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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品販売サイトのウェブサーバの機能を発揮する決済システムと現金自動預払機とを備
えた振込システムにおける前記現金自動預払機が、
　コード読取装置と、
　商品の購入を示す購入要求を端末から受信した前記決済システムが生成して出力したコ
ード情報であって前記コード読取装置により支払情報記憶媒体から読み取ったコード情報
に基づいて、前記商品に関する決済金額情報と振込先情報とを少なくとも含む支払情報を
取得する支払情報取得部と、
　振込金額入金装置と、
　前記支払情報を取得した後に、前記決済金額情報の決済に関する振込を促す案内画面情
報を表示装置に出力し、自装置に備わる前記振込金額入金装置を介して自装置を利用する
振込ユーザの所持する物理媒体である振込金額特定媒体に基づく振込金額特定情報を取得
する振込金額特定情報取得部と、
　前記振込金額特定媒体に基づいて前記振込金額特定情報が取得できた場合に、前記決済
金額情報を含む振込要求を前記振込先情報が示す振込先へ送信する振込処理部と、
　を備えた現金自動預払機。
【請求項２】
　前記コード読取装置は、
　携帯端末のディスプレイに表示されたコード情報を読み取る
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　請求項１に記載の現金自動預払機。
【請求項３】
　前記コード読取装置は、
　紙媒体に印字されたコード情報を読み取る
　請求項１に記載の現金自動預払機。
【請求項４】
　前記コード読取装置として、
　前記支払情報記憶媒体である携帯端末のディスプレイに表示されたコード情報または前
記支払情報記憶媒体である紙媒体に印字されたコード情報を読み取るコードリーダと、
　前記支払情報記憶媒体である携帯端末が送信したコード情報を読み取るＮＦＣ装置と、
　を備え、
　前記支払情報取得部は、前記コードリーダまたは前記ＮＦＣ装置の何れかから前記コー
ド情報を取得した場合に前記支払情報の取得処理を終了する
　請求項１に記載の現金自動預払機。
【請求項５】
　前記支払情報に振込元情報が含まれており、
　前記振込処理部は、
　通信接続された銀行システムに前記決済金額情報と前記振込先情報と前記振込元情報と
を少なくとも含む前記振込要求を送信する
　請求項１から請求項４の何れか一項に記載の現金自動預払機。
【請求項６】
　前記支払情報に振込元情報が含まれており、
　前記振込処理部は、
　前記振込先情報に対応する通信接続された振込先の決済システムに前記決済金額情報と
前記振込元情報とを少なくとも含む前記振込要求を送信する
　請求項１から請求項４の何れか一項に記載の現金自動預払機。
【請求項７】
　商品販売サイトのウェブサーバの機能を発揮する決済システムと現金自動預払機とを備
えた振込システムにおける振込金額入金装置とコード読取装置とを備えた前記現金自動預
払機が、
　商品の購入を示す購入要求を端末から受信した前記決済システムが生成して出力したコ
ード情報であって前記コード読取装置により支払情報記憶媒体から読み取ったコード情報
に基づいて、前記商品に関する決済金額情報と振込先情報とを少なくとも含む支払情報を
取得し、
　前記支払情報を取得した後に、前記決済金額情報の決済に関する振込を促す案内画面情
報を表示装置に出力し、自装置に備わる前記振込金額入金装置を介して自装置を利用する
振込ユーザの所持する物理媒体である振込金額特定媒体に基づく振込金額特定情報を取得
し、
　前記振込金額特定媒体に基づいて前記振込金額特定情報が取得できた場合に、前記決済
金額情報を含む振込要求を前記振込先情報が示す振込先へ送信する
　振込処理方法。
【請求項８】
　商品販売サイトのウェブサーバの機能を発揮する決済システムと現金自動預払機とを備
えた振込システムにおける振込金額入金装置とコード読取装置とを備えた前記現金自動預
払機のコンピュータを、
　商品の購入を示す購入要求を端末から受信した前記決済システムが生成して出力したコ
ード情報であって前記コード読取装置により支払情報記憶媒体から読み取ったコード情報
に基づいて、前記商品に関する決済金額情報と振込先情報とを少なくとも含む支払情報を
取得する支払情報取得手段、
　前記支払情報を取得した後に、前記決済金額情報の決済に関する振込を促す案内画面情
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報を表示装置に出力し、自装置に備わる前記振込金額入金装置を介して自装置を利用する
振込ユーザの所持する物理媒体である振込金額特定媒体に基づく振込金額特定情報を取得
する振込金額特定情報取得手段、
　前記振込金額特定媒体に基づいて前記振込金額特定情報が取得できた場合に、前記決済
金額情報を含む振込要求を前記振込先情報が示す振込先へ送信する振込処理手段、
　として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現金自動預払機、振込処理方法、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザ操作に基づいてＰＣやスマートフォン等の携帯端末がインターネット網に接続さ
れている商品販売サイトのウェブサーバにアクセスして携帯端末のユーザに商品を購入さ
せる電子商取引の技術が多く利用されている。当該電子商取引の技術では、携帯端末をユ
ーザが操作することにより当該携帯端末のディスプレイに商品の掲載されたウェブページ
が表示され、ユーザはその商品を購入するために決済用のクレジットカード番号、銀行口
座番号、パスワードなどを入力することが求められる。なお本願発明に関連する技術が特
許文献１に開示されている。特許文献１の技術では振込処理時のユーザの入力を軽減し、
誤振込を防止するとともに連続した振込の効率化を可能とする技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３２３７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の電子商取引では、決済用のクレジットカード番号、銀行口座番号、パスワードな
ど入力情報の入力が求められるため、そのような入力情報が他人に漏洩すると、第三者に
よる自由な商品購入を許容してしまい安全性に問題があった。
【０００５】
　そこでこの発明は、上述の課題を解決する現金自動預払機、振込処理方法、プログラム
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、現金自動預払機は、商品販売サイトのウェブサーバの機
能を発揮する決済システムと現金自動預払機とを備えた振込システムにおける前記現金自
動預払機が、コード読取装置と、商品の購入を示す購入要求を端末から受信した前記決済
システムが生成して出力したコード情報であって前記コード読取装置により支払情報記憶
媒体から読み取ったコード情報に基づいて、前記商品に関する決済金額情報と振込先情報
とを少なくとも含む支払情報を取得する支払情報取得部と、振込金額入金装置と、前記支
払情報を取得した後に、前記決済金額情報の決済に関する振込を促す案内画面情報を表示
装置に出力し、自装置に備わる前記振込金額入金装置を介して自装置を利用する振込ユー
ザの所持する物理媒体である振込金額特定媒体に基づく振込金額特定情報を取得する振込
金額特定情報取得部と、前記振込金額特定媒体に基づいて前記振込金額特定情報が取得で
きた場合に、前記決済金額情報を含む振込要求を前記振込先情報が示す振込先へ送信する
振込処理部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の第２の態様によれば、振込処理方法は、商品販売サイトのウェブサーバの機能
を発揮する決済システムと現金自動預払機とを備えた振込システムにおける振込金額入金
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装置とコード読取装置とを備えた前記現金自動預払機が、商品の購入を示す購入要求を端
末から受信した前記決済システムが生成して出力したコード情報であって前記コード読取
装置により支払情報記憶媒体から読み取ったコード情報に基づいて、前記商品に関する決
済金額情報と振込先情報とを少なくとも含む支払情報を取得し、前記支払情報を取得した
後に、前記決済金額情報の決済に関する振込を促す案内画面情報を表示装置に出力し、自
装置に備わる前記振込金額入金装置を介して自装置を利用する振込ユーザの所持する物理
媒体である振込金額特定媒体に基づく振込金額特定情報を取得し、前記振込金額特定媒体
に基づいて前記振込金額特定情報が取得できた場合に、前記決済金額情報を含む振込要求
を前記振込先情報が示す振込先へ送信することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第３の態様によれば、プログラムは、商品販売サイトのウェブサーバの機能を
発揮する決済システムと現金自動預払機とを備えた振込システムにおける振込金額入金装
置とコード読取装置とを備えた前記現金自動預払機のコンピュータを、商品の購入を示す
購入要求を端末から受信した前記決済システムが生成して出力したコード情報であって前
記コード読取装置により支払情報記憶媒体から読み取ったコード情報に基づいて、前記商
品に関する決済金額情報と振込先情報とを少なくとも含む支払情報を取得する支払情報取
得手段、前記支払情報を取得した後に、前記決済金額情報の決済に関する振込を促す案内
画面情報を表示装置に出力し、自装置に備わる前記振込金額入金装置を介して自装置を利
用する振込ユーザの所持する物理媒体である振込金額特定媒体に基づく振込金額特定情報
を取得する振込金額特定情報取得手段、前記振込金額特定媒体に基づいて前記振込金額特
定情報が取得できた場合に、前記決済金額情報を含む振込要求を前記振込先情報が示す振
込先へ送信する振込処理手段、として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、商品販売サイトのウェブサーバから送信され端末に表示された決済開
始ウェブページにクレジットカード番号、銀行口座番号、パスワードなどの入力情報を入
力することなく商品購入のための決済を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態による振込システムの概要を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による現金自動預払機のインタフェースの一部を示す図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態による現金自動預払機の制御装置のハードウェア構成図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態による制御装置の機能ブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態による振込システムの処理フローを示す図である。
【図６】現金自動預払機に備わる制御装置の最小構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態による現金自動預払機を備えた振込システムを図面を参照し
て説明する。
　図１は同実施形態による現金自動預払機を備えた振込システムの概要を示す図である。
　この図で示すように振込システム１００は、少なくとも端末装置の一例である現金自動
預払機１、専用サーバ５を備えている。現金自動預払機１は振込者であるユーザの顔を撮
影する第一カメラ５１や、振込ユーザを含み情報から当該ユーザの後方や当該ユーザの両
脇を画角内に含んで撮影を行う第二カメラ５２と、を備えてよい。現金自動預払機１は専
用サーバ５を介して、または直接、決済システム２と通信接続されてよい。決済システム
２は商品販売サイトのウェブサーバと連携して電子商取引の機能を発揮する。現金自動預
払機１は専用サーバ５を介して、または直接、銀行システム４と通信接続されてよい。
【００１３】
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　図２は現金自動預払機のインタフェースの一部を示す図である。
　図２で示すように現金自動預払機１はメインディスプレイ１１、ＮＦＣ（Near field c
ommunication）アンテナ１２、小型ディスプレイ１３、コードリーダ１４、第三カメラ１
５、貨幣投入口１６、カード投入口１７、レシート排出口１８等を備える。なお図２には
図示していないが、現金自動預払機１はその他のハードウェア構成としてメインディスプ
レイ１１の上方に設けられたサブディスプレイ、貨幣投入口１６に右側にテンキー、スピ
ーカなどが設けられているが、説明の便宜上、それらの詳細な説明は省略する。
【００１４】
　メインディスプレイ１１には操作の案内画面等が表示される。
　ＮＦＣアンテナ１２はメインディスプレイ１１の下方に設けられた水平台座部９１に内
蔵されている。
　小型ディスプレイ１３は水平台座部９１の水平な台座面に設けられている。小型ディス
プレイ１３はＩＣカード等を水平台座部９１に載置させるための案内画面を表示する。
　コードリーダ１４は水平台座部９１の台座面に載置された紙媒体や携帯端末３の表示す
るコード情報を読み取る。コード情報はバーコードや二次元コード等であってよい。
　第三カメラ１５は水平台座部９１の台座面に載置されたカード等の撮影対象を撮影する
。
　貨幣投入口１６は本実施形態においては紙幣が投入される投入口である。
　カード投入口１７はクレジットカード、銀行カード、その他ＩＣカードを引き込むとと
もに、それらカードに記録された情報に基づく処理が完了したのちに当該カードを排出す
る。
　レシート排出口１８は処理結果等を印字したレシートを排出する。
【００１５】
　図３は現金自動預払機の制御装置のハードウェア構成図である。
　この図が示すように制御装置１０はＣＰＵ（Central Processing Unit）１０－１、Ｒ
ＯＭ（Read Only Memory）１０－２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０－３、ＳＳＤ
（Solid State Drive）１０－４、通信モジュール１０－５等の各ハードウェアを備えた
コンピュータである。制御装置１０は、上述した各ハードウェアを制御する。
【００１６】
　図４は制御装置の機能ブロック図である。
　制御装置１０は、現金自動預払機１に電源が投入されると起動し、予め記憶する管理プ
ログラムを実行する。これにより制御装置１０には、制御部１０１、支払情報取得部１０
２、振込金額特定情報取得部１０３、振込処理部１０４等の機能部が備わる。
　制御部１０１は、従来の現金自動預払機１の制御のほか、他の機能部の制御を行う。
　支払情報取得部１０２は、決済金額情報と振込先情報とを少なくとも含む支払情報を支
払情報記憶媒体から取得する。支払情報記憶媒体とは支払情報に対応するコード情報の印
字された支払票などの紙媒体や、支払情報を記憶する携帯端末３等である。
　振込金額特定情報取得部１０３は、現金自動預払機１に備わる振込金額入金装置を介し
て自機を利用する振込ユーザの所持する物理媒体である振込金額特定媒体に基づく振込金
額特定情報を取得する。振込金額入金装置とは貨幣投入口１６や、ＮＦＣアンテナ１２、
カード投入口１７から引き込んだＩＣカードを用いて振込ユーザ等のユーザの口座からの
引き落としを銀行システム４へ要求する現金自動預払機１に備わる装置等である。また振
込金額特定媒体とは紙幣そのもの、または銀行口座の開設時に発行されたＩＣカードやそ
の他のＮＦＣカードであってよい。
　振込処理部１０４は、振込金額特定媒体に基づいて振込金額特定情報が取得できた場合
に、決済金額情報を含む振込要求を振込先情報が示す振込先へ送信する。振込先とは決済
システム２や銀行システム４である。
【００１７】
　ユーザは携帯端末３を用いて決済システム２のウェブサーバ機能が提供する商品販売サ
イトのウェブページにアクセスし、携帯端末３に表示されたウェブページ内の商品の購入
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操作を行う。このとき携帯端末３は商品販売サイトの決済システム２へ購入要求を送信す
る。決済システム２は購入要求を受信すると、その購入要求から特定した購入商品の決済
金額情報、振込先情報、振込元情報を少なくとも含む支払情報のコード情報を生成する。
コード情報はバーコードや二次元コードの情報である。決済システム２はこのコード情報
を携帯端末３へ送信する。自装置を利用する振込ユーザの所持する物理媒体である携帯端
末３（振込金額特定媒体）のユーザは携帯端末３にコード情報を表示させて現金自動預払
機１のコードリーダ１４に読み取らせる。または携帯端末３がＮＦＣ機能を有する端末で
ある場合には決済システム２のＮＦＣアンテナ１２に読み取らせるようにしてもよい。現
金自動預払機１は取得したコード情報と貨幣投入口１６に投入された貨幣（振込金額特定
媒体）とを用いて振込処理を行う。または現金自動預払機１は取得したコード情報と、振
込金額特定媒体から電子的に読み取った貨幣情報とを用いて振込処理を行う。これにより
ユーザは決済システム２にアクセスして携帯端末３に表示された決裁画面において、クレ
ジットカード番号、銀行口座番号、パスワード等の入力情報を入力することなく購入商品
の決済を進めることができる。
【００１８】
　図５は本実施形態による振込システムの処理フローを示す図である。
　次に振込システムの処理フローについて説明する。
　決済システム２は商品販売サイトのウェブサーバからの購入要求を受信する（ステップ
Ｓ５０１）。購入要求には、決済金額情報、振込先情報、ユーザのＩＤ、購入商品のＩＤ
などが含まれている。決済システム２は購入要求から特定した購入商品の決済金額情報、
振込先情報、振込元情報を少なくとも含む支払情報に対応するコード情報を生成する（ス
テップＳ５０２）。本実施形態において振込元情報は商品を購入するユーザのＩＤであっ
てよい。決済システム２はコード情報を含む決済指示情報を携帯端末３へ送信する（ステ
ップＳ５０３）。携帯端末３は決済指示情報を受信する。決済システム２は決済指示情報
をウェブページとして送信してもよいし、メールアドレスに格納して送信してもよい。ま
たは決済システム２は決済指示情報を表示するウェブページへのＵＲＬを携帯端末３へ送
信するようにしてもよい。決済指示情報には案内文が含まれる。この案内文には、現金自
動預払機１においてコード情報を読み取らせて振込処理を行うよう指示する文章が含まれ
る。なお携帯端末３は商品を購入したユーザ自身の所有する携帯端末３でもよいし、第三
者の所持する携帯端末３であってもよい。ユーザは商品販売サイトのウェブサーバから送
信されたウェブページに、決済指示情報の送信先の携帯端末３の選択欄や入力欄において
、携帯端末３を指定する情報を選択または入力してよい。この情報が決済システム２に通
知されてユーザ所望の携帯端末３に決済指示情報が送信されてよい。以下、決済指示情報
の送信先の携帯端末３を所持するユーザを振込ユーザと呼ぶ。
【００１９】
　振込ユーザは決済指示情報を携帯端末３に表示させて案内文を確認したのち、最寄りの
現金自動預払機１の設置されている店舗へ赴く。振込ユーザは携帯端末３のディスプレイ
に決済指示情報を表示させる。この決済指示情報には決済システム２の生成した二次元コ
ードが含まれる。振込ユーザは現金自動預払機１のメインディスプレイ１１に表示されて
いる複数のアイコンボタンのうち、振込処理のアイコンボタンにタッチする。メインディ
スプレイ１１はタッチセンサを備える。これにより制御部１０１は振込処理を開始すると
判定する（ステップＳ５０４）。制御部１０１は支払情報取得部１０２に処理の開始を指
示する。
【００２０】
　支払情報取得部１０２はＮＦＣアンテナ１２、小型ディスプレイ１３、コードリーダ１
４等に対して支払情報取得制御を行う（ステップＳ５０５）。当該支払情報取得制御にお
いて支払情報取得部１０２は、例えばコードリーダ１４を起動し、小型ディスプレイ１３
に携帯端末３の二次元コードが表示されたディスプレイを上方に向けて水平台座部９１の
台座面に載置するよう指示する案内画面を表示させる。振込ユーザは携帯端末３のディス
プレイを上方に向けて水平台座部９１に載置する。コードリーダ１４は携帯端末３に表示
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されている二次元コードを読み取る。コードリーダ１４は読み取った二次元コードに含ま
れるコード情報を支払情報取得部１０２へ送信する。
【００２１】
　振込ユーザは決済指示情報に含まれるコード情報を印刷して振込を行うようにしてもよ
い。コード情報が印刷された紙媒体は振込票の一態様である。支払情報取得部１０２は、
振込票に印刷された二次元コードを上方に向けて水平台座部９１の台座面に載置するよう
指示する案内画面を表示させる。振込ユーザは印刷された二次元コードを上方に向けて水
平台座部９１に載置する。コードリーダ１４は振込票に印刷されている二次元コードを読
み取る。コードリーダ１４は読み取った二次元コードに含まれるコード情報を支払情報取
得部１０２へ送信する。
【００２２】
　支払情報取得部１０２は他の支払情報取得制御によってコード情報を取得してもよい。
例えば携帯端末３にはＮＦＣ機能の備わるものがある。したがって支払情報取得部１０２
は例えばＮＦＣアンテナ１２を起動し、小型ディスプレイ１３に携帯端末３のＮＦＣ機能
が備わる面を水平台座部９１の台座面に合わせて載置するよう指示する案内画面を表示さ
せる。振込ユーザは携帯端末３のＮＦＣ機能が備わる面を台座面に合わせて載置する。Ｎ
ＦＣアンテナ１２は携帯端末３に表示されている二次元コードを無線により読み取る。Ｎ
ＦＣアンテナ１２は読み取った二次元コードに含まれるコード情報を支払情報取得部１０
２へ送信する。なお、支払情報取得部１０２は上述の何れかの支払情報取得制御を行って
もよいし、それら複数の支払情報取得制御を同時に行うようにして、ＮＦＣアンテナ１２
またはコードリーダ１４の何れかからコード情報を受信した場合に当該支払情報取得制御
を終了してよい。
【００２３】
　支払情報取得部１０２はコード情報を取得する（ステップＳ５０６）。すると支払情報
取得部１０２は当該コード情報を振込処理部１０４へ出力する。また支払情報取得部１０
２は支払情報取得制御の終了を制御部１０１へ通知する。制御部１０１は次に振込金額特
定情報取得部１０３に処理の開始を指示する。
【００２４】
　振込金額特定情報取得部１０３はメインディスプレイ１１と貨幣投入口１６に対して振
込金額特定情報取得制御を行う（ステップＳ５０７）。当該振込金額特定情報取得制御に
おいて振込金額特定情報取得部１０３は、貨幣投入口１６の扉を閉から開に制御するよう
制御する。また振込金額特定情報取得部１０３はメインディスプレイ１１に貨幣投入口１
６に振込金額特定媒体の一例としての貨幣（紙幣や硬貨）を投入するよう案内する案内画
面を表示する。貨幣投入口１６は貨幣が投入されたことを検知して投入された貨幣の金額
をカウントして、その金額の合計を示す振込金額特定情報を振込金額特定情報取得部１０
３へ出力する。
【００２５】
　振込金額特定情報取得部１０３は他の振込金額特定情報取得制御によって振込金額特定
情報を取得してもよい。例えば振込金額特定情報取得部１０３はＮＦＣアンテナ１２を起
動し、決済金額を含む入金指示をＮＦＣアンテナ１２に出力する。振込金額特定情報取得
部１０３は電子マネー情報（金額に換算できるポイント情報や暗号通貨の情報であっても
よい）が記憶されている振込金額特定媒体の一例としてのＩＣカードをＮＦＣアンテナ１
２に翳すよう指示する案内画面をメインディスプレイ１１に表示する。振込ユーザはＩＣ
カードをＮＦＣアンテナ１２に翳す。ＮＦＣアンテナ１２は入金指示に含まれる決済金額
をＩＣカードから取得する入金処理を行う。入金処理自体は公知の技術により行われれば
よい。ＮＦＣアンテナ１２は決済金額を示す振込金額特定情報を振込金額特定情報取得部
１０３へ出力する。なお、振込金額特定情報取得部１０３は上述の何れかの振込金額特定
情報取得制御を行ってもよいし、それら複数の振込金額特定情報取得制御を同時に行うよ
うにして、貨幣投入口１６またはＮＦＣアンテナ１２の何れかから振込金額特定情報を受
信した場合に当該振込金額特定情報取得制御を終了してよい。なお振込ユーザは振込金額
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特定媒体の一例として口座を開設した際に銀行から発行されたＩＣカードを挿入するよう
にしてもよい。
【００２６】
　振込金額特定情報取得部１０３は振込金額特定情報を取得する（ステップＳ５０８）。
振込金額特定情報取得部１０３は当該振込金額特定情報を振込処理部１０４へ出力する。
また振込金額特定情報取得部１０３は振込金額特定情報取得制御の終了を制御部１０１へ
通知する。制御部１０１は次に振込処理部１０４に処理の開始を指示する。
【００２７】
　振込処理部１０４は、コード情報から決済金額情報、振込先情報、振込元情報とを読み
取る。振込処理部１０４はステップＳ５０８で取得した振込金額特定情報の示す金額が、
ステップＳ５０６で取得した決済金額情報の示す金額以上である場合には振込処理を開始
する。振込処理において振込処理部１０４はステップＳ５０８で取得したコード情報から
取得した決済金額情報、振込先情報、振込元情報を少なくとも含む振込要求を銀行システ
ム４へ送信する（ステップＳ５０９）。この振込処理部１０４の処理は、振込金額特定媒
体に基づいて振込金額特定情報が取得できた場合に、決済金額情報を含む振込要求を振込
先情報が示す振込先へ送信することの一態様である。銀行システム４は決済金額情報、振
込先情報、振込元情報を用いて振込処理を行う。具体的には銀行システム４は振込先情報
が示す口座番号へ決済金額情報が示す金額を振り込む処理を行う。この場合、銀行システ
ム４は振込ユーザの口座番号等の情報や、口座への入金処理を経ずに、現金自動預払機１
において振り込まれた貨幣に対応する決済金額情報を用いて振込処理を行うことができる
。これにより振込ユーザが銀行口座を開設していなくとも、商品販売サイトにおいて購入
を行った商品の決済金額を振り込むことが可能となる。なお振込元情報は商品販売サイト
のウェブサーバからの購入要求を行ったユーザの氏名やＩＤ等であってよい。
【００２８】
　振込元情報は商品販売サイトのウェブサーバからの購入要求を行ったユーザの銀行の口
座番号であってもよい。この場合銀行システム４は商品販売サイトのウェブサーバからの
購入要求を行ったユーザの口座番号の預金から決済金額情報の示す金額を差し引いて、振
込先情報が示す振込先に決済金額の振込を行ってもよい。
【００２９】
　振込処理部１０４は銀行システム４の代わりに商品販売サイトの運営者等の管理する決
済システム２に直接、決済金額を振り込んでもよい。具体的には振込処理において振込処
理部１０４はステップＳ５０８で取得したコード情報から取得した振込先情報に基づいて
、決済システム２のネットワークアドレスを特定する。ネットワークアドレスは現金自動
預払機１に専用のサーバが記憶しており、この記憶する情報によって特定してもよいし、
自装置で予め記憶してもよい。振込処理部１０４はコード情報をから取得した決済金額情
報、振込元情報を少なくとも含む振込要求を、特定した決済システム２へ送信する。決済
システム２は振込要求から決済金額情報、振込元情報を読み取る。決済システム２は振込
元情報に紐づいて記憶する未決済の情報を、振込要求から読み取った決済金額情報を用い
て決済完了に更新する。この場合も同様に、振込ユーザの口座番号等の情報や、口座への
入金処理を経ずに、現金自動預払機１において振り込まれた貨幣に対応する決済金額情報
を用いて振込処理を行うことができる。これにより振込ユーザが銀行口座を開設していな
くとも、商品販売サイトにおいて購入を行った商品の決済金額を振り込むことが可能とな
る。
【００３０】
　銀行システム４や決済システム２は決済が完了すると決済完了を現金自動預払機１へ送
信する。現金自動預払機１の振込処理部１０４は、決済終了を示すレシートをレシート排
出口１８から排出する制御を行う（ステップＳ５１０）。
【００３１】
　以上の処理によれば、ユーザは商品販売サイトのウェブサーバにアクセスして携帯端末
３に表示された決裁画面において、クレジットカード番号、銀行口座番号、パスワード等
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の入力情報を入力することなく購入商品の決済を、現金自動預払機１を用いて行うことが
できる。また振込ユーザが銀行口座を開設していなくとも、商品販売サイトにおいて購入
を行った商品の決済金額を振り込むことが可能となる。現金自動預払機１は独自ネットワ
ークと専用設計により安全が確保されているため、ユーザはその守られた環境で決済サー
ビスを享受することができる。また必要な金額の決済を商品購入の都度、物理的に支払う
処理を行うことにより、万が一詐欺被害にあっても、クレジットカード番号、銀行口座番
号、パスワード等の漏洩が減少するため、その被害規模を限定することができる。現金自
動預払機１は、上述の振込処理を行った後、振込処理を行ったことに対する対価含む対価
要求を決済システム２へ送信するようにしてもよい。これにより現金自動預払機１を用い
た新たなサービスと、そのサービスによる収益を見込むことができる。
【００３２】
　図６は現金自動預払機に備わる制御装置の最小構成を示す図である。
　この図が示すように現金自動預払機１に備わる制御装置１０は、少なくとも支払情報取
得部１０２、振込金額特定情報取得部１０３、振込処理部１０４を備えればよい。
【００３３】
　上述の説明では現金自動預払機１を用いて説明しているが、現金自動預払機１は端末装
置の一例であって、現金自動預払機１以外の端末装置が、上述の現金自動預払機１と同様
の構成を備えて、同様の処理を行うようにしてもよい。この場合、端末装置が上述の制御
装置１０を備える。
【００３４】
　上述の現金自動預払機１は内部に、コンピュータシステムを有している。そして、上述
した各処理の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶さ
れており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行することによって、上記処理
が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気デ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等をいう。また、このコンピュー
タプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信を受けたコンピュータ
が当該プログラムを実行するようにしても良い。
【００３５】
　また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組
み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【符号の説明】
【００３６】
１・・・現金自動預払機
２・・・決済システム
３・・・携帯端末
４・・・銀行システム
５・・・専用サーバ
５１・・・第一カメラ
５２・・・第二カメラ
１０・・・制御装置
１１・・・メインディスプレイ
１２・・・ＮＦＣアンテナ
１３・・・小型ディスプレイ
１４・・・コードリーダ
１５・・・第三カメラ
１６・・・貨幣投入口
１７・・・カード投入口
１８・・・レシート排出口
１０１・・・制御部
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１０２・・・支払情報取得部
１０３・・・振込金額特定情報取得部
１０４・・・振込処理部
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【図５】
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