
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを、当該第１の利用者を示す識
別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 利用者が問い合わせ用データの生成を要求
するためのウェブページを表すデータを記憶 、
　前記ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）が 端末より供
給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため 当該ウェブページを表すデータを前
記メモリより取得して当該端末へと出力 、
　前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、 第２の利用者の電子
メールアドレス 任意の認証データが返送されたとき、前記第１の利用者から前記第
２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを生成して

当該 電子メールアドレスに宛て
て送信し、当該問い合わせ用データ、当該 電子メールアドレス

当該認証データを互いに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　

外部の端末より、認証データ、及び、前記問い合わ
せ用データが供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用データが互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応付けられて前記メモ
リに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応付けられて前記メモ
リに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第１の利用者から点数

10

20

JP 3708473 B2 2005.10.19

し、
するメモリと

任意の
、

する手段と
第１及び

並びに
、当該問い合わせ用デ

ータを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用者の
第１及び第２の利用者の 並

びに する手段と
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを

操作者の操作に従って入力した任意の



を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い合わせ用データに対
応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記第１の利用者を示す識別情報、前記問い合わせ用データ、及び前記第１の利用者か
ら第２の利用者へと譲渡する点数を示す譲渡量データを

外部の端末より取得 、
　

前記受取確認データが
前記第１の利用者を示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付け

られて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、記憶されていると判別したとき、当
該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリが記憶する前記第１の点数データ
を、取得した前記譲渡量データが示す点数に相当する分減少した点数を示すものへと更新

、
　前記受取確認データが 前記第１の利用者を
示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶
されていると 判別された 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数が当
該第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データが示
す点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数データ
及び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリの記
憶領域に格納 、
　

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止を解除するための有効化
データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、当該
第２の利用者を示す識別情報を 、当該第２の利用者の電子メー
ルアドレスに宛てて送信 、
　第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供給されたとき、当該
識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有効化データを

、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化データが

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該有効化データとともに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記
憶されている前記無効化データを無効額０を表すように変更又は消去することにより、当
該無効化データとともに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記
第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止を解除する 、
　 ことを特徴とする電子決済装置。
【請求項２】
　第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを、当該第１の利用者を示す識
別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 利用者が問い合わせ用データの生成を要求
するためのウェブページを表すデータを記憶 、
　前記ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）が の端末より供
給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため 当該ウェブページを表すデータを前
記メモリより取得して当該端末へと出力 、
　前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、前記第１の利用者から第２の
利用者が受け取る点数を示す譲渡量データ、当該 第２の利用者の電子メールアド
レス、 任意の認証データを返送されたとき、前記第１の利用者から前記第２の利用
者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを生成して

当該 電子メールアドレスに宛てて送信し
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する手段と

、当該識別情報、当該譲渡量デー
タ、及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを操作者の操作
に従って入力した任意の する問い合わせ用データ取得手段と

前記問い合わせ用データ取得手段が識別情報、譲渡量データ及び問い合わせ用データを
取得したことに応答して、 、前記問い合わせ用データ取得手段によ
って され

する減算手段と
、前記問い合わせ用データ取得手段によって

され
前記減算手段によって ことに応答して

前記問い合わせ用データ取得手段が

する加算手段と
前記加算手段が前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２の点数データを生成した

ことに応答して、
し、且つ

記した第２の電子メールを
する手段と

、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別
情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した
第３の電子メールを する手段と

、前記第２の
電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メールに記されて送信
された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化手段と
を備える

し、
するメモリと

任意
、

する手段と

第１及び
並びに

、当該問い合わせ用データを記
した第１の電子メールを 第１及び第２の利用者の



、当該問い合わせ用データ、当該 電子メールアドレス、当該認証
データ 前記譲渡量データを互いに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納

、
　

外部の端末より、認証データ、及び、前記問い合わ
せ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用データが互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応付けられて前記メモ
リに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応付けられて前記メモ
リに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第１の利用者から点数
を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い合わせ用データに対
応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記第１の利用者を示す識別情報及び前記問い合わせ用データを

外部の端末より取得 、
　

前記受取確認データが 前記第１の
利用者を示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付けられて前記メモ
リに記憶されているか否かを判別し、記憶されていると判別したとき、当該第１の利用者
を示す識別情報に対応付けて前記メモリが記憶する前記第１の点数データを、当該問い合
わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶されている譲渡量データが示す点数に相
当する分減少した点数を示すものへと更新 、
　前記受取確認データが 前記第１の利用者を
示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶
されていると 判別された 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数が当該第２
の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データが示す点数
が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数データ及び当
該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域
に格納 、
　

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止を解除するための有効化
データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、当該
第２の利用者を示す識別情報を 、当該第２の利用者の電子メー
ルアドレスに宛てて送信 、
　第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供給されたとき、当該
識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有効化データを

、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化データが

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該有効化データとともに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記
憶されている前記無効化データを無効額０を表すように変更又は消去することにより、当
該無効化データとともに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記
第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止を解除する 、
　 ことを特徴とする電子決済装置。
【請求項３】
　前記メモリは、利用者が点数の払戻を受けるための第２のウェブページを表すデータを
記憶し、
　前記 は、前記受取確認データが 前
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第１及び第２の利用者の
並びに する譲渡

量データ取得手段と
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを

操作者の操作に従って入力した任意の

する手段と
、当該識別情報及び前

記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを操作者の操作に従って入
力した任意の する問い合わせ用データ取得手段と

前記問い合わせ用データ取得手段が識別情報及び問い合わせ用データを取得したことに
応答して、 、前記問い合わせ用データ取得手段によって

され

する減算手段と
、前記問い合わせ用データ取得手段によって

され
前記減算手段によって ことに応答して

前記譲渡量データ取得手段が

する加算手段と
前記加算手段が前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２の点数データを生成した

ことに応答して、
し、且つ

記した第２の電子メールを
する手段と

、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別
情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した
第３の電子メールを する手段と

、前記第２の
電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メールに記されて送信
された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化手段と
を備える

加算手段 、前記問い合わせ用データ取得手段によって



記第１の利用者を示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付けられて
前記メモリに記憶されていると判別したとき、前記第２の点数データ及び前記無効化デー
タとともに、当該第１の利用者を示す識別情報を、当該第２の利用者を示す識別情報に対
応付けて前記メモリの記憶領域に格納するものであって、
　前記第２のウェブページを特定するＵＲＬが 端末より供給されたとき、当該ウェ
ブページを閲覧させるため当該第２のウェブページを表すデータを前記メモリより取得し
て当該端末へと出力 、
　 前記第２のウェブページを表すデータの出力先である端末より前記
問い合わせ用データが供給されたとき、当該問い合わせ用データに応答して、当該問い合
わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶されている第２の点数データを、当該問
い合わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データが示す
点数に相当する分減少した点数を示すものへと更新し、当該問い合わせ用データに対応付
けられて前記メモリに記憶されている前記第１の利用者を示す識別情報に対応付けられて
前記メモリに記憶されている前記第１の点数データを、当該無効化データが示す点数に相
当する分以内の範囲で増加した点数を示すものへと更新し、前記メモリに記憶されている
当該無効化データを無効額０を表すように変更又は消去する 、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の電子決済装置。
【請求項４】
　前記第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて、前記第２の利用者が点数の譲渡を受
けることを示す譲渡通知データを含む電子メールを送信する 、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電子決済装置。
【請求項５】
　前記 は、前記第２の利用者を示す識別情報、及び、前記第２の点数データが
示す点数の譲受を取り消す旨を示す譲受人取消データが

外部の端末より自己に供給されたとき、当該
譲受取消データに応答して、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けられて前記メモ
リに記憶されている第２の点数データを、当該第２の点数データに対応付けられて前記メ
モリに記憶されている前記無効化データが示す点数に相当する分減少した点数を示すもの
へと更新し、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されて
いる前記第１の利用者を示す識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記
第１の点数データを、当該無効化データが示す点数に相当する分以内の範囲で増加した点
数を示すものへと更新し、前記メモリに記憶されている当該無効化データを無効額０を表
すように変更又は消去する 、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電子決済装置。
【請求項６】
　サーバを構成するメモリが、第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを
、当該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 、
　前記メモリが、利用者が問い合わせ用データの生成を要求するためのウェブページを表
すデータを記憶 、
　前記サーバを構成するプロセッサが、前記ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Re
source Locator）が 端末より供給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため

当該ウェブページを表すデータを前記メモリより取得して当該端末へと出力
、

　前記プロセッサが、前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、
第２の利用者の電子メールアドレス 任意の認証データを返送されたとき、前記第１
の利用者から前記第２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを生成して

当該 電子メ
ールアドレスに宛てて送信し、当該問い合わせ用データ、当該 電
子メールアドレス 当該認証データを互いに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納

、
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され

任意の

する手段を更に備え
前記有効化手段は、

手段を備える

手段を更に備える

有効化手段
、当該識別情報及び譲渡人取消デ

ータを操作者の操作に従って入力した任意の

取消手段を備える

するステップと

するステップと

任意の
、 するステッ
プと

第１及び
並びに

、
当該問い合わせ用データを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用者の

第１及び第２の利用者の
並びに

するステップと



　前記プロセッサが、
外部の端末より、認証データ、

及び、前記問い合わせ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用
データが互いに対応付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応
付けられて前記メモリに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第
１の利用者から点数を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い
合わせ用データに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、前記第１の利用者を示す識別情報、前記問い合わせ用データ、及び
前記第１の利用者から第２の利用者へと譲渡する点数を示す譲渡量データを

外部の端末より取得
、

　 前記プロ
セッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メモリに記憶
か否かを判別し、記憶 と判別したとき、当該第１の利用者を示す識別情報に対応

付けて前記メモリが記憶する前記第１の点数データを、取得した前記譲渡量データが示す
点数に相当する分減少した点数を示すものへと更新 、
　前記プロセッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メ
モリに記憶 と 判別した 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数
が当該第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データ
が示す点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数デ
ータ及び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリ
の記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止
を解除するための有効化データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領
域に格納 、当該第２の利用者を示す識別情報を 、当該
第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　前記プロセッサが、第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有
効化データを 、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛て
て送信 、
　前記プロセッサが外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化デー
タが

外部の
端末より前記プロセッサに供給されたとき、前記プロセッサが、当該有効化データととも
に当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データを無効額
０を表すように変更又は消去することにより、当該無効化データとともに当該識別情報に
対応付けられて前記メモリに記憶されている前記第２の点数データが示す点数の譲渡の禁
止を解除する 、
　 ことを特徴とする電子決済方法。
【請求項７】
　サーバを構成するメモリが、第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを
、当該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 、
　前記メモリが、利用者が問い合わせ用データの生成を要求するためのウェブページを表
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前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問
い合わせ用データを操作者の操作に従って入力した任意の

するステップと

、当該識別情
報、当該譲渡量データ、及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用デ
ータを操作者の操作に従って入力した する問い合わせ用データ取得ス
テップと

識別情報、譲渡量データ及び問い合わせ用データを取得したことに応答して、
を、 前記問い合

わせ用データ取得ステップで
した した

する減算ステップと
を、

前記問い合わせ用データ取得ステップで
した 前記減算ステップで ことに応答して
前記問い合わせ用データ取得ステップで

する加算ステップと
前記加算ステップで前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２

の点数データを生成したことに応答して、

し、且つ 記した第２の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて
送信された当該識別情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した第３の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メー
ルに記されて送信された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化ステップと
を含む

するステップと



すデータを記憶 、
　前記サーバを構成するプロセッサが、前記ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Re
source Locator）が 端末より供給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため

当該ウェブページを表すデータを前記メモリより取得して当該端末へと出力
、

　前記プロセッサが、前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、前記第１
の利用者から第２の利用者が受け取る点数を示す譲渡量データを示す譲渡量データ、当該

第２の利用者の電子メールアドレス、 任意の認証データを返送されたとき
、前記第１の利用者から前記第２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを
生成して 当該

電子メールアドレスに宛てて送信し、当該問い合わせ用データ、当該
電子メールアドレス、当該認証データ 前記譲渡量データを互いに対応付け

て前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、

外部の端末より、認証データ、
及び、前記問い合わせ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用
データが互いに対応付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応
付けられて前記メモリに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第
１の利用者から点数を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い
合わせ用データに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、前記第１の利用者を示す識別情報及び前記問い合わせ用データを

外部の端末より取得 、
　 前記プロセッサが、前記
受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メモリに記憶 か否かを判
別し、記憶 と判別したとき、当該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモ
リが記憶する前記第１の点数データを、当該問い合わせ用データに対応付けられて前記メ
モリに記憶されている譲渡量データが示す点数に相当する分減少した点数を示すものへと
更新 、
　前記プロセッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メ
モリに記憶 と 判別した 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数が当該
第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データが示す
点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数データ及
び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリの記憶
領域に格納 、
　前記プロセッサが、

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止
を解除するための有効化データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領
域に格納 、当該第２の利用者を示す識別情報を 、当該
第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　前記プロセッサが、第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有
効化データを 、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛て
て送信 、
　前記プロセッサが、外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化デ
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するステップと

任意の
、 するステッ
プと

第１及び 並びに

、当該問い合わせ用データを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用
者の 第１及び第２の
利用者の 並びに

する譲渡量データ取得ステップと
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問

い合わせ用データを操作者の操作に従って入力した任意の

するステップと
、

当該識別情報及び前記電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを操作者の操
作に従って入力した する問い合わせ用データ取得ステップと

識別情報及び問い合わせ用データを取得したことに応答して、
を、 前記問い合わせ用データ取

得ステップで した
した

する減算ステップと
を、

前記問い合わせ用データ取得ステップで
した 前記減算ステップで ことに応答して
前記譲渡量データ取得ステップで

する加算ステップと
前記加算ステップで前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２

の点数データを生成したことに応答して、

し、且つ 記した第２の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて
送信された当該識別情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した第３の電子メールを
するステップと



ータが
外部

の端末より前記プロセッサに供給されたとき、前記プロセッサが、当該有効化データとと
もに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データを無効
額０を表すように変更又は消去することにより、当該無効化データとともに当該識別情報
に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記第２の点数データが示す点数の譲渡の
禁止を解除する 、
　 ことを特徴とする電子決済方法。
【請求項８】
　プロセッサ及びメモリを備えたコンピュータ 、
　前記メモリが、第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを、当該第１の
利用者を示す識別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 、
　前記メモリが、利用者が問い合わせ用データの生成を要求するためのウェブページを表
すデータを記憶 、
　前記プロセッサが、前記ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）
が 端末より供給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため 当該ウェブペー
ジを表すデータを前記メモリより取得して当該端末へと出力 、
　前記プロセッサが、前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、
第２の利用者の電子メールアドレス 任意の認証データを返送されたとき、前記第１
の利用者から前記第２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを生成して

当該 電子メ
ールアドレスに宛てて送信し、当該問い合わせ用データ、当該 電
子メールアドレス 当該認証データを互いに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納

、
　前記プロセッサが、

外部の端末より、認証データ、
及び、前記問い合わせ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用
データが互いに対応付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応
付けられて前記メモリに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第
１の利用者から点数を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い
合わせ用データに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、前記第１の利用者を示す識別情報、前記問い合わせ用データ、及び
前記第１の利用者から第２の利用者へと譲渡する点数を示す譲渡量データを

外部の端末より取得
、

　 前記プロ
セッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メモリに記憶
か否かを判別し、記憶 と判別したとき、当該第１の利用者を示す識別情報に対応

付けて前記メモリが記憶する前記第１の点数データを、取得した前記譲渡量データが示す
点数に相当する分減少した点数を示すものへと更新 、
　前記プロセッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メ
モリに記憶 と 判別した 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数
が当該第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データ
が示す点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数デ
ータ及び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリ
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、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メ
ールに記されて送信された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化ステップと
を含む

に

するステップと

するステップと

任意の 、
するステップと

第１及び
並びに

、
当該問い合わせ用データを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用者の

第１及び第２の利用者の
並びに

するステップと
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問

い合わせ用データを操作者の操作に従って入力した任意の

するステップと

、当該識別情
報、当該譲渡量データ、及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用デ
ータを操作者の操作に従って入力した する問い合わせ用データ取得ス
テップと

識別情報、譲渡量データ及び問い合わせ用データを取得したことに応答して、
を、 前記問い合

わせ用データ取得ステップで
した した

する減算ステップと
を、

前記問い合わせ用データ取得ステップで
した 前記減算ステップで ことに応答して
前記問い合わせ用データ取得ステップで



の記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止
を解除するための有効化データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領
域に格納 、当該第２の利用者を示す識別情報を 、当該
第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　前記プロセッサが、第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有
効化データを 、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛て
て送信 、
　前記プロセッサが外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化デー
タが

外部の
端末より前記プロセッサに供給されたとき、前記プロセッサが、当該有効化データととも
に当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データを無効額
０を表すように変更又は消去することにより、当該無効化データとともに当該識別情報に
対応付けられて前記メモリに記憶されている前記第２の点数データが示す点数の譲渡の禁
止を解除する 、
　 させるためのプログラム。
【請求項９】
　プロセッサ及びメモリを備えたコンピュータ 、
　前記メモリが、第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを、当該第１の
利用者を示す識別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 、
　前記メモリが、利用者が問い合わせ用データの生成を要求するためのウェブページを表
すデータを記憶 、
　前記プロセッサが、前記ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）
が 端末より供給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため 当該ウェブペー
ジを表すデータを前記メモリより取得して当該端末へと出力 、
　前記プロセッサが、前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、前記第１
の利用者から第２の利用者が受け取る点数を示す譲渡量データを示す譲渡量データ、当該

第２の利用者の電子メールアドレス、 任意の認証データを返送されたとき
、前記第１の利用者から前記第２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを
生成して 当該

電子メールアドレスに宛てて送信し、当該問い合わせ用データ、当該
電子メールアドレス、当該認証データ 前記譲渡量データを互いに対応付け

て前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、

外部の端末より、認証データ、
及び、前記問い合わせ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用
データが互いに対応付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応
付けられて前記メモリに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第
１の利用者から点数を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い
合わせ用データに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、前記第１の利用者を示す識別情報及び前記問い合わせ用データを

外部の端末より取得 、
　 前記プロセッサが、前記
受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに
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する加算ステップと
前記加算ステップで前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２

の点数データを生成したことに応答して、

し、且つ 記した第２の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて
送信された当該識別情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した第３の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メー
ルに記されて送信された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化ステップと
を実行

に

するステップと

するステップと

任意の 、
するステップと

第１及び 並びに

、当該問い合わせ用データを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用
者の 第１及び第２の
利用者の 並びに

する譲渡量データ取得ステップと
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問

い合わせ用データを操作者の操作に従って入力した任意の

するステップと
、

当該識別情報及び前記電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを操作者の操
作に従って入力した する問い合わせ用データ取得ステップと

識別情報及び問い合わせ用データを取得したことに応答して、
を、 前記問い合わせ用データ取



取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メモリに記憶 か否かを判
別し、記憶 と判別したとき、当該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモ
リが記憶する前記第１の点数データを、当該問い合わせ用データに対応付けられて前記メ
モリに記憶されている譲渡量データが示す点数に相当する分減少した点数を示すものへと
更新 、
　前記プロセッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メ
モリに記憶 と 判別した 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数が当該
第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データが示す
点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数データ及
び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリの記憶
領域に格納 、
　前記プロセッサが、

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止
を解除するための有効化データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領
域に格納 、当該第２の利用者を示す識別情報を 、当該
第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　前記プロセッサが、第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有
効化データを 、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛て
て送信 、
　前記プロセッサが、外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化デ
ータが

外部
の端末より前記プロセッサに供給されたとき、前記プロセッサが、当該有効化データとと
もに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データを無効
額０を表すように変更又は消去することにより、当該無効化データとともに当該識別情報
に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記第２の点数データが示す点数の譲渡の
禁止を解除する 、
　 させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、電子決済装置及び電子決済方法に関し、特に、財産的価値を表すデータの振
替を決済の当事者で行う電子決済装置及び電子決済方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
貨幣に代えて、財産的価値を表すデータを授受することにより取引の決済を行う電子決済
が、近年盛んになっている。財産的価値を表すデータはインターネット等のネットワーク
を介して容易に転送できるので、電子決済の手法によれば、ネットワークを利用した決済
が可能となる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、商品等の売買を電子決済の手法で決済する場合、データと商品等を公正に引き換
えることは困難であった。例えば、売主が先に商品等を引き渡す場合は、後からデータの
振替を確実に受けられるとは限らず、売主が代金回収のリスクを負う。また、買主から売
主へのデータの振替が商品等の引き渡しに先立って行われる場合は、買主が商品等を回収
できないリスクを負う。また、売主と買主が対面でデータと商品等との引き替えを行って
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得ステップで した
した

する減算ステップと
を、

前記問い合わせ用データ取得ステップで
した 前記減算ステップで ことに応答して
前記譲渡量データ取得ステップで

する加算ステップと
前記加算ステップで前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２

の点数データを生成したことに応答して、

し、且つ 記した第２の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて
送信された当該識別情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した第３の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メ
ールに記されて送信された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化ステップと
を実行



も、売主が同一のデータを引き続き保持することが可能であると、データの移転の有効性
が保証されない。
【０００４】
この発明は上記実状に鑑みてなされたもので、決済の両当事者が負うリスクを軽減しつつ
電子決済を行うことを可能とする電子決済装置及び電子決済方法を提供することを目的と
する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　この発明の第１の観点にかかる電子決済装置は、
　第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを、当該第１の利用者を示す識
別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 利用者が問い合わせ用データの生成を要求
するためのウェブページを表すデータを記憶 、
　前記ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）が 端末より供
給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため 当該ウェブページを表すデータを前
記メモリより取得して当該端末へと出力 、
　前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、 第２の利用者の電子
メールアドレス 任意の認証データが返送されたとき、前記第１の利用者から前記第
２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを生成して

当該 電子メールアドレスに宛て
て送信し、当該問い合わせ用データ、当該 電子メールアドレス

当該認証データを互いに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　

外部の端末より、認証データ、及び、前記問い合わ
せ用データが供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用データが互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応付けられて前記メモ
リに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応付けられて前記メモ
リに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第１の利用者から点数
を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い合わせ用データに対
応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記第１の利用者を示す識別情報、前記問い合わせ用データ、及び前記第１の利用者か
ら第２の利用者へと譲渡する点数を示す譲渡量データを

外部の端末より取得 、
　

前記受取確認データが
前記第１の利用者を示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付け

られて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、記憶されていると判別したとき、当
該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリが記憶する前記第１の点数データ
を、取得した前記譲渡量データが示す点数に相当する分減少した点数を示すものへと更新

、
　前記受取確認データが 前記第１の利用者を
示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶
されていると 判別された 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数が当
該第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データが示
す点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数データ
及び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリの記
憶領域に格納 、
　

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止を解除するための有効化
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し、
するメモリと

任意の
、

する手段と
第１及び

並びに
、当該問い合わせ用デ

ータを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用者の
第１及び第２の利用者の 並

びに する手段と
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを

操作者の操作に従って入力した任意の

する手段と

、当該識別情報、当該譲渡量デー
タ、及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを操作者の操作
に従って入力した任意の する問い合わせ用データ取得手段と

前記問い合わせ用データ取得手段が識別情報、譲渡量データ及び問い合わせ用データを
取得したことに応答して、 、前記問い合わせ用データ取得手段によ
って され

する減算手段と
、前記問い合わせ用データ取得手段によって

され
前記減算手段によって ことに応答して

前記問い合わせ用データ取得手段が

する加算手段と
前記加算手段が前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２の点数データを生成した

ことに応答して、



データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、当該
第２の利用者を示す識別情報を 、当該第２の利用者の電子メー
ルアドレスに宛てて送信 、
　第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供給されたとき、当該
識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有効化データを

、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化データが

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該有効化データとともに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記
憶されている前記無効化データを無効額０を表すように変更又は消去することにより、当
該無効化データとともに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記
第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止を解除する 、
　 ことを特徴とする。
【０００９】
　このような電子決済装置に 、第１の利用者が譲渡した点数は、有効化データが

に供給されるまでの間無効化される。また、点数が無効化さ
れているとしても、点数の譲渡自体は完了しており、各利用者の点数は前記電子決済装置
により一括して管理される。
　従って、このような電子決済装置によっても、決済の両当事者が負うリスクが軽減され
つつ電子決済が行われる。
　また、このような電子決済装置では、点数の譲渡人の側からも、譲受人の側からも、点
数授受の手続を開始させることが容易である。
【００１０】
　また、この発明の第２の観点にかかる電子決済装置は、
　第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを、当該第１の利用者を示す識
別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 利用者が問い合わせ用データの生成を要求
するためのウェブページを表すデータを記憶 、
　前記ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）が 端末より供
給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため 当該ウェブページを表すデータを前
記メモリより取得して当該端末へと出力 、
　前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、前記第１の利用者から第２の
利用者が受け取る点数を示す譲渡量データ、当該 第２の利用者の電子メールアド
レス、 任意の認証データを返送されたとき、前記第１の利用者から前記第２の利用
者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを生成して

当該 電子メールアドレスに宛てて送信し
、当該問い合わせ用データ、当該 電子メールアドレス、当該認証
データ 前記譲渡量データを互いに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納

、
　

外部の端末より、認証データ、及び、前記問い合わ
せ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用データが互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応付けられて前記メモ
リに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応付けられて前記メモ
リに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第１の利用者から点数
を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い合わせ用データに対
応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記第１の利用者を示す識別情報及び前記問い合わせ用データを
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し、且つ
記した第２の電子メールを

する手段と
、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別

情報を操作者の操作に従って入力した任意の
記した

第３の電子メールを する手段と
、前記第２の

電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メールに記されて送信
された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化手段と
を備える

よれば 外
部に供給されてから再度自己

し、
するメモリと

任意の
、

する手段と

第１及び
並びに

、当該問い合わせ用データを記
した第１の電子メールを 第１及び第２の利用者の

第１及び第２の利用者の
並びに する譲渡

量データ取得手段と
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを

操作者の操作に従って入力した任意の

する手段と
、当該識別情報及び前

記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを操作者の操作に従って入



外部の端末より取得 、
　

前記受取確認データが 前記第１の
利用者を示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付けられて前記メモ
リに記憶されているか否かを判別し、記憶されていると判別したとき、当該第１の利用者
を示す識別情報に対応付けて前記メモリが記憶する前記第１の点数データを、当該問い合
わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶されている譲渡量データが示す点数に相
当する分減少した点数を示すものへと更新 、
　前記受取確認データが 前記第１の利用者を
示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶
されていると 判別された 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数が当該第２
の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データが示す点数
が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数データ及び当
該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域
に格納 、
　

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止を解除するための有効化
データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、当該
第２の利用者を示す識別情報を 、当該第２の利用者の電子メー
ルアドレスに宛てて送信 、
　第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供給されたとき、当該
識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有効化データを

、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化データが

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該有効化データとともに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記
憶されている前記無効化データを無効額０を表すように変更又は消去することにより、当
該無効化データとともに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記
第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止を解除する 、
　 ことを特徴とする。
【００１１】
　このような電子決済装置によっても、第１の利用者が譲渡した点数は、有効化データが

に供給されるまでの間無効化される。また、点数が無効化
されているとしても、点数の譲渡自体は完了しており、各利用者の点数は前記電子決済装
置により一括して管理される。
　従って、このような電子決済装置によっても、決済の両当事者が負うリスクが軽減され
つつ電子決済が行われる。
　また、このような電子決済装置では、点数の譲渡人の側からも、譲受人の側からも、譲
渡量を予め指定して点数授受の手続を開始させることが容易である。
【００１２】
　前記メモリは、利用者が点数の払戻を受けるための第２のウェブページを表すデータを
記憶し、
　前記 は、前記受取確認データが 前
記第１の利用者を示す識別情報とともに取得 た問い合わせ用データに対応付けられて
前記メモリに記憶されていると判別したとき、前記第２の点数データ及び前記無効化デー
タとともに、当該第１の利用者を示す識別情報を、当該第２の利用者を示す識別情報に対
応付けて前記メモリの記憶領域に格納するものであって、
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力した任意の する問い合わせ用データ取得手段と
前記問い合わせ用データ取得手段が識別情報及び問い合わせ用データを取得したことに

応答して、 、前記問い合わせ用データ取得手段によって
され

する減算手段と
、前記問い合わせ用データ取得手段によって

され
前記減算手段によって ことに応答して

前記譲渡量データ取得手段が

する加算手段と
前記加算手段が前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２の点数データを生成した

ことに応答して、
し、且つ

記した第２の電子メールを
する手段と

、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別
情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した
第３の電子メールを する手段と

、前記第２の
電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メールに記されて送信
された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化手段と
を備える

外部に供給されてから再度自己

加算手段 、前記問い合わせ用データ取得手段によって
され



　前記第２のウェブページを特定するＵＲＬが 端末より供給されたとき、当該ウェ
ブページを閲覧させるため当該第２のウェブページを表すデータを前記メモリより取得し
て当該端末へと出力 、
　 前記第２のウェブページを表すデータの出力先である端末より前記
問い合わせ用データが供給されたとき、当該問い合わせ用データに応答して、当該問い合
わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶されている第２の点数データを、当該問
い合わせ用データに対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データが示す
点数に相当する分減少した点数を示すものへと更新し、当該問い合わせ用データに対応付
けられて前記メモリに記憶されている前記第１の利用者を示す識別情報に対応付けられて
前記メモリに記憶されている前記第１の点数データを、当該無効化データが示す点数に相
当する分以内の範囲で増加した点数を示すものへと更新し、前記メモリに記憶されている
当該無効化データを無効額０を表すように変更又は消去する すれば、
点数の譲渡の取消が容易である。
【００１３】
　前記 は、前記第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて、前記第２の利
用者が点数の譲渡を受けることを示す譲渡通知データを含む電子メールを送信する

ようにしてもよい。
【００１５】
　前記 は、前記第２の利用者を示す識別情報、及び、前記第２の点数データが
示す点数の譲受を取り消す旨を示す譲受人取消データが

外部の端末より自己に供給されたとき、当該
譲受取消データに応答して、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けられて前記メモ
リに記憶されている第２の点数データを、当該第２の点数データに対応付けられて前記メ
モリに記憶されている前記無効化データが示す点数に相当する分減少した点数を示すもの
へと更新し、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されて
いる前記第１の利用者を示す識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記
第１の点数データを、当該無効化データが示す点数に相当する分以内の範囲で増加した点
数を示すものへと更新し、前記メモリに記憶されている当該無効化データを無効額０を表
すように変更又は消去する ものとすれば、譲受人の側から点数の譲渡を
取り消すことが容易になる。
【００２４】
　また、この発明の第３の観点にかかる電子決済方法は、
　サーバを構成するメモリが、第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを
、当該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 、
　前記メモリが、利用者が問い合わせ用データの生成を要求するためのウェブページを表
すデータを記憶 、
　前記サーバを構成するプロセッサが、前記ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Re
source Locator）が 端末より供給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため

当該ウェブページを表すデータを前記メモリより取得して当該端末へと出力
、

　前記プロセッサが、前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、
第２の利用者の電子メールアドレス 任意の認証データを返送されたとき、前記第１
の利用者から前記第２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを生成して

当該 電子メ
ールアドレスに宛てて送信し、当該問い合わせ用データ、当該 電
子メールアドレス 当該認証データを互いに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納

、
　前記プロセッサが、

外部の端末より、認証データ、
及び、前記問い合わせ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用
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任意の

する手段を更に備え
前記有効化手段は、

手段を備えるものと

電子決済装置
手段を

更に備える

有効化手段
、当該識別情報及び譲渡人取消デ

ータを操作者の操作に従って入力した任意の

取消手段を備える

するステップと

するステップと

任意の
、 するステッ
プと

第１及び
並びに

、
当該問い合わせ用データを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用者の

第１及び第２の利用者の
並びに

するステップと
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問

い合わせ用データを操作者の操作に従って入力した任意の



データが互いに対応付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応
付けられて前記メモリに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第
１の利用者から点数を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い
合わせ用データに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、前記第１の利用者を示す識別情報、前記問い合わせ用データ、及び
前記第１の利用者から第２の利用者へと譲渡する点数を示す譲渡量データを

外部の端末より取得
、

　 前記プロ
セッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メモリに記憶
か否かを判別し、記憶 と判別したとき、当該第１の利用者を示す識別情報に対応

付けて前記メモリが記憶する前記第１の点数データを、取得した前記譲渡量データが示す
点数に相当する分減少した点数を示すものへと更新 、
　前記プロセッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メ
モリに記憶 と 判別した 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数
が当該第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データ
が示す点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数デ
ータ及び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリ
の記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止
を解除するための有効化データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領
域に格納 、当該第２の利用者を示す識別情報を 、当該
第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　前記プロセッサが、第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有
効化データを 、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛て
て送信 、
　前記プロセッサが外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化デー
タが

外部の
端末より前記プロセッサに供給されたとき、前記プロセッサが、当該有効化データととも
に当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データを無効額
０を表すように変更又は消去することにより、当該無効化データとともに当該識別情報に
対応付けられて前記メモリに記憶されている前記第２の点数データが示す点数の譲渡の禁
止を解除する 、
　 ことを特徴とする。
【００２５】
このような電子決済方法によっても、第１の利用者が譲渡した点数は、有効化データが供
給されるまでの間無効化される。また、点数が無効化されているとしても、点数の譲渡自
体は完了しており、各利用者の点数は一括して管理される。
従って、このような電子決済方法によっても、決済の両当事者が負うリスクが軽減されつ
つ電子決済が行われる。
また、このような電子決済方法では、点数の譲渡人の側からも、譲受人の側からも、点数
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するステップと

、当該識別情
報、当該譲渡量データ、及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用デ
ータを操作者の操作に従って入力した する問い合わせ用データ取得ス
テップと

識別情報、譲渡量データ及び問い合わせ用データを取得したことに応答して、
を、 前記問い合

わせ用データ取得ステップで
した した

する減算ステップと
を、

前記問い合わせ用データ取得ステップで
した 前記減算ステップで ことに応答して
前記問い合わせ用データ取得ステップで

する加算ステップと
前記加算ステップで前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２

の点数データを生成したことに応答して、

し、且つ 記した第２の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて
送信された当該識別情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した第３の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メー
ルに記されて送信された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化ステップと
を含む



授受の手続を開始させることが容易である。
【００２６】
　また、この発明の第４の観点にかかる電子決済方法は、
　サーバを構成するメモリが、第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを
、当該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 、
　 が、利用者が問い合わせ用データの生成を要求するためのウェブページを表
すデータを 、
　 ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Re
source Locator）が 供給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため

当該ウェブページを表すデータを前記メモリより取得して当該端末へと出力
、

　前記プロセッサが、前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、前記第１
の利用者から第２の利用者が受け取る点数を示す譲渡量データを示す譲渡量データ、当該

第２の利用者の電子メールアドレス、 任意の認証データを返送されたとき
、前記第１の利用者から前記第２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを
生成して 当該

電子メールアドレスに宛てて送信し、当該問い合わせ用データ、当該
電子メールアドレス、当該認証データ 前記譲渡量データを互いに対応付け

て前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、

外部の端末より、認証データ、
及び、前記問い合わせ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用
データが互いに対応付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応
付けられて前記メモリに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第
１の利用者から点数を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い
合わせ用データに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、前記第１の利用者を示す識別情報及び前記問い合わせ用データを

外部の端末より取得 、
　 前記プロセッサが、前記
受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メモリに記憶 か否かを判
別し、記憶 と判別したとき、当該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモ
リが記憶する前記第１の点数データを、当該問い合わせ用データに対応付けられて前記メ
モリに記憶されている譲渡量データが示す点数に相当する分減少した点数を示すものへと
更新 、
　前記プロセッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メ
モリに記憶 と 判別した 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数が当該
第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データが示す
点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数データ及
び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリの記憶
領域に格納 、
　前記プロセッサが、

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止
を解除するための有効化データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領
域に格納 、当該第２の利用者を示す識別情報を 、当該
第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
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するステップと
前記メモリ

記憶するステップと
前記サーバを構成するプロセッサが、前記

任意の端末より
、 するステッ
プと

第１及び 並びに

、当該問い合わせ用データを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用
者の 第１及び第２の
利用者の 並びに

する譲渡量データ取得ステップと
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問

い合わせ用データを操作者の操作に従って入力した任意の

するステップと
、

当該識別情報及び前記電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを操作者の操
作に従って入力した する問い合わせ用データ取得ステップと

識別情報及び問い合わせ用データを取得したことに応答して、
を、 前記問い合わせ用データ取

得ステップで した
した

する減算ステップと
を、

前記問い合わせ用データ取得ステップで
した 前記減算ステップで ことに応答して
前記譲渡量データ取得ステップで

する加算ステップと
前記加算ステップで前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２

の点数データを生成したことに応答して、

し、且つ 記した第２の電子メールを
するステップと



　前記プロセッサが、第２の利用者を示す識別情報が
外部の端末より自己に供

給されたとき、当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有
効化データを 、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛て
て送信 、
　前記プロセッサが、外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化デ
ータが

外部
の端末より前記プロセッサに供給されたとき、前記プロセッサが、当該有効化データとと
もに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データを無効
額０を表すように変更又は消去することにより、当該無効化データとともに当該識別情報
に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記第２の点数データが示す点数の譲渡の
禁止を解除する 、
　 ことを特徴とする。
【００２７】
このような電子決済方法によっても、第１の利用者が譲渡した点数は、有効化データが供
給されるまでの間無効化される。また、点数が無効化されているとしても、点数の譲渡自
体は完了しており、各利用者の点数は一括して管理される。
従って、このような電子決済方法によっても、決済の両当事者が負うリスクが軽減されつ
つ電子決済が行われる。
また、このような電子決済方法では、点数の譲渡人の側からも、譲受人の側からも、譲渡
量を予め指定して点数授受の手続を開始させることが容易である。
【００３２】
　また、この発明の第５の観点にかかるプログラムは、
　プロセッサ及びメモリを備えたコンピュータ 、
　前記メモリが、第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを、当該第１の
利用者を示す識別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 、
　前記 が、利用者が問い合わせ用データの生成を要求するためのウェブページを表
すデータを 、
　 ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Re
source Locator）が 供給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため

当該ウェブページを表すデータを前記メモリより取得して当該端末へと出力
、

　前記プロセッサが、前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、
第２の利用者の電子メールアドレス 任意の認証データを返送されたとき、前記第１
の利用者から前記第２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを生成して

当該 電子メ
ールアドレスに宛てて送信し、当該問い合わせ用データ、当該 電
子メールアドレス 当該認証データを互いに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納

、
　前記プロセッサが、

外部の端末より、認証データ、
及び、前記問い合わせ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用
データが互いに対応付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応
付けられて前記メモリに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第
１の利用者から点数を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い
合わせ用データに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、前記第１の利用者を示す識別情報、前記問い合わせ用データ、及び
前記第１の利用者から第２の利用者へと譲渡する点数を示す譲渡量データを
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、前記第２の電子メールに記されて
送信された当該識別情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した第３の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メ
ールに記されて送信された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化ステップと
を含む

に

するステップと
メモリ

記憶するステップと
前記サーバを構成するプロセッサが、前記

任意の端末より
、 するステッ
プと

第１及び
並びに

、
当該問い合わせ用データを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用者の

第１及び第２の利用者の
並びに

するステップと
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問

い合わせ用データを操作者の操作に従って入力した任意の

するステップと

、当該識別情



外部の端末より取得
、

　 前記プロ
セッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メモリに記憶
か否かを判別し、記憶 と判別したとき、当該第１の利用者を示す識別情報に対応

付けて前記メモリが記憶する前記第１の点数データを、取得した前記譲渡量データが示す
点数に相当する分減少した点数を示すものへと更新 、
　前記プロセッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メ
モリに記憶 と 判別した 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数
が当該第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データ
が示す点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数デ
ータ及び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリ
の記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止
を解除するための有効化データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領
域に格納 、当該第２の利用者を示す識別情報を 、当該
第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　前記プロセッサが、第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有
効化データを 、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛て
て送信 、
　前記プロセッサが外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化デー
タが

外部の
端末より前記プロセッサに供給されたとき、前記プロセッサが、当該有効化データととも
に当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データを無効額
０を表すように変更又は消去することにより、当該無効化データとともに当該識別情報に
対応付けられて前記メモリに記憶されている前記第２の点数データが示す点数の譲渡の禁
止を解除する 、
　 させるためのものであることを特徴とする。
【００３３】
　このようなプログラムを実行するコンピュータによっても、第１の利用者が譲渡した点
数は、有効化データが に供給されるまでの間無効化される
。また、点数が無効化されているとしても、点数の譲渡自体は完了しており、各利用者の
点数は前記電子決済装置により一括して管理される。
　従って、このようなプログラムを実行するコンピュータによっても、決済の両当事者が
負うリスクが軽減されつつ電子決済が行われる。
　また、このようなプログラムを実行するコンピュータでは、点数の譲渡人の側からも、
譲受人の側からも、点数授受の手続を開始させることが容易である。
【００３４】
　また、この発明の第６の観点にかかるプログラムは、
　プロセッサ及びメモリを備えたコンピュータ 、
　前記メモリが、第１の利用者に与えられた点数を示す第１の点数データを、当該第１の
利用者を示す識別情報に対応付けて自己の記憶領域に記憶 、
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報、当該譲渡量データ、及び前記第１の電子メールに記されて送信された問い合わせ用デ
ータを操作者の操作に従って入力した する問い合わせ用データ取得ス
テップと

識別情報、譲渡量データ及び問い合わせ用データを取得したことに応答して、
を、 前記問い合

わせ用データ取得ステップで
した した

する減算ステップと
を、

前記問い合わせ用データ取得ステップで
した 前記減算ステップで ことに応答して
前記問い合わせ用データ取得ステップで

する加算ステップと
前記加算ステップで前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２

の点数データを生成したことに応答して、

し、且つ 記した第２の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて
送信された当該識別情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した第３の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メー
ルに記されて送信された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化ステップと
を実行

外部に供給されてから再度自己

に

するステップと



　前記 が、利用者が問い合わせ用データの生成を要求するためのウェブページを表
すデータを 、
　 ウェブページを特定するＵＲＬ（ Uniform Re
source Locator）が 供給されたとき、当該ウェブページを閲覧させるため

当該ウェブページを表すデータを前記メモリより取得して当該端末へと出力
、

　前記プロセッサが、前記ウェブページを表すデータの出力先である端末より、前記第１
の利用者から第２の利用者が受け取る点数を示す譲渡量データを示す譲渡量データ、当該

第２の利用者の電子メールアドレス、 任意の認証データを返送されたとき
、前記第１の利用者から前記第２の利用者への点数の譲渡に固有の問い合わせ用データを
生成して 当該

電子メールアドレスに宛てて送信し、当該問い合わせ用データ、当該
電子メールアドレス、当該認証データ 前記譲渡量データを互いに対応付け

て前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、

外部の端末より、認証データ、
及び、前記問い合わせ用データを供給されたとき、当該認証データ及び当該問い合わせ用
データが互いに対応付けられて前記メモリに記憶されているか否かを判別し、互いに対応
付けられて前記メモリに記憶されていると判別したとき、当該問い合わせ用データに対応
付けられて前記メモリに記憶されている電子メールアドレスが示す第２の利用者が前記第
１の利用者から点数を受け取る意思のあることを示す受取確認データを生成し、当該問い
合わせ用データに対応付けて前記メモリの記憶領域に格納 、
　前記プロセッサが、前記第１の利用者を示す識別情報及び前記問い合わせ用データを

外部の端末より取得 、
　 前記プロセッサが、前記
受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メモリに記憶 か否かを判
別し、記憶 と判別したとき、当該第１の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモ
リが記憶する前記第１の点数データを、当該問い合わせ用データに対応付けられて前記メ
モリに記憶されている譲渡量データが示す点数に相当する分減少した点数を示すものへと
更新 、
　前記プロセッサが、前記受取確認データ 前記第１の利用者を示す識別情報とともに

取得した問い合わせ用データに対応付けて前記メ
モリに記憶 と 判別した 、前記第２の利用者を示す
識別情報、 取得した前記譲渡量データが示す点数が当該
第２の利用者に与えられたことを示す第２の点数データ、及び、当該譲渡量データが示す
点数が譲渡を禁止されていることを示す無効化データを生成し、当該第２の点数データ及
び当該無効化データを、当該第２の利用者を示す識別情報に対応付けて前記メモリの記憶
領域に格納 、
　前記プロセッサが、

当該第２の点数データが示す点数の譲渡の禁止
を解除するための有効化データを生成して当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領
域に格納 、当該第２の利用者を示す識別情報を 、当該
第２の利用者の電子メールアドレスに宛てて送信 、
　前記プロセッサが、第２の利用者を示す識別情報が

外部の端末より自己に供
給されたとき、当該識別情報に対応付けて前記メモリの記憶領域に格納されている前記有
効化データを 、当該第２の利用者の電子メールアドレスに宛て
て送信 、
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メモリ
記憶するステップと

前記サーバを構成するプロセッサが、前記
任意の端末より

、 するステッ
プと

第１及び 並びに

、当該問い合わせ用データを記した第１の電子メールを 第１及び第２の利用
者の 第１及び第２の
利用者の 並びに

する譲渡量データ取得ステップと
前記認証データ及び前記第１の電子メールに記されて送信された問

い合わせ用データを操作者の操作に従って入力した任意の

するステップと
、

当該識別情報及び前記電子メールに記されて送信された問い合わせ用データを操作者の操
作に従って入力した する問い合わせ用データ取得ステップと

識別情報及び問い合わせ用データを取得したことに応答して、
を、 前記問い合わせ用データ取

得ステップで した
した

する減算ステップと
を、

前記問い合わせ用データ取得ステップで
した 前記減算ステップで ことに応答して
前記譲渡量データ取得ステップで

する加算ステップと
前記加算ステップで前記第２の利用者を示す識別情報及び前記第２

の点数データを生成したことに応答して、

し、且つ 記した第２の電子メールを
するステップと

、前記第２の電子メールに記されて
送信された当該識別情報を操作者の操作に従って入力した任意の

記した第３の電子メールを
するステップと



　前記プロセッサが、外部に供給した前記第２の利用者を示す識別情報及び前記有効化デ
ータが

外部
の端末より前記プロセッサに供給されたとき、前記プロセッサが、当該有効化データとと
もに当該識別情報に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記無効化データを無効
額０を表すように変更又は消去することにより、当該無効化データとともに当該識別情報
に対応付けられて前記メモリに記憶されている前記第２の点数データが示す点数の譲渡の
禁止を解除する 、
　 させるためのものであることを特徴とする。
【００３５】
　このようなプログラムを実行するコンピュータによっても、第１の利用者が譲渡した点
数は、有効化データが に供給されるまでの間無効化される
。また、点数が無効化されているとしても、点数の譲渡自体は完了しており、各利用者の
点数は前記電子決済装置により一括して管理される。
　従って、このようなプログラムを実行するコンピュータによっても、決済の両当事者が
負うリスクが軽減されつつ電子決済が行われる。
　また、このようなプログラムを実行するコンピュータでは、点数の譲渡人の側からも、
譲受人の側からも、譲渡量を予め指定して点数授受の手続を開始させることが容易である
。
【００３８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態にかかる電子決済装置及び電子決済方法を、電子貨幣利用シ
ステムを例として説明する。
【００３９】
（第１の実施の形態）
図１は、この発明の第１の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムの構成を示す図であ
る。
図示するように、この電子貨幣利用システムは、サーバ１と、端末２－１～２－ｎとから
構成されている（ｎは端末の総数）。端末２－１～２－ｎは、インターネット等より構成
されるネットワークＮを介してサーバ１に接続されている。
【００４０】
サーバ１は、処理部１Ａと、処理部１Ａに接続された記憶部１Ｂとより構成されている。
処理部１Ａは、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）及びＤＳＵ（ Data Service Unit）等
より構成されており、記憶部１Ｂが記憶する後述の電子貨幣決済プログラム１２の制御の
下に、後述する処理を実行する。
【００４１】
記憶部１Ｂは、ハードディスク装置やＲＡＭ（ Random Access Memory）等より構成されて
おり、電子貨幣利用者データベース１１、電子貨幣決済プログラム１２、ＷＷＷ（ World 
Wide Web）サーバプログラム１３、振替用ページデータ１４及びメールツール１５を記憶
する。そして、処理部１Ａのアクセスに応答して、自己が記憶するこれらのデータを処理
部１Ａに供給し、また、処理部１Ａのアクセスに従って、電子貨幣利用者データベース１
１に格納されている後述のデータを更新する。
【００４２】
電子貨幣利用者データベース１１は、以下（１）～（４）として示す４個のデータ、すな
わち、
（１）　電子貨幣の利用者を識別する利用者ＩＤ（ IDentification）と、
（２）　（１）の利用者ＩＤが示す利用者が保持する電子貨幣の残高を示す残高データと
、
（３）　（２）の残高データにより残高が示されている電子貨幣について、利用が一時禁
止（無効化）されている額を表す無効額データと、
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、前記第２の電子メールに記されて送信された当該識別情報及び前記第３の電子メ
ールに記されて送信された当該有効化データを操作者の操作に従って入力した任意の

有効化ステップと
を実行

外部に供給されてから再度自己



（４）　（３）のデータが示す額の無効化を解除（有効化）するためにサーバ１に供給さ
れるべき有効化ＩＤと、
を、互いに対応付けて格納する。
【００４３】
電子貨幣は財産的価値を表すものであって、例えば、利用者ＩＤにより識別される利用者
は、利用者ＩＤと、換金額とを任意の手法でサーバ１の管理者等に通知し、換金する旨を
伝えることにより、この利用者に与えられている電子貨幣の残高のうち通知した換金額に
相当する分の金銭の払い戻しを受けられる。この場合、この利用者の利用者ＩＤに対応付
けられた残高データは、任意の処理を経て、従前より換金額分だけ低い額を表すよう更新
されるものとする。
【００４４】
ＷＷＷサーバプログラム１３は、サーバ１にＷＷＷサーバの処理を行わせるためのプログ
ラムである。ＷＷＷサーバプログラム１３を実行するサーバ１は、データの論理的位置を
示すＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）が自己に供給されると、記憶部１Ｂやその他処
理部１Ａがアクセス可能な記憶装置の記憶領域のうち、このＵＲＬが示す論理的位置にあ
るデータを読み出し、読み出したデータを、このＵＲＬの供給元に返送する。
【００４５】
振替用ページデータ１４は、サーバ１が後述の処理に従って端末２－１～２－ｎに表示さ
せるウェブページである振替用ページの画像を表すデータで、例えばＨＴＭＬ（ HyperTex
t Markup Language）等の言語により記述されている。
振替用ページは、電子貨幣の利用者等が、電子貨幣の振替のために用いるデータを後述の
処理に従ってサーバ１へと供給するために用いるウェブページであり、例えば、送金者用
記入欄と、受領者用記入欄と、送信ボタンとを含んでいる。送金者用記入欄は、電子貨幣
を送金する利用者（送金者）の利用者ＩＤ（送金者ＩＤ）、送金する電子貨幣の額（送金
額）、電子貨幣を受領する利用者（受領者）の電子メールアドレス及び受領者へのメッセ
ージを記入するための記入欄である。受領者用記入欄は、受領者の利用者ＩＤ（受領者Ｉ
Ｄ）や有効化ＩＤを記入するための記入欄である。送信ボタンは、回答のサーバ１への送
信を指示するためのボタンである。
【００４６】
メールツール１５は、ネットワークＮへと電子メールを送出し、またネットワークＮを介
して電子メールを受信する処理をサーバ１に行わせるためのプログラムである。
【００４７】
端末２－１～２－ｎは、いずれもクライアントの機能を行うコンピュータ等より構成され
ており、また、キーボード及びマウス等からなる入力装置と、液晶ディスプレイ等からな
る表示装置とを備える。
端末２－１～２－ｎは、各自、ＷＷＷブラウザの処理を実行する。すなわち、端末２－１
～２－ｎの各々は、操作者の操作に従ってＵＲＬを入力すると、サーバ１にアクセスして
、このＵＲＬが示す論理的位置にあるデータの送信を要求する。そして、この要求に従っ
てサーバ１が送信したデータを受信し、受信したデータが表す画像を、自己の表示装置の
表示画面上に表示する。具体的には、端末２－１～２－ｎの各々は、例えば振替用ページ
データ１４を受信すると、上述の振替用ページを表示する。
【００４８】
そして、振替用ページを表示した端末は、操作者がこの端末の入力装置を操作して送金者
用記入欄又は受領者用記入欄への文字の記入を行うと、記入された文字をこの送金者用記
入欄又は受領者用記入欄に表示する。
また、操作者がこの端末のマウスを操作して、振替用ページに含まれる送信ボタンをクリ
ックすると、この端末は、送金者用記入欄あるいは受領者用記入欄に現に記入されている
文字を表すデータを、サーバ１へと送信する。
【００４９】
なお、端末２－１～２－ｎは、携帯可能な構成を有していてもよく、また、携帯電話やＰ
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ＨＳ（ Personal Handyphone System）やＧＳＭ（ Grobal System for Mobile communicati
on）などの端末の機能を行うものであってもよい。この場合、ネットワークＮは、移動体
電話通信に用いられる基地局及び電話回線と、この電話回線及びインターネット等に接続
されたサーバコンピュータとを備えるパケット網を備えていればよい。
パケット網は、端末２－ｘ（ｘは１以上ｎ以下の任意の整数）が送信した変調波を受信し
て復調し、復調により得られた情報（すなわち、端末２－ｘが搬送波を変調するとき用い
た情報）をネットワークＮに送信するものとする。また、パケット網は、端末２－ｘ宛て
の情報をネットワークＮより受信し、受信した情報を表す変調波を生成して、端末２－ｘ
に送信するものとする。
【００５０】
次に、図２を参照して、この電子貨幣利用システムの動作を説明する。図２は、この電子
貨幣利用システムの動作の手順を表すフローチャートである。
【００５１】
まず、サーバ１の処理部１Ａは、記憶部１Ｂより電子貨幣決済プログラム１２を読み出し
て実行する。電子貨幣決済プログラム１２の処理を開始した処理部１Ａは、記憶部１Ｂよ
りＷＷＷサーバプログラム１３を読み出して実行し、実行を開始して以降、ＷＷＷサーバ
としての機能を行う。
【００５２】
一方、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末２－ｋ（ｋは１以上ｎ以下の任意の整数）の
操作者が、端末２－ｋの入力装置を操作して振替用ページデータ１４のＵＲＬを入力する
と、端末２－ｋはサーバ１にアクセスして、振替用ページデータ１４の送信を要求する（
図２、ステップＳ１０１）。サーバ１は、この要求に従って記憶部１Ｂより振替用ページ
データ１４を読み出して端末２－ｋに送信する。端末２－ｋは、サーバ１が送信した振替
用ページデータ１４を受信し、振替用ページを表示する。
【００５３】
そして、操作者が端末２－ｋの入力装置を操作して、送金者用記入欄に、送金者ＩＤ、送
金額、受領者の電子メールアドレス及び受領者へのメッセージを記入し、次いで、端末２
－ｋのマウスを操作して、振替用ページの送信ボタンをクリックしたとする。すると、端
末２－ｋは、送金者用記入欄に記入された、送金者ＩＤ、送金額、受領者の電子メールア
ドレス及び受領者へのメッセージを、サーバ１へと送信する（ステップＳ１０２）。
【００５４】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｋがステップＳ１０２で送信した各データを受信して
一時記憶すると、送金者に送金の確認を促すための画像（確認用画像）を表すデータを生
成し、端末２－ｋに送信する（ステップＳ２０１）。
確認用画像には、端末２－ｋがステップＳ１０２で送信した各データと、送金を確認する
旨をサーバ１へ通知するための確認ボタンとが含まれている。なお、確認用画像を表すデ
ータは、例えば確認用画像の内容をＨＴＭＬ形式で記述したものであればよい。
【００５５】
端末２－ｋは、ステップＳ２０１でサーバ１が送信した、確認用画像を表すデータを受信
して、確認用画像を表示する。そして、操作者が端末２－ｋのマウスを操作して、確認用
画像に含まれる確認ボタンをクリックすると、端末２－ｋは、送金者が送金を確認した旨
を、サーバ１に通知する（ステップＳ１０３）。
【００５６】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｋより、送金者が送金を確認した旨の通知を受けると
、記憶部１Ｂが記憶する電子貨幣利用者データベース１１にアクセスする。そして、端末
２－ｋがステップＳ１０２で送信した送金者ＩＤに対応付けられた残高データを、端末２
－ｋがステップＳ１０２で送信した送金額分減額されるように更新する（ステップＳ２０
２）。
【００５７】
次に、処理部１Ａは、送金者が送金する電子貨幣を受領する受領者を識別する利用者ＩＤ
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である上述の受領者ＩＤを生成して、電子貨幣利用者データベース１１に格納する（ステ
ップＳ２０３）。また、ステップＳ２０３で、処理部１Ａは、端末２－ｋがステップＳ１
０２で送信した送金額に等しい残高を表す残額データと、当該残高の全額が無効化されて
いることを表す無効額データとを生成し、これら２個のデータを、新たに格納した受領者
ＩＤに対応付けて、電子貨幣利用者データベース１１に格納する。そして、処理部１Ａは
、メールツール１５を記憶部１Ｂより読み出して実行し、メールツール１５の制御に従い
、受領者ＩＤと、端末２－ｋがステップＳ１０２で送信した受領者へのメッセージとを、
端末２－ｋがステップＳ１０２で送信した受領者の電子メールアドレスに宛てて送信する
。
【００５８】
また、処理部１Ａは、送金者が送金すると確認した電子貨幣の送金額を有効化するための
有効化ＩＤを生成し、ステップＳ２０３で電子貨幣利用者データベース１１に格納した受
領者ＩＤに対応付けた形で、電子貨幣利用者データベース１１に格納する。そして、この
有効化ＩＤを通知するため、この有効化ＩＤを表示する画像を表すデータを生成し、端末
２－ｋに送信する（ステップＳ２０４）。
端末２－ｋは、ステップＳ２０４でサーバ１が送信したデータを受信して、このデータが
表す画像を表示する。
【００５９】
一方、電子貨幣の受領者等は、ステップＳ２０３でサーバ１が自己宛てに送信した電子メ
ールを、例えば、端末２－１～２－ｎのいずれか、あるいはネットワークＮに接続された
他の任意の装置を用いて受信する。
そして、受領者等である操作者が、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末２－ｊ（ｊは１
以上ｎ以下の任意の整数）の入力装置を操作して振替用ページデータ１４のＵＲＬを入力
したとする。すると、端末２－ｊは、ステップＳ１０１での端末２－ｋと実質的に同一の
処理を行ってサーバ１から振替用ページデータ１４を受信し、振替用ページを表示する（
ステップＳ３０１）。
【００６０】
端末２－ｊが振替用ページを表示した状態で、操作者が端末２－ｊの入力装置を操作して
受領者用記入欄に受領者ＩＤを記入し、端末２－ｊのマウスを操作して振替用ページの送
信ボタンをクリックすると、端末２－ｊは、受領者用記入欄に記入された受領者ＩＤをサ
ーバ１へと送信する（ステップＳ３０２）。
【００６１】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｊがステップＳ３０２で送信した受領者ＩＤを受信す
ると、送金者が送金した送金額分の電子貨幣を引き継ぐ意思を受領者が示したことを確認
し（ステップＳ２０５）、電子貨幣の引継が完了した旨を通知する画像を表すデータを生
成して端末２－ｊに送信する（ステップＳ２０６）。
端末２－ｊは、ステップＳ２０６でサーバ１が送信したデータを受信して、このデータが
表す画像を表示する。なお、ステップＳ２０６で生成するデータが表す画像は、例えば、
送金者ＩＤや、受領者が引き継いだ送金額を表示するものであればよい。
【００６２】
一方、送金者等は、ステップＳ２０４でサーバ１が端末２－ｋに送信した有効化ＩＤを、
例えば、端末２－１～２－ｎのいずれか、あるいはネットワークＮに接続された他の任意
の装置を用い、電子貨幣の受領者の電子メールアドレスに宛てて送信する等して、受領者
に有効化ＩＤを通知する（ステップＳ１０４）。有効化ＩＤを通知するタイミングは任意
であり、例えば、電子貨幣が商品の代金として送金されたものであれば、送金者等は、送
金者が商品を受け取った後で有効化ＩＤを送信すればよい。
【００６３】
そして、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末２－ｈ（ｈは１以上ｎ以下の任意の整数）
が、受領者等である操作者の操作に従い、ステップＳ３０１と実質的に同一の手順で振替
用ページを表示し（ステップＳ３０３）、この振替用ページの受領者用記入欄に受領者Ｉ

10

20

30

40

50

(22) JP 3708473 B2 2005.10.19



Ｄ及び有効化ＩＤを記入して送信ボタンをクリックしたとする。すると、端末２－ｈは、
受領者用記入欄に記入された受領者ＩＤ及び有効化ＩＤをサーバ１へと送信し（ステップ
Ｓ３０４）、サーバ１の処理部１Ａは、送信された受領者ＩＤ及び有効化ＩＤを受信する
。
【００６４】
受領者ＩＤ及び有効化ＩＤを受信した処理部１Ａは、ステップＳ２０６までの処理を既に
完了している場合、電子貨幣利用者データベース１１にアクセスし、ステップＳ３０４で
送信された受領者ＩＤに対応付けられた無効額データを消去する（あるいは無効化された
額が０であることを表すよう無効額データを更新する）ことにより、この無効額データが
示す額を有効化する（ステップＳ２０７）。そして、ステップＳ２０７で処理部１Ａは、
電子貨幣の有効化が完了した旨を通知する画像を表すデータを生成して端末２－ｈに送信
する。
なお、処理部１Ａは、ステップＳ２０６までの処理を完了していない場合、ステップＳ２
０７の処理を行わない。
【００６５】
端末２－ｈは、ステップＳ２０７でサーバ１が送信したデータを受信して、このデータが
表す画像を表示する。なお、ステップＳ２０７で生成するデータが表す画像は、例えば、
有効化された電子貨幣の額や、受領者が利用可能な電子貨幣の総額を表示するものであれ
ばよい。
【００６６】
以上説明したステップＳ１０１～Ｓ１０４、Ｓ２０１～Ｓ２０７及びＳ３０１～Ｓ３０４
の処理が行われることにより、送金者から受領者への電子貨幣の振替が完了する。受領者
は、振替により電子貨幣を与えられると、以後、この電子貨幣を用いて、自らが送金者と
なって他の者への電子貨幣の振り替えを行うことができる。
この電子貨幣利用システムでは、送金者がまず電子貨幣の送金を行うので、受領者は確実
に電子貨幣を受領できる。また、送金された電子貨幣は、送金者等が受領者に有効化ＩＤ
を通知するまではいったん無効化されるので、商品等の代金をこの電子貨幣利用システム
を用いて送金すれば、送金者は確実に商品等を受け取ることができる。一方、無効化され
た状態は未送金の状態とは異なり、送金自体は完了している状態であるので、商品等を供
給する側である電子貨幣の受領者は、代金の回収に失敗するリスクを負うことがない。ま
た、送金者及び受領者の電子貨幣の残高はサーバ１が一括して管理するので、送金者が残
高を複数の者に二重譲渡する等の危険が生じず、残高の移転の有効性が保証される。
【００６７】
なお、この電子貨幣利用システムの構成は上述のものに限られない。
例えば、振替用ページの送金者用記入欄は、受領者ＩＤを記入する記入欄を含んでいても
よい。この場合、端末２－ｋは、この記入欄に受領者ＩＤが記入されたとき、ステップＳ
１０２で受領者ＩＤをサーバ１に送信するものとすればよい。
【００６８】
ステップＳ１０２で端末２－ｋが受領者ＩＤをサーバ１に送信した場合、ステップＳ２０
３でサーバ１は、受領者ＩＤの作成を行わず、新たに作成した残額データ及び無効額デー
タを、電子貨幣利用者データベース１１に格納されている利用者ＩＤのうち端末２－ｋか
ら送信された受領者ＩＤと実質的に同一のものに対応付けた形で、記憶部１Ｂに記憶させ
るものとすればよい。
【００６９】
また、振替用ページの送金者用記入欄は、必ずしも受領者へのメッセージを記入するため
の記入欄を備えている必要はない。また、送金者等は、受領者の電子メールアドレスに代
えて、受領者の住所や、その他、受領者に受領者ＩＤ等の情報を伝達するために用い得る
任意の情報を記入してもよい。
【００７０】
また、ステップＳ２０３での受領者ＩＤの通知や、ステップＳ１０４での有効化ＩＤの通
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知は、必ずしも電子メールを用いて行われる必要はなく、またネットワークＮを介して行
われる必要もない。従って、例えば、送金者やサーバ１の管理者等が、受領者に口頭や文
書で受領者ＩＤや有効化ＩＤを伝えるようにしてもよいし、郵便を用いて受領者ＩＤや有
効化ＩＤを伝えてもよい。
【００７１】
また、電子貨幣の受領者等が、ステップＳ３０１の処理が行われた時点で有効化ＩＤを知
っている場合、操作者は、ステップＳ３０２で、受領者用記入欄に受領者ＩＤに加え当該
有効化ＩＤを記入して、端末２－ｊからサーバ１へと送信させてもよい。この場合、サー
バ１は、ステップＳ２０５及びＳ２０６の処理を省略して直ちにステップＳ２０７の処理
を行ってもよい。
【００７２】
（第２の実施の形態）
次に、この発明の第２の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムを説明する。
第２の実施の形態の電子貨幣利用システムの構成は、図１に示す第１の実施の形態の構成
と実質的に同一である。
【００７３】
以下、図３を参照して、第２の実施の形態の電子貨幣利用システムの動作を説明する。図
３は、第２の実施の形態の電子貨幣利用システムの動作の手順を表すフローチャートであ
る。
【００７４】
まず、サーバ１の処理部１Ａは、記憶部１ＢよりＷＷＷサーバプログラム１３を読み出し
て実行し、実行を開始して以降、ＷＷＷサーバとしての機能を行う。一方、端末２－ｋは
ＷＷＷブラウザの処理を実行しているものとする。
そして、端末２－ｋの操作者が、端末２－ｋの入力装置を操作して振替用ページデータ１
４のＵＲＬを入力すると、端末２－ｋは上述のステップＳ１０１の処理と実質的に同一の
処理を行い（図３、ステップＳ４０１）、以下、端末２－ｋ及びサーバ１は、操作者の操
作に従って、上述のステップＳ１０２、Ｓ２０１、Ｓ１０３及びＳ２０２の各処理と実質
的に同一の処理を順次行う（ステップＳ４０２、Ｓ５０１、Ｓ４０３及びＳ５０２）。
【００７５】
ステップＳ５０２までの処理が終わると、サーバ１の処理部１Ａは、電子貨幣の受領を受
け付けるための受領用ページの画像を表すデータを生成し、記憶部１Ｂの記憶領域に格納
する。そして、処理部１Ａは、メールツール１５を実行し、メールツール１５の制御に従
い、受領用ページのＵＲＬと、端末２－ｋがステップＳ４０２で送信した受領者へのメッ
セージとを、端末２－ｋがステップＳ４０２で送信した受領者の電子メールアドレスに宛
てて送信する（ステップＳ５０３）。
【００７６】
受領用ページは、送金者が行う個々の送金に固有に生成されるページである。なお、受領
用ページには、例えば、端末２－ｋがステップＳ４０２で送信した送金者ＩＤ及び送金額
と、電子貨幣の受領を確認する旨をサーバ１へ通知するための確認ボタンとが含まれてい
る。なお、受領用ページを表すデータは、例えば受領用ページの内容をＨＴＭＬ形式で記
述したものであればよい。
【００７７】
また、処理部１Ａは、上述のステップＳ２０４の処理と実質的に同一の処理を行うことに
より有効化ＩＤを生成し、この有効化ＩＤを記憶部１Ｂの記憶領域に格納し、また、端末
２－ｋに、この有効化ＩＤを表示させる（ステップＳ５０４）。ただし、ステップＳ５０
４において、処理部１Ａは、有効化ＩＤを、例えば、ステップＳ４０２で端末２－ｋから
送信された送金者ＩＤや、あるいは受領者の電子メールアドレスに対応付けた形で、記憶
部１Ｂに記憶させるものとする。
【００７８】
一方、電子貨幣の受領者等は、ステップＳ５０３でサーバ１が自己宛てに送信した電子メ
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ールを、例えば、端末２－１～２－ｎのいずれか、あるいはネットワークＮに接続された
他の任意の装置を用いて受信する。
そして、受領者等である操作者が、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末２－ｊ（ｊは１
以上ｎ以下の任意の整数）の入力装置を操作して受領用ページを表すデータのＵＲＬを入
力したとする。すると、端末２－ｊは、入力されたＵＲＬをサーバ１に送信し、サーバ１
の処理部１Ａは記憶部１Ｂから受領用ページを表すデータを読み出して端末２－ｊに供給
し、端末２－ｊはこのデータを受信し、受領用ページを表示する（ステップＳ６０１）。
端末２－ｊは、操作者が端末２－ｊのマウスを操作して受領用ページの確認ボタンをクリ
ックすると、受領者が電子貨幣の受領を承諾した旨を、サーバ１に通知する。
【００７９】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｊより、受領者が電子貨幣の受領を承諾した旨の通知
を受けると、受領を承諾したこの受領者を識別する受領者ＩＤを生成して、電子貨幣利用
者データベース１１に格納する（ステップＳ５０５）。
【００８０】
次に、処理部１Ａは、端末２－ｋがステップＳ４０２で送信した送金額に等しい残高を表
す残額データと、当該残高の全額が無効化されていることを表す無効額データとを生成し
、これら２個のデータを、ステップＳ５０５で新たに格納した受領者ＩＤに対応付けて、
電子貨幣利用者データベース１１に格納する（ステップＳ５０６）。また、ステップＳ５
０４で生成して記憶部１Ｂに記憶させた有効化ＩＤも、ステップＳ５０５で新たに格納し
た受領者ＩＤに対応付けて、電子貨幣利用者データベース１１に格納する。
【００８１】
そして、処理部１Ａは、電子貨幣の引継が完了した旨を通知する画像を表すデータを生成
して端末２－ｊに送信する（ステップ５０７）。
端末２－ｊは、ステップＳ５０７でサーバ１が送信したデータを受信して、このデータが
表す画像を表示する。なお、ステップＳ５０７で生成するデータが表す画像は、例えば、
上述のステップＳ２０６で生成されたデータが表す画像と同様のものであればよい。
【００８２】
一方、送金者等は、ステップＳ１０４と同一の手順で受領者に有効化ＩＤを通知する（ス
テップＳ４０４）。
そして、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末２－ｈ（ｈは１以上ｎ以下の任意の整数）
が、受領者等である操作者の操作に従い、ステップＳ３０３及びＳ３０４と実質的に同一
の手順で振替用ページを表示し、受領者ＩＤ及び有効化ＩＤを送信した（ステップＳ６０
２、Ｓ６０３）とする。
サーバ１の処理部１Ａは、送信された受領者ＩＤ及び有効化ＩＤを受信すると、ステップ
Ｓ２０７の処理と実質的に同一の処理を行うことにより、ステップＳ６０３で送信された
受領者ＩＤに対応付けられた無効額データが示す額を有効化する。そして、有効化が完了
した旨を通知する画像を端末２－ｈに表示させる（ステップＳ５０８）。
ただし、処理部１Ａは、ステップＳ５０７までの処理を完了していない場合、受領者ＩＤ
及び有効化ＩＤを受信しても、ステップＳ５０８の処理を行わない。
【００８３】
以上説明したステップＳ４０１～Ｓ４０４、Ｓ５０１～Ｓ５０８及びＳ６０１～Ｓ６０３
の処理によっても、送金者から受領者への電子貨幣の振替が行われる。第２の実施の形態
では、受領者が端末２－１～２－ｎのいずれかを用いて受領用ページにアクセスすれば電
子貨幣の引継が完了するので、受領者が行う操作の量が軽減される。そして、この電子貨
幣利用システムでも、受領者は商品等代金の回収に失敗するリスクを負うことなく確実に
電子貨幣を受領でき、また、送金者は確実に商品等を受け取ることができる。
【００８４】
なお、この電子貨幣利用システムの構成も上述のものに限られない。
例えば、振替用ページの送金者用記入欄は、受領者ＩＤを記入する記入欄を含んでいても
よく、端末２－ｋは、この記入欄に記入された受領者ＩＤをサーバ１に送信してもよい。
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この場合、ステップＳ５０５でサーバ１は、受領者ＩＤの作成を行わず、新たに作成した
残額データ及び無効額データを、電子貨幣利用者データベース１１に格納されている利用
者ＩＤのうち端末２－ｋから送信された受領者ＩＤと実質的に同一のものに対応付けた形
で、記憶部１Ｂに記憶させるものとすればよい。
また、振替用ページの送金者用記入欄が受領者へのメッセージを記入するための記入欄を
備える必要はなく、受領者の電子メールアドレスに代えて、受領用ページのＵＲＬを受領
者に伝えるために用い得る任意の情報が用いられてもよい。
【００８５】
また、受領用ページは、有効化ＩＤを記入するための記入欄を備えていてもよい。そして
、端末２－ｊが受領用ページを表示した時点で、電子貨幣の受領者等が有効化ＩＤを知っ
ていて、操作者が受領用ページの記入欄に有効化ＩＤを記入した場合、ステップＳ６０１
で端末２－ｊは、確認ボタンがクリックされた時点でこの記入欄に記入されていた有効化
ＩＤをサーバ１に送信してもよい。この場合、サーバ１は、ステップＳ５０７の処理を省
略してステップＳ５０６から直ちにステップＳ５０８に処理を移してもよい。
【００８６】
（第３の実施の形態）
次に、この発明の第３の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムを説明する。
図４は、この電子貨幣利用システムの構成を示す図である。図示するように、この電子貨
幣利用システムの構成は、以下説明する点を除き、図１に示す第１の実施の形態の構成と
実質的に同一である。
【００８７】
図４の電子貨幣利用システムにおいて、サーバ１の記憶部１Ｂは、図示するように、図１
の記憶部１Ｂが記憶するデータに加え、払戻用ページデータ１６１、ＩＤ再送信用ページ
データ１６２、ＩＤ再受信用ページデータ１６３及び問い合わせ用ページデータ１６４を
更に記憶している。
【００８８】
払戻用ページデータ１６１、ＩＤ再送信用ページデータ１６２、ＩＤ再受信用ページデー
タ１６３及び問い合わせ用ページデータ１６４は、それぞれ、サーバ１が後述の処理に従
って端末２－１～２－ｎに表示させるウェブページである払戻用ページ、ＩＤ再送信用ペ
ージ、ＩＤ再受信用ページ及び問い合わせ用ページの画像を表すデータで、例えばＨＴＭ
Ｌ等の言語により記述されている。
【００８９】
払戻用ページは、電子貨幣の払戻のために用いるデータをサーバ１へと供給するために用
いるウェブページであり、払戻用記入欄と、送信ボタンとを含んでいる。払戻用記入欄は
、電子貨幣の個々の送金手続を特定する問い合わせＩＤを記入するための欄と、取り消さ
れる送金の受領者の受領者ＩＤを記入するための欄と、送金の取消を行うために用いる有
効化ＩＤ又は取消用ＩＤを記入するための欄とを含んでいる。送信ボタンは、問い合わせ
ＩＤや、受領者ＩＤや、有効化ＩＤ又は取消用ＩＤをサーバ１へ送信するよう指示するた
めのボタンである。
【００９０】
ＩＤ再送信用ページは、電子貨幣の受領者側（受領者の電子メールアドレス）に宛てて送
信すべき電子メールをサーバ１に再送信させるために用いるウェブページである。ＩＤ再
送信用ページは、上述の問い合わせＩＤを記入するための記入欄と、記入された問い合わ
せＩＤをサーバ１へ送信するよう指示するための送信ボタンとを含んでいる。
【００９１】
ＩＤ再受信用ページは、電子貨幣の送金者側（送金者の電子メールアドレス）に宛てて送
信すべき電子メールをサーバ１に再送信させるために用いるウェブページである。ＩＤ再
受信用ページは、上述の問い合わせＩＤ及び送金者の電子メールアドレスを記入するため
の記入欄と、記入された問い合わせＩＤ及び電子メールアドレスをサーバ１へ送信するよ
う指示するための送信ボタンとを含んでいる。
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【００９２】
問い合わせ用ページは、送金手続のステータスを問い合わせるために用いるウェブページ
である。問い合わせ用ページは、上述の問い合わせＩＤを記入するための記入欄と、送金
者又は受領者の電子メールアドレスを記入するための記入欄と、記入された問い合わせＩ
Ｄ及び電子メールアドレスをサーバ１へ送信するよう指示するための送信ボタンとを含ん
でいる。
【００９３】
また、図４の電子貨幣利用システムにおいて、振替用ページデータ１４が表す振替用ペー
ジの送金者用記入欄は、送金者ＩＤ、送金額、受領者の電子メールアドレス及び受領者へ
のメッセージを記入するための欄に加え、更に、送金者の氏名、送金者の電子メールアド
レス及び利用者を認証するためのパスワードを記入するための欄を含む。
【００９４】
また、電子貨幣利用者データベース１１は、上述した（１）～（４）のデータ（利用者Ｉ
Ｄ、残高データ、無効額データ及び有効化ＩＤ）に加え、更に、
（５）　（１）の利用者ＩＤが示す利用者の電子メールアドレスと、
（６）　（１）の利用者ＩＤが示す利用者を認証するための上述のパスワードと、
（７）　（３）の無効額データが示す電子貨幣の送金手続を特定する問い合わせＩＤと、
を、これらのデータが互いに対応付けられた状態で格納する。
【００９５】
また、電子貨幣利用者データベース１１は、上述の問い合わせデータ（（７）のデータ）
に対応付けて、
（８）　（３）の無効額データが示す送金額を（１）の利用者ＩＤが示す利用者に送金し
た送金者の利用者ＩＤと、
（９）　（８）の利用者ＩＤが示す送金者の氏名と、
を格納する。
【００９６】
（第３の実施の形態：動作）
以下、図５～図１０を参照して、第３の実施の形態の電子貨幣利用システムの動作を説明
する。
図５は、この電子貨幣利用システムの正常処理の手順を表すフローチャートである。
図６は、受領者へのＩＤ再送の処理の手順を表すフローチャートである。
図７は、受領者からの送金取消の処理の手順を表すフローチャートである。
図８は、送金者へのＩＤ再送の処理の手順を表すフローチャートである。
図９は、送金者からの送金取消の処理の手順を表すフローチャートである。
図１０は、問い合わせの処理の手順を表すフローチャートである。
【００９７】
（第３の実施の形態：正常処理）
まず、サーバ１の処理部１Ａは、記憶部１ＢよりＷＷＷサーバプログラム１３を読み出し
て実行し、実行を開始して以降、ＷＷＷサーバとしての機能を行う。
【００９８】
そして、ＷＷＷブラウザの処理を実行している端末２－ｋ（ｋは１以上ｎ以下の任意の整
数）の操作者が、端末２－ｋを操作して振替用ページデータ１４のＵＲＬを入力すると、
端末２－ｋは上述のステップＳ１０１の処理と実質的に同一の処理を行い（図５、ステッ
プＳ３１０１）、以下、端末２－ｋ及びサーバ１は、操作者の操作に従って、上述のステ
ップＳ１０２、Ｓ２０１、及びＳ１０３の各処理と実質的に同一の処理を順次行う（ステ
ップＳ３１０２、Ｓ３２０１及びＳ３１０３）。
【００９９】
ただし、ステップＳ３１０２で、端末２－ｋで操作者が振替用ページの送金者用記入欄に
記入するデータには、第１の実施の形態におけるものに加え、送金者の名前、送金者のメ
ールアドレス及びパスワードが更に含まれる。
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【０１００】
また、サーバ１の処理部１Ａは、ステップＳ３２０１で、端末２－ｋがステップＳ３１０
２で送信した各データを受信して一時記憶すると、受信した送金者ＩＤとパスワードとが
互いに対応付けられて電子貨幣利用者データベース１１に格納されているか否かを判別し
、格納されていなければ、所定のエラーメッセージを端末２－ｋに送信する。格納されて
いれば、受信した送金者ＩＤに対応付けられた残高データが示す残高が、受信した送金額
以上であるか否かを判別する。そして、該当しないと判別すると、処理部１Ａは、端末２
－ｋに所定のエラーメッセージを送信し、該当すると判別すると、確認用画像を表すデー
タを生成して端末２－ｋに送信する。
【０１０１】
次に、サーバ１の処理部１Ａは、図２のステップＳ２０２及びＳ２０３と同様にして、送
金者の残高の減算、受領者の残高の加算、無効額データの生成、受領者ＩＤの生成及び送
信を行う（ステップＳ３２０２）。
【０１０２】
ただし、ステップＳ３２０２で処理部１Ａは、受領者の受領者ＩＤ、残高データ及び無効
額データに加え、更に問い合わせＩＤを生成し、これら５個のデータと、端末２－ｋより
受信した送金者ＩＤ及び受領者の電子メールとを、互いに対応付けて電子貨幣利用者デー
タベース１１に格納する。また、受領者ＩＤ、端末２－ｋより受信した受領者へのメッセ
ージに加え、問い合わせＩＤも、端末２－ｋより受信した受領者の電子メールアドレスに
宛てて送信する。なお、ステップＳ３２０２では有効化ＩＤはまだ生成しない。
【０１０３】
また、ステップＳ３２０２で、処理部１Ａは、生成した問い合わせＩＤを送金者に通知す
るため、この問い合わせＩＤを表示する画像を表すデータを生成し、端末２－ｋに送信す
る。端末２－ｋは、ステップＳ３２０２でサーバ１が送信したデータを受信して、このデ
ータが表す問い合わせＩＤを表示する。
【０１０４】
一方、電子貨幣の受領者等は、ステップＳ３２０２でサーバ１が自己宛てに送信した電子
メールを、ネットワークＮに接続された任意の装置を用いて受信する。
そして、受領者等である操作者が、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（理解を容易に
するため、当該端末は端末２－ｊであるとする）を操作して振替用ページデータ１４のＵ
ＲＬを入力すると、端末２－ｊは、ステップＳ１０１での端末２－ｋと同様の処理を行っ
てサーバ１から振替用ページデータ１４を受信して振替用ページを表示する（ステップＳ
３３０１）。
【０１０５】
そして、端末２－ｊが操作者の操作に従い、図２のステップＳ３０２と同様に振替用ペー
ジに記入された受領者ＩＤをサーバ１に送信すると（ステップＳ３３０２）、サーバ１の
処理部１Ａは、送金者の名前、送金額、受領を承諾することを通知するための確認ボタン
、及び、受領を拒否することを通知するための取消ボタンを含んだ画像（受領確認用画像
）を表すデータを生成し、端末２－ｊに送信する（ステップＳ３２０３）。
【０１０６】
端末２－ｊは、ステップＳ３２０３でサーバ１が送信したデータを受信して、受領確認用
画像を表示する。そして、端末２－ｊは、操作者が端末２－ｊを操作して確認ボタンをク
リックすると、受領者が送金者と受領額を確認して受領を承諾した旨を、サーバ１に通知
する（ステップＳ３３０２）。
【０１０７】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｊがステップＳ３３０２で送った、受領を承諾する通
知を受信すると、送金者が送金した送金額分の電子貨幣を引き継ぐ意思を受領者が示した
ことを確認し、電子貨幣の引継が完了した旨を通知する画像を表すデータを生成して端末
２－ｊに送信する（ステップＳ３２０４）。端末２－ｊは、ステップＳ３２０４でサーバ
１が送信したデータを受信して、このデータが表す画像を表示する。
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【０１０８】
また、ステップＳ３２０４で処理部１Ａは、受領者が受領を承諾した分の電子貨幣を有効
化するための有効化ＩＤを生成し、ステップＳ３２０２で電子貨幣利用者データベース１
１に格納した受領者ＩＤに対応付けた形で、電子貨幣利用者データベース１１に格納する
。そして、この有効化ＩＤを送金者に通知するため、第１の実施の形態と同様にメールツ
ール１５を実行することによって、端末２－ｋがステップＳ３１０２で送信した受領者の
電子メールアドレスに宛て、有効化ＩＤを送信する。送金者等は、ステップＳ３２０４で
サーバ１が自己宛てに送信した電子メールを、ネットワークＮに接続された装置を用いて
受信する。
【０１０９】
一方、送金者等は、受信した有効化ＩＤを受領者に通知する（ステップＳ３１０４）。こ
の通知は、たとえば、ネットワークＮに接続された装置から受領者の電子メールアドレス
に宛てて送信することにより行えばよい。有効化ＩＤを通知するタイミングは任意である
。
【０１１０】
そして、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（理解を容易にするため、当該端末は端末
２－ｊであるとする）が、受領者等である操作者の操作に従い、ステップＳ３３０１と同
様に振替用ページを表示し（ステップＳ３３０３）、この振替用ページの受領者用記入欄
に操作者が受領者ＩＤ及び有効化ＩＤを記入して送信ボタンをクリックしたすると、端末
２－ｊ及びサーバ１は、上述したステップＳ３０４及びＳ２０７と同様に、有効化ＩＤ等
の送信及び残高の有効化を行う（ステップＳ３３０４及びＳ３２０５）。そして、端末２
－ｊは、ステップＳ３２０５でサーバ１が送信したデータを受信して、このデータが表す
画像を表示する。
【０１１１】
以上説明したステップＳ３１０１～Ｓ３１０４、Ｓ３２０１～Ｓ３２０５及びＳ３３０１
～Ｓ３３０４の処理によっても、送金者から受領者への電子貨幣の振替が行われる。
【０１１２】
（第３の実施の形態：受領者へのＩＤ再送の処理）
受領者へ宛てて送信された、受領用ＩＤや問い合わせＩＤを含む電子メールが届かなかっ
たなどの場合、連絡を受けた送金者等は、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（理解を
容易にするため、当該端末は端末２－ｊであるものとする）を操作して、ステップＳ１０
１と同様の処理を行わせ、ＩＤ再送用ページデータ１６２が表すＩＤ再送用ページを表示
させる。そして、端末２－ｊが表示したＩＤ再送用ページの記入欄に問い合わせＩＤを記
入して、送信ボタンをクリックする。
すると、端末２－ｊは、記入された問い合わせＩＤをサーバ１へと送信し（図６、ステッ
プＳ３３１１）、サーバ１の処理部１Ａは、この問い合わせＩＤを受信する。
【０１１３】
問い合わせＩＤを受信した処理部１Ａは、電子貨幣利用者データベース１１にアクセスし
て、この問い合わせＩＤに対応付けられた受領者ＩＤ及び受領者の電子メールアドレスを
読み出す。そして、この電子メールアドレスに宛てて、読み出した受領者ＩＤと、ステッ
プＳ３３１１で端末２－ｊが送信した問い合わせＩＤとを、電子メールの形で再度送信す
る（ステップＳ３２１１）。
【０１１４】
（第３の実施の形態：受領者からの送金取消の処理）
受領者等は、送金を取り消してほしい場合、上述した受領確認用画像が表示された状態で
端末２－ｊを操作し、この受領確認画像の取消ボタンをクリックする。すると端末２－ｊ
は、受領者が送金の取消を要求した旨を、サーバ１に通知する（図７、ステップＳ３３２
１）。
【０１１５】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｊがステップＳ３３２１で送った取消要求の通知を受
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信すると、電子貨幣の送金を拒否する意思を受領者が示したことを確認し、電子貨幣の送
金の取消を通知する画像を表すデータを生成して端末２－ｊに送信する（ステップＳ３２
２１）。端末２－ｊは、ステップＳ３２２１でサーバ１が送信したデータを受信して、こ
のデータが表す画像を表示する。
【０１１６】
また、ステップＳ３２２１で処理部１Ａは、電子貨幣の送金を送金者が取り消すために用
いる取消用ＩＤを生成し、ステップＳ３２０２で電子貨幣利用者データベース１１に格納
した受領者ＩＤに対応付けた形で、電子貨幣利用者データベース１１に格納する。そして
、この取消用ＩＤを送金者に通知するため、メールツール１５を実行して、端末２－ｋが
ステップＳ３１０２で送信した受領者の電子メールアドレスに宛てて取消用ＩＤを送信す
る。
【０１１７】
一方、送金者等は、サーバ１が送信した取消用ＩＤを受信すると、ＷＷＷブラウザの処理
を実行する端末（理解を容易にするため、当該端末は端末２－ｋであるとする）を操作し
、ステップＳ３３０１と同様の手順で、払戻用ページデータ１６１が表す払戻用ページを
表示させる（ステップＳ３１２１）。
【０１１８】
そして、操作者がこの払戻用ページの払戻用記入欄に受領者ＩＤ及び取消用ＩＤを記入し
て送信ボタンをクリックすると、端末２－ｋは、払戻用記入欄に記入された各データをサ
ーバ１へと送信し（ステップＳ３１２２）、サーバ１の処理部１Ａは、送信された各デー
タを受信する。
【０１１９】
受領者ＩＤ及び取消用ＩＤを受信した処理部１Ａは、電子貨幣利用者データベース１１に
アクセスする。そして、受信した受領者ＩＤに対応付けられた残高データを、この残高デ
ータに対応付けられた無効額データが表す額分減額されるように更新し、この無効額デー
タを消去する（あるいは無効化された額が０であることを表すよう無効額データを更新す
る）。一方、この受領者ＩＤに対応付けられた送金者ＩＤ（すなわち、上述の（８）のデ
ータ）が示す利用者の残高を表す残高データを、この無効額データが表す額分増額される
ように更新する。この結果、送金者へと電子貨幣が払い戻される（ステップＳ３２２２）
。
【０１２０】
また、ステップＳ３２２２で処理部１Ａは、電子貨幣の払戻の完了を通知する画像を表す
データを生成して端末２－ｋに送信する。端末２－ｋは、ステップＳ３２２２でサーバ１
が送信したデータを受信して、このデータが表す画像を表示する。
【０１２１】
（第３の実施の形態：送金者へのＩＤ再送の処理）
有効化ＩＤや取消用ＩＤを含む送金者宛ての電子メールが届かないなどの場合、送金者等
は、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（理解を容易にするため、当該端末は端末２－
ｋであるとする）を操作し、ステップＳ３１２１と同様の処理を行わせ、ＩＤ再受信用ペ
ージデータ１６３が表すＩＤ再受信用ページを表示させる。そして、このＩＤ再受信用ペ
ージの記入欄に、問い合わせＩＤと、送金者のメールアドレスとを記入して、送信ボタン
をクリックする。
すると、端末２－ｋは、記入欄に記入された問い合わせＩＤ及びメールアドレスをサーバ
１へと送信し（図８、ステップＳ３１３１）、サーバ１の処理部１Ａは、この問い合わせ
ＩＤ及びメールアドレスを受信する。
【０１２２】
問い合わせＩＤ及びメールアドレスを受信した処理部１Ａは、電子貨幣利用者データベー
ス１１にアクセスして、受信した問い合わせＩＤ及びメールアドレスが互いに対応付けら
れて格納されていることを確認する。そして、この問い合わせＩＤに対応付けられた有効
化ＩＤ（又は取消用ＩＤ）を読み出し、読み出した有効化ＩＤ（又は取消用ＩＤ）を、ス
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テップＳ３１３１で端末２－ｈが送信した送金者の電子メールアドレスに宛てて、電子メ
ールとして再度送信する（ステップＳ３２３１）。
【０１２３】
（第３の実施の形態：送金者からの送金取消の処理）
送金者の側から送金を取り消したい場合、送金者等は、ＷＷＷブラウザの処理を実行する
端末（以下、理解を容易にするため、当該端末は端末２－ｋであるとする）を操作し、ス
テップＳ３１２１の処理を行わせ、払戻用ページを表示させる。そして、端末２－ｈが表
示したこの払戻用ページの払戻用記入欄に、問い合わせＩＤ（又は、受領者ＩＤ及び取消
用ＩＤ）を記入して送信ボタンをクリックする。
すると、端末２－ｋは、払戻用記入欄に記入された各データをサーバ１へと送信し（ステ
ップＳ３１２２）、サーバ１の処理部１Ａは、送信された各データを受信する。
【０１２４】
　問い合わせＩＤを受信した処理部１Ａは、電子貨幣利用者データベース１１にアクセス
する。そして、受信した問い合わせＩＤ又は受領者ＩＤに対応付けられた残高データを、
この残高データに対応付けられた無効額データが表すが表す額分減額されるように更新し
、この無効額データを消去する（あるいは無効化された額が０であることを表すよう無効
額データを更新する）。一方、この 受領者ＩＤに対応付けられた送金
者ＩＤ（すなわち、上述の（８）のデータ）が示す送金者の残高を表す残高データを、こ
の無効額データが表す額分増額されるように更新する。この結果、送金者へと電子貨幣が
払い戻される（ステップＳ３２４１）。
【０１２５】
そして、処理部１Ａは、上述のステップＳ３２２２と同様に、電子貨幣の払戻が完了した
旨を通知する画像を表すデータを生成して端末２－ｋに送信する。端末２－ｋはこのデー
タを受信して、このデータが表す画像を表示する。
【０１２６】
なお、処理部１Ａは、送金者の残高を表す残高データを増額する量を、無効額データが表
す額より少なくするようにしてもよい。この場合、増額する量と無効額データが表す額と
の差額は、たとえば、この電子貨幣利用システムの運営者が徴収する手数料に相当するも
のであればよい。
また問い合わせＩＤに代えて、受領者ＩＤ及び取消用ＩＤがステップＳ３１１２でサーバ
１に供給された場合、処理部１Ａは、この受領者ＩＤ及び取消用ＩＤが互いに対応付けら
れていることを確認してから、受領者の残高の減額及び送金者の残高の増額を行うものと
する。
【０１２７】
（第３の実施の形態：問い合わせの処理）
取引の問い合わせをしたい場合、送金者等（又は受領者等）は、ＷＷＷブラウザの処理を
実行する端末（以下、理解を容易にするため、当該端末は端末２－ｋであるとする）を操
作し、ステップＳ１０１と同様の処理を行わせることにより、問い合わせ用ページデータ
１６４が表す問い合わせ用ページを表示させる（ステップＳ３１５１）。
【０１２８】
そして、この問い合わせ用ページの問い合わせ用記入欄に、問い合わせＩＤと、送金者（
又は受領者）のメールアドレスを記入して送信ボタンをクリックする。すると、端末２－
ｋは、問い合わせ用記入欄に記入された各データをサーバ１へと送信し（ステップＳ３１
５２）、サーバ１の処理部１Ａは、送信された各データを受信する。
【０１２９】
問い合わせＩＤ及びメールアドレスを受信した処理部１Ａは、電子貨幣利用者データベー
ス１１にアクセスして、この問い合わせＩＤ及びメールアドレスが互いに対応付けられて
格納されていることを確認する。そして、この問い合わせＩＤに対応付けられたデータの
うちパスワード以外のものを読み出し、読み出したデータを表示する画像を表すデータを
生成して端末２－ｋに送信する（ステップＳ３２５１）。端末２－ｋはこのデータを受信
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して、このデータが表す画像を表示する（ステップＳ３１５３）。
【０１３０】
第３の実施の形態の電子貨幣利用システムでも、受領者は商品等代金の回収に失敗するリ
スクを負うことなく確実に電子貨幣を受領でき、また、送金者は確実に商品等を受け取る
ことができる。
そして、この電子貨幣利用システムでは、送金者あるいは受領者の側から送金の取消を行
うことができ、また、送金手続のステータスを問い合わせることができる。また、有効化
ＩＤは受領者による承諾を待って送金者に通知される。
【０１３１】
（第４の実施の形態）
次に、この発明の第４の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムを説明する。
図１１は、この電子貨幣利用システムの構成を示す図である。図示するように、この電子
貨幣利用システムの構成は、以下説明する点を除き、図１に示す第１の実施の形態の構成
と実質的に同一である。
【０１３２】
図１１の電子貨幣利用システムにおいて、サーバ１の記憶部１Ｂは、図示するように、図
１の記憶部１Ｂが記憶するデータに加え、振込口座作成用ページデータ１７１、入金確認
用ページデータ１７２、引継用ページデータ１７３及び払戻確認用ページデータ１７４を
記憶している。また、記憶部１Ｂは、図４の構成におけるものと実質的に同一の払戻用ペ
ージデータ１６１及び問い合わせ用ページデータ１６４も記憶している。
【０１３３】
振込口座作成用ページデータ１７１、入金確認用ページデータ１７２、引継用ページデー
タ１７３及び払戻確認用ページデータ１７４は、それぞれ、サーバ１が後述の処理に従っ
て端末２－１～２－ｎに表示させるウェブページである振込口座作成用ページ、入金確認
用ページ、引継用ページ及び払戻確認用ページの画像を表すデータで、例えばＨＴＭＬ等
の言語により記述されている。
【０１３４】
振込口座作成用ページは、口座の新規作成（利用者ＩＤの生成）のために用いるデータを
サーバ１へと供給するために用いるウェブページである。振込口座作成用ページは、口座
の名義人の名前、この名義人を認証するためのパスワード及びこの名義人の電子メールア
ドレスを記入するための記入欄と、記入された問い合わせＩＤをサーバ１へ送信するよう
指示するための送信ボタンとを含んでいる。
【０１３５】
入金確認用ページは、受領者等が電子貨幣の受取を確認するために用いるウェブページで
ある。入金確認用ページは、受領者ＩＤ及び受領者のパスワードを記入するための記入欄
と、記入された受領者ＩＤ及びパスワードをサーバ１へ送信するよう指示するための送信
ボタンとを含んでいる。
【０１３６】
引継用ページは、受領者側に入金された電子貨幣が有効化されたことを確認するために用
いるウェブページである。引継用ページは、受領者ＩＤ及び受領者のパスワードを記入す
るための記入欄と、記入された受領者ＩＤ及びパスワードをサーバ１へ送信するよう指示
するための送信ボタンとを含んでいる。
【０１３７】
払戻確認用ページは、受領者側が送金を取り消すことにより電子貨幣が払い戻されたこと
を送金者側が認するために用いるウェブページである。払戻確認用ページは、送金者ＩＤ
及び送金者のパスワードを記入するための記入欄と、記入された送金者ＩＤ及びパスワー
ドをサーバ１へ送信するよう指示するための送信ボタンとを含んでいる。
【０１３８】
また、図１１の電子貨幣利用システムにおいて、振替用ページデータ１４が表す振替用ペ
ージの送金者用記入欄は、第１の実施の形態のものに加え、パスワードを記入するための

10

20

30

40

50

(32) JP 3708473 B2 2005.10.19



欄と、有効化を指示するための有効化ボタンとを含む。
また、電子貨幣利用者データベース１１は、上述した第３の実施の形態におけるものと実
質的に同一のデータ構造を有している。
【０１３９】
（第４の実施の形態：動作）
次に、図１２～図１４を参照して、第４の実施の形態の電子貨幣利用システムの動作を説
明する。
図１２及び図１３は、正常処理の手順を表すフローチャートである。
図１３は、受領者からの送金取消の処理の手順を表すフローチャートである。図１４は、
送金者からの送金取消の処理の手順を表すフローチャートである。
【０１４０】
（第４の実施の形態：正常処理）
まず、サーバ１の処理部１Ａは、記憶部１ＢよりＷＷＷサーバプログラム１３を読み出し
て実行し、実行を開始して以降、ＷＷＷサーバとしての機能を行う。一方、端末２－ｊ（
ｊは１以上ｎ以下の任意の整数）はＷＷＷブラウザの処理を実行しているものとする。
【０１４１】
そして、端末２－ｊの操作者が、端末２－ｊを操作して振込口座作成用ページデータ１６
のＵＲＬを入力することにより、上述のステップＳ１０１と同様にして、端末２－ｊに、
振込口座作成用ページデータ１７１が表す振込口座作成用ページを表示する（図１２、ス
テップＳ４３０１）。
【０１４２】
そして、操作者が端末２－ｊを操作して、振込口座作成用ページの記入欄に、口座名義人
となる電子貨幣の受領者の名前、パスワード及び受領者の電子メールアドレスを記入し、
次いで、振込口座作成用ページの送信ボタンをクリックしたとする。すると、端末２－ｊ
は、振込口座作成用記入欄に記入されたこれらのデータをサーバ１へと送信する（ステッ
プＳ４３０２）。
【０１４３】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｊがステップＳ４３０２で送信した各データを受信す
ると、受信したデータに名前が含まれる受領者を識別する利用者ＩＤ（すなわち受領者Ｉ
Ｄ）を生成する。そして、生成した受領者ＩＤと、受信した受領者の名前、パスワード及
び受領者の電子メールアドレスとを、互いに対応づけて電子貨幣利用者データベース１１
に格納する（ステップＳ４２０１）。そして、メールツール１５を実行し、端末２－ｊよ
り受信した受領者の電子メールアドレスに宛てて、受領者ＩＤを送信する（ステップＳ４
２０２）。
【０１４４】
受領者等は、ステップＳ４２０２でサーバ１が自己宛てに送信した電子メールを、ネット
ワークＮに接続された他の任意の装置を用いて受信し、受信した電子メールに含まれる受
領者ＩＤを、送金者に通知する。送金者への通知の手法は任意であり、たとえば、この電
子メールを送金者の電子メールアドレスに宛てて転送することにより行えばよい。
【０１４５】
一方、端末２－ｋ（ｋは１以上ｎ以下の任意の整数）の操作者が、端末２－ｋを操作して
振替用ページデータ１４のＵＲＬを入力して、端末２－ｋが、第１～第３の実施の形態と
同様に振替用ページを表示すると（ステップＳ４１０１）、以下、端末２－ｋ及びサーバ
１は、操作者の操作に従って、上述のステップＳ３１０２、Ｓ３２０１、及びＳ３１０３
の各処理と実質的に同一の処理を順次行う（ステップＳ４１０２、Ｓ４２０３及びＳ４１
０３）。
ただし、ステップＳ４１０２で送金者用記入欄に記入されるデータには、受領者ＩＤ、送
金額、送金者ＩＤ、パスワード及び受領者へのメッセージが含まれるものとする。
【０１４６】
次に、サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｋがステップＳ４１０２で送信した送金額に等
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しい残高を表す残額データと、当該残高の全額が無効化されていることを表す無効額デー
タとを生成し、これら２個のデータを、ステップＳ４１０２で受信した受領者ＩＤに対応
付けて、電子貨幣利用者データベース１１に格納する。また、送金者の残高の減算も行う
（ステップＳ４２０４）。また、ステップＳ４２０４で処理部１Ａは、ステップＳ４２０
３での残高チェックにパスした場合、受領者ＩＤ、送金額及び確認ボタンを表示する振込
確認用画像を表すデータを生成し、端末２－ｋに送信する。
【０１４７】
端末２－ｋは、ステップＳ４２０４でサーバ１が送信したデータを受信して、振込確認用
画像を表示する。そして、端末２－ｋの操作者が振込確認用画像の確認ボタンをクリック
すると、送金者が送金先と送金額を確認した旨を、サーバ１に通知する（ステップＳ４１
０４）。
【０１４８】
サーバ１の処理部１Ａは、送金先と送金額を確認した旨の通知を端末２－ｋより受信する
と、送金を受け付けたことを通知する画像を表すデータを生成して端末２－ｋに送信する
（ステップＳ４２０５）。端末２－ｋはこのデータを受信して、このデータが表す画像を
表示する。
【０１４９】
一方、送金者等は、受領者に、送金を行ったことを通知する（ステップＳ４１０４）。こ
の通知は、例えば、ネットワークＮに接続された装置を用いて受領者の電子メールアドレ
スに宛てて通知を送信する等して行えばよい。
【０１５０】
そして、受領者等である操作者は、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（以下、理解を
容易にするため、当該端末は端末２－ｊであるとする）を操作して入金確認用ページデー
タ１７２のＵＲＬを入力し、端末２－ｊは、ステップＳ１０１と同様にして、入金確認用
ページデータ１７２が表す入金確認用ページを表示する（ステップＳ４３０３）。
【０１５１】
端末２－ｊが入金確認用ページを表示した状態で、操作者が端末２－ｊを操作して入金確
認用ページの記入欄に受領者ＩＤ及びパスワードを記入し、送信ボタンをクリックすると
、端末２－ｈは、記入欄に記入された受領者ＩＤ及びパスワードをサーバ１へと送信する
（図１３、ステップＳ４３０４）。
【０１５２】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｈがステップＳ４３０４で送信した受領者ＩＤ及びパ
スワードを受信すると、この受領者ＩＤ及びパスワードが互いに対応付けて電子貨幣利用
者データベース１１に格納されているか否かを判別し、格納されていると判別すると、認
証に成功したものとして、入金を確認する画像を表すデータを生成して端末２－ｊに送信
する（ステップＳ４２０６）。この画像は、たとえば、送金者ＩＤや送金額を表す画像で
あればよい。端末２－ｊは、サーバ１よりこのデータを受信して、このデータが表す画像
を表示する。なお、認証に成功しなかった場合、処理部１Ａは、たとえば、所定のエラー
メッセージを端末２－ｊに送信する。
【０１５３】
一方、送金者等は、例えば、電子貨幣が商品の代金として送金されたものであれば、商品
を受け取った後等のタイミングで、送金した電子貨幣を有効化するため、ステップＳ１０
１と同様にして、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（以下、理解を容易にするため、
当該端末は端末２－ｋであるとする）に、振替用ページ表示させる（ステップＳ４１０５
）。
【０１５４】
そして、操作者が端末２－ｋを操作して、送金者用記入欄に、送金者ＩＤ、パスワード及
び受領者ＩＤを記入し、有効化ボタンをクリックしたとする。すると、端末２－ｋは、送
金者用記入欄に記入された各データと、電子貨幣を有効化する旨の通知とを、サーバ１へ
と送信する（ステップＳ４１０６）。
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【０１５５】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｋがステップＳ４１０６で送信した各データを受信す
ると、ステップＳ４２０６の処理を既に完了している場合、電子貨幣利用者データベース
１１にアクセスし、受信した送金者ＩＤ及びパスワードが互いに対応付けて電子貨幣利用
者データベース１１に格納されているか否かを判別する、そして、格納されていると判別
すると、認証に成功したものとして、ステップＳ４１０６で送信された受領者ＩＤに対応
付けられた無効額データを消去する（あるいは無効化された額が０であることを表すよう
無効額データを更新する）ことにより、この無効額データが示す額を有効化する（ステッ
プＳ４２０７）。そして、電子貨幣の有効化が完了した旨を通知する画像を表すデータを
生成して端末２－ｋに送信する（ステップＳ４２０８）。端末２－ｈは、このデータを受
信して、このデータが表す画像を表示する。
【０１５６】
なお、処理部１Ａは、ステップＳ４２０６の処理を完了していない場合、及び、ステップ
Ｓ４２０５での認証に成功しなかった場合は、ステップＳ４２０７～Ｓ４２０８の処理を
行わず、たとえば、所定のエラーメッセージを端末２－ｊに送信する。
【０１５７】
電子貨幣の有効化の通知を受けた送金者等は、受領者に、送金した電子貨幣の有効化が済
んだことを通知する（ステップＳ４１０７）。この通知は、例えば、受領者の電子メール
アドレスに宛てて送信する等して行えばよい。
【０１５８】
そして、通知を受けた受領者等である操作者が、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（
以下、理解を容易にするため、当該端末は端末２－ｊであるとする）を操作して、端末２
－ｊに、ステップＳ１０１の端末２－ｋと同様の処理を行わせ、引継用ページデータ１７
３が表す引継用ページを表示させる（ステップＳ４３０５）。
【０１５９】
端末２－ｊが引継用ページを表示した状態で、操作者が端末２－ｊを操作して引継用ペー
ジの記入欄に受領者ＩＤ及びパスワードを記入し、送信ボタンをクリックすると、端末２
－ｊは、この記入欄に記入された受領者ＩＤ及びパスワードをサーバ１へと送信する（ス
テップＳ４３０６）。
【０１６０】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｊがステップＳ４３０６で送信した受領者ＩＤ及びパ
スワードを受信すると、この受領者ＩＤ及びパスワードが互いに対応付けて電子貨幣利用
者データベース１１に格納されているか否かを判別する。そして、格納されていると判別
すると、認証に成功したものとして、送金者が送金した送金額分の電子貨幣が受領者に引
き継がれた旨を通知する画像を表すデータを生成し、端末２－ｊに送信する（ステップＳ
４２０９）。端末２－ｊはこのデータを受信して、このデータが表す画像を表示する。な
お、処理部１Ａは、ステップＳ４２０９での認証に成功しなかった場合は、たとえば、所
定のエラーメッセージを端末２－ｊに送信する。
【０１６１】
以上説明したステップＳ４１０１～Ｓ４１０７、Ｓ４２０１～Ｓ４２０９及びＳ４３０１
～Ｓ４３０６の処理によっても、送金者から受領者への電子貨幣の振替が行われる。
【０１６２】
（第４の実施の形態：問い合わせの処理）
図１の電子貨幣利用システムの問い合わせの処理の手順は、第３の実施の形態における手
順と実質的に同一である。
【０１６３】
（第４の実施の形態：受領者からの送金取消の処理）
受領者は、送金を取り消してほしい場合、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末２－ｊを
操作し、ステップＳ３１２１の端末２－ｋと実質的に同一の処理を行わせ、払戻用ページ
を表示させる（図１４、ステップＳ４３１１）。そして、この払戻用ページの払戻用記入
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欄に、受領者ＩＤ及びパスワードを記入して送信ボタンをクリックする。
すると、端末２－ｊは、払戻用記入欄に記入された各データをサーバ１へと送信し（ステ
ップＳ４３１２）、サーバ１の処理部１Ａは、送信された各データを受信する。
【０１６４】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｊがステップＳ４３１２で送ったデータを受信すると
、受領者が電子貨幣の受取を拒否したことを確認し、受信した受領者ＩＤを一時記憶し、
また、電子貨幣の送金を取り消すことを通知する画像を表すデータを生成して端末２－ｊ
に送信する（ステップＳ４２１１）。端末２－ｊはこのデータを受信して、このデータが
表す画像を表示する。
【０１６５】
一方、受領者等は、送金者に、例えば、端末２－１～２－ｎのいずれか、あるいはネット
ワークＮに接続された他の任意の装置を用い電子貨幣の受領者の電子メールアドレスに宛
てて送信する等して、電子貨幣の受取を拒否したことを通知する（ステップＳ４３１３）
。通知のタイミングは任意である。
【０１６６】
受取の拒否を通知された送金者等は、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（以下、理解
を容易にするため、当該端末は端末２－ｋであるとする）を操作し、上述したステップＳ
３１２１と同様の手順で、払戻確認用ページデータ１７４が表す払戻確認用ページを表示
させる（ステップＳ４１１１）。そして、この払戻確認用ページの記入欄に送金者ＩＤ及
びパスワードを記入して送信ボタンをクリックすると、端末２－ｋは、記入された各デー
タをサーバ１へと送信し（ステップＳ４１１２）、サーバ１の処理部１Ａは、これらのデ
ータを受信する。
【０１６７】
送金者ＩＤ及びパスワードを受信した処理部１Ａは、電子貨幣利用者データベース１１に
アクセスする。そして、この送金者ＩＤ及びパスワードが電子貨幣利用者データベース１
１に互いに対応付けて格納されており、且つ、この送金者ＩＤが、ステップＳ４２１１で
一時記憶した受領者ＩＤに対応付けて（８）のデータとして格納されているか否かを判別
する。
【０１６８】
そして、格納されていると判別すると、認証に成功したものとして、受信した送金者ＩＤ
が上述の（８）のデータとして対応付けられている受領者ＩＤが示す受領者の残高を表す
残高データを、この残高データに対応付けられた無効額データが表す額分減額されるよう
に更新し、この無効額データを消去する（あるいは無効化された額が０であることを表す
よう無効額データを更新する）。一方、受信した送金者ＩＤに対応付けられた残高データ
を、この無効額データが表す額分増額されるように更新する。この結果、送金者へと電子
貨幣が払い戻される（ステップＳ４２１２）。
【０１６９】
また、ステップＳ４２１２で処理部１Ａは、電子貨幣の払戻が完了した旨を通知する画像
を表すデータを生成して端末２－ｋに送信する。端末２－ｋは、ステップＳ４２１２でサ
ーバ１が送信したデータを受信して、このデータが表す画像を表示する。なお、処理部１
Ａは、ステップＳ４２１２での認証に成功しなかった場合は、たとえば、所定のエラーメ
ッセージを端末２－ｋに送信する。
【０１７０】
（第４の実施の形態：送金者からの送金取消の処理）
送金者の側から送金を取り消したい場合、送金者等は、ＷＷＷブラウザの処理を実行する
端末（以下、理解を容易にするため、当該端末は端末２－ｋであるとする）を操作してス
テップＳ３１２１と実質的に同一の処理を行わせ、払戻用ページを表示させる。そして、
端末２－ｋが表示したこの払戻用ページの払戻用記入欄に、送金者ＩＤ及びパスワードを
記入して送信ボタンをクリックする。端末２－ｋは、この送金者ＩＤ及びパスワードをサ
ーバ１へと送信し（図１５、ステップＳ４１２１）、サーバ１の処理部１Ａは、この送金
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者ＩＤ及びパスワードを受信する。
【０１７１】
サーバ１は、ステップＳ４１２１で送信された送金者ＩＤ及びパスワードを受信すると、
電子貨幣利用者データベース１１にアクセスして、この送金者ＩＤ及びパスワードが電子
貨幣利用者データベース１１に互いに対応付けて格納されているか否かを判別する。そし
て、格納されていると判別すると、認証に成功したものとして、上述のステップＳ４２１
２と同様にして、送金者の残高の増額、受領者の残高の減額、無効額データの消去等を行
う。この結果、送金者へと電子貨幣が払い戻される（ステップＳ４２２１）。なお、処理
部１Ａは、ステップＳ４２２１での認証に成功しなかった場合は、たとえば、所定のエラ
ーメッセージを端末２－ｋに送信する。
【０１７２】
第４の実施の形態の電子貨幣利用システムでは、有効化ＩＤの生成や配送を省略しつつ、
受領者は商品等代金の回収に失敗するリスクを負うことなく確実に電子貨幣を受領でき、
また、送金者は確実に商品等を受け取ることができる。
【０１７３】
（第５の実施の形態）
次に、この発明の第５の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムを説明する。
図１６は、この電子貨幣利用システムの構成を示す図である。図示するように、この電子
貨幣利用システムの構成は、以下説明する点を除き、図１に示す第１の実施の形態の構成
と実質的に同一である。
【０１７４】
図１６の電子貨幣利用システムにおいて、サーバ１の記憶部１Ｂは、図示するように、図
４に示す第３の実施の形態において記憶部１Ｂが記憶するデータに加え、送金者確認用ペ
ージデータ１８１及び確認応答用ページデータ１８２を更に記憶している。
【０１７５】
送金者確認用ページデータ１８１及び確認応答用ページデータ１８２は、それぞれ、サー
バ１が後述の処理に従って端末２－１～２－ｎに表示させるウェブページである送金者確
認用ページ及び確認応答用ページの画像を表すデータで、例えばＨＴＭＬ等の言語により
記述されている。
【０１７６】
送金者確認用ページは、電子貨幣の送金者や受領者などが、この電子貨幣利用システムに
問い合わせＩＤの生成を行わせるために用いるウェブページである。送金者確認用ページ
は、送金者のメールアドレスと、受領者の電子メールアドレスと、送金者（又は受領者）
のパスワードとを記入するための記入欄と、記入された各データをサーバ１へ送信するよ
う指示するための送信ボタンとを含んでいる。
【０１７７】
確認応答用ページは、問い合わせＩＤの生成を行わせた者が、生成された問い合わせＩＤ
を確認したことを通知するために用いるウェブページである。確認応答用ページは、問い
合わせＩＤと、送金者（又は受領者）のパスワードとを記入するための記入欄と、記入さ
れた各データをサーバ１へ送信するよう指示するための送信ボタンとを含んでいる。
【０１７８】
また、図１６の電子貨幣利用システムにおいて、振替用ページデータ１４が表す振替用ペ
ージの送金者用記入欄は、第１の実施の形態のものに加え、パスワードを記入するための
欄を含む。
また、電子貨幣利用者データベース１１は、上述した第３の実施の形態におけるものと実
質的に同一のデータ構造を有している。
【０１７９】
（第５の実施の形態：動作）
次に、図１７及び図１８を参照して、第５の実施の形態の電子貨幣利用システムの動作を
説明する。
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図１７及び図１８は、正常処理の手順を表すフローチャートである。
【０１８０】
（第５の実施の形態：正常処理）
まず、サーバ１の処理部１Ａは、記憶部１ＢよりＷＷＷサーバプログラム１３を読み出し
て実行し、実行を開始して以降、ＷＷＷサーバとしての機能を行う。一方、端末２－ｊ（
ｊは１以上ｎ以下の任意の整数）はＷＷＷブラウザの処理を実行しているものとする。
【０１８１】
そして端末２－ｊの操作者が、端末２－ｊを操作し、上述のステップＳ１０１と同様の処
理を行わせることにより、端末２－ｊに、送金者確認用ページデータ１８１が表す送金者
確認用ページを表示させる（図１７、ステップＳ５３０１）。
続いて、操作者が端末２－ｊを操作して、送金者確認用ページの記入欄に、送金者のメー
ルアドレスと、受領者の電子メールアドレスと、送金者又は受領者パスワードとを記入し
て、送金者確認用ページの送信ボタンをクリックすると、端末２－ｊは、送金者用記入欄
に記入されたこれらのデータを、サーバ１へと送信する（ステップＳ５３０２）。
【０１８２】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｊがステップＳ５３０２で送信した各データを受信し
て記憶部１Ｂに一時記憶させると、受信したデータが示す送金者から受領者への送金に固
有の問い合わせＩＤを生成し、一時記憶したデータに対応付けて記憶部１Ｂに一時記憶さ
せる。そして、メールツール１５を実行することにより、端末２－ｊより受信した送金者
の電子メールアドレス及び受領者の電子メールアドレスの両方に宛て、この問い合わせＩ
Ｄを送信する（ステップＳ５２０１）。
送金者等と、受領者等とは、それぞれ、ステップＳ５２０１でサーバ１が各自宛てに送信
した電子メールを、ネットワークＮに接続された装置を用いて受信する。
【０１８３】
また、ステップＳ５２０１で処理部１Ａは、生成した問い合わせＩＤを表示する画像を表
すデータを生成し、端末２－ｊに送信する。端末２－ｊはこのデータを受信して、このデ
ータが表す問い合わせＩＤを表示する。
【０１８４】
次に、操作者は端末２－ｊを操作して、上述のステップＳ１０１と同様の処理を行わせる
ことにより、端末２－ｊに、端末２－ｊが確認応答用ページデータ１８２が表す確認応答
用ページを表示させる（ステップＳ５３０３）。
そして、操作者が、確認応答用ページの記入欄に問い合わせＩＤ及びパスワードを記入し
、送信ボタンをクリックすると、端末２－ｊは、記入された問い合わせＩＤ及びパスワー
ドをサーバ１へと送信する（ステップＳ５３０４）。
【０１８５】
サーバ１の処理部１Ａは、端末２－ｊがステップＳ５３０４で送信した問い合わせＩＤ及
びパスワードを受信すると、受信した問い合わせＩＤに対応付けられているパスワードが
、受信したパスワードに合致しているか否かを判別し、合致していないと判別すると、所
定のエラーメッセージを端末２－ｊに送信する。
一方、合致すると判別すると、確認が完了したことを表す受領者確認フラグをセットする
（具体的には、確認が完了したことを表す値を有する受領者確認フラグを、ステップＳ５
２０１で記憶した問い合わせＩＤに対応付けて記憶部１Ｂに記憶させる）。そして、処理
部１Ａは、問い合わせＩＤの受信を確認した旨の確認メッセージを表すデータを生成して
端末２－ｊに送信する（ステップＳ５２０２）。端末２－ｋはこのデータを受信して、こ
の確認メッセージを表示する。
【０１８６】
次に、送金者等である操作者が、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（以下、理解を容
易にするため、当該端末は端末２－ｋであるとする）を操作することにより、端末２－ｊ
及びサーバ１に、上述のステップＳ１０１及びＳ１０２の各処理と実質的に同一の処理を
順次行わせる（ステップＳ５１０１及びＳ５１０２）。
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【０１８７】
ただし、ステップＳ５１０２で、送金者用記入欄に記入するデータ（及び確認用画像に含
まれるデータ）には、受領者のメールアドレスに代えて、問い合わせＩＤ、送金者ＩＤ及
び送金者のパスワードが含まれているものとする。
【０１８８】
次に、サーバ１の処理部１Ａは、ステップＳ５２０３で、端末２－ｋがステップＳ５１０
２で送信した各データを受信して一時記憶すると、受信した送金者ＩＤとパスワードとが
互いに対応付けられて電子貨幣利用者データベース１１に格納されおり、且つ、受信した
問い合わせＩＤが記憶部１Ｂに記憶されているか否かを判別し、格納されていなければ、
所定のエラーメッセージを端末２－ｋに送信する。格納されていれば、受信した送金者Ｉ
Ｄに対応付けられた残高データが示す残高が、受信した送金額以上であるか否かを判別す
る。そして、該当しないと判別すると、処理部１Ａは、端末２－ｋに所定のエラーメッセ
ージを送信する。
【０１８９】
一方、該当すると判別すると、サーバ１の処理部１Ａは、受信した問い合わせＩＤが示す
送金についての受領者確認フラグがセットされているか否かを判別し、セットされていな
いと判別すると、端末２－ｋに所定のエラーメッセージを送信する。一方、セットされて
いると判別すると、上述のステップＳ２０１と同様の処理を行うことにより確認用画像を
表すデータを生成し、端末２－ｋに送信する（ステップＳ５２０４）。
【０１９０】
端末２－ｋは、ステップＳ５２０４でサーバ１が送信したデータを受信して、確認用画像
を表示する。そして、操作者が端末２－ｋを操作して、確認用画像の確認ボタンをクリッ
クすると、端末２－ｋ及びサーバ１は、上述のステップＳ１０３、Ｓ２０２～Ｓ２０４と
実質的に同一の処理を行う（ステップＳ５１０３、Ｓ５２０５～Ｓ５２０７）。ただし、
ステップＳ５２０７でサーバ１は、有効化ＩＤを表すデータを端末２－ｋに送信する処理
は行わない。
【０１９１】
　一方、電子貨幣の受領者等は、サーバ１が自己宛てに送信した、受領者ＩＤを含む電子
メールを、ネットワークＮに接続された装置を用いて受信する。
　そして、受領者等である操作者が、ＷＷＷブラウザの処理を実行する端末（以下、理解
を容易にするため、当該端末は端末２－ｊであるとする）を操作することにより、端末２
－ｊ及びサーバ１が、上述したステップＳ３３０１～Ｓ３３０４及びＳ３２０３～Ｓ３２
０５の処理と実質的に同一の処理を行う（ステップＳ５３０５～Ｓ５３０８、Ｓ５２０８
～Ｓ５２１０）。ただし、ステップＳ５２０ でサーバ１の処理部１Ａは、新たに有効化
ＩＤを生成する代わりに、ステップＳ５２０６で既に生成した有効化ＩＤを用いるものと
する。
【０１９２】
以上説明したステップＳ５１０１～Ｓ５１０３、Ｓ５２０１～Ｓ５２１０及びＳ５３０１
～Ｓ５３０８の処理によっても、送金者から受領者への電子貨幣の振替が行われる。
【０１９３】
（第５の実施の形態：その他の処理）
図１５の電子貨幣利用システムは、受領者へのＩＤ再送の処理、受領者からの送金取消の
処理、送金者へのＩＤ再送の処理、送金者からの送金取消の処理及び問い合わせの処理を
、第３の実施の形態における処理（図６、図７、図８、図９及び図１０に示す処理）と実
質的に同一の手順で行う。
【０１９４】
第５の実施の形態の電子貨幣利用システムでも、受領者は商品等代金の回収に失敗するリ
スクを負うことなく確実に電子貨幣を受領でき、また、送金者は確実に商品等を受け取る
ことができる。そして、この電子貨幣利用システムでは、送金者の側からも、受領者の側
からも、送金手続を開始させることができる。
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【０１９５】
（第６の実施の形態）
次に、この発明の第６の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムを説明する。
第６の実施の形態の電子貨幣利用システムの構成は、図１６に示す第５の実施の形態の構
成と実質的に同一である。
また、第６の実施の形態の電子貨幣利用システムが行う処理の手順は、正常処理も、その
他の処理も、上述した第５の実施の形態の電子貨幣利用システムの動作の手順と実質的に
同一である。
【０１９６】
ただし、第６の実施の形態の電子貨幣利用システムの動作の手順は、以下（ａ）～（ｄ）
として示す点で、第５の実施の形態とは異なっている。
すなわち、
（ａ）　送金者確認用ページの送金者確認用記入欄は、送金予定額を記載する欄を含んで
おり、ステップＳ５３０２で、端末２－ｊは、この欄に記入された送金予定額もサーバ１
へ送信する。そして、サーバ１は、この送金予定額を、第５の実施の形態のステップＳ５
１０２で送信されてくる送金額に代えて用いる。
（ｂ）　サーバ１は、ステップＳ５２０１では送金者宛には問い合わせＩＤを送信せず受
領者宛にのみ送信し、送信者宛には、ステップＳ５２０２で受領者確認フラグをセットし
てから送信する。
（ｃ）　振替用ページデータ１４が表す振替用ページの送金者用記入欄には、送金者ＩＤ
を記入する欄は含まれていない。
（ｄ）　サーバ１がステップＳ５２０４で生成するデータが表す確認用画像には、送金者
ＩＤを記入する欄を含んでおり、ステップＳ５３０２で、端末２－ｊは、この欄に記入さ
れた送金者ＩＤもサーバ１へ送信する。そして、ステップＳ５３０２以降の処理では、ス
テップＳ５３０２で送信された送金者ＩＤを、第５の実施の形態においてステップＳ５１
０２で送信される送金者ＩＤに代えて用いる。
【０１９７】
第６の実施の形態の電子貨幣利用システムでも、受領者は商品等代金の回収に失敗するリ
スクを負うことなく確実に電子貨幣を受領でき、また、送金者は確実に商品等を受け取る
ことができる。そして、この電子貨幣利用システムでは、送金者の側からも、受領者の側
からも、送金予定額を指定して送金手続を開始させることができる。
【０１９８】
以上、この発明の実施の形態を説明したが、この発明にかかる電子決済装置は、専用のシ
ステムによらず、通常のコンピュータシステムを用いて実現可能である。
例えば、各々がＤＳＵやターミナルアダプタを備え、互いに通信回線を介して接続される
複数のコンピュータに、上述のサーバ１及び端末２－１～２－ｎの動作を実行するための
プログラムを格納した媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ等）から該プログラムをインスト
ールすることにより、上述の処理を実行する電子貨幣利用システムを構成することができ
る。
【０１９９】
また、例えば、通信回線の掲示板（ＢＢＳ）にこれらのプログラムを掲示し、これを通信
回線を介して配信してもよく、また、これらのプログラムを表す信号により搬送波を変調
し、得られた変調波を伝送し、この変調波を受信した装置が変調波を復調してこれらのプ
ログラムを復元するようにしてもよい。
そして、このプログラムを起動し、ＯＳの制御下に、他のアプリケーションプログラムと
同様に実行することにより、上述の処理を実行することができる。
【０２００】
なお、ＯＳが処理の一部を分担する場合、あるいは、ＯＳが本願発明の１つの構成要素の
一部を構成するような場合には、記録媒体には、その部分を除いたプログラムを格納して
もよい。この場合も、この発明では、その記録媒体には、コンピュータが実行する各機能
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又はステップを実行するためのプログラムが格納されているものとする。
【０２０１】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、決済の両当事者が負うリスクを軽減しつつ電子
決済を行うことを可能とする電子決済装置及び電子決済方法が実現される。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムの構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１の電子貨幣利用システムの処理を表すフローチャートである。
【図３】この発明の第２の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムの処理を表すフロー
チャートである。
【図４】この発明の第３の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムの構成を示すブロッ
ク図である。
【図５】第３の実施の形態における正常処理の手順を表すフローチャートである。
【図６】第３の実施の形態における受領者へのＩＤ再送の処理の手順を表すフローチャー
トである。
【図７】第３の実施の形態における受領者からの送金取消の処理の手順を表すフローチャ
ートである。
【図８】第３の実施の形態における送金者へのＩＤ再送の処理の手順を表すフローチャー
トである。
【図９】第３の実施の形態における送金者からの送金取消の処理の手順を表すフローチャ
ートである。
【図１０】第３の実施の形態における問い合わせの処理の手順を表すフローチャートであ
る。
【図１１】この発明の第４の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムの構成を示すブロ
ック図である。
【図１２】第４の実施の形態における正常処理の手順を表すフローチャートである。
【図１３】第４の実施の形態における正常処理の手順の続きを表すフローチャートである
。
【図１４】第４の実施の形態における受領者からの送金取消の処理の手順を表すフローチ
ャートである。
【図１５】第４の実施の形態における送金者からの送金取消の処理の手順を表すフローチ
ャートである。
【図１６】この発明の第５の実施の形態にかかる電子貨幣利用システムの構成を示すブロ
ック図である。
【図１７】第５の実施の形態における正常処理の手順を表すフローチャートである。
【図１８】第５の実施の形態における正常処理の手順の続きを表すフローチャートである
。
【符号の説明】
１　サーバ
１Ａ　処理部
１Ｂ　記憶部
２－１～２－ｎ　端末
１１　電子貨幣利用者データベース
１２　電子貨幣決済プログラム
１３　ＷＷＷサーバプログラム
１４　振替用ページデータ
１５　メールツール
１６１　払戻用ページデータ
１６２　ＩＤ再送信用ページデータ

10

20

30

40

50

(41) JP 3708473 B2 2005.10.19



１６３　ＩＤ再受信用ページデータ
１６４　問い合わせ用ページデータ
１７１　振込口座作成用ページデータ
１７２　入金確認用ページデータ
１７３　引継用ページデータ
１７４　払戻確認用ページデータ
１８１　送金者確認用ページデータ
１８２　確認応答用ページデータ
Ｎ　ネットワーク

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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