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(57)【要約】
　本発明はモバイル決済方法及び装置、並びに近距離無
線通信デバイスを開示し、本発明は、情報技術の分野に
関し、モバイル決済の柔軟性を改善することができる。
本方法は、ＮＦＣデバイスにより、最初に、カードリー
ダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用するこ
とによって受信するステップと、次いで、取引命令を、
ブルートゥースを使用することによってインテリジェン
ト端末に送信するステップと、インテリジェント端末に
よって送信された応答メッセージを、ブルートゥースを
使用することによって受信するステップであって、応答
メッセージが取引命令に従ってインテリジェント端末に
よって生成される、ステップと、最後に、応答メッセー
ジを、ＮＦＣを使用することによってカードリーダに送
信するステップとを含む。本発明は、ＮＦＣを使用する
ことによってモバイル決済の実施に適用可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル決済方法であって、
　近距離無線通信ＮＦＣデバイスにより、カードリーダによって送信された取引命令を、
ＮＦＣを使用することによって受信するステップと、
　前記ＮＦＣデバイスにより、前記取引命令を、ブルートゥースを使用することによって
インテリジェント端末に送信するステップと、
　前記ＮＦＣデバイスにより、前記インテリジェント端末によって送信された応答メッセ
ージを、前記ブルートゥースを使用することによって受信するステップであって、前記応
答メッセージが前記取引命令に従って前記インテリジェント端末によって生成される、ス
テップと、
　前記ＮＦＣデバイスにより、前記応答メッセージを、前記ＮＦＣを使用することによっ
て前記カードリーダに送信するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記取引命令が非接触アプリケーションの識別情報及び取引金額情報を伝達し、前記非
接触アプリケーションが前記カードリーダに対応する非接触アプリケーションであり、
　前記インテリジェント端末が、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及
び前記少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記応答メッセージが前記取引命令に従って前記インテリジェント端末によって生成さ
れるということが、具体的には、
　前記インテリジェント端末が、前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケー
ションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで前記応答メッセージを生成することである、請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記応答メッセージが、取引成功情報又は取引失敗情報を伝達し、
　前記取引成功情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報以上であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成され、
　前記取引失敗情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報未満であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記インテリジェント端末がセキュアエレメントＳＥを備え、前記ＳＥが、前記少なく
とも１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触アプ
リケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥが、加入者識別モジュールＳＩＭカ
ード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又は前
記インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、
　前記インテリジェント端末が複数のＳＥを備える場合、前記応答メッセージが前記取引
命令に従って前記インテリジェント端末によって生成されるということが、具体的には、
　前記インテリジェント端末が、前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケー
ションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応するＳＥを判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前
記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口
座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
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前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで前記応答メッセージを生成することである、請求項２から請求
項４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　モバイル決済装置であって、
　カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受信する
ように構成されるＮＦＣ受信ユニットと、
　前記ＮＦＣ受信ユニットによって受信された前記取引命令を、ブルートゥースを使用す
ることによってインテリジェント端末に送信するように構成されるブルートゥース送信ユ
ニットと、
　前記インテリジェント端末によって送信された応答メッセージを、前記ブルートゥース
を使用することによって受信するように構成されるブルートゥース受信ユニットであって
、前記応答メッセージが前記ブルートゥース送信ユニットによって送信された前記取引命
令に従って前記インテリジェント端末によって生成される、ブルートゥース受信ユニット
と、
　前記ブルートゥース受信ユニットによって受信された前記応答メッセージを、前記ＮＦ
Ｃを使用することによって前記カードリーダに送信するように構成されるＮＦＣ送信ユニ
ットとを備える、装置。
【請求項７】
　前記ＮＦＣ受信ユニットによって受信された前記取引命令が非接触アプリケーションの
識別情報及び取引金額情報を伝達し、前記非接触アプリケーションが前記カードリーダに
対応する非接触アプリケーションであり、
　前記インテリジェント端末が、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及
び前記少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する、請求項６に
記載の装置。
【請求項８】
　前記インテリジェント端末が、前記ブルートゥース送信ユニットによって送信された前
記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記
非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース受信ユニットによって受信される前記応
答メッセージを生成する、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記ブルートゥース受信ユニットによって受信される前記応答メッセージが取引成功情
報又は取引失敗情報を伝達し、
　前記取引成功情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報以上であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成され、
　前記取引失敗情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報未満であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記インテリジェント端末がセキュアエレメントＳＥを備え、前記ＳＥが、前記少なく
とも１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触アプ
リケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥが、加入者識別モジュールＳＩＭカ
ード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又は前
記インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、
　前記インテリジェント端末が複数のＳＥを備える場合、前記インテリジェント端末が前
記ブルートゥース送信ユニットによって送信された前記取引命令において伝達された前記
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非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応する
ＳＥを判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前
記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口
座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース受信ユニットによって受信される前記応
答メッセージを生成する、請求項７から請求項９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　近距離無線通信ＮＦＣデバイスであって、
　カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受信する
ように構成されるＮＦＣ通信モジュールと、
　前記ＮＦＣ通信モジュールによって受信された前記取引命令を、ブルートゥース通信モ
ジュールに転送するように構成されるプロセッサと、
　前記ＮＦＣ通信モジュールによって受信された前記取引命令を、ブルートゥースを使用
することによってインテリジェント端末に送信し、前記インテリジェント端末によって送
信された応答メッセージを、前記ブルートゥースを使用することによって受信するように
構成される前記ブルートゥース通信モジュールであって、前記応答メッセージが前記取引
命令に従って前記インテリジェント端末によって生成される、前記ブルートゥース通信モ
ジュールとを備え、
　前記プロセッサが、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信された前記応答メ
ッセージを、前記ＮＦＣ通信モジュールに転送するように更に構成され、
　前記ＮＦＣ通信モジュールが、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信された
前記応答メッセージを、前記ＮＦＣを使用することによって前記カードリーダに送信する
ように更に構成される、ＮＦＣデバイス。
【請求項１２】
　前記ＮＦＣ通信モジュールによって受信された前記取引命令が非接触アプリケーション
の識別情報及び取引金額情報を伝達し、前記非接触アプリケーションが前記カードリーダ
に対応する非接触アプリケーションであり、
　前記インテリジェント端末が、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及
び前記少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する、請求項１１
に記載のＮＦＣデバイス。
【請求項１３】
　前記インテリジェント端末が、前記ブルートゥース通信モジュールによって送信された
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前
記非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信される前記
応答メッセージを生成する、請求項１２に記載のＮＦＣデバイス。
【請求項１４】
　前記ブルートゥース通信モジュールによって受信される前記応答メッセージが取引成功
情報又は取引失敗情報を伝達し、
　前記取引成功情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報以上であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成され、
　前記取引失敗情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報未満であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成される、請求項１３に記載のＮＦＣデバイス。
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【請求項１５】
　前記インテリジェント端末がセキュアエレメントＳＥを備え、前記ＳＥが、前記少なく
とも１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触アプ
リケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥが、加入者識別モジュールＳＩＭカ
ード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又は前
記インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、
　前記インテリジェント端末が複数のＳＥを備える場合、前記インテリジェント端末が前
記ブルートゥース通信モジュールによって送信された前記取引命令において伝達された前
記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応す
るＳＥを判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前
記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口
座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信される前記
応答メッセージを生成する、請求項１２から請求項１４のいずれか一項に記載のＮＦＣデ
バイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報技術の分野、詳細にはモバイル決済方法及び装置、並びに近距離無線通
信（英語：Near　Field　Communication、略してＮＦＣ）デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォンの普及とともに、モバイル決済がより広範囲に使用されている。既存の
モバイル決済は、主にＮＦＣ決済、カード読み取り決済、及びアプリケーション決済を含
む。ＮＦＣ決済は、短距離無線接続技術であり、この技術は、電子デバイス間の近距離通
信を実施するために磁場誘導を使用する。ユーザは、ＮＦＣデバイスをカードリーダの近
くに置くだけでよく、モバイル決済が実施されることができる。
【０００３】
　現在、モバイル決済を実施するための方法に従って、ＮＦＣ機能を有する携帯電話がＮ
ＦＣデバイスとして使用されている。モバイル決済のプロセスは、具体的には下記のとお
りである。ユーザは、ＮＦＣ機能を有する携帯電話をカードリーダの近くに置いてカード
リーダによって送信される取引命令を受信し、次いでＮＦＣ機能を有する携帯電話が取引
命令を処理し、カードリーダに処理結果を返し、それによりＮＦＣデバイスを使用するこ
とによってモバイル決済を実施する。
【０００４】
　しかしながら、ＮＦＣ機能を有する携帯電話を使用することによってモバイル決済が実
施される場合、バスカードなどの別の現在の決済デバイスと比較して、携帯電話は、より
大きな体積を有するとともに可搬性がより劣り、そのために、ＮＦＣ携帯電話を使用する
ことによってモバイル決済を実施する柔軟性がより劣ることになる。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、モバイル決済の柔軟性を改善することが可能なモバイル決済方法及び装置、
並びに近距離無線通信デバイスを提供する。
【０００６】
　本発明において使用される技術的解決法は、下記のとおりである。
【０００７】



(6) JP 2017-532631 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

　第１の態様によれば、本発明は、モバイル決済方法であって、近距離無線通信ＮＦＣデ
バイスにより、カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによ
って受信するステップと、前記ＮＦＣデバイスにより、前記取引命令を、ブルートゥース
を使用することによってインテリジェント端末に送信するステップと、前記ＮＦＣデバイ
スにより、前記インテリジェント端末によって送信された応答メッセージを、前記ブルー
トゥースを使用することによって受信するステップであって、前記応答メッセージが前記
取引命令に従って前記インテリジェント端末によって生成される、ステップと、前記ＮＦ
Ｃデバイスにより、前記応答メッセージを、前記ＮＦＣを使用することによって前記カー
ドリーダに送信するステップとを含む、方法を提供する。
【０００８】
　第１の態様に関連して、第１の態様の第１の可能な実施方法において、前記取引命令は
非接触アプリケーションの識別情報及び取引金額情報を伝達し、前記非接触アプリケーシ
ョンは前記カードリーダに対応する非接触アプリケーションであり、前記インテリジェン
ト端末は、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及び前記少なくとも１つ
の非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する。
【０００９】
　第１の態様の第１の可能な実施方法に関連して、第１の態様の第２の可能な実施方法に
おいて、前記応答メッセージが前記取引命令に従って前記インテリジェント端末によって
生成されるということは、具体的には、前記インテリジェント端末が、前記取引命令にお
いて伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケ
ーションの口座残高情報を判定し、前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケー
ションの前記口座残高情報、及び前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケー
ションの前記取引金額情報に従って取引処理を行い、次いで前記応答メッセージを生成す
ることである。
【００１０】
　第１の態様の第２の可能な実施方法に関連して、第１の態様の第３の可能な実施方法に
おいて、前記応答メッセージは、取引成功情報又は取引失敗情報を伝達し、前記取引成功
情報は、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触アプリケーション
の前記取引金額情報以上であると前記インテリジェント端末が判定した後に生成され、前
記取引失敗情報は、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触アプリ
ケーションの前記取引金額情報未満であると前記インテリジェント端末が判定した後に生
成される。
【００１１】
　第１の態様の第１の可能な実施方法、第１の態様の第２の可能な実施方法、又は第１の
態様の第３の可能な実施方法に関連して、第１の態様の第４の可能な実施方法において、
前記インテリジェント端末はセキュアエレメントＳＥを含み、前記ＳＥは、前記少なくと
も１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触アプリ
ケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥは、加入者識別モジュールＳＩＭカー
ド、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルカードＳＤ、又は前記インテ
リジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、前記インテリジェント端末が複数
のＳＥを含む場合、前記応答メッセージが前記取引命令に従って前記インテリジェント端
末によって生成されるということは、具体的には、前記インテリジェント端末が、前記取
引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接
触アプリケーションに対応するＳＥを判定し、前記インテリジェント端末が、前記ＳＥに
おいて、前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に
従って前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報を判定し、前記インテリジェント
端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び前記取引命令において伝
達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従って取引処理を行い、次い
で前記応答メッセージを生成することである。
【００１２】
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　第２の態様によれば、本発明は、モバイル決済装置であって、カードリーダによって送
信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受信するように構成されるＮＦＣ受
信ユニットと、前記ＮＦＣ受信ユニットによって受信された前記取引命令を、ブルートゥ
ースを使用することによってインテリジェント端末に送信するように構成されるブルート
ゥース送信ユニットと、前記インテリジェント端末によって送信された応答メッセージを
、前記ブルートゥースを使用することによって受信するように構成されるブルートゥース
受信ユニットであって、前記応答メッセージが前記ブルートゥース送信ユニットによって
送信された前記取引命令に従って前記インテリジェント端末によって生成される、ブルー
トゥース受信ユニットと、前記ブルートゥース受信ユニットによって受信された前記応答
メッセージを、前記ＮＦＣを使用することによって前記カードリーダに送信するように構
成されるＮＦＣ送信ユニットとを含む、装置を提供する。
【００１３】
　第２の態様に関連して、第２の態様の第１の可能な実施方法において、前記ＮＦＣ受信
ユニットによって受信された前記取引命令は非接触アプリケーションの識別情報及び取引
金額情報を伝達し、前記非接触アプリケーションは前記カードリーダに対応する非接触ア
プリケーションであり、前記インテリジェント端末は、少なくとも１つの非接触アプリケ
ーションの識別情報及び前記少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を
記憶する。
【００１４】
　第２の態様の第１の可能な実施方法に関連して、第２の態様の第２の可能な実施方法に
おいて、前記インテリジェント端末は、前記ブルートゥース送信ユニットによって送信さ
れた前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に従っ
て前記非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、前記インテリジェント端末は、
前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び前記取引命令において伝達された
前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従って取引処理を行い、次いで、前記
ブルートゥース受信ユニットによって受信される前記応答メッセージを生成する。
【００１５】
　第２の態様の第２の可能な実施方法に関連して、第２の態様の第３の可能な実施方法に
おいて、前記ブルートゥース受信ユニットによって受信される前記応答メッセージは取引
成功情報又は取引失敗情報を伝達し、前記取引成功情報は、前記非接触アプリケーション
の前記口座残高情報が前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報以上であると前記
インテリジェント端末が判定した後に生成され、前記取引失敗情報は、前記非接触アプリ
ケーションの前記口座残高情報が前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報未満で
あると前記インテリジェント端末が判定した後に生成される。
【００１６】
　第２の態様の第１の可能な実施方法、第２の態様の第２の可能な実施方法、又は第２の
態様の第３の可能な実施方法に関連して、第２の態様の第４の可能な実施方法において、
前記インテリジェント端末はセキュアエレメントＳＥを含み、前記ＳＥは、前記少なくと
も１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触アプリ
ケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥは、加入者識別モジュールＳＩＭカー
ド、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又は前記
インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、前記インテリジェント端末
が複数のＳＥを含む場合、前記インテリジェント端末は前記ブルートゥース送信ユニット
によって送信された前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記
識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応するＳＥを判定し、前記インテリジ
ェント端末は、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケ
ーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報を判定
し、前記インテリジェント端末は、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及
び前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従
って取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース受信ユニットによって受信される前記
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応答メッセージを生成する。
【００１７】
　第３の態様によれば、本発明は、近距離無線通信ＮＦＣデバイスであって、カードリー
ダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受信するように構成さ
れるＮＦＣ通信モジュールと、前記ＮＦＣ通信モジュールによって受信された前記取引命
令を、ブルートゥース通信モジュールに転送するように構成されるプロセッサと、前記Ｎ
ＦＣ通信モジュールによって受信された前記取引命令を、ブルートゥースを使用すること
によってインテリジェント端末に送信し、前記インテリジェント端末によって送信された
応答メッセージを、前記ブルートゥースを使用することによって受信するように構成され
る前記ブルートゥース通信モジュールであって、前記応答メッセージが前記取引命令に従
って前記インテリジェント端末によって生成される、前記ブルートゥース通信モジュール
とを含み、前記プロセッサが、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信された前
記応答メッセージを、前記ＮＦＣ通信モジュールに転送するように更に構成され、前記Ｎ
ＦＣ通信モジュールが、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信された前記応答
メッセージを、前記ＮＦＣを使用することによって前記カードリーダに送信するように更
に構成される、ＮＦＣデバイスを提供する。
【００１８】
　第３の態様に関連して、第３の態様の第１の可能な実施方法において、前記ＮＦＣ通信
モジュールによって受信された前記取引命令は非接触アプリケーションの識別情報及び取
引金額情報を伝達し、前記非接触アプリケーションは前記カードリーダに対応する非接触
アプリケーションであり、前記インテリジェント端末は、少なくとも１つの非接触アプリ
ケーションの識別情報及び前記少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報
を記憶する。
【００１９】
　第３の態様の第１の可能な実施方法に関連して、第３の態様の第２の可能な実施方法に
おいて、前記インテリジェント端末は、前記ブルートゥース通信モジュールによって送信
された前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に従
って前記非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、前記インテリジェント端末は
、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び前記取引命令において伝達され
た前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従って取引処理を行い、次いで、前
記ブルートゥース通信モジュールによって受信される前記応答メッセージを生成する。
【００２０】
　第３の態様の第２の可能な実施方法に関連して、第３の態様の第３の可能な実施方法に
おいて、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信される前記応答メッセージは取
引成功情報又は取引失敗情報を伝達し、前記取引成功情報は、前記非接触アプリケーショ
ンの前記口座残高情報が前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報以上であると前
記インテリジェント端末が判定した後に生成され、前記取引失敗情報は、前記非接触アプ
リケーションの前記口座残高情報が前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報未満
であると前記インテリジェント端末が判定した後に生成される。
【００２１】
　第３の態様の第１の可能な実施方法、第３の態様の第２の可能な実施方法、又は第３の
態様の第３の可能な実施方法に関連して、第３の態様の第４の可能な実施方法において、
前記インテリジェント端末はセキュアエレメントＳＥを含み、前記ＳＥは、前記少なくと
も１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触アプリ
ケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥは、加入者識別モジュールＳＩＭカー
ド、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又は前記
インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、前記インテリジェント端末
が複数のＳＥを含む場合、前記インテリジェント端末は前記ブルートゥース通信モジュー
ルによって送信された前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前
記識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応するＳＥを判定し、前記インテリ
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ジェント端末は、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前記非接触アプリ
ケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報を判
定し、前記インテリジェント端末は、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、
及び前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に
従って取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信される
前記応答メッセージを生成する。
【００２２】
　本発明において提供されるモバイル決済方法及び装置、並びに近距離無線通信デバイス
によれば、ＮＦＣデバイスは、最初に、カードリーダによって送信された取引命令を、Ｎ
ＦＣを使用することによって受信し、次いで、取引命令を、ブルートゥースを使用するこ
とによってインテリジェント端末に送信し、インテリジェント端末によって送信された応
答メッセージを、ブルートゥースを使用することによって受信し、ここで応答メッセージ
は、取引命令に従ってインテリジェント端末によって生成され、最後に、応答メッセージ
を、ＮＦＣを使用することによってカードリーダに送信する。ＮＦＣ機能を有するインテ
リジェント端末を使用することによって直接実施される既存のモバイル決済と比較して、
本発明では、ＮＦＣデバイスは、カードリーダによって送信された取引命令をインテリジ
ェント端末に転送し、インテリジェント端末によって送信された応答メッセージをカード
リーダに転送し、それにより、ユーザは、柔軟性により劣るインテリジェント端末を使用
することによってモバイル決済を直接行うことを免れ、すなわち、ユーザは、柔軟性によ
り優れたＮＦＣデバイスをカードリーダの近くに置くだけでよく、モバイル決済が実施さ
れることができる。したがって、モバイル決済の柔軟性が改善されることができ、さらに
、ユーザ体験が改善されることができる。
【００２３】
　本発明におけるか又は従来技術における技術的解決法をより明確に説明するために、下
記は、本発明又は従来技術を説明するために必要とされる添付図面を簡単に説明する。明
らかに、下記の説明における添付図面は本発明の単にいくつかの実施例を表すとともに、
当業者は、創造的な努力なしでこれらの添付図面から更に他の図面を導き出し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施例によるモバイル決済方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施例による別のモバイル決済方法のフローチャートである。
【図３】本発明の実施例によるモバイル決済のためのハードウェア構造の概略図である。
【図４】本発明の実施例によるモバイル決済のための別のハードウェア構造の概略図であ
る。
【図５】本発明の実施例によるモバイル決済装置の概略構造図である。
【図６】本発明の実施例によるＮＦＣデバイスの概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　下記は、本発明の実施例における添付図面を参照して、本発明の実施例における技術的
解決法を明確かつ完全に説明する。明らかに、説明される実施例は本発明の実施例の全て
ではなく単に一部である。本発明の実施例に基づいて、創造的な努力なしで当業者により
取得される他の全ての実施例は、本発明の保護範囲に含まれるものとする。
【００２６】
　本発明の実施例は、モバイル決済方法を提供し、本方法は、モバイル決済の柔軟性を改
善することができる。図１に示されるように、本方法は、下記のステップを含む。
【００２７】
　１０１．ＮＦＣデバイスは、カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使
用することによって受信する。
【００２８】
　取引命令は、非接触アプリケーションのための取引処理を行うために使用される。本発
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明の本実施例では、取引命令は、非接触アプリケーションの識別情報及び取引金額情報を
伝達することができる。
【００２９】
　本発明の本実施例に関して、取引命令は、料金控除処理、再入金処理、及びボーナスポ
イント処理などの取引処理を非接触アプリケーション上で行うために、特に使用されても
よい。例えば、取引命令は、非接触アプリケーションのための料金控除処理を行うために
使用されてもよい。この場合、取引命令において伝達される非接触アプリケーションの識
別情報は、「バスカードアプリケーション」に対応する識別情報であってもよく、取引コ
マンドにおいて伝達される取引金額情報は、「１元の料金を控除すること」であってもよ
い。別の例に関して、取引命令は、非接触アプリケーションのための再入金処理を行うた
めに使用されてもよい。この場合、取引命令において伝達される非接触アプリケーション
の識別情報は、「電話機カードアプリケーション」に対応する識別情報であってもよく、
取引コマンドにおいて伝達される取引金額情報は「１００元を再入金すること」であって
もよい。更に別の例に関して、取引命令は、非接触アプリケーションのためのボーナスポ
イント処理を行うために使用されてもよい。この場合、取引命令において伝達される非接
触アプリケーションの識別情報は、「会員カードアプリケーション」に対応する識別情報
であってもよく、取引コマンドにおいて伝達される取引金額情報は、「２０ポイントのボ
ーナス」であってもよい。
【００３０】
　１０２．ＮＦＣデバイスは、取引命令を、ブルートゥースを使用することによってイン
テリジェント端末に送信する。
【００３１】
　さらに、取引命令は、ＮＦＣデバイスを使用することによってインテリジェント端末に
送信され、それにより、インテリジェント端末は、取引命令に関する取引処理を行うこと
ができる。
【００３２】
　１０３．ＮＦＣデバイスは、インテリジェント端末によって送信された応答メッセージ
を、ブルートゥースを使用することによって受信する。
【００３３】
　応答メッセージは、取引命令に従ってインテリジェント端末によって生成される。具体
的には、インテリジェント端末は、最初に、取引命令において伝達された非接触アプリケ
ーションの識別情報に従って非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、次いで、
非接触アプリケーションの口座残高情報、及び取引命令において伝達された非接触アプリ
ケーションの取引金額情報に従って取引処理を行い、次に応答メッセージを生成する。
【００３４】
　１０４．ＮＦＣデバイスは、応答メッセージを、ＮＦＣを使用することによってカード
リーダに送信する。
【００３５】
　本発明の本実施例において提供されるモバイル決済方法によれば、ＮＦＣデバイスは、
最初に、カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受
信し、次いで、取引命令を、ブルートゥースを使用することによってインテリジェント端
末に送信し、インテリジェント端末によって送信された応答メッセージを、ブルートゥー
スを使用することによって受信し、ここで応答メッセージは、取引命令に従ってインテリ
ジェント端末によって生成され、最後に、応答メッセージを、ＮＦＣを使用することによ
ってカードリーダに送信する。ＮＦＣ機能を有するインテリジェント端末を使用すること
によって直接実施される既存のモバイル決済と比較して、本発明の本実施例では、ＮＦＣ
デバイスは、カードリーダによって送信された取引命令をインテリジェント端末に転送し
、インテリジェント端末によって送信された応答メッセージをカードリーダに転送し、そ
れにより、ユーザは、柔軟性により劣るインテリジェント端末を使用することによってモ
バイル決済を直接行うことを免れ、すなわち、ユーザは、柔軟性により優れたＮＦＣデバ
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イスをカードリーダの近くに置くだけでよく、モバイル決済が実施されることができる。
したがって、モバイル決済の柔軟性が改善されることができ、さらに、ユーザ体験が改善
されることができる。
【００３６】
　図１に示される方法の特定の説明に関して、本発明の実施例は、別のモバイル決済方法
を提供する。図２に示されるように、本方法は、下記のステップを含む。
【００３７】
　２０１．ＮＦＣデバイスは、カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使
用することによって受信する。
【００３８】
　取引命令は、非接触アプリケーションの識別情報及び取引金額情報を伝達し、ここで非
接触アプリケーションは、カードリーダに対応する非接触アプリケーションである。本発
明の本実施例では、インテリジェント端末は、少なくとも１つの非接触アプリケーション
の識別情報及び少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する。
【００３９】
　本発明の本実施例に関して、取引命令は、料金控除処理、再入金処理、及びボーナスポ
イント処理などの取引処理を非接触アプリケーション上で行うために、特に使用されても
よい。例えば、取引命令は、非接触アプリケーションのための料金控除処理を行うために
使用されてもよい。この場合、取引命令において伝達される非接触アプリケーションの識
別情報は、「バスカードアプリケーション」であってもよく、取引コマンドにおいて伝達
される取引金額情報は、「１元の料金を控除すること」であってもよい。別の例に関して
、取引命令は、非接触アプリケーションのための再入金処理を行うために使用されてもよ
い。この場合、取引命令において伝達される非接触アプリケーションの識別情報は、「電
話機カードアプリケーション」であってもよく、取引コマンドにおいて伝達される取引金
額情報は、「１００元を再入金すること」であってもよい。更に別の例に関して、取引命
令は、非接触アプリケーションのためのボーナスポイント処理を行うために使用されても
よい。この場合、取引命令において伝達される非接触アプリケーションの識別情報は、「
会員カードアプリケーション」であってもよく、取引コマンドにおいて伝達される取引金
額情報は、「２０ポイントのボーナス」であってもよい。
【００４０】
　本発明の本実施例に関して、カードリーダとＮＦＣデバイスとの間の通信は、ＮＦＣ技
術を使用することによって行われてもよく、ここで、ＮＦＣ技術は、ＲＦＩＤ技術から進
化した短距離無線接続技術である。本発明の本実施例では、カードリーダ及びＮＦＣデバ
イスはそれぞれ、非接触フロントエンド（英語：Contactless　Frontend、略してＣＬＦ
）及びＮＦＣアンテナを有する。ＣＬＦ（すなわち、ＮＦＣチップ又はＮＦＣコントロー
ラ）は、非接触無線周波数インタフェース及び通信プロトコルを処理するように構成され
る。ＮＦＣアンテナは、近距離結合アンテナであり、ＮＦＣ技術において信号を受信又は
送信するために使用される。
【００４１】
　本発明の本実施例では、カードリーダは、取引命令を生成し、送信するデバイスである
。例えば、カードリーダは、バスの中でバスカードを読み取り機に通すように構成された
デバイスであってもよい。この場合、カードリーダによって生成され、送信される取引命
令は、「バスカードアプリケーション」のための料金控除処理を行うために使用される。
また、本発明の本実施例では、非接触アプリケーションは、メトロカードアプリケーショ
ン、ショッピングカードアプリケーション、フィットネスカードアプリケーション、食事
カードアプリケーション、ポイントカードアプリケーション、再入金可能カードアプリケ
ーションなどであってもよい。
【００４２】
　カードリーダは、バスの中でバスカードを読み取り機に通すように構成された前述のデ
バイスに限定されず、取引命令もまた、「バスカードアプリケーション」のための前述の
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料金控除処理に限定されない、という点に注意が必要である。ＮＦＣを使用することによ
ってカードリーダとＮＦＣデバイスとの間の通信を行うことができるその他のシナリオが
、本発明の本実施例に適用可能である。例えば、カードリーダは、商店において、ボーナ
スポイント処理を行うように構成されるデバイスであってもよい。この場合、カードリー
ダによって生成され、送信される取引命令は、「ポイントカードアプリケーション」のた
めのボーナスポイント処理を行うために使用されてもよい。
【００４３】
　２０２．ＮＦＣデバイスは、取引命令を、ブルートゥースを使用することによってイン
テリジェント端末に送信する。
【００４４】
　さらに、取引命令は、ＮＦＣデバイスを使用することによってインテリジェント端末に
送信され、それにより、インテリジェント端末は、取引命令に関する取引処理を行うこと
ができる。
【００４５】
　２０３．ＮＦＣデバイスは、インテリジェント端末によって送信された応答メッセージ
を、ブルートゥースを使用することによって受信する。
【００４６】
　応答メッセージは、取引命令に従ってインテリジェント端末によって生成される。
【００４７】
　本発明の本実施例に関して、インテリジェント端末は、少なくとも１つの非接触アプリ
ケーションの識別情報及び少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記
憶する。具体的には、インテリジェント端末は、最初に、取引命令において伝達される非
接触アプリケーションの識別情報に従って非接触アプリケーションの口座残高情報を判定
し、次いで、非接触アプリケーションの口座残高情報、及び取引命令において伝達された
非接触アプリケーションの取引金額情報に従って取引処理を行い、次に応答メッセージを
生成する。
【００４８】
　例えば、取引命令において伝達された非接触アプリケーションの識別情報は、「バスカ
ードアプリケーション」に対応する識別情報である。インテリジェント端末は、最初に、
記憶された、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及び少なくとも１つの
非接触アプリケーションの口座残高情報において、「バスカードアプリケーション」の口
座残高情報が「８０元」であると判定し、次いで、非接触アプリケーションの口座残高情
報「８０元」、及び取引命令において伝達された非接触アプリケーションの取引金額情報
「１元の料金を控除すること」に従って料金控除処理を行い、料金控除処理後に、「バス
カードアプリケーション」の口座残高情報は、「７９元」となる。別の例に関して、取引
命令において伝達される非接触アプリケーションの識別情報は、「ポイントカードアプリ
ケーション」に対応する識別情報である。インテリジェント端末は、最初に、記憶された
、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及び少なくとも１つの非接触アプ
リケーションの口座残高情報において、「ポイントカードアプリケーション」の口座残高
情報が「１０００ポイント」であると判定し、次いで、非接触アプリケーションの口座残
高情報「１０００ポイント」、及び取引命令において伝達された非接触アプリケーション
の取引金額情報「２０ポイントのボーナス」に従ってボーナスポイント処理を行い、ボー
ナスポイント処理後に、「ポイントカードアプリケーション」の口座残高情報は、「１０
２０ポイント」となる。
【００４９】
　本発明の本実施例に関して、応答メッセージは、取引成功情報又は取引失敗情報を伝達
することができる。取引成功情報は、非接触アプリケーションの口座残高情報が非接触ア
プリケーションの取引金額情報以上であるとインテリジェント端末が判定した後に生成さ
れる。取引失敗情報は、非接触アプリケーションの口座残高情報が非接触アプリケーショ
ンの取引金額情報未満であるとインテリジェント端末が判定した後に生成される。
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【００５０】
　例えば、取引コマンドにおいて伝達される取引金額情報は、「１元の料金を控除するこ
と」である。非接触アプリケーションの口座残高が「５０元」である場合は、インテリジ
ェント端末は、非接触アプリケーションの口座残高情報が非接触アプリケーションの取引
金額情報以上である、すなわち、非接触アプリケーションの口座残高が十分であると判定
し、インテリジェント端末は、取引成功情報を生成し、非接触アプリケーションの口座残
高が「０．５元」である場合は、インテリジェント端末は、非接触アプリケーションの口
座残高情報が非接触アプリケーションの取引金額情報未満である、すなわち、非接触アプ
リケーションの口座残高が不十分であると判定し、インテリジェント端末は、取引失敗情
報を生成する。
【００５１】
　２０４．ＮＦＣデバイスは、応答メッセージを、ＮＦＣを使用することによってカード
リーダに送信する。
【００５２】
　本発明の本実施例に関して、インテリジェント端末は、セキュアエレメント（英語：Se
cure　Element、略してＳＥ）を含み、ここで、ＳＥは、少なくとも１つの非接触アプリ
ケーションの識別情報及び少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記
憶する。本発明の本実施例では、ＳＥは、加入者識別モジュール（英語：Subscriber　Id
entity　Module、略してＳＩＭ）カード、ユーザ識別モジュール（英語：User　Identity
　Module、略してＵＩＭ）カード、セキュアデジタルメモリカード（英語：Secure　Digi
tal　Memory　Card、略してＳＤ）、及びインテリジェント端末のうちの少なくとも１つ
に組み込まれてもよい。
【００５３】
　本発明の本実施例に関して、インテリジェント端末が複数のＳＥを含んでいる場合、イ
ンテリジェント端末は、最初に、取引命令において伝達された非接触アプリケーションの
識別情報に従って非接触アプリケーションに対応するＳＥを判定し、次いで、ＳＥにおい
て、取引命令において伝達された非接触アプリケーションの識別情報に従って非接触アプ
リケーションの口座残高情報を判定し、最後に、非接触アプリケーションの口座残高情報
、及び取引命令において伝達された非接触アプリケーションの取引金額情報に従って取引
処理を行い、次に応答メッセージを生成する。
【００５４】
　例えば、あるＳＥがＳＩＭカードに組み込まれ、別のＳＥがインテリジェント端末に組
み込まれている場合、ＳＩＭカードがインテリジェント端末に取り付けられた後、インテ
リジェント端末は、２つのＳＥを有する。この場合、ユーザの非接触アプリケーションと
２つのＳＥとの間の対応関係をあらかじめ設定する必要がある。ユーザの非接触アプリケ
ーションは、バスカードアプリケーション、メトロカードアプリケーション、ショッピン
グカードアプリケーション、食事カードアプリケーション、ポイントカードアプリケーシ
ョン、及び再入金可能カードアプリケーションを含み、ここで、ＳＩＭカードに組み込ま
れたＳＥは、バスカードアプリケーション及びメトロカードアプリケーションの識別情報
、並びにそれぞれの対応する口座残高情報を記憶しており、インテリジェント端末に組み
込まれた別のＳＥは、ショッピングカードアプリケーション、食事カードアプリケーショ
ン、ポイントカードアプリケーション、及び再入金可能カードアプリケーションの識別情
報、並びにそれぞれの対応する口座残高情報を記憶している、と仮定されている。取引命
令において伝達された識別情報が「バスカードアプリケーション」に対応する識別情報で
ある場合は、非接触アプリケーションに対応した、インテリジェント端末によって判定さ
れるＳＥは、ＳＩＭカードに組み込まれたＳＥであり、取引命令において伝達された識別
情報が「ショッピングカードアプリケーション」に対応する識別情報である場合は、非接
触アプリケーションに対応した、インテリジェント端末によって判定されるＳＥは、イン
テリジェント端末に組み込まれた別のＳＥである。
【００５５】
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　本発明の本実施例では、非接触アプリケーションの識別情報及び非接触アプリケーショ
ンの口座残高情報は、前述のＳＥに記憶されることには限定されない、という点に注意が
必要である。非接触アプリケーションの識別情報及び非接触アプリケーションの口座残高
情報がインテリジェント端末に記憶されることを実施することができるその他の方法が本
発明の本実施例に適用可能である。例えば、非接触アプリケーションの識別情報及び非接
触アプリケーションの口座残高情報は、インテリジェント端末のアプリケーションプログ
ラムに記憶される。
【００５６】
　本発明の本実施例に関して、ＮＦＣデバイスは、ポータブルＮＦＣデバイスであっても
よく、ポータブルＮＦＣデバイスは、ウェアラブルＮＦＣデバイスであってもよい。ウェ
アラブルＮＦＣデバイスは、指輪形状のＮＦＣデバイス、ハンドリング（hand　ring）形
状のＮＦＣデバイス、リストストラップ形状のＮＦＣデバイスなどであってもよい。本発
明の本実施例では、ポータブルＮＦＣデバイスは、カードリーダとインテリジェント端末
との間のブリッジとして使用され、それは、ユーザが柔軟性により優れたＮＦＣデバイス
を使用することによってカードリーダとの通信を実施することができ、それにより、ユー
ザ体験が改善され得ることを、実現することができる。
【００５７】
　例えば、ＮＦＣデバイスは、ハンドリング形状のＮＦＣデバイスであってもよい。ユー
ザがバスの中でバスカードを読み取り機に通す動作を行う必要がある場合は、ユーザは、
バスの中でハンドリング形状のＮＦＣデバイスをカードリーダの近くに置くだけでよく、
バスカードを読み取り機に通す動作が実施されることができ、ユーザが再入金動作を行う
必要がある場合は、ユーザは、ハンドリング形状のＮＦＣデバイスを対応するカードリー
ダの近くに置くだけでよく、再入金動作が実施されることができる。言いかえれば、ユー
ザがユーザの非接触アプリケーションをインテリジェント端末にあらかじめ設定し、これ
らの非接触アプリケーションのために、インテリジェント端末とハンドリング形状のＮＦ
Ｃデバイスとの間の無線接続を行った後、ユーザは、ハンドリング形状のＮＦＣデバイス
をカードリーダの近くに置くだけでよく、対応する処理が実施されることができる。
【００５８】
　ポータブルＮＦＣデバイスは、ウェアラブルＮＦＣデバイスに限定されず、ウェアラブ
ルＮＦＣデバイスは、前述のハンドリング形状のＮＦＣデバイスに限定されない、という
点に注意が必要である。ネックレス形状のＮＦＣデバイス又はキーホルダー形状のＮＦＣ
デバイスなどのその他のポータブルＮＦＣデバイスが、本発明の本実施例に適用可能であ
る。
【００５９】
　本発明の本実施例に関して、カードリーダ、ＮＦＣデバイス、及びインテリジェント端
末のハードウェア構造の概略図を図３に示すことができる。カードリーダは、ＣＬＦ及び
ＮＦＣのアンテナを含むことができ、ポータブルＮＦＣデバイスは、ブルートゥース（英
語：Blue　Tooth、略してＢＴ）モジュール、マイクロコントローラユニット（英語：Mic
ro　Controller　Unit、略してＭＣＵ）、ＣＬＦ、及びＮＦＣアンテナを含むことができ
、インテリジェント端末は、ＢＴモジュール、アプリケーションプロセッサ（英語：Appl
ication　Processor、略してＡＰ）、及びＳＩＭカードに組み込まれたセキュアエレメン
ト（英語：Secure　Element、略してＳＥ）を含むことができる。
【００６０】
　本発明の本実施例に関して、インテリジェント端末がＮＦＣインテリジェント端末であ
る場合、カードリーダ、ＮＦＣデバイス、及びインテリジェント端末のハードウェア構造
の概略図を図４に示すことができる。カードリーダは、ＣＬＦ及びＮＦＣアンテナを含む
ことができ、ポータブルＮＦＣデバイスは、ＢＴ、ＭＣＵ、ＣＬＦ、及びＮＦＣアンテナ
を含むことができ、ＮＦＣのインテリジェント端末は、ＢＴモジュール、ＡＰ、ＳＩＭカ
ードに組み込まれたＳＥ、ＣＬＦ、及びＮＦＣアンテナを含むことができる。本発明の本
実施例では、ＮＦＣインテリジェント端末は、ＮＦＣ機能を有するインテリジェント端末
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を指す。通常のインテリジェント端末と比較して、ＮＦＣインテリジェント端末は、ＣＬ
Ｆ及びＮＦＣのアンテナを含み、ここでＣＬＦは取引命令をＳＥに送信するために使用さ
れる。加えて、ＮＦＣインテリジェント端末が複数のＳＥを有する場合、ＣＬＦは、取引
命令において伝達される非接触アプリケーションの識別子に対応するＳＥを選択するよう
に更に構成される。
【００６１】
　本発明の本実施例に関して、既存のＮＦＣインテリジェント端末は、ＮＦＣアンテナを
使用することによって、カードリーダによって送信された取引命令を受信し、ＣＬＦを使
用することによって、取引命令を対応するＳＥに送信することができる。本発明の本実施
例では、取引命令が、ＮＦＣインテリジェント端末に含まれるＣＬＦを使用することによ
ってＳＥに送信されることは、ＮＦＣ機能を有するインテリジェント端末の既存のモバイ
ル決済処理手順と同様であり、それにより、既存のプロトコルに対する修正を低減させる
ことができる。
【００６２】
　具体的には、本発明の本実施例では、インテリジェント端末がＮＦＣインテリジェント
端末である場合、最初に、ＮＦＣデバイスにより送信された取引命令が、ＮＦＣインテリ
ジェント端末のＢＴモジュールを使用することによって受信され、取引命令がＮＦＣイン
テリジェント端末のＡＰに送信され、次いで、ＮＦＣインテリジェント端末のＡＰが取引
命令に従って対応する非接触アプリケーションを判定し、対応する非接触アプリケーショ
ンを使用することによって、取引命令をＮＦＣインテリジェント端末のＣＬＦに転送し、
最後に、非接触アプリケーションに対応するＳＥが、取引命令に従ってＮＦＣインテリジ
ェント端末のＣＬＦによって判定され、取引命令がＳＥへ送信され、それにより、ＳＥが
取引処理を行う。しかしながら、従来技術では、ＮＦＣインテリジェント端末が、最初に
カードリーダに近づく必要があり、カードリーダによって送信された取引命令は、ＮＦＣ
インテリジェント端末のアンテナを使用することによって受信され、次いで、ＮＦＣイン
テリジェント端末のアンテナが取引命令をＮＦＣインテリジェント端末のＣＬＦに送信し
、最後に、ＮＦＣインテリジェント端末のＣＬＦが、取引命令に従って非接触アプリケー
ションに対応するＳＥを判定し、取引命令をＳＥに送信し、それにより、ＳＥが取引処理
を行う。
【００６３】
　本発明の本実施例に関して、図３に示されるように、インテリジェント端末がＮＦＣイ
ンテリジェント端末でない場合は、最初に、ＮＦＣデバイスにより送信された取引命令が
、インテリジェント端末のＢＴモジュールを使用することによって受信され、取引命令が
、ＮＦＣインテリジェント端末のＡＰに送信され、次いで、ＮＦＣインテリジェント端末
のＡＰが取引命令に従って対応するＳＥを判定し、取引命令をＳＥに送信し、それにより
、ＳＥが取引処理を行い、ＳＥが対応する非接触アプリケーションを判定する。図４に示
されるように、インテリジェント端末がＮＦＣインテリジェント端末である場合は、最初
に、ＮＦＣデバイスにより送信された取引命令が、ＮＦＣインテリジェント端末のＢＴモ
ジュールによって受信され、取引命令がＮＦＣインテリジェント端末のＡＰに送信され、
次いで、ＮＦＣインテリジェント端末のＡＰが取引命令に従って非接触アプリケーション
に対応するアプリケーションプログラムを判定し、ここで非接触アプリケーションに対応
するアプリケーションプログラムはＡＰに常駐し、取引命令は、対応するアプリケーショ
ンプログラムを使用することによってＮＦＣインテリジェント端末のＣＬＦに転送され、
最後に、ＮＦＣインテリジェント端末のＣＬＦが、取引命令に従って非接触アプリケーシ
ョンに対応するＳＥを判定し、取引命令をＳＥに送信し、それにより、ＳＥが取引処理を
行う。
【００６４】
　ポータブルＮＦＣデバイスのプロセッサは、前述のＭＣＵに限定されない、という点に
注意が必要である。ポータブルＮＦＣデバイスへ組み込むことができるその他のプロセッ
サも本発明の本実施例に適用可能である。ＳＥは、ＳＩＭカードに組み込まれることに限
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定されない。ＳＥがインテリジェント端末に組み込まれるその他の方法も、本発明の本実
施例に適用可能であり、例えば、ＳＥは、ＵＩＭカード、ＳＤカード、又はインテリジェ
ント端末に組み込まれる。
【００６５】
　本発明の本実施例において提供されるモバイル決済方法によれば、ＮＦＣデバイスは、
最初に、カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受
信し、次いで、取引命令を、ブルートゥースを使用することによってインテリジェント端
末に送信し、インテリジェント端末によって送信された応答メッセージを、ブルートゥー
スを使用することによって受信し、ここで応答メッセージは、取引命令に従ってインテリ
ジェント端末によって生成され、最後に、応答メッセージを、ＮＦＣを使用することによ
ってカードリーダに送信する。ＮＦＣ機能を有するインテリジェント端末を使用すること
によって直接実施される既存のモバイル決済と比較して、本発明の本実施例では、ＮＦＣ
デバイスは、カードリーダによって送信された取引命令をインテリジェント端末に転送し
、インテリジェント端末によって送信された応答メッセージをカードリーダに転送し、そ
れにより、ユーザは、柔軟性により劣るインテリジェント端末を使用することによってモ
バイル決済を直接行うことを免れ、すなわち、ユーザは、柔軟性により優れたＮＦＣデバ
イスをカードリーダの近くに置くだけでよく、モバイル決済が実施されることができる。
したがって、モバイル決済の柔軟性が改善されることができ、さらに、ユーザ体験が改善
されることができる。
【００６６】
　さらに、本発明の本実施例において提供されるモバイル決済方法によれば、ポータブル
ＮＦＣデバイスは、カードリーダとインテリジェント端末との間のブリッジとして使用さ
れ、それは、ユーザ体験を改善するようにユーザが柔軟性により優れたＮＦＣデバイスを
使用することによってカードリーダとインテリジェント端末との間の通信を実施すること
できることを、実現することができる。取引命令が、ＮＦＣインテリジェント端末に含ま
れるＣＬＦを使用することによってＳＥに送信されることは、ＮＦＣ機能を有するインテ
リジェント端末の既存のモバイル決済処理手順に類似しており、それにより、既存のプロ
トコルに対する修正を低減させることができる。
【００６７】
　さらに、図１及び図２に示される方法の実装例に関して、本発明の実施例は、モバイル
決済の柔軟性を改善するように構成されるモバイル決済装置を更に提供する。図５に示さ
れるように、装置５０は、ＮＦＣ受信ユニット５１と、ブルートゥース送信ユニット５２
と、ブルートゥース受信ユニット５３と、ＮＦＣ送信ユニット５４とを含む。
【００６８】
　ＮＦＣ受信ユニット５１は、カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使
用することによって受信するように構成される。
【００６９】
　ブルートゥース送信ユニット５２は、ＮＦＣ受信ユニット５１によって受信された取引
命令を、ブルートゥースを使用することによってインテリジェント端末に送信するように
構成される。
【００７０】
　ブルートゥース受信ユニット５３は、インテリジェント端末によって送信された応答メ
ッセージを、ブルートゥースを使用することによって受信するように構成される。
【００７１】
　応答メッセージは、ブルートゥース送信ユニット５２によって送信された取引命令に従
ってインテリジェント端末によって生成される。
【００７２】
　ＮＦＣ送信ユニット５４は、ブルートゥース受信ユニット５３によって受信された応答
メッセージを、ＮＦＣを使用することによってカードリーダに送信するように構成される
。
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【００７３】
　ＮＦＣ受信ユニット５１によって受信された取引命令は、非接触アプリケーションの識
別情報及び取引金額情報を伝達し、ここで、非接触アプリケーションは、カードリーダに
対応する非接触通信アプリケーションである。
【００７４】
　任意選択で、インテリジェント端末は、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識
別情報、及び少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する。本発
明の本実施例に関して、インテリジェント端末は、最初に、ブルートゥース送信ユニット
５２によって送信された取引命令において伝達された非接触アプリケーションの識別情報
に従って、非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、次いで、非接触アプリケー
ションの口座残高情報、及び取引命令において伝達された非接触アプリケーションの取引
金額情報に従って取引処理を行い、次にブルートゥース受信ユニットによって受信される
応答メッセージを生成する。
【００７５】
　ブルートゥース受信ユニット５３によって受信される応答メッセージは、取引成功情報
又は取引失敗情報を伝達する。
【００７６】
　取引成功情報は、非接触アプリケーションの口座残高情報が非接触アプリケーションの
取引金額情報以上であるとインテリジェント端末が判定した後に生成される。取引失敗情
報は、非接触アプリケーションの口座残高情報が非接触アプリケーションの取引金額情報
未満であるとインテリジェント端末が判定した後に生成される。
【００７７】
　任意選択で、インテリジェント端末は、セキュアエレメントＳＥを含んでもよく、ここ
で、ＳＥは、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及び少なくとも１つの
非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶し、ＳＥは、加入者識別モジュールＳＩＭ
カード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又は
インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれる。
【００７８】
　本発明の本実施例に関して、インテリジェント端末が複数のＳＥを含んでいる場合、イ
ンテリジェント端末は、最初に、ブルートゥース送信ユニット５２によって送信された取
引命令において伝達された非接触アプリケーションの識別情報に従って非接触アプリケー
ションに対応するＳＥを判定し、次いで、ＳＥにおいて、取引命令において伝達される非
接触アプリケーションの識別情報に従って非接触アプリケーションの口座残高情報を判定
し、最後に、非接触アプリケーションの口座残高情報、及び取引命令において伝達された
非接触アプリケーションの取引金額情報に従って取引処理を行い、次にブルートゥース受
信ユニットによって受信される応答メッセージを生成する。
【００７９】
　本発明の本実施例において提供されるモバイル決済装置によれば、最初に、カードリー
ダによって送信された取引命令は、ＮＦＣを使用することによって受信され、次いで、取
引命令がブルートゥースを使用することによってインテリジェント端末に送信され、イン
テリジェント端末によって送信された応答メッセージがブルートゥースを使用することに
よって受信され、ここで、応答メッセージは、取引命令に従ってインテリジェント端末に
よって生成され、最後に、応答メッセージがＮＦＣを使用することによってカードリーダ
に送信される。ＮＦＣ機能を有するインテリジェント端末を使用することによって直接実
施される既存のモバイル決済と比較して、本発明の本実施例では、ＮＦＣデバイスは、カ
ードリーダによって送信された取引命令をインテリジェント端末に転送し、インテリジェ
ント端末によって送信された応答メッセージをカードリーダに転送し、それにより、ユー
ザは、柔軟性により劣るインテリジェント端末を使用することによってモバイル決済を直
接行うことを免れ、すなわち、ユーザは、柔軟性により優れたＮＦＣデバイスをカードリ
ーダの近くに置くだけでよく、モバイル決済が実施されることができる。したがって、モ
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バイル決済の柔軟性が改善されることができ、さらに、ユーザ体験が改善されることがで
きる。
【００８０】
　さらに、本発明の本実施例において提供されるモバイル決済装置によれば、ポータブル
ＮＦＣデバイスは、カードリーダとインテリジェント端末との間のブリッジとして使用さ
れ、それは、ユーザ体験を改善するようにユーザが柔軟性により優れたＮＦＣデバイスを
使用することによってカードリーダとインテリジェント端末との間の通信を実施すること
できることを、実現することができる。取引命令が、ＮＦＣインテリジェント端末に含ま
れるＣＬＦを使用することによってＳＥに送信されることは、ＮＦＣ機能を有するインテ
リジェント端末の既存のモバイル決済処理手順に類似しており、それにより、既存のプロ
トコルに対する修正を低減させることができる。
【００８１】
　本発明の本実施例において提供されるモバイル決済装置５０のユニットの他の対応する
説明に関しては、図１及び図２の対応する説明を参照されたく、詳細については再び本明
細書では説明されない、という点に注意が必要である。
【００８２】
　さらに、本発明の実施例は、ＮＦＣデバイスを更に提供し、それによりモバイル決済の
柔軟性を改善する。図６に示されるように、ＮＦＣデバイス６０は、ＮＦＣ通信モジュー
ル６１、プロセッサ６２、及びブルートゥース通信モジュール６３を含む。
【００８３】
　ＮＦＣ通信モジュール６１は、カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを
使用することによって受信するように構成される。
【００８４】
　本発明の本実施例に関して、ＮＦＣ通信モジュール６１は、具体的にはアンテナ及びＣ
ＬＦを含む通信モジュールであってもよい。
【００８５】
　プロセッサ６２は、ＮＦＣ通信モジュール６１によって受信された取引命令を、ブルー
トゥース通信モジュール６３に転送するように構成される。
【００８６】
　本発明の本実施例に関して、プロセッサ６２は、具体的にはＭＣＵであってもよい。Ｎ
ＦＣデバイス６０のプロセッサ６２は、前述のＭＣＵに限定されない、という点に注意が
必要である。ＮＦＣデバイス６０へ組み込むことができるその他のプロセッサ６２が本発
明の本実施例に適用可能である。
【００８７】
　ブルートゥース通信モジュール６３は、ＮＦＣ通信モジュール６１によって受信された
取引命令を、ブルートゥースを使用することによってインテリジェント端末に送信し、イ
ンテリジェント端末によって送信された応答メッセージを、ブルートゥースを使用するこ
とによって受信するように構成され、ここで応答メッセージは、取引命令に従ってインテ
リジェント端末によって生成される。
【００８８】
　本発明の本実施例に関して、ブルートゥース通信モジュール６３は具体的にはＢＴモジ
ュールであってもよい。
【００８９】
　プロセッサ６２は、ブルートゥース通信モジュール６３によって受信された応答メッセ
ージを、ＮＦＣ通信モジュール６１に転送するように更に構成される。
【００９０】
　ＮＦＣ通信モジュール６１は、ブルートゥース通信モジュール６３によって受信された
応答メッセージを、ＮＦＣを使用することによってカードリーダに送信するように更に構
成される。
【００９１】
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　ＮＦＣ通信モジュール６１によって受信された取引命令は、非接触アプリケーションの
識別情報及び取引金額情報を伝達し、ここで非接触アプリケーションは、カードリーダに
対応する非接触アプリケーションである。
【００９２】
　任意選択で、インテリジェント端末は、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識
別情報及び少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する。本発明
の本実施例に関して、インテリジェント端末は、最初に、ブルートゥース通信モジュール
６３によって送信された取引命令において伝達された非接触アプリケーションの識別情報
に従って非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、次いで、非接触アプリケーシ
ョンの口座残高情報、及び取引命令において伝達された非接触アプリケーションの取引金
額情報に従って取引処理を行い、次にブルートゥース通信モジュール６３によって受信さ
れる応答メッセージを生成する。
【００９３】
　ブルートゥース通信モジュール６３によって受信される応答メッセージは、取引成功情
報又は取引失敗情報を伝達する。
【００９４】
　取引成功情報は、非接触アプリケーションの口座残高情報が非接触アプリケーションの
取引金額情報以上であるとインテリジェント端末が判定した後に生成される。取引失敗情
報は、非接触アプリケーションの口座残高情報が非接触アプリケーションの取引金額情報
未満であるとインテリジェント端末が判定した後に生成される。
【００９５】
　任意選択で、インテリジェント端末は、セキュアエレメントＳＥを含み、ここで、ＳＥ
は、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及び少なくとも１つの非接触ア
プリケーションの口座残高情報を記憶し、ＳＥは、加入者識別モジュールＳＩＭカード、
ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又はインテリ
ジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれる。
【００９６】
　本発明の本実施例に関して、インテリジェント端末が複数のＳＥを含んでいる場合、イ
ンテリジェント端末は、最初に、ブルートゥース通信モジュール６３によって送信された
取引命令において伝達された非接触アプリケーションの識別情報に従って非接触アプリケ
ーションに対応するＳＥを判定し、次いで、ＳＥにおいて、取引命令において伝達された
非接触アプリケーションの識別情報に従って非接触アプリケーションの口座残高情報を判
定し、最後に、非接触アプリケーションの口座残高情報、及び取引命令において伝達され
た非接触アプリケーションの取引金額情報に従って取引処理を行い、次にブルートゥース
通信モジュール６３によって受信される応答メッセージを生成する。
【００９７】
　本発明の本実施例において提供されるＮＦＣデバイスによれば、ＮＦＣデバイスは、最
初に、カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受信
し、次いで、取引命令を、ブルートゥースを使用することによってインテリジェント端末
に送信し、インテリジェント端末によって送信された応答メッセージを、ブルートゥース
を使用することによって受信し、ここで応答メッセージは、取引命令に従ってインテリジ
ェント端末によって生成され、最後に、応答メッセージを、ＮＦＣを使用することによっ
てカードリーダに送信する。ＮＦＣ機能を有するインテリジェント端末を使用することに
よって直接実施される既存のモバイル決済と比較して、本発明の本実施例では、ＮＦＣデ
バイスは、カードリーダによって送信された取引命令をインテリジェント端末に転送し、
インテリジェント端末によって送信された応答メッセージをカードリーダに転送し、それ
により、ユーザは、柔軟性により劣るインテリジェント端末を使用することによってモバ
イル決済を直接行うことを免れ、すなわち、ユーザは、柔軟性により優れたＮＦＣデバイ
スをカードリーダの近くに置くだけでよく、モバイル決済が実施されることができる。し
たがって、モバイル決済の柔軟性が改善されることができ、さらに、ユーザ体験が改善さ
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れることができる。
【００９８】
　さらに、本発明の本実施例において提供されるＮＦＣデバイスによれば、ポータブルＮ
ＦＣデバイスは、カードリーダとインテリジェント端末との間のブリッジとして使用され
、それは、ユーザ体験を改善するようにユーザが柔軟性により優れたＮＦＣデバイスを使
用することによってカードリーダとインテリジェント端末との間の通信を実施することで
きることを、実現することができる。取引命令が、ＮＦＣインテリジェント端末に含まれ
るＣＬＦを使用することによってＳＥに送信されることは、ＮＦＣ機能を有するインテリ
ジェント端末の既存のモバイル決済処理手順に類似しており、それにより、既存のプロト
コルに対する修正を低減させることができる。
【００９９】
　本発明の本実施例において提供されるＮＦＣデバイス６０によって実施される機能及び
方法の対応する説明に関しては、図１又は図２の対応する説明を参照されたく、詳細につ
いては再び本明細書では説明されない、という点に注意が必要である。
【０１００】
　本発明の実施例において提供されるモバイル決済装置及びＮＦＣデバイスは、前述の提
供された方法の実施例を実施することができる。特定の機能の実装例に関しては、方法の
実施例における説明を参照されたく、詳細については再び本明細書では説明されない。本
発明の実施例において提供されるモバイル決済方法及び装置、並びに近距離無線通信デバ
イスは、ＮＦＣを使用することによって実施されるモバイル決済に適用可能の場合がある
が、これに限定されていない。
【０１０１】
　当業者は、実施例における方法のプロセスの全て又は一部が関連するハードウェアに命
令するコンピュータプログラムによって実施されてもよいことを理解することができる。
プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されてもよい。プログラムが
作動するとき、実施例における方法のプロセスが行われる。前述の記憶媒体は、磁気ディ
スク、光ディスク、読出し専用メモリ（Read-Only　Memory、ＲＯＭ）又はランダムアク
セスメモリ（Random　Access　Memory、ＲＡＭ）を含むことができる。
【０１０２】
　前述の説明は、本発明の特定の実施例に過ぎず、本発明の保護範囲を限定することは意
図されていない。本発明において開示された技術的な範囲内で当業者によって容易に考え
出されるいかなる変形形態又は置換形態も、本発明の保護範囲内にあるものとする。した
がって、本発明の保護範囲は、請求項の保護範囲に従うものとする。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月9日(2017.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル決済方法であって、
　近距離無線通信（ＮＦＣ）デバイスにより、カードリーダによって送信された取引命令
を、ＮＦＣを使用することによって受信するステップと、
　前記ＮＦＣデバイスにより、前記取引命令を、ブルートゥースを使用することによって
インテリジェント端末に送信するステップと、
　前記ＮＦＣデバイスにより、前記インテリジェント端末によって送信された応答メッセ
ージを、前記ブルートゥースを使用することによって受信するステップであって、前記応
答メッセージが前記取引命令に従って前記インテリジェント端末によって生成される、ス
テップと、
　前記ＮＦＣデバイスにより、前記応答メッセージを、前記ＮＦＣを使用することによっ
て前記カードリーダに送信するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記取引命令が非接触アプリケーションの識別情報及び取引金額情報を伝達し、前記非
接触アプリケーションが前記カードリーダに対応する非接触アプリケーションであり、
　前記インテリジェント端末が、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及
び前記少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記応答メッセージが前記取引命令に従って前記インテリジェント端末によって生成さ
れるということが、
　前記インテリジェント端末が、前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケー
ションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで前記応答メッセージを生成することである、請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記応答メッセージが、取引成功情報又は取引失敗情報を伝達し、
　前記取引成功情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報以上であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成され、
　前記取引失敗情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報未満であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記インテリジェント端末がセキュアエレメント（ＳＥ）を備え、前記ＳＥが、前記少
なくとも１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触
アプリケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥが、加入者識別モジュールＳＩ
Ｍカード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又
は前記インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、
　前記インテリジェント端末が複数のＳＥを備える場合、前記応答メッセージが前記取引
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命令に従って前記インテリジェント端末によって生成されるということが、
　前記インテリジェント端末が、前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケー
ションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応するＳＥを判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前
記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口
座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで前記応答メッセージを生成することである、請求項２から請求
項４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　モバイル決済装置であって、
　カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受信する
ように構成されるＮＦＣ受信ユニットと、
　前記ＮＦＣ受信ユニットによって受信された前記取引命令を、ブルートゥースを使用す
ることによってインテリジェント端末に送信するように構成されるブルートゥース送信ユ
ニットと、
　前記インテリジェント端末によって送信された応答メッセージを、前記ブルートゥース
を使用することによって受信するように構成されるブルートゥース受信ユニットであって
、前記応答メッセージが前記ブルートゥース送信ユニットによって送信された前記取引命
令に従って前記インテリジェント端末によって生成される、ブルートゥース受信ユニット
と、
　前記ブルートゥース受信ユニットによって受信された前記応答メッセージを、前記ＮＦ
Ｃを使用することによって前記カードリーダに送信するように構成されるＮＦＣ送信ユニ
ットとを備える、装置。
【請求項７】
　前記ＮＦＣ受信ユニットによって受信された前記取引命令が非接触アプリケーションの
識別情報及び取引金額情報を伝達し、前記非接触アプリケーションが前記カードリーダに
対応する非接触アプリケーションであり、
　前記インテリジェント端末が、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及
び前記少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する、請求項６に
記載の装置。
【請求項８】
　前記インテリジェント端末が、前記ブルートゥース送信ユニットによって送信された前
記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記
非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース受信ユニットによって受信される前記応
答メッセージを生成する、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記ブルートゥース受信ユニットによって受信される前記応答メッセージが取引成功情
報又は取引失敗情報を伝達し、
　前記取引成功情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報以上であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成され、
　前記取引失敗情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報未満であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】



(24) JP 2017-532631 A 2017.11.2

　前記インテリジェント端末がセキュアエレメント（ＳＥ）を備え、前記ＳＥが、前記少
なくとも１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触
アプリケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥが、加入者識別モジュールＳＩ
Ｍカード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又
は前記インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、
　前記インテリジェント端末が複数のＳＥを備える場合、前記インテリジェント端末が前
記ブルートゥース送信ユニットによって送信された前記取引命令において伝達された前記
非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応する
ＳＥを判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前
記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口
座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース受信ユニットによって受信される前記応
答メッセージを生成する、請求項７から請求項９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　近距離無線通信（ＮＦＣ）デバイスであって、
　カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受信する
ように構成されるＮＦＣ通信モジュールと、
　前記ＮＦＣ通信モジュールによって受信された前記取引命令を、ブルートゥース通信モ
ジュールに転送するように構成されるプロセッサと、
　前記ＮＦＣ通信モジュールによって受信された前記取引命令を、ブルートゥースを使用
することによってインテリジェント端末に送信し、前記インテリジェント端末によって送
信された応答メッセージを、前記ブルートゥースを使用することによって受信するように
構成される前記ブルートゥース通信モジュールであって、前記応答メッセージが前記取引
命令に従って前記インテリジェント端末によって生成される、前記ブルートゥース通信モ
ジュールとを備え、
　前記プロセッサが、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信された前記応答メ
ッセージを、前記ＮＦＣ通信モジュールに転送するように更に構成され、
　前記ＮＦＣ通信モジュールが、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信された
前記応答メッセージを、前記ＮＦＣを使用することによって前記カードリーダに送信する
ように更に構成される、ＮＦＣデバイス。
【請求項１２】
　前記ＮＦＣ通信モジュールによって受信された前記取引命令が非接触アプリケーション
の識別情報及び取引金額情報を伝達し、前記非接触アプリケーションが前記カードリーダ
に対応する非接触アプリケーションであり、
　前記インテリジェント端末が、少なくとも１つの非接触アプリケーションの識別情報及
び前記少なくとも１つの非接触アプリケーションの口座残高情報を記憶する、請求項１１
に記載のＮＦＣデバイス。
【請求項１３】
　前記インテリジェント端末が、前記ブルートゥース通信モジュールによって送信された
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前
記非接触アプリケーションの口座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信される前記
応答メッセージを生成する、請求項１２に記載のＮＦＣデバイス。
【請求項１４】
　前記ブルートゥース通信モジュールによって受信される前記応答メッセージが取引成功
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情報又は取引失敗情報を伝達し、
　前記取引成功情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報以上であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成され、
　前記取引失敗情報が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報が前記非接触ア
プリケーションの前記取引金額情報未満であると前記インテリジェント端末が判定した後
に生成される、請求項１３に記載のＮＦＣデバイス。
【請求項１５】
　前記インテリジェント端末がセキュアエレメント（ＳＥ）を備え、前記ＳＥが、前記少
なくとも１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触
アプリケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥが、加入者識別モジュールＳＩ
Ｍカード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又
は前記インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、
　前記インテリジェント端末が複数のＳＥを備える場合、前記インテリジェント端末が前
記ブルートゥース通信モジュールによって送信された前記取引命令において伝達された前
記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応す
るＳＥを判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前
記非接触アプリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口
座残高情報を判定し、
　前記インテリジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び
前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従っ
て取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信される前記
応答メッセージを生成する、請求項１２から請求項１４のいずれか一項に記載のＮＦＣデ
バイス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　第１の態様によれば、本発明は、モバイル決済方法であって、近距離無線通信（ＮＦＣ
）デバイスにより、カードリーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用すること
によって受信するステップと、前記ＮＦＣデバイスにより、前記取引命令を、ブルートゥ
ースを使用することによってインテリジェント端末に送信するステップと、前記ＮＦＣデ
バイスにより、前記インテリジェント端末によって送信された応答メッセージを、前記ブ
ルートゥースを使用することによって受信するステップであって、前記応答メッセージが
前記取引命令に従って前記インテリジェント端末によって生成される、ステップと、前記
ＮＦＣデバイスにより、前記応答メッセージを、前記ＮＦＣを使用することによって前記
カードリーダに送信するステップとを含む、方法を提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　第１の態様の第１の可能な実施方法、第１の態様の第２の可能な実施方法、又は第１の
態様の第３の可能な実施方法に関連して、第１の態様の第４の可能な実施方法において、
前記インテリジェント端末はセキュアエレメント（ＳＥ）を含み、前記ＳＥは、前記少な
くとも１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触ア
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プリケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥは、加入者識別モジュールＳＩＭ
カード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又は
前記インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、前記インテリジェント
端末が複数のＳＥを含む場合、前記応答メッセージが前記取引命令に従って前記インテリ
ジェント端末によって生成されるということは、具体的には、前記インテリジェント端末
が、前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記識別情報に従っ
て前記非接触アプリケーションに対応するＳＥを判定し、前記インテリジェント端末が、
前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記
識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報を判定し、前記インテ
リジェント端末が、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報、及び前記取引命令
において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報に従って取引処理を
行い、次いで前記応答メッセージを生成することである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　第２の態様の第１の可能な実施方法、第２の態様の第２の可能な実施方法、又は第２の
態様の第３の可能な実施方法に関連して、第２の態様の第４の可能な実施方法において、
前記インテリジェント端末はセキュアエレメント（ＳＥ）を含み、前記ＳＥは、前記少な
くとも１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触ア
プリケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥは、加入者識別モジュールＳＩＭ
カード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又は
前記インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、前記インテリジェント
端末が複数のＳＥを含む場合、前記インテリジェント端末は前記ブルートゥース送信ユニ
ットによって送信された前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの
前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応するＳＥを判定し、前記インテ
リジェント端末は、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前記非接触アプ
リケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報を
判定し、前記インテリジェント端末は、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報
、及び前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情報
に従って取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース受信ユニットによって受信される
前記応答メッセージを生成する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　第３の態様によれば、本発明は、近距離無線通信（ＮＦＣ）デバイスであって、カード
リーダによって送信された取引命令を、ＮＦＣを使用することによって受信するように構
成されるＮＦＣ通信モジュールと、前記ＮＦＣ通信モジュールによって受信された前記取
引命令を、ブルートゥース通信モジュールに転送するように構成されるプロセッサと、前
記ＮＦＣ通信モジュールによって受信された前記取引命令を、ブルートゥースを使用する
ことによってインテリジェント端末に送信し、前記インテリジェント端末によって送信さ
れた応答メッセージを、前記ブルートゥースを使用することによって受信するように構成
される前記ブルートゥース通信モジュールであって、前記応答メッセージが前記取引命令
に従って前記インテリジェント端末によって生成される、前記ブルートゥース通信モジュ
ールとを含み、前記プロセッサが、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信され
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た前記応答メッセージを、前記ＮＦＣ通信モジュールに転送するように更に構成され、前
記ＮＦＣ通信モジュールが、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信された前記
応答メッセージを、前記ＮＦＣを使用することによって前記カードリーダに送信するよう
に更に構成される、ＮＦＣデバイスを提供する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　第３の態様の第１の可能な実施方法、第３の態様の第２の可能な実施方法、又は第３の
態様の第３の可能な実施方法に関連して、第３の態様の第４の可能な実施方法において、
前記インテリジェント端末はセキュアエレメント（ＳＥ）を含み、前記ＳＥは、前記少な
くとも１つの非接触アプリケーションの前記識別情報及び前記少なくとも１つの非接触ア
プリケーションの前記口座残高情報を記憶し、前記ＳＥは、加入者識別モジュールＳＩＭ
カード、ユーザ識別モジュールＵＩＭカード、セキュアデジタルメモリカードＳＤ、又は
前記インテリジェント端末のうちの少なくとも１つに組み込まれ、前記インテリジェント
端末が複数のＳＥを含む場合、前記インテリジェント端末は前記ブルートゥース通信モジ
ュールによって送信された前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーション
の前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションに対応するＳＥを判定し、前記イン
テリジェント端末は、前記ＳＥにおいて、前記取引命令において伝達された前記非接触ア
プリケーションの前記識別情報に従って前記非接触アプリケーションの前記口座残高情報
を判定し、前記インテリジェント端末は、前記非接触アプリケーションの前記口座残高情
報、及び前記取引命令において伝達された前記非接触アプリケーションの前記取引金額情
報に従って取引処理を行い、次いで、前記ブルートゥース通信モジュールによって受信さ
れる前記応答メッセージを生成する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　本発明における技術的解決法をより明確に説明するために、下記は、本発明を説明する
ために必要とされる添付図面を簡単に説明する。明らかに、下記の説明における添付図面
は本発明の単にいくつかの実施例を表すとともに、当業者は、これらの添付図面から更に
他の図面を導き出し得る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　下記は、本発明の実施例における添付図面を参照して、本発明の実施例における技術的
解決法を明確に説明する。明らかに、説明される実施例は本発明の実施例の全てではなく
単に一部である。本発明の実施例に基づいて、当業者により取得される他の全ての実施例
は、本発明の保護範囲に含まれるものとする。
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