
(57)【特許請求の範囲】  
【請求項１】端末と、
商品または役務の商品番号と、その商品または役務の提
供価格と、を対応付けてあらかじめ記憶する商品データ
ベースを有する販売サーバと、
識別符号と、残額と、を対応付けてあらかじめ記憶する
残額データベースを有する決済サーバと、
を備える電子取引システムであって、
（ａ）前記端末は、
所望の商品または役務の商品番号の入力を受け付ける商
品役務入力受付部と、
前記販売サーバに、前記受け付けられた商品番号を指定
する情報を含む商品役務指定メッセージを送信する商品
役務指定メッセージ送信部と、
を備え、

（ｂ）前記販売サーバは、
当該商品役務指定メッセージを受信する商品役務指定メ
ッセージ受信部と、
当該商品役務指定メッセージが含む情報により指定され
た商品番号に対応付けられて前記商品データベースに記
憶された商品または役務の提供価格を取得する提供価格
取得部と、
当該商品役務指定メッセージを受信する度に、トランザ
クション識別符号を、他のトランザクション識別符号と
重複しないように生成するトランザクション識別符号生
成部と、
当該生成されたトランザクション識別符号と、当該商品
役務指定メッセージが含む情報により指定された商品番
号と、を対応付けて記憶するトランザクションデータベ
ースと、
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前記端末に、当該取得された提供価格と当該生成された
トランザクション識別符号と前記決済サーバとを指定す
る情報を含む価格決済サーバ指定メッセージを、送信す
る価格決済サーバ指定メッセージ送信部と、
を備え、
（ｃ）前記端末は、
当該価格決済サーバ指定メッセージを受信する価格決済
サーバ指定メッセージ受信部と、
商品または役務決済用の識別符号の入力を受け付ける識
別符号入力受付部と、
当該価格決済サーバ指定メッセージが含む情報により指
定された決済サーバに、当該識別符号と当該価格決済サ
ーバ指定メッセージが含む情報により指定された提供価
格とトランザクション識別符号と前記販売サーバとを指
定する情報を含む識別符号価格販売サーバ指定メッセー
ジを、送信する識別符号価格販売サーバ指定メッセージ
送信部と、
をさらに備え、
（ｄ）前記決済サーバは、
当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージを受信する
識別符号価格販売サーバ指定メッセージ受信部と、
当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージが含む情報
により指定された識別符号に対応付けて前記残額データ
ベースにあらかじめ記憶される残額を取得する残額取得
部と、
当該残額が当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージ
が含む情報により指定された提供価格以上である場合、
当該識別符号に対応付けて前記残額データベースにあら
かじめ記憶される残額から当該提供価格を減じて、前記
残額データベースに記憶される当該残額を更新する残額
更新部と、
当該残額が更新された場合、当該識別符号価格販売サー
バ指定メッセージが含む情報により指定された販売サー
バに、当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージが含
む情報により指定されたトランザクション識別符号を指
定する決済成功メッセージを送信する決済成功メッセー
ジ送信部と、
を備え、
（ｅ）前記販売サーバは、
当該決済成功メッセージを受信する決済成功メッセージ
受信部と、
当該受信された決済成功メッセージに指定されるトラン
ザクション識別符号に対応付けて前記トランザクション
データベースに記憶された商品番号に対応する商品また
は役務を提供する商品役務提供部と、
をさらに備える
ことを特徴とする電子取引システム。
【請求項２】前記販売サーバが前記端末に前記価格決済
サーバ指定メッセージを送信するのにかえて、
前記販売サーバは、前記決済サーバに、前記価格決済サ

ーバ指定メッセージを前記端末へ送信させることを特徴
とする請求項１に記載の電子取引システム。
【請求項３】当該価格決済サーバ指定メッセージは、前
記販売サーバによって暗号化され、前記端末によって復
号化されることを特徴とする請求項１または２に記載の
電子取引システム。
【請求項４】当該識別符号価格販売サーバ指定メッセー
ジは、前記端末によって暗号化され、前記決済サーバに
よって復号化されることを特徴とする請求項１から３の
いずれか１項に記載の電子取引システム。
【請求項５】当該商品役務指定メッセージ、当該価格決
済サーバ指定メッセージ、当該決済成功メッセージ、お
よび、当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージのい
ずれか少なくとも１つは、コンピュータ通信網、特にイ
ンターネットを介して伝送されることを特徴とする請求
項１から４のいずれか１項に記載の電子取引システム。
【請求項６】前記販売サーバが、当該商品役務指定メッ
セージが含む情報により指定された商品または役務を、
前記端末に提供する場合、
（ｆ）前記販売サーバは、前記決済サーバに、当該商品
または役務の所在を指定する情報を含む商品役務所在指
定メッセージを送信し、
（ｇ）前記決済サーバは、当該商品役務所在指定メッセ
ージを受信し、
前記端末に、当該商品役務所在指定メッセージが含む情
報により指定された商品または役務の所在を指定する情
報を含む商品役務所在通知メッセージを、送信し、
（ｈ）前記端末は、当該商品役務所在通知メッセージを
受信し、
当該商品役務所在通知メッセージが含む情報により指定
された商品または役務の所在から、当該商品または役務
を取得することを特徴とする請求項１から５のいずれか
１項に記載の電子取引システム。
【請求項７】当該商品役務所在通知メッセージは、前記
決済サーバによって暗号化され、前記端末によって復号
化されることを特徴とする請求項６に記載の電子取引シ
ステム。
【請求項８】当該商品役務所在通知メッセージは、コン
ピュータ通信網、特にインターネットを介して伝送され
ることを特徴とする請求項６または７に記載の電子取引
システム。
【請求項９】当該商品役務指定メッセージ、および、当
該識別符号価格販売サーバ指定メッセージのいずれかも
しくは両方は、クエリ文字列付きＵＲＬ（Uniform Reso
urce Locator）形式、または、ＣＧＩ（Common Gateway
 Interface）に対するＰＯＳＴメソッド形式もしくはＧ
ＥＴメソッド形式で伝送されることを特徴とする請求項
１から８のいずれか１項に記載の電子取引システム。
【請求項１０】端末、および、決済サーバと通信する販
売サーバであって、
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商品または役務の商品番号と、その商品または役務の提
供価格と、を対応付けてあらかじめ記憶する商品データ
ベースと、
前記端末から、商品番号を指定する情報を含む商品役務
指定メッセージを受信する商品役務指定メッセージ受信
部と、
当該商品役務指定メッセージが含む情報により指定され
た商品番号に対応付けられて前記商品データベースに記
憶された商品または役務の提供価格を取得する提供価格
取得部と、
当該商品役務指定メッセージを受信する度に、トランザ
クション識別符号を、他のトランザクション識別符号と
重複しないように生成するトランザクション識別符号生
成部と、
当該生成されたトランザクション識別符号と、当該商品
役務指定メッセージが含む情報により指定された商品番
号と、を対応付けて記憶するトランザクションデータベ
ースと、
前記端末に、当該取得された提供価格と当該生成された
トランザクション識別符号と前記決済サーバとを指定す
る情報を含む価格決済サーバ指定メッセージを、送信す
る価格決済サーバ指定メッセージ送信部と、
前記販売サーバから、トランザクション識別符号を指定
する決済成功メッセージを受信する決済成功メッセージ
受信部と、
当該受信された決済成功メッセージに指定されるトラン
ザクション識別符号に対応付けて前記トランザクション
データベースに記憶された商品番号に対応する商品また
は役務を提供する商品役務提供部と、
を備えることを特徴とする販売サーバ。
【請求項１１】端末、および、販売サーバと通信する決
済サーバであって、
識別符号と、残額と、を対応付けてあらかじめ記憶する
残額データベースと、
前記端末から、識別符号と提供価格とトランザクション
識別符号と販売サーバとを指定する情報を含む識別符号
価格販売サーバ指定メッセージを受信する識別符号価格
販売サーバ指定メッセージ受信部と、
当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージが含む情報
により指定された識別符号に対応付けて前記残額データ
ベースにあらかじめ記憶される残額を取得する残額取得
部と、
当該残額が当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージ
が含む情報により指定された提供価格以上である場合、
当該識別符号に対応付けて前記残額データベースにあら
かじめ記憶される残額から当該提供価格を減じて、前記
残額データベースに記憶される当該残額を更新する残額
更新部と、
当該残額が更新された場合、当該識別符号価格販売サー
バ指定メッセージが含む情報により指定された販売サー

バに、当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージが含
む情報により指定されたトランザクション識別符号を指
定する決済成功メッセージを送信する決済成功メッセー
ジ送信部と、
を備えることを特徴とする決済サーバ。
【請求項１２】端末、および、決済サーバと通信し、商
品または役務の商品番号とその商品または役務の提供価
格とを対応付けてあらかじめ記憶する商品データベース
と、トランザクション識別符号生成部と、商品役務指定
メッセージ受信部と、提供価格取得部と、トランザクシ
ョン番号と商品番号とを対応付けて記憶するトランザク
ションデータベースと、価格決済サーバ指定メッセージ
送信部と、決済成功メッセージ受信部と、商品役務提供
部と、を有する販売サーバにおいて実行される販売方法
であって、
前記商品役務指定メッセージ受信部が、前記端末から、
商品番号を指定する情報を含む商品役務指定メッセージ
を受信する商品役務指定メッセージ受信工程と、
前記提供価格取得部が、当該商品役務指定メッセージが
含む情報により指定された商品番号に対応付けられて前
記商品データベースに記憶された商品または役務の提供
価格を取得する提供価格取得工程と、
前記トランザクション識別符号生成部が、当該商品役務
指定メッセージを受信する度に、トランザクション識別
符号を、他のトランザクション識別符号と重複しないよ
うに生成するトランザクション識別符号生成工程と、
前記トランザクションデータベースに、当該生成された
トランザクション識別符号と、当該商品役務指定メッセ
ージが含む情報により指定された商品番号と、を対応付
けて記憶させる工程と、
前記価格決済サーバ指定メッセージ送信部が、前記端末
に、当該取得された提供価格と当該生成されたトランザ
クション識別符号と前記決済サーバとを指定する情報を
含む価格決済サーバ指定メッセージを、送信する価格決
済サーバ指定メッセージ送信工程と、
前記決済成功メッセージ受信部が、前記販売サーバか
ら、トランザクション識別符号を指定する決済成功メッ
セージを受信する決済成功メッセージ受信工程と、
前記商品役務提供部が、当該受信された決済成功メッセ
ージに指定されるトランザクション識別符号に対応付け
て前記トランザクションデータベースに記憶された商品
番号に対応する商品または役務を提供する商品役務提供
工程と、
を備えることを特徴とする販売方法。
【請求項１３】端末、および、販売サーバと通信し、識
別符号と残額とを対応付けてあらかじめ記憶する残額デ
ータベースと、識別符号価格販売サーバ指定メッセージ
受信部と、残額取得部と、残額更新部と、決済成功メッ
セージ送信部と、を有する決済サーバにおいて実行され
る決済方法であって、
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前記識別符号価格販売サーバ指定メッセージ受信部が、
前記端末から、識別符号と提供価格とトランザクション
識別符号と販売サーバとを指定する情報を含む識別符号
価格販売サーバ指定メッセージを受信する識別符号価格
販売サーバ指定メッセージ受信工程と、
前記残額取得部が、当該識別符号価格販売サーバ指定メ
ッセージが含む情報により指定された識別符号に対応付
けて前記残額データベースにあらかじめ記憶される残額
を取得する残額取得工程と、
当該残額が当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージ
が含む情報により指定された提供価格以上である場合、
前記残額更新部が、当該識別符号に対応付けて前記残額
データベースにあらかじめ記憶される残額から当該提供
価格を減じて、前記残額データベースに記憶される当該
残額を更新する残額更新工程と、
当該残額が更新された場合、前記決済成功メッセージ送
信部が、当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージが
含む情報により指定された販売サーバに、当該識別符号
価格販売サーバ指定メッセージが含む情報により指定さ
れたトランザクション識別符号を指定する決済成功メッ
セージを送信する決済成功メッセージ送信工程と、
を備えることを特徴とする決済方法。
【請求項１４】コンピュータを請求項１０に記載の販売
サーバとして機能させるプログラムを記録したコンピュ
ータ読取可能な情報記録媒体。
【請求項１５】コンピュータを請求項１１に記載の決済
サーバとして機能させるプログラムを記録したコンピュ
ータ読取可能な情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、個人情報の流出を
防止し提供される商品や役務を容易に管理する電子取引
に好適な電子取引システム、販売サーバ、決済サーバ、
端末、販売方法、決済方法、購入方法、ならびに、これ
らを実現するプログラムを記録したコンピュータ読取可
能な情報記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来から、コンピュータ通信網、特にイ
ンターネットを介した電子商取引の手法が提案されてい
る。このような電子商取引には、ユーザの氏名、クレジ
ットカード番号、その有効期限等を、ＳＳＬ（Secure S
ocket Layer）などの暗号を用いた安全な伝送技術を用
いて伝送して決済を行う手法や、ユーザがインターネッ
ト接続の際に利用するプロバイダの利用料金に加算され
る形で決済を行う手法が提案されている。
【０００３】このほか、識別符号が記録された前払いカ
ードを用いる手法も提案されている。この手法では、ユ
ーザはあらかじめ前払いカードを購入する。商品や役務
を販売する販売サーバでは、ウェブサイトによりその旨
をユーザに告知する。ユーザは、販売サーバのウェブサ

イトにアクセスし、購入したい場合には、当該販売サー
バのウェブサイトに張られた決済サーバへのリンクにし
たがって、決済サーバのウェブサイトにアクセスする。
【０００４】決済サーバでは、販売サーバが販売する商
品や役務の種類、価格などの情報をあらかじめ蓄積して
いるほか、前払いカードに記録された識別符号に対応付
けて残高を記録している。
【０００５】ユーザが、決済サーバにアクセスして購入
したい商品や役務と、前払いカードの識別符号と、を指
定すると、決済サーバが残高を調べ、残高が価格以上で
ある場合には、残高から価格を差し引いて更新し、販売
サーバに決済が成功した旨を通知する。
【０００６】一方、販売サーバでは、決済が成功した旨
が通知されると、当該商品や役務をユーザに提供する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、クレジ
ットカードを用いる手法では、個人情報の流出のおそれ
があり、匿名性の高いインターネットを介した電子商取
引では、クレジットカードを用いない手法が望まれてい
る。
【０００８】また、プロバイダを用いた手法や、上記の
前払いカードを用いた手法では、商品や役務の価格情報
を決済サーバに蓄積する必要があるが、商品や役務のラ
インアップを迅速に更新したいインターネット取引で
は、商品や役務を提供する販売者が直接管理可能な販売
サーバのみで商品や役務の種類情報や価格情報を変更で
きることが望ましい。
【０００９】本発明は、上記の問題を解決するためにな
されたもので、個人情報の流出を防止し提供される商品
や役務を容易に管理する電子取引に好適な電子取引シス
テム、販売サーバ、決済サーバ、端末、販売方法、決済
方法、購入方法、ならびに、これらを実現するプログラ
ムを記録したコンピュータ読取可能な情報記録媒体を提
供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】以上の目的を達成するた
め、本発明の原理にしたがって、下記の発明を開示す
る。
【００１１】本発明の第１の観点に係る電子取引システ
ムは、端末と、販売サーバと、決済サーバと、を備え、
以下のように構成する。
【００１２】すなわち、前記端末は、所望の商品または
役務の入力を受け付け、前記販売サーバに、前記受け付
けられた所望の商品もしくは役務を指定する情報を含む
商品役務指定メッセージを送信する。
【００１３】一方、前記販売サーバは、当該商品役務指
定メッセージを受信し、当該商品役務指定メッセージが
含む情報により指定された商品または役務の提供価格を
取得し、前記端末に、当該取得された提供価格と前記決
済サーバとを指定する情報を含む価格決済サーバ指定メ
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ッセージを、送信する。
【００１４】さらに、前記端末は、当該価格決済サーバ
指定メッセージを受信し、商品または役務決済用の識別
符号の入力を受け付け、当該価格決済サーバ指定メッセ
ージが含む情報により指定された決済サーバに、当該識
別符号と当該価格決済サーバ指定メッセージが含む情報
により指定された提供価格と前記販売サーバとを指定す
る情報を含む識別符号価格販売サーバ指定メッセージ
を、送信する。
【００１５】そして、前記決済サーバは、当該識別符号
価格販売サーバ指定メッセージを受信し、当該識別符号
価格販売サーバ指定メッセージが含む情報により指定さ
れた識別符号に対応付けてあらかじめ記憶される残額を
取得し、当該残額が当該識別符号価格販売サーバ指定メ
ッセージが含む情報により指定された提供価格以上であ
る場合、当該識別符号に対応付けてあらかじめ記憶され
る残額から当該提供価格を減じて当該残額を更新し、当
該識別符号価格販売サーバ指定メッセージが含む情報に
より指定された販売サーバに、決済が成功した旨の情報
を含む決済成功メッセージを送信する。
【００１６】一方、前記販売サーバは、当該決済成功メ
ッセージを受信し、当該商品役務指定メッセージが含む
情報により指定された商品または役務を提供する。
【００１７】また、本発明の電子取引システムは、以下
のように構成することができる。
【００１８】すなわち、前記販売サーバは、当該商品役
務指定メッセージが含む情報により指定された商品また
は役務を指定する情報を当該価格決済サーバ指定メッセ
ージに含める。
【００１９】一方、前記端末は、当該価格決済サーバ指
定メッセージが含む情報により指定された商品または役
務を指定する情報を当該識別符号価格販売サーバ指定メ
ッセージに含める。
【００２０】さらに、前記決済サーバは、当該識別符号
価格販売サーバ指定メッセージが含む情報により指定さ
れた商品または役務を指定する情報を当該決済成功メッ
セージに含める。
【００２１】そして、前記販売サーバは、当該決済成功
メッセージが含む商品または役務の情報から、当該商品
役務指定メッセージが含む情報により指定された商品ま
たは役務を知得する。
【００２２】また、本発明の電子取引システムにおい
て、前記販売サーバが前記端末に前記価格決済サーバ指
定メッセージを送信するのにかえて、前記販売サーバ
は、前記決済サーバに、前記価格決済サーバ指定メッセ
ージを前記端末へ送信させるように構成することができ
る。
【００２３】また、本発明の電子取引システムにおい
て、当該価格決済サーバ指定メッセージは、前記販売サ
ーバによって暗号化され、前記端末によって復号化され

るように構成することができる。
【００２４】また、本発明の電子取引システムにおい
て、当該識別符号価格販売サーバ指定メッセージは、前
記端末によって暗号化され、前記決済サーバによって復
号化されるように構成することができる。
【００２５】また、本発明の電子取引システムにおい
て、当該商品役務指定メッセージ、当該価格決済サーバ
指定メッセージ、および、当該識別符号価格販売サーバ
指定メッセージのいずれか少なくとも１つは、コンピュ
ータ通信網、特にインターネットを介して伝送されるよ
うに構成することができる。
【００２６】また、本発明の電子取引システムにおい
て、当該決済成功メッセージは、前記販売サーバと前記
決済サーバとを接続する専用通信媒体を介して伝送され
るように構成することができる。
【００２７】また、本発明の電子取引システムは、前記
販売サーバが、当該商品役務指定メッセージが含む情報
により指定された商品または役務を、前記端末に提供す
る場合、以下のように構成することができる。
【００２８】すなわち、前記販売サーバは、前記決済サ
ーバに、当該商品または役務の所在を指定する情報を含
む商品役務所在指定メッセージを送信する。
【００２９】一方、前記決済サーバは、当該商品役務所
在指定メッセージを受信し、前記端末に、当該商品役務
所在指定メッセージが含む情報により指定された商品ま
たは役務の所在を指定する情報を含む商品役務所在通知
メッセージを、送信する。
【００３０】さらに、前記端末は、当該商品役務所在通
知メッセージを受信し、当該商品役務所在通知メッセー
ジが含む情報により指定された商品または役務の所在か
ら、当該商品または役務を取得する。
【００３１】また、本発明の電子取引システムにおい
て、当該商品役務所在通知メッセージは、前記決済サー
バによって暗号化され、前記端末によって復号化される
ように構成することができる。
【００３２】また、本発明の電子取引システムにおい
て、当該商品役務所在通知メッセージは、コンピュータ
通信網、特にインターネットを介して伝送されるように
構成することができる。
【００３３】また、本発明の電子取引システムにおい
て、当該商品役務指定メッセージ、および、当該識別符
号価格販売サーバ指定メッセージのいずれかもしくは両
方は、クエリ文字列付きＵＲＬ（Uniform Resource Loc
ator）形式、または、ＣＧＩ（Common Gateway Interfa
ce）に対するＰＯＳＴメソッド形式もしくはＧＥＴメソ
ッド形式で伝送されるように構成することができる。
【００３４】本発明の第２の観点に係る販売サーバは、
上記電子取引システムの販売サーバである。
【００３５】本発明の第３の観点に係る決済サーバは、
上記電子取引システムの決済サーバである。
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【００３６】本発明の第４の観点に係る端末は、上記電
子取引システムの端末である。
【００３７】本発明の第５の観点に係る販売方法は、端
末、および、決済サーバと通信して販売を行い、商品役
務指定メッセージ受信工程と、提供価格取得工程と、価
格決済サーバ指定メッセージ送信工程と、決済成功メッ
セージ受信工程と、商品役務提供工程と、を備えるよう
に構成する。
【００３８】ここで、商品役務指定メッセージ受信工程
では、所望の商品もしくは役務を指定する情報を含む商
品役務指定メッセージを前記端末から受信する。
【００３９】一方、提供価格取得工程では、当該商品役
務指定メッセージが含む情報により指定された商品また
は役務の提供価格を取得する。
【００４０】さらに、価格決済サーバ指定メッセージ送
信工程では、前記端末に、当該取得された提供価格と前
記決済サーバとを指定する情報を含む価格決済サーバ指
定メッセージを送信する。
【００４１】そして、決済成功メッセージ受信工程で
は、決済が成功した旨の情報を含む決済成功メッセージ
を前記決済サーバから受信する。
【００４２】一方、商品役務提供工程では、当該商品役
務指定メッセージが含む情報により指定された商品また
は役務を提供する。
【００４３】また、本発明の販売方法において、価格決
済サーバ指定メッセージ送信工程では、前記端末に前記
価格決済サーバ指定メッセージを送信するのにかえて、
前記決済サーバに、前記価格決済サーバ指定メッセージ
を前記端末へ送信させるように構成することができる。
【００４４】また、本発明の販売方法は、商品役務所在
指定メッセージ送信工程をさらに備えるように構成する
ことができる。
【００４５】ここで、商品役務所在指定メッセージ送信
工程では、当該商品役務指定メッセージが含む情報によ
り指定された商品または役務を、前記端末に提供する場
合、前記決済サーバに、当該商品または役務の所在を指
定する情報を含む商品役務所在指定メッセージを送信す
る。
【００４６】本発明の第６の観点に係る決済方法は、端
末、および、販売サーバと通信して決済を行い、識別符
号価格販売サーバ指定メッセージ受信工程と、残額取得
工程と、残額更新工程と、決済成功メッセージ送信工程
と、を備えるように構成する。
【００４７】ここで、識別符号価格販売サーバ指定メッ
セージ受信工程では、商品または役務と当該商品または
役務の提供価格と当該商品または役務の決済用の識別符
号と前記販売サーバとを指定する情報を含む識別符号価
格販売サーバ指定メッセージを前記端末から受信する。
【００４８】一方、残額取得工程では、当該識別符号価
格販売サーバ指定メッセージが含む情報により指定され

た識別符号に対応付けてあらかじめ記憶される残額を取
得する。
【００４９】さらに、残額更新工程では、当該残額が当
該識別符号価格販売サーバ指定メッセージが含む情報に
より指定された提供価格以上である場合、当該識別符号
に対応付けてあらかじめ記憶される残額から当該提供価
格を減じて当該残額を更新する。
【００５０】そして、決済成功メッセージ送信工程で
は、当該残額が更新された場合、当該識別符号価格販売
サーバ指定メッセージが含む情報により指定された販売
サーバに、決済が成功した旨の情報を含む決済成功メッ
セージを送信する。
【００５１】また、本発明の決済方法は、価格決済サー
バ指定メッセージ送信代理工程をさらに備えるように構
成することができる。
【００５２】ここで、価格決済サーバ指定メッセージ送
信代理工程では、前記端末に、前記販売サーバから指定
された、提供価格と当該決済方法を実施する決済サーバ
とを指定する情報を含む価格決済サーバ指定メッセージ
を送信する。
【００５３】また、本発明の決済方法は、商品役務所在
指定メッセージ受信工程と、商品役務所在通知メッセー
ジ送信工程と、をさらに備えるように構成することがで
きる。
【００５４】ここで、商品役務所在指定メッセージ受信
工程では、商品または役務の所在を指定する情報を含む
商品役務所在指定メッセージを前記販売サーバから受信
する。
【００５５】一方、商品役務所在通知メッセージ送信工
程では、前記端末に、当該商品役務所在指定メッセージ
が含む情報により指定された商品または役務の所在を指
定する情報を含む商品役務所在通知メッセージを、送信
する。
【００５６】本発明の第７の観点に係る購入方法は、販
売サーバと、決済サーバと通信して商品または役務を購
入し、商品役務入力受付工程と、商品役務指定メッセー
ジ送信工程と、価格決済サーバ指定メッセージ受信工程
と、識別符号入力受付工程と、識別符号価格販売サーバ
指定メッセージ送信工程と、を備える。
【００５７】ここで、商品役務入力受付工程では、所望
の商品または役務の入力を受け付ける。
【００５８】一方、商品役務指定メッセージ送信工程で
は、前記販売サーバに、前記受け付けられた所望の商品
もしくは役務を指定する情報を含む商品役務指定メッセ
ージを送信する。
【００５９】さらに、価格決済サーバ指定メッセージ受
信工程では、商品または役務の提供価格と決済サーバと
を指定する情報を含む価格決済サーバ指定メッセージを
前記販売サーバから受信する。
【００６０】そして、識別符号入力受付工程では、商品
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または役務決済用の識別符号の入力を受け付ける。
【００６１】一方、識別符号価格販売サーバ指定メッセ
ージ送信工程では、当該価格決済サーバ指定メッセージ
が含む情報により指定された決済サーバに、当該識別符
号と当該価格決済サーバ指定メッセージが含む情報によ
り指定された提供価格と前記販売サーバとを指定する情
報を含む識別符号価格販売サーバ指定メッセージを、送
信する。
【００６２】また、本発明の購入方法は、商品役務所在
通知メッセージ受信工程と、商品役務取得工程と、をさ
らに備えるように構成することができる。
【００６３】ここで、商品役務所在通知メッセージ受信
工程では、商品または役務の所在を指定する情報を含む
商品役務所在通知メッセージを、前記決済サーバから受
信する。
【００６４】一方、商品役務取得工程では、当該商品役
務所在通知メッセージが含む情報により指定された商品
または役務の所在から、当該商品または役務を取得す
る。
【００６５】本発明の販売サーバ、決済サーバ、端末、
販売方法、決済方法、ならびに、購入方法を実現するプ
ログラムをコンパクトディスク、フロッピー（登録商
標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、ディ
ジタルビデオディスク、磁気テープ、半導体メモリなど
の情報記録媒体に記録することができる。
【００６６】本発明の情報記録媒体に記録されたプログ
ラムを、コンピュータが備えるＣＰＵ（Central Proces
sing Unit；中央処理ユニット）などの制御装置で実行
することにより、上記の販売サーバ、決済サーバ、端
末、販売方法、決済方法、ならびに、購入方法を実現す
ることができる。
【００６７】また、これらの装置とは独立して、本発明
のプログラムを記録した情報記録媒体を配布、販売する
ことができる。
【００６８】
【発明の実施の形態】以下に本発明の一実施形態を説明
する。なお、以下に説明する実施形態は説明のためのも
のであり、本願発明の範囲を制限するものではない。し
たがって、当業者であればこれらの各要素もしくは全要
素をこれと均等なものに置換した実施形態を採用するこ
とが可能であるが、これらの実施形態も本願発明の範囲
に含まれる。
【００６９】（第１の実施形態）図１は、本発明の第１
の実施形態に係る電子取引システム全体の概要構成を示
す模式図である。以下、本図を参照して説明する。
【００７０】電子取引システム１０１は、商品や役務を
購入するユーザが利用する端末１２１と、商品や役務を
販売するための情報を管理提供する販売サーバ１４１
と、ユーザが商品や役務を購入するための代金決済を行
う決済サーバ１６１と、を備える。

【００７１】端末１２１と販売サーバ１４１との間、お
よび、端末１２１と決済サーバ１６１との間は、いずれ
もインターネット１８１を介して接続されている。
【００７２】一方、販売サーバ１４１と決済サーバ１６
１との間は、セキュリティを確保するため、専用通信線
１８２を介して接続されている。なお、専用通信線１８
２にかえて、インターネット１８１を介して両者を接続
し、ＳＳＬ技術を利用してセキュリティを確保してもよ
い。本実施形態では、端末１２１から販売サーバ１４１
へのアクセスと、端末１２１から決済サーバ１６１への
アクセスと、は、いずれも、ＷＷＷ（World Wide Web）
ブラウザを用いて行われる。
【００７３】なお、専用のアクセス用アプリケーション
プログラム、ＷＷＷブラウザに組み込まれるプラグイ
ン、もしくは、ＷＷＷブラウザで利用可能なＪＡＶＡ
（登録商標）アプレット等を利用してアクセスしてもよ
い。また、端末１２１として移動体電話を採用すること
もできる。たとえば、端末１２１でＮＴＴドコモ株式会
社が提供するｉモードサービス等を利用してもよい。
【００７４】端末１２１のユーザは、商品や役務を購入
する際に、その代金の決済のために、あらかじめ前払い
カードを購入しておく。図２は、このような前払いカー
ドの外観例を示す説明図である。以下、本図を参照して
説明する。
【００７５】図２（ａ）に示すように、前払いカード２
０１には、決済に利用できる当初の金額２０２と、識別
符号２０３と、が印刷されている。
【００７６】前払いカード２０１はスクラッチカードと
して構成されており、前払いカード２０１そのものの販
売時には図２（ｂ）に示すように、識別符号２０３は隠
れている。ユーザは、前払いカード２０１を購入してか
ら、そのカード表面をコインなどで削ることにより、識
別符号２０３を見ることができる。
【００７７】なお、本実施形態では、ユーザによる入力
を容易にするため、識別符号２０３として数字列を用い
ている。そこで、スクラッチカード形式の前払いカード
２０１の識別符号のことを、適宜「スクラッチ番号」と
呼ぶこととする。
【００７８】なお、スクラッチ番号には、数字のほか、
英字やキーボードに用意された各種の記号を用いるよう
な態様を採用することもでき、このような実施形態も本
発明の範囲に含まれる。
【００７９】本図に示される前払いカード２０１は、当
初の金額２０２として「２０００円」が印刷されてい
る。ユーザは、この前払いカード２０１を用いることに
より、合計金額が２０００円となるまで、商品や役務を
購入することができる。
【００８０】以下では、ユーザが端末１２１を用いて販
売サーバ１４１が提供する商品を通信販売にて求める場
合を例にあげて説明する。図３は、この場合に端末１２
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１、販売サーバ１４１、決済サーバ１６１の間でやりと
りされるメッセージの様子を時系列的に示した説明図で
ある。以下、本図を参照して説明する。
【００８１】ユーザは、端末１２１からＷＷＷブラウザ
を利用して販売サーバ１４１にアクセスする（３０
１）。すると、販売サーバ１４１は、自身が備える商品
の価格データベースを参照して、提供している商品のカ
タログ情報を生成し、これを端末１２１へ送信する（３
０２）。
【００８２】カタログ情報にはＨＴＭＬ（Hyper Text M
arkup Language）文書形式を用いる。
【００８３】図４は、当該カタログ情報が端末１２１の
画面に表示される表示例を示す説明図である。以下、本
図を参照して説明する。
【００８４】ＷＷＷブラウザの表示部４０１には、商品
の商品番号表示欄４０２、当該商品の価格表示欄４０
３、当該商品を購入する場合の個数を入力する個数入力
欄４０４、購入の合計金額を表示する合計金額表示欄４
０５、商品の発送先を入力する発送先入力欄４０６、お
よび、購入ボタン４０７が用意されている。
【００８５】ユーザが、個数入力欄４０４に所望の商品
の個数を入力すると、ＷＷＷブラウザが備えるJavaScri
ptの機能により合計金額が計算され、これが合計金額表
示欄４０５に表示される。
【００８６】ユーザは、所望の商品を選択した後、通信
販売における商品の発送先（通常はユーザの自宅や連絡
先）を発送先入力欄４０６に入力する。
【００８７】最後に、購入ボタン４０７をクリックする
ことにより、ＷＷＷブラウザは、カタログ情報により指
定されるフォーム情報を構成して、これを商品役務指定
メッセージとして販売サーバ１４１へ送信する（３０
３）。
【００８８】このように商品役務指定メッセージを構成
するには、カタログ情報にFORMタグを用いておけばよ
い。
【００８９】FORMタグでは、METHOD属性にPOSTもしくは
GETを指定しておく。これにより、商品役務指定メッセ
ージを端末１２１から送出することを示す。
【００９０】また、ACTION属性に、販売サーバ１４１に
用意されるＣＧＩスクリプトの所在を指定しておく。こ
のＣＧＩスクリプトにより、以下に説明する販売サーバ
１４１の動作が実現される。
【００９１】個数入力欄４０４、発送先入力欄４０６を
用意するため、FORMタグ内でTEXTAREAタグを用いる。
【００９２】また、購入ボタン４０７を用意するため、
FORMタグ内でTYPE属性としてsubmitを指定したINPUTタ
グを用いる。
【００９３】このようにして、本実施形態では、商品役
務指定メッセージに、以下の情報を含ませることとす
る。

・ユーザが購入を希望する商品の商品番号。
・当該商品の個数。
・当該商品の送り先。
【００９４】商品の送り先の情報はユーザのプライバシ
ーに関わるものであるので、商品役務指定メッセージの
送受信の際には、ＳＳＬ技術等のセキュリティ技術を用
いて、暗号化を行うことが望ましい。
【００９５】販売サーバ１４１は、商品役務指定メッセ
ージから、商品の商品番号と、当該商品の個数と、の情
報を取得し、上記価格データベースを参照して、商品の
購入に必要な合計金額を計算する。
【００９６】さらに、販売サーバ１４１は、トランザク
ション識別符号を他のトランザクション識別符号と重複
しないように生成する。さらに、トランザクション識別
符号に対応付けて、先に受信（３０３）した商品役務指
定メッセージに含まれる情報をトランザクションデータ
ベースに記録する。
【００９７】本実施形態では、トランザクション識別符
号には、当該販売サーバ１４１の識別情報（決済サーバ
への登録番号や契約番号など）も含めることとする。こ
のようにして、決済サーバ１６１は、トランザクション
識別符号を見ることにより、複数の販売サーバ１４１が
ある場合に、いずれの販売サーバ１４１の決済であるか
を知ることができる。
【００９８】そして、販売サーバ１４１は、以下の情報
を含む価格決済サーバ指定メッセージを生成する。
・トランザクション識別符号。
・合計金額。
・決済サーバのＣＧＩスクリプトの所在。
【００９９】このほか、購入する商品とその個数をユー
ザに確認してもらうため、これらの情報を価格決済サー
バ指定メッセージに含めておいてもよい。以下、これら
の情報を含めるものとして説明する。
【０１００】なお、上記のカタログ情報と同様、価格決
済サーバ指定メッセージもＨＴＭＬ文書形式で生成さ
れ、上記の情報は、適宜ＨＴＭＬ文書の本文やタグの属
性として指定される。詳細については後述する。
【０１０１】さらに、販売サーバ１４１は、生成した価
格決済サーバ指定メッセージを端末１２１に送信する
（３０４）。この送受信の際にも、ＳＳＬ技術等のセキ
ュリティ技術を用いることが望ましい。
【０１０２】端末１２１が価格決済サーバ指定メッセー
ジを受信すると、ＷＷＷブラウザはこれにしたがって画
面に各種の情報を表示する。図５は、価格決済サーバ指
定メッセージにより表示される画面の表示例を示す説明
図である。以下、本図を参照して説明する。
【０１０３】ＷＷＷブラウザの表示部５０１には、トラ
ンザクション識別符号がトランザクション識別符号表示
欄５０２に、購入に必要な合計金額が合計金額表示欄５
０３に、それぞれ表示されている。また、購入する商品
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とその個数などの付加情報が付加情報表示欄５０４に表
示されている。
【０１０４】このほか、前払いカード識別符号入力欄５
０５が用意されており、ユーザは、ここに購入に用いる
前払いカード２０１のスクラッチ番号を入力する。
【０１０５】スクラッチ番号の入力が終了したら、決済
ボタン５０６をクリックする。
【０１０６】価格決済サーバ指定メッセージに含まれる
FORMタグのACTION属性は、決済サーバ１６１が用意した
ＣＧＩスクリプトのＵＲＬに対応付けられている。ユー
ザが決済ボタン５０６をクリックすると、ＷＷＷブラウ
ザは、以下の情報等をまとめて、識別符号価格販売サー
バ指定メッセージを生成して、決済サーバ１６１のＣＧ
Ｉスクリプトに送付する（３０５）。・トランザクショ
ン識別符号。
・合計金額。
・スクラッチ番号。
【０１０７】なお、本実施形態では、トランザクション
識別符号に販売サーバ１４１を識別するための契約番号
などを埋め込むこととしたが、これらの情報は別途各メ
ッセージに埋め込むこととしてもよい。
【０１０８】識別符号価格販売サーバ指定メッセージの
送受信も、プライバシー保護の観点から、ＳＳＬ等のセ
キュリティ技術を用いることが望ましい。
【０１０９】決済サーバ１６１では、前払いカード２０
１に印刷されているスクラッチ番号と、これに対応付け
られる残高と、を残高データベースに記録している。図
２に示す前払いカード２０１を一度も使用していない場
合は、残高データベースに記録される残高は「２０００
円」である。
【０１１０】決済サーバ１６１は、識別符号価格販売サ
ーバ指定メッセージを受信して、このメッセージからス
クラッチ番号の情報を取得する。次に、取得されたスク
ラッチ番号を鍵に残高データベースを検索して、当該前
払いカードに対する残高を調べる。
【０１１１】なお、実際に残額データベースに記録され
るのは、「スクラッチ番号そのものと、残額と、の対応
関係」ではなく、「スクラッチ番号から一意に生成でき
る内部識別符号と、残額と、の対応関係」である。スク
ラッチ番号から内部識別番号への変換を行うことによ
り、入力されたスクラッチ番号が有効か否かを調べるこ
とができる。有効でない場合は、販売サーバ１４１から
端末１２１へ、スクラッチ番号が有効でない旨の通知が
される（図示せず）。
【０１１２】ついで、識別符号価格販売サーバ指定メッ
セージに含まれる合計金額とを比較して、合計金額が残
高以下である場合には、決済は成功する。そこで、残高
から合計金額を減算した額で残高データベースを更新す
る。
【０１１３】さらに、識別符号価格販売サーバ指定メッ

セージに含まれるトランザクション識別符号から、当該
決済が、複数の販売サーバ１４１のうちのいずれである
かを調べ、以下の情報を含む決済成功メッセージを生成
して、当該販売サーバ１４１へ送信する（３０６）。
・トランザクション識別符号。
・決済が成功した旨。
【０１１４】決済成功メッセージの送受信には、金銭の
決済が伴うため、インターネット１８１を介したＳＳＬ
技術などを用いてもよいが、本実施形態のように専用通
信線１８２を用いれば、さらに精算上の安全性を高める
ことができる。
【０１１５】また、決済サーバ１６１は、決済が成功し
た場合、決済が成功した旨の通知をユーザの端末１２１
に対して送付する（３０７）。ユーザは、この通知を印
刷したりファイルに保存することにより、商品購入の控
えとすることができる。
【０１１６】一方、決済が成功しなかった場合、すなわ
ち、残額が足りなかった場合は、決済が失敗した旨をユ
ーザの端末１２１に通知する（図示せず）。この通知の
際に、さらに他の前払いカード２０１を追加すれば購入
が可能である旨と、追加する場合の前払いカード２０１
の識別符号２０３を入力するための入力欄とを用意した
ＨＴＭＬ文書形式の情報を送付することが望ましい。
【０１１７】ユーザが追加を行った場合は、もとの前払
いカード２０１の残高と後から追加された前払いカード
２０１の残高とを加算して、上記の過程をもう一度やり
直せばよい。
【０１１８】販売サーバ１４１は、決済成功メッセージ
を受信すると、そのトランザクション識別符号を得て、
これに対応付けられた商品の番号、商品の個数、商品の
送り先などの情報をトランザクションデータベースから
獲得し、当該送り先に、当該商品を当該個数送付する
（３０８）。
【０１１９】このように、本実施形態では、決済サーバ
１６１は、トランザクション識別符号を調べることによ
り、販売サーバ１４１がいずれであるかを識別すること
ができる。一方、ユーザが購入した商品の種類や個数、
単価は、販売サーバ１４１のみが管理すれば十分であ
り、決済サーバ１６１ではこれらの情報を維持管理する
必要はない（ただし、維持管理してもよい）。
【０１２０】一方、販売サーバ１４１は、トランザクシ
ョン識別符号を調べることにより、どのユーザがどの商
品をいくつ購入し、その単価はいくらで合計金額はいく
らであるか、を知ることができる。
【０１２１】このため、商品のラインアップや価格を販
売サーバ１４１が自由に修正・更新・変更することがで
きる。ここで、従来の前払いカードを用いた電子取引シ
ステムと異なり、商品のラインアップや価格の修正・更
新・変更の内容を決済サーバ１６１に通知する必要はな
い（ただし、通知してもよい）。
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【０１２２】また、本実施形態では、上記のように、ユ
ーザが購入した商品の情報や商品の送付先の情報を共有
するのはユーザの端末１２１と販売サーバ１４１のみと
し、決済サーバ１６１には知らせないようにすることが
できる。このため、一層のプライバシー保護を図ること
ができる。
【０１２３】一方、販売サーバ１４１には、ユーザが端
末１２１から入力したスクラッチ番号の情報を知らせな
いようにすることができる。これにより、悪意のある販
売サーバ１４１が存在したとしても、ユーザが所有する
前払いカード２０１の残額の保護を図ることができる。
【０１２４】また、本実施形態では、通信販売により後
で商品を送付することとしたが、たとえば送付先にユー
ザの電子メールアドレスを記入し、当該電子メールアド
レスにディジタルコンテンツ（各種のアプリケーション
プログラム、画像ファイル、音声ファイル、データベー
スファイル等のデータファイル、試用版プログラムを購
入版プログラムとして動作させるための登録番号情報な
ど）を送付する形態を採用してもよい。
【０１２５】以下では、決済サーバ、販売サーバ、端末
のそれぞれの構成について詳細に説明する。以下の説明
では、本発明の原理の理解を容易にするため、適宜チェ
ック処理、エラー処理などの説明は省略してあるが、こ
れらのチェックやエラー対応を行う実施形態も、本発明
の範囲に含まれる。
【０１２６】（決済サーバの構成）図６は、本実施形態
における決済サーバ１６１の概要構成を示す模式図であ
り、図７は、上記のようなメッセージの送受がされる場
合に、決済サーバ１６１においてされる処理の流れを示
すフローチャートである。以下、これらの図を参照して
説明する。
【０１２７】本実施形態の決済サーバ１６１は、識別符
号価格販売サーバ指定メッセージ受信部６０１と、残額
取得部６０２と、残額更新部６０３と、決済成功メッセ
ージ送信部６０４と、を備える。
【０１２８】識別符号価格販売サーバ指定メッセージ受
信部６０１は、識別符号価格販売サーバ指定メッセージ
を端末１２１から受信する（ステップＳ７０１）。
【０１２９】識別符号価格販売サーバ指定メッセージに
は、上記のように以下の情報が含まれる。
・所望の商品または役務。本実施形態では、トランザク
ション識別符号により指定される。
・当該商品または役務の提供価格。合計金額である。
・当該商品または役務の決済用の識別符号。本実施形態
では、スクラッチ番号である。
・販売サーバ１４１。本実施形態では、トランザクショ
ン識別符号により指定される。
【０１３０】残額取得部６０２は、決済用の識別符号
（スクラッチ番号）が有効か否かを調べ（ステップＳ７
０２）、有効でない場合（ステップＳ７０２；Ｎｏ）、

その旨を別途端末１２１に通知する（ステップＳ７０
３）。
【０１３１】有効な場合（ステップＳ７０２；Ｙｅ
ｓ）、決済用の識別符号（スクラッチ番号）から上記の
所定の変換により、当該前払いカード２０１に対応する
内部識別符号を得て（ステップＳ７０４）、内部識別符
号に対応付けて残額データベース６２１にあらかじめ記
憶されている残額を取得する（ステップＳ７０５）。
【０１３２】ついで、残額更新部６０３は、当該残額が
提供価格（合計金額）以上であるか否かを調べ（ステッ
プＳ７０６）、そうでない場合（ステップＳ７０６；Ｎ
ｏ）、その旨を別途端末１２１に通知する（ステップＳ
７０７）。
【０１３３】一方、残額が提供価格（合計金額）以上で
ある場合（ステップＳ７０６；Ｙｅｓ）、識別符号（ス
クラッチ番号）から得られる内部識別符号に対応付けて
残額データベース６２１にあらかじめ記憶されている残
額から、当該提供価格（合計金額）を減じて当該残額を
更新する（ステップＳ７０８）。
【０１３４】そして、決済成功メッセージ送信部６０４
は、トランザクション識別符号により指定される販売サ
ーバ１４１に、決済が成功した旨の情報を含む決済成功
メッセージを送信する（ステップＳ７０９）。
【０１３５】あわせて、端末１２１に、決済が成功した
旨の通知を行う（ステップＳ７１０）。
【０１３６】（販売サーバの構成）図８は、本実施形態
における販売サーバ１４１の概要構成を示す模式図であ
り、図９は、上記のようなメッセージの送受がされる場
合に、販売サーバ１４１においてされる処理の流れを示
すフローチャートである。以下、これらの図を参照して
説明する。
【０１３７】本実施形態の販売サーバ１４１は、商品役
務指定メッセージ受信部８０１と、提供価格取得部８０
２と、価格決済サーバ指定メッセージ送信部８０３と、
決済成功メッセージ受信部８０４と、商品役務提供部８
０５と、を備える。
【０１３８】商品役務指定メッセージ受信部８０１は、
商品役務指定メッセージを端末１２１から受信する（ス
テップＳ９０１）。この商品役務指定メッセージには、
上述のように、所望の商品もしくは役務を指定する情報
（本実施形態では、商品の商品番号と個数）が含まれ
る。
【０１３９】ついで、提供価格取得部８０２は、指定さ
れた商品の商品番号を鍵に価格データベース８２１を検
索して（ステップＳ９０２）、これと各商品の個数か
ら、商品または役務の提供価格（合計金額）を計算する
（ステップＳ９０３）。
【０１４０】さらに、ユニークなトランザクション識別
符号を生成し（ステップＳ９０４）、これと商品の商品
番号、個数、合計金額、商品の送り先などの情報とを対
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応付けてトランザクションデータベース８４１に記録す
る（ステップＳ９０５）。
【０１４１】さらに、価格決済サーバ指定メッセージ送
信部８０３は、端末１２１に、価格決済サーバ指定メッ
セージを送信する。価格決済サーバ指定メッセージに
は、少なくとも以下の情報が含まれる。
・取得された提供価格。合計金額である。
・決済サーバを指定する情報（FORMタグのACTION属性中
にて指定される）。
【０１４２】本実施形態では、価格決済サーバ指定メッ
セージには、トランザクション識別符号等の情報も含ま
れる。
【０１４３】そして、決済成功メッセージ受信部８０４
は、決済が成功した旨の情報を含む決済成功メッセージ
を決済サーバ１６１から受信する（ステップＳ９０
６）。本実施形態では、決済成功メッセージには、トラ
ンザクション識別符号の情報が含まれる。
【０１４４】商品役務提供部８０５は、決済成功メッセ
ージにより指定されたトランザクション識別符号を鍵と
して、トランザクションデータベース８４１を検索し、
最初に端末１２１から送信された商品役務指定メッセー
ジが含む情報により指定された商品または役務、その個
数、その送付先などの情報を得る（ステップＳ９０
７）。
【０１４５】そして最後に、当該送付先に、当該商品ま
たは役務をその個数だけ提供する（ステップＳ９０
８）。
【０１４６】（端末の構成）図１０は、本実施形態にお
ける端末１２１の概要構成を示す模式図であり、図１１
は、上記のようなメッセージの送受がされる場合に、端
末１２１においてされる処理の流れを示すフローチャー
トである。以下、これらの図を参照して説明する。
【０１４７】本実施形態の端末１２１は、商品役務入力
受付部１００１と、商品役務指定メッセージ送信部１０
０２と、価格決済サーバ指定メッセージ受信部１００３
と、識別符号入力受付部１００４と、識別符号価格販売
サーバ指定メッセージ送信部１００５と、を備える。
【０１４８】商品役務入力受付部１００１は、ユーザか
ら所望の商品または役務の入力を受け付ける（ステップ
Ｓ１１０１）。
【０１４９】一方、商品役務指定メッセージ送信部１０
０２は、販売サーバ１４１に、受け付けられた商品役務
指定メッセージを送信する（ステップＳ１１０２）。
【０１５０】さらに、価格決済サーバ指定メッセージ受
信部１００３は、価格決済サーバ指定メッセージを販売
サーバから受信する（ステップＳ１１０３）。上記のよ
うに、価格決済サーバ指定メッセージには、合計金額
と、決済サーバ１６１の情報と、が含まれている。
【０１５１】そして、識別符号入力受付部１００４は、
商品または役務決済用の識別符号（スクラッチ番号）の

入力を受け付ける（ステップＳ１１０４）。本実施形態
では、スクラッチ番号は、前払いカード２０１に印刷さ
れているものである。
【０１５２】一方、識別符号価格販売サーバ指定メッセ
ージ送信部１００５は、上記のような情報を含む識別符
号価格販売サーバ指定メッセージを生成し、当該価格決
済サーバ指定メッセージにより指定された決済サーバ１
６１にこれを送信する（ステップＳ１１０５）。
【０１５３】これにより、商品や役務の購入の申込と、
代金の決済とが行われる。この後、適宜、決済が成功し
た旨の通知を受信したり、ディジタルコンテンツを電子
メールで受信することにより、商品の提供を受けたり、
などの処理が行われる。
【０１５４】（情報処理装置の構成）図１２は、本実施
形態の端末１２１、販売サーバ１４１、決済サーバ１６
１として機能する典型的な情報処理装置（汎用のコンピ
ュータ、各種端末、携帯端末、携帯電話、ゲーム装置な
どの専用機器を含む）の概要構成を示す模式図である。
以下、本図を参照して説明する。
【０１５５】情報処理装置１２０１は、ＣＰＵ（Centra
l Processing Unit；中央処理ユニット）１２０２によ
って制御される。情報処理装置１２０１に電源を投入す
ると、ＣＰＵ１２０２は、ＲＯＭ（Read Only Memory；
読出専用メモリ）１２０３に記憶されたＩＰＬ（Initia
l Program Loader；初期プログラムローダ）を実行す
る。
【０１５６】ＩＰＬは、ハードディスク（Hard Disk；
ＨＤ）１２０４、ＦＤ（Floppy Disk；フロッピーディ
スク）ドライブ（ＦＤＤ）１２１０に装着されたＦＤ、
ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk ROM）ドライブ（ＣＤＤ）
１２１１に装着されたＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体に記
憶されたＯＳ（Operating System；オペレーティング・
システム）プログラムを読み出して実行するプログラム
である。
【０１５７】ＯＳを起動した後、ＣＰＵ１２０２は、キ
ーボード１２０５やマウス１２０６などにより入力され
たユーザの指示にしたがって、あるいは、ハードディス
ク１２０４などにあらかじめ記述された設定ファイルの
内容にしたがって、ハードディスク１２０４などに記憶
されたアプリケーションプログラムを実行する。
【０１５８】すなわち、端末１２１では、ＷＷＷブラウ
ザアプリケーションが、販売サーバ１４１や決済サーバ
１６１では、Ｗｅｂサーバアプリケーションが、それぞ
れ実行される。
【０１５９】なお、携帯端末などの小規模な情報処理装
置では、ＩＰＬ自体がＯＳやアプリケーションプログラ
ムとしての機能を果たすような実施形態も採用すること
ができる。
【０１６０】ＣＰＵ１２０２は、プログラムの実行の際
に、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２０７を一時的
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な作業用記憶領域として用いる。このほか、一時的な作
業用記憶領域として、ＣＰＵ  １２０２内に設けられた
レジスタやキャッシュ（図示せず）が使われる。
【０１６１】プログラムの実行に伴ない、ユーザに結果
を報告したり、途中経過を見せるため、ＣＰＵ  １２０
２は、液晶ディスプレイやＣＲＴ（Cathode Ray Tube）
などの表示装置１２０８に当該情報を表示することがで
きる。マウス１２０６による指示操作では、マウス１２
０６を移動することにより、画面に表示されたカーソル
が移動し、マウス１２０６をクリックすることにより、
カーソルが指すメニュー項目を選択することができる。
【０１６２】情報処理装置１２０１は、ＮＩＣ（Networ
k Interface Card）やモデムなどのインターフェース１
２０９を介してインターネット１８１などのコンピュー
タ通信網や、専用通信線１８２を介した通信を行うこと
ができる。
【０１６３】（第２の実施形態）上記実施形態では、商
品が通信販売や電子メールによって購入ユーザに送付さ
れたが、本実施形態は、ＷＷＷブラウザを介して商品や
役務をユーザに提供するものである。以下、説明する。
【０１６４】上記の実施形態でも説明した通り、端末１
２１と販売サーバ１４１との間の通信、および、端末１
２１と決済サーバ１６１との間の通信には、いずれもＷ
ＷＷブラウザを介し、ｈｔｔｐ（Hyper Text Transfer 
Protocol）技術もしくはこれにセキュリティ機能を付加
したｈｔｔｐｓ（http with Security）技術を用いる。
【０１６５】しかしながら、ＷＷＷブラウザと通信プロ
トコル技術を用いる場合、端末１２１から要求がない限
り、販売サーバ１４１や決済サーバ１６１から情報を端
末１２１に積極的に送付する（プッシュする）ことがで
きない。
【０１６６】上記実施形態では、販売サーバ１４１から
の商品または役務の提供に、物理的な移送手法（郵便、
宅配便等）を用いたり、ｈｔｔｐ（ｓ）技術とは異なる
電子メール技術を用いて、サーバ側からの積極的な送付
を行うこととしていた。
【０１６７】以下に説明する通り、本実施形態によれ
ば、ＷＷＷブラウザのみによって端末１２１のユーザ
が、決済と商品または役務の購入ができる。
【０１６８】なお、図３に示す各メッセージの送受３０
１～３０６とこれらに伴う端末１２１、販売サーバ１４
１、決済サーバ１６１の働きは、本実施形態でも同様で
あるので、以下では、説明や図示を適宜を省略する。
【０１６９】図１３は、本実施形態において、メッセー
ジが端末１２１、販売サーバ１４１、決済サーバ１６１
の間で送受される様子を示す説明図である。また、上記
実施形態と同様のメッセージの送受については、理解を
容易にするため、適宜図示を省略してある。
【０１７０】一方、図１４は、図１３においてメッセー
ジがやりとりされる際の、決済サーバ１６１における処

理の流れを示すフローチャートである。
【０１７１】一方、図１５は、図１３においてメッセー
ジがやりとりされる際の、販売サーバ１４１における処
理の流れを示すフローチャートである。
【０１７２】以下、これらの図を参照して説明する。
【０１７３】端末１２１を用いて販売サーバ１４１にア
クセスして商品または役務の購入の申込を行い、販売サ
ーバ１４１から端末１２１へ合計金額や決済サーバ１６
１のＵＲＬ等が指示され、端末１２１から決済サーバ１
６１へスクラッチ番号等が送られ、決済が成功すると、
図１３、図１４に示すように、決済サーバ１６１から販
売サーバ１４１へ、決済成功メッセージが送信される
（３０６、ステップＳ１４０１）。
【０１７４】販売サーバ１４１は、これを受信すると、
決済成功メッセージに含まれるトランザクション識別符
号を取得して、トランザクションデータベースを更新
し、当該トランザクションの決済が完了している旨を記
録する。
【０１７５】なお、上記実施形態と同様に、決済成功メ
ッセージの送信の時点で、決済サーバ１６１は、すでに
トランザクション識別符号を知得している。
【０１７６】決済サーバ１６１では、トランザクション
識別符号から、当該決済に対応する販売サーバ１４１が
実際に商品や役務の提供を行う（たとえば、ディジタル
コンテンツのダウンロードを可能にする）ためのＣＧＩ
スクリプトの所在を表すＵＲＬを知得する（ステップＳ
１４０２）。トランザクション識別符号には、上述のよ
うに販売サーバ１４１の情報を含めることができるた
め、たとえば、あらかじめ当該ＵＲＬを決済サーバに登
録しておけば、容易にこれを知得することができる。
【０１７７】本実施形態では、販売サーバ１４１から端
末１２１へ価格決済サーバ指定メッセージが伝送され、
端末１２１から決済サーバ１６１へ識別符号価格販売サ
ーバ指定メッセージが伝送されるが、これらを全体とし
て、トランザクション識別符号の情報が販売サーバ１４
１から決済サーバ１６１に伝送されると見ることができ
る。したがって、これらのメッセージの流れを、販売サ
ーバ１４１から決済サーバ１６１への商品役務所在指定
メッセージの伝送と見ることができる。
【０１７８】なお、決済成功メッセージが決済サーバ１
６１から販売サーバ１４１へ伝送された後、このメッセ
ージの到着を確認するためのアクノリッジ（Acknowledg
e）に相当するものとして、販売サーバ１４１から決済
サーバ１６１へ、専用通信線１８２を介して、トランザ
クション識別符号を含む商品役務所在指定メッセージを
送信してもよい。
【０１７９】次に、決済サーバ１６１は、以下の情報を
含む商品役務所在通知メッセージを生成する（ステップ
Ｓ１４０３）。
・商品や役務の提供を行うＵＲＬ。一般には、販売サー
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バ１４１のＷＷＷサイト内にある。
・トランザクション識別符号。
【０１８０】そして、生成された商品役務所在通知メッ
セージを、端末１２１へ送信する（１３０１、ステップ
Ｓ１４０４）。これは、上記実施形態における、決裁が
成功した旨の通知（３０７）に相当する。
【０１８１】さて、ｈｔｔｐ技術は、端末からＷＷＷサ
ーバへ送られた要求に対してＷＷＷサーバから端末へ応
答が送られる、というモデルを基本としているが、要求
を受けたＷＷＷサーバが別のＷＷＷサーバに応答を代理
させる手法がある。このような手法には、リロードやサ
ーバリダイレクションと呼ばれるものがある。
【０１８２】リロードでは、端末１２１のＷＷＷブラウ
ザがｈｔｔｐ文書形式の情報を受け付けた場合、当該情
報内のMETAタグのREFRESH属性等により指定されたＵＲ
Ｌを、自動的に新たな表示対象として選択する（ジャン
プする）ものである。
【０１８３】サーバリダイレクション技術では、ｈｔｔ
ｐパケットの先頭にLocation: 情報として、商品や役務
の提供を行うＵＲＬと、そのＣＧＩスクリプトにパラメ
ータとして渡すトランザクション識別符号と、を指定す
ればよい。
【０１８４】このほか、上記のようにFORMタグを使用し
て、ＷＷＷブラウザの画面に表示された取得ボタンをク
リックすると、商品や役務の提供を行うＵＲＬのＣＧＩ
スクリプトに各種情報が通知されるような形態をとって
もよい。
【０１８５】この場合、FORMタグのACTION属性には、商
品または役務の提供を行う販売サーバ１４１側のＣＧＩ
スクリプトのＵＲＬを指定し、ＰＯＳＴメソッドで送付
されるパラメータとしてトランザクション識別符号を指
定しておけばよい。
【０１８６】このようにして、商品役務所在通知メッセ
ージを受信した端末１２１は、これらに指定された情報
にしたがい、トランザクション識別符号を販売サーバ１
４１に通知する（１３０２）。
【０１８７】販売サーバ１４１は、端末１２１から通知
されたトランザクション識別符号を受信し（ステップＳ
１５０１）、そのトランザクション識別符号についての
決済がすでに成功しているか否かを調べる（ステップＳ
１５０２）。
【０１８８】成功していれば（ステップＳ１５０２；Ｙ
ｅｓ）、トランザクションデータベースからトランザク
ション識別符号に対応付けられている商品や役務の個数
などを調べ（ステップＳ１５０３）、当該商品等（ディ
ジタルコンテンツ）を端末１２１のＷＷＷブラウザに送
付する（１３０３、ステップＳ１５０４）。
【０１８９】たとえばディジタルコンテンツが各種の文
書ファイル、画像ファイル、ＰＤＦ（Portable Documen
t Format）ファイル等である場合は、端末１２１のＷＷ

Ｗブラウザに直接そのディジタルコンテンツが表示され
る。
【０１９０】また、音楽や音声、映画などのディジタル
コンテンツの場合は、ＷＷＷブラウザが備えるマルチメ
ディアプラグインにより、当該ディジタルコンテンツが
再生される。
【０１９１】一方、成功していない場合（ステップＳ１
５０２；Ｎｏ）、たとえば、未だ決済サーバ１６１から
販売サーバ１４１へ当該決済識別符号に指定される決済
が成功した旨の決済成功メッセージが到着していない場
合や、トランザクション識別符号が不正なものである場
合等は、商品等の提供ができない旨のエラーの通知を端
末１２１に対して送信する（ステップＳ１５０５）。
【０１９２】なお、本実施形態では、ユーザは端末１２
１からディジタルコンテンツを購入する際に、商品また
は役務の送付先を指定する必要がない。商品や役務の提
供は、ＷＷＷブラウザのみを介して行われるからであ
る。このため、商品等の購入の上でのプライバシーの保
護をさらに図ることができる。
【０１９３】また、本実施形態においても、適宜ＳＳＬ
技術等のセキュリティ技術を採用することが望ましい。
【０１９４】（第３の実施形態）上記の実施形態では、
スクラッチ番号を入力するための入力フォームが販売サ
ーバ１４１によって作成されていた。このため、販売サ
ーバ１４１側で適宜スクラッチ番号入力フォームの体裁
やデザインを変更できるという利点があった。しかしな
がら、スクラッチ番号の入力フォームの管理を決済サー
バ１６１で一括して行いたい場合も多い。
【０１９５】また、販売サーバ１４１と決済サーバ１６
１との通信をすでに普及しているインターネットを用い
て行いたい場合もある。この場合には、端末１２１のユ
ーザには、できるだけ販売サーバ１４１と決済サーバ１
６１との間の通信を見せたくない場合もある。
【０１９６】本実施形態は、前述のサーバリダイレクシ
ョン技術を応用することにより、このような状況に対応
することができる実施形態である。
【０１９７】図１６は、本実施形態における端末１２
１、販売サーバ１４１、決済サーバ１６１の間のインタ
ーネット内でのメッセージの送受の様子を示す説明図で
ある。以下、本図を参照して説明する。なお、以下の説
明では、理解を容易にするため、上記実施形態と同様の
処理については適宜説明を省略する。
【０１９８】端末１２１では、ユーザがＷＷＷブラウザ
を操作して、販売サーバ１４１にアクセスし、商品選択
用のＷＷＷページへ行く（１６０１）。すると、販売サ
ーバ１４１から、商品の一覧ページを表示するためのｈ
ｔｔｐパケットが送信される（１６０２）。
【０１９９】ユーザは、端末１２１のＷＷＷブラウザに
表示された商品の一覧ページから所望の商品を選択し
て、購入ボタンをクリックする。すると、その旨を示す
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メッセージが販売サーバ１４１に送信される（１６０
３）。
【０２００】販売サーバ１４１では、商品の指定が正し
いか等のチェックを行い、問題がなければ、決済要求メ
ッセージを生成する（１６０４）。
【０２０１】そして、その決済要求メッセージをサーバ
リダイレクション技術を用いて決済サーバ１６１に送信
する（１６０５）。
【０２０２】決済サーバ１６１では、決済要求メッセー
ジを受信して、その内容をチェックし、問題がなけれ
ば、決済を受け付ける（１６０６）。
【０２０３】そして、スクラッチ番号を入力するための
ｈｔｔｐパケットを端末１２１に送信する（１６０
７）。
【０２０４】処理１６０４～１６０７は、端末１２１の
ユーザからは、「所望の商品を選択したら、スクラッチ
番号の入力画面が現われた」ように見える。いわば、販
売サーバ１４１は、決済サーバ１６１に、スクラッチ番
号入力用の画面を表示するためのｈｔｔｐパケットの送
信を代理させたことになる。
【０２０５】端末１２１でユーザがスクラッチ番号を入
力して（１６０８）、この情報を決済サーバ１６１に送
信すると（１６０９）、決済サーバ１６１では、スクラ
ッチ番号をチェックし、当該スクラッチ番号に対応する
残高をチェックする（１６１０）。
【０２０６】さらに、本当に購入するか否かを問う購入
確認画面を表示するためのｈｔｔｐパケットを端末１２
１に送信する（１６１１）。
【０２０７】端末１２１でユーザが購入を確認すると
（１６１２）、購入確認メッセージが決済サーバ１６１
に送信される（１６１３）。
【０２０８】決済サーバ１６１では、残高の減算更新処
理を行い（１６１４）、決済が成功した旨を販売サーバ
１４１に送信する（１６１５）。
【０２０９】販売サーバ１４１では、決済結果を記録し
て（１６１６）、決済結果を受領した旨の確認通知を決
済サーバ１６１に送る（１６１７）。
【０２１０】これを受信した決済サーバ１６１は、決済
完了確認画面を表示するためのｈｔｔｐパケット（決済
完了通知）を端末１２１に送信する（１６１８）。
【０２１１】すると端末１２１では、決済が完了した旨
の画面が表示される（１６１９）。
【０２１２】上記の処理１６１４～１６１８中の販売サ
ーバ１４１と決済サーバ１６１との間の処理の切り替え
にも、サーバリダイレクション技術を適用しており、端
末１２１のユーザからは、「購入確認をしたら、決済完
了画面が現われた」ように見える。
【０２１３】なお、決済結果受領確認通知には、端末１
２１のユーザに提供されるディジタルコンテンツそのも
のやその提供ＵＲＬの情報などを含めてもよい。決済サ

ーバ１６１は、これらの情報を決済完了確認画面を表示
するためのｈｔｔｐパケット（決済完了通知）に含める
ことができる。これにより、決済の完了と同時にユーザ
は所望の商品（ディジタルコンテンツ）を入手すること
ができる。
【０２１４】このように、本実施形態では、決済に必要
なスクラッチ番号の入力や購入の確認のための入力画面
の構成を決済サーバ１６１側で構成設定することがで
き、一貫した管理を行うことができる。
【０２１５】また、既存のインターネットのインフラス
トラクチャとサーバリダイレクション技術を用いること
により、実際には別々の情報を独立して管理している販
売サーバ１４１と決済サーバ１６１とが共働して、端末
１２１のユーザから見ると一体となって動いているよう
に見える。すなわち、端末１２１のユーザに販売サーバ
１４１と決済サーバ１６１とのやりとりをできるだけ隠
すことができる。
【０２１６】なお、本実施形態における販売サーバ１４
１や決済サーバ１６１での処理は、ＣＧＩスクリプトや
サーブレットなどの各種のＷＷＷサーバ技術のほか、Ｓ
ＱＬデータベースなどを用いたデータベース技術を利用
して実現することができる。
【０２１７】また、販売サーバ１４１と決済サーバ１６
１との間では、商品の情報や値段、当該販売サーバ１４
１が正当な販売サーバ１４１であるか、などの情報を通
信する。セキュリティを保ちつつこれらの通信を行うた
めには、公開鍵暗号技術や共有鍵暗号技術を用いたり、
一方向ハッシュ関数、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Chec
k）、チェックサム等を用いることが望ましい。
【０２１８】また、上記の説明では、既存のＷＷＷブラ
ウザによって端末における処理を実現したが、これに専
用の購入ソフトウェアを用いてもよい。
【０２１９】
【発明の効果】上記のように、本発明により、個人情報
の流出を防止し提供される商品や役務を容易に管理する
電子取引に好適な電子取引システム、販売サーバ、決済
サーバ、端末、販売方法、決済方法、購入方法、ならび
に、これらを実現するプログラムを記録したコンピュー
タ読取可能な情報記録媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る電子取引システムの第１の実施形
態の概要構成を示す説明図である。
【図２】前払いカードの外観を示す説明図である。
【図３】第１の実施形態において、メッセージが端末、
販売サーバ、決済サーバの間で送受される様子を示す説
明図である。
【図４】端末のＷＷＷブラウザ画面における商品購入を
申し込む際の表示例である。
【図５】端末のＷＷＷブラウザ画面における前払いカー
ドにより代金を決済する際の表示例である。
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【図６】決済サーバの概要構成を示す模式図である。
【図７】決済サーバにおいてされる処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図８】販売サーバの概要構成を示す模式図である。
【図９】販売サーバにおいてされる処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図１０】端末の概要構成を示す模式図である。
【図１１】端末においてされる処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図１２】端末、販売サーバ、決済サーバとして機能す
る典型的な情報処理装置の概要構成を示す模式図であ
る。
【図１３】第２の実施形態において、メッセージが端
末、販売サーバ、決済サーバの間で送受される様子を示
す説明図である。
【図１４】第２の実施形態において、決済サーバにおい
てされる処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５】第２の実施形態において、販売サーバにおい
てされる処理の流れを示すフローチャートである。
【図１６】第３の実施形態において、メッセージが端
末、販売サーバ、決済サーバの間で送受される様子を示
す説明図である。
【符号の説明】
１０１    電子取引システム
１２１    端末
１４１    販売サーバ
１６１    決済サーバ
１８１    インターネット
１８２    専用通信線
２０１    前払いカード
２０２    当初の金額
２０３    識別符号
３０１    カタログ情報の要求
３０２    カタログ情報の送受
３０３    商品役務指定メッセージの送受
３０４    価格決済サーバ指定メッセージの送受
３０５    識別符号価格販売サーバ指定メッセージの送
受
３０６    決済成功メッセージの送受
３０７    決済が成功した旨のユーザへの通知
３０８    商品送付
４０１    ＷＷＷブラウザの表示部

４０２    商品番号表示欄
４０３    価格表示欄
４０４    個数入力欄
４０５    合計金額表示欄
４０６    発送先入力欄
４０７    購入ボタン
５０１    ＷＷＷブラウザの表示部
５０２    トランザクション識別符号表示欄
５０３    合計金額表示欄
５０４    付加情報表示欄
５０５    前払いカード識別符号入力欄
５０６    決済ボタン
６０１    識別符号価格販売サーバ指定メッセージ受信
部
６０２    残額取得部
６０３    残額更新部
６０４    決済成功メッセージ送信部
６２１    残額データベース
８０１    商品役務指定メッセージ受信部
８０２    提供価格取得部
８０３    価格決済サーバ指定メッセージ送信部
８０４    決済成功メッセージ受信部
８０５    商品役務提供部
８２１    価格データベース
８４１    トランザクションデータベース
１００１  商品役務入力受付部
１００２  商品役務指定メッセージ送信部
１００３  価格決済サーバ指定メッセージ受信部
１００４  識別符号入力受付部
１００５  識別符号価格販売サーバ指定メッセージ送信
部
１２０１  情報処理装置
１２０２  ＣＰＵ
１２０３  ＲＯＭ
１２０４  ＨＤ
１２０５  キーボード
１２０６  マウス
１２０７  ＲＡＭ
１２０８  表示装置
１２０９  インターフェース
１２１０  ＦＤＤ
１２１１  ＣＤＤ
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【図１】 【図６】

【図２】 【図３】 【図８】

【図１４】
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【図４】 【図５】

【図７】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１５】

【図１６】
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