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(57)【要約】
【課題】
　キャッシュカードを用いた自動取引装置で取引を行う
場合には、例えば、夫（依頼元）がキャッシュカードを
妻（依頼先）に渡して、妻が代理人となって取引を実行
するケース（代理取引）がある。このケースにおいて、
口座情報を記憶した携帯端末をキャッシュカードの代わ
りとして用いる場合を想定すると、夫が携帯電話を妻に
渡して、妻が代理人となって取引を実行することになる
。当然ながら夫が妻に携帯電話を渡している間、夫は携
帯電話による通話などができなくなる。
【解決手段】
　第１の携帯端末（依頼元）及び第２の携帯端末（依頼
先）はそれぞれデータを送受信する通信手段を備える。
そして、通信手段を用いて第１の携帯端末と第２の携帯
端末との間でデータを送受信し、第２の携帯端末は第１
の携帯端末に記憶されていたデータを記憶する。自動取
引装置は、前記データを第２の携帯端末からリーダライ
タ部を用いて読み取って、取引処理を実行する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顧客の要望する取引を取り扱う自動取引システムにおいて、
　第１記憶部に記憶しているデータを近距離通信により送信する近距離通信部を備えた第
１の携帯端末と、
　前記近距離通信部から受信した前記データを記憶する第２記憶部を備えた第２の携帯端
末と、
　金融に関する取引を自動的に行い、かつ、前記第２記憶部に記憶された前記データを読
み取るリーダライタ部を備えた自動取引装置と、を有することを特徴とする自動取引シス
テム。
【請求項２】
　請求項１記載の自動取引システムであって、
　前記第１の携帯端末は、
　前記第１記憶部に前記データに含まれる口座情報を用いた取引を許容するとき可、許容
しないとき否と設定する可否フラグを記憶し、かつ
　前記口座情報を近距離通信により第２の携帯端末へ送信した後、前記可否フラグを否に
設定する可否フラグ設定部を備えることを特徴とする自動取引システム。
【請求項３】
　自動取引装置、第１の携帯端末、及び第２の携帯端末により構成される自動取引システ
ムにおいて、
　前記第２の携帯端末は、
　第２記憶部と、
　口座情報を前記第１の携帯端末から受信すると前記第２記憶部に前記口座情報を記憶す
るとともに、前記口座情報を受信したことを示す受信完了情報を前記第１の携帯端末へ送
信する第２制御部と、を有し、
　前記第１の携帯端末は、
　利用者からの入力を検知する第１入力部を有し、
　前記口座情報と、前記口座情報を用いた取引を許容するとき可、許容しないとき否と設
定する可否フラグを記憶する第１記憶部と、
　前記第１入力部により前記口座情報の送信入力を検知すると前記第１記憶部に記憶され
た前記口座情報を前記第２の携帯端末へ送信し、かつ、前記受信完了情報を前記第２の携
帯端末から受信すると可に設定されていた前記可否フラグを否に設定する第１制御部と、
を有し
　前記自動取引装置は、
　携帯端末に記憶された口座情報の読取を行うリーダ部と、
　前記リーダ部を用いて前記第２の携帯端末に記憶された前記口座情報を読み取って取引
処理を実行する自動取引装置制御部と、を有することを特徴とする自動取引システム。
【請求項４】
　請求項３記載の自動取引システムにおいて、
　前記自動取引装置制御部は、前記取引処理を実行した後、口座削除命令を前記第２の携
帯端末へ送信し、
　前記第２制御部は、前記口座削除命令を前記自動取引装置から受信すると前記第２記憶
部に記憶された前記口座情報を削除するとともに、前記口座情報を用いた取引が終了した
ことを示す取引終了情報を前記第１の携帯端末へ送信し、
　前記第１制御部は、前記取引終了情報を前記第１の携帯端末から受信すると否に設定さ
れていた前記可否フラグを可に設定することを特徴とする自動取引システム。
【請求項５】
　請求項３または４記載の自動取引システムであって、
　前記第１の携帯端末は、
　前記口座情報を前記第２の携帯端末へ送信した後の時間を測定する第１タイマを有し、
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　前記第１制御部は、前記第１タイマにより測定された時間が前記口座情報の有効期限を
超えると、否に設定されていた前記可否フラグを可に設定することを特徴とする自動取引
システム。
【請求項６】
　請求項５記載の自動取引システムであって、
　前記第２の携帯端末は、
　前記口座情報を前記第１の携帯端末から受信した後の時間を測定する第２タイマを有し
、
　前記第２制御部は、前記第２タイマにより測定された時間が前記口座情報の有効期限を
超えると、前記第２記憶部に記憶された前記口座情報を削除することを特徴とする自動取
引システム。
【請求項７】
　請求項５または６記載の自動取引システムであって、
　前記口座情報の有効期限は、前記第１入力部により入力された情報または予め決められ
た情報に基づいて設定することを特徴とする自動取引システム。
【請求項８】
　請求項７記載の自動取引システムであって、
　前記第１制御部は、前記第１入力部により検知した入力が前記口座情報の送信入力であ
るか否かを判断し、前記口座情報の送信入力であれば前記口座情報を前記第２の携帯端末
へ近距離通信にて送信し、
　前記第２制御部は、前記自動取引装置から前記口座情報削除命令を受信したとき、前記
取引終了情報を前記第１の携帯端末へ遠距離通信網を利用して送信することを特徴とする
自動取引システム。
【請求項９】
　顧客が要望する取引の処理を制御する制御方法において、
　口座情報を第１の携帯端末から受信すると第２の携帯端末の記憶部に前記口座情報を記
憶するとともに、前記口座情報を受信したことを示す受信完了情報を前記第１の携帯端末
へ送信するステップと、
　第１の携帯端末の入力部により利用者からの入力を検知するステップと、
　第１の携帯端末の記憶部に、前記口座情報と、前記口座情報を用いた取引を許容すると
き可、許容しないとき否と設定する可否フラグを記憶するステップと、
　前記第１の携帯端末の入力部により前記口座情報の送信入力を検知すると前記第１の携
帯端末の記憶部に記憶された前記口座情報を前記第２の携帯端末へ送信するステップと、
　前記受信完了情報を前記第２の携帯端末から受信すると、可に設定されていた前記可否
フラグを否に設定するステップと、を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の制御方法において、
　前記口座削除命令を前記自動取引装置から受信すると前記第２の携帯端末の記憶部に記
憶された前記口座情報を削除するとともに、前記口座情報を用いた取引が終了したことを
示す取引終了情報を前記第１の携帯端末へ送信するステップと、
　前記取引終了情報を前記第１の携帯端末から受信すると、否に設定されていた前記可否
フラグを可に設定するステップと、を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１１】
　顧客が要望する取引の処理を制御する制御方法において、
　特定の口座情報を第１の携帯端末から受信すると第２の携帯端末の記憶部に前記特定の
口座情報を記憶するとともに、前記特定の口座情報を受信したことを示す受信完了情報を
前記第１の携帯端末へ送信するステップと、
　第１の携帯端末の入力部により利用者からの入力を検知するステップと、
　第１の携帯端末の記憶部に、複数の口座情報と、各々の口座情報ごとに当該口座情報を
用いた取引を許容するとき可、許容しないとき否と設定する可否フラグを記憶するステッ
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プと、
　前記第１の携帯端末の入力部により前記特定の口座情報の送信入力を検知すると前記第
１の携帯端末の記憶部に記憶された前記複数の口座情報の中から前記特定の口座情報を選
択して前記第２の携帯端末へ送信するステップと、
　前記受信完了情報を前記第２の携帯端末から受信すると、可に設定されていた前記特定
の口座情報に対応する前記可否フラグを否に設定するステップと、を有することを特徴と
する制御方法。
【請求項１２】
　利用者の操作に基づいて取引を行う自動取引装置において、
　携帯端末に記憶された口座情報に対し読取または書込を行うリーダライタ部と、
　操作に関する案内を表示する表示部と、
　前記表示部による案内に対応する入力を検知する入力部と、
　前記リーダライタ部により読み取った口座情報、及び前記入力部により検知された入力
情報に基づいて取引を処理する制御部とを有し、
　前記制御部は、前記リーダライタ部により読み取った携帯端末の口座情報に、代理取引
情報が含まれていることを検知し、代理取引情報が含まれていれば、取引を処理するとと
もに、前記携帯端末へ前記口座情報を削除するよう命令を出力することを特徴とする自動
取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術分野は携帯電話を使用した取引に対応する自動取引装置（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ－Ｔ
ｅｌｌｅｒ－Ｍａｃｈｉｎｅ：ＡＴＭ）及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話などの携帯端末（モバイル端末）には近距離通信のインタフェースが搭
載されている。その代表例が非接触ＩＣチップや赤外線を用いた近距離通信である。特に
非接触ＩＣチップはそれを装置にかざすだけで様々なデータを送受信でき、それらのデー
タを用いた取引を可能にする。また、携帯端末に搭載した非接触ＩＣチップにキャッシュ
カード、クレジットカード、ポイントカード、クーポンなどの機能を持たせ、電子化する
仕組みが構築されている。
【０００３】
　一方、自動取引装置（ＡＴＭ）において携帯電話を利用して取引を実行する技術として
特許文献１や特許文献２がある。
【０００４】
　特許文献１は、入力手段により入力を受け付けた暗証番号や金融処理情報をＩＣチップ
に書き込み、データ転送手段によりそれらをＩＣチップからＡＴＭへ非接触にて転送し、
ＡＴＭにて金融処理を実行する技術を開示している。
【０００５】
　また、特許文献２は、外出者が携帯電話を用いて取引依頼をし、外出先で管理コンピュ
ータから取引に必要なワンタイムパスワードを受信し、ＡＴＭで取引する技術を開示して
いる。また、現金が必要になった外出者（現金必要者）の代わりに、在宅者（取引依頼者
）が取引依頼をする構成についても開示している。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２９７１９８号公報
【特許文献２】特開２００４－３０３０５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　キャッシュカードを用いた自動取引装置で取引を行う場合には、例えば、夫（依頼元）
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がキャッシュカードを妻（依頼先）に渡して、妻が代理人となって取引を実行するケース
（代理取引）がある。このケースにおいて、口座情報を記憶した携帯端末をキャッシュカ
ードの代わりとして用いる場合を想定すると、夫が携帯電話を妻に渡して、妻が代理人と
なって取引を実行することになる。当然ながら夫が妻に携帯電話を渡している間、夫は携
帯電話による通話などができなくなる。
【０００８】
　この問題を解決するため、特許文献１、２の利用を考えると、特許文献１では２台以上
の携帯電話を使用した代理取引を想定してはいないので、上述の代理取引を実現できる構
成はなく、問題の解決には至らない。
【０００９】
　また、特許文献２では、在宅者（取引依頼者）が依頼した取引を外出者（現金必要者）
がＡＴＭへ赴いて実行するが、現金を必要としているのは外出者であり、在宅者（夫、依
頼元）が依頼した取引を外出者（妻、依頼先）がＡＴＭへ赴いて実行するが、現金を必要
としているのは在宅者（夫、依頼元）であるような場合は想定していない。また、特許文
献２では、管理コンピュータが多くの処理を実行する方式であり、管理コンピュータに大
きな負担がかかってしまう新たな課題が生まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような課題を解決するため、第１の携帯端末（依頼元）及び第２の携帯端末（依頼
先）はそれぞれデータを送受信する通信手段を備える。そして、通信手段を用いて第１の
携帯端末と第２の携帯端末との間でデータを送受信し、第２の携帯端末は第１の携帯端末
に記憶されていたデータを記憶する。自動取引装置は、前記データを第２の携帯端末から
リーダライタ部を用いて読み取って、取引処理を実行する。
【発明の効果】
【００１１】
　自動取引装置（ＡＴＭ）にて携帯電話を利用した取引において、代理人（依頼先）に取
引を依頼する場合に携帯端末を代理人に渡す必要が無いので、依頼元は携帯端末を継続し
て利用できる。また、代理人の携帯端末に転送したデータについて有効期限を設定するこ
と、及び転送したデータを強制的に削除することにより盗難、紛失などによる不正利用を
防止し、セキュリティの高い代理取引を実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に本発明に好適な実施の形態を図面を用いて詳細に説明する。なお、これらは本発
明の一実施例を示すものであり、構成の機能や構成その他を制限するものではない。
【実施例１】
【００１３】
　本実施例では、金融機関等に設置される自動取引装置（ＡＴＭ）を例に挙げ、非接触Ｉ
Ｃチップ搭載の携帯電話を用いた取引を中心に説明する。携帯端末は利用者が携帯可能な
ＰＤＡなどの小型モバイル端末でも良いが、ここでは携帯電話を例に挙げて説明する。図
１の携帯電話とＡＴＭを用いた自動取引システムの構成および各装置の内部構成について
説明する。
【００１４】
　図１はＡＴＭ１０１、非接触ＩＣチップを搭載した２つの携帯電話（携帯端末）１０、
２０、及び上位装置（サーバ）１１０により構成される自動取引システムを示している。
ＡＴＭ１０１は、非接触ＩＣチップと近距離通信が可能な非接触ＩＣリーダライタ１０７
（リーダ部、ライタ部、リーダライタ部）を備える。携帯電話１０、２０は、近距離通信
用インタフェースや、キャッシュカードやクレジットカードなどの様々な媒体のデータを
電子化して格納可能な非接触ＩＣチップを備える。なお、近距離通信としては、非接触Ｉ
Ｃ通信、赤外線やＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）などを用いる。
【００１５】
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　また、依頼元（の利用者）１が携帯電話１０を持ち、依頼先（の利用者）２が携帯電話
２０を持つものとし、以下ではそれぞれ依頼元携帯電話１０、依頼先携帯電話２０と呼ぶ
。依頼元１は、依頼元携帯電話１０を用いて上位装置１１０とデータを送受信して、この
システムで必要なＩＤやパスワードなどの発行を受け、依頼先２に代理取引を依頼する。
一方、依頼先２は代理取引の依頼を受けると、依頼先携帯電話２０を用いて依頼元携帯電
話１０や上位装置１１０とデータを送受信した後、ＡＴＭ１０１へ赴き依頼元１の口座情
報を使用して取引を実行する。
【００１６】
　また、依頼先２は、ＡＴＭ１０１での取引時に非接触ＩＣリーダライタ１０７に依頼先
携帯電話２０を置き（かざし）、現金の入金、出金などの取引を行う。このときＡＴＭ１
０１は非接触ＩＣリーダライタ１０７に置かれた依頼先携帯電話２０に格納されている口
座番号などのデータを近距離通信にて読み取り、取引を処理する。さらに、非接触ＩＣリ
ーダライタ１０７に置かれた依頼先携帯電話２０に格納されている口座番号などのデータ
に対し、近距離通信にて書き込みを行う。
【００１７】
　ＡＴＭ１０１は、キャッシュカードの磁気ストライプ等の読取、排出や明細票の作成、
排出を行うカード／明細票ユニット１０２と、通帳への印字やその読取、排出を行う通帳
ユニット１０３と、紙幣の入出金、搬送、鑑別等を行う紙幣ユニット１０４と、硬貨の入
出金、搬送、鑑別等を行う硬貨ユニット１０５と、利用者へのガイダンス表示や入力など
の操作を行う操作部（タッチパネル）１０６と、非接触ＩＣリーダライタ１０７と、利用
者がＡＴＭ１０１に近づいたことを検知する顧客検知部１０８とを図１のようにＡＴＭ１
０１の正面に配置している。
【００１８】
　次に図２（ブロック図）を用いてＡＴＭ１０１と依頼元携帯電話１０の構成について説
明する。なお、依頼先携帯電話２０も依頼元携帯電話１０と同様な構成を有しており、図
２のカッコ内の番号でそれらを示す。
【００１９】
　ＡＴＭ１０１は、ＡＴＭ全体を制御する制御部２０１、データを記憶する記憶部２０２
、データを送受信する通信部２０３を備えている。なお、制御部２０１はＣＰＵ、メモリ
により構成され、後述するＡＴＭ１０１における各取引、処理の制御を司る。なお、制御
部２０１をはじめ、記憶部２０２、カード／明細票ユニット１０２、通帳ユニット１０３
など取引を処理する部位をまとめて取引処理部とも言う。
【００２０】
　依頼元携帯電話１０は、携帯電話全体を制御する制御部２１１と、種々のメニューを表
示する表示部（液晶パネル）２１２と、利用者の操作や指で押下されたキー入力を受け付
ける入力部２１３と、音声を出力するマイク／スピーカ部２１４と、撮影機能を有するカ
メラ部２１５と、他の携帯電話と通信する（データの送受信、通話機能を有する）通信部
２１６と、他の携帯電話と近距離通信する近距離通信部２１７（データの送受信、転送を
実行するのでデータ送受信部、転送部といっても良い）と、携帯電話のプログラム等を格
納する主記憶部２１８、補助記憶部２１９を有する。なお、制御部２１１はＣＰＵ、メモ
リにより構成され、後述する依頼元携帯電話１０におけるデータの送受信、各種処理の制
御を司る。
【００２１】
　ここで、通信部２１６は、携帯電話の基地局を経由して通信をするものであり、遠距離
での通信を行う。近距離通信部２１７は、他の装置を経由することなく携帯電話同士で通
信するので、通信可能な携帯電話間の距離に対し制限はあるものの、通信時のデータ漏洩
の可能性が少なくてすむ。
【００２２】
　そして、この依頼元携帯電話１０は非接触ＩＣチップ２２０を内蔵する。非接触ＩＣチ
ップ２２０は、非接触ＩＣチップ全体を制御する非接触ＩＣ制御部２２１と、キャッシュ
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カードデータ（口座番号などの情報）やクレジットカードデータなどのデータを記憶する
記憶部２２２と、ＡＴＭ１０１と非接触で且つ近距離通信する非接触通信部２２３とを有
する。非接触ＩＣ制御部２２１は、ＡＴＭ１０１からの要求に応じて、非接触通信部２２
３経由で種々の処理を実行する。例えば、キャッシュカードデータやクレジットカードデ
ータの送受信処理、データの書込処理、指定データの削除処理などである。
【００２３】
　次に図３、４のフローチャートを中心に図５～図８を用いてＡＴＭ１０１、依頼元携帯
電話１０、依頼先携帯電話２０、及び上位装置１１０の処理フローを説明する。なお、図
３、４において、ステップの囲みを実線で示したものはＡＴＭ１０１、依頼元携帯電話１
０、依頼先携帯電話２０、及び上位装置１１０のうちのいずれかの装置が実行するステッ
プであり、ステップの囲みを破線で示したものは依頼元１または依頼先２の人間が実行す
るステップである。また、全ステップは依頼元携帯電話１０、依頼先携帯電話２０、上位
装置１１０、ＡＴＭ１０１のいずれかが主体となっており、各ステップの主体をわかりや
すくするため、縦の破線を用いてスペースを区分けしている。
【００２４】
　また、以下の説明において、依頼元携帯電話１０、及び依頼先携帯電話２０が主体とな
っているステップは、各々の制御部２１１、２３１により実行されるものとしているが、
厳密には、制御部２１１、２３１が主記憶部２１８、２３８に記憶されているキャッシュ
カードアプリを読み出して、そのキャッシュカードアプリの内容に応じた処理を実行する
。つまり、各ステップは起動されたキャッシュカードアプリにより実行されるものと考え
ることも可能である。また、キャッシュカードアプリは後述する鍵の受信、口座情報の暗
号化、取引、口座情報の削除など、ＡＴＭと携帯電話を用いた取引システムに必要となる
種々の処理を実行するものである。依頼元携帯電話１０、及び依頼先携帯電話２０は、そ
れぞれ特有の処理を実行していくものであり、双方に依頼元用、依頼先用の２つのキャッ
シュカードアプリを備えた構成にしても良いし、双方が同じキャッシュカードアプリを備
えた構成にしても良い。
【００２５】
　各装置が実行するデータの送受信は、それぞれの通信部２０３、２１６、２３６、近距
離通信部２１７、２３７、非接触通信部２２３、２４３を介して行うものであるが、ここ
では簡略化のため一部この過程を省略して説明する。また、図５、６は依頼元携帯電話１
０の表示画面５０１～５１１を示し、図７、８は依頼先携帯電話２０の表示画面７０１～
７１１を示す。
【００２６】
　最初に、依頼元１は入力部２１３を用いて予めダウンロードして、主記憶部２１８に記
憶しておいたキャッシュカードアプリ（キャッシュカードアプリケーション）を起動する
。このキャッシュカードアプリはＡＴＭ１０１においてキャッシュカードの代わりとして
携帯電話を用いた取引を実行するときに必要なソフトであり、依頼元１や依頼先２が上位
装置１１０からダウンロードする、または依頼元携帯電話１０や依頼先携帯電話２０に販
売当時から標準装備されているものである。
【００２７】
　依頼元携帯電話１０の制御部２１１は、キャッシュカードアプリの起動命令を受けると
、制御部２１１内にキャッシュカードアプリを展開すると共に、表示部２１２に画面５０
１（キャッシュカードアプリのメニュー画面。「一時貸出」キー、「明細履歴」キー、「
設定」キーを出力して、これらの選択入力を受け付ける画面）を表示する。
【００２８】
　なお、『貸出』というのは、依頼元携帯電話１０に記憶されている口座情報を依頼先携
帯電話２０に一時的に記憶することを指す。そして、この口座情報を用いた取引が完了次
第、依頼先携帯電話２０に記憶した口座情報を削除する。これらの過程を言い換えると、
依頼元１が依頼先２に口座情報の使用権を貸し出しているとも言えるので、『貸出』とい
う言葉を用いる。本実施例では『転送』も『貸出』と同じ意味で使用している。
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【００２９】
　依頼元１により「一時貸出」キーが押下されると、それを検知する。そして、画面５０
２（一時貸出画面。「貸出要求」キー、「貸出先データ強制削除」キー、「メニュー画面
へ戻る」キーを出力して、これらの選択入力を受け付ける画面）へ遷移する。ここで依頼
元１により「貸出要求」キーが押下されると、依頼元携帯電話１０の制御部２１１はそれ
を検知する。続いて、口座情報の一時転送（貸出）依頼データを上位装置１１０へ通信部
２１６を介して送信し（ステップ３０１）、表示部２１２にＩＤ及びパスワードを取得中
である旨を知らせる画面５０３を表示する。なお、一時転送（貸出）依頼データは依頼元
１が保有する口座に関する情報である口座情報を含んだものである。
【００３０】
　ここで、口座情報について説明する。口座情報とは、金融機関の口座番号や、その口座
番号の所有者に関する所有者情報（口座保有者本人の携帯電話による取引か、代理人の携
帯電話による取引か、を示す代理取引情報とも言える）を含んだデータを指す。後述する
が、ＡＴＭ１０１は、依頼先携帯電話２０から口座情報を受信するとき、口座番号と共に
、所有者情報も読み取って、次に実行する処理内容を判断する。
【００３１】
　一方、上位装置１１０は一時転送（貸出）依頼データを依頼元携帯電話１０から受信す
る（ステップ３０２）。そして、一時転送（貸出）依頼データを基に正当な利用者からの
依頼要求であることを判断してワンタイムＩＤ、パスワード、暗号鍵を作成（発行）する
（ステップ３０３）。さらに、作成したこれらの情報（ワンタイムＩＤ、パスワード、暗
号鍵）を依頼元携帯電話１０へ通信部２１６を介して送信する（ステップ３０４）。なお
、ワンタイムＩＤ、パスワードは１回の代理取引のみで使用可能であり、次回の取引では
使用できない形態のものとする（ワンタイムＩＤ形態）。取引ごとにＩＤ、パスワードを
変更すれば、他人にＩＤ、パスワードが漏れても使用できなくなるので、セキュリティが
向上する。
【００３２】
　なお、多少セキュリティは落ちるが、ＩＤは常に同じものを使用してパスワードのみを
ワンタイム方式にするワンタイムパスワード形態、またはＩＤ、パスワードともに常に同
じものを使用する形態にしてもよい。これらの形態であれば、繰り返し同じパスワードを
使用可能なので、利用者側（依頼元１）が覚えやすい利点がある。
【００３３】
　そして、依頼元携帯電話１０の制御部２１１は、ワンタイムＩＤ、パスワード、暗号鍵
を通信部２１６を介して受信すると、これらの情報を主記憶部２１８に記憶し（ステップ
３０５）、表示部２１２に画面５０４（ＩＤ、パスワードとともに、「ＩＤ、パスワード
を依頼先に連絡してください」との案内も出力する画面）を表示し、依頼元１に対し依頼
先２への連絡を促す。この画面５０４に従い、依頼元１はＩＤとパスワードを口頭で依頼
先２へ伝える（ステップ３０６、人が実行するステップ）。なお、ここで暗号鍵は伝えな
いものとする。暗号鍵は依頼元の表示部２１２に表示されることはないので依頼元自身も
知りえるものではないし、口頭で伝えられるほど簡易なものではないからである。
【００３４】
　依頼先２は依頼元１からＩＤ、パスワードを口頭にて聞き（ステップ３０７、人が実行
するステップ）、依頼先携帯電話２０にキャッシュカードアプリが既に備わっていれば、
キャッシュカードアプリを起動する。依頼先携帯電話２０の制御部２３１は、キャッシュ
カードアプリの起動命令を受けると、制御部２３１内にキャッシュカードアプリを展開す
る（ステップ３０８）と共に、表示部２３２に画面７０３（キャッシュカードアプリメニ
ュー画面。「鍵受信」キー、「口座情報データ受信」キー、「ＡＴＭ取引」キー、を出力
して、これらの選択入力を受け付ける画面）を表示する。
【００３５】
　なお、ステップ３０８でキャッシュカードアプリが備わっていない場合、画面７０１（
キャッシュカードアプリダウンロード画面。ＩＤの入力エリア、パスワードの入力エリア
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、及びキャッシュカードアプリのダウンロードを実行する「実行」キー、を表示して入力
を受け付ける画面）にて入力部２３３によりＩＤとパスワードを入力させ、キャッシュカ
ードアプリをダウンロードさせる。ここで「実行」キーが押下されると、キャッシュカー
ドアプリをダウンロードし、起動中である旨を知らせる画面７０２を表示する。キャッシ
ュカードアプリを起動できれば、上述の画面７０３へと進む。このように、画面７０１、
７０２はキャッシュカードアプリをダウンロードするための画面であり、画面７０３以降
がキャッシュカードアプリによる画面である。
【００３６】
　依頼先携帯電話２０は後に暗号化された口座情報（暗号化口座情報）を依頼元携帯電話
１０から受信するが、その前に暗号を解くための復号鍵を入手しておく必要がある。依頼
先携帯電話２０の制御部２３１は、画面７０３の「鍵受信」キーの押下を検知すると、表
示部２３２に画面７０４（復号鍵受信画面。ＩＤの入力エリア、パスワードの入力エリア
、及び復号鍵の受信を実行する「実行」キー、を出力して、これらの入力を受け付ける画
面）を表示する。そして、依頼先２によるワンタイムＩＤとパスワードの入力を受け付け
ると、それを検知する。さらに、表示部２３２には、復号鍵を受信中であることを知らせ
る画面７０５を表示する。復号鍵が受信できれば、それを知らせる旨の案内とともに、画
面７０６（復号鍵を受信できたことを知らせ、「次へ進む」キー、「メニューへ戻る」キ
ーを出力して、これらの選択入力を受け付ける画面）を表示する。次に、入力されたワン
タイムＩＤ、パスワードととともに鍵要求データを上位装置１１０へ通信部２３６を介し
て送信する。
【００３７】
　上位装置１１０は、依頼先携帯電話２０から鍵要求データ、ワンタイムＩＤ、及びパス
ワードを受信すると、パスワードの照合を実施する（ステップ３１０）。照合の結果、成
功であれば（受信したパスワードが、ステップ３０３で上位装置１１０が作成したパスワ
ードと一致すれば）上位装置１１０は復号鍵を依頼先携帯電話２０へ送信する（ステップ
３１１）。失敗であれば上位装置１１０はその旨を伝える情報を依頼先携帯電話２０へ送
信し、復号鍵は送信しないものとする。
【００３８】
　ステップ３１１の後、依頼先携帯電話２０の制御部２３１は、復号鍵を受信すると、そ
れを主記憶部２３８に記憶する（ステップ３１２）。ここで、依頼先２は依頼元１から期
限管理データ及び暗号化口座情報が送信されるのを待つ。
【００３９】
　一方、依頼元１は、ステップ３０６で依頼先２へＩＤ、パスワードを口頭で伝えた後、
ステップ３０７～３１２の間に、別の処理を並行して進めていく。依頼元携帯電話１０の
制御部２１１は、表示部２１２に画面５０５（「貸出期限を入力してください」との案内
、貸出期限入力エリア、を出力する画面）を表示して、貸出期限データ入力（年、月、日
、時、分まで細かく指定可能）を受け付ける（ステップ３５１）。ここでは例えば貸出期
限を２００６年４月１０日１５時３０分と設定する。また、貸出期限を「入力時から２時
間後まで」や「入力時から３日間まで」などのように、入力時から一定期間後に設定する
態様にしても良い。これにより、依頼元１が自らの都合に合わせて自由に貸出期限を設定
できるので、依頼元１にとって便利である。なお、貸出期限は有効期限に言っても差し支
えない。
【００４０】
　なお、貸出期限は依頼元携帯電話１０が自動的に設定する構成にしても問題ない。例え
ば、「依頼元携帯電話１０から上位装置１１０へ一時転送（貸出）依頼データが送信され
てから５時間」や「依頼元携帯電話１０と依頼先携帯電話２０との間で暗号化口座情報が
送受信されたときから２時間後」などとする。また、これらの設定時間は、事前に代理取
引において標準的に必要な時間を調べて自動設定するものでも良い。このように貸出期限
を自動設定することで、依頼元１が入力する前者に比べて入力の手間がかからず、かつ、
代理取引に良い時間を確保できる利点がある。
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【００４１】
　また、貸出回数（口座情報の使用可能回数）を設定するのもセキュリティ向上に有効で
ある。画面５０５に貸出回数入力エリアを新たに設け、依頼先携帯電話２０の取引回数を
制限すれば、依頼先携帯電話２０が盗難にあっても被害を最小限に食い止めることができ
る。例えば、貸出回数２回と設定すれば、依頼先２は２回までしかＡＴＭ１０１で取引で
きない。
【００４２】
　次に、依頼元携帯電話１０の制御部２１１は、表示部２１２に画面５０６（貸出期限の
確認の案内、また、口座情報転送後はしばらくの間その口座情報を用いたキャッシュカー
ド機能を利用できない旨の案内、「口座情報転送」キーを出力する画面）を表示する。こ
の「口座情報転送」キーが入力されれば、口座情報を暗号鍵で暗号化して暗号化情報を作
成し（ステップ３５２）、貸出期限データ及び暗号化口座情報を依頼先携帯電話２０へ近
距離通信部２１７を介して送信する（ステップ３５３）。このとき口座情報の中の所有者
情報に代理取引である旨の情報を含めておく。そして、表示部２１２には口座情報を送信
中である旨を知らせる画面５０７を表示する。
【００４３】
　ここで、口座情報は依頼元携帯電話１０に予め記憶されており、口座情報をセキュリテ
ィ強化のため暗号化した状態で依頼先携帯端末２０へ送信するものとする。
【００４４】
　一方、依頼先携帯電話２０の制御部２３１は、貸出期限データ及び暗号化口座情報を依
頼元携帯電話１０から近距離通信部２３７を介して受信すると（ステップ３１３）、受信
完了情報を依頼元携帯電話１０へ近距離通信部２３７を介して送信する。
【００４５】
　依頼元携帯電話１０の制御部２１１は、受信完了情報を近距離通信部２１７を介して受
信すると画面５０８（口座情報の送信が終了した旨を案内し、「メニュー画面へ戻る」キ
ーを出力する画面）を表示する。続けて、依頼元携帯電話１０の制御部２１１が口座情報
使用可否フラグを「否」に設定する（ステップ３５４）。
【００４６】
　口座情報使用可否フラグとは、ＡＴＭ１０１において依頼元携帯電話１０の制御部２１
１が、主記憶部２１８に記憶している依頼元１が保有する金融機関の口座情報使用した取
引を許容するときは「可」、許容しないときは「否」と設定するフラグである。このフラ
グを例えばデータのビットで表すならば、「可」のとき「００」、「否」のとき「０１」
とすればよい。代理取引をするとき以外は、基本的に口座情報使用可否フラグを「可」に
設定し、依頼元１が依頼元携帯電話１０に記憶している口座情報を用いて自由に取引可能
とする。口座情報を依頼先２に貸出している間は「否」に設定し、依頼元１が依頼元携帯
電話１０に記憶している口座情報を用いて取引するのを禁止する。なお、依頼元携帯電話
１０の制御部２１１が実行する種々の制御のうち、口座情報使用可否フラグの設定変更の
制御をしている部位を口座情報使用可否フラグ設定部、口座情報使用可否フラグ変更部と
言っても良い。
【００４７】
　また、依頼先携帯電話２０へ口座情報を貸出している間、依頼元携帯電話１０は口座情
報を記憶してはいるが使用はできない構成であっても、口座情報を記憶さえしていない構
成であってもよい。どちらの構成においても口座情報使用可否フラグを用いて、口座情報
の使用の可否を設定することができる。すなわち、口座情報使用可否フラグは、依頼元携
帯電話１０に記憶されている口座情報を使用できるか否かだけでなく、依頼元携帯電話１
０に口座情報が記憶されているか否かまで含んだものである。
【００４８】
　ステップ３１３の後に、依頼先携帯電話２０の制御部２３１は、貸出期限データ、及び
暗号化口座情報を主記憶部２３８に記憶する。このとき、表示部２３２には画面７０７（
口座情報データ受信画面。ＩＤの入力エリア、パスワードの入力エリア、及び口座情報デ
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ータの受信を実行する「実行」キー、を出力して、これらの入力を受け付ける画面）、画
面７０８（口座情報データを受信中であることを知らせる画面）、画面７０９（口座情報
データを受信できたことを知らせ、「メニューへ戻る」キー、「終了」キーを出力して、
これらの選択入力を受け付ける画面）を順次表示していく。そして、ステップ３１２で受
信し主記憶部２３８に記憶した復号鍵で暗号化口座情報を復号化し、口座情報として主記
憶部２３８に記憶する（ステップ３１４）。更に、この口座情報をＡＴＭ１０１に送信す
るために口座情報を複製し、複製してできた口座情報を非接触ＩＣチップ２４０の記憶部
２４２に記憶する。
【００４９】
　なお、暗号化口座情報が復号化されたデータについて、単純に口座情報と呼んでも良い
し、復号化口座情報と呼んでも良い。本実施例では口座情報を使って説明する。当然なが
ら、暗号化される前の口座情報と復号化された口座情報は同じ内容であり、同じデータ形
式である。
【００５０】
　その後、依頼先２はＡＴＭ１０１へと移動し、画面７０３の「ＡＴＭ取引」を選択する
。依頼先携帯電話２０の制御部２３１は、「ＡＴＭ取引」の押下を受け付けると、非接触
ＩＣチップ２４０を非接触リーダライタ１０７とのデータのやりとりを可能な状態（活性
化状態）にするため、表示部２３２に画面７１０（ＡＴＭ取引画面。ＩＤの入力エリア、
パスワードの入力エリアを出力する画面）を表示する。入力されたパスワードの照合を行
い、照合が成功であれば非接触ＩＣチップ２４０を、非接触リーダライタとのデータのや
りとりを可能な状態（活性化状態）にし、表示部２３２に画面７１１（ＡＴＭ１０１で取
引可能になったことを知らせる画面。取引時の案内も出力する。）を表示する。
【００５１】
　依頼先２はＡＴＭ１０１へ口座情報を送信するために、ＡＴＭ１０１の非接触ＩＣリー
ダライタ２０４に、依頼先携帯電話２０の非接触ＩＣチップ２４０をかざす（カードを使
った取引におけるカード挿入ステップに相当）。続けて、依頼先携帯電話２０の制御部２
３１は口座情報を、ＡＴＭ１０１へ非接触通信部２４３を介して送信する（ステップ３１
５）。なお、厳密には非接触ＩＣチップ２４０を用いたデータ送受信は、制御部２３１の
指示のもとで非接触ＩＣ制御部２２１により実行される。よって、この非接触通信部２４
３を介してのデータ送信は非接触ＩＣ制御部２４１により実行されるものと言っても良い
。
【００５２】
　一方、ＡＴＭ１０１の制御部２０１は、口座情報を非接触ＩＣリーダライタ１０７を介
して受信し、記憶部２０２に記憶する（ステップ３１６）。その後、暗証番号を照合して
、取引処理をする（ステップ３１７）。
【００５３】
　例えば、この取引が「支払取引」ならば、制御部２０１は、操作部１０６により支払金
額の入力を受け付ける。依頼先２により支払金額が入力されると、入力された金額及び金
額が正しいか否かの確認キー押下を促すメッセージを操作部１０６に表示する。操作部１
０６の確認キーが押下されると、金融機関ホストコンピュータと取引データの交信を行う
。交信後、制御部２０１は要求された金額分の紙幣、硬貨を紙幣ユニット１０４、硬貨ユ
ニット１０５からそれぞれ排出する。このとき、操作部１０６に「通帳があれば挿入口に
入れてください」などのメッセージを表示して、依頼先２に通帳挿入を促すようにしても
よい。依頼先２が通帳を通帳ユニット１０３に挿入すると、制御部２０１は通帳ユニット
１０３にて取引履歴を通帳に印字する。
【００５４】
　また、ＡＴＭ１０１の制御部２０１は、口座情報の中の所有者情報に代理取引である旨
の情報があるか否かを判断する。代理取引である旨の情報があれば取引を処理した後、口
座情報削除命令（口座情報削除コマンド）を依頼先携帯電話２０へ非接触ＩＣリーダライ
タ部１０７を介して送信する（ステップ３１８）。もちろんこのフローチャートでは代理
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取引について説明しているので、ステップ３５２で説明したように、所有者情報の中には
代理取引である旨の情報が存在する。
【００５５】
　なお、例えば依頼元１が代理取引を依頼せずに自ら依頼元携帯電話１０にてＡＴＭで取
引する場合には、口座情報の中に代理取引である旨の情報は含まれていないので、ＡＴＭ
１０１から依頼元携帯電話１０へ口座情報削除命令が送信されることはない。
【００５６】
　ステップ３１８の後、依頼先携帯電話２０の制御部２３１は口座情報削除命令をＡＴＭ
１０１から非接触通信部２４３を介して受信する（ステップ３１９）。この口座情報削除
命令に従い、依頼先携帯電話２０の制御部２３１は、主記憶部２３８に記憶された暗号化
情報と、口座情報（復号化口座情報を意味する）と、復号鍵と、非接触ＩＣチップ２４０
の記憶部２４２に記憶された口座情報とを削除する（ステップ３２０）。すなわち、依頼
先携帯電話２０に記憶されているデータの中で代理取引に用いたデータを全て消去する。
そして、依頼元携帯電話１０に取引終了通知（取引終了情報）を、通信部２３６を介して
メール等の通信機能により送信する（ステップ３２１）。
【００５７】
　この依頼先携帯電話２０から依頼元携帯電話１０への取引終了通知は、メールや通話機
能等のある通信部２１６、２３６を用いた遠距離通信網を利用すればよい。例えば通話機
能を用いる場合、依頼先携帯電話２０から依頼元携帯電話１０への通話において５回着信
ベルが鳴ったら、依頼元携帯電話１０は取引終了通知であると判断するようにする。ここ
での通信は、２つの携帯電話が遠く離れた場所にあるのが一般的であるため、近距離通信
でなくてよい。このように、ステップ３５３で近距離通信にて送受信する口座情報は安全
性を重視し、ステップ３２１で遠距離通信網を利用して送受信する取引終了情報は利便性
を重視するという考えに基づくものである。つまり、取引終了情報の送受信は口座情報の
送受信ほどの高度なセキュリティを必要としなくても良いともいえる。
【００５８】
　なお、ＡＴＭ１０１は取引終了を案内するまで依頼先携帯電話２０を非接触ＩＣリーダ
ライタ１０７にかざしたままにしておくように、操作部１０６で案内する。本実施例にお
いては、セキュリティ向上のため取引が終了すると即座に依頼先携帯電話２０の口座情報
を削除する必要がある。よって、口座情報削除命令を依頼先携帯電話２０へ送信する前に
依頼先携帯電話２０が非接触ＩＣリーダライタ１０７から離れることのないように、例え
ば紙幣排出など最後の処理が完了するまで依頼先携帯電話２０を拘束してしまうなど、何
らかの手段を講じるのが望ましく、また取引途中で携帯電話が離されたとき、それをＡＴ
Ｍが検知して取引中止とするのも良い。
【００５９】
　ステップ３２１の後、依頼元携帯電話１０の制御部２１１は取引終了通知（取引終了情
報）を、通信部２１６を介して受信すると（ステップ３２２）、口座情報使用可否フラグ
を「否」から「可」に変更する（ステップ３２３）。これで代理取引は終了する。代理取
引が終了するとき、ステップ３２３の処理により、口座情報使用可否フラグは通常状態の
「可」に設定されているので、依頼元１は自らＡＴＭ１０１に出向き依頼元携帯電話１０
の主記憶部２１８に記憶された口座情報を用いて取引を実施することが可能になる。
【００６０】
　なお、ＡＴＭ１０１が口座情報削除命令を送信するまで、依頼先携帯電話２０は以下の
処理を実行する。依頼先携帯電話２０の制御部２３１は、タイマにより時間を計測し、口
座情報の貸出期限を経過したか否かを判断し（ステップ３６１）、経過していれば記憶部
２４２の口座情報を削除する（ステップ３２０）。ここで、経過していなければ、口座情
報削除命令を受信したか否かを判断し（ステップ３６２）、受信していれば記憶部２４２
の口座情報を削除する（ステップ３２０）。ここで、受信していなければ、再びステップ
３６１に戻る。
【００６１】
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　また、依頼先２が取引を終了するまで、依頼元携帯電話１０は以下の処理を実行するも
のとする。依頼元携帯電話１０の制御部２１１は、タイマにより時間を計測し、口座情報
の貸出期限を経過したか否かを判断し（ステップ３５５）、経過していれば口座情報使用
可否フラグを「可」にセットする（ステップ３２３）。ここで、経過していなければ、取
引終了通知（取引終了情報）を受信したか否かを判断し（ステップ３５６）、受信してい
れば口座情報使用可否フラグを「可」にセットする（ステップ３２３）。ここで、受信し
ていなければ、再びステップ３５５に戻る。
【００６２】
　上述した依頼先携帯電話２０のステップ３６１、３６２、及び依頼元携帯電話１０のス
テップ３５５、３５６は、口座情報の貸出期限に対応した処理をする上で重要なステップ
である。これらの判断ステップを設けることで、依頼先携帯電話２０が盗難にあった場合
など何らかの理由により依頼先２が代理取引を実行できなくなった場合に、貸出期限を過
ぎれば自動的に依頼先２の口座情報を削除でき、セキュリティを向上できる。
【００６３】
　また、依頼元１が何らかの事情により代理取引を中止したい場面も想定される。その場
合には、依頼元携帯１０を用いて依頼先携帯電話２０の口座情報を削除する。具体的には
、依頼元１は依頼元携帯電話１０の一時貸出画面５０２で「貸出先データ強制削除」キー
を押下する。依頼元携帯電話１０の制御部２１１は、「貸出先データ強制削除」キーの押
下を受け付けると、表示部２１２に画面５０９（貸出先データ強制削除画面。貸出先携帯
電話番号の入力エリアを出力する画面）を表示する。入力部２１３により貸出先携帯電話
番号が入力されると、依頼元携帯電話１０の制御部２１１は貸出先データ強制削除データ
を依頼先携帯電話２０へ通信部２１６を介して送信する。そして、貸出先データを強制削
除している間は画面５１０（貸出先データ（口座情報）を削除中である旨の案内する画面
）を、貸出先データの強制削除が終了すれば画面５１１（貸出先データ（口座情報）の強
制削除が終了した旨の案内し、「メニュー画面へ戻る」キー、「終了」キーを出力する画
面）を表示する。
【００６４】
　一方、依頼先携帯電話２０の制御部２３１は、貸出先データ強制削除データを依頼元携
帯電話１０から通信部２３６を介して受信すると、記憶部２４２に記憶しておいた口座情
報を削除し、削除が終了したことを示す削除終了通知を依頼元携帯電話１０へ通信部２３
６を介して送信する。
【００６５】
　依頼元携帯電話１０の制御部２１１は、削除終了通知を受信すると、口座情報使用可否
フラグを「可」にセットし、表示部２１２に貸出先データの強制削除が終了した旨を示す
画面５１０を表示する。
【００６６】
　本実施例では、以上の構成により、依頼元携帯電話１０から依頼先携帯電話２０に口座
情報を貸し出している（代理取引を依頼している）間であっても依頼元携帯電話１０を使
用可能状態（通話等の通常機能を使用できる状態）にすることが可能となる。またデータ
の利用に限定を加えること（口座情報の利用に有効期限を設けること、口座情報の利用回
数に制限を設けること）で携帯電話の盗難、紛失などによる不正利用の防止することがで
きる。
【実施例２】
【００６７】
　実施例２では実施例１で説明した自動取引システム、及び装置についてその他の実施形
態を説明する。
【００６８】
　実施例１では依頼元１が依頼元携帯電話１０に１つの口座情報を記憶している場合につ
いて説明した。しかし、依頼元携帯電話１０に２つ以上の口座情報を記憶する態様も考え
られる。その場合には、口座情報１つ１つに口座情報使用可否フラグを設け、代理取引を
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【００６９】
　例えば、依頼元携帯電話１０に３つの口座情報Ａ～Ｃがあったとする。口座情報ＡはＸ
銀行の普通預金口座に関するもので、口座情報ＢはＸ銀行の定期預金口座に関するもので
、口座情報ＣはＹ銀行の普通預金口座に関するものである。そして、口座情報Ａ～Ｃそれ
ぞれに対応させて、口座情報使用可否フラグＡ～Ｃを用意する。代理取引を実施していな
い通常の状態であれば、口座情報使用可否フラグＡ～Ｃは全て「可」に設定しておく。
【００７０】
　依頼元１がＸ銀行の普通預金口座に関する取引のみを実行したい場合には、依頼先携帯
電話２０に口座情報Ａを転送し、口座情報使用可否フラグＡを「否」に設定する。口座情
報Ｂ、口座情報Ｃは転送しないので、口座情報使用可否フラグＢ及び口座情報使用可否フ
ラグＣは「可」のままである。
【００７１】
　以上の場合、依頼元１は口座情報Ｂまたは口座情報Ｃに関する取引はいつでも実施可能
である。つまり、予め依頼元１に複数の口座情報が記憶されており、そのうち特定の口座
を依頼先携帯電話２０に転送する構成を採用した場合、特定の口座情報以外の口座情報を
用いた取引は可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】携帯電話とその上位装置とＡＴＭとを示す自動取引システムの構成図。
【図２】携帯電話とＡＴＭの内部ブロック図。
【図３】２つの携帯電話とＡＴＭのフロー図（１）。
【図４】２つの携帯電話とＡＴＭのフロー図（２）。
【図５】依頼元携帯電話１の携帯電話の画面遷移図（１）。
【図６】依頼元携帯電話１の携帯電話の画面遷移図（２）。
【図７】依頼先携帯電話２の携帯電話の画面遷移図（１）。
【図８】依頼先携帯電話２の携帯電話の画面遷移図（２）。
【符号の説明】
【００７３】
　１…依頼元（の利用者）、２…依頼先（の利用者）、１０…依頼元携帯電話、２０…依
頼先携帯電話、１０１…ＡＴＭ、１０２…カードユニット、１０３…通帳ユニット、１０
４…紙幣ユニット、１０５…硬貨ユニット、１０６…操作部、１０７…非接触ＩＣリーダ
ライタ、１０８…顧客検知部、２０１…制御部、２０２…記憶部、２０３…通信部、２１
１…制御部（依頼元携帯電話）、２１２…表示部（依頼元携帯電話）、２１３…入力部（
依頼元携帯電話）、２１４…マイク／スピーカ部（依頼元携帯電話）、２１５…カメラ部
（依頼元携帯電話）、２１６…通信部（依頼元携帯電話）、２１７…近距離通信部（依頼
元携帯電話）、２１８…主記憶部（依頼元携帯電話）、２１９…補助記憶部（依頼元携帯
電話）、２２０…非接触ＩＣチップ（依頼元携帯電話）、２２１…非接触ＩＣ制御部（依
頼元携帯電話）、２２２…記憶部（依頼元携帯電話）、２２３…非接触通信部（依頼元携
帯電話）、２３１…制御部（依頼先携帯電話）、２３２…表示部（依頼先携帯電話）、２
３３…入力部（依頼先携帯電話）、２３４…マイク／スピーカ部（依頼先携帯電話）、２
３５…カメラ部（依頼先携帯電話）、２３６…通信部（依頼先携帯電話）、２３７…近距
離通信部（依頼先携帯電話）、２３８…主記憶部（依頼先携帯電話）、２３９…補助記憶
部（依頼先携帯電話）、２４０…非接触ＩＣチップ（依頼先携帯電話）、２４１…非接触
ＩＣ制御部（依頼先携帯電話）、２４２…記憶部（依頼先携帯電話）、２４３…非接触通
信部（依頼先携帯電話）
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