
【００６９】
　ステップ１３８において、マーチャント１３２は、ＰＯＩ装置１０４を、展開するため
に開封明示袋から取り出す。種々の実施形態では、マーチャント１３２は、ＰＯＩ装置１
０４の状態をＰ２ＰＥマネージャ１６６において「展開済み」に変更する。種々の実施形
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態では、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６が、（例えばＰＯＩ装置１０４が開封明示袋から取り
出されたという）情報の受信に基づいて、ＰＯＩ装置１０４の状態を「展開済み」に実質
的に自動的に変更することが理解されるであろう。
【００７０】
　ステップ１４０において、ＰＯＩ装置１０４を展開し（例えばレジ等に接続し）、ペイ
メントカード情報を受け取る。本明細書において更に説明するように、ＰＯＩ装置１０４
は、任意の支払い（又は他の）情報を受け取るように構成することができるが、単純及び
簡潔にするために、磁気カードスワイプデータの形態のペイメントカード情報を、図１に
関して説明する。
【００７１】
　磁気カードスワイプデータ（例えば第１の又は初期のカードスワイプ）を受信すると、
種々の実施形態では、ＰＯＩ装置１０４は、上記のステップ１１４においてＰＯＩ装置１
０４にインジェクトされた暗号化キーに基づいて、磁気カードスワイプデータを実質的に
自動的に暗号化する。種々の実施形態では、ＰＯＩ装置１０４は、スワイプデータの受信
直後にスワイプデータを暗号化するように構成されている。特定の実施形態では、ＰＯＩ
装置１０４は、（磁気ストライプ付きのクレジット／デビットカードがスワイプされる場
合に）磁気読み取りヘッドを介して、チップ及びピンリーダを介して、近距離通信を介し
て等を含め、任意の好適な方法でスワイプデータを受信することができる。
【００７２】
　図１では、特定の実施形態によると、スワイプデータを受信して暗号化すると、ＰＯＩ
装置１０４は、スワイプデータ及び他の情報（まとめて「ペイロード」）を、支払いネッ
トワーク１９０に送信するように構成されている。特定の実施形態によると、ＰＯＩ装置
１０４のペイロードは、スワイプデータに加えて、ＰＯＩ装置１０４に関連するシリアル
番号（例えば、製造業者１０２によってＰＯＩ装置１０４に割り当てられるとともにＫＩ
Ｆ１１０においてＰ２ＰＥマネージャ１６６に記録されるシリアル番号）を含む。幾つか
の実施形態では、ＰＯＩ装置１０４のペイロードは、ＰＩＮ情報、バイオメトリック情報
（例えば、ＰＯＩ装置は、フィンガープリントスキャナ等の１つ又は複数のバイオメトリ
ックリーダを含むか又は接続される）、チップ情報等を含む他の情報を含む。
【００７３】
　当業者には、図１に示されているようなＰＯＩ装置のペイロード経路が単なる例示であ
り、ＰＯＩ装置のペイロードは、１つ又は複数の事業体を通じて、及び／又は、図１に示
されていない経路を介して経路付けすることができることが理解されるであろう。
【００７４】
　ステップ１４２において、ＰＯＩ装置１０４は、その第１のカードスワイプの受信に応
じて、その第１のペイロードを、インターネット１６４及び送信１４６を介してスワイプ
データの検証及び復号のためにＰ２ＰＥマネージャ１６６にペイロードをフォーワードす
る支払いネットワーク１９０に送信する。特定の実施形態では、ＰＯＩ装置１０４から第
１のペイロードを受け取ると、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、ＰＯＩ装置１０４の第１の
ペイロードを解析してＰＯＩ装置１０４のシリアル番号を抽出するように構成されている
。幾つかの実施形態では、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は次に、ＰＯＩ装置１０４の抽出さ
れたシリアル番号とＰＯＩ装置のシリアル番号のテーブルとを比較し、ＰＯＩ装置１０４
がテーブルに含まれているか否かを判断する。換言すると、特定の実施形態では、Ｐ２Ｐ
Ｅマネージャ１６６は、各取引ペイロードとともにＰ２ＰＥマネージャ１６６に送られる
そのシリアル番号に基づいて、ＰＯＩ装置１０４が認められた装置であるか否かを判断す
るように構成されている。
【００７５】
　ＰＯＩ装置１０４のシリアル番号がＰ２ＰＥマネージャ１６６に含まれると判断すると
、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、ＰＯＩ装置１０４に関連する状態をチェックするように
構成することができる。例えば、ＰＯＩ装置１０４がＰ２ＰＥマネージャ１６６において
「展開済み」の状態を有する場合、第１のスワイプ取引を成功裏に受信すると、Ｐ２ＰＥ
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マネージャ１６６は、ＰＯＩ装置１０４の状態を「アクティブ」に変更することができる
。Ｐ２ＰＥマネージャ１６６における「アクティブ」状態は概して、復号されるスワイプ
取引をセキュアに受信する状態を示す。
【００７６】
　別の例として、ＰＯＩ装置１０４がＰ２ＰＥマネージャ１６６において「改ざん」又は
「盗難」又は「紛失」の状態を有する場合、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、受信したペイ
ロードを廃棄し、及び／又は、「アクティブ」若しくは「展開済み」として列挙されてい
ないＰＯＩ装置からのペイロードの受信を、マーチャント１３２若しくは任意の他の好適
な関係者に報告し、（例えばペイロードに含まれる）暗号化されたスワイプデータを処理
しないように構成することができる。システムが、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６の種々の状
態に少なくとも部分的に基づいて不正取引の検出を助けることができることを、本明細書
における説明に基づいて理解されたい。状態変更の例示的なリストが図１において１８２
に示されており、本明細書において更に説明する。
【００７７】
　Ｐ２ＰＥマネージャ１６６が第１のペイロードをＰＯＩ装置１０４から受信している、
図１に示されている例を引き続き参照すると、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、ステップ１
７０において、ＰＯＩ装置１０４に（メモリ内で）関連する「フィンガープリント」を作
成する。特定の実施形態によると、ＰＯＩ装置１０４のフィンガープリントは、ＰＯＩ装
置１０４によって送られるペイロードを解析するとともに、（例えばペイロードの内容と
は反対に）ペイロードに含まれるデータアイテムの形式、順序及び数、並びに／又は、Ｐ
ＯＩ装置１０４において実行するソフトウェアの任意のファームウェアバージョンを記録
することによって作成される。例示的なフィンガープリント作成プロセスを本明細書にお
いて（例えば図４Ａにおいて）更に説明する。種々の実施形態では、フィンガープリント
は、記憶され、将来的な取引において、ＰＯＩ装置１０４から受信されるデータがセキュ
アであること（例えば、ＰＯＩ装置１０４が改ざんされておらず、及び／又は、故障して
いないこと）を確認するのに使用される。
【００７８】
　図１に示されている実施形態によると、フィンガープリント分析１７０後に、Ｐ２ＰＥ
マネージャ１６６は、（例えばＢＤＫ１６４を使用して）復号するために第１のペイロー
ドをＰＯＩ装置１０４からＨＳＭ１６２に送信する。ペイロードが復号されると、スワイ
プデータを、支払いプロセスにおいて他の事業体によって復号することができる暗号に再
暗号化する。ペイロードは、再暗号化されると、支払いネットワーク１９０に送信され、
支払いネットワーク１９０において、スワイプデータ（例えばクレジットカード情報）が
処理され、発行銀行１９２（お金は、スワイプされたカードに関連する消費者の預金口座
から引き落とされる）、承継銀行１９４、及び最終的には、お金がマーチャント（例えば
マーチャントの銀行口座）に払われる受託銀行１４４に送られる。
【００７９】
　特定の実施形態では、システムは、ＰＯＩ装置１０４に関連する状態が「アクティブ」
である間に、ペイロードがＰＯＩ装置１０４から受信されるたびに本質的に同じように動
作する（例えば、ＰＯＩ装置１０４はスワイプ取引を定期的に受信する）。例えば、マー
チャント１３２の顧客は、ＰＯＩ装置１０４において自身のクレジットカードをスワイプ
する。ＰＯＩ装置１０４は、ＰＯＩ装置１０４のシリアル番号及び暗号化されたスワイプ
データを含むそのペイロードをＰ２ＰＥマネージャ１６６に送信する。この例を引き続き
参照すると、ステップ１７０において、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、受信したペイロー
ドのシリアル番号（例えばＰＯＩ装置１０４のシリアル番号）を求め、ＰＯＩ装置１０４
のシリアル番号に関連する対応するフィンガープリント情報を検索し、ＰＯＩ装置１０４
が改ざんされていないことを確認する。ＰＯＩ装置１０４のフィンガープリントが確認さ
れると、この例では、ＨＳＭ１６２は、ＰＯＩ装置１０４のペイロードを復号し、次に、
スワイプデータを再暗号化して支払いネットワーク１９０、発行銀行１９２、承継銀行１
９４及び受託銀行１４４に送り、支払いプロセスを完了する。
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【００８０】
　図１を引き続き参照すると、ＰＯＩ装置１０４が（例えば消費者データを盗もうとして
）改ざんされている場合、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、ステップ１７４において示され
ているように、復号のためにＨＳＭ１６２にペイロードを通さないことによって、不正取
引を阻止するように構成されている。Ｐ２ＰＥマネージャ１６６が、ＰＯＩ装置１０４が
改ざんされていると判断し、ペイロードを復号のためにＨＳＭ１６２に通すことを拒否す
ることができる複数の方法がある。特定の実施形態では、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、
ＰＯＩ装置１０４に関連するフィンガープリントに一致しないＰＯＩ装置１０４からのペ
イロードを受信する場合がある（例えば、ペイロードの形式が変更されており、装置によ
って使用されるファームウェアのバージョン番号が変更されている等）。種々の実施形態
では、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、マーチャント１３２が、ＰＯＩ装置１０４の状態が
「修理済み」、「損傷」、「リタイア」、「破壊」又は「盗難」であると記録した後で、
ＰＯＩ装置１０４からペイロードを受信することによって、ＰＯＩ装置１０４からのペイ
ロードが改ざんされていると判断することができる（例えば、Ｐ２ＰＥマネージャは、Ｐ
ＯＩ装置１０４からペイロードを受信しないはずであり、したがってペイロードを復号し
ない）。多くの場合、Ｐ２ＰＥマネージャ１６６は、ＰＯＩ装置１０４が改ざんされてい
ると判断すると、通知をマーチャント１３２及び／又は任意の他の適切な関係者に送信し
、ＰＯＩデータベース１６８においてＰＯＩ装置１０４の状態を「改ざん」に変更し、Ｐ
ＯＩ装置１０４からのペイロードをそれ以上復号しない。
【００８１】
　システムアーキテクチャ
　図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃは、図１の例示的なＰ２ＰＥシステムの例示的なシステム
アーキテクチャを示すブロック図である。これらのアーキテクチャ構成要素は、装置及び
ペイロードの（例えば復号のための）セキュアな処理のための包括的なプロセスであって
、セキュアな装置取扱いプロセス３００、マーチャントデータプロセス４００、並びに、
Ｐ２ＰＥ管理システム５００に体系化される。これらの主要な構成要素は、専ら例示的で
あることが意図され、本明細書におけるシステム及び方法の説明を補助するのに使用され
る。理解されるように、以下のアーキテクチャ構成要素は、任意の好適な方法で動作可能
に接続されることができ、好適なプロセッサ、データベース、ファイアウォール等を含む
ことができる。さらに、本明細書において説明する種々の構成要素は、任意の好適な方法
で分散され、動作可能に接続されることができる。例えば、種々の実施形態では、以下で
説明するアーキテクチャ構成要素は、同じ部屋で物理的に接続されるとともに位置付けら
れることができるか、及び／又は、インターネット若しくはプライベートネットワークを
介して接続されることができ、遠隔に位置付けられることができる。
【００８２】
　セキュアなＰＯＩ取扱いシステム
　図３に関連して、本明細書においてセキュアなＰＯＩ取扱いシステム３００をより十分
に記載する。特定の実施形態によるセキュアなＰＯＩ取扱いシステムは、ＰＯＩ装置３５
０を製造して、セキュアな取扱い手順を介してキーインジェクション設備（ＫＩＦ）５０
２に出荷する加盟店端末製造業者３０２（例えば図１の製造業者１０２）を含む。ＫＩＦ
５０２は、ＰＯＩ装置３５０に暗号化キーをインジェクトし、ＰＯＩ装置３５０をマーチ
ャントにセキュアに出荷する。ＰＯＩ装置３５０は、本明細書において更に記載するよう
なマーチャントデータプロセス４００に含まれる。
【００８３】
　ＰＯＩ製造業者３０２は、本明細書において説明するシステム及び方法とともに使用す
ることができる装置を製造する。ＰＯＩ製造業者３０２は、ＰＣＩセキュリティ基準審議
会（「ＰＣＩ　ＳＳＣ」）によって承認される任意のＰＯＩ装置又は暗号化される情報を
受信する他の好適な装置を含む任意の好適な装置を製造することができる。ＰＣＩ　ＳＳ
Ｃによって承認された装置の例は現在、ＰＣＩ　ＳＳＣのウェブサイトｈｔｔｐｓ：／／
ｗｗｗ．ｐｃｉｓｅｃｕｒｉｔｙｓｔａｎｄａｒｄｓ．ｏｒｇ／ａｐｐｒｏｖｅｄ＿ｃｏ
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ｍｐａｎｉｅｓ＿ｐｒｏｖｉｄｅｒｓ／ａｐｐｒｏｖｅｄ＿ｐｉｎ＿ｔｒａｎｓａｃｔｉ
ｏｎ＿ｓｅｃｕｒｉｔｙ．ｐｈｐ．において見出すことができる。１つ又は複数の実施形
態では、ＰＯＩ装置３５０は、ＩＤ　ＴＥＣＨのＳｅｃｕＲＥＤ（商標）ＳＲＥＤ装置等
のスタンドアロン・スワイプ端末である。幾つかの実施形態では、ＰＯＩ装置３５０は、
４Ｐ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄａｔａ　ＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇのＦＤＡ６００－ＰＯＳ装置等の
一体型のモバイルビジネスソリューションである。少なくとも１つの実施形態では、ＰＯ
Ｉ装置３５０は、Ａｔｏｓ　ＷｏｒｌｄｌｉｎｅのＹｏｍａｎｉ装置等のカウンタートッ
プ端末である。
【００８４】
　本明細書における説明から理解されるように、ＰＯＩ製造業者３０２は単に例示的な製
造業者である。種々の実施形態では、システムは、任意の好適な装置から（例えば「サー
ビスとしての復号」環境において）任意のタイプの暗号化された情報を復号するように構
成することができる。これらの（及び他の）実施形態では、製造業者は、社会保障番号、
運転免許番号、個人データ、患者情報等を暗号化する任意の好適な暗号化装置を製造する
ことができ、したがって、必ずしもＰＯＩ装置を製造しないものとすることができる。し
かし、分かりやすく簡潔にするために、ＰＯＩ製造業者及びＰＯＩ装置が図面に示されて
いる。
【００８５】
　当業者には、マーチャント及びキーインジェクション人員が（キーインジェクション設
備における暗号化キーインジェクション以外）通常はＰＯＩ装置をプログラミングしない
ことが理解されるであろう。したがって、本明細書において説明する実施形態の多くでは
、ＰＯＩ製造業者３０２がＰＯＩ装置３５０をロード及び／又はプログラミングする。種
々の実施形態では、ＰＯＩ製造業者３０２は、特定のファームウェア及び／又は特定のバ
ージョンのファームウェアによってＰＯＩ装置３５０を構成する。更なる実施形態では、
ＰＯＩ製造業者３０２は、種々のハードウェア及びソフトウェアセキュリティ機能（例え
ば、ＰＯＩ装置３５０によって読み取られたほぼ直後にスワイプデータを暗号化するソフ
トウェア、改ざん時にＰＯＩ装置３５０によって記憶される任意のキーを破壊／消去する
ハードウェア等）によってＰＯＩ装置３５０を構成する。
【００８６】
　特定の実施形態では、ＰＯＩ製造業者３０２は、情報のペイロードを送信するようにＰ
ＯＩ装置３５０を構成し、この場合、ペイロードは特定のセットの情報を含む。これらの
（及び他の）実施形態では、ペイロードは、装置のシリアル番号及び／又は任意の他の一
意の装置識別子、一意の識別子、並びに、装置にインストールされるファームウェアのバ
ージョン番号、装置製造日、装置ブランド識別子、装置モデル識別子等のような任意の好
適な情報を含むことができる。更に関連する実施形態では、ＰＯＩ製造業者３０２は、ペ
イロードを特定の形式（例えば、特定の順序のデータの部分、１６進数、文字等の特定の
形式の数字等）で送信するようにＰＯＩ装置３５０を構成する。これらの構造は、図５Ａ
及び図５Ｂに関して更に説明するように、Ｐ２ＰＥ管理システム５００（又は１６６）に
よって、特定のＰＯＩ装置（例えばＰＯＩ装置３５０及び／又はＰＯＩ装置１０４（図１
）を識別し、フィンガープリントを介して受信したデータの信頼性を確認するのに使用さ
れることができる。
【００８７】
　図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃには示されていないが、ＰＯＩ製造業者３０２は、任意の
好適な接続部を介してＰ２ＰＥ管理システム５００に動作可能に接続されるコンピューテ
ィング装置を含むことができる。
【００８８】
　ＫＩＦ５０２は、任意の好適なコンピュータ、機械等を含み、暗号化キー５６２を受信
し、データ５１２を送受信し、ＰＯＩ装置３５０に暗号化キーをセキュアにインジェクト
し、ＰＯＩ装置３５０をシリアル化された改ざん防止袋によって袋詰めし、ＰＯＩ装置３
５０をマーチャントに出荷する。本明細書において説明するように、種々の実施形態では
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、ＰＯＩ装置３５０を受領すると、ユーザは、ＰＯＩ装置３５０に関連する情報（シリア
ル番号、ファームウェアバージョン番号等）をＰ２ＰＥマネージャ１６６に入力（例えば
タイプ、スキャン等）する。これらの実施形態では、ユーザは、コンピューティング装置
に動作可能に接続されるバーコードスキャナを介して、コンピューティング装置に動作可
能に接続されるキーボードを介して、コンピューティング装置に動作可能に接続されるタ
ッチスクリーンインタフェース等を介してＰＯＩ装置３５０に関連する情報を入力するこ
とができる。
【００８９】
　ＫＩＦに位置付けられるコンピューティング装置は、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、タブレット、他のモバイル機器等を含む任意の好適なコ
ンピューティング装置であるものとすることができる。種々の実施形態では、ＫＩＦに位
置付けられるコンピューティング装置の少なくとも幾つかは、好適なユーザインタフェー
スを介してＰ２ＰＥ管理システム５００に接続されるように構成されている。幾つかの実
施形態では、情報が、ＫＩＦに位置付けられるコンピューティング装置とＰ２ＰＥ管理シ
ステム５００との間で、ｅメール、ｈｔｔｐ又は他の好適なプロトコルを介して交換され
る。
【００９０】
　特定の実施形態によると、ＫＩＦ５０２は、キー部分を組み立てる改ざん防止セキュリ
ティモジュール（「ＴＲＳＭ」）を含む（上記で説明したように、種々の実施形態では、
基礎派生キーは、２つの部分でＫＩＦに送られて再び組み立てられる）。ＴＲＳＭは、例
えば開封明示シール、硬化ケーシング、並びに、改ざんの検出時にＴＲＳＭの内容を消去
するハードウェア及びソフトウェアを含む物理的な保護を組み込む任意の好適なＴＲＳＭ
であるものとすることができる。種々の実施形態では、キー部分を組み合わせて検証する
と、ＴＲＳＭは、基礎派生キーを表す暗号文を生成する。幾つかの実施形態では、暗号文
はスマートカードに伝送される。
【００９１】
　スマートカードは任意の好適なスマートカードであるものとすることができる。種々の
実施形態では、スマートカードは、キー生成、署名及び／又は暗号化のための１つ又は複
数のプロセッサを含むチップ付きのスマートカードである。特定の実施形態では、スマー
トカードには、ハッシングアルゴリズム等の好適なアルゴリズムを作成するソフトウェア
が備え付けられる。少なくとも１つの実施形態では、スマートカードは、ＴＲＳＭ及び好
適なキーインジェクション装置（例えばキーローディング装置（Key Loading Devices :
ＫＬＤ））と通信するように動作可能である。スマートカードは、改ざん防止手段、改ざ
ん通知手段、引き裂き防止手段等のような他の特徴を含むことができる。
【００９２】
　特定の実施形態によると、スマートカードは使用されない。これらの（及び他の）実施
形態では、基礎派生キーは、スマートカードを使用することなく、２つの部分でＫＩＦに
送られ、ＫＬＤとして再び組み立てられる。
【００９３】
　種々の実施形態では、ＫＩＦ５０２は、ＰＯＩ装置に暗号化キーをインジェクトする１
つ又は複数のＫＬＤを含む。ＫＬＤは、任意の好適なキーローディング／キー充填装置で
あるものとすることができ、種々の実施形態では、セキュアな暗号装置（secure cryptog
raphic devices : ＳＣＤ）である。
【００９４】
　種々の実施形態によると、ＰＯＩ装置３５０は、暗号化キーがインジェクトされると、
開封明示袋に梱包されて、展開のためにマーチャントに出荷される。
　マーチャントデータシステム（Merchant Data System）
　図２Ａに示されている実施形態に示されているように、マーチャントデータシステム４
００は、支払い取引を受信するように展開されるＰＯＩ装置３５０、及び、支払い取引プ
ロセッサ４１６に動作可能に接続されるＰＯＩ装置３５０を含む。図２Ａにおいて、Ｐ２
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ＰＥ管理システム５００から排除されるような第三者の取引プロセッサ４１６（例えば第
三者の取引プロセッサ４１６は、マーチャント又は好適なパートナ等によって支払いシス
テム以外の関係者により提供される）。例示的なマーチャントデータプロセス及び例示的
なマーチャントのＰ２ＰＥ報告プロセスを、図４Ａ及び図４Ｂにそれぞれ関連して本明細
書においてより十分に記載する。マーチャントは、任意の好適なコンピューティング装置
、販売時点装置（point of sale devices）、サーバ、データベース、プロセッサ等を含
むことができる。
【００９５】
　当業者には理解されるように、ＰＯＩ装置３５０は、任意の好適なマーチャントの販売
時点システムに動作可能に接続することができる。種々の実施形態では、ＰＯＩ装置３５
０は、デジタル、アナログ、タッチスクリーン等であり得るレジに動作可能に接続される
。特定の実施形態によると、ＰＯＩ装置３５０は、支払い情報を受け取るように、ソフト
ウェアを実行する携帯電話、タブレット等のようなモバイル機器に動作可能に接続される
。更なる実施形態では、ＰＯＩ装置３５０は、販売を完了するためにデスクトップコンピ
ューティング装置に動作可能に接続される。
【００９６】
　図２Ａに示されている実施形態では、ＰＯＩ装置３５０は支払い取引プロセッサ４１６
に動作可能に接続される。当業者には、ＰＯＩ装置３５０を支払い取引プロセッサ４１６
に直接的に接続することができるか、又は、支払い取引プロセッサ４１６に間接的に接続
することができる（例えば、ＰＯＩ装置３５０のペイロードは、販売時点システムの他の
構成要素を通じて支払い取引プロセッサ４１６に送信される）ことが理解されるであろう
。種々の実施形態では、第三者の取引プロセッサ４１６は、任意の好適な数のサーバ、プ
ロセッサ等を表すことができ、マーチャントにおける、又は、マーチャントから遠隔の位
置を含む任意の好適な位置に位置付けることができる。
【００９７】
　図２Ａに示されているように、第三者の取引プロセッサ４１６は、（インターネット２
０９又はプライベートネットワーク（private network :ＰＮ）を介して）１つ又は複数
のカードネットワーク２０２、Ｐ２ＰＥ管理システム５００及び発行器２１４に動作可能
に接続される。この（及び他の）実施形態では、ＰＯＩ装置３５０のペイロードは、第三
者の取引プロセッサ４１６に送信され、次に、インターネット２０９を介して、復号及び
再暗号化のためにＰ２ＰＥ管理システム５００に送信され、次に、再暗号化された支払い
データは、インターネット２０９及び／又はＰＮによってカードネットワーク２０２に送
信される。
【００９８】
　マーチャントシステムは、任意の数の好適なコンピューティング装置（図２Ａには示さ
れていない）を含むことができる。これらのマーチャントコンピューティング装置は、デ
スクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレット等のような任意の好適
なコンピューティング装置であるものとすることができ、Ｐ２ＰＥ管理システム５００に
動作可能に接続されることができる。マーチャントコンピューティング装置は、種々の実
施形態では、マーチャントにおけるユーザが、Ｐ２ＰＥ管理システム５００に送信される
ＰＯＩ装置３５０に関する情報（例えば、状態変更情報、追跡情報等）を入力することを
可能にする。１つ又は複数の実施形態では、マーチャントコンピューティング装置は、Ｐ
２ＰＥコンプライアンスに関する種々の監査報告を生成するように構成することもできる
。
【００９９】
　Ｐ２ＰＥ管理システム
　図２Ａ，図２Ｂ，図２Ｃに示されている実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は
、サーバ、モバイルコンピューティング装置、デスクトップコンピュータ、１つ又は複数
のデータベース及び任意の数の好適なプロセッサを含む任意の好適なソフトウェア及び／
又はハードウェア構成要素を含むことができる。特定の実施形態によると、Ｐ２ＰＥ管理
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システム５００は、種々のＰＯＩ装置（例えばＰＯＩ装置３５０）の状態を管理するよう
に構成されている。これらの（及び他の）実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は
、任意の数の好適なテーブル及びデータベースを使用して、ＰＯＩ装置の種々の状態に関
する情報のテーブルを記憶することができる。特定の実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理システ
ム５００は、コンピューティング装置から状態変更を受信し、種々のＰＯＩ装置の状態変
更に関する情報を受信し、特定のＰＯＩ装置の状態を変更するべきであるか否かを受信し
た情報に基づいて判断するといった１つ又は複数のプロセッサを含む。
【０１００】
　種々の実施形態によると、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、装置のシリアル番号、装置
の（暗号化）キーシリアル番号、キーシーケンス番号、装置のバージョン番号、装置のフ
ァームウェア番号／指示子等のような、種々のＰＯＩ装置（例えばＰＯＩ装置３５０）に
関連する識別データを受信する１つ又は複数のデータベース及び１つ又は複数のプロセッ
サを含む。１つ又は複数の実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、受信した識別
情報を記憶するように構成されており、少なくとも１つの実施形態では、装置のシリアル
番号によって特定のＰＯＩ装置に関連する識別情報及び他の情報にインデックスを付ける
。例えば、特定の実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、特定の装置のシリアル
番号を含む情報のペイロードを第三者の支払いプロセッサ（例えば、支払いのペイロード
が、マーチャントから第三者の支払いプロセッサに送られ、次にＰ２ＰＥ管理システムに
送られる）受信する。この例を引き続き参照すると、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、ペ
イロードを解析して特定の装置のシリアル番号を抽出するとともに、特定の装置のシリア
ル番号に基づいて、付加的な装置情報を探して位置を特定するように構成されている。
【０１０１】
　第２の特定の例として、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、第三者の支払いプロセッサか
ら情報のペイロードを受信する。しかし、この第２の特定の例では、第三者の支払いプロ
セッサは、既に解析されたペイロードの一部を送る。第２の特定の例を引き続き参照する
と、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、第三者の支払いプロセッサ識別子、キーシーケンス
番号、及び、復号される任意の暗号化された支払い情報を受信する。
【０１０２】
　種々の実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、ＰＯＩ装置（及び／又は任意の
好適な暗号化装置若しくはシステム）に関連する識別子を作成するとともに記憶する少な
くとも１つのデータベース及び少なくとも１つのプロセッサを含む。幾つかの実施形態で
は、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、特定のＰＯＩ装置（例えばＰＯＩ装置３５０）から
受信する１つ又は複数のペイロードの形式に基づいて、装置識別子又は「フィンガープリ
ント」を作成するように構成されている。これらの（及び他の）実施形態では、Ｐ２ＰＥ
管理システム５００は、特定のＰＯＩ装置から受信する将来的なペイロードの形式とフィ
ンガープリントとを比較し、ペイロードの信頼性（例えば、ペイロードが何らかの方法で
改ざん及び／又は不正アクセスされていないこと）を確認するように構成されている。
【０１０３】
　１つ又は複数の実施形態によると、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、マーチャントに監
査報告を作成する種々のプロセッサ及びデータベースを含む。これらの実施形態（及び他
の実施形態）では、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、マーチャントに関連するコンピュー
ティング装置から監査報告の要求を受け取り、マーチャントに関連する種々のＰＯＩ装置
に関連する情報を記憶するように構成されている１つ又は複数のテーブルにアクセスする
ように構成されている。Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、これらの実施形態では、マーチ
ャントに関連する種々のＰＯＩ装置に関連する情報の表示（例えば、マーチャントにおけ
るコンピューティング装置のスクリーン上の表示する、マーチャントにおけるコンピュー
ティング装置のプリンタに送られる等）を集め、要約して支援するように更に構成されて
いる。
【０１０４】
　当業者には理解されるように、上述したプロセッサのいずれかは、記載した２つ以上の
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機能を行うことができ、上述したデータベースのいずれかは、２つ以上のタイプの情報を
記憶することができる。したがって、上記の説明は、本明細書において開示される種々の
プロセッサを、上記で説明した機能のみを有するものとして必ずしも限定しないものとす
る。
【０１０５】
　ここで図２Ｂを参照すると、本発明のシステムの１つの実施形態によるＰ２ＰＥ管理シ
ステム５００の例示的なアーキテクチャが示されている。種々の実施形態では、Ｐ２ＰＥ
管理システム５００は、１つ又は複数の第三者パートナーから受信するペイロードを認証
及び復号することができる。１つ又は複数の第三者パートナーから受信するペイロードの
それぞれは、ＰＯＩ装置等の装置、又は、認証及び復号のためにペイロードを送信する別
の好適なシステム（例えば健康管理システム、行政体等）から出ているものとすることが
できる。
【０１０６】
　特定の実施形態によると、１つ又は複数の第三者パートナーは、例えば、１つ又は複数
の第三者パートナーが、大型小売店又は多くの小売店をサービスすることができる１つ又
は複数の支払いプロセッサである実施形態等において、装置の大きなネットワークから１
秒あたり数千のペイロードを受信することができる。これらのペイロードは、復号を必要
とし得るため、１つ又は複数の第三者パートナーは、ペイロード内に含まれる情報をリア
ルタイムで処理することができる（例えばリアルタイム支払い処理）。種々の実施形態で
は、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、１秒あたり数千の取引を認証及び復号するように構
成することができる。特定の実施形態では、ここで更に説明するように、Ｐ２ＰＥ管理シ
ステム５００は、１秒あたり最高で１６００個のペイロードを復号するように構成するこ
とができる。更なる実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、１秒あたり何千もの
ペイロードを処理するように拡張可能であり構成することができる。
【０１０７】
　Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、図２Ｂに示されている実施形態では、Ｐ２ＰＥマネー
ジャ（例えばＰ２ＰＥマネージャ１６６）及び復号ウェブサーバ２３４を含む。種々の実
施形態では、Ｐ２ＰＥマネージャは、図１において記載した機能を有し、認証ウェブサー
バ２２４、読み取り専用データベース２２８、マスタ読み取り専用データベース２３０及
び読み書きデータベース２３２を備える。図２Ｂに示されている実施形態では、Ｐ２ＰＥ
管理システム５００は、ファイアウォール２２０の後ろに位置付けられ、ロードバランサ
２２２に動作可能に接続されることができる。種々の実施形態では、ロードバランサ２２
２は、ハードウェア、ソフトウェア、仮想マシン、又は、幾つかのコンピューティング装
置間で作業負荷を分散させる他の同様の装置の組み合わせを備える。ロードバランサ２２
２は、１つの実施形態では、ペイロードを、第三者パートナーから認証ウェブサーバ２２
４に、認証ウェブサーバ２２４から復号ウェブサーバ２３４に、及び、復号ウェブサーバ
２３４から第三者パートナーに分散させて経路付けすることができる（処理時には、暗号
化されていないペイロード）。当業者には理解されるように、Ｐ２ＰＥ管理システム５０
０は、例示的な実施形態に過ぎず、種々の他の構成要素を、付加、除去又は再配置して、
本明細書において記載するような機能を提供することができる。
【０１０８】
　認証ウェブサーバ２２４（本明細書では「フロントエンドウェブサーバ」とも称するこ
とができる）は、種々の実施形態では、ハードウェア、ソフトウェア、仮想マシン、又は
、内容を記憶し、処理し、コンピューティング装置に送達する他の同様の装置の組み合わ
せであるウェブサーバである。１つの実施形態では、認証ウェブサーバ２２４は、仮想マ
シンにおいてホストされることができ、復号のためにペイロードを送信する第三者パート
ナー、及び、ペイロードを生成した装置を認証することができる。１つの実施形態では、
認証ウェブサーバ２２４は、読み取り専用データベース２２８及びロードバランサ２２２
に動作可能に接続されることができる。
【０１０９】
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　種々の実施形態では、認証ウェブサーバ２２４は、復号のためにＰ２ＰＥ管理システム
５００によって受信される各ペイロードを認証することができる。認証ウェブサーバ２２
４は、１つの実施形態では、復号を要求するパートナーが有効な要求を行っていること、
及び、特定の装置からのペイロードの形式が、その装置から受信されるペイロードの予期
される形式に一致することを確かめることができる。１つの実施形態では、認証ウェブサ
ーバ２２４は、復号の要求が承認されたＩＰアドレスから送信されたこと、又は、第三者
パートナーが適切な識別認証情報若しくは任意の他の好適な方法の識別認証を送信したこ
とを判断することができる。図５Ｂの記載とともに更に詳細に説明するように、認証ウェ
ブサーバ２２４は、特定のペイロードを生成した装置の指紋（例えば、形式、順序及びペ
イロードに含まれるデータアイテムの数）と、読み取り専用データベースに記憶されてい
る特定の装置の予め記憶されている装置のフィンガープリントとを比較することができる
。フィンガープリントが一致しない場合、特定の実施形態では、認証ウェブサーバ２２４
は、復号要求を拒絶し、エラーログを生成して読み書きデータベースに送る。
【０１１０】
　概して、Ｐ２ＰＥ管理システム５００が復号の要求を受け取ると、ロードバランサ２２
２は、要求及び対応するペイロードを認証ウェブサーバ２２４に送信する。認証ウェブサ
ーバ２２４は、１つの実施形態では、復号の要求を送信したパートナーを最初に検証する
ことができる。種々の実施形態では、この検証は、例えば、復号の要求が、パートナーに
関連する既知のＩＰアドレスから生成されたこと、又は、パートナーが正しい識別番号を
要求若しくは他の同様のセキュアな認証方法とともに送信したことをチェックすることに
よって生じる。認証ウェブサーバは、１つの実施形態では、パートナーを検証した後で、
ペイロードを生成した特定の装置を検証することができる。図５Ｂの記載とともに更に詳
細に説明するように、認証ウェブサーバ２２４は、種々の実施形態では、ペイロードのフ
ィンガープリントと、特定の装置の既知の装置のフィンガープリントとを比較することが
できる。１つの実施形態では、フィンガープリントが一致しない場合、認証ウェブサーバ
２２４は、復号要求を拒絶し、復号例外ログを読み書きデータベース２３２に送信するこ
とができる。１つの実施形態によると、フィンガープリントが一致する場合、認証ウェブ
サーバ２２４は、ペイロードをロードバランサ２２２に送信することができ（ロードバラ
ンサ２２２はペイロードを復号ウェブサーバ２３４に送信することができる）、復号ログ
を読み書きデータベース２３２に送信することができる。
【０１１１】
　種々の実施形態では、認証ウェブサーバ２２４は複数の認証ノード２２６を備える。認
証ノード２２６は、１つの実施形態では、読み取り専用データベース２２８にアクセスす
ることによってパートナー及び装置のペイロードの認証を処理するように設計されている
アプリケーションであり得る。１つの実施形態では、認証ノード２２６は、認証及び例外
のログを作成するとともに、それらのログを読み書きデータベース２３２に送信するよう
に構成することができる。１つの実施形態では、１秒あたり１６００個のペイロードを処
理するために、認証ウェブサーバ２２４は３つの認証ノード２２６を備える。
【０１１２】
　読み取り専用データベース２２８は、種々の実施形態では、ハードウェア、ソフトウェ
ア、仮想マシン、又は、データの体系化された集まりである他の同様の装置（例えばデー
タテーブル等を含む）の組み合わせであるデータベースを含む。１つの実施形態では、読
み取り専用データベース２２８は、ペイロード及び復号の要求の認証に必要なデータを含
むことができ、認証ウェブサーバ２２４上の仮想マシンとしてホストされることができる
。
【０１１３】
　１つの実施形態では、読み取り専用データベース２２８は、認証ウェブサーバ２２４及
びマスタ読み取り専用データベース２３０に動作可能に接続されることができる。読み取
り専用データベース２２８は、１つの実施形態では、ペイロードが不正アクセスされたか
否かを判断し、第三者パートナーを認証するのに使用される読み取り専用認証データを記
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憶するように構成することができる。１つの実施形態では、読み取り専用データベース２
２８は、第三者パートナーが復号要求を行うのに適切な事業体であるか否かを判断するの
に使用される読み取り専用認証データを記憶するように構成することができる。当業者に
は認識されるように、読み取り専用データベース２２８は、認証ウェブサーバ２２４の視
点から読み取り専用であり得るため、認証ウェブサーバ２２４からの書き込み要求を書き
込むようには構成されないものとすることができ、その代わりに、書き込み要求をマスタ
読み取り専用データベース２３０に送信することができる。
【０１１４】
　ペイロード及び復号の要求の受信後に、１つの実施形態では、認証ウェブサーバ２２４
は、読み取り専用データベース２２８に問い合わせし、ペイロードが有効であるか又は不
正アクセスされたかを（例えば認証及び検証によって）判断することができる。１つの実
施形態では、認証ウェブサーバ２２４は、読み取り専用データベース２２８に問い合わせ
し、（例えば、本明細書において更に説明するように、装置のファームウェア番号又はシ
リアル番号を送信することによって）ペイロードを送信した第三者パートナーの妥当性を
判断することができる。読み取り専用データベース２２８は、１つの実施形態では、認証
ウェブサーバ２２４に問い合わせし戻す応答を送信する。応答によって第三者パートナー
の妥当性を確かめる場合、認証ウェブサーバ２２４は、読み取り専用データベース２２８
に問い合わせし、装置のペイロードの妥当性を判断することができる。読み取り専用デー
タベース２２８は、１つの実施形態では、ペイロードを検証するのに必要なデータを含む
、認証ウェブサーバ２２４に問い合わせし戻す応答を送信することができる。１つの実施
形態では、認証ウェブサーバ２２４は、ペイロードを、読み取り専用データベース２２８
からの応答と比較し、ペイロードの妥当性を判断することができる。比較によって装置の
ペイロードの妥当性を確かめる場合、認証ウェブサーバ２２４は、復号要求のログを読み
取り専用データベース２２８に送信することができる。第三者パートナー又はペイロード
のいずれかが無効である場合、認証ウェブサーバ２２４は、例外ログを読み取り専用デー
タベース２２８に送信することができる。読み取り専用データベース２２８が認証ウェブ
サーバ２２４の視点から読み取り専用である実施形態では、読み取り専用データベース２
２８は、例外ログ及び復号要求のログをマスタ読み取り専用データベース２３０に送信す
ることができる。
【０１１５】
　当業者には認識されるように、読み取り専用データベース２２８の読み取り専用視点（
read-only perspective）は、認証ウェブサーバ２２４が読み取り専用データベース２２
８に問い合わせし、読み取り専用データベース２２８が、読み取り専用データベース２２
８が読み書き機能を有して構成されていた場合よりも迅速にそれらの問い合わせに応答す
ることを可能にすることができる。１つの実施形態では、読み取り専用データベース２２
８は、ＭＯＮＧＯ形式化データベース、又は、データベースが１秒あたりに必要な要求（
例えば１秒あたり最高で約１６００個）を処理することを可能にする任意の他のＮｏＳＱ
Ｌ形式を含む。当業者には認識されるように、このタイプのデータベースは容易にリフレ
ッシュ可能であり、関係型データベースほどロバストなデータ構造ではないため、迅速に
動作するように構成することができる。１つの実施形態では、データベースに記憶されて
いるデータは、他のデータに関連する必要はない（例えば、データは、個々のデータオブ
ジェクトの集まりに記憶される）。さらに、種々の実施形態では、読み取り専用データベ
ース２３０は、書き込み要求を確かめないように構成することができるため、１秒あたり
より多くの書き込み要求を行うことができる。種々の実施形態では、この機能に伴う潜在
的なデータ損失を回避するために、読み取り専用データベース２２８は、マスタ読み取り
専用データベース２３０に動作可能に接続されることができる。
【０１１６】
　マスタ読み取り専用データベース２３０は、種々の実施形態では、ハードウェア、ソフ
トウェア、仮想マシン、又は、データの体系化された集まりである他の同様の装置（例え
ばデータテーブル等を含む）の組み合わせであるデータベースを含む。１つの実施形態で
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は、マスタ読み取り専用データベース２３０は、読み取り専用データベース２２８のリフ
レッシュに必要なデータを含むことができ、認証ウェブサーバ２２４上の仮想マシンとし
てホストされることができる。
【０１１７】
　１つの実施形態では、マスタ読み取り専用データベース２３０は、読み取り専用データ
ベース２２８、ＭＱＴＴキュー２３１及び読み書きデータベース２３２に動作可能に接続
されることができる。マスタ読み取り専用データベース２３０は、１つの実施形態では、
読み取り専用データベース２２８をリフレッシュするために、読み書きデータベース２３
２から受信する認証データを受信及び記憶するように構成することができる。種々の実施
形態では、マスタ読み取り専用データベース２３０は、読み取り専用データベース２２８
の視点からは読み取り専用であり、読み書きデータベース２３２の視点からは読み書きす
ることができる。当業者には認識されるように、マスタ読み取り専用データベース２３０
は、読み取り専用データベース２２８の視点からは読み取り専用であり得るため、読み取
り専用データベース２２８からの書き込み要求を書き込むように構成されないことができ
、その代わりに、書き込み要求をＭＱＴＴキュー２３１及び読み書きデータベース２３２
に送信することができる。
【０１１８】
　１つの実施形態では、マスタ読み取り専用データベース２３０は、読み取り専用データ
ベース２２８からログを受信することができ、それらのログをＭＱＴＴキュー２３１及び
読み書きデータベース２３２に送信することができる。マスタ読み取り専用データベース
２３０は、１つの実施形態では、読み書きデータベース２３２から更新を受信し、更新に
基づいてそのデータテーブルをリフレッシュし、更新を読み取り専用データベース２２８
に送信することができる。当業者には認識されるように、マスタ読み取り専用データベー
ス２３０は、読み取り専用データベース２２８と読み書きデータベース２３２との間のデ
ータ損失を防止することができる。
【０１１９】
　１つの実施形態では、マスタ読み取り専用データベース２３０は、ＭＯＮＧＯ形式化デ
ータベース、又は、データベースが１秒あたりに必要な要求を処理することを可能にする
任意の他のＮｏＳＱＬ形式を含む。当業者には認識されるように、このタイプのデータベ
ースは容易にリフレッシュ可能であるものとすることができ、関係型データベースほどロ
バストなデータ構造ではないため、迅速に動作するように構成することができる。１つの
実施形態では、データベースに記憶されているデータは、他のデータに関連する必要はな
い（例えば、データは、個々のデータオブジェクトの集まりに記憶される）。さらに、マ
スタ読み取り専用データベース２３０は、種々の実施形態では、書き込み要求を確かめる
ことなく行うように構成することができるため、１秒あたりより多くの書き込み要求を行
うことができる。この機能に伴う潜在的なデータ損失を回避するために、マスタ読み取り
専用データベース２３０は、読み書きデータベース２３２及びＭＱＴＴキュー２３１に動
作可能に接続されることができる。
【０１２０】
　ＭＱＴＴキュー２３１は、メッセージ（例えばログ書き込み要求）を記憶するためのメ
ッセージキューイングプロトコルを含む。１つの実施形態では、ＭＱＴＴキュー２３１は
、マスタ読み取り専用データベース２３０及び読み書きデータベース２３２に動作可能に
接続されることができる。１つの実施形態では、ＭＱＴＴキュー２３１は、同じハードウ
ェア、ソフトウェア、仮想マシン、又は、マスタ読み取り専用データベース２３０をホス
トする他の同様の装置内の別個のパーティション内にあることができる。ＭＱＴＴキュー
２３１は、１つの実施形態では、マスタ読み取り専用データベース２３０からメッセージ
キューイングプロトコルを介して読み書きデータベース２３２に送信されるメッセージ（
例えばログ、イベント例外等）を受信、キュー及び送信するキューイングプロトコルを有
して構成することができる。種々の実施形態では、ＭＱＴＴキュー２３１は、メッセージ
キューテレメトリトランスポートメッセージングプロトコル（例えばＭＱＴＴ）を介して
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読み書きデータベース２３２へのメッセージを処理することができる。
【０１２１】
　１つの実施形態では、ＭＱＴＴキュー２３１は、マスタ読み取り専用データベース２３
０からメッセージを受信し、特定のイベント又は状況のセットが生じるまで、メッセージ
キューイングプロトコルを使用してそのキュー内にそれらのメッセージを記憶することが
できる。１つの実施形態では、この機能は、ＭＱＴＴキュー２３１が、読み書きデータベ
ース２３２によって受信される、認証ウェブサーバ２２４によって送信されるメッセージ
のバックアップとして機能することを可能にする。当業者には認識されるように、ＭＱＴ
Ｔキュー２３１は、マスタ読み取り専用データベース２３０と読み書きデータベース２３
２との間のデータ損失を防止することができる。さらに、ＭＱＴＴキュー２３１は、読み
書きデータベース２３２がオフラインであっても、Ｐ２ＰＥ管理システム５００が正常に
動作することを可能にすることができる。概して、ＭＱＴＴキュー２３１は、マスタ読み
取り専用データベース２３０及び読み取り専用データベース２２８から受信するログ書き
込み要求を記憶することができ、したがって、１つの実施形態では、ログ書き込み要求は
、読み書きデータベース２３２がログ書き込み要求を書き込むことができるまでキューさ
れることができ、これは、読み書きデータベース２３２が動作していないときに生成され
るいずれのログ書き込み要求の損失も防止することができる。
【０１２２】
　１つの実施形態では、１秒あたり特定の数未満のペイロードがＰ２ＰＥ管理システム５
００によって処理されていると判断すると、ＭＱＴＴキュー２３１は、メッセージをその
キューから読み書きデータベース２３２に送信することができる。例えば、Ｐ２ＰＥ管理
システム５００が、１秒あたり２５０個（又は例えば５００個、７５０個、１０００個等
）未満のペイロードを処理している場合、ＭＱＴＴキュー２３１は、そのキュー内のメッ
セージを送信するように構成することができる。特定の実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理シス
テム５００が１秒あたり５００個未満のペイロードを処理している場合、ＭＱＴＴキュー
２３１は、メッセージの全てが送信されるか又はシステムが１秒あたり５００個超のペイ
ロードを処理し始めるまで、メッセージを読み書きデータベース２３２に送信し始めるこ
とができる。メッセージの全てが送信された場合、ＭＱＴＴキューは、メッセージの送信
を停止することができ、マスタ読み取り専用データベース２３０からより多くのメッセー
ジを受信するよう待つことができる。Ｐ２ＰＥ管理システム５００が１秒あたり５００個
超のペイロードを処理し始める場合、ＭＱＴＴキュー２３１は、メッセージの送信を停止
することができ、Ｐ２ＰＥ管理システム５００が１秒あたり５００個未満のペイロードを
処理するまで、再びメッセージの送信を開始することを待つことができる。当業者には認
識されるように、ＭＱＴＴキュー２３１は、メッセージを読み書きデータベース２３２に
送信しているか否かに関係なく、メッセージをマスタ読み取り専用データベース２３０か
ら受信することができる。
【０１２３】
　読み書きデータベース２３２（本明細書では「バックエンド読み書きデータベース」と
も称され得る）は、種々の実施形態では、ハードウェア、ソフトウェア、仮想マシン又は
他の同様の装置の組み合わせを含み、データの体系化された集まり（例えばデータテーブ
ル等を含む）であるデータベースである。１つの実施形態では、読み書きデータベース２
３２は、第三者パートナーからのペイロード、並びに、認証ウェブサーバ２２４及び復号
ウェブサーバ２３４によって生成されるメッセージの実質的に全ての認証及び復号に必要
なデータを含むことができ、仮想マシンとしてホストされることができる。種々の実施形
態によると、読み書きデータベース２３２は、前述したような認証ウェブサーバ２２４及
びデータベースの機能以外の、図１に関連して記載したようなＰ２ＰＥマネージャ１６６
の主要な機能を果たすことができる。種々の実施形態では、読み書きデータベース２３２
は、例えば送信１２２、１２４及び１２６を介して装置の状態変更を受信することができ
、装置のシリアル番号を受信することができる。１つの実施形態では、読み書きデータベ
ース２３２は、受信した状態変更及びシリアル番号に基づいてそのデータテーブルを更新



(32) JP 2019-29028 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

することができる。
【０１２４】
　１つの実施形態では、読み書きデータベース２３２は、マスタ読み取り専用データベー
ス２３０、ＭＱＴＴキュー２３１及び復号ウェブサーバ２３４に動作可能に接続されるこ
とができる。読み書きデータベース２３２は、１つの実施形態では、認証データを記憶す
るとともにマスタ読み取り専用データベース２３０に送信し、ＭＱＴＴキュー２３１から
のメッセージを受信するとともに記憶し、例外メッセージに基づいて認証データを更新し
、読み取り専用データベース２２８の更新をマスタ読み取り専用データベース２３０に送
信するように構成することができる。１つの実施形態では、読み書きデータベース２３２
は、ＭＹＳＱＬ形式化データベースを含む。当業者には認識されるように、ＭＹＳＱＬデ
ータベースは、読み書きデータベース２３２が、第三者パートナーに関連するログ、及び
、それらのログを生成したＰＯＩを記憶することを可能にすることができる関係型データ
ベース管理システムを含み、複数のシステムと容易に適合することができ、これは、Ｐ２
ＰＥ管理システム５００が、限定はされないが、監査、支払請求等を含む機能のための複
数の外部のシステムとインタフェースすることを可能にすることができる。
【０１２５】
　１つの実施形態では、読み書きデータベース２３２は、ＭＱＴＴキュー２３１からメッ
セージを受信することができる。それらのメッセージが認証ログである場合、読み書きデ
ータベース２３２は、ログを記憶し、ログと、第三者パートナー、及び、認証されたペイ
ロードを生成した装置とを関連付けることができる。それらのメッセージが例外ログであ
る場合、読み書きデータベースは、それらのログを記憶することができ、例外を反映する
ために、第三者パートナー、及び、ペイロードを生成した装置の記録を更新することがで
きる。１つの実施形態では、読み書きデータベース２３２は、更新をマスタ読み取り専用
データベース２３０に送信し、マスタ読み取り専用データベース２３０及び読み取り専用
データベース２２８の双方をリフレッシュすることができる。
【０１２６】
　種々の実施形態によると、読み書きデータベース２３２は、復号ウェブサーバ２３４か
ら復号ログ及び復号例外ログを受信することができる。復号ログは、ペイロードの成功裏
の復号（successful decryption）を示すことができ、復号のための関連するパートナー
、装置及びペイロードに関して読み書きデータベース２３２に記憶されることができる。
復号例外ログは、ペイロードの不首尾の復号（unsuccessful decryption）を示すことが
でき、復号のための関連するパートナー、装置及び／又はペイロードに関して読み書きデ
ータベース２３２に記憶されることができる。当業者は、これらのログが、Ｐ２ＰＥ管理
システム５００が復号されたペイロードの数、不首尾のペイロード復号等に関する報告を
生成することを可能にすることを認識するであろう。種々の実施形態では、復号ウェブサ
ーバ２３４からの復号ログ及び復号例外ログは、本明細書において前述したように、ＭＱ
ＴＴキュー２３１上の認証ログ及び例外ログのプロセスと同様のプロセスで読み書きデー
タベース２３２に送信される前にキューされることができる。
【０１２７】
　復号ウェブサーバ２３４は、種々の実施形態では、ハードウェア、ソフトウェア、仮想
マシン、又は、内容を記憶し、処理し、コンピューティング装置に送達する他の同様の装
置の組み合わせであるウェブサーバを含む。１つの実施形態では、復号ウェブサーバ２３
４は、仮想マシン上でホストされることができ、第三者パートナーから受信するペイロー
ドを復号することができる。１つの実施形態では、復号ウェブサーバ２３４は、読み書き
データベース２３２及びロードバランサ２２２に動作可能に接続されることができる。
【０１２８】
　種々の実施形態では、復号ウェブサーバ２３４は、復号のためにＰ２ＰＥ管理システム
５００によって受信される各ペイロードを復号することができる。種々の実施形態による
と、復号ウェブサーバ２３４は、ペイロードを復号するための適切な復号アルゴリズムを
求めること、ペイロードを復号すること、復号を確かめること、復号されたペイロードを
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ロードバランサ２２２に送信し戻すこと、及び、復号のログを生成することに関与するこ
とができる。
【０１２９】
　概して、Ｐ２ＰＥ管理システム５００が復号の要求を受け取ると、ロードバランサ２２
２は、要求及び対応するペイロードを認証ウェブサーバ２２４に送信する。１つの実施形
態では、認証ウェブサーバ２２４は、要求をロードバランサ２２２に送信し戻す前にペイ
ロードを解析し、その特定のペイロードのキーインデックスを判断することができる。概
して、キーインデックスは、特定の装置のペイロードを暗号化する基礎として使用される
ベースキー（例えばアルゴリズム）を示し、図６、図１１、図１２等の記載に関連してよ
り良く理解されるであろう。認証ウェブサーバ２２４は、第三者パートナー及びペイロー
ドを認証した後で、１つの実施形態では、要求、キーインデックス、及び、対応するペイ
ロードをロードバランサ２２２に送信し戻すことができ、ロードバランサ２２２は、要求
、キーインデックス及び対応するペイロードを復号ウェブサーバ２３４に送信することが
できる。異なる実施形態によると、復号ウェブサーバ２３４は、ペイロードを復号する適
切な復号アルゴリズムを求め、ペイロードを復号し、復号が成功したことを確かめる（例
えば、復号されたペイロードが、予期されたランダムではないデータとしてクレジットカ
ード情報を含むことを確かめる）ことができる。種々の実施形態では、復号ウェブサーバ
２３４は、復号されたペイロードをロードバランサ２２２に送信し戻すことができ、ロー
ドバランサ２２２は、復号されたペイロードを第三者パートナーに送信し、復号のログを
生成することができる。１つの実施形態では、復号ウェブサーバ２３４は、その復号のロ
グを読み書きデータベース２３２に送信することができる。
【０１３０】
　種々の実施形態では、復号ウェブサーバ２３４は、ハードウェアセキュリティモジュー
ル２３８（例えばＨＳＭ）を含む。種々の実施形態では、ＨＳＭ２３８は、要求、キーイ
ンデックス及び対応するペイロードを復号ウェブサーバ２３４から受信することができる
。概して、種々の実施形態では、ＨＳＭ２３８は、キーインデックスを処理し、ペイロー
ドを復号するのに使用する適切な方法を判断し、ペイロードを復号し、復号を確かめ、復
号されたペイロードをロードバランサ２２２に送信し戻し、復号のログを生成することが
できる。１つの実施形態では、ＨＳＭ２３８は、ペイロードを復号する適切な復号アルゴ
リズムを求め、ペイロードを復号し、復号を確かめ、復号されたペイロードをロードバラ
ンサ２２２に送信し戻し、復号のログを生成することができる。種々の実施形態では、Ｈ
ＳＭ２３８は、暗号化キーを作成するとともに記憶する好適な１つ又は複数のプロセッサ
及び１つ又は複数のデータベースを含む。特定の実施形態では、ＨＳＭ２３８は、ペイロ
ードを受信し、暗号化キーをペイロード情報から派生させ、そのようなペイロードに含ま
れる支払いデータを復号し、支払い情報を含むペイロードの少なくとも一部を再暗号化し
、ペイロードの再暗号化された部分を、インターネット２０９及び／又はプライベートネ
ットワーク（ＰＮ）を介してカードネットワーク（例えばカードネットワーク２０２）に
送信する少なくとも１つのプロセッサ及び少なくとも１つのデータベースを含む。概して
、ＨＳＭ２３８は、任意の形式（例えばＴＤＥＳ／３ＤＥＳ、ＤＵＫＰＴ、形式保存暗号
化（例えばＢＰＳ）、ｂａｓｅ６４コード、１６進コード、暗号化されたバリュー名等）
のペイロードを復号することができる。ＨＳＭは、図１、図４、図５、図６等の記載に関
して更に理解されるであろう。
【０１３１】
　特定の実施形態によると、ＨＳＭ２３８は、ＦＩＰＳ１０４－２レベル３認定の物理的
及び論理的な保護を暗号キー又は他の好適なＰＣＩ準拠ＨＳＭに提供する装置を含む。そ
のようなＨＳＭの例が、ＳａｆｅＮｅｔ　Ｌｕｎａ　ＥＦＴのＨＳＭである。ＰＣＩによ
って承認されたＨＳＭの他の例は、ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｐｃｉｓｅｃｕｒｉｔｙｓ
ｔａｎｄａｒｄｓ．ｏｒｇ／ａｐｐｒｏｖｅｄ＿ｃｏｍｐａｎｉｅｓ＿ｐｒｏｖｉｄｅｒ
ｓ／ａｐｐｒｏｖｅｄ＿ｐｉｎ＿ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ＿ｓｅｃｕｒｉｔｙ．ｐｈｐに
おいて見出すことができる。



(34) JP 2019-29028 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

【０１３２】
　概して、ＨＳＭは、１秒あたり最高で１６００個のペイロードを処理することができる
。Ｐ２ＰＥ管理システム５００が１秒あたり１６００個超のペイロードを処理する方法を
理解するために、Ｐ２ＰＥ管理システム５００の拡張可能性の説明が有用であり得る。
【０１３３】
　ここで図２Ｃを参照すると、本発明のシステムの１つの実施形態によるＰ２ＰＥ管理シ
ステム５００の例示的なアーキテクチャが示されている。種々の実施形態では、Ｐ２ＰＥ
管理システム５００は、Ｐ２ＰＥ管理システム５００が１秒あたりより多くのペイロード
を復号することを可能にするように拡張可能であり得る。
【０１３４】
　Ｐ２ＰＥ管理システム５００の拡張可能性は、１つの実施形態では、システムのいずれ
か１つの構成要素に依存しないものとすることができるが、その代わりに、１秒あたりの
復号の所望の数に基づくことができる。したがって、１つの実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理
システム５００は、１つのレート制限構成要素に基づいて拡大することができ、全ての他
の構成要素は、そのレート制限構成要素に基づいて拡張することができる。種々の実施形
態によると、Ｐ２ＰＥ管理システム５００の拡張可能性は、Ｐ２ＰＥ管理システム５００
におけるＨＳＭ２３８の数（例えばレート制限構成要素）に基づくことができる。例えば
、ＨＳＭ２３８は概して、１秒あたり最高で約１６００個の復号（例えばペイロード）を
処理することができる。１秒あたり３２００個の復号が所望される場合、Ｐ２ＰＥ管理シ
ステム５００は、１つの実施形態では、ロードバランサ２２２及び読み書きデータベース
２３２に動作可能に接続される１つのＨＳＭ２３８をそれぞれ含む２つの復号ウェブサー
バ２３４（又は代替的には、２つのＨＳＭ２３８を含む１つの復号ウェブサーバ２３４）
を含むべきである。１秒あたり最高で約３２００回の復号を処理する２つのＨＳＭ２３８
をサポートするために、この場合は、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、１つの実施形態で
は、３つの認証ウェブサーバ２２４を含む。この実施形態では、３つの認証ウェブサーバ
２２４のそれぞれは、ロードバランサ２２２及び読み取り専用データベース２２８に動作
可能に接続されることができる。この実施形態を引き続き参照すると、システムは、ＭＱ
ＴＴキュー２３１及び読み書きデータベース２３２に動作可能に接続されることができる
マスタ読み取り専用データベース２３０に動作可能に接続される３つの読み取り専用デー
タベース２２８を含む。この構成の場合、１つの実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理システム５
００は、１秒あたり最高で約３２００個のペイロードを認証及び検証することができ、Ｈ
ＳＭ２３８は、Ｐ２ＰＥ管理システム５００のレート制限構成要素となる。
【０１３５】
　１つの実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理システム５００が複数の読み取り専用データベース
２２８を含む場合、マスタ読み取り専用データベース２３０は、同じ更新を各読み取り専
用データベース２２８に送信することによって、読み取り専用データベース２２８を実質
的に同時にリフレッシュすることができる。同様に、１つの実施形態では、Ｐ２ＰＥ管理
システム５００が複数の読み取り専用データベース２２８を含む場合、マスタ読み取り専
用データベース２３０は、読み取り専用データベース２２８のそれぞれから認証ログ及び
例外ログを実質的に同時に受信し、それらのメッセージを、読み書きデータベース２３２
に送信するために同じＭＱＴＴキュー２３１に渡すことができる。
【０１３６】
　種々の実施形態によると、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、認証ウェブサーバ２２４、
読み取り専用データベース２２８、復号ウェブサーバ２３４及びＨＳＭ２３８の数に関係
なく、１個のみのマスタ読み取り専用データベース２３０、ＭＱＴＴキュー２３１及び読
み書きデータベース２３２を含む。種々の実施形態によると、１秒あたり最高で約６４０
０個のペイロードを処理するために、Ｐ２ＰＥ管理システム５００は、４個の復号ウェブ
サーバ２３４、４個のＨＳＭ２３８、６個の認証ウェブサーバ２２４、６個の読み取り専
用データベース２２８、１個のマスタ読み取り専用データベース２３０、１個のＭＱＴＴ
キュー２３１及び１個の読み書きデータベース２３２を含む。種々の実施形態によると、
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１秒あたり最高で約１２８００個のペイロードを処理するために、Ｐ２ＰＥ管理システム
５００は、８個の復号ウェブサーバ２３４、８個のＨＳＭ２３８、１２個の認証ウェブサ
ーバ２２４、１２個の読み取り専用データベース２２８、１個のマスタ読み取り専用デー
タベース２３０、１個のＭＱＴＴキュー２３１及び１個の読み書きデータベース２３２を
含む。
【０１３７】
　例示的なシステムプロセス
　例示的なＰＯＩ取扱いプロセス（図３）
　図３は、図２Ａに示されているような例示的なセキュアな装置取扱いプロセス３００の
高レベルのフロー図を示している。種々の実施形態では、このＰＯＩ取扱いプロセスは、
ＰＯＩ装置のセキュアな一連の保管を確認することを助けることができる。簡潔にまとめ
ると、特定の実施形態では、ＰＯＩ装置が異なる事業体から運搬されるとともに取扱われ
るときに、ＰＯＩマネージャは、種々の状態をＰＯＩ装置に割り当てる。これらの（及び
他の）特定の実施形態では、ＰＯＩマネージャは、ＰＯＩ装置のペイロードの復号を促進
する前に、ＰＯＩ装置に正しい状態のシーケンスが割り当てられていることを確認する。
このセキュアなＰＯＩ取扱いプロセスは、特定の実施形態では、製造の時点からマーチャ
ントにおける展開の時点までの間に、ＰＯＩ装置の運搬中に、ＰＯＩ装置が改ざん及び／
又は（例えば不正なＰＯＩ装置と）取り替えられているか否かを特定することを助ける。
図３に示されており、直後に記載するようなＰＯＩ取扱いプロセス３００は、このＰＯＩ
取扱いプロセスの少なくとも１つの実施形態の説明を助けることができる。
【０１３８】
　ステップ３３０において開始して、システムは、Ｐ２ＰＥ管理システム５００において
特定のＰＯＩ装置の識別情報を受信するように構成されている。種々の実施形態では、特
定のＰＯＩ装置の識別情報は、特定のＰＯＩ装置（例えば図２ＡのＰＯＩ装置３５０）に
関連するシリアル番号を含む。特定の実施形態では、特定のＰＯＩ装置の識別情報は、特
定のＰＯＩ装置にインストールされるファームウェアのバージョンを含む。更なる実施形
態では、特定のＰＯＩ装置の識別情報は、モデル、装置のタイプ、装置の製造日等のよう
な任意の他の好適な情報を含む。
【０１３９】
　システムは、特定のＰＯＩ装置の識別情報を任意の好適な事業体から任意の好適な方法
で受信するように構成することができる。特定の実施形態では、特定のＰＯＩ装置の識別
情報は、キーインジェクション設備（ＫＩＦ）におけるコンピューティング装置から（例
えば暗号化された電子パケットを介して）送信される。幾つかの実施形態では、特定のＰ
ＯＩ装置の識別情報は、製造業者に関連するコンピューティング装置から受信される。更
なる実施形態では、特定のＰＯＩ装置の識別情報は、人によって、ＰＯＩマネージャに動
作可能に接続されるコンピューティング装置に入力される。
【０１４０】
　ステップ３３２において、システムは、ＰＯＩ装置３５０に関連する特定の情報の受信
に応じて、ＰＯＩ装置３５０の状態を、ＰＯＩ装置が新規／プログラミングの準備が整っ
ていることを示すように設定するよう構成されている（例えば、システムは、特定のＰＯ
Ｉ装置の状態を「新規」に設定するように構成されている）。種々の実施形態では、シス
テムは、ＰＯＩ装置（又は関連する識別子）を、新規の状態でＰＯＩ装置のテーブル又は
リストに加えることによって、ＰＯＩ装置の状態を新規に変更するように構成されている
。更なる実施形態では、システムは、ＰＯＩ装置の状態をＰＯＩ装置識別子とともにテー
ブルに含めることによって、ＰＯＩ装置の状態を変更するように構成されている（例えば
、ＰＯＩ装置は、テーブル上の識別子、及び、ＰＯＩ装置の変更に関連する状態によって
列挙される）。また更なる実施形態では、システムにおけるＰＯＩ装置に関連する情報は
、状態を示す種々のビットを含むことができる（例えば、ＰＯＩ装置についての情報は、
各状態を示すビットを含み、装置の状態を示すようにオン又はオフに設定することができ
る）。この（及び他の）実施形態では、システムは、新規の状態に関連するビットをオン
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又は「１」に変更するように構成することができる。
【０１４１】
　ステップ３３４において、システムは、特定のＰＯＩ装置に暗号化キーがインジェクト
されるという指示を受信するように構成されている。本明細書において説明するように、
種々の実施形態では、ＰＯＩ装置は、インジェクトされるまで、ＫＩＦにおいて保管され
る。幾つかの実施形態では、特定のＰＯＩ装置がマーチャントから（又は任意の他の好適
な時点で）注文されると、特定のＰＯＩ装置に、（本明細書の他の箇所で説明するように
）特別なセキュリティプロトコル下で暗号化キーがインジェクトされる。
【０１４２】
　システムは、特定のＰＯＩ装置に暗号化キーが任意の好適な方法でインジェクトされる
という指示を受信するように構成することができる。特定の実施形態によると、インジェ
クトされると、ＫＩＦにおけるユーザは、（好適なコンピューティング装置を介して）Ｐ
２ＰＥマネージャにログインし、特定のＰＯＩ装置にインジェクトされたことを示す。幾
つかの実施形態では、システムは、特定のＰＯＩ装置が、キーインジェクション機器、及
び／又は、特定のＰＯＩ装置にインジェクトすることに関連する特定のプロトコル装置に
リンクするコンピューティング装置から自動的にインジェクトされるという指示を受信す
るように構成することができる。
【０１４３】
　ステップ３３６において、特定のＰＯＩ装置に暗号化キーがインジェクトされるという
指示の受信に少なくとも部分的に基づいて、システムは、ＰＯＩ装置にインジェクトされ
たことを示すように特定のＰＯＩ装置の状態を変更するように構成されている（例えば「
インジェクト済み」状態を割り当てる）。特定の実施形態では、システムは、特定のＰＯ
Ｉ装置に、特定のＰＯＩ装置の状態を新規から「インジェクト済み」に手動で変更するユ
ーザによってインジェクトされるという指示を受信するように構成されている。システム
は、（限定はされないが）ステップ３３２において特定のＰＯＩ装置の状態を「新規」に
変更することに関連して説明した方法を含む任意の好適な方法で、ＰＯＩ装置の状態を変
更するように構成することができる。
【０１４４】
　ステップ３３８において、システムは、特定のＰＯＩ装置の出荷に関する情報を受信す
るように構成されている。種々の実施形態では、特定のＰＯＩ装置は、ＫＩＦからマーチ
ャントへの出荷のために包装される。これらの（及び他の）実施形態では、システムは、
改ざん防止袋の番号（例えばシリアル番号）、箱の番号、追跡番号、マーチャント番号、
住所／出荷目的地、並びに／又は、特定のＰＯＩ装置の出荷を追跡及び／若しくは確認す
る任意の他の好適な情報等の、特定のＰＯＩ装置の出荷に関する種々の情報を受信するよ
うに構成されている。
【０１４５】
　ステップ３４０において、システムは、特定のＰＯＩ装置の受領を示すデータをマーチ
ャントから受信するように構成されている。種々の実施形態では、システムは、特定のＰ
ＯＩ装置のシリアル番号を受信することによって、特定のＰＯＩ装置の受領を示すデータ
をマーチャントから受信するように構成されている。特定の実施形態では、システムは、
ＰＯＩ装置に関連する追跡番号及び／又は改ざん防止袋のシリアル番号を受信することに
よって、特定のＰＯＩ装置の受領を示すデータをマーチャントから受信するように構成さ
れている。幾つかの実施形態では、システムは、特定のＰＯＩ装置の受領を示すデータを
任意の他の好適な方法で受信するように構成することができる。
【０１４６】
　ステップ３４２において、マーチャントからのデータの受信に基づいて、システムは、
特定のＰＯＩ装置が出荷中に不正アクセスされたか否かを判断するように構成されている
。種々の実施形態では、システムは、（例えばステップ３４０において）マーチャントか
ら受信したデータと、（例えばステップ３３８における）特定のＰＯＩ装置の出荷に関す
る情報とを比較することによって、特定のＰＯＩ装置が出荷中に不正アクセスされたか否
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かを判断するように構成されている。特定の実施形態によると、システムは、装置のシリ
アル番号に基づいて装置を検索し、追跡情報、改ざん防止袋のシリアル番号等が一致する
ことを確認するように構成されている。これらの実施形態では、システムは、特定のＰＯ
Ｉ装置を改ざんすることなく、又は、誰かが交換することなく特定のＰＯＩ装置（例えば
、カード保有者情報を別の場所又は任意の他の不正なタスクに送るようにプログラミング
されているＰＯＩ装置）がＫＩＦからマーチャントに出荷されたことを確実にするように
これらの番号／識別子を確認する。
【０１４７】
　システムは、マーチャントから受信したデータと、特定のＰＯＩ装置を出荷することに
関する情報とを任意の好適な方法で比較するように構成することができる。種々の実施形
態では、システムは、特定のＰＯＩ装置のシリアル番号（例えば、製造業者によって作成
され、ＫＩＦにおいてシステムに入力されるシリアル番号）に関連するテーブルに、特定
のＰＯＩ装置の出荷に関する情報を記憶するように構成されている。これらの実施形態で
は、特定のＰＯＩ装置の受領を示すマーチャントからのシリアル番号及びデータ（例えば
ステップ３４０における情報）を受信すると、システムは、特定のＰＯＩ装置のシリアル
番号を検索するとともに、適切なヘッダ（例えば、「ＫＩＦ出荷情報」等）を有するテー
ブルにアクセスすることによって、特定のＰＯＩ装置の出荷に関する情報を検索し、特定
のＰＯＩ装置の出荷に関する情報を見つけるように構成されている。
【０１４８】
　ステップ３４４において、システムは、特定のＰＯＩ装置がマーチャントによって受け
取られた（但し展開されていない）ことを示すように、特定のＰＯＩ装置の状態を変更す
るように構成されている。種々の実施形態では、システムは、ＰＯＩ装置の状態を「保管
」に変更し、特定のＰＯＩ装置がマーチャントにおいて保管されていることを示すように
構成されている。
【０１４９】
　システムは、特定のＰＯＩ装置の状態を任意の好適な方法で変更するように構成するこ
とができる。種々の実施形態では、システムは、マーチャントに関連するコンピューティ
ング装置から特定のＰＯＩ装置の状態を変更するよう指示を受信することによって、特定
のＰＯＩ装置の状態を変更するように構成されている（例えば、ユーザは、通知を選択又
は入力し、特定のＰＯＩ装置の状態を変更する）。特定の実施形態によると、システムは
、（例えばステップ３４２において）特定のＰＯＩ装置が出荷中に不正アクセスされてい
ないと判断すると、特定のＰＯＩ装置の状態を自動的に変更するように構成されている。
更なる実施形態では、システムは構成されている。
【０１５０】
　ステップ３４６において、システムは、特定のＰＯＩ装置が展開されるという指示を受
信するように構成されている。種々の実施形態では、システムは、特定のＰＯＩ装置が展
開される（例えばスワイプ取引を受信する準備が整っている）というコンピューティング
装置からの指示（例えばユーザからの手動の指示）を受け取ることができる。１つ又は複
数の実施形態では、システムは、特定のＰＯＩ装置が展開される準備が整っているという
指示をユーザインタフェースにおいて受信することによって、特定のＰＯＩ装置が展開さ
れるという指示を受信するように構成されており、それに応じて、システムは、特定のＰ
ＯＩ装置の状態を指示された展開に変更する（例えば、ＰＯＩ装置の状態を「保管」から
「展開済み」に変更する）。
【０１５１】
　当業者には、本明細書における説明から、特定のＰＯＩ装置の状態を、上記で説明した
シーケンスから変更及び／又は変化させることができることを理解されたい。特定の例で
は、マーチャントは、特定のＰＯＩ装置を受け取り、特定のＰＯＩ装置が損傷を受けてい
ることを判断することができる。この特定の例を引き続き参照すると、マーチャントは次
に、システムに、特定のＰＯＩ装置が損傷を受けていることを示すことができ、システム
は、特定のＰＯＩ装置の状態を変更し、ＰＯＩ装置が損傷を受けていることを示すことが
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できる（例えば「損傷」状態）。以下で説明するように、展開済み状態になると、特定の
ＰＯＩ装置（例えばＰＯＩ装置３５０）は、図４Ａを参照して後述するように、スワイプ
データを受信する準備が整う。
【０１５２】
　例示的なマーチャントデータプロセス（図４Ａ）
　上記の図３を参照すると、特定のＰＯＩ装置（例えばＰＯＩ装置３５０）がマーチャン
トによって受け取られて展開されると、特定のＰＯＩ装置は、種々の実施形態では、顧客
取引を受信する準備が整う。当業者には理解されるように、特定のＰＯＩ装置は、例えば
、支払い処理コンピューティング装置への接続、付加的なソフトウェアセットアップ等の
ような、マーチャントによる更なるセットアップを必要とし得る。
【０１５３】
　図４を参照すると、ステップ４３０において、特定のＰＯＩ装置は顧客データを受信す
る。本明細書において説明するように、特定のＰＯＩ装置は、支払い取引データ（カード
スワイプデータ等）、及び、例えばバイオメトリックデータ（フィンガープリント、網膜
スキャン等）チップ及びピンデータ、ＰＩＮデータ等のような他の顧客照合情報を受信す
ることができる。
【０１５４】
　ステップ４３２において、顧客データを受信するとすぐに、特定のＰＯＩ装置は顧客デ
ータを暗号化するように構成されている。種々の実施形態では、特定のＰＯＩ装置は、イ
ンジェクトされた暗号化キー（複数の場合もあり）に基づいて、顧客データを暗号化する
ように構成することができる。幾つかの実施形態では、特定のＰＯＩ装置は、内部暗号化
スキームを介して顧客データを暗号化するように構成されている。更なる実施形態では、
特定のＰＯＩ装置は、取引毎に特定のＰＯＩ装置に送られる暗号化キーを介して顧客デー
タを暗号化するように構成されている。
【０１５５】
　ステップ４３４において、特定のＰＯＩ装置は、支払いプロセッサに送信されるペイロ
ードをコンパイルするように構成されている。種々の実施形態では、ペイロードは、暗号
化された顧客データを含む。１つ又は複数の実施形態では、ペイロードは装置のシリアル
番号を含む。少なくとも１つの実施形態では、ペイロードは、装置のシリアル番号及び／
又はファームウェア番号を含む。更なる実施形態では、ペイロードは、特定のＰＯＩ装置
の製造日を含む。また更なる実施形態では、ペイロードは、暗号化されたＰＩＮ若しくは
顧客に関連する他の照合情報、及び／又は、取引を識別するための他の情報（例えば取引
日、マーチャント、レジ係の番号等）といった種々の他の情報を含む。
【０１５６】
　特定のＰＯＩ装置は、本明細書において説明するように特定のＰＯＩ装置のフィンガー
プリントを作成するようにシステムによって使用されることができる任意の好適な形式で
ペイロードをコンパイルするように構成することができる。種々の実施形態では、特定の
ＰＯＩ装置は、ペイロードの種々のデータアイテムを表すデータの文字列にペイロードを
コンパイルするように構成されている。これら（及び他の）実施形態では、ペイロード文
字列の種々の構成要素は、文字、ＸＭＬ又は１６進形式で形式化されることができる。
【０１５７】
　ペイロードは任意の好適な構成要素を含むことができる。種々の実施形態では、ペイロ
ードは、構成要素の形式（例えば１６進数、ＸＭＬ等）の指示を含む。特定の実施形態で
は、ペイロードは、例えば、ＲＡＷ（例えばデータは暗号化されない）、取引毎のＤＥＳ
派生一意キー（「DES derived unique key per transaction : ＤＵＫＰＴ」）暗号化ス
キームを使用してペイロードデータを暗号化したことを示すトリプルデータ暗号化規格（
「triple data encryption standard : ＴＤＥＳ又は３ＤＥＳ」）、ＡＥＳ　ＤＵＫＰＴ
暗号化スキームを使用してペイロードデータを暗号化したことを示す高度な暗号化規格等
の特定の暗号化（コード化）アルゴリズムの指示を含む。
【０１５８】
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　種々の実施形態では、Ｐ２ＰＥマネージャは、特定の装置のシリアル番号に基づいて、
特定の装置に関連する特定のタイプの暗号化の指示を含む。これら及び他の実施形態では
、システムは、特定の装置のシリアル番号に基づいて、特定のタイプの暗号化の指示をＨ
ＳＭに送信するように構成されている。
【０１５９】
　特定の実施形態によると、ペイロードはカードスワイプデータを含む。カードスワイプ
データは、カードの磁気ストライプにコードされる種々のトラックのデータのいずれか又
は全てを含むことができる。当業者には理解されるように、種々の実施形態では、カード
の磁気ストライプは、それぞれが磁気カードリーダによって読み取られるコードされたデ
ータの３つの別個のトラックを含む。これらの実施形態では、システムは、カードデータ
の各トラックを暗号化及びコンパイルするように構成することができる。幾つかの実施形
態では、カードデータの各トラックは、異なる情報を含むことができる。更なる実施形態
では、カードデータの各トラックは、同じ情報の少なくとも幾らかを含むことができる。
【０１６０】
　特定のＰＯＩ装置は、任意の好適な方法でカードデータの各トラックをコンパイルする
ように構成することができる。種々の実施形態では、特定のＰＯＩ装置は、各トラックが
、クリアなデータのセット（例えば暗号化なし）、続いて、暗号化されたデータのセット
（例えば特定のトラックのカードスワイプデータ）、続いて、ダミーの暗号化されたデー
タのセット（例えばカードスワイプデータを表さない暗号化されたランダムデータ）とし
て形式化されるカードトラック形式としてカードスワイプデータの各トラックをコンパイ
ルするように構成されている。特定の実施形態では、クリアな、暗号化された及びダミー
のデータのセットのそれぞれは、文字又は１６進形式であり得る。
【０１６１】
　特定のＰＯＩ装置は、上述したデータを、例えば以下の形式で出力することができる。
　ＦＯＲＭＡＴ＿ＣＩＰＨＥＲＥＤ＿［ＴＲＡＣＫ１］［＿ＴＲＡＣＫ２］［＿ＴＲＡＣ
Ｋ３］
　特定のＰＯＩ装置は、ペイロードに付加的なデータを含むように構成することができる
。特定の実施形態によると、特定のＰＯＩ装置は、ペイロードにキーシリアル番号（「ke
y serial number :ＫＳＮ」）及び／又は装置のシリアル番号（「device serial number 
: ＤＳＮ」）を含むように構成されている（例えば、キーシリアル番号は、ＨＳＭが、種
々の暗号化されたトラック及び本明細書において説明するような装置のシリアル番号を復
号して特定のＰＯＩ装置を識別するべき方法を示す）。これらの（及び他の）実施形態で
は、ＫＳＮ及びＤＳＮは、文字又は１６進形式で形式化されることができる。更なる実施
形態では、特定のＰＯＩ装置は、それぞれが文字若しくは１６進形式で形式化され得る（
又は空であり得る）ハードウェアバージョン番号及び／又はファームウェアバージョン番
号を含むように構成されている。当業者には理解されるように、ペイロードの上記構成要
素は、任意の好適な形式で形式化されることができ、任意の好適な方法でペイロードに配
置されることができる。例えば、上記のＴＲＡＣＫ１データは、ＦＯＲＭＡＴ及び／又は
ＣＩＰＨＥＲＥＤデータの前又は後にくることができる。同様に、トラックデータは任意
の他の順序であるものとすることができる（例えば、ＴＲＡＣＫ３データはＴＲＡＣＫ１
データの前にくることができる）。さらに、ＫＳＮ又はＤＳＮデータは、ペイロード文字
列のいずれかの場所に位置することができる。
【０１６２】
　特定の例では、ペイロード文字列は、
　ＦＯＲＭＡＴ＿ＣＩＰＨＥＲＥＤ＿［ＴＲＡＣＫ１］［＿ＴＲＡＣＫ２］［＿ＴＲＡＣ
Ｋ３］［＿ＫＳＮ］［＿ＤＳＮ］［＿ＨＷＶ＿ＨＡＲＤＷＡＲＥ］［＿ＦＭＶ＿ＦＩＲＭ
ＷＡＲＥ］
　として形式化することができる。
【０１６３】
　以下で更に説明するように、特定の実施形態では、システムは、各データ構成要素のこ
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のペイロード文字列及び形式を使用し、各装置の一意のフィンガープリントを作成する。
　ステップ４３６において、特定のＰＯＩ装置は、ペイロードを支払い処理システムに送
信するように構成されている。特定の実施形態によると、特定のＰＯＩ装置は、ペイロー
ドを支払い処理のために第三者に送信するように構成されている。少なくとも１つの実施
形態では、システムは、ペイロードを、Ｐ２ＰＥ管理システム５００に関連する支払い処
理システムに送信するように構成されている。幾つかの実施形態では、システムは、ペイ
ロードを、支払いプロセッサに送られる前に、処理のために任意の好適な中間段階に送信
するように構成されている。簡潔にするために、本文書のこのセクションは、上記のいず
れかを意味し得る支払い処理システムに言及する。
【０１６４】
　特定のＰＯＩ装置は、ペイロードを任意の好適な方法で支払い処理システムに送信する
ように構成することができる。幾つかの実施形態によると、特定のＰＯＩ装置は、ペイロ
ードを、インターネットを介して支払い処理システムに送信するように構成されている。
１つ又は複数の実施形態では、特定のＰＯＩ装置は、ペイロードを、セキュアなプライベ
ートネットワークを介して支払い処理システムに送信するように構成されている。幾つか
の実施形態では、特定のＰＯＩ装置は、ペイロードを、ＬＡＮ、ＷＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ、ハ
ードライン又は他の好適な接続を介して支払い処理システムに送信するように構成されて
いる。
【０１６５】
　本明細書における説明から理解されるように、特定のＰＯＩ装置は、種々の実施形態で
は、「ダム（dumb）」装置である。したがって、特定のＰＯＩ装置は、これらの（及び他
の）実施形態では、データを（データが何であれ）受信し、インストールされたファーム
ウェアに基づいてデータを暗号化し、データが進む場所、ＰＯＩ装置が改ざんされている
か否か、ＰＯＩ装置が盗難されたか否か等を考慮することなく、ペイロードをコンパイル
及び送信するように構成されている。特定のＰＯＩ装置が、例えば改ざん防止ケーシング
、改ざん時に自滅するように設計されている回路、種々の可聴又は可視アラーム等といっ
た、据え付けられる種々の他のセキュリティ手段を有することができることも理解された
い。
【０１６６】
　例示的なＰ２ＰＥ報告プロセス（図４Ｂ）
　上記の図４Ａを参照すると、特定のＰＯＩ装置（例えばＰＯＩ装置３５０）がマーチャ
ントによって受け取られて展開されると、特定のＰＯＩ装置は、種々の実施形態では、顧
客取引を受信する準備が整う。これらの（及び他の）実施形態では、マーチャントは、１
つ又は複数の監査報告を生成し、ＰＯＩ装置（及びマーチャントが保有する任意の他のＰ
ＯＩ装置）の状態を保証することが必要とされ得る。特定の実施形態によると、本明細書
におけるシステム及び方法は、情報を集めてそのような監査報告を生成するように構成さ
れている。
【０１６７】
　図４Ｂを参照すると、システムは、ステップ４３１において、マーチャントに関連する
コンピューティング装置から監査報告の要求を受け取るように構成されている。種々の実
施形態では、システムは、特定のユーザに関連する（例えば特定のマーチャントを識別す
ることができる）ログイン情報（例えばユーザ名、パスワード及び／又は他の好適な認証
情報）を受信するとともに、特定のユーザが監査報告を望むという指示を受信することに
よって、マーチャントに関連するコンピューティング装置から監査報告の要求を受け取る
ように構成されている。１つ又は複数の実施形態では、システムは、システムとの通信専
用である特定のコンピューティング装置（例えば、Ｐ２ＰＥ管理システムのみと機能する
ように構成されているコンピューティング端末）から監査要求を受け取ることによって、
マーチャントに関連するコンピューティング装置から監査報告の要求を受け取るように構
成されている。
【０１６８】
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　監査報告は、任意の好適な情報を含む任意の好適な監査報告であるものとすることがで
きる。種々の実施形態では、上記で説明したように、監査報告は、マーチャントに関連す
る１つ又は複数の装置に関連する情報、及び／又は、マーチャントに関連する１つ又は複
数の装置のそれぞれの状態を含むことができる。特定の実施形態によると、監査報告は、
マーチャントに関連する１つ又は複数の装置のそれぞれに関連する情報の証明を含む。更
なる実施形態では、監査報告は、コンプライアンスマニュアル（例えばＰ２ＰＥ取扱い説
明書等）をユーザ（例えばマーチャントを表す）が読んだ及び／又はマーチャントが順守
しているという、ユーザによる証明を含む。
【０１６９】
　ステップ４３３において、システムは、監査報告の要求の受け取りに応じて、マーチャ
ントに関連するマーチャントの装置情報を検索するように構成されている。本明細書にお
いて説明するように、種々の実施形態では、システムは、種々の装置の一連の保管に関す
る情報を受信するように構成されている。これらの（及び他の）実施形態では、システム
は、マーチャントに関連する各装置に関する情報の位置を特定するとともに検索するよう
に構成されている。そのようなマーチャントの装置情報は、限定はされないが、装置識別
子、装置位置、装置のシリアル番号、装置によって処理される取引の番号、装置の状態（
例えば「アクティブ」、「紛失」、「改ざん」、「保管」等）等を含む任意の好適な情報
を含むことができる。
【０１７０】
　特定の実施形態によると、（例えばステップ４３１において要求された）監査報告は、
コンプライアンスマニュアルをユーザ（例えばマーチャントを表す）が読んだ及び／又は
マーチャントが順守しているという証明を含むことができる。これらの（及び他の）実施
形態では、システムは、コンプライアンスマニュアルのコピーを検索してユーザに表示す
るように構成されている。
【０１７１】
　ステップ４３５において、システムは、マーチャントの装置情報を表示するように構成
されている。種々の実施形態では、システムは、マーチャントの装置識別子、マーチャン
トの装置位置及びマーチャントの装置状態を含むマーチャントの装置情報を表示するよう
に構成されている。特定の実施形態では、システムは、コンプライアンスマニュアルのコ
ピーを表示するように構成されている。
【０１７２】
　ステップ４３７において、システムは、マーチャントの装置情報の証明を要求するよう
に構成されている。特定の実施形態では、システムは、ユーザが１つ又は複数のチェック
ボックスをクリックすることによる証明を要求するように構成されている。種々の実施形
態では、システムは、ユーザが自身の名前をタイピングするか又は電子的に署名すること
による証明を要求するように構成されている。更なる実施形態では、システムは、ユーザ
がコードを入力し、文書に記入し、ボタンをクリックし、ページ又は電子文書の終わりま
でスクロールすること等による証明を要求するように構成されている。
【０１７３】
　ステップ４３９において、システムは、証明の指示を受信するように構成されている（
例えば、システムは、ユーザがボックスにチェックし、用紙に記入し、電子用紙に署名し
たといった指示を受信するように構成されている）。ステップ４４１において、システム
は、証明の指示の受信に応じて、監査報告をコンパイルするように構成されており、監査
報告は、マーチャントに関連する各装置の識別子、各マーチャントの装置の状態及び証明
の指示を含む。システムは、監査報告を任意の好適な方法でコンパイルするように構成す
ることができ、監査報告は任意の好適な形式であり得る。
【０１７４】
　ステップ４４３において、システムは、監査報告を、マーチャントに関連するコンピュ
ーティング装置に送信するように構成されている。システムは、監査報告を表示し、マー
チャントに関連するコンピューティング装置にアクセスするとともに監査報告を印刷させ
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ること等によって、監査報告を、マーチャントに関連するコンピュータ装置に送信するよ
うに構成することができる。種々の実施形態では、システムは、監査報告の証明のコピー
を、監査事業体等のような種々の他の事業体に送信するように構成されている。
【０１７５】
　例示的な支払いシステムプロセス（図５Ａ及び図５Ｂ）
　図５Ａ及び図５Ｂは、Ｐ２ＰＥ管理システム（例えばＰ２ＰＥ管理システム５００）に
よって行われる例示的なプロセスである。図５Ａは、例示的なペイロード完全性検証プロ
セスであり、図５Ｂは、ペイロード完全性検証プロセスの一部として使用することができ
る例示的なフィンガープリント作成プロセスである。
【０１７６】
　例示的なペイロード完全性検証プロセス
　図５Ａを参照すると、システムは、ステップ５３０において、装置により生成されたペ
イロードを受信するように構成されており、ペイロードは、暗号化された情報及び装置の
シリアル番号を含む。種々の実施形態では、システムは、支払い加盟店端末装置（例えば
クレジットカードスワイプ装置）からペイロードを受信するように構成されている。特定
の実施形態では、システムは、健康記録コンピューティング装置（例えば、システムによ
る記憶のために慎重に扱うべき健康記録を送信する装置）からペイロードを受信するよう
に構成されている。更なる実施形態では、システムは、ペイロードを、金融情報（例えば
預金口座情報等）に関連するコンピューティング装置から受信するように構成されている
。また更なる実施形態では、システムは、運転免許番号、社会保障番号等のような慎重に
扱うべき情報を送信する装置等の、任意の他の好適な装置からペイロードを受信するよう
に構成されている。
【０１７７】
　ペイロードは、任意の好適な情報（例えば、特定の要素の任意の好適な文字列）を含む
ことができる。種々の実施形態では、ペイロードは、暗号化された情報及び装置のシリア
ル番号を含む。特定の実施形態では、ペイロードは、暗号化された情報を復号するのに使
用されるキーシリアル番号を含む。１つ又は複数の実施形態では、ペイロードは装置のフ
ァームウェア番号を含む。更なる実施形態では、ペイロードは、装置、取引及び／又は装
置を保管するマーチャントに関連する任意の他の好適な装置又はペイロード情報を含む。
【０１７８】
　暗号化された情報は、例えば、社会保障番号、クレジットカード番号、支払い情報、運
転免許番号、医療記録情報、誕生日、預金口座番号、銀行支店コード、氏名等のような、
暗号化された任意の好適な情報であるものとすることができる。本明細書において説明す
るように、ペイロードは、装置を識別するフィンガープリントとして使用することができ
る任意の好適な形式であり得る。
【０１７９】
　ステップ５３２において、システムは、ペイロードを解析して装置のシリアル番号を抽
出するように構成されている。種々の実施形態では、システムは、暗号化された情報を暗
号化されていない情報から分離するとともに、どの１つ又は複数の暗号化されていない番
号が装置のシリアル番号に含まれているかを判断することによって、ペイロードを解析し
て装置のシリアル番号を抽出するように構成されている。特定の実施形態では、ペイロー
ドは、番号及び情報の文字列を含み、装置のシリアル番号は、文字列の特定の位置に位置
する（例えば、装置のシリアル番号は、第１の番号、第２の番号、第５の番号等であり得
る）。当業者には理解されるように、ペイロードを解析する方法は、ペイロードの構造／
形式に依存し得る。
【０１８０】
　ステップ５３４において、システムは、シリアル番号テーブルをデータベースから検索
するように構成されており、シリアル番号テーブルは１つ又は複数のシリアル番号を含む
。ステップ５３６において、システムは、装置のシリアル番号とシリアル番号テーブルと
を比較し、装置のシリアル番号がシリアル番号テーブルに含まれているか否かを判断する
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ように構成されている。システムは、装置のシリアル番号を探すこと、装置のシリアル番
号とテーブル内の全てのシリアル番号とを比較することを含む任意の好適な方法で、及び
／又は、何らかの他の指示子（第１の番号等）を使用し、装置のシリアル番号に一致し得
る、シリアル番号テーブルに含まれる１つ又は複数のシリアル番号を絞り込むことによっ
て、装置のシリアル番号とシリアル番号テーブルとを比較するように構成することができ
る。当業者には、シリアル番号テーブルが、２つ以上の好適なシリアル番号テーブルであ
り得ることが理解されるはずである。
【０１８１】
　ステップ５３８において、システムは、装置のシリアル番号がテーブルに含まれている
と判断すると、装置に関連するフィンガープリントをメモリから検索するように構成され
ており、フィンガープリントは、装置により生成された１つ又は複数のペイロードの形式
に基づく装置の識別子である（フィンガープリントの作成の説明に関する図５Ｂを参照の
こと）。特定の実施形態では、システムは、本明細書において更に説明するように、装置
に関連するフィンガープリントを作成するように構成されている。更なる実施形態では、
システムは、第三者のシステムから、装置に関連するフィンガープリントを受信するよう
に構成されている（例えば、第三者のシステムは、フィンガープリントを作成してフィン
ガープリントをシステムに送信する）。また更なる実施形態では、装置のフィンガープリ
ントは、１人又は複数人のユーザによって手動で入力される。
【０１８２】
　ステップ５４０において、システムは、ペイロードとフィンガープリントとを比較し、
装置が不正アクセスされたか否かを判断するように構成されている。種々の実施形態では
、システムは、ペイロードの形式（例えばペイロードの特定の要素の順序）とフィンガー
プリント（例えば装置から受信する第１のペイロードの形式を表す）とを比較し、形式が
フィンガープリントに一致するか否かを確認するように構成されている。幾つかの実施形
態では、システムは、ペイロードの種々の要素と、キーシリアル番号、装置のファームウ
ェア番号等といった形式とフィンガープリントとを比較し、装置が不正アクセスされたか
否かを判断するように構成されている（例えば、比較された要素がフィンガープリントの
対応する部分と一致しない場合、装置は不正アクセスされた可能性がある）。
【０１８３】
　ステップ５４２において、システムは、装置が不正アクセスされていないと判断すると
、暗号化された情報の復号を促進するように構成されている。種々の実施形態では、シス
テムは、暗号化された情報（及び／又はペイロード全体）を、復号のためにＨＳＭに送信
することによって、暗号化された情報の復号を促進するように構成されている。装置が不
正アクセスされたと判断すると、システムは、ペイロードを廃棄し（例えば暗号化された
情報の復号を促進しない）、マーチャントに通知し、（例えば本明細書において説明する
ように）装置の状態を変更し、及び／又は、装置からもはやペイロードを受け入れないよ
うに構成することができる。
【０１８４】
　例示的なペイロード・フィンガープリント・プロセス
　概して、図５Ｂは、装置のフィンガープリントを生成する例示的なプロセスを示してい
る。図５Ｂから開始して、システムは、ステップ５３１において、ペイロードを装置から
受信するように構成されている。システムは、例えば、ステップ５３０に関して上記で説
明した任意の好適な装置等の任意の好適な装置からペイロードを受信するように構成する
ことができる。
【０１８５】
　ステップ５３３において、システムは、受信したペイロードが装置から受信した第１の
ペイロードであるか否かを判断するように構成されている。種々の実施形態では、システ
ムは、受信したペイロードに含まれるシリアル番号と、ペイロードが受信された装置のシ
リアル番号のリストとを比較することによって、受信したペイロードが装置から受信した
第１のペイロードであるか否かを判断するように構成されている。１つ又は複数の実施形
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態では、システムは、ユーザインタフェースから受信する装置識別子（例えばユーザが装
置のシリアル番号を入力する）と、装置のペイロードに含まれる識別子とを比較すること
によって、受信したペイロードが装置から受信した第１のペイロードであるか否かを判断
するように構成されている。
【０１８６】
　ステップ５３５において、システムは、受信したペイロードが装置から受信した第１の
ペイロードであるという判断に基づいて、受信したペイロードを解析するように構成され
ている。システムは、本明細書において説明するように、装置のペイロードを任意の好適
な方法で解析するように構成することができる。ステップ５３７において、システムは、
ペイロードの形式を判断するように構成されている。システムは、ペイロードの形式を任
意の好適な方法で判断するように構成することができる。さらに、ペイロードの形式は変
えることができ、ＣＨＲ、ＨＥＸ、Ｂａｓｅ６４又は任意の他の好適な形式等の本明細書
において説明するような任意の好適な形態であり得る。特定の実施形態では、システムは
、ペイロードの形式のみを記憶することができるが、トラックデータは記憶しないものと
することができる。
【０１８７】
　例えば、ペイロード形式は以下の形式であり得る。
　ＦＯＲＭＡＴ＿ＣＩＰＨＥＲＥＤ＿［ＴＲＡＣＫ１］［＿ＴＲＡＣＫ２］［＿ＫＳＮ］
［＿ＤＳＮ］
　上記の例を引き続き参照すると、「ＣＩＰＨＥＲＥＤ」は、暗号化アルゴリズムであり
、例えば、ＲＡＷ（データは暗号化されていない）、ＴＤＥＳ（ＤＥＳ　ＤＵＫＰＴ）又
はＡＥＳ（ＡＥＳ　ＤＵＫＰＴ）であり得る。さらに、この例では、各ＴＲＡＣＫは、１
、２又は３「＋」及びＣＨＲ文字列「＋」ＨＥＸ形式の数の文字列「＋」ＨＥＸ形式の数
の文字列で形式化される。したがって、この例では、上記のＴＲＡＣＫ１は、１＋ＣＨＲ
＋ＨＥＸ＋ＨＥＸとして形式化される。この例では、フィンガープリントは、ＦＯＲＭＡ
ＴがＨＥＸ形式であり、ＣＩＰＨＥＲＥＤがＴＤＥＳであり、ＴＲＡＣＫ１が１＋ＣＨＲ
＋ＨＥＸ＋ＨＥＸ形式であり、ＴＲＡＣＫ２が２＋ＣＨＲ＋ＨＥＸ＋ＨＥＸ形式であり、
ＫＳＮ（キーシリアル番号）がＨＥＸ形式であり、ＤＳＮ（装置のシリアル番号）がＨＥ
Ｘ形式である。したがって、システムは、この例では、
　ＨＥＸ＿ＴＤＥＳ＿１＋ＣＨＲ＋ＨＥＸ＋ＨＥＸ＿２＋ＣＨＲ＋ＨＥＸ＋ＨＥＸ＿ＨＥ
Ｘ＿ＨＥＸ
　のフィンガープリントを作成するように構成することができる。
【０１８８】
　ステップ５３９において、システムは、装置のフィンガープリントをメモリに記憶する
ように構成されており、フィンガープリントは、受信したペイロードの形式に基づく。ス
テップ５４１において、システムは、装置から受信する各後続のペイロードと、装置のフ
ィンガープリントとを比較する（例えば装置が不正アクセスされたか否かを判断する）よ
うに構成されている。種々の実施形態では、システムは、特定の後続のペイロードの形式
が装置のフィンガープリントに一致しない場合に、装置が不正アクセスされたと判断する
ように構成されている（例えば、誰かが、装置のファームウェアバージョン番号等のよう
な装置のアウトプットについての何かを変えた）。
【０１８９】
　例示的なＵＭＬ図
　図６～図１４は、本発明のシステム及び方法の種々のシーケンスを示すＵＭＬ図を示し
ている。特に、図６～図１４は、ポイントツーポイント暗号化（Ｐ２ＰＥ）取引の例示的
なプロセスを示しており、ペイロードは、暗号化されたデータ、暗号化されていないデー
タ又は双方を含み得る。当業者には、これらの例示的なプロセスを、限定はされないが、
エンドツーエンド暗号化取引を含む任意のタイプの取引において使用することができるこ
とが理解されるであろう。ライフライン及び主要なプロセス構成要素を、全体を通して使
用する（例えば、ＱＳＡＰＩは、存在する場合はどこでも、図６～図１４にわたってＱＳ
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ＡＰＩ６０２によって表される）。
【０１９０】
　種々の実施形態では、図６に示されているように、顧客（例えばマーチャント）は、ポ
スト要求６１６において、処理されるデータをウェブアプリケーションに（例えばウェブ
ブラウザを介して）ポストする。ポストに含まれるデータに基づいて、ウェブアプリケー
ションは実行するスクリプトを選択する。概して、図６～図１４は、以下で更に記載する
２つのスクリプトライフライン、ｑｓａｐｉ－ｐｒｏｃｅｓｓ－３．８．ｐｈｐ６０２及
びｖａｌｉｄａｔｏｒ．ｃｌａｓｓ．ｐｈｐ１３２０を示している。図６～図１４に示さ
れているように、システムは、少なくとも２つのデータベース、すなわちＰＯＩデータベ
ース（図９及び図１２）並びにＱｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース（図６、図８、図９、
図１０、図１２及び図１４）を使用する。種々の実施形態では、ＰＯＩデータベースは、
種々の装置において情報を持続させるためにＰＯＩマネージャが使用するデータベースで
ある。１つ又は複数の実施形態によると、Ｑｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベースは、ｑｓａ
ｐｉ－ｐｒｏｃｅｓｓ－３．８．ｐｈｐ６０２に動作可能に接続されるデータベースであ
り、種々のｑｓａｐｉ－ｐｒｏｃｅｓｓ－３．８．ｐｈｐ６０２情報を記憶するのに使用
される。
【０１９１】
　例示的な全体的なシステムのシーケンス
　図６を参照すると、ライフラインｑｓａｐｉ－ｐｒｏｃｅｓｓ－３．８．ｐｈｐ６０２
は、図示の実施形態では、ＱｕｉｃｋｓｗｉｐｅＡＰＩ（「ＱＳＡＰＩ６０２」）を介し
てＰ２ＰＥ管理システム機能の大部分をインプリメントする。当業者には、ＱＳＡＰＩ６
０２機能を、任意の好適な数のＡＰＩ、スクリプト及び／又は機能によってインプリメン
トしてもよいことを理解されたい。単純及び簡潔にするために、ＱＳＡＰＩ６０２のみを
説明する。特定の実施形態によると、図６に示されているように、ＱＳＡＰＩ６０２は、
限定はされないが、装置、装置コントローラ及びｐｏｉクラスのインスタンスを含む、本
明細書において記載するような様々な処理の態様をカプセル化する特殊な「．ＰＨＰクラ
ス」をインスタンス化することから開始する。
【０１９２】
　図６を引き続き参照すると、「装置」クラス６１０は、全てのサポートされる装置（例
えばＰＯＩ装置等）のベースクラスである。特定の実施形態では、システムに関連する装
置の各タイプ（例えば各装置のブランド、モデル等）は、装置クラス６１０から継承する
対応する子クラスを有する（例えば、ＰＯＩ装置の各ブランドは別個の子クラスを有する
）。種々の実施形態では、各子クラスは、限定はされないが、装置のペイロード形式（例
えばＸＭＬ又はバイナリ形式）、データが暗号化されるか否かの指示等を含む、クラスか
ら継承される装置の出力の１つ又は複数の態様を含む。特定の実施形態によると、装置ク
ラス６１０は、図６に示されているように、装置の各タイプに関する情報を、ｆｒｏｍＳ
ｔｒｉｎｇ（ｄｅｖｉｃｅ　ｏｕｔｐｕｔ）文字列を介して受信し、適切な装置の子クラ
スのインスタンスをインスタンス化する。種々の実施形態では、装置のペイロードが暗号
化されたデータを含む場合に、装置クラス６１０は、適切な子クラスにおける情報を使用
し、データの復号のために装置のペイロードを解析する（ｆｅｔｃｈ（ｄｅｖｉｃｅ　ｏ
ｕｔｐｕｔ）を参照のこと）。図６に示されている実施形態では、システムは、Ｌｕｎａ
　ＥＦＴのＨＳＭ装置６０８を使用し、装置のペイロードデータを復号する。
【０１９３】
　種々の実施形態では、装置クラス６１０は、（例えば装置のタイプ等に基づいて）方法
ｆｒｏｍＳｔｒｉｎｇ（）を介してインスタンス化される子クラスを選択し、ｎｅｗ（）
インスタンスを作成し、ｆｅｔｃｈ（）方法を呼ぶ。特定の実施形態によると、フェッチ
方法は、装置のペイロードを解析し、解析されたデータを記憶する。例えば、装置クラス
６１０の方法ｆｒｏｍＳｔｒｉｎｇ（）は、特定のペイロードの解析されたデータを含む
リファレンスに戻る。この特定の例を引き続き参照すると、ｆｒｏｍＳｔｒｉｎｇリファ
レンスは、カードトラック１、２、３データ、装置のシリアル番号並びに／又は装置のフ
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ァームウェア及びハードウェア情報を含むことができる（本明細書において説明するよう
に、装置のペイロードデータは任意の好適な情報を含むことができる）。
【０１９４】
　図６を引き続き参照すると、装置コントローラクラス６１２は、特定の実施形態では、
ＱＳＡＰＩ６０２が、特定の装置が不正アクセスされたか、改ざんされたか等を判断する
のに使用する幾つかのアクティビティをカプセル化するコントローラクラスである。特定
の実施形態では、装置コントローラクラス６１２のインスタンスは、Ｑｕｉｃｋｓｗｉｐ
ｅデータベース６０６アクセサ（accessor）によって初期化される。種々の実施形態では
、装置コントローラクラス６１２は、検出時に、装置の改ざんのような任意の指示の指示
をＰＯＩマネージャに送信する（例えばＰ２ＰＥ管理システム、図９を参照のこと）。１
つ又は複数の実施形態によると、装置コントローラクラス６１２は、ｄｅｖｉｃｅ＿ｕｓ
ｅと題されるＱｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース６０６テーブルにおいてデータを検索し
記憶する。
【０１９５】
　ｐｏｉクラス６１４のインスタンスは、ｃｌａｓｓ＿ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ（）方法によ
って初期化される。構築方法は、特定の実施形態によると、レガシー装置に関してＰＯＩ
マネージャからＨＳＭキーインデックスを検索する（図９を参照のこと）（例えば、１つ
又は複数の装置のペイロードが、Ｐ２ＰＥ認定されていない１つ又は複数の装置からシス
テムによって受信される）。図６～図１４に示されているように、例示的なｐｏｉプロセ
スは、ｌｏｇｌｎｃｉｄｅｎｔ（）及びｇｅｔＨｓｍＫｅｙ（）である。概して、種々の
実施形態では、ｐｏｉクラス６１４は、要求をＰＯＩマネージャにポストし、ＰＯＩマネ
ージャ応答を解釈する（図９を参照のこと）。
【０１９６】
　図６に示されているように、Ｌｕｎａ　ＥＦＴのＨＳＭ装置６０８（例えばＨＳＭ装置
６０８）は、種々の実施形態では、データを暗号化又は復号するための特殊なハードウェ
アである。本明細書において説明するように、特定の実施形態によると、特定の装置には
、キーインジェクション設備においてキーがインジェクトされる。これらの（及び他の）
実施形態では、このベースキーは、ＨＳＭ装置（例えばＨＳＭ装置６０８）において内部
テーブルに記憶される。この実施形態を引き続き参照すると、特定の装置のペイロードか
らの暗号化されたデータを復号するために、ｄｅｃｒｙｐｔ（）方法は、特定の装置のペ
イロードに含まれるキーインデックスをＨＳＭ装置６０８に渡し、関連する取引キーを派
生させる。幾つかの実施形態では、ＰＯＩマネージャは、ＨＳＭキーインデックスを（図
９に示されているように）ＰＯＩデータベースに記憶し、ＱＳＡＰＩ６０２は、装置のシ
リアル番号によって種々のベースキーを検索する。
【０１９７】
　種々の実施形態では、特定の装置の装置クラス６１０を継承した子クラスを受信すると
、ＱＳＡＰＩ６０２は、どの１つ又は複数のサブプロセス（「オプション」）を完了する
かを判断する（例えばサブプロセス６２０、６３０及び６４０）。ステップ６２０におい
て、ＱＳＡＰＩ６０２は、特定の装置のペイロードが装置のシリアル番号を含まないと判
断する場合、特定の装置を非Ｐ２ＰＥ装置として処理する（例えば、したがって、これら
の（及び他の）実施形態では、ＱＳＡＰＩ６０２は、Ｑｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース
からＰＯＩマネージャのアクセスキーを検索又は要求しない）。
【０１９８】
　ステップ６３０を続けると、ＱＳＡＰＩ６０２は、特定の装置のペイロードが装置のシ
リアル番号を含むと判断する場合、図８において更に説明する「装置キャプチャ」におい
て、装置のペイロードと、（本明細書において説明するような）装置に関連するフィンガ
ープリントとを比較する。１つ又は複数の実施形態では、装置キャプチャプロセスが完了
すると、ＱＳＡＰＩ６０２は、Ｑｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース６０６においてｄｅｖ
ｉｃｅ＿ｕｓｅテーブルの記録を受信する。
【０１９９】
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　ステップ６３０において、ＱＳＡＰＩ６０２は、特定の装置のペイロードが暗号化され
たデータを含むと判断すると、図１１（ＨＳＭキーインデックス取得）において更に記載
するように、復号するためにＰＯＩマネージャからＨＳＭキーインデックスを検索し、Ｈ
ＳＭ装置６０８に渡す。ＨＳＭキーインデックス取得プロセスが非正値に戻ると、ＱＳＡ
ＰＩ６０２は、エラー応答を送信して終了する。別様に、ＨＳＭキーインデックス取得は
、特定の装置のペイロードに含まれる任意の暗号化されたデータの復号に使用されるＨＳ
Ｍキーインデックスを戻す。キーインデックス更新プロセスに関する詳細については図１
２を参照のこと。
【０２００】
　特定の実施形態によると、（例えば図１２において）キーインデックス更新プロセスが
完了すると、ＱＳＡＰＩ６０２は、装置クラス６１０に渡されるｄｅｃｒｙｐｔ（ｋｅｙ
　ｉｎｄｅｘ）方法に戻る。種々の実施形態では、装置クラス６１０は、特定の装置のペ
イロードの暗号化されたデータを復号するために、ｄｅｃｒｙｐｔ（ｋｅｙ　ｉｎｄｅｘ
）方法によって提供されるキーインデックスを使用し、必要なデータをＨＳＭ装置６０８
に送信する。１つ又は複数の実施形態では、装置クラス６１０は、ＤＥＣＩＰＨＥＲ２Ｌ
ｕｎａ　ＥＦＴコマンド（キーインデックス及びコード化データを含む）をＨＳＭ装置６
０８に送信し、ＨＳＭ装置６０８は、特定の装置の暗号化されたペイロードデータを復号
する。更なる実施形態では、復号されると、復号されたペイロードデータは、ＨＳＭ装置
６０８から装置クラス６１０に送信され、復号されたクリアなトラックデータは、ｐａｒ
ｓｅＤｅｃｒｙｐｔｅｄＤａｔａ（）によって解析される。これらの（及び他の）実施形
態では、限定はされないが、解析されたカードトラック、ＰＡＮデータ、有効期限、ｃｖ
ｖ番号、カード所有者データ等を含む関連するデータが、図６に示されているようにデー
タコンテナＣａｒｄＤａｔａに含まれる。
【０２０１】
　ステップ６４０において、幾つかの実施形態では、特定の装置のペイロードが暗号化さ
れたデータを含まないと判断すると、ＱＳＡＰＩ６０２は、装置クラス６０８の方法ｐａ
ｒｓｅＴｒａｃｋｓ（）を呼び出し（call）、解析されたカード番号、有効期限、カード
所有者データ等で満たされるデータコンテナ（例えばＣａｒｄＤａｔａコンテナ）を取得
する。ステップ６５０において、ＱＳＡＰＩ６０２は、図１３に関して更に説明するＣａ
ｒｄＤａｔａコンテナに含まれているデータを検証する。ステップ６６０において、ＱＳ
ＡＰＩ６０２は、図１４に関して更に説明する取扱い例外プロセスにおいて任意の例外を
処理する。
【０２０２】
　例示的な装置キャプチャシーケンス（Capture Device Sequence）
　図８を参照すると、本明細書において説明する例示的な装置キャプチャプロセスは、特
定の装置のペイロードが装置のシリアル番号を含む実施形態において具体化される。ＱＳ
ＡＰＩ６０２は、例えば、装置のペイロード形式（例えばＸＭＬ、１６進数文字列等）、
装置のペイロードの一部が暗号化されるか否かの指示、含まれるトラックの数等を含む、
特定の装置のペイロードの特定の特徴を識別する文字列（例えば、本明細書及び図７に示
されている例示的なプロセスにおいて説明するような装置のフィンガープリント）の装置
クラス６０８を呼ぶ。装置のペイロード形式が判断された後で、種々の実施形態では、Ｑ
ＳＡＰＩ６０２は、装置のシリアル番号、装置のフィンガープリント、及び、装置のペイ
ロードの一部が暗号化されるか否かを示すフラグを用いて装置コントローラクラス６１２
の方法ｃａｐｔｕｒｅＤｅｖｉｃｅ（）を呼ぶ。
【０２０３】
　１つ又は複数の実施形態では、装置コントローラクラス６１２は、（例えば上記のＣａ
ｐｔｕｒｅＤｅｖｉｃｅ（）において）特定の装置に関する装置のシリアル番号を使用し
て、Ｑｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース６０６におけるｄｅｖｉｃｅ＿ｕｓｅ記録テーブ
ルにおいて特定の装置の記録を探す。Ｑｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース６０６において
特定の装置の記録を見つけると、装置コントローラクラス６１２は、特定の実施形態では
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、（例えばＱｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース６０６に記憶されている）ｄｅｖｉｃｅ＿
ｕｓｅ情報の種々の態様を試験する。幾つかの実施形態では、装置コントローラクラス６
１２は、システムが、特定の装置を改ざんされたものとしてマークしたか否かを判断する
（例えば、システムは特定の装置の状態を改ざんに変更している）。これらの実施形態で
は、システムは、ｄａｔｅ＿ｄｉｓａｂｌｅｄ列が「ＮＯＴ　ＮＵＬＬ」値に戻る場合に
、特定の装置が改ざんされたものとしてマークされた（例えば、特定の装置が改ざんされ
たものとしてＰＯＩマネージャによってマークされることを示す）ことを判断するように
構成されている。ｄａｔｅ＿ｄｉｓａｂｌｅｄ列のＮＯＴ　ＮＵＬＬ値を受信すると、特
定の実施形態によると、ｃａｐｔｕｒｅＤｅｖｉｃｅ（）方法は、「ＦＡＬＳＥ」値をＱ
ＳＡＰＩ６０２に戻す。更なる実施形態では、ｃａｐｔｕｒｅＤｅｖｉｃｅ（）方法の「
ＦＡＬＳＥ」値を受信すると、ＱＳＡＰＩ６０２は、エラー応答をユーザに送り、プロセ
スの実行を終了する（例えば、特定の装置から受信される任意の暗号化されたペイロード
情報の復号を進めない）。
【０２０４】
　種々の実施形態では、ｄａｔｅ＿ｄｉｓａｂｌｅｄ列についてＮＯＴ　ＮＵＬＬ以外の
値を受信すると、システムは、特定の装置の暗号化フラグが、Ｑｕｉｃｋｓｗｉｐｅデー
タベース６０６に記憶されている暗号化指示に一致するか否かを判断する。特定の実施形
態では、システムは、（例えば、上記のｃａｐｔｕｒｅＤｅｖｉｃｅ（）においてペイロ
ードとともに受信されるような）受信した暗号化されたフラグを、Ｑｕｉｃｋｓｗｉｐｅ
データベース６０６において特定の装置に関して記憶されている暗号化フラグと比較する
。特定の実施形態によると、ＱＳＡＰＩ６０２は、特定の装置の暗号化されたフラグの変
更（出力は暗号化されているが、この時点ではデータは暗号化されていない）を、特定の
装置が不正アクセスされるか又は改ざんされており、ディセーブルにするべきであるとい
う指示とみなす。これらの実施形態では、ｃａｐｔｕｒｅＤｅｖｉｃｅ（）方法は、ＦＡ
ＬＳＥをＱＳＡＰＩ６０２に戻し、ＱＳＡＰＩ６０２は、エラー応答をユーザに送り、プ
ロセスの実行を終了する。装置のディセーブルに関する更なる情報については図９を参照
のこと。
【０２０５】
　１つ又は複数の実施形態によると、受信した暗号化フラグがＱｕｉｃｋｓｗｉｐｅデー
タベース６０６における記憶されている暗号化指示に一致すると判断すると、システムは
、装置のペイロード形式と、Ｑｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース６０６に記憶されている
特定の装置の記憶されているフィンガープリントとを比較するように構成されている。特
定の実施形態によると、ＱＳＡＰＩ６０２は、装置のフィンガープリントの変更を一時障
害とみなす（例えば、パーソナルコンピュータへの装置の信頼性のないＵＳＢ接続によっ
て装置のペイロード形式を変更する可能性があるといった、幾つかの間欠的な要因が、装
置のペイロード形式を異なるものにする可能性がある）。一時障害に関する更なる詳細に
ついては、図１０を参照のこと。更なる実施形態では、特定の装置のペイロード形式がフ
ィンガープリントに一致しないとシステムが判断することに応じて、ｃａｐｔｕｒｅＤｅ
ｖｉｃｅ（）はＦＡＬＳＥを戻し、この結果、ＱＳＡＰＩ６０２がエラー応答をユーザに
送り、プロセスの実行を終了する。
【０２０６】
　全ての上記のチェックがＦａｌｓｅであると評価された場合、ｃａｐｔｕｒｅＤｅｖｉ
ｃｅ（）方法は、ＤＥＶＩＣＥ＿ＵＳＥ行のその時点の値をＱＳＡＰＩ６０２に戻す。特
定の装置が初めて使用されると判断すると（ｄｅｖｉｃｅ＿ｕｓｅ列ＮＯＴ　ＦＯＵＮＤ
）、装置コントローラクラス６１２は、渡された暗号化されたフラグ及び装置のフィンガ
ープリントを有する新たなｄｅｖｉｃｅ＿ｕｓｅ列をＱｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース
６０６に挿入する。
【０２０７】
　例示的な装置ディセーブルシーケンス
　図９を参照すると、種々の実施形態によると、ＰＯＩマネージャ９１０が、一連の装置
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の保管を追跡する。種々の実施形態によると、ＰＯＩマネージャ９１０は、幾つかのアク
ティビティに関与する「．ＰＨＰクラス」の集合として具体化される。幾つかの実施形態
では、ＰＯＩマネージャ９１０は、ＱＳＡＰＩ６０２によってポストされた要求のタイプ
に基づいて、装置コントローラクラス６１２等の適切なコントローラクラスに戻る。図９
に示されているように、ＰＯＩマネージャ９１０は、特定の装置のペイロードが暗号化さ
れていない（例えば、但し復号されているはずである）ため、特定の装置（例えば、上記
の実施形態において説明した特定の装置）の復号をディセーブルにする指示を受信する。
図９に示されている実施形態では、特定の装置はＱｕｉｃｋｓｗｉｐｅデータベース６０
６においてディセーブルにされ、ｄｉｓａｂｌｅ＿ｄａｔｅが、その時点の日時の値に設
定される。ＰＯＩマネージャ９１０は、特定の装置の状態をＰＯＩデータベース９２０に
おいて改ざんに変更する。
【０２０８】
　例示的な失敗カウント・インクリメント・シーケンス
　図１０を参照すると、ＱＳＡＰＩ６０２は、種々の実施形態では、シリアル番号が分か
っている全ての装置についての、各失敗した暗号化の試みを追跡する。特定の実施形態に
よると、特定の装置の情報が初めて捕捉されると、システムは、新たな行をｄｅｖｉｃｅ
＿ｕｓｅテーブルに加え、ｆａｉｌｅｄ＿ｃｏｕｎｔを０にセットするとともにｍａｘ＿
ｆａｉｌｅｄ＿ｃｏｕｎｔをハードコード限界（５、１０等）に設定する。１つ又は複数
の実施形態では、ペイロードが特定の装置から受信されるたびに、ＱＳＡＰＩ６０２は検
証チェックを実行する。更なる実施形態では、ＱＳＡＰＩ６０２は、検証チェックが失敗
するたびにｆａｉｌｅｄ＿ｃｏｕｎｔ値をインクリメントする。また更なる実施形態では
、ｆａｉｌｅｄ＿ｃｏｕｎｔがｍａｘ＿ｆａｉｌｅｄ＿ｃｏｕｎｔハードコード限界（例
えば２、５、７、１０、２０等）に達すると、システムは、特定の装置をディセーブルに
する（例えば特定の装置から受信されるペイロードをそれ以上復号しない）。特定の実施
形態では、システムは、検証チェックを合格するたびにｆａｉｌｅｄ＿ｃｏｕｎｔ値を０
にリセットするように構成することができる。幾つかの実施形態では、システムは、中間
の合格した検証チェックがあったか否かに関係なく、検証チェックを失敗するたびにｆａ
ｉｌｅｄ＿ｃｏｕｎｔ値をインクリメントするように構成することができる。例示的な装
置ディセーブルプロセスは図９に関して上記で記載した。
【０２０９】
　例示的なＨＳＭキーインデックス取得シーケンス
　特定の装置のペイロードが暗号化されたデータを含むと判断すると、ＱＳＡＰＩ６０２
は、図１１に示されている例示的なプロセスに従う。本明細書において説明するように、
種々の実施形態では、特定の装置のペイロードは、復号キー値がベースキーから派生され
た回数を示す整数値を含む。幾つかの実施形態では、ＨＳＭ装置６０８は、暗号化キーを
、ベースキーのその内部コピーから派生させ、派生された暗号化キーを使用して特定の装
置のペイロード内の暗号化されたデータを復号する。
【０２１０】
　特定の実施形態によると、ＱＳＡＰＩ６０２は、特定の装置に対応するｐｏｉ＿ａｃｃ
ｅｓｓＫｅｙをｐｏｉクラス６１４から検索する。１つ又は複数の実施形態では、ｐｏｉ
＿ａｃｃｅｓｓＫｅｙがＮＵＬＬ又は空であると判断すると、ｐｏｉクラス６１４はｌｅ
ｇａｃｙ＿ｋｅｙ＿ｉｎｄｅｘを戻す（例えば、特定の装置が「レガシー装置」であり、
Ｐ２ＰＥ復号スキームの一部ではないことを示す）。種々の実施形態では、特定の装置の
シリアル番号が空ではなく、ｐｏｉ＿ａｃｃｅｓｓＫｅｙがＮＵＬＬではないと判断する
と、ｐｏｉクラス６１４は、図１１に示されているように、ＰＯＩマネージャウェブサー
バ１１１０からのｈｓｍ＿ｋｅｙ＿ｉｄを要求する。
【０２１１】
　当業者には理解されるように、幾つかの実施形態では、ＨＳＭ装置６０８は、内部ＨＳ
Ｍ装置テーブルに２つ以上のベースキーを記憶する。したがって、これらの実施形態（及
び他の実施形態）では、ＨＳＭ装置６０８は、２つ以上のベースキーのうちのどれを使用
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して特定の装置のペイロードを復号するかの指示を要求する。上述したように、幾つかの
実施形態では、ＰＯＩマネージャは、（図９に示されているように）ＰＯＩデータベース
にＨＳＭキーインデックスを記憶し、ＱＳＡＰＩ６０２は、装置のシリアル番号によって
種々のベースキーを検索し、ＨＳＭキーインデックス（特定の装置のペイロードを復号す
るのに使用するベースキーを示す）をＨＳＭ装置６０８に送信する。
【０２１２】
　例示的なキーインデックス更新シーケンス
　図１２は、例示的なキーインデックス更新シーケンスを示している。図１２の実施形態
に示されているように、システムは、特定の装置に関連するキーインデックスが変更され
たと判断すると、上記で説明したように特定の装置をディセーブルにするように構成され
ている。
【０２１３】
　例示的な検証シーケンス
　図１３を参照すると、図示の実施形態では、ＱＳＡＰＩ６０２は、ペイロードを特定の
装置から受信すると、ペイロードが正しい形式のトラック１データ、正しい形式のトラッ
ク２データ又は双方を含むか否かを（例えば、特定の装置に関連するフィンガープリント
及び／又は他の適切な記録をチェックすることによって）判断する。ペイロードが正しい
形式のトラック１データ、正しい形式のトラック２データ又は双方を含まない場合、ＱＳ
ＡＰＩ６０２は、エラー応答をユーザに送り、プロセスの実行を終了する。このシーケン
スを続けると、システムが、ペイロードが正しい形式のトラック１データ、正しい形式の
トラック２データ若しくは双方（又は任意の好適なトラックの数）を含むと判断すると、
特定の実施形態では、ＱＳＡＰＩ６０２は、トラック１、トラック２又は双方の検証に進
む。特定の実施形態によると、カードトラックデータは、番号０～９の非空文字列である
ものとし、これは、ｖａｌｉｄａｔｏｒ．ｃｌａｓｓ．ｐｈｐ１３２０においてｍｏｄ１
０チェックに合格する。１つ又は複数の実施形態では、システムは、カードトラック番号
の成功裏に検証されたカードの場合に、装置コントローラクラス６１２が特定の装置の（
上記で説明したような）ｄｅｖｉｃｅ＿ｕｓｅ．ｆａｉｌｅｄ＿ｃｏｕｎｔをゼロ（０）
にリセットするように構成されている。
【０２１４】
　更なる例示的なプロセス
　図１５～図１７は、本明細書において説明するシステムの更なる例示的なプロセスを示
している。特に、図１５は例示的なキューイングプロセスを示しており、図１６は例示的
な更新プロセスを示しており、図１７は例示的な復号検証プロセスを示している。これら
の例示的なプロセスのそれぞれを以下で説明する。
【０２１５】
　例示的なキューイングプロセス
　ここで図１５を参照すると、例示的なキューイングプロセスが示されている。本明細書
において更に説明するように、システムは、キュー（例えばＭＱＴＴキュー２３１）にお
いて種々のメッセージをキューするように構成することができる。特定の実施形態では、
システムは、記憶装置の主な形態が利用できなくなる場合に、バックアップ方法としてメ
ッセージをキューすることができる。例えば、図２Ｂに示されている例では、読み書きデ
ータベース２３２が正確な機能を停止する場合、マスタ読み取り専用データベース２３０
と同じマシン上でホストされるキューが、読み書きデータベース２３２が機能するか又は
少なくともメッセージを受け取って記憶するまで、マスタ読み取り専用データベース２３
０から読み書きデータベース２３２に送られるメッセージを保存することができる。
【０２１６】
　ステップ１５０２において、システムはメッセージを生成する。本明細書において説明
するように、メッセージは、システムの任意の好適な構成要素によって生成される任意の
好適なメッセージであり得る。種々の実施形態では、フロントエンドサーバ（例えば認証
ウェブサーバ２２４）が、（本明細書において説明するように）ペイロードが受信及び／
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又は認証されるたびに、ログ又は他の好適なイベントを生成することができる。特定の実
施形態では、フロントエンドサーバは、データベースに書き込まれる１つ又は複数の例外
（例えば、特定のペイロードが認証に失敗したことを記録する例外等）を生成することが
できる。少なくとも１つの実施形態では、例えばマスタ読み取り専用データベース（例え
ばマスタ読み取り専用データベース２３０）、読み取り専用データベース（例えば読み取
り専用データベース２２８）又は本明細書において説明する任意の他のサーバ若しくは構
成要素等の、システムの他の構成要素が、キューされるメッセージを生成することができ
る。
【０２１７】
　ステップ１５０４において、システムはメッセージをキューに追加する。特定の実施形
態では、システムは、マスタ読み取り専用データベース２３０（図２）をホストする同じ
コンピューティング装置においてホストされるキューを含む。これらの実施形態では、図
２を依然として参照すると、システムは、認証ウェブサーバ２２４から送られるメッセー
ジをキューに追加するように構成されている。
【０２１８】
　ステップ１５０６において、システムはメッセージをキューに記憶する。システムは、
特定のイベントが生じるまで、及び／又は、特定のセットの状況が満たされるまで、任意
の所定の時間量にわたって、メッセージをキューに記憶するように構成することができる
。特定の実施形態では、システムは、何秒も、何分も、何時間も、特定の日数にわたって
（例えば或る週末又は特定の週末まで）等、メッセージをキューに記憶するように構成さ
れている。幾つかの実施形態では、システムは、１秒あたり２５０個（又は例えば５００
個、７５０個、１０００個等）未満のペイロードを処理するまで、キューにメッセージを
記憶するように構成されており、次に、キューは、メッセージを送信するように構成する
ことができる。更なる実施形態では、システムは、特定の量のリソースが利用可能になる
まで、又は、メッセージの意図される受信（例えば読み書きデータベース２３２）がメッ
セージを受け取ることができる（例えば、機能している、故障していない、オンラインで
ある等）まで、メッセージを記憶するように構成することができる。
【０２１９】
　ステップ１５０８において、システムは、メッセージの受け手がメッセージを受け取る
ように構成されているか否かを判断する。ステップ１５１０において、システムは、メッ
セージの受け手がメッセージを受け取るように構成されていると判断すると、記憶されて
いるメッセージをメッセージの受け手（例えば読み書きデータベース）に送信する。メッ
セージの受け手がメッセージを受け取るように構成されていないと判断すると、システム
は、メッセージをキューに加え続けるが、いずれの記憶されているメッセージもメッセー
ジの受け手に送信しないように構成されている。
【０２２０】
　例示的な更新プロセス
　図１６は、本発明のシステム及び方法の１つの実施形態によるイベントによって駆動さ
れる更新の例示的なプロセスを示している。種々の実施形態では、システムは、例えば情
報の一部の受信といった特定のイベントが生じると、システムの種々のデータベースを更
新するように構成されている。少なくとも１つの実施形態では、システムは、新たな装置
に関する情報（例えば図１に関して記載したようなＰ２ＰＥマネージャ１６６において受
信される新たなＰＯＩ装置に関する情報）を受信すると、種々のデータベース（例えばマ
スタ読み取り専用データベース２３０）を更新するように構成されている。
【０２２１】
　ステップ１６０２において、システムはイベント情報を生成又は受信する。本明細書に
おいて更に説明するように、システムは任意のイベント情報を生成又は受信することがで
きる。特定の実施形態では、システムは、（例えば本明細書において説明するような）シ
ステムに登録される新たな装置に関するイベント情報、特定の装置の状態変更（例えば特
定の装置の状態は「アクティブ」から「改ざん」に変更される）に関するイベント情報、
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復号に失敗したという特定の装置に関するイベント情報等を受信（又は生成）することが
できる。
【０２２２】
　ステップ１６０４において、システムは、イベント情報に基づいて新たな認証データを
送信する。特定の実施形態では、システムは、システムに送信されるペイロードの認証及
び検証のために、システムの１つ又は複数のデータベースに送信するイベント情報からの
認証データを生成するように構成されている。ステップ１６０６において、システムは、
マスタデータベースをリフレッシュし、新たな認証データを含める。ステップ１６０８に
おいて、システムは、１つ又は複数のスレーブデータベースをリフレッシュし、新たな認
証データを含める。特定の例として、システムは、新たな装置がシステムに登録されたと
いうイベント情報を受信する。この特定の例では、イベント情報は、装置に関連するシリ
アル番号（又は他の好適な識別子）を含む。システムは、この特定の例を続けると、シス
テムのデータベースに送信される、装置に関連する認証情報をフォーマットするか又は別
様に生成する。このように、この特定の例では、認証データがシステムのデータベースに
（例えば読み取り専用データベース２２８に）送信されると、システムは、この認証情報
を使用して、装置から受信されるペイロードを認証することができる。
【０２２３】
　例示的な復号検証プロセス
　ペイロードがハードウェアセキュリティモジュールに送信されて処理されると、システ
ムは、少なくとも１つの特定の実施形態では、ペイロードが復号されたことを確認するよ
うに構成することができる。ペイロードの復号を確認する例示的なプロセスが図１７に示
されている。ステップ１７０２において開始して、復号サーバが、少なくとも１つの暗号
化された要素を含むペイロードを受信する。種々の実施形態では、復号サーバは、第三者
パートナー（例えば支払いプロセッサ、健康管理システム、行政システム等）等から直接
的に、限定はされないが、フロントエンドサーバ（例えば認証ウェブサーバ２２４）、ロ
ードバランサ、読み書きデータベースを含む任意の好適なソースからのペイロードを受信
するように構成されている。
【０２２４】
　ステップ１７０４において、復号サーバは、ペイロードを、少なくとも１つの暗号化さ
れた要素の復号のためにハードウェアセキュリティモジュールに送信する。ステップ１７
０６において、復号サーバは、（例えば、ハードウェアセキュリティモジュールがペイロ
ードの少なくとも１つの暗号化された要素を復号するか又は復号を試みた後で）ハードウ
ェアセキュリティモジュールからペイロードを受信する。
【０２２５】
　ステップ１７０８において、復号サーバは、ペイロードを解析して少なくとも１つの暗
号化された要素の位置を特定する。システムは、テキスト／コードの文字列内の暗号化さ
れた要素の位置に基づいて、少なくとも１つの暗号化された要素の位置を特定すること等
によって、ペイロードを任意の好適な方法で解析するように構成することができる。ステ
ップ１７１０において、復号サーバは、ハードウェアセキュリティモジュールが少なくと
も１つの暗号化された要素を復号したか否かを判断する。種々の実施形態では、システム
は、少なくとも１つの暗号化された要素の文字とデータベースの文字とを比較することに
よって、ハードウェアセキュリティモジュールが少なくとも１つの暗号化された要素を復
号したか否かを判断するように構成されている。特定の実施形態では、システムは、少な
くとも１つの暗号化された要素の文字数を比較することによって、ハードウェアセキュリ
ティモジュールが少なくとも１つの暗号化された要素を復号したか否かを判断するように
構成されている（例えば、少なくとも１つの暗号化された要素がより多い、より少ない又
は特定の文字数を含むと判断すると、システムは、少なくとも１つの暗号化された要素が
暗号化されたか又は暗号化されていないと判断する）。更なる実施形態では、システムは
、ペイメントカード番号（例えばクレジットカード番号又は他の支払い情報）がペイロー
ドに含まれているか否かを判断することによって、ハードウェアセキュリティモジュール
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が少なくとも１つの暗号化された要素を復号したか否かを判断するように構成されている
。
【０２２６】
　ステップ１７１２において、ハードウェアセキュリティモジュールが少なくとも１つの
暗号化された要素を復号しなかったと判断すると、復号サーバは、エラーを生成し（例え
ば、これは、幾つかの実施形態では、読み書きデータベース及び／又は第三者パートナー
に送信される）、幾つかの実施形態では、ペイロードを第三者パートナーに送信しないも
のとすることができる。ステップ１７１４において、ハードウェアセキュリティモジュー
ルが少なくとも１つの暗号化された要素を復号したと判断すると、復号サーバは、ペイロ
ードを第三者パートナーに送信する。
【０２２７】
　結論
　特許請求の範囲に記載の発明（複数の場合もあり）の態様、特徴及び利点は、参照によ
り援用されるような別紙及び他の出願において開示されている情報から明らかとなる。本
開示の新規の概念の主旨及び範囲から逸脱することなく、開示されるシステム及び方法の
変形及び変更を行うことができる。
【０２２８】
　それにもかかわらず、参照により援用される別紙又は出願において開示される情報によ
る本開示の範囲の限定は意図されないことが理解され、記載又は図示される実施形態の任
意の代替及び更なる変更、並びに、それらにおいて示されるような開示の原理の任意の更
なる応用が、本開示が関連する分野の当業者に通常は想起されるものとして意図される。
【０２２９】
　例示的な実施形態の上記の記載は、専ら例示及び説明の目的で提示されており、網羅的
であるか、又は、本発明を開示される正確な形態に限定することは意図されない。上記の
教示を考慮して、多くの変更形態及び変形形態が可能である。
【０２３０】
　当業者が本発明及び種々の実施形態を使用することを可能にするように、本発明の原理
及びそれらの実際の用途を説明するために、実施形態を選んで記載し、種々の変更形態が
、意図される特定の使用に適している。本発明の主旨及び範囲から逸脱することなく、本
発明が属する分野の当業者には代替的な実施形態が明らかであろう。したがって、本発明
の範囲は、上記の記載及び上記の記載において記載されている例示的な実施形態ではなく
、添付の特許請求の範囲によって規定される。
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