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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カード会員が当該カードの加盟店において商品や役務などの代金のカード決済を行うた
めに電子画像を表示し、当該加盟店の読み取り装置に当該電子画像を読み取らせる電子画
像表示装置において、
　前記電子画像の画像データおよび前記電子画像の表示可否を判定するための表示キーデ
ータを所定のサーバからネットワークを介して受信する受信手段と、
　前記受信手段により画像データを受信された電子画像の表示を指示する指示手段と、
　前記指示手段により表示を指示された電子画像の画像データとともに前記受信手段によ
り受信された前記表示キーデータが、あらかじめ保持されている表示キーデータと一致す
るか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記表示キーデータがあらかじめ保持されている表示キーデータと
一致すると判定された場合に、前記電子画像を表示する表示手段と、
　を備え、
　前記画像データには、前記カード会員のカード番号および当該カードの有効期限ととも
に、前記電子画像の使用条件が折り込まれており、
　前記表示キーデータは、前記カード会員が前記サーバに対して認証処理をおこない、前
記カード会員が前記サーバから認証された場合に、前記サーバにあらかじめ保持されてい
る前記カードの暗証番号に基づいて生成されることを特徴とする電子画像表示装置。
【請求項２】
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　前記受信手段は、前記画像データおよび前記表示キーデータとあわせて前記使用条件を
記述した説明文データを受信するとともに、
　前記表示手段は、前記判定手段により前記表示キーデータがあらかじめ保持されている
表示キーデータと一致すると判定された場合に、前記電子画像および前記説明文を表示す
ることを特徴とする前記請求項１に記載の電子画像表示装置。
【請求項３】
　前記使用条件には、決済上限金額、決済可能期間、決済可能な加盟店、および決済可能
な商品または役務の少なくとも一つの条件を含むことを特徴とする前記請求項１または２
に記載の電子画像表示装置。
【請求項４】
　前記受信手段により受信された前記電子画像の画像データおよび前記電子画像の表示可
否を判定するための表示キーデータを記憶する記憶手段を備え、
　前記指示手段は、前記記憶手段に記憶された画像データにかかる電子画像の表示を指示
し、
　前記判定手段は、前記指示手段により表示を指示された電子画像の画像データとともに
前記記憶手段に記憶された前記表示キーデータが、あらかじめ保持されている表示キーデ
ータと一致するか否かを判定することを特徴とする前記請求項１～３のいずれか一つに記
載の電子画像表示装置。
【請求項５】
　前記記憶手段には、前記使用条件が異なる複数の前記電子画像の画像データおよび前記
電子画像の表示可否を判定するための表示キーデータが記憶され、
　前記指示手段は、前記記憶手段に記憶された複数の画像データにかかる電子画像の中か
らいずれか一つの電子画像の表示を指示することを特徴とする前記請求項４に記載の電子
画像表示装置。
【請求項６】
　カード会員が当該カードの加盟店において商品や役務などの代金のカード決済を行うた
めに電子画像を表示し、当該加盟店の読み取り装置に当該電子画像を読み取らせる電子画
像表示方法において、
　前記電子画像の画像データおよび前記電子画像の表示可否を判定するための表示キーデ
ータを所定のサーバからネットワークを介して受信する受信工程と、
　前記受信工程で画像データを受信された電子画像の表示を指示する指示工程と、
　前記指示工程で表示を指示された電子画像の画像データとともに前記受信工程で受信さ
れた前記表示キーデータが、あらかじめ保持されている表示キーデータと一致するか否か
を判定する判定工程と、
　前記判定工程で前記表示キーデータがあらかじめ保持されている表示キーデータと一致
すると判定された場合に、前記電子画像を表示する表示工程と、
　を含み、
　前記画像データには、前記カード会員のカード番号および当該カードの有効期限ととも
に、前記電子画像の使用条件が折り込まれており、
　前記表示キーデータは、前記カード会員が前記サーバに対して認証処理をおこない、前
記カード会員が前記サーバから認証された場合に、前記サーバにあらかじめ保持されてい
る前記カードの暗証番号に基づいて生成されることを特徴とする電子画像表示方法。
【請求項７】
　前記受信工程では、前記画像データおよび前記表示キーデータとあわせて前記使用条件
を記述した説明文データを受信するとともに、
　前記表示工程では、前記判定工程で前記表示キーデータがあらかじめ保持されている表
示キーデータと一致すると判定された場合に、前記電子画像および前記説明文を表示する
ことを特徴とする前記請求項６に記載の電子画像表示方法。
【請求項８】
　前記使用条件には、決済上限金額、決済可能期間、決済可能な加盟店、および決済可能
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な商品または役務の少なくとも一つの条件を含むことを特徴とする請求項６または７に記
載の電子画像表示方法。
【請求項９】
　前記受信工程により受信された前記電子画像の画像データおよび前記電子画像の表示可
否を判定するための表示キーデータを保持する保持工程を含み、
　前記指示工程は、前記保持工程により保持された画像データにかかる電子画像の表示を
指示し、
　前記判定工程は、前記指示工程により表示を指示された電子画像の画像データとともに
前記保持工程により保持された前記表示キーデータが、あらかじめ保持されている表示キ
ーデータと一致するか否かを判定することを特徴とする前記請求項６～８のいずれか一つ
に記載の電子画像表示方法。
【請求項１０】
　前記保持工程は、前記使用条件が異なる複数の前記電子画像の画像データおよび前記電
子画像の表示可否を判定するための表示キーデータを保持し、
　前記指示工程は、前記保持工程により保持された複数の画像データにかかる電子画像の
中からいずれか一つの電子画像の表示を指示することを特徴とする前記請求項９に記載の
電子画像表示方法。
【請求項１１】
　前記請求項６～請求項１０のいずれか一つに記載された方法をコンピュータに実行させ
るプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、商品や役務などの代金の決済を行うための電子画像を表示する電子画像表示
装置、電子画像表示方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
ここ数年の間に携帯電話の普及率は爆発的な伸びを見せ、電話機そのものの多機能化・高
機能化も急速に進んでいる。そしてそれに伴って、常時携帯される高度な情報処理装置と
しての携帯電話を利用した、様々なシステムやサービスが多数提案されている。
【０００３】
一例として、インターネットで予約した商品の代金をコンビニエンスストアなどで支払う
際に、携帯電話のディスプレイに表示させたバーコードをバーコードリーダに読み取らせ
たり、あるいはクーポン（割引券）として携帯電話に送付されたバーコードをレジにて提
示することで、所定の割引を受けられたりするものがある（たとえば、特許文献１参照）
。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００１－５８８３号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながらバーコードのデータは複製が容易であり、何らかの方法で当該データを取得
した無権限者が、自己の携帯電話にバーコードを再現して不正に使用することがある。ま
た、無権限者に故意や悪意がなくても、自己の携帯電話に誤送付されてきたバーコードを
他人のものと気付かずに使ってしまうことがあるという問題があった。
【０００６】
この発明は上記従来技術による問題を解決するため、商品や役務などの代金の決済を行う
ための電子画像が無権限者により不正に使用されるのを阻止することが可能な電子画像表
示装置、電子画像表示方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムを提供
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することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決し、目的を達成するためこの発明にかかる電子画像表示装置は、商
品や役務などの代金の決済を行うための電子画像を表示する電子画像表示装置において、
前記電子画像の画像データおよび前記電子画像の表示可否を判定するための表示キーデー
タを受信する受信手段と、前記受信手段により画像データを受信された電子画像の表示を
指示する指示手段と、前記指示手段により表示を指示された電子画像の画像データととも
に前記受信手段により受信された前記表示キーデータが、あらかじめ保持されている表示
キーデータと一致するか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により前記表示キーデ
ータがあらかじめ保持されている表示キーデータと一致すると判定された場合に、前記電
子画像を表示する表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　この発明によれば、表示キーの基礎となるデータから個々の電子画像に添付されるのと
同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像を取得はしても表示させることはでき
ない。
【０００９】
　また、この発明にかかる電子画像表示装置は、上記の発明において、前記表示キーデー
タがクレジットカードの暗証番号にもとづいて生成されることを特徴とする。
【００１０】
　この発明によれば、表示キーの基礎となる暗証番号から個々の電子画像に添付されるの
と同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像を取得はしても表示させることはで
きない。
【００１１】
　また、この発明にかかる電子画像表示装置は、上記の発明において、前記受信手段が、
前記画像データおよび前記表示キーデータとあわせて前記電子画像の使用条件などを記述
した説明文データを受信するとともに、前記表示手段が、前記判定手段により前記表示キ
ーデータがあらかじめ保持されている表示キーデータと一致すると判定された場合に、前
記電子画像および前記説明文を表示することを特徴とする。
【００１２】
　この発明によれば、表示キーの基礎となるデータ（たとえば暗証番号）から個々の電子
画像に添付されるのと同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像やその説明文を
取得はしても表示させることはできない。
【００１３】
　また、この発明にかかる電子画像表示方法は、商品や役務などの代金の決済を行うため
の電子画像を表示する電子画像表示方法において、前記電子画像の画像データおよび前記
電子画像の表示可否を判定するための表示キーデータを受信する受信工程と、前記受信工
程で画像データを受信された電子画像の表示を指示する指示工程と、前記指示工程で表示
を指示された電子画像の画像データとともに前記受信工程で受信された前記表示キーデー
タが、あらかじめ保持されている表示キーデータと一致するか否かを判定する判定工程と
、前記判定工程で前記表示キーデータがあらかじめ保持されている表示キーデータと一致
すると判定された場合に、前記電子画像を表示する表示工程と、を含んだことを特徴とす
る。
【００１４】
　この発明によれば、表示キーの基礎となるデータから個々の電子画像に添付されるのと
同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像を取得はしても表示させることはでき
ない。
【００１５】
　また、この発明にかかる電子画像表示方法は、上記の発明において、前記表示キーデー
タがクレジットカードの暗証番号にもとづいて生成されることを特徴とする。
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【００１６】
　この発明によれば、表示キーの基礎となる暗証番号から個々の電子画像に添付されるの
と同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像を取得はしても表示させることはで
きない。
【００１７】
　また、この発明にかかる電子画像表示方法は、上記の発明において、前記受信工程では
、前記画像データおよび前記表示キーデータとあわせて前記電子画像の使用条件などを記
述した説明文データを受信するとともに、前記表示工程では、前記判定工程で前記表示キ
ーデータがあらかじめ保持されている表示キーデータと一致すると判定された場合に、前
記電子画像および前記説明文を表示することを特徴とする。
【００１８】
　この発明によれば、表示キーの基礎となるデータ（たとえば暗証番号）から個々の電子
画像に添付されるのと同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像やその説明文を
取得はしても表示させることはできない。
【００１９】
　また、この発明にかかるプログラムによれば、上記の方法がコンピュータによって実行
される。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照して、この発明による電子画像表示装置、電子画像表示方法および
その方法をコンピュータに実行させるプログラムの好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００２１】
図１は、この発明の実施の形態による電子画像表示装置を含む、電子決済システムの概略
を示す説明図である。図示するように、本システムに関与する主な当事者はクレジットカ
ードを発行するカード会社１００、当該会社の顧客であるカード会員１０１、および当該
会社のクレジットカードが使用可能な加盟店１０２の３者である。上記のほか、各当事者
をネットワークで接続する通信業者なども存在するが、同図では図示を省略している。
【００２２】
カード会社１００がインターネットに開設するホームページでは、各種カードのラインナ
ップやＱ＆Ａなど、会員／非会員を問わない諸情報のほか、会員のみに発行されるＩＤと
パスワード（クレジットカード番号や暗証番号とは異なる）を提示することで、後述する
２次元バーコードの請求や表示を行うための専用ツールを入手できる。この専用ツールは
Ｊａｖａ（Ｒ）などにより記述され、カード会員１０１の所持する携帯電話に組み込まれ
る。
【００２３】
そして、上記ツールにより携帯電話に表示される図２のようなメニューから、たとえば「
２．バーコードの申し込み」を選択すると、図３のような認証画面に続いて図４・図５お
よび図６のようなバーコード選択画面が表示されるので、カード会員１０１は希望するバ
ーコードの種別（有効金額）、有効期間、対象商品／役務および店舗などの必要事項を入
力・送信する（図１▲１▼）。
【００２４】
ここで、バーコードには「１円～９９円用（１００円未満の端数用）」「１円～９９９円
用（１０００円未満の端数用）」など、有効金額に応じた複数の種別があり、カード会員
１０１が必要なものを任意に選択できる。また、個々のバーコードには有効期間があり、
有効期間を過ぎると後述のように、上記ツールにより携帯電話から自動的に削除される。
【００２５】
カード会員１０１からの申し込みを受け付けたカード会社１００のサーバでは、図７に示
すような２次元バーコードを生成・返信する（図１▲２▼）。図示する２次元バーコード
には、図３の認証画面で入力されたＩＤとパスワードから特定されるカード会員１０１の
クレジットカード番号、当該カードの有効期間のほか、図４～図６のバーコード選択画面
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で入力されたバーコードの使用条件が折り込まれている。
【００２６】
上記のようにしてカード会社１００から２次元バーコードを取得したカード会員１０１は
、図２のメニューから「１．バーコードの表示」を選択し、携帯電話のディスプレイに図
７のようにバーコードを表示させて、加盟店１０２のバーコードリーダに読み取らせる（
図１▲３▼）。そして、たとえば「１～９９９円用」のバーコードを提示して料金が１３
６７円となった場合、うち１０００円のみを現金で支払う。
【００２７】
一方、残りの３６７円（１０００円未満の端数）は自動的にクレジット扱いとなり、加盟
店１０２からＣＡＦＩＳ（Ｒ）（Ｃｒｅｄｉｔ　Ａｎｄ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）などを経由してカード会社１００に請求される（図１▲４▼
）。カード会社１００ではカード会員１０１に利用明細を送付し、指定日に会員指定の口
座から上記端数を引き落とすとともに、加盟店１０２指定の口座へ請求された金額を振り
込む（図１▲５▼）。
【００２８】
つぎに、図８はこの発明の実施の形態による電子画像表示装置を含む、電子決済システム
の構成を機能的に示す説明図である。まず、８００ａは会員ＤＢ（データベース）であり
、個々のカード会員１０１の個人情報、たとえばその氏名、住所、電話番号、クレジット
カード番号、クレジットカードの有効期間、暗証番号、上述のＩＤやパスワードなどを保
持するデータベースである。
【００２９】
８００ｂは会員認証部であり、図３の認証画面から送信されてきたＩＤおよびパスワード
にもとづいて、バーコード発行の申し込み者にその権限があるか否かを判定する機能部で
ある。ＩＤおよびパスワードは上述の専用ツールにより暗号化されているので、会員認証
部８００ｂは受信したデータを復号の上、会員ＤＢ８００ａと照合して、当該ＩＤとパス
ワードとが自社の会員のものか否か、当該会員のカードがまだ有効か否かなどをチェック
する。
【００３０】
そして認証ＯＫの場合、すなわち正当な権限を有するカード会員１０１からの申し込みと
判定した場合に、その事実を後述するバーコード指定受付部８００ｃに通知するとともに
、会員ＤＢ８００ａから読み出した上記会員のクレジットカード番号、当該カードの有効
期間および暗証番号を、後述するバーコード生成部８００ｄに出力する。
【００３１】
８００ｃはバーコード指定受付部であり、会員認証部８００ｂから認証ＯＫの通知があっ
た場合に、申し込み者の携帯電話に図４～図６のようなバーコード選択画面を返信すると
ともに、当該画面で入力された内容を受信する機能部である。そして、上記携帯電話から
受信したバーコードの使用条件を、後述するバーコード生成部８００ｄに出力する。
【００３２】
８００ｄはバーコード生成部であり、会員認証部８００ｂから入力したクレジットカード
の番号と有効期間、およびバーコード指定受付部８００ｃから入力したバーコードの使用
条件を折り込んだ２次元バーコードを生成する機能部である。さらに、バーコード生成部
８００ｄは説明文生成部８００ｄ－１および表示キー生成部８００ｄ－２を含む構成であ
り、これらの機能部により、最終的に図９に示すような一連のデータが生成される。
【００３３】
図中画像エリア９００には、バーコード生成部８００ｄにより生成されたバーコードの画
像データが格納される。説明文エリア９０１には、説明文生成部８００ｄ－１により上記
バーコードの説明文データが挿入される。この説明文データとは、具体的にはバーコード
の使用条件（有効金額、有効期間、使用可能商品／役務や店舗など）、カード会員１０１
や加盟店１０２向けの注意などをテキストで記述したものである。
【００３４】
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また、表示キーエリア９０２には表示キー生成部８００ｄ－２により生成された表示キー
のデータが格納される。この表示キーとは後述のように、バーコードの表示に先立って携
帯電話側（上述の専用ツール側）の表示キーと照合されるデータであり、具体的にはバー
コード指定受付部８００ｃから入力した暗証番号を所定の計算式により暗号化したもので
ある。
【００３５】
図８に戻り、つぎに８００ｅはバーコード送信部であり、バーコード生成部８００ｄによ
り作成された図９のようなデータを、所定のアルゴリズムにより暗号化のうえカード会員
１０１の携帯電話に送信する機能部である。
【００３６】
なお、ここでは発行されるのは図７のような２次元バーコードであるものとするが、縦縞
模様のいわゆるバーコード（１次元バーコード）であってもよい。この場合は個々のライ
ンの幅と個数だけ送れば画像を再現できるので、２次元バーコードを送る場合に比べて通
信量が少なくて済む。また、必ずしも１次元や２次元のバーコードに限る趣旨ではなく、
必要事項を折り込んだ何らかの画像（パターン）であれば足りる。
【００３７】
また、ここではバーコードの有効期間は申し込み時に任意に指定できるようにしたが、た
とえば一律にその始期を現在日時、終期を現在日時＋Ｎ日に設定してもよく、あるいはＮ
の値をバーコードの種別や会員種別（ゴールド／学生など）によって変化させるようにし
てもよい。
【００３８】
８００ｆは精算部であり、個々の加盟店１０２からＣＡＦＩＳ（Ｒ）などを介して受信し
た請求額を、カード会員１０１ごとや加盟店１０２ごとに集計するとともに、各カード会
員１０１の口座からの引き落としや各加盟店１０２の口座への入金などを金融機関に指示
する機能部である。この精算部８００ｆにおける処理は、２次元バーコードの代わりにク
レジットカードが提示された場合と同一であるので、詳細な説明を省略する。
【００３９】
８００ｇはポイント更新部であり、カード会員１０１の口座からの引き落としが完了した
のを精算部８００ｆが確認すると、当該引き落とし額すなわち今回の利用額にもとづいて
カード会員１０１の保有ポイント数を算出するとともに、後述するポイントＤＢ８００ｈ
に指示して、そこに保持されたポイント数を上記ポイント数で更新させる機能部である。
【００４０】
８００ｈはポイントＤＢであり、各カード会員１０１のクレジットカード番号と、当該会
員の現在の保有ポイント数とを対応づけて保持するデータベースである。
【００４１】
なお、上述した８００ａ～８００ｈの各機能部は、カード会社１００が設置する複数のサ
ーバにより実現される。どのサーバにどの機能部を割り当てるかは任意であり、たとえば
会員ＤＢ８００ａおよび会員認証部８００ｂの機能をサーバＡ、バーコード指定受付部８
００ｃ・バーコード生成部８００ｄおよびバーコード送信部８００ｅの機能をサーバＢ、
精算部８００ｆをサーバＣ、ポイント更新部８００ｇおよびポイントＤＢ８００ｈの機能
をサーバＤに持たせ、これらのサーバをＬＡＮにより接続することが考えられる。もっと
も各機能部が電子的に接続されていさえすれば、物理的にどのような配置になっていよう
と本発明の本質に無関係であることは言うまでもない。
【００４２】
つぎに、８０１ａは会員認証部であり、図３に示したような認証画面を表示するとともに
、当該画面で入力されたＩＤおよびパスワードをカード会社１００側の会員認証部８００
ｂに送信して、認証ＯＫまたは認証ＮＧの通知を受信する機能部である。そして、認証Ｏ
Ｋの場合は後述するバーコード指定部８０１ｂにその旨を通知し、認証ＮＧの場合はその
旨のエラーメッセージを画面表示する。
【００４３】
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８０１ｂはバーコード指定部であり、カード会社１００側のバーコード指定受付部８００
ｃから図４～図６に示したバーコード選択画面を受信して、当該画面で選択された種別に
対応する有効金額、選択された有効期間、選択された商品／役務や店舗などの使用条件を
、同じくバーコード指定受付部８００ｃに返信する機能部である。
【００４４】
なお、当該返信に先立って、希望されたバーコードが手持ちのバーコードと重複しないか
どうかのチェックを行い、重複する場合は「全国のａｎｐｎでまだ有効な１～９９９円用
のお弁当バーコードがあります。本当に申し込みますか？」などの確認メッセージを表示
するようにしてもよい。
【００４５】
８０１ｃはバーコード受信部であり、カード会社１００側のバーコード送信部８００ｅか
ら送信されてきた図９のデータを受信する機能部である。受信されたデータはバーコード
受信部８０１ｃによる復号のうえ、後述するバーコードＤＢ８０１ｄに出力される。
【００４６】
８０１ｄはバーコードＤＢであり、バーコード受信部８０１ｃから入力したデータを保持
するとともに、その読み出しや有効期間を過ぎたバーコードの削除などを行う機能部であ
る。なお、バーコードＤＢ８０１ｄは新たなバーコードを受け入れる際に、当該バーコー
ドに「００１」などの一意な番号を付与する。
【００４７】
８０１ｅはバーコード表示部であり、バーコードＤＢ８０１ｄに保持されたバーコードの
一覧を表示するとともに、一覧中から選択されたバーコードのデータをバーコードＤＢ８
０１ｄに指示して読み出させ、図７のようにディスプレイに表示する機能部である。
【００４８】
図２に示したメニューから「１．バーコードの表示」が選択されると、バーコード表示部
８０１ｅはまず図１０に示すような表示オプション画面を表示して、バーコードＤＢ８０
１ｄ内のバーコードをどの観点から絞り込むか選択させる。そして図中、たとえば「１．
商品名・五十音順」が選択されると、図１１に示すように五十音の行名を表示し、つぎに
選択された行の文字から始まる商品名の一覧を図１２のように表示する。
【００４９】
そして、上記一覧から商品が選択されると、バーコードＤＢ８０１ｄに指示して当該商品
を利用可能商品に含むバーコードを検索させる。つぎに、バーコードＤＢ８０１ｄから返
されてきた各バーコードの表示可否を、後述する表示可否判定部８０１ｆに問い合わせ、
表示ＯＫの場合に当該バーコードの画像と説明文とを図１３のように表示する。
【００５０】
図中、領域１３００の画像は図９の画像エリア９００に、領域１３０１の説明文は同じく
説明文エリア９０１に格納されていたものである。また、図中拡大表示ボタン１３０２を
押下することで、図７のようにバーコードの画像のみを表示させることができる。
【００５１】
図８に戻り、つぎに８０１ｆは表示可否判定部であり、バーコード表示部８０１ｅからの
問い合わせに応じてバーコードおよび説明文の表示可否を回答するとともに、表示可否の
判定の基礎となる表示キー（バーコードを表示するアプリケーション側の表示キー）をカ
ード会員１０１に設定させる機能部である。
【００５２】
表示可否判定部８０１ｆは、図２に示したメニューから「３．表示キーの設定」が選択さ
れると、図１４に示すような表示キー設定画面を表示する。そして、当該画面から入力さ
れた暗証番号を所定の計算式（カード会社１００側の表示キー生成部８００ｄ－２で、個
々のバーコードの表示キーを生成する際に使用する計算式と同一）により暗号化のうえ、
表示キー記憶部８０１ｆ－１に格納する。
【００５３】
なお、ここではアプリケーション側の表示キーの設定は、カード会社１００のサーバから
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のダウンロード後に個々のカード会員１０１が行うようにしたが、ダウンロード時に、サ
ーバ側で暗号化した暗証番号を組み込んでから送信するようにしてもよい（上述のように
、ダウンロード時にはＩＤとパスワードが入力されるので、これらの情報により暗証番号
を特定可能である）。ただしこの場合、暗証番号を変更すると再度上記ツールのダウンロ
ードが必要となる。
【００５４】
表示可否判定部８０１ｆは、バーコード表示部８０１ｅからバーコードの表示キーを提示
して表示可否の問い合わせがあった場合に、当該表示キーと表示キー記憶部８０１ｆ－１
内の表示キーとが一致するか否かをチェックし、一致する場合に表示ＯＫ、不一致の場合
に表示ＮＧの通知をバーコード表示部８０１ｅに返す。
【００５５】
なお、上述した８０１ａ～８０１ｆの各機能部は、カード会員１０１が所持する携帯電話
上で、上述の専用ツールが動作することにより実現される。そして、この携帯電話が本発
明による電子画像表示装置に相当する。
【００５６】
図１５は、この発明の実施の形態による電子画像表示装置のハードウエア構成を示す説明
図である。図中、１５０１は装置全体を制御するＣＰＵを、１５０２は基本入出力プログ
ラムを記憶したＲＯＭを、１５０３はＣＰＵ１５０１のワークエリアとして使用されるＲ
ＡＭを、それぞれ示している。
【００５７】
また、１５０４はカーソル、メニュー、ウィンドウ、あるいは文字や画像などの各種デー
タを表示するディスプレイを、１５０５は文字、数字、各種指示などを入力するための操
作キー（テンキーや十字キーなど）を、それぞれ示している。
【００５８】
また、１５０６は入力した音声を電気信号に変換するマイクを、１５０７は入力した電気
信号を音声に変換して出力するスピーカを、１５０８は無線基地局との電波の送受信を制
御する通信制御部を、１５００は上記各部を接続するバスを、それぞれ示している。
【００５９】
図８に戻り、つぎに８０２ａはバーコード読み取り部であり、携帯電話のバーコード表示
部８０１ｅにより表示されたバーコードを光学的に読み取る機能部である。読み取られた
バーコードのデータは、後述するバーコード解析部８０２ｂに出力される。
【００６０】
８０２ｂはバーコード解析部であり、バーコード読み取り部８０２ａにより読み取られた
バーコードのデータから、そこに折り込まれたクレジットカードの番号と有効期間、およ
びバーコードの使用条件を抽出する機能部である。抽出された各情報は、後述する使用可
否判定部８０２ｃに出力される。
【００６１】
８０２ｃは使用可否判定部であり、バーコード解析部８０２ｂから入力した情報にもとづ
いて、提示されたバーコードが使用可能か否かを判定する機能部である。具体的には、バ
ーコードの有効期間が切れていたりクレジットカードそのものの有効期間が切れていたり
する場合、あるいは使用可能な商品や店舗の条件が満たされない場合に、当該バーコード
は使用不可であると判定し、レジスターのディスプレイにその旨のエラー表示を行う。上
記以外の場合は使用可と判定し、バーコード解析部８０２ｂから入力したクレジットカー
ドの番号とバーコードの有効金額とを後述する売上計上部８０２ｄに出力する。
【００６２】
８０２ｄは売上計上部であり、使用可否判定部８０２ｃから入力したバーコードの有効金
額を参照して、売上金のうち現金売上となるものとクレジット売上となるものとがそれぞ
れいくらになるかを算出する機能部である。たとえば料金が１３６７円で、提示されたバ
ーコードが「１～９９円用」であった場合は、現金売上が１３００円でクレジット売上が
６７円、提示されたバーコードが「１～９９９円用」であった場合は、現金売上が１００
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０円でクレジット売上が３６７円となる。
【００６３】
そして、売上計上部８０２ｄで計上されたクレジット売上高はこの加盟店１０２のＩＤ、
カード会員１０１のクレジットカード番号、商品／役務名、売上日時、提示されたのがク
レジットカードでなくバーコードであったことを示すフラグなどと対応づけられて、売上
通知部８０２ｅによりＣＡＦＩＳ（Ｒ）を経てカード会社１００の精算部８００ｆに送信
される。なお、加盟店１０２が多数の支店のうちの一つである場合は、まず本部で各支店
の請求を集計してからカード会社１００に請求するようにしてもよい（図１では簡略化し
て示している）。
【００６４】
なお、上述した８０２ａ～８０２ｅの各機能部は、加盟店１０２に設置されたレジスター
および当該レジスターに接続されたバーコードリーダ、ＣＡＴ端末などにより実現される
。
【００６５】
つぎに、図１６はこの発明の実施の形態による電子画像表示装置における、電子画像表示
処理（具体的には２次元バーコードの表示処理）の手順を示すフローチャートである。カ
ード会員１０１が図２のようなメニューから、「３．表示キーの設定」を選択すると（ス
テップＳ１６０１：Ｙｅｓ）、表示可否判定部８０１ｆは図１４のような表示キー設定画
面を表示して（ステップＳ１６０２）、暗証番号の入力を受け付ける。
【００６６】
そして、図中確定ボタン１４００が押下されると（ステップＳ１６０３：Ｙｅｓ）、入力
された暗証番号を所定の計算式により暗号化して（ステップＳ１６０４）、表示キー記憶
部８０１ｆ－１に格納する（ステップＳ１６０５）。
【００６７】
その後、カード会員１０１が図２のメニューから「１．バーコードの表示」を選択すると
（ステップＳ１６０６：Ｙｅｓ）、バーコード表示部８０１ｅが図１０～図１２のような
一連の画面によりバーコードの絞り込みを誘導し（ステップＳ１６０７）、最終的に絞り
込まれたバーコードの表示キーを表示可否判定部８０１ｆに出力する。
【００６８】
表示可否判定部８０１ｆは、バーコード表示部８０１ｅから入力した表示キーを表示キー
記憶部８０１ｆ－１内の表示キーと照合し、一致した場合は（ステップＳ１６０８：Ｙｅ
ｓ）表示ＯＫ、不一致の場合は（ステップＳ１６０８：Ｎｏ）表示ＮＧの通知をバーコー
ド表示部８０１ｅに返す（ステップＳ１６０９・Ｓ１６１０）。
【００６９】
そして、バーコード表示部８０１ｅではＯＫの場合に、選択されたバーコードおよびその
説明文を図１３のように表示し（ステップＳ１６１１）、ＮＧの場合は「暗証番号が一致
しないためバーコードを表示できません」などのエラーメッセージを表示する（ステップ
Ｓ１６１２）。
【００７０】
以上説明した実施の形態によれば、バーコード側の表示キーと携帯電話側（バーコードを
表示するアプリケーション側）の表示キーとが一致しない限り、バーコードの画像やその
説明文が表示されないので、無権限者が何らかの方法でバーコードを取得することがあっ
ても、カードの暗証番号を知らなければ別の携帯電話では読み出しが不能である。これに
より、バーコードを盗み取られたりバーコードの誤送付があったりした場合も、自己のバ
ーコードを無断で他人に使われてしまうことがない。
【００７１】
また、いつどこで何に使えるバーコードをもらっていたか把握できなくなるほどバーコー
ドの数が増えても、本発明によれば対象商品名や店舗名など任意の観点から絞り込みがで
きるので、せっかくのバーコードを使い損ねることなく、必要な場面で必要なものを効率
よく取り出すことができる。しかも、個々のバーコードには詳細な説明文がついているの



(11) JP 4488675 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

で、多種多様なバーコードがあっても使用を誤ることがない。
【００７２】
なお、上述した実施の形態では端数決済用のバーコードを例にとって説明したが、それ以
外の用途、たとえば商品の割引券（クーポン）として機能するバーコードや、会員証とし
て機能するバーコードなどであっても、表示キーが一致しない限り表示しないようにする
ことで無権限者による使用を阻止することができる。すなわち、本発明は無権限者による
使用を阻止したいあらゆる電子画像の表示において応用可能である。
【００７３】
なお、上述した会員ＤＢ８００ａ、会員認証部８００ｂ、バーコード指定受付部８００ｃ
、バーコード生成部８００ｄ、バーコード送信部８００ｅ、精算部８００ｆ、ポイント更
新部８００ｇおよびポイントＤＢ８００ｈは、具体的にはＨＤ（ハードディスク）などか
らサーバコンピュータのＲＡＭに読み出されたプログラムをＣＰＵが実行することにより
実現される。このプログラムはＨＤのほか、ＦＤ、ＣＤ－ＲＷ、ＭＯなど各種の記録媒体
に格納して配布することができ、またネットワークを介して配布することも可能である。
【００７４】
また、上述した会員認証部８０１ａ、バーコード指定部８０１ｂ、バーコード受信部８０
１ｃ、バーコードＤＢ８０１ｄ、バーコード表示部８０１ｅおよび表示可否判定部８０１
ｆは、具体的には携帯電話のＲＡＭ１５０３から読み出されたプログラムをＣＰＵ１５０
１が実行することにより実現される。このプログラムは各種の記録媒体に格納して配布す
ることができ、ネットワークを介して配布することも可能である。
【００７５】
また、上述したバーコード読み取り部８０２ａ、バーコード解析部８０２ｂ、使用可否判
定部８０２ｃ、売上計上部８０２ｄおよび売上通知部８０２ｅは、具体的にはレジスター
のＲＡＭに読み出されたプログラムをＣＰＵが実行することにより実現される。このプロ
グラムは各種の記録媒体に格納して配布することができ、ネットワークを介して配布する
ことも可能である。
【００７６】
【発明の効果】
　以上説明したようにこの発明は、商品や役務などの代金の決済を行うための電子画像を
表示する電子画像表示装置において、前記電子画像の画像データおよび前記電子画像の表
示可否を判定するための表示キーデータを受信する受信手段と、前記受信手段により画像
データを受信された電子画像の表示を指示する指示手段と、前記指示手段により表示を指
示された電子画像の画像データとともに前記受信手段により受信された前記表示キーデー
タが、あらかじめ保持されている表示キーデータと一致するか否かを判定する判定手段と
、前記判定手段により前記表示キーデータがあらかじめ保持されている表示キーデータと
一致すると判定された場合に、前記電子画像を表示する表示手段と、を備えたので、表示
キーの基礎となるデータから個々の電子画像に添付されるのと同一の表示キーを用意して
おけない限り、電子画像を取得はしても表示させることはできず、これによって、商品や
役務などの代金の決済を行うための電子画像が無権限者により不正に使用されるのを阻止
することが可能な電子画像表示装置が得られるという効果を奏する。
【００７７】
　またこの発明は、上記発明において、前記表示キーデータがクレジットカードの暗証番
号にもとづいて生成されるので、表示キーの基礎となる暗証番号から個々の電子画像に添
付されるのと同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像を取得はしても表示させ
ることはできず、これによって、商品や役務などの代金の決済を行うための電子画像が無
権限者により不正に使用されるのを阻止することが可能な電子画像表示装置が得られると
いう効果を奏する。
【００７８】
　またこの発明は、上記の発明において、前記受信手段が、前記画像データおよび前記表
示キーデータとあわせて前記電子画像の使用条件などを記述した説明文データを受信する
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とともに、前記表示手段が、前記判定手段により前記表示キーデータがあらかじめ保持さ
れている表示キーデータと一致すると判定された場合に、前記電子画像および前記説明文
を表示するので、表示キーの基礎となるデータ（たとえば暗証番号）から個々の電子画像
に添付されるのと同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像やその説明文を取得
はしても表示させることはできず、これによって、商品や役務などの代金の決済を行うた
めの電子画像が無権限者により不正に使用されるのを阻止することが可能な電子画像表示
装置が得られるという効果を奏する。
【００７９】
　また、この発明は、商品や役務などの代金の決済を行うための電子画像を表示する電子
画像表示方法において、前記電子画像の画像データおよび前記電子画像の表示可否を判定
するための表示キーデータを受信する受信工程と、前記受信工程で画像データを受信され
た電子画像の表示を指示する指示工程と、前記指示工程で表示を指示された電子画像の画
像データとともに前記受信工程で受信された前記表示キーデータが、あらかじめ保持され
ている表示キーデータと一致するか否かを判定する判定工程と、前記判定工程で前記表示
キーデータがあらかじめ保持されている表示キーデータと一致すると判定された場合に、
前記電子画像を表示する表示工程と、を含んだので、表示キーの基礎となるデータから個
々の電子画像に添付されるのと同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像を取得
はしても表示させることはできず、これによって、商品や役務などの代金の決済を行うた
めの電子画像が無権限者により不正に使用されるのを阻止することが可能な電子画像表示
方法が得られるという効果を奏する。
【００８０】
　また、この発明は、上記の発明において、前記表示キーデータがクレジットカードの暗
証番号にもとづいて生成されるので、表示キーの基礎となる暗証番号から個々の電子画像
に添付されるのと同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像を取得はしても表示
させることはできず、これによって、商品や役務などの代金の決済を行うための電子画像
が無権限者により不正に使用されるのを阻止することが可能な電子画像表示方法が得られ
るという効果を奏する。
【００８１】
　また、この発明は、上記の発明において、前記受信工程では、前記画像データおよび前
記表示キーデータとあわせて前記電子画像の使用条件などを記述した説明文データを受信
するとともに、前記表示工程では、前記判定工程で前記表示キーデータがあらかじめ保持
されている表示キーデータと一致すると判定された場合に、前記電子画像および前記説明
文を表示するので、表示キーの基礎となるデータ（たとえば暗証番号）から個々の電子画
像に添付されるのと同一の表示キーを用意しておけない限り、電子画像やその説明文を取
得はしても表示させることはできず、これによって、商品や役務などの代金の決済を行う
ための電子画像が無権限者により不正に使用されるのを阻止することが可能な電子画像表
示方法が得られるという効果を奏する。
【００８２】
　また、この発明によれば、上記の方法をコンピュータに実行させることが可能なプログ
ラムが得られるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態による電子画像表示装置を含む、電子決済システムの概略
を示す説明図である。
【図２】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、メニュー画面の一例を
示す説明図である。
【図３】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、２次元バーコードの発
行に先立つ認証画面の一例を示す説明図である。
【図４】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、２次元バーコードの発
行に先立つバーコード選択画面（１ページ目）の一例を示す説明図である。
【図５】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、２次元バーコードの発
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行に先立つバーコード選択画面（２ページ目）の一例を示す説明図である。
【図６】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、２次元バーコードの発
行に先立つバーコード選択画面（３ページ目）の一例を示す説明図である。
【図７】この発明の実施の形態による電子画像表示装置で表示される、２次元バーコード
の一例を示す説明図である。
【図８】この発明の実施の形態による電子画像表示装置を含む、電子決済システムの構成
を機能的に示す説明図である。
【図９】この発明の実施の形態による電子画像表示装置に送信される、バーコードデータ
のフォーマットの一例を示す説明図である。
【図１０】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、２次元バーコードの
選択画面（１ページ目）の一例を示す説明図である。
【図１１】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、２次元バーコードの
選択画面（２ページ目）の一例を示す説明図である。
【図１２】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、２次元バーコードの
選択画面（３ページ目）の一例を示す説明図である。
【図１３】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、２次元バーコードの
表示画面（説明文つき）の一例を示す説明図である。
【図１４】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、表示キーの設定画面
の一例を示す説明図である。
【図１５】この発明の実施の形態による電子画像表示装置のハードウエア構成を示す説明
図である。
【図１６】この発明の実施の形態による電子画像表示装置における、電子画像表示処理の
手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１００　カード会社
１０１　カード会員
１０２　加盟店
８００ａ　会員ＤＢ
８００ｂ，８０１ａ　会員認証部
８００ｃ　バーコード指定受付部
８００ｄ　バーコード生成部
８００ｄ－１　説明文生成部
８００ｄ－２　表示キー生成部
８００ｅ　バーコード送信部
８００ｆ　精算部
８００ｇ　ポイント更新部
８００ｈ　ポイントＤＢ
８０１ｂ　バーコード指定部
８０１ｃ　バーコード受信部
８０１ｄ　バーコードＤＢ
８０１ｅ　バーコード表示部
８０１ｆ　表示可否判定部
８０１ｆ－１　表示キー記憶部
８０２ａ　バーコード読み取り部
８０２ｂ　バーコード解析部
８０２ｃ　使用可否判定部
８０２ｄ　売上計上部
８０２ｅ　売上通知部
１５００　バス
１５０１　ＣＰＵ
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１５０２　ＲＯＭ
１５０３　ＲＡＭ
１５０４　ディスプレイ
１５０５　操作キー
１５０６　マイク
１５０７　スピーカ
１５０８　通信制御部

【図１】 【図２】
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