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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マーチャントシステムを含む電子商取引カード認証システムであって、
　該マーチャントシステムは、
　　登録検証要求をディレクトリサーバーに送信することであって、該登録検証要求は、
電子商取引カード口座番号の少なくとも一部分を含む、ことと、
　　登録検証応答を該ディレクトリサーバーから受信することであって、該登録検証応答
は、中央商取引サーバーによってホストされるウェブサイトを含み、該登録検証応答は、
該電子商取引カード口座番号に対応するスードニムをさらに含み、該スードニムは、所定
の時間の後に期限切れとなる、ことと、
　　該中央商取引サーバーによってホストされる該ウェブサイトに含まれ、ＨＴＴＰリダ
イレクトコマンドを引き起こすウェブページにおいて、認証要求をカード保有者システム
に送信することであって、該ウェブページは、情報を該マーチャントシステムに戻すため
のＵＲＬをさらに含み、該認証要求は、該電子商取引カード口座番号に対応する該スード
ニムを含む、ことと、
　　情報を該マーチャントシステムに戻すための該ＵＲＬにおいて、認証応答を該カード
保有者システムから受信することと、
　　該認証応答を分析することにより、該電子商取引口座番号の認証が成功したか否かを
決定し、該電子商取引カード口座番号を該電子商取引カード口座番号の発行者に提示する
ことによって、支払い要求プロセスを開始することと
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　を行うように構成されており、
　該ディレクトリサーバーは、
　　該登録検証要求を該マーチャントシステムから受信することと、
　　該登録検証要求を該中央商取引サーバーに転送することと、
　　該登録検証応答を該中央商取引サーバーから受信することと、
　　該登録検証応答を該マーチャントシステムに転送することと
　を行うように構成されており、
　該中央商取引サーバーは、
　　該登録検証要求を該ディレクトリサーバーから受信することと、
　　該登録検証応答を該ディレクトリサーバーに送信することと、
　　該マーチャントシステムによって該カード保有者システムに送信された該ＨＴＴＰリ
ダイレクトコマンドに応答して、該中央商取引サーバーによってホストされる該ウェブサ
イトにおいて、該認証要求を該カード保有者システムから受信することと、
　　該認証要求をアクセスコントロールサーバーに転送することと、
　該アクセスコントロールサーバーと該カード保有者システムとの間で認証情報を中継す
ることと、
　　認証応答を該アクセスコントロールサーバーから受信することと、
　　該認証応答のコピーをアーカイブされるように認証履歴サーバーに転送することと、
　　該認証応答を該カード保有者システムに転送することと
　を行うように構成されている、電子商取引カード認証システム。
【請求項２】
　前記認証応答は、前記マーチャントシステムと互換性を有するフォーマットに変換され
る、請求項１に記載の電子商取引カード認証システム。
【請求項３】
　前記中央商取引サーバーは、前記アクセスコントロールサーバーに対する問い合わせに
応答して前記登録検証応答を送信するように構成されている、請求項１に記載の電子商取
引カード認証システム。
【請求項４】
　前記中央商取引サーバーは、前記アクセスコントロールサーバーに問い合わせることと
は独立に、前記登録検証応答を前記ディレクトリサーバーに送信するように構成されてお
り、認証要求の受信に応答して該アクセスコントロールサーバーに問い合わせるようにさ
らに構成されている、請求項１に記載の電子商取引認証システム。
【請求項５】
　前記スードニムは、前記中央商取引サーバーによってあらかじめ生成される、請求項１
に記載の電子商取引カード認証システム。
【請求項６】
　前記スードニムは、前記マーチャントシステムによってあらかじめ生成される、請求項
１に記載の電子商取引カード認証システム。
【請求項７】
　カード保有者によって提供される電子商取引カード情報を認証する方法であって、
　登録検証要求をマーチャントシステムからディレクトリサーバーに送信することであっ
て、該登録検証要求は、電子商取引カード口座番号の少なくとも一部分を含む、ことと、
　該登録検証要求を該ディレクトリサーバーから中央商取引サーバーに送信することと、
　登録検証応答を該中央商取引サーバーから該ディレクトリサーバーに送信することであ
って、該登録検証応答は、該中央商取引サーバーによってホストされるウェブサイトを含
み、該登録検証応答は、該電子商取引カード口座番号に対応するスードニムをさらに含み
、該スードニムは、所定の時間の後に期限切れとなる、ことと、
　該登録検証応答を該ディレクトリサーバーから該マーチャントシステムに送信すること
と、
　該中央商取引サーバーによってホストされる該ウェブサイトに含まれ、ＨＴＴＰリダイ
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レクトコマンドを引き起こすウェブページにおいて、認証要求をカード保有者システムに
送信することであって、該ウェブページは、情報を該マーチャントシステムに戻すための
ＵＲＬをさらに含み、該認証要求は、該電子商取引カード口座番号に対応する該スードニ
ムを含む、ことと、
　該マーチャントシステムによって該カード保有者システムに送信された該ＨＴＴＰリダ
イレクトコマンドに応答して、該中央商取引サーバーによってホストされる該ウェブサイ
トにおいて、該認証要求を該カード保有者システムから受信することと、
　該認証要求をアクセスコントロールサーバーに転送することと、
　該中央商取引サーバーにおいて、該アクセスコントロールサーバーと該カード保有者シ
ステムとの間で認証情報を中継することと、
　該中央商取引サーバーにおいて、認証応答を該アクセスコントロールサーバーから受信
することと、
　該認証応答のコピーをアーカイブされるように認証履歴サーバーに転送することと、
　該認証応答を該中央商取引サーバーから該カード保有者システムに転送することと、
　情報を該マーチャントシステムに戻すための該ＵＲＬにおいて、該認証応答を該カード
保有者システムから受信することと、
　該マーチャントシステムにおいて、該認証応答を分析することにより、該電子商取引カ
ード口座番号の認証が成功したか否かを決定し、該電子商取引カード口座番号を該電子商
取引カード口座番号の発行者に提示することによって、支払い要求プロセスを開始するこ
とと
　を含む、方法。
【請求項８】
　前記認証応答は、前記マーチャントシステムと互換性を有するフォーマットに変換され
る、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記登録検証応答は、前記アクセスコントロールサーバーに対する問い合わせに応答し
て送信される、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記登録検証応答は、前記アクセスコントロールサーバーに問い合わせることなく前記
ディレクトリサーバーに送信され、前記方法は、認証要求を受信することに応答して該ア
クセスコントロールサーバーに問い合わせることをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記認証要求は、前記中央商取引サーバーによってあらかじめ生成される、請求項７に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記スードニムは、前記マーチャントシステムによってあらかじめ生成される、請求項
７に記載の方法。
【請求項１３】
　一組の命令を含む情報格納媒体であって、該一組の命令は、情報処理デバイスによって
実行されたときに、該情報処理デバイスに一組のステップを実行させ、
　該一組のステップは、
　登録検証要求をディレクトリサーバーから受信するステップと、
　登録検証応答を該ディレクトリサーバーに送信するステップと、
　マーチャントシステムによってカード保有者システムに送信されたＨＴＴＰリダイレク
トコマンドに応答して、中央商取引サーバーによってホストされるウェブサイトにおいて
、認証要求を該カード保有者システムから受信するステップであって、該ＨＴＴＰリダイ
レクトコマンドは、該中央商取引サーバーのアドレスを含み、かつ、電子商取引カード口
座番号に対応するスードニムを含む、ステップと、
　該認証要求をアクセスコントロールサーバーに転送するステップと、
　該アクセスコントロールサーバーと該カード保有者システムとの間で認証情報を中継す
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るステップと、
　認証応答を該アクセスコントロールサーバーから受信するステップと、
　該認証応答のコピーをアーカイブされるように認証履歴サーバーに転送するステップと
、
　該認証応答を該カード保有者システムに転送するステップと
　を含み、
　該認証応答は、情報を該マーチャントに戻すためのＵＲＬを含み、該カード保有者シス
テムは、その後に、該認証応答を該マーチャントシステムに転送し、該マーチャントシス
テムは、該認証応答を分析することにより、該電子商取引カード口座番号の認証が成功し
たか否かを決定し、該電子商取引カード口座番号を該電子商取引カード口座番号の発行者
に提示することによって、支払い要求プロセスを開始する、情報格納媒体。
【請求項１４】
　前記認証応答は、前記マーチャントシステムと互換性を有するフォーマットに変換され
る、請求項１３に記載の情報格納媒体。
【請求項１５】
　前記登録検証応答は、前記アクセスコントロールサーバーに対する問い合わせに応答し
て送信される、請求項１３に記載の情報格納媒体。
【請求項１６】
　前記登録検証応答は、前記アクセスコントロールサーバーに問い合わせることなく前記
ディレクトリサーバーに送信され、前記一組のステップは、前記認証要求を受信すること
に応答して該アクセスコントロールサーバーに問い合わせることをさらに含む、請求項１
３に記載の情報格納媒体。
【請求項１７】
　前記スードニムは、前記中央商取引サーバーによってあらかじめ生成される、請求項１
３に記載の情報格納媒体。
【請求項１８】
　前記スードニムは、前記マーチャントシステムによってあらかじめ生成される、請求項
１３に記載の情報格納媒体。
【請求項１９】
　前記問い合わせに応答して前記登録検証応答を前記アクセスコントロールサーバーから
受信することと、
　該登録検証応答を前記ディレクトリサーバーに転送することと
　をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項２０】
　前記アクセスコントロールサーバーから受信される前記登録検証応答を変更することと
、
　該変更された登録検証応答を前記ディレクトリサーバーに転送することと
　をさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記問い合わせに応答して前記登録検証応答を前記コントロールサーバーから受信する
ことと、
　該登録検証応答を前記ディレクトリサーバーに転送することと
　をさらに含む、請求項１５に記載の情報格納媒体。
【請求項２２】
　前記アクセスコントロールサーバーから受信される前記登録検証応答を変更することと
、
　該変更された登録検証応答を前記ディレクトリサーバーに転送することと
　をさらに含む、請求項２１に記載の情報格納媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
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【０００１】
（発明の背景）
　電子商取引カードは、インターネットを通じてマーチャントから購入する消費者によっ
て頻繁に使用される。電子商取引カードは、クレジットカード、デビットカード、プリペ
イド購入カード、トラベルカード、商品またはサービスを購入するために現金の代わりに
使用し得る任意の他のシステムを含む。認証システムの一例は、カード保有者にパスワー
ドおよび他の識別情報を電子商取引カードに関連させ得る。オンラインの購入を行なうた
めに、消費者は電子商取引カードに関連するパスワードまたは他の識別情報を提示しなけ
ればならない。これは、電子商取引カードを所有する人が電子商取引カードを使用するこ
とを実際に認可されることを保証する。
【０００２】
　一旦、消費者が認可されたカード保有者として認証されると、電子商取引カードの商取
引はマーチャントによって完了され得る。以前の認証および商取引は、マーチャント、カ
ード協会（ｃａｒｄ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）、認証サーバー間のメッセージを通信す
るために演算形式を分散化した、分散型が使用された。このアプローチでは、データを集
めたり、システムの性能を調整するために集中化した箇所がない。代わりに、マーチャン
ト、認証サーバー、カード発行者のようなシステムの各エンドポイントは、データを集め
たりシステム全体の一部であるそれらの性能を調整するように要求せねばならない。
【０００３】
　この分散型モデルは、電子商取引カード協会にとって扱いにくく、全体としてシステム
性能を評価するために、システム全体に責任が課される。さらに、システム全体の見通し
のよさの欠如は、カード協会がどこでどのように新しい特徴を追加するのかという理解の
助けとなる傾向およびパターンを見つけることを妨ぐ。そのうえ、分散型モデルは、各エ
ンドポイントがその対象物と通信しなければならないときに、サポートされるソフトウェ
アバージョンの性能とは関係なく、アップグレードおよびマイグレーションを困難にする
。分散型モデルはまた、サポートおよびサービスのオーバーヘッドを増加し、システムの
耐故障性を減少する。
【０００４】
　したがって、監視および管理を容易にし、全体の信頼性および耐障害性を増大し、シス
テムのアップグレードおよびマイグレーションを簡単にする、電子商取引カード認証およ
び商取引プロセスシステムを有することが望ましい。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、電子商取引カード協会が認証システムの全体を管理および監視す
ることを可能にする電子商取引カード認証システム内の中央商取引サーバーを含む。中央
商取引サーバーは、カード保有者を認証するために使用されるアクセスコントロールサー
バー（ＡＣＳ）と通信する全ての通信の中継物としての機能を果たす。さらに、例えばカ
ード発行者のＡＣＳのような認証システムの任意の部分が故障の場合、中央商取引サーバ
ーは、システムの他の部分に適切に応じて提供することによって補償し得る。さらに、中
央集中型は、アップグレードされない部分との互換性を断ち切ることなくシステムの一部
をアップグレードすることを可能にする。マーチャントとカード保有者システムとカード
発行者ＡＣＳシステムとの間の全ての通信が中央商取引サーバーを通じてルート決めされ
るとき、中央商取引サーバーは指定された受容者と互換性のある形式内に入ってくる全て
の通信を中継し得る。
【０００６】
　実施形態において、中央商取引サーバーは、カード保有者システムから認証要求を受信
するのに適応し、認証要求をアクセスコントロールサーバーに転送し、アクセスコントロ
ールサーバーとカード保有者システム間の認証情報を中継する。中央認証サーバーはまた
、アクセスコントロールサーバーから認証応答を受信し、認証応答をカード保有者システ
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ムに転送する。認証応答は、マーチャントシステムによって分析されるように適応される
。さらなる実施形態において、中央商取引サーバーは認証応答のコピーを、保存するため
に認証履歴サーバーに転送するように適応される。
【０００７】
　追加の実施形態において、中央商取引サーバーは、認証実行可否要求（ｖｅｒｉｆｙｉ
ｎｇ　ｅｎｒｏｌｌｍｅｎｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）をディレクトリサーバーから受信し、認
証実行可否応答（ｖｅｒｉｆｙｉｎｇ　ｅｎｒｏｌｌｍｅｎｔ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）をデ
ィレクトリサーバーに送信するようにさらに適応される。実施形態において、中央商取引
サーバーは、アクセスコントロールサーバーへの問い合わせに応じて認証実行可否応答を
送信するように適応される。代替の実行において、中央商取引サーバーは認証実行可否応
答をディレクトリサーバーやアクセスコントロールサーバーに問い合わせることなく送信
するように適用され、認証要求の受信に応じてアクセスコントロールサーバーに問い合わ
せるようにさらに適応される。
【０００８】
　別の実施形態において、認証要求は電子商取引口座番号に対応するスードニムを含み、
中央商取引サーバーによってあらかじめ生成される。あるいは、認証要求は電子商取引カ
ード口座番号に対応するマーチャントシステムによってあらかじめ生成されるスードニム
を含む。
【０００９】
　その上さらなる実施形態において、中央商取引サーバーはアクセスコントロールサーバ
ーから認証応答を受信することに応じて、カード協会ネットワークを通じてリクエストの
チャージを開始することに適応される。
【００１０】
　本発明は図面を参照に記載される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（詳細な説明）
　図１は、従来の分散型カード認証システム１００を示す。システム１００は、電子商取
引カードでオンラインで購入するときにカード保有者が認証されることを可能にする。カ
ード保有者システム１０５は、マーチャントコンピュータ１１０にアクセスすることによ
って、オンライン購入を始める。実施形態において、カード保有者システム１０５は、ウ
ェブブラウザを介してインターネットを経由し、マーチャントコンピュータ１１０によっ
て提示されるウェブサイトにアクセスする。それに代わって、カード保有者システム１０
５は、代替の電子証券取引ネットワークを介してマーチャントコンピュータ１１０にアク
セスし得る。カード保有者システム１０５は、例えばパーソナルコンピュータ、携帯情報
端末、または電話など、任意のタイプの通信デバイスであり得る。
【００１２】
　購入を完了するために、カード保有者は、マーチャントシステム１１０に対するカード
番号および有効期限といった、電子商取引カード情報１５０を提示するためにカード保有
者システム１０５を使用する。実施形態において、ＳＳＬのような安全な通信システムは
、電子商取引カード情報１５０を含む全ての通信に利用されている。
【００１３】
　電子商取引カード情報１５０に応じて、マーチャントシステムは、電子商取引カード情
報が有効であるか、認可されたカード保有者によって提示されたのかどうかを判断するた
めに認証手続を開始する。システム１００の実施形態では、多数の電子商取引カード発行
者がいる。各電子商取引カード発行者は、自身の電子商取引カードを認証する責任を負う
。電子商取引カード情報１５０を認証するために、マーチャントシステム１１０は、電子
商取引カード情報１５０に関連する電子商取引カード発行者の認証サービスを設けなけれ
ばならない。
【００１４】
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　マーチャントシステムは、適切な認証サービスを設けるために、認証実行可否要求（Ｖ
ＥＲｅｑ）１５２をディレクトリサーバー１２０に送信する。実施形態において、全ての
認証関連通信は、マーチャントシステム１１０に組み込まれる認証プラグイン１１５によ
って調整される。ＶＥＲｅｑ１５２は、カード保有者の電子商取引カードに関連する認証
サービスを識別するディレクトリサーバー１２０によって利用される電子商取引カード情
報１５０の少なくとも一部を含む。実施形態において、各電子商取引カード発行者は、電
子商取引カード番号の異なる範囲に割り当てられる。ディレクトリサーバー１２０のこの
実施形態は、電子商取引カード発行者およびそれらに関連する電子商取引カード番号範囲
の全てのリストを含む。電子商取引カード情報を電子商取引カード発行者のリストと比較
することによって、ディレクトリサーバー１２０は適切な認証サービスを識別することが
可能である。
【００１５】
　認証サービスの識別後、ディレクトリサーバー１２０は、ＶＥＲｅｑ１５４を、カード
発行者の認証サービスに関連するアクセスコントロールサーバー（ＡＣＳ）１２５に転送
する。ＡＣＳ１２５は、ＶＥＲｅｑ１５４について提示されるカード情報が、認証され得
るかどうかを判断する。カード情報は、例えば、カード情報が有効な電子商取引カード番
号を含まない場合、または電子商取引カード番号に関連する認証情報がない場合、ＡＣＳ
１２５によって認証され得ない。
【００１６】
　ＶＥＲｅｑ１５４について提示される電子商取引カード情報が認証され得る場合、ＡＣ
Ｓ１２５は認証実行可否応答（ＶＥＲｅｓ）１５６を、元のディレクトリサーバー１２０
に送信する。ＶＥＲｅｓ１５６は、ＡＣＳ１２５が電子商取引カード情報およびカード番
号と一致するスードニムを認証し得ることを示すメッセージを含む。スードニムは、後で
ＡＣＳ１２５によってカード情報と独自に関連付けられ得る任意のタイプのコードまたは
番号であり得る。ＶＥＲｅｓはまた、カード保有者を認証するために、カード保有者シス
テム１０５によってアクセスされるＵＲＬを含む。システム１００に対して、ＵＲＬは、
ＡＣＳ１２５によって提示されるウェブサイトに関連する。ディレクトリサーバー１２０
はＡＣＳ１２５からＶＥＲｅｓを受信するのと同時に、ＶＥＲｅｓ１５８をマーチャント
システム１１０に転送する。
【００１７】
　受信したＶＥＲｅｓに基づき、マーチャントシステム１１０は認証要求を生成する。認
証要求は、ＡＣＳ１２５によって生成されるスードニム、およびカード保有者の予想され
る購入に関連する商取引情報を含む。マーチャントシステムは次いで、認証要求１６０を
カード保有者システム１０５に転送する。実施形態において、認証要求は、ＨＴＴＰ転送
のようなＡＣＳ１２５によって主催されるウェブサイトに送信される転送コマンドを有す
るウェブページを含むカード保有者システム１０５に送信される。このウェブページはま
た、情報をマーチャントシステム１１０に戻すためのＵＲＬを含む。
【００１８】
　マーチャントシステム１１０から受信される認証要求に応じて、カード保有者システム
１０５は、ＡＣＳ１２５によって主催されるウェブサイトに１６２でアクセスする。この
ウェブサイトにアクセスしている間、カード保有者システム１０５は、ＶＥＲｅｓに対し
てＡＣＳによって独自に生成されるスードニムをＡＣＳ１２５に供給する。
【００１９】
　カード保有者はＡＣＳ１２５によって提示されるウェブサイトに認証情報１６４を与え
ることによって、自身の身分証明を認証する。実施形態において、カード保有者は、電子
商取引カードに関連するパスワードまたは他の識別情報を前もってＡＣＳ１２５に供給す
ることによって、自身の身分証明を認証する。ＡＣＳ１２５はカード保有者によって供給
されている電子商取引カードを識別するカード保有者システムによって提供されるスード
ニムを使用し、前もって電子商取引カードに関連する認証情報を引き出す。実施形態にお
いて、ＡＣＳ１２５は、認証要求１６２を介して受信されたスードニムと、ＶＥＲｅｓ１
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５６に対して前もって生成されたスードニムとを組み合わせる。さらなる実施形態におい
て、スードニムは、認証要求の不正な再利用を防ぐために、たとえ５分でも期間を過ぎる
と失効する。
【００２０】
　ＡＣＳ１２５は、認証応答１６６をカード保有者システム１０５に戻す。カード保有者
システム１０５は次いで、認証応答１６８をマーチャントシステム１１０に転送する。カ
ード保有者によって提供される認証情報１６４が、前もって電子商取引カードに関連する
認証情報と一致する場合、認証応答は、認証が成功したということを示すメッセージを含
む。あるいは、認証応答は、認証が失敗したということを示すメッセージを含み得る。さ
らなる実施形態において、認証応答はまた、認証失敗の原因を識別するエラーコードを含
む。
【００２１】
　認証応答をマーチャントシステム１１０に送信することに加えて、認証応答１６７のコ
ピーは、認証履歴サーバー１３５に送信される。認証履歴サーバー１３５は、システム１
００によって形成される全ての認証のアーカイブを管理する。認証応答は、カード保有者
システム１０５または他の第３者の集まりのシステムが、認証応答の内容を不正に変更す
ることを防ぐために、デジタル方式でサインされる。
【００２２】
　認証応答１６８の受信後、マーチャントシステム１１０は認証応答を認可する。認証応
答１６８を認可するため、マーチャントシステム１１０は任意の不正な変更がなかったこ
とを保証するために、最初に認証応答に関連するデジタル署名を確かめる。一旦、認証応
答が完全に到着したと判断され、応答が要求に対して独自に提示されると、認証応答の内
容は、認証が成功したかどうかを判断するために分析される。認証が成功しなかった場合
、マーチャントシステム１１０は商取引を中止する。認証が成功した場合、マーチャント
システム１１０はカード保有者によって提供される電子商取引カードにチャージし始める
ことによって商取引を続け得る。実施形態において、マーチャントシステム１１０は、カ
ード情報をカード取得者１４４に提示することによって電子商取引カードをチャージする
。カード取得者は次いで、カードに関連する電子商取引カード発行者によって処理される
、チャージリクエストをプライベートカードアソシエーションネットワーク１４８を通じ
て送信する。さらなる実施形態において、電子商取引インジケータおよび、電子商取引カ
ードが首尾よく立証されたことを示すカード保有者認証確認値（Ｃａｒｄｈｏｌｄｅｒ　
Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖａｌｕｅ）はチャージ要
求に含まれる。
【００２３】
　電子商取引カード認証システム１００の分散型の特徴は、電子商取引カード協会による
管理および監視が困難ということである。さらに、例えばカード発行者のＡＣＳなどの、
システム１００の任意の一部が故障した場合、システム１００を補償する方法がない。分
散型電子商取引カード認証システム１００は、システムの各エンドポイントのアップグレ
ードをすることが難しく、例えばディレクトリサーバーおよび多数のＡＣＳおよびマーチ
ャントシステムは互換性を保証するために同時に全てをアップグレードしなければならな
い。
【００２４】
　図２は、本発明の実施形態による、改善されたカード認証システム２００の例を示す。
カード保有者システム２０５はマーチャントコンピュータ２１０にアクセスすることによ
ってオンライン購入を開始する。実施形態において、カード保有者システム２０５はウェ
ブブラウザーを利用してインターネットを介してマーチャントコンピュータ２１０によっ
て提示されるウェブサイトにアクセスする。あるいは、カード保有者システム２０５は代
替の電子通信ネットワークを介してマーチャントコンピュータ２１０にアクセスし得る。
カード保有者システム２０５は、例えばパーソナルコンピュータ、携帯情報端末、または
電話など、任意のタイプの通信デバイスであり得る。
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【００２５】
　購入を完了するために、カード保有者はマーチャントシステム２１０に対するカード番
号および有効期限といった電子商取引カード情報２５０を提示するためにカード保有者シ
ステム２０５を使用する。実施形態において、ＳＳＬのような安全な通信システムは電子
商取引カード情報２５０を含む全ての通信に利用されている。
【００２６】
　電子商取引カード情報２５０に応じて、マーチャントシステムは電子商取引カード情報
が有効であるか、認可されたカード保有者によって提示されたのかどうかを判断するため
に認証手続を開始する。電子商取引カード情報２５０を認証するために、マーチャントシ
ステム２１０は電子商取引カード情報２５０に関連する電子商取引カード発行者の認証サ
ービスを設けなければならない。
【００２７】
　マーチャントシステムは、適切な認証サービスを設けるために認証実行可否要求（ＶＥ
Ｒｅｑ）２５２をディレクトリサーバー２２０に送信する。実施形態において、全ての認
証関係通信は、マーチャントシステム２１０に組み込まれる認証プラグイン２１５によっ
て調整される。ＶＥＲｅｑ２５２は電子商取引カード情報２５０の少なくとも一部を含み
、電子商取引カード情報２５０はカード保有者の電子商取引カードに関連するアクセスコ
ントロールサーバー（ＡＣＳ）２２５を識別するためにディレクトリサーバー２２０によ
って使用される。実施形態において、各電子商取引カード発行者は電子商取引カード番号
の異なる範囲に割り当てられる。ディレクトリサーバー２２０のこの実施形態は、電子商
取引カード発行者およびそれらに関連する電子商取引カード番号範囲の全てのリストを含
む。電子商取引カード情報を電子商取引カード発行者のリストと比較することによって、
ディレクトリサーバー２２０は適切なＡＣＳを識別することが可能である。
【００２８】
　ＡＣＳの識別後、ディレクトリサーバー２２０はＶＥＲｅｑ２７２を中央商取引サーバ
ー２８０に転送する。以下で詳細に考察されるように、中央商取引サーバー２８０はＡＣ
Ｓシステムおよびカード保有者システム、マーチャントシステム、認証履歴サーバーおよ
びディレクトリサーバー間の全ての通信の代理として実行する。ＶＥＲｅｑ２７２に応じ
て、中央商取引サーバー２８０はＶＥＲｅｓ２７４で応答する。この実施形態において、
中央商取引サーバー２８０はカード情報が認証され得るかどうかを判断するＡＣＳ２２５
に問い合わせることなくＶＥＲｅｓ２７４を生成する。これは、互換性の目的のために使
われ、以下に考察されるように、認証プロセスを合理化する。
【００２９】
　代替の実施形態において、中央商取引サーバー２８０はＶＥＲｅｑをＡＣＳ２２５に転
送する。ＡＣＳ２２５はＶＥＲｅｓを上記で考察されたのと同様に、中央商取引サーバー
２８０に戻す。中央商取引サーバー２８０は、ＵＲＬを含むように、カード保有者システ
ム２０５を管理するためにＡＣＳ２２５から受信したＶＥＲｅｓを変更する。ＵＲＬはシ
ステム１００で考察されるようなＡＣＳによって提示されるウェブサイトよりも、以下に
詳細に考察されるような、中央商取引サーバー２８０によって提示されるウェブサイトに
関連する。ＡＣＳ２２５が利用できない、またはＡＣＳ２２５と通信中に故障にあった場
合、若しくはＡＣＳ２２５からの応答が理解され得ない場合、中央商取引サーバー２８０
はなぜ応答が生成されるかの指示を含む、ＡＣＳに代わる代替のＶＥＲｅｓを生成する。
これらのインジケータの例は、１）カード保有者が認証情報を提示しない、２）カード発
行者が認証システムを実行しない、３）中央商取引サーバー２８０が、ＡＣＳ２２５から
の応答の待ち時間を過ぎる、４）ＡＣＳ２２５から受信したＶＥＲｅｓが、中央商取引サ
ーバー２８０によって理解され得ない、という、以上のことを含む。インジケータはカー
ド情報に関連するスードニムに含まれ、カード保有者認証検証値の生成後に使用される。
【００３０】
　中央商取引サーバー２８０によって生成されるＶＥＲｅｓ２７４は、ＡＣＳ２２５が電
子商取引カード情報およびカード番号に対応するスードニムを認証し得ることを示すメッ
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セージを含む。スードニムは、後でＡＣＳ２２５によってカード情報と独自に関連付けら
れ得る、任意のタイプのコードまたは番号であり得る。ＶＥＲｅｓはまた、カード保有者
を認証するためにカード保有者システム２０５によってアクセスされるＵＲＬを含む。シ
ステム２００に対して、ＵＲＬは中央商取引サーバー２８０によって提示されるウェブサ
イトに関連する。中央商取引サーバー２８０からＶＥＲｅｓを受信すると同時に、ディレ
クトリサーバー２２０はＶＥＲｅｓ２５８をマーチャントシステム２１０に転送する。
【００３１】
　受信したＶＥＲｅｓに基づき、マーチャントシステム２１０は認証要求を生成する。認
証要求は中央商取引サーバー２８０によって生成されるスードニム、およびカード保有者
の予想される購入に関連する商取引情報を含む。マーチャントシステムは次いで、認証要
求２６０をカード保有者システム２０５に転送する。実施形態において、認証要求はＨＴ
ＴＰ転送のような転送コマンドを有するウェブページを含むカード保有者システム２０５
に送信され、中央商取引サーバー２８０によって主催されるウェブサイトに送信される。
このウェブページはまた、情報をマーチャントシステム２１０に戻すためのＵＲＬを含む
。
【００３２】
　マーチャントシステム２１０から受信される認証要求に応じて、カード保有者システム
２０５は中央商取引サーバー２８０によって主催されるウェブサイトに２６２でアクセス
する。このウェブサイトにアクセスしている間、カード保有者システム２０５は中央商取
引サーバー２８０に、前に中央商取引サーバー２８０によって生成されたスードニムを含
む認証要求を供給する。
【００３３】
　中央商取引サーバー２８０は、ＶＥＲｅｑ２５４をカード発行者の認証サービスに関連
するＡＣＳ２２５に提示する。ＡＣＳ２２５は、ＶＥＲｅｑ２５４で提示されるカード情
報が認証され得るかどうかを判断する。ＶＥＲｅｑ２５４で提示される電子商取引カード
情報が認証され得る場合、ＡＣＳ２２５は認証実行可否応答（ＶＥＲｅｓ）２５６を中央
商取引サーバーに戻す。この実施形態において、中央商取引サーバー２８０は、カード保
有者システムからの認証要求のプロセスに、ＶＥＲｅｑの送信およびＶＥＲｅｓの受信の
ステップを集約し、認証プロセスを簡単にする。上記で検討したように、中央商取引サー
バー２８０の代替の実施形態は、あらかじめＶＥＲｅｑをＡＣＳ２２５に送信するので、
この通信を繰り返す必要はない。
【００３４】
　ＶＥＲｅｓ２５６に応じて、中央商取引サーバー２８０は、ＡＣＳ２２５にカード保有
者システム２０５を介して商取引システム２１０から受信した認証要求を送信する。カー
ド保有者は、ＡＣＳ２２５によって提供されるウェブサイトに認証情報を与えることによ
って、自身の身分証明を認証する。中央商取引サーバーは、カード保有者システム２０５
とＡＣＳ２２５との間の全ての通信２７６を中継する。代替の実施形態において、カード
保有者システムとＡＣＳ２２５との間の通信２７６は中継物のような中央商取引サーバー
なしで直接的に行なわれる。
【００３５】
　実施形態において、カード保有者は電子商取引カードに関連するパスワードまたは他の
識別情報をＡＣＳ２２５に供給することによって自身の身分証明を認証する。ＡＣＳ２２
５はカード保有者によって供給される電子商取引カードを識別するためにカード保有者シ
ステムによって提供されるスードニムを使用し、前もって電子商取引カードに関連される
認証情報を引き出す。実施形態において、ＡＣＳ２２５は認証要求を介して受信されたス
ードニムと、ＶＥＲｅｓ１５６に対して前もって生成されたスードニムとを組み合わせる
。さらなる実施形態において、スードニムは、認証要求の不正な再利用を防ぐために、た
とえば５分の期間を過ぎると失効する。別の実施形態において、ＡＣＳ２２５および中央
商取引サーバー２８０は、電子商取引カードに対応するそれら自身の独自のスードニムを
それぞれ生成する。ＡＣＳ２２５が、電子商取引カードを識別するために、自身のスード
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ニムを生成し使用を可能にすることによって、ＡＣＳ２２５は中央商取引サーバー２８０
を動かそうとするために変更する必要がない。
【００３６】
　ＡＣＳ２２５は、認証応答２６６を中央商取引サーバー２８０に戻し、次に、中央商取
引サーバー２８０は、認証応答２７８をカード保有者システム２０５に転送する。カード
保有者システム２０５は次いで、マーチャントシステム２１０に戻すために認証応答２６
８を転送する。認証情報１６４が前もって電子商取引カードに関連する認証情報と一致す
るカード保有者によって提供される場合、認証応答は認証が成功したということを示すメ
ッセージを含む。あるいは、認証応答は認証が失敗したということを示すメッセージを含
み得る。さらなる実施形態において、認証応答はまた、認証失敗の原因を識別するエラー
コードを含む。
【００３７】
　例えば、ＡＣＳ２２５が認証機能をサポートしない場合、ＡＣＳ２２５は動作しないか
、またはあらかじめ決められた時間内に中央商取引サーバー２８０に応答しない。あるい
は、中央商取引サーバー２８０がＡＣＳ２２５によって提供されるＶＥＲｅｓを理解しな
い場合、ＡＣＳ２２５は電子商取引カード情報を認証し得ない。ＡＣＳによる認証失敗に
応じて、これらの例の原因および任意の他の例に対して、中央商取引サーバー２８０は試
された認識応答をカード保有者システム２０５に戻し得る。試された認証応答は、マーチ
ャントシステム２１０が認証なしで、または商取引を停止することなく商取引を続けるこ
とを認可し得る。試された認証応答によって指定される動作は、１つ以上の取引き規則に
よって判断される。例えば、ＡＣＳが利用できない場合に認証なしで続ける商取引を可能
にするが、ＡＣＳが理解できないＶＥＲｅｓを戻す場合は商取引を停止する。
【００３８】
　認証応答をマーチャントシステム２１０に送信することに加え、認証応答２６７のコピ
ーはＡＣＳ２２５から認証履歴サーバー２３５に中央商取引サーバー２８０を介して送信
される。認証履歴サーバー２３５はシステム２００によって形成される全ての認証のアー
カイブを管理する。
【００３９】
　認証応答２６８の受信後、マーチャントシステム２１０は認証応答を認可する。認証応
答は、カード保有者システム２０５または他の第３者のシステムが認証応答の内容を不正
に変更することから防ぐためにデジタル方式でサインされる。
【００４０】
　認証応答２６８を認可するため、マーチャントシステム２１０は任意の不正な変更がな
かったことを保証するために最初に認証応答に関連するデジタル署名を確かめる。一旦、
認証応答が完全に到着したと判断され、応答が要求を独自に提示すると、認証応答の内容
は認証が成功したかどうかを判断するために分析される。認証が成功しなかった場合、マ
ーチャントシステム２１０は商取引を中止する。認証が成功した場合、マーチャントシス
テム２１０はカード保有者によって提供される電子商取引カードにチャージし始めること
により商取引を続け得る。実施形態において、マーチャントシステム２１０はカード情報
をカード取得者２４４に提示することによって電子商取引カードをチャージする。カード
取得者は次いで、カードに関連する電子商取引カード発行者によって処理されるように、
チャージリクエストをプライベートカードアソシエーションネットワーク２４８を通じて
送信する。さらなる実施形態において、電子商取引インジケータおよび電子商取引カード
が首尾よく立証されたことを示すカード保有者認証確認値は、チャージ要求を含む。
【００４１】
　システム２００の中央商取引サーバーの利用は、電子商取引カード協会が認証システム
全体を容易に管理および監視することを可能にする。さらに、例えばカード発行者のＡＣ
Ｓなどのシステム２００の任意の一部が故障した場合、中央商取引サーバーはシステムの
他の部分に適切な応答を提供することによって補正し得る。さらに、中央商取引サーバー
はアップグレードしない部分との互換性を絶つことなくアップグレードされるシステムの
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一部を利用可能にする。マーチャントおよびカード保有者システムおよびカード発行者Ａ
ＣＳシステムが中央商取引サーバーを通じて経路を決められると、中央商取引サーバーは
指定された受取側と互換性のある形式に入ってくる全ての取引を中継し得る。
【００４２】
　中央商取引サーバーの追加的な利点は、単一ユニット内の認証システムの形式的に分離
した部分の統一を可能にすることである。この統一は信頼性を増してサービスオーバーヘ
ッドを減らし、認証プロセスの合理化を見込む。
【００４３】
　図３は、本発明の代替の実施形態による実例のカード認証システム３００を示している
。この実施形態において、ディレクトリサーバーおよび認証履歴サーバーの機能は、中央
商取引サーバーおよびカード協会ネットワーク内に統一されており、認証プロセスのいく
つかのプロセスを削除することが可能である。他の実施形態のように、カード保有者シス
テム３０５はマーチャントコンピュータ３１０にアクセスすることによってオンライン購
入を開始する。購入を完了するために、カード保有者は自身の電子商取引カード情報３５
０をマーチャントシステム３１０に提示するためにカード保有者システム３０５を使用す
る。
【００４４】
　電子商取引カード情報３５０に応じて、マーチャントシステム３１０は電子商取引カー
ド情報が有効であるか、認可されたカード保有者によって提示されたのかどうかを判断す
るために認証手続を開始する。電子商取引カード情報３５０を認証するために、マーチャ
ントシステム３１０は認証要求３５２をカード保有者システム３０５に送信する。認証要
求は、マーチャントシステム３１０によって生成されるスードニムおよびカード保有者の
予想される購入に関連する商取引情報を含む。スードニムは後で中央商取引サーバー３８
０によってカード情報と独自に関連付けられ得る、任意のタイプのコードまたは番号であ
り得る。
【００４５】
　実施形態において、認証要求は、ＨＴＴＰ転送のような、中央商取引サーバー３８０に
よって主催されるウェブサイトへの転送コマンドを有するウェブページとともにカード保
有者システム３０５に送信される。このウェブページはまた、情報をマーチャントシステ
ム３１０に戻すためのＵＲＬを含む。
【００４６】
　マーチャントシステム３１０から受信される認証要求に応じて、カード保有者システム
３０５は、中央商取引サーバー３８０によって主催されるウェブサイトに３５４でアクセ
スする。このウェブサイトにアクセスしている間、カード保有者システム３０５は、中央
商取引サーバー３８０に、マーチャントシステム３１０によって生成されたスードニムを
含む認証要求を供給する。中央商取引サーバー３８０は、認証要求に提示されるスードニ
ムからカード情報を判断する。カード情報は、次いで、例えば、電子商取引カード情報と
カード発行者に関連する電子商取引カード番号範囲を比較することによってカード保有者
の認証に応答するＡＣＳ３２５を識別するために、中央商取引サーバー３８０によって使
用される。
【００４７】
　中央商取引サーバー３８０はＡＣＳが提示されたカード情報を認証し得ることを確認す
るために、認証実行可否要求（ＶＥＲｅｑ）３５８を適切なＡＣＳ３２５に送信する。Ｖ
ＥＲｅｑのコピー３５６は、保存のためにカード協会ネットワーク３４８に送信される。
ＡＣＳ３２５が成功するＶＥＲｅｓに応答する場合、中央商取引サーバー３８０は次いで
、カード保有者システム３０５とＡＣＳ３２５との間の認証情報３６０の交換を容易にす
る。成功する認証に基づいて、ＡＣＳ３２５は認証応答３６２を中央商取引サーバー３８
０に送信する。中央商取引サーバー３８０は次いで、認証応答のコピー３６６をカード保
有者システム３０５に転送し、認証応答の他のコピー３６４を保存のためにカード協会ネ
ットワーク３４８に転送する。
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【００４８】
　カード保有者システム３０５は、認証応答のコピー３６８をマーチャントシステム３１
０に戻すために転送する。認証応答３６８を受信後、マーチャントシステム３１０は認証
応答を任意に不正に変更したり分析したりすることがないということを保証するために、
認証応答に関連するデジタル署名を立証することによって認証応答を認可する。認証が成
功しなかった場合、マーチャントシステム３１０は商取引を停止する。認証応答が成功し
た場合、マーチャントシステム３１０はカード保有者によって提示される電子商取引カー
ドへのチャージを開始することによって商取引を続け得る。実施形態において、マーチャ
ントシステム３１０はカード取得者３４４にカード情報を提示することによって電子商取
引カードをチャージする。カード取得者は次いで、カードに関連する電子商取引カード発
行者によって処理される非公開のカード協会ネットワーク３４８に対してチャージ要求３
７０を送信する。
【００４９】
　認証システムのいろいろな部分が中央認証サーバー３８０に統一されるので、追加的な
最適化が実行され得る。例えば、さらなる実施形態において、ＡＣＳ３２５が成功する認
証応答を戻すとき、中央商取引サーバー３８０は自動的に電子商取引カードへのチャージ
を開始する。この実施形態では、取得者３４４は無視され、中央商取引サーバー３８０は
チャージ要求をカード協会ネットワーク３４８に直接送信する。
【００５０】
　本発明は特定の実施形態について検討してきたが、これらの実施形態は単なる例示にす
ぎず本発明の限定ではない。例えば、本発明は任意の認証システムに利用され得る。した
がって、本発明の範囲は特許請求の範囲によってのみ決定され得る。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】図１は、先行技術の分散型カード認証システムを示す。
【図２】図２は、本発明の実施形態による例示的なカード認証システムを示す。
【図３】図３は、本発明の代替の実施形態による例示的なカード認証システムを示す。
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