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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
イベントへの入場許可や乗り物への搭乗許可、または商品やサービスの提供を受ける際に
必要となる電子チケットを生成するサービスサーバと、前記サービスサーバが生成した電
子チケットを受信し、保持するモバイル端末と、ユーザが前記電子チケットを使用する場
合に、前記モバイル端末と通信し前記モバイル端末が保持する電子チケットを認証するゲ
ート端末と、前記モバイル端末と通信し前記モバイル端末が保持する電子チケットを認証
し、前記モバイル端末に対して前記電子チケットに関連する情報を配信する情報サーバと
、を備えた電子チケットシステムであって、
　前記サービスサーバは、前記電子チケットの生成に用いる情報を格納するチケット発行
データベースと、前記電子チケットを生成する電子チケット発行手段と、前記電子チケッ
ト発行手段が生成した電子チケットを前記モバイル端末へ送信する通信手段と、を備え、
前記電子チケットには、前記モバイル端末と前記ゲート端末との認証処理に用いる第１認
証情報と、前記情報サーバの識別情報を含み、前記情報サーバから前記電子チケットを保
持するモバイル端末に配信される情報を示した選択画面情報と、前記モバイル端末と前記
情報サーバとの認証処理に用いる第２認証情報と、が含まれており、
　前記モバイル端末は、前記サービスサーバから受信した前記電子チケットを保持するチ
ケット蓄積手段と、前記電子チケットに含まれる第１認証情報を用いて、前記ゲート端末
との間で認証処理を行う改札処理手段と、前記電子チケットに含まれる選択画面情報と、
前記情報サーバから受信した前記電子チケットに関連する情報とを表示し、前記モバイル



(2) JP 4503143 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

端末のユーザによる選択操作に関する情報を取得する表示選択手段と、前記電子チケット
に含まれる第２認証情報を用いて、前記選択画面情報に含まれた前記識別情報が示す情報
サーバとの間で認証処理を行い、前記情報サーバから前記選択操作に関する情報に基づい
て選択された情報を受信する情報サービス受領処理手段と、を備える電子チケットシステ
ム。
【請求項２】
サービスサーバからイベントへの入場許可や乗り物への搭乗許可を得る際または商品やサ
ービスの提供を受ける際に必要となる電子チケットを受信し、ゲート端末と前記電子チケ
ットの認証を行い、情報サーバから前記イベントや乗り物または商品やサービスに関連す
る情報を受信するモバイル端末であって、
　前記サービスサーバから受信した前記電子チケットを保持するチケット蓄積手段と、前
記電子チケットに含まれる第１認証情報を用いて、前記ゲート端末との間で認証処理を行
う改札処理手段と、前記電子チケットに含まれる選択画面情報と前記情報サーバから受信
した前記電子チケットに関連する情報とを表示し、前記モバイル端末のユーザによる選択
操作に関する情報を取得する表示選択手段と、前記電子チケットに含まれる第２認証情報
を用いて、前記選択画面情報に含まれた識別情報が示す情報サーバとの間で認証処理を行
い、前記情報サーバから前記選択操作に関する情報に基づいて選択された情報を受信する
情報サービス受領処理手段と、を備えるモバイル端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、イベント、映画、列車、飛行機などの各種チケットを電子化した電子チケッ
トを取り扱う電子チケットシステムと、電子チケットを収めるモバイル端末と、電子チケ
ットを発行するサービスサーバに関し、特に、電子チケットにオンライン情報サービスを
受ける機能を持たせたものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、各種のイベントや、公演あるいは乗り物の指定席券（チケット）を購入するシステ
ムとして、以下に示すものが知られている。
【０００３】
図２６は、従来の一般的な指定席券（チケット）を購入するシステムの構成を示している
。チケットの発券処理を行うチケット発券端末2602は、チケット販売店2601に設置され、
通信回線2605を介して、チケット発行者2603のセンターシステム2604に接続されている。
【０００４】
各種イベントや、公演あるいは乗り物などの指定席チケットを購入する場合、個人消費者
2600は、まず、チケット販売店2601に行き、チケット購入の希望を伝え、チケットの発券
を依頼する。この時、個人消費者2600は、席種（コンサートにおけるＳ席、Ａ席等）は選
択できるが、一般的に、空席情報はチケット販売店2601から知らされないため、自分の希
望する座席を選択することはできないことが多い。
【０００５】
次に、チケット販売店2601は、チケット発券端末2602に、希望するチケットの識別情報と
、希望する席種とを入力して、チケットの発券操作を行う。チケット発券端末2602は、通
信回線2605を介して、希望情報2609（希望するチケットの識別情報と、希望する席種）を
チケット発行者2603のセンターシステム2604に送信し、それを受けて、センターシステム
2604からは、希望する種類のチケットの、希望する席種の中で取得した座席情報を含むチ
ケット情報2607が、チケット発券端末2602に送信される。このとき取得する座席は、一般
に、空席となっている座席の中からセンターシステム2604が一意に、あるいはランダムに
決定することが多い。
【０００６】
チケット発券端末2602は、受信したチケット情報2607をチケット発行者が定める特定の台



(3) JP 4503143 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

紙に印字し、チケット2606として出力（2610）する。チケット販売店2601は、現金2608と
引き換えに発券したチケットを個人消費者2600に手渡し、チケットの販売を終了する。
【０００７】
また、チケットの付加価値を高めるため、例えば、チケットに関連する情報をＷＷＷ上の
ホームページに公開し、このホームページのＵＲＬ情報をチケット上に記載して、チケッ
トに関連する情報提供サービスを受けられるシステム作りがチケット発行者2603により試
みられている。
【０００８】
しかし、この場合、ホームページには、チケット購入者でなくともアクセスが可能であり
、チケットの付加価値を高める効果は、十分には上がっていない。
【０００９】
こうした点を改善し、特定の（チケットを購入した）個人消費者のみを対象とする情報提
供サービスとして、会員登録制のネットワークサービスが知られている。
【００１０】
図２７は、特定の個人消費者を対象にした、一般的な情報提供サービスのシステムの構成
を示している。サービス提供者2701は、情報サービスを提供するプロバイダであり、通信
回線2705を介して、情報サーバ2702に接続されている。情報サーバ2702は、ユーザ管理デ
ータベース2703と、情報データベース2704とを所有している。
【００１１】
会員登録制の情報提供サービスを受ける場合、まず、個人消費者2700は、サービス提供者
2701に対して、ユーザＩＤとパスワードとの登録を要求する（2706）。サービス提供者27
01は、要求されたユーザＩＤとパスワードとを情報サーバ2702のユーザ管理データベース
2703に登録（2707）し、登録したことを、個人消費者2700に通知（2708）する。
【００１２】
ユーザＩＤとパスワードとを登録した個人消費者2700は、情報サービスを受ける時には、
情報サーバ2702にアクセスし、ユーザＩＤとパスワードとを入力（2709）する。情報サー
バ2702は、入力されたユーザＩＤとパスワードとをユーザ管理データベース2703から検索
し、該当するものの存在を確認すると、情報データベース2704から、個人消費者2700の希
望する情報を検索し、情報サービスを提供する（2710）。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のシステムは、次のような問題点を有している。
▲１▼個人消費者は、チケットの購入や指定席の予約のために、チケット販売店に出向か
なければならず、その手間やコストが掛かる、という問題点がある。
▲２▼特定の（チケットを購入した）個人消費者を対象にした情報提供サービスを受ける
場合、個人消費者は、あらかじめサービス提供者に対して会員ＩＤやパスワードなどの認
証情報を登録する必要がある。また、サービスを受ける時にも、毎回、会員ＩＤとパスワ
ードとを入力する必要があり、操作が煩雑である。
▲３▼サービス提供者は、登録された会員ＩＤやパスワードなどの情報を管理するための
データベースなどを用意する必要があり、そのために高い運用コストを負担しなければな
らない。
▲４▼登録された会員ＩＤやパスワードを他人が知ることにより、チケットを購入してい
ない者でも、サービスの提供を受けることが可能になる。
【００１４】
　本発明は、こうした従来の問題点を解決するものであり、流通する各種チケットを電子
化し、このチケットの付加価値を高めるために、チケットに基づいてオンライン情報サー
ビスが受けられるシステムを提供する。そして、このシステムの下で、個人消費者が、チ
ケットの購入やサービス入手の操作に煩わされずに、利便性を享受することができ、また
、システムの高い安全性を維持し、低コストでの運用を可能にする電子チケットや、この
電子チケットを収めるモバイル端末、及び、電子チケットを発行するサービスサーバを提
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供することを目的としている。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の電子チケットシステムは、イベントへの入場許可や乗り物への搭乗許可、また
は商品やサービスの提供を受ける際に必要となる電子チケットを生成するサービスサーバ
と、前記サービスサーバが生成した電子チケットを受信し、保持するモバイル端末と、ユ
ーザが前記電子チケットを使用する場合に、前記モバイル端末と通信し前記モバイル端末
が保持する電子チケットを認証するゲート端末と、前記モバイル端末と通信し前記モバイ
ル端末が保持する電子チケットを認証し、前記モバイル端末に対して前記電子チケットに
関連する情報を配信する情報サーバと、を備えた電子チケットシステムであって、前記サ
ービスサーバは、前記電子チケットの生成に用いる情報を格納するチケット発行データベ
ースと、前記電子チケットを生成する電子チケット発行手段と、前記電子チケット発行手
段が生成した電子チケットを前記モバイル端末へ送信する通信手段と、を備え、前記電子
チケットには、前記モバイル端末と前記ゲート端末との認証処理に用いる第１認証情報と
、前記情報サーバの識別情報を含み、前記情報サーバから前記電子チケットを保持するモ
バイル端末に配信される情報を示した選択画面情報と、前記モバイル端末と前記情報サー
バとの認証処理に用いる第２認証情報と、が含まれており、前記モバイル端末は、前記サ
ービスサーバから受信した前記電子チケットを保持するチケット蓄積手段と、前記電子チ
ケットに含まれる第１認証情報を用いて、前記ゲート端末との間で認証処理を行う改札処
理手段と、前記電子チケットに含まれる選択画面情報と、前記情報サーバから受信した前
記電子チケットに関連する情報とを表示し、前記モバイル端末のユーザによる選択操作に
関する情報を取得する表示選択手段と、前記電子チケットに含まれる第２認証情報を用い
て、前記選択画面情報に含まれた前記識別情報が示す情報サーバとの間で認証処理を行い
、前記情報サーバから前記選択操作に関する情報に基づいて選択された情報を受信する情
報サービス受領処理手段と、を備えることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明のモバイル端末は、サービスサーバからイベントへの入場許可や乗り物へ
の搭乗許可を得る際または商品やサービスの提供を受ける際に必要となる電子チケットを
受信し、ゲート端末と前記電子チケットの認証を行い、情報サーバから前記イベントや乗
り物または商品やサービスに関連する情報を受信するモバイル端末であって、前記サービ
スサーバから受信した前記電子チケットを保持するチケット蓄積手段と、前記電子チケッ
トに含まれる第１認証情報を用いて、前記ゲート端末との間で認証処理を行う改札処理手
段と、前記電子チケットに含まれる選択画面情報と、前記情報サーバから受信した前記電
子チケットに関連する情報とを表示し、前記モバイル端末のユーザによる選択操作に関す
る情報を取得する表示選択手段と、前記電子チケットに含まれる第２認証情報を用いて、
前記選択画面情報に含まれた識別情報が示す情報サーバとの間で認証処理を行い、前記情
報サーバから前記選択操作に関する情報に基づいて選択された情報を受信する情報サービ
ス受領処理手段と、を備えることを特徴とする。
【００１７】
これにより、個人消費者は、ネットワーク連携型電子チケットから、直接、関連情報を提
供する情報サーバにアクセスし、オンライン情報サービスの提供を受けることが可能にな
り、個人消費者の利便性が向上する。
【００１８】
また、個人消費者は、電子チケットを購入して電子財布に格納し、その電子財布を所有す
ることでオンライン情報サービスを受けることが可能になり、個人消費者の利便性が向上
する。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、本発明はこれら実施の
形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様で
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実施し得る。
【００２０】
（実施の形態１）
本発明の実施の形態のネットワーク連携型電子チケットシステムでは、個人消費者が、ネ
ットワークを介して、イベント、映画、列車、飛行機など各種のチケットを電子情報とし
て購入し、そのチケットをイベント会場や映画館、駅、空港などの改札口に設置されたゲ
ート端末に対して使用する。また、そのチケットに関連する情報サービスの提供を、チケ
ットの所有者だけが、その電子情報化されたチケットを基に、ネットワークを介して受け
ることができる。
【００２１】
以下では、電子情報化された各種チケットを総称して「電子チケット」と呼ぶ。電子チケ
ットは、紙のチケットと同じように有価（証券）的性格を有する電子情報であり、従来の
チケットと同様に、入場の許可や、商品・サービスの提供を受けるチケット機能を持つ。
また、電子チケットを基にオンライン情報サービスを受ける機能を「ネットワーク電子チ
ケット」と呼ぶ。ネットワーク電子チケットの実体は、オンライン情報サービスを受ける
ためのアカウント、及び／または、情報サービスを受ける際のデータ処理を行うプログラ
ム情報である。この実施の形態のシステムにおける電子チケットは、図２８（ａ）に示す
ように、「電子チケット」と「ネットワーク電子チケット」とを有しており、この電子チ
ケットを「ネットワーク連携型電子チケット」と呼ぶ（なお、ネットワーク連携型電子チ
ケットの詳しいデータ構造は、図１０を用いて後から説明する）。このネットワーク連携
型電子チケットでは、図２８（ｂ）に示すように、電子チケットを改札機などで使用し、
また、ネットワーク電子チケットを使ってサービスサーバにアクセスし、オンライン情報
サービスを受ける。
【００２２】
また、ネットワーク連携型電子チケットを使用するシステムを「ネットワーク連携型電子
チケットシステム」と呼び、更に、電子チケットやネットワーク電子チケットの使用によ
って、このシステムから提供される各種のサービスを総称して「ネットワーク連携型電子
チケットサービス」と呼び、特に、ネットワーク電子チケットにより提供される情報サー
ビスを「ネットワーク情報サービス」と呼ぶ。
【００２３】
このネットワーク連携型電子チケットシステムは、図１のシステム構成図に示すように、
電子チケットを購入し、使用する機能を持つモバイルユーザ端末100と、電子チケットの
自動改札処理を行うゲート端末101と、チケットを発行するサービスサーバ102と、モバイ
ルユーザ端末100に情報を提供する情報サーバ103と、ネットワークにおけるデータ伝送路
を提供するデジタル公衆網104と、モバイルユーザ端末100をデジタル公衆網104に接続す
る無線電話の基地局105とを備えている。
【００２４】
モバイルユーザ端末100は、赤外線通信とデジタル無線電話通信との２系統の双方向無線
通信機能を持ち、ゲート端末101との間で赤外線通信を行い、基地局105を通じてデジタル
無線電話通信を行う。また、モバイルユーザ端末100は、電子チケット購入機能と、電子
チケット使用機能と、情報サーバ103から提供される情報を閲覧する機能と、ＧＰＳ衛星
からのデータを受信して位置を取得する機能とを持つ。
【００２５】
電子チケットの自動改札処理を行うゲート端末101は、赤外線通信とデジタル電話通信と
の２系統の双方向通信機能を持ち、モバイルユーザ端末100との間で赤外線通信を行い、
デジタル公衆網104を通じてデジタル無線電話通信を行う。
【００２６】
サービスサーバ102は、電子チケット発行機能と、デジタル通信機能と、チケット発行デ
ータベースとを持つ。
【００２７】
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また、情報サーバ103は、デジタル通信機能と、情報データベースと、情報を検索する機
能とを持つ。
【００２８】
図１において、106は、モバイルユーザ端末100と基地局105との間で行うデジタル無線電
話通信の伝送路を示し、107は、モバイルユーザ端末100とゲート端末101との間で行う赤
外線通信の伝送路を示し、108は、ゲート端末101とデジタル公衆網104とを結ぶデジタル
電話通信回線、109は、基地局105とデジタル公衆網104とを結ぶデジタル通信回線、110は
、サービスサーバ102とデジタル公衆網104とを結ぶデジタル通信回線、111は、情報サー
バ103とデジタル公衆網104とを結ぶデジタル通信回線を示している。
【００２９】
また、ネットワーク連携型電子チケットサービスの通常の運用形態としては、次のような
形態を想定している。
【００３０】
サービスサーバ102は、イベント会社またはチケット発行会社に設置される。情報サーバ1
03は、イベント会社、チケット発行会社またはそれらに委託された第三者的別機関に設置
される。また、情報サーバ103は、情報の種類ごとに複数個存在しても構わない。ゲート
端末101は、イベント会場の入口に設置される。モバイルユーザ端末100は、個人消費者が
携帯する。
【００３１】
本システムによって提供されるネットワーク連携型電子チケットサービスは、ネットワー
クを介して購入した電子チケットをイベント会場などのゲート端末101に対して使用し、
また購入した電子チケットに関連する情報サービスの提供を、電子チケットを所有するこ
とにより、その電子チケットの所有者だけが、ネットワークを介して受けることを可能に
するものである。
【００３２】
具体的には、ユーザがモバイルユーザ端末100を用いて、サービスサーバ102からネットワ
ーク連携型電子チケットを購入し、購入したネットワーク連携型電子チケットをモバイル
ユーザ端末100に格納し、管理する。ネットワーク連携型電子チケットの電子チケットを
使用する場合、ユーザはモバイルユーザ端末100を用いて、ゲート端末101とのデータ通信
を行い、モバイルユーザ端末100に格納されている電子チケットの改札処理を行う。また
、ネットワーク連携型電子チケットのネットワーク電子チケットによりネットワーク情報
サービスを受ける場合には、ユーザは、モバイルユーザ端末100を用いて、情報サーバ103
との間のデータ通信を行い、情報サーバ103から、モバイルユーザ端末100に格納している
電子チケットの認証を受けた後、希望する情報サービスの提供を受ける。
【００３３】
このモバイルユーザ端末100において、ネットワーク連携型電子チケットを保持・管理す
る手段を、電子商取引の分野で一般的に用いられている表現に倣って「電子財布」と呼ぶ
。電子財布の実体は、ネットワーク連携型電子チケットを保存管理し、且つ、ネットワー
ク電子チケットに基づいてネットワーク情報サービスを受けるためのアプリケーションで
ある。図２９（ａ）は、ネットワーク連携型電子チケットを保存管理する電子財布を模式
的に示し、図２９（ｂ）は、電子財布を格納するモバイルユーザ端末（情報端末）100を
模式的に示している。
【００３４】
ネットワーク連携型電子チケットサービスを実施するために、本システムの各機器間で行
われるデータ通信は、次に示す伝送路または通信回線を用いて行われる。
【００３５】
まず、モバイルユーザ端末100は、伝送路107を介してゲート端末と赤外線通信を行い、ま
た、伝送路106、基地局105、デジタル通信回線109、デジタル公衆網104及びデジタル通信
回線110を介して、サービスサーバ102とデジタル無線電話によるデジタル電話通信を行い
、また、伝送路106、基地局105、デジタル通信回線109、デジタル公衆網104及びデジタル
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通信回線111を介して、情報サーバ103とデジタル無線電話によるデジタル電話通信を行う
。
【００３６】
ゲート端末101とサービスサーバ102とは、デジタル電話通信回線108、デジタル公衆網104
及びデジタル通信回線110を介してデジタルデータ通信を行う。
【００３７】
次に、本システムを構成する各構成要素について説明する。
【００３８】
まず、ゲート端末101について説明する。ここでは、図２を用いて、ゲート端末101の概要
を説明する。
【００３９】
図２は、ゲート端末101の外観図である。図２において、200は、モバイルユーザ端末100
と赤外線通信を行う赤外線通信モジュール、201は、６４０×４８０画素表示のタッチパ
ネル液晶ディスプレイ（タッチパネルＬＣＤ）、202は、電源スイッチ、203は、テンキー
スイッチ、204は、タッチパネルＬＣＤの表示をメニュー画面に切替えるメニュースイッ
チ、205は、タッチパネルＬＣＤの表示及び、ゲート端末101への操作をロックさせるロッ
クスイッチ、206は、赤外線モジュールとゲート端末101本体とを接続するシリアルケーブ
ルである。この他、ゲート端末101本体の背側面に、ゲート開閉装置等の外部装置を接続
するＲＳ－２３２Ｃインターフェイスがある。なお、赤外線通信モジュール200は、モバ
イルユーザ端末100の通信機能に対応する、赤外線通信以外のその他の無線通信モジュー
ルであっても良い。
【００４０】
ゲート端末101の動作モードには、大きく分けて、電子チケットを改札するチケット改札
モードと、改札する電子チケットを設定する改札チケット設定モードとの２つのモードが
ある。ゲート端末101の動作のモードは、画面をメニュー画面にして（メニュースイッチ2
04を押す）、タッチ操作によって、モードを選択することによって切替わる。
【００４１】
チケット改札モードでは、ゲート端末101は、赤外線通信によって電子チケットが提示さ
れるのを待っている状態にあり、ユーザが、モバイルユーザ端末100を用いて、電子財布
に格納した電子チケットを提示する操作を行うと、提示された電子チケットを検証し、モ
バイルユーザ端末100との間で改札処理情報を交換して、結果を画面に表示する。ゲート
端末101のオペレータ（マーチャント）は、画面に表示される改札処理結果に基づいて、
入場を許可、あるいは、入場を断ったりする。また、外部装置として、ゲート開閉装置を
ゲート端末101に接続すると、改札処理結果に基づいて、ゲートが開閉される。
【００４２】
ロックスイッチ205は、オペレータ（マーチャント）がゲート端末101から離れる場合など
に用いるスイッチであり、画面及びゲート端末101への操作をロックすることによって、
ゲート端末101に対する不正な操作を防止する。ロックスイッチ205によって、いったん、
ゲート端末101をロックすると、あらかじめ設定しておいたパスワードを入力するまで、
ロックを解除することはできない。
【００４３】
また、改札チケット設定モードでは、ゲート端末101に設定する電子チケットを指定する
コード情報を、テンキースイッチ203より入力することで、サービスサーバ102から、指定
された電子チケットを改札するプログラムモジュール（チケット改札モジュール）がダウ
ンロードされ、改札する電子チケットが設定される。
【００４４】
次に、モバイルユーザ端末100について説明する。
【００４５】
図３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ、モバイルユーザ端末100の前面、背面及び側
面の外観図である。



(8) JP 4503143 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

【００４６】
図３（ａ）において、300は、ゲート端末101と赤外線通信を行う赤外線通信ポート（赤外
線通信モジュール）、301は、デジタル無線電話の電波を受発信するアンテナ、302は、レ
シーバスピーカ、303は、１２０×１６０画素表示のカラー液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
、304は、モバイルユーザ端末100の動作モードを切替えるモードスイッチ、305は、デジ
タル無線電話の通話スイッチ、306は、デジタル無線電話の終了スイッチ、307は、ファン
クションスイッチ、308は、テンキースイッチ、309は、電源スイッチ、310は、マイクで
ある。また、313は、端末内に格納されているＩＤ情報を赤外線通信で送信するボタン、
ＩＤ送信ボタンである。
【００４７】
さらに、図３（ｂ）において、311は、代金の支払いや、トランザクションの内容の確認
など、ユーザの確認をともなう処理の実行を促す実行スイッチ、312は、ヘッドセットを
接続するためのヘッドセットジャック、315は、ＧＰＳ衛星からデータを受信するための
アンテナである。
【００４８】
なお、図３（ｃ）に示すように、モバイルユーザ端末100は、ＩＣカードを挿入するＩＣ
カードスロット314を備えていてもよい。
【００４９】
モバイルユーザ端末100には、デジタル無線電話モードと、ブラウザモード、電子財布モ
ード、個人情報管理モード、ＩＤ送信モードの５つの動作モードがあり、デジタル無線電
話モード、ブラウザモード、個人情報管理モード、ＩＤ送信モードは、モードスイッチ30
4によって切替わる。電子財布モードは、電子財布の動作を起動するものであり、これは
ブラウザモードから呼び出される。図３（ａ）は、ブラウザモードの場合に、電子チケッ
トがＬＣＤに表示された画面を示している。
【００５０】
モバイルユーザ端末100は、デジタル無線電話モードでは、デジタル無線電話サービスを
提供する通信事業者との契約に基づくデジタル無線電話として動作する。ブラウザモード
は、一般的なインターネットアクセス情報のＬＣＤへの表示、モバイルユーザ端末100の
電子財布に格納された複数の電子チケットのＬＣＤへの表示、及び電子チケットに関連し
たサービス（即ち、ネットワーク電子チケットによるネットワーク情報サービス）を受信
する時のＬＣＤへの表示の動作を行い、また、電子財布モードを呼び出し、モバイルユー
ザ端末100の電子財布に格納された電子チケットを、ゲート端末101に対して使用する動作
モードとして動作する。個人情報管理モードは、モバイルユーザ端末100の内部に格納さ
れるユーザの個人情報の参照、及び、ユーザ設定情報の設定を行う。ＩＤ送信モードは、
モバイルユーザ端末100の内部に格納されるＩＤ情報を送信するモードである。
【００５１】
このモバイルユーザ端末100を用いて、例えば、普通に電話をかける場合には、ユーザは
、まず、モードスイッチ304で、動作モードをデジタル無線電話モードにし、次に、テン
キースイッチ308で電話番号を入力して、通話スイッチ305を押す。以上の操作により、ユ
ーザは、入力した電話番号に電話を掛けることができる。
【００５２】
また、モバイルユーザ端末100に通常の電話が掛かってきた場合には、モバイルユーザ端
末100は、その動作モードに関係なく、着信音を発する。この場合には、通話スイッチ305
を押すことで自動的にデジタル無線電話モードに切替わり、ユーザは電話を受けることが
できる。
【００５３】
また、電子チケットを使用して改札を受ける場合には、まず、モードスイッチ304により
動作モードをブラウザモードに設定し、さらに電子財布モードを呼び出して、ファンクシ
ョンスイッチ307（“F1”or“F2”）で、使用するチケットを選択する（使用する電子チ
ケットをＬＣＤ303に表示させる）。次に、赤外線通信ポート300を、映画館やイベント会
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場の入口に設置されたゲート端末101の方向に向けて、実行スイッチ311を押す。以上の操
作によって、モバイルユーザ端末100は、電子財布モードに切替わり、ゲート端末101との
間で赤外線通信を行い、チケットの改札処理情報を交換して、電子チケットの改札処理を
行う。
【００５４】
ＩＤ送信モードでは、ＩＤ送信ボタン313が有効となり、ＩＤ送信ボタンを押すと、端末
内に格納されているＩＤ情報を赤外線通信で送信する。また、モバイルユーザ端末100が
ＩＣカードスロット314を備え、それにＩＣカードが挿入されている場合には、ＩＣカー
ドに格納されているＩＤ情報を送信する。
【００５５】
次に、モバイルユーザ端末100の内部の構成について説明する。
【００５６】
図４は、モバイルユーザ端末100のブロック構成図である。
【００５７】
モバイルユーザ端末100は、ＲＯＭ(Read Only Memory)402に格納されたプログラムにした
がって、送信データと受信データとの処理及び他の構成要素の制御を行うＣＰＵ(Central
 Processing Unit)400と、ＣＰＵ400が処理するデータ、及び、ＣＰＵ400が処理したデー
タが格納されるＲＡＭ(Random Access Memory)403と、購入した電子チケットのデータな
どを格納するためのＥＥＰＲＯＭ(Electric Erasable Programmable Read Only Memory)4
04と、モバイルユーザ端末100内の各種情報を表示するための表示装置（ＬＣＤ）401と、
ゲート端末101と赤外線通信を行うための赤外線通信部（赤外線通信モジュール）407と、
基地局105とデジタル無線電話通信を行うためのデジタル無線電話通信部406と、デジタル
無線電話の電波を受発信するアンテナ301と、ＧＰＳ衛星からのデータを受信するアンテ
ナ及びＧＰＳ受信機と、受信されたデータを解析して座標位置や時刻情報などの位置情報
をもとめるＧＰＳ用計算機とを組み合わせた、ＧＰＳ計算部405と、音声入力装置408と、
音声出力装置409と、スイッチ装置410とを備えている。なお、赤外線通信部407は、ゲー
ト端末101の通信機能に対応する、赤外線通信以外のその他の無線通信部であっても良い
。
【００５８】
なお、ＥＥＰＲＯＭ(Electric Erasable Programmable Read Only Memory)404の代わりに
、ＩＣカードリーダとＩＣカードとを備えていても良い。
【００５９】
ＲＯＭ402には、電子チケットを購入、保管、使用するための電子財布のプログラムや、
購入した電子チケットの関連情報を閲覧するためのブラウザプログラムが格納される。
【００６０】
図５は、ＥＥＰＲＯＭ404に格納されるデータの模式図である。
【００６１】
ＥＥＰＲＯＭ404には、基本プログラム領域500、サービスデータ領域501、ユーザ領域502
、ワーク領域504、及びテンポラリ領域505の５つの領域がある。
【００６２】
基本プログラム領域500は、モバイルユーザ端末100のＲＯＭに格納されているプログラム
のバージョンアップされたモジュール、及び、パッチプログラムや、追加プログラムが格
納される。
【００６３】
ユーザ領域502は、ユーザが自由に使用できる領域、ワーク領域503は、モバイルユーザ端
末100のＣＰＵがプログラムを実行する際に使用する作業領域、また、テンポラリ領域504
は、モバイルユーザ端末100が受信した情報を一時的に格納する領域である。サービスデ
ータ領域501は、電子チケット情報、履歴情報などを格納する領域である。
【００６４】
サービスデータ領域501には、個人情報505、ユーザ公開鍵証明書506、ユーザ設定情報507
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、電話情報508、決済口座情報509、電子チケットリスト510、使用履歴リスト511が格納さ
れている。個人情報は、ユーザの名前、年齢、性別などの情報、ユーザ公開鍵証明書は、
ユーザの公開鍵証明書、ユーザ設定情報は、ネットワーク連携型電子チケットサービスに
関する、ユーザの設定情報、電話情報は、電話番号などのデジタル無線電話に関連する情
報、決済口座情報は、ユーザが登録した決済口座の情報、電子チケットリストは、ユーザ
が所有する電子チケットのリスト情報とそのデータの実体、使用履歴リストは、ネットワ
ーク連携型電子チケットシステムの使用履歴情報である。
【００６５】
また、モバイルユーザ端末100がＩＣカードスロット314を備えている場合、上記のデータ
の一部またはすべてが、ＩＣカードに格納される。
【００６６】
次に、サービスサーバ102及び情報サーバ103について説明する。
【００６７】
サービスサーバ102と情報サーバ103は、少なくとも一台以上のコンピュータから構成され
る。また、サービスサーバ102及び情報サーバ103は、チケット発行者によって認証された
機関で、また、サービスサーバ102と情報サーバ103は、同じ端末であってもよい。
【００６８】
サービスサーバ102は、チケットを発行するためのチケット発行データベースと、デジタ
ル署名をするためのサービスサーバ秘密鍵とを所有している。情報サーバ103は、情報デ
ータベースとサービスサーバ証明書とを所有し、サービスサーバ公開鍵を所有している。
【００６９】
図１０は、ネットワーク連携型電子チケットのデータ構造を示す模式図である。ここで、
二重線で囲まれた部分は、電子チケット発行者によるデジタル署名が施されている部分を
示す。図１０において、一つのネットワーク連携型電子チケット1000は、電子チケットプ
ログラム1001、提示電子チケット（図２８の電子チケット）1002、ネットワーク電子チケ
ット（図２８のネットワーク電子チケット）1003、及び、電子チケット証明書1004の四つ
の部分から構成される。電子チケットプログラム1001は、電子チケットの状態（ステイタ
ス）の管理、及び、電子チケット固有の動作を規定する情報であり、提示電子チケット10
02は、電子チケットを使用する際に、電子チケットの内容を示す情報として、ゲート端末
101に提示する情報であり、ネットワーク電子チケット1003は、「ネットワーク連携型電
子チケットからネットワークに接続して情報サービスを受けるのに必要な情報」であり、
電子チケット証明書1004は、電子チケット発行者が発行する電子チケットの証明書であり
、電子チケットが本物であることを示す情報である。
【００７０】
一つのネットワーク連携型電子チケットは、公開鍵暗号方式の４種類、６つの鍵を持つ。
１種類は、電子チケットのデジタル署名用の鍵であり、秘密鍵と、それに対応する公開鍵
として、それぞれ、電子チケットプログラム1001に格納されている電子チケット署名秘密
鍵1007と、電子チケット証明書1004に格納されている電子チケット署名公開鍵である。も
う１種類は、ゲート端末101との間での電子チケットの認証処理に用いる、電子チケット
プログラム1001に格納されている電子チケット認証秘密鍵1008である。もう１種類は、モ
バイルユーザ端末100側でのゲート端末101の認証処理に用いる、電子チケットプログラム
1001に格納されているトランザクション端末認証公開鍵1009である。もう１種類は、情報
サーバ103との間での電子チケット及びモバイルユーザ端末100の認証処理に用いる、ネッ
トワーク電子チケット1003に格納されているチケット所有者秘密鍵1017と、電子チケット
所有証明書1018に格納されているチケット所有者公開鍵である。
【００７１】
電子チケット署名秘密鍵1007と、電子チケット署名公開鍵と、チケット所有者秘密鍵1017
と、チケット所有者公開鍵とは、一つ一つの電子チケットごとに異なる鍵対であり、電子
チケット認証秘密鍵1008と、トランザクション端末認証公開鍵1009は、電子チケットの種
類ごとに異なる鍵である。ゲート端末101には、電子チケット認証秘密鍵1008とトランザ
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クション端末認証公開鍵1009とにそれぞれ対応する電子チケット認証公開鍵と、トランザ
クション端末認証秘密鍵とが設定されている。
【００７２】
図１０において、まず、電子チケットプログラム1001は、電子チケットステイタス1005、
電子チケットプロパティ1006、電子チケット署名秘密鍵1007、電子チケット認証秘密鍵10
08、トランザクション端末認証公開鍵1009、及び、電子チケットプログラムデータ1010に
よって構成される。
【００７３】
電子チケットステイタス1005は、電子チケットの状態（ステイタス）を示す情報であり、
電子チケットの使用の可否等を示す情報である。
【００７４】
電子チケットプロパティ1006は、電子チケットの種類によって、オプションで設定される
情報である。例えば、電子チケットが回数券の場合、電子チケットプロパティには、回数
券の残り枚数が設定され、使用される毎に１ずつデクリメントされ、残り枚数が０になる
と、電子チケットステイタス1005の電子チケットの使用可否を示すステイタスが使用不可
に設定される。
【００７５】
電子チケット署名秘密鍵1007は、前述した電子チケットのデジタル署名用の秘密鍵であり
、同様に、電子チケット認証秘密鍵1008は、電子チケットの認証処理に用いる秘密鍵、ト
ランザクション端末認証公開鍵1009は、ゲート端末の認証処理に用いる公開鍵である。
【００７６】
電子チケットプログラムデータ1010は、その電子チケット固有の動作を規定するプログラ
ムモジュールであり、この電子チケットプログラムデータ1010と電子チケットプロパティ
1006との組み合わせによって、いろいろな種類の電子チケットが規定でき、電子チケット
使用の処理における各種の動作を規定することができる。
【００７７】
次に、提示電子チケット1002は、電子チケットコード1011、電子チケットＩＤ1012、電子
チケット情報1013、電子チケット発行者ＩＤ1014、及び予約情報1015によって構成される
。電子チケットコード1011と電子チケットＩＤ1012と電子チケット情報1013と電子チケッ
ト発行者ＩＤ1014には、電子チケット発行者によるデジタル署名が施されている。
【００７８】
電子チケットコード1011は、電子チケットの種類を示すコード情報である。電子チケット
ＩＤ1012は、一つ一つの電子チケットごとに異なる識別情報である。電子チケット情報10
13は、電子チケットの内容を示すＡＳＣＩＩ情報であり、電子チケットのタイトルや、日
時、場所、席種、主催者、さらには、電子チケットの譲渡の可否や、回数券として動作す
る場合には、発行時の回数券の枚数等の使用条件情報が、それぞれの情報の種類を示すタ
グ情報を付加した形式で記述されている。
【００７９】
電子チケット発行者ＩＤ1014は、この電子チケットを発行した電子チケット発行者を示す
ＩＤ情報である。
【００８０】
予約情報1015は、乗り物やイベント会場での指定席取得の際に書き換えられる情報であり
、日時、席番号などの情報が設定される。
【００８１】
次に、ネットワーク電子チケット1003は、電子チケットＩＤ1012、スタートページデータ
1016、チケット所有者秘密鍵1017、電子チケット所有証明書1018、ネットワークサービス
プログラム1019、ブックマークリスト1020、及びサービスステイタス1021の情報によって
構成される。電子チケットＩＤ1012とスタートページデータ1016とチケット所有者秘密鍵
1017と電子チケット所有証明書1018とネットワークサービスプログラム1019には、電子チ
ケット発行者によるデジタル署名が施されている。
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【００８２】
電子チケットＩＤ1012は、一つ一つの電子チケットごとに異なる識別情報である。
【００８３】
スタートページデータ1016は、電子チケットからネットワーク情報サービスを受ける際に
、ネットワークサービスメニューとして最初に表示されるネットワーク情報サービスのス
タートページ（図１３）の表示情報であり、その表示情報には、その電子チケットによっ
て受けることが出来る情報サービスの名称と、それを提供する情報サーバのＵＲＬ（Unif
orm Resource Locator）情報と、各情報サーバ103のＩＤ（情報サーバＩＤ）とが埋め込
まれている。また、その表示情報には、各情報サービスを提供する情報サーバ103と交換
するメッセージの生成や処理に用いるプログラムモジュールを呼び出すためのスクリプト
が埋め込まれており、各スクリプトは、ＵＲＬ情報をパラメータとして各プログラムモジ
ュールを呼び出す。このＵＲＬ情報、情報サーバＩＤ、及び、プログラム実行のためのス
クリプトは、ＨＴＭＬやＸＭＬ、ＷＭＬなどのマークアップ言語でスタートページデータ
1016の中に記述される。
【００８４】
チケット所有者秘密鍵1017は、情報サーバ103との認証処理に用いる秘密鍵である。
【００８５】
電子チケット所有証明書1018は、電子チケットの購入時にサービスサーバ102によって発
行され、電子チケットを購入したユーザ端末100のＩＤと、電子チケットＩＤ、電子チケ
ット所有証明書ＩＤ、チケット所有者公開鍵、及び電子チケット所有証明書発行日時によ
って構成され、電子チケット発行者のデジタル署名が施されている。
【００８６】
ネットワークサービスプログラム1019は、ネットワーク電子チケット1003を用いて情報サ
ーバ103からネットワーク情報サービスを受ける際の電子財布を制御するプログラムであ
り、ネットワーク情報サービスを受けるためのメッセージの生成や処理、チケットの更新
処理、サービスステイタス変更、要求情報などの生成などを行うためのプログラムモジュ
ール群から成り、各モジュールは、スタートページデータ1016に埋め込まれたスクリプト
によって呼び出されて、実行される。
【００８７】
ブックマークリスト1020は、ネットワーク情報サービス受信中に、ローカル（ＥＥＰＲＯ
Ｍ404）に保存した情報のＩＤと、ローカルアドレス（ＥＥＰＲＯＭ404上のアドレス）へ
のポインタとを示すリストであり、新しい情報が保存されるごとに、リストには新しいＩ
Ｄとポインタとが加えられていく。
【００８８】
また、サービスステイタス1021は、ネットワーク電子チケット1003の状態（ステイタス）
を示す情報であり、スタートページデータ1016に表示された各情報サービスに対して、そ
の電子チケットからのアクセスの可否等を示すリスト情報である。
【００８９】
電子チケット証明書1004は、電子チケットＩＤ、電子チケット署名公開鍵、電子チケット
証明書ＩＤ、電子チケット発行者ＩＤ、及び電子チケット証明書発行日時よって構成され
、電子チケット発行者のデジタル署名が施されている。
【００９０】
次に、本システムにおける、電子チケットの使用について、図１、図６、図７、図８を用
いて説明する。
【００９１】
本システムにおいて、モバイルユーザ端末100内の電子財布に格納された電子チケットの
使用は、モバイルユーザ端末100とゲート端末101との間の赤外線通信によって行われる。
図８は、電子チケットを使用する場合の処理の手順を示している。
【００９２】
まず、ユーザは、モードスイッチ304により動作モードをブラウザモードに設定し、さら
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に電子財布モードを呼び出して、ファンクションスイッチ307(“F1”or“F2”)で、使用
するチケットを選択する（図６のように、選択した電子チケットがＬＣＤ303に表示され
る）。次に、図６の「改札」を選択し、赤外線通信ポート300を、映画館やイベント会場
の入口に設置されたゲート端末101の方向に向けて実行ボタン311を押す。すると、モバイ
ルユーザ端末100は、ゲート端末101に対して、選択したチケットの改札処理要求801を送
信し、ゲート端末101は、受信した改札処理要求801に含まれる、選択したチケットの情報
を検証し、その正当性を確認すると、モバイルユーザ端末100に対して、電子チケット変
更要求802を送信する。この電子チケット変更要求802とは、改札処理を行ったチケットを
、「改札済」状態にして、同じチケットを再び使用できない状態にすることと、チケット
ＩＤを変更する要求である。電子チケット変更要求802を受信したモバイルユーザ端末100
は、電子チケット変更処理を行い、ゲート端末101に対して、電子チケット変更完了メッ
セージ803を送信する。電子チケット変更完了メッセージ803を受信したゲート端末101は
、改札完了メッセージ804をモバイルユーザ端末100に送信し、改札完了メッセージ804を
モバイルユーザ端末100が受信すると、電子チケットの改札処理は終了する。この時、電
子チケットステイタス1005の電子チケットの使用可否を示すステイタスは使用不可に変更
され、また、図７に示すように、電子チケットの内容表示は、「改札」から「改札済」に
変更される。
【００９３】
次に、本システムで提供される、ネットワーク情報サービスについて、説明する。
【００９４】
図９は、ネットワーク情報サービスを受ける場合の処理の手順を示す。
【００９５】
ネットワーク情報サービスを受ける場合、ユーザは、まず、モードスイッチ304により動
作モードをブラウザモードに設定し、ファンクションスイッチ307（“F1”or“F2”）で
、図６に示すように電子チケットを表示させる。次に、ファンクションスイッチ307（“F
3”or“F4”）によって、そのチケットのサービスメニューを表示させる（図１２）。そ
こで、「ネットワークサービス」を選択すると、モバイルユーザ端末100の電子財布は、
電子チケットのスタートページデータ1016に基づいて、ネットワークサービスメニューを
モバイルユーザ端末100のＬＳＤ303に表示（スタートページ表示900）する（図１３）。
そして、例えば、「地図」を選択する（ネットワークサービス要求操作901）。すると、
モバイルユーザ端末100の電子財布は、電子チケットの認証処理を促すメッセージ、認証
要求メッセージ902を生成し、これを、スタートページデータ1016の中に「地図」に対応
して埋め込まれたＵＲＬ情報が示す情報サーバ103に、モバイルユーザ端末100を通じて送
信する。
【００９６】
認証要求メッセージ902を受信した情報サーバ103は、まず、認証要求メッセージ902の内
容の有効性を検証し、認証要求メッセージ902が有効な場合に、電子チケットを認証した
ことを示すメッセージ、認証メッセージ903を、モバイルユーザ端末100に対して送信する
。
【００９７】
次に、認証メッセージ903を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、認証メッセー
ジ903の内容の有効性を検証し、認証メッセージ903が有効な場合に、情報サーバ103に対
して何のサービスを要求するのかを示す情報、要求情報メッセージ904を生成し、モバイ
ルユーザ端末100を通じて情報サーバ103に対して送信する。
【００９８】
要求情報メッセージ904を受信した情報サーバ103は、要求情報メッセージ904の内容の有
効性を検証し、要求情報メッセージ904が有効な場合に、ユーザの要求に対応した関連情
報を含むメッセージ、関連情報メッセージ905を、モバイルユーザ端末100に対して送信す
る。
【００９９】
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関連情報メッセージ905を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、関連情報メッセ
ージ905の内容の有効性を検証し、関連情報メッセージ905が有効な場合に、関連情報メッ
セージ905内の関連情報を、ブラウザプログラムを用いて、表示（関連情報表示906）する
（図１６）。
【０１００】
次に、図９において、モバイルユーザ端末100の電子財布と情報サーバ103との間で送受信
される各メッセージについて図１１を用いて説明する。
【０１０１】
認証要求メッセージ902は、このメッセージが認証要求メッセージ902であることを示すヘ
ッダ1100と、認証要求メッセージ902を発行した日時を示す発行日時1101と、モバイルユ
ーザ端末100と情報サーバ103間の一回のセッションの間に、共通に用いるセッションＩＤ
1102と、電子チケットの種類を示すコード情報である電子チケットコード1103と、各電子
チケット１枚ごとに固有の電子チケットＩＤ1104と、各モバイルユーザ端末100にハード
的に固有なユーザ端末ＩＤ1105と、電子チケット購入時にチケット発行者から発行された
電子チケット所有証明書1106とから構成される。これらのうち、ヘッダ1100、発行日時11
01、セッションＩＤ1102、、電子チケットコード1103、電子チケットＩＤ1104、及びユー
ザ端末ＩＤ1105は、電子チケット購入時にチケット発行者から得た、チケット所有者秘密
鍵1017でデジタル署名が施される。認証要求メッセージ902は、ネットワーク情報サービ
スの種類によって、ネットワークサービスプログラム1019内の対応するプログラムモジュ
ールが、生成する。
【０１０２】
認証メッセージ903は、このメッセージが認証メッセージ903であることを示すヘッダ1107
と、認証メッセージ903を発行した日時を示す発行日時1108と、セッションＩＤ1109と、
受信した認証要求メッセージ902に基づいて、電子チケットとモバイルユーザ端末100とを
認証したことを示すコード情報である認証コード1110と、情報サーバ103の正当性を証明
する情報サーバ証明書1111とから構成される。このうち、ヘッダ1107、発行日時1108、セ
ッションＩＤ1109、及び認証コード1110は、情報サーバ秘密鍵でデジタル署名が施され、
また、メッセージ全体が、チケット所有者公開鍵で封書化処理が施される。
【０１０３】
要求情報メッセージ904は、このメッセージが要求情報メッセージ904であることを示すヘ
ッダ1112と、要求情報メッセージ904を発行した日時を示す発行日時1113と、セッション
ＩＤ1114と、電子チケットＩＤ1104と、ユーザ端末ＩＤ1105と、ユーザが何の情報を要求
しているのかを示す要求情報1115とから構成される。要求情報1115は、ネットワーク情報
サービスの種類によって、ネットワークサービスプログラム1019内の対応するプログラム
モジュールが生成する。メッセージ全体は、チケット所有者秘密鍵1017でデジタル署名が
施され、さらに、情報サーバ公開鍵で封書化処理が施される。要求情報メッセージ904は
、ネットワーク情報サービスの種類によって、ネットワークサービスプログラム1019内の
対応するプログラムモジュールが、生成する。
【０１０４】
関連情報メッセージ905は、このメッセージが関連情報メッセージ905であることを示すヘ
ッダ1116と、関連情報メッセージ905を発行した日時を示す発行日時1117と、セッション
ＩＤ1118と、要求情報メッセージ904内の要求情報1115に基づいてデータベースから検索
された関連情報1119と、サービスステイタス1021の変更命令のコード情報である命令コー
ド1120とから構成される。メッセージ全体が、情報サーバ公開鍵でデジタル署名が施され
、さらに、チケット所有者公開鍵を用いて、封書化処理が施される。
【０１０５】
次に、モバイルユーザ端末100の電子財布と、情報サーバ103との間のメッセージの交換に
おける、処理の詳細について説明する。
【０１０６】
チケットのサービスメニューを表示している状態で、「ネットワークサービス」が選択さ
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れると、モバイルユーザ端末100の電子財布は、電子チケットのスタートページデータ101
6に基づいて、ネットワークサービスメニューを表示（スタートページ表示900）する（図
１３）。
【０１０７】
そして、更に、ネットワークサービスメニューから一つのネットワーク情報サービスが選
択されると（ネットワークサービス要求操作901）、スタートページデータ1016内部に埋
め込まれたスクリプトが動作し、選択された情報サービスの受信を行うための対応したプ
ログラムモジュールが、ＵＲＬ情報をパラメータとしてネットワークサービスプログラム
1019から呼び出される。呼び出されたプログラムモジュールは、まず、サービスステイタ
ス1021を参照し、選択された情報サービスがアクセス可であることを確認すると、認証要
求メッセージ902を作成する。モバイルユーザ端末100は、デジタル公衆網104に接続して
、選択されたネットワーク情報サービスに対応するＵＲＬが示す情報サーバ103に対して
、認証要求メッセージ902を送信する。
【０１０８】
認証要求メッセージ902を受信した情報サーバ103は、まず、受信した電子チケット所有証
明書1106の有効性を検証し、次に、電子チケット所有証明書1106を用いて、ヘッダ1100、
発行日時1101、セッションＩＤ1102、電子チケットコード1103、電子チケットＩＤ1104、
及びユーザ端末ＩＤ1105に施されたデジタル署名を検証する。署名の検証が終了すると、
次にヘッダ1100、発行日時1101、セッションＩＤ1102、及び電子チケットコード1103の正
当性を検証する。次に、電子チケットＩＤ1104を、電子チケット所有証明書1106に書かれ
ているものと一致しているかどうか、検証する。次に、ユーザ端末ＩＤ1105を、電子チケ
ット所有証明書1106に書かれているものと一致しているかどうか、検証する。情報サーバ
103は、以上の検証をすべて正常終了した場合に、受信した認証要求メッセージ902が、電
子チケットの正しい所有者（モバイルユーザ端末100）からのメッセージであることを認
証し、認証メッセージ903を作成し、モバイルユーザ端末100に対して送信する。
【０１０９】
認証メッセージ903を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布では、まず、ネットワー
クサービスプログラム1019から呼び出されたプログラムモジュールが、チケット所有者秘
密鍵1017を用いて、認証メッセージ903全体の封書開封処理を行う。次に、情報サーバ証
明書1111の有効性を検証する。次に、情報サーバ証明書1111を用いて、スタートページデ
ータ1016内に埋め込まれた、選択した情報サービスを提供する情報サーバＩＤを検証する
。次に、情報サーバ証明書1111を用いて、ヘッダ1107、発行日時1108、セッションＩＤ11
09、及び認証コード1110に施されたデジタル署名を検証する。次に、認証メッセージ903
のヘッダ1107と、発行日時1108と、セッションＩＤ1109との正当性を検証する。次に、認
証コード1110の内容を検証する。発行日時1108、セッションＩＤ1109、及び認証コード11
10がともに正しいことを認めると、要求情報を生成し、要求情報メッセージ904を作成す
る。モバイルユーザ端末100は、情報サーバ103に対して要求情報メッセージ904を送信す
る。
【０１１０】
要求情報メッセージ904を受信した情報サーバ103は、まず、情報サーバ秘密鍵で、メッセ
ージ全体に施された封書開封処理を行う。次に、電子チケット所有証明書1106を用いて、
メッセージに施されたデジタル署名を検証する。次に、ヘッダ1112、発行日時1113、及び
セッションＩＤ1114の正当性を検証する。次に、電子チケットＩＤ1104と、ユーザ端末Ｉ
Ｄ1105とが、電子チケット所有証明書1106に書かれているものと一致しているかどうか、
検証する。情報サーバ103は、以上の検証をすべて正常終了した場合に、次に、受信した
要求情報1115の内容を基に、対応する関連情報をデータベースから検索する。検索し終え
ると、関連情報メッセージ905を作成し、モバイルユーザ端末100に対して送信する。
【０１１１】
関連情報メッセージ905を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布では、まず、ネット
ワークサービスプログラムから呼び出されたプログラムモジュールが、チケット所有者秘
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密鍵1017を用いて、メッセージ全体に施された封書開封処理を行う。次に、情報サーバ証
明書1111を用いて、メッセージ全体に施されたデジタル署名を検証する。次に、ヘッダ11
16、発行日時1117、及びセッションＩＤ1118の正当性を検証する。以上の検証をすべて正
常終了した場合に、次に、命令コード1120の内容に基づいて、サービスステイタス1021を
変更する。サービスステイタス1021の変更がない場合もある。次に、受信した関連情報11
19を、ブラウザプログラムを用いて、モバイルユーザ端末100の表示部に表示する（図１
４）。
【０１１２】
以上が、ネットワーク情報サービスを受ける際に、モバイルユーザ端末100の電子財布、
及び情報サーバ103で行われる処理の詳細である。
【０１１３】
なお、このネットワーク情報サービスでは、例えば図１３における、地図、交通機関情報
、天気予報などの特に、アクセス可能者を特定しなくてもよい情報サービスにおいては、
認証要求メッセージ902と認証メッセージ903との交換による、モバイルユーザ端末100と
情報サーバ103間の認証処理を行わなくても良い。その場合、要求情報メッセージ904と関
連情報メッセージ905との交換だけで良い。この場合、要求情報メッセージ904への情報サ
ーバ公開鍵による封書化処理、及び関連情報メッセージ905へのチケット所有者公開鍵に
よる封書化処理は施されない。
【０１１４】
また、図１４において「保存」を選択すると、現在閲覧中の情報のページデータ及びその
ＵＲＬ情報が、ＥＥＰＲＯＭ404のユーザ領域502に保存される。また、ネットワーク電子
チケットのブックマークリスト1020に、その情報のタイトル（識別情報）、及び、ＥＥＰ
ＲＯＭ404上の場所を示すアドレス情報が登録される。例えば、電子チケットサービスメ
ニューを表示している状態（図１２）で「ブックマーク」を選択すると、ブックマークリ
スト1020に登録された情報のタイトルが図１５のように表示され、この中で希望する情報
を選択すると、その情報に対応するアドレス情報を基に情報がＥＥＰＲＯＭ404から呼び
出され、図１６のような画面が表示される。図１６において、「更新」を選択すると、ペ
ージ内に埋め込まれたＵＲＬ情報を基に、この情報を管理する情報サーバ103にアクセス
し、最新の情報に更新される。この、情報の更新の際のモバイルユーザ端末100の電子財
布と情報サーバ103との間のメッセージの交換及びその処理は、図９と同様である。
【０１１５】
なお、このブックマーク情報の更新でも、特に、アクセス可能者を特定しなくてもよい情
報サービスにおいては、認証要求メッセージ902と認証メッセージ903との交換による、モ
バイルユーザ端末100と情報サーバ103間の認証処理を行わなくても良い。その場合、要求
情報メッセージ904、関連情報メッセージ905の交換だけで良い。この場合も、要求情報メ
ッセージ904への情報サーバ公開鍵による封書化処理、及び関連情報メッセージ905へのチ
ケット所有者公開鍵による封書化処理は施されない。
【０１１６】
次に、イベント会場などへのナビゲーションサービスを、ネットワーク情報サービスを用
いて受ける場合について、説明する。
【０１１７】
ネットワーク情報サービスにおいてナビゲーションサービスを受ける場合、ユーザは、ま
ず、モードスイッチ304により動作モードをブラウザモードに設定し、ファンクションス
イッチ307（“F1”or“F2”）で、図６に示すように電子チケットを表示させる。次に、
ファンクションスイッチ307（“F3”or“F4”）によって、そのチケットのサービスメニ
ューを表示させる（図１２）。そこで、「ネットワークサービス」を選択すると、モバイ
ルユーザ端末100の電子財布は、ネットワークサービスメニューを表示する（図１３）。
そして、「ナビゲーション」を選択すると、モバイルユーザ端末100の電子財布は、ナビ
ゲーションサービスを提供する情報サーバ103に対して、電子チケットの認証処理を促す
メッセージ、認証要求メッセージ902を送信する。
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【０１１８】
認証要求メッセージ902を受信した情報サーバ103は、まず、認証要求メッセージ902の内
容の有効性を検証し、認証要求メッセージ902が有効な場合に、電子チケットを認証した
ことを示すメッセージ、認証メッセージ903をモバイルユーザ端末100に対して送信する。
次に、認証メッセージ903を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、まず、認証メ
ッセージ903の内容の有効性を検証し、認証メッセージ903が有効な場合に、情報サーバ10
3に対してナビゲーションを要求することを示す情報と、ＧＰＳ計算部405で計算したモバ
イルユーザ端末100の位置情報とを含む要求情報メッセージ904を情報サーバ103に対して
送信する。
【０１１９】
要求情報メッセージ904を受信した情報サーバ103は、まず、要求情報メッセージ904の内
容の有効性を検証し、要求情報メッセージ904が有効な場合に、ナビゲーション情報を含
むメッセージ、関連情報メッセージ905をモバイルユーザ端末100に対して送信する。
【０１２０】
関連情報メッセージ905を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、まず、関連情報
メッセージ905の内容の有効性を検証し、関連情報メッセージ905が有効な場合に、関連情
報メッセージ905内の関連情報（ナビゲーション情報）を、ブラウザプログラムを用いて
、表示する（図１８）。
【０１２１】
ネットワーク情報サービスにおけるナビゲーションサービスは、この後、モバイルユーザ
端末100の電子財布と情報サーバ103との間で、要求情報メッセージ904の送受信、関連情
報メッセージ905の送受信、関連情報の表示（関連情報表示906）、をある間隔をおいて繰
り返すことにより、実現される。
【０１２２】
このとき、図９の手順により、モバイルユーザ端末の電子財布と情報サーバとの間で送受
信される認証要求メッセージ902、認証メッセージ903、要求情報メッセージ904及び関連
情報メッセージ905を図２１に示している。この内、認証要求メッセージ902、認証メッセ
ージ903及び関連情報メッセージ905については、図１１に示すものと同じである。
【０１２３】
要求情報メッセージ904は、このメッセージが要求情報メッセージ904であることを示すヘ
ッダ1112と、要求情報メッセージ904を発行した日時を示す発行日時1113と、セッション
ＩＤ1114と、電子チケットＩＤ1104と、ユーザ端末ＩＤ1105と、ユーザが何の情報を要求
しているのかを示す要求情報1115と、ＧＰＳアンテナ315で受信した情報に基づきＧＰＳ
計算部405が測定したモバイルユーザ端末100の現在位置を示す位置情報2100とから構成さ
れる。要求情報1115と位置情報2100とは、ネットワークサービスプログラム1019内の、ナ
ビゲーションサービスに対応するプログラムモジュールが生成する。メッセージ全体が、
チケット所有者秘密鍵1017でデジタル署名が施され、さらに、情報サーバ公開鍵で封書化
処理が施される。要求情報メッセージ904は、ネットワークサービスプログラム1019内の
ナビゲーションサービスに対応するプログラムモジュールが、生成する。
【０１２４】
次に、モバイルユーザ端末100の電子財布と、情報サーバ103との間のメッセージの交換に
おける、処理の詳細について説明する。
【０１２５】
チケットのサービスメニューを表示している状態で、「ネットワークサービス」が選択さ
れると、モバイルユーザ端末100の電子財布は、電子チケットのスタートページデータ101
6に基づいて、ネットワークサービスメニューを表示（スタートページ表示900）する（図
１３）。
【０１２６】
そして更に、ネットワークサービスメニューから「ナビゲーション」が選択されると（ネ
ットワークサービス要求操作901）、スタートページデータ1016内部に埋め込まれたスク
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リプトが動作し、ナビゲーションサービスの受信を行うための対応したプログラムモジュ
ールが、ＵＲＬ情報をパラメータとしてネットワークサービスプログラム1019から呼び出
される。呼び出されたプログラムモジュールは、まず、サービスステイタス1021を参照し
、ナビゲーションサービスが受信可であることを確認すると、認証要求メッセージ902を
作成する。モバイルユーザ端末100は、デジタル公衆網104に接続して、ナビゲーションサ
ービスを提供する情報サーバ103に対して、この認証要求メッセージ902を送信する。
【０１２７】
認証要求メッセージ902を受信した情報サーバ103は、認証要求メッセージ902の有効性を
検証する。この動作は、図１１の認証要求メッセージ902の場合と同じである。情報サー
バ103は、認証要求メッセージ902の有効性を検証した後、認証メッセージ903を作成し、
モバイルユーザ端末100に対して送信する。
【０１２８】
認証メッセージ903を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、認証メッセージ903
の有効性を検証する。この動作は、図１１の認証メッセージ903の場合と同じである。モ
バイルユーザ端末100の電子財布は、認証メッセージ903の有効性を検証した後、要求情報
1115と位置情報2100とを生成し、情報サーバ103に対して要求情報メッセージ904を送信す
る。
【０１２９】
要求情報メッセージ904を受信した情報サーバ103は、要求情報メッセージ904の有効性を
検証する。この動作は、図１１の要求情報メッセージ904の場合と同じである。情報サー
バ103は、要求情報メッセージ904の有効性を検証すると、受信した要求情報1115と位置情
報2100との内容を基に、位置情報2100にあわせた地図を生成し、関連情報（ナビゲーショ
ン情報）1119を作成する。そして、この関連情報1119を含む関連情報メッセージ905をモ
バイルユーザ端末100に送信する。
【０１３０】
関連情報メッセージ905を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、関連情報メッセ
ージ905の有効性を検証する。この動作は、図１１の関連情報メッセージ905の場合と同じ
である。電子財布は、関連情報メッセージ905の有効性を検証すると、命令コード1120の
内容に基づいてサービスステイタス1021を変更する。サービスステイタス1021の変更が無
い場合もある。次に、受信した関連情報（ナビゲーション情報）1119を、ブラウザプログ
ラムを用いて、モバイルユーザ端末100の表示部に表示する（図１８）。
【０１３１】
モバイルユーザ端末100の電子財布では、関連情報（ナビゲーション情報）1119を表示し
た後、ある間隔をおいて、ネットワークサービスプログラム1019から呼び出されたプログ
ラムモジュールが、再びＧＰＳ衛星から受信した情報を基にＧＰＳ計算部405で測定され
たモバイルユーザ端末100の現在位置の位置情報2100を取得して、それを基に再び要求情
報メッセージ904を作成する。モバイルユーザ端末100は、この要求情報メッセージ904を
情報サーバ103に対して送信する。
【０１３２】
要求情報メッセージ904を受信した情報サーバ103は、新しい位置情報2100の内容から新し
い関連情報メッセージ905を作成し、モバイルユーザ端末100に送信する。
【０１３３】
関連情報メッセージ905を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、その内容を基に
、新たな関連情報1119を表示する。
【０１３４】
このように、ネットワーク情報サービスにおいて、ナビゲーションサービスを受ける時、
モバイルユーザ端末100の電子財布と情報サーバ103とは、要求情報メッセージ904の作成
及び送受信、関連情報メッセージ905の作成及び送受信、関連情報1115のモバイルユーザ
端末100への表示、をある間隔をおいて繰り返すことにより、リアルタイムのナビゲーシ
ョンをユーザに提供する。
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【０１３５】
以上が、ネットワーク情報サービスにおいて、ナビゲーションサービスを受ける際に、モ
バイルユーザ端末100の電子財布と情報サーバ103とで行われる処理の詳細である。
【０１３６】
ここで、ネットワーク情報サービスを受けるために電子財布が有している手段（機能）を
纏めると図３０のようになる。
【０１３７】
まず、電子財布は、電子チケットとネットワーク電子チケットとを含むネットワーク連携
型電子チケットを格納するチケット蓄積手段3001を有している。
【０１３８】
また、ネットワーク電子チケットの中に含まれるプログラムを実行するプログラム実行手
段3002を有している。
【０１３９】
また、ネットワーク電子チケットのスタートページデータ中に含まれるプログラムモジュ
ールを呼び出すためのスクリプトを解釈し、プログラム実行手段3002にプログラムの実行
を促すスクリプト実行手段3003を有している。
【０１４０】
また、ネットワーク電子チケットに含まれる、そのネットワーク電子チケットによって提
供されるネットワーク情報サービスの可否を示す情報に基づいて、情報サーバにネットワ
ーク情報サービスの提供を要求するか否かを判定するサービス可否判定手段3004を有して
いる。
【０１４１】
また、ネットワーク電子チケットに含まれるプログラムに基づいて、情報サーバと交換す
るメッセージを生成するメッセージ生成手段3005を有している。
【０１４２】
また、情報サーバに対してネットワーク電子チケットの認証処理を要求する認証手段3006
を有している。
【０１４３】
また、情報サーバから取得した情報に施されている電子署名の有効性を検証する電子署名
検証手段3007を有している。
【０１４４】
また、モバイルユーザ端末100の通信手段を介して、情報サーバ103からネットワーク情報
サービスを受ける情報サービス受領手段3008を有している。
【０１４５】
また、ネットワーク情報サービスによって提供された情報の格納を制御する情報保存手段
3009を有している。
【０１４６】
また、電子チケットに含まれる情報や、情報サーバから受信した情報をモバイルユーザ端
末の表示部に表示し、ユーザの指定したものを選択する表示選択手段3010を有している。
【０１４７】
また、ネットワーク情報サービスによって提供された情報の識別情報を、その際に使用し
たネットワーク電子チケットの中に登録するブックマーク手段3011を有している。
【０１４８】
また、情報サーバから受信した情報に基づいて電子チケット及びネットワーク電子チケッ
トのサービスステイタスを書き換えるチケット情報更新手段3012を有している。
【０１４９】
この電子財布は、ＲＯＭ402あるいはＥＥＰＲＯＭ404に格納される。また、その電子財布
の持つ各手段は、モバイルユーザ端末やＩＣカードのＣＰＵやＲＡＭなどとも連動して実
行される。
【０１５０】
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また、ネットワーク電子チケットに記録する「ブックマーク」は、次のような使い方が可
能である。
【０１５１】
例えば、電子チケットがイベントチケットである場合、「地図」メニューを選択し、地図
情報サービスを利用して会場の地図を表示させる。この時、地図の範囲と縮尺とを見やす
い状態に変更し、ブックマークに登録する。こうすると、以降、登録されたブックマーク
を選択することにより、直接、ユーザにとって見やすい地図を表示させることができる。
【０１５２】
このように、ネットワーク電子チケットにブックマークを記録することにより、電子チケ
ットの高付加価値化を図ることができる。
【０１５３】
また、ネットワーク電子チケットに、サービスステイタスとしてサービス可否を記録する
ことにより、サービス提供者は、ユーザごとのネットワークサービスの利用をコントロー
ルすることが可能になる。例えば、電子チケットが指定席の取得可能な新幹線のビジネス
チケットの場合、ネットワークサービスを利用して、指定席を取得すると、サービスステ
イタスが変更され、以降、そのチケットでの「指定席取得」サービスは受けられなくなる
。
【０１５４】
また、例えば、電子チケットがコンサートチケットの場合、いくつかのネットワークサー
ビスを利用すると、サービスステイタスが変更され、アーティストのインタビューが聞け
たり、特別なサイトにアクセスできるようになる。また、コンサート終了後、サービスス
テイタスが変更され、コンサート開催前は不可能であったネットワークサービスへのアク
セスが可能になり、コンサート後のアーティストのインタビューが聞けるようになる。
【０１５５】
このように、ネットワーク電子チケットにサービスステイタスを記録することにより、各
電子チケットの状況に応じてネットワークサービスの利用形態を規定することが可能にな
り、電子チケットの高付加価値化を図ることができる。
【０１５６】
以上のように、本実施の形態では、
ネットワーク連携型電子チケットの内部にネットワーク電子チケットを設けることにより
、電子チケットから直接ネットワーク情報サービスを受けることが可能である。
【０１５７】
また、ネットワーク電子チケット内のデータ構造として、スタートページデータ、電子チ
ケット所有証明書、及びネットワークサービスプログラムを設け、さらにスタートページ
データ内にネットワークサービスプログラムの実行を促すスクリプトを埋め込むことによ
り、安全に電子チケットからネットワーク情報サービスを受けることが可能になり、ユー
ザの利便性を高めることができる。
【０１５８】
また、このような機能を持ったネットワーク連携型電子チケットを格納するモバイルユー
ザ端末（電子財布）に、ネットワーク連携型電子チケットの前述したような機能を実行す
るための手段を設けることにより、安全に電子チケットからネットワーク情報サービスを
受けることが可能になり、ユーザの利便性を高めることができる。
【０１５９】
（実施の形態２）
本実施の形態では、ネットワーク情報サービスを通じて、電子チケットの内部の情報を追
加、更新する場合について述べる。
【０１６０】
具体的には、乗り物や、イベント、映画館などの電子チケットにおいて、座席情報を持た
ないチケットを購入した後に、ネットワーク情報サービスを通じて、指定席を取得する場
合について説明する。
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【０１６１】
この場合の処理の手順を、図１９に示す。
【０１６２】
ネットワーク情報サービスにおいて指定席を取得する場合、ユーザは、まず、モードスイ
ッチ304により動作モードをブラウザモードに設定し、ファンクションスイッチ307（“F1
”or“F2”）で、図６に示すように電子チケットを表示させる。次に、ファンクションス
イッチ307（“F3”or“F4”）によって、そのチケットのサービスメニューを表示させる
（図１２）。そこで、「ネットワークサービス」を選択すると、モバイルユーザ端末100
の電子財布は、ネットワークサービスメニューを表示する（図１３）。そして、「指定席
取得」を選択すると、モバイルユーザ端末100の電子財布は、情報サーバ103に対して、電
子チケットの認証処理を促すメッセージ、認証要求メッセージ902を送信する。
【０１６３】
認証要求メッセージ902を受信した情報サーバ103は、まず、認証要求メッセージ902の内
容の有効性を検証し、認証要求メッセージ902が有効な場合に、電子チケットを認証した
ことを示すメッセージ、認証メッセージ903をモバイルユーザ端末100に対して送信する。
【０１６４】
認証メッセージ903を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、まず、認証メッセー
ジ903の内容の有効性を検証し、認証メッセージ903が有効な場合に、情報サーバ103に対
して指定席取得サービスを要求することを示す情報、要求情報メッセージ904を情報サー
バ103に対して送信する。
【０１６５】
要求情報メッセージ904を受信した情報サーバ103は、まず、要求情報メッセージ904の内
容の有効性を検証し、要求情報メッセージ904が有効な場合に、情報サーバ103は、指定席
を管理するデータベースから座席情報を検索し、関連情報（空席情報）を作成し、空席情
報を含むメッセージ、関連情報メッセージ905をモバイルユーザ端末100に対して送信する
。
【０１６６】
関連情報メッセージ905を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、まず、関連情報
メッセージ905の内容の有効性を検証し、関連情報メッセージ905が有効な場合に、関連情
報メッセージ905内の関連情報（空席情報）を、ブラウザプログラムを用いて、表示する
（図１７）。
【０１６７】
ユーザは、表示された空席情報を基に、希望する座席を選択（希望座席選択操作1900）す
る（ファンクションキー307、実行スイッチ311）。モバイルユーザ端末100の電子財布は
、ユーザの選択を基に、ユーザの希望座席情報を含むメッセージ、希望情報メッセージ19
01を情報サーバ103に対して送信する。
【０１６８】
希望情報メッセージ1901を受信した情報サーバ103は、まず、希望情報メッセージ1901の
有効性を検証し、希望情報メッセージ1901が有効な場合に、希望情報の内容を基に、座席
取得処理を行い、座席取得処理が終了したことを示すメッセージ、確認情報メッセージ19
02をモバイルユーザ端末100に対して送信する。
【０１６９】
確認情報メッセージ1902を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、まず、確認情
報メッセージ1902の有効性を検証し、確認情報メッセージ1902が有効な場合に、確認情報
メッセージ1902内の情報に基づき、更新された空席情報を、ユーザに対して表示（確認情
報表示1903）する。
【０１７０】
次に、各メッセージについて説明する。
【０１７１】
認証要求メッセージ902、認証メッセージ903、要求情報メッセージ904、関連情報メッセ
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ージ905は、図１１に示したものと、同じデータ構造である。
【０１７２】
図２０に示すように、希望情報メッセージ1901は、このメッセージが希望情報メッセージ
であることを示すヘッダ2000と、希望情報メッセージを発行した日時を示す発行日時2001
と、セッションＩＤ2002と、電子チケットＩＤ2003と、ユーザ端末ＩＤ2004と、ユーザが
希望する座席を示す希望情報2005とから構成される。希望情報2005は、ネットワークサー
ビスプログラム1019内の指定席取得サービスに対応するプログラムモジュールが、生成す
る。メッセージ全体が、チケット所有者秘密鍵1017でデジタル署名され、さらに、情報サ
ーバ公開鍵で封書化される。希望情報メッセージ1901は、ネットワークサービスプログラ
ム1019内の指定席取得サービスに対応するプログラムモジュールが、生成する。
【０１７３】
確認情報メッセージ1902は、このメッセージが確認情報メッセージ1902であることを示す
ヘッダ2006と、確認情報メッセージ1902を発行した日時を示す発行日時2007と、セッショ
ンＩＤ2008と、ユーザが希望した座席の取得の成立の可否を示す確認情報2009と、チケッ
トの予約情報1015を書き換えるための更新チケット情報2010と、サービスステイタス1021
の変更命令のコード情報である命令コード2011とから構成される。メッセージ全体が、情
報サーバ秘密鍵でデジタル署名され、さらに、チケット所有者公開鍵で封書化される。
【０１７４】
なお、座席の取得が成立した場合には、ユーザに表示されるチケットの予約情報1015は、
ネットワークサービスプログラム1019から呼び出された指定席取得サービスに対応するプ
ログラムモジュールによって、更新チケット情報2010に書き換えられる。
【０１７５】
次に、モバイルユーザ端末100の電子財布と、情報サーバ103との間のメッセージの交換に
おける、処理の詳細について説明する。
【０１７６】
チケットのサービスメニューを表示している状態で、「ネットワークサービス」が選択さ
れると、モバイルユーザ端末100の電子財布は、電子チケットのスタートページデータ101
6に基づいて、ネットワークサービスメニューを表示（スタートページ表示900）する（図
１３）。
【０１７７】
そして更に、ネットワークサービスメニューから「指定席取得」が選択されると（ネット
ワークサービス要求操作901）、スタートページデータ1016内部に埋め込まれたスクリプ
トが動作し、指定席取得サービスに対応したプログラムモジュールが、ＵＲＬ情報をパラ
メータとしてネットワークサービスプログラム1019から呼び出される。呼び出されたプロ
グラムモジュールは、まず、サービスステイタス1021を参照し、指定席取得サービスがア
クセス可であることを確認すると、認証要求メッセージ902を作成する。モバイルユーザ
端末100は、デジタル公衆網104に接続して、指定席取得サービスに対応するＵＲＬが示す
情報サーバ103に対して、認証要求メッセージ902を送信する。
【０１７８】
認証要求メッセージ902を受信した情報サーバ103は、認証要求メッセージ902の有効性を
検証する。この動作は、図１１の認証要求メッセージ902の場合と同じである。情報サー
バ103は、認証要求メッセージ902の有効性を検証した後、認証メッセージ903を作成し、
モバイルユーザ端末100に対して送信する。
【０１７９】
認証メッセージ903を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、認証メッセージ903
の有効性を検証する。この動作は、図１１の認証メッセージ903の場合と同じである。モ
バイルユーザ端末100の電子財布は、認証メッセージ903の有効性を検証した後、要求情報
メッセージ904を作成し、情報サーバ103に対して送信する。
【０１８０】
要求情報メッセージ904を受信した情報サーバ103は、要求情報メッセージ904の有効性を
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検証する。この動作は、図１１の要求情報メッセージ904の場合と同じである。次に、情
報サーバ103は、受信した要求情報1115の内容を基に、座席情報をデータベースから検索
し、関連情報（空席情報）を生成し、関連情報メッセージ905を作成して、モバイルユー
ザ端末100に送信する。
【０１８１】
関連情報メッセージ905を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、関連情報メッセ
ージ905の有効性を検証する。この動作は、図１１の関連情報メッセージ905の場合と同じ
である。次に、モバイルユーザ端末100の電子財布は、命令コード1120の内容に基づいて
、サービスステイタス1021を変更する。サービスステイタス1021の変更がない場合もある
。次に、受信した関連情報（空席情報）1119を、ブラウザプログラムを用いて、モバイル
ユーザ端末100の表示部に表示する（図１７）。
【０１８２】
関連情報表示906において、モバイルユーザ端末100は、図１７のような画面を表示する。
図１７においてユーザが、希望する座席を選択し、「確定」を選択することによって、モ
バイルユーザ端末100の電子財布では、ネットワークサービスプログラム1019から呼び出
された、指定席取得サービスに対応したプログラムモジュールが、希望情報を生成して、
希望情報メッセージ1901を作成し、この希望情報メッセージ1901をモバイルユーザ端末10
0が情報サーバ103に対して送信する。
【０１８３】
希望情報メッセージ1901を受信した情報サーバ103は、まず、情報サーバ秘密鍵で封書開
封処理を行い、チケット所有者公開鍵でデジタル署名の検証を行う。次に、ヘッダ2000、
発行日時2001、セッションＩＤ2002の正当性を検証する。次に、電子チケット所有証明書
1018を用いて、電子チケットＩＤ2003、ユーザ端末ＩＤ2004の検証を行う。以上の検証を
すべて正常終了した場合に、次に、希望情報2005をもとに、指定された空席に対して座席
取得処理を行う。次に、情報サーバ103は、確認情報メッセージ1902を作成して、モバイ
ルユーザ端末100に送信する。
【０１８４】
確認情報メッセージ1902を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布では、ネットワー
クサービスプログラム1019から呼び出された、指定席取得サービスに対応したプログラム
モジュールが、まず、チケット所有者秘密鍵1017で封書開封処理を行い、情報サーバ公開
鍵でデジタル署名の検証を行う。次に、ヘッダ2005、発行日時2006、セッションＩＤ2007
の正当性を検証する。次に、確認情報2007の内容を検証する。以上の検証をすべて正常終
了した場合に、次に、受信した更新チケット情報2008に基づいて、ネットワーク連携型電
子チケット1000の、提示電子チケット1002内の予約情報1015を書き換える。
【０１８５】
元の電子チケットには座席番号などの情報が記載されていないので、この更新チケット情
報2008には、そこを追加するための取得した座席の情報が書かれていて、元のネットワー
ク連携型電子チケット1000の提示電子チケット1002の予約情報1015には、更新チケット情
報2008内の取得座席情報だけが追加される。そして、サービスステイタス1021を、指定席
取得サービスへのアクセス不可に変える。モバイルユーザ端末100の電子財布は、モバイ
ルユーザ端末100の表示部に新しい空席状況を示すページを表示する。
【０１８６】
以上が、ネットワーク情報サービスの指定席取得サービスを受ける場合において、提示電
子チケット内の情報の一部を追加、更新する場合の手順である。この場合、電子財布のチ
ケット情報更新手段3012は、情報サーバから受信した情報に基づいて、サービスステイタ
ス1021の更新と、電子チケットの予約情報1015の更新とを行う。
【０１８７】
以上のように、本実施の形態では、
実施の形態１で得られた効果に加えて、さらに、ネットワーク情報サービスを通じて電子
チケットの内部の情報を安全に変更することが可能になることにより、具体的には、座席
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情報を持たないチケットを購入した後に、ネットワーク情報サービスを通じて指定席を取
得することが可能になり、ユーザの利便性が向上する。そのため、実用的効果は大きい。
【０１８８】
（実施の形態３）
実施の形態３では、乗り物や、イベント、映画館などの座席情報を持たない電子チケット
を購入した後に、ネットワーク情報サービスを通じて指定席を取得する場合に、席を指定
した電子チケットがサービスサーバから再発行されるシステムについて説明する。
【０１８９】
まず、本実施の形態におけるネットワーク連携型電子チケットのデータ構造を、図２５に
示す。
【０１９０】
図２５に示したネットワーク連携型電子チケットのデータ構造は、図１０に示したものと
、提示電子チケット2500の部分だけが相違している。この相違点について、ここでは説明
する。
【０１９１】
図２５において、図１０との相違点は、提示電子チケット2500全体に、電子チケット発行
者によるデジタル署名が施されていることと、構成要素の中に、予約情報1015がないこと
である。他の部分は、図１０に示したデータ構造と、同じである。
【０１９２】
次に、本実施の形態における、指定席取得サービスについて、説明する。
【０１９３】
その手順を、図２３に示す。なお、情報サーバ103は、サービスサーバ証明書をあらかじ
め所有し、サービスサーバ公開鍵を所有している。
【０１９４】
この手順において、モバイルユーザ端末100の電子財布が希望情報メッセージ1901を作成
して情報サーバ103に送信するまでの動作は、第２の実施形態（図１９）と同じである。
【０１９５】
希望情報メッセージ1901を受信した情報サーバ103は、まず、希望情報メッセージ1901の
内容の有効性を検証し、希望情報メッセージ1901が有効な場合に、希望情報の内容を基に
、座席取得処理を行い、提示電子チケット2500の再発行を要求するメッセージ、再発行要
求メッセージ2300をサービスサーバ102に対して送信する。
【０１９６】
再発行要求メッセージ2300を受信したサービスサーバは、まず、再発行要求メッセージ23
00の内容の有効性を検証し、再発行要求メッセージ2300が有効な場合に、再発行要求の内
容を基に、新しい提示電子チケット2300を再発行し、再発行メッセージ2301を作成して、
情報サーバ103に送信する。
【０１９７】
再発行メッセージ2301を受信した情報サーバ103は、まず、再発行メッセージ2301の有効
性を検証し、再発行メッセージ2301が有効な場合に、新しい提示電子チケット2500を含む
メッセージ、確認情報メッセージ1902を作成し、モバイルユーザ端末100に対して送信す
る。
【０１９８】
確認情報メッセージ1902を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布は、まず、確認情
報メッセージ1902の有効性を検証し、確認情報メッセージ1902が有効な場合に、確認情報
メッセージ1902内の情報に基づき、更新された空席情報を、ユーザに対して表示する。
【０１９９】
次に、図２３において、モバイルユーザ端末100の電子財布と情報サーバ103とサービスサ
ーバ102との間で送受信されるメッセージについて説明する。認証要求メッセージ902、認
証メッセージ903、要求情報メッセージ904、及び関連情報メッセージ905は、図１１に示
したものと同じデータ構造であり、また、希望情報メッセージ1901は、図２０に示したも
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のと同じデータ構造である。
【０２００】
確認情報メッセージ1902は、実施の形態１では、図２０（ｆ）に示すように、更新チケッ
ト情報2008が含まれ、その更新チケット情報2008によって、電子チケットの提示電子チケ
ット1002の予約情報1015が追加されていたが、本実施の形態にでは、図２２に示すように
、確認情報メッセージ1902内に、更新チケット情報1015ではなく、新しい提示電子チケッ
ト2204が含まれ、座席取得が完了した際には、元の電子チケット内の提示電子チケット25
00がすべて書き換えられる。
【０２０１】
再発行要求メッセージ2300は、図２４に示すように、このメッセージが再発行要求メッセ
ージ2300であることを示すヘッダ2400と、再発行要求メッセージ2300を発行した日時を示
す発行日時2401と、セッションＩＤ2402と、電子チケットＩＤ2403と、ユーザ端末ＩＤ24
04と、座席取得処理をした座席情報を含む再発行要求2405と、情報サーバ証明書2409とか
ら構成される。これらのうち、ヘッダ2400、発行日時2401、セッションＩＤ2402、電子チ
ケットＩＤ2403、ユーザ端末ＩＤ2404、及び再発行要求2405には情報サーバ秘密鍵でデジ
タル署名が施され、メッセージ全体に、サービスサーバ公開鍵で封書化が施される。
【０２０２】
再発行メッセージ2301は、図２４に示すように、このメッセージが再発行メッセージ2301
であることを示すヘッダ2406と、再発行メッセージ2301が発行された日時を示す発行日時
2407と、セッションＩＤ2408と、新しくサービスサーバ102から発行され、取得した座席
情報を含む提示電子チケット2204とから構成される。メッセージ全体に、サービスサーバ
秘密鍵でデジタル署名が施され、さらに、情報サーバ公開鍵で封書化が施される。
【０２０３】
次に、モバイルユーザ端末100の電子財布、情報サーバ103、サービスサーバ102間のメッ
セージの交換における、処理の詳細について説明する。
【０２０４】
認証要求メッセージ902の作成及び送受信と、認証メッセージ903の作成及び送受信と、要
求情報メッセージ904の作成及び送受信と、関連情報メッセージ905の作成及び送受信と、
希望情報メッセージ1901の作成及び送信の処理は、実施の形態２における処理と、同様で
ある。
【０２０５】
希望情報メッセージ1901を受信した情報サーバ103は、まず、情報サーバ秘密鍵でメッセ
ージ全体の封書開封処理を行い、チケット所有者公開鍵でデジタル署名の検証を行う。次
に、ヘッダ2000、発行日時2001、セッションＩＤ2002の正当性を検証する。次に、電子チ
ケット所有証明書を用いて電子チケットＩＤ2003、ユーザ端末ＩＤ2004の検証を行う。以
上の検証をすべて正常終了した場合に、次に、指定された空席に対して、座席取得処理を
行う。次いで、再発行要求メッセージ2300を作成し、サービスサーバ102に対して送信す
る。
【０２０６】
再発行要求メッセージ2300を受信したサービスサーバ102は、まず、サービスサーバ秘密
鍵で封書開封処理を行う。次に、情報サーバ証明書1109の有効性を検証する。次に、情報
サーバ公開鍵で、ヘッダ2400、発行日時2401、セッションＩＤ2402、電子チケットＩＤ24
03、ユーザ端末ＩＤ2404、及び再発行要求2405に施されたデジタル署名を検証する。次に
、ヘッダ2400、発行日時2401の正当性を検証する。次に、電子チケットＩＤ2402、及びユ
ーザ端末ＩＤ2403の検証を行う。以上の検証をすべて正常終了した場合に、次に、再発行
要求2405の内容と、電子チケットＩＤ2402とに基づいて、座席情報を含んだ電子チケット
の提示電子チケット2404を再発行する。次に、再発行メッセージ2301を作成し、情報サー
バ103に対して送信する。
【０２０７】
再発行メッセージ2301を受信した情報サーバ103は、情報サーバ秘密鍵で封書開封処理を
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行い、サービスサーバ公開鍵で、メッセージ全体に施されたデジタル署名を検証する。次
に、ヘッダ2406、発行日時2407、及びセッションＩＤ2408の正当性を検証する。以上の検
証をすべて正常終了した場合に、次に、再発行メッセージ2401内の新しい提示電子チケッ
ト2408を用いて、確認情報メッセージ1902を作成し、モバイルユーザ端末100に対して送
信する。
【０２０８】
確認情報メッセージ1902を受信したモバイルユーザ端末100の電子財布では、ネットワー
クサービスプログラム1019から呼び出された指定席取得サービスに対応したプログラムモ
ジュールが、チケット所有者秘密鍵1017で封書開封処理を行い、情報サーバ公開鍵でメッ
セージ全体に施されたデジタル署名の検証を行う。次に、ヘッダ2200、発行日時2201、及
びセッションＩＤ2202の正当性を検証する。次に、確認情報2203の検証を行う。以上の検
証をすべて正常終了した場合に、次に、再発行された提示電子チケット2204を、元の電子
チケットの提示電子チケットに上書きし、電子チケットが、座席情報を含むものに更新さ
れる。次に、命令コード2205の内容に基づき、サービスステイタス1021を、指定席取得サ
ービスにアクセス不可に変更する。次に、モバイルユーザ端末100の表示部に、新しい提
示電子チケットを基に、新しい空席情報を表示する。
【０２０９】
以上が、本実施の形態における、処理の詳細である。この場合、電子財布のチケット情報
更新手段3012は、情報サーバから受信した情報に基づいて、サービスステイタス1021の更
新と、電子チケットの更新とを行う。
【０２１０】
以上のように、本実施の形態では、
ネットワーク電子チケット1003の、ネットワークサービスプログラム1019内のプログラム
モジュールによって、ネットワーク連携型電子チケット1000内の提示電子チケット2500全
体を書き換えてしまうことで、指定席取得のサービスを可能としているものである。
【０２１１】
ここで、本発明の実施の形態２と実施の形態３との違いを述べる。
【０２１２】
実施の形態２は、図１０のネットワーク連携型電子チケット1000の、提示電子チケット10
02内の予約情報1015を書き換える方法であるため、提示電子チケット1002の予約情報1015
には、チケット発行者によるデジタル署名は施されていなかった。この場合はモバイルユ
ーザ端末100が行うデータ通信のデータ量が少ないので、モバイルユーザ端末100の端末能
力が低い場合、つまり通信速度が遅いときなどは実施の形態２を用いると良い。
【０２１３】
これに対して、実施の形態３は、図２５に示すように、ネットワーク連携型電子チケット
1000の提示電子チケット2500に、チケット発行者によるデジタル署名が施されており、こ
のデジタル署名された提示電子チケット2500をすべて書きかえる方法である。この場合は
、デジタル署名により、データ通信においてネットワーク上で不正な改ざんなどを防止で
き、セキュリティが向上するので、変更するチケット情報の重要度が高い場合、例えば取
得する指定席の席種が高価であり、途中で改ざんなどを絶対に防止しなければならないと
きは、実施の形態３を用いると良い。
【０２１４】
（実施の形態４）
第４の実施の形態は、実施の形態１、２、３においてネットワーク電子チケット1003のネ
ットワークサービスプログラム1019から呼び出していたプログラムモジュールを、ネット
ワーク情報サービスを受ける際にサービスサーバ102からダウンロードするようにしたも
のであり、システム構成は実施の形態１、２、３の場合と同じある（図１）。
【０２１５】
モバイルユーザ端末100の電子財布は、サービスサーバ102からダウンロードしたプログラ
ムモジュールを、実施の形態１、２、３の場合と同じように実行して情報サーバ103から
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ネットワーク情報サービスの提供を受け、ネットワーク情報サービスを終了すると、ダウ
ンロードしたプログラムモジュールを破棄する（ダウンロードしたプログラムモジュール
をＲＡＭ403から消去する）。サービスサーバ102からダウンロードするプログラムモジュ
ールの分、ネットワーク電子チケット1003のネットワークサービスプログラム1019のデー
タサイズを小さくできることから、頻繁には利用されないネットワーク情報サービス、ま
たは、１回しか利用できないネットワーク情報サービス、例えば、指定席取得サービスを
提供する場合において、本実施の形態は有効である。
【０２１６】
以下では、本実施の形態を指定席取得サービスに適応した場合について説明する。
【０２１７】
ネットワーク電子チケット1003のスタートページデータ1016の中の指定席取得サービスに
関する表示情報には、「指定席取得」という情報サービスの名称と、それを提供する情報
サーバのＵＲＬ情報と、ダウンロードするプログラムモジュールである、指定席取得モジ
ュールのＵＲＬ情報と、指定席取得モジュールを提供するサービスサーバ102のサービス
サーバＩＤとが埋め込まれ、さらに、ネットワーク上からプログラムモジュールをダウン
ロードして実行するプログラムモジュールである、ダウンロードモジュールを呼び出すス
クリプトが埋め込まれている。
【０２１８】
ネットワークサービスメニュー（図１３）において、ユーザが「指定席取得」を選択した
場合、モバイルユーザ端末100の電子財布は、スタートページデータ1016内の指定席取得
サービスに関するスクリプトを実行し、情報サーバのＵＲＬ情報と指定席取得モジュール
のＵＲＬ情報とをパラメータとしてダウンロードモジュールを呼び出す。モバイルユーザ
端末100の電子財布は、ダウンロードモジュールを実行し、サービスサーバ102に対して、
デジタル公衆網104を介して接続し、サービスサーバ102から指定席取得モジュールをダウ
ンロードし、さらに、情報サーバのＵＲＬ情報をパラメータとしてダウンロードした指定
席取得モジュールを実行する。指定席取得モジュールによる指定席を取得する処理の手順
、及び、交換される各メッセージのデータ構造は、実施の形態２及び３の場合と同じであ
る。
【０２１９】
なお、この際、ダウンロードしてきた指定席取得モジュールは、サービスサーバ102によ
って、サービスサーバ秘密鍵でデジタル署名が施されている。またサービスサーバ102は
、指定席取得モジュールと共にサービスサーバ証明書をモバイルユーザ端末100に対して
送信する。指定席取得モジュールとサービスサーバ証明書とを受信したモバイルユーザ端
末100の電子財布では、ダウンロードモジュールが、サービスサーバ証明書を用いて指定
席取得サービス受信用プログラムモジュールに施されたデジタル署名を検証し、次に、サ
ービスサーバＩＤを検証する。そして、デジタル署名とサービスサーバＩＤの正当性が確
認された場合にのみ、指定席取得モジュールを実行する。
【０２２０】
また、指定席取得サービスを終了した後、ダウンロードした指定席取得モジュールは、モ
バイルユーザ端末100のＲＡＭ403から消去される。
【０２２１】
この処理を行う電子財布は、図３１に示すように、第１の実施形態の構成（図３０）に加
えて、サービスサーバからプログラムを取得し、取得したプログラムの実行をプログラム
実行手段3002に促す取得プログラム実行手段3013を有している。また、スクリプト実行手
段3003は、ネットワーク電子チケットのスタートページデータ中に含まれるスクリプトを
解釈して、取得プログラム実行手段3013の実行を促す。
【０２２２】
なお、本発明で用いられた用語について補充しておくと、
まず、電子チケット（電子情報化されたチケットを総称）及び、ネットワーク電子チケッ
ト（ネットワーク連携型電子チケットからネットワークに接続して情報サービスを受ける
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のに必要な情報）を保持する手段ないし装置として、電子商取引の分野においては一般的
に用いられている「電子財布」なる表現を用いたが、これは「有価な電子情報を管理／蓄
積する手段」を指すものであり、具体的には、モバイルユーザ端末（携帯端末）自体、あ
るいは、モバイルユーザ端末に装着する「ＩＣカード」がその機能を果たすが、それ以外
に、ＰＣ内の「記憶装置」等で電子財布を実現しても良い。その場合、図３０または図３
１の各手段の動作を実行するプログラムを、電子計算機が読み取りできる形式で記録媒体
に記録し、この記録媒体のプログラムをＰＣに読み取らせることにより、各ＰＣでの電子
財布を実現することができる。
【０２２３】
また、電子財布にネットワーク情報サービスを提供したり、ネットワーク情報サービスを
取得するためのプログラムを提供する情報サーバについても、これら情報サーバの中央処
理装置の制御プログラムを、電子計算機が読み取りできる形式で記録媒体に記録し、これ
を他の情報サーバで読み取らせることにより、ネットワーク連携型電子チケットシステム
を構成する情報サーバに変身させることができる。
【０２２４】
また、「電子チケット」及び「ネットワーク電子チケット」の両概念に関しては、「電子
チケット」とは、有価（証券）的性格を有する電子情報の総称で、インストールされて利
用できる状態になるものであり、これには「電子マネー」も含まれ、一方「ネットワーク
電子チケット」とは、情報サービスを受けるためのアカウント、及び／又は、情報サービ
スを受ける際のデータ処理を行うプログラム情報であり、これら両者は全く異なるもので
ある。ただし、ここでは概念的な両者の違いについて述べているが、ネットワーク連携型
電子チケットの実際の実装としては、電子チケットとネットワーク電子チケットとでデー
タを共有する場合もある。
【０２２５】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、
第１に、ネットワーク連携型電子チケット内に、提供側から必要な許可またはサービスの
提供を受けるための電子チケットと、ネットワークを介して情報提供装置にアクセスする
ためのネットワーク電子チケットとを設けた。
【０２２６】
これにより、個人消費者は、ネットワーク連携型電子チケットから、直接、関連情報を提
供する情報サーバにアクセスし、オンライン情報サービスの提供を受けることが可能にな
り、個人消費者の利便性が向上する。
【０２２７】
第２に、ネットワーク連携型電子チケット内のネットワーク電子チケットに、受信可能な
オンライン情報サービス識別情報の一覧の表示形式情報を含むようにした。
【０２２８】
これにより、個人消費者は、受信可能なオンライン情報サービスを容易に知ることができ
、また、あらかじめ情報提供装置のネットワーク上の所在地を知らなくても、その識別情
報を選択することで容易に、ネットワーク情報サービスを受けることが可能となり、個人
消費者の利便性が向上する。
【０２２９】
第３に、ネットワーク連携型電子チケット内のネットワーク電子チケットに、ネットワー
ク連携型電子チケットとネットワーク連携型電子チケット格納端末との識別情報を記した
証明書を含むようにした。
【０２３０】
これにより、個人消費者は、ＩＤやパスワードをサービス提供者側に登録する必要がなく
、また毎回ＩＤやパスワードを入力する必要がなくなって安全性が高まり、また個人消費
者の利便性も高まり、サービス提供者側は、登録された会員ＩＤやパスワードなどの情報
を管理するためのデータベースなどを用意する必要がなくなり、システム全体のコストを
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軽減することができる。
【０２３１】
第４に、ネットワーク連携型電子チケット内のネットワーク電子チケットに、ネットワー
ク連携型電子チケットを格納した端末の制御情報を、ネットワーク連携型電子チケットを
格納した端末が実行可能な形式で持たせた。
【０２３２】
これにより、ネットワーク連携型電子チケットから、ネットワーク連携型電子チケット格
納端末の資源を用いて、ネットワーク上の情報提供装置、及びチケット発行装置への通信
が可能になり、ネットワーク連携型電子チケット格納端末の種類、性能に依存しなくなる
ので、個人消費者の利便性が向上する。
【０２３３】
第５に、前記制御情報の一つは、電子チケット内の情報とネットワーク電子チケット内の
情報とを書き換える制御情報であることとした。
【０２３４】
これにより、オンライン情報サービスを通じて、指定席の取得などを安全に行うことが可
能になり、個人消費者の利便性が向上する。
【０２３５】
第６に、前記制御情報の一つは、情報提供装置と交換する情報を生成する制御情報である
こととした。
【０２３６】
これにより、前記情報提供装置と交換するメッセージ生成の際に、ネットワーク連携型電
子チケット格納端末はチケットの内部を見ることができなくなり、安全性が増す。
【０２３７】
第７に、前記制御情報の一つは、前記電子チケット内の情報と、前記ネットワーク電子チ
ケット内の情報とを書き換える制御情報をネットワーク上の情報提供手段から取得し、前
記取得した制御情報の実行を促す制御情報であることとした。
【０２３８】
これにより、指定席取得サービスなどの一つのネットワーク連携型電子チケットあたり一
回しかアクセスしないオンライン情報サービスに使用する制御情報をネットワークから取
得することが可能になり、ネットワーク連携型電子チケットのデータ量は小さくなる。
【０２３９】
第８に、前記表示形式情報に前記制御情報の実行を促す情報を含むようにした。
【０２４０】
これにより、個人消費者が表示形式情報から希望のオンライン情報サービスを選択するこ
とによって、そのオンライン情報サービス受信のための制御情報が呼び出されるので、個
人消費者の操作性が向上し、利便性が向上する。
【０２４１】
第９に、電子財布に、電子チケット格納手段と、情報サービス受領手段と、情報表示手段
とを設けた。
【０２４２】
これにより、個人消費者は、電子チケットを購入して電子財布に格納し、その電子財布を
所有することでオンライン情報サービスを受けることが可能になり、個人消費者の利便性
が向上する。
【０２４３】
第１０に、前記電子財布に、前記オンライン情報サービスによって提供された情報を格納
する情報保存手段と、前記情報保存手段に格納された情報の識別情報をそのオンライン情
報サービスを受けた際に使用したネットワーク電子チケットの中に登録する識別情報登録
手段とを持たせた。
【０２４４】
これにより、個人消費者は、一度提供を受けたオンライン情報サービスの情報を電子財布
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内に保存することができ、また保存した情報に対してネットワーク連携型電子チケットを
格納している電子財布から直接アクセスすることが可能になり、個人消費者の操作性が高
まり、また、利便性も向上する。
【０２４５】
第１１に、前記電子財布に、前記ネットワーク電子チケット内の前記制御情報を、実行す
る制御情報実行手段を持たせた。
【０２４６】
これにより、電子財布からネットワーク電子チケット内の制御情報を用いてオンライン情
報サービスへのアクセスが可能になり、ユーザの利便性が向上する。第１２に、前記電子
財布に、前記ネットワーク電子チケットに含まれる制御情報に基づいて、前記電子チケッ
ト内の情報及び前記ネットワーク電子チケット内の情報を書き換える手段を持たせた。
【０２４７】
これにより、個人消費者は、電子財布からネットワーク電子チケットを用いてオンライン
情報サービスにアクセスして、電子チケット内の情報やネットワーク電子チケット内の情
報の追加、更新を受けることが可能になり、それによって指定席取得などのサービスの提
供を受けることができるようになり、個人消費者の利便性が向上する。
【０２４８】
第１３に、前記電子財布に、前記ネットワーク電子チケットに含まれる制御情報に基づい
て、ネットワークを介して前記情報提供装置と交換する情報を生成する手段を持たせた。
【０２４９】
これにより、電子財布は前記情報提供装置と交換するメッセージ生成が可能になり、個人
消費者の操作性が高まり、また、利便性が向上する。
【０２５０】
第１４に、前記電子財布に、前記ネットワーク電子チケットに含まれる制御情報に基づい
て、ネットワーク上の情報提供手段から制御情報を取得し、前記取得した制御情報の実行
を電子財布に促す手段を持たせた。
【０２５１】
これにより、ネットワーク電子チケットを格納した電子財布から、指定席取得サービスな
どの一つのネットワーク連携型電子チケットあたり一回しかアクセスしないオンライン情
報サービスに使用する制御情報をネットワークから取得することが可能になり、個人消費
者の操作性が高まり、また、利便性が向上する。
【０２５２】
第１５に、前記電子財布に、ネットワーク上の情報提供手段から制御情報を取得した際に
、前記取得した制御情報に施された前記情報提供手段による電子署名の有効性を検証する
手段を持たせた。
【０２５３】
これにより、電子財布は、情報提供手段から取得した制御情報の正当性を確認することが
可能になり、安全性が高まる。
【０２５４】
第１６に、前記電子財布に、前記ネットワーク電子チケットの表示形式情報の中に含まれ
る制御情報の実行を促す情報を解釈し、前記制御情報の実行を電子財布に促す手段を持た
せた。
【０２５５】
これにより、電子財布から、ネットワーク電子チケット内の制御情報を呼び出してオンラ
イン情報サービスへのアクセスが可能になり、ユーザの利便性が向上する。
【０２５６】
第１７に、前記電子財布に、前記ネットワーク電子チケットに含まれる、そのネットワー
ク電子チケットによって提供されるオンライン情報サービスの可否を示す情報に基づいて
、ネットワーク上の情報提供装置にオンライン情報サービスの提供を要求するか否かを判
定する手段を持たせた。
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【０２５７】
これにより、個人消費者は、電子財布に格納されたネットワーク連携型電子チケットから
アクセス可能なオンライン情報サービスを知ることができ、利便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態におけるシステム構成図、
【図２】本発明の実施の形態におけるゲート端末の外観図、
【図３】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の外観図、
【図４】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の内部構成図、
【図５】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末内部のデータ構造図、
【図６】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の画面表示図、
【図７】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の画面表示図、
【図８】本発明の実施の形態における電子チケット改札処理手順図、
【図９】本発明の実施の形態におけるネットワークサービス処理手順図、
【図１０】本発明の第１、２、４の実施の形態における電子チケットのデータ構造図、
【図１１】本発明の第１、２、４の実施の形態における各メッセージのデータ構造図、
【図１２】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の画面表示図、
【図１３】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の画面表示図、
【図１４】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の画面表示図、
【図１５】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の画面表示図、
【図１６】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の画面表示図、
【図１７】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の画面表示図、
【図１８】本発明の実施の形態におけるモバイルユーザ端末の画面表示図、
【図１９】本発明の第１、２、４実施の形態における指定席取得処理手順図、
【図２０】本発明の第１、２、４の実施の形態における各メッセージのデータ構造図、
【図２１】本発明の実施の形態における各メッセージのデータ構造図、
【図２２】本発明の第３、４の実施の形態におけるメッセージのデータ構造図、
【図２３】本発明の第３、４の実施の形態における指定席取得処理手順図、
【図２４】本発明の第３、４の実施の形態における各メッセージのデータ構造図、
【図２５】本発明の第３、４の実施の形態における電子チケットのデータ構造図、
【図２６】従来の指定席券（チケット）販売システムの構成図、
【図２７】従来の会員制ネットワークサービスのシステム構成図、
【図２８】本発明の実施の形態における電子チケット（ａ）とその使用形態（ｂ）を模式
的に示す図、
【図２９】本発明の実施の形態における電子財布（ａ）と情報端末（ｂ）を模式的に示す
図、
【図３０】本発明の第１、２、３の実施の形態における電子財布の構成を示すブロック図
、
【図３１】本発明の第４の実施の形態における電子財布の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
100　モバイルユーザ端末
101　ゲート端末
102　サービスサーバ
103　情報サーバ
104　デジタル公衆網
105　無線電話の基地局
106　デジタル無線電話通信の伝送路
107　赤外線通信の伝送路
108　デジタル電話通信回線
109　デジタル通信回線
110　デジタル通信回線



(32) JP 4503143 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

111　デジタル通信回線
500　基本プログラム領域
501　サービスデータ領域
502　ユーザ領域
503　ワーク領域
504　テンポラリ領域
505　個人情報
506　ユーザ公開鍵証明書
507　ユーザ設定情報
508　電話情報
509　決済口座情報
510　電子チケットリスト
511　使用履歴リスト
1000　電子チケット
1001　電子チケットプログラム
1002　提示電子チケット
1003　ネットワーク電子チケット
1004　電子チケット証明書
1005　電子チケットステイタス
1006　電子チケットプロパティ
1007　電子チケット署名秘密鍵
1008　電子チケット認証秘密鍵
1009　トランザクション端末認証公開鍵
1010　電子チケットプログラムデータ
1011　電子チケットコード
1012　電子チケットＩＤ
1013　電子チケット情報
1014　電子チケット発行者ＩＤ
1015　予約情報
1016　スタートページデータ
1017　チケット所有者秘密鍵
1018　電子チケット所有証明書
1019　ブックマークリスト
1100　ヘッダ
1101　発行日時
1102　サービスコード
1103　電子チケットＩＤ
1104　ユーザ端末ＩＤ
1105　電子チケット所有証明書
1106　ヘッダ
1107　発行日時
1108　認証コード
1109　情報サーバ証明書
1110　ヘッダ
1111　発行日時
1112　要求情報
1113　ヘッダ
1114　発行日時
1115　関連情報
3001　チケット蓄積手段
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3002　プログラム実行手段
3003　スクリプト実行手段
3004　サービス可否判定手段
3005　メッセージ生成手段
3006　認証手段
3007　電子署名検証手段
3008　情報サービス受領手段
3009　情報保存手段
3010　表示選択手段
3011　ブックマーク手段
3012　チケット情報更新手段
3013　取得プログラム実行手段
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