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(57)【要約】
【課題】簡易決済方法およびシステムを提供する。
【解決手段】簡易決済方法は、ホームショッピング放送
と関連するホームショッピングサーバからユーザのホー
ムショッピング注文のための決済要請を受信する段階、
前記決済要請に含まれたユーザ情報を利用して前記ユー
ザに対する認証処理を実行する段階、および、前記ユー
ザに対する認証が成功した場合、前記ユーザ情報に基づ
いて前記決済要請に対応する決済処理を実行する段階、
を含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実現される簡易決済システムが実行する簡易決済方法であって、
　ホームショッピング放送と関連するホームショッピングサーバからユーザのホームショ
ッピング注文のための決済要請を受信し、
　前記決済要請に含まれたユーザ情報を利用して前記ユーザに対する認証処理を実行し、
　前記ユーザに対する認証が成功した場合、前記ユーザ情報に基づいて前記決済要請に対
応する決済処理を実行すること、
　を含む、簡易決済方法。
【請求項２】
　前記ホームショッピングサーバが、前記ホームショッピング放送に対して注文を要請し
た前記ユーザの電話番号を含む前記決済要請を前記簡易決済システムに送信する、請求項
１に記載の簡易決済方法。
【請求項３】
　前記ホームショッピングサーバが、前記ホームショッピング放送に対して電話接続によ
る注文時に、電話接続された発信者の電話番号を含む前記決済要請を前記簡易決済システ
ムに送信する、請求項１に記載の簡易決済方法。
【請求項４】
　前記ホームショッピングサーバが、前記ホームショッピング放送に対して前記ホームシ
ョッピング放送の視聴に利用された端末による注文時に、前記端末から入力を受けた電話
番号を含む前記決済要請を前記簡易決済システムに送信する、請求項１に記載の簡易決済
方法。
【請求項５】
　前記ホームショッピングサーバが、前記ホームショッピング放送に対して注文を要請し
た前記ユーザの電話番号を含む前記決済要請を前記簡易決済システムに送信し、
　前記決済処理を実行することは、
　前記電話番号に該当する端末に、前記決済要請に対応する決済画面に対するリンク情報
である決済ＵＲＬを送信し、
　前記決済画面で入力された決済情報を利用して前記決済要請に対応する決済処理を実行
すること、
　を含む、請求項１に記載の簡易決済方法。
【請求項６】
　前記決済処理を実行することは、
　前記決済ＵＲＬに対応する情報から特定のホームショッピングを認識し、前記認識され
たホームショッピングにしたがって決済手段と特典情報のうちの少なくとも１つを勧める
こと、
　をさらに含む、請求項５に記載の簡易決済方法。
【請求項７】
　前記簡易決済方法は、
　前記ホームショッピング注文に利用する決済情報を事前登録して前記ユーザ情報とマッ
チングすること、
　をさらに含む、請求項１に記載の簡易決済方法。
【請求項８】
　前記マッチングすることは、
　複数のホームショッピングに対して共通で利用する決済情報を登録すること、およびホ
ームショッピングそれぞれに対して決済情報を区分して登録することの少なくとも一方を
含む、請求項７に記載の簡易決済方法。
【請求項９】
　前記決済処理を実行することは、
　前記ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザであるか否かを確認し、
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　前記ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザである場合、前記ユーザ情
報とマッチングされた決済情報を利用して前記決済要請に対応する決済処理を実行するこ
と、
　を含む、請求項１に記載の簡易決済方法。
【請求項１０】
　前記決済処理を実行することは、
　前記ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザであるか否かを確認し、
　前記ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザである場合、前記ユーザ情
報とマッチングされた決済情報を確認し、
　前記決済情報が複数の決済手段を含む場合、前記ホームショッピングサーバに前記複数
の決済手段に関する情報を送信し、
　前記複数の決済手段のうち、前記ユーザから選択された決済手段を利用して前記決済要
請に対応する決済処理を実行すること、
　を含み、
　前記ホームショッピングサーバが、前記ユーザのホームショッピング注文経路を通じて
前記複数の決済手段に関する情報を提供する、請求項１に記載の簡易決済方法。
【請求項１１】
　請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載の簡易決済方法をコンピュータに実行させ
るためのプログラム。
【請求項１２】
　コンピュータによって実現される簡易決済システムであって、
　ホームショッピング放送と関連するホームショッピングサーバからユーザのホームショ
ッピング注文のための決済要請を受信する場合、前記決済要請に含まれたユーザ情報を利
用して前記ユーザに対する認証処理を実行する認証処理部と、
　前記ユーザに対する認証が成功した場合、前記ユーザ情報に基づいて前記決済要請に対
応する決済処理を実行する決済処理部と、
　を含む、簡易決済システム。
【請求項１３】
　前記ホームショッピングサーバが、前記ホームショッピング放送に対して電話接続によ
る注文時に、電話接続された発信者の電話番号を含む前記決済要請を前記簡易決済システ
ムに送信する、請求項１２に記載の簡易決済システム。
【請求項１４】
　前記ホームショッピングサーバが、前記ホームショッピング放送に対して前記ホームシ
ョッピング放送の視聴に利用された端末による注文時に、前記端末から入力を受けた電話
番号を含む前記決済要請を前記簡易決済システムに送信する、請求項１２に記載の簡易決
済システム。
【請求項１５】
　前記ホームショッピングサーバが、前記ホームショッピング放送に対して注文を要請し
た前記ユーザの電話番号を含む前記決済要請を前記簡易決済システムに送信し、
　前記決済処理部は、
　前記電話番号に該当する端末に、前記決済要請に対応する決済画面に対するリンク情報
である決済ＵＲＬを送信し、
　前記決済画面で入力された決済情報を利用して前記決済要請に対応する決済処理を実行
する、請求項１２に記載の簡易決済システム。
【請求項１６】
　前記決済処理部は、
　前記決済ＵＲＬに対応する情報から特定のホームショッピングを認識し、前記認識され
たホームショッピングにしたがって決済手段と特典情報のうちの少なくとも１つを勧める
、請求項１５に記載の簡易決済システム。
【請求項１７】
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　前記簡易決済システムは、
　前記ホームショッピング注文に利用する決済情報を事前登録して前記ユーザ情報とマッ
チングする情報管理部と、
　をさらに含む、請求項１２に記載の簡易決済システム。
【請求項１８】
　前記情報管理部は、
　複数のホームショッピングに対して共通で利用する決済情報を登録すること、およびホ
ームショッピングそれぞれに対して決済情報を区分して登録することの少なくとも一方を
含む、請求項１７に記載の簡易決済システム。
【請求項１９】
　前記決済処理部は、
　前記ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザであるか否かを確認し、
　前記ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザである場合、前記ユーザ情
報とマッチングされた決済情報を利用して前記決済要請に対応する決済処理を実行する、
請求項１２に記載の簡易決済システム。
【請求項２０】
　前記決済処理部は、
　前記ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザであるか否かを確認し、
　前記ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザである場合、前記ユーザ情
報とマッチングされた決済情報を確認し、
　前記決済情報が複数の決済手段を含む場合、前記ホームショッピングサーバに前記複数
の決済手段に関する情報を送信し、
　前記複数の決済手段のうち、前記ユーザから選択された決済手段を利用して前記決済要
請に対応する決済処理を実行し、
　前記ホームショッピングサーバが、前記ユーザのホームショッピング注文経路を通じて
前記複数の決済手段に関する情報を提供する、請求項１２に記載の簡易決済システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下の説明は、ホームショッピング決済技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホームショッピングの決済方式は、主にＡＲＳ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ、自動応答サービス）を利用しており、多くの場合は、生放送中のＴ
Ｖを見ながらＡＲＳを利用して注文する。
【０００３】
　ＡＲＳを利用した決済技術の一例として、特許文献１（公開日２００５年０１月１２日
）には、電子商取引過程でＡＲＳを利用してカード決済を処理する技術が開示されている
。
【０００４】
　ＡＲＳによる注文方式の場合、音声案内を聞く時間、オペレータに繋がるまでの待ち時
間、決済情報を含んだ個人情報を入力する時間など、注文が完了するまでに多くの時間が
必要となり、この間に商品が売り切れてしまったり、放送が終わってしまうなどの問題が
発生することもある。さらに、決済情報を毎回入力しなければならないことから大きな面
倒と不便を伴う上に、決済情報を含んだ個人情報がホームショッピング会社に提供される
ことから、個人情報流出の問題も発生する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２００５－０００３８８５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ホームショッピングの注文時の決済過程にかかる時間を短縮することができ
る方法およびシステムを提供することを目的の一つとする。
【０００７】
　また、本発明は、簡易な決済プロセスによってユーザの面倒と不便を改善することがで
きる方法およびシステムを提供することを目的の一つとする。
【０００８】
　さらに、本発明は、安全なセキュリティを有するホームショッピング決済方式を提供す
ることができる方法およびシステムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態によれば、コンピュータによって実現される簡易決済システムで実
行される簡易決済方法であって、ホームショッピング放送と関連するホームショッピング
サーバからユーザのホームショッピング注文のための決済要請を受信し、決済要請に含ま
れたユーザ情報を利用してユーザに対する認証処理を実行し、ユーザに対する認証が成功
した場合、ユーザ情報に基づいて決済要請に対応する決済処理を実行すること、を含む、
簡易決済方法を提供する。
【００１０】
　ホームショッピングサーバが、ホームショッピング放送に対して注文を要請したユーザ
の電話番号を含む決済要請を簡易決済システムに送信してもよい。
【００１１】
　ホームショッピングサーバが、ホームショッピング放送に対して電話接続による注文時
に、電話接続された発信者の電話番号を含む決済要請を簡易決済システムに送信してもよ
い。
【００１２】
　ホームショッピングサーバが、ホームショッピング放送に対してホームショッピング放
送の視聴に利用された端末からの注文時に、端末から入力を受けた電話番号を含む決済要
請を簡易決済システムに送信してもよい。
【００１３】
　ホームショッピングサーバが、ホームショッピング放送に対して注文を要請したユーザ
の電話番号を含む決済要請を簡易決済システムに送信し、決済処理を実行することは、電
話番号に該当する端末に、決済要請に対応する決済画面に対するリンク情報である決済Ｕ
ＲＬを送信し、決済画面で入力された決済情報を利用して決済要請に対応する決済処理を
実行すること、を含んでもよい。
【００１４】
　決済処理を実行することは、決済ＵＲＬに対応する情報から特定のホームショッピング
を認識し、認識されたホームショッピングにしたがって決済手段と特典情報のうちの少な
くとも１つを勧めること、をさらに含んでもよい。
【００１５】
　簡易決済方法は、ホームショッピング注文に利用する決済情報を事前登録してユーザ情
報とマッチングすること、をさらに含んでもよい。
【００１６】
　マッチングすることは、複数のホームショッピングに対して共通で利用する決済情報を
登録すること、およびホームショッピングそれぞれに対して決済情報を区分して登録する
ことの少なくとも一方を含んでもよい。
【００１７】
　決済処理を実行することは、ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザで
あるか否かを確認し、ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザである場合



(6) JP 2017-228292 A 2017.12.28

10

20

30

40

50

、ユーザ情報とマッチングされた決済情報を利用して決済要請に対応する決済処理を実行
すること、を含んでもよい。
【００１８】
　決済処理を実行することは、ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザで
あるか否かを確認し、ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザである場合
、ユーザ情報とマッチングされた決済情報を確認し、決済情報が複数の決済手段を含む場
合、ホームショッピングサーバに複数の決済手段に関する情報を送信し、複数の決済手段
のうち、ユーザから選択された決済手段を利用して決済要請に対応する決済処理を実行す
ること、を含み、ホームショッピングサーバが、ユーザのホームショッピング注文経路を
通じて複数の決済手段に関する情報を提供してもよい。
【００１９】
　本発明の一実施形態によれば、上記のいずれかに記載の簡易決済方法をコンピュータに
実行させるためのプログラムを提供する。
【００２０】
　本発明の一実施形態によれば、コンピュータによって実現される簡易決済システムであ
って、ホームショッピング放送と関連するホームショッピングサーバからユーザのホーム
ショッピング注文のための決済要請を受信する場合、決済要請に含まれたユーザ情報を利
用してユーザに対する認証処理を実行する認証処理部と、ユーザに対する認証が成功した
場合、ユーザ情報に基づいて決済要請に対応する決済処理を実行する決済処理部と、を含
む、簡易決済システムを提供する。
【００２１】
　ホームショッピングサーバが、ホームショッピング放送に対して電話接続による注文時
に、電話接続された発信者の電話番号を含む決済要請を簡易決済システムに送信してもよ
い。
【００２２】
　ホームショッピングサーバが、ホームショッピング放送に対してホームショッピング放
送の視聴に利用された端末による注文時に、端末から入力を受けた電話番号を含む決済要
請を簡易決済システムに送信してもよい。
【００２３】
　ホームショッピングサーバが、ホームショッピング放送に対して注文を要請したユーザ
の電話番号を含む決済要請を簡易決済システムに送信し、決済処理部は、電話番号に該当
する端末に、決済要請に対応する決済画面に対するリンク情報である決済ＵＲＬを送信し
、決済画面で入力された決済情報を利用して決済要請に対応する決済処理を実行してもよ
い。
【００２４】
　決済処理部は、決済ＵＲＬに対応する情報から特定のホームショッピングを認識し、認
識されたホームショッピングにしたがって決済手段と特典情報のうちの少なくとも１つを
勧めてもよい。
【００２５】
　簡易決済システムは、ホームショッピング注文に利用する決済情報を事前登録してユー
ザ情報とマッチングする情報管理部と、をさらに含んでもよい。
【００２６】
　情報管理部は、複数のホームショッピングに対して共通で利用する決済情報を登録する
こと、およびホームショッピングそれぞれに対して決済情報を区分して登録することの少
なくとも一方を含んでもよい。
【００２７】
　決済処理部は、ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザであるか否かを
確認し、ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザである場合、ユーザ情報
とマッチングされた決済情報を利用して決済要請に対応する決済処理を実行してもよい。
【００２８】
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　決済処理部は、ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザであるか否かを
確認し、ユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザである場合、ユーザ情報
とマッチングされた決済情報を確認し、決済情報が複数の決済手段を含む場合、ホームシ
ョッピングサーバに複数の決済手段に関する情報を送信し、複数の決済手段のうち、ユー
ザから選択された決済手段を利用して決済要請に対応する決済処理を実行し、ホームショ
ッピングサーバが、ユーザのホームショッピング注文経路を通じて複数の決済手段に関す
る情報を提供してもよい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の実施形態によると、注文のたびに決済情報を読み込んだり入力したりする必要
のない簡易な決済により、ユーザの手間を軽減させ、決済時間を画期的に短縮させること
ができる。
【００３０】
　本発明の実施形態によると、決済情報を事前登録した後には、簡易な認証だけでホーム
ショッピング決済を即時に行うようにすることで、情報流出の問題がなく、ユーザが簡易
に決済を行える環境を提供することができる。
【００３１】
　本発明の実施形態によると、ホームショッピング会社や決済処理機関でユーザの決済情
報を保管せず、特に仮想カード番号を利用することにより、安全なセキュリティを有する
決済情報を提供することができる。
【００３２】
　本発明の実施形態によると、決済の便宜と安全なセキュリティを保障しながらホームシ
ョッピングに最適化した簡易決済方法を提供することにより、ホームショッピング会社に
対するブランド価値も高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態における、ホームショッピング簡易決済の概略構成を説明す
るための図である。
【図２】本発明の一実施形態における、簡易決済システムの内部構成を説明するためのブ
ロック図である。
【図３】本発明の一実施形態における、簡易決済方法を示したフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態における、ホームショッピング決済過程の一例を示したフロ
ーチャートである。
【図５】本発明の一実施形態における、ホームショッピング決済過程の一例を示したフロ
ーチャートである。
【図６】本発明の一実施形態における、ホームショッピング自動決済を設定するための設
定画面の一例を示した図である。
【図７】本発明の一実施形態における、ホームショッピング自動決済過程の一例を示した
フローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態における、ホームショッピング自動決済過程の一例を示した
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３５】
　本発明の一実施形態は、ホームショッピング決済技術に関し、より詳細には、決済の便
宜と安全なセキュリティを保障しながら、ホームショッピングに最適化した簡易決済プロ
セスを提供する方法とシステムに関する。
【００３６】
　図１は、本発明の一実施形態における、ホームショッピング簡易決済の概略構成を説明



(8) JP 2017-228292 A 2017.12.28

10

20

30

40

50

するための図である。図１は、ユーザ１０１、ホームショッピングサーバ１０３、および
簡易決済システム１００を示している。ここで、ユーザ１０１は、実質的にはユーザが利
用する端末を意味してもよい。図１の矢印は、図１に示された構成要素間で有線／無線ネ
ットワークを利用してデータが送受信されることを意味するものである。
【００３７】
　ユーザ１０１が利用する端末は、本明細書で説明される特徴のうちの１つ以上の特徴を
実行するように構成された１つ以上のプロセスを実行してもよい。ユーザ１０１が利用す
る端末は、簡易決済システム１００と関連する専用アプリケーションのインストールおよ
び実行が可能なすべての端末装置を意味してもよい。ここで、ユーザ１０１が利用する端
末は、専用アプリケーションの制御の下で、サービス画面の構成、データ入力、データ送
受信、データ格納などのようなサービス全般の動作を実行してもよい。
【００３８】
　ユーザ１０１は、ホームショッピングを視聴する主体であって、ホームショッピング放
送を見て商品を注文する対象に該当する。ユーザ１０１は、ホームショッピングの視聴中
に商品注文のために専用アプリケーションを通じて決済を行うようになるが、このとき、
決済に利用する端末は、ホームショッピングを視聴する端末と同一の単一端末であっても
よいし、別の端末であってもよい。
【００３９】
　ユーザ１０１がホームショッピングを視聴する端末の代表的な例はＴＶであってもよく
、ＴＶは、一般的な電波受信機、インターネットＴＶ、ＤＭＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）などであって、ホームショッピングのプロ
グラムをリアルタイムで放送する媒介の役割をする放送媒体を意味してもよい。また、ホ
ームショッピング決済のために利用する端末は、インターネットＴＶはもちろん、スマー
トフォン（ｓｍａｒｔ　ｐｈｏｎｅ）、タブレット（ｔａｂｌｅｔ）、ウェアラブルコン
ピュータ（ｗｅａｒａｂｌｅ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、ＰＣ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ）、ノート型パソコン（ｌａｐｔｏｐ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などであって、専用
アプリケーションのインストールおよび実行が可能なすべての端末装置を意味してもよい
。
【００４０】
　例えば、インターネットＴＶやスマートフォンの場合、ホームショッピングの視聴から
決済までを行える環境を提供することができる反面、電波を受信する一般的なＴＶは、専
用アプリケーションのインストールおよび実行が不可能であるため、ユーザ１０１がＴＶ
で視聴したホームショッピング商品を注文しようとする場合には、専用アプリケーション
がインストールされた別の端末を利用するようになる。
【００４１】
　ユーザ１０１が利用する端末は、ネットワーク（例えば、インターネットあるいはロー
カルエリアネットワークなど）に直接的あるいは間接的に接続されてもよい。例えば、パ
ーソナルコンピュータとノート型パンコンは、有線ネットワーク接続によってネットワー
クに直接的に接続されてもよい。ラップトップコンピュータは、ラップトップコンピュー
タと無線アクセスポイント（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ：ＷＡＰ）と
の間に確立された無線通信チャネルを介してネットワークに無線で接続されてもよい。ス
マートフォンは、スマートフォンとセルラネットワーク／ブリッジとの間に確立された無
線通信チャンネルを介してネットワークに無線に接続されてもよい。ここで、ネットワー
クは、１つ以上の２次ネットワーク（図示せず）と通信してもよく、２次ネットワークの
例としては、ローカルエリアネットワーク（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、
ワイドエリアネットワーク（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、またはイントラネ
ット（ｉｎｔｒａｎｅｔ）を含んでもよいが、これらに限定されるものではない。
【００４２】
　ユーザ１０１が利用する端末は、上述したネットワークを介してホームショッピングサ
ーバ１０３および／または簡易決済システム１００と互いに接続してもよい。
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【００４３】
　ホームショッピングサーバ１０３は、クライアント（ｃｌｉｅｎｔ）であるユーザ１０
１を対象としてホームショッピングプログラムを提供するプラットフォームの役割をする
が、放送プログラムを提供するＣＰ（ｃｏｎｔｅｎｔｓ　ｐｒｏｖｉｄｅｒ）やホームシ
ョッピング注文システムなどが含まれてもよい。特に、ホームショッピングサーバ１０３
は、商品注文のためのＡＲＳを提供してもよく、簡易決済システム１００と連動して簡易
決済プロセスを実現してもよい。
【００４４】
　簡易決済システム１００は、本明細書で説明される特徴のうちの１つ以上の特徴を実行
するように構成された１つ以上のプロセスを実行してもよい。簡易決済システム１００は
、ホームショッピングサーバ１０３と連動し、ホームショッピングサーバ１０３の要請に
したがって決済を処理する決済処理機関の役割を行うものである。特に、簡易決済システ
ム１００は、ホームショッピング注文過程において不必要な過程を排除しながらも、安全
なセキュリティを有する簡易決済環境を提供することができる。
【００４５】
　簡易決済システム１００は、サーバコンピュータに該当するものであって、サーバコン
ピュータの例としては、サーバコンピューティングデバイス、パーソナルコンピュータ、
サーバコンピュータ、一連のサーバコンピュータ、ミニコンピュータ、および／またはメ
インフレームコンピュータを含んでもよいが、これらに限定されるものではない。サーバ
コンピュータは、分散型システムであってもよく、さらにサーバコンピュータの動作は、
１つ以上のプロセッサ上で同時に実行されてもよいし、順に実行されてもよい。
【００４６】
　上述した簡易決済システム１００は、少なくとも一部の構成要素が、ユーザ１０１が利
用する端末上にインストールされるアプリケーションの形態で実現されてもよいが、これ
に限定されるものではなく、クライアント－サーバ環境で簡易決済サービスを提供するプ
ラットフォームに含まれる形態で実現されてもよい。
【００４７】
　図２は、本発明の一実施形態における、簡易決済システムの内部構成を説明するための
ブロック図であり、図３は、本発明の一実施形態における、簡易決済方法を示したフロー
チャートである。
【００４８】
　本実施形態に係る簡易決済システム１００は、プロセッサ２１０、バス２２０、ネット
ワークインタフェース２３０、メモリ２４０、およびデータベース２５０を含んでもよい
。メモリ２４０は、オペレーティングシステム２４１および簡易決済ルーチン２４２を含
んでもよい。他の実施形態において、簡易決済システム１００は、図２の構成要素よりも
さらに多くの構成要素を含んでもよい。
【００４９】
　メモリ２４０は、コンピュータで読み取り可能な記録媒体であって、ＲＡＭ（ｒａｎｄ
ｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、
およびディスクドライブのような永久大容量記録装置（ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　ｍａｓｓ　
ｓｔｏｒａｇｅ　ｄｅｖｉｃｅ）を含んでもよい。また、メモリ２４０には、オペレーテ
ィングシステム２４１と決済処理ルーチン２４２のためのプログラムコードが格納されて
もよい。このようなソフトウェア構成要素は、メモリ２４０とは別のコンピュータで読み
取り可能な記録媒体からロードされてもよい。このような別のコンピュータで読み取り可
能な記録媒体は、フロッピドライブ（登録商標）、ディスク、テープ、ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ
ＯＭドライブ、メモリカードなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒体（図示せず）
を含んでもよい。他の実施形態において、ソフトウェア構成要素は、コンピュータで読み
取り可能な記録媒体ではないネットワークインタフェース２３０を利用してメモリ２４０
にロードされてもよい。
【００５０】
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　バス２２０は、簡易決済システム１００の構成要素間の通信およびデータ送信を可能に
する。バス２２０は、高速シリアルバス、パラレルバス、ＳＡＮ（Ｓｔｏｒａｇｅ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、および／または他の適切な通信技術を利用して構成されてもよ
い。
【００５１】
　ネットワークインタフェース２３０は、簡易決済システム１００をコンピュータネット
ワークに接続するためのコンピュータハードウェア構成要素であってもよい。ネットワー
クインタフェース２３０は、コミュニケーションシステム１００を無線または有線接続を
介してコンピュータネットワークに接続させてもよい。
【００５２】
　データベース２５０は、簡易決済のために必要な情報を格納および維持する役割を担う
ものである。ここで、データベース２５０は、ユーザそれぞれに対し、ユーザの識別情報
（例えば、携帯電話番号やＩＤなど）またはユーザの識別情報とマッチングされた識別キ
ーを格納してもよい。また、データベース２５０は、ユーザそれぞれに対し、ホームショ
ッピングの注文時に利用する決済手段に関する情報を、当該ユーザの識別情報または識別
キーと関連付けて格納してもよい。決済手段に関する情報は、別途、事前登録によってユ
ーザから入力されてもよいし、ユーザの過去の決済履歴などから抽出されてもよい。図２
では、簡易決済システム１００の内部にデータベース２５０を含むものとして示されてい
るが、別の他のシステム上に構築された外部データベースとして存在してもよい。例えば
、簡易決済システム１００と連動可能な外部プラットフォーム上に構築された情報ＤＢを
データベース２５０の１つとして活用してもよい。
【００５３】
　プロセッサ２１０は、基本的な算術、ロジック、および簡易決済システム１００の入出
力演算を実行することにより、コンピュータプログラムの命令を処理するように構成され
てもよい。命令は、メモリ２４０またはネットワークインタフェース２３０によって、バ
ス２２０を介してプロセッサ２１０に提供されてもよい。
【００５４】
　図２に示すように、プロセッサ２１０は、情報管理部２１１、認証処理部２１２、およ
び決済処理部２１３を含んでもよい。このようなプロセッサ２１０の構成要素は、少なく
とも１つのプログラムコードに基づいて提供される制御命令にしたがってプロセッサ２１
０によって実行される互いに異なる機能（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ）で
表現されてもよい。例えば、プロセッサ２１０が決済情報を含んだ個人情報を管理するよ
うに簡易決済システム１００を制御するために動作する機能的表現として情報管理部２１
１が使用されてもよい。プロセッサ２１０およびプロセッサ２１０の構成要素は、図３の
簡易決済方法が含むステップＳ３１０～３４０を実行してもよい。例えば、プロセッサ２
１０およびプロセッサ２１０の構成要素は、メモリ２４０が含むオペレーティングシステ
ムのコードと上述した少なくとも１つのプログラムコードによる命令（ｉｎｓｔｒｕｃｔ
ｉｏｎ）を実行するように実現されてもよい。ここで、少なくとも１つのプログラムコー
ドは、簡易決済方法を処理するために実現されたプログラムのコードに対応してもよい。
【００５５】
　簡易決済方法は、図３に示す順に処理をしなくてもよく、各処理のうちの一部が省略さ
れてもよいし、追加の処理がさらに含まれてもよい。
【００５６】
　ステップＳ３１０で、プロセッサ２１０は、簡易決済方法のためのプログラムファイル
に格納されたプログラムコードをメモリ２４０にロードしてもよい。例えば、簡易決済方
法のためのプログラムファイルは、永久記憶装置に格納されていてもよく、プロセッサ２
１０は、バス２２０を介して永久記憶装置に格納されたプログラムファイルからプログラ
ムコードがメモリ２４０にロードされるように簡易決済システム１００を制御してもよい
。
【００５７】



(11) JP 2017-228292 A 2017.12.28

10

20

30

40

50

　ここで、プロセッサ２１０およびプロセッサ２１０が含む情報管理部２１１、認証処理
部２１２、および決済処理部２１３のそれぞれは、メモリ２４０にロードされたプログラ
ムコードのうち、対応する部分の命令を実行し、以後のステップＳ３２０～３４０を実行
するためのプロセッサ２１０の互いに異なる機能的表現であってもよい。ステップＳ３２
０～３４０の実行のために、プロセッサ２１０およびプロセッサ２１０の構成要素は、直
接制御命令による演算を処理したり、簡易決済システム１００を制御したりしてもよい。
【００５８】
　ステップＳ３２０で、情報管理部２１１は、ユーザそれぞれに対し、個人情報を含んだ
ユーザ情報および決済手段と関連する決済情報を登録および管理してもよい。一例として
、情報管理部２１１は、ユーザそれぞれに対し、ユーザ情報としてユーザの識別情報（例
えば、携帯電話番号やＩＤなど）またはユーザの識別情報とマッチングされた識別キーを
登録および管理してもよい。また、情報管理部２１１は、ユーザそれぞれに対し、決済情
報を当該ユーザ情報とマッチングして登録および管理してもよい。決済情報は、別途、事
前登録手続によってユーザから直接入力を受けて登録してもよい。ここで、ホームショッ
ピングを区分せずに共通に利用可能な決済手段を登録してもよいし、ホームショッピング
別に利用しようとする決済手段を区分して登録してもよい。他の例として、決済情報は、
ユーザの過去の決済履歴などから抽出して自動登録してもよく、例えば、過去の決済で利
用された決済手段に対し、ユーザの同意に基づいて以後の決済でも利用可能となるように
当該決済手段を登録しておいてもよい。
【００５９】
　ステップＳ３３０で、認証処理部２１２は、ホームショッピングサーバ１０３から決済
要請を受信した場合、決済要請に含まれたユーザ情報を利用してユーザに対する認証処理
を実行してもよい。例えば、ユーザがホームショッピング放送を視聴している際に、ホー
ムショッピング放送で案内される電話番号を利用してＡＲＳで商品注文を要請してもよい
し、ＴＶのホームショッピング放送で案内メニューを操作して商品注文を要請してもよい
。ここで、ホームショッピングサーバ１０３は、ＡＲＳやＴＶによる商品注文要請を受信
してもよく、これにより、商品注文を要請した当該ユーザ情報を含んだ決済要請を簡易決
済システム１００に送信してもよい。例えば、ホームショッピングサーバ１０３は、ユー
ザがＴＶにおいて携帯電話番号の入力を要請して入力を受けてもよいし、ＡＲＳと接続さ
れた発信者番号を追跡してユーザの携帯電話番号を取得してもよい。一例として、認証処
理部２１２は、ホームショッピングサーバ１０３から決済を要請したユーザの携帯電話番
号を受信してもよく、受信した携帯電話番号を利用してユーザ認証を実行してもよい。ユ
ーザ認証には、本人所有の携帯電話であるか否かを確認する携帯電話認証方式が利用され
てもよいが、これに限定されるものではなく、正当なユーザであるか否かを判別する認証
方式であればすべて適用可能である。
【００６０】
　ステップＳ３４０で、決済処理部２１３は、ユーザに対する認証が成功した場合、決済
要請に含まれたユーザ情報とマッチングされた決済情報を利用してホームショッピングサ
ーバ１０３の決済要請に対応する決済処理を実行してもよい。ホームショッピングサーバ
１０３の決済要請には決済金額などが含まれてもよく、これにより、決済処理部２１３は
、ユーザ認証が成功した場合、当該ユーザの決済情報を利用して決済要請に含まれた決済
金額に対する決済を処理してもよい。一例として、決済処理部２１３は、ユーザの決済情
報に対して事前登録されているか否かを確認し、事前登録されているユーザである場合、
ユーザ認証が成功したときは、当該ユーザの決済情報を利用して即時に決済処理する自動
決済を実行してもよい。他の例として、決済処理部２１３は、決済情報が事前登録された
ユーザではない場合、当該ユーザの携帯電話番号に、注文書に対するリンク情報である決
済ＵＲＬを送信してもよく、決済ＵＲＬとリンクする注文書にユーザからの決済情報の入
力を受けて決済処理を実行してもよい。
【００６１】
　したがって、簡易決済システム１００は、ユーザのホームショッピング注文に対するホ
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ームショッピングサーバ１０３の決済要請にしたがい、ホームショッピングサーバ１０３
から送信された携帯電話番号を利用してホームショッピング決済プロセスを簡易に実現す
ることができる。
【００６２】
　図４は、本発明の一実施形態における、ホームショッピング決済過程の一例を示したフ
ローチャートである。図４のホームショッピング決済過程は、決済情報が事前登録されて
いないユーザ（自動決済を許容していないユーザ）を対象とする決済プロセスである。
【００６３】
　ユーザは、ＴＶでホームショッピング放送を視聴している際に、携帯電話によってホー
ムショッピング放送で案内された電話番号を利用して当該ホームショッピングと電話接続
（ＡＲＳまたはオペレータ）してもよく、ホームショッピング側の案内にしたがって商品
注文を要請してもよい（ステップＳ４１）。
【００６４】
　ホームショッピングサーバ１０３では、電話案内に基づいてユーザの注文オプションや
送信場所などを確認してもよく、決済手段を選択する過程において、ユーザが簡易決済シ
ステム１００と関連する決済を要請した場合、ホームショッピングと電話接続された発信
者番号、すなわち、ユーザの携帯電話番号を簡易決済システム１００に送信してもよい（
ステップＳ４２）。ここで、ホームショッピングサーバ１０３は、ホームショッピングサ
ーバ１０３の識別情報とユーザが注文要請した商品の決済金額、さらにユーザの携帯電話
番号を含んだ決済要請を簡易決済システム１００に送信してもよい。電話接続された発信
者番号の他にも、電話案内にしたがってユーザが直接入力した携帯電話番号を簡易決済シ
ステム１００に送信することも可能である。このとき、ホームショッピングサーバ１０３
は、簡易決済システム１００と連動して簡易決済システム１００に決済要請を送信した後
、当該ユーザとの電話接続を終了してもよい。
【００６５】
　簡易決済システム１００は、ホームショッピングサーバ１０３の決済要請を受信した場
合、決済要請に対応する決済画面のリンク情報である決済ＵＲＬを生成し、決済要請に含
まれた携帯電話番号のユーザ端末１０１に送信してもよい（ステップＳ４３）。例えば、
簡易決済システム１００は、ＳＭＳやＭＭＳなどの文字サービスによってユーザ端末１０
１に決済ＵＲＬを送信してもよいし、ユーザ端末１０１上にインストールされた専用アプ
リケーションに決済ＵＲＬをプッシュしてもよい。
【００６６】
　ユーザ端末１０１では、ＳＭＳやＭＭＳあるいは専用アプリケーションのプッシュによ
って決済ＵＲＬを受信してもよく、ユーザが決済ＵＲＬをクリックした場合、専用アプリ
ケーションが自動で実行され、当該決済ＵＲＬに対する選択信号を簡易決済システム１０
０に送信してもよい（ステップＳ４４）。
【００６７】
　簡易決済システム１００は、ユーザ端末１０１から決済ＵＲＬに対する選択信号を受信
した場合、ユーザ端末１０１上で実行された専用アプリケーションを通じて決済ＵＲＬに
該当する決済画面を提供してもよい（ステップＳ４５）。
【００６８】
　簡易決済システム１００は、ユーザが決済ＵＲＬをクリックした場合、決済ＵＲＬに対
応する情報から特定のホームショッピングであることを自動で認識した後、当該ホームシ
ョッピングに最も適した決済手段や利用可能なクーポンなどの特典情報を勧めてもよい（
ステップＳ４６）。例えば、簡易決済システム１００は、ユーザ端末１０１上で実行され
た専用アプリケーションにおける決済画面から、無利子分割払いや割引特典のカードを勧
めたり、クーポンや積立金などの使用を勧めてもよい。
【００６９】
　ユーザ端末１０１上の専用アプリケーションでは、決済画面で選択または入力された決
済情報を利用して簡易決済システム１００に決済を要請してもよい（ステップＳ４７）。
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ユーザは、決済ＵＲＬのクリックによって提供された決済画面に、ホームショッピング注
文に利用したい決済手段や特典情報などを選択または入力してもよい。
【００７０】
　簡易決済システム１００は、ユーザ端末１０１上で実行された専用アプリケーションの
決済要請にしたがってユーザが選択または入力した決済情報を利用してホームショッピン
グサーバ１０３の決済要請に対応する決済処理を実行してもよい（ステップＳ４８）。そ
の後、簡易決済システム１００は、決済処理結果を、ホームショッピングサーバ１０３お
よび／またはユーザ端末１０１上の専用アプリケーションに通知してもよい。
【００７１】
　本実施形態によると、ユーザがホームショッピング電話注文のために簡易決済を選択し
た場合、ＡＲＳやオペレータとの電話通話によってユーザの決済情報の入力を受ける代わ
りに、ホームショッピングサーバ１０３は、ユーザの携帯電話番号を簡易決済システム１
００に送信することにより、簡易決済システム１００は、決済のためのＵＲＬを当該携帯
電話番号のユーザ端末１０１に送信し、ＵＲＬから提供される決済画面で決済情報の入力
を受けて決済処理を行うことができる。
【００７２】
　ユーザは、電話注文の他にも、ＴＶでホームショッピング放送を視聴している際に、Ｔ
Ｖ上でホームショッピング放送中に案内されるメニューを操作して商品注文を要請しても
よい。このとき、ホームショッピングサーバ１０３は、ＴＶでのメニュー操作による注文
要請を受信し、このようなＴＶ注文要請に対しては、図４を参照しながら説明したホーム
ショッピング決済過程ステップＳ４２～ステップＳ４８を同じように適用してもよい。
【００７３】
　図５は、本発明の一実施形態における、ホームショッピング決済過程の他の例を示した
フローチャートである。図５は、ＴＶを通じてホームショッピング注文の決済を行う過程
を示した図である。
【００７４】
　ユーザがＴＶでホームショッピング放送を視聴する場合、ホームショッピングサーバ１
０３は、ＴＶのホームショッピング放送画面５００上に簡易決済のための選択経路案内情
報５０１を提供してもよい（ステップＳ５１）。ホームショッピング放送を視聴するため
にユーザがインターネットＴＶを利用する場合、ホームショッピングサーバ１０３は、ユ
ーザが利用する当該端末と直接通信してもよく、電波を受信する一般的なＴＶを利用する
場合、ホームショッピングサーバ１０３は、ホームショッピング放送を創出するＣＰとの
連動によってユーザが利用する当該端末と通信してもよい。もっとも、ホームショッピン
グサーバ１０３とＴＶとの通信環境は、これに限定されるものではない。
【００７５】
　ユーザが簡易決済を要請するためにリモコンなどを利用してＴＶを操作する場合、ホー
ムショッピングサーバ１０３は、ホームショッピング放送画面５００上にユーザの携帯電
話番号の入力を受けるための入力画面５１０を提供してもよく（ステップＳ５２）、入力
画面５１０にユーザが入力した携帯電話番号を簡易決済システム１００に送信してもよい
。この後に簡易決済システム１００で実行される決済プロセスは、図４を参照しながら説
明したホームショッピング決済過程ステップＳ４３～ステップＳ４８と同じである。
【００７６】
　ホームショッピングサーバ１０３は、簡易決済システム１００と連動しながら、ホーム
ショッピング放送画面５００に決済過程の案内情報を段階的に提供してもよい。一例とし
て、ホームショッピングサーバ１０３は、簡易決済システム１００からユーザの携帯電話
番号に決済ＵＲＬが送信された場合、ＵＲＬ送信を知らせる案内文や決済後にユーザ確認
を要請する案内文、メニューなどを含んだ決済案内情報５２０を提供してもよい（ステッ
プＳ５３）。また、ホームショッピングサーバ１０３は、簡易決済システム１００でＴＶ
注文要請に対する決済が完了した場合、決済完了を知らせる案内文を含んだ完了案内情報
５３０を提供してもよい（ステップＳ５４）。
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【００７７】
　したがって、簡易決済システム１００は、電話注文やＴＶ注文に対してホームショッピ
ングサーバ１０３から送信を受けたユーザの携帯電話番号に決済ＵＲＬを送信し、ユーザ
が当該端末で決済ＵＲＬとリンクする専用アプリやモバイルウェブに入力した決済情報を
利用して決済処理を実行することができる。
【００７８】
　他の例として、ホームショッピング注文のたびに決済情報を入力しなくても、簡易決済
システム１００にホームショッピングの注文時に使用する決済情報を事前登録することに
より、当該決済情報を利用した自動決済をしてもよい。
【００７９】
　図６を参照すると、簡易決済システム１００と関連する専用アプリケーションでは、ホ
ームショッピング自動決済を設定するための設定画面６００が提供されてもよい。
【００８０】
　設定画面６００には、簡易決済サービスの提供が可能なホームショッピングリスト（例
えば、加盟店リストなど）を提供するホームショッピングリスト画面６１０と、ホームシ
ョッピング自動決済のための決済手段を登録および追加するための決済手段登録画面６２
０などが含まれてもよい。
【００８１】
　上述した設定画面６００で、ホームショッピングリストに含まれる全体ホームショッピ
ングに対し、共通で使用する決済手段を設定してもよいし、ホームショッピングリストに
含まれるホームショッピングそれぞれに対し、当該ホームショッピングの注文時に使用す
る決済手段を区分してそれぞれ設定してもよい。
【００８２】
　簡易決済システム１００では、決済手段に関する実際の情報（例えば、実際のカード番
号や口座番号など）を保管せず、仮想の情報を保管してもよい。
【００８３】
　簡易決済システム１００は、ホームショッピングの注文時に使用する決済手段を事前登
録しておき、ホームショッピング自動決済に同意したユーザである場合は、ホームショッ
ピングサーバ１０３からユーザの携帯電話番号が送信され、ユーザの携帯電話番号に基づ
いて当該ユーザの事前登録された決済手段を識別することで、別途の決済情報確認過程を
経なくても、ホームショッピング注文に対する決済を直ぐに承認処理することができる。
【００８４】
　図７は、本発明の一実施形態における、ホームショッピング自動決済過程の一例を示し
たフローチャートである。図７は、ＴＶを通じてホームショッピング注文に対する自動決
済を行う過程を示したものである。
【００８５】
　ユーザがＴＶでホームショッピング放送を視聴する場合、ホームショッピングサーバ１
０３は、ＴＶのホームショッピング放送画面７００上に簡易決済のための選択経路案内情
報７０１を提供してもよい（ステップＳ７１）。
【００８６】
　ユーザが簡易決済を要請するためにリモコンなどを利用してＴＶを操作した場合、ホー
ムショッピングサーバ１０３は、ホームショッピング放送画面７００上にユーザの携帯電
話番号の入力を受けるための入力画面７１０を提供してもよく（ステップＳ７２）、入力
画面７１０でユーザから入力を受けた携帯電話番号を簡易決済システム１００に送信して
もよい。
【００８７】
　簡易決済システム１００は、ホームショッピングサーバ１０３から携帯電話番号を受信
した場合、当該携帯電話番号のユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザで
あるか否かを確認し、ホームショッピング自動決済に同意したユーザであれば、当該携帯
電話番号に認証番号を送信してもよい。
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【００８８】
　ホームショッピングサーバ１０３は、簡易決済システム１００と連動し、簡易決済シス
テム１００からユーザの携帯電話番号に認証番号が送信された場合、ホームショッピング
放送画面７００上に認証番号の入力を受けるための入力画面７２０を提供してもよく（ス
テップＳ７３）、入力画面７２０でユーザから入力された認証番号を簡易決済システム１
００に再び送信してもよい。
【００８９】
　簡易決済システム１００は、自身がユーザの携帯電話番号に送信した認証番号とホーム
ショッピングサーバ１０３から受信した認証番号が一致する場合、当該ユーザが事前登録
した決済手段を利用してホームショッピング自動決済を直ぐに承認処理してもよい。
【００９０】
　ユーザ認証方式としては、認証番号を利用する他にも、決済パスワード、ＰＩＮ、住民
登録番号などを利用してもよい。
【００９１】
　ユーザが事前登録した決済手段が複数ある場合、簡易決済システム１００は、決済手段
リストに関する情報をホームショッピングサーバ１０３に送信し、ユーザがＴＶから決済
手段を選択するように要請してもよい。
【００９２】
　ホームショッピングサーバ１０３は、簡易決済システム１００からユーザの決済手段リ
ストに関する情報を受信し、当該ユーザのホームショッピング注文経路であるホームショ
ッピング放送画面７００上に、決済手段リストから特定の決済手段の選択を受けるための
選択画面７３０を提供してもよく（ステップＳ７４）、選択画面７３０でユーザが選択し
た決済手段に関する情報を簡易決済システム１００に送信してもよい。
【００９３】
　簡易決済システム１００は、ユーザが事前登録した決済手段が複数ある場合、ＴＶから
ユーザが選択した決済手段を利用してホームショッピング自動決済を直ぐに承認処理して
もよい。
【００９４】
　したがって、ＴＶでのホームショッピングの注文時の決済手段を事前登録しておき、ホ
ームショッピング自動決済に同意したユーザである場合、本人所有の携帯電話認証さえ成
功すれば簡易に決済を完了することができる。
【００９５】
　図８は、本発明の一実施形態における、ホームショッピング自動決済過程の他の例を示
したフローチャートである。図８は、電話でホームショッピング注文に対する自動決済を
行う過程を示したものである。
【００９６】
　ユーザがＴＶでホームショッピング放送を視聴する場合、ホームショッピングサーバ１
０３は、ＴＶのホームショッピング放送画面８００上に簡易決済のための電話番号案内情
報８０１を提供してもよい（ステップＳ８１）。
【００９７】
　ユーザは、ホームショッピング放送で案内される電話番号を利用して当該ホームショッ
ピングＡＲＳと接続してもよく（ステップＳ８２）、このとき、ホームショッピングサー
バ１０３では、ＡＲＳと接続された発信者番号、すなわち、ユーザの携帯電話番号を簡易
決済システム１００に送信してもよい。
【００９８】
　簡易決済システム１００は、ホームショッピングサーバ１０３から携帯電話番号を受信
した場合、当該携帯電話番号のユーザがホームショッピング自動決済に同意したユーザで
あるか否かを確認し、ホームショッピング自動決済に同意したユーザであれば、当該ユー
ザが事前登録した決済手段を利用してホームショッピング自動決済を直ぐに承認処理して
もよい。
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【００９９】
　ここで、簡易決済システム１００は、自動決済を承認処理する前に、ホームショッピン
グサーバ１０３から受信した携帯電話番号に対して、決済パスワード、ＰＩＮ、住民登録
番号などを利用した認証手続を経てユーザ認証を実行してもよい。
【０１００】
　ユーザが事前登録した決済手段が複数ある場合、簡易決済システム１００は、決済手段
リストに関する情報をホームショッピングサーバ１０３に送信し、ユーザが特定の決済手
段を選択するように要請してもよい。
【０１０１】
　ホームショッピングサーバ１０３は、簡易決済システム１００からユーザの決済手段リ
ストに関する情報を受信した場合、当該ユーザのホームショッピング注文経路であるＡＲ
Ｓ案内によって決済手段リストを提供し、当該リストから特定の決済手段を選択するよう
に案内してもよい（ステップＳ８３）。
【０１０２】
　ユーザがＡＲＳ案内によって自身が事前登録した決済手段リストを確認し、ＡＲＳ案内
にしたがって当該リストからホームショッピング注文に利用する決済手段を選択してもよ
く（ステップＳ８４）、これにより、ホームショッピングサーバ１０３は、ＡＲＳ案内に
よってユーザが選択した決済手段に関する情報を簡易決済システム１００に送信してもよ
い。
【０１０３】
　簡易決済システム１００は、ユーザが事前登録した決済手段が複数ある場合、ＡＲＳ案
内にしたがってユーザが選択した決済手段を利用してホームショッピング自動決済を直ぐ
に承認処理してもよい。
【０１０４】
　したがって、電話でのホームショッピングの注文時の決済手段を事前登録しておき、ホ
ームショッピング自動決済に同意したユーザである場合には、本人所有の携帯電話認証さ
え成功すれば簡易に決済を完了することができる。
【０１０５】
　ホームショッピング自動決済の場合、ユーザの端末上で専用アプリケーションが実行さ
れなかったとしても、ＴＶや電話注文に対してユーザの電話番号を利用して自動決済を許
容したユーザの決済であるか否かを識別し、直ぐに決済承認を処理することができる。
【０１０６】
　このように、本発明の実施形態によると、決済のたびに決済情報を読み込んだり入力し
たりする必要のない簡易な決済により、ユーザの手数を軽減させ、決済時間を画期的に短
縮させることができる。また、本発明の実施形態によると、決済情報を事前登録しておき
、以後は簡単な認証だけでホームショッピング決済を即時に行うことにより、情報流出の
問題なく、ユーザが簡易に決済することができる環境を提供することができる。さらに、
本発明の実施形態によると、決済の便宜と安全なセキュリティを保障しながらホームショ
ッピングに最適化した簡易決済方法を提供することにより、ホームショッピング会社に対
するブランド価値も高めることができる。
【０１０７】
　上述した装置は、ハードウェア構成要素、ソフトウェア構成要素、および／またはハー
ドウェア構成要素とソフトウェア構成要素との組み合わせによって実現されてもよい。例
えば、実施形態で説明された装置および構成要素は、プロセッサ、コントローラ、ＡＬＵ
（ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　ｌｏｇｉｃ　ｕｎｉｔ）、デジタル信号プロセッサ、マイクロ
コンピュータ、ＦＰＧＡ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａ
ｙ）、ＰＬＵ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｕｎｉｔ）、マイクロプロセッ
サ、または命令を実行して応答することができる様々な装置のように、１つ以上の汎用コ
ンピュータまたは特殊目的コンピュータを利用して実現されてもよい。処理装置は、オペ
レーティングシステム（ＯＳ）および前記ＯＳ上で実行される１つ以上のソフトウェアア
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ータにアクセスし、データを格納、操作、処理、および生成してもよい。理解の便宜のた
めに、１つの処理装置が使用されるとして説明される場合もあるが、当業者は、処理装置
が複数個の処理要素および／または複数種類の処理要素を含んでもよいことが理解できる
であろう。例えば、処理装置は、複数個のプロセッサまたは１つのプロセッサおよび１つ
のコントローラを含んでもよい。また、並列プロセッサのような、他の処理構成も可能で
ある。
【０１０８】
　ソフトウェアは、コンピュータプログラム、コード、命令、またはこれらのうちの１つ
以上の組み合わせを含んでもよく、制御可能に処理装置を構成したり、個別またはまとめ
て処理装置に命令したりしてもよい。ソフトウェアおよび／またはデータは、処理装置に
基づいて解釈されたり、処理装置に命令またはデータを提供したりするために、いかなる
種類の機械、コンポーネント、物理装置、仮想装置、コンピュータ格納媒体または装置、
または送信される信号に永久的または一時的に具現化されてもよい。ソフトウェアは、ネ
ットワークによって接続されたコンピュータシステム上に分散され、分散された状態で格
納され実行されてもよい。ソフトウェアおよびデータは、１つ以上のコンピュータで読み
取り可能な記録媒体に格納されてもよい。
【０１０９】
　実施形態に係る方法は、多様なコンピュータ手段によって実行可能なプログラム命令の
形態で実現されてコンピュータで読み取り可能な媒体に記録されてもよい。前記コンピュ
ータで読み取り可能な媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独
または組み合わせて含んでもよい。前記媒体に記録されるプログラム命令は、実施形態の
ために特別に設計されて構成されたものであってもよいし、コンピュータソフトウェア当
業者に公知なものであってもよい。コンピュータで読み取り可能な記録媒体の例としては
、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、および磁気テープのような磁気媒
体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光媒体、フロプティカルディスク（ｆｌｏｐｔｉｃａ
ｌ　ｄｉｓｋ）のような光磁気媒体、およびＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどのよ
うなプログラム命令を格納して実行するように特別に構成されたハードウェア装置が含ま
れる。プログラム命令の例は、コンパイラによって生成される機械語コードだけではなく
、インタプリタなどを使用してコンピュータによって実行される高級言語コードを含む。
上述したハードウェア装置は、実施形態の動作を実行するために１つ以上のソフトウェア
モジュールとして動作するように構成されてもよく、その逆も同じである。
【０１１０】
　以上のように、実施形態を、限定された実施形態と図面に基づいて説明したが、当業者
であれば、上述した記載から多様な修正および変形が可能であろう。例えば、説明された
技術が、説明された方法とは異なる順序で実行されたり、および／または、説明されたシ
ステム、構造、装置、回路などの構成要素が、説明された方法とは異なる形態で結合され
たりまたは組み合わされたり、他の構成要素または均等物によって対置されたり置換され
たとしても、適切な結果を達成することができる。
【０１１１】
　したがって、異なる実施形態であっても、特許請求の範囲と均等なものであれば、添付
される特許請求の範囲に属する。
【符号の説明】
【０１１２】
１００：簡易決済システム
１０１：ユーザ
１０３：ホームショッピングサーバ
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