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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル機器の非接触型支払取引を開始するためのコンピュータ実装方法であって、
　前記モバイル機器によって、前記モバイル機器の画面アクティブ化状態がアクティブで
ある場合に前記モバイル機器の非接触通信システムのアンテナをアクティブにすることで
あって、既定のホームユーザーインタフェースを表示している場合、前記画面アクティブ
化状態はアクティブである、前記アクティブにすることと、
　前記モバイル機器によって、ワンクリック入力、ユーザーが前記モバイル機器を使用す
る準備をしていることを示す動き、音声コマンドの検出、またはそれらの組み合わせを検
出することと、
　前記ワンクリック入力、前記ユーザーが前記モバイル機器を使用する準備をしているこ
とを示す動き、前記音声コマンドの検出、またはそれらの組み合わせを検出したことに応
答して、前記モバイル機器によって、前記モバイル機器の安全要素をアクティブにするこ
とと、
　前記モバイル機器によって、リーダー端末信号を検出することと、
　前記リーダー端末信号の検出に応答して、前記モバイル機器によって、リーダー端末と
の非接触通信セッションを確立することと、
　前記モバイル機器によって、支払取引を実施するための情報を前記リーダー端末から受
信することと、
　前記支払取引を実施するための前記情報の受信に応答して、前記モバイル機器の前記非
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接触通信システムによって、前記モバイル機器の前記安全要素内に格納された既定の支払
情報を前記リーダー端末に伝達することと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記モバイル機器の前記非接触通信システムが、近距離無線通信（ＮＦＣ）コントロー
ラおよびアンテナを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記リーダー端末信号を検出することが、リーダー端末無線信号を能動的に、または受
動的に検出することのうちの１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記既定の支払情報を伝達することが、前記安全要素の制御ソフトウェアアプリケーシ
ョンモジュールによって制御される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記モバイル機器によって、前記安全要素をアクティブにすることであって、前記安全
要素のアクティブ化は、前記安全要素内に格納された支払情報へのアクセスを提供する、
前記アクティブにすることと、
　前記モバイル機器によって、前記安全要素内に格納された前記既定の支払情報を識別す
ることと、
　前記モバイル機器によって、前記リーダー端末に伝達するために前記既定の支払情報を
準備することと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　モバイル機器の非接触型支払取引を開始するためのコンピュータ実装方法であって、
　前記モバイル機器によって、前記モバイル機器の画面アクティブ化状態を検出すること
であって、既定のホームユーザーインタフェースを表示している場合、前記画面アクティ
ブ化状態はアクティブである、前記検出することと、
　前記モバイル機器によって、前記画面アクティブ化状態がアクティブである場合に前記
モバイル機器の非接触通信システムのアンテナをアクティブにすることと、
　前記モバイル機器によって、前記モバイル機器の非接触通信システムのアンテナのアク
ティブ化状態を検出することと、
　前記モバイル機器の画面および前記非接触通信システムのアンテナがアクティブである
場合に、ワンクリック入力、ユーザーが前記モバイル機器を使用する準備をしていること
を示す動き、音声コマンドの検出、またはそれらの組み合わせを検出したことに応答して
、前記モバイル機器によって、前記モバイル機器の安全要素をアクティブにすることであ
って、既定の支払情報が前記安全要素内に格納されている、前記アクティブにすることと
、
　前記モバイル機器の前記非接触通信システムによって、リーダー端末からの信号を検出
することと、
　リーダー端末信号を検出したことに応答して、前記モバイル機器の非接触通信システム
によって、前記モバイル機器の前記安全要素内に格納された前記既定の支払情報を、前記
リーダー端末に伝達することと
を含む、方法。
【請求項７】
　前記安全要素をアクティブにすることが、
　前記モバイル機器によって、前記安全要素をアクティブにすることであって、前記安全
要素のアクティブ化は、前記安全要素内に格納された支払情報へのアクセスを提供する、
前記アクティブにすることと、
　前記モバイル機器によって、前記安全要素内に格納された前記既定の支払情報を識別す
ることと、
　前記モバイル機器によって、前記リーダー端末に伝達するために前記既定の支払情報を
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準備することと
を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ワンクリック入力が、物理的なタップ、音声コマンド、ユーザーインタフェースコ
ントロールの選択、前記モバイル機器のコントロールの選択、または前記モバイル機器の
動作ジェスチャを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記既定の支払情報の識別および準備が、前記安全要素の制御ソフトウェアアプリケー
ションモジュールによって制御される、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記非接触通信システムが、近距離無線通信（ＮＦＣ）コントローラおよびアンテナを
含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　画面アクティブ化状態を検出することが、直接のユーザー入力、ユーザーが前記モバイ
ル機器を使用する準備をしていることを示す動き、および音声コマンドのうちの少なくと
も１つを検出することを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記リーダー端末の無線信号を検出することが、前記リーダー端末の無線信号を能動的
に、または受動的に検出することのうちの１つを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
　モバイル機器の安全要素をアクティブにするためのコンピュータ可読プログラムコード
を有するコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムが、
　　前記モバイル機器の画面アクティブ化状態がアクティブである場合に前記モバイル機
器の非接触通信システムのアンテナをアクティブにするためのコンピュータ可読プログラ
ムコードであって、既定のホームユーザーインタフェースを表示している場合、前記画面
アクティブ化状態はアクティブである、前記コンピュータ可読プログラムコードと、
　　ワンクリック入力、ユーザーが前記モバイル機器を使用する準備をしていることを示
す動き、音声コマンドの検出、またはそれらの組み合わせを検出することによって、前記
モバイル機器のアクティブ化状態を検出するためのコンピュータ可読プログラムコードと
、
　　前記アクティブ化状態を前記安全要素に伝達するためのコンピュータ可読プログラム
コードであって、前記安全要素の制御ソフトウェアアプリケーションによる前記伝達の受
信が、前記安全要素をアクティブにする、コンピュータ可読プログラムコードと、
　　前記安全要素内に格納された既定の支払情報を識別するためのコンピュータ可読プロ
グラムコードと、
　　前記モバイル機器によって端末リーダーに伝達するために前記既定の支払情報を準備
するためのコンピュータ可読プログラムコードと
を含む、コンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記既定の支払情報を前記安全要素から前記モバイル機器の非接触通信システムに伝達
するためのコンピュータ可読プログラムコードをさらに含む、請求項１３に記載のコンピ
ュータプログラム。
【請求項１５】
　前記モバイル機器の前記非接触通信システムが、近距離無線通信（ＮＦＣ）コントロー
ラおよびアンテナを含む、請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記ワンクリック入力が、物理的なタップ、音声コマンド、ユーザーインタフェースコ
ントロールの選択、前記モバイル機器のコントロールの選択、または前記モバイル機器の
動作ジェスチャである、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
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　前記安全要素が、前記制御ソフトウェアアプリケーションおよび少なくとも１つのカー
ドソフトウェアアプリケーションを含み、前記既定の支払情報が、前記少なくとも１つの
カードソフトウェアアプリケーション内に格納され、かつ、前記制御ソフトウェアアプリ
ケーションが、前記少なくとも１つのカードソフトウェアアプリケーション内の前記既定
の支払情報を識別する、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　モバイル機器であって、
　記憶機器と、
　安全要素と、
　非接触通信システムと、
　電子財布アプリケーション、前記安全要素、および前記モバイル機器のコントローラに
通信可能に結合されたプロセッサであって、前記プロセッサが、前記記憶機器に格納され
、前記モバイル機器に、
　　前記モバイル機器の画面の画面アクティブ化状態を検出することであって、既定のホ
ームユーザーインタフェースを表示している場合、前記画面アクティブ化状態はアクティ
ブである、前記検出することと、
　　前記画面アクティブ化状態がアクティブである場合に前記非接触通信システムのアン
テナをアクティブにすることと、
　　前記画面アクティブ化状態がアクティブである場合に、ワンクリック入力、ユーザー
が前記モバイル機器を使用する準備をしていることを示す動き、音声コマンドの検出、ま
たはそれらの組み合わせを検出したことに応答して、前記安全要素をアクティブにするこ
とと、
　　リーダー端末の非接触通信信号を検出することと、
　　前記安全要素内に格納された既定の支払情報にアクセスすることと、
　　前記非接触通信システムを介して、前記既定の支払情報を前記リーダー端末に伝達す
ることと
を行わせるアプリケーションコード命令を実行する、プロセッサと
を備えるモバイル機器。
【請求項１９】
　前記安全要素をアクティブにすることが、ワンクリック電子財布アプリケーション入力
を受信することを含む、請求項１８に記載のモバイル機器。
【請求項２０】
　前記非接触通信システムが、近距離無線通信（ＮＦＣ）コントローラおよびアンテナを
含む、請求項１８に記載のモバイル機器。
【請求項２１】
　前記リーダー端末の信号を検出することが、前記リーダー端末の無線信号を能動的に、
または受動的に検出することを含む、請求項１８に記載のモバイル機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　〔関連出願の相互参照〕
　本特許出願は、「Ｏｎｅ　Ｃｌｉｋ　Ｏｆｆｌｉｎｅ　Ｂｕｙｉｎｇ」という名称で、
２０１１年９月１８日に出願された米国仮特許出願第６１／５３６，０４２号に対する優
先権を主張する、「Ｏｎｅ－Ｃｌｉｃｋ　Ｏｆｆｌｉｎｅ　Ｂｕｙｉｎｇ」という名称で
、２０１２年１月３０日に出願された米国特許出願第１３／３６１，３４３号に対する優
先権を主張する。上に示された優先出願の完全な開示が、本明細書によって、参照により
本明細書に完全に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、一般に、モバイル機器の電子財布アプリケーションを使用して、非接触型支
払取引を開始するためのシステム、方法、および装置に関し、より詳細には、ユーザーが
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、それによりシングルアクションを使用して、非接触型支払取引を開始するために必要な
モバイル機器の安全要素をアクティブにできる、システム、方法、および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　非接触型支払技術は、無線で（ＯＴＡ）、または物理接続なしで、商品またはサービス
に対する支払いを認証して可能にするための２つの装置間の近接通信を包含する。近距離
無線通信（ＮＦＣ）は、非接触型支払技術を可能にでき、かつ、グローバルシステムフォ
ーモバイルコミュニケーションズ（ＧＳＭ（登録商標））協会によってサポートされてい
る、近接通信選択肢の一例である。ＲＦＩＤは、ＮＦＣ非接触型支払技術を可能にするた
めに適合できる近接通信方法の一例である。ＮＦＣ通信距離は、一般に、約３～約４イン
チに及ぶ。かかる短い通信距離は、近距離近接対応装置間の安全な通信を可能にする。近
接対応非接触型支払は、ＮＦＣコントローラ内に埋め込まれた安全要素またはリユーザブ
ル識別モジュール（Ｒ－ＵＩＭ）タイプのカードをもつ符号分割多重アクセス方式（ＣＤ
ＭＡ）装置上でも実現できる。
【０００４】
　既存の非接触型支払技術は、ＮＦＣモバイル機器の通信要素と統合されない。結果とし
て、ユーザーは、支払取引を開始するために、複数のアクティブ化ステップを巧みに操作
する必要がある。例えば、モバイル機器は、電源を「オン」にする必要があるだけでなく
、「アクティブ」にする必要もある。ユーザーは自分のモバイル機器のロックを解除して
、電子財布アプリケーションなどの、非接触型支払アプリケーションを起動する必要があ
る。アプリケーション内で、ユーザーは、支払いを開始する意図を信号通知して、暗証番
号などのセキュリティ情報を入力する必要がある。ユーザーは、支払取引で使用するため
に、特定のクレジットカードなどの、支払選択肢を選択する必要もある。これらのステッ
プの大部分は、各支払取引に対して繰り返す必要がある。
【０００５】
　その結果、当技術分野では、非接触型支払技術をモバイル機器の非接触通信システムと
統合し、ユーザーがそれによって安全に支払取引を開始できるプロセスを簡素化する、方
法およびシステムが必要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ある例となる実施形態では、モバイル機器の安全要素のシングル入力アクティブ化を使
用して、非接触型支払取引を開始するためのコンピュータ実装方法が、モバイル機器の画
面のアクティブ化状態を検出することを含む。機器の非接触通信システムは、その機器の
画面が非アクティブである間、非アクティブである。例となる非接触通信システムは、Ｎ
ＦＣコントローラおよびＮＦＣアンテナを含み得る。画面のアクティブ化を検出すると、
非接触通信システムがアクティブにされる。ある例となる実施形態では、画面がアクティ
ブになると、安全要素もアクティブにされ得る。ある他の例となる実施形態では、安全要
素のアクティブ化は、アクティブな電子財布アプリケーションをさらに必要とし得る。電
子財布アプリケーションのアクティブ化が必要とされる場合、電子財布アプリケーション
は、シングルクリック入力によってアクティブにできる。シングルクリック入力は、続い
て、安全要素をアクティブにして、既定の支払情報を識別し、その既定の支払情報を、モ
バイル機器の非接触通信システムを介して、小売業者のリーダー端末に伝達するために準
備する。
【０００７】
　例となる実施形態のこれらおよび他の態様、目的、機能、および利点は、現在分かって
いる通り、本発明を実施する最良の形態を含む、図示した例となる実施形態の以下の詳細
な記述を考慮すると、当業者には明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】ある例となる実施形態に従い、ＮＦＣ通信システム内で、モバイル機器安全要素
のシングルアクションアクティブ化を通して、ＮＦＣ支払取引を処理するためのシステム
を示すブロック図である。
【図２】ある例となる実施形態に従い、ＮＦＣ通信システム内で、安全要素のシングル入
力アクティブ化を使用して、非接触型支払取引を開始するための方法を示すブロックフロ
ー図である。
【図３】ある例となる実施形態に従って、ＮＦＣ通信システムとは無関係に、安全要素の
シングル入力アクティブ化を通じて、非接触型支払取引を開始するための方法を示すブロ
ックフロー図である。
【図４】ある例となる実施形態に従い、シングルクリック入力を使用して、電子財布アプ
リケーションと通信する安全要素をアクティブにするための方法を示すブロックフロー図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　〔概要〕
　本明細書に記載する方法、システムおよび装置は、ユーザーが、電子財布アプリケーシ
ョンのシングル入力アクティブ化を通して非接触型支払取引を開始できるようにする。本
発明は、非接触型支払システムの安全要素のアクティブ化を、ＮＦＣコントローラおよび
アンテナなどの、モバイル機器の非接触通信システムと統合して、非接触型支払取引の安
全で効率的な開始を可能にする。既定の支払情報が指定されて、モバイル機器の安全要素
内に格納される。モバイル機器の画面がスリープもしくはパワーダウン状態からアクティ
ブにされる時、または、電子財布アプリケーションのワンクリックアクティブ化と組み合
わせて、機器の安全要素および非接触通信システムがアクティブにされる。安全要素およ
び非接触通信システムのアクティブ化に続いて、機器は、安全要素内に格納された支払情
報を、小売業者の販売時点管理装置に接続されたリーダー端末に伝達する準備ができる。
ある例となる実施形態では、財布アプリケーションは、モバイル機器が休止状態になった
後でさえ、アクティブなままである。ある他の例となる実施形態では、ユーザーは、電子
財布アプリケーションが、タイムアウトするまでにアクティブなままである期間を構成し
得る。非接触通信システム、もしくは安全要素のいずれか、または両方を非アクティブと
して維持することにより、本発明は、セキュリティを維持して、ユーザーの承諾なしでの
、支払取引の開始もしくは支払情報へのアクセスを防ぐ。モバイル機器の非接触通信シス
テムおよび安全要素のアクティブ化を統合することにより、本発明は、ユーザーが支払取
引を開始する準備ができている場合に、ユーザーがそれを効率的に行うことができること
を提供できる。
【００１０】
　本発明の１つまたは複数の態様は、本明細書に記載および図示する機能を具体化するコ
ンピュータプログラムを含み得、そのコンピュータプログラムは、マシン可読媒体に格納
された命令およびその命令を実行するプロセッサを含む、コンピュータシステムで実施さ
れる。しかし、本発明をコンピュータプログラミングで実施する多数の様々な方法があり
得ること、および本発明は、コンピュータプログラム命令の任意の１セットに限定される
と見なされるべきでないことが明らかなはずである。さらに、熟練したプログラマであれ
ば、添付のフロー図および出願文書内の関連記述に基づいて、開示された発明の実施形態
を実施するためのかかるコンピュータプログラムを書くことができるであろう。従って、
プログラムコード命令の特定のセットの開示は、本発明をどのように作成して使用するか
の十分な理解のために必要とは見なされない。さらに、当業者は、本明細書に記載される
発明の１つまたは複数の態様が、１つまたは複数のコンピューティングシステムで実施さ
れ得るとき、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せによって実行され得る
ことを理解するであろう。その上、コンピュータによって実行されている動作に対するど
の参照も、動作は２つ以上のコンピュータによって実行され得るので、単一コンピュータ
によって実行されていると見なされるべきではない。本発明の発明機能が、以下の記述で
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さらに詳細に説明され、プログラムフローを示す図とともに読まれるであろう。
【００１１】
　ここで図を参照すると、図中、同様の番号が、図全体を通して同様の（しかし、必ずし
も同一ではない）要素を示しており、例となる実施形態が詳細に記述されている。
【００１２】
　〔システムアーキテクチャ〕
　図１は、モバイル機器の安全要素のシングル入力アクティブ化が、ＮＦＣ支払取引を処
理できるようにするためのシステム１００を示すブロック図である。
【００１３】
　近距離無線通信（ＮＦＣ）サービスプロバイダ１０４によって制御される外部トラステ
ッドサービスマネージャ（ＴＳＭ）１０８が、モバイル機器１４０内の非接触型スマート
カードの安全要素１５２内へのインストレーションのために、カードソフトウェアアプリ
ケーションをホストおよび送信する。ＮＦＣサービスプロバイダ１０４は、暗号解読およ
び安全要素１５２内へのインストレーションのために、安全鍵暗号化ソフトウェアカード
アプリケーションを提供する。ＴＳＭ１０８は、トラステッドサービスエージェントを含
むが、それは、ＴＳＭ内の自動ソフトウェア配布エンティティであり得る。ある例となる
実施形態では、ＴＳＭは、信頼されたカードソフトウェアアプリケーションをモバイル機
器へダウンロードする目的で、モバイルサービスプロバイダ１３６を必要とすることなく
、インターネット１３２を経由して直接、モバイル機器１４０にアクセス可能であり得る
。モバイルサービスプロバイダ１３６は、３Ｇおよび４Ｇなどの、多数のモバイルサービ
スプロトコルのうちの１つで、カードソフトウェアアプリケーションを提供する。ある例
となる実施形態では、ＴＳＭ　１０８は、モバイルサービスプロバイダ１３６の一部とし
て存在し得る。
【００１４】
　ある例となる実施形態では、外部アプリケーションプロバイダ１１２は、モバイル機器
１４０への配備のために、カードソフトウェアアプリケーションをＴＳＭ　１０８に提供
する。代替実施形態では、外部アプリケーションプロバイダ１１２の各々は、信頼された
カードソフトウェアアプリケーションを、インターネット１３２を経由して直接モバイル
機器に、またはモバイルサービスプロバイダ１３６に提供するために、ＴＳＭを含み得る
。例となる外部アプリケーションプロバイダ１１２は、Ｊａｖａ（登録商標）クレジット
／デビット／ＰａｙＷａｖｅ／Ｐａｙ　Ｐｓｓタイプのアプレットなどの、クレジットカ
ードタイプの支払カードソフトウェアアプリケーションを提供するためのクレジットカー
ド会社１１６、イベント、旅行、および他の関連機能に対してチケットを提供するための
チケット販売会社１２０、非接触型スマートカード、ＲＦＩＤタグ、バーコード、ＱＲ　
２次元バーコード、および他の類似の光学的符号化方法を使用して、ダウンロードされ、
販売時点管理（ＰＯＳ）でスキャン可能なクーポンを提供するためのクーポン会社１２４
、物理的な器具、またはコンピュータソフトウェア上の仮想機能に対して、ロック／ロッ
ク解除するために使用され得る認証データを提供するための認証会社１２８、および特定
のカードのインスタンスを生成するために使用され得る、秘密または他の保護された情報
（例えば、口座情報）を提供するための、銀行、小売業者、または他の金融サービスプロ
バイダなどの、保護情報プロバイダ１２１を含む。
【００１５】
　ある例となる実施形態では、財布ソフトウェアアプリケーションが、カードソフトウェ
アアプリケーションインスタンス１６０～１６４の各々上である機能を実行するためにＴ
ＳＭ　１０８許可を必要としない場合、モバイル機器１４０上のアプリケーションホスト
ＯＳ　１４４は、モバイル機器のユーザーに、財布ソフトウェアアプリケーション１４８
を使用して、複数のカードソフトウェアアプリケーションインスタンス１６０～１６４を
管理する機能を提供する。カードソフトウェアアプリケーションの管理は、制御ソフトウ
ェアアプリケーション１５６を介して実行され得、それは、安全で暗号化された通信チャ
ネルを通じて、送信および受信される、ＡＰＤＵを使用して、財布ソフトウェアアプリケ
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ーション１４８と通信する。カードインスタンス１６０～１６４の各々および制御ソフト
ウェアアプリケーション１５６が同じ安全要素１５２内に常駐しているので、制御ソフト
ウェアアプリケーション１５６は、複数のカードソフトウェアアプリケーションインスタ
ンス１６０～１６４と自由に通信し得る。あるいは、安全な通信チャネルを提供する複数
の安全要素が、本明細書で開示するのと同じ機能を提供できる。ユーザーは、コマンドを
使用して、カードソフトウェアアプリケーション１６０～１６４をアクティブ化、非アク
ティブ化、優先度付け、削除、および安全要素内にインストールするために、制御ソフト
ウェアアプリケーション１５６を採用し得る。
【００１６】
　既定のカードソフトウェアアプリケーションが、本発明の方法に従ってアクティブにさ
れている場合、ＮＦＣコントローラ１６８は、ＮＦＣ取引に対するモバイル機器１４０の
準備状態が通知される。ＮＦＣコントローラは、アンテナ１７２を通して、無線信号をポ
ーリングするか、またはリーダー端末装置１７６からの無線信号をリッスンする。装置１
７２と装置１７６との間にチャネルを確立すると、リーダーは、安全要素１５６内の利用
可能なソフトウェアアプリケーションのリストを調べるように要求する。既定の支払情報
が、次いで、アプリケーション１６０～１６４セットから既定の支払選択肢としてリーダ
ー端末に送信されて、取引が開始される。
【００１７】
　〔システムプロセス〕
　図２は、非接触型支払取引を処理するため、安全要素およびＮＦＣアンテナをアクティ
ブにするために、モバイル機器画面のシングル入力アクティブ化を使用するための方法２
００を示すブロックフロー図である。方法２００は、図１に示すコンポーネントを参照し
て記述される。
【００１８】
　ブロック２０５で、電子財布アプリケーション１４８が、モバイル機器のユーザーから
、電子財布アプリケーション１４８によって生成されたユーザーインタフェースを介して
、既定の支払情報の入力を受信し、その入力を、安全要素１５２上の制御ソフトウェアア
プリケーション１５６に伝達する。制御ソフトウェアアプリケーション１５６は、電子財
布アプリケーション１４８から受信した入力に従って、カードソフトウェアアプリケーシ
ョン１６０～１６４に優先順位を付ける。あるいは、既定の支払情報が、インターネット
１３２、モバイルサービスプロバイダ１３６、または他の適切な通信ネットワークを経由
して、機器に伝達され得る。
【００１９】
　例となる実施形態では、財布アプリケーション１４８は、アクティブにされた後、継続
的に動作できる。
【００２０】
　ブロック２１０で、方法２００は、機器１４０の画面がアクティブかどうかを判断する
。この実施形態では、モバイル機器画面が非アクティブである場合、安全要素１５２は、
非アクティブである。非アクティブ状態では、安全要素１５２は、ＮＦＣコントローラ１
６８およびアンテナ１７２などの、モバイル機器の非接触通信システムを通じて支払情報
を受信することも伝達することもできない。画面がアクティブにされると、ホストコント
ローラ１４４が、画面アクティブ化状態における変化を検出し、その画面状態における変
化を、安全要素１５２の制御ソフトウェアアプリケーション１５６およびＮＦＣコントロ
ーラ１６８に伝達する。例となる実施形態では、ホストコントローラ１４４は、画面アク
ティブ化状態を財布アプリケーション１４８に伝達し、それが、その画面アクティブ化状
態を安全要素１５２の制御ソフトウェアアプリケーション１５６に伝達する。
【００２１】
　モバイル機器の画面は、電源を入れられて、既定のホームユーザーインタフェースを表
示している場合、「アクティブ」であるか、または「アクティブ化」されている。画面は
、例えば、直接のユーザー入力に応答して、ユーザーが機器を使用する準備をしているこ
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とを示す動きの検出から、または音声コマンドの検出から、アクティブになり得る。
【００２２】
　画面がアクティブである場合、方法２００はブロック２１５に進む。
【００２３】
　ブロック２１５で、安全要素１５２およびＮＦＣコントローラ１６８が、モバイル機器
画面のアクティブ化状態における変化を示す連絡を受信する。ＮＦＣコントローラ１６８
は、画面が非アクティブである場合に、アンテナ１７２が非アクティブであるように構成
される。その結果、アンテナ１７２は、モバイル機器画面のアクティブ化状態を示す、Ｎ
ＦＣコントローラ１６８への後続の連絡と同期して、アクティブおよび非アクティブにな
るだろう。
【００２４】
　安全要素１５２は、アクティブにされるまで、データの受信も送信も行うことができな
い。例となる実施形態では、財布アプリケーション１４８は、たとえ画面がアクティブで
ない場合でも、ユーザーによってアクティブにされた後、継続して動作できる。この状態
では、財布アプリケーション１４８は、バックグラウンドでアクティブのままであり、画
面アクティブ化状態を待っている。ホストコントローラ１４４から画面アクティブ化状態
を受信すると、財布アプリケーション１４８は、ＮＦＣ支払取引に対して安全要素１５２
をアクティブにできる。その結果、安全要素１５２は、モバイル機器画面のアクティブ化
状態を示す後続の連絡と同期して、アクティブおよび非アクティブになるだろう。
【００２５】
　ブロック２２０で、ＮＦＣコントローラ１６８は、アンテナ１７２を通じて、無線信号
をポーリングするか、または販売時点管理リーダー端末装置１７６からの無線信号をリッ
スンする。無線信号が検出されない場合、方法２００はブロック２１０に戻って、監視を
継続する。画面がアクティブなままである場合、ブロック２１５で、ＮＦＣコントローラ
１６８または安全要素１５２に伝達された状態における変化はない。一旦、画面が非アク
ティブになると、ブロック２１５で説明した同じ手順に従って、画面状態における変化が
ＮＦＣコントローラ１６８および安全要素１５２に伝達され、アンテナ１７２および安全
要素１５２が非アクティブにされる。
【００２６】
　ステップ２２０を再度参照すると、アクティブな間に、アンテナ１７２がリーダー端末
通信フィールドを検出する場合、方法はブロック２２５に進む。
【００２７】
　ブロック２２５で、アンテナ１７２でリーダー端末１７６から受信したデータが、制御
ソフトウェアアプリケーション１５６に伝達される。制御ソフトウェアアプリケーション
１５６は、安全要素１５２上に格納された既定の支払情報にアクセスし、その支払情報を
リーダー端末１７６に伝達するために準備する。複数の形式の支払情報が安全要素１５２
内に格納できる。制御ソフトウェアアプリケーション１５６は、ブロック２０５で識別さ
れた支払情報を、取引を処理するための既定の支払情報として選択するであろう。ユーザ
ーは、電子財布アプリケーション１４８を使用して、既定の支払情報を自由裁量で変更ま
たは修正できる。
【００２８】
　ブロック２３０で、制御ソフトウェアアプリケーション１５６が、既定の支払情報を、
ＮＦＣアンテナ１７２を介して、リーダー端末１７６に伝達する。既定の支払情報が、リ
ーダー端末１７６で受信され、小売業者ＰＯＳ装置１７８によってさらに処理される。
【００２９】
　ブロック２３５で、モバイル機器１４０が、端末リーダー１７６を経由して小売業者Ｐ
ＯＳ装置１７８から支払確認を受信するのを待機する。支払確認は、安全要素１５２によ
って監視され得る。小売業者ＰＯＳ　１７８から支払確認を受信すると、安全要素１５２
はその支払確認を電子財布アプリケーション１４８に伝達する。電子財布アプリケーショ
ン１４８は、次いで、財布アプリケーションによって生成されたユーザーインタフェース
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を介して、ユーザーに支払確認を通知する（ブロック２４５を参照）。
【００３０】
　代替として、支払確認が、電子財布アプリケーション１４８によって直接監視され得る
。制御ソフトウェアアプリケーション１５６は、電子財布アプリケーション１４８に、支
払情報の小売業者ＰＯＳ　１７８への伝達を通知でき、電子財布アプリケーション１４８
に、小売業者ＰＯＳ　１７８からの支払確認の受信を監視するように指示する。
【００３１】
　ブロック２３５で、支払いが確認されない場合、方法はブロック２４０に進む。ブロッ
ク２４０で、財布アプリケーション１４８は、支払取引が完了しなかったことを示す通知
を生成し、その通知を、電子財布アプリケーション１４８によって生成されたユーザーイ
ンタフェースを介して、ユーザーに伝達する。ある例となる実施形態では、電子財布アプ
リケーション１４８は、既定の支払情報として使用するために、既存の口座を選択するか
、または新規の支払口座情報を入力するかの選択肢をユーザーに提示し得る。本プロセス
は、次いでブロック２１０に戻り、必要に応じて方法２００を繰り返す。
【００３２】
　ブロック２３５を再度参照すると、支払いが確認される場合、方法２００は、ブロック
２４５に進む。ブロック２４５で、電子財布アプリケーション１４８は、支払確認通知を
生成し、その通知を、財布アプリケーション１４８によって生成されたユーザーインタフ
ェースを介して、ユーザーに伝達する。支払通知は、標準的な紙のレシートに含まれる明
細などの取引明細を含み得る。例となる実施形態では、支払通知は、小売業者ＰＯＳシス
テム１７８から受信したレシートまたはレシート情報の複製であり得る。
【００３３】
　支払通知は、財布ソフトウェアアプリケーション１４８によってモバイル機器１４０上
に格納され、かつ／または、パーソナルクラウドサーバーもしくは他の中央サーバーもし
くはユーザーのパーソナルコンピュータなどの、別個の装置に伝達され得る。例えば、ユ
ーザーは、財布アプリケーション１４８によって生成されたユーザーインタフェースを介
して、レシート情報を見直し得、かつ／またはレシート情報がユーザーの好みを識別する
ための別のシステムによって使用され得る。
【００３４】
　ブロック２４５から、方法２００は、ブロック２１０に戻り、画面がまだアクティブで
あるかどうかを判断する。画面が非アクティブである場合、ＮＦＣアンテナ１７２が、Ｎ
ＦＣコントローラ１６８によって非アクティブにされる。画面がまだアクティブである場
合、ＮＦＣアンテナ１７２はアクティブのままに維持され、追加のリーダー端末１７６無
線信号を検出して、後続の支払取引を開始する準備ができている。
【００３５】
　図３は、安全要素１５２のアクティブ化がＮＦＣ通信システムのアクティブ化に無関係
である場合、支払取引を処理するため、安全要素１５２をアクティブにするためにワンク
リック入力を使用するための方法３００を示すブロックフロー図である。方法３００は、
図１に示すコンポーネントを参照して記述される。
【００３６】
　ある例となる実施形態では、ＮＦＣアンテナ１７２が、安全要素１５２のアクティブ化
の前にアクティブにされる。
【００３７】
　方法３００の最初の２ブロックが、図２のブロック２０５および２１０に関連して前述
したように進む。
【００３８】
　ブロック３１５で、ＮＦＣコントローラ１６８は、画面アクティブ化状態における変化
を示す連絡を受信し、それに応じて、アンテナ１７２のアクティブ化状態を変更する。Ｎ
ＦＣコントローラ１６８は、画面が非アクティブである場合に、アンテナ１７２が非アク
ティブであるように構成される。その結果、アンテナ１７２は、モバイル機器画面のアク
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ティブ化状態を示す、ＮＦＣコントローラ１６８への後続の連絡と同期して、アクティブ
および非アクティブになるだろう。
【００３９】
　ブロック３２０で、安全要素１５２がアクティブにされ、既定の支払情報が、シングル
クリックコマンドを介した非接触型支払取引に対して構成される。ブロック３２０は、図
４に関連して、以下でさらに詳細に記述されるであろう。
【００４０】
　図４は、非接触型支払取引のために既定の支払情報にアクセスするために、ワンクリッ
ク入力を使用して、安全要素１５２をアクティブにするための方法３２０を示すブロック
フロー図である。従って、図４は、例となる実施形態に従って、ＮＦＣ支払取引の処理を
可能にするため、ワンクリック入力が、それにより安全要素１５２をアクティブにするた
めに利用されるプロセス３２０を記述する。
【００４１】
　ブロック４０５で、電子財布アプリケーション１４８が、ワンクリック入力を受信し、
その入力を安全要素１５２に伝達する。ある例となる実施形態では、ワンクリック入力は
、物理的なタップ、音声コマンド、電子財布アプリケーション１４８によって生成された
ユーザーインタフェース上の定義されたコントロールの使用による選択、非接触型機器１
４０上の定義されたボタンのアクティブ化、非接触型機器１４０のジャイロスコープまた
は他の動き検出機構によって検出される動作ジェスチャのアクティブ化（例えば、振動、
二重振動、「フィッシング」、または非接触型機器１４０の他の動き）を含む。財布アプ
リケーション１４８は、安全要素１５２を非接触型支払取引に対して準備するためのコマ
ンドのユーザー入力を検出し、そのコマンドを安全要素１５２に伝達する。
【００４２】
　ブロック４１０で、安全要素１５２の制御ソフトウェアアプリケーション１５６が、ワ
ンクリック入力連絡を電子財布アプリケーション１４８から受信し、安全要素１５２をア
クティブにして、既定の支払情報をアクセス可能にする。この場合、アクティブ化は、安
全要素１５２が非接触型支払取引のために、リーダー端末と通信できることを意味する。
【００４３】
　ブロック４１５で、制御ソフトウェアアプリケーション１５６が、安全要素１５２に格
納された既定の支払情報を識別する。複数の形式の支払情報が安全要素１５２内に格納で
きる。制御ソフトウェアアプリケーション１５６は、図３のブロック２０５で識別された
支払情報を、取引を処理するための既定の支払情報として選択するであろう。ユーザーは
、電子財布アプリケーション１４８を使用して、既定の支払情報を自由裁量で変更または
修正できる。
【００４４】
　ブロック４２０で、制御ソフトウェアアプリケーション１５６が、既定の支払情報を、
ＮＦＣアンテナ１７２に伝達するために準備する。既定の支払情報の準備は、支払取引で
伝達できる既定の支払情報の識別を含み得る。代替または追加として、既定の支払情報の
準備は、リーダー端末への安全な伝達のために支払情報を暗号化することを含み得る。制
御ソフトウェア通信モジュール１５６は、ＮＦＣアンテナ１７２がリーダー端末１７６無
線信号を検出していることをＮＦＣコントローラ１６８が示すまで、支払情報をＮＦＣア
ンテナ１７２に伝達しないであろう。
【００４５】
　方法３２０は次いで、図３のブロック３２５に進む。
【００４６】
　図３に戻ると、ブロック３２５で、ＮＦＣコントローラ１６８が、アンテナ１７２を通
じて、無線信号をポーリングするか、またはリーダー端末装置１７６からの無線信号をリ
ッスンする。無線信号が検出されない場合、方法３００はブロック３３０に進んで、安全
要素のアクティブ化に対するタイムアウト期間が満了しているかを判断する。ある例とな
る実施形態では、タイムアウト期間は、財布アプリケーション１４８に対するタイムアウ
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ト期間に基づき得る。ある例となる実施形態では、電子財布アプリケーションのタイムア
ウト期間が満了する場合、アプリケーションのロックを解除するために、暗証番号、パス
ワード、または他の認証を入力する必要がある。電子財布アプリケーションのタイムアウ
ト期間は、電子財布アプリケーション１４８の設定を通じて構成できる。タイムアウト期
間が満了していない場合、ＮＦＣコントローラ１６８は、ＮＦＣアンテナ１７２をアクテ
ィブ状態で維持するだろう。タイムアウト期間中にリーダー端末１７６無線信号が検出さ
れない場合、方法３００はブロック３２０に戻って、安全要素１５２の再アクティブ化が
要求される。
【００４７】
　ブロック３２５を再度参照すると、無線信号がブロック３２５で検出される場合、後続
のステップである、既定の支払情報を小売業者販売時点管理装置にＮＦＣアンテナ１７２
を介して伝達すること、支払いを確認すること、ユーザー支払取引が完了したか、または
完了していないかを通知すること、および支払確認を生成して、その確認を財布ソフトウ
ェアアプリケーション１４８インタフェースを通して表示することが、それぞれ、図２の
ブロック２３０～２４５に関連して前述したように進む。
【００４８】
　財布アプリケーション１４６は、安全要素１５２と共に、複数の支払方法に対応できる
。安全要素１５２内に、複数のクレジットカード、デビットカード、および／または他の
形式の安全な支払いが格納できる。ユーザーは、支払形式のうちの特定の１つを既定の支
払方法として選択できる。加えて、財布アプリケーション１４８は、クーポン、ポイント
カード、チェックイン、会員証、ギフト券、および他の形式の付加価値サービスなどの、
安全対策が施されていない支払形式を格納および処理できる。財布アプリケーション１４
８は、支払取引中、これらの支払形式を、アプリケーションに対するアンテナ１７２を介
して、リーダー端末１７６に伝達できる。
【００４９】
　例となる実施形態では、支払取引は、１つもしくは複数の支払いまたは他の価値取引を
含み得るが、全ては、非接触型支払機器１４０のシングルタップ内でリーダー端末１７６
と実施される。
【００５０】
　例となる付加価値サービスは、機器１４０上および／または安全要素１２６内に常駐す
る１つまたは複数の付加価値アプリケーションで具体化できる。付加価値アプリケーショ
ンは、付加価値サービスを引き換える機能を実行できる。
【００５１】
　例えば、付加価値クーポンアプリケーションは、付加価値クーポンアプリケーション内
に格納されたクーポンを自動的に引き換えることができる。より詳細には、ユーザーは、
１つまたは複数のクーポン（または他の「値引き」）を、非接触型機器１４０上の付加価
値サービスクーポンアプリケーションに保存し得る。既定の支払情報伝達がブロック２３
０で実行されるとき、付加価値クーポンが取引に適用できる。例えば、付加価値クーポン
アプリケーションは、現在の取引に適用できる格納されたクーポンを検索できる。この判
断は、装置リーダー１７６によって機器１４０に提供される通り、ＰＯＳシステム１７８
を操作している小売業者および購入されている製品の識別に基づき得る。代替として、ま
たは追加として、小売業者情報は、機器１４０が利用可能なジオコード情報に基づき、機
器１４０の現在の位置に対するジオコード情報を既知の小売業者位置と比較することによ
り、付加価値クーポンアプリケーションによって判断できる。小売業者または製品に適用
できるクーポンを識別した後、付加価値クーポンアプリケーションは、クーポン（または
複数）を装置リーダー１７６にアンテナ１７２を介して伝達する。その後、ＰＯＳシステ
ム１７８が、取引に対するクーポンを処理する。複数のクーポンを取引に適用する場合、
付加価値サービスアプリケーションは、どのクーポンが最大の価値を提供するか、および
／またはどのクーポンの組合せが最大の価値を提供するかを判断でき、最大価値の選択を
自動的に適用できる。
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【００５２】
　別の例として、付加価値ポイントアプリケーションは、自動的にポイント報酬を収集し
て引き換える。より詳細には、ユーザーは、特定の小売業者に対するポイントアプリケー
ション（または複数の小売業者に対して動作するポイントアプリケーション）をインスト
ールし得る。その小売業者と取引を実施するたびに、付加価値ポイントアプリケーション
がポイント報酬（例えば、ポイント、訪問回数、購入した品目数、または他の適切な報酬
）を収集する。次いで、価値を引き換えるのに十分なポイント報酬が収集されると、付加
価値ポイントアプリケーションが自動的に引換えを適用できる。例えば、ブロック２３０
で既定の支払情報伝達が実行されると、付加価値ポイント報酬が累算され、かつ／または
取引に適用できる。例えば、付加価値ポイントアプリケーションは、現在の取引に適用で
きる累算されたポイント報酬を検索できる。この判断は、装置リーダー１７６によって機
器１４０に提供される通り、小売業者および購入されている製品の識別に基づき得る。代
替として、または追加として、小売業者情報は、非接触型機器１４０が利用可能なジオコ
ード情報に基づき、機器１４０の現在の位置に対するジオコード情報を既知の小売業者位
置と比較することにより、付加価値ポイントアプリケーションによって判断できる。小売
業者または製品に対して引き換えることができるポイント報酬を識別した後、付加価値ポ
イントアプリケーションは、ポイント報酬（または複数）を装置リーダー１７６にアンテ
ナ１７２を介して伝達する。その後、ＰＯＳシステム１７８が、取引に対するポイント報
酬を処理する。ポイント報酬が引換えに利用できない場合、付加価値ポイントアプリケー
ションは、ポイント報酬を累算するように、アンテナ１７２を介して装置リーダー１７６
に要求を伝達する。その後、ＰＯＳシステム１７８が取引を処理し、その取引に対するポ
イント報酬を装置リーダー１７６から非接触型機器１４０に伝達する。付加価値ポイント
アプリケーションは、それに応じて、将来の引換えのため、格納されたポイント報酬を増
加させる。
【００５３】
　他の付加価値アプリケーション（例えば、チェックイン、会員証、ギフト券、および他
の形式の付加価値サービス）が、同様の方法で実施できる。対応する付加価値サービスア
プリケーションが、特定のサービスが取引（例えば、小売業者または製品）に適用される
かどうかを判断し、適切な場合、そのサービスを取引に適用するように機能できる。例え
ば、その上に格納された価値を有するギフト券が、取引に適用できる。
【００５４】
　このように、ブロック２３０および２３５で、複数の付加価値サービスが適用できる。
財布アプリケーション１４８は、各適用可能な付加価値サービスアプリケーションを処理
でき、それにより全ての利用可能な付加価値サービスを取引に適用する。加えて、複数の
付加価値サービスを取引に適用する場合、アプリケーション１４８は、どのサービスが最
大の価値を提供するか、および／またはどのサービスの組合せが最大の価値を提供するか
を判断でき、最大価値の選択を自動的に適用できる。さらに、全ての付加価値サービスの
適用後、ＰＯＳシステム１７８は、安全要素１５２との安全な支払取引を通して、残りの
残高を既定の支払方法に対して請求する。全ての取引が、リーダー端末１７６に対する機
器１４０のシングルタップを介して処理できる。
【００５５】
　ブロック２４５で生成された支払確認は、取引に適用された全ての項目を識別できる。
例えば、支払確認は、各クーポン、ポイント引換え、格納された価値カード、他の付加価
値サービス、および取引に適用された全ての安全な支払形式を識別でき、また、取引に含
まれる項目（例えば、購入されたチケットに対するチケット番号）も示し得る。例となる
実施形態では、単一の支払確認が、取引に適用された全ての項目を示し得る。あるいは、
複数の支払確認が提供され得、各レシートは、取引に適用された項目のうちの特定の１つ
に対するものである。
【００５６】
　〔一般〕
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　以前に提示された実施形態に記載された例となるシステム、方法、およびブロックは、
例示説明であり、代替実施形態では、本発明の範囲および精神から逸脱することなく、あ
るブロックは、異なる順番で、互いに並行して、完全に省略して、および／もしくは異な
る例となる方法間で組み合わせて、実行でき、かつ／またはある追加のブロックが実行で
きる。その結果、かかる代替実施形態は、本明細書に記載の発明に含まれる。
【００５７】
　本発明は、本明細書に記載する方法を実行して、機能を処理する、コンピュータハード
ウェアおよびソフトウェアとともに使用できる。当業者によって理解されるように、本明
細書に記載するシステム、方法、および手順は、プログラム可能コンピュータ、コンピュ
ータ実行可能ソフトウェア、またはデジタル回路で具体化できる。ソフトウェアは、コン
ピュータ可読媒体上に格納できる。例えば、コンピュータ可読媒体は、フロッピィディス
ク、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスク、取り外し可能媒体、フラッシュメモリ、メモリス
ティック、光媒体、光磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭなどを含み得る。デジタル回路は、集積回
路、ゲートアレイ、ビルディングブロックロジック、フィールドプログラマブルゲートア
レイ（「ＦＰＧＡ」）などを含み得る。
【００５８】
　特定の実施形態が詳細に前述されているが、本記述は説明のためにすぎない。従って、
前述した多数の態様は、特に明記しない限り、要求事項または必須要素として意図しない
ことが理解されるべきである。例となる実施形態の開示した態様の、様々な修正、および
それに対応する均等動作が、前述したものに加えて、以下の請求項で定義される本発明の
精神および範囲から逸脱することなく、本開示の利益を得る当業者によって行われ得、請
求項の範囲は、かかる修正および均等構造を包含するように、最も広い解釈に一致される
。
【符号の説明】
【００５９】
　　１００　システム
　　１０４　サービスプロバイダ
　　１１２　外部アプリケーションプロバイダ
　　１１６　クレジットカード会社
　　１２０　チケット販売会社
　　１２１　保護情報プロバイダ
　　１２４　クーポン会社
　　１２６　安全要素
　　１２８　認証会社
　　１３２　インターネット
　　１３６　モバイルサービスプロバイダ
　　１４０　モバイル機器
　　１４０　機器
　　１４０　非接触型機器
　　１４０　非接触型支払機器
　　１４４　ホストコントローラ
　　１４６　財布アプリケーション
　　１４８　財布ソフトウェアアプリケーション
　　１４８　電子財布アプリケーション
　　１４８　財布アプリケーション
　　１４８　アプリケーション
　　１５２　安全要素
　　１５６　制御ソフトウェアアプリケーション
　　１５６　安全要素
　　１５６　制御ソフトウェア通信モジュール
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　　１６０～１６４　カードソフトウェアアプリケーションインスタンス
　　１６０～１６４　カードインスタンス
　　１６０～１６４　カードソフトウェアアプリケーション
　　１６０～１６４　アプリケーション
　　１６８　コントローラ
　　１７２　アンテナ
　　１７２　装置
　　１７６　リーダー端末装置
　　１７６　装置
　　１７６　販売時点管理リーダー端末装置
　　１７６　リーダー端末
　　１７６　端末リーダー
　　１７６　装置リーダー
　　１７８　装置
　　１７８　システム

【図１】 【図２】
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