1
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】 インターネット端末および金融機関サー
バがインターネットを介して接続されたインターネット
システム上でのインターネット決済方法において、
前記インターネット端末における手順が、商品カタログ
ページ上で振込元金融機関を選択する振込元金融機関選
択工程と、前記商品カタログページ上で選択された振込
元金融機関の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓
口ページを表示する金融機関窓口ページ表示工程と、前
記インターネット端末に接続されたＩＤカードリーダに 10
ＩＤカードを挿入するＩＤカード挿入工程と、前記ＩＤ
カードリーダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別
情報を読み出し前記金融機関サーバに口座ＩＤおよびパ
スワードを送信する口座ＩＤおよびパスワード送信工程
と、前記金融機関サーバに振込を申し込む振込申し込み

2
工程とを含み、
前記金融機関サーバにおける手順が、前記インターネッ
ト端末に金融機関窓口ページをダウンロードする金融機
関窓口ページダウンロード工程と、前記インターネット
端末から送信されてきた金融機関識別情報に基づいて前
記ＩＤカードリーダに挿入されたＩＤカードが自金融機
関発行のＩＤカードであるかどうかを判別する自金融機
関発行ＩＤカード判別工程と、前記インターネット端末
から送信されてきた口座ＩＤおよびパスワードを確認す
る口座ＩＤおよびパスワード確認工程と、前記インター
ネット端末から送信されてきた振込情報を確認する振込
情報確認工程と、前記インターネット端末から振込が申
し込まれた振込を実行する振込実行工程とを含むことを
特徴とするインターネット決済方法。
【請求項２】 インターネット端末および金融機関サー

(2)
3
バがインターネットを介して接続されたインターネット
システム上でのインターネット決済方法において、
前記インターネット端末における手順が、商品カタログ
ページ上で振込元金融機関を選択する振込元金融機関選
択工程と、前記商品カタログページ上で選択された振込
元金融機関の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓
口ページを表示する金融機関窓口ページ表示工程と、前
記インターネット端末に接続されたＩＤカードリーダに
ＩＤカードを挿入するＩＤカード挿入工程と、前記ＩＤ
カードリーダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別
情報を読み出し前記金融機関サーバに口座ＩＤおよびパ
スワードを送信する口座ＩＤおよびパスワード送信工程
と、前記金融機関サーバに振込を申し込む振込申し込み
工程と、前記金融機関サーバに振込の受諾を通知する振
込受諾通知工程とを含み、
前記金融機関サーバにおける手順が、前記インターネッ
ト端末に金融機関窓口ページをダウンロードする金融機
関窓口ページダウンロード工程と、前記インターネット
端末から送信されてきた金融機関識別情報に基づいて前
記ＩＤカードリーダに挿入されたＩＤカードが自金融機
関発行のＩＤカードであるかどうかを判別する自金融機
関発行ＩＤカード判別工程と、前記インターネット端末
から送信されてきた口座ＩＤおよびパスワードを確認す
る口座ＩＤおよびパスワード確認工程と、前記インター
ネット端末から送信されてきた振込情報を確認する振込
情報確認工程と、前記インターネット端末に振込の受諾
を要求する振込受諾要求工程と、前記インターネット端
末から振込が受諾された振込を実行する振込実行工程と
を含むことを特徴とするインターネット決済方法。
【請求項３】 インターネット端末，商品販売元サーバ
および金融機関サーバがインターネットを介して接続さ
れたインターネットシステム上での電子カタログショッ
ピング方法において、
前記インターネット端末における手順が、前記商品販売
元サーバにアクセスする商品販売元サーバアクセス工程
と、前記商品販売元サーバからダウンロードされた商品
カタログページを表示する商品カタログページ表示工程
と、前記商品カタログページ上で商品の購入を申し込む
商品購入申し込み工程と、前記商品カタログページ上で
振込元金融機関を選択する振込元金融機関選択工程と、
前記商品カタログページ上で選択された振込元金融機関
の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓口ページを
表示する金融機関窓口ページ表示工程と、前記インター
ネット端末に接続されたＩＤカードリーダにＩＤカード
を挿入するＩＤカード挿入工程と、前記ＩＤカードリー
ダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別情報を読み
出して送信する金融機関識別情報送信工程と、前記金融
機関サーバに口座ＩＤおよびパスワードを送信する口座
ＩＤおよびパスワード送信工程と、前記金融機関サーバ
に振込を申し込む振込申し込み工程と、前記商品カタロ
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グページを再表示する商品カタログページ再表示工程と
を含み、
前記商品販売元サーバにおける手順が、前記インターネ
ット端末に商品カタログページをダウンロードする商品
カタログページダウンロード工程と、前記インターネッ
ト端末からの購入情報を受注ファイルに蓄積する購入情
報の受注ファイルへの蓄積工程と、前記金融機関サーバ
からの振込情報を受注ファイルに蓄積する振込情報の受
注ファイルへの蓄積工程とを含み、
前記金融機関サーバにおける手順が、前記インターネッ
ト端末に金融機関窓口ページをダウンロードする金融機
関窓口ページダウンロード工程と、前記インターネット
端末から送信されてきた金融機関識別情報に基づいて前
記ＩＤカードリーダに挿入されたＩＤカードが自金融機
関発行のＩＤカードであるかどうかを判別する自金融機
関発行ＩＤカード判別工程と、前記インターネット端末
に口座ＩＤおよびパスワードを要求する口座ＩＤおよび
パスワード要求工程と、前記インターネット端末から送
信されてきた口座ＩＤおよびパスワードを確認する口座
ＩＤおよびパスワード確認工程と、前記インターネット
端末から送信されてきた振込情報を確認する振込情報確
認工程と、前記インターネット端末から振込が申し込ま
れた振込を実行する振込実行工程と、前記インターネッ
ト端末に前記金融機関窓口ページの閉鎖を指示する金融
機関窓口ページ閉鎖指示工程とを含むことを特徴とする
インターネット決済方法。
【請求項４】 インターネット端末，商品販売元サーバ
および金融機関サーバがインターネットを介して接続さ
れたインターネットシステム上での電子カタログショッ
ピング方法において、
前記インターネット端末における手順が、前記商品販売
元サーバにアクセスする商品販売元サーバアクセス工程
と、前記商品販売元サーバからダウンロードされた商品
カタログページを表示する商品カタログページ表示工程
と、前記商品カタログページ上で商品の購入を申し込む
商品購入申し込み工程と、前記商品カタログページ上で
振込元金融機関を選択する振込元金融機関選択工程と、
前記商品カタログページ上で選択された振込元金融機関
の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓口ページを
表示する金融機関窓口ページ表示工程と、前記インター
ネット端末に接続されたＩＤカードリーダにＩＤカード
を挿入するＩＤカード挿入工程と、前記ＩＤカードリー
ダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別情報を読み
出して送信する金融機関識別情報送信工程と、前記金融
機関サーバに口座ＩＤおよびパスワードを送信する口座
ＩＤおよびパスワード送信工程と、前記金融機関サーバ
に振込を申し込む振込申し込み工程と、前記金融機関サ
ーバに振込の受諾を通知する振込受諾通知工程と、前記
商品カタログページを再表示する商品カタログページ再
表示工程とを含み、
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前記商品販売元サーバにおける手順が、前記インターネ
ット端末に商品カタログページをダウンロードする商品
カタログページダウンロード工程と、前記インターネッ
ト端末からの購入情報を受注ファイルに蓄積する購入情
報の受注ファイルへの蓄積工程と、前記金融機関サーバ
からの振込情報を受注ファイルに蓄積する振込情報の受
注ファイルへの蓄積工程とを含み、
前記金融機関サーバにおける手順が、前記インターネッ
ト端末に金融機関窓口ページをダウンロードする金融機
関窓口ページダウンロード工程と、前記インターネット
端末から送信されてきた金融機関識別情報に基づいて前
記ＩＤカードリーダに挿入されたＩＤカードが自金融機
関発行のＩＤカードであるかどうかを判別する自金融機
関発行ＩＤカード判別工程と、前記インターネット端末
に口座ＩＤおよびパスワードを要求する口座ＩＤおよび
パスワード要求工程と、前記インターネット端末から送
信されてきた口座ＩＤおよびパスワードを確認する口座
ＩＤおよびパスワード確認工程と、前記インターネット
端末から送信されてきた振込情報を確認する振込情報確
認工程と、前記インターネット端末に振込の受諾を要求
する振込受諾要求工程と、前記インターネット端末から
振込が受諾された振込を実行する振込実行工程と、前記
インターネット端末に前記金融機関窓口ページの閉鎖を
指示する金融機関窓口ページ閉鎖指示工程とを含むこと
を特徴とするインターネット決済方法。
【請求項５】 インターネット端末および金融機関サー
バがインターネットを介して接続されたインターネット
決済システムにおいて、
前記インターネット端末が、商品カタログページ上で振
込元金融機関を選択させる振込元金融機関選択手段と、
前記商品カタログページ上で選択された振込元金融機関
の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓口ページを
表示する金融機関窓口ページ表示手段と、前記インター
ネット端末に接続されたＩＤカードリーダにＩＤカード
を挿入させるＩＤカード挿入手段と、前記ＩＤカードリ
ーダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別情報を読
み出し前記金融機関サーバに口座ＩＤおよびパスワード
を送信する口座ＩＤおよびパスワード送信手段と、前記
金融機関サーバに振込を申し込ませる振込申し込み手段
とを含み、
前記金融機関サーバが、前記インターネット端末に金融
機関窓口ページをダウンロードする金融機関窓口ページ
ダウンロード手段と、前記インターネット端末から送信
されてきた金融機関識別情報に基づいて前記ＩＤカード
リーダに挿入されたＩＤカードが自金融機関発行のＩＤ
カードであるかどうかを判別する自金融機関発行ＩＤカ
ード判別手段と、前記インターネット端末から送信され
てきた口座ＩＤおよびパスワードを確認する口座ＩＤお
よびパスワード確認手段と、前記インターネット端末か
ら送信されてきた振込情報を確認する振込情報確認手段
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と、前記インターネット端末から振込が申し込まれた振
込を実行する振込実行手段とを含むことを特徴とするイ
ンターネット決済システム。
【請求項６】 インターネット端末および金融機関サー
バがインターネットを介して接続されたインターネット
決済システムにおいて、
前記インターネット端末が、商品カタログページ上で振
込元金融機関を選択させる振込元金融機関選択手段と、
前記商品カタログページ上で選択された振込元金融機関
の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓口ページを
表示する金融機関窓口ページ表示手段と、前記インター
ネット端末に接続されたＩＤカードリーダにＩＤカード
を挿入させるＩＤカード挿入手段と、前記ＩＤカードリ
ーダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別情報を読
み出し前記金融機関サーバに口座ＩＤおよびパスワード
を送信する口座ＩＤおよびパスワード送信手段と、前記
金融機関サーバに振込を申し込ませる振込申し込み手段
と、前記金融機関サーバに振込の受諾を通知させる振込
受諾通知手段とを含み、
前記金融機関サーバが、前記インターネット端末に金融
機関窓口ページをダウンロードする金融機関窓口ページ
ダウンロード手段と、前記インターネット端末から送信
されてきた金融機関識別情報に基づいて前記ＩＤカード
リーダに挿入されたＩＤカードが自金融機関発行のＩＤ
カードであるかどうかを判別する自金融機関発行ＩＤカ
ード判別手段と、前記インターネット端末から送信され
てきた口座ＩＤおよびパスワードを確認する口座ＩＤお
よびパスワード確認手段と、前記インターネット端末か
ら送信されてきた振込情報を確認する振込情報確認手段
と、前記インターネット端末に振込の受諾を要求する振
込受諾要求手段と、前記インターネット端末から振込が
受諾された振込を実行する振込実行手段とを含むことを
特徴とするインターネット決済システム。
【請求項７】 インターネット端末，商品販売元サーバ
および金融機関サーバがインターネットを介して接続さ
れたインターネットシステム上での電子カタログショッ
ピングシステムにおいて、
前記インターネット端末が、前記商品販売元サーバにア
クセスさせる商品販売元サーバアクセス手段と、前記商
品販売元サーバからダウンロードされた商品カタログペ
ージを表示する商品カタログページ表示手段と、前記商
品カタログページ上で商品の購入を申し込ませる商品購
入申し込み手段と、前記商品カタログページ上で振込元
金融機関を選択させる振込元金融機関選択手段と、前記
商品カタログページ上で選択された振込元金融機関の金
融機関サーバにアクセスして金融機関窓口ページを表示
する金融機関窓口ページ表示手段と、前記インターネッ
ト端末に接続されたＩＤカードリーダにＩＤカードを挿
入させるＩＤカード挿入手段と、前記ＩＤカードリーダ
に挿入されたＩＤカードから金融機関識別情報を読み出

(4)
7
して送信する金融機関識別情報送信手段と、前記金融機
関サーバに口座ＩＤおよびパスワードを送信する口座Ｉ
Ｄおよびパスワード送信手段と、前記金融機関サーバに
振込を申し込ませる振込申し込み手段と、前記商品カタ
ログページを再表示する商品カタログページ再表示手段
とを含み、
前記商品販売元サーバが、前記インターネット端末に商
品カタログページをダウンロードする商品カタログペー
ジダウンロード手段と、前記インターネット端末からの
購入情報を受注ファイルに蓄積する購入情報の受注ファ
イルへの蓄積手段と、前記金融機関サーバからの振込情
報を受注ファイルに蓄積する振込情報の受注ファイルへ
の蓄積手段とを含み、
前記金融機関サーバが、前記インターネット端末に金融
機関窓口ページをダウンロードする金融機関窓口ページ
ダウンロード手段と、前記インターネット端末から送信
されてきた金融機関識別情報に基づいて前記ＩＤカード
リーダに挿入されたＩＤカードが自金融機関発行のＩＤ
カードであるかどうかを判別する自金融機関発行ＩＤカ
ード判別手段と、前記インターネット端末に口座ＩＤお
よびパスワードを要求する口座ＩＤおよびパスワード要
求手段と、前記インターネット端末から送信されてきた
口座ＩＤおよびパスワードを確認する口座ＩＤおよびパ
スワード確認手段と、前記インターネット端末から送信
されてきた振込情報を確認する振込情報確認手段と、前
記インターネット端末から振込が申し込まれた振込を実
行する振込実行手段と、前記インターネット端末に前記
金融機関窓口ページの閉鎖を指示する金融機関窓口ペー
ジ閉鎖指示手段とを含むことを特徴とするインターネッ
ト決済システム。
【請求項８】 インターネット端末，商品販売元サーバ
および金融機関サーバがインターネットを介して接続さ
れたインターネットシステム上での電子カタログショッ
ピングシステムにおいて、
前記インターネット端末が、前記商品販売元サーバにア
クセスさせる商品販売元サーバアクセス手段と、前記商
品販売元サーバからダウンロードされた商品カタログペ
ージを表示する商品カタログページ表示手段と、前記商
品カタログページ上で商品の購入を申し込ませる商品購
入申し込み手段と、前記商品カタログページ上で振込元
金融機関を選択させる振込元金融機関選択手段と、前記
商品カタログページ上で選択された振込元金融機関の金
融機関サーバにアクセスして金融機関窓口ページを表示
する金融機関窓口ページ表示手段と、前記インターネッ
ト端末に接続されたＩＤカードリーダにＩＤカードを挿
入させるＩＤカード挿入手段と、前記ＩＤカードリーダ
に挿入されたＩＤカードから金融機関識別情報を読み出
して送信する金融機関識別情報送信手段と、前記金融機
関サーバに口座ＩＤおよびパスワードを送信する口座Ｉ
Ｄおよびパスワード送信手段と、前記金融機関サーバに

10

20

30

40

50

特許３１３７０５２
8
振込を申し込ませる振込申し込み手段と、前記金融機関
サーバに振込の受諾を通知させる振込受諾通知手段と、
前記商品カタログページを再表示する商品カタログペー
ジ再表示手段とを含み、
前記商品販売元サーバが、前記インターネット端末に商
品カタログページをダウンロードする商品カタログペー
ジダウンロード手段と、前記インターネット端末からの
購入情報を受注ファイルに蓄積する購入情報の受注ファ
イルへの蓄積手段と、前記金融機関サーバからの振込情
報を受注ファイルに蓄積する振込情報の受注ファイルへ
の蓄積手段とを含み、
前記金融機関サーバが、前記インターネット端末に金融
機関窓口ページをダウンロードする金融機関窓口ページ
ダウンロード手段と、前記インターネット端末から送信
されてきた金融機関識別情報に基づいて前記ＩＤカード
リーダに挿入されたＩＤカードが自金融機関発行のＩＤ
カードであるかどうかを判別する自金融機関発行ＩＤカ
ード判別手段と、前記インターネット端末に口座ＩＤお
よびパスワードを要求する口座ＩＤおよびパスワード要
求手段と、前記インターネット端末から送信されてきた
口座ＩＤおよびパスワードを確認する口座ＩＤおよびパ
スワード確認手段と、前記インターネット端末から送信
されてきた振込情報を確認する振込情報確認手段と、前
記インターネット端末に振込の受諾を要求する振込受諾
要求手段と、前記インターネット端末から振込が受諾さ
れた振込を実行する振込実行手段と、前記インターネッ
ト端末に前記金融機関窓口ページの閉鎖を指示する金融
機関窓口ページ閉鎖指示手段とを含むことを特徴とする
インターネット決済システム。
【請求項９】 商品カタログページ上で振込元金融機関
を選択させる振込元金融機関選択手段と、前記商品カタ
ログページ上で選択された振込元金融機関の金融機関サ
ーバにアクセスして金融機関窓口ページを表示する金融
機関窓口ページ表示手段と、自インターネット端末に接
続されたＩＤカードリーダにＩＤカードを挿入させるＩ
Ｄカード挿入手段と、前記ＩＤカードリーダに挿入され
たＩＤカードから金融機関識別情報を読み出し前記金融
機関サーバに口座ＩＤおよびパスワードを送信する口座
ＩＤおよびパスワード送信手段と、前記金融機関サーバ
に振込を申し込む振込申し込み手段とを含むことを特徴
とするインターネット端末。
【請求項１０】 商品カタログページ上で振込元金融機
関を選択させる振込元金融機関選択手段と、前記商品カ
タログページ上で選択された振込元金融機関の金融機関
サーバにアクセスして金融機関窓口ページを表示する金
融機関窓口ページ表示手段と、自インターネット端末に
接続されたＩＤカードリーダにＩＤカードを挿入させる
ＩＤカード挿入手段と、前記ＩＤカードリーダに挿入さ
れたＩＤカードから金融機関識別情報を読み出し前記金
融機関サーバに口座ＩＤおよびパスワードを送信する口
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座ＩＤおよびパスワード送信手段と、前記金融機関サー
バに振込を申し込ませる振込申し込み手段と、前記金融
機関サーバに振込の受諾を通知させる振込受諾通知手段
とを含むことを特徴とするインターネット端末。
【請求項１１】 商品販売元サーバにアクセスさせる商
品販売元サーバアクセス手段と、前記商品販売元サーバ
からダウンロードされた商品カタログページを表示する
商品カタログページ表示手段と、前記商品カタログペー
ジ上で商品の購入を申し込ませる商品購入申し込み手段
と、前記商品カタログページ上で振込元金融機関を選択
させる振込元金融機関選択手段と、前記商品カタログペ
ージ上で選択された振込元金融機関の金融機関サーバに
アクセスして金融機関窓口ページを表示する金融機関窓
口ページ表示手段と、自インターネット端末に接続され
たＩＤカードリーダにＩＤカードを挿入させるＩＤカー
ド挿入手段と、前記ＩＤカードリーダに挿入されたＩＤ
カードから金融機関識別情報を読み出して送信する金融
機関識別情報送信手段と、前記金融機関サーバに口座Ｉ
Ｄおよびパスワードを送信する口座ＩＤおよびパスワー
ド送信手段と、前記金融機関サーバに振込を申し込ませ
る振込申し込み手段と、前記商品カタログページを再表
示する商品カタログページ再表示手段とを含むことを特
徴とするインターネット端末。
【請求項１２】 商品販売元サーバにアクセスさせる商
品販売元サーバアクセス手段と、前記商品販売元サーバ
からダウンロードされた商品カタログページを表示する
商品カタログページ表示手段と、前記商品カタログペー
ジ上で商品の購入を申し込ませる商品購入申し込み手段
と、前記商品カタログページ上で振込元金融機関を選択
させる振込元金融機関選択手段と、前記商品カタログペ
ージ上で選択された振込元金融機関の金融機関サーバに
アクセスして金融機関窓口ページを表示する金融機関窓
口ページ表示手段と、自インターネット端末に接続され
たＩＤカードリーダにＩＤカードを挿入させるＩＤカー
ド挿入手段と、前記ＩＤカードリーダに挿入されたＩＤ
カードから金融機関識別情報を読み出して送信する金融
機関識別情報送信手段と、前記金融機関サーバに口座Ｉ
Ｄおよびパスワードを送信する口座ＩＤおよびパスワー
ド送信手段と、前記金融機関サーバに振込を申し込ませ
る振込申し込み手段と、前記金融機関サーバに振込の受
諾を通知させる振込受諾通知手段と、前記商品カタログ
ページを再表示する商品カタログページ再表示手段とを
含むことを特徴とするインターネット端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はインターネット決済
方法に関し、特にインターネット上での電子カタログシ
ョッピング方法におけるインターネット決済方法に関す
る。
【０００２】
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【従来の技術】従来、インターネット上での電子カタロ
グショッピングでは、商品購入の申し込みをした際の代
金の決済方法としては、別送された請求書に基づいて振
込を行う方法，クレジットカード番号を利用して与信決
済する方法，電子マネーを用いて小口決済する方法等が
あった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】第１の問題点は、従来
の別送された請求書に基づいて振込を行う方法では、顧
客にとって十分な利便性が得られないということであ
る。その理由は、振込を行うために金融機関に赴くなど
の手間がかかるからである。
【０００４】第２の問題点は、従来のクレジットカード
番号を利用して与信決済する方法では、十分なセキュリ
ティが確保できないということである。その理由は、ク
レジットカード番号等の情報がインターネット上に流
れ、他者にクレジットカード番号等の情報が知られて悪
用されるおそれがあるからである。
【０００５】第３の問題点は、従来の電子マネーを用い
て小口決済する方法では、汎用的な決済方法として用い
ることができないということである。その理由は、決済
できる金額に上限が生じ、高額な商品の購入には使用す
ることができないからである。
【０００６】本発明の目的は、インターネット上での電
子カタログショッピングにおいて商品を購入すると同時
に金融機関から発行されるＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ）カードを用いて振込を行うことにより代金の
決済を完了させることができるようにしたインターネッ
ト決済方法を提供することにある。
【０００７】なお、ＩＤカードを用いたセキュリティ方
法を採用する従来技術として、特開平８−１４７３７３
号公報に開示された「小売店に於けるキャッシュレスシ
ステム」がある。このシステムは、データエントリ機能
を有する親機と暗証番号入力機能を持つ子機とからな
り、振り替え決済を行うものであるが、インターネット
を利用していない点，特殊端末を使用する点等で、本願
発明とは決定的に相違している。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明のインターネット
決済方法は、インターネット端末および金融機関サーバ
がインターネットを介して接続されたインターネットシ
ステム上でのインターネット決済方法において、前記イ
ンターネット端末における手順が、商品カタログページ
上で振込元金融機関を選択する振込元金融機関選択工程
と、前記商品カタログページ上で選択された振込元金融
機関の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓口ペー
ジを表示する金融機関窓口ページ表示工程と、前記イン
ターネット端末に接続されたＩＤカードリーダにＩＤカ
ードを挿入するＩＤカード挿入工程と、前記ＩＤカード
リーダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別情報を
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読み出し前記金融機関サーバに口座ＩＤおよびパスワー
ドを送信する口座ＩＤおよびパスワード送信工程と、前
記金融機関サーバに振込を申し込む振込申し込み工程と
を含み、前記金融機関サーバにおける手順が、前記イン
ターネット端末に金融機関窓口ページをダウンロードす
る金融機関窓口ページダウンロード工程と、前記インタ
ーネット端末から送信されてきた金融機関識別情報に基
づいて前記ＩＤカードリーダに挿入されたＩＤカードが
自金融機関発行のＩＤカードであるかどうかを判別する
自金融機関発行ＩＤカード判別工程と、前記インターネ
ット端末から送信されてきた口座ＩＤおよびパスワード
を確認する口座ＩＤおよびパスワード確認工程と、前記
インターネット端末から送信されてきた振込情報を確認
する振込情報確認工程と、前記インターネット端末から
振込が申し込まれた振込を実行する振込実行工程とを含
むことを特徴とする。また、本発明のインターネット決
済方法は、インターネット端末および金融機関サーバが
インターネットを介して接続されたインターネットシス
テム上でのインターネット決済方法において、前記イン
ターネット端末における手順が、商品カタログページ上
で振込元金融機関を選択する振込元金融機関選択工程
と、前記商品カタログページ上で選択された振込元金融
機関の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓口ペー
ジを表示する金融機関窓口ページ表示工程と、前記イン
ターネット端末に接続されたＩＤカードリーダにＩＤカ
ードを挿入するＩＤカード挿入工程と、前記ＩＤカード
リーダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別情報を
読み出し前記金融機関サーバに口座ＩＤおよびパスワー
ドを送信する口座ＩＤおよびパスワード送信工程と、前
記金融機関サーバに振込の受諾を通知する振込受諾通知
工程と、前記金融機関サーバに振込を申し込む振込申し
込み工程とを含み、前記金融機関サーバにおける手順
が、前記インターネット端末に金融機関窓口ページをダ
ウンロードする金融機関窓口ページダウンロード工程
と、前記インターネット端末から送信されてきた金融機
関識別情報に基づいて前記ＩＤカードリーダに挿入され
たＩＤカードが自金融機関発行のＩＤカードであるかど
うかを判別する自金融機関発行ＩＤカード判別工程と、
前記インターネット端末から送信されてきた口座ＩＤお
よびパスワードを確認する口座ＩＤおよびパスワード確
認工程と、前記インターネット端末から送信されてきた
振込情報を確認する振込情報確認工程と、前記インター
ネット端末から振込が受諾された振込を実行する振込実
行工程と、前記インターネット端末に振込の受諾を要求
する振込受諾要求工程とを含むことを特徴とする。
【０００９】また、本発明のインターネット決済方法
は、インターネット端末，商品販売元サーバおよび金融
機関サーバがインターネットを介して接続されたインタ
ーネットシステム上での電子カタログショッピング方法
において、前記インターネット端末における手順が、前
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記商品販売元サーバにアクセスする商品販売元サーバア
クセス工程と、前記商品販売元サーバからダウンロード
された商品カタログページを表示する商品カタログペー
ジ表示工程と、前記商品カタログページ上で商品の購入
を申し込む商品購入申し込み工程と、前記商品カタログ
ページ上で振込元金融機関を選択する振込元金融機関選
択工程と、前記商品カタログページ上で選択された振込
元金融機関の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓
口ページを表示する金融機関窓口ページ表示工程と、前
記インターネット端末に接続されたＩＤカードリーダに
ＩＤカードを挿入するＩＤカード挿入工程と、前記ＩＤ
カードリーダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別
情報を読み出して送信する金融機関識別情報送信工程
と、前記金融機関サーバに口座ＩＤおよびパスワードを
送信する口座ＩＤおよびパスワード送信工程と、前記金
融機関サーバに振込を申し込む振込申し込み工程と、前
記商品カタログページを再表示する商品カタログページ
再表示工程とを含み、前記商品販売元サーバにおける手
順が、前記インターネット端末に商品カタログページを
ダウンロードする商品カタログページダウンロード工程
と、前記インターネット端末からの購入情報を受注ファ
イルに蓄積する購入情報の受注ファイルへの蓄積工程
と、前記金融機関サーバからの振込情報を受注ファイル
に蓄積する振込情報の受注ファイルへの蓄積工程とを含
み、前記金融機関サーバにおける手順が、前記インター
ネット端末に金融機関窓口ページをダウンロードする金
融機関窓口ページダウンロード工程と、前記インターネ
ット端末から送信されてきた金融機関識別情報に基づい
て前記ＩＤカードリーダに挿入されたＩＤカードが自金
融機関発行のＩＤカードであるかどうかを判別する自金
融機関発行ＩＤカード判別工程と、前記インターネット
端末に口座ＩＤおよびパスワードを要求する口座ＩＤお
よびパスワード要求工程と、前記インターネット端末か
ら送信されてきた口座ＩＤおよびパスワードを確認する
口座ＩＤおよびパスワード確認工程と、前記インターネ
ット端末から送信されてきた振込情報を確認する振込情
報確認工程と、前記インターネット端末から振込が申し
込まれた振込を実行する振込実行工程と、前記インター
ネット端末に前記金融機関窓口ページの閉鎖を指示する
金融機関窓口ページ閉鎖指示工程とを含むことを特徴と
する。
【００１０】さらに、本発明のインターネット決済方法
は、インターネット端末，商品販売元サーバおよび金融
機関サーバがインターネットを介して接続されたインタ
ーネットシステム上での電子カタログショッピング方法
において、前記インターネット端末における手順が、前
記商品販売元サーバにアクセスする商品販売元サーバア
クセス工程と、前記商品販売元サーバからダウンロード
された商品カタログページを表示する商品カタログペー
ジ表示工程と、前記商品カタログページ上で商品の購入
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を申し込む商品購入申し込み工程と、前記商品カタログ
ページ上で振込元金融機関を選択する振込元金融機関選
択工程と、前記商品カタログページ上で選択された振込
元金融機関の金融機関サーバにアクセスして金融機関窓
口ページを表示する金融機関窓口ページ表示工程と、前
記インターネット端末に接続されたＩＤカードリーダに
ＩＤカードを挿入するＩＤカード挿入工程と、前記ＩＤ
カードリーダに挿入されたＩＤカードから金融機関識別
情報を読み出して送信する金融機関識別情報送信工程
と、前記金融機関サーバに口座ＩＤおよびパスワードを
送信する口座ＩＤおよびパスワード送信工程と、前記金
融機関サーバに振込を申し込む振込申し込み工程と、前
記金融機関サーバに振込の受諾を通知する振込受諾通知
工程と、前記商品カタログページを再表示する商品カタ
ログページ再表示工程とを含み、前記商品販売元サーバ
における手順が、前記インターネット端末に商品カタロ
グページをダウンロードする商品カタログページダウン
ロード工程と、前記インターネット端末からの購入情報
を受注ファイルに蓄積する購入情報の受注ファイルへの
蓄積工程と、前記金融機関サーバからの振込情報を受注
ファイルに蓄積する振込情報の受注ファイルへの蓄積工
程とを含み、前記金融機関サーバにおける手順が、前記
インターネット端末に金融機関窓口ページをダウンロー
ドする金融機関窓口ページダウンロード工程と、前記イ
ンターネット端末から送信されてきた金融機関識別情報
に基づいて前記ＩＤカードリーダに挿入されたＩＤカー
ドが自金融機関発行のＩＤカードであるかどうかを判別
する自金融機関発行ＩＤカード判別工程と、前記インタ
ーネット端末に口座ＩＤおよびパスワードを要求する口
座ＩＤおよびパスワード要求工程と、前記インターネッ
ト端末から送信されてきた口座ＩＤおよびパスワードを
確認する口座ＩＤおよびパスワード確認工程と、前記イ
ンターネット端末から送信されてきた振込情報を確認す
る振込情報確認工程と、前記インターネット端末に振込
の受諾を要求する振込受諾要求工程と、前記インターネ
ット端末から振込が受諾された振込を実行する振込実行
工程と、前記インターネット端末に前記金融機関窓口ペ
ージの閉鎖を指示する金融機関窓口ページ閉鎖指示工程
とを含むことを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】図２は、本発明の最良の実施の形態に係る
インターネット決済方法が適用されたインターネットシ
ステムの構成を示すブロック図である。このインターネ
ットシステムは、顧客のインターネット端末１と、商品
販売元のインターネットサーバ（以下、単に商品販売元
サーバという）２と、金融機関のインターネットサーバ
（以下、単に金融機関サーバという）３とがインターネ
ット４を介して接続されて、その主要部が構成されてい
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る。
【００１３】インターネット端末１は、ディスプレイ，
モデム（あるいはターミナルアダプタ）等を備えるパー
ソナルコンピュータ，ネットワークコンピュータ，ゲー
ム機等で構成されており、ＩＤカードリーダ５が接続さ
れ、ＩＤカードリーダ５にはＩＤカード６が挿入される
ようになっている。ＩＤカード６としては、金融機関か
ら発行された、いわゆる「キャッシュカード」が使用さ
れる。ここで、金融機関には、銀行，郵便局，信用金
庫，信用組合，証券会社等が含まれるばかりでなく、ロ
ーン会社，信販会社等も含まれる。
【００１４】商品販売元サーバ２には、商品の受注情報
および代金の振込情報を記録するための受注ファイル７
が接続されている。
【００１５】金融機関サーバ３には、顧客口座管理用デ
ータベース８が接続されており、顧客口座管理用データ
ベース８には、顧客名，口座ＩＤ，パスワード，残高等
が管理されている。
【００１６】図１を参照すると、本発明の最良の実施の
形態に係るインターネット決済方法のインターネット端
末１における手順は、商品販売元サーバアクセスステッ
プＳ１０１と、商品カタログページ表示ステップＳ１０
２と、商品購入申し込みステップＳ１０３と、振込元金
融機関選択ステップＳ１０４と、金融機関窓口ページ表
示ステップＳ１０５と、ＩＤカード挿入ステップＳ１０
６と、金融機関識別情報送信ステップＳ１０７と、口座
ＩＤおよびパスワード送信ステップＳ１０８と、振込申
し込みステップＳ１０９と、振込受諾通知ステップＳ１
１０と、商品カタログページ再表示ステップＳ１１１と
からなる。
【００１７】同じく、図１を参照すると、本発明の最良
の実施の形態に係るインターネット決済方法の商品販売
元サーバ２における手順は、商品カタログページダウン
ロードステップＳ２０１と、購入情報の受注ファイルへ
の蓄積ステップＳ２０２と、振込情報の受注ファイルへ
の蓄積ステップＳ２０３とからなる。
【００１８】同じく、図１を参照すると、本発明の最良
の実施の形態に係るインターネット決済方法の金融機関
サーバ３における手順は、金融機関窓口ページダウンロ
ードステップＳ３０１と、自金融機関発行ＩＤカード判
別ステップＳ３０２と、口座ＩＤおよびパスワード要求
ステップＳ３０３と、口座ＩＤおよびパスワード確認ス
テップＳ３０４と、振込情報確認ステップＳ３０５と、
振込受諾要求ステップＳ３０６と、振込実行ステップＳ
３０７と、金融機関窓口ページ閉鎖指示ステップＳ３０
８とからなる。
【００１９】次に、このような第１の実施の形態に係る
インターネット決済方法の手順について説明する。
【００２０】ここでは、金融機関に預金口座（貯金口
座）を開設している顧客が、ＩＤカードリーダ５を接続
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したインターネット端末１を用いて商品販売元（小売
店，卸商，メーカ等を含む）より商品を購入し、金融機
関にある自分の口座から代金を決済する場合を例にとっ
て説明する。
【００２１】まず、顧客は、インターネット端末１から
商品販売元サーバ２にアクセスする（ステップＳ１０
１）。
【００２２】すると、商品販売元サーバ２から商品販売
元の商品カタログを表すホームページ（商品カタログペ
ージ）がインターネット端末１にダウンロードされる
（ステップＳ２０１）。
【００２３】これにより、インターネット端末１に商品
カタログページが表示される（ステップＳ１０２）。
【００２４】次に、顧客は、商品販売元の商品カタログ
ページ上から商品を選択して、住所，氏名，個数等の購
入情報を入力することにより商品の購入申し込みを行う
（ステップＳ１０３）。すると、インターネット端末１
から商品販売元サーバ２に購入情報が送信される。
【００２５】商品販売元サーバ２は、購入情報を受信す
ると、購入情報を受注ファイル７に蓄積する（ステップ
Ｓ２０２）。
【００２６】続いて、顧客は、商品販売元の商品カタロ
グページ上の金融機関メニューから自分が口座を有する
振込元の金融機関のアイコンを選択する（ステップＳ１
０４）。すると、選択されたアイコンからハイパーリン
クされた金融機関サーバ３がアクセスされる。
【００２７】すると、金融機関サーバ３から金融機関の
窓口を表すホームページ（金融機関窓口ページ）がイン
ターネット端末１にダウンロードされる（ステップＳ３
０１）。
【００２８】これにより、インターネット端末１に金融
機関窓口ページが表示される（ステップＳ１０５）。
【００２９】次に、顧客は、金融機関窓口ページ上に表
示されたＩＤカード挿入促進メッセージに従って、イン
ターネット端末１に接続されているＩＤカードリーダ５
に金融機関から発行されているＩＤカード６を挿入する
（ステップＳ１０６）。
【００３０】すると、金融機関サーバ３から金融機関窓
口ページとともにインターネット端末１にダウンロード
されてきたアプレット（小さなプログラム）が、ＩＤカ
ードリーダ５に挿入されたＩＤカード６から金融機関識
別情報を読み取り、この金融機関識別情報をインターネ
ット端末１から金融機関サーバ３に自動的に送信する
（ステップＳ１０７）。
【００３１】金融機関サーバ３は、金融機関識別情報を
受信すると、この金融機関識別情報に基づいてＩＤカー
ドリーダ５に挿入されたＩＤカード６が自金融機関発行
のＩＤカードかどうかを判別する（ステップＳ３０
２）。
【００３２】自金融機関発行のＩＤカード６とは異なっ
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たＩＤカードがＩＤカードリーダ５に挿入されていた場
合には、金融機関サーバ３は、これ以降の金融機関窓口
ページヘのアクセスを拒否するために、金融機関窓口ペ
ージを閉鎖する指示をインターネット端末１に送信する
（ステップＳ３０８）。
【００３３】インターネット端末１では、金融機関窓口
ページの閉鎖指示を受信すると、アプレットが金融機関
窓口ページを閉鎖して、商品カタログページを再表示す
る（ステップＳ１１１）。
【００３４】自金融機関発行のＩＤカード６と認められ
た場合には、金融機関サーバ３は、インターネット端末
１上のアプレットに口座ＩＤおよびパスワードを要求す
る（ステップＳ３０３）。
【００３５】インターネット端末１では、口座ＩＤおよ
びパスワードの要求を受信すると、アプレットがＩＤカ
ードリーダ５に挿入されたＩＤカード６から口座ＩＤを
読み取るとともに、金融機関窓口ページ上に顧客のパス
ワードの入力促進メッセージを表示し、顧客に対してパ
スワードの入力を要求する。顧客がインターネット端末
１からパスワードを入力すると、アプレットは、口座Ｉ
Ｄおよびパスワードをインターネット端末１から金融機
関サーバ３に自動的に送信する（ステップＳ１０８）。
【００３６】金融機関サーバ３は、口座ＩＤおよびパス
ワードを受信すると、口座ＩＤおよびパスワードに基づ
いて顧客口座管理用データベース８にアクセスすること
により、口座ＩＤおよびパスワードが正しいかどうかを
確認する（ステップＳ３０４）。
【００３７】口座ＩＤまたはパスワードが正しくない場
合には、金融機関サーバ３は、これ以降の金融機関窓口
ページヘのアクセスを拒否するために、金融機関窓口ペ
ージを閉鎖する指示をインターネット端末１に送信する
（ステップＳ３０８）。
【００３８】インターネット端末１では、金融機関窓口
ページの閉鎖指示を受信すると、アプレットが金融機関
窓口ページを閉鎖して、商品カタログページを再表示す
る（ステップＳ１１１）。
【００３９】口座ＩＤおよびパスワードが正しければ、
金融機関サーバ３は、インターネット端末１上のアプレ
ットにその旨を送信する。
【００４０】インターネット端末１では、口座ＩＤおよ
びパスワードの確認を受信すると、アプレットが金融機
関窓口ページ上に振込情報の入力促進メッセージを表示
し、顧客に対して振込金額などの振込情報の入力を要求
する。顧客がインターネット端末１から振込情報を入力
すると、アプレットは、入力された振込情報をインター
ネット端末１から金融機関サーバ３に自動的に返信して
振込を申し込む（ステップＳ１０９）。なお、振込先で
ある商品販売元の金融機関名，口座番号等の情報は、商
品カタログページ上にあり、振込情報の一部として金融
機関サーバ３に伝えられる。ここで、振込先の金融機関
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が振込元の金融機関と同じ金融機関である必要がないこ
とはいうまでもない。
【００４１】金融機関サーバ３は、振込情報を受信する
と、この振込情報に基づいて顧客口座管理用データベー
ス８にアクセスして振込金額以上の口座残高があるかど
うか等のチェックを行い、顧客の振込情報が正しいかど
うかを確認する（ステップＳ３０５）。
【００４２】振込情報が正しくない場合には、金融機関
サーバ３は、これ以降の金融機関窓口ページヘのアクセ
スを拒否するために、金融機関窓口ページを閉鎖する指
示をインターネット端末１に送信する（ステップＳ３０
８）。
【００４３】インターネット端末１では、金融機関窓口
ページの閉鎖指示を受信すると、アプレットが金融機関
窓口ページを閉鎖して、商品カタログページを再表示す
る（ステップＳ１１１）。
【００４４】振込情報が正しい場合には、金融機関サー
バ３は、振込依頼内容が正しいことを顧客に再度確認さ
せるために、インターネット端末１上のアプレットに振
込受諾を要求する（ステップＳ３０６）。
【００４５】インターネット端末１では、振込受諾要求
を受信すると、アプレットが金融機関窓口ページ上に振
込受諾の入力促進メッセージを表示し、顧客に対して振
込受諾の入力を要求する。顧客は、振込依頼内容が正し
い場合、振込受諾を入力する。顧客がインターネット端
末１から振込受諾を入力すると、アプレットは、入力さ
れた振込受諾をインターネット端末１から金融機関サー
バ３に自動的に返信する（ステップＳ１１０）。
【００４６】金融機関サーバ３は、顧客の振込受諾通知
を受けると、振込依頼内容に従って、顧客の金融機関口
座から商品販売元の金融機関口座に対して、指定金額の
振込を実行する（ステップＳ３０７）。
【００４７】金融機関サーバ３より振込完了通知が商品
販売元サーバ２に送信された後、金融機関窓口ページの
閉鎖を指示する（ステップＳ３０８）。
【００４８】商品販売元サーバ２は、金融機関１から送
信された振込完了通知を確認後、受注ファイル７に代金
の振込があったことを記録するとともに、顧客に対して
商品の購入申し込みが正常に受け付られたことを通知す
る（ステップＳ２０３）。
【００４９】インターネット端末１では、金融機関窓口
ページの閉鎖指示があると、金融機関窓口ページを閉鎖
され、商品の購入申し込みが正常に受け付られた旨の通
知を受けて商品販売元の商品カタログページが再表示さ
れる（ステップＳ１１１）。
【００５０】これによって、インターネット上における
商品の購入および代金の決済が完了する。
【００５１】この後、商品販売元では、受注ファイル７
に記録された受注情報に基づいて商品を顧客のもとに発
送する。
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【００５２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の第１の効
果は、顧客にとって十分な利便性が得られるということ
である。その理由は、インターネット上でキャッシュレ
スに代金の即時決済を実現することができるからであ
る。
【００５３】第２の効果は、十分なセキュリティを確保
できるということである。その理由は、ＩＤカードの口
座ＩＤおよびパスワードはＩＤカード自体を持っていな
いと使用することができないものであるので、たとえイ
ンターネットを通じて他者に知られても、クレジットカ
ード番号等のようにそれ自体だけで使用することはでき
ないため、悪用されるおそれが小さいからである。
【００５４】第３の効果は、汎用的な決済方法として用
いることができるということである。その理由は、顧客
の口座に残高があるかぎり、決済できる金額に上限がな
いので、高額な商品の購入にも使用することができるか
らである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の最良の実施の形態に係るインターネッ
ト決済方法の手順を示すフローチャートである。
【図２】本発明の最良の実施の形態に係るインターネッ
ト決済方法が適用されたインターネットシステムの構成
を示すブロック図である。
【符号の説明】
１ インターネット端末
２ 商品販売元サーバ
３ 金融機関サーバ
４ インターネット
５ ＩＤカードリーダ
６ ＩＤカード
７ 受注ファイル
８ 顧客口座管理用データベース
Ｓ１０１ 商品販売元サーバアクセスステップ
Ｓ１０２ 商品カタログページ表示ステップ
Ｓ１０３ 商品購入申し込みステップ
Ｓ１０４ 振込元金融機関選択ステップ
Ｓ１０５ 金融機関窓口ページ表示ステップ
Ｓ１０６ ＩＤカード挿入ステップ
Ｓ１０７ 金融機関識別情報送信ステップ
Ｓ１０８ 口座ＩＤおよびパスワード送信ステップ
Ｓ１０９ 振込申し込みステップ
Ｓ１１０ 振込受諾通知ステップ
Ｓ１１１ 商品カタログページ再表示ステップ
Ｓ２０１ 商品カタログページダウンロードステップ
Ｓ２０２ 購入情報の受注ファイルへの蓄積ステップ
Ｓ２０３ 振込情報の受注ファイルへの蓄積ステップ
Ｓ３０１ 金融機関窓口ページダウンロードステップ
Ｓ３０２ 自金融機関発行ＩＤカード判別ステップ
Ｓ３０３ 口座ＩＤおよびパスワード要求ステップ
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Ｓ３０４ 口座ＩＤおよびパスワード確認ステップ
Ｓ３０５ 振込情報確認ステップ
Ｓ３０６ 振込受諾要求ステップ
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＊ Ｓ３０７ 振込実行ステップ
Ｓ３０８ 金融機関窓口ページ閉鎖指示ステップ

＊
【図１】
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