
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

ブラックリストデータを受信した上記無線受信端末装置に対応する
照合装置で実施される認証用媒体の照合方法であって、
　上記照合装置に対応する上記無線受信端末装置により受信した上記ブラックリストデー
タを上記照合装置に設けられた記録手段に追記または更新記録し、
　使用されようとする認証用媒体に記録された当該媒体の識別情報を読み取り、
　上記記録手段に記録された上記ブラックリストデータに上記識別情報が含まれているか
否か判断し、
　上記ブラックリストデータに上記識別情報が含まれていると判断したときに、上記判断
結果を出力し、
　上記ブラックリストデータに上記識別情報が含まれていないと判断したときに、上記認
証管理装置に上記識別情報の照合を要求する情報を送信し、
　上記認証管理装置からの上記識別情報の照合結果に関する情報を受信することを特徴と
する認証用媒体の照合方法。
【請求項２】
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認証用媒体のうち使用が禁止または制限されたものを特定した識別情報を含むブラック
リストデータを、上記認証用媒体を照合する複数の照合装置にそれぞれ対応する複数の無
線受信端末装置に同報的に無線で送信するとともに、上記照合装置と通信可能な認証管理
装置に対応する無線受信端末装置に上記ブラックリストデータを同報的に無線で送信する
無線基地局から、上記



　

ブラックリストデータを受信した上記無線受信端末装置に対応する
認証用媒体の照合装置であって、
　上記照合装置に対応する上記無線受信端末装置で受信したブラックリストデータを追記
または更新記録する記録手段と、
　使用されようとする認証用媒体に記録された当該媒体の識別情報を読み取る読取装置と
、
　上記記録手段に記録された上記ブラックリストデータと上記媒体の識別情報が含まれて
いるか否か判断して、その判断結果を出力する判断手段と、
　上記判断手段が上記ブラックリストデータに上記識別情報が含まれていないと判断した
ときに、上記認証管理装置に上記識別情報の照合を要求する信号を送信する送信手段と、
　上記認証管理装置からの上記識別情報の照合結果に関する信号を受信する受信手段と
　を備えることを特徴とする認証用媒体の照合装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、認証用媒体のブラックリストデータの送信方法に関する。また本発明は、この
方法で送信されたブラックリストデータを用いて認証用媒体を照合する方法、照合装置お
よび照合装置と通信する認証管理装置に関する。ここでいう認証用媒体は、信用取引にお
ける認証に用いられるクレジットカード、銀行または金融業者のＡＴＭ（ automated tell
ing machine）で読み取られるキャッシュカード、電子マネー取引用カード、個人認証用
カード、またはこれらと同様の用途の媒体を含む。
【０００２】
【従来の技術】
信用取引における認証のために、クレジットカードには、そのカードの識別（ＩＤ）情報
が記録されており、信用取引を行う店舗では、ＣＡＴ（ credit authorization terminal
：信用取引認証端末）を用いて、識別情報を読み取り、そのカードの使用が可能か否か照
合を行う。この照合においては、一般にＣＡＴが識別情報を問い合わせる情報をカード発
行会社に送信する。発行会社は、クレジットカードのうち、盗難または紛失された等の理
由によって使用が禁止または制限されたものを特定した識別情報を列挙したブラックリス
トのデータベースを備えており、送信された問い合わせ情報に基づいて識別情報がブラッ
クリストに存在するか否か検出する。そして、その識別情報がブラックリストに存在すれ
ば、発行会社はその旨をＣＡＴに返信する。これによりＣＡＴの操作者はそのカードの使
用が禁止または制限されていることを知ることができ、店舗の取引処理を停止する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
この照合においては、ＣＡＴからカード発行会社に識別情報を問い合わせるための通信が
必要であり、店舗にとっては通信費用がかかってしまう。もし、店舗がブラックリストの
データベースを有していれば、店舗でカードを照合することが可能であり、通信費用が節
約できる。そこで、カード発行会社から、各店舗にブラックリストのデータを定期的に配
信することが考えられる。
【０００４】
しかし、例えば、有線ネットワークを利用して、ブラックリストデータをカード発行会社
から全店舗に対して個別に配信していたのでは、カード発行会社にとって多大な時間と通
信費用を要する。従って、頻繁にブラックリストデータを配信するのは困難であるため、
各店舗は最新のブラックリストデータを常に有しているとは限らず、照合の精度が劣って
しまうおそれがある。
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認証用媒体のうち使用が禁止または制限されたものを特定した識別情報を含むブラック
リストデータを、上記認証用媒体を照合する複数の照合装置にそれぞれ対応する複数の無
線受信端末装置に同報的に無線で送信するとともに、上記照合装置と通信可能な認証管理
装置に対応する無線受信端末装置に上記ブラックリストデータを同報的に無線で送信する
無線基地局から、上記



【０００５】
そこで、本発明は、迅速かつ簡易に認証用媒体のブラックリストデータを送信することが
可能な方法を提供することとを目的とするとともに、この方法で送信されたブラックリス
トデータを参照して、使用が禁止または制限された認証用媒体に対しては照合を迅速に完
了することが可能な認証用媒体を照合する方法、照合装置および認証管理装置を提供する
ことを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明に係る認証用媒体のブラックリストデータの送信方法は
、
認証用媒体のうち使用が禁止または制限されたものを特定した識別情報を含むブラックリ
ストデータを無線送信局から、上記認証用媒体を照合する複数の照合装置にそれぞれ対応
する複数の無線受信端末装置に同報的に無線で送信することを特徴とする。
この送信方法によれば、ブラックリストデータが無線送信局から複数の無線受信端末装置
に同報的に送信されるので、送信が簡易に実行されるとともに短時間で完了する。認証用
媒体を照合する照合装置では、受信端末装置を予め照合装置に内蔵または接続しておくか
、ブラックリストデータの受信後に受信端末装置を照合装置に接続することによって、受
信したブラックリストデータを記録し、そのデータを媒体の照合に供することができる。
ここで開示される技術において、用語「ブラックリストデータ」には、圧縮、暗号化およ
び変換されたものも含む。
【０００７】
本発明に係る認証用媒体の照合方法は、上記送信方法により無線で送信された上記ブラッ
クリストデータを受信した上記無線受信端末装置に対応する照合装置で実施され、
上記無線受信端末装置により受信した上記ブラックリストデータを記録手段に追記または
更新記録し、
使用されようとする認証用媒体に記録された当該媒体の識別情報を読み取り、上記記録手
段に記録された上記ブラックリストデータに上記識別情報が含まれているか否か判断し、
上記判断結果を出力することを特徴とする。
この照合方法によれば、照合装置の記録手段に追記または更新記録されたブラックリスト
データを参照し、使用が禁止または制限された認証用媒体に対しては、迅速に照合を完了
することが可能である。上記の送信方法では、迅速かつ簡易にブラックリストデータが送
信されるので、送信の頻度を向上することができ、各照合装置はブラックリストデータを
頻繁に更新または追記することができるので、照合の精度を改善することが可能である。
仮に、一度の受信を失敗したとしても、記録手段には以前に記録されたブラックリストデ
ータが存在するので、照合の精度が著しく劣ることはないと考えられる。
【０００８】
本発明に係る認証用媒体の照合装置は、上記送信方法により無線で送信された上記ブラッ
クリストデータを受信した上記無線受信端末装置に対応する照合装置であって、
上記無線受信端末装置で受信したブラックリストデータを追記または更新記録する記録手
段と、
使用されようとする認証用媒体に記録された当該媒体の識別情報を読み取る読取装置と、
上記記録手段に記録された上記ブラックリストデータに上記識別情報が含まれているか否
か判断して、その判断結果を出力する判断手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
本発明に係る送信方法の別例として、上記送信する過程では、上記照合装置に対応する無
線受信端末装置に加えて、上記照合装置と通信可能な認証管理装置に対応する無線受信端
末装置に上記ブラックリストデータを同報的に無線で送信するようにしてもよい。
この送信方法によれば、認証用媒体を照合する照合装置だけでなく、照合装置と通信可能
な認証管理装置もブラックリストデータを記録することができる。従って、仮に照合装置
に対応する無線受信端末がブラックリストデータの受信に失敗しても、認証管理装置に対
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応する無線受信端末が受信に成功していることがありうる。
【００１０】
そこで、本発明に係る認証用媒体の照合方法の別例として、照合装置では、自己の記録手
段に記録されたブラックリストデータに媒体の識別情報が含まれていないと判断したとき
に、上記認証管理装置に上記識別情報の照合を要求する情報を送信し、
上記認証管理装置からの上記識別情報の照合結果に関する情報を受信するようにしてもよ
い。
【００１１】
また、認証管理装置では、
上記認証管理装置に対応する無線受信端末装置により受信した上記ブラックリストデータ
を上記認証管理装置に設けられた記録手段に追記または更新記録し、上記照合装置のいず
れかから送信された、認証用媒体の識別情報の照合を要求する情報を受信し、
上記認証管理装置の上記記録手段に記録された上記ブラックリストデータに上記識別情報
が含まれているか否か判断し、
上記判断結果に関する情報を当該照合装置に送信する認証用媒体の照合方法を実施しても
よい。
【００１２】
このようにして、仮に照合装置に対応する無線受信端末がブラックリストデータの受信に
失敗しても、認証管理装置に照合が要求されることにより、照合の精度が改善される。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明に係る様々な実施形態について説明する。
１．第１実施形態
１．１．通信システムの概略の説明
図１は、本発明に係るブラックリストデータの送信方法が適用される通信システム、具体
的には無線呼出システムの基本構成を示す。この無線呼出システムは、中央局１０と、こ
の中央局１０に局間連絡線を介して接続された複数のページャ基地局１１を備える。中央
局１０は、公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）１２に接続されており、ＰＳＴＮ１２には、発信
装置となる多数のプッシュボタン電話機１３およびデータ処理・通信端末１４が接続され
ている。データ処理・通信端末１４は、例えば、パーソナルコンピュータ、パケット端末
、または電子メール端末などであり、例えばキーボードなどの入力装置を備える。使用者
は、入力装置を用いて数字やメッセージの入力および送信操作を行うことが可能である。
【００１４】
ページャ基地局１１は、担当する無線サービスエリア内に無線信号を送信することが可能
である。各無線サービスエリアには複数のページャ（無線呼出端末、無線受信端末装置）
１５が存在し、各サービスエリアを担当するページャ基地局１１から送信された無線信号
は、そのサービスエリア内の全てのページャ１５によって受信される。
【００１５】
各ページャ１５は、受信用のアンテナと、受信した無線信号を処理するプロセッサとスピ
ーカとを備えており、受信した無線信号が自端末を指定している場合に、スピーカでビー
プ音を鳴らす。また、各ページャ１５は、キャラクタジェネレータと、液晶ディスプレイ
装置のような表示装置を備えており、自端末を指定した無線信号に含まれるメッセージコ
ードをメッセージデータに変換し、表示装置に文字メッセージを表示することが可能であ
る。また、各ページャ１５にはメッセージデータを記憶するメモリが設けられている。
【００１６】
電話機１３の使用者は、そのプッシュボタンを操作して、連絡を希望するページャ１５の
呼出番号を指定すると共に、メッセージコードを入力することができる。データ処理・通
信端末１４の使用者も、入力装置を操作して、連絡を希望するページャ１５の呼出番号を
指定すると共に、メッセージコードを入力することができる。
【００１７】
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中央局１０は、発信装置である電話機１３およびデータ処理・通信端末１４から指定され
た呼出番号を無線サービスエリアでのページャを識別するためのアドレスコードに変換し
、アドレスコードとメッセージコードを組み合わせたコードにする。さらに、中央局では
このコードを誤り訂正コードの形式に変換することにより選択呼出信号を生成して、選択
呼出信号を全てのページャ基地局１１に送出する。
【００１８】
ページャ基地局１１は選択呼出信号を無線信号に変換する。そして全てのページャ基地局
１１は一斉に無線信号を送信する。ページャ１５は、受信した無線信号に含まれるアドレ
スコードを判別し、アドレスコードが自己を指定している場合には、スピーカでビープ音
を鳴らす。また、ページャ１５は自己を指定したアドレスコードを含む無線信号からメッ
セージコードを解読して、表示装置に文字メッセージを表示する。
【００１９】
１．２．ブラックリストデータの送信
上記のデータ処理・通信端末１４のうちいくつかは、クレジットカードの発行会社１６に
設けられている。図１において、発行会社１６に設けられたデータ処理・通信端末には符
号１４ａを付す。各発行会社１６には、自社が管理するクレジットカードのうち、使用が
禁止または制限されたものを特定した識別情報を含むブラックリストデータのデータベー
ス１７が設けられており、このデータベース１７は対応するデータ処理・通信端末１４ａ
によってアクセス可能である。盗難または紛失された等の理由によって、あるクレジット
カードの使用が禁止または制限された場合には、そのカードの発行会社１６では、そのカ
ードの識別情報をブラックリストデータに追記する。
【００２０】
一方、クレジットカードを照合する店舗１８は、それぞれページャ１５を所持する。図１
において店舗１８のページャには符号１５ａを付す。後述するように、各ページャ１５ａ
は、対応する店舗１８に設けられたＣＡＴ１９に接続されているか、または接続可能であ
る。
【００２１】
この無線呼出システムの下、各カード発行会社１６は、全ての店舗１８が所持するページ
ャ１５ａにブラックリストデータを送信することができる。具体的には、各発行会社１６
は、データベース１７に記憶されたブラックリストデータをデータ処理・通信端末１４ａ
によって読み出して、このブラックリストデータをメッセージコードにするとともに、全
店舗１８のページャ１５ａの呼出番号を指定する。そして、発行会社１６は、これらの情
報をＰＳＴＮ１２を介して、中央局１０に送信する。
【００２２】
この結果、全てのページャ基地局１１は、全店舗１８のページャ１５ａを指定してブラッ
クリストデータを一斉に無線送信する。各店舗１８のページャ１５ａは、送信されてきた
無線信号に含まれるブラックリストデータをページャ１５ａの有する内部メモリに記憶す
る。また、ページャ１５ａは、ブラックリストデータの受信を店舗１８のオペレータに報
知すべく、ビープ音を鳴らすとともに、表示装置に受信した旨を表示する。
【００２３】
各カード発行会社１６は、定期的または自社でブラックリストデータを追記した後に、上
記のブラックリストデータを送信するのが望ましい。このため、データ処理・通信端末１
４ａには、自動送信プログラムがインストールされているとよい。データベース１７に記
録されているブラックリストデータの全てを送信することも可能であるが、そのデータ量
が大きい場合には、送信前の所定の期間に記録されたブラックリストデータだけを送信す
るのが好ましい。
【００２４】
また、ページャ１５ａの受信誤りに備えて、ページャ基地局１１からは同一の無線信号が
所定回数だけ繰り返して送信されるが、カード発行会社１６のデータ処理・通信端末１４
ａからも同一のブラックリストデータを繰り返して中央局１０に供給するようにしてもよ
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い。
【００２５】
１．３．店舗におけるクレジットカードの照合
各店舗１８に設けられた照合装置であるＣＡＴ１９は、図２に示す構造を有する。同図に
示すように、ＣＡＴ１９は、バス２０を介して相互に接続されたカードリーダ２１、ディ
スプレイ２２、プリンタ２３、プロセッサ２４、キーボード２５、データベースメモリ２
６、ＲＯＭ（ read-only memory）２７、およびＲＡＭ（ random-access memory）２８を備
える。
【００２６】
プロセッサ２４は、ＲＯＭ２７に記憶された動作プログラムに従って動作し、ＲＡＭ２８
をワークエリアとして使用ながら、ＣＡＴ１９に設けられた構成要素を制御する。カード
リーダ２１は、使用されようとするクレジットカードに記憶されたそのカードの識別情報
（そのカードの発行会社を識別するコードと、そのカードを識別するコードとを有する）
を読み取り、その識別情報をバス２０に送出する。
【００２７】
キーボード２５には、オペレータによって信用取引の金額や支払い方法が入力される。デ
ィスプレイ２２は、キーボード２５に入力された信用取引の金額や支払い方法を表示する
とともに、カードの照合結果を表示する。プリンタ２３は、カードの照合によりそのカー
ドの使用が可能であると判断された場合に、信用取引の金額や支払い方法を記載した明細
書を印刷する。
【００２８】
データベースメモリ２６は、例えばハードディスクまたは光ディスクである。このデータ
ベースメモリ２６には、上記のようにカード発行会社１６から供給されたブラックリスト
データが記録され、このブラックリストデータはカードの照合に用いられる。
【００２９】
ＲＡＭ２８には、カードリーダ２１から送出されたカードの識別情報が転送され、この識
別情報がカードの照合のために一時的に記憶される。また、ＲＡＭ２８には、プリンタ２
３およびディスプレイ２２の動作のために、信用取引の金額や支払い方法に関する取引情
報や、カードの照合結果の情報が一時的に記憶される。
【００３０】
上記の構成の下、カードリーダ２１から出力されたクレジットカードの識別情報が、デー
タベースメモリ２６内のブラックリストデータに含まれているか否かプロセッサ２４によ
って判断され、プロセッサ２４は判断結果（照合結果）の信号を出力する。
【００３１】
ページャ１５ａに受信されたブラックリストデータをデータベースメモリ２６に供給する
ため、ＣＡＴ１９は、互いに接続されたページャ用インタフェイス２９と変換部３０を備
えている。ページャ１５ａに設けられたコネクタにインタフェイス２９が接続されている
か接続可能である一方、変換部３０はバス２０に接続されている。
【００３２】
ページャ１５ａのプロセッサは受信したブラックリストデータを自動的に自己のメモリか
ら読み出してＣＡＴ１９に転送する。ページャ１５ａがＣＡＴ１９に接続されている場合
には、ページャ１５ａがブラックリストデータを受信すると直ちに、ページャ１５ａのプ
ロセッサがブラックリストデータをＣＡＴ１９に転送するようにし、ページャ１５ａが接
続されていなければ、非接続時に受信したブラックリストデータを接続後、直ちにページ
ャ１５ａのプロセッサがＣＡＴ１９に転送する。この転送の際に、変換部３０はブラック
リストデータをＣＡＴ１９に適合したフォーマットに変換してバス２０に供給する。これ
に応じて、ＣＡＴ１９のプロセッサ２４には、ブラックリストデータを受信した旨が報知
される。同時に、ディスプレイ２２に受信した旨が表示されるようにしてもよい。
【００３３】
供給されたブラックリストデータは、プロセッサ２４によりデータベースメモリ２６に記
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録される。カード発行会社１６のデータベース１７内に蓄積されたブラックリストデータ
の全てがデータ処理・通信端末１４ａから送信される場合には、データベースメモリ２６
内部のブラックリストデータは更新されるようにするのがよい。一方、データベース１７
内に蓄積されたブラックリストデータの一部がデータ処理・通信端末１４ａから送信され
る場合には、送信されたブラックリストデータはデータベースメモリ２６内に追記される
ようにするのがよい。
【００３４】
図３は、ＣＡＴ１９の処理シーケンスを示すフローチャートである。図３に示すように、
まずステップＳ１では、ブラックリストデータを受信した旨がプロセッサ２４に報知され
たか否か判断され、この判断結果が「ＹＥＳ」であれば、ブラックリストデータがデータ
ベースメモリ２６に記録され（ステップＳ２）、処理はステップＳ３に進む。一方、ステ
ップＳ１の判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はそのままステップＳ３に進む。
【００３５】
ステップＳ３では、カードリーダ２１によってクレジットカードが読み取られたか否か判
断される。この判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はステップＳ１に戻る。一方、ステッ
プＳ３の判断結果が「ＹＥＳ」であれば、処理はステップＳ４に進み、読み取られた識別
情報がデータベースメモリ２６内のブラックリストデータに存在するか否か判断される。
この判断結果が「ＹＥＳ」であれば、処理はステップＳ５に進み、ディスプレイ２２にそ
のカードによる取引が不可能である旨を表示する。これにより、ＣＡＴ１９のオペレータ
は、取引を停止することができる。具体的には、取引相手に取引がてきない旨を告げると
ともに、キーボード２５を用いて取引終了の指令を入力する。
【００３６】
この後、ステップＳ６で取引終了の指令の入力があったと判断されると、処理はステップ
Ｓ７に進み、取引終了処理が行われる。取引終了処理では、例えば、ディスプレイ２２は
初期の状態に戻され、取引に関する情報（カードの識別情報および、信用取引の金額や支
払い方法が入力されていれば、これらに関する取引情報）がデータベースメモリ２６に記
憶される。この後、処理はステップＳ１に戻る。
【００３７】
一方、ステップＳ４の判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はステップＳ８に進み、ディス
プレイ２２にそのカードによる取引が可能である旨を表示する。この後、ステップＳ９で
、信用取引の金額や支払い方法に関する取引情報が入力されていると判断されると、これ
らの情報に基づいてステップＳ１０でプリンタ２３により取引明細書が印刷され、処理は
ステップＳ６に進み、取引終了の指令の入力の有無を判断する。
【００３８】
以上説明したように、この実施形態による送信方法によれば、ブラックリストデータが無
線送信局であるページャ基地局１１から複数のページャ１５ａに同報的に送信されるので
、送信が簡易に実行されるとともに短時間で完了する。カードを照合する店舗１８では、
ページャ１５ａで受信したブラックリストデータをＣＡＴ１９のデータベースメモリ２６
に記録し、そのブラックリストデータを参照して、使用が禁止または制限されたカードに
対しては、迅速に照合を完了することが可能である。
【００３９】
上記の送信方法では、迅速かつ簡易にブラックリストデータが送信されるので、送信の頻
度を向上することができ、各店舗１８はブラックリストデータを頻繁に更新または追記す
ることができるので、照合の精度を改善することが可能である。仮に、ページャ１５ａで
一度の受信を失敗したとしても、データベースメモリ２６には以前に記録されたブラック
リストデータが存在するので、照合の精度が著しく劣ることはないと考えられる。また、
ページャ基地局１１が繰り返して送信すること、およびカード発行会社１６のデータ処理
・通信端末１４が繰り返し送信することにより、受信の確実性が向上される。
【００４０】
２．第２実施形態
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２．１．通信システムおよび構成要素の構成
図４は、第２実施形態に係る通信システムを示す。この通信システムは第１実施形態の通
信システムに加えて、このシステム内の全店舗１８と通信可能な認証管理局３１を備える
。なお、図４において、図１と共通する構成要素には同一の符号を付ける。
【００４１】
この実施形態において、認証管理局３１と店舗１８との通信は、認証管理局３１および店
舗１８にそれぞれ設けられた携帯電話機を用いて行う。認証管理局３１および店舗１８は
、図４に示す携帯電話基地局３２のいずれかが担当するセル内にあって、これらにそれぞ
れ設けられた携帯電話は、対応するセルを担当する携帯電話基地局３２との情報の送受信
が可能である。携帯電話基地局３２同士は、移動通信網３３を介して、情報を送受信する
ことができる。移動通信網３３の内部構造の詳細な説明は省略する。
【００４２】
認証管理局３１は認証管理装置３５を備えており、この認証管理装置３５は、通信網３４
を介して全カード発行会社１６のデータ処理・通信端末１４に接続されている。
【００４３】
図５は、この実施形態の店舗１８に設けられたＣＡＴ１９の構造を示す。図２に示す第１
実施形態のＣＡＴ１９と同一の構造に加えて、このＣＡＴ１９は、互いに接続された携帯
電話用インタフェイス３６と変換部３７を備えている。インタフェイス３６が携帯電話機
３８に設けられたコネクタに接続されている一方、変換部３７はバス２０に接続されてい
る。
【００４４】
かかる構成の下、第１実施形態と同様に、各店舗１８のＣＡＴ１９は、自己のデータベー
スメモリ２６に記録されたブラックリストデータを参照して、使用されようとするクレジ
ットカードを照合できる。さらに、各店舗１８のＣＡＴ１９は、クレジットカードが使用
の可否を認証管理局３１に問い合わせることができる。具体的には、プロセッサ２４は、
ＲＡＭ２８に一時的に記憶したカードの識別情報を携帯電話機３８による送信に適合した
フォーマットの信号に変換して、インタフェイス３６を介して携帯電話機３８に送出する
。これに応じて、携帯電話機３８は認証管理局３１の携帯電話機４７（図６参照）を呼び
出して、その識別情報に関する問い合わせ情報を携帯電話機４７に送信する。
【００４５】
図４に戻り、認証管理局３１は、符号１５ｂを付したページャを所持している。後述する
ように、ページャ１５ｂは、認証管理装置３５に接続されている。
【００４６】
第１実施形態と同様に、この実施形態でも、カード発行会社１６のデータベース１７に記
憶されたブラックリストデータがデータ処理・通信端末１４ａによって読み出され、この
結果として、ブラックリストデータが全てのページャ基地局１１から無線送信される。発
行会社１６は、送信の際に、全店舗１８のページャ１５ａだけでなく、認証管理局３１の
ページャ１５ｂの呼出番号も指定する。従って、ページャ１５ａだけでなくページャ１５
ｂもブラックリストデータを含む無線信号を受信し、ページャ１５ｂは無線信号に含まれ
るブラックリストデータをページャ１５ｂの有する内部メモリに記憶する。
【００４７】
図６は、認証管理局３１の認証管理装置３５の構造を示す。この認証管理装置３５は、バ
ス４０を介して相互に接続されたプロセッサ４１、ＲＯＭ４２、ＲＡＭ４３およびデータ
ベースメモリ４４を備える。プロセッサ４１は、ＲＯＭ４２に記憶された動作プログラム
に従って動作し、ＲＡＭ４３をワークエリアとして使用ながら、認証管理局３１に設けら
れた構成要素を制御する。
【００４８】
データベースメモリ４４には、上記のようにカード発行会社１６から供給されたブラック
リストデータが記録され、このブラックリストデータは店舗１８で使用されようとするカ
ードの照合に用いられる。ページャ１５ｂに受信されたブラックリストデータをデータベ

10

20

30

40

50

(8) JP 3822359 B2 2006.9.20



ースメモリ４４に供給するため、認証管理装置３５は、互いに接続されたページャ用イン
タフェイス４５と変換部４６を備えている。ページャ１５ｂに設けられたコネクタにイン
タフェイス４５が接続されている一方、変換部４６はバス４０に接続されている。
【００４９】
店舗１８のページャ１５ａからＣＡＴ１９へのブラックリストデータの転送と同様に、ペ
ージャ１５ｂのプロセッサは受信したブラックリストデータを自動的に自己のメモリから
読み出して認証管理装置３５に転送し、この結果、ブラックリストデータはデータベース
メモリ４４に更新または追記記録される。
【００５０】
また、認証管理装置３５は、店舗１８の携帯電話機３８と通信する携帯電話機４７を備え
ており、携帯電話機４７は、インタフェイス４８および変換部４９を介してバス４０に接
続されている。携帯電話機３８から送信された問い合わせ情報は携帯電話機４７で受信さ
れ、変換部４９によって変換された後、バス４０を通じてＲＡＭ４３に転送され一時的に
記憶される。プロセッサ４１は、問い合わせ情報から店舗１８のカードリーダ２１から出
力されたクレジットカードの識別情報を抽出し、この識別情報がデータベースメモリ４４
内のブラックリストデータに含まれているか否か判断する。その判断結果が肯定的な場合
、つまりカードが使用不可の場合には、ただちにこの照合結果情報は携帯電話機４７によ
って、店舗１８の携帯電話機３８に返送される。
【００５１】
さらに、認証管理装置３５は、通信網３４を通じてカード発行会社１６のデータ処理・通
信端末１４ａ（図４参照）と通信する送受信部５０を備えており、送受信部５０は、イン
タフェイス５１および変換部５２を介してバス４０に接続されている。上記のデータベー
スメモリ４４内のブラックリストデータに、識別情報が含まれていない場合には、プロセ
ッサ４１は、さらに発行会社１６に問い合わせする。発行会社１６では、これに応じて照
合が行われ、その照合結果情報は通信網３４を通じて認証管理装置３５に返送される。ま
た、この照合結果情報は携帯電話機４７によって、店舗１８の携帯電話機３８に転送され
る。
【００５２】
２．２．ＣＡＴの処理シーケンス
図７は、ＣＡＴ１９の処理シーケンスを示すフローチャートである。図７に示すように、
まずステップＳａ１では、ブラックリストデータを受信した旨の報知信号がプロセッサ２
４に供給されたか否か判断され、この判断結果が「ＹＥＳ」であれば、ブラックリストデ
ータがデータベースメモリ２６に記録され（ステップＳａ２）、処理はステップＳａ３に
進む。一方、ステップＳａ１の判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はそのままステップＳ
ａ３に進む。
【００５３】
ステップＳａ３では、カードリーダ２１によってクレジットカードが読み取られたか否か
判断される。この判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はステップＳａ１に戻る。一方、ス
テップＳａ３の判断結果が「ＹＥＳ」であれば、処理はステップＳａ４に進み、読み取ら
れた識別情報がデータベースメモリ２６内のブラックリストデータに存在するか否か判断
される。この判断結果が「ＹＥＳ」であれば、処理はステップＳａ５に進み、ディスプレ
イ２２にそのカードによる取引が不可能である旨を表示する。これにより、ＣＡＴ１９の
オペレータは、取引相手に取引がてきない旨を告げるとともに、キーボード２５を用いて
取引終了の指令を入力する。
【００５４】
この後、ステップＳａ６で取引終了の指令の入力があったと判断されると、処理はステッ
プＳａ７に進み、第１実施形態と同様に取引終了処理が行われ、その後、処理はステップ
Ｓａ１に戻る。
【００５５】
一方、ステップＳａ４の判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はステップＳａ８に進み、携
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帯電話機３８を用いて問い合わせ情報を認証管理局３１の携帯電話機３８に送信する。こ
の後、ステップＳａ９で認証管理局３１から照合結果情報を受信すると、ステップＳａ１
０で照合結果情報がカードの使用不可を示すか否か判断する。その判断結果が「ＹＥＳ」
の場合には処理はステップＳａ５に進み、ディスプレイ２２に取引が不可能である旨を表
示する。
【００５６】
ステップＳａ１１での判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はステップＳａ１１に進み、デ
ィスプレイ２２にそのカードによる取引が可能である旨を表示する。この後、ステップＳ
ａ１２で、信用取引の金額や支払い方法に関する取引情報が入力されていると判断される
と、これらの情報に基づいてステップＳａ１３でプリンタ２３により取引明細書が印刷さ
れ、処理はステップＳａ６に進み、取引終了の指令の入力の有無を判断する。
【００５７】
２．３．認証管理装置３５の処理シーケンス
図８は、認証管理装置３５の処理シーケンスを示すフローチャートである。図８に示すよ
うに、まずステップＳｂ１では、ブラックリストデータを受信した旨がプロセッサ４１に
報知されたか否か判断され、この判断結果が「ＹＥＳ」であれば、ブラックリストデータ
がデータベースメモリ４４に記録され（ステップＳｂ２）、処理はステップＳｂ３に進む
。一方、ステップＳｂ１の判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はそのままステップＳｂ３
に進む。
【００５８】
ステップＳｂ３では、いずれかの店舗１８の携帯電話機３８からの問い合わせ情報を受信
しているか否か判断される。この判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はステップＳｂ１に
戻る。一方、ステップＳｂ３の判断結果が「ＹＥＳ」であれば、処理はステップＳｂ４に
進み、問い合わせ情報から抽出された識別情報がデータベースメモリ４４内のブラックリ
ストデータに存在するか否か判断される。この判断結果が「ＹＥＳ」であれば、処理はス
テップＳｂ５に進み、当該店舗１８の携帯電話機３８に、そのカードを用いた取引が不可
能である旨を示す照合結果情報を返信する。これにより、ＣＡＴ１９ではディスプレイ２
２に取引不可能である旨が表示される（図７のステップＳａ１０、Ｓａ５）。
【００５９】
一方、ステップＳｂ４の判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はステップＳｂ６に進む。ス
テップＳｂ６では、識別情報に対応するカード発行会社１６に向けて、送受信部５０を用
いて問い合わせ情報を送信する。これを受けて、発行会社１６では、データ処理・通信端
末１４がデータベース１７に記憶されたブラックリストデータ（ソースデータ）を参照し
、問い合わせ情報から抽出された識別情報がソースデータに含まれるか否か照合し、照合
結果情報を認証管理装置３５に送信する。
【００６０】
この後、認証管理装置３５では、ステップＳｂ７で発行会社１６から照合結果情報を受信
すると、ステップＳｂ８で、その照合結果情報がカードの使用不可を示すか否か判断する
。その判断結果が「ＹＥＳ」の場合には処理はステップＳｂ５に進み、当該店舗１８の携
帯電話機３８に、そのカードを用いた取引が不可能である旨を示す照合結果情報を返信す
る。一方、ステップＳｂ８の判断結果が「ＮＯ」であれば、処理はステップＳｂ９に進み
、そのカードを用いた取引が可能である旨を示す照合結果情報を返信する。これにより、
ＣＡＴ１９ではディスプレイ２２に取引可能である旨が表示される（図７のステップＳａ
１０、Ｓａ１１）。ステップＳｂ５またはＳｂ９の後、処理はステップＳｂ１に戻る。
【００６１】
以上説明したように、この実施形態による送信方法によれば、店舗１８だけでなく、店舗
１８と通信可能な認証管理局３１もブラックリストデータを記録することができる。従っ
て、仮に店舗１８のページャ１５ａがブラックリストデータの受信に失敗しても、認証管
理局３１のページャ１５ｂが受信に成功していることがありうる。このことを利用して、
店舗１８は自己のデータベースメモリ２６内のデータを参照した照合を行うだけでなく、
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認証管理局３１に照合を要求するので、照合の精度が改善される。
この実施形態による照合方法では、カードが使用不可能であると判断されない限り、認証
管理局３１および発行会社１６での照合が行われるので、正当なカードについては照合処
理に時間がかかるが、使用が禁止または制限されたカードに対しては照合を迅速に完了す
る。
【００６２】
３．第１および第２実施形態の変更例
上記の第１および第２実施形態において、各店舗１８ではページャ１５ａからブラックリ
ストデータが自動的にＣＡＴ１９に転送されるが、ＣＡＴ１９での操作がなければ、ペー
ジャ１５ａからブラックリストデータがＣＡＴ１９に転送されないようにしてもよい。例
えば、ＣＡＴ１９のオペレータは、キーボード２５を用いて、ページャ１５ａに記憶され
たブラックリストデータをデータベースメモリ２６に転送するように指令する。これに応
じて、ＣＡＴ１９のプロセッサ２４はページャ１５ａのプロセッサにブラックリストデー
タの転送要求信号を送信し、これによりページャ１５ａの内部メモリからページャ１５ａ
のプロセッサがブラックリストデータを読み出して、インタフェイス２９を通じて変換部
３０に転送する。
上記の第１および第２実施形態において、各店舗１８では通常のページャ１５と同様のペ
ージャ１５ａがＣＡＴ１９に接続されているか接続可能であり、認証管理局３１では通常
のページャ１５と同様のページャ１５ｂが認証管理装置３５に接続されているか接続可能
であるが、ページャと同一の受信機能を有する受信端末装置をＣＡＴ１９および認証管理
装置３５に設けてもよい。
【００６３】
第２実施形態において、ＣＡＴ１９および認証管理装置３５は通常の携帯電話機と同様の
携帯電話機３８，４７に接続されているが、携帯電話機３８，４７と同一の通信機能を有
する通信端末装置をＣＡＴ１９および認証管理装置３５に設けてもよい。
また、第２実施形態において、店舗１８と認証管理局３１との通信には、携帯電話機３８
，４７の代わりに、ＰＳＴＮ１２に接続される有線電話機を用いてもよい。その他の通信
手段も採用することができる。
第２実施形態において、認証管理局３１への照合要求により照合の精度は高められている
ので、この実施形態の変更例として、カード発行会社１６に対しては照合の要求をしない
ようにしてもよい。この変更例では、図６に示す送受信部５０、インタフェイス５１およ
び変換部５２は不要である。
【００６４】
第１実施形態および第２実施形態では、カード発行会社１６が個別に自社のブラックリス
トデータをページャ送信中央局１０に送信しているが、あるデータベースに全発行会社１
６のブラックリストデータを一旦蓄積し、そのデータベースから読み出して、無線送信を
行わせるようにしてもよい。この変更例として、第１実施形態のシステムにリスト管理局
６０を追加した通信システムを図９に示す。リスト管理局６０には、符号１７ｂを付した
データベースと、符号１４ｂを付したデータ処理・通信端末が設けられている。
【００６５】
図９のシステムにおいて、各発行会社１６は、定期的または自社でブラックリストデータ
を追記した後に、自社のブラックリストデータをリスト管理局６０にＰＳＴＮ１２を介し
て送出する。リスト管理局６０においては、送信されたブラックリストデータをデータ処
理・通信端末１４ｂが受信すると、データベース１７ｂに追記する。さらにリスト管理局
６０のデータ処理・通信端末１４ｂは、定期的または自局でブラックリストデータを追記
した後に、データベース１７ｂからブラックリストデータを読み出して、これを中央局１
０に送出してページャ基地局１１による無線送信をさせる。この変更例では発行会社１６
とリスト管理局６０の通信はＰＳＴＮ１２を介して行っているが、ＰＳＴＮ１２に代えて
他の通信網を用いてもよい。
【００６６】
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４．第３実施形態
図１０は、第３実施形態に係る通信システムを示す。第１および第２実施形態においては
、ページャ基地局１１からブラックリストデータが送信されるが、第３実施形態において
は、携帯電話基地局３２からブラックリストデータが一斉送信される。なお、図１０にお
いて、図４と共通する構成要素には同一の符号を付ける。
【００６７】
図１０のシステムにおいて、各発行会社１６は、定期的または自社でブラックリストデー
タを追記した後に、自社のブラックリストデータをリスト管理局６０に通信網３４を介し
て送出する。リスト管理局６０においては、送信されたブラックリストデータをデータ処
理・通信端末１４ｂが受信すると、データベース１７ｂに追記する。
【００６８】
通信網３４はゲートウエイ６１を介して移動通信網３３に接続されており、通信網３３に
接続された装置と，通信網３４が担当する装置の間では相互に通信が可能である。このこ
とを利用して、リスト管理局６０のデータ処理・通信端末１４ｂは、定期的または自局で
ブラックリストデータを追記した後に、データベース１７ｂからブラックリストデータを
読み出して、ブラックリストデータを携帯電話基地局３２に送信して、携帯電話基地局３
２から無線で同報的に送信させる。
【００６９】
携帯電話基地局３２から無線で同報的に送信するには、例えば、報知チャネル（ＢＣＣＨ
： broadcasting control channel）を利用することができる。報知チャネルは、携帯電話
基地局３２からその担当するセル内の全ての携帯電話機に情報を送信する片方向チャネル
である。リスト管理局６０は、ブラックリストデータを送信する際に、携帯電話基地局３
２から報知チャネルを利用してブラックリストデータを送信するためのトリガーとなる信
号を送信する。ただし、店舗１８で用いる携帯電話機３８（図１１参照）以外の他の携帯
電話機にとって、ブラックリストデータは不要であるので、携帯電話基地局３２は、店舗
１８の携帯電話機３８のみを指定した情報またはブラックリストデータであることを識別
できる情報を送信し、他の携帯電話機ではブラックリストデータを受信しても使用できな
いようにするとよい。
【００７０】
図１１は、第３実施形態に係るＣＡＴ１９の構造を示す。図１１のＣＡＴ１９の構造は、
図５に示す第２実施形態に係るＣＡＴ１９からページャ１５ａ、インタフェイス２９およ
び変換部３０を除外したものと等価である。携帯電話機３８がブラックリストデータを受
信すると、携帯電話機３８に内蔵されたプロセッサは受信したブラックリストデータを自
動的に自己のメモリから読み出してバス２０に転送する。この転送の際に、変換部３０は
ブラックリストデータをＣＡＴ１９に適合したフォーマットに変換する。
【００７１】
供給されたブラックリストデータは、プロセッサ２４によりデータベースメモリ２６に追
記または更新記録され、クレジットカードの照合に供される。第３実施形態におけるＣＡ
Ｔ１９の処理シーケンスは、図３に示した第１実施形態におけるＣＡＴ１９の処理シーケ
ンスと同様である。
【００７２】
５．第３実施形態の変更例
上記の第３実施形態において、各店舗１８では携帯電話機３８からブラックリストデータ
が自動的にＣＡＴ１９に転送されるが、上記の第１および第２実施形態の変更例と同様に
、ＣＡＴ１９での操作がなければ、携帯電話機３８からブラックリストデータがＣＡＴ１
９に転送されないようにしてもよい。
ＣＡＴ１９は通常の携帯電話機と同様の携帯電話機３８に接続されているが、携帯電話機
３８と同一の通信機能を有する通信端末装置をＣＡＴ１９に設けてもよい。
【００７３】
また、第３実施形態では、ブラックリストデータが集中するリスト管理局６０からブラッ
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クリストデータが送信されるが、各カード発行会社１６が個別にブラックリストデータを
送信して、携帯電話基地局３２に同報的に送信させてもよい。
【００７４】
第２実施形態に係る通信システムに、第２実施形態に係る認証管理局３１（図４および図
６参照）と同様の認証管理局を設けてもよい。この場合の認証管理局からは、ページャ１
５ｂが除外され、携帯電話基地局３２から送信されたブラックリストデータは携帯電話機
４７で受信される。そして、図７および図８に示す第２実施形態の処理シーケンスと同様
の処理シーケンスを実行することにより、各店舗１８でカードの照合が行われるだけでな
く、認証管理局３１に照合が要求されるので、照合の精度が改善される。
【００７５】
６．他の変更例
以上の様々な実施形態では、信用取引における認証に用いられるクレジットカードのブラ
ックリストデータを送信するとともに、クレジットカードを照合するが、本発明は上記の
実施形態に限定されず、例えば、銀行または金融業者のＡＴＭ（ automated telling mach
ine）で読み取られるキャッシュカード、電子マネー取引用カード、個人認証用カード、
またはこれらと同様の用途の媒体のブラックリストデータを送信し、これらの媒体を照合
するのに応用してもよい。
【００７６】
またブラックリストデータの同報送信は、ページャまたは携帯電話機の基地局から行うの
に限らず、テレビまたはラジオの送信局、あるいはこれらとは別個のブラックリストデー
タの送信専用局から無線で同報送信してもよい。この場合、地上波放送に限らず、衛星放
送を利用してもよい。テレビまたはラジオの放送局を利用する場合、店舗１８および認証
管理局３１で用いる無線受信端末装置以外の他の受信端末装置にとって、ブラックリスト
データは不要であるので、送信局は、店舗１８または認証管理局３１のみを指定した情報
またはブラックリストデータであることを識別できる情報を送信し、その情報を受信した
場合に、店舗１８および認証管理局３１で用いる無線受信端末装置が、受信ブラックリス
トデータを解読できるようにして、他の受信端末装置ではブラックリストデータを受信し
ても使用できないようにするとよい。
【００７７】
テレビの放送局からは、周知のように、映像の信号に係る電波と、音声の信号に係る電波
が送信される。また、映像信号に文字信号を重畳（多重化）して放送局から送信する文字
放送も行われている。文字放送の場合には、テレビ受信機が文字信号を映像信号から抽出
して、文字だけを画面に表示できるようになっている。これと同様に、上記のブラックリ
ストデータの信号を映像信号に重畳して放送局から送信し、受信した無線受信端末装置の
うち、店舗１８および認証管理局３１で用いる無線受信端末装置だけが、ブラックリスト
データの信号を映像信号から抽出して、対応するデータベースメモリにブラックリストデ
ータを記憶するようにするとよい。
【００７８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、迅速かつ簡易に認証用媒体のブラックリストデー
タを送信することが可能となり、この方法で送信されたブラックリストデータを参照して
、使用が禁止または制限された認証用媒体に対しては照合を迅速に完了することが可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態に係る通信システムを示す概略ブロック図である。
【図２】　第１実施形態に係る通信システムにおける店舗の照合装置であるＣＡＴの構造
を示すブロック図である。
【図３】　第１実施形態に係るＣＡＴの処理シーケンスを示すフローチャートである。
【図４】　本発明の第２実施形態に係る通信システムを示す概略ブロック図である。
【図５】　第２実施形態に係るＣＡＴの構造を示すブロック図である。
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【図６】　第２実施形態に係る通信システムにおける認証管理局の認証管理装置の構造を
示すブロック図である。
【図７】　第２実施形態に係るＣＡＴの処理シーケンスを示すフローチャートである。
【図８】　第２実施形態に係る認証管理装置の処理シーケンスを示すフローチャートであ
る。
【図９】　第１実施形態の変更例に係る通信システムを示す概略ブロック図である。
【図１０】　本発明の第３実施形態に係る通信システムを示す概略ブロック図である。
【図１１】　第３実施形態に係るＣＡＴの構造を示すブロック図である。
【符号の説明】
１０…中央局、１１…ページャ基地局、１２…公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）、１４ａ ,１
４ｂ…データ処理・通信端末、１５ａ ,１５ｂ…ページャ、１６…カード発行会社、１７ ,
１７ｂ…データベース、１８…店舗、１９…ＣＡＴ、２４…プロセッサ、２６…データベ
ースメモリ、３１…認証管理局、３２…携帯電話基地局、３５…認証管理装置、３８…携
帯電話機、４１…プロセッサ、４４…データベースメモリ、４７…携帯電話機、６０…リ
スト管理局
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