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(57)【要約】
　携帯性を損なうことなく、多くの電力を得ること。
　携帯端末（２）のヘッドホンジャック（２ａ）に接続
された決済メディア読取装置（３）であって、決済メデ
ィア（Ｍ）から決済関連情報を読み取り、読み取った当
該決済関連情報を、ヘッドホンジャック（２ａ）のマイ
ク入力端子部（６１）に入力するＮＦＣ読取部（１２）
と、ヘッドホンジャック（２ａ）の左スピーカー出力端
子部（６４）から出力された音声信号によりＮＦＣ読取
部（１２）の電力を取得する電源回路（１５）と、を備
えた。



(2) JP WO2015/072135 A1 2015.5.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末のフォーンジャックに接続される決済メディア読取装置であって、
　決済メディアから決済関連情報を読み取り、読み取った当該決済関連情報を、前記フォ
ーンジャックの音声入力端子部に入力する決済情報読取部と、
　前記フォーンジャックの音声出力端子部から出力された音声信号により前記決済情報読
取部の電力を取得する電力取得部と、を備えたことを特徴とする決済メディア読取装置。
【請求項２】
　前記決済情報読取部は、前記フォーンジャックの左右一方の音声出力端子部から出力さ
れた音声信号を、制御信号として受け付け、
　前記電力取得部は、前記フォーンジャックの左右他方の音声出力端子部から出力された
音声信号により前記電力を取得することを特徴とする請求項１に記載の決済メディア読取
装置。
【請求項３】
　前記決済情報読取部は、無線ＩＣチップを有する前記決済メディアから、近接無線通信
により前記決済関連情報を読み取る無線メディア読取部であることを特徴とする請求項１
に記載の決済メディア読取装置。
【請求項４】
　磁気カードで構成された決済メディアから、決済関連情報を読み取る磁気メディア読取
部を、更に備え、
　前記磁気メディア読取部は、読み取った当該決済関連情報を、前記フォーンジャックの
音声入力端子部に入力することを特徴とする請求項１に記載の決済メディア読取装置。
【請求項５】
　前記電力取得部は、前記音声信号を直流信号に整流する整流部を有することを特徴とす
る請求項１に記載の決済メディア読取装置。
【請求項６】
　前記決済情報読取部と前記電力取得部との間に介設されたキャパシターを、更に備えた
ことを特徴とする請求項１に記載の決済メディア読取装置。
【請求項７】
　携帯端末のフォーンジャックに接続される決済メディア読取装置の制御方法であって、
　決済メディアから決済関連情報を読み取り、読み取った当該決済関連情報を、前記フォ
ーンジャックの音声入力端子部に入力する決済情報読取ステップと、
　前記フォーンジャックの音声出力端子部から出力された音声信号により電力を取得する
電力取得ステップと、を備えたことを特徴とする決済メディア読取装置の制御方法。
【請求項８】
　前記決済情報読取ステップは、前記フォーンジャックの左右一方の音声出力端子部から
出力された音声信号を、制御信号として受け付け、
　前記電力取得ステップは、前記フォーンジャックの左右他方の音声出力端子部から出力
された音声信号により前記電力を取得することを特徴とする請求項７に記載の決済メディ
ア読取装置の制御方法。
【請求項９】
　前記決済情報読取ステップは、無線ＩＣチップを有する前記決済メディアから、近接無
線通信により前記決済関連情報を読み取ることを特徴とする請求項７に記載の決済メディ
ア読取装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記決済情報読取ステップは、磁気カードで構成された決済メディアから、決済関連情
報を読み取り、
　読み取った当該決済関連情報を、前記フォーンジャックの音声入力端子部に入力するこ
とを特徴とする請求項７に記載の決済メディア読取装置の制御方法。
【請求項１１】
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　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の決済メディア読取装置と、
　前記決済メディア読取装置が、その前記フォーンジャックに接続される前記携帯端末と
、を備え、
　前記携帯端末は、
　前記フォーンジャックの音声出力端子部から、前記決済情報読取部の電力となる音声信
号を出力する音声信号出力部と、
　前記フォーンジャックの音声入力端子部に入力された前記決済関連情報を取得する決済
情報取得部と、
　取得した前記決済関連情報に基づいて、決済処理を行う決済処理部と、を有することを
特徴とする決済処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末のフォーンジャックに接続される決済メディア読取装置、その制御
方法および決済処理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の決済メディア読取装置として、決済装置であるスマートフォンのイヤフ
ォンジャックに接続して用いるものが知られている（特許文献１参照）。この決済メディ
ア読取装置は、クレジットカードの磁気情報を読み取ることで、クレジットカード情報を
読み取る。また、決済メディア読取装置の端子を、スマートフォンのイヤフォンジャック
に挿入し接続することにより、クレジットカード情報を決済メディア読取装置からスマー
トフォンへ送信する構成を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２０６２５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年、決済方法が多様化する中で、ＮＦＣ（Near　Field　Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ：近接無線通信）技術を活用した非接触ＩＣカードや、無線ＩＣチップを組
み込んだ携帯電話・スマートフォン等を用いる決済方法が普及しつつある。そこで、この
種の無線ＩＣメディアを読み取る無線メディア読取部を、この決済メディア読取装置に搭
載することが求められる。しかしながら、決済メディア読取装置に、無線メディア読取部
を搭載すると、無線メディア読取部を駆動するための電力を供給する必要がある。そのた
め、これに伴って、決済メディア読取装置に、適切な電源電力（より多くの電力）を供給
する要請が生じつつある。
　これに対し、蓄電量の多い内部電池を搭載し、これ用いて電力を供給する方法も考えら
れるが、かかる場合、決済メディア読取装置が大型化し、携帯性（モバイル性）が損なわ
れてしまうという問題が生じる。また、ケーブルを介して外部電源に接続し外部電源から
電力を供給する方法も考えられるが、ケーブルで外部電源に接続した状態となるため、同
様に、携帯性が損なわれてしまう。
【０００５】
　本発明は、携帯性を損なうことなく、適切な電源電力を得ることができる決済メディア
読取装置、その制御方法および決済処理システムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の決済メディア読取装置は、携帯端末のフォーンジャックに接続される決済メデ
ィア読取装置であって、決済メディアから決済関連情報を読み取り、読み取った当該決済
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関連情報を、フォーンジャックの音声入力端子部に入力する決済情報読取部と、フォーン
ジャックの音声出力端子部から出力された音声信号により決済情報読取部の電力を取得す
る電力取得部と、を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、フォーンジャックの音声入力で、決済関連情報を入力する一方、フ
ォーンジャックの音声出力から電力を取る。すなわち、接続したフォーンジャックの音声
出力を利用して、携帯端末から電力を得るため、特段の内部電池や外部電源への接続を用
いずとも、電力を得ることができる。そのため、携帯性を損なうことなく、適切な電源電
力を得ることができる。また、フォーンジャックの接続のみで、携帯端末への決済関連情
報の入力と、携帯端末からの電力の取得とを行うことができるので、携帯端末との接続に
別途ケーブルや端子等を用いる必要がない。したがって、携帯性を損なうことがない。
【０００８】
　この場合、決済情報読取部は、フォーンジャックの左右一方の音声出力端子部から出力
された音声信号を、制御信号として受け付け、電力取得部は、フォーンジャックの左右他
方の音声出力端子部から出力された音声信号により電力を取得することが好ましい。
【０００９】
　この構成によれば、制御信号のやり取りについても、フォーンジャックを介して行うこ
とができるので、制御信号のやり取りに、別途接続系を設ける必要がない。よって、決済
メディア読取装置は、簡単な構成になる。
【００１０】
　また、決済情報読取部は、無線ＩＣチップを有する決済メディアから、近接無線通信に
より決済関連情報を読み取る無線メディア読取部であることが好ましい。
【００１１】
　この構成によれば、駆動するのに多くの電力を必要とする無線メディア読取部を搭載し
た場合にも、適切に電力の供給が可能となる。
【００１２】
　また、磁気カードで構成された決済メディアから、決済関連情報を読み取る磁気メディ
ア読取部を、更に備え、磁気メディア読取部は、読み取った当該決済関連情報を、フォー
ンジャックの音声入力端子部に入力することが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、無線メディア読取部に加え、磁気メディア読取部を備えることで、
無線ＩＣメディアおよび磁気メディアの両方を読み取ることができる。そのため、ユーザ
ビリティが向上する。そして、磁気メディア読取部による決済関連情報の入力についても
、フォーンジャックの音声入力端子部から行うことで、磁気メディア読取部からの決済関
連情報を入力するのに、別途接続系を設ける必要がない。よって、決済メディア読取装置
は、簡単な構成になる。
【００１４】
　一方、電力取得部は、音声信号を直流信号に整流する整流部を有することが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、電力取得部は、携帯端末からの音声信号を交流電流とみなし、直流
電流に変換することで、携帯端末からの音声信号から直流電流を得ることができる。これ
により、決済メディア読取装置は、直流電流で、決済情報読取部を駆動することができる
。なお、整流部は、整流回路および平滑回路を有することが好ましい。
【００１６】
　また、決済情報読取部と電力取得部との間に介設されたキャパシターを、更に備えたこ
とが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、電力取得部により取得した電力を、キャパシターで蓄えるので、一
時的により多くの電力の供給が可能となる。
【００１８】
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　本発明の決済処理システムは、上記した決済メディア読取装置と、決済メディア読取装
置が、そのフォーンジャックに接続される携帯端末と、を備え、携帯端末は、フォーンジ
ャックの音声出力端子部から、決済情報読取部の電力となる音声信号を出力する音声信号
出力部と、フォーンジャックの音声入力端子部に入力された決済関連情報を取得する決済
情報取得部と、取得した決済関連情報に基づいて、決済処理を行う決済処理部と、を有す
ることを特徴とする。
【００１９】
　この構成によれば、携帯端末に所定のプログラムを搭載するだけで、携帯性を損なうこ
となく、適切な電源電力を決済メディア読取装置に供給する決済処理システムを提供する
ことができる。
【００２０】
　本発明の決済メディア読取装置の制御方法は、決済メディアから決済関連情報を読み取
り、読み取った当該決済関連情報を、フォーンジャックの音声入力端子部に入力する決済
情報読取ステップと、フォーンジャックの音声出力端子部から出力された音声信号により
電力を取得する電力取得ステップと、を備えたことを特徴とする。
【００２１】
　また、決済情報読取ステップは、フォーンジャックの左右一方の音声出力端子部から出
力された音声信号を、制御信号として受け付け、電力取得ステップは、フォーンジャック
の左右他方の音声出力端子部から出力された音声信号により電力を取得することを特徴と
する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態にかかる決済処理システムを示した模式図である。
【図２】携帯端末および決済メディア読取装置の内部構成を示したブロック図である。
【図３】決済処理システムによる決済処理動作を示したフローチャートである。
【図４】決済処理動作の一部を示したフローチャートである。
【図５】第１変形例における携帯端末および決済メディア読取装置の内部構成を示したブ
ロック図である。
【図６】第２変形例における携帯端末および決済メディア読取装置の内部構成を示したブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の一実施形態にかかる決済メディア読取装置、こ
れを備えた決済処理システムおよびプログラムについて説明する。この決済処理システム
は、クレジットカードやおサイフケータイ（登録商標）機能付き携帯端末等の決済メディ
アから、決済関連情報を読み取って、決済処理を行う。例えば、モバイルＰＯＳ（Point
　Of　Sale）システムに利用することが想定される。本決済処理システムは、磁気カード
で構成された決済メディアである磁気メディアと、無線ＩＣチップを有する決済メディア
である無線ＩＣメディアとの両方を読取り可能に構成される。なお、無線ＩＣメディアＭ
２としては、無線ＩＣチップを搭載した非接触ＩＣカードや、無線ＩＣチップを組み込ん
だ携帯端末（携帯電話やスマートフォン）等が想定される。
【００２４】
　図１に示すように、決済処理システム１は、携帯端末２と、携帯端末２に装着される決
済メディア読取装置３と、を備える。同図に示すように、決済メディア読取装置３は、携
帯端末２のヘッドホンジャック（フォーンジャック）２ａに接続される。すなわち、決済
メディア読取装置３のヘッドホンプラグ３ａを、携帯端末２のヘッドホンジャック２ａに
挿入することで、決済メディア読取装置３が携帯端末２に装着され、決済メディア読取装
置３が携帯端末２に電気的に接続される。この装着状態で、決済メディア読取装置３によ
り、決済メディアＭから決済関連情報が読み取られ、携帯端末２により、この読取情報に
基づいて決済処理が行われる。



(6) JP WO2015/072135 A1 2015.5.21

10

20

30

40

50

【００２５】
　図２に示すように、決済メディア読取装置３は、上記ヘッドホンプラグ３ａと、磁気メ
ディアＭ１を読取り可能な磁気ヘッド（磁気メディア読取部）１１と、無線ＩＣメディア
Ｍ２を読取り可能なＮＦＣ読取部（無線メディア読取部：決済情報読取部）１２と、磁気
ヘッド１１およびＮＦＣ読取部１２とヘッドホンプラグ３ａとの間に介設された入力切替
回路１３と、磁気ヘッド１１、ＮＦＣ読取部１２および入力切替回路１３に電力を供給す
る電源回路（電源取得部）１５と、を備える。磁気ヘッド１１およびＮＦＣ読取部１２に
より読み取られた決済関連情報は、入力切替回路１３を経由し、ヘッドホンプラグ３ａに
より、携帯端末２に入力される。なお、図２は、決済関連情報の入力にかかる決済関連情
報の経路を一点鎖線で示し、携帯端末２による決済メディア読取装置３の制御にかかる制
御信号の経路を点線で示す。また、図２は、携帯端末２から決済メディア読取装置３への
電力供給にかかる音声信号およびこれを変換した直流信号の経路を二点鎖線で示す。
【００２６】
　ヘッドホンプラグ３ａは、基部側から、マイク出力端子部２１と、グランド端子部２２
と、右スピーカー入力端子部２３と、左スピーカー入力端子部２４と、を有する。このヘ
ッドホンプラグ３ａを、携帯端末２のヘッドホンジャック２ａに挿入することで、マイク
出力端子部２１、グランド端子部２２、右スピーカー入力端子部２３および左スピーカー
入力端子部２４が、ヘッドホンジャック２ａのマイク入力端子部６１、グランド端子部６
２、右スピーカー出力端子部６３および左スピーカー出力端子部６４にそれぞれ接続され
る。
【００２７】
　磁気ヘッド１１は、読取スリット部（図示省略）を有し、読取スリット部を通した磁気
メディアＭ１の磁気情報を読み取ることで、磁気メディアＭ１から決済関連情報を読み取
る。例えば、磁気メディアＭ１に記憶されたクレジット情報（クレジットカードＩＤ）が
、決済関連情報として読み取られる。また、磁気ヘッド１１は、読み取った決済関連情報
を、入力切替回路１３およびヘッドホンプラグ３ａを介して、携帯端末２のヘッドホンジ
ャック２ａに入力する。すなわち、磁気ヘッド１１により読み取られた決済関連情報は、
ヘッドホンプラグ３ａのマイク出力端子部２１を介して、ヘッドホンジャック２ａのマイ
ク入力端子部６１に入力される。
【００２８】
　ＮＦＣ読取部１２は、ＮＦＣアンテナ３１と、ＮＦＣアンテナ３１を制御するＮＦＣ制
御回路３２とを有する。ＮＦＣアンテナ３１は、無線ＩＣメディアＭ２との近接無線通信
を行い、各種情報の送受信を行う。
【００２９】
　ＮＦＣ制御回路３２は、ＮＦＣアンテナ３１による送受信を制御して、近接無線通信に
より、無線ＩＣメディアＭ２から決済関連情報を読み取る。例えば、無線ＩＣメディアＭ
２に搭載された無線ＩＣチップの固有ＩＤや、当該無線ＩＣチップに搭載された各アプリ
ケーションの種類情報、当該各アプリケーションの認証情報、当該アプリケーション毎の
決済ＩＤ等が、決済関連情報として読み取られる。また、ＮＦＣ制御回路３２は、読み取
った決済関連情報を、入力切替回路１３およびヘッドホンプラグ３ａを介して、携帯端末
２のヘッドホンジャック２ａに入力する。すなわち、ＮＦＣ制御回路３２により読み取ら
れた決済関連情報は、ヘッドホンプラグ３ａのマイク出力端子部２１を介して、ヘッドホ
ンジャック２ａのマイク入力端子部６１に入力される。
【００３０】
　さらに、ＮＦＣ制御回路３２は、携帯端末２からの制御信号を受付け可能に構成される
。具体的には、ＮＦＣ制御回路３２は、ヘッドホンプラグ３ａの右スピーカー入力端子部
２３を介して、ヘッドホンジャック２ａの右スピーカー出力端子部６３に接続されており
、右スピーカー出力端子部６３から出力された音声信号を、制御信号として受け付ける。
これにより、携帯端末２からの指令に基づいて、ＮＦＣ制御回路３２が制御される。
【００３１】
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　入力切替回路１３は、磁気ヘッド１１およびＮＦＣ制御回路３２と、ヘッドホンプラグ
３ａとの間に介設され、ヘッドホンプラグ３ａへの接続を、磁気ヘッド１１またはＮＦＣ
制御回路３２に切り替える。これによって、入力切替回路１３は、マイク入力端子部６１
に決済関連情報を入力する読取部を、磁気ヘッド１１またはＮＦＣ読取部１２に切り替え
る。また、入力切替回路１３は、携帯端末２からの制御信号を受付け可能である。具体的
には、入力切替回路１３は、ＮＦＣ制御回路３２と同様、ヘッドホンプラグ３ａの右スピ
ーカー入力端子部２３を介して、ヘッドホンジャック２ａの右スピーカー出力端子部６３
に接続されており、右スピーカー出力端子部６３から出力された音声信号を、制御信号と
して受け付ける。これにより、携帯端末２からの指令に基づいて、入力切替回路１３が制
御される。なお、入力切替回路１３は、制御信号を受け付ける前のデフォルトの状態では
、決済関連情報を入力する読取部を、磁気ヘッド１１に切り替えているものとする。
【００３２】
　電源回路１５は、携帯端末２から電力を取得し、磁気ヘッド１１、ＮＦＣ制御回路３２
および入力切替回路１３に電力を供給する。電源回路１５は、ヘッドホンジャック２ａの
左スピーカー出力端子部６４から出力された音声信号により、磁気ヘッド１１、ＮＦＣ制
御回路３２および入力切替回路１３の電力を取得する。具体的には、電源回路１５は、ヘ
ッドホンプラグ３ａの左スピーカー入力端子部２４に接続された整流回路４１と、整流回
路４１の出力側に接続された平滑回路４２と、を有する。整流回路４１は、ヘッドホンジ
ャック２ａの左スピーカー出力端子部６４から出力された音声信号を整流して直流信号に
変換し、平滑回路４２は、直流信号を平滑化した後、この直流信号を磁気ヘッド１１、Ｎ
ＦＣ制御回路３２および入力切替回路１３に出力することにより電力を供給する。なお、
整流部は、整流回路４１および平滑回路４２により構成される。
【００３３】
　次に、携帯端末２について説明する。携帯端末２は、一般的なスマートフォンで構成さ
れており、上記ヘッドホンジャック２ａと、ヘッドホンジャック２ａのマイク入力端子部
６１に接続されたＡＤ変換部５１と、ヘッドホンジャック２ａの右スピーカー出力端子部
６３に接続された第１ＤＡ変換部５２と、ヘッドホンジャック２ａの左スピーカー出力端
子部６４に接続された第２ＤＡ変換部５３と、各種表示および各種操作を行うタッチパネ
ル５４と、携帯端末２の各部を制御する制御部５５と、を備える。
【００３４】
　ヘッドホンジャック２ａは、マイク入力端子部（音声入力端子部）６１と、グランド端
子部６２と、右スピーカー出力端子部（音声出力端子部）６３と、左スピーカー出力端子
部（音声出力端子部）６４と、を有する。上記したように、このヘッドホンジャック２ａ
に、決済メディア読取装置３のヘッドホンプラグ３ａを挿入することで、マイク入力端子
部６１、グランド端子部６２、右スピーカー出力端子部６３および左スピーカー出力端子
部６４が、ヘッドホンプラグ３ａのマイク出力端子部２１、グランド端子部２２、右スピ
ーカー入力端子部２３および左スピーカー入力端子部２４にそれぞれ接続される。
【００３５】
　ＡＤ変換部５１は、マイク入力端子部６１に入力された信号を、アナログ信号からデジ
タル信号に変換する。第１ＤＡ変換部５２は、右スピーカー出力端子部６３から出力され
る信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換する。第２ＤＡ変換部５３は、左スピー
カー出力端子部６４から出力される信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換する。
【００３６】
　制御部５５は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory
）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）等で構成されており、携帯端末２の各部を制御す
る。また、制御部５５には、決済メディアＭによる決済処理を行うための決済アプリケー
ションＡＰがインストールされる。すなわち、制御部５５がこの決済アプリケーションＡ
Ｐを実行することで、携帯端末２が決済処理装置として機能する。
【００３７】
　決済アプリケーションＡＰは、決済メディア選択部７１と、第１音声出力部７２と、第
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２音声出力部（音声信号出力部）７３と、決済情報取得部７４と、決済処理部７５と、を
有する。
【００３８】
　決済メディア選択部７１は、読取りを行う決済メディアＭを、磁気メディアＭ１または
無線ＩＣメディアＭ２との間に選択する。決済メディア選択部７１は、タッチパネル５４
に、決済メディアＭを選択する選択画面（図示省略）を表示させ、タッチパネル５４を、
ユーザーが決済メディアＭを選択するための選択手段として機能させる。
【００３９】
　第１音声出力部７２は、制御信号として受け付けられる音声信号（以下、制御用音声信
号）を決済メディア読取装置３に出力する。第１音声出力部７２は、第１ＤＡ変換部５２
を介して、ヘッドホンジャック２ａの右スピーカー出力端子部６３から、ヘッドホンプラ
グ３ａの右スピーカー入力端子部２３に制御用音声信号を出力する。この出力された制御
用音声信号は、上記したように、ＮＦＣ制御回路３２および入力切替回路１３により制御
信号として受け付けられる。携帯端末２は、第１音声出力部７２によりＮＦＣ制御回路３
２および入力切替回路１３に、この制御用音声信号を出力することで、ＮＦＣ制御回路３
２および入力切替回路１３を制御する。
【００４０】
　第２音声出力部７３は、決済メディア読取装置３（磁気ヘッド１１、ＮＦＣ制御回路３
２および入力切替回路１３）の電力となる音声信号（以下、電力用音声信号）を、決済メ
ディア読取装置３に出力する。すなわち、第２音声出力部７３は、第２ＤＡ変換部５３を
介して、ヘッドホンジャック２ａの左スピーカー出力端子部６４から、ヘッドホンプラグ
３ａの左スピーカー入力端子部２４に電力用音声信号を出力する。この出力された電力用
音声信号は、上記したように、電源回路１５により直流信号に変換され、磁気ヘッド１１
、ＮＦＣ制御回路３２、入力切替回路１３に供給される。
【００４１】
　決済情報取得部７４は、ヘッドホンジャック２ａのマイク入力端子部６１に入力された
決済関連情報を取得する。決済処理部７５は、決済情報取得部７４が取得した決済関連情
報に基づいて、決済処理を行う。具体的には、決済処理部７５は、決済関連情報に基づい
て決済依頼データを生成し、これを図外の決済サーバーに送信することで、決済処理を行
う。
【００４２】
　次に図３および図４を参照して、決済処理システム１による決済処理動作について説明
する。本決済処理動作は、携帯端末２において、ユーザーのアプリケーション起動操作に
より、決済アプリケーションＡＰが起動することに起因して、実行される。
【００４３】
　図３および図４に示すように、まず、携帯端末２は、決済メディア選択部７１により、
決済メディアＭの選択画面を表示する（Ｓ１）。これに対し、ユーザーによって磁気メデ
ィアＭ１が選択されると（Ｓ２：Ａ）、第２音声出力部７３は、決済メディア読取装置３
への電力用音声信号の出力を開始する（Ｓ３）。すなわち、第２音声出力部７３は、ヘッ
ドホンジャック２ａの左スピーカー出力端子部６４からヘッドホンプラグ３ａの左スピー
カー入力端子部２４に、電力用音声信号を出力する。これに対し、決済メディア読取装置
３は、電源回路１５により、左スピーカー入力端子部２４に入力された電力用音声信号を
受け付け、当該電力用音声信号により電力を得て、磁気ヘッド１１への電力供給を開始す
る（Ｓ４）。この電力供給によって、磁気ヘッド１１が、磁気メディアＭ１を読取り可能
な状態となる。また、上記したように、デフォルトの状態では、入力切替回路１３が、決
済関連情報を入力する読取部を、磁気ヘッド１１に切り替えているため、磁気ヘッド１１
に電力供給を行った時点で、磁気ヘッド１１から読み取った決済関連情報が携帯端末２に
入力可能な状態となっている。
【００４４】
　この状態で、ユーザーにより磁気メディアＭ１が磁気ヘッド１１の読取スリット部に通
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され、磁気ヘッド１１が磁気メディアＭ１の決済関連情報を読み取ると（Ｓ５）、磁気ヘ
ッド１１により読み取られた決済関連情報は携帯端末２に入力される（Ｓ６）。すなわち
、磁気ヘッド１１により読み取られた決済関連情報は、ヘッドホンプラグ３ａのマイク出
力端子部２１からヘッドホンジャック２ａのマイク入力端子部６１に入力される。これに
対し、携帯端末２は、決済情報取得部７４により、マイク入力端子部６１に入力された決
済関連情報を取得する（Ｓ７）。そして、決済処理部７５は、取得した決済関連情報に基
づいて、決済処理を行う（Ｓ８）。決済処理が終了したら、第２音声出力部７３は電力用
音声信号の出力を終了し（Ｓ９）、電源回路１５による磁気ヘッド１１への電力供給が終
了して（Ｓ１０）、本決済処理動作は終了する。
【００４５】
　一方、Ｓ２に戻り、ユーザーによって無線ＩＣメディアＭ２が選択されると（Ｓ２：Ｂ
）、まず、第２音声出力部７３により、決済メディア読取装置３への電力用音声信号の出
力を開始する（Ｓ１１）。すなわち、第２音声出力部７３は、ヘッドホンジャック２ａの
左スピーカー出力端子部６４からヘッドホンプラグ３ａの左スピーカー入力端子部２４に
、電力用音声信号を出力する。これに対し、決済メディア読取装置３は、電源回路１５に
より、左スピーカー入力端子部２４に入力された電力用音声信号を受け付け、当該電力用
音声信号により電力を得て、ＮＦＣ制御回路３２および入力切替回路１３への電力供給を
開始する（Ｓ１２）。
【００４６】
　その後、携帯端末２は、第１音声出力部７２により、決済メディア読取装置３に制御用
音声信号を出力する（Ｓ１３）。すなわち、第１音声出力部７２は、ヘッドホンジャック
２ａの右スピーカー出力端子部６３からヘッドホンプラグ３ａの右スピーカー入力端子部
２３に、制御用音声信号を出力する。これに対し、決済メディア読取装置３は、入力切替
回路１３により、右スピーカー入力端子部２３に入力された制御用音声信号を受け付け、
当該制御用音声信号に基づいて切替処理を行う。すなわち、入力切替回路１３は、決済関
連情報を入力する読取部をＮＦＣ読取部１２に切り替える（Ｓ１４）。また、ＮＦＣ制御
回路３２は、当該制御用音声信号を受け付け、当該制御用音声信号に基づいて、ＮＦＣア
ンテナ３１を制御する（Ｓ１５）。これによって、ＮＦＣ読取部１２は、無線ＩＣメディ
アＭ２を読取り可能な状態となる。また、入力切替回路１３により、決済関連情報を入力
する読取部が、ＮＦＣ読取部１２に切り替えられているため、この状態で、ＮＦＣ読取部
１２から読み取った決済関連情報が携帯端末２に入力可能な状態となっている。
【００４７】
　この状態で、ユーザーにより無線ＩＣメディアＭ２がＮＦＣアンテナ３１に近接され、
ＮＦＣ読取部１２が無線ＩＣメディアＭ２の決済関連情報を読み取ると（Ｓ１６）、ＮＦ
Ｃ読取部１２により、読み取られた決済関連情報は携帯端末２に入力される（Ｓ１７）。
すなわち、ＮＦＣ読取部１２により読み取られた決済関連情報は、ヘッドホンプラグ３ａ
のマイク出力端子部２１からヘッドホンジャック２ａのマイク入力端子部６１に入力され
る。これに対し、携帯端末２は、決済情報取得部７４により、マイク入力端子部６１に入
力された決済関連情報を取得する（Ｓ１８）。そして、決済処理部７５は、取得した決済
関連情報に基づいて、決済処理を行う（Ｓ１９）。決済処理が終了したら、第２音声出力
部７３は電力用音声信号の出力を終了し（Ｓ２０）、電源回路１５によるＮＦＣ制御回路
３２および入力切替回路１３への電力供給が終了して（Ｓ２１）、本決済処理動作は終了
する。
【００４８】
　以上のような構成によれば、携帯端末２は、ヘッドホンジャック２ａの音声入力で、決
済関連情報を入力する一方、決済メディア読取装置３は、ヘッドホンジャック２ａの音声
出力から電力を取る。すなわち、決済メディア読取装置３は、接続したヘッドホンジャッ
ク２ａの音声出力を利用して、携帯端末２から電力を得るため、特段の内部電池や外部電
源への接続を用いずとも、電力を得ることができる。そのため、携帯性を損なうことなく
、適切な電源電力（多くの電力）を得ることができる。また、ヘッドホンジャック２ａの
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接続のみで、携帯端末２への決済関連情報の入力と、携帯端末２からの電力の取得とを行
うことができるので、携帯端末２との接続に別途ケーブルや端子等を用いる必要がない。
したがって、携帯性を損なうことがない。
【００４９】
　また、ＮＦＣ読取部１２が、ヘッドホンジャック２ａの右スピーカー出力端子部６３か
ら出力された音声信号を、制御信号として受け付ける構成により、決済メディア読取装置
３は、制御信号のやり取りについても、ヘッドホンジャック２ａを介して行うので、制御
信号のやり取りのために、別途接続系を設ける必要がない。よって、決済メディア読取装
置３は、簡単な構成になる。
【００５０】
　さらに、決済メディア読取装置３は、磁気ヘッド１１およびＮＦＣ読取部１２の両方を
備えることで、磁気メディアＭ１および無線ＩＣメディアＭ２の両方を読み取ることがで
きる。そのため、ユーザビリティが向上する。そして、磁気ヘッド１１による決済関連情
報の入力についても、ヘッドホンジャック２ａのマイク入力端子部６１から行うので、決
済メディア読取装置３は、磁気ヘッド１１からの決済関連情報を入力するために、別途接
続系を設ける必要がない。よって、決済メディア読取装置３は、簡単な構成になる。
【００５１】
　またさらに、電源回路１５が整流回路４１および平滑回路４２を有し、携帯端末２から
の音声信号を交流電流とみなして、直流電流に変換するので、決済メディア読取装置３は
、携帯端末２からの音声信号から直流電流を得ることができる。これにより、直流電流で
、ＮＦＣ読取部１２を駆動することができる。
【００５２】
　なお、上記実施形態においては、磁気ヘッド１１の電力供給を電源回路１５により行う
構成であったが、図５に示すように、決済メディア読取装置３に内部電池８１を備え、磁
気ヘッド１１の電力供給については、内部電池８１により行う構成であっても良い。すな
わち、駆動電力が少ない磁気ヘッド１１については、電源回路１５により携帯端末２から
電力を取得する構成であって良いし、内部電池８１から電力を取得する構成であっても良
い。磁気ヘッド１１の供給に内部電池８１を用いる場合には、決済メディアＭの選択（図
３のＳ２）において、無線ＩＣデバイスが選択された場合のみ、携帯端末２は第２音声出
力部７３により電力用音声信号を送信し、決済メディア読取装置３は電源回路１５により
電力を取得する。
【００５３】
　また、図５の内部電池８１により磁気ヘッド１１の電力を供給する構成においては、入
力切替回路１３が、電源回路１５による電力取得の有無に基づいて、切替処理を行う構成
であっても良い。すなわち、入力切替回路１３は、電源回路１５の電力取得が有る場合、
ＮＦＣ読取部１２に切り替え、電源回路１５の電力取得が無い場合、磁気ヘッド１１に切
り替える。かかる構成にあれば、入力切替回路１３に対し、切替処理にかかる制御信号（
制御用音声信号）を出力する必要がなく、かかる処理を省略することができる。
【００５４】
　また、上記実施形態において、図６に示すように、決済メディア読取装置３が、電源回
路１５とＮＦＣ制御回路３２（ＮＦＣ読取部１２）との間に介設されたキャパシター８２
（蓄電器：いわゆるコンデンサー）を、更に備えた構成でも良い。かかる構成によれば、
電源回路１５により取得した電力を、キャパシター８２で蓄えるので、一時的により多く
の電力が供給される。
【００５５】
　さらに、上記実施形態においては、ＮＦＣ制御回路３２および入力切替回路１３が、右
スピーカー出力端子部６３からの音声信号を制御信号として受け付け、電源回路１５が、
左スピーカー出力端子部６４からの音声信号を電力に変換する構成であったが、左右のス
ピーカー出力端子部６３、６４を逆にしても良い。すなわち、ＮＦＣ制御回路３２および
入力切替回路１３が、左スピーカー出力端子部６４からの音声信号を制御信号として受け
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かかる場合、第１音声出力部７２は、電力用音声信号を出力し、第２音声出力部７３は、
制御用音声信号を出力する構成となる。
【００５６】
　また、上記実施形態において、ＮＦＣ読取部１２のＮＦＣアンテナ３１を、磁気ヘッド
１１の読取スリット部に内蔵し、ＮＦＣ読取部１２が、読取スリット部を通した無線ＩＣ
メディアＭ２（非接触ＩＣカード）を読み取る構成でも良い。かかる構成によれば、ユー
ザーは、磁気メディアＭ１および無線ＩＣメディアＭ２の双方を、同一の読取スリット部
を通過させる同一の動作で読み取らせることができる。そのため、ユーザーは、決済メデ
ィアＭが磁気メディアＭ１であるか無線ＩＣメディアＭ２であるかを確認する必要がなく
、ユーザーによる確認動作を省略することができる。
【００５７】
　さらに、上記実施形態においては、磁気ヘッド１１およびＮＦＣ読取部１２と、ヘッド
ホンプラグ３ａとの間に、入力切替回路１３を介設する構成であったが、入力切替回路１
３に代えて、混合回路や合成回路を介設する構成であっても良い。
【００５８】
　またさらに、上記実施形態においては、「決済情報読取部」を、ＮＦＣ読取部１２によ
り構成したが、「決済情報読取部」を磁気ヘッド１１により構成しても良い。また、決済
メディア読取装置３が、磁気ヘッド１１およびＮＦＣ読取部１２の両方を備える構成であ
ったが、磁気ヘッド１１およびＮＦＣ読取部１２の一方のみを備える構成でも良い。
【００５９】
　なお、上記実施形態においては、携帯端末２は、スマートフォンで構成されたが、これ
に限るものではない。例えば、携帯端末２は、タブレット端末や携帯電話、携帯ＰＯＳ端
末や携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯ゲーム機で構成されても良い。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　以上説明したように、本発明は、決済メディア読取装置、決済処理システムについて有
用であり、特に携帯端末のフォーンジャックに接続する決済メディア読取装置で磁気メデ
ィアや無線ＩＣメディアの決済関連情報を読み取り、携帯端末で決済処理を行う場合に適
している。
【符号の説明】
【００６１】
　１：決済処理システム、２：携帯端末、２ａ：ヘッドホンジャック、３：決済メディア
読取装置３、１１：磁気ヘッド、１２：ＮＦＣ読取部、１５：電源回路、４１：整流回路
、４２：平滑回路、６１：マイク入力端子部、６３：右スピーカー出力端子部６３、６４
：左スピーカー出力端子部、７３：第２音声出力部、７４：決済情報取得部、７５：決済
処理部、８２：キャパシター、Ｍ：決済メディア。
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