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(57)【要約】
【課題】電界伝達媒体を介して情報の送受信を行う電界
通信を用いることにより、ユーザの利便性をより向上す
るとともに、より高いセキュリティを確保する。
【解決手段】現金自動支払機のための認証システムであ
って、現金自動支払機７の処理装置６は、ユーザが第１
のトランシーバ５の電極９０３に接触している場合に携
帯電話１から口座情報を取得する取得手段と、携帯電話
１から取得した口座情報を用いてユーザの正当性を認証
して取引処理を行う処理手段とを有し、携帯電話１は、
第２のトランシーバ３と、ユーザが第１のトランシーバ
５の電極９０３に接触している場合に記憶手段に記憶さ
れた口座情報を読み出してユーザの人体を通信路とした
電界通信により現金自動支払機７の処理装置６に送信す
る制御手段とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電界伝達媒体を介して通信する電界通信を用いた、現金自動支払機のための認証システ
ムであって、
　電界伝達媒体であるユーザが携帯する携帯電話と、現金自動支払機の処理装置と、前記
現金自動支払機の処理装置に接続され電界通信を行う第１のトランシーバと、を有し、
　前記現金自動支払機の処理装置は、
　　前記携帯電話を携帯するユーザが前記第１のトランシーバの電極に接触している場合
に、前記携帯電話から当該ユーザの口座情報を取得する取得手段と、
　　前記携帯電話から取得した口座情報を用いて、前記ユーザの正当性を認証して、所定
の取引処理を行う処理手段と、を有し、
　前記携帯電話は、
　　電界通信を行う第２のトランシーバと、
　　前記ユーザが前記第１のトランシーバの前記電極に接触している場合に、前記現金自
動支払機の処理装置から口座情報の要求を受信すると、記憶手段に記憶された口座情報を
読み出し、読み出した口座情報を前記ユーザの人体を通信路とした電界通信により前記現
金自動支払機の処理装置に送信する制御手段と、を有すること
　を特徴とする現金自動支払機のための認証システム。
【請求項２】
　請求項１記載の現金自動支払機のための認証システムであって、
　前記口座情報は、口座番号およびパスワードであること
　を特徴とする現金自動支払機のための認証システム。
【請求項３】
　請求項１記載の現金自動支払機のための認証システムであって、
　前記口座情報は、口座番号であって、
　前記現金自動支払機の処理装置は、
　　パスワードの入力を受け付ける入力手段を、さらに有し、
　　前記処理手段は、前記携帯電話から取得した口座番号と、前記入力手段が受け付けた
パスワードとを用いて、前記ユーザの正当性を認証すること
　を特徴とする現金自動支払機のための認証システム。
【請求項４】
　請求項１記載の現金自動支払機のための認証システムであって、
　前記口座情報は、パスワードであって、
　前記現金自動支払機の処理装置は、
　　口座番号の入力を受け付ける入力手段を、さらに有し、
　　前記処理手段は、前記携帯電話から取得したパスワードと、前記入力手段が受け付け
た口座番号とを用いて、前記ユーザの正当性を認証すること
　を特徴とする現金自動支払機のための認証システム。
【請求項５】
　電界伝達媒体を介して通信する電界通信を用いた、現金自動支払機のための認証システ
ムであって、
　電界伝達媒体であるユーザが携帯する携帯電話および携帯端末と、現金自動支払機の処
理装置と、前記現金自動支払機の処理装置に接続され電界通信を行う第１のトランシーバ
と、を有し、
　前記現金自動支払機の処理装置は、
　　前記携帯電話および携帯端末を携帯するユーザが前記第１のトランシーバの電極に接
触している場合に、前記携帯電話から第１の口座情報を取得するとともに、前記携帯端末
から第２の口座情報を取得する取得手段と、
　　前記携帯電話および携帯端末から取得した第１の口座情報および第２の口座情報を用
いて、前記ユーザの正当性を認証し、所定の取引処理を行う処理手段と、を有し、
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　前記携帯電話は、
　　電界通信を行う第２のトランシーバと、
　　前記ユーザが前記第１のトランシーバの電極に接触している場合に、前記現金自動支
払機の処理装置から第１の口座情報の要求を受信すると、記憶手段に記憶された第１の口
座情報を読み出し、読み出した第１の口座情報を前記ユーザの人体を通信路とした電界通
信により前記現金自動支払機の処理装置に送信する制御手段と、を有し、
　前記携帯端末は、
　　電界通信を行う第３のトランシーバと、
　　前記ユーザが前記第１のトランシーバの電極に接触している場合に、前記現金自動支
払機の処理装置から第２の口座情報の要求を受信すると、記憶手段に記憶された第２の口
座情報を読み出し、読み出した第２の口座情報を前記ユーザの人体を通信路とした電界通
信により前記現金自動支払機の処理装置に送信する制御手段と、を有すること
　を特徴とする現金自動支払機のための認証システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信すべき情報に基づく電界を電界伝達媒体に誘起させるとともにこの誘起
した電界を検出して情報の送受信を行う電界通信を用いた、現金自動支払機のための認証
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末の小型化および高性能化によりウェアラブルコンピュータが注目されているが
、図１１はこのようなウェアラブルコンピュータを人間に装着して使用する場合の例を示
している。同図に示すように、ウェアラブルコンピュータ１０はそれぞれトランシーバ９
を介して人間の腕、肩、胴体などに装着されて互いにデータの送受信を行うとともに、更
に手足の先端で触れられるよう壁や床に設けられたトランシーバ９ａ、９ｂとケーブルと
を介して外部に設けられたパソコン（ＰＣ）８と通信を行っている。
【０００３】
　ここで、このようなウェアラブルコンピュータ１０間、およびウェアラブルコンピュー
タ１０とパソコン８間とのデータ通信に使用されるトランシーバ９は、電界信号検出技術
を利用していて、送信すべき情報に基づく電界を電界伝達媒体である生体に誘起させ、こ
の誘起した電界を用いて情報の送受信を行うものである。トランシーバ９については、特
許文献１および特許文献２に記載されている。
【特許文献１】特開２００１－３５２２９８号公報
【特許文献２】特開２００６－０８１１１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、金融機関のＡＴＭ（現金自動支払機）の操作を行う場合、ユーザは、ＡＴＭにキ
ャッシュカードを挿入し、パスワード（暗証番号）を入力し、所望の取引操作を行う。す
なわち、ユーザは、操作の前にキャッシャカードを財布などから取り出し、操作終了後に
キャッシャカードを元の場所に戻す必要がある。このため、キャッシュカードの取り忘れ
、および、キャッシュカードの収納場所を第三者に知られることによる引ったくりの心配
がある。また、パスワードの入力の手間が発生し、パスワードを入力する際にカメラや背
中越しに覗き見され、パスワードが第三者に漏洩する可能性がある。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、電界伝達媒体を介して情報
の送受信を行う電界通信を用いることにより、ユーザの利便性をより向上するとともに、
より高いセキュリティを確保することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明は、電界伝達媒体を介して通信する電界通信を用いた
、現金自動支払機のための認証システムであって、電界伝達媒体であるユーザが携帯する
携帯電話と、現金自動支払機の処理装置と、前記現金自動支払機の処理装置に接続され電
界通信を行う第１のトランシーバと、を有し、前記現金自動支払機の処理装置は、前記携
帯電話を携帯するユーザが前記第１のトランシーバの電極に接触している場合に、前記携
帯電話から当該ユーザの口座情報を取得する取得手段と、前記携帯電話から取得した口座
情報を用いて、前記ユーザの正当性を認証して、所定の取引処理を行う処理手段と、を有
し、前記携帯電話は、電界通信を行う第２のトランシーバと、前記ユーザが前記第１のト
ランシーバの前記電極に接触している場合に、前記現金自動支払機の処理装置から口座情
報の要求を受信すると、記憶手段に記憶された口座情報を読み出し、読み出した口座情報
を前記ユーザの人体を通信路とした電界通信により前記現金自動支払機の処理装置に送信
する制御手段と、を有する。
【０００７】
　また、本発明は、電界伝達媒体を介して通信する電界通信を用いた、現金自動支払機の
ための認証システムであって、電界伝達媒体であるユーザが携帯する携帯電話および携帯
端末と、現金自動支払機の処理装置と、前記現金自動支払機の処理装置に接続され電界通
信を行う第１のトランシーバと、を有し、前記現金自動支払機の処理装置は、前記携帯電
話および携帯端末を携帯するユーザが前記第１のトランシーバの電極に接触している場合
に、前記携帯電話から第１の口座情報を取得するとともに、前記携帯端末から第２の口座
情報を取得する取得手段と、前記携帯電話および携帯端末から取得した第１の口座情報お
よび第２の口座情報を用いて、前記ユーザの正当性を認証し、所定の取引処理を行う処理
手段と、を有し、前記携帯電話は、電界通信を行う第２のトランシーバと、前記ユーザが
前記第１のトランシーバの電極に接触している場合に、前記現金自動支払機の処理装置か
ら第１の口座情報の要求を受信すると、記憶手段に記憶された第１の口座情報を読み出し
、読み出した第１の口座情報を前記ユーザの人体を通信路とした電界通信により前記現金
自動支払機の処理装置に送信する制御手段と、を有し、前記携帯端末は、電界通信を行う
第３のトランシーバと、前記ユーザが前記第１のトランシーバの電極に接触している場合
に、前記現金自動支払機の処理装置から第２の口座情報の要求を受信すると、記憶手段に
記憶された第２の口座情報を読み出し、読み出した第２の口座情報を前記ユーザの人体を
通信路とした電界通信により前記現金自動支払機の処理装置に送信する制御手段と、を有
する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、電界伝達媒体を介して情報の送受信を行う電界通信を用いることによ
り、ユーザの利便性をより向上するとともに、より高いセキュリティを確保することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を、図面を用いて説明する。
【００１０】
＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態である認証システムの全体構成図である。本実施形態
では、携帯電話を金融機関のキャッシュカードとして使用し、携帯電話を携帯するユーザ
は、キャッシュカードを所持することなくＡＴＭ（現金自動支払機）の操作を行うことが
できる。
【００１１】
　図示する認証システムは、ユーザが携帯する携帯電話１と、例えば銀行やコンビニなど
に設置されるＡＴＭ７とを有する。ＡＴＭ７は、現金の預け入れ、現金の引き出し、振込
みなどを行う処理装置６と、処理装置６の入力装置であるタッチパネル８と、処理装置６
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に接続され電界通信を行うトランシーバ５（第１のトランシーバ）とを有する。タッチパ
ネル８は、処理装置６の出力装置であるディスプレイ（不図示）の上または下に取付けら
れているものとする。
【００１２】
　図２は、処理装置６およびトランシーバ５のブロック図である。図示する処理装置６は
、判別部６１と、取得部６２と、処理部６３と、履歴送信部６４とを有する。判別部６１
は、携帯電話１を携帯するユーザが、ＡＴＭ７のタッチパネル８（すなわち、電極９０３
）に触れることにより、携帯電話１と処理装置６と間で電界伝達媒体であるユーザの人体
を介した通信路が確立しているか否かを判別する。
【００１３】
　取得部６２は、前記通信路が確立している場合に、ユーザの人体を通信路とした電界通
信により、携帯電話１から当該ユーザの口座情報を取得する。本実施形態の口座情報は、
キャッシュカードに格納されている情報（口座番号など）、およびパスワード（暗証番号
）などである。処理部６３は、携帯電話１から取得した口座情報を用いて、ユーザまたは
口座情報の正当性を認証して、所定の取引処理を行う。履歴送信部６４は、処理部６３が
行った取引結果を、ユーザの人体を通信路とした電界通信により、携帯電話１に送信する
。
【００１４】
　トランシーバ５は、電界信号検出技術を利用していて、送信すべき情報に基づく電界を
電界伝達媒体である生体に誘起させ、この誘起した電界を用いて情報の送受信を行うもの
である。
【００１５】
　例えば、トランシーバ５は、図２に示す構成をしており、コンピュータ（処理装置６）
からの送信データを入出力（Ｉ／Ｏ）回路９０１を介して受け取ると、この送信データを
送信部９０２を介して電極９０３に供給し、当該電極９０３および絶縁膜９０４を介して
電界伝達媒体に電界を誘起させ、この電界を電界伝達媒体の他の部位に伝達させる。
【００１６】
　また、トランシーバ５は、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を絶縁膜９０
４を介して電極９０３で検出し、この電界を電界検出部９０５に結合して電気信号に変換
する。そして、この電気信号は、信号処理回路９０６で増幅、ノイズ除去などの信号処理
を施され、更に波形整形回路９０７で波形整形がなされ、入出力回路９０１を介してコン
ピュータ（処理装置６）に出力するようになっている。
【００１７】
　なお、本実施形態の電極９０３および絶縁膜９０４（以下、「電極９０３等」）は、ユ
ーザがＡＴＭ７を操作するタッチパネル（タッチスクリーン）に接して設置され、トラン
シーバ５本体とケーブルなどにより接続されているものとする。
【００１８】
　なお、トランシーバ５は、図３に示す構成のトランシーバであってもよい。図３に示す
トランシーバ５は、データを送信するための送信部８０２と、データを受信するための受
信部８０３と、Ｉ／Ｏ回路９０１と、電極９０３と、絶縁膜９０４と、を備える。
【００１９】
　トランシーバ５は、コンピュータからの送信データを入出力（Ｉ／Ｏ）回路９０１を介
して受け取ると、この送信データを送信部８０２を介して電極９０３に供給し、当該電極
９０３および絶縁膜９０４を介して電界伝達媒体に電界を誘起させ、この電界を電界伝達
媒体の他の部位に伝達させる。送信部８０２は、送信データを発振器８０５から出力され
る搬送波で変調するための変調回路８０４と、搬送波を出力するための発振器８０５とを
備える。
【００２０】
　また、トランシーバ５は、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を絶縁膜９０
４を介して電極９０３で検出し、この電界を受信部８０３で受信データに変換して入出力
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回路９０１を介してコンピュータに出力する。受信部８０３は、復調信号のＨレベルとＬ
レベルの反転が起きていないかを判定して補正するための補正回路８０６と、搬送波再生
回路８０８で再生された搬送波と受信した信号をもとにデータを再生する復調回路８０７
と、受信した信号から搬送波を抽出する搬送波再生回路８０８と、を備える。図３に示す
トランシーバ５の場合、コンピュータは、送信データとともに送受切替信号をトランシー
バ５に対して出力するものとする。送受切替信号は、トランシーバ５に対して送信と受信
の動作の切替を指示するための信号である。
【００２１】
　携帯電話１は、図４に示すように、コンピュータ２と、トランシーバ３（第２のトラン
シーバ）と、携帯電話部４とを有する。コンピュータ２は、制御部２１と、記憶部２２と
を有する。制御部２１は、処理装置６からの要求に応じて、記憶部２２に記憶されたの口
座情報を読み出し、処理装置６に送信する。また、制御部２１は、処理装置６から送信さ
れた取引履歴情報を記憶部２２に記憶する。記憶部２２には、当該携帯電話１を所有する
ユーザの口座情報（口座番号、パスワードなど）と、ＡＴＭ７を操作して取引（現金の引
き出し、預け入れ等）した履歴情報が記憶される。
【００２２】
　トランシーバ３は、図２および図３で説明したトランシーバ５と以下の点において異な
り、その他についてはトランシーバ５と同様である。すなわち、携帯電話１のトランシー
バ３の電極９０３および絶縁膜９０４は、トランシーバ３本体（筐体）に収納され、携帯
電話１を携帯するユーザと接触している。
【００２３】
　なお、携帯電話１のコンピュータ２および処理装置６には、少なくともＣＰＵと、メモ
リとを備えた汎用的なコンピュータシステムを用いることができる。このコンピュータシ
ステムにおいて、ＣＰＵがメモリ上にロードされた携帯電話１用のプログラムまたは処理
装置６のプログラムを実行することにより、携帯電話１のコンピュータ２または処理装置
６の各機能が実現される。
【００２４】
　次に、本実施形態の処理について説明する。
【００２５】
　図５は、ユーザがＡＴＭ７を操作する処理のシーケンス図である。
【００２６】
　ユーザは、ＡＴＭ７の前に立ち、タッチパネルが取り付けられた画面（ディスプレイ）
に触れる（Ｓ１０）。これにより、携帯電話１のコンピュータ２と処理装置６との間には
、携帯電話１のトランシーバ３、電界伝達媒体であるユーザの人体、およびトランシーバ
５を介した通信路が確立される。
【００２７】
　タッチパネル８は、ユーザが接触したことを検知して、開始指示を処理装置６に送信す
る（Ｓ１１）。処理装置６の処理部６３は、開始指示を受信すると、口座番号を要求する
（Ｓ１２）。ここで、処理装置６の判別部６１は、携帯電話１を所持するユーザがタッチ
パネルの画面に設置された電極９０３等に接触しているか、すなわち、処理装置６と携帯
電話１との間に、トランシーバ５、ユーザの人体および携帯電話１のトランシーバ３を介
した通信路が確立されているか否かを判別する。
【００２８】
　例えば、判別部６１は、常に所定の時間間隔で応答要求を携帯電話１に送信し、携帯電
話１の制御部２１は、応答要求を受信すると所定の応答信号を送信するものとする。ユー
ザが電極９０３等に接触している場合（すなわち、通信路が確立されている場合）は、応
答要求は携帯電話１に送信され、判別部６１は、携帯電話１からの応答信号を受信するこ
とができる。一方、ユーザが電極９０３等に接触していない場合（すなわち、通信路が確
立されていない場合）は、応答要求は携帯電話１に届かず、したがって、判別部６１は、
応答信号を受信することができない。判別部６１は、応答信号を受信することにより、通
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信路が確立されていることを検知する。
【００２９】
　そして、通信路が確立されている場合、取得部６２は、処理部６３の口座番号要求を受
け付けて、トランシーバ５、ユーザの人体および携帯電話１のトランシーバ３を介した電
界通信により、携帯電話１のコンピュータ２に口座番号の要求を送信する（Ｓ１２）。な
お、通信路が確立されていない場合、処理部６３が送出した口座番号の要求（例えば、キ
ャッシュカードの入力をユーザに促す画面等）が、タッチパネルの画面に表示される。
【００３０】
　携帯電話１のコンピュータ２の制御部２１は、記憶部２２に記憶された口座番号を読み
出し、読み出した口座番号をユーザの人体を介した電界通信により、処理装置６に送信す
る（Ｓ１３）。処理装置６の処理部６３は、携帯電話１から受信した口座番号が正当なも
のか否かを認証し、正当な場合にパスワード要求を送信する（Ｓ１４）。
【００３１】
　Ｓ１２で説明したように処理装置６と携帯電話１との間に通信路が確立されている場合
、取得部６２は、処理部６３のパスワード要求を受け付けて、ユーザの人体を介した電界
通信により、携帯電話１のコンピュータ２にパスワードの要求を送信する（Ｓ１４）。通
信路が確立されていない場合、処理部６３が送出したパスワードの要求（例えば、パスワ
ードの入力をユーザに促す画面等）が、タッチパネルの画面に表示される。
【００３２】
　携帯電話１のコンピュータ２の制御部２１は、記憶部２２に記憶されたパスワードを読
み出し、読み出したパスワードをユーザの人体を介した電界通信により、処理装置６に送
信する（Ｓ１５）。処理装置６の処理部６３は、携帯電話１から受信したパスワードが、
Ｓ１３で受信した口座番号のパスワードとして正当なものか否かを認証し、正当な場合に
は取引内容が表示されたメニュー画面をタッチパネルの画面に表示する（Ｓ１６）。
【００３３】
　処理部６３は、ユーザがタッチパネルに触れることにより入力した取引種別を受け付け
（Ｓ１７）、取当該取引種別に対応する取引金額入力画面をタッチパネルの画面に表示す
る（Ｓ１８）。そして、処理部６３は、ユーザがタッチパネルに触れることにより入力し
た取引金額を受け付け（Ｓ１９）、現金の支払い、預け入れ、振込みなどの所定の取引処
理を行い、取引結果をタッチパネルの画面に表示する（Ｓ２０）。
【００３４】
　そして、Ｓ１２で説明したように処理装置６と携帯電話１との間に通信路が確立されて
いる場合、履歴送信部６４は、ユーザの人体を介した電界通信により、取引結果を携帯電
話１のコンピュータ２に送信する（Ｓ２１）。携帯電話１の制御部２１は、受信した取引
結果を記憶部２２に記憶する。なお、記憶部２２に記憶された取引結果（取引履歴情報）
は、携帯電話部４の機能により携帯電話１のディスプレイに表示することができ、ユーザ
は、必要なときに取引結果を表示して、確認することができるものとする。
【００３５】
　以上説明した本実施形態では、携帯電話１を所持するユーザがＡＴＭ７のタッチパネル
８に触れることにより、当該タッチパネル８を介してトランシーバ５の電極９０３等に触
れる。これにより、携帯電話１と処理装置６との間でユーザの人体を介した通信路が確立
され、処理装置６は、この通信路を介して携帯電話１から口座情報（口座番号、パスワー
ド）を取得し、取得した口座情報を認証した後、所定の取引処理を行う。
【００３６】
　すなわち、本実施形態では、電界通信を用いて携帯電話１から口座番号を取得すること
により、ユーザはキャッシュカードを所持する必要がなく、またＡＴＭに挿入するために
キャッシュカードを財布やバックなどから出し入れする手間を省き、ユーザの利便性を向
上することができる。また、キャッシュカードの出し入れがないため、キャッシュカード
を所持している場所（財布、バック、ポケットなど）を第３者に知られるリスクが低減し
、引ったくりを防止することができる。
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【００３７】
　また、本実施形態では、電界通信を用いて携帯電話１からパスワードを取得することに
より、パスワードを入力する手間を省き、ユーザの利便性を向上することができる。また
、パスワードを入力しないため、カメラや背中越しに覗き見られることがなく、より高い
セキュリティを確保することができる。
【００３８】
　また、本実施形態の口座情報の送受信は、電波ではなく、ユーザの人体を介した電界通
信であるため、マルチレシーバなど他の無線受信機器で傍受される可能性が少ない。また
、スキミングされる可能性も少ない。
【００３９】
　なお、タイマーでのオートロック、他の電話によるロック、指紋認証など、携帯電話１
（携帯電話部４）に付帯しているセキュリティ機能を用いて、ユーザの利用形態に応じて
携帯電話１のセキュリティ状態を変化させることができる。例えば、強固なセキュリティ
が必要な場合は、ＡＴＭの操作をする直前に携帯電話１のロック（使用不可）を解除し、
操作終了後（取引終了後）にユーザがロック状態に戻す、またはタイマーによりロック解
除から所定の時間後に再ロックとなるようにすることが考えられる。また、携帯電話１を
紛失した場合には、他の電話から携帯電話１に電話をかけて遠隔操作でロック状態とする
ことが考えられる。また、携帯電話１の遠隔操作が可能なため、第三者（家族など）に現
金の引き出し等を依頼した場合、携帯電話１の所有者が自宅にいて、第三者がＡＴＭの前
に着いたときに携帯電話１のロックを解除し、引き出し操作が終了したタイミングで再ロ
ックすることが考えられる。そして、所有者に携帯電話１を返却後、所有者は記憶部に記
憶された履歴情報を表示し、取引内容を確認することができる。
【００４０】
＜第２の実施形態＞
　次に、第２の実施形態の処理について説明する。
【００４１】
　本実施形態では、携帯電話１にキャッシュカードの口座番号が記憶され、パスワードに
ついては、ユーザがタッチパネルを用いて入力するものとする。本実施形態のシステム構
成については、第１の実施形態（図１～図４参照）と同様であるため、ここでは説明を省
略する。なお、本実施形態の携帯電話１の記憶部２２（図４参照）に記憶されている口座
情報は、口座番号のみである。
【００４２】
　図６は、本実施形態におけるユーザがＡＴＭ７を操作する処理のシーケンス図である。
【００４３】
　ユーザは、ＡＴＭ７の前に立ち、タッチパネルが取り付けられた画面（ディスプレイ）
に触れる（Ｓ３０）。これにより、携帯電話１のコンピュータ２と処理装置６との間には
、携帯電話１のトランシーバ３、電界伝達媒体であるユーザの人体、およびトランシーバ
５を介した通信路が確立される。
【００４４】
　タッチパネル８は、ユーザが接触したことを検知して、開始指示を処理装置６に送信す
る（Ｓ３１）。処理装置６の処理部６３は、開始指示を受信すると、口座番号を要求する
（Ｓ３２）。ここで、処理装置６の判別部６１は、携帯電話１を所持するユーザがタッチ
パネルの画面に設置された電極９０３等に接触しているか、すなわち、処理装置６と携帯
電話１との間に、トランシーバ５、ユーザの人体および携帯電話１のトランシーバ３を介
した通信路が確立されているか否かを判別する。なお、判別部６１の判別処理については
、第１の実施形態と同様である。
【００４５】
　そして、通信路が確立されている場合、取得部６２は、処理部６３の口座番号要求を受
け付けて、トランシーバ５、ユーザの人体および携帯電話１のトランシーバ３を介した電
界通信により、携帯電話１のコンピュータ２に口座番号の要求を送信する（Ｓ３２）。な
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お、通信路が確立されていない場合、処理部６３が送出した口座番号の要求（例えば、キ
ャッシュカードの入力をユーザに促す画面等）が、タッチパネルの画面に表示される。
【００４６】
　携帯電話１のコンピュータ２の制御部２１は、記憶部２２に記憶された口座番号を読み
出し、読み出した口座番号をユーザの人体を介した電界通信により、処理装置６に送信す
る（Ｓ３３）。処理装置６の処理部６３は、携帯電話１から受信した口座番号が正当なも
のか否かを認証し、正当な場合にパスワード要求を送信する（Ｓ３４）。
【００４７】
　本実施形態では、処理部６３が送出したパスワードの要求（例えば、パスワードの入力
をユーザに促す画面等）が、タッチパネルの画面に表示される。ユーザは、タッチパネル
にパスワードを入力し、処理装置６の処理部６３は、入力されたパスワードを受け付ける
（Ｓ３５）。そして、処理部６３は、受け付けたパスワードがＳ３３で受信した口座番号
のパスワードとして正当なものか否かを認証し、正当な場合には取引内容が表示されたメ
ニュー画面をタッチパネルの画面に表示する（Ｓ３６）。
【００４８】
　以降のＳ３７からＳ４１の処理は、第１の実施形態の処理（Ｓ１７～Ｓ２１）と同様で
あるため、ここでは説明を省略する。
【００４９】
　以上説明した本実施形態では、処理装置６は、ユーザの人体を通信路とした電界通信に
より携帯電話１から取得した口座番号と、ユーザがタッチパネルを用いて入力したパスワ
ードとを用いて認証し、所定の取引処理を行う。すなわち、本実施形態では、携帯電話１
から口座番号を取得することにより、ユーザはキャッシュカードを所持する必要がなく、
またＡＴＭに挿入するためにキャッシュカードを財布やバックなどから出し入れする手間
を省き、ユーザの利便性を向上することができる。また、キャッシュカードの出し入れが
ないため、キャッシュカードを所持している場所（財布、バック、ポケットなど）を第３
者に知られるリスクが低減し、引ったくりを防止することができる。
【００５０】
　また、本実施形態では、携帯電話１にパスワードが記憶されていないため、携帯電話１
を紛失した場合であっても、パスワードを知らない第三者は携帯電話１を用いてＡＴＭ７
の操作を行うことができない。
【００５１】
　また、本実施形態の口座情報の送受信は、電波ではなく、ユーザの人体を介した電界通
信であるため、マルチレシーバなど他の無線受信機器で傍受される可能性が少ない。また
、スキミングされる可能性も少ない。
【００５２】
＜第３の実施形態＞
　次に、第３の実施形態の処理について説明する。
【００５３】
　本実施形態では、携帯電話１にキャッシュカードのパスワードが記憶され、口座番号に
ついては、ユーザがキャッシュカードをＡＴＭ７に挿入するものとする。本実施形態のシ
ステム構成については、第１の実施形態（図１～図４参照）と同様であるため、ここでは
説明を省略する。なお、本実施形態の携帯電話１の記憶部２２（図４参照）に記憶されて
いる口座情報は、パスワードのみである。
【００５４】
　図７は、本実施形態におけるユーザがＡＴＭ７を操作する処理のシーケンス図である。
【００５５】
　ユーザは、ＡＴＭ７の前に立ち、タッチパネルが取り付けられた画面（ディスプレイ）
に触れる（Ｓ５０）。これにより、携帯電話１のコンピュータ２と処理装置６との間には
、携帯電話１のトランシーバ３、電界伝達媒体であるユーザの人体、およびトランシーバ
５を介した通信路が確立される。
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【００５６】
　タッチパネル８は、ユーザが接触したことを検知して、開始指示を処理装置６に送信す
る（Ｓ５１）。処理装置６の処理部６３は、開始指示を受信すると、口座番号を要求する
（Ｓ５２）。本実施形態では、処理部６３が送出した口座番号の要求（例えば、キャッシ
ュカードの挿入をユーザに促す画面等）が、タッチパネルの画面に表示される。ユーザは
、キャッシュカードをＡＴＭ７のカードリーダ（不図示）に挿入し、処理部６３は、カー
ドリーダが読み取った口座番号を受け付ける（Ｓ５３）。処理部６３は、口座番号が正当
なものか否かを認証し、正当な場合にパスワード要求を送信する（Ｓ５４）。
【００５７】
　ここで、処理装置６の判別部６１は、携帯電話１を所持するユーザがタッチパネルの画
面に設置された電極９０３等に接触しているか、すなわち、処理装置６と携帯電話１との
間に、トランシーバ５、ユーザの人体および携帯電話１のトランシーバ３を介した通信路
が確立されているか否かを判別する。なお、判別部６１の判別処理については、第１の実
施形態と同様である。
【００５８】
　そして、通信路が確立されている場合、取得部６２は、処理部６３のパスワード要求を
受け付けて、トランシーバ５、ユーザの人体および携帯電話１のトランシーバ３を介した
電界通信により、携帯電話１のコンピュータ２にパスワードの要求を送信する（Ｓ５４）
。なお、通信路が確立されていない場合、処理部６３が送出したパスワードの要求（例え
ば、パスワードの入力をユーザに促す画面等）が、タッチパネルの画面に表示される。
【００５９】
　携帯電話１のコンピュータ２の制御部２１は、記憶部２２に記憶されたパスワードを読
み出し、読み出したパスワードをユーザの人体を介した電界通信により、処理装置６に送
信する（Ｓ５５）。処理装置６の処理部６３は、携帯電話１からパスワードを受信し、当
該パスワードがＳ５３で受け付けた口座番号のパスワードとして正当なものか否かを認証
し、正当な場合には取引内容が表示されたメニュー画面をタッチパネルの画面に表示する
（Ｓ５６）。
【００６０】
　以降のＳ５７からＳ６１の処理は、第１の実施形態の処理（Ｓ１７～Ｓ２１）と同様で
あるため、ここでは説明を省略する。
【００６１】
　以上説明した本実施形態では、処理装置６は、ＡＴＭ７に挿入されたキャッシュカード
の口座番号と、ユーザの人体を通信路とした電界通信により携帯電話１から取得したパス
ワードとを用いて認証し、所定の取引処理を行う。すなわち、本実施形態では、携帯電話
１からパスワードを取得することにより、パスワードを入力する手間を省き、ユーザの利
便性を向上することができる。また、パスワードを入力しないため、カメラや背中越しに
覗き見られることがなく、より高いセキュリティを確保することができる。また、携帯電
話１にパスワードを記憶させるため、パスワードの桁数を増やしてセキュリティを向上さ
せることができる。
【００６２】
　また、本実施形態では、携帯電話１に口座番号が記憶されていないため、携帯電話１を
紛失した場合であっても、キャッシュカードを所持しない第三者は携帯電話１を用いてＡ
ＴＭ７の操作を行うことができない。
【００６３】
　また、本実施形態の口座情報（パスワード）の送受信は、電波ではなく、ユーザの人体
を介した電界通信であるため、マルチレシーバなど他の無線受信機器で傍受される可能性
が少ない。また、スキミングされる可能性も少ない。
【００６４】
＜第４の実施形態＞
　次に、第４の実施形態の処理について説明する。
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【００６５】
　図８は、第４の実施形態である認証システムの全体構成図である。本実施形態では、ユ
ーザは携帯電話１のほかに携帯端末１Ａを所持し、ＡＴＭ７の操作を行うものとする。本
実施形態の携帯電話１は、第１の実施形態の携帯電話１（図４参照）と同様であるが、記
憶部２２に記憶されている口座情報は、口座番号のみである。
【００６６】
　図９は、携帯端末１Ａの構成を示すブロック図である。携帯端末１Ａは、制御部２１Ａ
および記憶部２２Ａを備えるコンピュータ２Ａと、トランシーバ３Ａ（第３のトランシー
バ：図２、図３参照）とを有する。記憶部２２Ａには、口座情報としてパスワードが記憶
されているものとする。なお、携帯電話１の記憶部２２にパスワードが記憶され、携帯端
末１Ａの記憶部２２Ａに口座番号が記憶されていることとしてもよい。
【００６７】
　図１０は、本実施形態におけるユーザがＡＴＭ７を操作する処理のシーケンス図である
。
【００６８】
　ユーザは、ＡＴＭ７の前に立ち、タッチパネルが取り付けられた画面（ディスプレイ）
に触れる（Ｓ７０）。これにより、携帯電話１のコンピュータ２と処理装置６との間には
、携帯電話１のトランシーバ３、電界伝達媒体であるユーザの人体、およびトランシーバ
５を介した通信路が確立される。また、携帯端末１Ａのコンピュータ２Ａと処理装置６と
の間には、携帯端末１Ａのトランシーバ３Ａ、電界伝達媒体であるユーザの人体、および
トランシーバ５を介した通信路が確立される。
【００６９】
　タッチパネル８は、ユーザが接触したことを検知して、開始指示を処理装置６に送信す
る（Ｓ７１）。処理装置６の処理部６３は、開始指示を受信すると、口座番号を要求する
（Ｓ７２）。ここで、処理装置６の判別部６１は、携帯電話１を所持するユーザがタッチ
パネルの画面に設置された電極９０３等に接触しているか、すなわち、処理装置６と携帯
電話１との間に、トランシーバ５、ユーザの人体および携帯電話１のトランシーバ３を介
した通信路が確立されているか否かを判別する。なお、判別部６１の判別処理については
、第１の実施形態と同様である。
【００７０】
　そして、通信路が確立されている場合、取得部６２は、処理部６３の口座番号要求を受
け付けて、トランシーバ５、ユーザの人体および携帯電話１のトランシーバ３を介した電
界通信により、携帯電話１のコンピュータ２に口座番号の要求を送信する（Ｓ７２）。な
お、通信路が確立されていない場合、処理部６３が送出した口座番号の要求（例えば、キ
ャッシュカードの入力をユーザに促す画面等）が、タッチパネルの画面に表示される。
【００７１】
　携帯電話１のコンピュータ２の制御部２１は、記憶部２２に記憶された口座番号を読み
出し、読み出した口座番号をユーザの人体を介した電界通信により、処理装置６に送信す
る（Ｓ７３）。処理装置６の処理部６３は、携帯電話１から受信した口座番号が正当なも
のか否かを認証し、正当な場合にパスワード要求を送信する（Ｓ７４）。
【００７２】
　ここで、判別部６１は、処理装置６と携帯端末１Ａとの間に通信路が確立されているか
否かを判別する。通信路が確立している場合、取得部６２は、処理部６３のパスワード要
求を受け付けて、ユーザの人体を介した電界通信により、携帯端末１Ａのコンピュータ２
Ａにパスワードの要求を送信する（Ｓ７４）。通信路が確立されていない場合、処理部６
３が送出したパスワードの要求（例えば、パスワードの入力をユーザに促す画面等）が、
タッチパネルの画面に表示される。
【００７３】
　携帯端末１Ａのコンピュータ２Ａの制御部２１Ａは、記憶部２２Ａに記憶されたパスワ
ードを読み出し、読み出したパスワードをユーザの人体を介した電界通信により、処理装
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置６に送信する（Ｓ７５）。処理装置６の処理部６３は、携帯端末１Ａから受信したパス
ワードが、Ｓ７３で受信した口座番号のパスワードとして正当なものか否かを認証し、正
当な場合には取引内容が表示されたメニュー画面をタッチパネルの画面に表示する（Ｓ７
６）。
【００７４】
　以降のＳ７７からＳ８１の処理は、第１の実施形態の処理（Ｓ１７～Ｓ２１）と同様で
あるため、ここでは説明を省略する。
【００７５】
　以上説明した本実施形態では、処理装置６は、携帯電話１から取得したキャッシュカー
ドの口座番号と、携帯端末１Ａから取得したパスワードとを用いて認証し、所定の取引処
理を行う。すなわち、本実施形態では、電界通信を用いて携帯電話１から口座番号を取得
することにより、ユーザはキャッシュカードを所持する必要がなく、またＡＴＭに挿入す
るためにキャッシュカードを財布やバックなどから出し入れする手間を省き、ユーザの利
便性を向上することができる。また、キャッシュカードの出し入れがないため、キャッシ
ュカードを所持している場所（財布、バック、ポケットなど）を第３者に知られるリスク
が低減し、引ったくりを防止することができる。
【００７６】
　また、本実施形態では、携帯端末１Ａからパスワードを取得することにより、パスワー
ドを入力する手間を省き、ユーザの利便性を向上することができる。また、パスワードを
入力しないため、カメラや背中越しに覗き見られることがなく、より高いセキュリティを
確保することができる。
【００７７】
　また、本実施形態では、口座番号とパスワードとを、それぞれ別の機器（携帯電話１、
携帯端末１Ａ）に格納・記憶させるため、片方の機器が盗難にあった場合であっても、第
三者はＡＴＭ７の操作を行うことができないため、より高いセキュリティが確保される。
【００７８】
　また、本実施形態の口座情報の送受信は、電波ではなく、ユーザの人体を介した電界通
信であるため、マルチレシーバなど他の無線受信機器で傍受される可能性が少ない。また
、スキミングされる可能性も少ない。
【００７９】
　以上、本発明の各実施の形態について説明してきたが、本発明の要旨を逸脱しない範囲
において、上記実施の形態に対して種々の変形や変更を施すことができる。例えば、上記
実施形態の処理装置６（図２、図３参照）は、判別部６１、取得部６２、処理部６３およ
び履歴送信部６４を有することとした。しかしながら、処理装置６の機能を分割し、判別
部６１、取得部６２および履歴送信部６４については、トランシーバ５に接続される、処
理装置６とは別のコンピュータ装置が有することとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る認証システムの全体構成図である。
【図２】処理装置およびトランシーバの概略構成図である。
【図３】処理装置およびトランシーバの概略構成図である。
【図４】携帯電話の概略構成図である。
【図５】第１の実施形態の処理のシーケンス図である。
【図６】第２の実施形態の処理のシーケンス図である。
【図７】第３の実施形態の処理のシーケンス図である。
【図８】第４の実施形態に係る認証システムの全体構成図である。
【図９】携帯端末の概略構成図である。
【図１０】第４の実施形態の処理のシーケンス図である。
【図１１】トランシーバを介してウェアラブルコンピュータを人間に装着して使用する場
合の例を示す説明図である。
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【符号の説明】
【００８１】
　１　　携帯電話
　２　　コンピュータ
　２１　制御部
　２２　記憶部
　３、５　トランシーバ
　６　　処理装置
　６１　判別部
　６２　取得部
　６３　処理部
　６４　履歴送信部
　７　　ＡＴＭ
　８　　タッチパネル

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】 【図１１】
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