
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　購入に係る データを送信可能な第１の通信装置とローカル通信部
を用いて通信を行い、購入に係る データに基いて、購入に係る

データを含む データを生成する第２の通信装置と無線送受
信部を用いて通信を行う移動通信端末において、
　前記ローカル通信部は、前記第１の通信装置から送信された購入に係る

第１のデータを受信し、
　前記無線送受信部は、前記第１の通信装置から前記第２の通信装置に送信された該購入
に係る 第１のデータに基いて、前記第２の通信装置によ
り生成される、前記第１のデータを含む 第２のデータを受信し、
　受信した該第１のデータ、該第２のデータに含まれる該第１のデータの内容を比較し、
比較結果を表示部に表示させる制御部、
　を備えることで、前記第１の通信装置から受信した購入に係る デ
ータと、前記第２の通信装置が行った決済処理に用いられた購入に係る

データとの間の一致又は不一致を表示可能としたことを特徴とする移動通信端末。
【請求項２】
　前記制御部は、前記比較により一致が検出されてから所定時間を越えて、前記無線送受
信部から所定のデータの送信が行われない場合に、その旨前記表示部に表示させることを
特徴とする請求項１記載の移動通信端末。
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【請求項３】
　前記制御部は、前記第１のデータを受信すると、前記ローカル通信部による前回のデー
タの受信の際に生成した識別データを所定の規則で変化させた識別データを生成し、前記
第１の通信装置に対して前記ローカル通信部を用いて送信することで、前記第２の通信装
置に対して送信される前記第１のデータに該識別データを付加可能としたことを特徴とす
る請求項１記載の移動通信端末。
【請求項４】
　購入に係る データを送信可能な第１の通信装置とローカル通信部
を用いて通信を行い、購入に係る データに基いて、購入に係る

データを含む決済 データを生成する第２の通信装置と無線送受
信部を用いて通信を行う移動通信端末で使用される方法において、
　前記ローカル通信部により、前記第１の通信装置から送信された購入に係る

第１のデータを受信し、
　前記第１の通信装置から前記第２の通信装置に送信された該購入に係る

第１のデータに基いて、前記第２の通信装置により生成される、前記第
１のデータを含む決済 第２のデータを前記無線送受信部により受信し
、
　受信した該第１のデータ、該第２のデータに含まれる該第１のデータの内容を制御部に
より比較し、比較結果を表示部に表示させることで、前記第１の通信装置から受信した購
入に係る データと、前記第２の通信装置が行った決済処理に用いら
れた購入に係る データとの間の一致又は不一致を表示可能としたこ
とを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記比較により一致が検出されてから所定時間を越えて、前記無線送受信部から所定の
データの送信が行われない場合に、その旨を前記制御部により前記表示部に表示させるこ
とを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のデータを前記制御部により受信すると、前記ローカル通信部による前回のデ
ータの受信の際に生成した識別データを所定の規則で変化させた識別データを生成し、前
記第１の通信装置に対して前記ローカル通信部を用いて送信することで、前記第２の通信
装置に対して送信される前記第１のデータに該識別データを付加可能としたことを特徴と
する請求項４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
【０００２】
　本発明は、いわゆる電子マネーの決済方式に関し、特に、移動体通信端末を用いた電子
マネー決済方式に関する。
【従来の技術】
【０００３】
　いわゆる電子マネーと呼ばれるクレジットカード、デビッドカード、スマートカード等
は、小銭の持ち運びや釣銭の煩わしさをなくし、また、小額の支払いを迅速に且つ簡単に
行うことを可能とするために、現在注目を集めている。更に、今後は、コンビニエンスス
トア、駅の売店、公共交通機関、自動販売機等も電子マネーに対応可能となることと期待
される。
【０００４】
　このような電子マネーの一種としては、更に、プリペイド型の電子マネーカードがある
。プリペイド型の電子マネーカードは、使い切り型（ディスポーザブル・タイプ）と再補
充型（リローダブル・タイプ）がある。ディスポーザブル・タイプのカードは、一定の金
額が充填されたものであり、一般的にはプリペイドカードと同様である。このディスポー
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ザブル・タイプのカードは、金融機関の窓口等で購入することができる。一方リローダブ
ル・タイプのカードは、カードの入手時には、金額が充填されておらず、専用のリロード
端末や、ＡＴＭによって金額を補充して使用し、更に、再充填も可能である。
【０００５】
　更に、一枚のカードに、上述のクレジットカード機能、キャッシュカード機能、デビッ
ドカード機能及び、リローダブル・タイプのカード機能を搭載することも技術的には可能
である。
【０００６】
　このようにクレジットカード、デビッドカード、スマートカード等のカードを利用した
決済方式は、最近では頻繁に利用されている。特に、個別のクレジット番号と、個別の署
名に従って決済を行うクレジットカードの使用は、既に定着しており、最近では、署名が
無い場合でも、引落がされることがあり、本人を認証する手段の安全性に問題が発生して
いる。
【０００７】
　これに対して、デビッドカードは、個別番号とその番号に付随する暗証番号を入力する
ことにより、その場で銀行口座による即時の決済を可能とする。しかし、このデビッドカ
ードでも、本人を認証する手段の安全性は、磁気カードに記録された個別番号と、本人の
記憶している暗証番号のみに頼っているために脆弱である。このために、決済に不正がな
いかどうかを確認するために、領収書を全て保管しておき、銀行口座からの引落が行われ
た後に、引落された内容と保管してある領収書との照合を行って、一致するかどうかの確
認をユーザ自身が行わねばならない。
【０００８】
　更に、スマートカードの場合には、本人認証を全く行わない方式や、ＰＩＮコードを入
力することで本人認証を行う方式がある。スマートカードには、本人認証、暗号化通信、
ディジタル署名等の機能を搭載することができるので、比較的に安全性は高い。スマート
カードで使用されている基本技術は、最近の公衆移動通信網に接続されるＵＳＩＭ（Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）と似ている
。ＵＳＩＭは、ＵＩＣＣ（ＵＭＴＳ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ
）及び、ＩＳＯ７８１６－１及び２形状として規定されたカードタイプであり、電気的な
インターフェースを有する。集積回路上には、ＲＯＭ（読出し専用メモリ）、ＲＡＭ（ラ
ンダムアクセスメモリ）、ＥＥＰＲＯＭ（電気的消去可能なプログラムＲＯＭ）、ＣＰＵ
（中央処理ユニット）及び、セキュリティ論理回路を搭載しており、個別ＩＤ番号、認証
用キー、暗号キー及び、その他の情報を蓄積できる。しかし、ＰＩＮコードを入力するこ
とで本人認証を行う方式は、本人を認証する手段がＰＩＮコードのみに依存しているので
、上述のデビッドカードの場合と同様に、決済に不正がないかどうかの確認をユーザが行
わねばならない。従って、スマートカードを用いて決済を実現するためには、更なるセキ
ュリティの強化と、加えて、操作性の向上をも行う必要がある。
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　以上に説明した、従来の電子マネーカードによる決済方式においては、次のような問題
がある。
【００１０】
　購入者本人が認めた購入品又は、サービスについてのみ、確実に支払いが行われたかを
リアルタイムに近い状態で、時間、場所を問わずに、移動端末で確認することができず、
また、購入者のデータが不正に使用された場合には、これを簡単に検出することができな
い。
【００１１】
　一方、店舗側は、購入者の認証を短時間で確実に行うことが難しく、確実且つ短時間で
、店舗が代金の領収を行うことも難しい。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　本発明は、上記課題を次のようにして解決する。
【００１３】

【００１８】
　実施例１

（１）全体構成
　図１は本発明にかかる決済システムの全体構成を示す。
【００１９】
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　本発明では、購入に係るデータを送信可能な第１の通信装置とローカル通信部を用いて
通信を行い、購入に係るデータに基いて、購入に係るデータを含む決済に係るデータを生
成する第２の通信装置と無線送受信部を用いて通信を行う移動通信端末が使用される。前
記ローカル通信部は、前記第１の通信装置から送信された購入に係る第１のデータを受信
し、前記無線送受信部は、前記第１の通信装置から前記第２の通信装置に送信された該購
入に係る第１のデータに基いて、前記第２の通信装置により生成される、前記第１のデー
タを含む決済に係る第２のデータを受信する。移動通信端末は、受信した該第１のデータ
、該第２のデータに含まれる該第１のデータの内容を比較し、比較結果を表示部に表示さ
せる制御部を備え、前記第１の通信装置から受信した購入に係るデータと、前記第２の通
信装置が行った決済処理に用いられた購入に係るデータとの間の一致又は不一致を表示可
能とする。
　本発明では、購入に係るデータを送信可能な第１の通信装置とローカル通信部を用いて
通信を行い、購入に係るデータに基いて、購入に係るデータを含む決済に係るデータを生
成する第２の通信装置と無線送受信部を用いて通信を行う移動通信端末で使用される方法
も使用される。本方法では、前記ローカル通信部により、前記第１の通信装置から送信さ
れた購入に係る第１のデータを受信し、前記第１の通信装置から前記第２の通信装置に送
信された該購入に係る第１のデータに基いて、前記第２の通信装置により生成される、前
記第１のデータを含む決済に係る第２のデータを前記無線送受信部により受信し、受信し
た該第１のデータ、該第２のデータに含まれる該第１のデータの内容を制御部により比較
し、比較結果を表示部に表示させることで、前記第１の通信装置から受信した購入に係る
データと、前記第２の通信装置が行った決済処理に用いられた購入に係るデータとの間の
一致又は不一致を表示可能とする。

　本発明の第１実施例は、レジ端末において、購入品データと購入者コードを入力し、入
力した購入品データと購入者コードを、移動通信端末へ送信する。次に、移動通信端末に
おいて、受信した購入品データと購入者コードの認証を行い、認証結果を前記レジ端末へ
返送する。レジ端末においては、認証結果に基き振込要求リストを作成し、決済サーバへ
、振込要求リストを送信する。更に、移動通信端末において、認証結果に基き支払リスト
を作成し、決済サーバへ、支払リストを送信する。そして、決済サーバにおいて、振込要
求リストと支払リストを蓄積し、且つ蓄積した振込要求リストと支払リストを比較し、比
較結果が一致している場合に決済を行う。
　また、決済サーバは、振込要求リストと支払リストを比較した後、移動端末へ照合結果
を通知する。
　更に、移動通信端末において、レジ端末より受信した購入品データと購入者コードの認
証を行う際には、取引毎に毎回変わる数値を生成し、その取引毎に毎回変わる数値を使用
して支払リスト作成する。レジ端末は、その取引毎に毎回変わる数値を使用して振込要求
リスト作成する。
　これにより、購入者本人が認めた購入品又は、サービスについてのみ、確実に支払いが
行われたかをリアルタイムに近い状態で、時間、場所を問わずに、移動端末で確認するこ
とができ、また、購入者のデータが不正に使用された場合には、これを簡単に検出するこ
とができる。
　一方、店舗側は、購入者の認証を短時間で確実に行うことができ、確実且つ短時間で、
店舗が代金の領収を行うことができる。



　図１において、１００は決済システム全体を示す。１０１～１０３は移動通信端末（Ｍ
Ｓ）を示す。移動通信端末１０１～１０３は、１０４の移動通信網（ＭＮ）と無線回線を
介して接続可能であり、移動通信網１０４はゲートウエイ（ＧＷ）１０７を介して公衆電
話交換網（ＰＳＴＮ）１１１、総合デジタル通信網（ＩＳＤＮ）１１２、パーソナルハン
ディーホンシステム（ＰＨＳ） /他の移動通信網、企業のローカルエリアネットワーク（
ＬＡＮ）１１４、インターネット１１５、インターネットサービスプロバイダ（ＩＰＳ）
１１６、決済装置１１７等と接続される。又、１１８は決済入力装置であり、決済装置１
１７に決済を依頼する。
【００２０】
　ここに、移動通信端末１０１～１０３等は、決済入力装置１１８と無線又は有線にて通
信可能な機能を備え、決済入力装置１１８は決済装置１１７と有線又は無線にて通信可能
な機能を備える。
【００２１】
　尚、この例に限らず、移動通信端末１０１が、移動通信網１０４を介して決済装置１１
７と通信可能であり、決済入力装置１１８も決済装置１１７と通信可能であれば他のシス
テム構成を採用することもできる。
【００２２】
　（２）レジ端末、移動通信端末の構成
　図２（Ａ）は、図１の移動通信端末（ここでは例として移動通信端末１０１）の構成を
更に詳細に示したブロック図を示し、図２（Ｂ）は、決済入力装置１１８の構成を更に詳
細に示したブロック図を示す。
【００２３】
　尚、携帯電話１０１として携帯電話を採用する例を示し、決済入力装置１１８として、
店舗等に設定されるレジ端末を採用する例を示す。
【００２４】
　（２―１）携帯電話
　図２（Ａ）において、携帯電話１０１は、無線送受信部２０１、制御部２０２、記憶部
２０３、ローカル通信部２０４、表示部２０５、入力操作部２０６を備えている。
【００２５】
　無線送受信部２０１は、アンテナを用いて、移動通信網１０４との間で無線信号の送受
信を行なう機能を有する。例えば、移動通信網１０４内に設けられた基地局との間で無線
信号を送受信する機能を有する。携帯電話１０１から送信された無線信号（例えば、音声
、画像、文字情報等を含む無線信号）は基地局において受信され移動通信網１０４に接続
される他の通信端末に対して送信され、また、他の通信端末からの信号（例えば、音声、
画像、文字情報等を含む信号）が移動通信網１０４内の基地局から無線信号として送信さ
れ、無線送受信部２０１はその無線信号を受信、復調し、復調後のデータを制御部２０２
に与える。
【００２６】
　又、ローカル通信部２０４はレジ端末１１８との間で無線又は有線による通信を行なう
機能を備え、基地局（移動通信網１０４）等を介さずにローカルに直接携帯電話とレジ端
末１１８との間の通信を実現する機能を有する。尚、有線で行なう場合には、レジ端末１
１８、携帯電話１０１等にコネクタ、電気ケーブル等が接続可能なインターフェースを設
けることにより実現することができる。
【００２７】
　尚、ローカル通信部２０４としてブルートゥース技術を適用することもできるし、更に
、無線送受信部２０１がレジ端末１１８との間で送受信可能な周波数等にも対応可能とし
て、無線送受信部２０１とローカル通信部２０４を一体化することも可能である。
【００２８】
　記憶部２０３は、制御部２０２の制御に必要とされるプログラムデータ、移動通信網１
０４、レジ端末１１８等から受信した情報、他の端末と自端末とで異なる情報である識別
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情報（例えば、自端末の電話番号、端末番号等）等を記憶するメモリ等の記憶媒体で構成
される。尚、記憶部２０３としてＵＩＣＣ（ＵＭＴＳ、ＩＣカード）等を用い、携帯電話
１０１から装着、着脱可能とすることもできる。
【００２９】
　制御部２０２は無線送受信部２０１、ローカル通信部２０４、表示部２０５等を制御す
る機能を備え、制御のためのプログラムは記憶部２０３等から読み出して実行する。
【００３０】
　表示部２０５は、制御部２０２の制御により移動通信網１０４から受信した情報を表示
したり、レジ端末１１８等から受信した情報の表示をしたりする部位であり、液晶ディス
プレイ等で構成されるものとする。
【００３１】
　入力操作部２０６は携帯電話１０１のユーザ等が操作入力するための部位であり、発呼
する際のダイヤル番号入力用のダイヤル釦や、決定釦等で構成され、入力操作部２０６の
釦操作は制御部２０２が検出する。
【００３２】
　（２―２）レジ端末
　一方、レジ端末１１８は、制御部２０７、記憶部２０８、ローカル通信部２０９、表示
部２１０、入力操作部２１１、通信部２１２を備える。
【００３３】
　制御部２０７は、ローカル通信部２０９、表示部２１０、通信部２１２等を制御すると
ともに、入力操作部２１１から入力された購入品データ（購入者が購入を希望する品の識
別情報（販売品識別情報））に基づき、記憶部２０８の記憶内容を参照して、購入品全て
の価格の合計を求め、表示部２１０に表示させる等の機能を備える。
【００３４】
　記憶部２０８は、レジ端末１１８が設置された店舗で販売する品の識別情報（販売品識
別情報）毎に少なくともその価格好ましくは品名等も記憶している。又、決済装置１１７
、携帯電話１０１から受信した各種情報を記憶することができる。
【００３５】
　ローカル通信部２０９は携帯電話１０１のローカル通信部２０４に対応し、ローカル通
信部２０４との間でローカルな有線又は無線通信を行なう機能を備える。
【００３６】
　表示部２１０は、入力操作部２１１から入力された購入品データ（販売品識別情報）、
制御部２１１が求めた合計金額、携帯電話１０１の識別情報等を制御部２０７の制御に従
って表示する機能を備える。
【００３７】
　入力操作部２１１は、購入品データ（販売品識別情報）、携帯電話１０１の識別情報等
を入力するための部位で、キーボード等で構成可能であり、店員、携帯電話１０１の所有
者等が操作する。
【００３８】
　通信部２１２は、この場合では有線である例えば公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１１１を
介して決済装置１１７と通信する機能を備える。
【００３９】
　（３）　購入手続き
　（３―１）購入品リスト作成
　携帯電話１０１のユーザはレジ端末１１８が備えられた店舗内において購入を希望する
商品を選らび、その商品をレジ端末１１８の所に持っていく。又は購入を希望する商品を
特定して店員に対して購入を希望する旨告げる。
【００４０】
　これを受けて、店員は、レジ端末１１８に購入品データ（販売品識別情報）を入力操作
部２１１から入力する（この入力操作に替えて、商品にバーコードを付し、バーコードリ
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ーダにてバーコードデータ（この場合、販売品識別情報をバーコードデータと一致させて
おく）を読み取り、読み取ったバーコードデータを制御部２０７に与えることとしてもよ
い。この場合はバーコードリーダが入力操作部２１１に対応することとなる）。次に、制
御部２０７は、入力操作部２１１から入力された購入品データ（販売品識別情報）に対応
する価格情報を記憶部２０８から読み出し、価格の合計を求める。
【００４１】
　ここで、記憶部２０８の記憶内容の一部について説明する。図４は、記憶部２０８の記
憶内容を示す図である。
【００４２】
　図４において、販売品リスト情報は、販売品識別情報毎に商品名、価格等の情報を記憶
したものである。好ましくは商品の色等商品に関する様々な情報を含めるとよい。図の例
では、販売品識別情報０００１に対応させて、商品名「服」、及び価格「１０００円」を
記憶しており、販売品識別情報０００２に対応させて、商品名「お菓子」、及び価格「５
００円」を記憶している。尚、レジ端末１１８自身が記憶部２１２を有していなくとも、
レジ端末装置１１８がアクセス可能なデータベースをいずこかに設け、レジ端末装置１１
８はそのデータベースにアクセスして価格情報を読み出すことにすることもできる。
【００４３】
　さて、レジ端末１１８の制御部２０７は、入力された購入品データ（ここでは、購入品
データとして販売品識別情報０００１、０００２が入力されたものとする）に対応する価
格情報１０００円、５００円を記憶部２０３から読み出す。そして、合計金額としてこれ
らの和である１５００円を演算により求め、更にこれに５％の消費税等を課税する場合に
は１ .05と１５００の乗算を行い、購入者に請求すべき金額１５７５円を求め、表示部２
１０に合計金額として表示させる（好ましくは入力した購入品データに対応する商品名等
を合わせて表示させる）。そして制御部２０７は、入力された購入品データに基づき、購
入品リスト情報を記憶部２０８に記憶させる。
【００４４】
　記憶部２０８に記憶させる購入品リスト情報について図４を用いて説明する。図４にお
いて、購入品リストを１つだけ記したが、この購入者に限らず他の購入者用の購入品リス
トも記憶することができるように記憶領域を確保することが望ましい。購入品リスト情報
は、入力された購入品データである販売品識別情報（この場合は０００１、０００２）を
購入品識別情報として記憶する。また、好ましくは更に、購入品識別情報に対応する商品
名、価格情報及び請求金額（この場合１５７５円）を記憶する。
【００４５】
　（３―２）ローカルパス形成
　次に、表示部２１０に表示された表示内容を確認した携帯電話１０１の（表示させない
場合は、確認せずに）ユーザは、店員に携帯電話１０１の識別情報を伝え、店員はレジ端
末１１８の入力操作部２１１を操作して携帯電話１０１の識別情報を入力する。若しくは
、携帯電話１０１のユーザ自身が入力操作部２１１を操作して携帯電話１０１の識別情報
を入力する。入力されると、制御部２０７は購入品リスト情報に対応させて携帯電話１０
１の識別情報を記憶部２０８に記憶させる。
【００４６】
　レジ端末１１８はローカル通信部２０９により通信を行なう対象とする携帯電話を特定
する際にこの識別情報を用いる。これは特にブルートゥース等を用いる際に有用である。
即ち、ローカル通信部２０９はこの携帯電話１０１の識別情報を無線信号にて送信する。
そして、この無線信号を受信可能な携帯電話はこの無線信号をローカル通信部（２０４）
で受信し、記憶部（２０３）に記憶している自端末の識別情報と一致するか判定し、一致
する場合には、このレジ端末１１８との間で無線信号の送受信を行ない、一致しない携帯
電話は無線信号を受信しても、このレジ端末１１８との間で、以降の認証処理等は行なわ
ない。
【００４７】
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　携帯電話１０１の記憶部２０３の記憶内容の一部について図５を用いて説明する。図５
は、記憶部２０３の記憶内容を示す。図５のように記憶部２０３には、携帯電話１０１を
他の携帯電話と識別可能な情報である携帯電話１０１の識別情報（ここでは、ＸＸＸＸＸ
Ｘ１）が記憶されている。
【００４８】
　この識別情報を用いてレジ端末１１８はローカル通信部２０９を用いて通信を行なう対
象の携帯電話を特定することができる。尚、ローカル通信部２０９とローカル通信部２０
４とが有線により通信を行なう場合にはレジ端末１１８が通信相手として特定する携帯電
話が有線にて接続された携帯電話１つに限定可能であれば、かかる携帯電話１０１の識別
情報の送信は省略することができる。
【００４９】
　以上により、ローカル通信部２０９、２０４間での通信パスが形成される。尚、このパ
スを用いた通信について暗号化通信を行なうべく、制御部２０７、２０２に暗号化通信機
能を付加することが望ましい。
【００５０】
　（３－３）認証処理
　次に、携帯電話１０１のユーザは入力操作部２１１から秘密情報（文字、数字、又はこ
れらの組み合わせ等により構成されるデータ等をいい、前述携帯電話の電話番号、装置番
号、携帯電話１０１の識別情報等とすることもできる。）を入力する。制御部２０７は入
力された秘密情報を購入品リスト情報に対応させて記憶部２０８に記憶させる（ここでは
、ＡＢＣＤＥＦＧ）。
【００５１】
　尚、秘密情報は、図５に示すように携帯電話１０１の記憶部２０３にも予め記憶されて
いる。
【００５２】
　制御部２０７は秘密情報が入力されたことを検出して、前記形成したローカル通信部２
０９、２０４間の通信パスを利用して、携帯電話１０１の認証処理を行なう。
【００５３】
　例えば、制御部２０７はランダムに数を選択し、ローカル通信部２０９を制御して、ロ
ーカル通信部２０４に対し有線又は無線にてランダム数を送信する。尚、このランダム数
は制御部２０７が記憶部２０８に購入品リスト情報に対応させて記憶させておく。携帯電
話１０１は、このランダム数をローカル通信部２０４で受信し、制御部２０２は記憶部２
０３に記憶している自端末の秘密情報を用いてこの数を暗号化し、ローカル通信部２０４
からローカル通信部２０９へ送信させる。レジ端末１１８はこの暗号化されたランダム数
をローカル通信部２０９で受信する。そして、制御部２０７は記憶部２０８に記憶してあ
るランダム数を記憶部２０８に記憶している秘密情報で暗号化して、受信した暗号化され
た数との比較を行なう。ここで、制御部２０７は、一致すると判定すると、購入者が携帯
電話１０１の正当なユーザであると判定し、次の決済装置１１７との通信（（３－４）等
のための通信）を可能とする。ここで一致しない場合は、再度別のランダム数を携帯電話
に送信し同様の処理を行なうか又は購入者が携帯電話１０１のユーザではないと判断して
、処理を終了させるか、ＰＳＴＮ１１１に接続された不図示のセキュリティーサービスセ
ンタに、携帯電話１０１の識別情報又は秘密情報等を含む情報を送信する。セキュリティ
ーサービスセンタは、移動通信網１０４における不図示の携帯電話の管理装置に携帯電話
１０１の識別情報又は秘密情報等を含む情報を送信する。当該携帯電話の管理装置は識別
情報又は秘密情報に対応させて予め正当な携帯電話の電話番号等を記憶しており、受信し
た識別情報に対応する電話番号を備え付けのディスプレイに表示させる制御を行なう。こ
れにより、正当なユーザに携帯電話１０１が不正に利用されようとしているか否か確認す
ることができ、場合によっては識別情報又は秘密情報等に基づいて、移動通信網１０４内
の移動交換局内のホームロケーションレジスタに携帯電話１０１に対するサービスを停止
するフラグを記憶させ、位置登録時、発呼時等の認証処理において認証拒否をすることが
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望ましい。尚、かかる制御を行なう制御部を移動交換局等に設ける必要がある。
【００５４】
　（３―４）購入品リストの端末への送信及び購入の意思確認
　さて、制御部２０７が携帯電話１０１が正当であると判定した場合には、レジ端末１１
８の制御部２０７は、記憶部２０８に記憶させておいた購入品リスト情報及び別途記憶部
２０８に記憶している自装置の識別データ（レジ端末１１８毎又はレジ端末が属する店舗
毎に異なる識別情報であり、ここでは、Ｐとする）をローカル通信部２０９、２０４を介
して携帯電話１０１に送信する。
【００５５】
　購入品リスト情報等を受信した携帯電話１０１の制御部２０２は、表示部２０５（液晶
ディスプレイ等）に購入品リスト情報、レジ端末１１８の識別データ（Ｐ）の内容を表示
させる。ここで、携帯電話１０１のユーザが表示部２０５に表示されている内容で商品の
購入を承諾する場合には、入力操作部を２０６用いて承認操作をする（例えば決定釦を押
し下す）。すると、携帯電話１０１の制御部２０２は、この購入品リスト及びレジ端末１
１８の識別データ（Ｐ）を記憶部２０３に記憶させ（好ましくは、購入品リスト受信時刻
又は承認時刻（例えば承認釦を押した時刻）を決済承認時刻として、含めて記憶する）、
ローカル通信部２０４、２０９を介してレジ端末１１８に承認信号を送信する。
【００５６】
　尚、この際、携帯電話１０１は取引ごとに異なる取引識別データ（この場合００３）を
生成し、承認信号に付加するとともに、図５のごとく購入品リスト情報に対応させて記憶
部２０３に記憶させることが望ましい。
【００５７】
　取引識別データとは、例えば、００１～１００までの数とすることができ、携帯電話１
０１にとっての最初の取引であれば００１、２回目であれば００２、…（１００の次は０
０１に戻る等）というように取引毎に異なり、かつ、規則性を持ったデータを用いる。即
ち、所定の規則性があればよく、偶数値の小さい数から大きい数に２、４、６…とするな
ど各種規則性を持つ情報とすることができる。ここでは、図５には示していないが、前回
２回目の取引を行なっており、携帯電話１０１の記憶部２０３には、前回（これまでの取
引全てでもよい）の購入品リスト情報を記憶しており、前回の取引識別データ００２を記
憶しているので、今回は１増やした００３を取引識別データとして制御部２０３は決定す
ることとなる。
【００５８】
　レジ端末１１８の制御部２０７は、承認信号を受信すると、取引識別データを受信した
場合には、取引識別データ（ここでは００３）を対応する購入品リスト情報に対応させて
記憶させ（好ましくは認証信号を受信した時刻を決済承認確認時刻として購入品リスト情
報に対応させて記憶させ）、決済装置１１７との通信を開始する。
【００５９】
　尚、決済承認時刻、決済承認確認時刻を日付情報とすることや、日付情報及び時刻情報
とすることもできる。
【００６０】
　（４）購入者判定
　レジ端末１１８の制御部２０７は、レジ端末１１８の識別データ（Ｐ）、購入品リスト
情報、携帯電話１０１の識別情報（又は秘密情報）（好ましくは取引識別データを含めて
）決済装置１１７へ送信する。決済装置１１７は、携帯電話１０１の識別情報（又は秘密
情報）を用いて（好ましくは取引識別データをも用いて）購入者が正当であるか否か判定
する。
【００６１】
　判定の結果正当であると判定すると、正当である旨の情報である正当判定情報をレジ端
末１１８の通信部２１２に通知する（尚、判定の具体的手法は後述する）。
【００６２】
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　レジ端末１１８は、通信部２１２を介して正当判定情報を受信すると、制御部２０７は
、正当である旨表示部２１０に表示させる。店員はこの表示を見て購入手続きが完了した
ことを認識し、ユーザは商品を持って店舗を後にする。
【００６３】
　以上が商品購入手順に関する発明部分であり、以下決済装置１１７及び携帯電話１０１
において行なわれる処理を中心に説明する。また、購入者の正当性の判定の処理の補足も
図３を用いてあわせて行なう。
【００６４】
　（５）　決済
　図３は、携帯電話１０１、移動通信網１０４、決済装置１１７等の詳細構成図を示す。
図において、図１、２と同一の符号を付した部材は同一の部材を示す。図３において、１
０４－１は携帯電話１０１と無線回線を介した通信を行なう基地局、１０４－２は基地局
１０４－１を制御する基地局制御装置であり、他の基地局を配下とし基地局１０４－２と
同様に制御することもできる。１０４－３は、移動交換局を示し、移動通信網１０４内の
交換制御を行なう。１０４－４はインターネット１０４－５と移動通信網１０４との間に
設けられるゲートウエイを示す。又、１１７－１、１１７－２、１１７－３、１１７－４
は決済装置１１７を構成するサーバで、順に、決済サーバ、決済者取引銀行サーバ、加入
者取引銀行サーバ、店舗取引銀行サーバを示す。各サーバは、制御部４０１、４０３、４
０５、４０７を有するとともに、記憶部４０２、４０４、４０６、４０８を備える。尚、
１１７－１から１１７－４は図示していないが、他のサーバ、通信装置との通信を行うた
めの送受信部を有し、それぞれ制御部４０１，４０３，４０５，４０７の制御に基づいて
動作する。
【００６５】
　（５－１）購入者判定の具体的手法
　購入者の正当性の判定において、レジ端末１１８から送信された店舗識別情報（Ｐ）、
購入品リスト情報、携帯電話１０１の識別情報（又は秘密情報）（好ましくは取引識別デ
ータ（００３）も含む）は決済サーバ１１７－１で受信される。決済サーバ１１７－１は
、記憶部４０２に携帯電話１０１の識別情報（又は秘密情報）を予め記憶している。
【００６６】
　ここで、決済サーバ１１７－１の記憶部４０２の記憶内容の一部について図６を用いて
説明する。図６は、記憶部４０２の記憶内容を示す。
【００６７】
　図６のように記憶部４０２には、決済処理を行なう対象の携帯電話を特定するための携
帯電話１０１の識別情報（秘密情報）を記憶している。ここでは、携帯電話１０１は決済
処理の対象であるとするので、携帯電話１０１の識別情報ＸＸＸＸＸＸ１（又は秘密情報
ＡＢＣＤＥＦＧ）は記憶されている。
【００６８】
　尚、この記憶部４０２を、移動通信網１０４内のいずれかに設け、決済サーバ１１７－
１は判定を行なう際に、移動通信網１０４にアクセスして、記憶内容を読み出すこととす
ることもできる。
【００６９】
　従って、決済サーバ１１７－１は、レジ端末１１８から送信された携帯電話１０１の識
別情報（秘密情報）を受信すると、制御部４０１は、記憶部４０２にかかる携帯電話１０
１の識別情報（秘密情報）が記憶されているか否か判定する。ここで、制御部４０１が記
憶していると判定すると、正当である旨の情報である正当判定情報を前述のようにレジ端
末１１８の通信部２１２に通知する。尚、この例では記憶してあるので、正当である旨の
正当判定情報が通知される。
【００７０】
　一方、制御部４０１は、記憶していないと判定すると、正当でない旨の情報である非正
当判定情報を前述のようにレジ端末１１８の通信部２１２に通知する（若しくは正当判定
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情報を通知しない）。レジ端末１１８の制御部２０７は、非正当判定情報を受信すると（
正当判定情報を受信しないと）、表示部２０５にこの携帯電話は決済を認める対象の携帯
電話ではない旨表示させる。尚、決済サーバ１１７－１が、レジ端末１１８から取引識別
データをも受信する際には、携帯電話１０１の識別情報（秘密情報）を用いるだけでなく
、取引識別データをも判定に用いることができる。即ち、決済サーバ１１７－１の制御部
４０１は、購入取引が成立する毎にその取引で使用された（受信した）取引識別データを
記憶部４０２に記憶させ、記憶させている前回の取引識別データと今回の取引において受
信した取引識別データとが前記規則（ここでは１ずつ増加させる規則とする）を満たすか
否か判定し、満たすと判定する場合に、正当である旨の情報である正当判定情報をレジ端
末１１８の通信部２１２に通知し、満たさないと判定する場合に、正当でない旨の情報で
ある非正当判定情報をレジ端末１１８の通信部２１２に通知することとしてもよい。ここ
では、携帯電話１０１の識別情報ＸＸＸＸＸＸ１を受信したので、制御部４０１は、携帯
電話１０１の識別情報ＸＸＸＸＸＸ１に対応させて記憶している取引識別データを読み出
す。ここでは、前回の取引識別データは００２であるのでこれを読み出す。一方、今回受
信した取引識別データは００３であり、取引データが００２から規則通り１増加している
ので、携帯電話１０１は正当であると判定する。もし携帯電話１０１が不正に複製された
場合等には、不正な携帯電話１０１は、前回の取引識別データを記憶部２０３に記憶して
いないため、例えば取引識別データとして００１を送信してしまい、前回の取引識別デー
タ００２を記憶部４０２に記憶させている決済サーバ１１７－１の制御部４０１は、１減
少した取引識別データを受信したので、規則を満たさないと判定し、携帯電話１０１の複
製である携帯電話が不正な携帯電話である判定し、決済の対象の携帯電話でないと判定す
ることができる。
【００７１】
　このように、過去の取引について携帯電話１０１、決済サーバ１１７－１の双方が取引
識別情報を記憶しているため、携帯電話の認証の精度が高まる。尚、判定に他の条件（例
えば、携帯電話１０１の識別情報に対応する携帯電話１０１のユーザの口座残高が請求金
額を下回っていないこと等）を条件の１つに加えることも可能である。
【００７２】
　（５－２）決済
　さて、決済サーバ１１７－１の制御部４０１は、携帯電話１０１が決済処理の対象であ
るか否かの判定を行なうとともに、判定の結果決済を認める対象の携帯電話であると判定
すると、記憶部４０２に携帯電話１０１の識別情報（ここでは、ＸＸＸＸＸＸ１）に対応
させて、取引識別データ（ここでは００３）、レジ端末１１８の識別データ（ここでは、
Ｐ）、受信した購入品リスト情報（図６では簡単のためＸＸＸＸＸＸと記したが、図４、
５の購入品リスト情報と同様である）、購入品リストの受信時刻等の情報を記憶させる。
【００７３】
　そして、決済サーバ１１７－１の制御部４０１は、携帯電話１０１の識別情報、レジ端
末１１８の識別データ、購入品リスト情報に含まれる請求金額情報を含む決済要求信号を
加入者取引銀行サーバ１１７－３に送信するように不図示の送信部を制御する。決済要求
信号を受信した加入者取引銀行サーバ１１７－３の制御部４０５は、決済要求信号に含ま
れる、携帯電話１０１の識別情報、レジ端末１１８の識別データ、請求金額情報を抽出し
て、携帯電話１０１の識別情報に対応させて記憶部４０６に記憶している携帯電話１０１
のユーザの預金口座（第１の口座）から請求金額相当額のお金（又は、所定の手数料を引
いたもの）を、レジ端末１１８の識別データに対応した店舗の預金口座（第２の口座）へ
振り込む振込み処理を行なう。レジ端末の識別データと店舗の預金口座との対応関係は、
加入者取引銀行サーバ１１７－３の記憶部４０６、記憶部４０２等に記憶させて、読み出
して用いる。尚、同時にユーザの預金口座（第１の口座）又は店舗の預金口座（第２の口
座）から決済サーバ１１７－１運営者の預金口座へ所定の手数料を振り込むこととしても
よい。
【００７４】
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　この処理が完了すると、決済者取引銀行サーバ１１７－２の制御部４０３は、取引識別
データを含む決済完了信号を決済サーバ１１７－１に送信するように制御する。
【００７５】
　尚、決済者取引サーバ１１７－２を介さず、決済サーバ１１７－１が直接加入者取引銀
行サーバ１１７－３に前記振り込み処理を行なうように振り込み要求信号を送信し、加入
者取引銀行サーバ１１７－３は、振り込み要求信号を受信すると、前述店舗の預金口座へ
振り込む振込み処理を行なうこととしてもよい。その際振込み要求信号には、店舗識別情
報、請求金額情報、携帯電話１０１の識別情報を含めることが好ましい。
【００７６】
　決済サーバ１１７－１は決済完了信号を受信すると、決済完了フラグを立てる（対応デ
ータを０から１とする）ように記憶部４０２のデータの書き込み制御を行なう。好ましく
は決済完了フラグを立てる際にその時刻（日付を含めてもよい）情報を記憶部４０２に決
済完了フラグに対応させて記憶させる。
【００７７】
　（５－３）決済レポート
　このフラグが立てられると、決済サーバの制御部４０１は、携帯電話１０１の識別情報
そのものを宛先とするか、又は、携帯電話１０１の識別情報に対応して記憶している携帯
電話１０１への電子メールのアドレスを記憶部４０２から読み出して宛先とし、取引識別
データ（００３）、レジ端末１１８の識別データ（Ｐ）、購入品リスト情報（ここではＺ
ＺＺＺＺＺとする）、ユーザの預金口座から店舗の預金口座へ振り込まれた金銭の額情報
を含む決済レポート情報を電子メールとして、インターネット１０４－５、ゲートウエイ
１０４－４、移動交換局１０４－３、基地局制御装置１０４－２、基地局１０４－１を介
して携帯電話１０１に対して送信する。
【００７８】
　携帯電話１０１の制御部２０２は、無線送受信部２０１により、決済レポート情報を受
信すると、決済レポート情報の内容及び受信時刻（決済レポート受信時刻）を記憶部２０
３に記憶させ、表示部２０５に表示させる。この際、既に記憶している購入品リスト情報
、取引識別データ（対応させて記憶している時刻情報を含めることもできる）、レジ端末
１１８の識別データを同時に表示させる又は、既に記憶している購入品リスト情報、取引
識別データとの一致、不一致を判定し、受信した決済レポート情報において、不一致の情
報部分をユーザに識別可能に表示部に表示させる。
【００７９】
　例えば、不一致の部分のみ赤い文字で表示し、他は黒字で表示するなどする。携帯電話
１０１のユーザは、表示部２０５の表示内容から、決済が正しく行なわれたか否かを確認
することができる。ここで、制御部２０２は、「決済ＯＫですか」等のように表示部２０
５に決済の承認を携帯電話１０１のユーザに求めるように表示し、ユーザが、入力操作部
２０６を操作してこれに同意すると、制御部２０２は、携帯電話１０１の識別情報、取引
識別データを含む決済レポート承認信号を基地局１０４－１等を介して決済サーバ１１７
－１に送信するように、無線送受信部２０１等を制御する。尚、同意操作時の時刻を、決
済レポート承認時刻として制御部２０２は、記憶部２０３に記憶させる。
【００８０】
　決済サーバ１１７－１は、基地局１０４－１～インターネット１０４－５等を介して、
決済レポート承認信号を受信し、記憶部４０２に記憶している携帯電話１０１の識別情報
及び取引識別データが一致する取引についての決済承認フラグを立てる（即ち、対応デー
タを０から１とする）。好ましくは、決済承認信号受信時の時刻を決済承認フラグに対応
させて記憶部４０２に記憶させる。
【００８１】
　一方、携帯電話１０１のユーザが決済金額等について不一致があり、承認しない操作を
入力操作部２０６を用いて行なうと、決済レポート非承認信号を同様に決済サーバ１１７
－１に対して送信する。決済サーバ１１７－１の制御部４０１は、この非承認信号を受信
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すると図示していないプリンタ、ディスプレイ等に携帯電話１０１の識別情報、取引識別
情報等を含む情報を出力するとともに、ユーザにより決済承認が拒否された旨出力させる
。決済サーバ１１７－１の管理者はこれを契機として、取引内容の確認等を行い、問題が
あるか調査することができる。前述のごとく、セキュリティーサービスセンタに、携帯電
話１０１の識別情報又は秘密情報等を含む情報を送信することとしてもよい。
【００８２】
　尚、以上の実施例において、決済サーバ１１７－１の制御部４０１は、記憶部４０２に
記憶している受信時刻、決済完了フラグ、決済承フラグを参照して異常を検出し、異常が
検出された取引に関する情報（取引識別データ、レジ端末１１８の識別データ等）を図示
していないプリンタ等に出力することが好ましい。異常の検出方法としては、例えば、現
在時刻が受信時刻から所定の時間を超えているにもかかわらず、決済完了フラグ、決済承
認フラグのいずれかがたっていない場合、現在時刻が決済完了フラグが立った時刻から所
定時間を超えているのに決済承認フラグが立っていない場合等である。
【００８３】
　又、携帯電話１０１においては、記憶部２０３に記憶した決済レポート受信時刻から現
在時刻まで所定の時間を超えている場合には、制御部２０２は、決済レポートの承認処理
が未処理である旨携帯電話１０１の表示部２０５に表示させることもできる。
【００８４】
　尚、本実施例中、決済サーバ１１７－１が情報を携帯電話１０１宛て又はレジ端末１１
８へ送受信する機能を備えた送信部・受信部の具体的な構成は記載していないが、決済サ
ーバ１１７－１はレジ端末１１８との情報の送受信用の送受信部、及び、携帯電話１０１
との情報の送受信用の送受信部を備え、これらを用いてレジ端末１１８、携帯電話１０１
と通信を行なう。
他の実施例１
　前述（３）購入手続きの（３―３）認証処理を以下の処理とすることもできる。
【００８５】
　即ち、購入品リスト情報の記憶部２０８への記憶後、ユーザ又は店員は、レジ端末１１
８の入力操作部２１１を操作して、携帯電話１０１の識別情報（又は秘密情報）を入力す
る。レジ端末１１８の制御部２０７は、入力された携帯電話１０１の識別情報（又は秘密
情報）を携帯電話１０１宛てにローカル通信部２０９を用いて送信する。携帯電話１０１
の制御部２０３はローカル通信部２０４を用いて携帯電話１０１の識別情報（又は秘密情
報）を受信すると、記憶部２０３に記憶している携帯電話１０１の識別情報（又は秘密情
報）との一致を判定し、一致する場合には、一致する旨レジ端末１１８に対してローカル
通信部２０４を用いて送信する。レジ端末２１０の制御部２０７は、ローカル通信部２０
９を用いて一致する旨の信号を受信し、携帯電話１０１の認証処理を終え、携帯電話１０
１が正当であると判定し、（３―４）購入品リストの端末への送信及び購入の意思確認の
処理以降の処理を行なう。尚、一致する旨の信号を受信しない場合は、前述（３―３）認
証処理と同様に処理を終了するか又はセキュリティーセンタに携帯電話１０１の識別情報
又は秘密情報を含む情報を送信し、セキュリティーセンタは前述と同様の動作を行なう。
他の実施例２
　上述、携帯電話１０１の識別情報、秘密情報等を不正に知得した者がレジ端末１１８を
操作することにより、不正な決済処理を行なってしまうことがありうる。
【００８６】
　即ち、この不正に知得した者が、レジ端末１１８の入力操作部２１１を操作して、購入
品データ、不正に知得した携帯電話１０１の識別情報（又は秘密情報）をレジ端末１１８
に入力し、不正な購入品リスト情報を作成し、それに不正に知得した携帯電話１０１の識
別情報を対応つけて記憶部２０８に記憶させ、（５－２）以降の処理を実現してしまい、
不正な決済を行なうことがありうる。そこで、本実施例においては、購入者が正当である
と判定した場合であっても、（５―２）の決済を行なう前に、次の処理を行なうこととす
る。
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【００８７】
　即ち、決済サーバ１１７－１の制御部４０１は、レジ端末１１８から受信した携帯電話
１０１の識別情報（秘密情報）、レジ端末１１８の識別データ、購入品リスト情報受信時
刻等の情報（好ましくは取引識別デーも含む）を記憶部４０２に記憶させた後は、携帯電
話１０１からの決済依頼レポートの受信を待つ制御を行う。即ち、携帯電話１０１の制御
部２０２は、ユーザの入力操作部２０６の操作により、記憶部２０３に記憶した購入品リ
スト情報、決済承認時刻、レジ端末１１８の識別データ等の情報を表示部２０５に表示さ
せる。ここで、携帯電話１０１のユーザがその表示内容で決済されることを認める場合に
は、ユーザは、入力操作部２０６に対し所定の操作を行なう。すると、携帯電話装置１０
１の制御部２０２は、購入品リスト情報、決済承認時刻（（３－４）を参照）、レジ端末
１１８の識別データ等の情報及び携帯電話１０１の識別情報（好ましくは取引識別データ
を含む）を記憶部２０３から読み出して、基地局１０４－１～インターネット１０４－５
を介して決済サーバ１１７－１に決済依頼信号を送信する。
【００８８】
　決済サーバ１１７－１は決済依頼信号を受信すると、これに含まれる情報と既にレジ端
末１１８から受信して、記憶部４０２に記憶した内容との一致、不一致を判定する。ここ
で、全ての内容について一致すると判定すると、初めて前述（５－２）の決済以降の処理
を行い、一致しないと判定すると、（５－２）以降の処理は行なわないようにすることが
好ましい。
【００８９】
　尚、当該実施例においては、携帯電話１０１の制御部２０２は、記憶部２０３に記憶し
ている決済承認時刻から現在時刻まで所定時間を超えている場合には、表示部２０５に決
済依頼信号送信のための操作を早急に行なう必用がある旨表示させることが望ましい。又
、所定時間を超えてもなお、決済依頼信号送信のための操作が行なわれない場合は、制御
部２０２は前述購入手続き、決済等の処理を正常に実行しないように携帯電話１０１の制
御を規制する制御を行なうことが望ましい。同様に決済サーバ１１７－１側においても、
制御部４０１は記憶部４０２に記憶したレジ端末１１８からの購入品リスト情報等の受信
時刻から現在時刻まで所定の時間を超えているにもかかわらず、決済依頼信号を受信しな
い場合には、当該携帯電話１０１の識別情報の携帯電話についての決済処理を以後行なわ
ないように規制することが望ましい。
他の実施例３
　他の実施例２においては、決済サーバ１１７－１は、決済依頼信号に含まれる情報と、
既にレジ端末１１８から受信して、記憶部４０２に記憶した内容との一致、不一致を判定
が行なわれるまで店舗側へお金が振り込まれないため、携帯電話１０１のユーザが決済依
頼信号をなかなか送信する操作を行なわない場合に、決済が遅れることもあるので、この
実施例では、（５－１）の購入者判定の具体的手法の処理の後、次のような処理を行なう
。
【００９０】
　決済サーバ１１７－１の制御部４０１は、判定の結果決済を認める対象の携帯電話であ
ると判定すると、記憶部４０２に携帯電話１０１の識別情報（ここでは、ＸＸＸＸＸＸ１
）に対応させて、取引識別データ（ここでは００３）、レジ端末１１８の識別データ（こ
こでは、Ｐ）、受信した購入品リスト情報（図６では簡単のためＸＸＸＸＸＸと記したが
、図４、５の購入品リスト情報と同様である）、購入品リストの受信時刻等の情報を記憶
させる。
【００９１】
　そして、決済サーバ１１７－１の制御部４０１は、携帯電話１０１の識別情報、レジ端
末１１８の識別データ、購入品リスト情報に含まれる請求金額情報を含む店舗側決済要求
信号を決済者取引銀行サーバ１１７－２に送信する制御を行なう。店舗側決済要求信号を
受信した決済者取引銀行サーバ１１７－２の制御部４０３は、店舗側決済要求信号に含ま
れる、携帯電話１０１の識別情報、レジ端末１１８の識別データ、請求金額情報を抽出し
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て、記憶部４０４に記憶している決済サーバ１１７－１の運営者の預金口座（所定の口座
）から請求金額相当額のお金を、店舗の預金口座へ振り込む振込み処理を行なう。
【００９２】
　この処理が完了すると、決済者取引銀行サーバ１１７－２の制御部４０３は、取引識別
データを含む店舗決済完了信号を決済サーバ１１７－１に送信するように制御する。
【００９３】
　決済サーバ１１７－１は店舗側決済完了信号を受信すると、店舗側決済完了フラグを立
てる（対応データを０から１とする）ように記憶部４０２のデータの書き込み制御を行な
う。好ましくは店舗側決済完了フラグを立てる際にその時刻（日付を含めてもよい）情報
を記憶部４０２に店舗側決済完了フラグに対応させて記憶させる。
【００９４】
　そして、決済サーバ１１７－１の制御部４０１は、この後携帯電話１０１からの決済依
頼レポートの受信を待つ制御を行う。即ち、携帯電話１０１の制御部２０２は、ユーザの
入力操作部２０６の操作により、記憶部２０３に記憶した購入品リスト情報、決済承認時
刻、レジ端末１１８の識別データ等の情報を表示部２０５に表示させる。ここで、携帯電
話１０１のユーザがその表示内容で決済されることを認める場合には、ユーザは、入力操
作部２０６に対し所定の操作を行なう。すると、携帯電話装置１０１の制御部２０２は、
購入品リスト情報、決済承認時刻、レジ端末１１８の識別データ等の情報及び携帯電話１
０１の識別情報（好ましくは取引識別データを含む）を記憶部２０３から読み出して、基
地局１０４－１～インターネット１０４－５を介して決済サーバ１１７－１に決済依頼信
号を送信する。
【００９５】
　決済サーバ１１７－１は決済依頼信号を受信すると、これに含まれる情報と既にレジ端
末１１８から受信して、記憶部４０２に記憶した内容との一致、不一致を判定する。ここ
で、全ての内容について一致すると判定すると、決済サーバ１１７－１の制御部４０１は
、記憶部４０２に記憶している携帯電話１０１の識別情報、購入品リスト情報に含まれる
請求金額情報を含む加入者側決済要求信号を決済者銀行サーバ１１７－２に送信する制御
を行なう。加入者側決済要求信号を受信した決済者取引銀行サーバ１１７－２の制御部４
０３は、加入者側決済要求信号に含まれる、携帯電話１０１の識別情報、請求金額情報を
抽出して、端末識別番号に対応させて記憶部４０４に記憶している携帯電話１０１のユー
ザの預金口座から請求金額当額のお金を、決済者取引銀行サーバ１１７－４の記憶部４０
４が記憶する決済サーバを運営する者の預金口座（所定の口座）へ振り込むように振込み
処理依頼を加入者取引銀行サーバ１１７－３に対して行なう。
【００９６】
　この処理が完了すると、決済者取引銀行サーバ１１７－２の制御部４０３は、取引識別
データを含む加入者側決済完了信号を決済サーバ１１７－１に送信するように制御する。
【００９７】
　決済サーバ１１７－１の制御部４０１は加入者側決済完了信号を受信すると、加入者決
済完了フラグを立てる（対応データを０から１とする）ように記憶部４０２のデータの書
き込み制御を行なう。好ましくは加入者側決済完了フラグを立てる際にその時刻（日付を
含めてもよい）情報を記憶部４０２に加入者側決済完了フラグに対応させて記憶させる。
【００９８】
　そして、制御部４０１は、店舗側決済完了フラグ、加入者側決済完了フラグの双方のフ
ラグが立った場合に、対応する決済完了フラグを立てる（データを０から１とする）。
【００９９】
　尚、店舗側決済完了フラグ、加入者側決済完了フラグを記憶部４０２の記憶内容として
図６に図示していないが、取引ごとに対応させて記憶させることとする。
他の実施例４
　前述（３－１）購入品リストの作成処理と（３－２）のローカルパス形成処理は順序を
入れ替えることができる。本実施例はかかる実施例を示す。
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【０１００】
　携帯電話１０１のユーザは、店員に携帯電話１０１の識別情報を伝え、店員はレジ端末
１１８の入力操作部２１１を操作して携帯電話１０１の識別情報を入力する。若しくは、
携帯電話１０１のユーザ自身が入力操作部２１１を操作して携帯電話１０１の識別情報を
入力する。入力されると、制御部２０７は記憶部２０８に記憶させる。
【０１０１】
　レジ端末１１８はローカル通信部２０９により通信を行なう対象とする携帯電話を特定
する際にこの識別情報を用いる。これは特にブルートゥース等を用いる際に有用である。
即ち、ローカル通信部２０９はこの携帯電話１０１の識別情報を無線信号にて送信する。
そして、この無線信号を受信可能な携帯電話はこの無線信号をローカル通信部（２０４）
で受信し、記憶部（２０３）に記憶している自端末の識別情報と一致するか判定し、一致
する場合には、このレジ端末１１８との間で無線信号の送受信を行ない、一致しない携帯
電話は無線信号を受信しても特別な処理を行なわない。
【０１０２】
　この携帯電話１０１の識別情報を用いてレジ端末１１８はローカル通信部２０９を用い
て通信を行なう対象の携帯電話を特定することができる。尚、ローカル通信部２０９とロ
ーカル通信部２０４とが有線により通信を行なう場合にはレジ端末１１８が通信相手とし
て特定する携帯電話が有線にて接続された携帯電話１つに限定可能であれば携帯電話１０
１の識別情報の送信は省略することができる。
【０１０３】
　以上により、ローカル通信部２０９、２０４間での通信パスが形成される。尚、このパ
スを用いた通信について暗号化通信を行なうべく、制御部２０７、２０２に暗号化通信機
能を付加することが望ましい。
【０１０４】
　次に、店員は、レジ端末１１８に購入品データ（販売品識別情報）を入力操作部２１１
から入力する（この入力操作に替えて、商品にバーコードを付し、バーコードリーダにて
バーコードデータを読み取り、読み取ったバーコードデータを制御部２０７に与えること
としてもよい。この場合はバーコードリーダが入力操作部２１１に対応することとなる）
。次に、制御部２０７は、入力操作部２１１から入力された購入品データ（販売品識別情
報）に対応する価格情報を記憶部２０８から読み出し、価格の合計を求める。
【０１０５】
　即ち、レジ端末１１８の制御部２０７は、入力された購入品データ（ここでは、購入品
データとして販売品識別情報０００１、０００２が入力されたものとする）に対応する価
格情報１０００円、５００円を記憶部２０８から読み出す。そして、合計金額としてこれ
らの和である１５００円を演算により求め、更にこれに５％の消費税等を課税する場合に
は１ .05と１５００の乗算を行い、購入者に請求すべき金額１５７５円を求め、表示部２
１０に合計金額として表示させる（好ましくは入力した購入品データに対応する商品名等
を合わせて表示させる）。そして制御部２０７は、購入品リスト情報を携帯電話１０１の
識別情報に対応させて記憶部２０８に記憶させる。
【０１０６】
　以降の処理は前述の実施例と同様である。
【０１０７】
　（産業上の利用可能性）

　本発明は、購入者本人が認めた購入品又は、サービスについてのみ、確実に支払いが行
われたかをリアルタイムに近い状態で、時間、場所を問わずに、移動端末で確認すること
ができる移動通信端末を用いた電子マネー決済方式を提供できる。また、購入者のデータ
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　以上のように、第１の通信装置から受信した購入に係るデータと、第２の通信装置が行
った決済処理に用いられた購入に係るデータとの間の一致又は不一致が表示可能であるた
め、第１の通信装置から受信した購入した品やサービスに基いて、第２の通信装置が決済
処理を行ったのかどうかを容易に確認することができる。



が不正に使用された場合には、これを簡単に検出することができる移動通信端末を用いた
電子マネー決済方式を提供できる。
【０１０８】
　一方店舗側は、購入者の認証を短時間で確実に行えるので、確実且つ短時間で、店舗が
代金の領収を行うことができる移動通信端末を用いた電子マネー決済方式を提供できる。
　さらに、レジ端末及び、決済サーバとのデータ通信には、認証及び、暗号化を行うこと
ができるので、安全にデータの交換ができる移動通信端末を用いた電子マネー決済方式を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる決済システムの全体構成を示す図である。
【図２】図１の移動通信装置（ここでは例として移動通信装置１０１）と、決済入力装置
１１８の構成を更に詳細に示したブロック図を示す図である。
【図３】携帯電話１０１、移動通信網１０４、決済装置１１７等の詳細構成図を示す図で
ある。
【図４】記憶部２０８の記憶内容を示す図である。
【図５】記憶部２０３の記憶内容を示す図である。
【図６】記憶部４０２の記憶内容を示す図である。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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