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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランザクション管理装置において登録された各ユーザに対してそれぞれユーザ識別子
を記録し、
　遠隔位置に配置されている登録されたユーザの電子装置がトランザクション管理装置に
接続されたとき、トランザクション管理装置は登録されたユーザを識別し、
　登録されたユーザが識別されたとき、トランザクション管理装置において単一の使用の
トランザクションリクエスト識別子を生成し、
　識別された登録されたユーザのユーザ識別子に関連しているトランザクションリクエス
ト識別子と、ユーザ識別子に関連している財務機関のコンピュータシステムにより使用す
るための識別された登録されたユーザの銀行情報と、トランザクション限度およびトラン
ザクション限度オーバーライドパスワードとをトランザクション管理装置中に記憶し、
　トランザクション管理装置からユーザの電子装置へトランザクションリクエスト識別子
を送信し、
　トランザクションリクエスト識別子と、ユーザ識別子と、受取人の識別子と、識別され
た登録されたユーザと受取人の識別子により指定された受取人のとの間の財務機関のコン
ピュータシステムにより行われるトランザクション取引に関する金額と、リクエストされ
たユーザにより供給された情報とを含む支払いリクエストをトランザクション管理装置で
受信し、
　受信されたユーザ識別子に基づいてトランザクション管理装置中に記憶されているトラ
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ンザクションリクエスト識別子を検索し、
　受信されたトランザクションリクエスト識別子が検索されたトランザクションリクエス
ト識別子と同じであるか、またはそれに基づいているかを検査し、記憶されているユーザ
により供給された情報と支払いリクエストにおいて受取られたユーザにより供給された情
報とを比較することによりトランザクション管理装置によって受信されたトランザクショ
ンリクエスト識別子の妥当性を決定し、受信されたリクエスト識別子が正当であるときに
はトランザクションリクエスト識別子の再使用を不能にし、受信されたリクエスト識別子
が正当でないときにはトランザクション取引を終了し、
　受信されたユーザ識別子に関連する記憶されている銀行情報を検索し、
　ユーザ口座から受取人へ金額の資金の転送を行うためにトランザクション管理装置から
財務機関のコンピュータシステムにＥＦＴリクエストメッセージを送信し、そのＥＦＴリ
クエストメッセージは受信されたユーザ識別子に関する銀行情報と、受取人識別子と、金
額とを含んでおり、トランザクション管理装置は、トランザクション限度オーバーライド
パスワードが支払いリクエストで受取られていても、その価格がトランザクション限度よ
りも上である場合にはＥＦＴリクエストメッセージを送信しないように構成され、
　トランザクション管理装置において、トランザクション取引がＥＦＴリクエストメッセ
ージにしたがって成功して終了したとき、財務機関のコンピュータシステムから第１の確
認メッセージを受信し、
　第１の確認メッセージが受信されたときトランザクション管理装置から第２の電子装置
へ第２の確認メッセージを送信するステップを含んでいるオンライントランザクションを
行う方法。
【請求項２】
　トランザクションリクエスト識別子は、ランダムな番号を含んでいる請求項１記載の方
法。
【請求項３】
　トランザクションリクエスト識別子は公式を使用して発生される請求項１記載の方法。
【請求項４】
　トランザクションリクエスト識別子はランダムな番号と公式を使用して発生される請求
項１記載の方法。
【請求項５】
　受信されたトランザクションリクエスト識別子の妥当性の決定には、受信されたトラン
ザクションリクエスト識別子がユーザにより与えられた識別コードを含んでいるか否かの
検査が含まれている請求項１記載の方法。
【請求項６】
　さらに、記憶されたユーザにより与えられた識別コードをユーザ識別子と関連してトラ
ンザクション管理装置中に記録する請求項１記載の方法。
【請求項７】
　登録されたユーザは販売業者から金額を有する製品またはサービスを購入することをリ
クエストし、登録されたユーザはそのユーザの電子装置から販売業者の電子装置にトラン
ザクションリクエスト識別子を与える請求項１記載の方法。
【請求項８】
　販売業者の電子装置はトランザクション管理装置の支払いリクエストを送信し、それは
販売業者の銀行口座により受取られる請求項１記載の方法。
【請求項９】
　トランザクションリクエスト識別子は、トランザクション管理装置により電子装置に送
られたトランザクション識別子と、トランザクション管理装置により知られているかトラ
ンザクション管理装置により送られたユーザに与えられた識別コードを含んでいる請求項
１記載の方法。
【請求項１０】
　トランザクションリクエスト識別子は、トランザクション管理装置により発生されたト
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ランザクションリクエスト識別子とユーザに与えられた識別コードとをハッチングするこ
とにより発生される請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　販売業者は、トランザクション識別子を組合わせられたトランザクション識別子の形態
で与えられる請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　トランザクションリクエスト識別子に関する銀行情報には、クレジットカードまたはデ
ビットカードの番号、カードの満了日およびカードの所有者名が含まれている請求項１記
載の方法。
【請求項１３】
　銀行情報には、銀行の口座番号が含まれている請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　銀行情報には、銀行の口座　のタイプと銀行の口座所有者の情報が含まれている請求項
１３記載の方法。
【請求項１５】
　さらに、トランザクション管理装置中に記憶されているトランザクションの限度に対し
て受信された金額を検査し、記憶されているトランザクション限度オーバーライドパスワ
ードと整合する受信されたトランザクション限度オーバーライドパスワードを支払いリク
エストが含んでいないならば、受信された金額がトランザクション限度よりも大きいこと
を宣言する請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　登録されたユーザによりリクエストされたとき、登録されたユーザにはトランザクショ
ン管理装置によりすでに与えられているものとは別の単一の使用のトランザクションリク
エスト識別子が与えられる請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　各単一の使用のトランザクションリクエスト識別子は、対応するトランザクション限度
およびトランザクション限度オーバーライドパスワードと関連して記憶される請求項１６
記載の方法。
【請求項１８】
　販売業者はトランザクション管理装置により登録される請求項７記載の方法。
【請求項１９】
　販売業者の登録はトランザクション管理装置が販売業者に受取人識別子を提供すること
を含んでいる請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　トランザクションリクエスト識別子の使用は、トランザクションリクエスト識別子とユ
ーザのトランザクション管理口座番号との関係が除去されることによって不能にされる請
求項１記載の方法。
【請求項２１】
　トランザクションリクエスト識別子の使用は、ユーザのトランザクション管理口座情報
からトランザクションリクエスト識別子の抹消が行われることにより不能にされる請求項
１記載の方法。
【請求項２２】
　トランザクションリクエスト識別子の使用は、トランザクションリクエスト識別子を使
いきったリストに付加することにより不能にされ、使いきったリストはトランザクション
リクエストが再使用されないことを確実にするために使用される請求項１記載の方法。
【請求項２３】
　財務機関に対するＥＦＴリクエストはクレジットカードまたは銀行の口座の詳細を使用
して行われ、転送（転送の金額）と市場口座詳細は財務機関に送られて標準的な電子ファ
ンド転送システムにしたがってファンドの転送が行われる請求項１記載の方法。
【請求項２４】
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　トランザクション取引を行うのに十分なファンドが存在しない場合には財務機関のコン
ピュータシステムから不十分なファンドであることを示すメッセージが受信され、その場
合にはトランザクション管理装置は不十分なファンドであることを示すメッセージを第２
の電子装置に送信する請求項１記載の方法。
【請求項２５】
　第１の確認メッセージは、第２の確認メッセージと同じである請求項１記載の方法。
【請求項２６】
　トランザクション管理装置は、第１の確認メッセージに基づいて第２の確認メッセージ
を生成する請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　トランザクションリクエスト識別子の再使用を不能にするステップは、単一の使用のト
ランザクションリクエスト識別子を発生させる公式が発生された次のトランザクション識
別リクエスト識別子のインクリメントを含んでいる請求項３記載の方法。
【請求項２８】
　トランザクション識別子の発生は、トランザクションリクエスト識別子中のチェックサ
ムデジットまたは符号の生成を含んでいる請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　第２の確認メッセージはユーザに対するものである請求項１記載の方法。
【請求項３０】
　この確認はｅメールメッセージの形態で送信される請求項２９記載の方法。
【請求項３１】
　トランザクションリクエスト識別子はインターネットによりユーザの電子装置に送信さ
れる請求項１記載の方法。
【請求項３２】
　トランザクションリクエスト識別子は電話機のインターフエイスシステムによりユーザ
の電子装置に送信される請求項１記載の方法。
【請求項３３】
　ユーザの電子装置は、ユーザが保持するポータブル記憶装置を含んでいる請求項１記載
の方法。
【請求項３４】
　ユーザは、ポータブル記憶装置から販売業者の電子装置へトランザクションリクエスト
識別子の転送を行う請求項１記載の方法。
【請求項３５】
　１回の転送で複数のトランザクション識別子がユーザの電子装置に送られる請求項１記
載の方法。
【請求項３６】
　トランザクション管理装置はそれぞれ購入するときに使用可能な複数のトランザクショ
ンリクエスト識別子を有する複数の登録されたユーザを管理するように構成されている請
求項１記載の方法。
【請求項３７】
　トランザクション管理装置は複数の販売業者を登録している請求項１記載の方法。
【請求項３８】
　トランザクション管理装置は複数の財務機関の間で電子的な転送を行えるように構成さ
れている請求項１記載の方法。
【請求項３９】
　電子装置により与えられトランザクションリクエスト識別子を、そのトランザクション
リクエスト識別子およびユーザにより供給された識別情報とハッチングすることによって
ユーザにより供給された情報と組合わせてリクエスト識別子を生成する請求項１記載の方
法。
【請求項４０】
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　さらに、トランザクション管理装置は、購入リクエストと無関係なユーザにより供給さ
れた情報を受信しそのユーザにより供給された情報を記憶する請求項１記載の方法。
【請求項４１】
　オンライントランザクションを管理するためのトランザクション管理装置において、
　ユーザを登録し、登録された各ユーザのユーザ識別子を記録するように構成されている
記録装置と、
　遠隔位置に配置されている登録されたユーザの電子装置がトランザクション管理装置に
接続されたとき、登録されたユーザを識別するように構成されている識別装置と、
　登録されたユーザが識別されたとき、単一の使用のトランザクションリクエスト識別子
を発生するように構成されている発生装置と、
　識別された登録されたユーザのユーザ識別子に関連しているトランザクションリクエス
ト識別子と、ユーザ識別子とトランザクション限度およびトランザクション限度オーバー
ライドパスワードとに関連している財務機関のコンピュータシステムにより使用するため
の識別された登録されたユーザの銀行情報とをトランザクション管理装置中に記憶するよ
うに構成されている記憶装置と、
　ユーザの電子装置へトランザクションリクエスト識別子を送信する送信装置と、
　トランザクションリクエスト識別子と、ユーザ識別子と。受取人識別子と、識別された
登録されたユーザと受取人識別子により指定された受取人との間で財務機関のコンピュー
タシステムにより行われるトランザクション取引に関する金額と、登録されたユーザによ
り与えられた情報とを含む支払いリクエストを受信するデータ受信装置と、
　受信されたユーザ識別子に基づいて前記記憶装置から記憶されているトランザクション
リクエスト識別子を検索するように構成されている第１のデータ検索装置と、
　受信されたトランザクションリクエスト識別子が検索されたトランザクションリクエス
ト識別子と同じであるか、またはそれに基づいているかを検査し、記憶されているユーザ
により供給された情報と支払いリクエストにおいて受取られたユーザにより供給された情
報とを比較することによって受信されたトランザクションリクエスト識別子の妥当性を決
定し、受信されたリクエスト識別子が正当であるときにはトランザクションリクエスト識
別子の再使用を不能にし、受信されたリクエスト識別子が正当でないときにはトランザク
ション取引を終了するように構成されている妥当性チェック装置と、
　受信されたユーザ識別子に関連する記憶されたデータ中の登録されたユーザの記憶され
ている銀行情報を検索するように構成されている第２のデータ検索装置と、
　ユーザ口座から受取人へ資金の金額を転送するためにトランザクション管理装置から財
務機関のコンピュータシステムにＥＦＴリクエストメッセージを送るように構成され、そ
のＥＦＴリクエストメッセージは受信されたユーザ識別子に関する銀行情報、受取人の識
別子および金額が含まれており、それにおいてトランザクション管理装置は、トランザク
ション限度オーバーライドパスワードが支払いリクエストで受取られていても、その価格
がトランザクション限度よりも上である場合にはＥＦＴリクエストメッセージを送信しな
いように構成されている第１のメッセージ送信装置と、
　トランザクション取引がＥＦＴリクエストメッセージにしたがって成功して終了したと
き、財務機関のコンピュータシステムから第１の確認メッセージを受信するトランザクシ
ョン管理装置のメッセージ受信装置と、
　第１の確認メッセージが受信されたとき別の第２の電子装置へ第２の確認メッセージを
送信する第２のメッセージ送信装置とを具備しているトランザクション管理装置。
【請求項４２】
　記憶装置はユーザ識別子に関係するユーザに与えられ識別コードを記憶するように構成
されている請求項４１記載の装置。
【請求項４３】
　妥当性チェック装置は、トランザクションリクエスト識別子を第２のトランザクション
リクエスト識別子および第２のユーザに与えられた識別コードでデハッチし、第２のトラ
ンザクションリクエスト識別子を検索されたトランザクションリクエスト識別子と比較し
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、第２のユーザに与えられた識別コードを記憶されているユーザに与えられた識別コード
と比較するように構成されている請求項４２記載の装置。
【請求項４４】
　さらに、トランザクション管理装置中に記憶されているトランザクション限度に対して
受信された金額をチェックするように構成され、支払いリクエストが記憶されたトランザ
クション限度オーバーライドパスワードと整合する受信されたトランザクション限度オー
バーライドパスワードを含んでいるのでになければ、受信され金額がトランザクション限
度よりも大きいことを宣言する限度チェック装置を備えている請求項４１記載の装置。
【請求項４５】
　制御命令により制御されるように構成されているアプリケーションコンピュータシステ
ムを具備し、オンライントランザクションを行うように構成されているトランザクション
管理コンピュータシステムにおいて、
　コンピュータシステムは、
　登録された各ユーザのユーザ識別子をデタベースシステム中に記録し
　遠隔位置に配置されている登録されたユーザの電子装置がトランザクション管理装置に
接続されたとき、登録されたユーザを識別し、
　登録されたユーザが識別されたとき、アプリケーションコンピュータシステム内におい
て単一の使用のトランザクションリクエスト識別子を生成し、
　識別された登録されたユーザのユーザ識別子に関連しているトランザクションリクエス
ト識別子と、ユーザ識別子とトランザクション限度およびトランザクション限度オーバー
ライドパスワードとに関連している財務機関のコンピュータシステムにより使用するため
の識別された登録されたユーザの銀行情報とをデータベースシステム中に記憶し、
　アプリケーションコンピュータシステムからユーザの電子装置へトランザクションリク
エスト識別子を送信し、
　トランザクションリクエスト識別子と、ユーザ識別子と、受取人識別子と、識別された
登録されたユーザと、受取人識別子により指定された受取人と、識別された登録されたユ
ーザとの間の財務機関のコンピュータシステムにより行われるトランザクション取引に関
する金額とを含む支払いリクエストと登録されたユーザにより供給された情報とをアプリ
ケーションコンピュータシステムで受信し、
　受信されたユーザ識別子に基づいてデータベースシステム中から記憶されているトラン
ザクションリクエスト識別子を検索し、
　受信されたトランザクションリクエスト識別子が検索されたトランザクションリクエス
ト識別子と同じであるか、またはそれに基づいているかを検査し、記憶されているユーザ
により供給された情報と支払いリクエストにおいて受取られたユーザに与えられた情報と
を比較することによりアプリケーションコンピュータシステムによって受信されたトラン
ザクションリクエスト識別子の妥当性が決定され、受信されたリクエスト識別子が正当で
あるときにはトランザクションリクエスト識別子の再使用を不能にし、受信されたリクエ
スト識別子が正当でないときにはトランザクション取引を終了し、
　受信されたユーザ識別子に関連する記憶されている銀行情報をデータベースシステム中
から検索し、
　ユーザ口座から受取人のへの資金の金額を転送するためにアプリケーションコンピュー
タシステムから財務機関のコンピュータシステムにＥＦＴリクエストメッセージを送り、
そのＥＦＴリクエストメッセージは受信されたユーザ識別子に関する銀行情報と、受取人
識別子と、価格とを含んでおり、
　アプリケーションコンピュータシステムにおいて、トランザクション取引がＥＦＴリク
エストメッセージにしたがって成功して終了したとき、財務機関のコンピュータシステム
から第１の確認メッセージを受信し、トランザクション管理装置は、トランザクション限
度オーバーライドパスワードが支払いリクエストで受取られていても、その価格がトラン
ザクション限度よりも上である場合にはＥＦＴリクエストメッセージを送信しないように
構成され、
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　第１の確認メッセージが受信されたときアプリケーションコンピュータシステムから別
の第２の電子装置へ第２の確認メッセージを送信するように構成されているトランザクシ
ョン管理コンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はオンラインの購入を行うための電子転送システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在のｅコマーストランザクションシステムは多数の消費者にオンラインの買い物をす
るための十分な信頼性を与えていない。消費者は購入を行うためクレジットカードまたは
デビットカードを使用することにおいてセキュリティ問題について関心を寄せている。彼
らはクレジットカード情報が不正な人の手にわたり、クレジットカードの所有者が行って
いないまたは許可されていないトランザクションの責任を負うことを心配している。
【０００３】
　国際特許出願ＰＣＴ／ＡＵ０１／００１３７号明細書に記載された電子資金転送（ＥＦ
Ｔ）方法はトランザクションにセキュリティを付加する方法を提供する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明はこの方法をさらに改良する方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、オンライントランザクションを行う方法が提供され、それは、
　トランザクション管理装置を提供し、
　単一使用のトランザクションリクエスト識別を発生し、
　トランザクション管理装置はトランザクションリクエスト識別を登録されたユーザの銀
行情報へ関連付け、
　登録されたユーザにトランザクションリクエスト識別を与え、
　登録されたユーザは価格を有する商品またはサービスを販売業者から購入するリクエス
トを行い、購入リクエストはトランザクションリクエスト識別を販売業者へ提供すること
を含んでおり、
　販売業者はユーザから販売業者への価格の資金転送のためにトランザクション管理装置
へ支払いリクエストを送信し、その支払いリクエストはトランザクションリクエスト識別
と価格を含んでおり、
　トランザクション管理装置はトランザクションリクエスト識別の妥当性をチェックし、
トランザクションリクエスト識別の再使用を不能化し、
　トランザクションリクエスト識別が妥当である場合には、ユーザから販売業者への価格
の資金転送のために財務機関へＥＦＴリクエストを送信し、このＥＦＴリクエストには銀
行情報が含まれており、
　十分な資金がユーザの銀行口座に存在するか否かをチェックし、十分な資金が存在する
ならば、財務機関が銀行情報にしたがって転送を行い、
　トランザクション管理装置は財務機関からの転送の確認を受信し、その確認を販売業者
へ送信するステップを含んでいる。
【０００６】
　好ましくは、トランザクション管理装置はトランザクションリクエスト識別を発生する
。１実施形態では、トランザクションリクエスト識別はランダムな番号を含んでいる。別
の実施形態では、トランザクションリクエスト識別は公式を使用して発生される。さらに
別の実施形態では、トランザクションリクエスト識別はランダムな番号と公式を使用して
発生される。
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【０００７】
　好ましくは、組合わされたトランザクション識別はトランザクション管理装置が発生し
たトランザクションリクエスト識別とユーザに与えられた識別コードをハッチングするこ
とにより発生され、組合わされたトランザクション識別は購入リクエスト中でトランザク
ション管理装置へ送信される。
【０００８】
　好ましくは、トランザクションリクエスト識別に関する銀行情報にはクレジットカード
またはデビットカード番号、カードの満了日、個人識別番号（ＰＩＮ）またはパスワード
、カード所有者名が含まれている。その代わりに銀行情報は銀行の口座番号を含んでいる
。それは付加的に銀行の口座タイプと銀行の口座所有者情報を含んでいてもよい。
【０００９】
　好ましくは、ユーザの登録はトランザクション識別の発生前に行われる。好ましくはユ
ーザの登録はトランザクション管理装置のユーザの口座の作成を含んでおり、トランザク
ション管理装置のユーザの口座はトランザクション管理装置の口座番号を含んでおり、銀
行情報はユーザによりトランザクション管理装置へ与えられる。好ましくは、トランザク
ション管理装置はユーザの財務機関により銀行情報を確認する。好ましくは、ユーザの登
録はユーザがトランザクション管理装置にユーザに与えられた識別コードを提供すること
を含んでいる。好ましくはトランザクション管理装置はユーザのトランザクション管理装
置の口座における個人の詳細のようなさらに別のユーザ情報を記録する。
【００１０】
　好ましくは、トランザクションリクエスト識別はユーザのトランザクション管理装置の
口座に関連され、それによってトランザクションリクエスト識別を銀行情報に連結する。
好ましくはユーザのトランザクション管理装置の口座情報はトランザクション管理装置の
口座満了日とトランザクション管理装置の口座パスワードを含んでいる。好ましくは、ト
ランザクション管理装置の口座情報はさらに、トランザクション管理装置の口座の偽名を
含んでいる。好ましくは、トランザクションリクエスト口座識別と銀行情報の各関係はさ
らにトランザクション管理装置の口座番号またはトランザクション口座の偽名、トランザ
クション限度、トランザクション限度オーバーライドパスワードを含んでいる。
【００１１】
　好ましくは、登録されたユーザによりリクエストされたとき、登録されたユーザにはト
ランザクション管理装置により別の単一使用トランザクションリクエスト識別が与えられ
る。
　好ましくは、販売業者はトランザクション管理装置により登録される。好ましくは販売
業者の登録はトランザクション管理装置が販売業者に販売業者識別を提供することを含ん
でいる。好ましくは、販売業者によりトランザクション管理装置へ送信される購入リクエ
ストは販売業者の識別を含んでいる。好ましくは、購入リクエストは組合わされたトラン
ザクション識別を含んでおり、販売業者には組合わせのトランザクション識別の形態でト
ランザクションリクエスト識別が与えられる。
【００１２】
　好ましくは、購入リクエストは販売業者に購入の価格を与えることを含んでいる。その
代わりに、ユーザは購入品目を指定し、販売業者は購入価格を提供する。
　好ましくは、トランザクション管理装置はトランザクションリクエスト識別がユーザの
トランザクション管理装置の口座に関連しているかをチェックすることによりトランザク
ションリクエスト識別を確認する。好ましくは、トランザクション管理装置の口座パスワ
ードはトランザクションリクエスト識別を与えるユーザのアイデンティティを認証するた
めに与えられる。好ましくは、トランザクションリクエスト識別の使用の不能化はトラン
ザクションリクエスト識別とユーザのトランザクションの管理装置の口座番号との関係を
除去することにより行われる。その代わりに、トランザクションリクエスト識別はユーザ
のトランザクション管理装置の口座情報から消去される。
【００１３】
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　好ましくは、トランザクションリクエスト識別の使用の不能化はトランザクションリク
エスト識別を使用済みリストへ付加するステップを含んでおり、使用済みリストはトラン
ザクションリクエスト識別が再使用されないことを確実にするために使用される。
【００１４】
　１実施形態では、トランザクションリクエスト識別の再使用を不能化するステップは、
発生された次のトランザクション識別リクエストにおけるインクリメントを含んだ単一使
用のトランザクションリクエスト識別を発生するための公式を含んでいる。好ましくは、
トランザクション識別を発生する方法は、トランザクションリクエスト識別においてチェ
ックサムディジットまたは符号文字の提供を含んでいる。好ましくは、トランザクション
リクエスト識別は数字である。
【００１５】
　好ましくは、財務機関へのＥＦＴリクエストは、標準的な電子資金転送システムにした
がって資金を転送するために、財務機関へ送信されるクレジットカードまたは銀行の口座
の詳細、転送額（転送する価格）、販売業者の口座の詳細を使用して行われる。
　好ましくは、財務機関は十分な資金が存在しない場合には不十分な資金の返答を送信し
、そのときトランザクション管理装置は販売業者に不十分な資金の返答を送信する。
【００１６】
　１実施形態では、財務機関から転送管理装置への転送の確認はトランザクション管理装
置から販売業者へ送信される確認メッセージと同じである。別の実施形態では、トランザ
クション管理装置は販売業者で異なる確認メッセージを生成する。
　好ましくは、資金の転送の確認は販売業者またはトランザクション管理装置からユーザ
へ送信される。好ましくは、この確認はｅメールメッセージの形態で送信される。
【００１７】
　好ましくは、トランザクションリクエスト識別は、インターネット等を介してオンライ
ン環境でユーザへ発行される。その代わりにトランザクションリクエスト識別は電話機の
インターフェースシステムによりユーザへ与えられる。その代わりに、トランザクション
識別はトランザクション識別をユーザが保持するポータブル記憶装置へ送信することによ
ってユーザに対して発行される。好ましくは、ユーザはポータブル装置から販売業者へト
ランザクションリクエスト識別の転送を付勢できる。好ましくは、ポータブル記憶装置は
複数のトランザクションリクエスト識別を記憶することができる。
【００１８】
　好ましくは、複数のトランザクションリクエスト識別はユーザへ与えられてもよい。好
ましくは、トランザクション管理装置はそれぞれ購入するときに使用するのに利用可能な
複数のトランザクションリクエスト識別を有する複数の登録されたユーザを管理する。
【００１９】
　好ましくは、トランザクション管理業者は複数の販売業者を登録する。好ましくは、ト
ランザクション管理業者は複数の財務機関の間で電子転送を行うことができる。　
　好ましくは、トランザクションリクエスト識別は符号文字のストリングである。好まし
くはトランザクションリクエスト識別はランダムに発生された符号文字のストリングであ
る。　
　本発明の別の特徴によれば、オンライン財務トランザクションを行う方法が提供され、
　トランザクション管理装置によりユーザを登録し、
　ユーザにトランザクション識別コードを提供し、
　確認のためユーザが識別コードをトランザクション管理装置へ提供することによって、
ユーザをトランザクション管理装置に対して識別し、確認されたとき、ユーザに単一使用
のトランザクションコードを提供し、
　ユーザがトランザクションコードを提供することを含む財務トランザクションをリクエ
ストし、
　トランザクションコードからユーザのアイデンティティを確認し、確認したとき、財務
トランザクションを許可するステップを含んでいる。　
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　好ましくは、識別コードはログインコードおよびパスワードを含んでいる。好ましくは
、識別コードはユーザの銀行情報に関連しており、これはトランザクション管理装置によ
り記憶される。　
　好ましくは、トランザクションコードはトランザクション管理装置により発生される。
好ましくは、トランザクションコードは識別コードに関連される。　
　好ましくは、ユーザは第３のパーティからトランザクションをリクエストする。好まし
くは、第３のパーティは販売業者である。好ましくは、トランザクションは販売業者から
の商品またはサービスの購入のためのものである。その代わりに第３のパーティは財務機
関である。　
　好ましくは、ユーザは第３のパーティにリクエストの一部としてトランザクションコー
ドを提供する。好ましくは、トランザクションコードは第３のパーティによりトランザク
ション管理装置に提供される。好ましくは、財務トランザクションの価格は第３のパーテ
ィによりトランザクション管理装置に提供される。　
　好ましくは、財務トランザクションが許可されるならば、電子資金転送（ＥＦＴ）リク
エストがトランザクション管理装置により記憶される銀行情報にしたがって財務機関に送
信される。好ましくは、ＥＦＴリクエストはユーザの銀行情報にしたがってユーザから第
３のパーティへのトランザクション価格の転送のためのものである。好ましくは、トラン
ザクションが進行することを許容されているか否かについてのチェックがトランザクショ
ンを許可する前に行われる。好ましくは、トランザクションは十分な資金がトランザクシ
ョンの金額をカバーするのに利用可能であるならば進行を可能にされる。その代わりにＥ
ＦＴを実行するのに利用可能な十分な資金が存在するかについてのチェックがＥＦＴの一
部として行われる。好ましくは、トランザクション管理装置はＥＦＴの成功を通知される
。　
　好ましくは、トランザクション管理装置は財務トランザクションの成功の確認を第３の
パーティへ与える。
　また、本発明にしたがって、オンライントランザクションを行う方法が与えられ、
　その方法は、トランザクション管理装置を提供し、
　単一使用のトランザクションリクエスト識別を発生し、
　トランザクション管理装置はトランザクションリクエスト識別を登録されたユーザの銀
行情報へ関連付け、
　登録されたユーザにトランザクションリクエスト識別を与え、
　登録されたユーザはユーザの口座から別の口座へ金額を転送するようにリクエストし、
その転送リクエストはトランザクションリクエスト識別と金額をトランザクション管理装
置へ与えるステップを含んでおり、
　トランザクション管理装置はトランザクションリクエスト識別の妥当性をチェックし、
トランザクションリクエスト識別の再使用を不能化し、
　トランザクション識別が妥当である場合には、ユーザの口座から他の口座への資金金額
を転送するために財務機関へＥＦＴリクエストを送信し、ＥＦＴリクエストは銀行情報を
含んでおり、
　十分な資金がユーザの銀行口座に存在するか否かをチェックし、十分な資金が存在する
場合には、財務機関は銀行情報にしたがって転送を行い、
　トランザクション管理装置は財務機関からの転送の確認を受信し、その確認をユーザへ
送信するステップを含んでいる。
【００２０】
　本発明によれば、オンライントランザクションを行うシステムが与えられ、このシステ
ムは、
　受信するパーティへ転送されるようにユーザが転送をリクエストし、支払いリクエスト
で単一使用のトランザクションリクエスト識別をトランザクション管理装置に提供する手
段と、
　ユーザを登録する手段と、
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　販売業者を登録する手段と、
　単一使用のトランザクションリクエスト識別を発生する手段と、
　登録されたユーザにトランザクションリクエスト識別を提供する手段と、
　トランザクションリクエスト識別を登録されたユーザの銀行情報へ関連付けるように構
成された手段と、
　トランザクションリクエスト識別、転送される価格、受信するパーティの識別を含んで
いる支払いリクエストを受信する手段と、
　トランザクションリクエスト識別の妥当性をチェックし、トランザクションリクエスト
識別の再使用を不能化する手段と、
　トランザクション識別が妥当である場合には、ユーザから受信するパーティへの資金額
転送のために財務機関へ銀行情報を含んでいるＥＦＴリクエストを送信する手段と、
　財務機関から転送の確認を受信し、その確認をユーザ／受信するパーティへ送信する手
段とを含んでいる。
【００２１】
　本発明の別の特徴によれば、オンライントランザクションを行うためのトランザクショ
ン管理装置が提供され、この装置は、
　ユーザを登録し、そのユーザから銀行情報を受信する手段と、
　販売業者を登録する手段と、
　購入するために単一使用のトランザクションリクエスト識別のリクエストをユーザから
受信する手段と、
　単一使用のトランザクションリクエスト識別を発生する手段と、
　ユーザの妥当性をチェックし、ユーザが妥当である場合には、ユーザの銀行情報へのト
ランザクションリクエスト識別をユーザに提供し、そのトランザクションリクエスト識別
を関連付ける手段と、
　トランザクションリクエスト識別子と購入価格とを購入レポート中で販売業者から受信
し、トランザクションリクエスト識別は購入のためのトランザクションのリクエスト中に
ユーザにより販売業者に与える手段と、
　トランザクションリクエスト識別が妥当である場合には、ユーザから販売業者への資金
金額の転送のために財務機関へ銀行情報を含んでいるＥＦＴリクエストを送信する手段と
、
　トランザクションリクエスト識別を検査し、トランザクションリクエスト識別の再使用
を不能化する手段と、転送を行うための十分な資金が存在する場合には、販売業者に特有
のトランザクション受諾識別子を提供する手段とを具備している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明を良好に理解するために、本発明の好ましい実施形態について以下詳細に説明す
る。　
　図１を参照すると、財務トランザクション10を行うシステムが示されており、それはユ
ーザ14、ｅ－コマース販売業者16、財務機関18の間でサービスを提供する仲介を委託され
たトランザクション管理装置12を含んでいる。特に、トランザクション管理装置12は各ユ
ーザがユーザの代わりに電子トランザクションの実行を委託できる仲介者である。
【００２３】
　ユーザ14はインターネット20または別の適切なネットワークによってトランザクション
管理装置12と通信できる。各販売業者16は秘密保護されたリンク（以下秘密リンクという
）24を介してトランザクション管理装置12と通信する。各財務機関18は秘密リンク22を介
してトランザクション管理装置12と通信する。秘密リンク22と24は地点間接続またはイン
ターネット20のような公共ネットワークによる暗号化された通信である。
【００２４】
　各ユーザ14はトランザクション管理装置12で登録されなければならず、口座がトランザ
クション管理装置12により生成される。トランザクション管理装置12により登録するため
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に、ユーザ14は幾つかの個人の詳細と共に銀行口座の詳細を提供しなければならない。銀
行口座の詳細には、銀行口座の番号、口座のタイプ、クレジットカード番号、デビットカ
ード番号、各カードの満了日および／またはクレジットカード限度が含まれている。個人
の詳細は、名称および住所だけでなく誕生日、社会保障番号、免許証番号、パスポート番
号等の他の詳細を含むことができる。口座のタイプは例えば普通口座、小切手口座、クレ
ジットカード口座、デビットカード口座、利子貯蓄者口座またはその他のタイプの銀行ま
たは財務機関の口座である。トランザクション管理装置により作成される各ユーザの口座
にはトランザクション管理装置の口座番号が与えられる。
【００２５】
　トランザクション管理装置12により保有される各ユーザに関する情報は秘密にプライバ
シーの規則にしたがって保持される。
　１実施形態では、ユーザは以下説明するように、組合わされたトランザクション識別子
の生成に使用されるセキュリティ識別コードも提供する。このユーザ識別コードはユーザ
により所望されるように変更されることができる。
【００２６】
　トランザクション管理装置の口座番号は名称、例えば“Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ”のようなト
ランザクション管理装置の口座の偽名に関連されてもよい。各偽名は２人のユーザの偽名
が混同されることのないように特有である必要がある。ユーザ14は口座番号ではなくトラ
ンザクション管理装置の口座を指すために偽名を使用する。トランザクション管理装置の
口座番号はユーザの銀行の口座番号またはクレジット／デビットカード番号を含む銀行口
座の詳細に関連されるかマップされ、秘密に維持される。本発明の主要な利点の１つは、
ユーザの銀行口座を含めたユーザの詳細が財務トランザクションを行うためにクレジット
カード番号を使用する必要のないことである。偽名は詳細を変更するためにトランザクシ
ョン管理装置にログインし、新しいユーザ識別コードを提供し、過去のトランザクション
を観察するか、そうでなければユーザの口座を管理するために使用されることができる。
【００２７】
　トランザクション管理装置の口座の満了日は口座に提供され、それはトランザクション
管理装置の口座の操作が停止する日である。口座は新しくされ、満了日は延長されること
ができる。
　トランザクション管理装置の口座のパスワードは含まれる随意選択的な特徴であり、こ
れはトランザクション管理装置がトランザクションを進める前に付加的なセキュリティレ
ベルを提供する。これをさらに以下説明する。代わりにまたはさらに付加的に、口座管理
目的でトランザクション管理装置によりユーザの口座にログインするために使用されるこ
とができる。
【００２８】
　複数のトランザクション管理装置が提供されてもよい。財務機関またはその他の組織は
トランザクション管理装置を動作することを許可されている。トランザクション管理装置
は例えば許可の合意にしたがって特定の区域をサポートするように地理的に位置付けられ
てもよい。トランザクション管理装置は支払いを処理するために相互に通信できる。した
がって単一のトランザクション管理装置の口座番号はトランザクション管理装置の１つに
より登録された任意の財務機関の任意の口座で使用されることができる。複数のトランザ
クション管理装置が存在する場合、これらは単一の論理トランザクション管理装置12とし
て動作できる。
【００２９】
　財務機関18は例えば銀行、クレジット組合、クレジット連合、住宅金融共済組合、また
はユーザが預金し、お金が電子的に彼らの口座から転送されることができる口座を有する
任意の他の適切な形態の財務機関であってもよい。
　販売業者16はユーザ14とビジネスを行うためにインターネットサイトのようなオンライ
ンサイトを使用する人またはエンティティである。販売業者16は本発明により提供される
設備を使用するためにトランザクション管理装置12により登録される。登録プロセスはｅ
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－コマース販売業者サイトが秘密保護されたサイトであることを確実にする。インターネ
ットクライアントはトランザクション管理装置12によりこの証明を確認する。トランザク
ション管理装置12は登録されたｅ－コマース販売業者16のデータベースを維持する。ｅ－
コマース販売業者16はまた支払いを受取るために財務機関18による銀行口座を必要とする
。仲介者としてのトランザクション管理装置12はユーザ14からの支払いを処理し、ユーザ
14により適切に許可されるときでさえもこれらが正しい販売業者16へ転送することを確実
にすることをユーザにより委託される。
【００３０】
　トランザクション管理装置12の方向で資金が転送されることを可能にするためにトラン
ザクション管理装置12とユーザ14の財務機関18の協同が必要とされる。トランザクション
管理装置の口座はトランザクション管理装置12と財務機関18との間の理解をベースとして
カスタマへ発行される。トランザクション管理装置12はユーザのトランザクションに対す
るビジネスのセキュリティに対する責任を負う。
【００３１】
　図２を参照すると、トランザクション管理装置12によるユーザ14の登録のための通信プ
ロセス26が示されている。ユーザ14は登録リクエストをトランザクション管理装置のウェ
ブサイトに送信し、口座をリクエストする。トランザクション管理装置の口座に対するリ
クエストと共に、トランザクション管理装置が口座を作成するために必要な情報（ユーザ
の個人詳細および財務機関18によるユーザの銀行の詳細等）がトランザクション管理装置
12へ送信される。
【００３２】
　トランザクション管理装置12は申込みを承認し、ユーザ14がトランザクション管理装置
の基準を満たしているならば、その財務機関18が申込みについて妥当性を検査するように
リクエストする。財務機関18は妥当性を許容するか拒否する。トランザクション管理装置
12はその後、登録の申込みを受入れるか不認可し、適切な応答をユーザ14へ送信する。
【００３３】
　ユーザ14はトランザクション管理装置の口座にリンクした１よりも多数の財務機関の口
座を有していてもよい。この場合、ユーザ14は付加的な口座に必要な全ての銀行情報を提
供し、トランザクション管理装置12は各財務機関との妥当性を求める。典型的に、１つの
財務機関の口座が主要な口座として指定される。
【００３４】
　財務トランザクションを行うために、ユーザ14はその後、トランザクション識別番号、
トランザクション識別コードまたはトランザクション識別子とも呼ばれる少なくとも１つ
のトランザクションリクエスト識別をリクエストしなければならない。トランザクション
識別子の目的は以下さらに説明するように、トランザクション単位のベースによりトラン
ザクション管理装置に対してユーザを識別することを含んでいる。トランザクション識別
番号は厳密な番号である必要はなく、これは符号文字のストリングであってもよいが、通
常は二進数に変換される。トランザクション識別子はそれが使用されるまで、他のパスワ
ードのように機密に扱われなければならない。
【００３５】
　ユーザ14が行うことを希望する各トランザクションに対しては、リクエストはトランザ
クション識別番号に対して行われなければならないか、または複数のトランザクション識
別番号のリクエストが行われなければならない。ユーザ14はこれを直ちに行う必要はない
。ユーザ14はいつでも付加的なトランザクション識別番号をリクエストすることができる
。
【００３６】
　ユーザがトランザクション管理装置の口座に関連する１よりも多数の財務機関の口座を
有する場合には、トランザクションで使用される財務機関の口座は特定化される必要があ
る。これはトランザクション識別番号が発行されるときに行われ、それによってトランザ
クション識別番号のリクエストは財務機関の口座の指定を含んでいる。したがってトラン
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ザクション識別番号の使用により、指定された財務機関の口座が使用される。しかしなが
ら、好ましい選択肢は購入時にユーザが口座を選択することを可能にすることである。こ
の方法を以下さらに詳細に説明する。
【００３７】
　ユーザ14が購入することを決定する前、または決定するとき、ユーザは１以上のトラン
ザクション識別番号に対するリクエストをトランザクション管理装置12へ送信する。トラ
ンザクション管理装置12はその後、トランザクション識別番号のリクエストされた番号を
ユーザ14へ提供する。単一のトランザクション識別番号は各購入で使用される。これは通
常、販売業者のウェブサイトのチェックアウト形式でそれを入力することにより販売業者
16に与えられるが、スマートカード、パーソナルデジタルアシスタント、ハンドヘルドコ
ンピュータ、移動体電話機等のパーソナル装置からのダウンロードのような他の方法が使
用されることができる。トランザクションはトランザクション識別番号が発行され、販売
業者に与えられるまで行われることはできない。
【００３８】
　トランザクション識別番号は販売業者16によりトランザクション管理装置12へ送信され
る。トランザクション識別番号はその後、ユーザ14を識別してそれにより後に財務トラン
ザクションを行うために必要な情報を得るためにユーザの口座を検査するためにトランザ
クション管理装置12により使用される。トランザクション識別番号はユーザ14に機密に与
えられた単一の使用番号である。一度、トランザクション識別番号が使用されると、再度
使用されることはできない。トランザクション識別番号とユーザのトランザクション管理
装置の口座との間の関連付け／マッピングはもはやアクチブでないようにされる。トラン
ザクション識別番号は例えば財務トランザクションの追跡のためのＥＦＴＰＯＳ端末によ
り発生される番号から区別される必要がある。また、ユーザが販売業者に提供し、その後
再使用されることができるクレジットカード番号から区別される必要がある。
【００３９】
　ユーザが２以上の財務機関の口座を有するならば、付加的な詳細がユーザが使用しよう
とする口座を識別するために入力される必要がある。１例を以下に示す。　
　ユーザ14が購入を行うとき、彼らは以下の事項を入力する。　
　　口座番号　
　　トランザクションＩＤ　
　　ＰＩＮ　
　　口座のタイプ（例えば２以上の符号文字）。
【００４０】
　口座のタイプコードは０のままにされるか、１または２以上の符号文字である。
　コードは典型的に、
　　Ｓ＝貯蓄　
　　Ｃ＝小切手　
　　Ｈ＝ホームセーバー　
　　Ｖ＝ビザ　
　　Ａ＝アメリカンエキスプレス　
　　Ｍ＝マスターカードである。
【００４１】
　彼らが１つのみの財務口座を指定するならば、彼らは口座のタイプをゼロのままにする
。ユーザ14が１よりも多数の指定された財務機関の口座を有するならば、彼らは口座タイ
プをゼロにし、この場合、トランザクションは主に指定された財務機関の口座を使用する
ことが想定される。
【００４２】
　例えば貯蓄およびビザのように、彼らが２以上の財務口座を指定し、彼らが貯蓄の口座
を使用することを望むならば、彼らは口座のタイプにＳを入力する。
　彼らが指定された財務口座として特定されている２以上のビザカード（クレジットカー
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ド）または２以上の貯蓄口座を有するならば、第２の口座タイプの符号文字が入る。例え
ば彼らが第２のビザカードを使用したいと望むならば、彼らは口座タイプのＶ２を特定す
る。
【００４３】
　ユーザはトランザクション管理装置の口座が承認されるとき、またはトランザクション
管理装置の口座が付加的に指定された財務機関の口座を付加することにより変更されるな
らば、口座のタイプのコードを通知される必要がある。
　トランザクション識別番号はランダムに生成された番号であってもよく、または逐次的
に生成された番号のような公式により発生されてもよい。これはチェックサムまたは妥当
性ディジットを含んでいる。さらに、これは部分的にランダムで部分的に公式により生成
されてもよい。トランザクション識別番号にはユーザによって組合わされたトランザクシ
ョン識別子に供給されるユーザ識別コードも含まれる。ユーザ識別コードは種々のレイア
ウト構造にしたがってランダム／公式で生成された部分にハッチされることができる。
【００４４】
　ユーザ識別コードはトランザクション識別番号として共にユーザ14へ送信されることは
ない。これは第３のパーティがユーザ識別コードを傍受できないことを確実にする。これ
によりトランザクション管理装置はインターネット、公共ネットワークを介して、ＳＭＳ
（ショートメッセージサービス）または他のメッセージサービスを使用して、トランザク
ション識別番号を送信することを可能にする。
【００４５】
　ユーザがトランザクション識別番号を、トランザクションリクエストを処理するための
販売業者16へ提供するとき、ユーザはトランザクション識別番号を有するトランザクショ
ン管理装置によって決定された構成されたフォーマットの結合されたトランザクション識
別子としてユーザ識別コードを提供しなければならない。失敗したとき、トランザクショ
ンは拒否される。
【００４６】
　図３を参照すると、トランザクション管理装置12により登録する販売業者16の通信プロ
セス28が示されている。販売業者16はその商品またはサービスをオンラインで提供する。
販売業者が本発明を使用するには、販売業者はトランザクション管理装置12による口座を
リクエストしなければならない。転送が行われる銀行口座の詳細を含めた販売業者16の適
切な詳細を伴ったリクエストはトランザクション管理装置12へのリクエストで与えられる
。トランザクション管理装置12はその申込みを承認する。チェックが行われるか、販売業
者16が十分に秘密保護されたウェブサイトを有し、さらに任意のその他の事項および条件
を満たすならば、承認が行われる。この後、トランザクション管理装置12は販売業者の財
務機関18による販売業者の銀行の詳細の妥当性検査をリクエストする。財務機関18は妥当
性検査を受入れるか拒否する。トランザクション管理装置はその後、販売業者の申込みを
受入れるかまたは不認可する。申込みが許可されるならば、販売業者16には販売業者の識
別番号が与えられる。販売業者の識別番号はトランザクション管理装置12に対して販売業
者16を識別するために使用される。トランザクション管理装置12はその後、販売業者の銀
行の詳細を検査でき、それによって資金が販売業者の銀行口座に預けられることができる
。販売業者の識別は販売業者18とトランザクション管理装置12との間の通信に含まれる。
【００４７】
　図４を参照すると、財務機関18’もまたトランザクション管理装置12による登録を必要
とされ、それによって本発明を行うために、および財務機関18’を識別するセキュリティ
尺度として適切なサービスが財務機関18’により提供されることを確実にし、それによっ
てこれがハッカーでないことが確実にされる。登録はまた別のトランザクション管理装置
として動作することを許可されるため財務機構18’にリクエストされる。ここでの通信プ
ロセスは30として示されている。財務機関18’は口座をリクエストし、詳細をトランザク
ション管理装置12へ提供する。トランザクション管理装置12は最終的な機関への申込みを
承認し、他の財務機関または組織18による妥当性検査をリクエストする。前述の組織また
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は機関18が申込みを受入れるか拒否するならば、トランザクション管理装置12はその後、
申込みの許可または不認可を申込者の財務機関18’へ転送する。
【００４８】
　図５を参照すると、ユーザがトランザクション識別番号を得た後、トランザクション管
理装置12は通信プロセス32を行うことができる。ユーザはオンラインショッピングカート
システムの使用になどにより、販売業者16から購入する商品を選択する。ユーザ12は販売
業者に支払いをし、販売業者にトランザクション識別番号および必要なその他の情報を解
除することを決定する。必要とされる他の情報には口座のタイプ、パスワード、トランザ
クション限度、オーバーライドパスワードまたは他の必要な情報の選択が含まれている。
【００４９】
　図６を参照すると、通信プロセス34が示されている。販売業者16はトランザクション識
別番号およびその他の詳細を秘密リンク24によってトランザクション管理装置12へ送信す
る。トランザクション管理装置12はトランザクション識別が妥当であり、ユーザトランザ
クション管理装置の口座と関連するか否かをチェックする。関連はユーザのトランザクシ
ョン管理装置の口座36のアクセスに使用される。トランザクション識別番号とユーザの口
座36との一致により、トランザクション管理装置12はユーザの口座36中の銀行情報を検査
し、それを獲得することができる。
【００５０】
　トランザクションリクエスト識別子の再使用は、トランザクションリクエスト識別子と
ユーザのトランザクションの管理装置の口座番号との関係を除去し、トランザクションリ
クエスト識別子をユーザのトランザクション管理装置の口座情報から消去し、または使用
されたトランザクションリクエスト識別子を使用済みリストへ付加することにより不能化
される。使用済みリストは使用されたトランザクションリクエスト識別子が再使用されな
いことを確実にするために使用される。さらに単一使用のトランザクションリクエスト識
別子を生成する公式はインクリメントを含み、それによって特有のトランザクションリク
エスト識別子がその度ごとに生成される。
【００５１】
　図７を参照すると、通信プロセス38が示されている。銀行口座詳細／クレジットカード
詳細を含んだユーザの銀行情報はその後、秘密保護された財務情報の形態で財務機関18へ
送信される。財務機関18はその後、これらの詳細の妥当性を確認し、十分な資金がユーザ
の銀行口座40で使用可能であるかをチェックするためにユーザの財務機関の口座40のユー
ザの財務口座情報／クレジットカード番号をチェックする。最終的な機関18はその後、ト
ランザクション管理装置12に妥当性の状態と、それが受入れられるか拒否されるかを通知
する。
【００５２】
　金額はユーザの口座40から販売業者の口座へ転送される。
　図８を参照すると、通信プロセス42が示されている。トランザクション管理装置12は秘
密リンク24により販売業者にトランザクションの状態と、それが受入れられるか否かを送
信する。受入れられるならば、番号を追跡するトランザクションが販売業者16に与えられ
る。トランザクション管理装置12はまたユーザ14に秘密トランザクションが進められるこ
とを通知する。これは例えばｅ－メールによって行われる。トランザクション管理装置12
は監査証跡を提供すると共に、販売業者のトランザクション管理装置の口座44の財務情報
を更新し、監査証跡情報と共に、ユーザのトランザクション管理装置の口座36の財務情報
を更新する。
【００５３】
　図５に戻ると、販売業者16は購入が行われ、その後商品またはサービスをユーザ14へ提
供することを確認する。
　図９を参照すると、フロー図50はユーザのトランザクション管理装置による口座の申込
みのステップを示している。プロセスはステップ52で開始し、トランザクション管理装置
による口座の申込みがステップ54でユーザにより行われる。ステップ56でユーザは申込み
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のため銀行の詳細を含む個人情報を提出する。ステップ58で、トランザクション管理装置
はユーザへ申込みを承認し、認定のために情報を関連する組織または財務機関へ送信する
。他の組織にはクレジット格付け組織が含まれてもよい。
【００５４】
　ステップ60で、他の組織または財務機関はトランザクション管理装置により送信される
情報を確認する。ステップ62で、他の組織または財務機関は確認状態をトランザクション
管理装置へ助言する。ステップ64で、トランザクション管理装置は組織または財務機関か
らの確認状態と、トランザクション管理装置により与えられるその他の規準にしたがって
申込みの状態を決定し、その申込みの状態をユーザに助言する。ステップ66で、ユーザは
その後、その申込みの通知を受信し、プロセスは68で終了する。
【００５５】
　図１０を参照すると、ユーザが商品購入の支払いを行うプロセス80が示されている。プ
ロセスは82で開始する。84で、ユーザはトランザクション識別番号のリクエストをトラン
ザクション管理装置へ提出する。86で、トランザクション管理装置はトランザクション識
別番号のリクエストを受信し、ユーザが口座を有するか、口座がアクチブであるか否かを
含めたユーザの口座の妥当性検査を行う。リクエストを行うユーザはまたユーザを識別す
るために彼らの口座番号または口座の偽名をトランザクション管理装置へ提供する。トラ
ンザクション管理装置の口座パスワードはユーザのアイデンティティの認証のために必要
とされる。ユーザの口座の妥当性のチェックが88で行われる。拒否されたならば、プロセ
スは82でスタート点に戻る。受入れられたならば、プロセスは90へ進む。トランザクショ
ン管理装置はリクエストを受入れ、ユーザに１以上のトランザクション識別番号を与える
。
【００５６】
　トランザクション識別番号はリクエストがオンラインで行われるならばユーザがプリン
トアウトするようにスクリーン上に与えられてもよく、リクエストが電話機で行われるな
らばユーザへ口頭で与えられるか、または転送識別番号を記憶するため記憶装置へ電子的
に転送されることができる。トランザクション識別番号を転送する別の方法には、番号を
カバーする銀のラテックス層を有する番号の印刷されたリストまたはカードを転送するた
めに郵便サービスを使用することが含まれており、ラテックス層は即席のくじ券に類似し
てスクラッチにより除去されることができる。
【００５７】
　ユーザはまたトランザクションに設けられる限度をリクエストすることができる。限度
はデフォルトにより与えられる。限度値はユーザにより変更されることができる。トラン
ザクション値が限度を超えるならば、以下さらに説明するように拒否される。ユーザは通
常のトランザクション限度をオーバーライドする特別な理由を有する可能性がある。この
場合、オーバーライドパスワードはユーザのトランザクション管理装置の口座に記憶され
る。限度のオーバーライドを以下説明する。
【００５８】
　ユーザはその後、トランザクション管理装置のウェブサイトを出て、終了し、または記
憶装置の接続を解除する。
　後に、ユーザは92でオンラインで販売業者の電子コマースショップサイトを訪れてもよ
い。ユーザは94で販売業者のウェブサイトから購入する商品を選択する。商品の選択は価
格を示してもよく、またはユーザはチェックアウト形式で価格を入力することを必要とさ
れてもよい。チェックアウト形式へのエントリは販売業者とユーザのコンピュータとの間
で送信されるとき、トランザクション管理装置により暗号化されることを必要とされる。
ユーザは販売業者に与えられたチェックアウト形式へ１つのトランザクション識別番号を
入力する。これは番号を形式にタイプするか、または記憶装置によりトランザクション識
別番号を形式へ入力し、それを幾つかの他の適切な方法で転送することによって行われる
。トランザクションの値がトランザクション限度を超えたならば、ユーザはオーバーライ
ドパスワードを入力する。この情報はユーザから販売業者へ秘密保護して暗号化された提
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出により送信される。
【００５９】
　98で、販売業者はユーザに対する秘密保護された財務トランザクションを承認する。10
0で、販売業者はその後、秘密保護された財務トランザクションリクエストをトランザク
ション管理装置へ提出する。このリクエストは申込み可能であるならば、トランザクショ
ン識別番号、購入額、販売業者の識別およびオーバーライドパスワードを含んでいる。10
2で、トランザクション管理装置は秘密保護された財務トランザクションリクエストを妥
当性を検査する。その値がトランザクション限度を超えたならば、オーバーライドパスワ
ードが与えられなければ拒否される。104でチェックが行われ、トランザクション識別番
号が妥当ではないか、販売業者の識別が妥当ではないか、またはトランザクション値が限
度を超えている等により拒否されたならば、プロセスはステップ98へ戻る。受入れられた
ならば、106でトランザクション管理装置はユーザのトランザクション管理装置の口座に
記憶された銀行の口座の詳細を発見するためにユーザのトランザクション管理装置の口座
を検査し、販売業者の銀行の詳細を探す。これらはその後、108で財務機関へ電子資金転
送（ＥＦＴ）リクエストで送信される。財務機関は110で財務トランザクションリクエス
トを妥当性を検査し、妥当性検査の結果が拒否であれば、拒否メッセージがトランザクシ
ョン管理装置へ戻され、その後トランザクションを拒否し、プロセスは98へ戻る。財務機
関がＥＦＴリクエストを受入れたならば、プロセスは112へ進み、財務機関はトランザク
ション管理装置により与えられた詳細にしたがって、資金をユーザの口座から販売業者の
口座へ転送する。財務機関はその後、114で追跡番号をトランザクション管理装置へ提供
する。116で、トランザクション管理装置はその後、トランザクションの承認を販売業者
へ通知し、追跡番号を販売業者へ提供する。118で、トランザクション管理装置は好まし
くはｅ－メールによってトランザクションの成功をユーザに通知する。120で、販売業者
は商品をユーザへ出荷し、１実施形態では、トランザクションが終了したことをユーザに
確認する。プロセスはその後、122で終了する。
【００６０】
　販売業者は販売業者のトランザクション管理装置の口座44に記憶された詳細によってト
ランザクション管理装置により口座の経歴をアクセスすることができる。ユーザはユーザ
のトランザクション管理装置の口座36からトランザクションの経歴にアクセスすることも
できる。
【００６１】
　本発明は２以上のユーザの口座または１つのユーザの口座と、他の個人またはエンティ
ティの口座間でお金を転送するために使用されることもできる。受取人はトランザクショ
ン管理装置の口座の所有者でなければならない。資金転送リクエストはトランザクション
管理装置の口座の所有者により開始される。この資金転送リクエストを受取るトランザク
ション管理装置はこのリクエストをトランザクション管理装置のビジネスネットワーク内
の関連するトランザクション管理装置へ中継する。このトランザクション管理装置はその
後、この資金転送リクエストを処理し、受取人のトランザクション管理装置の口座は貸方
記入される。
【００６２】
　本発明は、ユーザがクレジットカードまたは他の詳細を販売業者に提供しない利点を明
白に提供する。その代わりに、彼らは単一の使用番号であるトランザクション識別番号を
提供する。さらに、トランザクションがトランザクション識別番号に与えられた予め規定
された限度よりも大きい額を必要とするが、額が財務機関によるユーザのクレジット限度
内であるならば、ユーザはトランザクションプロセスの一部としてパスワードを提供する
ことによりトランザクション限度をオーバーライドすることができる。さらに、トランザ
クション管理装置は、財務機関による電子資金転送を行うことをユーザにより委託された
組織であるという点で、単なる交換所以上に動作する。
【００６３】
　ユーザ識別コードはインターネット、電話機または移動体電話機、移動体電話機または
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インターネットによるＳＭＳ（ショートメッセージサービス）によってトランザクション
管理装置に提供されることができる。トランザクション識別番号および／またはユーザ識
別コードはアルファベット符号と数字符号を含んでいる。アルファベット符号を電話機に
よって提供するために、アルファベットエントリとして解釈される数字のエントリの通常
のプロセスが使用されることができる。例えば、数字の前のアステリスク（＊）キーのエ
ントリは数字がアルファベットに変換されることを示している。通常、数字は最も新型の
数字のキーパッドでは３または４の文字を割当てられる。数字のエントリ前に入力された
アステリスクの数は入力される文字を示すことができる。同様に、ハッシュ（＃）キーが
アステリスクキーの代わりに使用されることができる。さらに、低いケースの符号は例え
ば低いケースと高いケースとの間で変換するためにアステリスクまたはハッシュキーを使
用して生成されることができる。
【００６４】
　図１１を参照すると、ユーザ14とトランザクション管理装置12との間の通信が示されて
いる。ユーザは秘密保護されたユーザ14の識別コードをトランザクション管理装置12へ提
供する。ユーザ14はこれをトランザクション管理装置のウェブサイトを介してまたは前述
したように電話機、ＳＭＳ等により行う。秘密保護されたユーザ識別コードを含むメッセ
ージはユーザ14からトランザクション管理装置12へ送信される。トランザクション管理装
置12は識別コードが最少数の符号文字を有することを要求することができる。識別コード
がこの規準を満たしているならば、ユーザにより入力された識別コードを受入れるかまた
は不認可にする承認エントリがトランザクション管理装置からユーザへ送信される。識別
コードはトランザクション管理装置12によりユーザの口座36に記憶される。
【００６５】
　図１２は秘密保護されたユーザ識別コードをトランザクション識別番号へハッチングす
る１例を示している。この例のトランザクション識別番号は１２３４５６７８９０である
。トランザクション識別番号は90として識別される。ユーザがトランザクションを行うた
めにトランザクション識別番号を販売業者へ提供することを望むとき、ユーザは秘密保護
されたユーザ識別コード、この場合は８８７６２を提供し、これはその後、トランザクシ
ョン識別番号の中間のような予め定められた規則に従ってトランザクション番号と結合さ
れ、新しい結合された識別番号、この例では１２３４５８８７６２６７８９０を生成する
。
【００６６】
　図１３はユーザ識別コードが本来のトランザクション識別番号の中間、前、後に位置さ
れているトランザクション識別子の別の結合方法の幾つかの例を示している。図１４はさ
らに別の例を示し、この場合ユーザの秘密保護識別コードは第１の３つの例ではアルファ
ベットであり、次の１０の例では数字とアルファベットの組合わせである。幾つかの例は
異なる位置に置かれたコードを示しており、他の例は種々の位置で分割されているコード
を示している。多くの他の変更が熟練した受信者に明白であろう。
【００６７】
　図１５はユーザとトランザクション管理装置間の通信の別の方法を示し、それにおいて
はユーザは秘密保護された識別コードをトランザクション管理装置へ提供できるか、トラ
ンザクション管理装置が単一のユーザ識別番号をユーザに提供できる。第１の例では、イ
ンターネット20がウェブサイトまたはｅ－メールにより使用される。第２の中間の例では
、公共交換電話網200が使用され、それによってユーザは電話機のキーパッドで使用され
る情報を入力する。トランザクション管理装置はユーザにコンピュータ化されたスピーチ
発生を使用して情報を提供する。第３の例では、移動体／セルラ電話ネットワーク201が
公共交換電話網と類似の方法で使用される。
【００６８】
　図１６を参照すると、トランザクション管理装置12の構造が示されている。トランザク
ション管理装置はオペレータレーティングシステム242を動作するハイエンドコンピュー
タシステムであり、その内部はアプリケーションシステム244および関係するデータベー
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ス管理システム243である。アプリケーションシステム244および関係するデータベース管
理システム243はオペレーティングシステム242と、および相互間で通信する。アプリケー
ションシステム244はトランザクション管理装置の動作を制御するコンピュータアプリケ
ーションを動作する。財務機関のユーザまたは販売業者と相互動作するため、関係するデ
ータベース管理システムはユーザのトランザクション管理装置の口座と販売業者の口座を
含んだデータベースを動作する。
【００６９】
　アプリケーションシステム244はインターネットインターフェースシステム245により販
売業者およびユーザと相互動作する。公共交換電話網またはセル電話ネットワーク200、2
01のような他の通信媒体が使用される場合には、インターフェースシステムは同様にこれ
らのネットワークとインターフェースし、または他のインターフェースシステムがこれら
のネットワークとインターフェースするために設けられることに注意すべきである。アプ
リケーションシステムはまたトランザクション管理装置12と財務機関18との間の通信を可
能にする財務機関および／または銀行のインターフェースシステム246と通信する。
【００７０】
　トランザクション識別番号が単一使用であることにより、再度使用可能ではないので、
ユーザは販売業者がトランザクション識別番号のコピーを維持することについて心配する
必要はないため、安心していられる。これは再使用されまたは潜在的に不正な人の手に渡
る可能性があるクレジットカード番号とは異なっている。
【００７１】
　本発明に対して変形および変更を本発明の基本概念から逸脱せずに行うことができる。
このような変形は本発明の技術的範囲内に入ることを意図し、その特性は前述の説明から
決定される。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明のトランザクションシステムの参加者間の通信の概略図。
【図２】ユーザのトランザクション管理装置の口座を設定するプロセスにおいて、ユーザ
と、トランザクション管理装置と、外部組織または機関との間の通信を示す概略図。
【図３】販売業者がトランザクション管理装置の口座に申込むためのプロセスにおいて、
販売業者とトランザクション管理装置間の通信を示す概略図。
【図４】トランザクション管理装置による口座の設定で財務機構とトランザクション管理
装置間の通信を示す概略図。
【図５】商品またはサービスの購入のためのユーザと販売業者との間の通信を示す概略図
。
【図６】商品またはサービスの購入のための販売業者とトランザクション管理装置との間
の通信を示す概略図。
【図７】商品またはサービスの購入のためのトランザクション管理装置と財務機関または
銀行との間の通信を示す概略図。
【図８】購入の支払いを確認するためのトランザクション管理装置とユーザと販売業者と
の間の通信を示す概略図。
【図９】トランザクション管理装置による口座の申込みに含まれるステップを示すフロー
図。
【図１０】ユーザが購入を行うプロセスに含まれるステップを示すフロー図。
【図１１】ユーザがトランザクション管理装置に秘密のユーザ識別コードを提供する場合
のユーザとトランザクション管理装置の間の通信を示す概略図。
【図１２】組合わされたトランザクション識別子を発生するためユーザ識別コードをトラ
ンザクション識別番号へハッチングする１例を示す説明図。
【図１３】ユーザ識別コードをトランザクション識別番号へハッチングする別の例を示す
説明図。
【図１４】ユーザ識別コードをトランザクション識別番号へハッチングするさらに別の例
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を示す説明図。
【図１５】ユーザとトランザクション管理装置との間の通信の別の方法を示す図。
【図１６】本発明のトランザクション管理装置の構造の概略図。
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