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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害を防
止するためのプライバシー保護システムであって、
　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている無線識別子発信
装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子ガード状
態にする識別子ガード手段と、
　前記個人ユーザに所持されるプライバシー保護用識別子発信装置に設けられ、プライバ
シーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
　前記プライバシー保護用識別子発信装置に設けられ、識別子の送信要求があった場合に
、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を前記プライバシー保護用識別子発信
装置から発信する発信手段と、
　識別子ガード状態となっている前記無線識別子発信装置の識別子を、個人ユーザの意思
に従って読取ることができるようにする読取り手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別
子生成手段を含み、
　前記発信手段は、前回の識別子の発信から所定時間内に再度識別子の送信要求があった
場合に、前回発信した識別子と同じ識別子を発信することを特徴とする、プライバシー保
護システム。
【請求項２】
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　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている無線識別子発信
装置の固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害
を防止するためのプライバシー保護システムであって、
　前記個人ユーザに所持されるプライバシー保護用識別子発信装置に設けられ、プライバ
シーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
　前記プライバシー保護用識別子発信装置に設けられ、識別子の送信要求があった場合に
、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を発信する発信手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、識別子の送信要求に応じて前記プライバシー保護用識別子発信
装置を所持している前記個人ユーザから発信される識別子が他人から発信される識別子と
同じになるように調整した調整識別子を生成するための調整識別子生成手段を含み、
　異なった人物でありながら同一の識別子が発信される異人物同一識別子発信現象を生じ
させるようにしたことを特徴とする、プライバシー保護システム。
【請求項３】
　固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害を防
止するためのプライバシー保護方法であって、
　プライバシー保護用識別子発信装置を複数の個人ユーザに提供する提供ステップを含み
、
前記プライバシー保護用識別子発信装置は、
　プライバシーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
　識別子の送信要求があった場合に、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を
発信する発信手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別
子生成手段を含み、
　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成して発信
する前記プライバシー保護用識別子発信装置を所持する人物とは異なった人物が所持する
前記プライバシー保護用識別子発信装置から発信される識別子と互いに一致する共通の識
別子を生成可能であり、
　前記複数のプライバシー保護用識別子発信装置は、前記共通の識別子を他人の識別子に
比べて高い頻度で発信するプライバシー保護用識別子発信装置同士からなるグループであ
ってグループ毎に前記共通の識別子が異なる複数のグループに分類され、
　前記提供ステップは、前記それぞれのグループ毎に地域を指定して該グループに属する
前記プライバシー保護用識別子発信装置を個人ユーザに提供することを特徴とする、プラ
イバシー保護方法。
【請求項４】
　固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害を防
止するためのプライバシー保護方法であって、
　プライバシー保護用識別子発信装置を複数の個人ユーザに提供する提供ステップを含み
、
　前記プライバシー保護用識別子発信装置は、
　　プライバシーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
　　識別子の送信要求があった場合に、前記識別子生成手段により生成された前記識別子
を発信する発信手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別
子生成手段を含み、
　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成するプラ
イバシー保護用識別子発信装置を所持する人物とは異なった人物が所持するプライバシー
保護用識別子発信装置から発信される識別子と互いに一致する共通の識別子を生成可能で
あり、
　前記提供ステップにより或る個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装
置から、予め定められた所定個数の識別子を１度に発信し、
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　前記提供ステップにより前記或る個人ユーザとは異なる他の個人ユーザに提供されたプ
ライバシー保護用識別子発信装置から、前記所定個数よりも多い複数の識別子を１度に発
信し、該複数の識別子のうちの前記所定個数を除く他の識別子を前記共通の識別子として
生成することを特徴とする、プライバシー保護方法。
【請求項５】
　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている無線識別子発信
装置の固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害
を防止するためのプライバシー保護用識別子発信装置であって、
　プライバシーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
　識別子の送信要求があった場合に、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を
発信する発信手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、他人のプライバシー保護用識別子発信装置と交信して互いの識
別子の情報を交換することにより、前記プライバシー保護用識別子発信装置を所持してい
る前記個人ユーザから発信される識別子が前記他人から発信される識別子と同じになるよ
うに調整した調整識別子を生成するための調整識別子生成手段を含み、
　前記識別子の情報を交換した互いのプライバシー保護用識別子発信装置から前記調整識
別子が発信されることにより、異なった人物でありながら同一の識別子が発信される異人
物同一識別子発信現象を生じさせるようにしたことを特徴とする、プライバシー保護用識
別子発信装置。
【請求項６】
　固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害を防
止するためのプライバシー保護用識別子発信装置であって、
　プライバシーの侵害者を撹乱してプライバシー保護用の識別子を生成する手段であって
、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別子生成手段と、
　識別子の送信要求があった場合に、前記可変型識別子生成手段により生成された識別子
を発信する発信手段とを含み、
　前記発信手段は、前回の識別子の発信から所定時間内に再度識別子の送信要求があった
場合に、前回発信した識別子と同じ識別子を発信することを特徴とする、プライバシー保
護用識別子発信装置。
【請求項７】
　前記可変型識別子生成手段は、既に販売済みとなっている商品それぞれに付された無線
識別子発信装置の各々が発信する識別子の範囲内で前記識別子を生成することを特徴とす
る、請求項６に記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【請求項８】
　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成するプラ
イバシー保護用識別子発信装置を所持する人物から発信される識別子が、当該人物とは異
なった人物であってプライバシー保護用識別子発信装置を所持している他人から発信され
る識別子と一致するように調整された識別子を生成可能であることを特徴とする、請求項
６～請求項７のいずれかに記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【請求項９】
　他人のプライバシー保護用識別子発信装置と交信する交信手段をさらに含み、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子を記憶する識別子記憶手段を含み、
　前記交信手段は、
　　前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置と交信して、前記識別子記憶手段に記
憶している前記識別子を前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信する送信手
段と、
　　前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を受信する
受信手段と、
　　該受信手段により受信された識別子を前記識別子記憶手段に記憶させて、前記他人と
同一の識別子を共有する共有識別子記憶手段とを含み、
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　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記共有識別子記憶
手段により前記識別子記憶手段に記憶された共有の識別子を読出すことにより、前記他人
から発信される識別子と一致するように調整された識別子を生成することを特徴とする、
請求項８に記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【請求項１０】
　前記交信手段は、互いの識別子を送受信して交換するときの交信可能通信限界距離が２
０メートル以内に定められており、該交信可能通信限界距離圏内に進入した他人のプライ
バシー保護用識別子発信装置と交信して互いの識別子を交換することを特徴とする、請求
項９に記載のプライバシー保護用固有識別子発信装置。
【請求項１１】
　前記交信手段は、既に交信して前記識別子を送受信して交換した他人のプライバシー保
護用識別子発信装置と所定期間内に再度前記識別子の交換を行なうことを禁止する禁止手
段を有することを特徴とする、請求項９または請求項１０に記載のプライバシー保護用識
別子発信装置。
【請求項１２】
　前記交信手段は、電話機能を有しており、電話で交信した他人のプライバシー保護用識
別子発信装置と互いの識別子を交換し、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している交換後の識別子を読出すことにより、前記他人から発信される識別子と一
致するように調整された識別子を生成することを特徴とする、請求項９～請求項１１のい
ずれかに記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【請求項１３】
　前記交信手段は、電子メール機能を有しており、電子メールの送信とともに前記識別子
記憶手段に記憶している識別子を他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信し、電
子メールの受信とともに他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識
別子を受信して前記識別子記憶手段に記憶させ、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を読
出すことにより、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子を生
成することを特徴とする、請求項９～請求項１２のいずれかに記載のプライバシー保護用
識別子発信装置。
【請求項１４】
　前記発信手段は、他人のプライバシー保護用識別子発信装置から１度に発信される所定
個数の識別子よりも多い複数の識別子を１度に発信可能であり、
　前記可変型識別子生成手段は、前記複数の識別子のうちの前記所定個数を除く他人の識
別子を前記共通の識別子として生成することを特徴とする、請求項６～請求項１３のいず
れかに記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【請求項１５】
　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている無線識別子発信
装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子ガード状
態にする識別子ガード手段と、
　識別子ガード状態となっている前記無線識別子発信装置の識別子を、個人ユーザの意思
に従って読取ることができるようにする読取り手段とを、さらに含むことを特徴とする、
請求項６～請求項１４のいずれかに記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【請求項１６】
　前記識別子ガード手段は、本人認証のための固有識別情報を発信して前記無線識別子発
信装置に認証させて本人確認ができない限り識別子を発信しない識別子発信停止状態に切
換え、
　前記読取り手段は、前記固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に本人認証を
行なわせた上で識別子を発信可能状態にすることを特徴とする、請求項１５に記載のプラ



(5) JP 4597867 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

イバシー保護用識別子発信装置。
【請求項１７】
　固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害を防
止するためのプログラムであって、
　プライバシー保護用識別子発信装置に設けられているコンピュータに、
　プライバシーの侵害者を撹乱するためのプライバシー保護用の識別子を生成する手段で
あって、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別子生成手段と、
　識別子の送信要求があった場合に、前記可変型識別子生成手段により生成された識別子
を発信する発信手段と、
して機能させ、
　前記発信手段は、前回の識別子の発信から所定時間内に再度識別子の送信要求があった
場合に、前回発信した識別子と同じ識別子を発信させるための、プログラム。
【請求項１８】
　前記可変型識別子生成手段は、既に販売済みとなっている商品それぞれに付された無線
識別子発信装置の各々が発信する識別子の範囲内で前記識別子を生成させることを特徴と
する、請求項１７に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成するプラ
イバシー保護用識別子発信装置を所持する人物から発信される識別子が、当該人物とは異
なった人物であってプライバシー保護用識別子発信装置を所持している他人から発信され
る識別子と一致するように調整された識別子を生成可能であることを特徴とする、請求項
１７または請求項１８に記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記可変型識別子生成手段は、識別子を記憶する識別子記憶手段を含み、
　前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置と交信して、前記識別子記憶手段に記憶
している前記識別子を前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信させるととも
に当該他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を受信して前
記識別子記憶手段に記憶させて、前記他人と同一の識別子を共有し、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している前記共有の識別子を読出すことにより、前記他人から発信される識別子と
一致するように調整された識別子を生成することを特徴とする、請求項１９に記載のプロ
グラム。
【請求項２１】
　既に交信して前記識別子を送受信して交換した他人のプライバシー保護用識別子発信装
置と所定期間内に再度前記識別子の交換を行なうことを禁止する禁止手段として機能させ
ることを特徴とする、請求項１９または請求項２０に記載のプログラム。
【請求項２２】
　電話で交信した他人のプライバシー保護用識別子発信装置と互いの識別子を交換し、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している交換後の識別子を読出すことにより、前記他人から発信される識別子と一
致するように調整された識別子を生成することを特徴とする、請求項１９～請求項２１の
いずれかに記載のプログラム。
【請求項２３】
　電子メールの送信とともに前記識別子記憶手段に記憶している識別子を他人のプライバ
シー保護用識別子発信装置に送信し、電子メールの受信とともに他人のプライバシー保護
用識別子発信装置から送信されてきた識別子を受信して前記識別子記憶手段に記憶させ、
前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段に
記憶している他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を読出
すことにより、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子を生成
することを特徴とする、請求項１９～請求項２２のいずれかに記載のプライバシー保護用
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識別子発信装置。
【請求項２４】
　前記発信手段は、他人のプライバシー保護用識別子発信装置から１度に発信される所定
個数の識別子よりも多い複数の識別子を１度に発信させることが可能であり、
　前記可変型識別子生成手段は、前記複数の識別子のうちの前記所定個数を除く他の識別
子を、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子として生成させ
ることを特徴とする、請求項１７～請求項２３のいずれかに記載のプログラム。
【請求項２５】
　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている無線識別子発信
装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子ガード状
態にする識別子ガード手段と、
　識別子ガード状態となっている前記無線識別子発信装置の識別子を、個人ユーザの意思
に従って読取ることができるようにする読取り手段と、
して機能させるプログラムをさらに含むことを特徴とする、請求項１７～請求項２４のい
ずれかに記載のプログラム。
【請求項２６】
　前記識別子ガード手段は、本人認証のための固有識別情報を発信して前記無線識別子発
信装置に認証させて本人確認ができない限り識別子を発信しない識別子発信停止状態に切
換え、
　前記読取り手段は、前記固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に本人認証を
行なわせた上で識別子を発信可能状態にさせることを特徴とする、請求項２５に記載のプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえばＩＣタグ（ＲＦＩＤタグ）等から発信されたＲＦＩＤ（Radio Freq
uency Identification）等の固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づくプライバ
シーの侵害を監視するための、プライバシー保護方法、プライバシー保護システムおよび
プライバシー保護用識別子発信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メーカーで製造された商品が卸売業者等の中間流通業者に出荷された後小売店に入荷さ
れるその商品の流通段階で当該商品を管理するために、その商品にＲＦＩＤタグを付する
という提案がなされている（たとえば、特許文献１）。
【０００３】
　この背景技術では、メーカーからの出荷時、中間流通業者への入荷時、小売店での入荷
時、消費者の購入時等の流通段階における要所要所において、商品に付されているＲＦＩ
Ｄタグに記憶されているＲＦＩＤをタグリーダが読取り、当該ＲＦＩＤが正規に登録され
ている適正なものであるか否かをチェックし、商品が正しく流通しているか否かを監視す
る。
【０００４】
　また、例えば、デパート等の小売店で購入したＲＦＩＤタグ付きの商品を購入者が袋に
詰め、その袋を持って小売店の通過ゲートを通過する際に、その通過ゲートに設けられて
いるタグリーダと購入商品に付されているＲＦＩＤタグとが交信し、ＲＦＩＤタグから送
信されてきたＲＦＩＤに基づいて各商品の価格を自動的に割出してその合計を算出し、購
入者が所持しているクレジットカード等により決済を行なう方法が提案されている（たと
えば、特許文献２参照）。
　特許文献１：特開２００２－１０４６１７
　特許文献２：特開平５－１５８９５７
【０００５】
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　このように、種々の商品に付されたＲＦＩＤタグは、タグリーダからのＲＦＩＤ送信要
求に応じて記憶しているＲＦＩＤを自動的に発信するために、商品が例えば衣服や眼鏡や
指輪やイヤリングや腕時計等のように、常時身に付けて携帯される物の場合には、当該商
品が個人ユーザに購入された後においても、タグリーダからのＲＦＩＤ送信要求に応じて
当該個人ユーザが身に付けている商品のＲＦＩＤタグからＲＦＩＤが発信されることとな
る。その結果、当該個人ユーザのプライバシーが侵害される虞が生ずる。
【０００６】
　たとえば、前述の自動決済を行うの際に、タグリーダからのＲＦＩＤ送信要求に応じて
、購入者が身に付けている購入済み商品に付されているＲＦＩＤタグからもＲＦＩＤが発
信されることとなる。
【０００７】
　その結果、たとえば或る個人ユーザであるアリスが、Ａデパートの婦人服売り場のマタ
ニティーコーナーで岩田帯（腹帯）を購入してその商品に付されているＲＦＩＤタグをタ
グリーダに読み取らせて自動決済を行なった後、食器売り場で夫婦茶碗を購入してその商
品に付されているＲＦＩＤタグをタグリーダに読取らせて自動決済を行なった場合には、
その個人ユーザアリスが常時携帯している購入済み商品に付されているＲＦＩＤタグも同
時に読み取られることとなる。そのＲＦＩＤタグのＲＦＩＤが例えば、１２３４５６であ
った場合には、１２３４５６のＲＦＩＤを発信するＲＦＩＤタグの商品を常時携帯してい
る同一人物が岩田帯(腹帯)を購入するとともに夫婦茶碗も購入したことがわかってしまい
、その個人ユーザは、おそらく、結婚前に妊娠していることが推測できてしまう。
【０００８】
　しかも、ＲＦＩＤタグのＲＦＩＤを利用した自動決済の際に、そのＡデパートのポイン
トカードによるポイント加算処理も合わせて行なった場合には、そのポイントカードの新
規発行時にユーザ登録している個人名（アリス）や住所やＥメールアドレス等の個人特定
情報がつきとめられ、前述したＲＦＩＤ１２３４５６を発するＲＦＩＤタグを常時携帯し
ている人物はアリスであることが見破られてしまう。
【０００９】
　さらに、個人名、住所、Ｅメールアドレス等の個人特定情報と当該個人から発せられる
固有の識別情報（ＲＦＩＤ等）とが一旦リンクされ、そのリンクされた個人特定情報に前
述の結婚前に妊娠している旨の個人情報が加えられたものが漏洩されて闇ルートを介して
流通した場合には、次のようなプライバシーに関する深刻な問題が生じる。
【００１０】
　たとえば、個人（アリス）が前述の漏洩された固有の識別情報を発信する発信装置（Ｒ
ＦＩＤタグ等）を身に付けて外出し、たとえば書店、ＣＤショップ、百貨店等を渡り歩き
、その先々で身に付けている識別子発信装置（ＲＦＩＤタグ等）が読取られてその固有の
識別情報（ＲＦＩＤ等）に基づいて前述の漏洩した個人情報が検索され、後に、たとえば
、妊娠中のセックスに関する書籍の電子メール、妊娠中に適した音楽ＣＤの電子メール、
赤ちゃんのおもちゃの電子メール等の大量の迷惑メール（スパム）やダイレクトメールが
届くようになる。
【００１１】
　そこで、このような問題を防止するべく、商品購入時にその商品に付されているＲＦＩ
ＤタグのＲＦＩＤ発信機能を作動不能状態に切換えるようにし、購入済商品を消費者が身
につけたとしても、その商品からＲＦＩＤが発信されることがないように構成することが
考えられる。
【００１２】
　しかし、このように構成した場合には、購入済商品に付されたＲＦＩＤタグから発せら
れるＲＦＩＤを利用して種々のサービスを享受することができないという不都合が生ずる
。購入済み商品のＲＦＩＤタグのＲＦＩＤを利用したサービスとしては、例えば、商品の
ＲＦＩＤタグから発せられるＲＦＩＤ毎に分類して当該商品の詳細な情報を登録している
サーバに消費者がＲＦＩＤのコードを送信してアクセスし、当該ＲＦＩＤに対応する商品
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情報を検索して入手することや、商品が例えばパーソナルコンピュータ等であった場合に
ソフトウェアのバージョンアップ情報の提供等が考えられる。
【００１３】
　このようなＲＦＩＤを利用したサービスを消費者が享受できるようにするためには、例
えば、携帯電話等を利用して消費者自身が購入済商品に付されているＲＦＩＤタグをたと
えば発信停止状態等にしてＲＦＩＤガード状態にし、かつ、ＲＦＩＤ発信可能状態等のＲ
ＦＩＤガード解除状態に切換えることができるように構成することが考えられる。しかし
、消費者の操作等によってＲＦＩＤタグが発信状態（ＲＦＩＤガード解除状態）あるいは
発信停止状態（ＲＦＩＤガード状態）に切換え可能にした場合には、発信停止状態（ＲＦ
ＩＤガード状態）にすべき時に消費者（個人ユーザ）が発信停止状態（ＲＦＩＤガード状
態）にすることを忘れて怠ってしまう虞が生ずる。その場合には、前述したプライバシー
の侵害問題が発生することとなる。
【００１４】
　また、購入済商品に付されているＲＦＩＤタグを発信停止状態や発信可能状態に切換え
るための操作機能を有する新たな携帯電話等の操作装置を個人ユーザが購入しない限り、
そのようなモードの切換えができないのであり、モード切換え機能を有する操作装置を有
しない個人ユーザの場合には、購入済商品のＲＦＩＤタグが常にＲＦＩＤ発信状態つまり
、常に前述したプライバシーの侵害問題が発生する状態となるという虞がある。
【００１５】
　さらに、今後ＲＦＩＤタグが普及してタグリーダがいたるところに設置された場合には
、いたるところで前述のプライバシー問題が頻発することになるとともに、同一コードの
ＲＦＩＤを追跡することにより個人ユーザの移動追跡が行なわれてしまうという虞も生じ
る。
【００１６】
　本発明は、係る実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、固有の識別子が読取
られて該固有の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害を防止することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　請求項１に記載の本発明は、固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行わ
れるプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護システムであって、
　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている無線識別子発信
装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子ガード状
態にする識別子ガード手段と、
　前記個人ユーザに所持されるプライバシー保護用識別子発信装置に設けられ、プライバ
シーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
　前記プライバシー保護用識別子発信装置に設けられ、識別子の送信要求があった場合に
、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を前記プライバシー保護用識別子発信
装置から発信する発信手段と、
　識別子ガード状態となっている前記無線識別子発信装置の識別子を、個人ユーザの意思
に従って読取ることができるようにする読取り手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別
子生成手段を含み、
　前記発信手段は、前回の識別子の発信から所定時間内に再度識別子の送信要求があった
場合に、前回発信した識別子と同じ識別子を発信することを特徴とする。
【００１８】
　請求項２に記載の本発明は、購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に
付されている無線識別子発信装置の固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて
行われるプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護システムであって、
　前記個人ユーザに所持されるプライバシー保護用識別子発信装置に設けられ、プライバ
シーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
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　前記プライバシー保護用識別子発信装置に設けられ、識別子の送信要求があった場合に
、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を発信する発信手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、識別子の送信要求に応じて前記プライバシー保護用識別子発信
装置を所持している前記個人ユーザから発信される識別子が他人から発信される識別子と
同じになるように調整した調整識別子を生成するための調整識別子生成手段を含み、
　異なった人物でありながら同一の識別子が発信される異人物同一識別子発信現象を生じ
させるようにしたことを特徴とする。
【００１９】
　請求項３に記載の本発明は、固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行わ
れるプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護方法であって、
　プライバシー保護用識別子発信装置を複数の個人ユーザに提供する提供ステップを含み
、
　前記プライバシー保護用識別子発信装置は、
　プライバシーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
　識別子の送信要求があった場合に、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を
発信する発信手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別
子生成手段を含み、
　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成して発信
する前記プライバシー保護用識別子発信装置を所持する人物とは異なった人物が所持する
前記プライバシー保護用識別子発信装置から発信される識別子と互いに一致する共通の識
別子を生成可能であり、
　前記複数のプライバシー保護用識別子発信装置は、前記共通の識別子を他人の識別子に
比べて高い頻度で発信するプライバシー保護用識別子発信装置同士からなるグループであ
ってグループ毎に前記共通の識別子が異なる複数のグループに分類され、
　前記提供ステップは、前記それぞれのグループ毎に地域を指定して該グループに属する
前記プライバシー保護用識別子発信装置を個人ユーザに提供することを特徴とする。
【００２０】
　請求項４に記載の本発明は、固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行わ
れるプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護方法であって、
　プライバシー保護用識別子発信装置を複数の個人ユーザに提供する提供ステップを含み
、
　前記プライバシー保護用識別子発信装置は、
　プライバシーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
　識別子の送信要求があった場合に、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を
発信する発信手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別
子生成手段を含み、
　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成するプラ
イバシー保護用識別子発信装置を所持する人物とは異なった人物が所持するプライバシー
保護用識別子発信装置から発信される識別子と互いに一致する共通の識別子を生成可能で
あり、
　前記提供ステップにより或る個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装
置から、予め定められた所定個数の識別子を１度に発信し、
　前記提供ステップにより前記或る個人ユーザとは異なる他の個人ユーザに提供されたプ
ライバシー保護用識別子発信装置から、前記所定個数よりも多い複数の識別子を１度に発
信し、該複数の識別子のうちの前記所定個数を除く他の識別子を前記共通の識別子として
生成することを特徴とする、プライバシー保護方法。
【００２１】
　請求項５に記載の本発明は、購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に
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付されている無線識別子発信装置の固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて
行われるプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護用識別子発信装置であっ
て、
　プライバシーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段と、
　識別子の送信要求があった場合に、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を
発信する発信手段とを含み、
　前記識別子生成手段は、他人のプライバシー保護用識別子発信装置と交信して互いの識
別子の情報を交換することにより、前記プライバシー保護用識別子発信装置を所持してい
る前記個人ユーザから発信される識別子が前記他人から発信される識別子と同じになるよ
うに調整した調整識別子を生成するための調整識別子生成手段を含み、
　前記識別子の情報を交換した互いのプライバシー保護用識別子発信装置から前記調整識
別子が発信されることにより、異なった人物でありながら同一の識別子が発信される異人
物同一識別子発信現象を生じさせるようにしたことを特徴とする。
【００２２】
　請求項６に記載の本発明は、固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行わ
れるプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護用識別子発信装置であって、
　プライバシーの侵害者を撹乱してプライバシー保護用の識別子を生成する手段であって
、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別子生成手段と、
　識別子の送信要求があった場合に、前記可変型識別子生成手段により生成された識別子
を発信する発信手段とを含み、
　前記発信手段は、前回の識別子の発信から所定時間内に再度識別子の送信要求があった
場合に、前回発信した識別子と同じ識別子を発信することを特徴とする。
　請求項７に記載の本発明は、請求項６に記載の発明の構成に加えて、前記可変型識別子
生成手段は、既に販売済みとなっている商品それぞれに付された無線識別子発信装置の各
々が発信する識別子の範囲内で前記識別子を生成することを特徴とする。
【００２４】
　請求項８に記載の本発明は、請求項６～請求項７のいずれかに記載の発明の構成に加え
て、前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成するプ
ライバシー保護用識別子発信装置を所持する人物から発信される識別子が、当該人物とは
異なった人物であってプライバシー保護用識別子発信装置を所持している他人から発信さ
れる識別子と一致するように調整された識別子を生成可能であることを特徴とする。
【００２５】
　請求項９に記載の本発明は、請求項８に記載の発明の構成に加えて、他人のプライバシ
ー保護用識別子発信装置と交信する交信手段をさらに含み、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子を記憶する識別子記憶手段を含み、
　前記交信手段は、
　前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置と交信して、前記識別子記憶手段に記憶
している前記識別子を前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信する送信手段
と、
　前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を受信する受
信手段と、
　該受信手段により受信された識別子を前記識別子記憶手段に記憶させて、前記他人と同
一の識別子を共有する共有識別子記憶手段とを含み、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記共有識別子記憶
手段により前記識別子記憶手段に記憶された共有の識別子を読出すことにより、前記他人
から発信される識別子と一致するように調整された識別子を生成することを特徴とする。
【００２６】
　請求項１０に記載の本発明は、請求項９に記載の発明の構成に加えて、前記交信手段は
、互いの識別子を送受信して交換するときの交信可能通信限界距離が２０メートル以内に
定められており、該交信可能通信限界距離圏内に進入した他人のプライバシー保護用識別
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子発信装置と交信して互いの識別子を交換することを特徴とする。
【００２７】
　請求項１１に記載の本発明は、請求項９または請求項１０に記載の発明の構成に加えて
、前記交信手段は、既に交信して前記識別子を送受信して交換した他人のプライバシー保
護用識別子発信装置と所定期間内に再度前記識別子の交換を行なうことを禁止する禁止手
段を有することを特徴とする。
【００２８】
　請求項１２に記載の本発明は、請求項９～請求項１１のいずれかに記載の発明の構成に
加えて、前記交信手段は、電話機能を有しており、電話で交信した他人のプライバシー保
護用識別子発信装置と互いの識別子を交換し、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している交換後の識別子を読出すことにより、前記他人から発信される識別子と一
致するように調整された識別子を生成することを特徴とする。
【００２９】
　請求項１３に記載の本発明は、請求項９～請求項１２のいずれかに記載の発明の構成に
加えて、前記交信手段は、電子メール機能を有しており、電子メールの送信とともに前記
識別子記憶手段に記憶している識別子を他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信
し、電子メールの受信とともに他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されて
きた識別子を受信して前記識別子記憶手段に記憶させ、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を読
出すことにより、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子を生
成することを特徴とする。
【００３０】
　請求項１４に記載の本発明は、請求項６～請求項１３のいずれかに記載の発明の構成に
加えて、前記発信手段は、他人のプライバシー保護用識別子発信装置から１度に発信され
る所定個数の識別子よりも多い複数の識別子を１度に発信可能であり、
　前記可変型識別子生成手段は、前記複数の識別子のうちの前記所定個数を除く他人の識
別子を前記共通の識別子として生成することを特徴とする。
【００３１】
　請求項１５に記載の本発明は、請求項６～請求項１４のいずれかに記載の発明の構成に
加えて、購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている無線識別
子発信装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子ガ
ード状態にする識別子ガード手段と、
　識別子ガード状態となっている前記無線識別子発信装置の識別子を、個人ユーザの意思
に従って読取ることができるようにする読取り手段とを、さらに含むことを特徴とする。
【００３２】
　請求項１６に記載の本発明は、請求項１５に記載の発明の構成に加えて、前記識別子ガ
ード手段は、本人認証のための固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に認証さ
せて本人確認ができない限り識別子を発信しない識別子発信停止状態に切換え、
　前記読取り手段は、前記固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に本人認証を
行なわせた上で識別子を発信可能状態にすることを特徴とする、請求項１５に記載のプラ
イバシー保護用識別子発信装置。
【００３９】
　請求項１７に記載の本発明は、固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行
われるプライバシーの侵害を防止するためのプログラムであって、
　プライバシー保護用識別子発信装置に設けられているコンピュータに、
　プライバシーの侵害者を撹乱するためのプライバシー保護用の識別子を生成する手段で
あって、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別子生成手段と、
　識別子の送信要求があった場合に、前記可変型識別子。生成手段により生成された識別
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子を発信する発信手段と、
して機能させ、
　前記発信手段は、前回の識別子の発信から所定時間内に再度識別子の送信要求があった
場合に、前回発信した識別子と同じ識別子を発信させる。
【００４０】
　請求項１８に記載の本発明は、請求項１７に記載の発明の構成に加えて、前記可変型識
別子生成手段は、既に販売済みとなっている商品それぞれに付された無線識別子発信装置
の各々が発信する識別子の範囲内で前記識別子を生成させることを特徴とする。
【００４２】
　請求項１９に記載の本発明は、請求項１７または請求項１８のいずれかに記載の発明の
構成に加えて、前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を
生成するプライバシー保護用識別子発信装置を所持する人物から発信される識別子が、当
該人物とは異なった人物であってプライバシー保護用識別子発信装置を所持している他人
から発信される識別子と一致するように調整された識別子を生成可能であることを特徴と
する。
【００４３】
　請求項２０に記載の本発明は、請求項１９に記載の発明の構成に加えて、前記可変型識
別子生成手段は、識別子を記憶する識別子記憶手段を含み、
　前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置と交信して、前記識別子記憶手段に記憶
している前記識別子を前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信させるととも
に当該他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を受信して前
記識別子記憶手段に記憶させて、前記他人と同一の識別子を共有し、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している前記共有の識別子を読出すことにより、前記他人から発信される識別子と
一致するように調整された識別子を生成することを特徴とする。
【００４４】
　請求項２１に記載の本発明は、請求項１９または請求項２０に記載の発明の構成に加え
て、既に交信して前記識別子を送受信して交換した他人のプライバシー保護用識別子発信
装置と所定期間内に再度前記識別子の交換を行なうことを禁止する禁止手段として機能さ
せることを特徴とする。
【００４５】
　請求項２２に記載の本発明は、請求項１９～請求項２１のいずれかに記載の発明の構成
に加えて、電話で交信した他人のプライバシー保護用識別子発信装置と互いの識別子を交
換し、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している交換後の識別子を読出すことにより、前記他人から発信される識別子と一
致するように調整された識別子を生成することを特徴とする。
【００４６】
　請求項２３に記載の本発明は、請求項１９～請求項２２のいずれかに記載の発明の構成
に加えて、電子メールの送信とともに前記識別子記憶手段に記憶している識別子を他人の
プライバシー保護用識別子発信装置に送信し、電子メールの受信とともに他人のプライバ
シー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を受信して前記識別子記憶手段に記
憶させ、
　　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手
段に記憶している他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を
読出すことにより、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子を
生成することを特徴とする。
【００４７】
　請求項２４に記載の本発明は、請求項１７～請求項２３のいずれかに記載の発明の構成
に加えて、前記発信手段は、他人のプライバシー保護用識別子発信装置から１度に発信さ
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れる所定個数の識別子よりも多い複数の識別子を１度に発信させることが可能であり、
　前記可変型識別子生成手段は、前記複数の識別子のうちの前記所定個数を除く他の識別
子を、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子として生成させ
ることを特徴とする。
【００４８】
　請求項２５に記載の本発明は、請求項１７～請求項２４のいずれかに記載の発明の構成
に加えて、購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている無線識
別子発信装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子
ガード状態にする識別子ガード手段と、
　識別子ガード状態となっている前記無線識別子発信装置の識別子を、個人ユーザの意思
に従って読取ることができるようにする読取り手段と、
して機能させるプログラムをさらに含むことを特徴とする。
【００４９】
　請求項２６に記載の本発明は、請求項２５に記載の発明の構成に加えて、前記識別子ガ
ード手段は、本人認証のための固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に認証さ
せて本人確認ができない限り識別子を発信しない識別子発信停止状態に切換え、
　前記読取り手段は、前記固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に本人認証を
行なわせた上で識別子を発信可能状態にさせることを特徴とする。
【００６２】
　請求項１に記載の本発明によれば、購入されることにより個人ユーザの所持品となった
物品に付されている無線識別子発信装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従っ
て他人が読取れない識別子ガード状態にすることができ、購入済みの物品に付されている
無線識別子発信装置の固有の識別子を他人により読取られてそれに基づくプライバシーの
侵害が発生する不都合を極力防止することができる。しかも識別子ガード状態となってい
る無線識別子発信装置の識別子を 個人ユーザの意思に従って読取ることができるように
するために、購入済みの物品に付されている無線識別子発信装置の固有の識別子を利用し
たサービス等を個人ユーザが受けたいと思う必要な時に読取ってサービス等を享受するこ
とが可能となる。
【００６３】
　また、識別子の送信要求があった場合に、個人ユーザに所持されるプライバシー保護用
識別子発信装置により、プライバシーの侵害者を撹乱するための識別子を生成して発信で
き、しかも前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別子の生成ができ
るために、複数箇所に設置された無線識別子リーダ等のそれぞれにより同一人物から発せ
られる識別子が読取られたとしても、それぞれの無線識別子リーダ等には異なった識別子
が読取られる状態にすることができ、同一人物であることをカムフラージュできてプライ
バシーの侵害を極力防止することができる。また、発信手段が、前回の識別子の発信から
所定時間内に再度識別子の送信要求があった場合に前回発信した識別子と同じ識別子を発
信するために、識別子読取装置側における読取り制度の信頼性の向上等のために複数回連
続して識別子の発信要求を送信して連続して複数回識別子を読取る方式が採用されたとし
ても、同じ識別子が発信されるために、連続して複数回読取られた識別子が異なることに
よる不都合を極力防止することができる。また、可変型の識別子であるかまたは本物の無
線識別子発信装置から発信された固有の識別子であるかをチェックすることを目的として
、前述と同様に複数回連続して識別し発信要求を送信して連続的に識別子を読取ることが
行われたとしても、可変型の識別子であることが見破られてしまう不都合を極力防止する
ことができる。
【００６４】
　請求項２に記載の本発明によれば、識別子の送信要求に応じて前記プライバシー保護用
識別子発信装置を所持している前記個人ユーザから発信される識別子が当該個人ユーザ以
外の或る他人から発信される識別子と同じになるように調整した共通識別子が生成され、
異なった人物でありながら同一の識別子が発信される異人物同一識別子発信現象を生じさ
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せることができる。このような異人物同一識別子発信現象を生じさせることのできるプラ
イバシー保護用識別子発信装置が個人ユーザの間に普及すれば、或る地点で読取った識別
子と他の地点で読取った識別子とが一致することにより同一人物であると判定して当該同
一人物の個人情報を不当に収集して悪用しようとする悪意のプライバシー侵害者にとって
みれば、同一の識別子を受信すればその同一識別子の発信元は同一人物であるという判定
の信頼性が持てなくなる。よって、同一人物であるとの判定に基づいたプライバシー侵害
行為を前提から覆すことができ、個人ユーザのプライバシーを有効に保護することが可能
となる。
【００６５】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの共通の識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及する
ことにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の識別
子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物であ
るとの信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシー保
護用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護することが
可能となる。
【００６６】
　請求項３に記載の本発明によれば、プライバシー保護用識別子発信装置が複数の個人ユ
ーザに提供され、そのプライバシー保護用識別子発信装置は、前回発信した識別子とは異
なる識別子を生成可能な可変型識別子の生成が可能であり、しかも、それぞれ異なった人
物に所持されたプライバシー保護用識別子発信装置から発信される可変型の識別子には、
互いに一致する共通の識別子が含まれるように構成されている。その結果、異なった人物
から発信された識別子でありながら前記共通の識別子即ち互いに一致する識別子が発信さ
れる現象（異人物同一識別子発信現象）を生じさせることができる。このような異人物同
一識別子発信現象を生じさせることのできるプライバシー保護用識別子発信装置が個人ユ
ーザの間に普及すれば、或る地点で読取った識別子と他の地点で読取った識別子とが一致
することにより同一人物であると判定して当該同一人物の個人情報を不当に収集して悪用
しようとする悪意のプライバシー侵害者にとってみれば、同一の識別子を受信すればその
同一識別子の発信元は同一人物であるという判定の信頼性が持てなくなる。よって、同一
人物であるとの判定に基づいたプライバシー侵害行為を前提から覆すことができ、個人ユ
ーザのプライバシーを有効に保護することが可能となる。
【００６７】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの共通の識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及する
ことにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の識別
子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物であ
るとの信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシー保
護用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護することが
可能となる。
【００６８】
　さらに、複数のプライバシー保護用識別子発信装置は、前記共通の識別子を他の識別子
に比べて高い頻度で発信するプライバシー保護用識別子発信装置同士からなるグループで
あってグループ毎に共通の識別子が異なる複数のグループに分類されており、それぞれの
グループ毎に地域を指定してそのグループに属するプライバシー保護用識別子発信装置が
個人ユーザに提供される。その結果、各地域内の者同士で共通の識別子を生成して発信す
る傾向が生じ、前述の異人物同一識別子発信現象を極力各地域内の個人ユーザ同士で生じ
させることができ、悪意のプライバシー侵害者に対する前述した撹乱効果をより効果的に
発揮することができる。
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【００６９】
　請求項４に記載の本発明によれば、プライバシー保護用識別子発信装置が複数の個人ユ
ーザに提供され、そのプライバシー保護用識別子発信装置は、前回発信した識別子とは異
なる識別子を生成可能な可変型識別子の生成が可能であり、しかも、それぞれ異なった人
物に所持されたプライバシー保護用識別子発信装置から発信される可変型の識別子には、
互いに一致する共通の識別子が含まれるように構成されている。その結果、異なった人物
から発信された識別子でありながら前記共通の識別子即ち互いに一致する識別子が発信さ
れる現象（異人物同一識別子発信現象）を生じさせることができる。このような異人物同
一識別子発信現象を生じさせることのできるプライバシー保護用識別子発信装置が個人ユ
ーザの間に普及すれば、或る地点で読取った識別子と他の地点で読取った識別子とが一致
することにより同一人物であると判定して当該同一人物の個人情報を不当に収集して悪用
しようとする悪意のプライバシー侵害者にとってみれば、同一の識別子を受信すればその
同一識別子の発信元は同一人物であるという判定の信頼性が持てなくなる。よって、同一
人物であるとの判定に基づいたプライバシー侵害行為を前提から覆すことができ、個人ユ
ーザのプライバシーを有効に保護することが可能となる。
【００７０】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの共通の識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及する
ことにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の識別
子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物であ
るとの信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシー保
護用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護することが
可能となる。
【００７１】
　また、或る個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から予め定めら
れた所定個数の識別子が一度に発信される一方、前記或る個人ユーザとは異なる他の個人
ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から前述の所定個数よりも多い複
数の識別子が一度に発信され、その複数の識別子の内の前記所定個数を除く他の識別子が
前述の共通の識別子として生成されて発信される。その結果、個人ユーザに携帯された購
入済物品に付されている無線識別子発信装置が常時識別子が発信される状態になっていた
としても、前述の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【００７２】
　つまり、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から固有の識別
子が発信される状態になっている個人ユーザが識別子を発信するプライバシー保護用識別
子発信装置を所持した場合には、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置とプ
ライバシー保護用識別子発信装置との両方から識別子が発信されることとなり、１度に複
数の識別子が発信される状態となる。そして、その複数の識別子中の一部が可変型であり
他の一部が変化しない固定型となる。つまり、複数箇所で識別子が読取られた時にはそれ
ぞれに読取られた複数の識別子中の所定個数のもののみが可変型の異なった識別子となり
その他のものは携帯品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固有識別
子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。その結
果、この複数識別子中所定個数可変型現象が生じれば同一人物であることが見破られてし
まう不都合が生じる。
【００７３】
　そこで本発明では、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から
固有の識別子が発信される状態になっている個人ユーザに前述の所定個数の識別子を一度
に発信する少数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を提供し、購入済
の所持品から固有の識別子が他人に読取られない状態になっている個人ユーザに対し前記
所定個数よりも多い複数の識別子を一度に発信する多数識別子発信タイプのプライバシー
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保護用識別子発信装置を提供する。その結果、前者の個人ユーザからは、所定個数の識別
子と携帯している購入済所持品の無線識別子発信装置から発信される固有の識別子とが同
時に発信される一方、後者の個人ユーザからは、前者の個人ユーザから発信される識別子
よりも多い識別子が一度に発信され、その多い識別子の内前者の個人ユーザから発信され
る識別子の個数（所定個数）を除く他の識別子が前述の共通の識別子として生成されて発
信されることとなる。これにより、前者の個人ユーザの場合には、複数箇所で識別子が読
取られた時にはそれぞれに読取られた複数の識別子中の前記所定個数のもののみが可変型
の異なった識別子となりその他のものは携帯品に付されている無線識別子発信装置から発
信された本物の固有識別子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型
現象）が生ずる。一方、多数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を所
持する後者のユーザ同士の間では、複数発信された識別子の内前記所定個数を除く他の識
別子が前述の共通の識別子として生成されて発信可能であるために、やはり複数識別子中
所定個数可変型現象が生ずる。しかもこの現象は、異なった人物の間で生ずる。
【００７４】
　以上より、前述の複数識別子中所定個数可変型現象が生じたとしてもそれが必ずしも同
一人物間で生ずるとは限らず、異なった人物の間でも生ずる現象となり、悪意のプライバ
シー侵害者による複数識別子中所定個数可変型現象に基づく同一人物であるとの推測の信
頼性を低下させることができ、プライバシーを極力保護することができる。
【００７５】
　請求項５に記載の本発明によれば、異なった人物でありながら同一の識別子が発信され
る異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。このような異人物同一識別子発
信現象を生じさせることのできるプライバシー保護用識別子発信装置が個人ユーザの間に
普及すれば、或る地点で読取った識別子と他の地点で読取った識別子とが一致することに
より同一人物であると判定して当該同一人物の個人情報を不当に収集して悪用しようとす
る悪意のプライバシー侵害者にとってみれば、同一の識別子を受信すればその同一識別子
の発信元は同一人物であるという判定の信頼性が持てなくなる。よって、同一人物である
との判定に基づいたプライバシー侵害行為を前提から覆すことができ、個人ユーザのプラ
イバシーを有効に保護することが可能となる。しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商
品に付されている無線識別子発信装置から固有の識別子を発信する状態にしたままそれを
所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユーザの間でこの共通の識別子を発信できるプ
ライバシー保護用識別子発信装置が普及することにより、同一人物の所持品に付された無
線識別子発信装置から発信された同一の識別子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所
で読取られたとしても、それが同一人物であるとの信頼性を低下させることができるとい
う撹乱効果を期待でき、このプライバシー保護用識別子発信装置を所持していない個人ユ
ーザのプライバシーをも極力保護することが可能となる。
　請求項６に記載の本発明によれば、識別子の送信要求があった場合に、個人ユーザに所
持されるプライバシー保護用識別子発信装置により識別子を生成して発信でき、しかも前
回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別子の生成ができるために、複
数箇所に設置された無線識別子リーダ等のそれぞれにより同一人物から発せられる識別子
が読取られたとしても、それぞれの無線識別子リーダ等には異なった識別子が読取られる
状態にすることができ、同一人物であることをカムフラージュできてプライバシーの侵害
を極力防止することができる。しかも、発信手段が、前回の識別子の発信から所定時間内
に再度識別子の送信要求があった場合に前回発信した識別子と同じ識別子を発信するため
に、識別子読取装置側における読取り制度の信頼性の向上等のために複数回連続して識別
子の発信要求を送信して連続して複数回識別子を読取る方式が採用されたとしても、同じ
識別子が発信されるために、連続して複数回読取られた識別子が異なることによる不都合
を極力防止することができる。また、可変型の識別子であるかまたは本物の無線識別子発
信装置から発信された固有の識別子であるかをチェックすることを目的として、前述と同
様に複数回連続して識別し発信要求を送信して連続的に識別子を読取ることが行われたと
しても、可変型の識別子であることが見破られてしまう不都合を極力防止することができ
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る。
【００７６】
　請求項７に記載の本発明によれば、請求項６に記載の発明の効果に加えて、既に販売済
みとなっている商品それぞれに付された無線識別子発信装置の各々が発信する識別子の範
囲内で可変型の識別子が生成されて発信されるために、発信された識別子が既に消費者の
購入済み商品に付された無線識別子発信装置から発信される識別子と区別することができ
ず、発信された識別子がプライバシーの侵害者を撹乱するための識別子であると見破られ
てしまう不都合を極力防止することができる。
【００７８】
　請求項８に記載の本発明によれば、請求項６～請求項７のいずれかに記載の発明の効果
に加えて、プライバシー保護用識別子発信装置を所持する人物から発信される識別子が、
当該人物とは異なった人物であってプライバシー保護用識別子発信装置を所持している他
人から発信される識別子と一致するように調整された識別子が、プライバシー保護用識別
子発信装置から発信されるように構成されている。その結果、異なった人物から発信され
た識別子でありながら互いに一致する識別子が発信される現象（異人物同一識別子発信現
象）を生じさせることができる。このような異人物同一識別子発信現象を生じさせること
のできるプライバシー保護用識別子発信装置が個人ユーザの間に普及すれば、或る地点で
読取った識別子と他の地点で読取った識別子とが一致することにより同一人物であると判
定して当該同一人物の個人情報を不当に収集して悪用しようとする悪意のプライバシー侵
害者にとってみれば、同一の識別子を受信すればその同一識別子の発信元は同一人物であ
るという判定の信頼性が持てなくなる。よって、同一人物であるとの判定に基づいたプラ
イバシー侵害行為を前提から覆すことができ、個人ユーザのプライバシーを有効に保護す
ることが可能となる。
【００７９】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの共通の識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及する
ことにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の識別
子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物であ
るとの信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシー保
護用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護することが
可能となる。
【００８０】
　請求項９に記載の発明の効果は、請求項８に記載の発明の効果に加えて、プライバシー
保護用識別子発信装置同士で交信して、他人と同一の識別子を共有する。そして、識別子
の送信要求があった場合には、共有識別子記憶手段により前記識別子記憶手段に記憶され
た共有の識別子が読出されることにより、前記他人から発信される識別子と一致するよう
に調整された識別子が生成されて発信される。その結果、互いに交信して識別しを送受信
するという比較的確実な方法で共通の識別子を生成し発信して前述の異人物同一識別子発
信現象を生じさせることができる。
【００８１】
　請求項１０に記載の本発明によれば、請求項９に記載の発明の効果に加えて、互いの識
別子を送受信して交換するときの交信可能通信限界距離が２０メートル以内に定められて
おり、その交信可能通信限界距離圏内に進入したプライバシー保護用識別子発信装置と互
いに交信して識別子が交換されるために、２０メートル以内という比較的近距離圏内に位
置する個人ユーザの間で互いの識別子の交換がなされることとなり、比較的近くに位置し
ていた者同士で共通の識別子を共有して発信できる状態となり、前述の異人物同一識別子
発信現象を極力近距離圏内に位置していた個人ユーザ同士で生じさせることができ、悪意
のプライバシー侵害者に対する前述した撹乱効果をより効果的に発揮することができる。
【００８２】
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　請求項１１に記載の本発明によれば、請求項９または請求項１０に記載の効果に加えて
、既に交信して識別子の交換を行なった他人のプライバシー保護用識別子発信装置と所定
期間内に再度識別子の交換を行なうことを防止でき、既に識別子交換済みの相手と所定期
間内に再度識別子の交換を行なうという無駄を防止することができる。
【００８３】
　請求項１２に記載の本発明によれば、請求項９～請求項１１のいずれかに記載の発明の
効果に加えて、交信手段が電話機能を有しており、電話で交信した他人のプライバシー保
護用識別子発信装置と互いの識別子の交換を行なうために、比較的確実な方法で、他人か
ら発信される識別子と一致するように調整された識別子を生成し発信して前述の異人物同
一識別子発信現象を生じさせることができる。
【００８４】
　請求項１３に記載の本発明によれば、請求項９～請求項１２に記載の発明の効果に加え
て、交信手段が電子メール機能を有しており、電子メールの送信とともに識別子記憶手段
に記憶している識別子を他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信し、電子メール
の受信とともに他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を受
信して識別子記憶手段に記憶させることにより互いの識別子の交換を行なうために、比較
的確実な方法で共通の識別子を生成し発信して前述の異人物同一識別子発信現象を生じさ
せることができる。
【００８５】
　請求項１４に記載の本発明によれば、請求項６～請求項１３の何れかに記載の発明の効
果に加えて、或る個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から予め定
められた所定個数の識別子が１度に発信される一方、前記或る個人ユーザとは異なる他の
個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から前記所定個数よりも多い
複数の識別子が一度に発信され、その複数の識別子の内の前記所定個数を除く他の識別子
が前記共通の識別子として生成されて発信される。その結果、個人ユーザに所持された購
入済物品から他人が固有の識別子を読取ることのできる状態になっていたとしても、前述
の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【００８６】
　つまり、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から固有の識別
子が発信される状態になっている個人ユーザが識別子を発信するプライバシー保護用識別
子発信装置を所持した場合には、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置とプ
ライバシー保護用識別子発信装置との両方から識別子が発信されることとなり、１度に複
数の識別子が発信される状態となる。そして、その複数の識別子中の一部が可変型であり
他の一部が変化しない固定型となる。つまり、複数箇所で識別子が読取られた時にはそれ
ぞれに読取られた複数の識別子中の所定個数のもののみが可変型の異なった識別子となり
その他のものは携帯品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固有識別
子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。その結
果、この複数識別子中所定個数可変型現象が生じれば同一人物であることが見破られてし
まう不都合が生じる。
【００８７】
　そこで本発明では、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から
固有の識別子が発信される状態になっている個人ユーザに前記所定個数の識別子を一度に
発信する少数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を提供し、購入済の
所持品から固有の識別子が他人に読取られない状態になっている個人ユーザに対し前記所
定個数よりも多い複数の識別子を一度に発信する多数識別子発信タイプのプライバシー保
護用識別子発信装置を提供する。その結果、前者の個人ユーザからは、所定個数の識別子
と購入済所持品の無線識別子発信装置から発信される固有の識別子とが同時に発信される
一方、後者の個人ユーザからは、前者の個人ユーザが発信される識別子よりも多い識別子
が一度に発信され、その多い識別子の内前者の個人ユーザから発信される識別子の個数（
所定個数）を除く他の識別子が前述の共通の識別子として生成されて発信されることとな
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る。これにより、前者の個人ユーザの場合には、複数箇所で識別子が読取られた時にはそ
れぞれに読取られた複数の識別子中の前記所定個数のもののみが可変型の異なった識別子
となりその他のものは所持品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固
有識別子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。
一方、多数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を所持する後者のユー
ザ同士の間では、複数発信された識別子の内前記所定個数を除く他の識別子が前述の共通
の識別子として生成されて発信可能であるために、やはり複数識別子中所定個数可変型現
象が生ずる。しかもこの現象は、異なった人物の間で生ずる。
【００８８】
　以上より、前述の複数識別子中所定個数可変型現象が生じたとしてもそれが必ずしも同
一人物で生ずるとは限らず、異なった人物の間でも生ずる現象となり、悪意のプライバシ
ー侵害者による複数識別子中所定個数可変型現象に基づく同一人物であるとの推測の信頼
性を低下させることができ、プライバシーを極力保護することができる。
【００８９】
　請求項１５に記載の本発明によれば、請求項６～請求項１４のいずれかに記載の発明の
効果に加えて、購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている無
線識別子発信装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識
別子ガード状態にすることができ、購入済みの物品に付されている無線識別子発信装置の
固有の識別子を他人により読取られてそれに基づくプライバシーの侵害が発生する不都合
を極力防止することができる。しかも識別子ガード状態となっている無線識別子発信装置
の識別子を個人ユーザの意思に従って読取ることができるようにするために、購入済みの
物品に付されている無線識別子発信装置の固有の識別子を利用したサービス等を個人ユー
ザが受けたいと思う必要なときに読取ってサービス等を享受することが可能となる。
【００９０】
　請求項１６に記載の本発明によれば、請求項１５に記載の発明の効果に加えて、識別子
ガード手段により、本人認証のための固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に
認証させて本人確認ができない限り識別子を発信しない識別子発信停止状態に切換え、読
取り手段により、固有識別情報を発信して無線識別子発信装置に本人認証を行なわせた上
で識別子を発信可能状態にするために、確実に無線識別子発信装置の識別子をガードした
状態にできるとともに、本人認証が行われた本人のみが無線識別子発信装置を識別子発信
可能状態にすることができ、セキュリティを向上させることができる。
【０１００】
　請求項１７に記載の本発明によれば、識別子の送信要求があった場合に、個人ユーザに
所持されるプライバシー保護用識別子発信装置により、プライバシーの侵害者を撹乱する
ための識別子を生成して発信でき、しかも前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可
能な可変型識別子の生成ができるために、複数箇所に設置された無線識別子リーダ等のそ
れぞれにより同一人物から発せられる識別子が読取られたとしても、それぞれの無線識別
子リーダ等には異なった識別子が読取られる状態にすることができ、同一人物であること
をカムフラージュできてプライバシーの侵害を極力防止することができる。しかも、発信
手段が、前回の識別子の発信から所定時間内に再度識別子の送信要求があった場合に前回
発信した識別子と同じ識別子を発信するために、識別子読取装置側における読取り制度の
信頼性の向上等のために複数回連続して識別子の発信要求を送信して連続して複数回識別
子を読取る方式が採用されたとしても、同じ識別子が発信されるために、連続して複数回
読取られた識別子が異なることによる不都合を極力防止することができる。また、可変型
の識別子であるかまたは本物の無線識別子発信装置から発信された固有の識別子であるか
をチェックすることを目的として、前述と同様に複数回連続して識別し発信要求を送信し
て連続的に識別子を読取ることが行われたとしても、可変型の識別子であることが見破ら
れてしまう不都合を極力防止することができる。
【０１０１】
　請求項１８に記載の本発明によれば、請求項１７に記載の発明の効果に加えて、既に販
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売済みとなっている商品それぞれに付された無線識別子発信装置の各々が発信する識別子
の範囲内で可変型の識別子が生成されて発信されるために、発信された識別子が既に消費
者の購入済み商品に付された無線識別子発信装置から発信される識別子と区別することが
できず、発信された識別子がプライバシーの侵害者を撹乱するための識別子であると見破
られてしまう不都合を極力防止することができる。
【０１０３】
　請求項１９に記載の本発明によれば、請求項１７～請求項１８のいずれかに記載の発明
の効果に加えて、可変型識別子生成手段により識別子を生成するプライバシー保護用識別
子発信装置を所持する人物から発信される識別子が、当該人物とは異なった人物であって
プライバシー保護用識別子発信装置を所持している他人から発信される識別子と一致する
ように調整された識別子が、プライバシー保護用識別子発信装置から発信されるように構
成されている。その結果、異なった人物から発信された識別子でありながら互いに一致す
る識別子が発信される現象（異人物同一識別子発信現象）を生じさせることができる。こ
のような異人物同一識別子発信現象を生じさせることのできるプライバシー保護用識別子
発信装置が個人ユーザの間に普及すれば、或る地点で読取った識別子と他の地点で読取っ
た識別子とが一致することにより同一人物であると判定して当該同一人物の個人情報を不
当に収集して悪用しようとする悪意のプライバシー侵害者にとってみれば、同一の識別子
を受信すればその同一識別子の発信元は同一人物であるという判定の信頼性が持てなくな
る。よって、同一人物であるとの判定に基づいたプライバシー侵害行為を前提から覆すこ
とができ、個人ユーザのプライバシーを有効に保護することが可能となる。
【０１０４】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの共通の識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及する
ことにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の識別
子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物であ
るとの信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシー保
護用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護することが
可能となる。
【０１０５】
　請求項２０に記載の発明の効果は、請求項１９に記載の発明の効果に加えて、プライバ
シー保護用識別子発信装置同士で交信して、互いに記憶している識別子同士を送受信して
互いの識別子を交換する。そして、識別子の送信要求があった場合には、他人から発信さ
れる識別子と一致するように調整された識別子が発信される。その結果、互いに交信して
識別子を交換するという比較的確実な方法で共通の識別子を生成し発信して前述の異人物
同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【０１０６】
　請求項２１に記載の本発明によれば、請求項１９または請求項２０に記載の効果に加え
て、既に交信して識別子の交換を行なった他人のプライバシー保護用識別子発信装置と所
定期間内に再度識別子の交換を行なうことを防止でき、既に識別子交換済みの相手と所定
期間内に再度識別子の交換を行なうという無駄を防止することができる。
【０１０７】
　請求項２２に記載の本発明によれば、請求項１９～請求項２１のいずれかに記載の発明
の効果に加えて、交信手段が電話機能を有しており、電話で交信した他人のプライバシー
保護用識別子発信装置と互いの識別子の交換を行なうために、比較的確実な方法で共通の
識別子を生成し発信して前述の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【０１０８】
　請求項２３に記載の本発明によれば、請求項１９～請求項２２に記載の発明の効果に加
えて、交信手段が電子メール機能を有しており、電子メールの送信とともに識別子記憶手
段に記憶している識別子を他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信し、電子メー
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ルの受信とともに他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を
受信して識別子記憶手段に記憶させることにより互いの識別子の交換を行なうために、比
較的確実な方法で共通の識別子を生成し発信して前述の異人物同一識別子発信現象を生じ
させることができる。
【０１０９】
　請求項２４に記載の本発明によれば、請求項１７～請求項２３の何れかに記載の発明の
効果に加えて、或る個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から予め
定められた所定個数の識別子が１度に発信される一方、前記或る個人ユーザとは異なる他
の個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から前記所定個数よりも多
い複数の識別子が一度に発信され、その複数の識別子の内の前記所定個数を除く他の識別
子が前記共通の識別子として生成されて発信される。その結果、個人ユーザに所持された
購入済物品から他人が固有の識別子を読取ることのできる状態になっていたとしても、前
述の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【０１１０】
　つまり、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から固有の識別
子が発信される状態になっている個人ユーザが識別子を発信するプライバシー保護用識別
子発信装置を所持した場合には、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置とプ
ライバシー保護用識別子発信装置との両方から識別子が発信されることとなり、１度に複
数の識別子が発信される状態となる。そして、その複数の識別子中の一部が可変型であり
他の一部が変化しない固定型となる。つまり、複数箇所で識別子が読取られた時にはそれ
ぞれに読取られた複数の識別子中の所定個数のもののみが可変型の異なった識別子となり
その他のものは携帯品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固有識別
子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。その結
果、この複数識別子中所定個数可変型現象が生じれば同一人物であることが見破られてし
まう不都合が生じる。
【０１１１】
　そこで本発明では、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から
固有の識別子が発信される状態になっている個人ユーザに前記所定個数の識別子を一度に
発信する少数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を提供し、購入済の
所持品から固有の識別子が他人に読取られない状態になっている個人ユーザに対し前記所
定個数よりも多い複数の識別子を一度に発信する多数識別子発信タイプのプライバシー保
護用識別子発信装置を提供する。その結果、前者の個人ユーザからは、所定個数の識別子
と購入済所持品の無線識別子発信装置から発信される固有の識別子とが同時に発信される
一方、後者の個人ユーザからは、前者の個人ユーザが発信される識別子よりも多い識別子
が一度に発信され、その多い識別子の内前者の個人ユーザから発信される識別子の個数（
所定個数）を除く他の識別子が前述の共通の識別子として生成されて発信されることとな
る。これにより、前者の個人ユーザの場合には、複数箇所で識別子が読取られた時にはそ
れぞれに読取られた複数の識別子中の前記所定個数のもののみが可変型の異なった識別子
となりその他のものは所持品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固
有識別子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。
一方、多数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を所持する後者のユー
ザ同士の間では、複数発信された識別子の内前記所定個数を除く他の識別子が前述の共通
の識別子として生成されて発信可能であるために、やはり複数識別子中所定個数可変型現
象が生ずる。しかもこの現象は、異なった人物の間で生ずる。
【０１１２】
　以上より、前述の複数識別子中所定個数可変型現象が生じたとしてもそれが必ずしも同
一人物で生ずるとは限らず、異なった人物の間でも生ずる現象となり、悪意のプライバシ
ー侵害者による複数識別子中所定個数可変型現象に基づく同一人物であるとの推測の信頼
性を低下させることができ
　請求項２５に記載の本発明によれば、請求項１７～請求項２４のいずれかに記載の発明
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の効果に加えて、購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付されている
無線識別子発信装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない
識別子ガード状態にすることができ、購入済みの物品に付されている無線識別子発信装置
の固有の識別子を他人により読取られてそれに基づくプライバシーの侵害が発生する不都
合を極力防止することができる。しかも識別子ガード状態となっている無線識別子発信装
置の識別子を個人ユーザの意思に従って読取ることができるようにするために、購入済み
の物品に付されている無線識別子発信装置の固有の識別子を利用したサービスを個人ユー
ザが受けたいと思う必要なときに読取ってサービスを享受することが可能となる。
【０１１３】
　請求項２６に記載の本発明によれば、請求項２５に記載の発明の効果に加えて、識別子
ガード手段により、本人認証のための固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に
認証させて本人確認ができない限り識別子を発信しない識別子発信停止状態に切換え、読
取り手段により、固有識別情報を発信して無線識別子発信装置に本人認証を行なわせた上
で識別子を発信可能状態にするために、確実に無線識別子発信装置の識別子をガードした
状態にできるとともに、本人認証が行われた本人のみが無線識別子発信装置を識別子発信
可能状態にすることができ、セキュリティを向上させることができる。
【０１３０】
【発明を実施するための最良の形態】
　次に、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１は、ブロードバンド
を利用したネットワークシステム全体の概略を示す構成図である。広域・大容量中継網４
３を通じて、クレジットカード発行会社群４、加盟店契約会社群５、受信局４２、加盟店
群６、サプライヤ群Ｓ、ＮＭ群（ニューミドルマン群）４８、電子行政群４９、ＸＭＬス
トア５０、コンテンツプロバイダ群５１、信号５２、携帯電話網５４に接続されたゲート
ウェイ５３、インターネットＩ、ユーザ宅４７、認証局群４６、コンビニエンスストア群
２、会社群４５、データセンタ４４、ライフ支援センタ８、放送局４１、金融機関群７等
が、情報の送受信ができるように構成されている。なお、図中４０は衛星（サテライト）
であり、放送局４１からの放送電波を中継して受信局４２に電波を送るためのものである
。
【０１３１】
　クレジットカード発行会社群４とは、たとえばＳＥＴ（Secure Electronic Transactio
n）により決済を行なう場合のイシュアとしての機能を発揮するカード発行会社である。
加盟店契約会社群５は、電子モール等を構成する加盟店群６が契約している金融機関等か
らなる会社であり、ＳＥＴにおけるアクアイアラとして機能する機関である。サプライヤ
群Ｓとは、商品メーカー等であり、商品や情報を提供する機関のことである。ＮＭ群４８
とは、サプライヤ群Ｓと消費者（自然人または法人）との仲立ちを行ない、たとえば消費
者のショッピング等の消費行動の支援を行なうサービス業者のことである。従来の問屋や
商社等の中間業者が、サプライヤ群の販売支援を行なうのに対し、このＮＭ群４８は、消
費者の購入支援（消費行動支援）を行なう点で相違する。ＮＭ群４８の具体例としては、
消費者の嗜好情報や購買履歴情報やＷｅｂサイトへのアクセス履歴情報をデータベースと
して蓄積し、その蓄積されている消費者のプロフィール情報（個人情報）に基づいてその
消費者にマッチする商品情報等を推薦して、消費者の消費行動を助けるサービス業者が当
てはまる。
【０１３２】
　電子行政群４９は、たとえば市役所や税務署あるいは中央官庁等の行政を電子化したも
のである。ＸＭＬストア５０とは、ＸＭＬによる統一されたデータ構造によってデータを
格納するとともに、必要に応じてデータの要求者に所定のデータを提供するデータベース
のことである。ＸＭＬストア５０には、ユーザの各種個人情報やユーザエージェント（エ
ージェント用知識データを含む）を格納している。金融機関群７やユーザからＸＭＬスト
ア５０にアクセスがあった場合には、本人認証を行なってセキュリティを保ったうえで、
必要なデータを提供できるように構成されている。コンテンツプロバイダ群５１とは、映
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像、文字、音等の種々のコンテンツをネットワークを通じて提供する業者群のことである
。交通整理を行なうための信号機５２も、広域・大容量中継網４３に接続され、遠隔制御
できるように構成されている。
【０１３３】
　携帯電話網４５に接続されている基地局５５に対し、ブラウザフォン（携帯電話）３０
の電波が送信され、基地局５５，携帯電話網４５，ゲートウェイ５３，広域・大容量中継
網４３を介して、金融機関群７，加盟店群６，ＮＭ群４８，電子行政群４９，ＸＭＬスト
ア５０，コンテンツプロバイダ群５１等にアクセスできるように構成されている。また車
両５６も同様に、基地局５５，携帯電話網５４，ゲートウェイ５３，広域・大容量中継網
５４を介して、各種サービス業者や各種機関にアクセスできるように構成されている。
【０１３４】
　認証局群４６とは、電子証明書の発行希望者に対して本人認証をしたうえで電子証明書
を発行する機関である。データセンタ４４は、放送局４１から電波により配信される各種
データを格納，管理する機関のことである。加盟店群６，サプライヤ群Ｓ，ＮＭ群４８，
電子行政群４９，コンテンツプロバイダ群５１等にユーザが所定の情報の送信を依頼した
場合に、大容量のデータを送信する際には、それら各機関やサービス業者の配信するデー
タを一旦データセンタ４４に格納しておき、所定の日時が来たときに放送局４１から電波
を通じてそのデータを配信し、受信局４２で受信したデータを所定のユーザに広域・大容
量中継網４３を通じて配信する。
【０１３５】
　８はライフ支援センターである。このライフ支援センター８は、ユーザの個人情報を収
集し、その個人情報に基づきユーザにふさわしい夢，人生設計，職種，趣味等を推薦して
、それらを実現するために必要となる各種商品や情報を提供してくれる加盟店（ニューミ
ドルマンを含む）を推薦するサービスを行なう機関である。
【０１３６】
　なお、図１中二重線で示した部分は、無線ＬＡＮ，ＣＡＴＶ，衛星，ｘＤＳＬ（digita
l sub scriber line），ＦＴＴＨ（fiber to the home）などである。
【０１３７】
　本実施の形態では、認証局群４６ばかりでなく、金融機関群７も、電子証明書を発行す
る。図１中、１９はユーザに携帯されるＩＣ端末であり、後述するようにユーザのプロフ
ィール情報（個人情報）等が格納されている。
【０１３８】
　図２は、金融機関７を説明するための説明図である。金融機関７には、ＶＰ管理サーバ
９、決済サーバ１０、認証用サーバ１１、データベース１２ａ，１２ｂが備えられている
。ＶＰ管理サーバ９は、仮想人物としてのバーチャルパーソン（以下、単に「ＶＰ」とい
う）を管理するためのサーバである。ＶＰとは、現実世界に実在しないネットワーク上等
で行動する仮想の人物のことであり、現実世界での実在人物であるリアルパーソン（以下
、単に「ＲＰ」という）がネットワーク上等で行動する際に、ＶＰになりすましてそのＶ
Ｐとして行動できるようにするために誕生させた仮想人物のことである。また、後述する
ように、ＲＰが、ネットワーク上で行動するときばかりでなく、現実世界で行動するとき
にもＶＰになりすましてそのＶＰとして行動する場合がある。
【０１３９】
　ＶＰ管理サーバ９は、後述するように、ＲＰからＶＰの出生依頼があれば、そのＶＰの
氏名や住所等の所定情報を決定してＶＰを誕生させ、そのＶＰのデータをデータベース１
２ａに記憶させておく機能を有している。また、このＶＰ管理サーバ９は、ＶＰ用の電子
証明書を作成して発行する機能も有している。ＶＰが売買や決済等の法律行為を行なう場
合に、この電子証明書を相手方に送信することにより、仮想人物でありながら独立して法
律行為を行なうことが可能となる。
【０１４０】
　認証用サーバ１１は、ＲＰ用の電子証明書を作成して発行する機能を有する。金融機関
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７に設置されている決済サーバ１０は、ＲＰによる電子マネーやデビットカードを使用し
ての決済ばかりでなく、ＶＰとして電子マネーやデビットカードを使用しての決済を行な
うための処理を行なう機能も有している。
【０１４１】
　データベース１２ａは、ＲＰやＶＰに関するデータを格納するものである。データベー
ス１２ｂは、広域・大容量中継網４３やインターネットＩに接続されているサイト（業者
）を管理するためのデータを格納している。
【０１４２】
　図２に示すように、データベース１２ａには、ＲＰ用のデータとして、ＲＰの氏名、住
所、認証鍵ＫＮ、公開鍵ＫＴ、口座番号等が記憶されている。認証鍵とは、ＲＰが金融機
関７にアクセスしてきた場合に共通鍵暗号方式により本人認証を行なうための鍵である。
公開鍵とは、公開鍵暗号方式に用いられる鍵であり、秘密鍵とペアとなっている鍵である
。口座番号は、当該金融機関７においてＲＰが開設している口座番号のことである。
【０１４３】
　トラップ情報とは、サイト（業者）側が個人情報を収集してそれを不正に流通させた場
合に、それを行なった犯人を割出すためにトラップ（罠）を仕掛けるための情報である。
たとえば、ＶＰが自己の個人情報をある業者（第１譲渡先）に譲渡する際に、その第１譲
渡先特有の氏名を用いる。すなわち、ＶＰが自己の氏名を複数種類有し、サイト（業者）
ごとに使い分ける。このようなＶＰ氏名を、便宜上トラップ型ＶＰ氏名という。このよう
にすれば、ダイレクトメールやＥメールが業者側から送られてきた場合には、そのメール
の宛名がトラップ型ＶＰ氏名となっているはずである。その送ってきたサイト（業者）が
、トラップ型ＶＰ氏名から割出される第１譲渡先とは異なりかつ譲渡した自己の個人情報
の開示許容範囲（流通許容範囲）を超えたサイト（業者）であった場合には、その個人情
報が第１譲渡先によって不正に開示（流通）されたこととなる。このように、不正流通（
不正開示）を行なった第１譲渡先を、トラップ型ＶＰ氏名から割出すことができる。
【０１４４】
　なお、図２では、次郎が第２トラップ情報、第３トラップ情報、第２個人情報、第３個
人情報、２つの情報を有している。次郎が、ネットワーク上で行動する場合に、この２人
のＶＰを使い分けて行動するために、これら２種類のＶＰ情報を金融機関７に登録してい
る。ＶＰの住所とは、後述するように、ＲＰの希望するまたはＲＰの住所に近いコンビニ
エンスストア２の住所である。その結果、ＶＰとして電子ショッピングをした場合の商品
の配達先が、そのＶＰの住所であるコンビニエンスストア２に配達されることとなる。Ｒ
Ｐは、その配達されてきた商品をＶＰになりすましてコンビニエンスストア２にまで出向
いて商品を引取ることが可能となる。このようにすれば、住所を手がかりにＶＰとＲＰと
の対応関係が見破られてしまう不都合が防止できる。
【０１４５】
　図２に示したトラップ情報の詳細は、図３に示されている。第１トラップ情報、第２ト
ラップ情報、…の各トラップ情報は、サイト名（業社名）ごとに、氏名（トラップ型ＶＰ
氏名）、公開鍵、Ｅメールアドレス、バーチャル口座番号、バーチャルクレジット番号を
含んでいる。たとえば、サイト名（業者名）ＡＢＣにＶＰがアクセスする際には、ＶＰの
本名であるＢ１３Ｐを用い、ＶＰの秘密鍵ＫＳＢとペアの公開鍵ＫＰＢ'を用い、ＶＰの
本当のＥメールアドレスである○□×△×を用い、ＶＰの本当の口座番号である２５０３
を用い、ＶＰの本当のクレジット番号である３２８８を用いる。
【０１４６】
　一方、サイト名（業者名）ＭＴＴにアクセスする（ＭＴＴで図３０の自動決済を行う）
場合には、ＶＰの本名をそのＶＰの秘密鍵で１回暗号化したＥ（Ｂ１３Ｐ）を、トラップ
型ＶＰ氏名として用いる。秘密鍵としては、ＶＰの本当の秘密鍵ＫＳＢをＶＰの本当の秘
密鍵ＫＳＢで１回暗号化したＥKＳＢ（ＫＳＢ）を用いる。この秘密鍵ＥKＳＢ（ＫＳＢ）
に対する公開鍵ＫＰＢがデータベース１２ａに格納されている。Ｅメールアドレスとして
は、金融機関７がトラップ型ＶＰのために開設しているＥメールアドレス△△△△△を用
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いる。口座番号としては、ＶＰの本当の口座番号をＶＰの本当の秘密鍵で１回暗号化した
Ｅ（２５０３）をバーチャル口座番号として用いる。クレジット番号は、ＶＰの本当のク
レジット番号をＶＰの本当の秘密鍵で１回暗号化したＥ（３２８８）を用いる。
【０１４７】
　さらに、サイト名（業者名）ＭＥＣにアクセスする（ＭＥＣで図３０の自動決済を行う
）場合には、ＶＰの秘密鍵でＶＰの本名を２回暗号化したＥ２（Ｂ１３Ｐ）をトラップ型
ＶＰ氏名として用いる。
【０１４８】
　ＶＰがトラップ型ＶＰ氏名Ｅ２（Ｂ１３Ｐ）を用いてネットワーク上等で行動する場合
には、秘密鍵ＫＳＢを秘密鍵ＫＳＢで２回暗号化した２回暗号化秘密鍵Ｅ２KＳＢ（ＫＳ
Ｂ）を用いる。その２回暗号化秘密鍵とペアになっている公開鍵がＫＰＢ″である。Ｅメ
ールアドレスは、金融機関７がトラップ型ＶＰ用のＥメールアドレスとして開設している
△△△△△を用いる。バーチャル口座番号は、ＶＰの本当の口座番号を秘密鍵で２回暗号
化したＥ２（２５０３）を用いる。クレジット番号は、ＶＰの本当のクレジット番号をＶ
Ｐの秘密鍵で２回暗号化したバーチャルクレジット番号Ｅ２（３２８８）を用いる。
【０１４９】
　このように、サイト名（業社名）ごとに、トラップ情報の暗号回数が異なる。サイト側
（業者側）に提供した個人情報というものは、ネットワーク上を流通した後最終的にはそ
の個人情報主にＥメールやダイレクトメールの形で返ってくる。この個人情報の帰還ルー
プを利用してトラップを仕掛けて個人情報の不正流通を行なった犯人を追跡できるように
するのが、このトラップ情報の狙いである。すなわち、ユーザをネット上で追跡するトラ
ッキング型クッキーの逆を行なうものである。
【０１５０】
　図４は、図２に示したＶＰの個人情報を説明する図である。第１個人情報、第２個人情
報、第３個人情報、…の各個人情報は、個人情報Ａ、個人情報Ｂ、…の複数種類の個人情
報が集まって構成されている。たとえば、個人情報Ａは、ＶＰの年齢，性別，職業，年収
等であり、個人情報Ｂは、ＶＰの嗜好に関する情報である。
【０１５１】
　図４に示すように、各個人情報は，金融機関７の秘密鍵ＫＳによるデジタル署名が付さ
れている。たとえば，第１個人情報の個人情報Ａは、○○△の個人情報自体に対しデジタ
ル署名であるＤKS（○○△）が付されている。
【０１５２】
　このデータベース１２ａに格納されている各個人情報は、後述するように、金融機関７
がその真偽をチェックして正しいもののみをデータベース１２ａに格納し、正しいことを
認証するためのデジタル署名が付される。
【０１５３】
　図５は、ＸＭＬストア５０の構成を示す図である。ＸＭＬストア５０には、データベー
ス７２とそれを制御するサーバ７１とが設置されている。サーバ７１は、ＸＭＬストア５
０にアクセスしてきた者を、本人認証してアクセス制御する機能も備えている。
【０１５４】
　データベース７２には、ＸＭＬで表現されたデータが格納されている。そのデータの中
身は、ＶＰ情報として、ＶＰの氏名であるたとえばＢ１３Ｐ、ＶＰユーザエージェント（
知識データを含む）、サイト（業社）別情報として、サイト名（業社名）たとえばＡＢＣ
、そのサイト（業社）にアクセスしたＶＰに発行された電子証明書、そのＶＰの個人情報
と当該サイト（業社）のプライバシーポリシーとそれら両情報に対し当該ＶＰが付したデ
ジタル署名ＤKＳＢ（個人情報＋ポリシー）と当該サイト（業社）ＡＢＣが付したデジタ
ル署名ＤKＳＡ（個人情報＋ポリシー）と、トラップ情報としての暗号化回数「０」と、
当該ＶＰのＥメールアドレスである○□×△×が含まれている。さらに、ＶＰがサイト名
（業社名）ＭＴＴにアクセスした場合には、そのサイト名（業社名）ＭＴＴにアクセスし
たトラップ型ＶＰに対し発行された電子証明書と、そのサイト（業社）にトラップ型ＶＰ



(26) JP 4597867 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

が提供した個人情報とそのサイト（業社）のプライバシーポリシーとそれら両情報に対す
る当該トラップ型ＶＰのデジタル署名と当該サイト（業社）のデジタル署名と、トラップ
情報としての暗号回数「１」とＥメールアドレスとが含まれている。
【０１５５】
　さらに、氏名がＮＰＸＡの他のＶＰの情報も、前述と同様の項目がデータベース７２に
記憶される。このデータベース７２には、非常に多くのＶＰごとに、前述した項目でデー
タが記憶されている。
【０１５６】
　なお、サイト名（業社名）ＡＢＣについては、図３で説明したように、トラップ情報と
して１回も暗号化していない情報を用いているために、データベース７２に格納されてい
る暗号回数も「０」となっている。サイト名（業社名）ＭＴＴについて言えば、図３で説
明したように、トラップ情報として１回暗号化した情報を用いているために、データベー
ス７２に記憶されている暗号化回数も「１」となっている。
【０１５７】
　前述したＶＰユーザエージェントとは、ユーザであるＶＰのために動作する自立型ソフ
トウェアのことである。このＶＰユーザエージェントは、ネットワークを通して移動でき
るようにモバイルエージェントで構成されている。
【０１５８】
　なお、図２～図５に示した各データは、暗号化した状態で各データベースに格納してお
いてもよい。そうすれば、万一データが盗まれたとしても、解読できないために、セキュ
リティ上の信頼性が向上する。一方、たとえばＶＰ（トラップ型ＶＰを含む）がネットワ
ーク上で目に余る不正行為（たとえば刑法に違反する行為）を行なった場合には、所定機
関（たとえば警察等）からの要請等に応じて、そのＶＰをデータベース１２ａ等から検索
してそのＶＰに対応するＲＰを割出し、ＲＰの住所氏名等を要請のあった所定機関（たと
えば警察等）に提供するようにしてもよい。
【０１５９】
　図６は、コンビニエンスストア２の構成を示す図である。コンビニエンスストア２には
、データベース７５と、それに接続されたサーバ７４と、そのサーバに接続された端末７
３とが設置されている。データベース７５には、当該コンビニエンスストアに住所を持つ
ＶＰ（トラップ型ＶＰを含む）の氏名と、それら各氏名に対応して、商品の預かり情報、
Ｅメールアドレス、顧客管理情報等が記憶されている。
【０１６０】
　当該コンビニエンスストア２にＢ１３ＰのＶＰが購入した商品が配達されれば、データ
ベース７５のＢ１３Ｐの記憶領域に、商品預かり情報として「ＡＢＣ会社からの商品預か
り，未決済」が格納される。この未決済とは、Ｂ１３Ｐがネットを通じて商品を購入した
もののまだ支払を行なっていない状態のことである。
【０１６１】
　データベース７５のＥメールアドレスの欄には、各ＶＰに対応してＥメールアドレスが
格納されている。Ｂ１３Ｐの場合には、トラップ型ＶＰでないために、当該ＶＰの本当の
Ｅメールアドレスである○□×△×が格納されている。
【０１６２】
　トラップ型ＶＰであるＥ（Ｂ１３Ｐ）も同様に、商品預かり情報としてたとえば「ＭＴ
Ｔ会社からの商品預かり，決済済」が格納される。なお、Ｅ（Ｂ１３Ｐ）は、トラップ型
ＶＰであるために、Ｅメールアドレスは、金融機関７のトラップ型ＶＰのために開設され
ているＥメールアドレスが格納される。
【０１６３】
　サーバ７４は、後述するように、コンビニエンスストア２にＶＰ（トラップ型ＶＰを含
む）として商品を引取りに来た顧客が、当該コンビニエンスストア２に登録されているＶ
Ｐ（トラップ型ＶＰを含む）に対し商品を預かっている場合にはその商品をＶＰ（トラッ
プ型ＶＰを含む）に引渡すための処理を行なう。
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【０１６４】
　コンビニエンスストア２は、商品の預かりサービスばかりでなくＶＰ用のダイレクトメ
ールの預かりサービスも行なう。ＶＰはコンビニエンスストア２が住所でありＶＰ宛のダ
イレクトメールはコンビニエンスストア２に郵送されるためである。
【０１６５】
　図７は、ユーザに用いられる端末の一例のブラウザフォン３０を示す正面図である。ブ
ラウザフォン３０には、マイクロコンピュータ１９９が備えられている。このマイクロコ
ンピュータ１９９には、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１９７と、Ｉ／Ｏポート１
９８と、ＲＯＭ１９５と、ＥＥＰＲＯＭ１９４と、ＲＡＭ１９６とが備えられている。こ
のブラウザフォン３０は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）ポートを備えており、ＵＳＢ
ポートに対し、ＩＣ端末１９Ｒまたは１９Ｖまたは１９Ｉが差込み可能に構成されている
。ＩＣ端末１９Ｒは、ＲＰ用のＩＣ端末である。ＩＣ端末１９Ｖは、ＶＰ用のＩＣ端末で
ある。ＩＣ端末１９Ｉは、後述するように金融機関が発行したＶＰ用のデータやプログラ
ムが格納されてユーザにまで配達されてくるものであり、その配達されてきたＩＣ端末１
９Ｉをブラウザフォン３０のＵＳＢポートに指込むことにより、ＩＣ端末１９Ｉに記憶さ
れているデータやソフトウェアがブラウザフォン３０に記憶されることとなる。なお、各
ＩＣ端末１９Ｒ，１９Ｖ、１９Ｉは、ＩＣカードで構成してもよい。
【０１６６】
　図８は、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖを説明するための説明図である。ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖ
は、前述したように、ブラウザフォン３０のＵＳＢポート１８に対し着脱自在に構成され
ており、ＵＳＢポート１８に差込むことにより、ブラウザフォン３０との情報がやり取り
できるようになり、使用可能な状態となる。
【０１６７】
　ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖ内には、ＬＳＩチップ２０が組込まれている。このＬＳＩチップ
２０には、制御中枢としてのＣＰＵ２４、ＣＰＵ２４の動作プログラムが記憶されている
ＲＯＭ２５、ＣＰＵ２４のワークエリアとしてのＲＡＭ２２、電気的に記憶データを消去
可能なＥＥＰＲＯＭ２６、コプロセッサ２３、外部とのデータの入出力を行なうためのＩ
／Ｏポート２１等が設けられており、それらがバスにより接続されている。
【０１６８】
　ＥＥＰＲＯＭ２６には、電子マネー用のプログラムであるモンデックス（リロード金額
データを含む）、その他の各種アプリケーションソフト、ＶＰ用に発行された電子証明書
、暗証番号、トラップ型ＲＦＩＤが記憶されている。このトラップ型ＲＦＩＤとは、ユー
ザがトラップ型ＶＰとして行動する際にそのトラップ型ＶＰに対応するＲＦＩＤを発信す
るために記憶しているＲＦＩＤである。詳しくは後述する。
【０１６９】
　さらに、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖは、ＶＰのユーザエージェントとしての機能を有してお
り、ユーザエージェント用知識データとして、デビットカード情報、クレジットカード情
報、ＶＰの氏名，住所、ＶＰのＥメールアドレス、ＶＰの公開鍵ＫＰと秘密鍵ＫＳ、ＲＰ
の認証鍵ＫＮ、ＶＰの年齢，職業等、ＶＰの各種嗜好情報、ＶＰの家族構成、…等の各種
知識データが記憶されている。
【０１７０】
　ＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒの場合も、図８に示したＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖとほぼ同様の構成
を有している。相違点といえば、ＥＥＰＲＯＭ２６に記録されているユーザエージェント
用知識データの内容が相違する。具体的には、ＶＰの氏名，住所の代わりにＲＰの氏名，
住所、ＶＰのＥメールアドレスの代わりにＲＰのＥメールアドレス，ＶＰの公開鍵や秘密
鍵の代わりにＲＰの公開鍵，秘密鍵、ＶＰの年齢や職業等の代わりにＲＰの年齢や職業等
、ＶＰの各種嗜好情報の代わりにＲＰの各種嗜好情報、ＶＰの家族構成の代わりにＲＰの
家族構成となる。トラップ型ＲＦＩＤは記憶していない。
【０１７１】
　なお、ＶＰの家族構成は、ＶＰに対応するＲＰの家族がＶＰを誕生させている場合には



(28) JP 4597867 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

、その誕生しているＶＰの名前や住所や年齢等のデータから構成されている。つまり、Ｒ
Ｐの家族に対応するＶＰの家族すなわちバーチャル家族のデータがこのＶＰの家族構成の
記憶領域に記憶されることとなる。
【０１７２】
　図９は、図８に示したトラップ型ＲＦＩＤの詳細を示す図である。トラップ型ＲＦＩＤ
の記憶領域には、ＶＰ氏名ごとに、そのＶＰ氏名に対応するトラップ型ＲＦＩＤが格納さ
れる。たとえば量販店等の業社ＮＴＴでＶＰとしてポイントカード等を作成する際にＶＰ
がトラップ型ＶＰ名Ｅ（Ｂ１３Ｐ）を登録した場合には、その業社でショッピング等の行
動を行なう際にＥ（Ｂ１３Ｐ）に対応するトラップ型ＲＦＩＤであるｍｔｔをブラウザフ
ォン（携帯電話）３０から発信する。そのために各トラップ型ＶＰに対応させてトラップ
型ＲＦＩＤを記憶させている。たとえば、業社ＭＴＴ内でショッピング等の行動を行なう
際にＥ（Ｂ１３Ｐ）に対応するトラップ型ＲＦＩＤであるｍｔｔをブラウザフォン（携帯
電話）３０から発信し、トラップ型ＶＰ名Ｅ２（Ｂ１３Ｐ）を登録している業社ＭＥＣ内
でショッピング等の行動を行なう際同じｍｔｔをブラウザフォン（携帯電話）３０から発
信した場合には、ＲＦＩＤｍｔｔを手がかりにＥ（Ｂ１３Ｐ）とＥ２（Ｂ１３Ｐ）とは同
一人物であることが見破られてしまう虞がある。このような不都合を防止するために、業
社毎に発信するＲＦＩＤを異ならせる。
【０１７３】
　また、たとえば業社ＭＴＴ内でショッピング等の行動を行なう際にＥ（Ｂ１３Ｐ）に対
応するトラップ型ＲＦＩＤであるｍｔｔをブラウザフォン（携帯電話）３０から発信し、
かつ、ＶＰ名等の個人情報を一切登録していない小売店ＡＭＰＭでショッピング等の行動
をする際にｍｔｔを発信し、後日小売店ＡＭＰＭから電子メールまたはダイレクトメール
がＥ（Ｂ１３Ｐ）宛に送られてきた場合には、Ｅ（Ｂ１３Ｐ）の個人情報が業社ＭＴＴか
ら小売店ＡＭＰＭに不正に横流しされたことになる。そのような横流しを監視することが
できる。
【０１７４】
　なお、ＩＣ端末１９Ｖ，１９ＲのＥＥＰＲＯＭ２６には、公開鍵ＫＰ、秘密鍵ＫＳ、認
証鍵ＫＮ、暗証番号のみを記憶させ、それ以外の情報はすべてＸＭＬストア５０の方に記
憶させて必要に応じて検索して利用できるようにしてもよい。また、公開鍵ＫＰ、秘密鍵
ＫＳを用いた暗号化や復号処理は、ＩＣ端末１９Ｖ，１９Ｒ自体が行うのではなく、ブラ
ウザフォン３０あるいは後述するパーソナルコンピュータ３０’が行うようにしてもよい
。その場合には、公開鍵ＫＰ、秘密鍵ＫＳをブラウザフォン３０あるいは後述するパーソ
ナルコンピュータ３０’に出力する必要がある。
【０１７５】
　図１０は、携帯装置１の機能の概略を示すブロック図である。図４を参照して、携帯装
置１は、たとえば指輪の形状をしており、ユーザの身体に装着しやすい形状となっている
。以下、携帯装置１をＩＤリング１という。ＩＤリング１は、入浴や就眠時も常時身につ
けることを原則とし、このことにより紛失や盗難を防ぐことができる。また、ＩＤリング
１にはセキュリティ用のＲＦＩＤタグ１ａが設けられており、そのＲＦＩＤタグ１ａは、
ＲＦＩＤタグ１ａの全体を制御するためのロジック（ＣＰＵ）１００と、暗号化されたＲ
ＦＩＤを記憶するための読出し専用メモリ（ＲＯＭ：Read Only Memory）１０１と、ロジ
ック１００で実行する際に必要なランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ：Random AcceＳＳ Me
mory）１０２と、電気消去可能プログラマブル読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ：electr
ically erasable programmable read-only memory）１０３と、電源に用いられる電波を
受信し、信号を送受信するためのループアンテナ１０７ａ、１０７ｂと、受信された電源
に用いられる電波から電力を発生するための電源制御部１０６と、受信した信号を復調し
、送信するための信号を変調するための変調・復調部１０５と、変調・復調部１０５への
信号の入出力を制御するための入出力制御部１０４とを含む。ロジック１００、ＲＯＭ１
０１、ＲＡＭ１０２、ＥＥＰＲＯＭ１０３、入出力制御部１０４は、それぞれデータバス
１０８によって接続されている。
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【０１７６】
　ロジック１００は、ＲＯＭ１０１、ＲＡＭ１０２、ＥＥＰＲＯＭ１０３、入出力制御部
１０４を制御して、後述する各種処理を実行する。
【０１７７】
　ＲＯＭ１０１は、ＲＦＩＤタグ１ａに付され、他のＲＦＩＤタグ１ａと識別するための
ＲＦＩＤとを記憶する。ＲＦＩＤは、ＲＦＩＤタグ１ａが製造される段階、または、ユー
ザに発行される前の段階で記録され、その後消去されることはない。
【０１７８】
　ＥＥＰＲＯＭ１０３には、ブラウザフォン３０から送信されてきた本人認証用のパスワ
ードが記憶される。後述するようにＲＦＩＤタグ１ａを一旦発信停止状態にした後発信を
再開できる状態にするときに、ブラウザフォン３０からパスワードが送信され、その送信
されてきたパスワードを予めＥＥＰＲＯＭ１０３に記憶されているパスワードと照合し一
致すると判断された場合にのみ、ＲＦＩＤタグ１ａがＲＦＩＤを発信できる状態に切換わ
る。
【０１７９】
　入出力制御部１０４は、ＣＰＵ１００により制御され、変調・復調部１０５およびルー
プアンテナ１０７ａを介して情報を送受信する。これにより、ＲＦＩＤタグ１ａは、スキ
ャナ（ＲＦＩＤタグリーダライタ）２０１と無線による通信が可能である。ＲＦＩＤタグ
１ａとスキャナ２０１との間の通信は、非接触型のＩＣカードを用いた場合の通信と同様
の技術が用いられる。したがって、ここではその詳細な説明は繰返さない。
【０１８０】
　一方のループアンテナ１０７ｂには大容量のコンデンサ１１０が接続されており、電源
に用いられる電波をこのループアンテナ１０７ｂが受信してコンデンサ１１０に電力を貯
えるように構成されている。電源に用いられる電波の送信が停止したときにこのコンデン
サ１１０に貯えられている電力を電源制御部１０６に供給して引き続き所定時間（たとえ
ば１０秒程度）ＲＦＩＤタグ１ａが作動できるように構成されている。
【０１８１】
　図１１は、図１０に示したＲＦＩＤタグ１ａのロジック（ＣＰＵ）１００の制御動作を
示すフローチャートである。先ずＳＡ１により、ＲＦＩＤ送信指令を受信したか否かの判
断がなされ、受信するまで待機する。タグリーダから電源用の電波が発せられて静電誘導
によりループアンテナ１０７ａに電力が発生した状態でロジック１００が動作可能となり
、その状態でタグリーダから送信されてきたＲＦＩＤ送信指令をループアンテナ１０７ａ
が受信すれば、ＳＡ１によりＹＥＳの判断がなされてＳＡ２へ進み、前回のＲＦＩＤ発信
から５秒経過したか否かの判断がなされる。５秒経過していない場合にはＳＡ１０により
、前回発信したＲＦＩＤと同じものを発信する処理がなされる。５秒経過している場合に
は、ＳＡ３へ進み、ランダムカウンタのカウント値ＲをＥＥＰＲＯＭ１０３から読出す（
抽出する）処理がなされる。このランダムカウンタは、偽ＲＦＩＤのコードをランダムに
生成するためのカウンタであり、後述するＳＡ７～ＳＡ９により数値データが更新される
。
【０１８２】
　次に制御がＳＡ４へ進み、抽出したカウント値Ｒに基づいてテーブルを参照し、偽ＲＦ
ＩＤを割出す処理がなされる。ＳＡ４により参照されるテーブルが、図１２に示されてい
る。図１２は東京都千代田区（図１３参照）で販売されるＲＦＩＤタグ１ａのテーブルを
示しており、（ａ）は、１回で１つのＲＦＩＤを発信する単数発信タイプのＲＦＩＤタグ
１ａが記憶しているテーブルである。図１２（ｂ）、（ｃ）は、１度に複数（例えば４個
）の偽ＲＦＩＤを発信する複数発信タイプのＲＦＩＤタグに記憶されているテーブルであ
る。この複数発信タイプのＲＦＩＤタグは、複数種類製造されて販売される。そのうちの
２種類のＲＦＩＤタグ１ａに記憶されているテーブルを図１２（ｂ）（ｃ）に示す。複数
発信タイプのＲＦＩＤタグは、図１２（ｂ）（ｃ）からも分かるように、ランダムカウン
タの抽出値（乱数）が０～３９の範囲のときに検索される４つの偽ＲＦＩＤ１～４のうち
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３つの偽ＲＦＩＤ２～４が互いに共通のコードとなっており、１つのＲＦＩＤ１のみ互い
に異なるように構成されている。また、ランダムカウンタの抽出値（乱数）が０～３９以
外の範囲のときに検索される４つの偽ＲＦＩＤ１～４は、互いに異なるバラバラなコード
となっている。一方、単数発信タイプのＲＦＩＤタグも複数種類製造販売され、ランダム
カウンタの抽出値（乱数）が０～３９の範囲のときに検索される偽ＲＦＩＤが互いに共通
のコードとなっており、ランダムカウンタの抽出値（乱数）が０～３９以外の範囲のとき
に検索される偽ＲＦＩＤが互いに異なるバラバラなコードとなっている。
【０１８３】
　前述したランダムカウンタは、ＳＡ７により「１」加算更新された後ＳＡ８によりその
値が１００以上になったか否かの判断がなされ、なった場合にはＳＡ９によりランダムカ
ウンタの値を「０」にする処理がなされる。その結果、ランダムカウンタは、０からカウ
ントアップしてその上限である９９までカウントアップされたのち、再度０からカウント
アップし直すように構成されており、このようなランダムカウンタが数値データを抽出す
れば、０～９９の範囲内の任意の値（乱数）が抽出されることとなる。図１２（ａ）のテ
ーブルを記憶している単数発信タイプのＲＦＩＤタグ１ａの場合には、抽出したカウント
値（乱数）Ｒに基づいてそのテーブルを参照し、例えば抽出したランダムカウンタの値Ｒ
が０～３９の範囲内の値であった場合には、８２０４９３１７６の偽ＲＦＩＤがＳＡ４に
より割出されることとなる。また、例えば抽出したランダムカウンタＲの値が５５～６９
の範囲内の数値であった場合には、８１３９２６０８１の偽ＲＦＩＤがＳＡ４により割出
されることとなる。同様に、図１２（b）に示されたテーブルを記憶している複数発信タ
イプのＲＦＩＤタグ１ａの場合には、例えば抽出したランダムカウンタＲの値が５５～６
９の範囲内の数値であった場合には、８１４３５８２３１、８４９１３７６５５、７８８
０１５２３３、７７９２８８４０１の偽ＲＦＩＤがＳＡ４により割出されることとなる。
また、図１２（ｃ）に示されたテーブルを記憶している複数発信タイプのＲＦＩＤタグ１
ａの場合には、例えば抽出したランダムカウンタＲの値が８５～９９の範囲内の数値であ
った場合には、７００９１３５６１、７５００２１２１４、７０２０４９３１９、８５６
１０４９２３の偽ＲＦＩＤがＳＡ４により割出されることとなる。
【０１８４】
　次に制御がＳＡ５へ進み、その割出された偽ＲＦＩＤをループアンテナ１０７ａから発
信する処理がなされる。
【０１８５】
　単数発信タイプのＲＦＩＤタグ１ａのそれぞれは、４０％の確率で８２０４９３１７６
の共通偽ＲＦＩＤを発信し（図１２（ａ）参照）、かつそれぞれ１５％の確率で、７３０
８５４７０９の偽ＲＦＩＤ、８１３９２６０８１の偽ＲＦＩＤ、７９１４０５７３１の偽
ＲＦＩＤ、８３５４０６９１２等の互いにバラバラな偽ＲＦＩＤを発信することとなる。
その結果、このようなＲＦＩＤタグ１ａを複数の個人ユーザが身に付けておれば、毎回ラ
ンダムなコードからなる偽ＲＦＩＤが発信されるものの、４０％という１番発信確率の高
い８２０４９３１７６の偽ＲＦＩＤ（以下「共通偽ＲＦＩＤ」という）が頻繁に発信され
ることとなる。その結果、異なった複数場所に設置されたタグリーダによって読取られた
ＲＦＩＤがたまたま同一コードのＲＦＩＤであった場合には、本来なら同一人物から発信
されたＲＦＩＤと判断できるが、このＲＦＩＤタグ１ａが複数の個人ユーザに所持される
ことにより、複数箇所で同一のＲＦＩＤを受信したとしてもそれが異なる人物によって発
信された前記共通偽ＲＦＩＤである可能性も生じる（異人物同一識別子発信現象）。その
結果、同一のＲＦＩＤを複数箇所で受信したとしても必ずしも同一人物であるとは限らな
いこととなり、悪意のＲＦＩＤ受信者側の同一人物である旨の推測を撹乱することができ
、個人ユーザのプライバシーを保護することができる。
【０１８６】
　図１２（ａ）に示すテーブルを記憶した単数発信タイプのＲＦＩＤタグ１ａのみの場合
には、そのＲＦＩＤタグ１ａを所持する個人ユーザが他にＲＦＩＤタグを一切所持してい
ないかあるいは所持してもＲＦＩＤ発信停止状態にしている場合には、前述した撹乱効果



(31) JP 4597867 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

が有効に発揮される。しかし、個人ユーザが身に付けている複数の商品それぞれに付され
ているＲＦＩＤタグからＲＦＩＤが発信される状態となっている場合には、単数発信タイ
プのＲＦＩＤタグ１ａを所持している状態では、タグリーダからのＲＦＩＤ送信指令が発
せられれば、ＲＦＩＤタグ１ａからランダムな偽ＲＦＩＤが発せられるとともに、当該個
人ユーザが所持している商品に付されているＲＦＩＤタグから毎回同じＲＦＩＤが発信さ
れることとなる。その結果、同一人物が或る場所に設置されたタグリーダに対して複数の
ＲＦＩＤを発信した後他の場所へ移動してそこに設置されているタグリーダに対し複数の
ＲＦＩＤを発信した場合には、複数のＲＦＩＤの内の一つが異なり他のものがすべて同一
という現象（複数識別子中１個可変型現象）が生ずる。ただし、偶然すべてのＲＦＩＤが
一致する状態となることもまれにある。その結果、一度に複数のＲＦＩＤを受信した場合
には、その内の１つのＲＦＩＤが異なり他の全てが一致するかまたは全てのＲＦＩＤが一
致する場合には、同一人物であると推測されてしまう不都合が生ずる。
【０１８７】
　そこで、図１２（ａ）に示したテーブルを記憶している単数発信タイプのＲＦＩＤタグ
１ａばかりでなく、図１２（ｂ）、（ｃ）に示すようなテーブルを記憶した複数発信タイ
プのＲＦＩＤタグ１ａも合わせて製造販売して個人ユーザに普及させる。
【０１８８】
　具体的には、購入済みの所持品に付されているＲＦＩＤタグを発信停止状態等にして自
己の所持品からＲＦＩＤが他人に読取れないようにしている個人ユーザには、前述の複数
発信タイプのＲＦＩＤタグ１ａを普及させる。一方、他人が購入済み商品からのＲＦＩＤ
を読取ることができるようになっている個人ユーザに対しては、前述の単数発信タイプの
ＲＦＩＤタグ１ａを提供する。前者の個人ユーザの場合には、前述したように、１つの偽
ＲＦＩＤがランダムに発信されるとともに所持品に付されているＲＦＩＤタグから本物の
ＲＦＩＤが同時に発信されるという現象（複数識別子中１個可変型現象）が生ずる。一方
、後者の個人ユーザの場合には、１度に複数（図１２の場合には４個）の偽ＲＦＩＤ１～
４がランダムに発信される状態となる。ところが、前述したように、個人ユーザ同士の間
で、４０％の確率で共通偽ＲＦＩＤ２～４と１つの異なったＲＦＩＤ１とが発信される状
態となる。このような現象は、前述の複数識別子中１個可変型現象と同じ現象であるが、
異なった人物の間でこの複数識別子中１個可変型現象が生ずることとなる。その結果、悪
意の受信者側にしてみれば、複数識別子中１個可変型現象が生ずれば同一人物であるとい
う推測の信頼性が低下するとととなり、同一人物の推測に基づいたプライバシーの侵害が
前提から崩れることとなる。
【０１８９】
　次に図１１に戻り、ＳＡ６により電圧低下が生じたか否かの判断がなされる。これは、
電力用の電波の発信が停止して大容量のコンデンサ１１０に貯えられている電力を使用し
てＲＦＩＤタグ１ａが作動している状態で、そのコンデンサ１１０の貯留電力か少なくな
ってロジック１００に供給される電圧が低下したか否かを判別するものである。電圧が低
下したと判別された場合には、ＳＡ１０ａに進み、現時点のランダムカウンタのカウント
値ＲがＥＥＰＲＯＭ１０３に記憶された後この偽ＲＦＩＤタグの動作がストップする。こ
のＳＡ１０ａにより記憶されたランダムカウンタのカウント値ＲがＳＡ３により読出され
る（抽出される）。一方、電源用の電力が供給されている最中あるいは電源用電力がスト
ップした後コンデンサ１１０から充分電力が供給されている最中には、ＳＡ６によりＮＯ
の判断がなされてＳＡ７以降のランダムカウンタの加算更新処理が実行されることとなる
。
【０１９０】
　図１３は、前述した複数種類の偽ＲＦＩＤタグ１ａをグループ分けしてそのグループ毎
に地域を指定して販売する地域指定方式の一例を示す説明図である。図１３（ａ）は、図
１２（ａ）のテーブルを記憶している単数発信タイプのＲＦＩＤ１ａの地域指定の一例を
示し、図１３（ｂ）は、図１２（ｂ）（ｃ）に示された複数発信タイプのＲＦＩＤタグ１
ａの地域指定の一例を示す図である。
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【０１９１】
　図１２（ａ）に示された８２０４９３１７６を共通偽ＲＦＩＤとして発信可能なグルー
プに属する単数発信タイプのＲＦＩＤタグ１ａは、図１３（ａ）に示すように、東京都千
代田区で販売される。また、他のグループに属する８０９２０７３２１を共通偽ＲＦＩＤ
として発信するグループに属する単数発信タイプのＲＦＩＤ１ａは、東京都新宿区で販売
される。更に、例えば７９８０９１３２０を共通偽ＲＦＩＤとして発信するグループに属
する単数発信タイプのＲＦＩＤタグ１ａは、京都市右京区で販売される。
【０１９２】
　一方、複数発信タイプのＲＦＩＤタグ１ａの場合には、図１２（ｂ）（ｃ）に示された
ように、７７９２０３９８０，８３９０９３１２７，７４０９８０３４６の３種類の共通
偽ＲＦＩＤを１度に発信するグループに属する複数発信タイプのＲＦＩＤタグ１ａは、東
京都千代田区で販売される。また、他のグループに属する７８８７１８９５５，８４５５
９０３２９，８２２７７０９４５を共通偽ＲＦＩＤとして発信するグループに属する複数
発信タイプのＲＦＩＤタグ１ａは、京都市右京区で販売される。
【０１９３】
　尚、地域指定の販売方法としては、その地域内でその地域に対応するグループに属する
ＲＦＩＤタグ１ａを販売するのに限らず、販売時に使用地域（例えば千代田区、新宿区、
右京区等）を表示して、個人ユーザが使用しようと思っている地域の表示を見て選択して
購入する方法でもよい。
【０１９４】
　このように、地域を指定して個人ユーザに提供することにより、共通偽ＲＦＩＤが一致
する同一グループに属するＲＦＩＤタグ１ａが極力同一地域内で使用されることとなり、
同一地域内おいて同一の共通偽ＲＦＩＤが発信され易いという傾向が生じ、悪意のプライ
バシー侵害者を効果的に撹乱できる状態となる。
【０１９５】
　図１４は、ブラウザフォン３０の動作を説明するためのフローチャートである。Ｓ９５
ａにより、ＲＦＩＤタグ切換処理がなされる。この処理は、個人ユーザが身に付けている
購入済み商品に付されているＲＦＩＤタグを発信停止状態（識別子ガード状態）または発
信再開状態に切換える処理である。Ｓ９５ｂにより、偽モード処理がなされる。この処理
は、前述のセキュリティ用のＲＦＩＤタグ１ａの偽ＲＦＩＤ発信機能をブラウザフォン３
０に持たせる処理である。Ｓ９５ｃにより、トラップモード処理がなされる。この処理は
、個人ユーザが前述のトラップ型ＶＰとして自動決済等を行なう場合にそのトラップ型Ｖ
Ｐに対応する偽ＲＦＩＤを発信するための処理である。Ｓ９５ｄにより、ＲＦＩＤ発信処
理がなされる。この処理は、タグリーダからＲＦＩＤ発信要求があった場合にブラウザフ
ォン３０からＲＦＩＤを発信するための処理である。Ｓ９５により、ＩＣ端末使用モード
であるか否かの判断がなされる。ブラウザフォン３０は、ＲＰ用ＩＣ端末１９ＲまたはＶ
Ｐ用ＩＣ端末１９Ｖのうちのいずれか少なくとも一方をＵＳＢポート１８に接続していな
ければ動作しないＩＣ端末使用モードと、ＩＣ端末を接続していなくても動作可能なＩＣ
端末未使用モードとに切換えることが可能に構成されている。そして、ＩＣ未使用モード
でない場合にはＳ９６へ進み、その他の処理がなされるが、ＩＣ端末使用モードになって
いる場合には、Ｓ９７へ進み、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖが接続されているか否かの判断がな
され、接続されていない場合にはＳ９８へ進み、ＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒが接続されている
か否かの判断がなされ、接続されていない場合すなわち両ＩＣ端末ともに接続されていな
い場合には、制御はＳ９９へ進み、ＩＣ端末未使用の警告表示がなされた後Ｓ９５へ戻る
。
【０１９６】
　一方、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖが接続されている場合には、制御はＳ１００へ進み、自動
決済処理がなされる。この処理については、図３１に基づいて後述する。次にＳ１００ａ
により、ポイントカード登録処理がなされる。これは、百貨店等の業社においてポイント
カードを新規発行してもらうための処理である。次に制御はＳ１０１へ進み、ＶＰ出生依
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頼処理がなされる。次にＳ１０２へ進み、ＶＰ用入力処理がなされる。次にＳ１０３へ進
みＶＰ用決済処理がなされる。
【０１９７】
　次に制御がＳ５８０へ進み、個人情報の登録処理がなされる。この個人情報の登録処理
は、図１８（b）に示したＶＰ管理サーバ９の登録処理に対応するブラウザフォン３０側
の処理である。まずＶＰとしての本人認証処理を行ない、ＶＰ管理サーバ９が本人認証の
確認を行なったことを条件として、ＶＰの個人情報を金融機関７のＶＰ管理サーバ９へ送
信してデータベース１２ａに登録してもらう処理を行なう。
【０１９８】
　次に制御がＳ５８２へ進み、個人情報の確認処理がなされる。この処理は、金融機関７
のＶＰ管理サーバ９とブラウザフォン３０との間でなされる処理である。まずＶＰとして
の本人認証がなされ、次に、データベース１２ａに格納されている自分の個人情報の確認
を行なう処理がなされる。一方、確認の結果誤りがある場合あるいは引越しや転職等によ
って個人情報に変更があった場合には、このＳ５８２により、その変更情報が、金融機関
７のＶＰ管理サーバ９へ送信される。
【０１９９】
　次に制御がＳ５８３へ進み、商品検索・購入処理がなされる。この処理は、図４５に基
づいて後述する。次に制御がＳ５８５へ進み、住所，氏名，Ｅメールアドレスの送信処理
が行なわれる。一方、ブラウザフォン３０のＵＳＢポート１８にＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒが
接続されている場合には、Ｓ９８によりＹＥＳの判断がなされてＳ１０５へ進み、電子証
明書発行要求処理がなされる。次に制御がＳ１０６へ進み、ＲＰ用入力処理がなされる。
次にＳ１０７へ進み、ＲＰ用決済処理がなされる。この処理については、ＶＰ用決済処理
と類似した制御処理である。
【０２００】
　図１５は、Ｓ９５ａに示したＲＦＩＤタグ切換え処理のサブルーチンプログラムを示す
フローチャートである。ＳＢ１により、ＯＦＦ切換え操作があったか否かの判断がなされ
る。切換え操作がない場合にはＳＢ２へ進み、ＯＮ切換え操作があったか否かの判断がな
される。操作がない場合にはこのサブルーチンプログラムが終了する。
【０２０１】
　一方、個人ユーザが所持している購入済み物品に付されているＲＦＩＤタグを発信停止
状態にするためのＯＦＦ切換え操作がブラウザフォン３０によりなされた場合には、ＳＢ
１によりＹＥＳの判断がなされてＳＢ３へ進み、そのブラウザフォン３０からパスワード
が購入済み物品に付されているＲＦＩＤタグに発信される。ＲＦＩＤタグはその発信され
てきたパスワードを記憶する。次にＳＢ４に従ってブラウザフォン３０からＯＦＦモード
指令が発信される。これを受けたＲＦＩＤタグは、記憶しているＲＦＩＤを発信しない状
態に切換わる。これにより、ＲＦＩＤタグが、個人ユーザの意思に従って他人が読取れな
い識別子ガード状態になる。この識別子ガード状態の他の例としては、ＲＦＩＤタグをア
ルミ箔等で覆いＲＦＩＤを他人が読取れないようにするものであってもよい。また、ＲＦ
ＩＤタグからのＲＦＩＤの読取りを妨害する妨害電波等を発信する装置を個人ユーザが携
帯し、タグリーダからのＲＦＩＤ読取り要求があったときに妨害電波等を発信してＲＦＩ
Ｄを読取れないようにしてもよい。次にＳＢ５に従ってブラウザフォン３０からＲＦＩＤ
タグへ送信指令が発信される。次にＳＢ６へ進み、ＲＦＩＤの受信があったか否かの判断
がなされる。ＳＢ４に従ってＯＦＦモード指令が既に発信されているために、通常では、
個人ユーザに所持されている購入済物品に付されているＲＦＩＤタグからＲＦＩＤが発信
されることはない。従って、ＳＢ６によりＮＯの判断がなされてＳＢ７によりＯＦＦモー
ド切換え完了の表示がブラウザフォン３０によりなされる。ところが、ＳＢ４によりＯＦ
Ｆモード指令を発信したにもかかわらず、電波状況が悪かったり何らかの受信ミスが発信
して個人ユーザに所持されている購入済み物品に付されているＲＦＩＤが発信停止状態に
切換わらなかった場合には、ＳＢ６によりＹＥＳの判断がなされてＳＢ８に進み、ブラウ
ザフォン３０によりエラー表示がなされる。
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【０２０２】
　個人ユーザに所持されている購入済物品に付されているＲＦＩＤタグがＲＦＩＤ発信停
止状態になった後、それを再度発信再開状態に切換えるためのＯＮ切換え操作がブラウザ
フォン３０により行なわれた場合には、ＳＢ２によりＹＥＳの判断がなされてＳＢ９へ進
み、本人認証用のパスワードが発信される。このパスワードを受信した個人ユーザの購入
済物品に付されているＲＦＩＤタグは、記憶しているパスワードと照合して一致するか否
かの判断を行なって本人認証を行なう。次にブラウザフォン３０は、ＳＢ１２に従って、
ＮＯモード指令を発信する。これを受けた購入済物品に付されているＲＦＩＤタグは、前
述したパスワードの照合によって本人認証が確認できたことを条件としてＯＮモード指令
を受信することにより、ＲＦＩＤが発信可能な状態に切換わる。
【０２０３】
　次にブラウザフォン３０から、ＳＢ１１にしたがってＲＦＩＤ送信指令が発信される。
次にＳＢ１２により、ＲＦＩＤの受信があったか否かの判断がなされる。適正に本人認証
の確認ができかつＯＮモード指令を受信しておれば購入済物品に付されているＲＦＩＤか
らＲＦＩＤが発信される。その場合には、ＳＢ１２によりＹＥＳの判断がなされてＳＢ１
３お進み、ＯＮモード切変え完了表示がブラウザフォン３０によりなされる。一方、本人
認証が確認できなかった場合やＲＦＩＤ送信指令の電波を受信し損なった場合には購入済
み物品に付されているＲＦＩＤタグからＲＦＩＤが発信されない。その場合には、ＳＢ１
２よりＮＯの判断がなされてＳＢ８へ進み、ブラウザフォン３０によりエラー表示がなさ
れる。
【０２０４】
　図１６は、個人ユーザに所持されている購入済み物品に付されているＲＦＩＤタグの動
作を示すフローチャートである。ＳＣ１により、パスワードを受信したか否かの判断がな
され、受信していない場合にはＳＣ２へ進み、ＲＦＩＤ送信指令を受信したか否かに判断
がなされ、受信していない場合にはＳＣ１へ戻る。このＳＣ１→ＳＣ２→ＳＣ１のループ
の巡回途中でＳＢ３またはＳＢ９にしたがってブラウザフォン３０からパスワードが発信
されてくれば、ＳＣ１によりＹＥＳの判断がなされてＳＣ３へ進む。ＳＣ３では、OFFモ
ード指令を受信したか否かの判断がなされ、受信していない場合にはＳＣ４へ進み、ONモ
ード指令を受信したか否かの判断がなされ、受信していない場合にはＳＣ３へ戻る。この
ＳＣ３→ＳＣ４→ＳＣ３のループの巡回途中で、ＳＢ４にしたがってブラウザフォン３０
からOFFモード指令が発信されて来れば、ＳＣ３によりＹＥＳの判断がなされてＳＣ５へ
進み、受信したパスワードを記憶する処理がなされ、ＳＣ６より、OFFモードに切換える
処理がなされてＳＣ１へもどる。これにより、購入済み物品に付されているＲＦＩＤタグ
は、気億しているＲＦＩＤを発信しない発信停止状態に切換わる。
【０２０５】
　一方、ＳＢ１０に従ってブラウザフォン３０からＯＮモード指令が発信されてくれば、
ＳＣ４によりＹＥＳの判断がなされてＳＣ７へ進み、受信したパスワードと既に記憶して
いるパスワードとが一致しているか否かの判断を行なって本人認証を行なう処理がなされ
る。一致しない場合には、本人認証の確認ができないこととなり、ＳＣ１にもどるが、一
致する場合には本人認証の確認ができたと判断してＳＣ８へ進み、ＯＮモードに切換える
処理がなされる。これにより、購入済み物品に付されているＲＦＩＤタグは、記憶してい
るＲＦＩＤを発信可能な状態に切換わる。
【０２０６】
　ＳＢ５またはＳＢ１１によりブラウザフォン３０からＲＦＩＤ発信指令があった場合あ
るいはタグリーダからＲＦＩＤ送信指令があった場合には、ＳＣ２によりＹＥＳの判断が
なされてＳＣ９へ進み、ＯＮモード即ち記憶しているＲＦＩＤを発信可能なモードになっ
ているか否かの判断がなされる。ＯＮモードになっていない場合にはＳＣ１へ戻るが、Ｏ
Ｎモードになっている場合にはＳＣ１０へ進み、記憶しているＲＦＩＤを発信する処理が
なされる。
【０２０７】
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　図１７は、図２に示したＶＰ管理サーバ９の処理動作を示すフローチャートである。ス
テップＳ１により、ＶＰの出生依頼があったか否かの判断がなされる。顧客（ユーザ）が
ブラウザフォン３０を操作してＶＰの出生依頼を行なえば、Ｓ１ａに進み、正当機関であ
る旨の証明処理がなされる。この証明処理は、金融機関７がＶＰの管理をする正当な機関
であることを証明するための処理であり、他人が金融機関７になりすます不正行為を防止
するための処理である。この処理については、図２４（ｂ）に基づいて後述する。次にＳ
２へ進み、ＲＰの氏名，住所の入力要求をブラウザフォン３０へ送信する。次にＳ３へ進
み、ＲＰの氏名，住所の返信がブラウザフォン３０からあったか否かの判断がなされ、あ
るまで待機する。
【０２０８】
　ユーザであるＲＰがブラウザフォン３０から自分の氏名，住所を入力して送信すれば、
Ｓ３によりＹＥＳの判断がなされてＳ４へ進み、乱数Ｒを生成してチャレンジデータとし
てブラウザフォン３０へ送信する処理がなされる。ユーザがＶＰの出生依頼を行なう場合
には、ブラウザフォン３０のＵＳＢポート１８にＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖを差込んでおく。
その状態で、ＶＰ管理サーバ９から乱数Ｒが送信されてくれば、その乱数をＶＰ用ＩＣ端
末１９Ｖへ入力する。すると、後述するように、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖ内において入力さ
れた乱数ＲをＲＰの認証鍵ＫＮを用いて暗号化する処理がなされ、その暗号結果がブラウ
ザフォン３０へ出力される。ブラウザフォン３０では、その出力されてきた暗号化データ
であるレスポンスデータＩをＶＰ管理サーバ９へ送信する。すると、Ｓ５によりＹＥＳの
判断がなされてＳ６へ進み、ＲＰの認証鍵ＫＮを用いて、受信したレスポンスデータＩを
復号化する処理すなわちＤKN（Ｉ）を算出する処理がなされる。次にＳ７へ進み、Ｓ４に
より生成した乱数Ｒ＝ＤKN（Ｉ）であるか否かの判断がなされる。
【０２０９】
　ＶＰの出生依頼者が金融機関７のデータベース１２に記憶されている正規のＲＰである
場合には、Ｒ＝ＤKN（Ｉ）となるために、制御がＳ９へ進むが、データベース１２に記憶
されているＲＰに他人がなりすましてＶＰの出生依頼を行なった場合には、Ｒ＝ＤKN（Ｉ
）とはならないために、制御がＳ８へ進み、アクセス拒絶の旨がブラウザフォン３０へ送
信されてＳ１へ戻る。
【０２１０】
　一方、Ｓ７によりＹＥＳの判断がなされた場合には、Ｓ９へ進み、希望のコンビニエン
スストアの入力があったか否かの判断がなされる。ＶＰの出生依頼を行なったＲＰは、誕
生してくるＶＰの住所となるコンビニエンスストアについて特に希望するコンビニエンス
ストアがあれば、ブラウザフォン３０に入力してＶＰ管理サーバ９へ送信する。その場合
には、Ｓ９によりＹＥＳの判断がなされてＳ１０へ進み、その入力されてきたコンビニエ
ンスストアの情報を記憶した後Ｓ１２へ進む。一方、希望するコンビニエンスストアの入
力がなかった場合にはＳ１１へ進み、ＲＰの住所に近いコンビニエンスストアを検索して
そのコンビニエンスストアを記憶した後Ｓ１２へ進む。
【０２１１】
　Ｓ１２では、ＶＰの氏名，ＶＰの住所であるコンビニエンスストアの住所，ＶＰのＥメ
ールアドレス等を決定する。次にＳ１３へ進み、ＶＰの公開鍵の送信要求をブラウザフォ
ン３０へ送信する。そして、Ｓ１４へ進み、公開鍵ＫＰの返信があったか否かの判断がな
され、あるまで待機する。ＶＰの公開鍵の送信要求を受けたブラウザフォン３０は、接続
されているＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ公開鍵出力要求を出力する。すると、後述するように
、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖは、記憶しているＶＰ用の公開鍵ＫＰをブラウザフォン３０へ出
力する。ブラウザフォン３０では、その出力されてきたＶＰ用の公開鍵ＫＰをＶＰ管理サ
ーバ９へ返信する。すると、Ｓ１４よりＹＥＳの判断がなされてＳ１５へ進み、ＲＰに対
応付けて、ＶＰの氏名，住所，公開鍵ＫＰ，Ｅメールアドレスをデータベース１２へ記憶
させる処理がなされる。
【０２１２】
　次にＳ１６へ進み、ＶＰの電子証明書を作成してＸＭＬストア５０に登録する処理がな
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される。この電子証明書は、金融機関７等の第三者機関においてＲＰとの対応関係が登録
されている正規のＶＰであることを証明するものである。次にＳ１７へ進み、ＲＰに、Ｖ
Ｐの氏名，コンビニエンスストアの住所，コンビニエンスストアの名称，Ｅメールアドレ
ス，電子証明書を記憶したＩＣ端末１９Ｉを郵送するための処理がなされる。次にＳ１８
へ進み、Ｓ１２で決定された住所のコンビニエンスストアにＶＰの氏名，Ｅメールアドレ
ス，当該金融機関７の名称を送信する処理がなされる。次にＳ１９へ進み、正当機関であ
る旨の証明処理がなされる。この正当機関である旨の証明処理は、前述したＳ１ａと同じ
処理である。次にＳ１へ戻る。
【０２１３】
　本発明でいう「匿名用の電子証明書」とは、ユーザと当該ユーザが用いる匿名（ＶＰ氏
名）との対応関係を特定可能な情報を登録している守秘義務のある所定機関（金融機関７
）により発行され、前記匿名を用いるユーザが当該所定機関に登録されているユーザであ
ることを証明する証明書を含む概念である。よって、本人確認に用いる一般的なデジタル
ＩＤばかりでなく、前記所定機関が前記匿名を用いるユーザに対し当該ユーザは当該所定
機関に登録されているユーザであることを証明する電子的な証明書をすべて含む概念であ
る。たとえば、ユーザが用いる匿名とその匿名が前記所定機関に登録されているメッセー
ジとに対し、前記所定機関によるデジタル署名が施されただけの、簡単な証明書を含む概
念である。
【０２１４】
　Ｓ１によりＮＯの判断がなされた場合には図１８（ａ）のＳ４００へ進む。Ｓ４００で
は、個人情報の登録処理が行なわれ、次にＳ４０１によりトラップ情報の登録処理が行な
われ、Ｓ４０２により個人情報の確認処理が行なわれ、Ｓ４０３により個人情報の照合，
流通チェック処理が行なわれ、Ｓ４０４により個人情報の販売代行処理が行なわれ、Ｓ４
０５によりメール転送，流通チェック処理が行なわれてＳ１へ戻る。ユーザから個人情報
の提供を受けたサイト（業者）側では、提供してもらった個人情報が本当に正しい内容で
あるか否かを確認したいというニーズがある。そこで、金融機関７のＶＰ管理サーバ９は
、ユーザから個人情報を受付けてその個人情報が正しい個人情報かどうかをチェックし、
正しい個人情報のみをデータベース１２ａに登録する。その処理をＳ４００により行なう
。
【０２１５】
　一方、ネットワーク上でＶＰの利用が盛んになった場合には、ＲＰとＶＰとの両方の詳
しい個人情報を収集した業者が、両個人情報をしらみつぶしにマッチングして、両個人情
報が一致するＲＰ氏名とＶＰ氏名とを割出し、ＶＰに対応するＲＰを予測してしまうとい
う不都合が生ずる恐れがある。そこで、個人情報をデータベース１２ａに登録する場合に
は、勤務先名や所属部署名あるいは役職等のＲＰが特定されてしまうような個人情報を排
除（または変更）して、登録する必要がある。そのような処理を、Ｓ４００により行なう
。
【０２１６】
　一方、個人情報主であるユーザは、自己の個人情報が正しい内容で流通しているか否か
を監視し、間違っていれば正しい内容に修正したいというニーズがある。そこで、データ
ベース１２ｂに登録されている自己の個人情報の真偽をユーザがチェックできるように、
Ｓ４０２により、個人情報の確認処理が行なわれる。
【０２１７】
　さらに、ユーザが自己の個人情報の公開範囲（流通範囲）を限定した上でその個人情報
を業者側（サイト側）に提供した場合に、その公開範囲（流通範囲）が守られているか否
かを監視したいというニーズがある。個人情報の提供を受けた業者側は、前述したように
その個人情報が正しい情報であるか否かを確認したいというニーズがある。そこで、サイ
ト側（業者側）が所有している個人情報を正しい個人情報が登録されているデータベース
１２ａの個人情報と照合できるようにする一方、その照合対象となった業者側所有の個人
情報の流通許容範囲をチェックして正しく流通されているか否かをチェックできるように
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、Ｓ４０３の処理が行なわれる。
【０２１８】
　ユーザは、個人情報を提供する見返りとして、何らかのサービスあるいは金銭を入手し
たいというニーズがある。そこで、Ｓ４０４により、個人情報の販売代行が行なわれる。
図３に基づいて説明したように、トラップ型ＶＰは、Ｅメールアドレスを金融機関７のト
ラップ型ＶＰ用として開設しているアドレスにしているため、そのトラップ型ＶＰに宛て
たＥメールは金融機関７のトラップ型ＶＰ用に開設されたＥメールアドレス宛に送られる
。そこで、その送られてきたＥメールを対応するＶＰのＥメールアドレスに転送する必要
がある。その処理を、Ｓ４０５により行なう。その際に、業者側から送られてくるＥメー
ルの宛名はトラップ型ＶＰとなっているために、そのトラップ型ＶＰに対応するサイト（
業社）を割出し（図３参照）、その割出されたサイト（業社）からのＥメールでなかった
場合には当該トラップ型ＶＰの個人情報の流通許容範囲内のサイト（業社）からのＥメー
ルか否かをチェックし、流通チェックを行なうことも、Ｓ４０５により行なわれる。
【０２１９】
　図１８（ｂ）は、Ｓ４００の個人情報の登録処理のサブルーチンプログラムを示すフロ
ーチャートである。この個人情報の登録処理は、ユーザがＶＰとして個人情報を登録する
際の処理である。
【０２２０】
　乱数Ｒを受信したブラウザフォン３０は、そのブラウザフォン３０に接続されているＶ
Ｐ用ＩＣ端末１９Ｖに記憶されているＶＰ用の秘密鍵を用いて乱数Ｒを１回暗号化してレ
スポンスデータＩを生成する。そしてそのレスポンスデータＩを金融機関７のＶＰ用管理
サーバ９へ送信する。
【０２２１】
　Ｓ４１０により、ユーザ側から個人情報の登録要求があったか否かの判断がなされ、な
い場合にはこのサブルーチンプログラムが終了する。登録要求があった場合にはＳ４１１
へ進み、正当機関証明処理がなされる。次に制御がＳ４１２へ進み、ＶＰの氏名の入力要
求がなされ、Ｓ４１３により入力があったか否かの判断がなされる。入力があった場合に
は制御がＳ４１４へ進み、乱数Ｒを生成してチャレンジデータとして登録要求を行なった
ユーザ側に送信する処理がなされる。Ｓ４１５へ進み、ユーザ側からレスポンスデータＩ
を受信したか否かの判断がなされ、受信するまで待機する。受信した段階でＳ４１６へ進
み、ＶＰの公開鍵ＫＰをデータベース１２ａから検索して、受信したレスポンスデータＩ
を公開鍵ＫＰで暗号化したDKP（Ｉ）を生成する処理がなされる。
【０２２２】
　次に制御がＳ４１７へ進み、チャレンジデータＲとDKP（Ｉ）が等しいか否かの判断が
なされる。等しくなければユーザの本人認証ができなかったこととなりＳ４２２へ進み、
登録拒否の処理がなされる。Ｓ４１７によりＹＥＳの判断がなされた場合には制御がＳ４
１８へ進み、登録要求を出したユーザに対し登録を希望する個人情報の入力要求を出す処
理がなされる。次にＳ４１９へ進み、入力があったか否かの判断がなされ、入力があるま
で待機する。入力があった段階で制御がＳ４２０へ進み、登録対象の個人情報の真偽チェ
ックを行なう。
【０２２３】
　この真偽チェックは、たとえば、ＸＭＬストア５０にアクセスして該当するユーザの個
人情報が登録されている場合にそれと照合チェックしたり、電子行政群４９に含まれる市
役所等にアクセスしてそこに登録されている個人情報と照合チェックしたりして行なわれ
る。このような機械検索による照合チェックだけでは不十分な場合には、金融機関７の調
査員が裏取り調査を行なって真偽チェックを行なう。
【０２２４】
　次に制御がＳ４２１へ進み、真偽チェックの結果正しいか否かの判断がなされ、正しく
ない場合にはＳ４２２へ進み登録拒否の処理がなされる一方、正しい場合にはＳ４２３へ
進み、ＲＰが特定される個人情報か否かの判断がなされる。登録しようとしているＶＰの
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個人情報の中に、たとえば勤務先名や所属部署名あるいは役職等のＲＰが特定されてしま
うような個人情報が存在する場合に、それをそのまま登録してしまうと、その登録情報か
らどのＶＰがどのＲＰに対応するかを第三者に予測されてしまう恐れがある。このデータ
ベース１２ａに登録される個人情報は、Ｓ４０３やＳ４０４によりサイト側（業者側）が
知り得る状態となる。その結果、サイト側（業者側）に、ＲＰとＶＰとの対応関係が予測
される恐れが生ずる。
【０２２５】
　そこで、Ｓ４２３により、ＲＰが特定される個人情報か否かの判断がなされ、予測され
る個人情報でなければＳ４２５へ進むが、予測される恐れのある個人情報の場合にはＳ４
２４へ進み、その個人情報を加工する処理がなされた後Ｓ４２５へ進む。たとえば、勤務
先名がＭＥＣであった場合には、それをたとえば「某大手電気メーカー」に加工したり、
役職がたとえば専務であった場合には、たとえば「重役」に加工したりする。
【０２２６】
　Ｓ４２５では、個人情報に当該金融機関のデジタル署名を付してユーザ名別に登録する
処理がなされる。その結果、図４に示すようなデータがデータベース１２ａに登録される
。
【０２２７】
　図１９は、Ｓ４０１に示されたトラップ情報の登録処理のサブルーチンプログラムを示
すフローチャートである。Ｓ４３０により、正当機関証明処理がなされ、Ｓ４３１により
、ＶＰ氏名の入力要求がトラップ情報の登録依頼をしてきたＶＰに出される。次にＳ４３
２へ進み、その登録依頼をしてきたＶＰが自己のＶＰ氏名を入力したか否かの判断がなさ
れ、入力するまでＳ４３１の要求が出される。次に制御がＳ４３３へ進み、乱数Ｒを生成
してチャレンジデータとして登録依頼者であるＶＰに送信する処理がなされる。Ｓ４３４
により、レスポンスデータＩを受信したか否かの判断がなされる。
【０２２８】
　送信されてきたチャレンジデータＲを受信した登録依頼者であるＶＰがそのチャレンジ
データＲを自己の秘密鍵で暗号化してレスポンスデータＩを生成し、金融機関７のＶＰ管
理サーバ９へ送信する。すると、制御がＳ４３５へ進み、登録依頼をしてきたＶＰの公開
鍵ＫＰをデータベース１２ａから検索し、受信したレスポンスデータＩをその公開鍵ＫＰ
で復号化する処理を行なう。そしてＳ４３６により、チャレンジデータＲ＝DKP（Ｉ）で
あるか否かの判断がなされ、イコールでない場合には認証の結果そのＶＰが本人と確定で
きないということであり、Ｓ４３７により登録拒否の通知がそのＶＰになされる。一方、
Ｓ４３６によりＹＥＳの判断がなされて認証の結果ＶＰが本人であることが確認できた場
合には、制御がＳ４３８へ進み、トラップ情報の送信要求をそのＶＰへ送信する処理がな
される。
【０２２９】
　ＶＰから登録してもらいたいトラップ情報が送信されてきたか否かがＳ４３９によりな
され、送信されてくるまで待機する。送信されてきた段階で制御がＳ４４０へ進み、送信
されてきたトラップ情報をデータベース１２ａに記憶させる処理がなされる。このトラッ
プ情報は、登録依頼者であるＶＰに対応した記憶領域に記憶される。次に制御がＳ４４１
へ進み、そのトラップ情報に対する電子署名を金融機関７が生成して、その電子証明書を
ＸＭＬストア５０へ登録する処理がなされる。その結果、図５に基づいて説明したように
、ＸＭＬストア５０のデータベース７２に電子証明書が格納される。
【０２３０】
　この電子証明書は、ＸＭＬストア５０に格納する代わりに登録依頼を行なってきたＶＰ
のＩＣ端末１９Ｖに格納してもよい。しかし、トラップ情報は、前述したように、そのＶ
ＰがアクセスしたＷｅｂサイト毎またはＶＰ（トラップ型ＶＰ）として登録してポイント
カードを新規発行してもらった百貨店等の業社毎に異なり、その結果電子証明書もＷｅｂ
サイト毎（業社毎）に異なることとなり、多数の電子証明書をＩＣ端末１９Ｖに格納する
となると、記憶容量の問題が生ずる。ゆえに、本実施の形態では、その記憶容量の問題を
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克服するために、ＸＭＬストア５０へ登録する。なお、ＩＣ端末１９Ｖの記憶容量が非常
に大きなものであれば、金融機関７が発行した電子証明書のすべてまたはその大半をこの
ＩＣ端末１９Ｖに記憶させてもよい。
【０２３１】
　図２０は、Ｓ４０５に示されたメール転送，流通チェックのサブルーチンプログラムを
示すフローチャートである。Ｓ５１４により、サイト（業者）からメールが送られてきた
か否かの判断がなされる。図３等に基づいて説明したように、ＶＰが、本名を用いてサイ
トにアクセスしたり業社にポイントカードを登録した場合にはＶＰ自身のＥメールアドレ
スをそのサイト側（業社側）に通知するが、トラップ型ＶＰ氏名を用いてサイト（業社）
にアクセスした場合には、金融機関７のトラップ型ＶＰ用として開設されているＥメール
アドレスをそのサイト（業社）側に提供する。その結果、そのサイト（業社）からのＥメ
ールは、金融機関７のトラップ型ＶＰ用に開設されたＥメールアドレスで送られてくるこ
ととなる。
【０２３２】
　金融機関７では、そのトラップ型ＶＰ用に開設したＥメールアドレスに送信されてきた
メールがある場合には、ＶＰ管理用サーバ９は、Ｓ５１４により、ＹＥＳの判断を行なう
。その結果、制御がＳ５１５へ進み、その送られてきたＥメールに含まれている宛名に対
応するサイト名（業者名）をデータベース１２ａから割出す処理を行なう。データベース
１２ａは、図３に基づいて説明したように、ＶＰの氏名とそのＶＰがアクセスしたサイト
名（業社名）とが対応付けられて記憶されている。この対応関係を利用して、メールの宛
名から対応するサイト名（業者名）を割出す処理がなされる。
【０２３３】
　次にＳ５１６により、割出されたサイト名（業社名）とＥメールを送ったサイト名（業
社名）とが一致するか否かの判断がなされる。本来なら一致する筈であるが、個人情報が
不正に流通された場合には、その不正流通された個人情報を不正入手したサイト（業社）
がその個人情報主にＥメールを送る場合がある。その場合には、割出されたサイト名（業
社名）とメールを送ったサイト名（業社名）とが一致しない状態となる。
【０２３４】
　割出されたサイト名（業社名）とメールを送ったサイト名（業社名）とが一致しない場
合に、即座に個人情報が不正流通されたとは断定できない。サイト（業社）側に個人情報
を提供する際に、ある一定の流通許容範囲内においては流通させてもよいと個人情報主で
あるユーザから承諾を得ている場合がある。よって、Ｓ５２２に制御が進み、ＸＭＬスト
アの該当個人情報を検索して、ポリシーに定められている流通許容範囲内にＥメール送信
者が含まれるか否かチェックする処理がなされ、Ｓ５２３により、含まれると判断された
場合には制御がＳ５１７へ進むが、含まれないと判断された場合には制御がＳ５１９へ進
む。
【０２３５】
　Ｓ５１９では、Ｅメールを送ったサイト名（業社名）に対応させて個人情報の不正入手
値を「１」加算更新する処理がなされ、Ｓ５２０により、Ｓ５１５によって割出されたサ
イト名（業社名）に対応させて個人情報の不正流出値を「１」加算更新する処理がなされ
る。次にＳ５２１により、個人情報の不正があった旨およびその詳細データを該当するユ
ーザへ通知する処理がなされる。
【０２３６】
　一方、個人情報が不正流通されていないと判断された場合には制御がＳ５１７へ進み、
Ｅメールの宛名に対応するユーザのメールアドレスを割出す処理がなされ、Ｓ５１８によ
り、その割出されたアドレスにＥメールを転送する処理がなされる。
【０２３７】
　図２１は、図２に示した認証用サーバ１１の処理動作を示すフローチャートである。先
ずＳ２５により、ＲＰから電子証明書の発行依頼があったか否かの判断がなされ、あるま
で待機する。ユーザであるＲＰがブラウザフォン３０からＲＰの電子証明書の発行依頼要
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求を認証用サーバ１１へ送信すれば、制御がＳ２６へ進み、ＲＰの住所，氏名，公開鍵の
送信要求をブラウザフォン３０へ送信する処理がなされる。次にＳ２７へ進み、ブラウザ
フォン３０からＲＰの住所，氏名，公開鍵の返信があるか否かの判断がなされ、あるまで
待機する。そして、返信があった段階で制御がＳ２８へ進み、ＲＰの電子証明書を作成し
てブラウザフォン３０へ送信する処理がなされる。次にＳ２９へ進み、ＲＰの住所，氏名
，公開鍵ＫＰをデータベース１２ａに記憶する処理がなされてＳ２５へ戻る。
【０２３８】
　図２２～図２４は、図２の決済サーバ１０の処理動作を示すフローチャートである。Ｓ
３５により、ＲＰの銀行口座番号の作成依頼があったか否かの判断がなされ、ない場合に
はＳ３９へ進み、ＶＰの銀行口座番号の作成依頼があったか否かの判断がなされ、ない場
合にはＳ４０へ進み、デビットカードの発行要求があったか否かの判断がなされ、ない場
合にはＳ４１へ進み、決済要求があったか否かの判断がなされ、ない場合にはＳ３５へ戻
る。
【０２３９】
　このＳ３５～Ｓ４１のループの巡回途中で、ユーザが金融機関７へ出向き、ＲＰの銀行
口座の開設依頼を行なってＲＰの銀行口座番号の作成依頼が入力されれば、制御がＳ３６
へ進み、ＲＰの住所，氏名等の入力要求がなされ、入力があれば制御がＳ３８へ進み、Ｒ
Ｐの銀行口座を作成して、データベース１２ａに記憶するとともにＲＰに通知する処理が
なされてＳ３５へ戻る。
【０２４０】
　ユーザが金融機関７へ出向き、ＶＰの銀行口座の開設依頼を行なってＶＰの銀行口座番
号の作成依頼要求が入力されれば、Ｓ４２へ進み、ＶＰの住所，氏名等，ＲＰの住所，氏
名等の入力要求がなされる。ユーザは、これら情報を手動でキーボードから入力するか、
または、決済サーバ１０にＲＰ用ＩＣ端末１９ＲやＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖを接続してこれ
らデータを自動入力する。データが入力されれば、制御がＳ４４へ進み、ＲＰとＶＰの対
応が適正であるか否かが、データベース１２ａを検索することにより確認される。
【０２４１】
　ＲＰとＶＰの対応が適正でない場合にはＳ５１へ進み、対応が不適正である旨を報知し
てＳ３５へ戻る。一方、ＲＰとＶＰとの対応が適正な場合にはＳ４５へ進み、ＶＰの銀行
口座を作成して、データベース１２ａに記憶するとともに、ＶＰに対応するＲＰにその銀
行口座を郵送する処理がなされた後Ｓ３５へ戻る。
【０２４２】
　ユーザが金融機関７へ出向き、デビットカードの発行要求の依頼を行なってデビットカ
ードの発行要求の入力があれば、Ｓ４０によりＹＥＳの判断がなされてＳ４６へ進み、口
座番号と氏名と暗証番号の入力要求がなされる。ユーザがＲＰ用のデビットカードの発行
を要求する場合には、ＲＰの銀行口座番号と氏名と暗証番号を入力する。一方、ユーザが
ＶＰ用のデビットカードの発行要求を希望する場合には、ＶＰの銀行口座番号とＶＰの氏
名とＶＰの暗証番号とを入力する。これらのデータの入力は、ＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒまた
はＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖを決済サーバ１０へ接続して自動的に入力する。
【０２４３】
　これらデータの入力が行なわれれば制御がＳ４８へ進み、入力データをデータベース１
２ａへ記憶するとともに、デビットカードを発行する処理がなされる。次にＳ４９へ進み
、発行されたデビットカードの記憶データをＲＰ用ＩＣ端末またはＶＰ用ＩＣ端末へ伝送
する処理がなされてＳ３５へ戻る。
【０２４４】
　決済サーバ１０に決済要求が送信されてくれば、Ｓ４１によりＹＥＳの判断がなされて
Ｓ５０へ進み、決済処理がなされた後Ｓ３５へ戻る。
【０２４５】
　図２３は、図２２に示したＳ５０の決済処理のサブルーチンプログラムを示すフローチ
ャートである。決済要求には、銀行口座内の資金を一部ＲＰ用ＩＣ端末１９ＲまたはＶＰ
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用ＩＣ端末１９Ｖに引落す引落し要求と、デビットカードを使用しての決済要求と、クレ
ジットカードを使用して決済を行なった場合のクレジットカード発行会社からのクレジッ
ト使用金額の引落し要求とがある。まずＳ５５よりＩＣ端末１９Ｒまたは１９Ｖへの引落
し要求があったか否かの判断がなされ、ない場合にはＳ５７へ進み、デビットカードを使
用しての決済要求があったか否かの判断がなされ、ない場合にはＳ５８へ進み、クレジッ
トカード発行会社からの引落し要求があったか否かの判断がなされ、ない場合にはＳ５５
４へ進み、クレジットカード発行会社からの問合せ処理が行なわれた後、Ｓ５９によりそ
の他の処理がなされてこのサブルーチンプログラムが終了する。
【０２４６】
　ユーザがブラウザフォン３０等からＲＰ用ＩＣ端末１９ＲまたはＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖ
へ資金の一部引落し要求を決済サーバ１０へ送信した場合には、Ｓ５５によりＹＥＳの判
断がなされてＳ５６へ進み、正当機関証明処理がなされた後Ｓ６０へ進む。Ｓ６０では、
氏名の入力要求をブラウザフォン３０等へ送信する処理がなされる。その要求を受けたブ
ラウザフォン３０では、接続されているＩＣ端末１９Ｒまたは１９Ｖに対し氏名の出力要
求を伝送する。すると、接続されているＩＣ端末１９Ｒまたは１９Ｖから氏名がブラウザ
フォン３０へ伝送され、その伝送されてきた氏名をブラウザフォン３０が決済サーバ１０
へ伝送する。すると、Ｓ６１によりＹＥＳの判断がなされてＳ６２へ進み、乱数Ｒを生成
してチャレンジデータとしてブラウザフォン３０へ送信する処理がなされる。
【０２４７】
　その乱数Ｒを受けたブラウザフォン３０は、後述するように、接続されているＩＣ端末
１９Ｒまたは１９Ｖに対し乱数Ｒを伝送する。乱数Ｒを受取ったＩＣ端末がＲＰ用ＩＣ端
末１９Ｒの場合には、記憶している認証鍵ＫＮを用いてＲを暗号化してレスポンスデータ
Ｉを生成し、それをブラウザフォン３０へ出力する。ブラウザフォン３０では、その出力
されてきたレスポンスデータＩを決済サーバ１０へ送信する。一方、乱数Ｒを受取ったＩ
Ｃ端末がＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖの場合には、受取った乱数Ｒを記憶している公開鍵ＫＰを
用いて暗号化してレスポンスデータＩを生成し、ブラウザフォン３０へ出力する。ブラウ
ザフォン３０では、その出力されてきたレスポンスデータＩを決済サーバ１０へ送信する
。
【０２４８】
　レスポンスデータＩが送信されてくれば、Ｓ６３によりＹＥＳの判断がなされてＳ６４
に進み、Ｓ６０に応じて入力された氏名がＲＰのものであるか否かが判別され、ＲＰの場
合にはＳ６５へ進み、ＲＰの認証鍵ＫＮをデータベース１２から検索してその認証鍵ＫＮ
を用いて受信したレスポンスデータＩを復号化する処理すなわちＤKN（Ｉ）を生成する処
理がなされる。次にＳ６６へ進み、Ｒ＝ＤKN（Ｉ）であるか否かの判断がなされる。ＩＣ
端末への引落し要求を行なったユーザがデータベース１２に登録されている適正なユーザ
である場合には、Ｒ＝ＤNK（Ｉ）となるはずであるが、データベース１２に登録されてい
るユーザになりすまして銀行口座の資金の一部を引落しするという不正行為が行われた場
合には、ＲとＤKN（Ｉ）とが一致しない状態となる。その場合には制御がＳ７９へ進み、
不適正である旨をブラウザフォン３０へ返信する処理がなされてサブルーチンプログラム
が終了する。
【０２４９】
　一方、Ｒ＝ＤKN（Ｉ）の場合には制御がＳ６７へ進み、引落し額の入力要求をブラウザ
フォン３０へ送信する処理がなされ、引落し額がブラウザフォン３０から送信されてくれ
ば、制御がＳ６９へ進み、ＲＰの口座から引落し額Ｇを減算してＧをブラウザフォン３０
へ送信する処理がなされてサブルーチンプログラムが終了する。
【０２５０】
　一方、ユーザがＶＰとしてＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへの引落しを行なう場合には、ＶＰの
本名を用いる。入力された氏名がＶＰの本名であった場合にはＳ６４によりＮＯの判断が
なされて制御が図２４（ａ）のＳ８５へ進む。Ｓ８５では、ＶＰの公開鍵ＫＰをデータベ
ース１２から検索してその公開鍵ＫＰを用いて受信したレスポンスデータＩを復号化する
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処理すなわちＤKP（Ｉ）を生成する処理がなされる。次にＳ８６へ進み、Ｒ＝ＤKP（Ｉ）
であるか否かの判断がなされる。引落し要求を行なっているものがデータベース１２に登
録されているＶＰになりすまして引落すという不正行為を行なっている場合には、Ｓ８６
によりＮＯの判断がなされてＳ７９に進み、不適正である旨がブラウザフォン３０へ返信
されることとなる。一方、Ｓ８６によりＹＥＳの判断がなされた場合にはＳ８７へ進み、
引落し額Ｇの入力要求をブラウザフォン３０へ送信する処理がなされ、ブラウザフォン３
０から引落し額Ｇの送信があれば、Ｓ８９へ進み、ＶＰの銀行口座からＧを減算してＧを
ブラウザフォン３０へ送信する処理がなされた後サブルーチンプログラムが終了する。
【０２５１】
　ユーザがデビットカードを使用しての決済を行なうべくデビットカード使用操作を行な
った場合には、デビットカード使用要求が決済サーバ１０へ送信され、Ｓ５７によりＹＥ
Ｓの判断がなされてＳ５６へ進み、正当機関証明処理がなされる。次にＳ７０へ進み、暗
証番号とカード情報入力要求がユーザのブラウザフォン３０へ送信される。デビットカー
ドの暗証番号とデビットカード情報とがブラウザフォン３０から決済サーバ１０へ送信さ
れてくれば制御がＳ７２へ進み、その送信されてきたデータが適正であるか否かの判断が
なされ、不適正であればＳ７９へ進む。
【０２５２】
　一方、適正である場合にはＳ７３へ進み、使用額Ｇの入力を待つ。ユーザが使用額Ｇを
入力してそれが決済サーバ１０へ送信されてくれば制御がＳ７４へ進み、該当する口座を
検索してＧを減算するとともにＧをユーザのブラウザフォン３０に送信する処理がなされ
る。
【０２５３】
　ユーザがＲＰまたはＶＰの本名を用いて後述するようにクレジットカードによるＳＥＴ
を用いた決済を行なった場合には、クレジットカード発行会社４（図１参照）からクレジ
ット支払金額の引落し要求が決済サーバ１０へ送信される。その引落し要求が送信されて
くればＳ５８によりＹＥＳの判断がなされてＳ５６の正当機関証明処理がなされた後Ｓ７
５へ進み、ユーザの氏名，口座番号の入力を待つ。クレジットカード発行会社４からユー
ザの氏名と口座番号とが送信されてくれば制御がＳ７６へ進み、その入力されたデータが
適正であるか否かをデータベース１２を検索して判別する。不適正の場合にはＳ７９へ進
むが、適正な場合にはＳ７７へ進み、引落し額Ｇの入力を待機する。クレジットカード発
行会社４から引落し額Ｇすなわちクレジット支払額と手数料との合計金額が送信されてく
れば制御がＳ７８へ進み、口座からＧを減算してクレジットカード発行会社の口座Ｇに加
算する処理すなわち資金の移動処理がなされる。
【０２５４】
　Ｓ５８によりＮＯの判断がなされた場合にはＳ５５４によるクレジット発行会社４から
の問合せ処理が行なわれた後Ｓ５９へ進み、その他の処理が行なわれる。
【０２５５】
　図２４（ｂ）は、前述したＳ１ａ，Ｓ１９，Ｓ５６に示された正当機関証明処理のサブ
ルーチンプログラムを示すフローチャートである。まずＳ９０により、当該機関の電子証
明書を送信する処理がなされる。この電子証明書を受信した側においては、乱数Ｒを生成
してその乱数Ｒを送信する。すると、Ｓ９１によりＹＥＳの判断がなされてＳ９２へ進み
、その受信した乱数Ｒを当該機関の秘密鍵ＫＳで暗号化する処理すなわちＬ＝ＥKS（Ｒ）
を算出する処理がなされ、その算出されたＬを返信する処理がなされる。
【０２５６】
　このＬを受信した受信側においては、既に受信している電子証明書内の当該機関の公開
鍵ＫＰを利用してＬを復号化することによりＲを得ることができる。そのＲと送信したＲ
とがイコールであるか否かをチェックすることにより、正当機関であるか否かをチェック
することが可能となる。これについては後述する。
【０２５７】
　図２５は、Ｓ５５４に示されたクレジットカード会社からの問合せ処理のサブルーチン
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プログラムを示すフローチャートである。前述したように、ＶＰがトラップ型ＶＰとして
サイトにアクセスして電子ショッピング等を行なったりトラップ型ＶＰとして登録してい
る小売店等の業社で自動決済を行ってクレジット決済を行なった場合には、ＶＰ本人のク
レジット番号が用いられるのではなく、そのＶＰ本人のクレジット番号を何回か秘密鍵で
暗号化した暗号化クレジット番号が用いられることとなる。たとえば、図３に示すように
、トラップ型ＶＰ氏名Ｅ（Ｂ１３Ｐ）としてサイトＭＰＰにアクセスしたＶＰは、電子シ
ョッピング等を行なってクレジット決済をする際には、バーチャルクレジット番号Ｅ（３
２８８）を用いる。ＶＰは、クレジットカード発行会社４に対し３２８８のクレジット番
号は登録しているが、Ｅ（３２８８）の暗号化クレジット番号までは登録していない。よ
って、Ｅ（３２８８）のバーチャルクレジット番号がクレジット決済に伴ってクレジット
カード発行会社４に送信されてきた場合には、クレジットカード発行会社４は、そのＥ（
３２８８）のバーチャルクレジット番号を自社で検索して真偽を確かめることはできない
。
【０２５８】
　そこで、そのような場合に、クレジットカード発行会社は、金融機関７にそのバーチャ
ルクレジット番号が正しいか否かの照会を行なってもらうのである。
【０２５９】
　クレジットカード発行会社からの問合せがあれば制御はＳ５６１へ進み、Ｓ５６１～Ｓ
５６８の前述したものと同様の認証処理が行なわれる。認証の結果本人が確認されればＳ
５６７によりＹＥＳの判断がなされてＳ５６９へ進み、照会対象データの入力要求がクレ
ジットカード発行会社に送信される。この照会対象データとは、前述したバーチャルクレ
ジット番号とトラップ型ＶＰ氏名とを含む。このトラップ型ＶＰ氏名をも入力されること
により、そのトラップ型ＶＰ氏名とバーチャルクレジット番号とが対応しているか否か等
も照会できる。
【０２６０】
　照会対象データがクレジットカード発行会社から送信されてくれば制御はＳ５７１へ進
み、データベース１２ａを検索してその送信されてきた照会対象データと照合する処理が
なされる。次にＳ５７２により、照合結果送られてきた照会対象データが適正であるか否
かの判断がなされ、適正な場合にＳ５７３により、適正な旨をクレジットカード発行会社
へ返信し、照合結果適正でない場合にはＳ５７４により、不適正な旨がクレジットカード
発行会社に返信される。Ｓ５７３による適正な旨を返信する際には、Ｓ５７０により入力
された照会対象データに対し適正な旨を表わす金融機関７側のデジタル署名を付し、その
デジタル署名付きデータが問合せをしたクレジットカード発行会社４へ返信されることと
なる。
【０２６１】
　図２６は、図１４のＳ９５ｂに示されたブラウザフォン３０の偽モード処理のサブルー
チンプログラムを示すフローチャートである。ＳＤ１により、電源投入時であるか否かの
判断がなされ、電源投入時でない場合にはＳＤ２に進み、偽モード操作があったか否かの
判断がなされ、ない場合にはＳＤ３へ進み、偽モード解除操作があったか否かの判断がな
され、ない場合にはＳＤ１０へ進む。
【０２６２】
　ブラウザフォン３０の電源が投入されればＳＤ１によりＹＥＳの判断がなされてＳＤ４
へ進み、現在のモードの種類をブラウザフォン３０により表示する処理がなされる。ブラ
ウザフォン３０のモードは、偽モード、トラップモード、通常モードの３種類があり、現
在どのモードになっているかが、ＳＤ４により表示される。次に制御がＳＤ５へ進み、現
在偽モードになっているか否かの判断がなされ、偽モードになっていない場合にはこの偽
モード処理のサブルーチンプログラムが終了する。
【０２６３】
　一方、偽モードになっている場合にはＳＤ６へ進み、本人認証のためのパスワードを発
信させて個人ユーザが所持している購入済物品に付されているＲＦＩＤタグに記憶させる
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処理がなされる。次にＲＦＩＤにＯＦＦモード指令を発信する処理がＳＤ７により行なわ
れる。これにより、購入済物品に付されているＲＦＩＤタグが、前述したようにＯＦＦモ
ード即ち記憶しているＲＦＩＤを発信しない発信停止モードとなる（ＳＣ６参照）。次に
ＳＤ８へ進み、購入済物品に付されているＲＦＩＤタグに対しＲＦＩＤ送信指令を発信し
、ＳＤ９により、そのＲＦＩＤタグからＲＦＩＤが発信されてそれを受信したか否かの判
断がなされる。通常であれば、発信停止モードに切換わった後であるためにＲＦＩＤは発
信されてくることがなく、ＳＤ１０へ進み、ＲＦＩＤ交換処理がなされる。一方、ＳＤ９
によりＲＦＩＤを受信した旨の判断がなされた場合には、ＳＤ１１へ進み、ブラウザフォ
ン３０によりエラー表示がなされる。
【０２６４】
　個人ユーザがブラウザフォン３０により偽モード操作を行なった場合には、ＳＤ２によ
　りＹＥＳの判断がなされてＳＤ１２へ進み、ブラウザフォン３０を偽モードに切換える
処理がなされた後にＳＤ６へ進む。一方、ブラウザフォン３０により偽モード解除操作が
行われた場合には、ＳＤ３によりＹＥＳの判断がなされて、ＳＤ１３へ進み、ブラウザフ
ォン３０の偽モードを解除して通常モードにする処理がなされる。
【０２６５】
　尚、この偽ＲＦＩＤ発信機能を有するブラウザフォン３０を有する個人ユーザは、前述
のセキュリティ用のＲＦＩＤタグ１ａを必ずしも所持する必要はない。ブラウザフォン３
０がセキュリティ用のＲＦＩＤタグ１ａの代わりをしてくれるためである。
【０２６６】
　図２７は、ＳＤ１０に示されたＲＦＩＤ交換処理のサブルーチンプログラムを示すフロ
ーチャートであり、偽モードになっている場合に実行される。ＳＥ１により、交換希望電
波をブラウザフォンから発信する処理がなされる。この交換希望電波は、最大２０メート
ルの範囲までしか到達しない電波である。尚、この交換希望電波の到達距離を手動操作に
より変更設定地点例えば２メートル或いは５メートル等のように変更できるように構成し
てもよい。次にＳＥ２に進み、交換エリア内即ち交換希望電波が到達する圏内から交換希
望電波を受信したか否かの判断がなされる。受信した場合には、ＳＥ３へ進み、今日既に
交換済みの相手（ブラウザフォン３０）であるか否かの判断がなされ、既に交換済みのブ
ラウザフォン３０の場合には、交換処理を行なうことなくこのサブルーチンプログラムが
終了する。交換済みの相手（ブラウザフォン３０）であるか否かの判断を可能にするべく
、前述の交換希望電波とともにブラウザフォン３０を特定するためのＩＤコード等を送信
してもよい。
【０２６７】
　一方、今日まだＲＦＩＤの交換を行なっていない相手（ブラウザフォン３０）の場合に
は制御がＳＥ４へ進み、偽ＲＦＩＤを記憶しているか否かの判断がなされる。ブラウザフ
ォン３０のＥＥＰＲＯＭ１９４に偽ＲＦＩＤを記憶しておれば、制御がＳＥ８へ進み、そ
の記憶している偽ＲＦＩＤ（たとえば記憶中の１番新しい偽ＲＦＩＤ）を交換相手のブラ
ウザフォン３０に発信すると共に、相手のブラウザフォン３０から偽ＲＦＩＤを受信する
処理がなされる。次にＳＥ９へ進み、ＥＥＰＲＯＭ１９４に既に記憶している偽ＲＦＩＤ
を１つずつ古い記憶エリア側にシフトし、記憶上限を超えた１番古い偽ＲＦＩＤを消去す
る処理がなされる。次にＳＥ１０へ進み、１番新しい記憶エリアに受信した偽ＲＦＩＤを
記憶する処理がなされる。
【０２６８】
　一方、ＥＥＰＲＯＭ１９４に偽ＲＦＩＤを全く記憶していない場合には制御がＳＥ５へ
進み、個数決定用乱数ＫＲを生成して偽ＲＦＩＤの送信個数を決定する処理がなされる。
次にＳＥ６へ進み、その決定された個数だけのＲＦＩＤのコードを決定するための乱数Ｉ
ＤＲを生成して偽ＲＦＩＤのコードを決定して発信する処理がなされる。次にＳＥ７へ進
み、相手からの偽ＲＦＩＤを受信して１番新しい記憶エリアに記憶する処理がなされる。
【０２６９】
　このＲＦＩＤ交換処理により、ブラウザフォン３０を所持している個人ユーザが例えば
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すれ違う時に記憶している互いの偽ＲＦＩＤが交換されて記憶されることとなる。その結
果、比較的同じ場所を移動する個人ユーザ同士で偽ＲＦＩＤを交換しあって互いの共通偽
ＲＦＩＤとして記憶して、ＲＦＩＤ送信要求があった場合にはその共通偽ＲＦＩＤを発信
することができる状態となり、比較的同じ場所を移動する個人ユーザ同士で前述の異人物
同一識別子発信現象を生じさせることができ、悪意のプライバシー侵害者を有効に撹乱す
ることができる。
【０２７０】
　図２８は、図１４のＳ９５ｃに示されたトラップモードを処理のサブルーチンプログラ
ムを示すフローチャートである。ＳＦ１により、トラップモード操作があったか否かの判
断がなされ、ない場合にはＳＦ２へ進み、トラップモード解除操作があったか否かの判断
がなされ、ない場合にはこのサブルーチンプログラムが終了する。個人ユーザが自己のブ
ラウザフォン３０を操作してトラップモード操作を行なった場合には、ＳＦ１によりＹＥ
Ｓの判断がなされてＳＦ３進み、ブラウザフォン３０はトラップモードに切換わる。
【０２７１】
　次にＳＦ４へ進み、当該ユーザが所持している購入済物品に付されているＲＦＩＤに対
しパスワードを発信する処理がなされる。次にＳＦ５へ進み、ＯＦＦモード指令がそのＲ
ＦＩＤへ発信される。次にＳＦ６により、ＲＦＩＤ送信指令が発信され、ＳＡＦ７により
、ＲＦＩＤの受信があったか否かの判断がなされる。ＳＦ５により既にＯＦＦモード指令
が発信されているために、当該ユーザが所持する購入済物品に付されているＲＦＩＤタグ
からＲＦＩＤが発信されることは通常あり得ない。よって、通常は、ＳＦ７によりＮＯの
判断がなされて、制御がＳＦ７ａに進む。ＳＦ７ａでは、業社選択指定操作があるか否か
の判断がなされる。ない場合にはＳＦ８へ進が、個人ユーザが自己のブラウザフォン３０
により罠を仕掛ける相手業社を選択指定した場合には、制御がＳＦ７ｂに進み、選択指定
された業者を記憶する処理がなされた後にＳＦ８へ進む。
【０２７２】
　次に、ＳＦ８により、トラップモード切換え完了の表示がブラウザフォン３０によりな
される。一方、ＳＦ７によりＲＦＩＤの受信があったと判断された場合にはＳＦ９へ進み
、ブラウザフォン３０によりエラー表示がなされる。
【０２７３】
　次に、個人ユーザが自己のブラウザフォン３０を操作してトラップモード解除操作を行
なった場合には、ＳＦ２によりＹＥＳの判断がなされてＳＦ１０へ進み、当該ブラウザフ
ォン３０のトラップモードが解除される。
【０２７４】
　図２９は、図１４のＳ９５ｄに示されたＲＦＩＤ発信処理のサブルーチンプログラムを
示すフローチャートである。ＳＧ１により、ＲＦＩＤ送信指令を受信したか否かの判断が
なされる。受信していなければこのサブルーチンプログラムが終了する。一方、タグリー
ダからＲＦＩＤ送信指令が発信されれば、ブラウザフォン３０がそれを受信してＳＧ１に
よりＹＥＳの判断がなされ、ＳＧ２により、受信した旨の報知がブラウザフォン３０によ
りなされる。この報知は、具体的には、ブラウザフォン３０から受信音を発生させると共
にＲＦＩＤ送信要求の電波を受信した旨の表示を液晶表示画面に示す。
【０２７５】
　次に制御がＳＧ３へ進み、偽モードになっているか否かの判断がなされる。偽モードに
なっていない場合にはＳＧ４へ進み、トラップモードになっているか否かの判断がなされ
る。トラップモードになっていない場合即ち通常モードの場合にはこのサブルーチンプロ
グラムが終了する。従って、通常モードの場合には、ＲＦＩＤ送信指令を受信したとして
も、何らＲＦＩＤを発信する処理が行なわれない。
【０２７６】
　ブラウザフォン３０は偽モードになっている場合にはＳＧ３によりＹＥＳの判断がなさ
れて制御がＳＧ３ａへ進み、前回のＲＦＩＤの発信から５秒経過しているか否かの判断が
なされる。５秒経過していない場合にはＳＧ３ｂへ進み、前回発信したＲＦＩＤと同じコ
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ードのＲＦＩＤを発信する処理がなされる。これは、タグリーダの読取り信頼性を向上さ
せるべくタグリーダから短期間の間に連続して複数回ＲＦＩＤ送信要求が送られてくるこ
とを想定したものであり、その場合毎回ランダムに生成された偽ＲＦＩＤを発信したので
は、適正なＲＦＩＤとして読取ってくれない不都合が生じる。そこで、前回のＲＦＩＤ発
信から５秒経過していない時には、前回と同じコードのＲＦＩＤを発信するようにし、偽
ＲＦＩＤであることが見破られる不都合を防止できるようにしている。また、タグリーダ
の読取り信頼性を向上させる目的ではなく、受信したＲＦＩＤが本物のＲＦＩＤであるか
または偽物のＲＦＩＤであるかを見極めるために連続して複数回ＲＦＩＤ送信要求を発信
するタグリーダが設置される可能性も予測される。そのようなタイプのタグリーダが設置
されたとしても、所定期間内（例えば５秒間）の範囲内で再度ＲＦＩＤ発信要求が行われ
てくれば、前回と同じコードのＲＦＩＤを送り返すために、偽ＲＦＩＤであることが見破
られる不都合を防止できる。この場合、第１回目の偽ＲＦＩＤを送信した後一旦電源用電
波が停止され、その後（例えば５秒後）再度電源用電波が発信されてＲＦＩＤ発信要求が
行われたとしても、コンデンサ１１０からの供給電力によりＲＦＩＤタグ１ａが作動中で
あるため、前回と同じ偽ＲＦＩＤを再発信することができる。
【０２７７】
　前回のＲＦＩＤの発信から５秒経過している場合にはＳＧ３ａによりＹＥＳの判断がな
されてＳＧ５へ進み、偽ＲＦＩＤがＥＥＰＲＯＭ１９４に記憶されているか否かの判断が
なされる。記憶されている場合には、ＳＧ９へ進み、その記憶している偽ＲＦＩＤの内前
回発信したＲＦＩＤの次の順番のＲＦＩＤを発信する処理がなされる。一方、偽ＲＦＩＤ
の記憶がない場合には、ＳＧ６へ進み、個数決定用乱数ＫＲを生成してＲＦＩＤの送信個
数を決定する処理がなされ、ＳＧ７により、その決定された個数だけのＲＦＩＤのコード
を決定するための乱数ＩＤＲを生成して偽ＲＦＩＤの各コードを決定して発信する処理が
なされる。そして、ＳＧ８により、その決定された偽ＲＦＩＤをそれぞれＥＥＰＲＯＭ１
９４に記憶させる処理がなされる。
【０２７８】
　ブラウザフォン３０がトラップモードとなっている場合には、ＳＧ４により、ＹＥＳの
判断がなされてＳＧ１０へ進み、業社の店名を受信しているか否かの判断がなされる。後
述する自動決済処理等の場合には、販売業者の店名信号を受信する（ＳＨ２参照）。業社
の店名を受信しておれば、制御がＳＧ１１へ進み、受信した業社に対応するトラップ型Ｒ
ＦＩＤがＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに記憶されているか否かの判断がなされる（図８、図９参
照）。記憶されている場合にはＳＧ１２へ進み、その受信し業社に対応するトラップ型Ｒ
ＦＩＤを発信する処理がなされる。一方、ＳＧ１０またはＳＧ１２によりＮＯの判断がな
された場合には制御がＳＧ１３へ進み、図２８のＳＦ７ｂにより予め選択指定されている
業者に対応するＲＦＩＤをＶＰ用ＩＣ端末１９ＶのＥＥＰＲＯＭ２６から読出して（図８
、図９参照）、そのトラップ型ＲＦＩＤを発信する処理がなされる。例えば、個人ユーザ
がポイントカードの発行を行なっていないスーパーマーケット等の業社内を歩いたりその
業社内で購入商品を自動決済した場合等においてその業社側からＲＦＩＤ送信要求が発信
された場合には、ＳＦ７ｂにより予め選択指定されている業者に対応するトラップ型ＲＦ
ＩＤが発信されることとなる。例えば、個人ユーザがＭＴＴの業社を選択操作してＳＦ７
ｂによりその選択指定された業者ＭＴＴをブラウザフォン３０に記憶させた場合において
、ポイントカードを新規発行していないすなわちＶＰを登録していないスーパーマーケッ
ト（ＲＩＦに）においてＲＦＩＤ送信要求が出された場合には、ブライザフォン３０から
ＭＴＴに対応するトラップ型ＲＦＩＤであるｍｔｔが発信されることとなる。そのトラッ
プ型ＲＦＩＤであるｍｔｔを発信した後、スーパーマーケットＲＩＦがトラップ型ＶＰで
あるＥ（Ｂ１３Ｐ）宛にダイレクトメールあるいはＥメールが送信されてきた場合には（
図９参照）、業社ＭＴＴに登録されているトラップ型ＶＰの個人情報Ｅ（Ｂ１３Ｐ）、Ｅ
メールアドレス△△△△△等が、業社ＭＴＴからスーパーマーケットＲＩＦに不正に横流
しことが分かる。このように、トラップ型ＲＦＩＤを発信することにより、後日送られて
きた電子メールやダイレクトメールの宛名と送り主とをチェックすることにより、個人情
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報が不正に横流しされたか否かをチェックすることが可能となる。
【０２７９】
　図３０は、個人ユーザが百貨店等の業社において商品を購入した後自動決済を行なう場
合の決済用ゲートの通過状態を示す説明図である。百貨店（業社）２０６により個人ユー
ザ２０２が商品を購入して手提げ袋２０３に詰め込み、決済用の通過ゲート２０６を通過
して購入商品の決済を行なう。購入商品には、それぞれにＲＦＩＤタグが付されており、
通過ゲート２０６に設けられているタグリーダライタ２０１との間で交信を行なう。また
、個人ユーザ２０２はブラウザフォン３０を所持している。
【０２８０】
　百貨店（業社）２０６には、決済サーバ２０４とデータベース２０５とが設置されてい
る。決済サーバ２０４は、通過ゲート２０６に設けられているタグリーダライタ２０１と
電気的に接続されている。タグリーダライタ２０１は、通過ゲート２０６を通過する際に
個人ユーザ２０２の所持しているブラウザフォン３０および個人ユーザ２０２の手提げ袋
２０３内に収納されている購入商品に付されているＲＦＩＤタグと交信を行ない、決済に
必要なデータを決済サーバ２０４へ送信する。決済サーバ２０４に接続されているデータ
ベース２０５には、顧客データが記憶されている。具体的には、顧客名Ｅ（Ｂ１３Ｐ）、
Ｅ（ＮＰＸＡ）…と、それら各顧客名に対応するポイント数、住所、Ｅメールアドレスが
記憶されている。住所は、トラップ型ＶＰであるＥ（Ｂ１３Ｐ）のコンビニエンスストア
の住所□×○、Ｅ（ＮＰＸＡ）のコンビニエンスストアの住所である△○○（図３参照）
であり、Ｅメールアドレスは、トラップ型ＶＰの場合には金融機関７に開設しているトラ
ップ型ＶＰ用のＥメールアドレスである△△△△△となっている（図３参照）。なお、購
入商品に付されているＲＦＩＤタグは、決済用ゲートを通過して決済が完了し時点でタグ
リーダライタ２０１からの所定の信号（たとえば決済完了信号）を受信した初めてＲＦＩ
Ｄ発信停止状態にすることが可能となる。したがって、決済完了前においては、ＳＤ７、
ＳＦ５等に従ってブラウザフォン３０からＯＦＦモード指令が発信されたとしてもＲＦＩ
Ｄ発信停止状態にはならない。
【０２８１】
　図３１は、図１４のＳ１００に示された自動決済処理のサブルーチンプログラムを示す
フローチャートである。ＳＨ１により、自動決済開始信号を受信したか否かの判断がなさ
れる。個人ユーザ２０２が通過ゲート２０６を通過する際にタグリーダライタ２０１から
自動決済開始信号がブラウザフォン３０に送信されて来れば、ＳＨ１によりＹＥＳの判断
がなされてＳＨ２へ進み、販売業社である百貨店２０６の店名信号を受信したか否かの判
断がなされ、受信するまで待機する。タグリーダライタ２０１から店名信号がブラウザフ
ォン３０へ送信されて来れば、ＳＨ３へ進み、送信されてきた店名（業社名）に対応する
トラップ型ＲＦＩＤがＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに既に記憶されているか否かの判断がなされ
る。既に記憶されている場合にはＳＨ５へ進み、まだ記憶されていない場合にはＳＨ４へ
進み、送信されて来た店名(業社名)に対応させて新しいトラップ型ＲＦＩＤを生成してＶ
Ｐ用ＩＣ端末１９ＶをＥＥＰＲＯＭ２６に記憶させる処理がなされる。
【０２８２】
　次にＳＨ５へ進み、送信されてきた店名の業社がポイントカードを発行して登録してい
る業社であるか否かの判断がなされる。ポイントカードの登録がなされていない場合には
ＳＨ１４へ進むが、ポイントカードの発行なされている業社の場合にはＳＨ６へ進み、デ
ビッド決済、クレジットカード決済の両方が可能な旨をブラウザフォン３０により表示す
る処理がなされる。
【０２８３】
　ＳＨ１～ＳＨ６の処理の間に、タグリーダライタ２０１は手提げ袋２０３に収納されて
いる各購入商品に付されているＲＦＩＤタグと交信してそのＲＦＩＤタグから送信されて
きた各ＲＦＩＤを決済サーバ２０４へ送信する。決済サーバ２０４は、その送信されてき
た各ＲＦＩＤに対応する商品価格を割出してその合計を算出してタグリーダライタ２０１
へ送信する。タグリーダライタ２０１は、その合計金額を個人ユーザ２０３のブラウザフ
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ォン３０へ送信する。
【０２８４】
　次に制御はＳＨ７へ進み、払出金額を受信する処理がなされる。タグリーダライタ２０
１から合計金額（払出金額）がブラウザフォン３０へ送信されてくることにより、この支
払い金額の受信処理が行なわれる。次にＳＨ８へ進み、決済処理の入力操作があったか否
かの判断がなされる。個人ユーザ２０２がブラウザフォン３０により決済処理を入力する
。決済の種類は、前述したデビッドカード決済とクレジットカード決済とリロード金額決
済とがある。リロード金額決済とは、個人ユーザ２０２の銀行口座の残額から一部ブラウ
ザフォン３０に引き落としてブラウザフォン３０にリロードした金額を用いて決済を行な
うものである。次にＳＨ９へ進み、ＳＨ７により受信された支払金額をブラウザフォン３
０により表示する処理がなされる。次にＳＨ１０へ進み、その支払い金額に同意して決済
を行なうためのＯＫ操作があったか否かの判断がなされる。ＯＫ操作がない場合にはＳＨ
１１へ進み、決済をキャンセルするキャンセル操作があったか否かの判断がなされ、ない
場合にはＳＨ１０へ戻る。このＳＨ１０、ＳＨ１１のループの巡回途中で、顧客２０２が
ブラウザフォン３０を操作してＯＫ操作を入力すれば制御がＳＨ１３へ進む。一方、個人
ユーザ２０２がキャンセル操作を行なえばＳＨ１２へ進み、ブラウザフォン３０からタグ
リーダライタ２０１へキャンセル信号が発信され、商品の購入をキャンセルする意思表示
が送信される。
【０２８５】
　ＳＨ１３では、ＳＧ８により入力された決済の種類がリロード金額決済であるか否かの
判断がなされる。リロード金額決済の場合にはＳＨ１４へ進み、ＳＨ７により受信した支
払金額をブラウザフォン３０にリロードされているリロード金額との大小関係を判別し、
支払金額以上のリロード金額があるか否かの判断がなされる。支払金額以上のリロード金
額がある場合にはＳＨ１５によりＯＫ信号がブラウザフォン３０からタグリーダライタ２
０１へ送信され、その信号が決済サーバ２０４へ送信される。次にＳＨ１６により、ＶＰ
用決済処理がなされる。このＶＰ用決済処理は、図５３～図５５にその詳細が示されてい
る。ＳＨ１６の場合にはリロード金額決済を行なうために、図５５のＳ２４９によりＹＥ
Ｓの判断がなされてＳ２５０～Ｓ２５２ｂの処理が行なわれることとなる。
【０２８６】
　次にＳＨ１７により、ポイントカード加算処理が行なわれる。このポイントカード加算
処理は、購入商品の合計金額に対応するポイント数をポイントカードに加算するための処
理であり、図３２（ａ）に示されている。
【０２８７】
　一方、ＳＨ１４によりＮＯの判断がなされた場合には、ＳＨ１８へ進み、キャンセル信
号をブラウザフォン３０からタグリーダライタ２０１へ送信する処理がなされ、その信号
が決済サーバ２０４へ送信される。次にＳＨ１９へ進み、残額不足である旨の表示がブラ
ウザフォン３０により行なわれる。
【０２８８】
　なお、決済相手の業社がポイントカードを登録していない業社の場合にはＳＨ５により
ＮＯの判断がなされてＳＨ１４～ＳＨ１９のリロード決済の処理が行なわれることとなり
、クレジット決済やデビッド決済は行なわれない。これは、ポイントカードを登録してい
ない業社の場合には個人ユーザ２０２のＶＰ情報をその業社に登録していないために、Ｖ
Ｐとしてクレジット決済やデビッド決済を行なうことが不可能なためである。
【０２８９】
　ＳＨ１３によりＮＯの判断がなされた場合にはＳＨ２０へ進み、入力された決済処理が
クレジット決済であるか否かの判断がなされる。クレジット決済の場合にはＳＨ２２に進
み、ＯＫ信号がブラウザフォン３０からタグリーダライタ２０１へ送信され、その信号が
決済サーバ２０４へ送信される。次に、ＳＨ２３へ進み、ＶＰ用決済処理が行われる。こ
のＳＨ２３のＶＰ用決済処理は、クレジット決済であるために、図５５のＳ２３８により
ＹＥＳの判断がなされてＳ２３７～Ｓ２４８のクレジット決済処理が行なわれることとな
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る。
【０２９０】
　入力された決済処理がデビッド決済の場合にはＳＨ２０によりＮＯの判断がなされてＳ
Ｈ２１へ進み、デビッド決済要求信号をブラウザフォン３０がタグリーダライタ２０１へ
送信し、その信号が決済サーバ２０４へ送信される。決済サーバ２０４は、データベース
２００を検索して決済相手の顧客名に対応するバーチャル口座番号例えばＥ（２５０３）
を割出し(図３０参照)、そのバーチャル口座番号内に残額がどの程度あるかを金融機関７
に問い合わせる。そして、残額が支払金額以上の場合には、ＯＫ信号をタグリーダライタ
２０１を介してブラウザフォン３０へ送信する。一方、残額が支払金額未満であった場合
には、ＮＧ信号をタグリーダライタ２０１を介してブラウザフォン３０へ送信する。
【０２９１】
　ブラウザフォン３０では、ＳＨ２４により、ＯＫ信号を受信したか否かの判断がなされ
、未だに受信していない場合にはＳＨ２６によりＮＧ信号を受信したか否かの判断がなさ
れ、未だに受信していない場合にはＳＨ２４へ戻る。
【０２９２】
　ＳＨ２４、ＳＨ２６のループの巡回途中で、タグリーダライタ２０１からＯＫ信号がブ
ラウザフォン３０へ送信されてくれば、制御がＳＨ２５へ進み、ＶＰ用決済処理がなされ
る。この場合には、デビッド決済であるために、図５４（ｂ）のＳ２２０によりＹＥＳの
判断がなされてＳ２３５～Ｓ２３４のデビッド決済処理が行なわれることとなる。
【０２９３】
　タグリーダライタ２０１からＮＧ信号がブラウザフォン３０へ送信されてくれば、ＳＨ
２６によりＹＥＳの判断がなされてＳＨ２７へ進み、ＮＧ表示がブラウザフォン３０によ
り行なわれる。
【０２９４】
　図３２（ａ）は、ＳＨ１７に示されたポイントカード加算処理のサブルーチンプログラ
ムを示すフローチャートである。ＳＩ１により、該当するＶＰ情報を発信する処理が行な
われる。これは、決済相手の業社に登録されているＶＰをＶＰ用ＩＣ端末１９ＶのＥＥＰ
ＲＯＭ２６から検索し、その検索されたＶＰ氏名等の情報（例えばＥ（Ｂ１３Ｐ））をタ
グリーダライタ２０１へ送信する。タグリーダライタ２０１は、その受信したＶＰ情報を
決済サーバ２０４へ送信する。決済サーバ２０４は、受信したＶＰ氏名に基づいてデータ
ベース２０５を検索し（図３０参照）、例えば受信した顧客名がＥ（Ｂ１３Ｐ）の場合に
は、現在のポイント数１９０１８を割出して、その現在のポイント数に対し、購入商品の
合計金額に対応したポイント数を加算する処理を行なう。そしてその加算ポイント数を決
済サーバ２０４がタグリーダライタ２０１を介してブラウザフォン３０へ送信する。
【０２９５】
　ブラウザフォン３０では、ＳＩ２によりポイント受信したか否かの判断がなされ、ある
まで待機する。そして、タグリーダライタ２０１から加算ポイント数を受信すれば、制御
がＳＩ３へ進み、該当する業社(決済相手の業社)に対応させてＶＰ用ＩＣ端末１９ＶのＥ
ＥＰＲＯＭ２６に記憶させる処理が行なわれる。
【０２９６】
　図２３（ｂ）は、百貨店等の業社２０６においてポイントカードを新規発行して登録し
てもらう際のブラウザフォン３０の処理動作を示すフローチャートである。ＳＪ１により
、個人ユーザ２０２がポイントカード登録操作をブラウザフォン３０により行なったか否
かの判断がなされ、行なった場合にはＳＪ２へ進み、金融機関７に既に登録されているト
ラップ型ＶＰであって未だポイントカード登録に用いられていないトラップ型ＶＰはＶＰ
用ＩＣ端末１９ＶのＥＥＰＲＯＭ２６に記憶されているか否かの判断がなされる。判断の
答えがＮＯの場合にはＳＪ３へ進み、トラップ型ＶＰがない旨の表示がブラウザフォン３
０により行なわれる。その際には、個人ユーザ２０２は、金融機関７に対して、新たなト
ラップ型ＶＰを生成して登録してもらうための処理を行なう。新たなトラップ型ＶＰの生
成要求があった場合には、金融機関７のＶＰ管理サーバ９は、図３７または図４０（ｂ）
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のトラップ型ＶＰ処理を行なって新たなトラップ型ＶＰを生成して登録する処理を行なう
。
【０２９７】
　一方、ＳＪ２により常に登録されているトラップ型ＶＰであってポイントカードの登録
にまだ用いられていないトラップ型ＶＰの記憶があると判断された場合には、ＳＪ４へ進
み、そのトラップ型ＶＰの中から１つ選択してその住所，氏名等の必要な情報をブラウザ
フォン３０からタグリーダライタ２０１を介して決済サーバ２０４へ送信する処理が行な
われる。決済サーバ２０４は、受信したトラップ型ＶＰ情報に基づいてポイントカードの
新規登録を行なっているか否かの判断を行ない、その判断結果をタグリーダライタ２０１
を介してブラウザフォン３０へ返信する。
【０２９８】
　ブラウザフォン３０では、ＳＪ５により、ＯＫ信号を受信したか否かの判断を行ない、
未だ受信していない場合にはＳＪ６によりＮＧ信号を受信したか否かの判断を行ない、未
だ受信していない場合にはＳＪ５へ戻る。このＳＪ５、ＳＪ６のループの巡回途中で、決
済サーバ２０４の判断結果としてＯＫ信号を受信すれば、ＳＪ５によりＹＥＳの判断がな
されてＳＪ７へ進み、ポイントカードの登録相手である業社名を受信したか否かの判断が
なされる。決済サーバ２０４は、ＯＫ信号を送信した後、当店の業社名をタグリーダライ
タ２０１を介してブラウザフォン３０へ送信する。すると、ＳＪ７によりＹＥＳの判断が
なされてＳＪ８へ進み、その受信した業社名に対応させてトラップ型ＶＰをＶＰ用ＩＣ端
末１９ＶのＥＥＰＲＯＭ２６へ記憶させる処理がなされる。
【０２９９】
　一方、決済サーバ２０４からの判断結果がＮＧであった場合には、ＳＪ６によりＹＥＳ
の判断がなされてＳＪ９へ進み、ＮＧ表示がブラウザフォン３０により行なわれる。
【０３００】
　図３３は、販売業社２０６の決済サーバ２０４の決済処理を示すフローチャートである
。ＳＫ１により、自動決済の開始であるか否かの判断がなされ、自動決済の開始でない場
合にはＳＫ２に進み、ポイントカードの新規登録要求であるか否かの判断がなされ、新規
登録要求でない場合にはＳＫ３へ進み、その他の処理が行なわれてＳＫ１へ戻る。
【０３０１】
　個人ユーザ２０２が決済のために通過ゲート２０６を通過した場合には、ＳＫ１により
ＹＥＳの判断がなされてＳＫ４へ進み、店名（業社名）の信号を決済サーバ２０４がタグ
リーダライタ２０１を介してブラウザフォン３０へ送信する指令処理を行なう。次にＳＫ
５へ進み、ＲＦＩＤ送信要求の信号をタグリーダライタ２０１に発信させるための指令処
理を行なう。次にＳＫ６へ進み、ＲＦＩＤを受信したか否かの判断がなされ、受信するま
で待機する。手提げ袋２０３に収納されている各購入商品に付されているＲＦＩＤタグか
ら発信された各ＲＦＩＤがタグリーダライタ２０１に読取られてその信号が決済サーバ２
０４へ送信される。すると、ＳＫ６によりＹＥＳの判断がなされてＳＫ７へ進み、受信し
た各ＲＦＩＤの内当店の販売商品として登録されているＲＦＩＤを検索する処理がなされ
る。百貨店(業社)２０６のデータベース２０５には、図３１に示した顧客データばかりで
なく、販売商品の各ＲＦＩＤとそれに対応させた商品価格データが記憶されている。決済
サーバ２０４は、データベース２０５を検索して、データベース２０５に登録されている
ＲＦＩＤ中に送信されてきたＲＦＩＤと一致するものであるか否かを判別し、一致するも
のを検索する。そしてＳＫ８により、その一致するＲＦＩＤの商品価格の合計を算出する
処理がなされる。次に、ＳＫ９へ進み、その算出した合計金額を支払い金額としてタグリ
ーダライタ２０１を介してブラウザフォン３０へ送信する処理が行なわれる。
【０３０２】
　次にＳＫ１０へ進み、ブラウザフォン３０からＯＫ信号を受信したか否かの判断がなさ
れ、またＳＫ１１により、ブラウザフォン３０からキャンセル信号を受信したか否かの判
断がなされる。このＳＫ１０、ＳＫ１１のループの巡回途中で、ブラウザフォン３０から
ＯＫ信号が送信されてくればＳＫ１２により決済処理を行なう。この決済処理は、図５３
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～図５５のブラウザフォン３０側の決済処理動作に対応した販売業者側の決済サーバ２０
４の処理動作である。次にＳＫ１３へ進み、販売された商品のＲＦＩＤをデータベース２
０５の登録から抹消する処理がなされる。次にＳＫ１４へ進み、販売商品の合計金額に対
応する加算ポイント数を算出する処理がなされる。
【０３０３】
　ＳＫ１５へ進み、ＶＰ情報を受信したか否かの判断がなされ、受信するまで待機する。
ＳＩ１に従ってブラウザフォン３０から該当するＶＰ情報が送信されて来れば、制御がＳ
Ｋ１６へ進み、加算ポイント数をタグリーダライタ２０１からブラウザフォン３０へ送信
する処理がなされる。次にＳＫ１７へ進み、受信したＶＰに対応するポイントデータをデ
ータベース２０５から割出し(図３０参照)、その割出されたポイント数に対し加算ポイン
ト数を加算更新する処理がなされてＳＫ１へ戻る。
【０３０４】
　次に、ポイントカードの新規登録要求があった場合にはＳＫ２によりＹＥＳの判断がな
されてＳＫ２１へ進み、ＶＰを受信したか否かの判断がなされ、受信するまで待機する。
ＳＪ４に従ってブラウザフォン３０からトラップ型ＶＰ情報が送信されてくれば、制御が
ＳＫ２２へ進み、金融機関７のＶＰ管理サーバ９に適正に登録されているＶＰであるか否
かの問合せ処理がなされる。ＶＰ管理サーバ９では、データベース１２ａに適正に登録さ
れているＶＰであるか否かをチェックし、そのチェック結果を販売業者２０６の決済サー
バ２０４へ返信する。決済サーバ２０４では、返信されてきたチェック結果が適正である
か否かＳＫ２３により判定し、適正でない場合にはＳＫ２４によりＮＧをタグリーダライ
タ２０１を介してブラウザフォン３０へ返信する処理がなされる。一方、適正である場合
にはＳＫ１８へ進み、ＯＫ信号をタグリーダライタ２０１を介してブラウザフォン３０へ
返信する処理がなされる。
【０３０５】
　ＳＫ１９へ進み、店名（業社名）をタグリーダライタ２０１を介してブラウザフォン３
０へ送信する処理がなされ、ＳＫ２２により、ポイント対象顧客としてＶＰをデータベー
ス２０５に新規登録する処理がなされる（図３０参照）。
【０３０６】
　次に、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖの制御動作を図３４に基づいて説明する。ＶＰ用ＩＣ端末
１９Ｖは、Ｓ２５３により、暗証番号チェック処理を行なう。次にＳ２５４へ進み、トラ
ップ型ＲＦＩＤ処理を行なう。次にＳ２５５へ進み、本人証明処理を行なう。次にＳ２５
６へ進み、データ入力処理を行なう。次にＳ２５７へ進み、ユーザエージェント動作処理
を行なう。次にＳ２５８へ進み、リロード金額の使用処理を行なう。次にＳ２５９へ進み
、署名処理を行なう。次にＳ６１５により、トラップ型ＶＰ処理がなされる。この処理は
、図３７に基づいて後述する。
【０３０７】
　図３５（ａ）は、Ｓ２５３に示された暗証番号チェック処理のサブルーチンプログラム
を示すフローチャートである。Ｓ２６８により、暗証番号が入力されたか否かの判断がな
され、入力されていない場合にはこのままサブルーチンプログラムが終了する。一方、暗
証番号が入力されれば、Ｓ２６９へ進み、入力された暗証番号を記憶している暗証番号と
照合する処理がなされる。次にＳ２７０へ進み、照合の結果一致するか否かの判断がなさ
れ、一致しない場合にはＳ２７１へ進み、不適正な旨をブラウザフォン３０へ送信する処
理がなされる。一方、一致する場合にはＳ２７２へ進み、適正な旨の返信を行なう。
【０３０８】
　図３５（ｂ）は、Ｓ２５４に示されたトラップ型ＲＦＩＤ処理（ＶＰ用）のサブルーチ
ンプログラムを示すフローチャートである。Ｓ２７３により、業社名の入力があるか否か
の判断がなされる。ブラウザフォン３０はＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖにトラップ型ＲＦＩＤに
対応する業社名（店名）を入力する（ＳＧ１１、ＳＧ１３、ＳＨ３）。入力があればＳ２
７４へ進み、入力された業社名に対応するトラップ型ＲＦＩＤの読出し要求か否かが判断
される。ＳＧ１１、ＳＧ１３にしたがった要求の場合にはＳ２７４によりＹＥＳの判断が
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なされ、Ｓ２７５により、ＥＥＰＲＯＭ２６に記憶されているトラップ型ＲＦＩＤの中か
ら入力された業社名に対応するトラップ型ＲＦＩＤを検索する処理がなされる。検索の結
果対応するトラップ型ＲＦＩＤが記憶されているか否かがＳ２７６により判断される。記
憶がある場合にはその対応するトラップ型ＲＦＩＤをブラウザフォン３０へ出力する処理
がＳ２７７によりなされる。一方、Ｓ２７６により対応するトラップ型ＲＦＩＤの記憶が
ないと判断された場合には、ブラウザフォン３０へ出力する処理がなされる。
【０３０９】
　ブラウザフォン３０は、記憶がない旨の信号を受信した場合には、ＳＨ３によりＮＯの
判断を行ない、ＳＨ４により、業社名に対応させてトラップ型ＲＦＩＤを記憶させる指令
をＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ出力する。それを受けたＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖは、Ｓ２７３に
よりＹＥＳＳ２７４によりＮＯの判断を行い、Ｓ２７８により、新たなトラップ型ＲＦＩ
Ｄを生成して、業社名に対応させてＥＥＰＲＯＭ２６に記憶する処理を行なう。
【０３１０】
　図３５（ｃ）は、Ｓ２５５に示された本人証明処理（ＶＰ用）のサブルーチンプログラ
ムを示すフローチャートである。Ｓ２８０により、乱数Ｒの入力があったか否かの判断が
なされ、ない場合にはこのサブルーチンプログラムが終了する。乱数Ｒの入力があった場
合にＳ２８１へ進み、ＶＰ出生依頼時であるか否かの判断がなされる。ＶＰ出生依頼時の
場合には、Ｓ６，Ｓ１５１で説明したように、ＲＰの認証鍵ＫＮを用いてＲＰが正当な本
人であることを証明する必要がある。そのために、ＶＰ出生依頼時の場合にはＳ２８３進
み、入力された乱数ＲをＲＰの認証鍵ＫＮで暗号化してＩを生成する処理すなわちＩ＝Ｅ

KN（Ｒ）の算出処理を行なう。そして、と２８４により、その算出されたＩをブラウザフ
ォン３０へ出力する処理がなされる。
【０３１１】
　一方、ＶＰ出生依頼時でない場合には、Ｓ２８１によりＮＯの判断がなされてＳ２８２
へ進み、ＶＰは正当な本人であることを証明するべく、ＶＰの秘密鍵ＫＳを用いて入力さ
れた乱数Ｒを暗号化してＩを算出する処理、すなわち、Ｉ＝ＥＳＫ（Ｒ）を算出する処理
を行なう。そしてＳ２４８により、その算出されたＩをブラウザフォン３０へ出力する処
理がなされる。
【０３１２】
　図３６（ａ）は、Ｓ２５６，Ｓ２６３に示されたデータ入力処理のサブルーチンプログ
ラムを示すフローチャートである。Ｓ２９３により、データ入力があったか否かの判断が
なされる。入力されるデータとしては、前述したように、ＶＰ管理サーバ９によって誕生
したＶＰに関するデータが記録されているＣＤ－ＲＯＭの記録データ、ユーザエージェン
トの知識データ（Ｓ１７９，Ｓ１８９参照）、引落し額Ｇ（Ｓ１８１，Ｓ１９１参照）等
がある。これらのデータが入力されれば、制御がＳ２９４へ進み、入力データに対応する
記憶領域に入力データを記憶させる処理がなされる。
【０３１３】
　図３６（ｂ）は、Ｓ２５７，Ｓ２６４に示されたユーザエージェント動作処理のサブル
ーチンプログラムを示すフローチャートである。Ｓ２９５により、公開鍵出力要求があっ
たか否かの判断がなされる。公開鍵の出力要求があった場合には、Ｓ２９８に進み、記憶
している公開鍵ＫＰを出力する処理がなされる。Ｓ２９５によりＮＯの判断がなされた場
合にＳ２９６へ進み、デビットカード情報の出力要求があったか否かの判断がなされる。
あった場合にはＳ２９９へ進み、記憶しているデビットカード情報を出力する処理がなさ
れる。
【０３１４】
　Ｓ２９６によりＮＯの判断がなされた場合にはＳ２９７へ進み、クレジットカード情報
の出力要求があったか否かの判断がなされる。あった場合にはＳ３００へ進み、記憶して
いるクレジットカード情報を出力する処理がなされる。次にＳ３０１へ進み、その他の動
作処理が行なわれる。このその他の動作処理は、図３０に基づいて後述する。
【０３１５】
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　図３６（ｃ）は、Ｓ２５８，Ｓ２６５に示されたリロード金額の使用処理のサブルーチ
ンプログラムを示すフローチャートである。Ｓ３０２により、引落し額Ｇの引落し要求が
あったか否かの判断がなされ、ない場合にはこのサブルーチンプログラムが終了する。あ
った場合には、Ｓ３０３へ進み、記憶しているリロード金額がＧを減算する処理がなされ
、Ｓ３０４へ進み、引落し完了信号を返信する処理がなされる。
【０３１６】
　図３６（ｄ）は、Ｓ２５９により示されたＶＰ署名処理のサブルーチンプログラムを示
すフローチャートである。Ｓ９９９により、メッセージダイジェストＭＤとＶＰ氏名との
入力がブラウザフォン３０からあったか否かの判断がなされ、ない場合にはこのサブルー
チンプログラムが終了する。
【０３１７】
　ＭＤとＶＰ氏名との入力があった場合には制御がＳ９９８へ進み、その入力されたＶＰ
氏名から秘密鍵（ＫＳ）を生成する処理がなされる。具体的には、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖ
は、入力されたＶＰ氏名に基づいてトラップ型ＲＦＩＤデータ記憶領域を検索してその入
力されたＶＰ氏名が本名Ｂ１３Ｐ（図９参照）を何回暗号化したものであるかを割出す。
その割出された暗号化回数だけＶＰの秘密鍵をＶＰの秘密鍵で暗号化して秘密鍵（ＫＳ）
を生成する。
【０３１８】
　次に制御がＳ９９７へ進み、その秘密鍵（ＫＳ）を用いてメッセージダイジェストＭＤ
を復号化して二重署名を生成する処理がなされる。次に制御がＳ９９８へ進み、その二重
署名Ｄ(KS)（ＭＤ）をブラウザフォン３０へ出力する処理がなされる。
【０３１９】
　図３７は、Ｓ６１５により示されたトラップ型ＶＰ処理のサブルーチンプログラムを示
すフローチャートである。Ｓ６２０により、新たなトラップ型ＶＰの生成要求があったか
否かの判断がなされ、ない場合にはＳ６２３へ進み、トラップ型ＶＰが使用済みであるか
否かの問合せがあったか否かの判断がなされ、ない場合にはこのサブルーチンプログラム
が終了する。
【０３２０】
　ブラウザフォン３０がＳ５９８に従ってＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに新たなトラップ型ＶＰ
の生成要求を出した場合には、Ｓ６２０によりＹＥＳの判断がなされて制御がＳ６２１へ
進む。Ｓ６２１では、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖのトラップ型ＲＦＩＤデータ領域の最後のＶ
Ｐ氏名の暗号回数ｎを「１」加算して、ＶＰの本名をｎ＋１回秘密鍵で暗号化して新たな
トラップ型ＶＰ氏名を生成する処理がなされる。たとえば図９の場合には、トラップ型Ｒ
ＦＩＤデータ領域の最後のＶＰ氏名Ｅ３（Ｂ１３Ｐ）の暗号回数が３回であり、これに「
１」加算して暗号回数４にし、ＶＰの本名Ｂ１３Ｐを４回暗号化して新たなトラップ型Ｖ
Ｐ氏名Ｅ４（Ｂ１３Ｐ）を生成する処理がなされる。
【０３２１】
　次にＳ６２２へ進み、その生成されたトラップ型ＶＰを、ブラウザフォン３０へ出力す
るとともに、トラップ型ＲＦＩＤ領域における最後のＶＰ氏名の次の空き領域に記憶させ
る処理がなされる。
【０３２２】
　Ｓ５９０に従ってブラウザフォン３０がＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに対し今アクセスしよう
としているサイト（図３０の自動決済しようとしている業社）にトラップ型ＶＰが既に使
用されているか否かの問合せを行なった場合には、Ｓ６２３によりＹＥＳの判断がなされ
て制御がＳ６２４へ進む。この問合せの際にはブラウザフォン３０はＶＰ用ＩＣ端末１９
Ｖに対し、今アクセスしようとしているサイト名（図３０の自動決済しようとしている業
社名）も併せて伝送する。Ｓ６２４では、トラップ型ＲＦＩＤ領域（図９参照）を検索す
る処理がなされる。制御がＳ６２５へ進み、伝送されてきたサイト名（業社名）に対しト
ラップ型ＶＰ氏名が使用済みであるか否かの判断がなされる。たとえばブラウザフォン３
０から伝送されてきたサイト名（業社名）がＭＥＣであった場合には、図９を参照して、
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トラップ型ＶＰ氏名Ｅ２（Ｂ１３Ｐ）が使用済みであることがわかる。
【０３２３】
　トラップ型ＶＰ氏名が使用済みであると判断された場合には制御がＳ６２６へ進み、使
用済みである旨をブラウザフォン３０へ出力するとともに、Ｓ６２７により、使用されて
いるトラップ型ＶＰとそれに対応するトラップ型ＲＦＩＤデータとをブラウザフォン３０
へ出力する処理がなされる。たとえば、図９の場合には、伝送されてきたサイト名（業社
名）がＭＥＣであった場合には、トラップ型ＶＰとしてＥ２（Ｂ１３Ｐ）がブラウザフォ
ン３０へ出力されるとともに、トラップ型ＲＦＩＤデータｍｅｃがブラウザフォン３０へ
出力される。
【０３２４】
　図９のトラップ型ＲＦＩＤ領域を検索した結果、ブラウザフォン３０から伝送されてき
たサイト名（業社名）に対しトラップ型ＶＰが未だ使用されていない場合にはＳ６２５に
よりＮＯの判断がなされて制御がＳ６２８へ進み、未使用の旨をブラウザフォン３０へ出
力する処理がなされる。
【０３２５】
　図３８，図３９は、コンビニエンスストア２のサーバ１６の処理動作を説明するための
フローチャートである。Ｓ３１５により、ＶＰの氏名，Ｅメールアドレス，金融機関の名
称を受信したか否かの判断がなされ、受信していない場合にＳ３１６へ進み、ＶＰが購入
した商品を預かったか否かの判断がなされ、預かっていない場合にＳ３１７へ進み、商品
の引取り操作があったか否かの判断がなされ、ない場合にはＳ３１８へ進み、その他の処
理を行なった後Ｓ３１５へ戻る。
【０３２６】
　このＳ３１５～Ｓ３１８のループの巡回途中で、決済サーバ１０が誕生したＶＰの氏名
，Ｅメールアドレス，当該金融機関の名称をコンビニエンスストア２へ送信した場合には
（Ｓ１８参照）、Ｓ３１５によりＹＥＳの判断がなされてＳ３１９へ進み、正当機関チェ
ック処理がなされた後、Ｓ３２０へ進む。
【０３２７】
　Ｓ３２０では、Ｒ＝ＤKP（Ｌ）であるか否かの判断がなされ、正当機関でない場合には
ＮＯの判断がなされてＳ３２１へ進み、正当機関でない旨の警告表示がなされる。一方、
正当機関である場合にはＳ３２０によりＹＥＳの判断がなされてＳ３２２へ進み、受信デ
ータをデータベース１７へ登録する処理がなされる。
【０３２８】
　ユーザがＶＰとしてたとえば電子ショッピング等を行なってそのＶＰの住所であるコン
ビニエンスストア２に購入商品が配達されてコンビニエンスストア２がその商品を預かっ
た場合には、Ｓ３１６によりＹＥＳの判断がなされてＳ３１６ａへ進み、該当するＶＰの
商品預かり情報のアドレス領域に商品を預かった旨の情報を記憶させる処理がなされる。
その際に、当該商品の決済が済んでいるか否かの情報も併せて記憶させる。次に制御がＳ
３２３へ進み、当該ＶＰのＥメールアドレスを割出し、そのＥメールアドレスへ商品を預
かった旨のメールを送信する処理がなされる。ＶＰは、そのＥメールを見ることにより、
コンビニエンスストアに購入商品が配達されたことを知ることができ、その商品を引取る
ためにそのコンビニエンスストアに出向く。
【０３２９】
　ユーザがＶＰとしてコンビニエンスストア２に出向き、配達された商品を引取るための
操作を行なえば、Ｓ３１７によりＹＥＳの判断がなされる。そして制御がＳ３２４へ進み
、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖの差込指示が表示される。それを見たユーザは、自己のＶＰ用Ｉ
Ｃ端末１９Ｖを端末７３のＵＳＢポートへ差込んで接続する。すると、Ｓ３２５によりＹ
ＥＳの判断がなされてＳ３２６へ進み、暗証番号チェック処理がなされる。ユーザは、端
末７３に設けられているキーボードからＶＰ用の暗証番号を入力する。暗証番号が一致し
て適正であることを条件として、制御がＳ３２７へ進み、接続されているＶＰ用ＩＣ端末
１９ＶからＶＰ用の氏名を呼出してそれに基づいてデータベース１７を検索する処理がな
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される。そして、該当するＶＰの商品預かり情報のアドレス領域に、商品預かり情報が記
録されているか否かの判断がＳ３２８によりなされる。商品預かり情報がなければＳ３２
９へ進み、預かり商品がない旨が表示される。一方、商品預かり情報がある場合にはＳ３
３０へ進み、電子証明書の出力要求がＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに対しなされる。ＶＰ用ＩＣ
端末１９Ｖは、それを受けて、記憶している電子証明書をサーバ１６に出力する。すると
、Ｓ３３１によりＹＥＳの判断がなされてＳ３３２へ進み、出力されてきた電子証明書内
の公開鍵ＫＰを読出し、Ｓ３３３により、本人チェック処理がなされる。
【０３３０】
　差込まれているＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖは、前述したように、ＶＰ本名に対する電子証明
書は格納しているものの、トラップ型ＶＰに対する電子証明書は格納しておらず、そのト
ラップ型ＶＰに対する電子証明書はＸＭＬストア５０に格納されている。ＶＰ本名を用い
て電子ショッピング等を行なってその購入商品がコンビニエンスストア２へ届けられた場
合には、Ｓ３２７に従って呼出されたＶＰ氏名はＶＰの本名となる。その場合には、Ｓ３
３０の要求に従ってＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖは電子証明書を出力することができる。その場
合にＳ３３１によりＹＥＳの判断がなされて制御がＳ３３２へ進む。一方、トラップ型Ｖ
Ｐ氏名を用いて電子ショッピングを行ないその購入商品がコンビニエンスストア２へ届け
られた場合には、その商品をトラップ型ＶＰとしてコンビニエンスストア２へ引取りに行
くこととなる。その場合には、Ｓ３２７によってＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖから呼出されるＶ
Ｐ氏名は、トラップ型ＶＰ氏名となる。その結果、そのトラップ型ＶＰ氏名に対応する電
子証明書の出力要求がＳ３３０からＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに対し出される。その場合には
、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖは、ＸＭＬストア５０から電子証明書を取り寄せる旨の指示を出
力する。
【０３３１】
　その出力があれば、制御がＳ６３１へ進み、ＸＭＬストア５０へアクセスして該当する
電子証明書を取り寄せる処理がなされた後制御がＳ３３２へ進む。
【０３３２】
　次にＳ３３４へ進み、Ｒ＝ＤKP（Ｉ）であるか否かの判断がなされる。正当でないなり
すましのＶＰである場合には、Ｓ３３４によりＮＯの判断がなされてＳ３３５へ進み、不
適正である旨が表示される。一方、適正なＶＰであった場合には、制御がＳ３３６へ進み
、預かり商品番号を表示し、Ｓ３３７により、その商品に関し決済済みであるか否かの判
断がなされ、決済済みの場合にはＳ３３９へ進むが、決済済みでない場合にはＳ３３８へ
進み、決済処理が行なわれる。
【０３３３】
　Ｓ３３９では、商品の引渡しが完了したか否かの判断がなされる。コンビニエンススト
ア２の店員は、Ｓ３３６により表示された預かり商品番号を見て、該当する番号の商品を
探し出し、顧客にその商品を引渡した後、商品引渡し完了操作を行なう。すると、Ｓ３３
９によりＹＥＳの判断がなされてＳ３４０へ進み、データベース１７の商品預かり情報の
アドレス領域を更新し、商品預かりなしの状態にした後、Ｓ３１５へ戻る。
【０３３４】
　Ｓ３２６の暗証番号チェック処理は、図３９（ａ）に示されている。Ｓ３４５により、
暗証番号の入力指示が表示され、ユーザが入力すればＳ３４７へ進み、その入力された暗
証番号をサーバ１６に接続されているＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ伝送し、その暗証番号の適
否の判定結果がＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖから返送されてくれば、Ｓ３４９へ進む。Ｓ３４９
では、適正な判定結果か否かが判別され、不適正であればＳ３５０により不適正の表示を
行なってＳ３１５へ戻るが、適正であればこのサブルーチンが終了して、制御がＳ３２７
へ進む。
【０３３５】
　Ｓ３３３の本人チェック処理は、図３９（ｂ）に示されている。Ｓ３５５により、乱数
Ｒを生成してＶＰ用ＩＣ端末へ伝送する処理がなされ、チャレンジデータＲに対するレス
ポンスデータＩがＶＰ用ＩＣ端末から返送されてくるまで待機する。Ｉが返送されてくれ
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ば、このサブルーチンが終了する。
【０３３６】
　Ｓ３３８の決済処理は、図３９（ｃ）に示されている。Ｓ３５９により、預かり商品の
価格を表示する処理がなされ、Ｓ３６０へ進み、入金があるか否かの判断がなされる。な
い場合にはＳ３６２へ進み、リロード金額による支払操作があったか否かの判断がなされ
、ない場合にはＳ３６０へ戻る。そして、ユーザが現金による支払を行なってコンビニエ
ンスストアの店員が入金があった旨の操作を行なえば、Ｓ３６０によりＹＥＳの判断がな
されてＳ３６１へ進み、商品販売会社の口座へ入金処理を行なってこのサブルーチンプロ
グラムが終了する。
【０３３７】
　一方、ユーザがＶＰ用ＩＣ端末１９に記憶されているリロード金額を使用して支払操作
を行なうべくその旨の操作がなされれば、Ｓ３６２によりＹＥＳの判断がなされてＳ３６
３へ進み、価格Ｇの引落し要求をＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ伝送する処理がなされる。そし
てＳ３６４へ進み、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖから引落し完了信号が出力されてきたか否かの
判断がなされ、出力されてくるまで待機する。そして、引落し完了信号を受信すれば、Ｓ
３６４によりＹＥＳの判断がなされてＳ３６１へ進む。
【０３３８】
　次に、別実施の形態を説明する。この別実施の形態は、ブラウザフォン３０やユーザの
パーソナルコンピュータ等のユーザ側端末およびＩＣ端末１９およびＷｅｂサイト（業社
）によって、個人情報保護のシステムが完結する簡易型システムである。前述した実施の
形態との相違は、トラップ型ＶＰのＥメールアドレスがＶＰ本名のＥメールアドレスと同
じである。よって、トラップ型ＶＰ宛のＥメールを金融機関７が転送する必要がない。ま
たトラップ型ＶＰの氏名は、そのトラップ型ＶＰがアクセスするサイト（業社）の名称を
、ＶＰ本名に用いられる秘密鍵で暗号化したものを用いる。トラップ型ＶＰの口座番号や
クレジット番号も、ＶＰが本名として用いる口座番号，クレジット番号と同じものを用い
る。
【０３３９】
　図４０（ａ）は、ＶＰ用ＩＣ端末１９ＶのＥＥＰＲＯＭ２６のトラップ型ＲＦＩＤ領域
に格納されている情報を示す図である。このトラップ型ＲＦＩＤ領域には、ＶＰ氏名とし
て、ＶＰの本名Ｂ１３Ｐのみが記憶され、トラップ型ＶＰ氏名は何ら記憶されない。トラ
ップ型ＶＰの氏名は、トラップ型ＶＰとしてアクセスしたサイト（業社）を本名のＶＰの
秘密鍵ＫＳＢで暗号化したものを用いる。この暗号化回数は１回に限らず２回以上の或る
定められた回数であってもよい。よって、トラップ型ＶＰがアクセスしたサイト名（業社
名）のみを記憶させることにより、そのサイト名（業社名）に対応するトラップ型ＶＰの
氏名は、わざわざ記憶させなくとも、ＥKＳＢ（業社名）の演算式に従って必要に応じて
その都度算出することができる。トラップ型ＶＰの秘密鍵は、トラップ型ＶＰに対応する
サイト名（業社名）を本名のＶＰの秘密鍵ＫＳＢで復号化したものを用いる。よって、ト
ラップ型ＶＰに対応させて逐一公開鍵や秘密鍵をＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに記憶させる必要
はなく、秘密鍵＝ＤKＳＢ（業社名）の演算式に従って必要に応じてその都度算出するこ
とができる。よって、ＸＭＬストア５０の「暗号回数」の記憶が不要となる。
【０３４０】
　図４０（ｂ）は、トラップ型ＶＰ処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャート
である。このサブルーチンプログラムは、図３７に示したトラップ型ＶＰ処理の別実施の
形態である。Ｓ９６０により、新たなトラップ型ＶＰの生成要求がブラウザフォン３０か
らあったか否かの判断がなされ、あった場合には制御がＳ９５９へ進み、アクセスするサ
イト（業社名）の名称の入力要求がブラウザフォン３０へ出される。ブラウザフォン３０
からアクセスするサイト（業社）の名称が伝送されてくれば、制御がＳ９５７へ進み、そ
の伝送されてきたサイト名（業社名）をＶＰの本名Ｂ１３Ｐの秘密鍵ＫＳＢで暗号化して
、新たなトラップ型ＶＰ氏名であるＥKＳＢ（業社名）を算出する処理がなされる。次に
制御がＳ９５６へ進み、その算出した新たなトラップ型ＶＰ氏名をブラウザフォン３０へ
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出力する処理がなされ、Ｓ９５４により、入力されたサイト名（業社名）をトラップ型Ｒ
ＦＩＤ領域に記憶させる処理がなされる。
【０３４１】
　Ｓ９５３～Ｓ９４８は、図３７に示したＳ６２３～Ｓ６２８と同じ制御のために、説明
の繰返しを省略する。
【０３４２】
　図４０（ｃ）は、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖによって行なわれる個人情報流通チェックのサ
ブルーチンプログラムを示すフローチャートである。Ｓ９７０により、Ｅメールの受信が
あったか否かの判断がなされ、ない場合にはこのサブルーチンプログラムが終了する。ト
ラップ型ＶＰ宛のＥメールの受信があれば、ブラウザフォン３０は、そのＥメールデータ
をＶＰ用ＩＣ端末へ入力する。すると制御がＳ９６９へ進み、その入力されたＥメールの
宛名をＶＰの本名に用いられる公開鍵ＫＰＢで復号化するＤKPB（宛名）の演算を行ない
、その演算結果がＥメールの送信者名と一致するか否かの判断がなされる。
【０３４３】
　Ｅメールの宛名はトラップ型ＶＰ氏名となっており、そのトラップ型ＶＰ氏名は、その
トラップ型ＶＰがアクセスしたサイト名（業社名）をＶＰの秘密鍵ＫＳＢで暗号化したも
のを用いている。よって、トラップ型ＶＰがその氏名を用いてアクセスしたサイト（業社
）からそのトラップ型ＶＰ宛にＥメールが送信された場合には、Ｓ９６９によりＹＥＳの
判断がなされる筈である。その場合には、Ｓ９６８により、適正である旨がブラウザフォ
ン３０へ出力され、ブラウザフォン３０の表示部７６によりその旨が表示される。一方、
トラップ型ＶＰがその氏名を用いてアクセスしたサイト（業社）以外のサイト（業社）か
らそのトラップ型ＶＰ氏名をＥメールの宛名としてＥメールが送信されてくれば、Ｓ９６
９によりＮＯの判断がなされ、制御がＳ９６７へ進む。Ｓ９６７では、Ｅメールの宛名を
本名のＶＰの公開鍵ＫＰＢで復号化する処理がなされる。その結果、Ｅメールの宛名であ
るトラップ型ＶＰ氏名が公開鍵ＫＰＢで復号化されて平文のサイト名（業社名）が算出さ
れることとなる。このサイト名（業社名）は、Ｅメールの宛名に用いられているＶＰ氏名
としてアクセスしたサイト名（業社名）のことであり、アクセスしたサイト（業社）が個
人情報をＥメールの送信者に不正流通したことが考えられる。よって、Ｓ９６７により、
ＤKPB（宛名）が不正流通し、送信者名の業者が不正入手した旨をブラウザフォン３０へ
出力する。ブラウザフォン３０では、その旨を表示部７６により表示させる。
【０３４４】
　図４１は、購入済商品に付されているＲＦＩＤタグから発信されるＲＦＩＤを利用した
サービスを行なうのに必要となる各業社からなる構成を示す構成図である。このＲＦＩＤ
を利用したサービス（以下「ＲＦＩＤサービス」と言う）は、前述したサプライヤ群Ｓの
１つである商品メーカー３００と、会社群４５の１つである中間流通業者３０１と、会社
群４５の一つである商品情報サービス業社３０２と、加盟店群６の１つである小売店２０
ｂとにより提供可能となる。
【０３４５】
　商品メーカー３００には、Ｗｅｂサーバ３０３とＷｅｂデータベース３０４とが設置さ
れている。中間流通業者３０１には、Ｗｅｂサーバ３０５とＷｅｂデータベース３０６と
が設置されている。商品情報サービス業社３０２には、Ｗｅｂサーバ３０７とＷｅｂデー
タベース３０８とが設置されている。小売店２０ｂには、Ｗｅｂサーバ３０９とＷｅｂデ
ータベース３１０とが設置されている。これら各Ｗｅｂサーバ３０３、３０５、３０７、
３０９等が広域・大容量中継網４３によりそれぞれ通信可能に構成されている。またＲＦ
ＩＤサービスを受ける個人ユーザの自宅４７が広域・大容量中継網４３に接続されている
。
【０３４６】
　図４２は、商品情報サービス業社３０２のＷｅｂデータベース３０８に記憶されている
データの内容を示す図である。Ｗｅｂデータベース３０８には、ＲＦＩＤタグメーカーが
製造したＲＦＩＤタグから発信されるＲＦＩＤを記憶するエリアと、商品メーカー３００
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や農産物を生産する農家等の生産者のＵＲＬを記憶するエリアと、中間流通業者３０１の
ＵＲＬを記憶するエリアと、小売店２０ｂのＵＲＬを記憶するエリアと、個人ユーザ（購
入者）専用のページを記憶するエリアとが設けられている。
【０３４７】
　図４２の場合には、ＲＦＩＤタグメーカーが製造したＲＦＩＤタグから発信されるＲＦ
ＩＤとして、８９２０１３９６０～８９２０１４９９０が登録されている。そのうち、ｈ
ｔｔｐ／／ｗｗｗ・ｓａｔｏのＵＲＬの生産者の各生産品に付されるＲＦＩＤタグとして
、８９２０１３９６０～８９２０１４５６０が割振られている。ｈｐｐｔ／／ｗｗｗ・ｉ
ｓｉｄａの生産者、ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ・ｋａｔｏの生産者も、図４２に示すＲＦＩＤが
割り振られている。
【０３４８】
　ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ・ｋａｎｅｉの中間流通業者には、ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ・ｓａｔｏ
の生産者とｈｈｔｐ／／ｗｗｗ・ｉｓｉｄａの生産者からの生産品が入荷される。その入
荷された段階で、両生産者の生産品に付されているＲＦＩＤタグから発信されるＲＦＩＤ
８９２０１３９６０～８９２０１４８０１に対応して中間流通業者ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ・
ｋａｎｅｉのＵＲＬが記録される。ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ・ｍｉｔｕｉの中間流通業者も同
様に、ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ・ｋａｔｏの生産者からの生産品が入荷され、その生産品に対
応するＲＦＩＤ８９２０１４８０２～８９２０１４９９０に対応するエリアに記憶される
。
【０３４９】
　中間流通業者から小売店に商品が入荷されれば、その入荷された商品に付されているＲ
ＦＩＤタグに対応するＲＦＩＤに対応してその小売店のＵＲＬが図示するように記憶され
る。尚、ＲＦＩＤ８９２０１４８０２～８９２０１４９９０に関しては、小売店の記憶エ
リアに何らＵＲＬが記憶されていない。これは、これらのＲＦＩＤを発信するＲＦＩＤタ
グが付された商品がまだ小売店に入荷されていない流通段階であるためである。
【０３５０】
　購入者ページには、ＲＦＩＤタグが付された商品を購入した購入者のＶＰ名Ｂ１３Ｐ、
ＮＰＸＡ、ＩＱＸ３等のＶＰ情報と、それに対応してＶＰが書込んだ種々の情報とが記憶
される。なお、本実施の形態においては、ＩＰｖ６を用いる。
【０３５１】
　図４３は、商品情報サービス業社３０２のＷｅｂサーバ３０７の制御動作を示すフロー
チャートである。ＳＲ１により、検索式を受信したか否かの判断がなされる。この検索式
は、個人ユーザが商品を検索するためにブラウザフォン３０等から入力してＷｅｂサーバ
３０７へ送信して来る検索式のことである。検索式が送信されてきていない場合にはＳＲ
２へ進み、新ＲＦＩＤの登録要求があったか否かの判断がなされる。ＲＦＩＤタグのメー
カーが新たなＲＦＩＤタグを製造してそのＲＦＩＤを商品情報サービス業社３０２のＷｅ
ｂデータベースに登録すべく登録要求をＷｅｂサーバ３０７へ送信すれば、ＳＲ２により
ＹＥＳの判断がなされてＳＲ１０へ進み、その送信されて来た新ＲＦＩＤをＷｅｂデータ
ベース３０８へ登録する処理がなされる。
【０３５２】
　商品メーカー３００や農産物を生産する生産者から、自己の生産品に付するＲＦＩＤタ
グのＲＦＩＤを割り振ってもらうための申し込みがあったか否かの判断がＳＲ３によりな
され、あった場合にはＳＲ１１へ進み、割り振りの申し込み個数だけＲＦＩＤを生産者に
割り振って発行する処理がなされる。次にＳＲ１２へ進み、その割り振ったＲＦＩＤに対
応させて生産者のＵＲＬをＷｅｂデータベースに記憶して登録処理がなされる。これによ
り、図４２に示した商品ホームページには、記憶された生産者のＵＲＬが掲載されて表示
されることとなる。
【０３５３】
　中間流通業者３０１からＲＦＩＤの申し込みがあったか否かがＳＲ４により判断される
。生産者が生産した生産品が中間流通業者３０１に入荷された場合にその入荷された商品
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に付されているＲＦＩＤタグのＲＦＩＤを中間流通業者３０１が読みって、そのＲＦＩＤ
を商品情報サービス業社３０２のＷｅｂサーバ３０７へ送信する。すると、ＳＲ４により
ＹＥＳの判断がなされてＳＲ１３へ進み、その送信されてきたＲＦＩＤに対応させて中間
流通業者は３０１のＵＲＬをＷｅｂデータベース３０８に記憶して登録する処理がなされ
る。その結果、図４２に示された商品ホームページに、その中間流通業者のＵＲＬが掲載
されて表示されることとなる。
【０３５４】
　小売店２０ｂからＲＦＩＤの申し込みがあったか否かがＳＲ５により判断される。中間
流通業者３０１から商品が小売店２０ｂに入荷され、小売店２０ｂによりその入荷商品に
付されているＲＦＩＤタグのＲＦＩＤが読取られてそのＲＦＩＤがＷｅｂサーバ３０７へ
送信されれば、ＳＲ５によりＹＥＳの判断がなされてＳＲ１４へ進み、その送信されてき
たＲＦＩＤに対応させて小売店のＵＲＬをＷｅｂデータベース３０８へ登録する処理がな
される。その結果、図４２の商品ホームページにその小売店のＵＲＬが掲載されて表示さ
れることとなる。
【０３５５】
　ＳＲ５によりＮＯの判断がなされた場合には図４４のＳＲ６へ進む。ＳＲ６により、購
入者からの書込み要求があったか否かの判断がなされる。あった場合には、ＳＲ１５へ進
み、正当期間証明処理がなされる。この正当期間証明処理の詳細は、図２４（ｂ）に示さ
れている。次に、ＳＲ１６へ進み、本人確認処理を行なう。この本人確認処理の詳細は、
例えば、図１８のＳ４１２～Ｓ４１７と同様の処理である。次にＳＲ１７へ進み、本人確
認処理の結果正しいことの確認ができたか否かの判断がなされ、確認できない場合にはＳ
Ｒ１８により拒絶処理を行なった後ＳＲ１へ戻る。正しい確認ができた場合にはＳＲ１９
へ進み、ＲＦＩＤの送信要求を個人ユーザのブラウザフォン３０へ伝送する処理がなされ
る。個人ユーザは、自己が購入した商品に付されているＲＦＩＤタグからＲＦＩＤを読取
り、それをブラウザフォン３０からＷｅｂサーバ３０７へ送信する。すると、ＳＲ２０に
よりＹＥＳの判断がなされてＳＲ２１へ進み、その送信されてきたＲＦＩＤに対応する購
入者ページを作成して商品ホームページに掲載するとともに、その作成された購入者ペー
ジに対応する箇所に当該個人ユーザによるメッセージ等の書込みを許容する処理がなされ
る。個人ユーザは、自己のＶＰ名、ＶＰの住所（コンビニエンスストアの住所）、ＶＰの
Ｅメールアドレス等のＶＰ情報を書込むことができる。その他として、そのＲＦＩＤに対
応する購入商品の使用後の感想等、当該商品を中古品として販売したい旨のメッセージ、
当該商品を他の個人ユーザの商品と物々交換したい旨のメッセージ等が考えられる。使用
後の感想が書きこまれることによって、他の一般消費者が商品購入の際に、その感想を参
考にして判断することができると共に、その商品のメーカーが次の商品を開発する際にそ
の感想等を参考にして商品開発をすることが可能となる。更に他の例としては、商品の購
入者が、購入者ページを商品に関するメモ代わりに利用することが考えられる。例えば、
炊飯器で炊き込み御飯を炊いた時に少し水の分量が多かった場合に、その炊飯器に対応す
るＲＦＩＤの購入者ページの欄に、「米と水の比を４：５にして炊き込み御飯を炊いたが
、少し水の分量が多かった」旨を書込んでおき、次回の炊き込み御飯を炊く時の参考にで
きるようにする。
【０３５６】
　更なる他の例としては、商品の取り扱い説明書、契約書、保証書等の情報をその対応す
るＲＦＩＤを購入者ページに記憶させておいてもよい。
【０３５７】
　ＳＲ６によりＮＯの判断がなされた場合にはＳＲ２３へ進み、生産者からの追加情報書
込みの要求があったか否かの判断がなされる。生産者は、販売された商品に関して、その
バージョンアップ情報、付属商品の出荷情報、メーカー側が欠陥を発見した場合の欠陥通
知情報等を追加情報として生産者自身のホームページに掲載する。そして、自己のホーム
ページに商品の追加情報を掲載したことを図４２の商品ホームページに掲載してもらうべ
く、生産者は、Webサーバ３０７へ追加情報の書込み要求を送信する。するとＳＲ２３に
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よりＹＥＳの判断がなされてＳＲ２４へ進み、追加情報が掲載された旨を商品ホームペー
ジに掲載する処理がなされる。また、商品が例えばパーソナルコンピュータのソフトであ
った場合に、そのソフトのバージョンアップ情報やバージョンアップされたソフトを有償
または無償でダウンロードできるようにホームページに掲載してもよい。
【０３５８】
　消費者から商品ホームページを閲覧したい旨の要求がWebサーバ３０７に送信された場
合には、ＳＲ７によりＹＥＳの判断がなされてＳＲ２２へ進み、図４２に示された商品ホ
ームページを表示する処理がなされる。その商品ホームページを閲覧した消費者は、例え
ば図４２に示すＲＦＩＤ８９２０１３９６０の商品について生産者から商品情報を入手し
たい場合には、ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓａｔｏの生産者URLをクリックする。すると生産
者のホームページに自動的にアクセスでき、ＲＦＩＤ８９２０１３９６０に対応する商品
に関する種々の商品情報を閲覧することが可能となる。例えば、その商品が農産物等の食
材の場合には、その食材の各種料理方法、栄養、カロリー、体への効用、生産農家、使用
農薬、生産農家からのメッセージ等を閲覧できる。また、生産農家において、田植え代金
や果樹園でのぶどう狩りや梨狩り体験等のイベント企画をホームページに掲載して消費者
が閲覧できるようにする。
【０３５９】
　個人ユーザが商品の検索を行なうべくブラウザフォン３０から商品検索用の検索式を入
力してWebサーバ３０７へ送信すれば、ＳＲ１によりＹＥＳの判断がなされてＳＲ８へ進
み、送られてきた検索式に従ってWebデータベース３０８を検索する処理がなされ、その
検索結果をＳＲ９により個人ユーザのブラウザフォン３０へ返信する処理がなされる。ブ
ラウザフォン３０から送信されてくる検索式は、例えば、商品種類の指定、商品生産者の
指定、性能(機能)の指定等を特定するものであり、その検索式に従ってＳＲ８により、条
件を満たす商品を割出してその商品情報とその商品に対応するＲＦＩＤ等をＳＲ９により
返信する。商品の検索に際しては、購入者ページ(図４２参照)に書込まれている商品購入
者の使用後の感想等も商品検索の一情報として利用される。更に、送られてくる検索式中
には、その商品が販売されているまたは販売される予定の小売店を指定するデータも含ま
れている。そして、その検索式の条件を満たす商品のＲＦＩＤ全てを個人ユーザのブラウ
ザフォン３０へ返信する。
【０３６０】
　図４５は、個人ユーザのブラウザフォン３０により商品を検索して購入するためのプロ
グラムを示すフローチャートである。ＳＱ１により、個人ユーザがブラウザフォン３０か
ら商品検索操作を行なったか否かの判断がなされる。行なった場合にはＳＱ２へ進み、商
品を検索するための検索式の入力受付処理が行われる。個人ユーザは、ブラウザフォン３
０のキーを操作して商品検索式を入力する。次にＳＱ３へ進み、その入力した検索式をWe
bサーバへ送信する処理が行なわれる。次に、ＳＱ４へ進み、検索結果がWebサーバ３０７
から返信されてきたか否かを判断し、返信されてくるまで待機する。
【０３６１】
　Webサーバ３０７により検索結果が返信されて来ればＳＱ５へ進み、その検索結果をブ
ラウザフォン３０により表示する処理がなされる。次にＳＱ６へ進み、個人ユーザが再検
索操作を行なったか否かの判断がなされる。個人ユーザは、返信されてきた検索結果を見
て、それに満足しない場合には再度検索式を変更する等して再検索操作を行なう。すると
、ＳＱ２からＳＱ５の処理が繰り返し行なわれることとなる。
【０３６２】
　次にＳＱ７へ進み、返信されてきた検索結果に含まれているＲＦＩＤの内のいずれかを
ブラウザフォン３０に記憶させるための操作が行なわれたか否かの判断がなされる。個人
ユーザが返信されてきた商品中に気に入った物がありかつその商品が自己の希望する小売
店（最寄りの小売店等）により販売されている場合または販売される予定の場合には、そ
の商品に対応するＲＦＩＤをブラウザフォン３０に記憶させる操作を行なう。すると、Ｓ
Ｑ８へ進み、その指定されたＲＦＩＤをブラウザフォンがＥＥＰＲＯＭ１９４に記憶する
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処理を行なう。そして、個人ユーザは、その商品が売られている小売店に出向いて、ブラ
ウザフォン３０に記憶されているＲＦＩＤと一致するＲＦＩＤが発信されるＲＦＩＤタグ
が付されている商品を探し出して購入する。このようなＲＦＩＤに基づいて小売店で商品
を探し出す方法としては、小売店２０ｂのWebサーバ３０９へその記憶しているＲＦＩＤ
を送信し、Webサーバ３０９によりそのＲＦＩＤに対応する商品が陳列されている場所を
割出して個人ユーザにその場所を知らせる。そして個人ユーザがその場所に出向き、そこ
に陳列されている商品のＲＦＩＤを読取って記憶しているＲＦＩＤと照合して一致するか
否かを逐一判別する方法を採用する。
【０３６３】
　一方、返信されてきた検索結果中に含まれている商品の何れかを個人ユーザが気に入っ
てその商品をその製品の生産者から直接購入したい場合には、直接購入操作をブラウザフ
ォン３０により行なう。すると、ＳＱ９によりＹＥＳの判断がなされてＳＱ１０へ進み、
その商品の生産者のホームページにアクセスする処理がなされる。次にＳＱ１１に進み、
正当期間チェック処理が行なわれる。この正当期間チェック処理の詳細は、図５０（ａ）
に基づいて後述する。次にＳＱ１２へ進み、正当期間チェック処理の結果その商品の生産
者から送信されてきた乱数Rを受信した電子証明書内の公開鍵KPを用いて算出されたDKP（
L）とが一致するか否かの判断がなされる。一致しない場合にはＳＱ１４により、正当期
間でない旨の警告表示がブラウザフォン３０によりなされる。一方、一致する場合にはＳ
Ｑ１３により、本人証明処理が行なわれた後ＳＱ１５へ進む。この本人証明処理は、例え
ば図３５（ｃ）にその詳細が示されている。
【０３６４】
　ＳＱ１５では、個人ユーザのＶＰ情報を生産者（商品メーカー）３００のWebサーバ３
０３へ送信する処理がなされる。このＶＰ情報は、ブラウザフォン３０に装着されている
ＶＰ用ＩＣ端末１９ｂのＥＥＰＲＯＭ２６に記憶されているＶＰ氏名・住所、ＶＰのＥメ
ールアドレス等である。次にＳＱ１６へ進み、購入したい商品に対応するＲＦＩＤを指定
して直接購入を申し込む旨の情報をWebサーバ３０３へ送信する。次にＳＱ１７へ進み、
ＶＰ用決済処理がなされる。このＶＰ用決済処理の詳細は、図５３に示されている。この
決済処理が終わった後、商品の生産者はＲＦＩＤにより指定された商品をＶＰ（コンビニ
エンスストアの住所）へ配送する。個人ユーザは、そのコンビニエンスストアに出向いて
ＶＰとしてその商品を引取る。
【０３６５】
　返信されてきた検索結果中に気に入った商品がありその商品を予約購入したい場合には
、個人ユーザはブラウザフォン３０によりＲＦＩＤを指定して購入予約操作を行う。この
購入予約は、商品の生産者（商品メーカー）３００に対して商品の購入を事前に予約して
おくためのものである。購入予約操作があった場合にはＳＱ２０へ進み、小売店の指定操
作があったか否か判断され、あるまで待機する。個人ユーザがブラウザフォン３０により
、商品を購入したい小売店（最寄りの小売店等）を指定する操作を行えば、ＳＱ２１へ進
み、希望する商品の生産者のホームページにアクセスする処理がなされる。次にＳＱ２２
～ＳＱ２５の前述と同様の正当期間をチェックする処理がなされる。ＳＱ２４による本人
証明処理が行われた後ＳＱ２６に進み、購入予約したいＲＦＩＤを指定された小売店等を
生産者（商品メーカー）３００のWebサーバ３０３へ送信する処理が行われる。次にＳＱ
２７へ進み、指定された小売店での価格を受信したか否かの判断がなされ、受信するまで
待機する。後述するように、商品メーカー３００のWebサーバ３０３は、購入予約したい
ＲＦＩＤと購入希望の小売店とを受信すれば、その小売店での販売価格を割出してブラウ
ザフォン３０へ返信する。すると、ＳＱ２８へ進み、受信した価格をブラウザフォン３０
により表示する処理がなされ、ＳＱ２９により購入ＯＫの操作がなされたか否かの判断が
なされ、なされていない場合にはＳＱ３３により購入キャンセルの操作がなされたか否か
の判断がなされ、なされていない場合にはＳＱ２９に戻る。このＳＱ２９,ＳＱ３０のル
ープの巡回途中で、個人ユーザがブラウザフォン３０により購入ＯＫの操作を行えば、Ｓ
Ｑ３１へ進み、購入予約時に指定したＲＦＩＤをブラウザフォン３０のＥＥＰＲＯＭ１９
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４に記憶する処理がなされる。個人ユーザは、希望する商品が指定した小売店に入荷され
たか否かを図４２の商品ホームページを閲覧することにより知ることができる。また、Ｒ
ＦＩＤにより指定された商品が指定された小売店に入荷された時点で商品情報サービス業
社３０２のWebサーバ３０７からその個人ユーザのブラウザフォン３０へ小売店に入荷し
た旨の情報を送信して個人ユーザに知らせるようにしてもよい。一方、個人ユーザがブラ
ウザフォン３０により購入キャンセル操作を行えば、ＳＱ３１を行うことなくこのサブル
ーチンプログラムは終了する。
【０３６６】
　個人ユーザが中古品の入手を希望する場合にその旨の操作をブラウザフォン３０により
行えば、ＳＱ１９によりＹＥＳの判断がなされてＳＱ３２へ進み、該当する購入者ページ
(図４２参照)にアクセスする処理がなされる。次にＳＱ３３へ進み、物々交換希望である
か否かの操作をブラウザフォン３０により行う。物々交換の場合にはＳＱ３５へ進み、自
己が所有している交換したい商品のＲＦＩＤをブラウザフォン３０により読取ってそれを
送信する処理がなされる。そのＲＦＩＤを受信した個人ユーザは、そのＲＦＩＤをWebサ
ーバ３０７へ送信して商品ホームページを検索し、該当する生産者のホームページにアク
セスする等して商品情報を入手する。そして交換するか否かを返信する。交換する場合即
ち取引きが成立する場合にはＳＱ３６によりＹＥＳの判断がなされてＳＱ３７により物々
交換処理を行う。
【０３６７】
　一方、物々交換ではなく有償による中古品の購入をブラウザフォン３０により入力した
場合には、ＳＱ３３によりＮＯの判断がなされてＳＱ３４へ進み、有償による購入処理が
行われる。
【０３６８】
　図４７は、生産者（商品メーカー）３００のWebサーバ３０３の制御動作を示すフロー
チャートである。ＳＳ１により、アクセスがあったか否かの判断がなされる。アクセスが
あった場合にはホームページを表示する。次にＳＳ３へ進み、予約購入要求があったか否
かの判断がなされる。ない場合にはＳＳ４へ進み、直接購入要求があったか否かの判断が
なされる。ない場合にはＳＳ２０へ進みその他の処理がなされる。
【０３６９】
　前述したＳＱ１８による予約購入の要求がブラウザフォン３０から送信されてくれば、
制御がＳＳ５へ進み、前述と同様の正当期間証明処理がなされ、次にＳＳ６へ進み、前述
と同様の本人確認処理がなされ、ＳＳ７により本人確認の結果正しいか否かの判断がなさ
れる。正しくない場合にはＳＳ８による拒絶処理がなされる。一方、正しい場合にはＳＳ
９へ進み、ＲＦＩＤと小売店との受信があったか否かの判断がなされ、あるまで待機する
。ブラウザフォン３０から前述のＳＱ２６による購入予約したいＲＦＩＤと購入希望の小
売り店とが送信されてくれば、ＳＳ１０へ進み、その小売店への直接出荷個数に達してい
るか否かの判断がなされる。その小売店に出荷する商品個数がある程度の量に達している
場合には、中間流通業者を省いて商品メーカー３００から直接小売店に商品を出荷できる
。その直接出荷個数に達しているか否かの判断がこのＳＳ１０によりなされる。達してい
る場合にはＳＳ１１へ進み、中間流通業社を省いた直接小売店への出荷に基づく価格をブ
ラウザフォン３０に返信する。一方、ＳＳ１０により直接出荷個数に達していないと判断
された場合にはＳＳ１２へ進み、中間流通業者を省くのに必要な予約個数、現在の予約個
数、中間流通業者を省いた価格及び省かなかった価格をブラウザフォン３０に返信する。
【０３７０】
　前述のＳＱ９に従った直接購入の要求がブラウザフォン３０から送信されてくれば、前
述と同様のＳＳ１３による正当機関証明書処理がなされ、ＳＳ１４による本人確認処理が
なされ、ＳＳ１５による正しいか否かの判断がなされ、正しくなければＳＳ１６による拒
絶処理がなされ、正しい場合にはＳＳ１７へ進む。
【０３７１】
　ＳＳ１７では、ＶＰ情報とＲＦＩＤを受信したか否かの判断がなされ、受信するまで待
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機する。前述したＳＱ１５によるＶＰ情報が送信されＳＱ１６によるＲＦＩＤがブラウザ
フォン３０から送信されてくれば、制御がＳＳ１８へ進み、その送信されてきたＲＦＩＤ
に対応する商品の決済処理を行う。次にＳＳ１９により、商品をＶＰの住所（コンビニエ
ンスストアの住所）へ配達するための処理がなされる。
【０３７２】
　図４８は、Ｓ５８５により示された住所，氏名，Ｅメールアドレスの送信処理のサブル
ーチンプログラムを示すフローチャートである。この処理は、前述の自動決済処理（図３
１参照）の際に業者側からＶＰ情報の送信要求があった場合等に実行される。Ｓ７００に
より、業社側から住所，氏名，Ｅメールアドレスの送信要求があったか否かの判断がなさ
れ、ない場合にはこのサブルーチンプログラムが終了する。あった場合には制御がＳ７０
１へ進み、その業社に使用しているＶＰの氏名，住所，Ｅメールアドレスを送信する処理
がなされる。たとえば図９に示す例の場合には、業社ＭＴＴに使用しているＶＰ氏名はＥ
（Ｂ１３Ｐ）であるために、この氏名Ｅ（Ｂ１３Ｐ）を送信する。住所は、Ｂ１３Ｐの住
所すなわち□△〇である（図３参照）。Ｅメールアドレスは、金融機関７がトラップ型Ｖ
Ｐ用として開設しているＥメールアドレス△△△△△が送信される。
【０３７３】
　図４９はＳ１０１に示されたＶＰ出生依頼処理のサブルーチンプログラムを示すフロー
チャートである。このＶＰ出生依頼は、ＰＶを新たに誕生させるための依頼をＶＰ管理サ
ーバ９へ出すための処理である。Ｓ１４０により、暗証番号のチェック済みであるか否か
の判断がなされ、適正な暗証番号である旨のチェックが済んでいる場合にはＳ１４１へ進
むが、適正な暗証番号のチェックが未だ済んでいない場合にはこのサブルーチンプログラ
ムが終了する。適正な暗証番号である旨のチェックが済んでいる場合にはＳ１４１へ進み
Ｖ出生要求の操作があったか否かの判断がなされる。ユーザがブラウザフォン３０のキー
ボードを操作してＶＰ出生要求の操作を行なえば、制御がＳ１４２へ進み、ＶＰ出生依頼
要求を金融機関７のＶＰ管理サーバ９へ送信する処理がなされる。次にＳ１４３へ進み、
正当機関チェック処理がなされる。この正当機関チェック処理は、相手側の機関（この場
合には金融機関７）が正当な機関であるか否かをチェックするものであり、金融機関７に
なりすまして対応する不正行為を防止するためのものであり、図５０（ａ）にそのサブル
ーチンプログラムが示されている。
【０３７４】
　先に、図５０（ａ）に基づいて正当機関チェック処理のサブルーチンプログラムを説明
する。この正当機関チェック処理は、図２４（ｂ）に示された正当機関証明処理に対応す
るチェック側のプログラムである。まずＳ１６０により、電子証明書を受信したか否かの
判断を行ない、受信するまで待機する。正当機関証明処理では、図２４（ｂ）に示されて
いるように、Ｓ９０により電子証明書が送信される。この電子証明書が送信されてくれば
、制御がＳ１６１へ進み、乱数Ｒを生成して送信する処理がなされる。すると、機関側で
は、図２４（ｂ）に示すようにＳ９２により、当該機関の秘密鍵ＳＫを用いて受信した乱
数Ｒを暗号化してＬを算出して送信する処理が行なわれる。このＲの暗号化データＬをブ
ラウザフォン３０が受信すれば、制御がＳ１６３へ進み、受信した電子証明書内の公開鍵
ＫＰを用いてＬを復号化する処理すなわちＤKP（Ｌ）を算出する処理が行なわれる。
【０３７５】
　そして、図４９のＳ１４４へ進み、Ｒ＝ＤKP（Ｌ）であるか否かの判断がなされる。正
当な機関である場合には、Ｒ＝ＤKP（Ｌ）となるはずであり、その場合にはＳ１４６へ進
むが、他人が金融機関７になしすましている場合には、Ｓ１４４によりＮＯの判断がなさ
れ、Ｓ１４５へ進み、正当機関でない旨の警告表示がブラウザフォン３０によりなされて
このサブルーチンプログラムが終了する。
【０３７６】
　正当機関であることが確認された場合には、Ｓ１４６へ進み、ＲＰの氏名，住所の入力
要求を受信したか否かの判断がなされ、受信するまで待機する。ＶＰ管理サーバ９では、
前述したように、ＶＰ出生依頼要求を受信すれば、ＲＰの氏名，住所の入力要求を送信す
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るのであり（Ｓ２参照）、そのＲＰの氏名，住所の入力要求をブラウザフォン３０が受信
すれば、Ｓ１４６によりＹＥＳの判断がなされて制御がＳ１４７へ進む。
【０３７７】
　Ｓ１４７では、ＲＰの氏名，住所の入力指示をブラウザフォン３０のディスプレイに表
示する処理がなされ、入力があるまで待機する（Ｓ１４８）。入力があった段階でＳ１４
９へ進み、その入力データを金融機関７のＶＰ管理サーバ９へ送信する処理がなされる。
【０３７８】
　次にＳ１５０へ進み、本人証明処理が行なわれる。この本人証明処理は、ＶＰ出生依頼
を行なったユーザが本人自身であるか否かを証明するための処理であり、図５４（ａ）に
そのサブルーチンプログラムが示されている。ここで、図５４（ａ）に基づいて、その本
人証明書のサブルーチンプログラムを説明する。
【０３７９】
　この本人証明処理は、前述したＳ４，Ｓ６２等に基づいて乱数Ｒが送信されてきた場合
にその乱数に基づいて本人証明を行なうためのものである。まずＳ１２５により、乱数Ｒ
を受信したか否かの判断がなされ、受信するまで待機する。乱数Ｒを受信した場合にはＳ
２１６へ進み、その受信した乱数ＲをＩＣ端末１９Ｒまたは１９Ｖへ送信する処理がなさ
れる。ＩＣ端末では、後述するように、記憶している認証鍵ＫＮまたは公開鍵ＫＰを用い
て乱数Ｒを暗号化してレスポンスデータＩを生成して出力する処理が行われる。そのレス
ポンスデータＩが出力されてくれば、Ｓ２１７によりＹＥＳの判断がなされてＳ２１８へ
進み、そのＩをＶＰ管理サーバ９へ送信する処理がなされる。
【０３８０】
　図２９に示すＶＰ出生依頼処理を行なう場合には、ブラウザフォン３０のＵＳＢポート
１８にＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖを接続している。そして、ＶＰ出生依頼処理の際の本人証明
処理では、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに記憶されているＲＰの認証鍵ＫＮを用いて乱数Ｒを暗
号化する処理がなされる。これについては、後述する。
【０３８１】
　その結果、図４９のＳ１５０のＶＰ出生依頼処理の際の本人証明では、ＲＰであること
の証明がなされる。
【０３８２】
　次にＳ１５１へ進み、アクセス拒絶を受信したか否かの判断がなされ、アクセス拒絶を
受信した場合にＳ１５２へ進み、アクセス拒絶の表示が行なわれる。一方、アクセスが許
容された場合にはＳ１５３へ進み、ＶＰ出生依頼を行なったユーザが希望するコンビニエ
ンスストア２の入力があるか否かの判断がなされる。出生したＶＰの住所が、コンビニエ
ンスストア２の住所となるために、ユーザは、自己の希望するコンビニエンスストア２が
ある場合には、そのコンビニエンスストア２を特定する情報をブラウザフォン３０のキー
ボードから入力する。入力があれば、Ｓ１５４により、その希望のコンビニエンスストア
２のデータがＶＰ管理サーバ９へ送信される。希望のコンビニエンスストア２の入力がな
かった場合には、前述したように、ＲＰの住所に最も近いコンビニエンスストア２の住所
が出生したＶＰの住所となる。
【０３８３】
　次にＳ１５５へ進み、ＶＰの公開鍵の送信要求があったか否かの判断がなされ、あるま
で待機する。ＶＰ管理サーバ９では、前述したように、ＶＰの出生依頼があった場合に、
ＶＰの公開鍵の送信要求を出す（Ｓ３０参照）。その送信要求をブラウザフォン３０が受
ければ、制御がＳ１５６へ進み、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ公開鍵出力要求を出す。すると
、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖが、記憶しているＶＰの公開鍵ＫＰを出力する。その出力があれ
ば、制御がＳ１５８へ進み、その出力された公開鍵ＫＰを金融機関７のＶＰ管理サーバ９
へ送信する。
【０３８４】
　図５０（ｂ）は、Ｓ１０５に示された電子証明書発行要求処理のサブルーチンプログラ
ムを示すフローチャートである。Ｓ１６５により、適正な暗証番号である旨のチェックが
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済んでいるか否かの判断がなされ、未だに済んでいない場合にはこのサブルーチンプログ
ラムが終了する。一方、適正な暗証番号である旨のチェックが済んでいる場合にはＳ１６
６へ進み、ＲＰ用電子証明書の発行依頼操作があったか否かの判断がなされる。ユーザが
ブラウザフォン３０のキーボードを操作して発行依頼を行なった場合には、制御がＳ１６
７へ進み、ＲＰの住所，氏名の入力指示が表示される。ユーザがキーボードより入力すれ
ば、制御がＳ１６９へ進み、ＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒから公開鍵ＫＰを呼出す処理がなされ
る。この電子証明書発行要求処理を行なう場合には、ユーザは、ブラウザフォン３０のＵ
ＳＢポート１８に自己のＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒを接続しておく必要がある。そして、Ｓ１
６９の処理が行なわれた場合には、その接続されているＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒが記憶して
いるＲＰ用の公開鍵ＫＰがブラウザフォン３０に出力され、Ｓ１７０により、その出力さ
れてきた公開鍵ＫＰと入力されたＲＰの住所，氏名とが金融機関７の認証用サーバ１１へ
送信される。
【０３８５】
　図５１（ａ）はＳ１０２に示されたＶＰ用入力処理のサブルーチンプログラムを示し、
図５１（ｂ）はＳ１０６に示されたＲＰ用入力処理のサブルーチンプログラムを示すフロ
ーチャートである。
【０３８６】
　ＶＰ用入力処理が行なわれる場合には、ブラウザフォン３０のＵＳＢポート１８にＶＰ
用ＩＣ端末１９Ｖを接続しておく必要がある。Ｓ１７５により、適正な暗証番号である旨
のチェックが終了しているか否かの判断がなされ、適正な暗証番号のチェックが未だなさ
れていない場合にはこのサブルーチンプログラムが終了する。適正な暗証番号のチェック
済の場合には、Ｓ１７６へ進み、ＶＰ用入力操作があったか否かの判断がなされる。前述
したように、金融機関７のＶＰ管理サーバ９によりＶＰの出生処理が行なわれた場合には
、誕生したＶＰの氏名，住所（コンビニエンスストア２の住所），コンビニエンスストア
２の名称，Ｅメールアドレス，電子証明書が記憶されたＩＣ端末１９Ｉが郵送されてくる
のであり、そのＩＣ端末１９Ｉをユーザがブラウザフォン３０に挿入すれば、Ｓ１７６に
よりＹＥＳの判断がなされてＳ１７８へ進み、そのＩＣ端末１９Ｉの記録データが読込ま
れて接続されているＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ伝送される。
【０３８７】
　ユーザがブラウザフォン３０のキーボードからＶＰ用ユーザエージェントの知識データ
の入力操作を行なえば、Ｓ１７７によりＹＥＳの判断がなされてＳ１７９へ進み、入力さ
れた知識データをＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ伝送する処理がなされる。
【０３８８】
　ユーザが金融機関７の自己の口座から資金を一部引落しすれば、その引落し額Ｇがブラ
ウザフォン３０へ送信されてくる（Ｓ６９参照）。その引落し額Ｇがブラウザフォン３０
に入力されれば、Ｓ１８０によりＹＥＳの判断がなされてＳ１８１へ進み、引落し額Ｇを
ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ転送してリロード金額として加算記憶させる処理がなされる。
【０３８９】
　ＲＰ用入力処理が行なわれる場合には、ブラウザフォン３０のＵＳＢポート１８にＲＰ
用ＩＣ端末１９Ｒを接続しておく必要がある。まずＳ１８５により、適正な暗証番号のチ
ェックが済んでいるか否かの判断がなされ、済んでいる場合にはＳ１８６へ進み、ＲＰの
電子証明書を受信したか否かの判断がなされる。ユーザがＲＰの電子証明書の発行依頼を
認証用サーバに対し行なえば、前述したように、ＲＰの電子証明書が作なされてブラウザ
フォン３０に送信されてくる（Ｓ２８参照）。その電子証明書が送信されてくれば、Ｓ１
８６によりＹＥＳの判断がなされてＳ１８７へ進み、受信した電子証明書をＲＰ用ＩＣ端
末１９Ｒへ伝送して、ＲＰ用ＩＣ端末へ記憶させる処理がなされる。
【０３９０】
　ユーザがブラウザフォン３０のキーボードを操作して、ＲＰ用ユーザエージェントの知
識データの入力操作を行なえば、Ｓ１８８によりＹＥＳの判断がなされてＳ１８９へ進み
、その入力された知識データをＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒへ伝送する処理がなされ、ＲＰ用Ｉ
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Ｃ端末１９Ｒがその入力された知識データを記憶する。
【０３９１】
　ユーザが決済サーバ１０に対し自己の口座内の資金の一部を引落す引落し要求を行なっ
た場合には、前述したように、引落し金額であるＧが決済サーバ１０からユーザのブラウ
ザフォン３０へ送信される。すると、Ｓ１９０によりＹＥＳの判断がなされてＳ１９１へ
進み、引落し額ＧをＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒへ伝送し、リロード金額としてＧを加算更新す
る処理が行なわれる。
【０３９２】
　図５２は、ユーザ（ＲＰとＶＰが存在する）がクレジットカードの支払を行なってＳＥ
Ｔに従った決済が行なわれる場合の全体概略システムを示す図である。まず、カード会員
がクレジットカードの発行手続を行なえば、クレジットカード発行会社４に設置されてい
るサーバが、クレジット発行の申込みがあったことを判別して、当該カード会員に対しク
レジットカード番号を発行する。その際に、カード会員がＶＰ用のクレジットカードの発
行を要求した場合には、クレジットカード発行会社４のサーバは、そのＶＰの氏名や住所
等のデータを入力してもらい、そのデータに基づいて金融機関などに登録されているＶＰ
か否かを金融機関７に問合せる。そして、金融機関７のデータベース１２に記憶されてい
る正規のＶＰであることが確認されたことを条件として、クレジットカード発行会社４の
サーバは、そのＶＰに対しクレジット番号を発行する処理を行なう。
【０３９３】
　つまり、クレジットカード発行会社４のサーバは、仮想人物用のクレジット番号を発行
するクレジット番号発行ステップを含んでいる。また、仮想人物用のクレジット番号を発
行するクレジット番号発行手段を含んでいる。さらに、このクレジット番号発行ステップ
またはクレジット番号発行手段は、前述したように、クレジット番号発行対象となる仮想
人物が前記所定機関に登録されている正規の仮想人物であることが確認されたことを条件
として、前記クレジット番号を発行する。クレジットカード発行会社４によって発行され
たクレジットカード（ＲＰ用とＶＰ用の２種類存在する）を所持するユーザは、ＳＥＴに
よる取引をするための会員の登録要求を認証用サーバ１１に出す。認証用サーバ１１は、
そのユーザがクレジットカード発行会社４のクレジット会員であるか否かの認証要求をク
レジットカード発行会社４に出す。クレジットカード発行会社４からクレジットカードの
会員である旨の認証の回答が認証用サーバ１１に返信されてくれば、認証用サーバ１１は
、ＳＥＴ用の電子証明書を作成してカード会員に送る。
【０３９４】
　電子モール等の加盟店６がＳＥＴによる取引を可能にするためには、まず、ＳＥＴによ
る取引のための会員登録要求を認証用サーバ１１に出す。認証用サーバ１１では、加盟店
６が契約している加盟店契約会社（アクアイアラ）５に、当該加盟店６が正当な契約会社
であるか否かの認証要求を送信する。加盟店契約会社５から正当な加盟店である旨の回答
が返信されてくれば、認証用サーバ１１は、その加盟店６のためのＳＥＴ用の電子証明書
を作成して加盟店６に発行する。
【０３９５】
　この状態で、カード会員が加盟店６により電子ショッピングを行なってＳＥＴにより取
引を行なう場合には、まず商品やサービス等の購入要求をカード会員が加盟店６へ送信す
る。加盟店６では、その購入要求を承認してよいか否かの承認要求を支払承認部３３から
ペイメントゲートウェイ２７を介してクレジットカード発行会社４へ送信する。クレジッ
トカード発行会社４から承認の回答がペイメントゲートウェイ２７を介して加盟店６に返
信されてくれば、加盟店６は、購入を受理した旨をカード会員に送信する。また加盟店６
は、支払要求部３４から支払要求をペイメントゲートウェイ２７に送信する。ペイメント
ゲートウェイ２７は、その支払要求に応じた決済要求をクレジットカード発行会社４へ送
信するとともに、支払回答を加盟店６へ返信する。
【０３９６】
　カード会員と加盟店６との間では、商品やサービスの購入取引を行なう際に、互いの電
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子証明書を送信して、正当な本人である旨の確認が行なわれる。
【０３９７】
　クレジットカード発行会社４が、ユーザとしてのＲＰにクレジットカードを発行した場
合には、そのクレジットカード番号等のカード情報が当該ユーザのＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒ
に入力されて記憶される。一方、ユーザがＶＰとしてクレジットカード発行会社４からク
レジットカードの発行を受ける際には、ＶＰ用に発行された電子証明書をクレジットカー
ド発行会社４に送信し、金融機関７による身分の証明を行なってもらう必要がある。その
上で、クレジットカード発行会社４がクレジットカードを発行した場合には、そのクレジ
ットカードのカード番号等のカード情報が当該ユーザのＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに入力され
て記憶される。
【０３９８】
　前述したＳＥＴ用の電子証明書の発行も、ＲＰ用とＶＰ用との２種類のケースに分けて
発行される。そしてそれぞれ発行されたＳＥＴ用の電子証明書が、それぞれのＩＣ端末１
９Ｒまたは１９Ｖに入力されて記憶される。
【０３９９】
　図５３は、Ｓ１０３に示したＶＰ用決済処理のサブルーチンプログラムを示すフローチ
ャートである。まずＳ１９５により、適正な暗証番号である旨のチェックが終了している
か否かの判断がなされ、終了していなければこのサブルーチンプログラムが終了し、適正
な暗証番号のチェック済の場合にはＳ１９６へ進む。
【０４００】
　このＶＰ用決済処理は、金融機関７のユーザの銀行口座内の資金の一部を引落してＶＰ
用ＩＣ端末１９Ｖへリロードする処理と、デビットカードを使用して決済を行なう処理と
、クレジットカードを使用して決済を行なう処理と、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへリロードさ
れているリロード金額を使用して決済を行なう場合とを有している。
【０４０１】
　ユーザが自己の銀行口座内の資金を一部引落してＶＰ用ＩＣ端末へリロードする操作を
行なえば、Ｓ１９７により、その引落し要求が金融機関７の決済サーバ１０へ送信される
。次にＳ１９８へ進み、正当機関チェック処理（図３０Ａ参照）が行なわれる。
【０４０２】
　次にＳ１９９へ進み、Ｒ＝ＤKP（Ｌ）である否かの判断がなされ、正当機関でない場合
にはＳ１１９によりＮＯの判断がなされてＳ２００へ進み、正当機関でない旨の警告表示
がなされる。一方、正当機関である場合には、Ｒ＝ＤKP（Ｌ）となるために、制御がＳ２
０１へ進み、氏名の入力要求があったか否かの判断がなされ、あるまで待機する。前述し
たように、決済サーバ１０は、ＩＣ端末への引落し要求があった場合には、氏名の入力要
求を送信する（Ｓ６０参照）。この氏名の入力要求が送信されてくれば、Ｓ２０１により
ＹＥＳの判断がなされてＳ２０２へ進み、ＶＰ用ＩＣ端末１９ＶからＶＰの氏名を呼出し
て決済サーバ１０へ送信する処理がなされる。次にＳ２０３へ進み、本人証明処理（図３
４Ａ参照）がなされる。
【０４０３】
　次にＳ２０４へ進み、引落し額の入力要求があったか否かの判断がなされ、なければＳ
２０５へ進み、不適正な旨の返信があったか否かの判断がなされ、なければＳ２０４へ戻
る。この２０４，２０５のループの巡回途中で、決済サーバ１０がユーザの正当性が確認
できないと判断した場合には不適正である旨の返信を行なう（Ｓ７９参照）。その結果、
Ｓ２０５によりＹＥＳの判断がなされてＳ２０７へ進み、不適正である旨がブラウザフォ
ン３０のディスプレイにより表示される。一方、決済サーバ１０が本人認証の結果正当な
本人であると判断した場合には引落し額の入力要求をブラウザフォン３０へ送信する（Ｓ
８７参照）。すると、Ｓ２０４によりＹＥＳの判断がなされてＳ２０６へ進む。
【０４０４】
　Ｓ２０６では、引落し額の入力指示をブラウザフォン３０のディスプレイに表示させる
処理がなされる。ユーザがキーボードから引落し額を入力すれば、Ｓ２０８によりＹＥＳ
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の判断がなされてＳ２０９へ進み、その入力された引落し額Ｇを決済サーバ１０へ送信す
る処理がなされる。決済サーバ１０では、引落し額Ｇを受信すれば、ＶＰの口座からＧを
減算してＧを送信する処理がなされる（Ｓ８９参照）。その結果、Ｓ２１０によりＹＥＳ
の判断がなされてＳ２１１へ進み、引落し額ＧをＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ送信してＧをリ
ロード金額に加算更新する処理がなされる。
【０４０５】
　Ｓ１９６により、ＮＯの判断がなされた場合には、図５４（ｂ）のＳ２２０へ進み、デ
ビットカードの使用操作があったか否かの判断がなされる。デビットカードの使用操作が
あった場合には、Ｓ２３５へ進み、デビットカード使用要求を決済サーバ１０へ送信する
処理がなされる。次にＳ２２１へ進み、正当機関チェック処理（図５０（ａ）参照）がな
される。そしてＳ２２２へ進み、Ｒ＝ＤKP（Ｌ）であるか否かの判断がなされる。正当機
関でない場合には、ＮＯの判断がなされてＳ２２３へ進み、正当機関でない旨の警告表示
がなされる。一方、正当機関である場合には制御がＳ２２４へ進み、デビットカードの暗
証番号とカード情報の入力要求があったか否かの判断がなされ、あるまで待機する。決済
サーバ１０は、デビットカードの使用要求があった場合には、暗証番号とカード情報の入
力要求をブラウザフォン３０へ送信する（Ｓ７０参照）。その送信を受信すれば、制御が
Ｓ２２５へ進み、暗証番号の入力指示がブラウザフォン３０の表示部７６に表示される。
ユーザがデビットカードの暗証番号をキーボードから入力すれば、Ｓ２２６によりＹＥＳ
の判断がなされてＳ２２７へ進み、ＶＰ用ＩＣカード１９Ｖからカード情報を読出し暗証
番号とともに決済サーバ１０へ送信する処理がなされる。
【０４０６】
　次にＳ２２８へ進み、不適正である旨の返信があったか否かの判断がなされる。暗証番
号とカード情報とを受信した決済サーバ１０は、適正か否かの判断を行ない（Ｓ７２）、
適正でない場合には不適正である旨の返信を行なう（Ｓ７９参照）。不適正である旨が返
信されてくれば、Ｓ２２８によりＹＥＳの判断がなされてＳ２２９へ進み、不適正である
旨の表示がなされる。一方、不適正である旨の返信が送られてこなければ、制御がＳ２３
０へ進み、使用金額の入力指示がパーソナルコンピュータのディスプレイに表示される。
ユーザが使用金額をキーボードから入力すれば、Ｓ２３１によりＹＥＳの判断がなされて
Ｓ２３２へ進み、入力された使用金額Ｇを決済サーバ１０へ送信する処理がなされる。
【０４０７】
　使用金額Ｇを受信した決済サーバ１０は、前述したように、ユーザに該当する銀行口座
を検索して使用金額Ｇを減算するとともに、その使用金額Ｇをブラウザフォン３０に返信
する処理を行なう（Ｓ７４）。
【０４０８】
　その結果、Ｓ２３３によりＹＥＳの判断がなされてＳ２３４へ進み、決済が完了した旨
の表示をブラウザフォン３０の表示部７６に表示させる処理がなされる。
【０４０９】
　Ｓ２２０によりＮＯの判断がなされた場合には、制御がＳ２３８へ進む。Ｓ２３８では
、クレジットカードの使用操作があったか否かの判断がなされる。ユーザがブラウザフォ
ン３０のキーボード７７を操作してクレジットカードの使用を入力すれば、制御がＳ２３
７へ進み、クレジットカードによる決済要求を加盟店６へ送信する処理がなされる。この
加盟店は、ユーザが商品やサービスを購入しようとしている商店である。次に制御がＳ２
３９へ進み、正当機関チェック処理がなされる。この正当機関チェック処理は、図５０（
ａ）に示したものである。この正当機関チェック処理に合せて、加盟店６は、当該加盟店
の電子証明書を顧客のブラウザフォン３０へ送信し、次に乱数Ｒを受信すれば、その乱数
を自己の秘密鍵ＫＳを用いて暗号化し、その暗号結果Ｌを顧客のブラウザフォン３０へ送
信する。
【０４１０】
　制御がＳ２４０へ進み、Ｒ＝ＤKP（Ｌ）であるか否かの判断がなされる。正当な販売店
（加盟店）でない場合には、Ｓ２４０によりＮＯの判断がなされて、Ｓ２４１へ進み、正
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当な販売店でない旨の警告表示がなされる。一方、正当な販売店（加盟店）である場合に
は、Ｓ２４２へ進み、オーダ情報ＯＩと支払指示ＰＩとが作なされる。オーダ情報ＯＩと
は、商品やサービス等の購入対象物や購入個数等を特定するための情報である。支払指示
ＰＩは、たとえばクレジット番号何々のクレジットカードを利用してクレジットの支払を
行なう旨の指示等である。
【０４１１】
　次にＳ２４３へ進み、オーダ情報ＯＩと支払指示ＰＩのメッセージダイジェストを連結
した二重ダイジェストＭＤを算出する処理がなされる。次にＳ２４４へ進み、二重ダイジ
ェストＭＤとクレジットカードを使用するＶＰ氏名とをＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ伝送して
署名指示を出すとともに、ＶＰ用電子証明書の出力要求を行なう。
【０４１２】
　クレジットカードを使用するＶＰ氏名と署名指示と電子証明書の出力要求を受けたＶＰ
用ＩＣ端末１９Ｖは、入力されたＶＰ氏名をトラップ型ＲＦＩＤ記憶領域と照合してその
ＶＰ氏名がＶＰの本名Ｂ１３Ｐ（図９参照）を何回暗号化したものかを割出す。そしてそ
の回数だけ秘密鍵を秘密鍵で暗号化して、その暗号化秘密鍵（ＫＳ）を用いて入力された
ＭＤを復号化していわゆる二重署名を生成する。この二重署名を便宜上Ｄ(KS)（ＭＤ）と
表現する。ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖは、そのＤ(KS)（ＭＤ）をブラウザフォン３０へ出力す
る。
【０４１３】
　Ｓ２４４に従って入力されたＶＰ氏名がＶＰの本名Ｂ１３Ｐであった場合には、ＶＰ用
ＩＣ端末１９Ｖは、その本名に対する電子証明書を格納しているために、その格納してい
る電子証明書をブラウザフォン３０へ出力する。一方、Ｓ２４４に従って入力されたＶＰ
氏名がトラップ型ＶＰ氏名であった場合には、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖがそのトラップ型Ｖ
Ｐ氏名用の電子証明書を格納していない。そのトラップ型ＶＰ氏名用の電子証明書は、前
述したようにＸＭＬストア５０に格納されている。よって、その場合には、ＶＰ用ＩＣ端
末１９Ｖは、ＸＭＬストア５０に電子証明書を取寄せる旨の指示をブラウザフォン３０へ
出力する。
【０４１４】
　Ｓ２４４の要求をＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ出力した後、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖから何ら
かの返信があれば、Ｓ２４５によりＹＥＳの判断がなされてＳ６０５へ制御が進む。Ｓ６
０５では、ＸＭＬストア５０への電子証明書の取り寄せ指示であったか否かの判断がなさ
れ、取り寄せ指示でなかった場合にはＳ２４６へ進むが、取り寄せ指示であった場合には
制御がＳ６０６へ進む。Ｓ６０６では、ＸＭＬストア５０へアクセスしてトラップ型ＶＰ
氏名に対応する電子証明書を検索してＳ２４６へ進み、オーダ情報ＯＩと支払指示ＰＩと
出力されてきた署名としてのＤ(KS)（ＭＤ）とＶＰ用電子証明書とを加盟店６へ送信する
処理がなされる。加盟店６では、それら情報を確認した上で、ユーザの購入要求を受理す
る購入受理の回答をユーザのブラウザフォン３０へ送信する。すると、Ｓ２４７によりＹ
ＥＳの判断がなされてＳ２４８へ進み、取引が完了した旨の表示が行なわれる。
【０４１５】
　Ｓ２３８によりＮＯの判断がなされた場合にＳ２４９へ進み、リロード金額の使用操作
があったか否かの判断がなされる。ユーザが、ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖに蓄えられているリ
ロード金額を使用する旨のキーボード操作を行なえば、制御がＳ２５０へ進み、使用金額
の入力指示がブラウザフォン３０のディスプレイに表示される。ユーザが使用金額をキー
ボードから入力すれば、Ｓ２５１によりＹＥＳの判断がなされてＳ２５２へ進み、入力さ
れた使用金額Ｇの引落し要求をＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖへ伝送する処理がなされる。
【０４１６】
　ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖでは、後述するように、引落し要求を受ければ、その使用金額Ｇ
だけリロード金額を減算更新し、引落しが完了した旨の信号をブラウザフォン３０へ返信
する。すると、Ｓ２５２ａによりＹＥＳの判断がなされてＳ２５２ｂへ進み、Ｇの支払処
理がなされる。
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【０４１７】
　なお、ＲＰ用決済処理は、以上説明したＶＰ用決済処理とほとんど同じ内容の処理であ
るために、図示および説明の繰返しを省略する。
【０４１８】
　図５６は、図２７に示したＲＦＩＤ交換処理の他の例のサブルーチンプログラムを示す
フローチャートである。図５６のＲＦＩＤ交換処理では、ブラウザフォン３０により通話
を行うことによりＲＦＩＤの交換を行う。図２７と同じ処理を行うスッテップには同じス
テップ番号を付してあり、ここでは主に相違点について説明する。ＳＳ１により、ブラウ
ザフォン３０により通話を行ったか否かの判断がなされる。通話を行った場合にはＳＥ３
に進み、今日既に交換済みの相手（ブラウザフォン３０）でないことを条件にＳＥ４以降
のＲＦＩＤ交換処理を行う。
【０４１９】
　図５７は、図２７に示したＲＦＩＤ交換処理のさらに他の例のサブルーチンプログラム
を示すフローチャートである。図５７のＲＦＩＤ交換処理では、ブラウザフォン３０によ
り電子メールの送受信を行うことによりＲＦＩＤの交換を行う。ＳＴ１によりＥメール（
電子メール）の送信を行ったか否かの判断がなされる。行っていないば場合には、ＳＴ２
へ進み、Ｅメールを受信したか否かの判断がなされる。受信していない場合には、このサ
ブルーチンプログラムが終了する。
【０４２０】
　Ｅメールを送信する場合には、ＳＴ１よりＹＥＳの判断がなされ、ＳＥ３により、今日
既にＲＦＩＤを交換済みの相手（ブラウザフォン３０）か否かの判断がなされる。既に交
換済みの相手の場合には、このサブルーチンプログラムが終了する。交換済みでない場合
には、ＳＥ４へ進み、偽ＲＦＩＤを記憶しているか否かの判断がなされる。ブラウザフォ
ン３０のＥＥＰＲＯＭ１９４に偽ＲＦＩＤを記憶しておれば、制御がＳＴ３へ進み、その
記憶している偽ＲＦＩＤをＥメールとともに相手のブラウザフォン３０に発信する。一方
、ＥＥＰＲＯＭ１９４に偽ＲＦＩＤを全く記憶していない場合には、ＳＥ５以降の偽ＲＦ
ＩＤを生成して相手に送信する処理がなされる。
【０４２１】
　Ｅメールを受信した場合には、ＳＴ８へ進み、Ｅメールの相手から送られてきた偽ＲＦ
ＩＤを受信する。次にＳＥ９へ進み、ＥＥＰＲＯＭ１９４に既に記憶している偽ＲＦＩＤ
を１つずつ古い記憶エリア側にシフトし、記憶上限を超えた１番古い偽ＲＦＩＤを消去す
る処理がなされる。次にＳＥ１０へ進み、１番新しい記憶エリアに受信した偽ＲＦＩＤを
記憶する処理がなされる。
【０４２２】
　なお、図５６、図５７に示したＲＦＩＤ交換処理を、図２６に示したＲＦＩＤ交換処理
の代わりに用いるのではなく、図２６に示したＲＦＩＤ交換処理にさらに付け加えて用い
るようにしてもよい。また、個人ユーザがブラウザフォン３０を操作して、図２６、図５
６、図５７のＲＦＩＤ交換処理の内の任意の１つまたは２つ以上のものを適宜選択して使
用できるようにしてもよい。
【０４２３】
　ユーザがアクセスし自己の個人情報を提供した業者を特定するために用いる識別情報を
特定可能な情報であって、前記個人情報を入手した者がその個人情報主であるユーザにメ
ール（Ｅメールやダイレクトメール）を送る場合には該メールに含まれることとなる識別
情報として、前述した実施の形態では匿名（トラップ型ＶＰ氏名）を用いたが、その代わ
りにまたはそれに加えて、業者毎に使い分ける複数のＥメールアドレスやダイレクトメー
ル用の住所(コンビニエンスストアの住所または私書箱等)を用いてもよい。すなわち、次
のような個人情報保護装置であればよい。
【０４２４】
　コンピュータシステムを利用して、個人情報を保護する個人情報保護装置であって、ユ
ーザが自己の個人情報を提供した業社を特定するために用いる識別情報を特定可能な情報
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であって、前記個人情報を入手した者がその個人情報主であるユーザにメール（Ｅメール
、ダイレクトメール）を送る場合には該メールに含まれることとなる識別情報を特定可能
な情報（匿名としてのトラップ型ＶＰ氏名,図４４（ａ）のＫＳＢとサイト名,サイト毎に
使い分けるＥメールアドレスやダイレクトメール用の住所）を格納する識別情報格納手段
（データベース１２ａ，ＥＥＰＲＯＭ２６）と、前記個人情報を入手した者がその個人情
報主であるユーザに対し送ったメール（Ｅメール，ダイレクトメール）に含まれている前
記識別情報に基づいて特定される前記業社と前記メールの送り主とが一致するか否かを判
定して前記ユーザの個人情報の流通状態を監視する監視手段（Ｓ５１６，Ｓ５２２，Ｓ５
２３）とを含む個人情報保護装置。
【０４２５】
　前述の実施の形態では、トラップ型ＶＰを利用しての個人情報の不正漏洩者と漏洩した
個人情報の不正入手者との割出しを、トラップ型ＶＰの氏名を手掛かりに行なうものを示
した。そして、別実施の形態において、トラップ型ＶＰのＥメールアドレスをトラップ型
ＶＰ毎に異ならせてもよい旨を示した。この別実施の形態のように、トラップ型ＶＰの氏
名の代わりにトラップ型ＶＰのＥメールアドレスを利用し、前述の個人情報不正流出者と
漏洩した個人情報の不正入手者とを割出すようにしてもよい。即ち、トラップ型ＶＰ毎に
異なるＥメールアドレスを登録しておき、トラップ型ＶＰ宛にＥメールが送信されて来た
場合に、そのＥメールの送信先であるＥメールアドレスと一致するトラップ型ＶＰのＥメ
ールアドレスを割出し、その割出されたＥメールアドレスに対応する業社（トラップ型Ｖ
ＰのＥメールアドレスを通知した業社）を割出し、その割出された業社とＥメールを送信
してきた送信元とが一致するか否かの整合性チェックを行ない、一致しない場合には前述
のＳ５１９～Ｓ５２１の異常時処理を行なう。
【０４２６】
　なお、このようなＥメールアドレスの基づいた整合性チェックを行う場合には、トラッ
プ型ＶＰに限定して行う必要がなく、ＲＰが行うようにしてもよい。即ち、ＲＰが自己の
複数のＥメールアドレスを所有し、サイト（業社）毎に異なるＥメールアドレスを通知す
ると共にどのＥメールアドレスをどの業社に通知したかをＶＰ管理サーバ９または後述す
るメールサーバ８０に登録しておき、送信されてきたＥメールの送信先のＥメールアドレ
スからそのＥメールアドレスを通知した業社（サイト）を割出し、その割出された業社と
Ｅメールの送信元とが一致するか否かの整合性チェックを行ない、個人情報の不正漏洩者
や不正入手者を割出すようにしてもよい。
【０４２７】
　以下に、Ｅメールアドレスを利用した整合性チェックによる個人情報の不正流出者（不
正漏洩者）と不正入手者との割出しを行う監視システムを説明する。
【０４２８】
　図５８は、メールサーバ８０およびそのデータベース８１に記憶されているデータを示
す図である。このメールサーバ８０は、図１の広域・大容量中継網４３やインターネット
１や携帯電話網５４等に接続されているものであり、ブラウザフォン３０等のメールクラ
イアントから送信されたＥメールをその発信先Ｅメールアドレスに対応する送信先のメー
ルボックスにまで送信して格納するためのものである。図５８に示すように、データベー
ス８１には、鍵指定番号、共通鍵（ＫＮ）、Ｅメールアドレスの各データが記憶されてい
るとともに、Ｅメールアドレスに対応するメールボックスが設けられている。共通鍵（Ｋ
Ｎ）は、前述した認証鍵ＫＮのことであるが、認証鍵ＫＮに限らず、個人ユーザ（ＲＰと
ＶＰの両者を含む）がメールサーバ８０へ登録した共通鍵暗号方式用のＥメール専用の鍵
であってもよい。
【０４２９】
　鍵指定番号は、そのメールサーバ８０に登録されている共通鍵を指定するための番号で
ある。この番号に従って登録されている複数の共通鍵のうちの対応する共通鍵が検索され
る。そのＥメールアドレスは、メールサーバ８０に登録されているユーザのＥメールアド
レスである。尚、あるユーザが複数のＥメールアドレスをメールサーバ８０に登録する場
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合もあり、その場合には、例えば、一つの鍵指定番号によってそのユーザの一つの共通鍵
が特定されれば、その一つの共通鍵に対応するＥメールアドレスが複数存在することとな
る。
【０４３０】
　図５９は、ブラウザフォン３０によって行われるＥメールアドレス通知処理のサブルー
チンプログラムを示すフローチャートである。図５９（ｂ）は、ＩＣ端末１９Ｒまたは１
９Ｖにより行われるＥメールアドレス生成処理のサブルーチンプログラムを示すフローチ
ャートである。
【０４３１】
　図５９（ａ）を参照して、ＳＵ１により、Ｅメールアドレス生成操作があったか否かの
判断がなされ、ない場合にはこのサブルーチンプログラムが終了する。個人ユーザがブラ
ウザフォン３０を操作してＥメールアドレス生成操作を行えば、ＳＵ１によりＹＥＳの判
断がなされてＳＵ２へ進み、Ｅメールアドレスを通知する相手を特定する情報である通知
相手特定情報を入力するメッセージ表示をブラウザフォン３０により行う制御がなされる
。この通知相手特定情報は、後述するように、通知相手の業社名と通知相手のＥメールア
ドレスである。次にＳＵ３により、通知相手特定情報の入力があったか否かの判断がなさ
れ、あるまで待機する。個人ユーザがブラウザフォン３０を操作して通知相手特定情報（
通知相手の業社名と通知相手のＥメールアドレス）を入力すれば、ＳＵ４へ進み、通知相
手特定情報をブラウザフォン３０に接続されているＩＣ端末（１９Ｒ又は１９Ｖ）に入力
する制御がなされる。
【０４３２】
　次にＳＵ５により、接続されているＩＣ端末から通知用Ｅメールアドレスが出力されて
来たか否か判断され、出力されてくるまで待機する。出力されて来れば、ＳＵ６へ進み、
その出力されて来た通知用Ｅメールアドレスをブラウザフォン３０により表示させる制御
を行う。そしてＳＵ６ａにより、その表示された通知用Ｅメールアドレスを通知相手に送
信するための操作が行われたか否かの判断がなされる。通知用Ｅメールアドレスを通知す
る相手に対し、インターネットあるいはブルートゥース等の無線を使用して通知する場合
には、その旨の操作をブラウザフォン３０により行う。すると、制御がＳＵ７へ進み、そ
の通知用Ｅメールアドレスが通知相手に送信されることとなる。
【０４３３】
　図５９（ｂ）参照して、Ｓ１０００により、通知相手特定情報がブラウザフォン３０か
ら入力されたか否かの判断がなされ、入力されていない場合には、このサブルーチンプロ
グラムが終了する。入力された場合にはＳ１００１へ進み、その入力された通知相手特定
情報と個人ユーザのＥメールアドレスとの両者を含むデータを共通鍵ＫＮで暗号化する処
理を行う。そしてＳ１００２へ進み、その暗号結果のデータ中に鍵指定番号を分散挿入し
て通知用のＥメールアドレスを生成する。そしてＳ１０３により、その生成された通知用
のＥメールアドレスをブラウザフォン３０へ出力する処理を行う。
【０４３４】
　ブラウザフォン３０では、Ｓ１００３により通知用Ｅメールアドレスが出力されて来れ
ば、前述したようにＳＵ５によりＹＥＳの判断がなされてＳＵ１６以降の処理を実行する
　図６０は、メールサーバ８０の制御動作を示すフローチャートである。ＳＶ１によりＥ
メールアドレスの登録要求があったか否かの判断がなされる。ない場合にはＳＶ２へ進み
、Ｅメールを受信したか否かの判断がなされ、受信していない場合にはＳＶ３へ進み、そ
の他の処理を行ってＳＶ１へ戻る。このＳＶ１→ＳＶ３をループの巡回途中で、ユーザか
らＥメールアドレスの登録要求があった場合には、制御がＳＶ４へ進み、そのユーザから
送信されてきたＥメールアドレスをデータベース８０に登録する処理が行われる。その際
に、当該ユーザの共通鍵やその共通鍵を指定するための鍵指定番号がデータベース８０に
未だ登録されていない場合には、メールサーバ８０は、当該ユーザのための共通鍵とそれ
に対応する鍵指定番号とを生成してデータベース８１に登録する。
【０４３５】
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　次に、Ｅメールを受信すれば、ＳＶ２によりＹＥＳの判断がなされてＳＶ５へ進み、そ
の受信したＥメールのＥメールアドレス（ＳＵ７により送信した通知用Ｅメールアドレス
）から鍵指定番号を抽出する処理が行われる。前述したように、通知用Ｅメールアドレス
には、ユーザの鍵指定番号が分散挿入されており（Ｓ１００２参照）、その分散挿入され
ている鍵指定番号をこのＳＶ５により抽出するのである。次に制御がＳＶ６に進み、その
抽出された鍵指定番号に対応する共通鍵ＫＮをデータベース８１を検索して割出し、ＳＶ
７により、受信した通知用Ｅメールアドレスから鍵指定番号を抽出した残りのデータをＤ
ＰとしてそのＤＰをＳＶ６により検索した共通鍵ＫＮにより復号する演算を行なう。
【０４３６】
　次に、ＳＶ８により、メールヘッダ部分を読込み、ＳＶ９によりその読込んだメールヘ
ッダ部分を解析し、ＳＶ１０により受信Ｅメールの送信元の氏名とＥメールアドレスとを
抽出する。
【０４３７】
　次に、ＳＶ７による演算結果データの中の通知相手特定情報により特定される通知相手
の業社名およびＥメールアドレスとＳＶ１０により抽出された送信元（差出人）の氏名お
よびＥメールアドレスとが一致するか否かを、Ｓ１１によりチェックする処理が行われる
。この一致判別は、受信したＥメールに送信元（差出人）の氏名が示されておらず送信元
（差出人）のＥメールアドレスしか示されていなかった場合には、そのＥメールアドレス
とＳＶ７による演算結果のデータ中の通知相手特定情報により特定されるＥメールアドレ
スとが一致するか否かのみにより判断する。ＳＶ１１によるチェックの結果、一致するか
否かがＳＶ１２により判断され、一致する場合にはＳＶ１３に進み、演算結果データ中の
Ｅメールアドレスに相当するメールボックス（図５８参照）に受信したＥメールを格納す
る処理が行われる。
【０４３８】
　一方、ＳＶ１１により、一致しないか判断された場合には、ＳＶ１４へ進み、Ｅメール
の受信元（差出人）に対応させて個人情報の不正入手値を「１」加算更新し、ＳＶ１５に
より、特定された通知相手に対応させて個人情報の不正流出者の不正流出値を「１」加算
更新し、ＳＶ１６により演算結果データ中のＥメールアドレスに相当するメールボックス
に個人情報の漏洩レポートを格納する処理が行われる。個人ユーザは、自己のメールボッ
クス中に格納された個人情報の漏洩レポートを呼出すことにより、個人情報の不正入手者
、個人情報の不正流出者、送信されてきたＥメールの内容等の詳しいレポートを閲覧する
ことが出来る。また、メールサーバ８０は、ＳＶ１４、ＳＶ１５の集計結果を公表する。
なお、ＳＶ１６の処理の代わりにまたはＳＶ１６の処理に加えて、個人情報の漏洩レポー
トを前述の個人情報の不正流出者宛さらには所定の個人情報保護機関（警察庁の担当部署
等）に送信してもよい。
【０４３９】
　さらに、前述のＳＧ１３により予め選択指定されている業者に対応するＲＦＩＤを発信
した場合に、その予め選択指定されている業者名とＲＦＩＤを発信した発信先の業者名と
を対応付けてブラウザフォン３０等に記憶しておくとともに、メールサーバ８０等にも予
め選択指定されている業者名とＲＦＩＤを発信した発信先の業者名とを送信して、両者を
対応付けて記憶させるようにしてもよい。このようにすれば、個人情報の不正入手者と個
人情報の不正流出者が、予め選択指定されている業者名とＲＦＩＤを発信した発信先の業
者名の記憶情報に一致したときには、前述の個人情報の不正入手者がＳＧ１３により発信
されたトラップ型ＲＦＩＤを悪用して個人情報を不正に入手した者である疑いが高くなる
。
【０４４０】
　図６１は、図５９、図６０に示した制御内容を分かり易く説明するための説明図である
。先ず、個人ユーザが顧客またはユーザとして業社に自己のＥメールアドレスを通知する
際には、個人ユーザ側端末としてのブラウザフォン３０にＩＣ端末１９を取付けて通知用
のＥメールアドレスを生成する。ＩＣ端末１９は、個人ユーザがＶＰとしてＥメールアド
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レスを通知する場合にはＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖを用い、個人ユーザがＲＰとしてＥメール
アドレスを通知する場合にはＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒを用いる。通知用Ｅメールアドレスを
生成するには、先ず、業社側端末８２から通知相手の業社の業社名ＭＴＴとＥメールアド
レス○△××△とからなる通知相手特定情報ＭＴＴ//○△××△を送信してもらう。その
通知相手特定情報を受信したブラウザフォン３０およびＩＣ端末１９において、前述した
ように、受信した通知相手特定情報（ＭＴＴ//○△××△）と個人ユーザ（ＶＰまたはＲ
Ｐ）のＥメールアドレス（○□×△×）とを個人ユーザの共通鍵ＫＮＩにより暗号化、す
なわちＥＫＮＩ（ＭＴＴ//○△××△//○□×△×）を演算して、#ｅ¥８%３＆αｔ＊ｃ
を生成する。この暗号データに予め決められたフォーマットに従って鍵指定番号（９２１
０３）を分散挿入する。この実施の形態の場合、左から数えて、２番目と３番目の間、４
番目と５番目の間、６番目と７番目の間、７番目と８番目の間、８番目と９番目の間に、
鍵指定番号（９２１０３）の各数値を１つずつ分散挿入する。そして出来上がった#ｅ９¥
８２%３１＆０α３ｔ＊ｃを、通知用Ｅメールアドレスとして業社側端末８２へ送信する
。
【０４４１】
　以降、業社側は、#ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊ｃをＥメールアドレスとして個人ユー
ザにＥメールを送ることとなる。業社ＭＴＴが業社側端末８２によりＥメール８５を作成
し、送信先Ｅメールアドレスを#ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊ｃとしてＥメール８５を送
信すれば、そのＥメール８５がメールサーバ８０に送られる。メールサーバ８０では、前
述の鍵指定番号の挿入フォーマットに従って、Ｅメール８５の送信先Ｅメールアドレス#
ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊ｃ中に分散挿入されている鍵指定番号を抽出する。その抽出
した鍵指定番号９２１０３に基づいてデータベース８１を検索して対応する鍵ＫＮＩを割
出す。次に、送信先Ｅメールアドレスから鍵指定番号を抜き去った残りのデータ#ｅ¥８%
３＆αｔ＊ｃを前述の割出された共通鍵ＫＮＩで復号する演算、すなわちＤＫＮＩ（#ｅ¥
８%３＆αｔ＊ｃ）を行ない、ＭＴＴ//○△××△//○□×△×を算出する。この算出デ
ータ中のＭＴＴ//○△××△が通知相手特定情報であり、本来なら、受信Ｅメール８５の
送信元の名前とＥメールアドレスに一致するはずである。この通知相手特定情報であるＭ
ＴＴ//○△××△と受信Ｅメール８５の送信元の名前およびＥメールアドレスとを比較し
、一致しておれば、算出したＭＴＴ//○△××△//○□×△×中の送信先Ｅメールアドレ
スである○□×△×に相当するメールボックスに受信Ｅメールを格納する。その結果個人
ユーザが自分のメールボックスにアクセスして受信Ｅメールをダウンロードして閲覧可能
となる。
【０４４２】
　一方、通知相手特定情報であるＭＴＴ//○△××△と受信Ｅメール８５の送信元の名前
およびＥメールアドレスとを比較し、一致していなければ（たとえば、送信元の名前がＭ
ＥＣ等の場合）、通知相手業者ＭＴＴから個人ユーザのＥメールアドレスを含む個人情報
が漏洩され、その漏洩されたＥメールアドレスを不正入手した者（たとえば、ＭＥＣ）が
そのＥメールアドレス宛にＥメールを送信してきたことが想定されるため、前述のＳＶ１
４～ＳＶ１６の異常時処理を行なう。
【０４４３】
　以上の監視システムでは、個人情報の不正入手者（たとえば、ＭＥＣ）が自己の業社名
やＥメールアドレスを使用することなく個人情報の不正流出者の業社名（たとえば、ＭＴ
Ｔ）やＥメールアドレスを使用してＥメールを送信した場合には、不正の監視ができない
。しかし、個人情報の不正入手者（たとえば、ＭＥＣ）は、たとえば自社製品の売込みや
宣伝等の営業活動の一環としてＥメールを送信するのであり、Ｅメールの送信元として他
社の業社名（たとえば、ＭＴＴ）やＥメールアドレスを使用したのでは、自社製品の売込
みや宣伝等の営業活動にはならない。よって、個人情報の不正入手者の営業活動としての
Ｅメールの送信に対しては、有効な監視システムである。
【０４４４】
　なお、前述の通知相手特定情報であるＭＴＴ//○△××△と受信Ｅメール８５の送信元
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の名前およびＥメールアドレスとの比較判定は、完全に一致するか否かにより判定しても
よいが、少なくともＥメールアドレスが一致していれば適正と判定してもよい。また、受
信Ｅメールに含まれている送信元特定情報として、送信者名と送信元Ｅメールアドレスと
のいずれか一方しかない場合がある。その場合は、そのいずれか一方の送信元特定情報と
通知相手特定情報とが一致すれば適正であると判定してもよい。さらに、通知相手特定情
報を通知相手のＥメールアドレスのみにしてもよい。
【０４４５】
　以上説明したＥメールアドレスを利用した整合性チェックによる個人情報の不正流出者
（不正漏洩者）と不正入手者との割出しを行なう監視システムは、Ｅメールの受取り側の
みが暗号化Ｅメールアドレスを採用している場合を示した。次に、Ｅメールの受取り側と
送信側との双方が暗号化Ｅメールアドレスを採用している場合を説明する。先ず、双方が
互いのＥメールアドレス○□×△×、○△××△を送信し、受信した相手のＥメールアド
レスを用いて前述と同様の方法で通知用Ｅメールアドレスを生成して相手に返信して通知
する。業者ＭＴＴが個人ユーザにＥメールを送るときには、前述と同様に、送信先Ｅメー
ルアドレスとして#ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊ｃ、送信元の名前としてＭＴＴ、送信元
Ｅメールアドレスとして○△××△のＥメール８５を作成して送信する。メールサーバ８
０での整合性チェックも前述と同様の方法で行なう。なお、双方が互いのＥメールアドレ
ス○□×△×、○△××△を送信して通知用Ｅメールアドレスを生成する代わりに、双方
が互いのＥメールアドレス○□×△×、○△××△をメールサーバ８０等に送信して、互
いの通知用Ｅメールアドレスをメールサーバ８０等に生成してもらって相手に通知しても
らうようにしてもよい。
【０４４６】
　なお、Ｅメール８５を受信した個人ユーザがＥメールを返信するときには、Ｅメール８
５に示されている送信元のＥメールアドレス○△××△に返信したのでは業者ＭＴＴに届
かない。業者ＭＴＴから通知してもらった通知用Ｅメールアドレス、すなわち個人ユーザ
名と個人ユーザのＥメールアドレス○□×△×とを業者の共通鍵（たとえばＫＮ１）で暗
号化したデータに鍵指定番号を分散挿入して生成された通知用Ｅメールアドレス宛に、Ｅ
メールを返信しなければならない。これを可能にするため、個人ユーザのブラウザフォン
３０は、業者ＭＴＴから通知された通知用Ｅメールアドレスと業者ＭＴＴのＥメールアド
レス○△××△とを対応付けて記憶しており、Ｅメールアドレス○△××△を入力するこ
とによって業者ＭＴＴの通知用Ｅメールアドレスを検索して出力できるように構成されて
いる。業者ＭＴＴの端末８２も同様に、個人ユーザから通知された通知用Ｅメールアドレ
スと個人ユーザのＥメールアドレス○□×△×とを対応付けて記憶しており、Ｅメールア
ドレス○□×△×を入力することによって個人ユーザの通知用Ｅメールアドレスを検索し
て出力できるように構成されている。
【０４４７】
　このような、送信されてきたＥメールの送信元Ｅメールアドレスをそのまま使用してＥ
メールの返信ができない不都合を解消する方法として、次のような変形システムを採用し
てもよい。互いにＥメールアドレスを交換して相手のＥメールアドレスを用いて通知用Ｅ
メールアドレスを生成して返信し、Ｅメール８５を相手の通知用Ｅメールアドレス宛に送
信する点は、前述と同じであるが、Ｅメール８５の送信元のＥメールアドレスを相手に通
知した送信元の通知用Ｅメールアドレスにする。これにより、Ｅメール８５を受信した者
は、そのＥメール８５に示されている送信元の通知用Ｅメールアドレス宛にそのままＥメ
ールを返信すれば、そのＥメールが送信元に届く。そして、メールサーバ８０において、
送信されてきたＥメール８５の送信先Ｅメールアドレス#ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊ｃ
から算出された通知相手特定情報中のＥメールアドレス○△××△とＥメール８５に示さ
れているの送信元の通知用Ｅメールアドレスとを直接比較するのではなく、通知用Ｅメー
ルアドレスを前述の演算手順に従って復号してＥメールアドレス○△××△を算出し、そ
の算出されたＥメールアドレスと送信先Ｅメールアドレスから算出された通知相手特定情
報中のＥメールアドレスとを比較判定する。なお、この場合も、双方が互いのＥメールア
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ドレス○□×△×、○△××△を送信して通知用Ｅメールアドレスを生成する代わりに、
双方が互いのＥメールアドレス○□×△×、○△××△をメールサーバ８０等に送信して
、互いの通知用Ｅメールアドレスをメールサーバ８０等に生成してもらって相手に通知し
てもらうようにしてもよい。
【０４４８】
　また、通知用Ｅメールアドレス（たとえば#ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊ｃ）を、通常
のＥメールアドレス（たとえば○□×△×）に比べて一見区別がつかない記号の組合せで
構成するようにしてもよい。これにより、個人情報の不正入手者が、不正入手した個人情
報中の通知用Ｅメールアドレスを通常のＥメールアドレスと思い、なんら疑うことなく通
知用Ｅメールアドレス宛にＥメールを送信することとなり、罠にかかり易くなる利点があ
る。
【０４４９】
　さらに、暗号化して通知用Ｅメールアドレスを生成するのに代えて、通知相手毎に専用
のＥメールアドレスを生成して、該専用Ｅメールアドレスとそれに対応する通知相手とを
対応付けてメールサーバ８０およびブラウザフォン３０等に登録しておくようにしてもよ
い。そして、送信されてきたＥメールの送信先Ｅメールアドレスである専用Ｅメールアド
レスに対応する通知相手を登録されている通知相手から検索して割出し、その割出された
通知相手と送信されて来たＥメールの送信元とが一致するか否かの整合性チェックを行う
。なお、この発明における「暗号化」とは、所定のアルゴリズムに従ってデータを変換す
るもの全てを含む広い概念である。また、「復号」とは、暗号化されたデータを所定のア
ルゴリズムに従って元のデータに戻すもの全てを含む広い概念である。
【０４５０】
　以上説明した、個人情報の不正流出者（不正漏洩者）と不正入手者との割出しを行なう
監視システムは、自己のメールアドレス（通知用Ｅメールアドレス）を自ら通知した相手
以外の者からのＥメールの受信を防止でき、迷惑メール（スパム）を有効に防止できる利
点も有している。また、個人ユーザと業者との間でＥメールを送受信するものを示したが
、それに限らず、個人ユーザ同士間または業者同士間でＥメールを送受信するものであっ
てもよい。以下に、個人情報の不正流出者（不正漏洩者）と不正入手者との割出しを行な
う監視システム、および、迷惑メール（スパム）の監視システムの発明を、まとめて説明
する。
【０４５１】
　従来から、個人情報の漏洩を防止する技術は多数存在しているが、一旦個人情報が漏洩
した場合に、どこの業者等から漏洩したのかという漏洩主体を割出すために有効な技術は
存在しなかった。さらに、その漏洩した個人情報を不正に入手した者を突き止めるために
有効な技術は存在しなかった。また、迷惑メール（スパム）が送信されてきた場合に、そ
の迷惑メール（スパム）の送信元や送信経路等をメールサーバ等に登録して、次回から同
じ送信元や送信経路等を介して送信されてくる迷惑メール（スパム）を防止する技術はあ
った。しかし、登録する前すなわち初回の迷惑メール（スパム）の着信を防止できず、か
つ、ユーザがわざわざ迷惑メール（スパム）の送信元や送信経路等をメールサーバ等に登
録しなければならず、面倒であった。
【０４５２】
　この監視システムの発明の目的は、個人情報の漏洩主体を割出すことを可能にすること
である。また、漏洩した個人情報を不正に入手した者を突き止めることを可能にすること
である。また、初回の迷惑メール（スパム）の着信を防止でき、かつ、迷惑メール（スパ
ム）の送信元や送信経路等をメールサーバ等に登録する煩雑な作業をユーザに強いること
なく迷惑メール（スパム）の着信を防止することである。
【０４５３】
　このよな目的を達成するべく、この監視システムの発明は、次のような手段を採用する
。なお、各手段の具体例を括弧書きで挿入して示す。
【０４５４】
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　（１）　個人情報の漏洩を監視する監視システムであって、
　電子メールのやりとりを行なおうとする特定のメール相手に対して使用するための固有
のメールアドレスを生成する手段であって、前記メール相手を特定する情報を割出すこと
が可能な相手特定メールアドレス（たとえば、図６１の#ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊ｃ
）を生成するための処理を行う相手特定メールアドレス生成処理手段（たとえば、図５９
のＳ１０００～Ｓ１００３）と、
　送信元（たとえば、図６１のＭＴＴ）から送信された電子メール（たとえば、図６１の
Ｅメール８５）の送信先のメールアドレスが、前記相手特定メールアドレス生成処理手段
により生成された前記相手特定メールアドレスである場合に、当該相手特定メールアドレ
スに対応する前記メール相手を特定する情報（たとえば、図６１のＭＴＴ//○△××△）
を割出し、該割出されたメール相手を特定する情報と当該電子メールの送信元の情報とが
一致するか否か監視する監視手段（たとえば、図６０のＳＶ５～ＳＶ１６）とを含むこと
を特徴とする、監視システム。
【０４５５】
　このような構成によれば、メール相手から相手特定メールアドレスの個人情報が漏洩さ
れて、その個人情報を不正入手した者がその個人情報としての相手特定メールアドレス宛
に電子メールを送信した場合に、当該電子メールの相手特定メールアドレスから割出され
るメール相手を特定する情報と当該電子メールの送信元の情報とを比較することにより両
者が一致しないことが判明でき、割出されたメール相手から個人情報が漏洩した可能性が
高いことと、その漏洩した個人情報を当該電子メールの送信元が不正入手した可能性が高
いことを、突き止めることができる。
【０４５６】
　（２）　前記相手特定メールアドレス生成処理手段は、前記メール相手を特定するため
のメール相手特定情報（たとえば、図６１のＭＴＴ//○△××△）を含むデータを暗号化
して前記相手特定メールアドレスを生成するための処理を行い（たとえば、図５９のＳ１
００１により暗号化してＳ１００２により鍵指定番号を分散挿入して生成し）、
　前記監視手段は、前記相手特定メールアドレスを復号して（たとえば、図６０のＳＶ５
、ＳＶ６により共通鍵ＫＮを割出し、ＳＶ７により鍵ＫＮを用いて復号する）前記メール
相手特定情報を抽出し、該メール相手特定情報と前記電子メールの送信元の情報とが一致
するか否か監視する（たとえば、図６０のＳＶ８～ＳＶ１２）ことを特徴とする、（１）
に記載の監視システム。
【０４５７】
　このような構成によれば、相手特定メールアドレスのデータ自体からメール相手特定情
報を割出すことができ、たとえば相手特定メールアドレス毎に対応するメール相手特定情
報を登録しておく方法に比べて、多数の相手にそれぞれ相手特定メールアドレスを通知し
た場合のメール相手特定情報の登録データ量が膨大になる不都合を防止できる。
【０４５８】
　（３）　前記相手特定メールアドレス生成処理手段は、前記メール相手に対し電子メー
ルのやりとりを行なおうとする本人のメールアドレスを特定するデータと（たとえば、図
６１の○□×△×）、前記メール相手のメールアドレスを特定するデータ（業社Ｅメール
アドレス○△××△）とを含むデータを暗号化して前記通知用メールアドレスを生成する
処理を行い、
　前記監視手段は、前記相手特定メールアドレスを復号して前記メール相手のメールアド
レスを特定し（たとえば、図６０のＳＶ７）、該メールアドレスと前記電子メールの送信
元のメールアドレスとが一致するか否か監視し（たとえば、図６０のＳＶ１１、ＳＮ１２
）、監視結果一致する場合に（たとえば、図６０のＳＶ１１によりＹＥＳの判定がなされ
れる場合に）、前記相手特定メールアドレスを復号して特定された前記本人のメールアド
レスに対応するメールボックスに当該電子メールを格納する処理を行なう（たとえば、図
６０のＳＶ１３）ことを特徴とする、（２）に記載の監視システム。
【０４５９】
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　このような構成によれば、監視のために通知用メールアドレスを復号することにより、
本人のメールアドレスも抽出でき、利便性が向上する。
【０４６０】
　（４）　迷惑メールを監視して防止するための監視システムであって、
　電子メールのやりとりを行なおうとする特定のメール相手に対して使用するための固有
のメールアドレスを生成する手段であって、前記メール相手を特定する情報を割出すこと
が可能な相手特定メールアドレスを（たとえば、図６１の#ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊
ｃ）を生成するための処理を行う相手特定メールアドレス生成処理手段（たとえば、図５
９のＳ１０００～Ｓ１００３）と、
　送信元（たとえば、図６１のＭＴＴ）から送信された電子メール（たとえば、図６１の
Ｅメール８５）の送信先のメールアドレスが、前記相手特定メールアドレス生成処理手段
により生成された前記相手特定メールアドレスである場合に、当該相手特定メールアドレ
スに対応する前記メール相手を特定する情報（たとえば、図６１のＭＴＴ//○△××△）
を割出し、該割出されたメール相手を特定する情報と当該電子メールの送信元の情報とが
一致するか否か監視する監視手段（たとえば、図６０のＳＶ５～ＳＶ１６）とを含むこと
を特徴とする、監視システム。
【０４６１】
　このような構成によれば、相手特定メールアドレスを通知したメール相手以外の者がそ
の相手特定メールアドレス宛に電子メールを送信した場合に、当該電子メールの相手特定
メールアドレスから割出されるメール相手を特定する情報と当該電子メールの送信元の情
報とを比較することにより両者が一致しないことが判明でき、その不適正な電子メールの
送信を阻止することができる。
【０４６２】
　（５）　前記相手特定メールアドレス生成処理手段は、前記メール相手を特定するため
のメール相手特定情報（たとえば、図６１のＭＴＴ//○△××△）を含むデータを暗号化
して前記相手特定メールアドレスを生成するための処理を行い（たとえば、図５９のＳ１
００１により暗号化してＳ１００２により鍵指定番号を分散挿入して生成し）、
　前記監視手段は、前記相手特定メールアドレスを復号して（たとえば、図６０のＳＶ５
、ＳＶ６により共通鍵ＫＮを割出し、ＳＶ７により鍵ＫＮを用いて復号する）前記メール
相手特定情報を抽出し、該メール相手特定情報と前記電子メールの送信元の情報とが一致
するか否か監視する（たとえば、図６０のＳＶ８～ＳＶ１２）ことを特徴とする、（４）
に記載の監視システム。
【０４６３】
　このような構成によれば、相手特定メールアドレスのデータ自体からメール相手特定情
報を割出すことができ、たとえば相手特定メールアドレス毎に対応するメール相手特定情
報を登録しておく方法に比べて、多数の相手にそれぞれ相手特定メールアドレスを通知し
た場合のメール相手特定情報の登録データ量が膨大になる不都合を防止できる。
【０４６４】
　（６）　前記相手特定メールアドレス生成処理手段は、前記メール相手に対し電子メー
ルのやりとりを行なおうとする本人のメールアドレスを特定するデータと（たとえば、図
６１の○□×△×）、前記メール相手のメールアドレスを特定するデータと（業社Ｅメー
ルアドレス○△××△）を含むデータを暗号化して前記通知用メールアドレスを生成する
処理を行い、
　前記監視手段は、前記相手特定メールアドレスを復号して前記メール相手のメールアド
レスを特定し（たとえば、図６０のＳＶ７）、該メールアドレスと前記電子メールの送信
元のメールアドレスとが一致するか否か監視し（たとえば、図６０のＳＶ１１、ＳＮ１２
）、監視結果一致する場合に（たとえば、図６０のＳＶ１１によりＹＥＳの判定がなされ
れる場合に）、前記相手特定メールアドレスを復号して特定された前記本人のメールアド
レスに対応するメールボックスに当該電子メールを格納する処理を行なう（たとえば、図
６０のＳＶ１３）ことを特徴とする、（５）に記載の監視システム。



(79) JP 4597867 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

【０４６５】
　このような構成によれば、監視のために通知用メールアドレスを復号することにより、
本人のメールアドレスも抽出でき、利便性が向上する。
【０４６６】
　（７）　前記監視手段による監視の結果、前記割出されたメール相手特定情報と当該電
子メールの送信元の情報とが一致しない場合に（たとえば、図６０のＳＶ１２によりＮＯ
の判断がなされた場合に）、当該電子メールの送信を阻止する阻止手段（たとえば、図６
０のＳＶ１４～ＳＶ１６）をさらに含むことを特徴とする、（４）～（６）のいずれかに
記載の監視システム。
【０４６７】
　このような構成によれば、阻止手段によって迷惑メールの着信を確実に防止できる。
【０４６８】
　次に、図２６および図２７に示した偽モード処理およびＲＦＩＤ交換処理の別実施の形
態を説明する。
【０４６９】
　この別実施の形態では、個人ユーザーが購入して身に付けている所持品（携帯品）に付
されているＲＦＩＤタグの全部または一部が、ＲＦＩＤを発信しない発信停止モードに切
換えることができないものである場合を想定している。
【０４７０】
　図６２は、別実施の形態における偽モード処理のサブルーチンプログラムを示すフロー
チャートルである。図２６との相違点を主に説明する。図６２を参照して、このサブルー
チンプログラムは、図２６に示したＳＤ６とＳＤ７との両ステップが削除されている。次
に、ＳＤ８のステップの後ＳＤ９によるＲＦＩＤの受信があったか否の判断がなされる。
そして、個人ユーザーが身に付けている所持品に付されているＲＦＩＤタグがない場合に
は、ＳＤ１１により、ＲＦＩＤがない旨の表示がなされる。個人ユーザーが身に付けてい
る所持品に付されているＲＦＩＤタグからＲＦＩＤが発信されれば、ＳＤ９によりＹＥＳ
の判断がなされて制御がＳＤ９aに進む。ＳＤ９aでは、その受信したＲＦＩＤをＲＡＭ１
９６のＲＦＩＤ記憶エリア４１０（図６４参照）に記憶する処理がなされる。次に制御が
ＳＤ１０へ進み、ＲＦＩＤ交換処理がなされる。
【０４７１】
　つまり、この別実施の形態では、個人ユーザーが身に付けている所持品に付されている
ＲＦＩＤタグが発信停止モード（ガードモード）に切換えることができないものであるた
めに、図２６に示した発信停止モード（ガードモード）にするための処理ステップが削除
されている。その代わりに、個人ユーザーが購入して身に付けている所持品に付されてい
るＲＦＩＤタグから発信されるＲＦＩＤをブラウザフォン３０のＲＡＭ１９６に記憶させ
て、これを後述するように偽ＲＦＩＤとして有効利用する。
【０４７２】
　このＳＤ８、ＳＤ9aによる制御の状態が、図２６に示されている。図６２では、アリス
、スーザン、ボブの３人の個人ユーザーが示されており、それぞれの個人ユーザーが、Ｒ
ＦＩＤタグ４０１a～４０１ｆが付されている所持品（例えば腕時計や衣服）を身に着け
ている。
【０４７３】
　例えば、アリスの所持品に付されているＲＦＩＤタグ４０１aからaのコードのＲＦＩＤ
が発信されて、アリスの他の所持品に付されているＲＦＩＤタグ４０１bからbのコードの
ＲＦＩＤが発信される。アリスが所持しているブラウザフォン３０は、それら両ＲＦＩＤ
を読取りＲＡＭ１９６aのＲＦＩＤ記憶エリア４１０に記憶する。スーザンとボブも、ア
リスと同様に、各ブラウザフォンのＲＡＭ１９６s、１９６bのＲＦＩＤ記憶エリア４１０
に自己の所持品のＲＦＩＤから発信されたＲＦＩＤを記憶する。
【０４７４】
　図６３は、図６２のＳＤ１０に示したＲＦＩＤ交換処理のサブルーチンプログラムを示
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すフローチャートルである。このサブルーチンプログラムは、図２７に示したＲＦＩＤ交
換処理の別実施の形態であり、図２７との相違点について主に説明する。まず、ＳＥ０に
より、偽モードになっているか否かの判断がなされる。偽モードになっていない場合には
このサブルーチンプログラムが終了するが、偽モードになっている場合には、制御がＳＥ
１へ進む。ＳＥ１～ＳＥ３までの制御は、図２７に示したものと同じである。ＳＥ３によ
りＮＯの判断がなされた場合には、制御がＳＥ４へ進み、ＲＦＩＤの記憶があるか否かの
判断がなされる。このＳＥ４によるＲＦＩＤは、前述したＳＤ９aにより、個人ユーザー
の所持品に付されているＲＦＩＤタグから発信されたＲＦＩＤをＲＡＭ１９６に記憶させ
たそのＲＦＩＤのことである。記憶が無い場合にはＳＥ５、ＳＥ６の各ステップの処理が
なされる。この各ステップの処理は、図２７のものと同じである。ＳＥ７では、相手から
のＲＦＩＤを受信して、ＲＦＩＤ記憶エリア４１０に記憶しているＲＦＩＤと受信したＲ
ＦＩＤとの両方を偽ＲＦＩＤとする処理がなされた後、制御がＳＥ１０へ進む。
【０４７５】
　ＳＥ４によりＹＥＳの判断がなされた場合には、ＳＥ８に制御が進み、その記憶してい
るＲＦＩＤを発信すると共に、相手のブラウザフォン３０から発信されたＲＦＩＤを受信
する処理がなされる。
【０４７６】
　次に制御がＳＥ８aへ進み、その受信したＲＦＩＤとＲＡＭ１９６のＲＦＩＤ記憶エリ
ア４１０に記憶されている記憶ＲＦＩＤとの両者を偽ＲＦＩＤにする処理がなされる。次
にＳＥ９へ進み、ＲＦＩＤ１９６の偽ＲＦＩＤ記憶エリア４１１～４１４にすでに記憶さ
れているＲＦＩＤを１つづつ古い記憶エリア側（４１４側）にシフトし、記憶上限（図６
４では「４」）を越えた一番古い偽ＲＦＩＤを消去する処理がなされる。次にＳＥ１０へ
進み、一番新しい偽ＲＦＩＤ記憶エリア４１１に新たな偽ＲＦＩＤ（ＳＥ８aにより新た
に偽ＲＦＩＤとされたもの）を記憶する処理がなされる。
【０４７７】
　ＳＥ８～ＳＥ１０の処理の具体例が図６４に示されている。図６４の４００は、ブラウ
ザフォン３０によりＲＦＩＤ交換処理を行なう場合の交換可能な交換エリア（ＳＥ２参照
）を示している。この交換エリア４００内に、アリスとスーザンとボブとの３人が入って
いる状態が図６４に示されている。この交換エリア４００内のアリスとスーザンとボブの
ブラウザフォン３０同士が交換希望電波を発信して、ＲＡＭ１９６a、１９６ｓ、１９６
ｂのＲＦＩＤ記憶エリア４１１に記憶されている自己の所持品のＲＦＩＤを送受信する。
例えば、アリスの場合には、自己の所持品のＲＦＩＤaとbを、スーザンとボブのブラウザ
フォン３０へ送信する。スーザンは、自己の所持品のＲＦＩＤcとdとをアリスとボブのブ
ラウザフォン３０へ送信する。ボブは、自己の所持品のＲＦＩＤeとfとをアリスとスーザ
ンのブラウザフォン３０へ送信する。
【０４７８】
　ブラウザフォン３０では、他人のブラウザフォン３０から送信されて来たＲＦＩＤを受
信すると、ＲＡＭ１９６ａ、１９６ｂ、１９６ｓにおける偽ＲＦＩＤ記憶エリア４１１～
４１４を１つづつ古い記憶エリア側（４１４側）にシフトして一番古い記憶エリア４１４
の偽ＲＦＩＤの記憶を消去する。この状態で、いちばん新しい記憶エリア４１１が空きエ
リアになるために、その空きエリア４１１に他人から受信したＲＦＩＤを記憶させる。
【０４７９】
　例えば、アリスのブラウザフォン３０では、スーザンからcとdのＲＦＩＤを受信すると
共にボブからeとfのＲＦＩＤを受信するために、それら両者を合わせたcとdとeとfを偽Ｒ
ＦＩＤとして前述の空きエリア４１１に記憶される。同様に、スーザンは、aとbとeとfの
ＲＦＩＤを記憶する。ボブは、aとbとcとdのＲＦＩＤを記憶する。
【０４８０】
　この状態で、ＲＦＩＤタグリーダからＲＦＩＤ送信指令をブラウザフォン３０が受信し
た場合には、前述したＳＧ９にしたがって、ＲＡＭ1９６a、１９６b、１９６cの偽ＲＦＩ
Ｄ記憶領域４１１～４１４に記憶されている偽ＲＦＩＤが発信されることとなる。ＲＦＩ
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Ｄ交換処理を行なった後の第１回目の送信は偽ＲＦＩＤ記憶領域４１１に記憶されている
偽ＲＦＩＤが発信され、第２回目の送信は偽ＲＦＩＤ記憶領域４１２に記憶されている偽
ＲＦＩＤが発信され、第３回目の送信は偽ＲＦＩＤ記憶領域４１３に記憶されている偽Ｒ
ＦＩＤが発信され、第４回目の送信は偽ＲＦＩＤ記憶領域４１４に記憶されている偽ＲＦ
ＩＤが発信され、第５回目の送信は初めに戻って偽ＲＦＩＤ記憶領域４１１に記憶されて
いる偽ＲＦＩＤが発信される。
【０４８１】
　第１回目の送信としては、例えば、アリスのブラウザフォン３０からは、cとdとeとfと
の偽ＲＦＩＤが発信されると共に、アリスの所持品に付されているＲＦＩＤタグ４０１a
、bからそれぞれaとbとのＲＦＩＤが発信される。その結果、アリスからは、合計aとbとc
とｄとeとfとのＲＦＩＤが発信されることとなる。
【０４８２】
　同様に、スーザンのブラウザフォン３９からは、aとbとeとfとの偽ＲＦＩＤが発信され
、スーザンの所持品に付されているＲＦＩＤタグ４０１c、４０１dからそれぞれcとdとの
ＲＦＩＤが発信されることとなる。その結果、スーザンからは、合計aとbとcとdとeとfと
のＲＦＩＤが発信されることとなる。同様に、ボブから、合計aとbとcとdとeとfとのＲＦ
ＩＤが発信されることとなる。以上より、交換エリア４００内で互いにＲＦＩＤを交換し
た者からは、ＲＦＩＤタグリーダからのＲＦＩＤ送信指令にしたがって同じＲＦＩＤが発
信されることとなり、異人物同一ＲＦＩＤ発信現象が生ずることとなる。
【０４８３】
　以上説明た別実施の形態においては、個人ユーザーの所持品に付されているＲＦＩＤタ
グ全てが発信停止モード（ガードモード）に切換えることができないものであることを前
提としたが、それに限らず、互いにＲＦＩＤを交換する者同士の一方のみがＲＦＩＤ発信
停止モード（ガードモード）にすることができない場合であってもよい。例えば、交換エ
リア４００内にアリスとスーザンの２人が入り、スーザンの所持品に付されているＲＦＩ
Ｄタグ４０１ａ、４０１ｂが発信停止モード（ガードモード）に切換えることができるた
めに発信停止モード（ガードモード）に切換えられており、この状態で互いにＲＦＩＤの
交換を行なった場合には、アリスのブラウザフォン３０からスーザンのブラウザフォン３
０へＲＦＩＤaとbとが送信される一方、スーザンのブラウザフォン３０からアリスのブラ
ウザフォンへは、ランダムに生成された偽ＲＦＩＤｓを送信する。
【０４８４】
　その結果、スーザンのブラウザフォン３０の偽ＲＦＩＤ記憶エリア４１１には、aとbの
偽ＲＦＩＤが記憶される一方、アリスのブラウザフォン３０の偽ＲＦＩＤ記憶エリア４１
１には、偽ＲＦＩＤｓが記憶される。そして、ＲＦＩＤ送信指令にしたがって、スーザン
からはブラウザフォン３０の偽ＲＦＩＤaとbと前述の偽ＲＦＩＤｓが発信される一方、ア
リスからは、所持品のＲＦＩＤタグ４０１a、４０１bからそれぞれＲＦＩＤaとbとが発信
されるとともにブラウザフォン３０の偽ＲＦＩＤｓが発信される。このように、アリスと
スーザンからは、同じＲＦＩＤaとbとｓが発信されるという異人物同一ＲＦＩＤ発信現象
が生ずる。
【０４８５】
　なお、個人ユーザーがブラウザフォン３０をＲＦＩＤ交換モードに切換え操作してＲＦ
ＩＤ交換モードになっているときに限り、交換エリア内のブラウザフォンをＲＦＩＤの交
換処理を行なうようにし、ある程度新たな偽ＲＦＩＤがＲＡＭ１９６に記憶されて蓄積さ
れた状態で、ＲＦＩＤ交換モードが自動的に終了するように制御してもよい。
【０４８６】
　次に、以上説明した実施の形態における変形例や特徴点等を以下に列挙する。
【０４８７】
　（１）　本発明でいう「人物」の用語は、自然人に限らず法人をも含む広い概念である
。本発明でいう「匿名」とは、仮想人物（ＶＰ）の氏名のことであり、仮想人物の氏名と
実在人物の匿名とは同じ概念である。したがって、仮想人物の住所やＥメールアドレスや
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電子証明書は、実在人物が匿名でネットワーク上で行動する場合の住所，Ｅメールアドレ
ス，電子証明書ということになる。
【０４８８】
　本発明でいう「個人情報保護装置」は、装置単体ばかりでなく、複数の装置がある目的
を達成するために協働するように構築されたシステムをも含む広い概念である。
【０４８９】
　（２）　図１に示すように、本実施の形態では、金融機関７に、ＶＰ管理機能と、決済
機能と、認証機能とを設けたが、金融機関７から、ＶＰ管理機能を分離独立させ、金融機
関以外の他の守秘義務を有する所定機関にＶＰ管理機能を肩代わりさせてもよい。その肩
代わりする所定機関としては、官公庁等の公共的機関であってもよい。さらに、ＲＰやＶ
Ｐに電子証明書を発行する電子証明書発行機能を、金融機関７から分離独立させ、専門の
認証局に肩代わりさせてもよい。
【０４９０】
　また、本実施の形態では、コンビニエンスストア２の住所をＶＰの住所としているが、
その代わりに、たとえば郵便局や物流業者における荷物の集配場等をＶＰの住所としても
よい。またＶＰの住所となる専用の施設を新たに設置してもよい。
【０４９１】
　ＶＰを誕生させる処理は、本実施の形態では、所定機関の一例としての金融機関７が行
なっているが、本発明はこれに限らず、たとえば、ユーザ自身が自己の端末（ブラウザフ
ォン３０等）によりＶＰを誕生（出生）させ、その誕生させたＶＰの氏名，住所，公開鍵
，口座番号，Ｅメールアドレス等のＶＰ用情報を、金融機関７等の所定機関に登録するよ
うにしてもよい。
【０４９２】
　また、誕生したＶＰは、必ずしも所定機関に登録させなくてもよい。
【０４９３】
　（３）　処理装置の一例としてのＩＣ端末１９Ｒまたは１９Ｖは、ＩＣカードや携帯電
話あるいはＰＨＳやＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等の携帯型端末で構成しても
よい。これら携帯型端末で構成する場合には、ＶＰ用の携帯型端末とＲＰ用の携帯型端末
との２種類のものを用意してもよいが、ＶＰ用モードあるいはＲＰ用モードに切換え可能
に構成し、１種類の携帯型端末で事足りるように構成してもよい。
【０４９４】
　図７に示したＩＣ端末１９Ｉによるアプリケーションソフトのインストールに代えて、
当該アプリケーションソフトのサプライヤからネットワーク経由で当該アプリケーション
ソフトをブラウザフォン３０等へダウンロードするように構成してもよい。
【０４９５】
　（４）　本実施の形態では、図１７に示したように、ＶＰの誕生時にそのＶＰの電子証
明書が自動的に作なされて発行されるように構成したが、その代わりに、ユーザからの電
子証明書の発行依頼があって初めてＶＰの電子証明書の作成発行を行なうようにしてもよ
い。
【０４９６】
　図２３等に示すように、本実施の形態では、ＲＰの本人認証を行なう場合には、ＲＰの
認証鍵ＫＮを用いるようにしたが、ＲＰが電子証明書の発行を受けている場合には、その
電子証明書内の公開鍵を用いてＲＰの本人認証を行なうようにしてもよい。
【０４９７】
　（５）　ブラウザフォン３０に代えて、パーソナルコンピュータを用いてもよい。
【０４９８】
　トラップ型ＶＰ用に金融機関７が開設したＥメールアドレス△△△△△は、１種類のみ
のＥメールアドレスではなく、複数種類用意し、トラップ型ＶＰ氏名毎に使い分けるよう
にしてもよい。Ｓ６２０～Ｓ６２２またはＳ９６０～Ｓ９５６により、新たな匿名（トラ
ップ型ＶＰ氏名）の生成要求があった場合に、今までに使われていない匿名を生成する新
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匿名生成手段が構成されている。Ｓ４３１～Ｓ４４１またはＳ９５４により、前記新匿名
生成手段により生成された匿名の登録を行なう匿名登録機関（金融機関７またはＥＥＰＲ
ＯＭ２６）に対し新たに生成された匿名の登録依頼があった場合に、該匿名を登録する匿
名登録手段が構成されている。
【０４９９】
　前述したＳ４５０～Ｓ４６０により、ユーザの個人情報を登録している登録機関に対し
ユーザから自己の個人情報の確認要求があった場合に、当該ユーザの本人認証を行なう本
人認証手段（Ｓ４５２～Ｓ４５８）による本人認証の結果本人であることが確認されたこ
とを条件として、当該ユーザに対応する個人情報を当該ユーザに送信する個人情報送信手
段が構成されている。
【０５００】
　図４０（ａ）で示したトラップ型ＶＰ氏名は、サイト名（業社名）をＶＰの秘密鍵ＫＳ
Ｂで復号化したものであってもよい。
【０５０１】
　つまり、Ｓ９５７により、ＤKＳＢ（業社名）の演算を行なってトラップ型ＶＰ氏名を
生成してもよい。その場合には、Ｓ９６９により、ＥKPB（Ｅメールの宛名）＝送信者名
　の演算式による判別を行なうこととなる。Ｓ９６７では、ＥKPB（Ｅメールの宛名）が
不正流出し、送信者名の業者が不正入手した旨を出力するという処理になる。
【０５０２】
　（６）　前述した正当機関証明処理，正当機関チェック処理，本人証明処理，Ｓ４～Ｓ
７等の本人チェック処理により、本人であることの確認を行なってなりすましを防止する
ための本人認証手段が構成されている。
【０５０３】
　Ｓ１３～Ｓ１６により、バーチャルパーソン（仮想人物）用の電子証明書を作成して発
行する仮想人物用電子証明書発行手段が構成されている。Ｓ２５～Ｓ２８により、現実世
界に実在するリアルパーソン（実在人物）用の電子証明書を作成して発行する実在人物用
電子証明書発行手段が構成されている。
【０５０４】
　Ｓ３９～Ｓ４５により、仮想人物（バーチャルパーソン）用の銀行口座を作成するため
の処理を行なう銀行口座作成処理手段が構成されている。
【０５０５】
　Ｓ４０～Ｓ４９により、実在人物（リアルパーソン）または仮想人物（バーチャルパー
ソン）用のデビットカードを発行するための処理を行なうデビットカード発行処理手段が
構成されている。Ｓ５５～Ｓ６９により、仮想人物（バーチャルパーソン）に携帯される
処理装置（ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖ）に対し、該仮想人物（バーチャルパーソン）の銀行口
座内の資金の一部を引落してリロードするための処理を行なう資金引落し処理手段が構成
されている。
【０５０６】
　Ｓ５７～Ｓ７４により、仮想人物（バーチャルパーソン）のデビットカードを使用して
決済を行なうための処理を行なうデビットカード用決済処理手段が構成されている。Ｓ５
７～Ｓ７８により、仮想人物（バーチャルパーソン）のクレジットカードを使用しての決
済を行なうための処理を行なうクレジットカード用決済処理手段が構成されている。この
クレジットカード用決済処理手段は、Secure Electronic Transaction（ＳＥＴ）に準拠
して決済を行なう。
【０５０７】
　（７）　Ｓ１４０～Ｓ１５８により、ユーザが自己の仮想人物（バーチャルパーソン）
の出生依頼を行なう処理を行なうための出生依頼処理手段が構成されている。Ｓ９～Ｓ１
２により、出生させる仮想人物（バーチャルパーソン）の住所であって出生依頼者である
実在人物（リアルパーソン）の住所とは異なった住所を決定するための処理を行なう住所
決定処理手段が構成されている。この住所決定処理手段は、コンビニエンスストアの住所
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を仮想人物（バーチャルパーソン）の住所として決定する。また、この住所決定処理手段
は、出生依頼者である実在人物（リアルパーソン）の希望するコンビニエンスストアの住
所を仮想人物（バーチャルパーソン）の住所として決定可能である。また、この住所決定
処理手段は、出生依頼者である実在人物（リアルパーソン）の住所に近いコンビニエンス
ストアの住所を仮想人物（バーチャルパーソン）の住所として決定することが可能である
。
【０５０８】
　Ｓ３０５～Ｓ３１２により、ユーザに携帯される前記処理装置（ＲＰ用ＩＣ端末１９Ｒ
，ＶＰ用ＩＣ端末１９Ｖ）に設けられ、当該処理装置の所有者であるユーザの実在人物（
リアルパーソン）としての個人情報または仮想人物（バーチャルパーソン）としての個人
情報の送信要求を受けた場合に、記憶している個人情報の中から該当する個人情報を選び
出して出力する処理が可能な個人情報自動出力手段が構成されている。この個人情報自動
出力手段は、送信要求の対象となっている個人情報が送信してよいものであるか否かを自
動的に判別するための処理を行なう自動判別処理手段（Ｓ３０７，Ｓ３０８，Ｓ３１０，
Ｓ３１１）を含んでいる。この自動判別処理手段は、どの種類の個人情報を出力してよい
かをユーザが事前に入力設定でき、その入力設定に従って自動判別を行なう。またこの自
動判別処理手段は、自動判別できない場合には、要求対象となっている個人情報と送信さ
れてきたプライバシーポリシーとを出力してユーザに対し送信の許否を求めるための処理
を行なう（Ｓ３０９）。
【０５０９】
　コンビニエンスストア２により、仮想人物（バーチャルパーソン）がネットワーク上で
購入した商品が配達されてきた場合に当該商品を預る商品預り場が構成されている。デー
タベース１７により、前記商品預り場で商品を預る対象となる仮想人物（バーチャルパー
ソン）を登録しておくバーチャルパーソン登録手段が構成されている。このバーチャルパ
ーソン登録手段は、仮想人物（バーチャルパーソン）ごとに分類して、商品を預っている
か否かを特定するための預り特定情報が記憶される。さらに、当該商品の決済が済んでい
るか否かを特定するための決済特定情報が記憶される。また、前記仮想人物（バーチャル
パーソン）ごとに分類して当該仮想人物（バーチャルパーソン）のＥメールアドレスを記
憶している。
【０５１０】
　Ｓ３２３により、前記商品預り場に設けられ、商品を預っている仮想人物（バーチャル
パーソン）のＥメールアドレスに対し商品を預った旨のＥメールを送信するための処理を
行なうＥメール送信処理手段が構成されている。Ｓ３１７～Ｓ３４０により、前記商品預
り場に設けられ、ユーザが仮想人物（バーチャルパーソン）として商品を引取りにきた場
合に、当該ユーザに対し該当する商品を引渡すための処理を行なう商品引渡し処理手段が
構成されている。この商品引渡し処理手段は、引取りにきたユーザの仮想人物（バーチャ
ルパーソン）が本人であることを確認できたことを条件として引渡し処理を行なう。前記
商品引き渡し処理手段は、引き渡す商品が決済済みであるか否かを判別し、決済済みでな
い場合には決済が行なわれたことを条件として商品の引渡し処理を行なう。
（８）　前記ライフ支援センター８のサービス提供サーバ１３により、ユーザの個人情報
を収集して、該個人情報に基づいて当該ユーザのライフを支援するライフ支援手段が構成
されている。このライフ支援手段は、ユーザの人生の根幹をなす上位の事項（たとえばユ
ーザの夢や人生設計）を推薦し、次にそれよりも下位の事項（たとえば職種や進路等）を
推薦し、次にさらに下位の事項（たとえば趣味等）を推薦する等のように、上位から下位
への順に推薦処理を行なう。さらに、ライフ支援処理手段は、推薦した事項に関連する消
費支援業者（ニューミドルマン等の加盟店）を推薦する処理を行なう。その推薦の際に、
収集した当該ユーザの個人情報を前記推薦した消費支援業者に提供する。
【０５１１】
　（９）　可変型識別子生成手段（図２６のＳＤ１０、のＳＥ１～ＳＥ１０、図２９のＳ
Ｇ６～ＳＧ９、図５６のＲＦＩＤ交換処理、図５７のＲＦＩＤ交換処理等）は、既に販売
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済みとなっている商品それぞれに付された無線識別子発信装置（ＲＦＩＤタグ）の各々が
発信する識別子の範囲内で識別子（偽ＲＦＩＤ等）を生成する。また、図１２に示した、
共通識別子（共通偽ＲＦＩＤ等）を生成する機能および所定個数（たとえば１個）の識別
子（偽ＲＦＩＤ等）と当該所定個数よりも多い個数の識別子（偽ＲＦＩＤ等）を生成する
機能を、ブラウザフォン３０にも備えてもよい。
【０５１２】
　（１０）　セキュリティ用の識別子発信装置を、指輪等の形状をした携帯装置（ＩＤリ
ング）１として個人ユーザに提供（販売）する代わりに、ＲＦＩＤタグ１ａの状態で個人
ユーザに提供（販売）してもよい。その場合には、個人ユーザ自身が自己の携帯品等にＲ
ＦＩＤタグ１aを貼着する。
【０５１３】
　（１１）　図１０のコンデンサ１１０により、外部からの電源用電波を受信して動作可
能となるセキュリティ用の識別子発信装置に備えられ、受信した電源用電波によって発生
した電力を貯える蓄電気手段が構成されている。図１１のＳＡ６～ＳＡ１０ａにより、外
部からの電源用電波が途絶えた後においても、前記蓄電気手段から供給される電力を利用
して数値データを更新する数値データ更新手段が構成されている。換言すれば、図１１の
ＳＡ６～ＳＡ１０ａにより、外部からの電源用電波が途絶えた後においても、前記蓄電気
手段から供給される電力を利用して乱数を生成する乱数生成手段が構成されている。図１
１のＳＡ４により、前記数値データ更新手段から抽出された数値データを用いて識別子を
生成する識別子生成手段が構成されている。換言すれば、図１１のＳＡ４により、前記乱
数生成手段により生成された乱数を用いて識別子を生成する識別子生成手段が構成されて
いる。蓄電気手段に蓄電される電力量が毎回不規則のために蓄電気手段の放電期間も不規
則となり、その不規則な期間を利用して生成されたランダムな数値データ（乱数）を用い
て識別子が生成されるため、ランダムな識別子を生成することができる。
【０５１４】
　識別子を記憶する識別子記憶手段（図２７、図５６、図５７、図６３のＳＥ７、ＳＥ９
、ＳＥ１０と、ＥＥＰＲＯＭ１９４等）は、交換された識別子を複数記憶可能である。ま
た、交換された識別子をその交換順に複数記憶可能であり、上限個数の識別子を記憶して
いる状態で識別子の交換が行われることにより、記憶中の最も古い識別子を消去する（Ｓ
Ｅ９）。図２９のＳＧ９により、前記識別子記憶手段に記憶されている複数の識別子から
発信する識別子を選択する手段であって、前回選択した識別子とは異なる識別子を選択可
能な識別子選択手段が構成されている。図２９のＳＧ２により、識別子の送信要求があっ
た場合にその旨を報知する識別子送信要求報知手段が構成されている。
【０５１５】
　（１２）　図４１～図４７に基づいて説明したように、購入商品に付されている固有の
識別子発信装置（ＲＦＩＤタグ）から発信される固有の識別子（ＲＦＩＤ）を利用して、
当該商品に関連する種々の情報が個人ユーザに提供される。この情報提供システムは、商
品メーカー３００のサーバとデータベース、商品情報サービス業者３０２のサーバとデー
タベース、中間流通業者３０１のサーバとデータベース、小売店２０ｂとからなる商品販
売店のサーバとデータベースと、それらサーバ間で通信を行う通信網（広域・大容量中継
網４３）から構成される。
【０５１６】
　商品情報サービス業者３０２のデータベースには、図４２に示すような、固有の識別子
（ＲＦＩＤ）のそれぞれに対応させて、生産者、中間流通業者、小売店の各ＵＲＬが記憶
されている。さらに、購入した商品に付されている固有の識別子発信装置（ＲＦＩＤタグ
）から発信される固有の識別子（ＲＦＩＤ）に対応させて当該商品を購入した購入者の情
報が記憶可能に構成されている。購入者が固有の識別情報（ＲＦＩＤ）を商品情報サービ
ス業者３０２のサーバへ送信してそのサーバにアクセスすることにより、送信した固有の
識別情報に対応して当該購入者の情報記録領域（購入者ページ）が設けられる。その情報
記録領域（購入者ページ）に、購入者の匿名（ＶＰ名）やＶＰ住所やＥメールアドレス等
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を記録することができるように構成されている。またその購入者ページに、購入者が、購
入商品に関するメモ書き等を書込むことができるように構成されており、購入者は商品に
関する種々の情報を書込んで、固有の識別情報（ＲＦＩＤ）を商品情報サービス業者３０
２のサーバへ送信してそれに対応する書込み情報を検索して閲覧できるように構成されて
いる。
【０５１７】
　図４６のＳＱ２６により、購入したい商品を当該商品に対応する固有の識別情報により
特定して小売店に送信して購入予約を行う購入予約手段が構成されている。図４６のＳＱ
３３、ＳＱ３５により、個人ユーザ同士で物々交換を行う物々交換手段が構成されている
。図４６のＳＱ３４により、個人ユーザが自己所有の中古商品を販売するための中古商品
販売手段が構成されている。図４７のＳＳ３～ＳＳ１２により、個人ユーザからの予約購
入を受付けて処理するための予約購入受付処理手段が構成されている。なお、本発明でい
う「識別子」とは、ＲＦＩＤに限るものではなく、それを基にプライバシーが侵害される
虞の有る識別子であれば全て含む広い概念である。
【０５１８】
　また、前述の実施の形態には、次のような各種構成からなる発明が記載されている。
【０５１９】
　（１）　固有の識別子（たとえば、ＲＦＩＤ等）が読取られて該固有の識別子に基づい
て行われるプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護方法であって、
　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品（たとえば、腕時計、眼鏡、衣
服等）に付されている無線識別子発信装置（ＲＦＩＤタグ等）の固有の識別子（ＲＦＩＤ
等）を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子ガード状態にする識別子
ガードステップ（図１５のＳＢ１、ＳＢ３～ＳＢ７等）と、
　前記個人ユーザに所持されるプライバシー保護用識別子発信装置（セキュリティ用のＲ
ＦＩＤタグ１ａまたはブラウザフォン３０等）により、プライバシーの侵害者を撹乱する
ための識別子（偽ＲＦＩＤ等）を生成する識別子生成ステップ（図１１のＳＡ１～ＳＡ４
、または、図２６のＳＤ２、ＳＤ１０、ＳＤ１２と図２７、図６３のＳＥ１～ＳＥ１０と
図２９のＳＧ３、ＳＧ３ａ、ＳＧ３ｂ、ＳＧ５～ＳＧ９、図５６、図５７等）と、
　識別子の送信要求があった場合に（図１１のＳＡ１または図２９のＳＧ３によりＹＥＳ
の判断があった場合に）、前記識別子生成ステップにより生成された前記識別子を前記プ
ライバシー保護用識別子発信装置から発信する発信ステップ（図１１のＳＡ５、ＳＡ１０
、またはＳＧ７、ＳＧ９等）と、
　識別子ガード状態となっている前記無線識別子発信装置の識別子を、個人ユーザの意思
に従って読取ることができるようにする読取りステップ（図１５のＳＢ２、ＳＢ８、ＳＢ
９～ＳＢ１３）とを含み、
　前記識別子生成ステップは、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型
識別子生成ステップ（図２６のＳＤ１０、図２７、図６３のＳＥ１～ＳＥ１０、図２９の
ＳＧ６～ＳＧ９、図５６のＲＦＩＤ交換処理、図５７のＲＦＩＤ交換処理等）を含むこと
を特徴とする、プライバシー保護方法。
【０５２０】
　このような構成によれば、購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付
されている無線識別子発信装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が
読取れない識別子ガード状態にすることができ、購入済みの物品に付されている無線識別
子発信装置の固有の識別子を他人により読取られてそれに基づくプライバシーの侵害が発
生する不都合を極力防止することができる。しかも識別子ガード状態となっている無線識
別子発信装置の識別子を 個人ユーザの意思に従って読取ることができるようにするため
に、購入済みの物品に付されている無線識別子発信装置の固有の識別子を利用したサービ
ス等を個人ユーザが受けたいと思う必要な時に読取ってサービス等を享受することが可能
となる。
【０５２１】
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　また、識別子の送信要求があった場合に、個人ユーザに所持されるプライバシー保護用
識別子発信装置により識別子を生成して発信でき、しかも前回発信した識別子とは異なる
識別子を生成可能な可変型識別子の生成ができるために、複数箇所に設置された無線識別
子リーダ等のそれぞれにより同一人物から発せられる識別子が読取られたとしても、それ
ぞれの無線識別子リーダ等には異なった識別子が読取られる状態にすることができ、同一
人物であることをカムフラージュできてプライバシーの侵害を極力防止することができる
。
【０５２２】
　（２）　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品（たとえば、腕時計、
眼鏡、衣服等）に付されている無線識別子発信装置（たとえば、ＲＦＩＤ等）の固有の識
別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害を防止するため
のプライバシー保護方法であって、
　前記個人ユーザに所持されるプライバシー保護用識別子発信装置により、プライバシー
の侵害者を撹乱するための識別子（偽ＲＦＩＤ等）を生成する識別子生成ステップ（図１
１のＳＡ１～ＳＡ４、または、図２６のＳＤ２、ＳＤ１０、ＳＤ１２と図２７、図６３の
ＳＥ１～ＳＥ１０と図２９のＳＧ３、ＳＧ３ａ、ＳＧ３ｂ、ＳＧ５～ＳＧ９、図５６、図
５７、図６２、図６３等）と、
　識別子の送信要求があった場合に（図１１のＳＡ１または図２９のＳＧ３によりＹＥＳ
の判断があった場合に）、前記識別子生成ステップにより生成された前記識別子を前記プ
ライバシー保護用識別子発信装置から発信する発信ステップ（図１１のＳＡ５、ＳＡ１０
、またはＳＧ７、ＳＧ９等）とを含み、
　前記識別子生成ステップは、識別子の送信要求に応じて前記プライバシー保護用識別子
発信装置を所持している前記個人ユーザから発信される識別子が他人から発信される識別
子と同じになるように調整した調整識別子を生成するための調整識別子生成ステップ（図
１２のＲが０～３９の領域に属する列のＲＦＩＤを生成可能、または図２７や図５６や図
５７や図６３のＲＦＩＤ交換処理で互いに交換した偽ＲＦＩＤを生成可能）を含み、
　異なった人物でありながら同一の識別子が発信される異人物同一識別子発信現象（たと
えば、異人物同一ＲＦＩＤ発信現象）を生じさせるようにしたことを特徴とする、プライ
バシー保護方法。
【０５２３】
　このような構成によれば、識別子の送信要求に応じて前記プライバシー保護用識別子発
信装置を所持している前記個人ユーザから発信される識別子が当該個人ユーザ以外の或る
他人から発信される識別子と同じになるように調整した調整識別子が生成され、異なった
人物でありながら同一の識別子が発信される異人物同一識別子発信現象を生じさせるさせ
ることができる。このような異人物同一識別子発信現象を生じさせることのできるプライ
バシー保護用識別子発信装置が個人ユーザの間に普及すれば、或る地点で読取った識別子
と他の地点で読取った識別子とが一致することにより同一人物であると判定して当該同一
人物の個人情報を不当に収集して悪用しようとする悪意のプライバシー侵害者にとってみ
れば、同一の識別子を受信すればその同一識別子の発信元は同一人物であるという判定の
信頼性が持てなくなる。よって、同一人物であるとの判定に基づいたプライバシー侵害行
為を前提から覆すことができ、個人ユーザのプライバシーを有効に保護することが可能と
なる。
【０５２４】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの調整識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及するこ
とにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の識別子
が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物である
との信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシー保護
用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護することが可
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能となる。
【０５２５】
　（３）　固有の識別子（ＲＦＩＤ等）が読取られて該固有の識別子に基づいて行われる
プライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護方法であって、
　プライバシー保護用識別子発信装置（セキュリティ用のＲＦＩＤタグ１ａまたはブラウ
ザフォン３０等）を複数の個人ユーザに提供する提供ステップ（図１３等）を含み、
　前記プライバシー保護用識別子発信装置は、
　プライバシーの侵害者を撹乱するための識別子（偽ＲＦＩＤ等）を生成する識別子生成
手段（図１１のＳＡ１～ＳＡ４、または、図２６のＳＤ２、ＳＤ１０、ＳＤ１２と図２７
のＳＥ１～ＳＥ１０と図２９のＳＧ３、ＳＧ３ａ、ＳＧ３ｂ、ＳＧ５～ＳＧ９、図５６、
図５７等）と、
　識別子の送信要求があった場合に（図１１のＳＡ１または図２９のＳＧ３によりＹＥＳ
の判断があった場合に）、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を発信する発
信手段（図１１のＳＡ５、ＳＡ１０、または図２９のＳＧ７、ＳＧ９等）とを含み、
　前記識別子生成手段は、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別
子生成手段（図２６のＳＤ１０、図２７のＳＥ１～ＳＥ１０、図２９のＳＧ６～ＳＧ９、
図５６のＲＦＩＤ交換処理、図５７のＲＦＩＤ交換処理等）を含み、
　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成して発信
する前記プライバシー保護用識別子発信装置を所持する人物とは異なった人物が所持する
前記プライバシー保護用識別子発信装置から発信される識別子と互いに一致する共通の識
別子（図１３の共通偽ＲＦＩＤ等）を生成可能であり（図１２と図１３と図１１のＳＡ３
、ＳＡ４、または図２６のＳＤ１０、図２７のＳＥ１～ＳＥ１０、図５６のＲＦＩＤ交換
処理、図５７のＲＦＩＤ交換処理等）、
　前記複数のプライバシー保護用識別子発信装置は、前記共通の識別子を他の識別子に比
べて高い頻度で発信するプライバシー保護用識別子発信装置同士からなるグループであっ
てグループ毎に前記共通の識別子が異なる複数のグループに分類され（図１３の千代区、
新宿区、渋谷区等の各地域を指定して販売される地域毎のグループに分類され）、
　前記提供ステップは、前記それぞれのグループ毎に地域を指定して該グループに属する
前記プライバシー保護用識別子発信装置を個人ユーザに提供する（図１３の各地域を指定
して個人ユーザに提供する）ことを特徴とする、プライバシー保護方法。
【０５２６】
　このような構成によれば、プライバシー保護用識別子発信装置が複数の個人ユーザに提
供され、そのプライバシー保護用識別子発信装置は、前回発信した識別子とは異なる識別
子を生成可能な可変型識別子の生成が可能であり、しかも、それぞれ異なった人物に所持
されたプライバシー保護用識別子発信装置から発信される可変型の識別子には、互いに一
致する共通の識別子が含まれるように構成されている。その結果、異なった人物から発信
された識別子でありながら前記共通の識別子即ち互いに一致する識別子が発信される現象
（異人物同一識別子発信現象）を生じさせることができる。このような異人物同一識別子
発信現象を生じさせることのできるプライバシー保護用識別子発信装置が個人ユーザの間
に普及すれば、或る地点で読取った識別子と他の地点で読取った識別子とが一致すること
により同一人物であると判定して当該同一人物の個人情報を不当に収集して悪用しようと
する悪意のプライバシー侵害者にとってみれば、同一の識別子を受信すればその同一識別
子の発信元は同一人物であるという判定の信頼性が持てなくなる。よって、同一人物であ
るとの判定に基づいたプライバシー侵害行為を前提から覆すことができ、個人ユーザのプ
ライバシーを有効に保護することが可能となる。
【０５２７】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの共通の識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及する
ことにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の識別
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子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物であ
るとの信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシー保
護用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護することが
可能となる。
【０５２８】
　さらに、複数のプライバシー保護用識別子発信装置は、前記共通の識別子を他の識別子
に比べて高い頻度で発信するプライバシー保護用識別子発信装置同士からなるグループで
あってグループ毎に共通の識別子が異なる複数のグループに分類されており、それぞれの
グループ毎に地域を指定してそのグループに属するプライバシー保護用識別子発信装置が
個人ユーザに提供される。その結果、各地域内の者同士で共通の識別子を生成して発信す
る傾向が生じ、前述の異人物同一識別子発信現象を極力各地域内の個人ユーザ同士で生じ
させることができ、悪意のプライバシー侵害者に対する前述した撹乱効果をより効果的に
発揮することができる。
【０５２９】
　（４）　固有の識別子（ＲＦＩＤ等）が読取られて該固有の識別子に基づいて行われる
プライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護方法であって、
　プライバシー保護用識別子発信装置（セキュリティ用のＲＦＩＤタグ１ａ、またはブラ
ウザフォン３０等）を複数の個人ユーザに提供する提供ステップ（図１３等）を含み、
　前記プライバシー保護用識別子発信装置は、
　プライバシーの侵害者を撹乱するための識別子を生成する識別子生成手段（図１１のＳ
Ａ１～ＳＡ４、または、図２６のＳＤ２、ＳＤ１０、ＳＤ１２と図２７のＳＥ１～ＳＥ１
０と図２９のＳＧ３、ＳＧ３ａ、ＳＧ３ｂ、ＳＧ５～ＳＧ９、図５６、図５７等）と、
　識別子の送信要求があった場合に（図１１のＳＡ１または図２９のＳＧ１によりＹＥＳ
の判断があった場合に）、前記識別子生成手段により生成された前記識別子を発信する発
信手段（図１１のＳＡ５、ＳＡ１０、または図２９のＳＧ７、ＳＧ９等）とを含み、
　前記識別子生成手段は、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別
子生成手段（図１１のＳＡ３、ＳＡ４、または図２６のＳＤ１０、図２７のＳＥ１～ＳＥ
１０、図２９のＳＧ６～ＳＧ９、図５６のＲＦＩＤ交換処理、図５７のＲＦＩＤ交換処理
等）を含み、
　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成するプラ
イバシー保護用識別子発信装置を所持する人物とは異なった人物が所持するプライバシー
保護用識別子発信装置から発信される識別子と互いに一致する共通の識別子（図１２のＲ
が０～３９に属する列のＲＦＩＤのコードデータ、図１３の共通偽ＲＦＩＤ、または図２
７、図５６、図５７により互いに交換された偽ＲＦＩＤ等）を生成可能であり、
　前記提供ステップにより或る個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装
置（図１２（ａ）のテーブルを記憶しているＲＦＩＤタグ１ａ等）から、予め定められた
所定個数（たとえば１個）の識別子を１度に発信し（図１１のＳＡ４、ＳＡ５と図１２（
ａ）のＲＦＩＤ等）、
　前記提供ステップにより前記或る個人ユーザとは異なる他の個人ユーザに提供されたプ
ライバシー保護用識別子発信装置（図１２（ｂ）（ｃ）のテーブルを記憶しているＲＦＩ
Ｄタグ１ａ等）から、前記所定個数（たとえば１個）よりも多い複数（たとえば４個）の
識別子（図１２（ｂ）（ｃ）のＲＦＩＤ１～４）を１度に発信し、該複数の識別子のうち
の前記所定個数を除く他の識別子（図１２（ａ）（ｃ）のＲＦＩＤ２～４）を前記共通の
識別子として生成することを特徴とする、プライバシー保護方法。
【０５３０】
　このような構成によれば、プライバシー保護用識別子発信装置が複数の個人ユーザに提
供され、そのプライバシー保護用識別子発信装置は、前回発信した識別子とは異なる識別
子を生成可能な可変型識別子の生成が可能であり、しかも、それぞれ異なった人物に所持
されたプライバシー保護用識別子発信装置から発信される可変型の識別子には、互いに一
致する共通の識別子が含まれるように構成されている。その結果、異なった人物から発信
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された識別子でありながら前記共通の識別子即ち互いに一致する識別子が発信される現象
（異人物同一識別子発信現象）を生じさせることができる。このような異人物同一識別子
発信現象を生じさせることのできるプライバシー保護用識別子発信装置が個人ユーザの間
に普及すれば、或る地点で読取った識別子と他の地点で読取った識別子とが一致すること
により同一人物であると判定して当該同一人物の個人情報を不当に収集して悪用しようと
する悪意のプライバシー侵害者にとってみれば、同一の識別子を受信すればその同一識別
子の発信元は同一人物であるという判定の信頼性が持てなくなる。よって、同一人物であ
るとの判定に基づいたプライバシー侵害行為を前提から覆すことができ、個人ユーザのプ
ライバシーを有効に保護することが可能となる。
【０５３１】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの共通の識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及する
ことにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の識別
子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物であ
るとの信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシー保
護用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護することが
可能となる。
【０５３２】
　また、或る個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から予め定めら
れた所定個数の識別子が一度に発信される一方、前記或る個人ユーザとは異なる他の個人
ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から前述の所定個数よりも多い複
数の識別子が一度に発信され、その複数の識別子の内の前記所定個数を除く他の識別子が
前述の共通の識別子として生成されて発信される。その結果、個人ユーザに携帯された購
入済物品に付されている無線識別子発信装置が常時識別子が発信される状態になっていた
としても、前述の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【０５３３】
　つまり、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から固有の識別
子が発信される状態になっている個人ユーザが識別子を発信するプライバシー保護用識別
子発信装置を所持した場合には、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置とプ
ライバシー保護用識別子発信装置との両方から識別子が発信されることとなり、１度に複
数の識別子が発信される状態となる。そして、その複数の識別子中の一部が可変型であり
他の一部が変化しない固定型となる。つまり、複数箇所で識別子が読取られた時にはそれ
ぞれに読取られた複数の識別子中の所定個数のもののみが可変型の異なった識別子となり
その他のものは携帯品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固有識別
子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。その結
果、この複数識別子中所定個数可変型現象が生じれば同一人物であることが見破られてし
まう不都合が生じる。
【０５３４】
　そこで本発明では、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から
固有の識別子が発信される状態になっている個人ユーザに前述の所定個数の識別子を一度
に発信する少数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を提供し、購入済
の所持品から固有の識別子が他人に読取られない状態になっている個人ユーザに対し前記
所定個数よりも多い複数の識別子を一度に発信する多数識別子発信タイプのプライバシー
保護用識別子発信装置を提供する。その結果、前者の個人ユーザからは、所定個数の識別
子と携帯している購入済所持品の無線識別子発信装置から発信される固有の識別子とが同
時に発信される一方、後者の個人ユーザからは、前者の個人ユーザから発信される識別子
よりも多い識別子が一度に発信され、その多い識別子の内前者の個人ユーザから発信され
る識別子の個数（所定個数）を除く他の識別子が前述の共通の識別子として生成されて発
信されることとなる。これにより、前者の個人ユーザの場合には、複数箇所で識別子が読
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取られた時にはそれぞれに読取られた複数の識別子中の前記所定個数のもののみが可変型
の異なった識別子となりその他のものは携帯品に付されている無線識別子発信装置から発
信された本物の固有識別子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型
現象）が生ずる。一方、多数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を所
持する後者のユーザ同士の間では、複数発信された識別子の内前記所定個数を除く他の識
別子が前述の共通の識別子として生成されて発信可能であるために、やはり複数識別子中
所定個数可変型現象が生ずる。しかもこの現象は、異なった人物の間で生ずる。
【０５３５】
　以上より、前述の複数識別子中所定個数可変型現象が生じたとしてもそれが必ずしも同
一人物間で生ずるとは限らず、異なった人物の間でも生ずる現象となり、悪意のプライバ
シー侵害者による複数識別子中所定個数可変型現象に基づく同一人物であるとの推測の信
頼性を低下させることができ、プライバシーを極力保護することができる。
【０５３６】
　（５）　固有の識別子（ＲＦＩＤ等）が読取られて該固有の識別子に基づいて行われる
プライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護用識別子発信装置（セキュリティ
用のＲＦＩＤタグ１ａまたはブラウザフォン３０等）であって、
　プライバシーの侵害者を撹乱してプライバシー保護用の識別子を生成する手段であって
、前回発信した識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別子生成手段（図１１のＳ
Ａ１～ＳＡ４、または、図２６のＳＤ２、ＳＤ１０、ＳＤ１２と図２７、図６３のＳＥ１
～ＳＥ１０と図２９のＳＧ３、ＳＧ３ａ、ＳＧ３ｂ、ＳＧ５～ＳＧ９、図５６、図５７等
）と、
　識別子の送信要求があった場合に（図１１のＳＡ１または図２９のＳＧ３によりＹＥＳ
の判断があった場合に）、前記可変型識別子生成手段により生成された識別子を発信する
発信手段（図１１のＳＡ５、ＳＡ１０、またはＳＧ７、ＳＧ９等）とを含むことを特徴と
する、プライバシー保護用識別子発信装置。
【０５３７】
　このような構成によれば、識別子の送信要求があった場合に、個人ユーザに所持される
プライバシー保護用識別子発信装置により識別子を生成して発信でき、しかも前回発信し
た識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別子の生成ができるために、複数箇所に
設置された無線識別子リーダ等のそれぞれにより同一人物から発せられる識別子が読取ら
れたとしても、それぞれの無線識別子リーダ等には異なった識別子が読取られる状態にす
ることができ、同一人物であることをカムフラージュできてプライバシーの侵害を極力防
止することができる。
【０５３８】
　（６）　前記可変型識別子生成手段は、既に販売済みとなっている商品それぞれに付さ
れた無線識別子発信装置（ＲＦＩＤタグ等）の各々が発信する識別子の範囲内で前記識別
子を生成することを特徴とする、（５）に記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【０５３９】
　このような構成によれば、既に販売済みとなっている商品それぞれに付された無線識別
子発信装置の各々が発信する識別子の範囲内で可変型の識別子が生成されて発信されるた
めに、発信された識別子が既に消費者の購入済み商品に付された無線識別子発信装置から
発信される識別子と区別することができず、発信された識別子が偽の識別子であると見破
られてしまう不都合を極力防止することができる。
【０５４０】
　（７）　前記発信手段は、前回の識別子の発信から所定時間内（たとえば５秒内）に再
度識別子の送信要求があった場合に、前回発信した識別子と同じ識別子を発信する（図１
１のＳＡ２、ＳＡ１０、または図２９のＳＧ３a、ＳＧ３ｂ等）ことを特徴とする、（５
）または（６）に記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【０５４１】
　このような構成によれば、発信手段が、前回の識別子の発信から所定時間内に再度識別
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子の送信要求があった場合に前回発信した識別子と同じ識別子を発信するために、識別子
読取装置側における読取り制度の信頼性の向上等のために複数回連続して識別子の発信要
求を送信して連続して複数回識別子を読取る方式が採用されたとしても、同じ識別子が発
信されるために、連続して複数回読取られた識別子が異なることによる不都合を極力防止
することができる。また、可変型の識別子であるかまたは本物の無線識別子発信装置から
発信された固有の識別子であるかをチェックすることを目的として、前述と同様に複数回
連続して識別し発信要求を送信して連続的に識別子を読取ることが行われたとしても、可
変型の識別子であることが見破られてしまう不都合を極力防止することができる。
【０５４２】
　（８）　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生成
するプライバシー保護用識別子発信装置を所持する人物から発信される識別子が、当該人
物とは異なった人物であってプライバシー保護用識別子発信装置を所持している他人から
発信される識別子と一致するように調整された識別子を生成可能（図１２のＲが０～３９
の領域に属する列のＲＦＩＤを生成可能、または図２７や図５６や図５７や図６３のＲＦ
ＩＤ交換処理で互いに交換した偽ＲＦＩＤを生成可能）であることを特徴とする、（５）
～（７）のいずれかに記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【０５４３】
　このような構成によれば、異なった人物から発信された識別子でありながら互いに一致
する識別子が発信される現象（異人物同一識別子発信現象）を生じさせることができる。
このような異人物同一識別子発信現象を生じさせることのできるプライバシー保護用識別
子発信装置が個人ユーザの間に普及すれば、或る地点で読取った識別子と他の地点で読取
った識別子とが一致することにより同一人物であると判定して当該同一人物の個人情報を
不当に収集して悪用しようとする悪意のプライバシー侵害者にとってみれば、同一の識別
子を受信すればその同一識別子の発信元は同一人物であるという判定の信頼性が持てなく
なる。よって、同一人物であるとの判定に基づいたプライバシー侵害行為を前提から覆す
ことができ、個人ユーザのプライバシーを有効に保護することが可能となる。
【０５４４】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの調整された識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及
することにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の
識別子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物
であるとの信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシ
ー保護用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護するこ
とが可能となる。
【０５４５】
　（９）　他人のプライバシー保護用識別子発信装置（ブラウザフォン３０等）と交信す
る交信手段（図２７、図５６、図５７、図６３のＲＦＩＤ交換処理）をさらに含み、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子を記憶する識別子記憶手段（図２７、図５６、図
５７、図６３のＳＥ９、ＳＥ１０とＥＥＰＲＯＭ１９４等）を含み、
　前記交信手段は、前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置と交信して（図２７、
図６３の直接電波交信、図５６の通話交信、図５７の電子メール交信等）、前記識別子記
憶手段に記憶している前記識別子を前記他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信
するとともに（図２７、図６３のＳＥ６、ＳＥ８、または図５６のＳＳ８、ＳＥ９、ＳＥ
１０、または図５７のＳＥ６、ＳＴ３等）当該他人のプライバシー保護用識別子発信装置
から送信されてきた識別子を受信して前記識別子記憶手段に記憶させて（図２７のＳＥ７
～ＳＥ１０、または図５６のＳＥ７、Ｓ８、または図５７のＳＴ８、ＳＥ９、ＳＥ１０、
または図６３のＳＥ７～ＳＥ１０等）、記憶している互いの識別子を交換し、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に（図２９のＳＧ３によ
りＹＥＳの判断があった場合に）、前記識別子記憶手段に記憶している交換後の識別子を
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読出すことにより、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子を
生成する（図２９のＳＧ９等）ことを特徴とする、（８）に記載のプライバシー保護用識
別子発信装置。
【０５４６】
　このような構成によれば、プライバシー保護用識別子発信装置同士で交信して、互いに
記憶している識別子同士を送受信して互いの識別子を交換する。そして、識別子の送信要
求があった場合には、前述した交換後の識別子が前述の共有の識別子として生成されて発
信される。その結果、互いに交信して識別しを交換するという比較的確実な方法で共有の
識別子を生成し発信して前述の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【０５４７】
　なお、１度に発信される複数の識別子同士を交換し、識別子の送信要求があった場合に
、該複数の識別子を1度に全て発信してもよいが、該複数の識別子の内の所定個数を他の
識別子（たとえば乱数を利用して生成されたランダムな識別子）に変換する変換手段を設
け、変換した後の状態の複数の識別子を発信するようにし、前述の異人物間での複数識別
子中所定個数可変型現象が生じるようにしてもよい。
【０５４８】
　（１０）　前記交信手段は、互いの識別子を送受信して交換するときの交信可能通信限
界距離が２０メートル以内に定められており、該交信可能通信限界距離圏内に進入した他
人のプライバシー保護用識別子発信装置と交信して互いの識別子を交換する（図２７、図
６３のＳＥ１、ＳＥ２等）ことを特徴とする、（９）に記載のプライバシー保護用固有識
別子発信装置。
【０５４９】
　このような構成によれば、互いの識別子を交換するときの交信可能通信限界距離が２０
メートル以内に定められており、その交信可能通信限界距離圏内に進入したプライバシー
保護用識別子発信装置と互いに交信して識別子が交換されるために、２０メートル以内と
いう比較的近距離圏内に位置する個人ユーザの間で互いの識別子の交換がなされることと
なり、比較的近くに位置していた者同士で識別子を共有して発信できる状態となり、前述
の異人物同一識別子発信現象を極力近距離圏内に位置していた個人ユーザ同士で生じさせ
ることができ、悪意のプライバシー侵害者に対する前述した撹乱効果をより効果的に発揮
することができる。
【０５５０】
　（１１）　前記交信手段は、既に交信して前記識別子を送受信して交換した他人のプラ
イバシー保護用識別子発信装置と所定期間内（たとえば１日以内）に再度前記識別子の交
換を行なうことを禁止する禁止手段（図２７図、図５６、図５７、図６３のＳＥ３等）を
有することを特徴とする、（９）または（１０）に記載のプライバシー保護用識別子発信
装置。
【０５５１】
　このような構成によれば、既に交信して識別子の交換を行なった他人のプライバシー保
護用識別子発信装置と所定期間内に再度識別子の交換を行なうことを防止でき、既に識別
子交換済みの相手と所定期間内に再度識別子の交換を行なうという無駄を防止することが
できる。
【０５５２】
　（１２）　前記交信手段は、電話機能（ブラウザフォン３０による通話機能）を有して
おり、電話で交信した他人のプライバシー保護用識別子発信装置と互いの識別子を交換し
（図５６のＲＦＩＤ交換処理等）、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している交換後の識別子を読出すことにより、前記他人から発信される識別子と一
致するように調整された識別子を生成する（図２９のＳＧ９）ことを特徴とする、（９）
～（１１）のいずれかに記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【０５５３】
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　このような構成によれば、交信手段が電話機能を有しており、電話で交信した他人のプ
ライバシー保護用識別子発信装置と互いの識別子の交換を行なうために、比較的確実な方
法で識別子を共有でき前述の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【０５５４】
　（１３）　前記交信手段は、電子メール機能（ブラウザフォン３０によるＥメール機能
等）を有しており、電子メールの送信とともに前記識別子記憶手段に記憶している識別子
を他人のプライバシー保護用識別子発信装置に送信し（図５７のＳＥ５、ＳＥ６、ＳＴ３
等）、電子メールの受信とともに他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信され
てきた識別子を受信して前記識別子記憶手段に記憶させ（図５７のＳＴ８、ＳＥ９、ＳＥ
１０等）、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を読
出すことにより、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子を生
成する（図２９のＳＧ９）ことを特徴とする、（９）～（１２）のいずれかに記載のプラ
イバシー保護用識別子発信装置。
【０５５５】
　このような構成によれば、交信手段が電子メール機能を有しており、電子メールの送信
とともに識別子記憶手段に記憶している識別子を他人のプライバシー保護用識別子発信装
置に送信し、電子メールの受信とともに他人のプライバシー保護用識別子発信装置から送
信されてきた識別子を受信して識別子記憶手段に記憶させることにより互いの識別子の交
換を行なうために、比較的確実な方法で識別子を共有して前述の異人物同一識別子発信現
象を生じさせることができる。
【０５５６】
　（１４）　前記発信手段は、他人のプライバシー保護用識別子発信装置（図１２（ａ）
のテーブルを記憶しているＲＦＩＤタグ１ａ等）から１度に発信される所定個数（たとえ
ば１個）の識別子よりも多い複数の識別子を１度に発信可能であり（図１２（ｂ）（ｃ）
の４個のＲＦＩＤ１～４、図１１のＡＳ４、ＡＳ５等）、
　前記可変型識別子生成手段は、前記複数の識別子のうちの前記所定個数（たとえば１個
）を除く他の識別子を前記共通の識別子として生成する（図１２（ａ）（ｃ）のＲＦＩＤ
２～４を共通の偽ＲＦＩＤとして生成する）ことを特徴とする、（５）～（１３）のいず
れかに記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【０５５７】
　このような構成によれば、或る個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信
装置から予め定められた所定個数の識別子が１度に発信される一方、前記或る個人ユーザ
とは異なる他の個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から前記所定
個数よりも多い複数の識別子が一度に発信され、その複数の識別子の内の前記所定個数を
除く他の識別子が前記共通の識別子として生成されて発信される。その結果、個人ユーザ
に所持された購入済物品から他人が固有の識別子を読取ることのできる状態になっていた
としても、前述の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【０５５８】
　つまり、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から固有の識別
子が発信される状態になっている個人ユーザが識別子を発信するプライバシー保護用識別
子発信装置を所持した場合には、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置とプ
ライバシー保護用識別子発信装置との両方から識別子が発信されることとなり、１度に複
数の識別子が発信される状態となる。そして、その複数の識別子中の一部が可変型であり
他の一部が変化しない固定型となる。つまり、複数箇所で識別子が読取られた時にはそれ
ぞれに読取られた複数の識別子中の所定個数のもののみが可変型の異なった識別子となり
その他のものは携帯品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固有識別
子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。その結
果、この複数識別子中所定個数可変型現象が生じれば同一人物であることが見破られてし
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まう不都合が生じる。
【０５５９】
　そこで本発明では、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から
固有の識別子が発信される状態になっている個人ユーザに前記所定個数の識別子を一度に
発信する少数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を提供し、購入済の
所持品から固有の識別子が他人に読取られない状態になっている個人ユーザに対し前記所
定個数よりも多い複数の識別子を一度に発信する多数識別子発信タイプのプライバシー保
護用識別子発信装置を提供する。その結果、前者の個人ユーザからは、所定個数の識別子
と購入済所持品の無線識別子発信装置から発信される固有の識別子とが同時に発信される
一方、後者の個人ユーザからは、前者の個人ユーザが発信される識別子よりも多い識別子
が一度に発信され、その多い識別子の内前者の個人ユーザから発信される識別子の個数（
所定個数）を除く他の識別子が前述の共通の識別子として生成されて発信されることとな
る。これにより、前者の個人ユーザの場合には、複数箇所で識別子が読取られた時にはそ
れぞれに読取られた複数の識別子中の前記所定個数のもののみが可変型の異なった識別子
となりその他のものは所持品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固
有識別子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。
一方、多数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を所持する後者のユー
ザ同士の間では、複数発信された識別子の内前記所定個数を除く他の識別子が前述の共通
の識別子として生成されて発信可能であるために、やはり複数識別子中所定個数可変型現
象が生ずる。しかもこの現象は、異なった人物の間で生ずる。
【０５６０】
　以上より、前述の複数識別子中所定個数可変型現象が生じたとしてもそれが必ずしも同
一人物で生ずるとは限らず、異なった人物の間でも生ずる現象となり、悪意のプライバシ
ー侵害者による複数識別子中所定個数可変型現象に基づく同一人物であるとの推測の信頼
性を低下させることができ、プライバシーを極力保護することができる。
【０５６１】
　（１５）　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品（たとえば、腕時計
、眼鏡、衣服等）に付されている無線識別子発信装置（ＲＦＩＤタグ等）の固有の識別子
（ＲＦＩＤ等）を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子ガード状態に
する識別子ガード手段（図１５のＳＢ１、ＳＢ３～ＳＢ７等）と、
　識別子ガード状態となっている前記無線識別子発信装置の識別子を、個人ユーザの意思
に従って読取ることができるようにする読取り手段（図１５のＳＢ２、ＳＢ８、ＳＢ９～
ＳＢ１３）とを、さらに含むことを特徴とする、（５）～（１４）のいずれかに記載のプ
ライバシー保護用識別子発信装置。
【０５６２】
　このような構成によれば、購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付
されている無線識別子発信装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が
読取れない識別子ガード状態にすることができ、購入済みの物品に付されている無線識別
子発信装置の固有の識別子を他人により読取られてそれに基づくプライバシーの侵害が発
生する不都合を極力防止することができる。しかも識別子ガード状態となっている無線識
別子発信装置の識別子を 個人ユーザの意思に従って読取ることができるようにするため
に、購入済みの物品に付されている無線識別子発信装置の固有の識別子を利用したサービ
ス等を個人ユーザが受けたいと思う必要なときに読取ってサービス等を享受することが可
能となる。
【０５６３】
　（１６）　前記識別子ガード手段は、本人認証のための固有識別情報（たとえばパスワ
ード）を発信して前記無線識別子発信装置に認証させて本人確認ができない限り識別子を
発信しない識別子発信停止状態に切換え（図１５のＳＢ３～ＳＢ８等）、
　前記読取り手段は、前記固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に本人認証を
行なわせた上で識別子を発信可能状態にする（図１５のＳＢ８、ＳＢ９～ＳＢ１３等）こ



(96) JP 4597867 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

とを特徴とする、（１５）に記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【０５６４】
　このような構成によれば、識別子ガード手段により、本人認証のための固有識別情報を
発信して前記無線識別子発信装置に認証させて本人確認ができない限り識別子を発信しな
い識別子発信停止状態に切換え、読取り手段により、固有識別情報を発信して無線識別子
発信装置に本人認証を行なわせた上で識別子を発信可能状態にするために、確実に無線識
別子発信装置の識別子をガードした状態にできるとともに、本人認証が行われた本人のみ
が無線識別子発信装置を識別子発信可能状態にすることができ、セキュリティを向上させ
ることができる。
【０５６５】
　（１７）　固有の識別子（ＲＦＩＤ等）が読取られて該固有の識別子に基づいて行われ
るプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護方法であって、
　個人ユーザのプライバシーを保護するために匿名（トラップ型バーチャルパーソンＥ（
Ｂ１３Ｐ）等）を名乗り匿名ユーザ（トラップ型バーチャルパーソン）として行動するた
めに作成された匿名（Ｅ（Ｂ１３Ｐ）等）と該個人ユーザとの対応関係を特定可能な情報
を守秘義務のある所定機関（金融機関７等）において登録する処理を行なう登録処理ステ
ップ（図１７のＳ１５、図１９のＳ４４０等）と、
　前記匿名ユーザ用の電子証明書を発行する電子証明書発行ステップ（図１７のＳ１７、
図１９のＳ４４１等）と、
　前記匿名ユーザの住所を、該匿名に対応する個人ユーザとは異なった住所に設定するた
めの住所設定ステップ（図１７のＳ９～Ｓ１２等）と、
　所定の業者（たとえば、百貨店等の商品販売業者等）にユーザ登録するときに（たとえ
ばポイントカードの新規発行時の顧客登録のときに）前記匿名の情報を登録して前記匿名
ユーザとして登録するユーザ登録ステップ（図３２（ｂ）のＳＪ１～ＳＪ８と図３３のＳ
Ｋ２、ＳＫ２１～ＳＫ２４、ＳＫ１８～ＳＫ２０等）と、
　識別子の送信要求があった場合に（図２９のＳＧ３によりＹＥＳの判断があった場合に
）、前記個人ユーザに所持されるプライバシー保護用識別子発信装置（ブラウザフォン３
０等）から識別子を発信する発信ステップ（図２９のＳＧ３～ＳＧ１３等）と、
　前記ユーザ登録ステップにより前記匿名を登録した前記業者に対応する匿名用識別子を
記憶する匿名用識別子記憶手段（図３２のＳＪ８、図９、ＥＥＰＲＯＭ２６等）とを含み
、
　前記発信ステップは、前記匿名を登録している前記業者に対し前記識別子を発信する場
合には該業者に対応する前記匿名用識別子を前記匿名用識別子記憶手段から読出して発信
する（図２９のＳＧ４、ＳＧ１０～ＳＧ１２等）ことを特徴とする、プライバシー保護方
法。
【０５６６】
　このような構成によれば、個人ユーザのプライバシーを保護するために匿名を作成しそ
の匿名を名乗って行動する匿名ユーザ用の電子証明書が発行されるため、匿名ユーザであ
りながらも発行された電子証明書を提示することにより売買等の取引き行為の主体になる
ことが可能となる。しかも、匿名ユーザの住所が、該匿名に対応する個人ユーザとは異な
った住所に設定されているために、住所を手がかりにどの個人ユーザがどの匿名ユーザに
該当するのかを見破られてしまう不都合も極力防止できる。また、所定の業者にユーザ登
録するときに匿名の情報を登録して匿名ユーザとして登録するため、該業社に対して匿名
を名乗り匿名ユーザとして行動することができ、個人ユーザ本人のプライバシーを守りな
がらも該業社に対し売買等の取引き行為を行なうことができるとともに、ユーザ登録によ
るサービス等を享受することができる。
【０５６７】
　一方、匿名を登録した業社に対して匿名ユーザとして行動しているときに該匿名ユーザ
から発信された識別子がその業社側に読取られた場合には、業社側がその識別子を匿名ユ
ーザの匿名情報に対応付けて記憶する虞がある。そうすることにより業社側は、たとえば
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、移動する匿名ユーザから発せられる識別情報を要所要所で読取って移動軌跡を収集分析
して顧客情報を蓄積することにより、マーケティング等に活用できるという利点がある。
しかし、ユーザが匿名ユーザとして行動するときと通常の個人ユーザとして行動するとき
とで同じ識別子を発信したのでは、その識別子を手がかりにどの匿名ユーザがどの通常の
個人ユーザか見破られてしまう虞がある。本発明では、匿名を登録した業者に対応する匿
名用識別子が匿名用識別子記憶手段に記憶されており、匿名を登録している業者に対し識
別子を発信する場合には該業者に対応する匿名用識別子を匿名用識別子記憶手段から読出
して発信するため、匿名用識別子と通常の個人ユーザから発信される識別子とを別々のも
のにすることができ、識別子を手がかりに、どの匿名ユーザがどの通常の個人ユーザか見
破られてしまう不都合を極力防止できる。
【０５６８】
　（１８）　前記発信ステップは、前記匿名を登録している前記業者に対し前記識別子を
発信する場合でないときであっても（図２９のＳＧ１０によりＮＯの判断がなされるとき
であっても）、前記匿名用識別子を発信する旨の個人ユーザの操作があった場合には（図
２８のＳＦ７ａによりＹＥＳの判断がなされＳＦ７ｂにより業者の選択指定が記憶された
場合には）、前記匿名用識別子を前記匿名用識別子記憶手段から読出して発信する（図２
９のＳＧ１３等）ことを特徴とする、（１７）に記載のプライバシー保護方法。
【０５６９】
　このような構成によれば、匿名を登録している業者に対し識別子を発信する場合でない
ときであっても、匿名用識別子を発信する旨の個人ユーザの操作があった場合には、匿名
用識別子を匿名用識別子記憶手段から読出して発信することができる。その結果、その匿
名用識別子を受信した業社から該匿名用識別子に対応する匿名宛にダイレクトメールや電
子メールが送られてきた場合には、その匿名をユーザ登録している業社からメールを送っ
てきた業社に匿名情報が横流しされたことが判明でき、個人情報の横流しを監視すること
が可能となる。
【０５７０】
　（１９）　固有の識別子（ＲＦＩＤ等）が読取られて該固有の識別子に基づいて行われ
るプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護システムであって、
　個人ユーザのプライバシーを保護するために匿名（トラップ型バーチャルパーソンＥ（
Ｂ１３Ｐ）等）を名乗り匿名ユーザ（トラップ型バーチャルパーソン）として行動するた
めに作成された匿名（Ｅ（Ｂ１３Ｐ）等）と該個人ユーザとの対応関係を特定可能な情報
を守秘義務のある所定機関（金融機関７等）において登録する処理を行なう登録処理手段
（図１７のＳ１５、図１９のＳ４４０等）と、
　所定の業者（たとえば、百貨店等の商品販売業者等）にユーザ登録するときに（たとえ
ばポイントカードの新規発行時の顧客登録のときに）前記匿名の情報を登録して前記匿名
ユーザとして登録するユーザ登録手段（図３２（ｂ）のＳＪ１～ＳＪ８と図３３のＳＫ２
、ＳＫ２１～ＳＫ２４、ＳＫ１８～ＳＫ２０等）と、
　識別子の送信要求があった場合に（図２９のＳＧ３によりＹＥＳの判断があった場合に
）、前記個人ユーザに所持されるプライバシー保護用識別子発信装置（ブラウザフォン３
０等）から識別子を発信する発信手段（図２９のＳＧ３～ＳＧ１３等）と、
　前記ユーザ登録手段により前記匿名を登録した前記業者に対応する匿名用識別子を記憶
する匿名用識別子記憶手段（図３２のＳＪ８、図９、ＥＥＰＲＯＭ２６等）とを含み、
　前記発信手段は、前記匿名を登録している前記業者に対し前記識別子を発信する場合に
は該業者に対応する前記匿名用識別子を前記匿名用識別子記憶手段から読出して発信する
（図２９のＳＧ４、ＳＧ１０～ＳＧ１２等）ことを特徴とする、プライバシー保護システ
ム。
【０５７１】
　このような構成によれば、所定の業者にユーザ登録するときに匿名の情報を登録して匿
名ユーザとして登録するため、該業社に対して匿名を名乗り匿名ユーザとして行動するこ
とができ、個人ユーザ本人のプライバシーを守りながらもユーザ登録によるサービス等を
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享受することができる。
【０５７２】
　一方、匿名を登録した業社に対して匿名ユーザとして行動しているときに該匿名ユーザ
から発信された識別子がその業社側に読取られた場合には、業社側がその識別子を匿名ユ
ーザの匿名情報に対応付けて記憶する虞がある。そうすることにより、たとえば、業社側
は移動する匿名ユーザから発せられる識別情報を要所要所で読取って移動軌跡を収集分析
して顧客情報を蓄積することにより、マーケティング等に活用できるという利点がある。
しかし、ユーザが匿名ユーザとして行動するときと通常の個人ユーザとして行動するとき
とで同じ識別子を発信したのでは、その識別子を手がかりにどの匿名ユーザがどの通常の
個人ユーザか見破られてしまう虞がある。本発明では、匿名を登録した業者に対応する匿
名用識別子が匿名用識別子記憶手段に記憶されており、匿名を登録している業者に対し識
別子を発信する場合には該業者に対応する匿名用識別子を匿名用識別子記憶手段から読出
して発信するため、匿名用識別子と通常の個人ユーザから発信される識別子とを別々のも
のにすることができ、識別子を手がかりに、どの匿名ユーザがどの通常の個人ユーザか見
破られてしまう不都合を極力防止できる。
【０５７３】
　（２０）　固有の識別子（ＲＦＩＤ）が読取られて該固有の識別子に基づいて行われる
プライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護用識別子発信装置（ブラウザフォ
ン３０等）であって、
　所定の業者（たとえば、百貨店等の商品販売業者等）に対し個人ユーザが匿名（トラッ
プ型バーチャルパーソンＥ（Ｂ１３Ｐ）等）を名乗り匿名ユーザ（トラップ型バーチャル
パーソン）として行動する場合に前記業者に対応する匿名用識別子を記憶する匿名用識別
子記憶手段（図３２のＳＪ８、図９、ＥＥＰＲＯＭ２６等）と
　識別子の送信要求があった場合に（図２９のＳＧ３によりＹＥＳの判断があった場合に
）識別子を発信する手段であって、前記業者に対し前記識別子を発信する場合には該業者
に対応する前記匿名用識別子を前記匿名用識別子記憶手段から読出して発信する発信手段
（図２９のＳＧ４、ＳＧ１０～ＳＧ１２等）とを含むことを特徴とする、プライバシー保
護用識別子発信装置。
【０５７４】
　このような構成によれば、所定の業者に対し個人ユーザが匿名を名乗り匿名ユーザとし
て行動する場合に前記業者に対応する匿名用識別子が匿名用識別子記憶手段に記憶されて
おり、識別子の送信要求があった場合に、前記業者に対し識別子を発信する場合には該業
者に対応する匿名用識別子を匿名用識別子記憶手段から読出して発信する。業社に対して
匿名ユーザとして行動しているときに該匿名ユーザから発信された識別子がその業社側に
読取られた場合には、業社側がその識別子を匿名ユーザの匿名情報に対応付けて記憶する
虞がある。そうすることにより、たとえば、業社側は移動する匿名ユーザから発せられる
識別情報を要所要所で読取って移動軌跡を収集分析して顧客情報を蓄積することにより、
マーケティング等に活用できるという利点がある。しかし、ユーザが匿名ユーザとして行
動するときと通常の個人ユーザとして行動するときとで同じ識別子を発信したのでは、そ
の識別子を手がかりにどの匿名ユーザがどの通常の個人ユーザか見破られてしまう虞があ
る。本発明では、前記業者に対応する匿名用識別子が匿名用識別子記憶手段に記憶されて
おり、前記業者に対し識別子を発信する場合には該業者に対応する匿名用識別子を匿名用
識別子記憶手段から読出して発信するため、匿名用識別子と通常の個人ユーザから発信さ
れる識別子とを別々のものにすることができ、識別子を手がかりに、どの匿名ユーザがど
の通常の個人ユーザか見破られてしまう不都合を極力防止できる。
【０５７５】
　（２１）　前記発信手段は、個人ユーザが匿名を名乗る前記業者に対し前記識別子を発
信する場合でないときであっても（図２９のＳＧ１０によりＮＯの判断がなされるときで
あっても）、前記匿名用識別子を発信する旨の個人ユーザの操作があった場合には（図２
８のＳＦ７ａによりＹＥＳの判断がなされＳＦ７ｂにより業者の選択指定が記憶された場
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合には）、前記匿名用識別子を前記匿名用識別子記憶手段から読出して発信する（図２９
のＳＧ１３等）ことを特徴とする、（２０）に記載のプライバシー保護用識別子発信装置
。
【０５７６】
　このような構成によれば、個人ユーザが匿名を名乗る前記業者に対し前記識別子を発信
する場合でないときであっても、匿名用識別子を発信する旨の個人ユーザの操作があった
場合には、匿名用識別子を匿名用識別子記憶手段から読出して発信することができる。そ
の結果、その匿名用識別子を受信した業社から該匿名用識別子に対応する匿名宛にダイレ
クトメールや電子メールが送られてきた場合には、個人ユーザが匿名を名乗る前記業者か
らメールを送ってきた業社に匿名情報が横流しされたことが判明でき、個人情報の横流し
を監視することが可能となる。
【０５７７】
　（２２）　前記所定の業者は、商品を販売する販売店（図３０の百貨店２０６等）であ
り、
　前記匿名用識別子記憶手段は、前記販売店においてポイントカードの発行に伴うユーザ
登録の際に匿名ユーザとして登録した当該販売店に対応する匿名用識別子を記憶しており
（図３２のＳＪ８、図９参照）、
　前記発信手段は、前記販売店において購入した商品に付されている無線識別子発信装置
から発信される固有の識別子を利用して割出される当該商品の価格を支払うための自動決
済を行う際に（図３１の自動決済処理を行う際に）、前記無線識別子発信装置の前記固有
の識別子を読取るための識別子送信要求があった場合に（図２９のＳＧ１０によりＹＥＳ
の判断がなされた場合に）、前記匿名用識別子を前記匿名用識別子記憶手段から読出して
発信する（図２９のＳＧ４、ＳＧ１０～ＳＧ１２等）ことを特徴とする、（２０）または
（２１）に記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【０５７８】
　このような構成によれば、販売店においてポイントカードの発行に伴うユーザ登録の際
に匿名ユーザとして登録することにより、当該販売店において匿名ユーザとして行動して
商品購入等を行なうことができ、個人ユーザのプライバシーを保護しながらもポイント付
与のサービスも享受できる。また、販売店において購入した商品に付されている無線識別
子発信装置から発信される固有の識別子を利用して割出される当該商品の価格を支払うた
めの自動決済を行う際に、無線識別子発信装置の前記固有の識別子を読取るための識別子
送信要求があった場合に、匿名用識別子が匿名用識別子記憶手段から読出されて発信され
るために、自動決済を行なうことができながらも、識別子を手がかりに、どの匿名ユーザ
がどの通常の個人ユーザか見破られてしまう不都合を極力防止できる。
【０５７９】
　（２３）　前記匿名用識別子記憶手段は、複数の前記業者（たとえば、ＡＢＣ、ＭＴＴ
、ＭＥＣ等）に対応してそれぞれ異なった匿名用識別子（たとえば、ａｂｃ、ｍｔｔ、ｍ
ｅｃ等）を記憶しており（図９参照）、
　前記発信手段は、前記複数の業者のうちのいずれに個人ユーザが匿名を名乗るかに応じ
て、当該匿名を名乗る業者に対応する前記匿名用識別子を前記匿名用識別子記憶手段から
選択して発信する（図２９のＳＧ１１、ＳＧ１２等）ことを特徴とする、（２０）～（２
２）のいずれかに記載のプライバシー保護用識別子発信装置。
【０５８０】
　このような構成によれば、匿名用識別子記憶手段は、複数の前記業者に対応してそれぞ
れ異なった匿名用識別子を記憶しており、発信手段は、複数の業者のうちのいずれに個人
ユーザが匿名を名乗るかに応じて、当該匿名を名乗る業者に対応する匿名用識別子を匿名
用識別子記憶手段から選択して発信するために、業社毎に異なった匿名用識別子を使分け
ることができる
　（２４）　固有の識別子（ＲＦＩＤ等）が読取られて該固有の識別子に基づいて行われ
るプライバシーの侵害を防止するためのプログラムであって、



(100) JP 4597867 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

　プライバシー保護用識別子発信装置セキュリティ用のＲＦＩＤタグ１ａまたはブラウザ
フォン３０等）に設けられているコンピュータ（ロジック１００、ＲＯＭ１０１、ＲＡＭ
１０２、ＥＥＰＲＯＭ１０３、またはＬＳＩチップ２０等）に、
　プライバシー保護用の識別子を生成する手段であって、前回発信した識別子とは異なる
識別子を生成可能な可変型識別子生成手段（図１１のＳＡ１～ＳＡ４、または、図２６の
ＳＤ２、ＳＤ１０、ＳＤ１２と図２７、図６３のＳＥ１～ＳＥ１０と図２９のＳＧ３、Ｓ
Ｇ３ａ、ＳＧ３ｂ、ＳＧ５～ＳＧ９、図５６、図５７等）と、
　識別子の送信要求があった場合に（図１１のＳＡ１または図２９のＳＧ３によりＹＥＳ
の判断があった場合に）、前記可変型識別子生成手段により生成された識別子を発信する
発信手段（図１１のＳＡ５、ＳＡ１０、またはＳＧ７、ＳＧ９等）と、
　して機能させるための、プログラム。
【０５８１】
　このような構成によれば、識別子の送信要求があった場合に、個人ユーザに所持される
プライバシー保護用識別子発信装置により識別子を生成して発信でき、しかも前回発信し
た識別子とは異なる識別子を生成可能な可変型識別子の生成ができるために、複数箇所に
設置された無線識別子リーダ等のそれぞれにより同一人物から発せられる識別子が読取ら
れたとしても、それぞれの無線識別子リーダ等には異なった識別子が読取られる状態にす
ることができ、同一人物であることをカムフラージュできてプライバシーの侵害を極力防
止することができる。
【０５８２】
　（２５）　前記可変型識別子生成手段は、既に販売済みとなっている商品それぞれに付
された無線識別子発信装置（ＲＦＩＤタグ等）の各々が発信する識別子の範囲内で前記識
別子を生成させることを特徴とする、（２４）に記載のプログラム。
【０５８３】
　このような構成によれば、既に販売済みとなっている商品それぞれに付された無線識別
子発信装置の各々が発信する識別子の範囲内で可変型の識別子が生成されて発信されるた
めに、発信された識別子が既に消費者の購入済み商品に付された無線識別子発信装置から
発信される識別子と区別することができず、発信された識別子が偽の識別子であると見破
られてしまう不都合を極力防止することができる。
【０５８４】
　（２６）　前記発信手段は、前回の識別子の発信から所定時間内（たとえば５秒内）に
再度識別子の送信要求があった場合に、前回発信した識別子と同じ識別子を発信させる（
図１１のＳＡ２、ＳＡ１０、または図２９のＳＧ３a、ＳＧ３ｂ等）ことを特徴とする、
（２４）または（２５）に記載のプログラム。
【０５８５】
　このような構成によれば、発信手段が、前回の識別子の発信から所定時間内に再度識別
子の送信要求があった場合に前回発信した識別子と同じ識別子を発信するために、識別子
読取装置側における読取り制度の信頼性の向上等のために複数回連続して識別子の発信要
求を送信して連続して複数回識別子を読取る方式が採用されたとしても、同じ識別子が発
信されるために、連続して複数回読取られた識別子が異なることによる不都合を極力防止
することができる。また、可変型の識別子であるかまたは本物の無線識別子発信装置から
発信された固有の識別子であるかをチェックすることを目的として、前述と同様に複数回
連続して識別し発信要求を送信して連続的に識別子を読取ることが行われたとしても、可
変型の識別子であることが見破られてしまう不都合を極力防止することができる。
【０５８６】
　（２７）　前記可変型識別子生成手段は、当該可変型識別子生成手段により識別子を生
成するプライバシー保護用識別子発信装置を所持する人物から発信される識別子が、当該
人物とは異なった人物であってプライバシー保護用識別子発信装置を所持している他人か
ら発信される識別子と一致するように調整された識別子を生成可能（図１２のＲが０～３
９の領域に属する列のＲＦＩＤを生成可能、または図２７や図５６や図５７や図６３のＲ
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ＦＩＤ交換処理で互いに交換した偽ＲＦＩＤを生成可能）にすることを特徴とする、（２
４）～（２６）のいずれかに記載のプログラム。
【０５８７】
　このような構成によれば、異なった人物から発信された識別子でありながら互いに一致
する識別子が発信される現象（異人物同一識別子発信現象）を生じさせることができる。
このような異人物同一識別子発信現象を生じさせることのできるプライバシー保護用識別
子発信装置が個人ユーザの間に普及すれば、或る地点で読取った識別子と他の地点で読取
った識別子とが一致することにより同一人物であると判定して当該同一人物の個人情報を
不当に収集して悪用しようとする悪意のプライバシー侵害者にとってみれば、同一の識別
子を受信すればその同一識別子の発信元は同一人物であるという判定の信頼性が持てなく
なる。よって、同一人物であるとの判定に基づいたプライバシー侵害行為を前提から覆す
ことができ、個人ユーザのプライバシーを有効に保護することが可能となる。
【０５８８】
　しかも、大多数の個人ユーザが購入済み商品に付されている無線識別子発信装置から固
有の識別子を発信する状態にしたままそれを所持して屋外等を歩いたとしても、一部のユ
ーザの間でこの調整された識別子を発信できるプライバシー保護用識別子発信装置が普及
することにより、同一人物の所持品に付された無線識別子発信装置から発信された同一の
識別子が悪意のプライバシー侵害者側に複数箇所で読取られたとしても、それが同一人物
であるとの信頼性を低下させることができるという撹乱効果を期待でき、このプライバシ
ー保護用識別子発信装置を所持していない個人ユーザのプライバシーをも極力保護するこ
とが可能となる。
【０５８９】
　（２８）　前記可変型識別子生成手段は、識別子を記憶する識別子記憶手段（図２７、
図５６、図５７、図６３のＳＥ９、ＳＥ１０とＥＥＰＲＯＭ１９４等）を含み、
　前記他のプライバシー保護用識別子発信装置と交信して（図２７の直接電波交信、図５
６の通話交信、図５７の電子メール交信等）、前記識別子記憶手段に記憶している前記識
別子を前記他のプライバシー保護用識別子発信装置に送信させるとともに（図２７、図６
３のＳＥ６、ＳＥ８、または図５６のＳＳ８、ＳＥ９、ＳＥ１０、または図５７のＳＥ６
、ＳＴ３等）当該他のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を受
信して前記識別子記憶手段に記憶させて（図２７、図６３のＳＥ７～ＳＥ１０、または図
５６のＳＥ７、ＳＳ８、または図５７のＳＴ８、ＳＥ９、ＳＥ１０等）、前記他人と同一
の識別子を共有し、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に（図２９のＳＧ３によ
りＹＥＳの判断があった場合に）、前記識別子記憶手段に記憶している前記共有の識別子
を読出すことにより、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子
を生成する（図２９のＳＧ９等）ことを特徴とする、（２７）に記載のプログラム。
【０５９０】
　このような構成によれば、プライバシー保護用識別子発信装置同士で交信して、互いに
記憶している識別子同士を送受信して互いの識別子を交換する。そして、識別子の送信要
求があった場合には、前述した交換後の識別子が前述の他人から発信される識別子と一致
するように調整された識別子として生成されて発信される。その結果、互いに交信して識
別しを交換するという比較的確実な方法で識別子を共有化して前述の異人物同一識別子発
信現象を生じさせることができる。
【０５９１】
　（２９）　既に交信して前記識別子を送受信して交換した他人のプライバシー保護用識
別子発信装置と所定期間内（たとえば１日以内）に再度前記識別子の交換を行なうことを
禁止する禁止手段（図２７図、図５６、図５７、図６３のＳＥ３等）として機能させるこ
とを特徴とする、（２７）または（２８）に記載のプログラム。
【０５９２】
　このような構成によれば、既に交信して識別子の交換を行なった他のプライバシー保護
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用識別子発信装置と所定期間内に再度識別子の交換を行なうことを防止でき、既に識別子
交換済みの相手と所定期間内に再度識別子の交換を行なうという無駄を防止することがで
きる。
【０５９３】
　（３０）　電話（ブラウザフォン３０による通話）で交信した他のプライバシー保護用
識別子発信装置と互いの識別子を交換し（図５６のＲＦＩＤ交換処理等）、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している交換後の識別子を読出すことにより、前記他人から発信される識別子と一
致するように調整された識別子を生成する（図２９のＳＧ９）ことを特徴とする、（２７
）～（２９）のいずれかに記載のプログラム。
【０５９４】
　このような構成によれば、交信手段が電話機能を有しており、電話で交信した他のプラ
イバシー保護用識別子発信装置と互いの識別子の交換を行なうために、比較的確実な方法
で識別子を共有化して前述の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【０５９５】
　（３１）　電子メール（ブラウザフォン３０によるＥメール）の送信とともに前記識別
子記憶手段に記憶している識別子を他のプライバシー保護用識別子発信装置に送信し（図
５７のＳＥ５、ＳＥ６、ＳＴ３等）、電子メールの受信とともに他のプライバシー保護用
識別子発信装置から送信されてきた識別子を受信して前記識別子記憶手段に記憶させ（図
５７のＳＴ８、ＳＥ９、ＳＥ１０等）、
　前記可変型識別子生成手段は、識別子の送信要求があった場合に、前記識別子記憶手段
に記憶している他のプライバシー保護用識別子発信装置から送信されてきた識別子を読出
すことにより、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子を生成
する（図２９のＳＧ９）ことを特徴とする、（２７）～（３０）のいずれかに記載のプラ
イバシー保護用識別子発信装置。
【０５９６】
　このような構成によれば、交信手段が電子メール機能を有しており、電子メールの送信
とともに識別子記憶手段に記憶している識別子を他のプライバシー保護用識別子発信装置
に送信し、電子メールの受信とともに他のプライバシー保護用識別子発信装置から送信さ
れてきた識別子を受信して識別子記憶手段に記憶させることにより互いの識別子の交換を
行なうために、比較的確実な方法で識別子を共有化して前述の異人物同一識別子発信現象
を生じさせることができる。
【０５９７】
　（３２）　前記発信手段は、他のプライバシー保護用識別子発信装置（図１２（ａ）の
テーブルを記憶しているＲＦＩＤタグ１ａ等）から１度に発信される所定個数たとえば１
個）の識別子よりも多い複数の識別子を１度に発信させることが可能であり図１２（ｂ）
（ｃ）の４個のＲＦＩＤ１～４、図１１のＡＳ４、ＡＳ５等）、
　前記可変型識別子生成手段は、前記複数の識別子のうちの前記所定個数を除く他の識別
子を、前記他人から発信される識別子と一致するように調整された識別子として生成させ
る（図１２（ａ）（ｃ）のＲＦＩＤ２～４を共通の偽ＲＦＩＤとして生成する）ことを特
徴とする、（２４）～（３１）のいずれかに記載のプログラム。
【０５９８】
　このような構成によれば、或る個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信
装置から予め定められた所定個数の識別子が１度に発信される一方、前記或る個人ユーザ
とは異なる他の個人ユーザに提供されたプライバシー保護用識別子発信装置から前記所定
個数よりも多い複数の識別子が一度に発信され、その複数の識別子の内の前記所定個数を
除く他の識別子が前記共通の識別子として生成されて発信される。その結果、個人ユーザ
に所持された購入済物品から他人が固有の識別子を読取ることのできる状態になっていた
としても、前述の異人物同一識別子発信現象を生じさせることができる。
【０５９９】
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　つまり、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から固有の識別
子が発信される状態になっている個人ユーザが識別子を発信するプライバシー保護用識別
子発信装置を所持した場合には、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置とプ
ライバシー保護用識別子発信装置との両方から識別子が発信されることとなり、１度に複
数の識別子が発信される状態となる。そして、その複数の識別子中の一部が可変型であり
他の一部が変化しない固定型となる。つまり、複数箇所で識別子が読取られた時にはそれ
ぞれに読取られた複数の識別子中の所定個数のもののみが可変型の異なった識別子となり
その他のものは携帯品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固有識別
子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。その結
果、この複数識別子中所定個数可変型現象が生じれば同一人物であることが見破られてし
まう不都合が生じる。
【０６００】
　そこで本発明では、たとえば、購入済の所持品に付されている無線識別子発信装置から
固有の識別子が発信される状態になっている個人ユーザに前記所定個数の識別子を一度に
発信する少数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を提供し、購入済の
所持品から固有の識別子が他人に読取られない状態になっている個人ユーザに対し前記所
定個数よりも多い複数の識別子を一度に発信する多数識別子発信タイプのプライバシー保
護用識別子発信装置を提供する。その結果、前者の個人ユーザからは、所定個数の識別子
と購入済所持品の無線識別子発信装置から発信される固有の識別子とが同時に発信される
一方、後者の個人ユーザからは、前者の個人ユーザが発信される識別子よりも多い識別子
が一度に発信され、その多い識別子の内前者の個人ユーザから発信される識別子の個数（
所定個数）を除く他の識別子が前述の共通の識別子として生成されて発信されることとな
る。これにより、前者の個人ユーザの場合には、複数箇所で識別子が読取られた時にはそ
れぞれに読取られた複数の識別子中の前記所定個数のもののみが可変型の異なった識別子
となりその他のものは所持品に付されている無線識別子発信装置から発信された本物の固
有識別子となり同一の識別子となる現象（複数識別子中所定個数可変型現象）が生ずる。
一方、多数識別子発信タイプのプライバシー保護用識別子発信装置を所持する後者のユー
ザ同士の間では、複数発信された識別子の内前記所定個数を除く他の識別子が前述の共通
の識別子として生成されて発信可能であるために、やはり複数識別子中所定個数可変型現
象が生ずる。しかもこの現象は、異なった人物の間で生ずる。
【０６０１】
　以上より、前述の複数識別子中所定個数可変型現象が生じたとしてもそれが必ずしも同
一人物で生ずるとは限らず、異なった人物の間でも生ずる現象となり、悪意のプライバシ
ー侵害者による複数識別子中所定個数可変型現象に基づく同一人物であるとの推測の信頼
性を低下させることができる。
【０６０２】
　（３３）　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品（たとえば、腕時計
、眼鏡、衣服等）に付されている無線識別子発信装置（ＲＦＩＤタグ等）の固有の識別子
（ＲＦＩＤ等）を、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子ガード状態に
する識別子ガード手段（図１５のＳＢ１、ＳＢ３～ＳＢ７等）と、
　識別子ガード状態となっている前記無線識別子発信装置の識別子を、個人ユーザの意思
に従って読取ることができるようにする読取り手段（図１５のＳＢ２、ＳＢ８、ＳＢ９～
ＳＢ１３）と、
　して機能させるプログラムをさらに含むことを特徴とする、（２４）～（３２）のいず
れかに記載のプログラム。
【０６０３】
　このような構成によれば、購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品に付
されている無線識別子発信装置の固有の識別子を、当該個人ユーザの意思に従って他人が
読取れない識別子ガード状態にすることができ、購入済みの物品に付されている無線識別
子発信装置の固有の識別子を他人により読取られてそれに基づくプライバシーの侵害が発
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生する不都合を極力防止することができる。しかも識別子ガード状態となっている無線識
別子発信装置の識別子を 個人ユーザの意思に従って読取ることができるようにするため
に、購入済みの物品に付されている無線識別子発信装置の固有の識別子を利用したサービ
スを個人ユーザが受けたいと思う必要なときに読取ってサービスを享受することが可能と
なる。
【０６０４】
　（３４）　前記識別子ガード手段は、本人認証のための固有識別情報（たとえばパスワ
ード）を発信して前記無線識別子発信装置に認証させて本人確認ができない限り識別子を
発信しない識別子発信停止状態に切換え（図１５のＳＢ３～ＳＢ８等）、
　前記読取り手段は、前記固有識別情報を発信して前記無線識別子発信装置に本人認証を
行なわせた上で識別子を発信可能状態にさせる（図１５のＳＢ８、ＳＢ９～ＳＢ１３等）
ことを特徴とする、（３３）に記載のプログラム。
【０６０５】
　このような構成によれば、識別子ガード手段により、本人認証のための固有識別情報を
発信して前記無線識別子発信装置に認証させて本人確認ができない限り識別子を発信しな
い識別子発信停止状態に切換え、読取り手段により、固有識別情報を発信して無線識別子
発信装置に本人認証を行なわせた上で識別子を発信可能状態にするために、確実に無線識
別子発信装置の識別子をガードした状態にできるとともに、本人認証が行われた本人のみ
が無線識別子発信装置を識別子発信可能状態にすることができ、セキュリティを向上させ
ることができる。
【０６０６】
[構成と実施形態との対応関係]
　次に、本発明の構成と実施の形態との対応関係を、本発明の構成中に実施の形態の開示
内容を括弧書き挿入して示す。
【０６０７】
　（１）　個人ユーザに関する固有の識別子（たとえば、ＲＦＩＤ）が読取られて該固有
の識別子に基づいて行われるプライバシーの侵害を監視するためのプライバシー保護方法
であって、
　購入されることにより個人ユーザの所持品となった物品（たとえば、眼鏡、衣服、腕時
計等）に付されている無線識別子発信装置（たとえば、ＲＦＩＤタグ）の固有の識別子を
、当該個人ユーザの意思に従って他人が読取れない識別子ガード状態にする識別子ガード
ステップ（たとえば、図１５のＳＢ１～ＳＢ８）と、
　前記個人ユーザが顧客またはユーザとして所定の業者（たとえば、ＭＴＴ、百貨店２０
６等）に自己のメールアドレスを通知するときに、当該業社用としての新たな通知用メー
ルアドレスであって当該業社を特定する情報を割出すことができる通知用メールアドレス
（たとえば、図６１の#ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊ｃ）を生成して当該業社に通知する
ための処理を行うメールアドレス通知処理ステップ（たとえば、図５９のＳＵ１～ＳＵ７
、Ｓ１０００～Ｓ１００３）と、
　前記メールアドレス通知処理ステップにより前記通知用メールアドレスを通知した通知
業者に対応した通知業者用識別子を生成する通知業者用識別子生成ステップ（たとえば、
図３５のＳ２７３～Ｓ２７９）と、
　識別子の送信要求に応じて、前記通知業者に対し識別子を発信する場合には、前記通知
業者用識別子生成ステップにより生成された毎回同じ前記通知業社用識別子を発信し、か
つ、前記通知業者以外の者に対し識別子を発信する場合であっても、前記通知業者用識別
子を発信する旨の個人ユーザの操作があった場合には、前記通知業者用識別子を発信する
発信ステップ（たとえば、図２８のＳＦ７ａ、ＳＦ７ｂ、図２９のＳＧ４、ＳＧ１０～Ｓ
Ｇ１３）と、
　送信元から送信された電子メールを指定されたメールアドレスに従って送信先に送信す
るための電子メール送信ステップ（たとえば、図２０のＳ５１４～Ｓ５２１または図６０
のＳＶ２、ＳＶ５～ＳＶ１６）と、
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　該電子メール送信ステップにより送信される電子メールの送信先のメールアドレスが、
前記メールアドレス通知処理ステップにより通知した前記通知用メールアドレスである場
合に、当該通知用メールアドレスに対応する前記通知業社を特定する情報を割出し、該割
出された通知業社を特定する情報と当該電子メールの送信元の情報とが一致するか否か監
視する監視ステップ（たとえば、図６０のＳＶ５～ＳＶ１２）とを含むことを特徴とする
、プライバシー保護方法。
【０６０８】
　（２）　個人ユーザに関する固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行わ
れるプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護システムであって、
　前記個人ユーザが顧客またはユーザとして所定の業者（たとえば、ＭＴＴ、百貨店２０
６等）に自己のメールアドレスを通知するときに、当該業社用としての新たな通知用メー
ルアドレスであって当該業社を特定する情報を割出すことができる通知用メールアドレス
（たとえば、図６１の#ｅ９¥８２%３１＆０α３ｔ＊ｃ）を生成して当該業社に通知する
ための処理を行うメールアドレス通知処理手段（たとえば、図５９のＳＵ１～ＳＵ７、Ｓ
１０００～Ｓ１００３）と、
　前記メールアドレス通知処理手段により前記通知用メールアドレスを通知した通知業者
に対応した通知業者用識別子を生成する通知業者用識別子生成手段（たとえば、図３５の
Ｓ２７３～Ｓ２７９）と、
　識別子の送信要求に応じて、前記通知業者に対し識別子を発信する場合には、前記通知
業者用識別子生成手段により生成された毎回同じ前記通知業社用識別子を発信し、かつ、
前記通知業者以外の者に対し識別子を発信する場合であっても、前記通知業者用識別子を
発信する旨の個人ユーザの操作があった場合には、前記通知業者用識別子を発信する発信
手段（たとえば、図２８のＳＦ７ａ、ＳＦ７ｂ、図２９のＳＧ４、ＳＧ１０～ＳＧ１３）
と、
　送信元から送信された電子メールの送信先のメールアドレスが、前記メールアドレス通
知処理手段により通知した前記通知用メールアドレスである場合に、当該通知用メールア
ドレスに対応する前記通知業社を特定する情報を割出し、該割出された通知業社を特定す
る情報と当該電子メールの送信元の情報とが一致するか否か監視する監視手段（たとえば
、図６０のＳＶ５～ＳＶ１２）とを含むことを特徴とする、プライバシー保護システム。
【０６０９】
　（３）　前記メールアドレス通知処理手段は、メールアドレスを通知する通知業社を特
定するための通知業社特定情報を含むデータを暗号化して前記通知用メールアドレスを生
成する暗号化生成手段（たとえば、図５９のＳ１００１、Ｓ１００２）を含み、
　前記監視手段は、
　送信元から送信された電子メールの通知用メールアドレスを復号する復号手段（たとえ
ば、図６０のＳＶ５～ＳＶ７）と、
　該復号手段により復号されたデータ中に含まれている前記通知業社特定情報と当該電子
メールの送信元の情報とが一致するか否かを判定する判定手段（たとえば、図６０のＳＶ
８～ＳＶ１２）とを含むことを特徴する、請求項２に記載のプライバシー保護システム。
【０６１０】
　（４）　前記通知業者は、商品を販売する販売店（たとえば、百貨店２０６）であり、
　前記メールアドレス通知処理手段は、前記販売店においてポイントカードの発行に伴う
ユーザ登録の際に当該販売店に対応する通知用メールアドレスを生成して通知する処理を
行い（たとえば、図３２のＳＪ１～ＳＪ９）、
　前記発信手段は、前記販売店において購入する商品に付されている無線識別子発信装置
から発信される固有の識別子を利用して割出される当該商品の販売価格に従って自動決済
を行う際に（たとえば、）、前記無線識別子発信装置の前記固有の識別子を読取るための
識別子送信要求があった場合に（たとえば、図３１の自動決済処理による自動決済時に）
、前記販売店に対応する前記通知業者用識別子を発信する（たとえば、図３１のＳＨ２に
より受信した販売業者の店名信号に応じて図２９のＳＧ１０→ＳＧ１１→ＳＧ１２と進み
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、受信した業社に対応するトラップ型ＲＦＩＤを発信する）ことを特徴とする、請求項２
または請求項３に記載のプライバシー保護システム。
【０６１１】
　（５）　個人ユーザに関する固有の識別子が読取られて該固有の識別子に基づいて行わ
れるプライバシーの侵害を防止するためのプライバシー保護用識別子発信装置であって、
　前記個人ユーザが顧客またはユーザとなった所定の業者のために新たな通知用メールア
ドレスを生成して当該業社に通知した通知業者に対応した通知業者用識別子を生成する通
知業者用識別子生成手段（たとえば、図３５のＳ２７３～Ｓ２７９）と、
　識別子の送信要求に応じて、前記通知業者に対し識別子を発信する場合には、前記通知
業者用識別子生成手段により生成された毎回同じ前記通知業社用識別子を発信し、かつ、
前記通知業者以外の者に対し識別子を発信する場合であっても、前記通知業者用識別子を
発信する旨の個人ユーザの操作があった場合には、前記通知業者用識別子を発信する発信
手段（たとえば、図２８のＳＦ７ａ、ＳＦ７ｂ、図２９のＳＧ４、ＳＧ１０～ＳＧ１３）
とを含むことを特徴とする、プライバシー保護用識別子発信装置。
【０６１２】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０６１３】
【図１】プライバシー保護システムの全体構成を示す概略システム図である。
【図２】金融機関に設置されたデータベースに記憶されている各種データを示す説明図で
ある。
【図３】金融機関に設置されたデータベースに記憶されている各種データを示す説明図で
ある。
【図４】金融機関に設置されているデータベースに記憶されている各種データを示す説明
図である。
【図５】ＸＭＬストアのデータベースに記憶されている各種データを示す説明図である。
【図６】コンビニエンスストアに設置されているデータベースに記憶されている各種情報
を説明するための説明図である。
【図７】ユーザ端末の一例としてのブラウザフォンを示す正面図である。
【図８】ユーザ端末の一例としてのブラウザフォンを示す正面図である。
【図９】ＶＰ用ＩＣ端末のトラップ型ＲＦＩＤ記憶領域に記憶されているトラップ型ＲＦ
ＩＤデータの内訳を示す図である。
【図１０】セキュリティ用のＲＦＩＤタグおよびその回路ブロック図である。
【図１１】セキュリティ用のＲＦＩＤタグの制御プログラムを示すフローチャートである
。
【図１２】セキュリティ用のＲＦＩＤタグに記憶されているテーブルである。
【図１３】セキュリティ用のＲＦＩＤタグの地域を指定しての販売の方法を説明する説明
図である。
【図１４】ブラウザフォンの制御プログラムを示すフローチャートである。
【図１５】ＲＦＩＤタグ切換え処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであ
る。
【図１６】購入商品に付されているＲＦＩＤタグの制御プログラムを示すフロータートで
ある。
【図１７】ＶＰ管理サーバの処理動作を示すフローチャートである。
【図１８】（ａ）はＶＰ管理サーバの処理動作を示すフローチャートであり、（ｂ）は個
人情報の登録処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートである。
【図１９】トラップ情報の登録処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであ
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る。
【図２０】メール転送，流通チェックのサブルーチンプログラムを示すフローチャートで
ある。
【図２１】認証用サーバの処理動作を示すフローチャートである。
【図２２】決済サーバの処理動作を示すフローチャートである。
【図２３】決済サーバの処理動作を示すフローチャートである。
【図２４】（ａ）は決済処理のサブルーチンの一部、（ｂ）は正当機関証明処理のサブル
ーチンプログラムを示すフローチャートである。
【図２５】クレジットカード発行会社からの問合せ処理のサブルーチンプログラムを示す
フローチャートである。
【図２６】ブラウザフォンの偽モード処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャー
トである。
【図２７】ブラウザフォンのＲＦＩＤ交換処理のサブルーチンプログラムを示すフローチ
ャートである。
【図２８】ブラウザフォンのトラップモード処理のサブルーチンプログラムを示すフロー
チャートである。
【図２９】ブラウザフォンのＲＦＩＤ発信処理のサブルーチンプログラムを示すフローチ
ャートである。
【図３０】ＲＦＩＤタグを利用した百貨店での自動決済の説明図である。
【図３１】ブラウザフォンの自動決済処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャー
トである。
【図３２】（ａ）はブラウザフォンのポイントカード加算処理のサブルーチンプログラム
を示すフローチャートであり、（ｂ）はブラウザフォンのポイントカード登録処理のサブ
ルーチンプログラムを示すフローチャートである。
【図３３】販売業者決済サーバの制御用プログラムを示すフローチャートである。
【図３４】ＶＰ用ＩＣ端末の処理動作を示すフローチャートである。
【図３５】（ａ）は暗証番号チェック処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャー
トであり、（ｂ）はトラップ型ＲＦＩＤ処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャ
ートであり、（ｃ）は本人証明処理（ＶＰ用）のサブルーチンプログラムを示すフローチ
ャートである。
【図３６】（ａ）はデータ入力処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであ
り、（ｂ）はユーザエージェント動作処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャー
トであり、（ｃ）はリロード金額の使用処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャ
ートであり、（ｄ）はＶＰ署名処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであ
る。
【図３７】トラップ型ＶＰ処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートである。
【図３８】コンビニサーバの処理動作を示すフローチャートである。
【図３９】コンビニサーバの処理動作を示すフローチャートであり、（ａ）は暗証番号チ
ェック処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであり、（ｂ）は本人チェッ
ク処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであり、（ｃ）は決済処理のサブ
ルーチンプログラムを示すフローチャートである。
【図４０】（ａ）は、ＶＰ用ＩＣ端末に記憶されているトラップ情報であり、（ｂ）は、
トラップ型ＶＰ処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであり、（ｃ）は、
ＶＰ用ＩＣ端末の制御動作を示すフローチャートである。
【図４１】商品情報提供サービスシステムの全体概略を示す構成図である。
【図４２】商品情報サービス業者のＷｅｂデータベースに記憶されている商品ホームペー
ジを示す説明図である。
【図４３】商品情報サービス業者のＷｅｂサーバの制御用プログラムを示すフローチャー
トの一部である。
【図４４】商品情報サービス業者のＷｅｂサーバの制御用プログラムを示すフローチャー



(108) JP 4597867 B2 2010.12.15

10

20

30

40

トの一部である。
【図４５】ブラウザフォンの商品検索・購入処理のサブルーチンプログラムを示すフロー
チャートの一部である。
【図４６】ブラウザフォンの商品検索・購入処理のサブルーチンプログラムを示すフロー
チャートの一部である。
【図４７】生産者のＷｅｂサーバの制御用プログラムを示すフローチャートである。
【図４８】住所，氏名，Ｅメールアドレスの送信処理のサブルーチンプログラムを示すフ
ローチャートである。
【図４９】ＶＰ出生依頼処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートである。
【図５０】（ａ）は正当機関チェック処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャー
トであり、（ｂ）は電子証明書発行要求処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャ
ートである。
【図５１】（ａ）はＶＰ用入力処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであ
り、（ｂ）はＲＰ用入力処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートである。
【図５２】ＳＥＴによる決済処理の概要を説明するための説明図である。
【図５３】ＶＰ用決済処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートである。
【図５４】（ａ）は本人証明処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートであり
、（ｂ）はＶＰ用決済処理のサブルーチンプログラムの一部を示すフローチャートである
。
【図５５】ＶＰ用決済処理のサブルーチンプログラムの一部を示すフローチャートである
。
【図５６】別実施の形態におけるブラウザフォンのＲＦＩＤ交換処理のサブルーチンプロ
グラムを示すフローチャートである。
【図５７】別実施の形態におけるブラウザフォンのＲＦＩＤ交換処理のサブルーチンプロ
グラムを示すフローチャートである。
【図５８】メールサーバのデータベースに記憶されているデータを説明するための説明図
である。
【図５９】（ａ）は、ブラウザフォンによるＥメールアドレス通知処理のサブルーチンプ
ログラムを示すフローチャートであるり、（ｂ）は、ＩＣ端末によるＥメールアドレス生
成処理のサブルーチンプログラムを示すフローチャートである。
【図６０】メールサーバの制御処理を示すフローチャートである。
【図６１】図５９、図６０に示した制御内容を分かり易く説明するための説明図である。
【図６２】図２６の別実施の形態を示し、ブラウザフォンの偽モード処理のサブルーチン
プログラムを示すフローチャートである。
【図６３】図２７の別実施の形態を示し、ブラウザフォンのＲＦＩＤ交換処理のサブルー
チンプログラムを示すフローチャートである。
【図６４】別実施の形態の説明図である。
【符号の説明】
【０６１４】
　３０　ブラウザフォン、７　金融機関、５０　ＸＭＬストア、１２ａ　データベース、
２　コンビニエンスストア、１９Ｖ　ＶＰ用ＩＣ端末、２６　ＥＥＰＲＯＭ、１９４　Ｅ
ＥＰＲＯＭ、１　形態装置、１ａ　セキュリティ用のＲＦＩＤタグ、１１０　コンデンサ
、２０６　決済用の通過ゲート、８０　メールサーバ、８２　業社側端末、８５　Ｅメー
ル。
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