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(57)【要約】
【課題】携帯電話サービスにおける加入者識別番号が記
憶されたＩＣカードが装着される携帯情報端末において
、クレジット決済の利用を可能にするための手続きを、
安全性を維持しつつ、簡略化可能なデータ発行技術を提
供する。
【解決手段】携帯電話端末１００は、ＮＦＣチップ１０
６によりＩＣ免許証４００から免許証番号を読出しこれ
をＡＴＭ５００を介してリモート発行サーバ２００に送
信する。リモート発行サーバ２００は、ＡＴＭ５００を
介して免許証番号を受信しこれと、発券ＤＢ２０１に記
憶されているクレジット発券データに関連付けられた免
許証番号とを用いてユーザの認証を行い、認証結果に基
づいて、免許証番号を削除したクレジット発券データを
携帯電話端末１００にＡＴＭ５００を介して送信する。
携帯電話端末１００はＡＴＭ５００を介してリモート発
行サーバ２００から受信したクレジット発券データをＵ
ＳＩＭ１５０に記憶させる。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信サービスの加入者を一意に識別するための加入者識別番号が記憶されたＩＣ（
Integrated Circuit）モジュールが搭載されると共に、非接触通信機能を実現可能な第１
の携帯情報端末と非接触通信可能なＡＴＭ（Automated Teller Machine）と、発行サーバ
とが接続された発行システムであって、
　前記ＡＴＭは、
　非接触通信機能により、前記第１の携帯情報端末の利用者であることを保証するための
情報を記憶し非接触通信可能なＩＣチップを有する第２の携帯情報端末から前記情報を読
み出す情報読出手段と、
　前記情報読出手段が読み出した前記情報を前記発行サーバに送信する情報送信手段と、
　前記ＩＣモジュールを用いた取引を可能にするための取引用発券データを前記発行サー
バから受信する第１データ受信手段と、
　前記第１データ受信手段が受信した前記取引用発券データを前記第１の携帯情報端末に
送信する第１データ送信手段とを有し、
　前記第１の携帯情報端末は、
　前記第１データ送信手段が送信した前記取引用発券データを受信する第２データ受信手
段と、
　前記第２データ受信手段が受信した前記取引用発券データを前記ＩＣモジュールに記憶
させる記憶制御手段とを有し、
　前記発行サーバは、
　前記情報に関連付けられた前記取引用発券データを記憶する記憶手段と、
　前記送信手段が送信した前記情報を受信する情報受信手段と、
　前記情報受信手段が受信した前記情報と、前記記憶手段に記憶された前記取引用発券デ
ータに関連付けられた前記情報とを照合する照合手段と、
　前記照合手段の照合の結果、前記情報が一致する場合、前記取引用発券データを前記Ａ
ＴＭに送信する第２データ送信手段とを有する
ことを特徴とする発行システム。
【請求項２】
　前記第２の携帯情報端末は、免許証番号を記憶し非接触通信可能なＩＣチップを有する
ＩＣ免許証であり、
　前記情報読出手段は、非接触通信機能により、前記ＩＣ免許証から前記情報として前記
免許証番号を読み出す
ことを特徴とする請求項１に記載の発行システム。
【請求項３】
　無線通信サービスの加入者を一意に識別するための加入者識別番号が記憶されたＩＣ（
Integrated Circuit）モジュールが搭載されると共に、非接触通信機能を実現可能な携帯
情報端末であって、
　前記ＩＣモジュールを用いた取引を可能にするためのデータであり当該携帯情報端末の
利用者であることを保証するための情報が関連付けられた取引用発券データを記憶する発
行サーバと接続されるＡＴＭであって非接触通信可能なＡＴＭから、前記発行サーバが送
信した前記取引用発券データを受信するデータ受信手段と、
　前記データ受信手段が受信した前記取引用発券データを前記ＩＣモジュールに記憶させ
る記憶手段とを有する
ことを特徴とする携帯情報端末。
【請求項４】
　非接触通信機能を実現させるＮＦＣ(Near Field Communication)チップを有し、
　前記データ受信手段は、前記ＮＦＣチップによって実現される非接触通信機能により、
前記ＡＴＭから前記取引用発券データを受信する
ことを特徴とする請求項３に記載の携帯情報端末。
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【請求項５】
　前記ＩＣモジュールは、前記携帯情報端末に着脱自在に装着される
ことを特徴とする請求項３又は４に記載の携帯情報端末。
【請求項６】
　無線通信サービスの加入者を一意に識別するための加入者識別番号が記憶されたＩＣ（
Integrated Circuit）モジュールが搭載されると共に、非接触通信機能を実現可能な第１
の携帯情報端末と非接触通信可能なＡＴＭと接続された発行サーバであって、
　前記ＩＣモジュールを用いた取引を可能にするためのデータであり前記第１の携帯情報
端末の利用者であることを保証するための情報に関連付けられた取引用発券データを記憶
する記憶手段と、
　前記情報を記憶し非接触通信可能なＩＣチップを有する第２の携帯情報端末から前記Ａ
ＴＭが非接触通信機能により読み出した前記情報を受信する情報受信手段と、
　前記情報受信手段が受信した前記情報と、前記記憶手段に記憶された前記取引用発券デ
ータに関連付けられた前記情報とを照合する照合手段と、
　前記照合手段の照合の結果、前記情報が一致する場合、前記取引用発券データを前記Ａ
ＴＭを介して前記第１の携帯情報端末に送信するデータ送信手段とを有する
ことを特徴とする発行サーバ。
【請求項７】
サービスを提供するクレジットイシュアの有するサーバであり、ＩＣモジュールを用いた
取引の利用の申込内容に基づいて前記情報に関連付けられた前記取引用発券データを生成
するクレジットサーバに接続され、
　前記情報に関連付けられた前記取引用発券データを前記クレジットサーバから受信する
受信手段と、
　前記受信手段が受信した、前記情報に関連付けられた前記取引用発券データを前記記憶
手段に記憶させる前記記憶制御手段とを更に有する
ことを特徴とする請求項６に記載の発行サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯情報端末においてＩＣモジュールを用いた取引を可能にするための取引
用発券データの発行に係る発行システム、携帯情報端末及び発行サーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、携帯電話機に非接触ＩＣ(Integrated Circuit)チップを搭載し、外部処理装
置との間で通信を行うことにより、外部処理装置での種々の処理を可能とした携帯電話機
が開発されている。例えば、電子マネーの支払い処理やクレジット決済による支払い処理
を可能な携帯電話機がある。このような携帯電話機では、例えばクレジット決済を可能に
するためのクレジット発券データが発行され、携帯電話機に搭載されたＩＣチップに書き
込まれることにより、クレジット決済の利用が可能になる。しかし、従来では、このよう
な処理を可能にするためのサービスをユーザが申し込んでから、実際にクレジット発券デ
ータがＩＣチップに書き込まれて、クレジット決済の利用が可能になるまでに、種々の手
続きが必要であり時間が掛かっていた。このため、近年では、クレジット決済の利用を可
能にするまでの手続きを、安全性を維持しつつ、簡略化した技術が開発されている（例え
ば特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２０６７７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この特許文献１の技術では、携帯電話機にはＩＣチップが搭載され、これにクレジット
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発券データが書き込まれる。特許文献１の技術では、クレジット発券データをＩＣチップ
に書き込む際に、ユーザの認証のためにＩＤ及びパスワードの入力を必要とし、これらを
郵送によりユーザに事前に通知している。このために、ＩＤ及びパスワードを台紙に印刷
して封入したり郵送手配をしたりする等の作業が必要であった。このため、ユーザの認証
にかかる部分についても、安全性を維持しつつ、作業を簡略化することが望まれていた。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、無線通信サービスの加入者を一意に識
別するための加入者識別番号が記憶されたＩＣモジュールが搭載される携帯情報端末にお
いて、ＩＣモジュールを用いた取引を可能にするための手続きを、安全性を維持しつつ、
簡略化可能な発行システム、携帯情報端末及び発行サーバを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、無線通信サ
ービスの加入者を一意に識別するための加入者識別番号が記憶されたＩＣ（Integrated C
ircuit）モジュールが搭載されると共に、非接触通信機能を実現可能な第１の携帯情報端
末と非接触通信可能なＡＴＭ（Automated Teller Machine）と、発行サーバとが接続され
た発行システムであって、前記ＡＴＭは、非接触通信機能により、前記第１の携帯情報端
末の利用者であることを保証するための情報を記憶し非接触通信可能なＩＣチップを有す
る第２の携帯情報端末から前記情報を読み出す情報読出手段と、前記情報読出手段が読み
出した前記情報を前記発行サーバに送信する情報送信手段と、前記ＩＣモジュールを用い
た取引を可能にするための取引用発券データを前記発行サーバから受信する第１データ受
信手段と、前記第１データ受信手段が受信した前記取引用発券データを前記第１の携帯情
報端末に送信する第１データ送信手段とを有し、前記第１の携帯情報端末は、前記第１デ
ータ送信手段が送信した前記取引用発券データを受信する第２データ受信手段と、前記第
２データ受信手段が受信した前記取引用発券データを前記ＩＣモジュールに記憶させる記
憶制御手段とを有し、前記発行サーバは、前記情報に関連付けられた前記取引用発券デー
タを記憶する記憶手段と、前記送信手段が送信した前記情報を受信する情報受信手段と、
前記情報受信手段が受信した前記情報と、前記記憶手段に記憶された前記取引用発券デー
タに関連付けられた前記情報とを照合する照合手段と、前記照合手段の照合の結果、前記
情報が一致する場合、前記取引用発券データを前記ＡＴＭに送信する第２データ送信手段
とを有することを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１にかかる発明において前記第２の携帯情報端
末は、免許証番号を記憶し非接触通信可能なＩＣチップを有するＩＣ免許証であり、前記
情報読出手段は、非接触通信機能により、前記ＩＣ免許証から前記情報として前記免許証
番号を読み出すことを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項３にかかる発明は、無線通信サービスの加入者を一意に識別するための加
入者識別番号が記憶されたＩＣ（Integrated Circuit）モジュールが搭載されると共に、
非接触通信機能を実現可能な携帯情報端末であって、前記ＩＣモジュールを用いた取引を
可能にするためのデータであり当該携帯情報端末の利用者であることを保証するための情
報が関連付けられた取引用発券データを記憶する発行サーバと接続されるＡＴＭであって
非接触通信可能なＡＴＭから、前記発行サーバが送信した前記取引用発券データを受信す
るデータ受信手段と、前記データ受信手段が受信した前記取引用発券データを前記ＩＣモ
ジュールに記憶させる記憶手段とを有することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項３にかかる発明において、非接触通信機能を実
現させるＮＦＣ(Near Field Communication)チップを有し、前記データ受信手段は、前記
ＮＦＣチップによって実現される非接触通信機能により、前記ＡＴＭから前記取引用発券
データを受信することを特徴とする。



(5) JP 2009-237974 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

【００１０】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項３又は４にかかる発明において、前記ＩＣモジ
ュールは、前記携帯情報端末に着脱自在に装着されることを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項６にかかる発明は、無線通信サービスの加入者を一意に識別するための加
入者識別番号が記憶されたＩＣ（Integrated Circuit）モジュールが搭載されると共に、
非接触通信機能を実現可能な第１の携帯情報端末と非接触通信可能なＡＴＭと接続された
発行サーバであって、前記ＩＣモジュールを用いた取引を可能にするためのデータであり
前記第１の携帯情報端末の利用者であることを保証するための情報に関連付けられた取引
用発券データを記憶する記憶手段と、前記情報を記憶し非接触通信可能なＩＣチップを有
する第２の携帯情報端末から前記ＡＴＭが非接触通信機能により読み出した前記情報を受
信する情報受信手段と、前記情報受信手段が受信した前記情報と、前記記憶手段に記憶さ
れた前記取引用発券データに関連付けられた前記情報とを照合する照合手段と、前記照合
手段の照合の結果、前記情報が一致する場合、前記取引用発券データを前記ＡＴＭを介し
て前記第１の携帯情報端末に送信するデータ送信手段とを有することを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項７にかかる発明は、請求項６にかかる発明において、サービスを提供する
クレジットイシュアの有するサーバであり、ＩＣモジュールを用いた取引の利用の申込内
容に基づいて前記情報に関連付けられた前記取引用発券データを生成するクレジットサー
バに接続され、前記情報に関連付けられた前記取引用発券データを前記クレジットサーバ
から受信する受信手段と、前記受信手段が受信した、前記情報に関連付けられた前記取引
用発券データを前記記憶手段に記憶させる前記記憶制御手段とを更に有することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、無線通信サービスの加入者を一意に識別するための加入者識別番号が
記憶されたＩＣモジュールが搭載される携帯情報端末において、ＩＣモジュールを用いた
取引を可能にするための手続きを、安全性を維持しつつ、簡略化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる発行システム、携帯情報端末及び発行サ
ーバの最良な実施の形態を詳細に説明する。 
【００１５】
　［実施の形態］
（１）構成
＜発行システムの構成＞
　図１は、本実施の形態にかかる発行システムの構成を例示する図である。同図に示すよ
うに、発行システムにおいて、携帯電話端末１００は、非接触通信機能を有するＮＦＣ(N
ear Field Communication)チップ１０６を有し、同じく非接触通信機能を有するＲ／Ｗ（
Reader/Writer）５０１を有するＡＴＭ５００と非接触通信を行う。リモート発行サーバ
２００は、クレジット決済の利用を可能にするためのクレジット発券データを携帯電話端
末１００に提供するためのサーバであり、免許証番号に関連付けられたクレジット発券デ
ータを記憶する発券ＤＢ２０１を有する。ＡＴＭ５００とリモート発行サーバ２００とは
ＡＴＭ網（図示せず）を介して通信を行う。ＡＴＭ５００は、ユーザからの指示入力を受
け付けたり、情報を表示したりするタッチパネルを有する現金自動預け払い機であり、ク
レジット発券データの携帯電話端末１００への提供を仲介する。クレジットサーバ３００
は、クレジットサービスを提供するクレジットイシュアの有するサーバであり、クレジッ
トサービスの加入者の情報（加入者データ）を加入者毎に記憶する顧客管理ＤＢ３０１を
有する。リモート発行サーバ２００とクレジットサーバ３００とは専用線又は任意の回線
を介して通信を行う。
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【００１６】
　尚、非接触通信機能による通信においては、携帯電話サービスを提供するために予め割
り当てられた周波数帯（例えば、８００ＭＨｚ帯や１．５ＧＨｚ帯）とは異なり、非接触
通信のために予め割り当てられた周波数帯（例えば、１３．５６ＭＨｚ帯）を使用して行
われる。非接触通信とは、例えば、ISO14443規格で規格化されているような、通信距離が
１０ｃｍ程度までの無線通信である。
【００１７】
　また、携帯電話端末１００は、ＮＦＣチップ１０６の非接触通信機能により、免許証番
号等が記憶されるＩＣチップが内蔵されたＩＣ免許証４００と通信を行い、免許証番号を
ＩＣ免許証から読み出す。そして読み出した免許証番号を携帯電話端末１００は、非接触
通信機能によりＡＴＭ５００のＲ／Ｗ５０１に送信する。ＡＴＭ５００のＲ／Ｗ５０１か
らは、リモート発行サーバ２００から送信されたクレジット発券データを携帯電話端末１
００は受信する。また、携帯電話端末１００にはＵＳＩＭ(Universal Subscriber Identi
ty Module)１５０が着脱可能に装着され、携帯電話端末１００は、ＡＴＭ５００から受信
したクレジット発券データをＵＳＩＭ１５０に記憶させる。
【００１８】
　ＡＴＭ５００は、タッチパネルに入力されたユーザからの指示入力に応じて、パーソナ
ライズ手続き画面をタッチパネルに表示させたり、Ｒ／Ｗ５０１を介してＩＣ免許証４０
０から読み出した免許証番号をリモート発行サーバ２００に送信したり、リモート発行サ
ーバ２００からクレジット発券データを受信したりする。Ｒ／Ｗ５０１は、非接触通信機
能により、通信可能なＩＣ免許証４００から免許証番号を読み出したり、通信可能な携帯
電話端末１００に対してクレジット発券データを送信したりする。即ち、ＡＴＭ５００は
、番号読出手段、番号送信手段、第１データ受信手段及び第１データ送信手段として機能
する。
【００１９】
　リモート発行サーバ２００は、免許証番号に関連付けられたクレジット発券データをク
レジットサーバ３００から予め取得してこれを加入者毎に発券ＤＢ２０１に記憶している
。また、リモート発行サーバ２００は、携帯電話端末１００におけるクレジット発券デー
タの取得及びＵＳＩＭ１５０への記憶を制御するクレジット用アプリケーションを記憶し
ている。リモート発行サーバ２００は、このクレジット用アプリケーションをＡＴＭ５０
０を介して携帯電話端末１００に送信する。また、リモート発行サーバ２００は、ＡＴＭ
５００から送信された免許証番号を受信すると、これと、発券ＤＢ２０１に記憶されてい
るクレジット発券データに関連付けられた免許証番号とを照合することにより、ユーザの
認証を行う。そして、リモート発行サーバ２００は、認証結果に基づいて、免許証番号を
削除したクレジット発券データをＡＴＭ５００に送信する。即ち、リモート発行サーバ２
００は、記憶手段を有し、番号受信手段、照合手段及びデータ送信手段として機能する。
これらの機能は、リモート発行サーバ２００が図示しない記憶装置や記憶媒体に記憶され
たプログラムを実行することにより実現される。
【００２０】
　クレジットサーバ３００は、リモート発行サーバ２００にクレジット発券データを予め
提供する。具体的には、クレジットサーバ３００は、顧客管理ＤＢ３０１に記憶された加
入者データに基づいて、免許証番号に関連付けられたクレジット発券データを生成してこ
れをリモート発行サーバ２００送信する。この加入者データは、ユーザがクレジットサー
ビスの申し込みの際に、クレジットイシュアに対して渡した申込内容に基づいて生成され
て顧客管理ＤＢ３０１に記憶される。クレジットサーバ３００は、このような加入者デー
タを適宜編集することにより、クレジット発券データを生成し、免許証番号に関連付けら
れたクレジット発券データをリモート発行サーバ２００に送信する。申込内容及び加入者
データの詳細については後述の動作欄で詳述する。
【００２１】
＜携帯電話端末の構成＞
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　次に、携帯電話端末１００の構成について説明する。図２は、携帯電話端末１００の構
成の概略を示す正面図である。同図に示すように、携帯電話端末１００は、ロッドアンテ
ナ１０２と、非接触通信用アンテナ１０３と、表示部１０４と、入力部１０５とを有する
。また、携帯電話端末１００は、その内部に、制御部１０１と、ＮＦＣチップ１０６と、
ＵＳＩＭ装着部１０７と、記憶部（図示せず）とを有する。
【００２２】
　ロッドアンテナ１０２は、携帯電話通信機能による通信において電波を受信するアンテ
ナである。非接触通信用アンテナ１０３は、ＮＦＣチップ１０６による近接無線通信の際
に電波を受信するアンテナであり、２から３ターンの銅線コイルなどで形成されている。
非接触通信用アンテナ１０３は、図２に示すように携帯電話端末１００の筐体の内部周囲
に配線したり、ＮＦＣチップ１０６の周囲に配線することができる。表示部１０４は、カ
ラー液晶ディスプレイなどにより構成され、制御部１０１の制御の下、各種情報を表示す
る。入力部１０５は、操作キーや操作ボタン等が配列されて構成され、ユーザからの各種
指示入力を受け付け、これを制御部１０１に渡す。
【００２３】
　ＵＳＩＭ装着部１０７は、ＵＳＩＭ１５０を着脱自在に装着するためのカードソケット
であり、ＮＦＣチップ１０６に繋がる接続線（図示せず）を有する。この接続線を介して
、ＵＳＩＭ装着部１０７に装着されたＵＳＩＭ１５０とＮＦＣチップ１０６とが通信可能
になる。ＮＦＣチップ１０６は、通信相手に対してデータの読み出しや書き込みを行うリ
ーダ・ライタ機能も有する。本実施の形態においては、ＮＦＣチップ１０６は、制御部１
０１の制御の下、非接触通信可能なＩＣ免許証から免許証番号を読み出して、これを非接
触通信可能なＡＴＭ５００に送信する。
【００２４】
　記憶部は、例えば、フラッシュメモリなどにより構成され、各種データや各種のプログ
ラムを記憶する。制御部１０１は、ＣＰＵと、ＲＯＭと、ＲＡＭとを備え、ＲＯＭや記憶
部に記憶された各種プログラムをＣＰＵが実行することにより、携帯電話端末１００全体
を制御して、各種機能を実現させる。その他特に図示しないが、携帯電話端末１００は、
マイクやスピーカなど、携帯電話通信機能を実現させるために必要な様々な要素を有する
。
【００２５】
　ここで、携帯電話端末１００において実現される各種機能のうち本実施の形態に特有の
機能について説明する。制御部１０１は、ＡＴＭ５００から送信されたクレジット発券デ
ータを、ＮＦＣチップ１０６を介して受信すると、ＮＦＣチップ１０６を介してＵＳＩＭ
１５０に対して、クレジット発券データの記憶を指示して、当該クレジット発券データを
ＵＳＩＭ１５０に記憶させる。即ち、携帯電話端末１００は、データ受信手段及び記憶手
段として機能する。
【００２６】
＜ＵＳＩＭの構成＞
　次に、ＵＳＩＭ１５０の有するＩＣチップ１５１の構成について図３を用いて説明する
。同図に示すように、ＩＣチップ１５１は、アプリケーション部１５２と、アプリケーシ
ョンコントローラ部１５３と、データ記憶部１５４とを有する。
【００２７】
　アプリケーション部１５２は、ＵＳＩＭ１５０全体を制御するためのオペレーティング
システム（ＯＳ）や、非接触通信機能を実現させるための各種アプリケーションプログラ
ムを記憶する。アプリケーションコントローラ部１５３は、携帯電話端末１００からの指
示に従って、アプリケーション部１５２に記憶されている各種アプリケーションプログラ
ムを実行して各種機能を実現させる。特に本実施の形態においては、アプリケーションコ
ントローラ部１５３は、携帯電話端末１００からの指示に応じて、携帯電話端末１００が
ＡＴＭ５００を介してリモート発行サーバ２００から受信したクレジット発券データをデ
ータ記憶部１５４に記憶させる。
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【００２８】
　データ記憶部１５４には、アプリケーション部１５２に格納されるアプリケーションを
実行する際に用いる各種データや、ＮＦＣチップ１０６との間で通信を行うためのプロト
コル（ＳＷＰ）や、携帯電話サービスの加入者を一意に識別するための加入者識別番号（
IMSI:International Mobile Subscriber Identity)、当該ＵＳＩＭ１５０を一意に識別可
能なＩＣＣＩＤ、当該加入者に割り当てられている携帯電話番号、当該ＵＳＩＭ１５０の
シリアル番号及び秘密鍵等が記憶されている。また、データ記憶部１５４には、上述のク
レジット発券データが記憶される。
【００２９】
（２）動作
＜クレジット発券データの準備＞
　以上のような構成において、クレジット発券データがリモート発行サーバ２００の発券
ＤＢ２０１に記憶されるまでの処理の概要について説明する。まず、ユーザがクレジット
イシュアに対し、携帯電話端末１００におけるクレジット決済の利用開始を申し込む。こ
のとき、ユーザは、申込内容を申込用紙に記入してクレジットイシュアに渡すようにして
も良いし、携帯電話端末１００やパーソナルコンピュータなどの任意の情報処理端末から
ＩＰ網ＮＴを介して申込内容をクレジットサーバ３００に送信するようにしても良い。尚
、申込内容は、例えば図４に示されるように、ユーザの個人情報として、名前、住所及び
免許証番号等を含み、クレジットカードの情報として、クレジットカード番号、有効期限
及び限度額等を含む。クレジットイシュアでは、このような申込内容に基づいて審査を行
い、図５に例示されるような加入者データを生成して、これを顧客管理ＤＢ３０１に記憶
させる。尚、申込用紙へ記入された申込内容については、キーパンチ入力等によりデータ
化されて加入者データが生成される。そして、クレジットサーバ３００は、顧客管理ＤＢ
３０１に記憶された加入者データを適宜編集して、クレジット決済を行うために必要なデ
ータとしてクレジット発券データを生成して発券ＤＢ２０１に記憶させる。このクレジッ
ト発券データは、図６に例示されるように、名前、住所、クレジットカード番号、有効期
限及び限度額を含む。そして、このクレジット発券データに対して免許証番号が関連付け
られる。クレジットサーバ３００は、このように免許証番に関連付けられたクレジット発
券データをリモート発行サーバ２００に送信する。リモート発行サーバ２００は、免許証
番号に関連付けられたクレジット発券データを受信すると、これを所定のデータ形式に変
換するなどして適宜編集して発券ＤＢ２０１に記憶させる。
【００３０】
＜クレジット発券データのダウンロード＞
　次に、以上のようにしてリモート発行サーバ２００に記憶されたクレジット発券データ
を携帯電話端末１００が取得する処理の手順について図７を用いて説明する。まず、ユー
ザがＡＴＭ５００のタッチパネルを操作して、ＵＳＩＭ１５０におけるクレジット決済の
利用開始のための手続き画面を選択する指示入力を行うと、ＡＴＭ５００は、パーソナラ
イズ手続き画面をタッチパネルに表示させる（ステップＳ１）。このパーソナライズ手続
き画面において、ＡＴＭ５００は、まず、携帯電話端末１００のＡＴＭ５００への近接を
促すメッセージを表示させる。そして、ユーザが携帯電話端末１００をＡＴＭ５００に近
接させると、ＡＴＭ５００は、リモート発行サーバ２００に対して、クレジット用アプリ
ケーションの送信を要求する要求メッセージを送信する（ステップＳ２）。リモート発行
サーバ２００は、当該要求メッセージを受信すると、クレジット用アプリケーションをＡ
ＴＭ５００に送信する（ステップＳ３）。ＡＴＭ５００は、クレジット用アプリケーショ
ンをリモート発行サーバ２００から受信すると、これを携帯電話端末１００に送信する（
ステップＳ４）。携帯電話端末１００は、クレジット用アプリケーションを受信するとｋ
れを記憶部に記憶させ、ユーザからの操作に応じて、記憶部からクレジット用アプリケー
ションを読み出しこれを起動する（ステップＳ５）。
【００３１】
　また、ＡＴＭ５００は、パーソナライズ手続き画面において、ＩＣ免許証４００のＡＴ
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Ｍ５００への近接を促すメッセージを表示させる。そして、ユーザがＩＣ免許証４００を
ＡＴＭ５００に近接させると、ＡＴＭ５００は、Ｒ／Ｗ５０１の非接触通信機能により、
ＩＣ免許証４００に記憶された免許証番号を読み出す（ステップＳ６）。そして、ＡＴＭ
５００は、読み出した免許証番号をリモート発行サーバ２００に送信する（ステップＳ７
）。
【００３２】
　リモート発行サーバ２００は、ＡＴＭ５００から免許証番号を受信すると、これと、発
券ＤＢ２０１に記憶されているクレジット発券データに関連付けられた免許証番号とを照
合することにより、ユーザの認証を行う（ステップＳ８）。これらの免許証番号が一致す
る場合（ステップＳ９）、リモート発行サーバ２００は、ユーザの認証は成功したものと
して、クレジット発券データをＡＴＭ５００に送信する（ステップＳ１０）。ＡＴＭ５０
０は、リモート発行サーバ２００からクレジット発券データを受信すると、タッチパネル
に表示させるパーソナライズ手続き画面において、携帯電話端末１００のＡＴＭ５００へ
の近接を促すメッセージを表示させる。そして、ユーザが携帯電話端末１００をＡＴＭ５
００に近接させると、ＡＴＭ５００は、Ｒ／Ｗ５０１を介して、当該クレジット発券デー
タを携帯電話端末１００に送信する（ステップＳ１１）。携帯電話端末１００は、ＮＦＣ
チップ１０６を介してクレジット発券データを受信すると（ステップＳ１２）、ＮＦＣチ
ップ１０６を介してＵＳＩＭ１５０に対して、クレジット発券データの記憶を指示する。
ＵＳＩＭ１５０は、当該指示に応じて、クレジット発券データを記憶する（ステップＳ１
３）。この結果、当該ＵＳＩＭ１５０が装着された携帯電話端末１００で、ユーザはクレ
ジット決済を利用することが可能になる。
【００３３】
　以上のように、ＩＣ免許証に記憶されている免許証番号を用いてユーザの認証を行うこ
とにより、携帯電話端末１００で取引をする人が本当に利用すべき本人なのかどうかを確
実に認証することが可能であり、この認証を安全に行うことができると共に、従来のよう
に、ＩＤ及びパスワードを台紙に印刷してユーザに郵送したりするなどの作業が必要なく
なる。このため、クレジット決済の利用を可能にするための手続きを、安全性を維持しつ
つ、簡略化することができる。
【００３４】
　また、携帯電話端末１００に着脱自在に装着されるＵＳＩＭ１５０に、クレジット発券
データを書き込むことで、汎用性を高めることができる。また、ユーザは、携帯電話端末
１００の本体に拠らずにクレジット決済の利用が可能になる。このため、例えば、携帯電
話端末１００の機種変更の際などに新たな携帯電話端末においてクレジット発券データを
新たに取得したり当該データを移管したりするなどの必要がなく、ユーザの利便性を向上
させることができる。
【００３５】
（３）変形例
　なお、本発明は前記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、前記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。また、以下に例示するような種々の
変形が可能である。
【００３６】
　上述の実施の形態においては、携帯情報端末として携帯電話端末１００を適用するよう
にしたが、これに限らず、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）などにも適用可能であ
る。
【００３７】
　上述の実施の形態においては、ユーザの認証に、免許証番号が記憶されたＩＣ免許証を
用いたが、これに限らず、クレジット発券データに対応するクレジットカードであってユ
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ーザのクレジット番号などの情報を記憶したＩＣチップが内蔵されたＩＣクレジットカー
ドを用いても良い。この場合、上述のステップＳ２では、携帯電話端末１００は、ＮＦＣ
チップ１０６を介して、ＩＣクレジットカードに記憶されたクレジットカード番号を読み
出してこれをＡＴＭ５００に送信し、ステップＳ３では、ＡＴＭ５００は、クレジットカ
ード番号をリモート発行サーバ２００に送信する。ステップＳ４では、リモート発行サー
バ２００は、クレジットカード番号を用いて照合を行えば良い。
【００３８】
　上述の実施の形態においては、ＵＳＩＭ１５０に記憶されている情報を用いて、クレジ
ット発券データを記憶させるＵＳＩＭ１５０を特定するように構成しても良い。この場合
、クレジットイシュアは、例えば、クレジット決済の利用開始に関するユーザからの申込
内容に基づいてＩＭＳＩを予め取得し、これを含む加入者データを顧客管理ＤＢ３０１に
記憶させる。そして、クレジットサーバ３００は、免許証番号及びＩＭＳＩに関連付けら
れたクレジット発券データを生成してこれをリモート発行サーバ２００に送信する。そし
て、リモート発行サーバ２００は、免許証番号及びＩＭＳＩに関連付けられたクレジット
発券データを発券ＤＢ２０１に記憶させる。そして、携帯電話端末１００におけるクレジ
ット発券データのダウンロードの際、ユーザはＩＣ免許証と共に携帯電話端末１００もＡ
ＴＭ５００に１０ｃｍ程度近接させると、携帯電話端末１００は、ＮＦＣチップ１０６を
介してＵＳＩＭ１５０に記憶されているＩＭＳＩを読み出し、ＮＦＣチップ１０６を介し
て、ＩＭＳＩをＡＴＭ５００に送信する。そして、上述のステップＳ２～Ｓ３では、ＡＴ
Ｍ５００は、Ｒ／Ｗ５０１を介して免許証番号及びＩＭＳＩを受信すると、これをリモー
ト発行サーバ２００に送信する。ステップＳ４では、リモート発行サーバ２００は、ＡＴ
Ｍ５００から受信した免許証番号及びＩＭＳＩと、発券ＤＢ２０１に記憶されているクレ
ジット発券データに関連付けられている免許証番号及びＩＭＳＩとを照合することにより
、ユーザの認証を行う。そして、照合の結果、免許証番号及びＩＭＳＩが一致する場合、
ステップＳ６では、リモート発行サーバ２００は、クレジット発券データをＡＴＭ５００
に送信する。ステップＳ８～Ｓ９では、上述と同様に、携帯電話端末１００は、ＡＴＭ５
００を介してクレジット発券データを受信すると、これをＵＳＩＭ１５０に記憶させる。
【００３９】
　このようにして、クレジット発券データを記憶させるＵＳＩＭ１５０を特定することに
より、安全性をより高めることができる。
【００４０】
　尚、クレジットイシュアがＩＭＳＩを取得するタイミングや方法は、限定されない。ま
た、ＵＳＩＭ１５０に記憶されている情報としては、携帯電話番号やその他の情報を用い
ても良い。更に、その他、携帯電話端末１００の製造番号を用いて、対象の携帯電話端末
１００を特定したり、ＡＴＭ５００の識別番号を用いて、対象のＡＴＭ５００を特定した
りするようにしても良い。このように、クレジット発券データの送信先を特定することに
より、安全性をより高めることができる。
【００４１】
　上述の実施の形態においては、ユーザの認証に、免許証番号自体ではなく、免許証番号
のハッシュ値を用いるようにしても良い。この場合、クレジットサーバ３００と、リモー
ト発行サーバ２００とは同一のハッシュ関数を保持する。そして、クレジットサーバ３０
０では、申込内容に含まれる免許証番号からハッシュ値をハッシュ関数により算出し、こ
れに関連付けられたクレジット発券データを生成して顧客管理ＤＢ３０１に記憶させる。
そして、ハッシュ値に関連付けられたクレジット発券データをクレジットサーバ３００か
らリモート発行サーバ２００に送信してこれを発券ＤＢ２０１に記憶させる。また、携帯
電話端末１００は、ＩＣ免許証４００から読み出した免許証番号のハッシュ値を上述のハ
ッシュ関数により算出してこれを、ＡＴＭ５００を介してリモート発行サーバ２００に送
信する。そして、リモート発行サーバ２００は、ＡＴＭ５００を介して携帯電話端末１０
０から受信したハッシュ値と、クレジット発券データに関連付けられたハッシュ値とを照
合することにより、ユーザの認証を行う。
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【００４２】
　このような構成によれば、免許証番号自体は送信されないため、ユーザの個人情報を保
護すると共に、携帯電話端末１００で取引をする人が本当に利用すべき本人なのかどうか
を確実に且つ安全に認証することが可能になる。このため、セキュリティを向上させるこ
とができる。
【００４３】
　また、免許証番号を暗号化しても良く、ＡＴＭ５００は、暗号化した免許証番号をリモ
ート発行サーバ２００に送信するようにしても良い。このような構成によっても、セキュ
リティを向上させることができる。
【００４４】
　上述の実施の形態においては、クレジット発券データは、図６に示した情報の他、クレ
ジット決済を行う際のアプリケーションや、当該アプリケーションをＵＳＩＭ１５０のア
プリケーション部１５２に記憶させる際の各種コマンドや各種鍵情報などを含んでいても
良い。
【００４５】
　上述の実施の形態においては、クレジット用アプリケーションは、クレジット発券デー
タと同様に発券ＤＢ２０１に記憶されていても良いし、クレジット用アプリケーションと
クレジット発券データとは各々別の記憶装置に記憶されていても良い。また、クレジット
用アプリケーションの形態として、ＪＡＶＡ（登録商標）で使用されるＭｉｄｌｅｔ（登
録商標）も適用可能である。
【００４６】
　上述の実施の形態においては、リモート発行サーバ２００がクレジット用アプリケーシ
ョンを記憶しており、これを、ＡＴＭ５００を介して携帯電話端末１００に送信するよう
にした。しかし、リモート発行サーバ２００がクレジット用アプリケーションを記憶する
のではなく、クレジット用アプリケーションを他のサーバ（アプリケーションサーバ）が
記憶しており、リモート発行サーバ２００は、アプリケーションサーバにおいてクレジッ
ト用アプリケーションの格納場所を示すＵＲＬ（Uniform Resource Locator）を、ＡＴＭ
５００を介して携帯情報端末１００に送信するようにしても良い。この場合、携帯情報端
末１００は、ＡＴＭ５００を介してリモート発行サーバ２００から受信したＵＲＬを用い
て、アプリケーションサーバからクレジット用アプリケーションをダウンロードするよう
にする。
【００４７】
　上述の実施の形態においては、携帯電話端末１００の利用者であることを保証するため
の情報として免許証番号を用いが、これに限らない。また、この情報を記憶し非接触通信
可能なＩＣチップを有する携帯情報端末としてＩＣ免許証を用いたが、これに限らず、例
えば、ＩＣパスポート、住民基本台帳カードなどの公的な身分証明のできるＩＣチップが
搭載されたカード又はデバイスであっても良い。
【００４８】
　上述の実施の形態においては、ＩＣモジュールを用いた取引としてクレジット決済を取
り扱い、ＩＣモジュールを用いた取引を可能にするための取引用発券データとしてクレジ
ット発券データを取り扱ったが、取引及び取引用発券データは、これらに限らない。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本実施の形態にかかる発行システムの構成を例示する図である。
【図２】同実施の形態にかかる携帯電話端末１００の概略構成を示す正面図である。
【図３】同実施の形態にかかるＵＳＩＭ１５０の有するＩＣチップ１５１の構成を例示す
る図である。
【図４】同実施の形態にかかる申込内容を例示する図である。
【図５】同実施の形態にかかる加入者データを例示する図である。
【図６】同実施の形態にかかるクレジット発券データを例示する図である。
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【図７】同実施の形態にかかるリモート発行サーバ２００に記憶されたクレジット発券デ
ータを携帯電話端末１００が取得する処理の手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５０】
１００　携帯電話端末
１０１　制御部
１０２　ロッドアンテナ
１０３　非接触通信用アンテナ
１０４　表示部
１０５　入力部
１０６　ＮＦＣチップ
１０７　ＵＳＩＭ装着部
１５０　ＵＳＩＭ
１５１　ＩＣチップ
１５２　アプリケーション部
１５３　アプリケーションコントローラ部
１５４　データ記憶部
２００　リモート発行サーバ
２０１　発券ＤＢ
３００　クレジットサーバ
３０１　顧客管理ＤＢ
４００　ＩＣ免許証
５００　ＡＴＭ
５０１　Ｒ／Ｗ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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