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(57)【要約】
【課題】カードを利用する際の利便性と、カードに保持
された残高を保全し、利用の停止・再開を決定する安全
性とを兼ね備えるバリュー管理サーバ提供すること。
【解決手段】第１のアカウントに対する情報を保持する
第１アカウント管理領域と、第１のアカウントに紐付く
第２のアカウントに対する情報を保持する第２アカウン
ト管理領域と、第１のアカウントおよび第２のアカウン
トへのバリューの加減算を実行するページを表示させる
マイページ表示部とを含み、マイページ表示部が表示し
たページに対する操作によって第２のアカウントへバリ
ューが加算される場合にはバリューを加算する前に当該
第２のアカウントに対応するバリュー保持カードに対応
する認証情報を入力させ、マイページ表示部が表示した
ページに対する操作によらずに第２のアカウントへバリ
ューを入れる場合にはバリューを加算する前の認証情報
の入力を省略させる、バリュー管理サーバが提供される
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のアカウントに対する情報を保持する第１アカウント管理領域と、
　前記第１のアカウントに紐付き、バリュー保持カードのバリューが保持される第２のア
カウントに対する情報を保持する第２アカウント管理領域と、
　前記第１のアカウントおよび前記第２のアカウントへのバリューの加減算を実行するペ
ージを画面に表示させるマイページ表示部と、
を含み、
　前記マイページ表示部が表示したページに対する操作によって前記第２のアカウントへ
バリューが加算される場合にはバリューを加算する前に前記マイページ表示部によって当
該第２のアカウントに対応するバリュー保持カードに対応する認証情報を入力させ、前記
マイページ表示部が表示したページに対する操作によらずに前記第２のアカウントへバリ
ューが加算される場合にはバリューを加算する前の認証情報の入力を省略させる、バリュ
ー管理サーバ。
【請求項２】
　前記マイページ表示部は、前記第２のアカウントに紐付けるバリュー保持カードを指定
する情報を入力するページを画面に表示させる、請求項１に記載のバリュー管理サーバ。
【請求項３】
　前記マイページ表示部は、指定されたバリュー保持カードが他の第２のアカウントへの
紐付けを禁止されているバリュー保持カードに対して前記他の第２のアカウントへ紐付け
ようと設定された場合にログを記録する、請求項２に記載のバリュー管理サーバ。
【請求項４】
　前記マイページ表示部は、指定されたバリュー保持カードが既に他の第２のアカウント
と紐付いており、前記第２のアカウントと紐付けられないバリュー保持カードに対して前
記第２のアカウントへ紐付けようと設定された場合にログを記録する、請求項２に記載の
バリュー管理サーバ。
【請求項５】
　前記マイページ表示部は、バリュー保持カードの利用を停止する情報を入力するページ
を画面に表示させる、請求項１に記載のバリュー管理サーバ。
【請求項６】
　前記マイページ表示部は、利用が停止されたバリュー保持カードの利用を再開する情報
を入力するページを画面に表示させる、請求項５に記載のバリュー管理サーバ。
【請求項７】
　前記マイページ表示部は、バリュー保持カードに関する情報を抹消するページを画面に
表示させる、請求項１に記載のバリュー管理サーバ。
【請求項８】
　前記マイページ表示部は、バリュー保持カードに関する情報を抹消する場合に、該バリ
ュー保持カードが紐付いている第２のアカウントにバリューの残高が残存していたときは
、該第２のアカウントが紐付いている第１のアカウントへ前記残高を移動させる、請求項
７に記載のバリュー管理サーバ。
【請求項９】
　第１のアカウントに対する情報を保持する第１アカウント管理領域と、前記第１のアカ
ウントに紐付き、バリュー保持カードのバリューが保持される第２のアカウントに対する
情報を保持する第２アカウント管理領域とに対して、バリューの加減算を実行するページ
を画面に表示させるマイページ表示ステップを含み、
　前記マイページ表示ステップで表示したページに対する操作によって前記第２のアカウ
ントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前に前記マイページ表示ステップ
によって当該第２のアカウントに対応するバリュー保持カードに対応する認証情報を入力
させ、前記マイページ表示ステップで表示したページに対する操作によらずに前記第２の
アカウントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前の認証情報の入力を省略
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させる、バリュー管理方法。
【請求項１０】
　第１のアカウントに対する情報を保持する第１アカウント管理領域と、前記第１のアカ
ウントに紐付き、バリュー保持カードのバリューが保持される第２のアカウントに対する
情報を保持する第２アカウント管理領域とに対して、バリューの加減算を実行するページ
を画面に表示させるマイページ表示ステップを含み、
　前記マイページ表示ステップで表示したページに対する操作によって前記第２のアカウ
ントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前に前記マイページ表示ステップ
によって当該第２のアカウントに対応するバリュー保持カードに対応する認証情報を入力
させ、前記マイページ表示ステップで表示したページに対する操作によらずに前記第２の
アカウントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前の認証情報の入力を省略
させる処理をコンピュータに実行させる、コンピュータプログラム。
【請求項１１】
　バリュー保持カードに関する情報を管理するバリュー管理サーバと、
　前記バリュー管理サーバとネットワークで接続され、前記バリュー保持カードに関する
情報を登録する情報処理装置と、
　前記バリュー保持カードに内蔵されるＩＣチップと、
　前記情報処理装置に接続され、前記ＩＣチップとの間で近接非接触通信を行うカードリ
ーダライタと、
を含み、
　前記バリュー管理サーバは、
　第１のアカウントに対する情報を保持する第１アカウント管理領域と、
　前記第１のアカウントに紐付き、バリュー保持カードのバリューが保持される第２のア
カウントに対する情報を保持する第２アカウント管理領域と、
　前記第１のアカウントおよび前記第２のアカウントへのバリューの加減算を実行するペ
ージを前記情報処理装置に表示させるマイページ表示部と、
を含み、
　前記マイページ表示部が前記情報処理装置に表示したページに対する操作によって前記
第２のアカウントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前に前記マイページ
表示部によって当該第２のアカウントに対応するバリュー保持カードに対応する認証情報
を入力させ、前記マイページ表示部が前記情報処理装置に表示したページに対する操作に
よらずに前記第２のアカウントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前の認
証情報の入力を省略させる、バリュー管理システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バリュー管理サーバ、バリュー管理方法、コンピュータプログラムおよびバ
リュー管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現金を用いずに買い物をしたりサービスを受けたりすることができるクレジットカード
、デビットカード、プリペイドカード、入金可能型電子マネーカード、自動改札機を通過
できる交通系・航空系カード等は、現金を用意したり釣り銭を貰ったりする煩わしさが無
く、即時決済ができる等の理由から利便性が高く、広く普及している。
【０００３】
　このように、プリペイドカードやギフトカード等のように、金額情報やポイント情報（
以下これらの情報を総称して「バリュー」とも称する）を保持したカードが広く普及して
いる。そして、このようなカードにバリューを持たせる場合、カード自体にバリューを持
たせる方法と、バリューをセンター等で一括管理する方法とがある。前者は「Ｓｔｏｒｅ
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ｄ　Ｖａｌｕｅ型」または「Ｏｆｆｌｉｎｅ型」と称され、後者は「Ｏｎｌｉｎｅ型」と
も称される。
【０００４】
　これらのカードは利便性が高いがゆえに、盗難に遭ったり、紛失したりして他人に不正
に利用されると金銭的被害を受ける恐れがある。そこで、クレジットカードやデビットカ
ードを利用する際には、不正利用を防ぐためにサインの記入を求めたり、カードを保持し
ている本人しか知り得ないＰＩＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
Ｎｕｍｂｅｒ）等の認証情報を端末に入力したりすることで認証を行っている。
【０００５】
　しかし、小額の買い物における利用でも、このような認証を利用者に強いることは利便
性を損なう。そこで、近年では小額の利用の際にはサインの記入やＰＩＮの入力を省き、
１日あたり、または１回あたりの限度額を設定して、カードをインタフェースするだけで
利用できるサービスも存在する。だが、何を基準として小額として金額を決めるのかが曖
昧であり、また小額であっても回数が重なれば高額となり、被害が拡大する。また、クレ
ジットカードやデビットカードが盗難に遭ったり、クレジットカードやデビットカードを
紛失してしまったりした場合には、利用者がカード事業者に紛失した旨を届け出る必要が
あり、カードが利用停止されるまでに不正利用者によって何度も利用されてしまうと、被
害額が拡大してしまう。また、カード利用額や、不正利用された際の運用基準はカード事
業者側で設定する必要があり、不正利用の監視義務や、不正利用者による損害は事業者側
の負担になる。そのために、事業者側でシステムを投資したり、保険に加入したりしなけ
ればならないという事業リスクが発生していた。
【０００６】
　一方、プリペイドカードや入金可能型電子マネーカードのように、カード自体に金額や
ポイント（以下金額やポイントを総称して「バリュー」とも称する）を保持できるカード
は、匿名性を有しており、利用時にはサインを記入したりＰＩＮを端末に入力したりする
必要が無い。従って利用者にとっての利便性は高い。一方で、盗難や紛失時の他人の不正
利用は防ぐことができず、カードに保持されているバリューの残高は保証されない。
【０００７】
　そこで、非接触型ＩＣカードや携帯電話による電子決済において、バリューの細かな入
出金の管理をユーザ自身が適切に行うことができる手法が、例えば特許文献１に開示され
ている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２９９２５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように、クレジットカードやデビットカード等のカード自体にバリューが保持
されない形式のカード（バリュー非保持カード）を用いて決済する場合には、一般的にサ
インの記入やＰＩＮの入力等が要求されるので利便性が低く、利便性を高めるために記入
や入力を省略すると、不正利用を防ぐことができず、カード事業者側にも不正利用された
際の事業リスクが発生するという問題があった。
【００１０】
　また、プリペイドカードや入金可能型電子マネーカード等のバリューを保持する形式の
カード（バリュー保持カード）においても、紛失や盗難時には残高は保証されなかった。
バリュー保持カードに自動改札の通過機能を兼ね備えた交通系のカードでは、カードと対
応した個人情報を事業者に登録しておくことで、事業者側の作業によりカードの停止や再
発行を行うことで残高が保証されるが。カードの再発行に時間や手数料が発生し、また紛
失したカードが発見された場合の柔軟な対応が困難であった。
【００１１】
　また、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、入金可能型電子マネー
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カード、交通系・航空系カード等は、カードを入手する際に事業者に対して申し込みを行
う必要がある。サービス内容によっては、事業者側で個人情報を登録し、金銭的な信用審
査等を経て、申し込みを行った利用者に対してカードを発行していた。しかし、あるカー
ドを利用して別の事業者のサービスを受けられるようにするには、利用者から新たにその
別の事業者に対して申し込みを行う必要があり、事業者側ではシステムの運用コストが高
く、利用者側では再度の申し込みを行わなければならず、利便性が悪いという問題もあっ
た。
【００１２】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、利用者がカードを利用する際の利便性と、利用者が自らの意思によってバリュー保持
カードに保持された残高を保全し、利用の停止・再開を決定する安全性とを兼ね備える、
新規かつ改良されたバリュー管理サーバ、バリュー管理方法、コンピュータプログラムお
よびバリュー管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、第１のアカウントに対する情
報を保持する第１アカウント管理領域と、第１のアカウントに紐付き、バリュー保持カー
ドのバリューが保持される第２のアカウントに対する情報を保持する第２アカウント管理
領域と、第１のアカウントおよび第２のアカウントへのバリューの加減算を実行するペー
ジを画面に表示させるマイページ表示部と、を含み、マイページ表示部が表示したページ
に対する操作によって第２のアカウントへバリューが加算される場合にはバリューを加算
する前にマイページ表示部によって当該第２のアカウントに対応するバリュー保持カード
に対応する認証情報を入力させ、マイページ表示部が表示したページに対する操作によら
ずに第２のアカウントへバリューが加算される場合にはバリューを加算する前の認証情報
の入力を省略させる、バリュー管理サーバが提供される。
【００１４】
　マイページ表示部は、第２のアカウントに紐付けるバリュー保持カードを指定する情報
を入力するページを画面に表示させるようにしてもよい。
【００１５】
　マイページ表示部は、指定されたバリュー保持カードが他の第２のアカウントとの紐付
けを禁止されているバリュー保持カードに対して他の第２のアカウントへ紐付けようと設
定された場合にログを記録するようにしてもよい。
【００１６】
　マイページ表示部は、指定されたバリュー保持カードが既に他の第２のアカウントと紐
付いており、第２のアカウントと紐付けられないバリュー保持カードに対して第２のアカ
ウントへ紐付けようと設定された場合にログを記録するようにしてもよい。
【００１７】
　マイページ表示部は、バリュー保持カードの利用を停止する情報を入力するページを画
面に表示させるようにしてもよい。
【００１８】
　マイページ表示部は、利用が停止されたバリュー保持カードの利用を再開する情報を入
力するページを画面に表示させるようにしてもよい。
【００１９】
　マイページ表示部は、バリュー保持カードに関する情報を抹消するページを画面に表示
させるようにしてもよい。
【００２０】
　マイページ表示部は、バリュー保持カードに関する情報を抹消する場合に、該バリュー
保持カードが紐付いている第２のアカウントにバリューの残高が残存していたときは、該
第２のアカウントが紐付いている第１のアカウントへ残高を移動させるようにしてもよい
。
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【００２１】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、第１のアカウントに対
する情報を保持する第１アカウント管理領域と、第１のアカウントに紐付き、バリュー保
持カードのバリューが保持される第２のアカウントに対する情報を保持する第２アカウン
ト管理領域とに対して、バリューの加減算を実行するページを画面に表示させるマイペー
ジ表示ステップを含み、マイページ表示ステップで表示したページに対する操作によって
第２のアカウントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前にマイページ表示
部によって当該第２のアカウントに対応するバリュー保持カードに対応する認証情報を入
力させ、マイページ表示ステップで表示したページに対する操作によらずに第２のアカウ
ントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前の認証情報の入力を省略させる
、バリュー管理方法が提供される。
【００２２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、第１のアカウントに対
する情報を保持する第１アカウント管理領域と、第１のアカウントに紐付き、バリュー保
持カードのバリューが保持される第２のアカウントに対する情報を保持する第２アカウン
ト管理領域とに対して、バリューの加減算を実行するページを画面に表示させるマイペー
ジ表示ステップを含み、マイページ表示ステップで表示したページに対する操作によって
第２のアカウントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前にマイページ表示
ステップによって当該第２のアカウントに対応するバリュー保持カードに対応する認証情
報を入力させ、マイページ表示ステップで表示したページに対する操作によらずに第２の
アカウントへバリューを加算する場合にはバリューを加算する前の認証情報の入力を省略
させる処理をコンピュータに実行させる、コンピュータプログラムが提供される。
【００２３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、バリュー保持カードに
関する情報を管理するバリュー管理サーバと、バリュー管理サーバとネットワークで接続
され、バリュー保持カードに関する情報を登録する情報処理装置と、バリュー保持カード
に内蔵されるＩＣチップと、情報処理装置に接続され、ＩＣチップとの間で近接非接触通
信を行うカードリーダライタと、を含み、バリュー管理サーバは、第１のアカウントに対
する情報を保持する第１アカウント管理領域と、第１のアカウントに紐付き、バリュー保
持カードのバリューが保持される第２のアカウントに対する情報を保持する第２アカウン
ト管理領域と、第１のアカウントおよび第２のアカウントへのバリューの加減算を実行す
るページを情報処理装置に表示させるマイページ表示部と、を含み、マイページ表示部が
前記情報処理装置に表示したページに対する操作によって第２のアカウントへバリューを
加算する場合にはバリューを加算する前にマイページ表示部によって当該第２のアカウン
トに対応するバリュー保持カードに対応する認証情報を入力させ、マイページ表示部が前
記情報処理装置に表示したページに対する操作によらずに第２のアカウントへバリューを
加算する場合にはバリューを加算する前の認証情報の入力を省略させる、バリュー管理シ
ステムが提供される。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように本発明によれば、利用者がカードを利用する際の利便性と、利用者
が自らの意思によってバリュー保持カードに保持された残高を保全し、利用の停止・再開
を決定する安全性とを兼ね備える、新規かつ改良されたバリュー管理サーバ、バリュー管
理方法、コンピュータプログラムおよびバリュー管理システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２６】
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　また、以下の順序に従って本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
　　〔１〕バリュー管理システムの構成
　　〔２〕バリュー管理サーバの構成
　　〔３〕バリュー管理サーバの動作
　　　〔３－１〕サブアカウント領域への紐付け
　　　〔３－２〕アカウント間のバリューの移動
　　　〔３－３〕バリューの最大値の設定
　　　〔３－４〕バリュー保持カードの利用停止
　　　〔３－５〕バリュー保持カードの利用再開
　　　〔３－６〕バリュー保持カードの抹消
　　　〔３－６〕バリュー保持カードへの入金
　　〔４〕まとめ
【００２７】
　　〔１〕バリュー管理システムの構成
　まず、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理サーバを備えたバリュー管理システム
の構成について説明する。図１は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１
０の構成について示す説明図である。以下、図１を用いて本発明の一実施形態にかかるバ
リュー管理システム１０の構成について説明する。
【００２８】
　図１に示したように、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０は、バリ
ュー管理サーバ１００と、ネットワークデバイス２００と、入金端末３００と、を含んで
構成されている。バリュー管理サーバ１００は、ネットワークデバイス２００や入金端末
３００と、インターネットや無線ＬＡＮ等のネットワーク４００を介して相互に通信可能
なように接続されている。
【００２９】
　バリュー管理サーバ１００は、主に電子マネーやポイント等のバリューを管理する事業
者によって管理されるサーバである。バリュー管理サーバ１００の構成については後述す
るが、バリュー管理サーバ１００には、バリュー保持カードを保有する利用者単位のデー
タ領域と、当該利用者単位のデータ領域に紐付くカード単位のデータ領域とが含まれてい
る。以後においては、説明の便宜上、利用者単位のデータ領域のことを「メインアカウン
ト」と称し、メインアカウントに紐付いているカード単位のデータ領域のことを「サブア
カウント」と称する。メインアカウントは、アカウント全体を管理する事業者が、利用者
単位で割り当てているものである。メインアカウントには、利用者単位でバリューの残高
が管理されており、サブアカウントには、利用者が保有するカード単位でバリューの残高
が管理されている。
【００３０】
　なお、本実施形態においては、バリュー保持カードのバリュー保持形態は、バリュー自
体をバリュー保持カードの内部に格納したＩＣチップ等の記録媒体に保持しておくのでは
なく、サーバ等、中央でバリューを一括管理するＯｎＬｉｎｅ型を前提として説明する。
【００３１】
　ネットワークデバイス２００は、ネットワーク４００に接続することが可能な装置であ
り、ネットワークデバイス２００としては、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、携
帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、テレビ受
像機、音楽再生装置その他のネットワーク接続可能な装置である。バリュー保持カードの
利用者は、ネットワークデバイス２００を用いてバリュー管理サーバ１００にアクセスす
ることができる。そして、バリュー保持カードの利用者はバリュー管理サーバ１００にア
クセスして、メインアカウントで管理されているバリューに対して入金処理や出金処理を
行ったり、カードを新たに入手した際に、当該カードに対応するサブアカウントをメイン
アカウントに割り当てたりすることができる。
【００３２】
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　入金端末３００は、例えば銀行の店舗等に設置されるものである。バリュー保持カード
１５０の利用者は、入金端末３００を用いて、メインアカウントやサブアカウントで管理
されているバリューに対して入金処理や出金処理を行うことができる。
【００３３】
　ネットワークデバイス２００や入金端末３００を用いて入金処理や出金処理を行う際に
は、例えばネットワークデバイス２００や入金端末３００に設置されたカードリーダライ
タにバリュー保持カード１５０をかざすことによって行ってもよい。カードリーダライタ
にバリュー保持カード１５０をかざすことで、カードリーダライタがバリュー保持カード
１５０のカード番号を読み取って、カード番号の情報をバリュー管理サーバ１００に送信
する。カード番号の情報を受信したバリュー管理サーバ１００は、受信したカード番号に
基づいてメインアカウントやサブアカウントを特定する。そして、バリュー管理サーバ１
００は利用者からの求めに応じ、特定したメインアカウントやサブアカウントに対する入
出金処理を行う。
【００３４】
　以上、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０の構成について説明した
。なお、本発明においては、バリュー保持カードの形態は、一般的なクレジットカードサ
イズの形状を有するカードであってもよく、その他、任意のサイズ・材質・形状を有する
カードであってもよい。またカード以外にも、ＩＣチップを内蔵した携帯電話その他の携
帯型端末の形態であってもよい。以後、単に「バリュー保持カード」と表記する際には、
特に断りが無い限り、カード型のものと、ＩＣチップを内蔵した携帯電話その他の携帯型
端末の形態であるものの両方を含むものとする。次に、本発明の一実施形態にかかるバリ
ュー管理サーバ１００の構成について説明する。
【００３５】
　　〔２〕バリュー管理サーバの構成
　図２は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理サーバ１００の構成について説明す
る説明図である。以下、図２を用いて本発明の一実施形態にかかるバリュー管理サーバ１
００の構成について説明する。
【００３６】
　図２に示したように、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理サーバ１００は、マイ
ページ表示部１１０と、メインアカウント領域１２０と、サブアカウント領域１３０ａ、
・・・、１３０ｍと、を含んで構成される。
【００３７】
　マイページ表示部１１０は、ネットワークデバイス２００を用いたカード利用者のバリ
ュー管理サーバ１００へのアクセスに応じて、カード利用者がバリュー保持カードの管理
に用いる画面（マイページ）をネットワークデバイス２００に表示させるものである。カ
ード利用者がマイページにログインしてバリュー保持カードを管理するには、例えばネッ
トワークデバイス２００に備えられたカードリーダライタにバリュー保持カードをかざす
ことによって行われるようにしてもよい。カードリーダライタにバリュー保持カード１５
０をかざすことで、カードリーダライタがバリュー保持カード１５０のカード番号を読み
取って、カード番号の情報をバリュー管理サーバ１００に送信する。カード番号の情報を
受信したバリュー管理サーバ１００は、受信したカード番号に基づいてメインアカウント
を特定する。メインアカウントの特定のために、バリュー管理サーバ１００には、図示し
ないが、カード番号からメインアカウントを特定するための情報が格納されたデータベー
スを備えていてもよい。もちろん、カード利用者がマイページにログインしてバリュー保
持カードを管理するには、カードをカードリーダライタにかざす方法以外にも、特定のＵ
ＲＩにアクセスすることでネットワークデバイス２００に表示されたマイページに対して
、ユーザＩＤおよびパスワードを入力してログインすることによって行われるようにして
もよい。
【００３８】
　また、バリュー保持カードを用いてマイページへのログインを試みる際に、そのカード
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が紛失や盗難にあったものであるとして、本来のカードの利用者がマイページを用いて設
定していた場合には、バリュー保持カードを用いてマイページへのログインを失敗させる
ようにしてもよい。バリュー管理サーバ１００は、その際に、紛失や盗難に遭ったバリュ
ー保持カードを用いてマイページへのログインが行われた旨のログを記録するためのログ
記録手段を備えていてもよい。
【００３９】
　マイページ表示部１１０によってネットワークデバイス２００に利用者ごとの情報が掲
載されているマイページが表示されると、カード利用者は、表示されたマイページにログ
インし、マイページを利用してメインアカウントに対して入出金処理を行うことができる
。
【００４０】
　メインアカウント領域１２０は、カード利用者のバリューが管理されている領域である
。説明の便宜上、図２ではメインアカウント領域は１つのみ図示しているが、メインアカ
ウント領域１２０は、バリュー管理サーバ１００で管理しているカード利用者の人数分、
バリュー管理サーバ１００の内部に生成される。メインアカウント領域１２０へは、マイ
ページを経由したアクセスが可能であるように構成されており、また銀行や商店の店舗に
設置された入金端末３００を経由したアクセスが可能であるようにも構成されている。
【００４１】
　サブアカウント領域１３０ａ、・・・、１３０ｍは、メインアカウント領域１２０に紐
付く、バリュー保持カード単位のバリューが管理される領域である。図２では、サブアカ
ウント領域１３０ａがバリュー保持カード１５０ａに、サブアカウント領域１３０ｍがバ
リュー保持カード１５０ｍに、それぞれ対応する領域であるように図示している。カード
利用者は、マイページを利用して、バリュー保持カードをサブアカウント領域に紐付ける
ことができる。このようにサブアカウント領域に紐付けられたバリュー保持カードは、店
舗等における代金の支払い処理に用いることができる。メインアカウント領域１２０とサ
ブアカウント領域１３０ａ、・・・、１３０ｍとの間は、それぞれ相互にバリューの授受
が可能となるように構成されている。メインアカウント領域１２０とサブアカウント領域
１３０ａ、・・・、１３０ｍとの間のバリューの授受の様子については後述する。
【００４２】
　カード利用者がマイページ表示部１１０によってネットワークデバイス２００に表示さ
れるマイページを用いてバリュー管理サーバ１００にアクセスしてきた場合は、カード利
用者はメインアカウント領域１２０に対する入出金処理を行うことができる。一方、入金
端末３００からバリュー管理サーバ１００にアクセスしてきた場合は、カード利用者はサ
ブアカウント領域１３０ａ、・・・、１３０ｍに対してまで入出金処理を行うことができ
る。
【００４３】
　以上、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理サーバ１００について説明した。次に
、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０およびバリュー管理サーバ１０
０の動作について説明する。
【００４４】
　　〔３〕バリュー管理サーバの動作
　　　〔３－１〕サブアカウント領域への紐付け
　まず、カード利用者がバリュー保持カードをサブアカウント領域に紐付ける際の動作に
ついて説明する。図３は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０におい
て、カード利用者がバリュー保持カードをサブアカウント領域に紐付ける際の動作の概要
を示す説明図である。
【００４５】
　図３では、バリュー保持カード１５０として、クレジットカードの形状を有するカード
や、ＩＣチップが内蔵された携帯電話等を、自信のサブアカウント領域に紐付ける際の動
作を例示して示している。バリュー保持カード１５０としてのカードや携帯電話には、Ｉ
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Ｃチップにカード番号の情報が記録されているとともに、カードの券面や携帯電話の画面
でカード番号が確認可能である。
【００４６】
　バリュー保持カード１５０の利用者は、マイページにログインして、このようなバリュ
ー保持カード１５０をネットワークデバイス２００に接続されたカードリーダライタ２１
０にかざすことで、バリュー保持カードをサブアカウント領域に紐付けることが可能とな
る。
【００４７】
　図４は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０において、バリュー保
持カード１５０をサブアカウント領域に紐付ける際の動作について説明する流れ図である
。以下、図４を用いてバリュー保持カード１５０をサブアカウント領域に紐付ける際の動
作について説明する。
【００４８】
　カード利用者がバリュー保持カード１５０をサブアカウント領域に紐付ける際には、ま
ずネットワークデバイス２００を用いてバリュー管理サーバ１００にアクセスし、ネット
ワークデバイス２００に表示されたマイページにログインする（ステップＳ１０２）。マ
イページにログインした後は、カード利用者はマイページからバリュー保持カードの紐付
けを設定する機能を選択する（ステップＳ１０４）。
【００４９】
　カード利用者がバリュー保持カードの紐付けを設定する機能を選択する機能を選択する
と、バリュー管理サーバ１００はカード番号の入力を受付可能な状態となる。そして、カ
ード利用者は、マイページにカード番号を打ち込むか、カードリーダライタ２１０にバリ
ュー保持カードをかざすことによってカード番号の入力を行う（ステップＳ１０６）。
【００５０】
　ステップＳ１０６で入力されたカード番号の情報は、ネットワークデバイス２００から
ネットワーク４００を介してバリュー管理サーバ１００に送信される。バリュー管理サー
バ１００では、適正ではないバリュー保持カードに対して紐付けが行われようとしている
かどうか、具体的には、ネットワークデバイス２００から送信されてきたカード番号が他
のサブアカウント領域との紐付けを禁止されているものであるかどうかを判定する（ステ
ップＳ１０８）。かかる判定は、例えばマイページ表示部１１０が行う。カード番号が適
正であるかどうかとは、例えば、当該カード番号を有するバリュー保持カードが紛失や盗
難に遭ったものとして、本来のカードの保持者がマイページ等を用いて紛失や盗難に遭っ
た旨の登録が行われているかによって判定してもよい。そして、かかる登録により、当該
カード番号は他のサブアカウント領域との紐付けが禁止されるようにしてもよい。
【００５１】
　ステップＳ１０８における判定の結果、ネットワークデバイス２００から送信されたカ
ード番号が適正でないものであると判定された場合には、バリュー管理サーバ１００は不
正なカード番号を用いたアクセスが行われた旨を不正アクセスログとして記録する（ステ
ップＳ１１０）。そして、マイページ表示部１１０は、カード番号の情報を送信してきた
ネットワークデバイス２００のマイページ上に、当該カード番号は適正なもので無い旨を
表示させる（ステップＳ１１２）。
【００５２】
　一方、上記ステップＳ１０８における判定の結果、ネットワークデバイス２００から送
信されたカード番号が適正なものであると判定された場合には、バリュー管理サーバ１０
０は、ネットワークデバイス２００から送信されたカード番号がサブアカウント領域に紐
付けることができるカード番号であるかどうかを判定する（ステップＳ１１４）。サブア
カウント領域に紐付けることができるカード番号であるかどうかの判定は、例えば、その
カード番号が既に別のサブアカウント領域に紐付けられたカード番号であるかどうかによ
って判定する。従って、バリュー管理サーバ１００には、カード番号と、当該カード番号
が紐付いているサブアカウント領域との対応関係を格納しているデータベースを備えてい
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てもよい。
【００５３】
　上記ステップＳ１１４における判定の結果、ネットワークデバイス２００から送信され
たカード番号がサブアカウント領域に紐付けることができないカード番号であると判定さ
れた場合には、紐付けが出来ない旨のログをバリュー管理サーバ１００の内部に記録する
（ステップＳ１１６）。そして、マイページ表示部１１０は、カード番号の情報を送信し
てきたネットワークデバイス２００のマイページ上に、当該カード番号は紐付けができな
いものである旨を表示させる（ステップＳ１１８）。
【００５４】
　一方、上記ステップＳ１１４における判定の結果、ネットワークデバイス２００から送
信されたカード番号がサブアカウント領域に紐付けることができるカード番号であると判
定された場合には、バリュー管理サーバ１００は、当該カード番号とサブアカウント領域
との紐付け処理を行う（ステップＳ１２０）。紐付け処理は、バリュー管理サーバ１００
において、カード番号とサブアカウント領域との対応関係をデータベースに格納すること
によって行われるようにしてもよい。そして、カード番号とサブアカウント領域との紐付
け処理が完了すると、紐付け処理が完了した旨のログを記録する（ステップＳ１２２）。
従って、バリュー管理サーバ１００には、紐付け処理に関するログを記録するための記録
手段を備えていてもよい。
【００５５】
　ステップＳ１２２で、カード番号とサブアカウント領域との紐付け処理が完了した旨の
ログの記録が完了すると、バリュー管理サーバ１００は、当該カード番号の情報を送信し
てきたネットワークデバイス２００に表示させているマイページに、紐付けが完了した旨
と、紐付けを行ったカード番号を表示させる（ステップＳ１２４）。カードの利用者は、
ネットワークデバイス２００に表示されたカード番号と、上記ステップＳ１０６で入力し
たカード番号が一致しているかどうかを確認することで、カード番号とサブアカウント領
域との紐付けが正常に行われたかどうかを確認することができる。
【００５６】
　以上、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０において、バリュー保持
カード１５０をサブアカウント領域に紐付ける際の動作について説明した。次に、本発明
の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、アカウント間のバリュー移動
について説明する。
【００５７】
　　　〔３－２〕アカウント間のバリューの移動
　図５Ａ～図５Ｃは、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、
アカウント間のバリュー移動について説明する説明図である。以下、図５Ａ～図５Ｃを用
いて、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、アカウント間の
バリュー移動について説明する。
【００５８】
　図５Ａでは、メインアカウント領域１２０にはバリューとして４５０ドルが保持されて
おり、サブアカウント領域１３０ａ、・・・、１３０ｍにはバリューが保持されていない
状態を示している。
【００５９】
　図５Ｂは、図５Ａに示した状態から、カード利用者がマイページを利用して、メインア
カウント領域１２０からサブアカウント領域１３０ａに５０ドルを移動させた状態につい
て示したものである。そして、図５Ｃは、図５Ｂに示した状態から、カード利用者がマイ
ページを利用して、さらにメインアカウント領域１２０からサブアカウント領域１３０ｍ
に９５ドルを移動させた状態について示したものである。
【００６０】
　このように、バリュー保持カードの利用者は、マイページ表示部１１０によって表示さ
れたマイページを利用して、メインアカウント領域とサブアカウント領域との間でバリュ
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ーを移動させることができる。
【００６１】
　以上、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、アカウント間
のバリュー移動について説明した。続いて、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理シ
ステム１０における、バリュー保持カードに保持可能なバリューの最大値の設定方法につ
いて説明する。
【００６２】
　　　〔３－３〕バリューの最大値の設定
　図６は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保
持カードに保持可能なバリューの最大値の設定方法について説明する流れ図である。以下
、図６を用いて、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリ
ュー保持カードに保持可能なバリューの最大値の設定方法について説明する。図６では、
バリュー保持カード１５０の利用者が、バリュー保持カード１５０に保持可能なバリュー
の最大値をマイページから設定する場合について示している。
【００６３】
　バリュー保持カード１５０の利用者が、バリュー保持カード１５０に保持可能なバリュ
ーの最大値をマイページから設定するには、ネットワークデバイス２００によってバリュ
ー管理サーバ１００にアクセスして、マイページにログインする（ステップＳ１３２）。
マイページにログインすると、利用者はマイページを利用して、サブアカウント領域に紐
付いているバリュー保持カードの中から、保持可能なバリューの最大値を設定したいバリ
ュー保持カードを選択する（ステップＳ１３４）。
【００６４】
　上記ステップＳ１３４で、保持可能なバリューの最大値を設定したいバリュー保持カー
ドを選択すると、マイページを操作して選択したカードに対して保持可能なバリューの最
大値を設定する（ステップＳ１３６）。バリューの最大値が設定されると、バリュー管理
サーバ１００は、設定された最大値が、システムが設定する最大上限金額を超えていない
かどうか判定する（ステップＳ１３８）。
【００６５】
　上記ステップＳ１３８での判定の結果、ステップＳ１３６で設定された最大値が、シス
テムが設定する最大上限金額を超えていた場合には、バリュー管理サーバ１００は、マイ
ページ表示部１１０によってその旨をネットワークデバイス２００に表示させて、利用者
に対してバリューの最大値を設定し直させる。一方、上記ステップＳ１３８での判定の結
果、ステップＳ１３６で設定された最大値が、システムが設定する最大上限金額を超えて
いない場合には、バリュー管理サーバ１００は、ステップＳ１３６で設定された最大値を
当該バリュー保持カードの最大値として、当該バリュー保持カードが紐付いているサブア
カウント領域に設定する（ステップＳ１４０）。
【００６６】
　以上、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持
カードに保持可能なバリューの最大値の設定方法について説明した。なお、バリュー保持
カードが保有する上限金額は、バリュー管理システム１０で予めデフォルト値を設定して
もよく、利用者がカード等保有上限金額を設定しないで利用することも可能である。また
、バリュー管理システム１０で予めデフォルト値を設定している場合であっても、利用者
によるカード等上限金額を、図６に示した方法によって変更してもよい。次に、本発明の
一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持カードの利用停止
方法について説明する。
【００６７】
　　　〔３－４〕バリュー保持カードの利用停止
　図７は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保
持カードの利用停止方法について説明する流れ図である。以下、図７を用いて本発明の一
実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持カードの利用停止方
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法について説明する。図７では、バリュー保持カード１５０の利用者が、バリュー保持カ
ード１５０の利用停止をマイページから設定する場合について示している。
【００６８】
　マイページからバリュー保持カードの利用停止を設定するには、ネットワークデバイス
２００によってバリュー管理サーバ１００にアクセスして、マイページにログインする（
ステップＳ１４２）。マイページにログインすると、利用者はマイページを利用して、サ
ブアカウント領域に紐付いているバリュー保持カードの中から、利用を停止したいバリュ
ー保持カードを選択する（ステップＳ１４４）。
【００６９】
　上記ステップＳ１４４で、利用を停止したいバリュー保持カードを選択すると、マイペ
ージを操作して選択したカードに対して利用停止を設定する（ステップＳ１４６）。この
ように、バリュー保持カードの利用者はマイページにログインして、利用を停止したいバ
リュー保持カードを指定することで、即時に当該カードの利用の停止させることができる
。そして、利用を停止したバリュー保持カードは、他のサブアカウント領域への紐付けや
、バリュー保持カードが元々紐付いていたサブアカウント領域からのバリューの減算が禁
止される。従って、第三者がバリュー保持カードを不正に取得し、自分のサブアカウント
領域に紐付けようとしても紐付けることが出来なくなる。
【００７０】
　以上、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持
カードの利用停止方法について説明した。次に、本発明の一実施形態にかかるバリュー管
理システム１０における、利用が停止されたバリュー保持カードの利用再開方法について
説明する。
【００７１】
　　　〔３－５〕バリュー保持カードの利用再開
　図８は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、利用が停止
されたバリュー保持カードの利用再開方法について説明する流れ図である。以下、図８を
用いて本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、利用が停止され
たバリュー保持カードの利用再開方法について説明する。図８では、バリュー保持カード
１５０の利用者が、利用が停止されたバリュー保持カード１５０の利用再開をマイページ
から設定する場合について示している。
【００７２】
　マイページから、利用が停止されたバリュー保持カードの利用再開を設定するには、ネ
ットワークデバイス２００によってバリュー管理サーバ１００にアクセスして、マイペー
ジにログインする（ステップＳ１５２）。マイページにログインすると、利用者はマイペ
ージを利用して、サブアカウント領域に紐付いており、利用が停止されているバリュー保
持カードの中から、利用を再開したいバリュー保持カードを選択する（ステップＳ１５４
）。
【００７３】
　上記ステップＳ１５４で、利用を再開したいバリュー保持カードを選択すると、マイペ
ージを操作して選択したカードに対して利用再開を設定する（ステップＳ１５６）。この
ように、バリュー保持カードの利用者はマイページにログインして、利用を再開したいバ
リュー保持カードを指定することで、即時に当該カードの利用を再開させることができる
。そして、バリュー保持カードの利用を再開することで、禁止されていた他のサブアカウ
ント領域への紐付けや、バリュー保持カードが元々紐付いていたサブアカウント領域から
のバリューの減算が可能となる。
【００７４】
　以上、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、利用が停止さ
れたバリュー保持カードの利用再開方法について説明した。次に、本発明の一実施形態に
かかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持カードの抹消方法について説明
する。
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【００７５】
　　　〔３－６〕バリュー保持カードの抹消
　図９は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保
持カードの抹消方法について説明する流れ図である。以下、図９を用いて本発明の一実施
形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持カードの抹消方法につい
て説明する。図９では、バリュー保持カード１５０の利用者が、バリュー保持カード１５
０の抹消をマイページから設定する場合について示している。
【００７６】
　マイページから、バリュー保持カードの抹消を設定するには、ネットワークデバイス２
００によってバリュー管理サーバ１００にアクセスして、マイページにログインする（ス
テップＳ１６２）。マイページにログインすると、利用者はマイページを利用して、サブ
アカウント領域に紐付いているバリュー保持カードの中から、抹消したい、すなわちサブ
アカウント領域との間の紐付きを解除したいバリュー保持カードを選択する（ステップＳ
１６４）。
【００７７】
　上記ステップＳ１６４でサブアカウント領域に紐付いているバリュー保持カードの中か
ら、抹消したいバリュー保持カードをカード利用者が選択すると、利用者は選択したカー
ドに対してバリュー保持カードの抹消を指定する（ステップＳ１６６）。ステップＳ１６
６でカードの抹消が指定されると、バリュー管理サーバ１００は、抹消が指定されたバリ
ュー保持カードが紐付いているサブアカウント領域に、バリューの残高が存在しているか
どうかを判定する（ステップＳ１６８）。
【００７８】
　上記ステップＳ１６８の判定の結果、抹消が指定されたバリュー保持カードが紐付いて
いるサブアカウント領域に、バリューの残高が存在していると判定した場合には、バリュ
ー管理サーバ１００は、バリューの残高を残したままバリュー保持カードの抹消処理を行
わずに、サブアカウント領域に残存しているバリューの残高を、当該サブアカウントの上
位アカウントであるメインアカウントに戻す（ステップＳ１６９）。ステップＳ１６９で
サブアカウント領域に残存しているバリューの残高を、当該サブアカウントの上位アカウ
ントであるメインアカウントに戻すと、バリュー管理サーバ１００は、上記ステップＳ１
６６で指定されたバリュー保持カードの情報の抹消処理を行う（ステップＳ１７０）。ス
テップＳ１７０でバリュー管理サーバ１００がバリュー保持カードの情報の抹消処理を行
うことで、当該バリュー保持カードはカードリーダライタにかざしても使用できなくなる
。
【００７９】
　一方、上記ステップＳ１６８の判定の結果、抹消が指定されたバリュー保持カードが紐
付いているサブアカウント領域に、バリューの残高が存在していないと判定した場合には
、直接上記ステップＳ１７０に進み、バリュー管理サーバ１００は上記ステップＳ１６６
で指定されたバリュー保持カードの情報の抹消処理を行う。
【００８０】
　このように、バリュー保持カードの利用者は、マイページにログインして、情報を抹消
したいバリュー保持カードを指定することで、即座に当該カード等の情報をバリュー管理
サーバ１００から抹消することができる。そして、マイページからバリュー保持カードの
情報を抹消することで、バリュー保持カードを紛失したり、バリュー保持カードが盗難に
あったりした際に、他人に当該カードを使用されてもバリューは安全に管理され、また不
要となったバリュー保持カードの整理も可能となる。
【００８１】
　以上、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持
カードの抹消方法について説明した。次に、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理シ
ステム１０における、バリュー保持カードへの入金方法について説明する。
【００８２】
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　　　〔３－７〕バリュー保持カードへの入金
　図１０は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー
保持カードへの入金方法の概要について説明する説明図である。図１０では、バリュー保
持カードの利用者が、マイページを用いて、自らが銀行等の金融機関に開設している口座
からバリュー管理サーバ１００で管理されている自分のアカウントにバリューを移す場合
について示したものである。以下、図１０を用いて本発明の一実施形態にかかるバリュー
管理システム１０における、バリュー保持カードへの入金方法の概要について説明する。
【００８３】
　バリュー保持カードの利用者が、マイページを用いて、金融機関に開設している口座か
らバリュー管理サーバ１００で管理されている自分のアカウントにバリューを移す場合に
は、ネットワークデバイス２００からバリュー管理サーバ１００にアクセスする。バリュ
ー管理サーバ１００は、ネットワークデバイス２００にマイページを表示させる。バリュ
ー保持カードの利用者は、表示されたマイページで、入金元の金融機関の口座と入金額を
指定することができる。バリュー保持カードの利用者が入金元の口座と入金額を指定する
と、バリュー管理サーバ１００は、当該口座から指定された金額を、当該ユーザのサブア
カウント領域（バリュー保持カードに紐付いているサブアカウント領域）に移す。このよ
うな流れで、バリュー保持カードの利用者はネットワークデバイス２００に表示されたマ
イページを用いて、自らが銀行等の金融機関に開設している口座からバリュー管理サーバ
１００で管理されている自分のアカウントにバリューを移すことができる。
【００８４】
　以下、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、マイページを
用いた、金融機関等の口座からバリュー保持カードに対応するサブアカウント領域への入
金方法についてより詳細に説明する。図１１は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管
理システム１０における、マイページを用いた、バリュー保持カードに対応するサブアカ
ウント領域への入金方法について説明する流れ図である。
【００８５】
　カード利用者がマイページを用いて、金融機関等の口座からバリュー保持カードへ入金
するには、ネットワークデバイス２００によってバリュー管理サーバ１００にアクセスし
て、マイページにログインする（ステップＳ１７２）。マイページにログインすると、利
用者はマイページを利用して、サブアカウント領域に紐付いているバリュー保持カードの
中から、入金したいバリュー保持カードをマイページ上から選択する（ステップＳ１７４
）。
【００８６】
　ステップＳ１７４で、マイページ上で入金したいバリュー保持カードを選択すると、当
該バリュー保持カードに入金したい額をマイページ上から指定する（ステップＳ１７６）
。ステップＳ１７６で額が指定されると、バリュー管理サーバ１００は、ステップＳ１７
６で指定された額と、現在サブアカウント領域で管理されている金額との合計が、当該バ
リュー保持カードの上限額を超えていないかどうか判定する（ステップＳ１７８）。
【００８７】
　上記ステップＳ１７８の判定の結果、ステップＳ１７６で指定された額と、現在サブア
カウント領域で管理されている金額との合計が、当該バリュー保持カードの上限額を超え
ていたとバリュー管理サーバ１００が判定すると、バリュー管理サーバ１００は、入金額
の指定を再度行わせる。具体的には、マイページ表示部１１０が、指定した金額と、現在
サブアカウント領域で管理されている金額との合計が、上限額が超えている旨を、ネット
ワークデバイス２００に表示されているマイページ上に表示させる。
【００８８】
　一方、上記ステップＳ１７８の判定の結果、ステップＳ１７６で指定された額と、現在
サブアカウント領域で管理されている金額との合計が、当該バリュー保持カードの上限額
を超えていないとバリュー管理サーバ１００が判定すると、バリュー管理サーバ１００は
、認証情報として、移動元の金融機関等の口座に対応するＰＩＮを、例えばマイページ上
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からカードの利用者に入力させる（ステップＳ１７９）。そしてＰＩＮが入力されると、
移動元の金融機関等で管理されている口座管理システム３５０において認証処理が行われ
た後に、バリュー管理サーバ１００は、上記ステップＳ１７６でカード利用者が指定した
入金額を移動元の金融機関等からメインアカウント領域１２０を経て上記ステップＳ１７
４で指定したバリュー保持カードに対応するサブアカウント領域に移動する処理を実行す
る（ステップＳ１８０）。
【００８９】
　このように、ネットワークデバイス２００に表示されたマイページを用いて、金融機関
等の口座からバリュー保持カードへ入金するには、金融機関等の口座のＰＩＮをカード利
用者に入力させることで、安全に金融機関等の口座からバリュー保持カードへ移動させる
ことができる。
【００９０】
　以上、マイページを用いて、バリュー保持カードに対応するサブアカウント領域へ入金
する方法について説明した。なお、バリュー保持カードに対応するサブアカウント領域へ
の入金は、かかる方法に限定されない。例えば、スーパーマーケット、コンビニエンスス
トアその他の店舗の店頭に設置されたカードリーダライタから、サブアカウント領域へ入
金してもよい。また、上述の説明では、バリュー管理サーバ１００は、認証情報として、
移動元の金融機関等の口座に対応するＰＩＮを、例えばマイページ上からカードの利用者
に入力させていたが、本発明はかかる例に限定されないことは言うまでもない。例えば、
認証情報として数字以外の文字を含むパスワードを入力させてもよく、指紋認証や虹彩認
証等の生態認証によって認証処理を行うようにしてもよい。
【００９１】
　図１２は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー
保持カードへの入金方法の概要について説明する説明図である。図１２では、バリュー保
持カードの利用者が、スーパーマーケット、コンビニエンスストアその他の店舗の店頭に
設置されたカードリーダライタにバリュー保持カードをかざすことで、バリュー管理サー
バ１００で管理されている自分のアカウントに入金する場合について示したものである。
【００９２】
　スーパーマーケット、コンビニエンスストアその他の店舗の店頭に設置されたカードリ
ーダライタ２１０にバリュー保持カードをかざして、バリュー管理サーバ１００で管理さ
れている自分のアカウントに入金する場合には、店頭でカードへの入金の旨を店員に伝え
、入金額を支払う。店員がレジスタ等の決済端末で入金額を入力し、カード利用者がカー
ドリーダライタ２１０に入金したいバリュー保持カード１５０をかざすと、ＩＣチップ１
５２とカードリーダライタ２１０との間で近接非接触通信が行われ、バリュー保持カード
１５０に対応するサブアカウント領域に対する入金処理が実行される。
【００９３】
　以下、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、店舗からのバ
リュー保持カードに対応するサブアカウント領域への入金方法についてより詳細に説明す
る。図１３は、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、店舗等
の店頭からの、バリュー保持カードに対応するサブアカウント領域への入金方法について
説明する流れ図である。
【００９４】
　カード利用者が、店舗等の店頭からバリュー保持カードへ入金する際には、店頭でカー
ドへの入金の旨を店員に伝え、入金額を支払う。支払いを受領した店員は、レジスタ等の
決済端末３６０でカードへの入金処理を選択することで入金設定を行い、入金額を設定す
る（ステップＳ１８２）。
【００９５】
　入金設定および入金額の設定が行われると、入金させたいバリュー保持カード１５０を
決済端末３６０に接続されたカードリーダライタ２１０にかざすことにより、決済端末３
６０にカード番号を入力する（ステップＳ１８４）。なお、バリュー保持カード１５０を
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カードリーダライタ２１０にかざす方法以外にも、決済端末３６０で直接カード番号を入
力してもよい。
【００９６】
　決済端末３６０にカード番号を入力されると、カード番号の情報は決済端末３６０から
バリュー管理サーバ１００に送信される。カード番号の情報を受信したバリュー管理サー
バは、当該カード番号に対応するサブアカウント領域を特定する（ステップＳ１８５）。
対応するサブアカウント領域の特定が完了すると、バリュー管理サーバ１００は、上記ス
テップＳ１８２で設定された入金額と、現在サブアカウント領域で管理されている金額と
の合計が、当該バリュー保持カードの上限額を超えていないかどうか判定する（ステップ
Ｓ１８６）。
【００９７】
　上記ステップＳ１８６での判定の結果、上記ステップＳ１８２で設定された入金額と、
現在サブアカウント領域で管理されている金額との合計が、当該バリュー保持カードの上
限額を超えていないとバリュー管理サーバ１００が判定した場合には、バリュー管理サー
バ１００は、上記ステップＳ１８２で設定された入金額を、サブアカウント領域に移動し
、サブアカウントで管理されている金額に加算する（ステップＳ１８７）。入金額の移動
処理が完了すると、バリュー管理サーバ１００は決済端末３６０に対して、入金が完了し
た旨を通知する。入金が完了した旨を受信した決済端末３６０は、画面上に入金が完了し
た旨を表示したり、レシートを印字したりすることで、入金が正常に行われた旨を利用者
に知らせることができる。
【００９８】
　一方、上記ステップＳ１８６での判定の結果、上記ステップＳ１８２で設定された入金
額と、現在サブアカウント領域で管理されている金額との合計が、当該バリュー保持カー
ドの上限額を超えているとバリュー管理サーバ１００が判定した場合には、バリュー管理
サーバ１００は決済端末３６０に対して、入金が未完である通知する（ステップＳ１８９
）。入金が未完である旨を受信した決済端末３６０は、画面上に入金が完了した旨を表示
したり、レシートを印字したりすることで、入金が未完である旨を利用者に知らせること
ができる。
【００９９】
　このように、店舗等の店頭からバリュー保持カードへ入金するには、カード利用者から
のＰＩＮの入力を省略することで、簡便にバリュー保持カードへ入金することができる。
【０１００】
　以上、本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、店舗からのバ
リュー保持カードに対応するサブアカウント領域への入金方法について説明した。なお、
上述の説明では、バリューとして金銭を入れる場合について説明したが、本発明はかかる
例に限定されず、バリューとしてポイントを入れる場合であっても、同様の方法でバリュ
ー保持カードにポイントを入れることができる。
【０１０１】
　　〔４〕まとめ
　以上説明したように本実施形態によれば、利用者がカードを利用する際の利便性と、利
用者が自らの意思によってバリュー保持カードに保持された残高を保全し、利用の停止・
再開を決定する安全性とを兼ね備えることができる。具体的には、マイページを用いてバ
リュー保持カードのバリューを管理する際には、本人しか知りえない認証情報を入力させ
るが、店舗等の店頭からバリュー保持カードへ入金する際には、カード利用者からのＰＩ
Ｎの入力を省略することで、かかる利便性や安全性を確保することが可能となる。
【０１０２】
　なお、上述したバリュー管理サーバ１００の動作については、バリュー管理サーバ１０
０の内部に格納されたコンピュータプログラムを、当該サーバやカードリーダライタに備
えられるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）その他の制御装置
が順次読み出して実行することによって行われるようにしてもよい。
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【０１０３】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は、バリュー管理サーバ、バリュー管理方法、コンピュータプログラムおよびバ
リュー管理システムに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０の構成について示す説明
図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理サーバ１００の構成について説明する
説明図である。
【図３】カード利用者がバリュー保持カードをサブアカウント領域に紐付ける際の動作の
概要を示す説明図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０において、バリュー保持
カード１５０をサブアカウント領域に紐付ける際の動作について説明する流れ図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、アカウント
間のバリュー移動について説明する説明図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、アカウント
間のバリュー移動について説明する説明図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、アカウント
間のバリュー移動について説明する説明図である。
【図６】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持
カードに保持可能なバリューの最大値の設定方法について説明する流れ図である。
【図７】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持
カードの利用停止方法について説明する流れ図である。
【図８】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、利用が停止さ
れたバリュー保持カードの利用再開方法について説明する流れ図である。
【図９】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保持
カードの抹消方法について説明する流れ図である。
【図１０】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保
持カードへの入金方法の概要について説明する説明図である。
【図１１】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、マイページ
を用いた、バリュー保持カードに対応するサブアカウント領域への入金方法について説明
する流れ図である。
【図１２】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、バリュー保
持カードへの入金方法の概要について説明する説明図である。
【図１３】本発明の一実施形態にかかるバリュー管理システム１０における、店舗等の店
頭からの、バリュー保持カードに対応するサブアカウント領域への入金方法について説明
する流れ図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０　　バリュー管理システム
　１００　　バリュー管理サーバ
　１１０　　マイページ表示部
　１２０　　メインアカウント領域
　１３０ａ、・・・、１３０ｍ　　サブアカウント領域
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　１５０、１５０ａ、・・・、１５０ｍ　　バリュー保持カード
　１５２　　ＩＣチップ
　２００　　ネットワークデバイス
　２１０　　カードリーダライタ
　３００　　入金端末
　３５０　　口座管理システム
　３６０　　決済端末
　４００　　ネットワーク

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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