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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロコンピュータと、
　接触バンクと前記マイクロコンピュータとの間の接触データの伝送のための接触インタ
ーフェースと、
　少なくとも一つのアンテナと前記マイクロコンピュータとの間の非接触データの伝送の
ための非接触インターフェースと、
　前記接触インターフェースから前記接触バンクの接触端子からの電源電圧又は前記非接
触インターフェースが生成した非接触端子からの電源電圧のいずれかを選択する電源電圧
選択器と、を含み、
　前記マイクロコンピュータは、
　データレジスタと、
　データプロセッサと、
　命令シーケンスが貯蔵されたメモリ装置とを含み、
　前記データレジスタは、
　前記接触インターフェースが前記接触データを受信した場合に、前記接触データを前記
接触インターフェースから受信して貯蔵し、
　前記非接触インターフェースが前記非接触データを受信した場合に、前記非接触データ
を前記非接触インターフェースから受信して貯蔵し、
　前記データプロセッサによる前記命令シーケンスの実行により、前記データプロセッサ
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は、
　前記データレジスタに貯蔵された前記接触データの処理直前又は処理中又は処理直後に
前記非接触データの受信を検出したとき前記接触データの処理を中断し、新たに受信した
前記非接触データを処理し、該処理の後に前記データレジスタに貯蔵されている前記接触
データの処理を再開し、
　前記データレジスタに貯蔵された前記非接触データの処理直前又は処理中又は処理直後
に前記接触データの受信を検出したとき前記非接触データの処理を中断し、新たに受信し
た前記接触データを処理し、該処理の後に前記データレジスタに貯蔵されている前記非接
触データの処理を再開し、
　前記電源電圧選択器は、
　前記マイクロコンピュータが前記非接触インターフェースから前記非接触データを受信
して処理している間でも、前記接触端子からの電源電圧が利用できるたびに前記マイクロ
コンピュータに提供されるように、前記接触インターフェースから前記接触端子からの電
源電圧を選択し、前記非接触インターフェースが生成した非接触端子からの電源電圧を前
記マイクロコンピュータから分離することを特徴とするチップカード。
【請求項２】
　前記データレジスタは第１レジスタと第２レジスタとからなり、
　前記第１データレジスタは、前記命令シーケンスの実行により、最初に受信した前記接
触データ又は前記非接触データを貯蔵し、
　前記第２データレジスタは、前記命令シーケンスの実行により、新たに受信した前記非
接触データ又は前記接触データを貯蔵することを特徴とする請求項１に記載のチップカー
ド。
【請求項３】
　前記電源電圧選択器は、前記非接触端子からの電源電圧が利用でき、前記接触端子から
の電源電圧が利用可能ではない時、前記マイクロコンピュータに提供されるように前記非
接触端子からの電源電圧を選択することを特徴とする請求項１に記載のチップカード。
【請求項４】
　前記電源電圧選択器は、
　前記接触端子からの電源電圧が利用できるたびに、前記マイクロコンピュータと前記接
触端子からの電源電圧が連結されるようにターンオンする第１スイッチと、
　前記非接触端子からの電源電圧が利用でき、前記接触端子からの電源電圧が利用可能で
はない時、前記マイクロコンピュータと前記非接触端子からの電源電圧が連結されるよう
にターンオンする第２スイッチとを含み、
　前記マイクロコンピュータが前記非接触インターフェースから前記非接触データを受信
して処理している間でも、前記第１スイッチは前記利用可能な接触端子からの電源電圧を
前記マイクロコンピュータに連結するためにターンオンされるよう構成され、前記第２ス
イッチはターンオフされるよう構成されることを特徴とする請求項１に記載のチップカー
ド。
【請求項５】
　前記第１及び第２スイッチの各々は電界効果トランジスタからなることを特徴とする請
求項４に記載のチップカード。
【請求項６】
　前記データプロセッサによる前記命令シーケンスの実行により、前記データプロセッサ
は、さらに前記接触データ又は前記非接触データの他方の受信をインタラプトまたはポー
リングによって検出することを特徴とする請求項１に記載のチップカード。
【請求項７】
　チップカードと第１端末機との間の接触データの伝送のための接触バンクと、
　前記チップカードと第２端末機との間の非接触データの伝送のための少なくとも一つの
アンテナと、
　データレジスタと、
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　前記接触バンクの接触端子からの電源電圧又は前記アンテナの信号から得た非接触端子
からの電源電圧のいずれかを選択する電源電圧選択器と、を備え、
　前記データレジスタは、
　前記チップカードが前記接触バンクから前記接触データを受信した場合に、前記接触デ
ータを受信して貯蔵し、
　前記チップカードが前記アンテナから前記非接触データを受信した場合に、前記非接触
データを受信して貯蔵し、
　前記データレジスタに貯蔵された前記接触データの処理直前又は処理中又は処理直後に
前記非接触データの受信を検出したとき前記接触データの処理を中断し、新たに受信した
前記非接触データを処理し、前記新たに受信した非接触データを処理した後に前記データ
レジスタに貯蔵されている前記接触データの処理を再開する手段と、
　前記データレジスタに貯蔵された前記非接触データの処理直前又は処理中又は処理直後
に前記接触データの受信を検出したとき前記非接触データの処理を中断し、新たに受信し
た前記接触データを処理し、前記新たに受信した接触データを処理した後に前記データレ
ジスタに貯蔵されている前記非接触データの処理を再開する手段とを含み、
　前記電源電圧選択器は、
　前記チップカードが前記アンテナから前記非接触データを受信して処理している間でも
、前記接触端子からの電源電圧が利用できるたびに、前記チップカードに電源が供給され
るように、前記接触バンクの前記接触端子からの電源電圧を選択し、前記アンテナの信号
から得た非接触端子からの電源電圧を分離することを特徴とするチップカード。
【請求項８】
　前記データレジスタは第１レジスタと第２レジスタとからなり、
　前記第１データレジスタは、最初に受信した前記接触データ又は前記非接触データを貯
蔵し、
　前記第２データレジスタは、新たに受信した前記非接触データ又は前記接触データを貯
蔵することを特徴とする請求項７に記載のチップカード。
【請求項９】
　前記非接触端子からの電源電圧が利用でき、前記接触端子からの電源電圧が利用できな
い時、前記チップカードに電源が供給されるように前記非接触端子からの電源電圧を選択
する手段をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載のチップカード。
【請求項１０】
　前記接触データ又は非接触データの一方のみを選択的に処理する手段をさらに含むこと
を特徴とする請求項７に記載のチップカード。
【請求項１１】
　前記接触データ又は非接触データの他方の受信をインタラプト又はポーリングによって
検出する手段をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載のチップカード。
【請求項１２】
　チップカード上のデータを処理する方法において、
　前記チップカード上の接触バンクとマイクロコンピュータとの間の伝送のための接触デ
ータを得て、データレジスタに貯蔵する段階と、
　前記チップカード上の少なくとも一つのアンテナと前記マイクロコンピュータとの間の
伝送のための非接触データを得て、前記データレジスタに貯蔵する段階と、
　前記接触バンクの接触端子からの電源電圧又は前記アンテナで受信した非接触端子から
の電源電圧のいずれかを選択する段階と、
　前記データレジスタに貯蔵された前記接触データの処理直前又は処理中又は処理直後に
前記非接触データの受信を検出したとき貯蔵されている前記接触データの処理を中断し、
新たに受信した前記非接触データを処理し、該処理の後に前記データレジスタに貯蔵され
ている前記接触データの処理を再開する段階と、
　前記データレジスタに貯蔵された前記非接触データの処理直前又は処理中又は処理直後
に前記接触データの受信を検出したとき貯蔵されている前記非接触データの処理を中断し
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、新たに受信した前記接触データを処理し、該処理の後に前記データレジスタに貯蔵され
ている前記非接触データの処理を再開する段階と、を含み、
　前記接触バンクの接触端子からの電源電圧又は前記アンテナで受信した非接触端子から
の電源電圧のいずれかを選択する段階は、
　前記チップカードが前記アンテナから非接触データを受信して処理している間でも、前
記接触端子からの電源電圧が利用できるたびに、前記マイクロコンピュータに提供される
ように前記接触バンクから前記接触端子からの電源電圧を選択し、前記アンテナで受信し
た非接触端子からの電源電圧を前記マイクロコンピュータから分離することを特徴とする
データ処理方法。
【請求項１３】
　前記データレジスタは第１レジスタと第２レジスタとからなり、
　前記第１データレジスタは、最初に受信した前記接触データ又は前記非接触データを貯
蔵し、
　前記第２データレジスタは、新たに受信した前記非接触データ又は前記非接触データ貯
蔵することを特徴とする請求項１２に記載のデータ処理方法。
【請求項１４】
　前記非接触端子からの電源電圧が利用でき、前記接触端子からの電源電圧が利用できな
い時、前記マイクロコンピュータに提供されるように前記非接触端子からの電源電圧を選
択することをさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載のデータ処理方法。
【請求項１５】
　前記接触データ又は非接触データの他方の受信をインタラプト又はポーリングによって
検出することをさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載のデータ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は一般的にチップカード(例えば“スマートカード”)に係わるものであって、さら
に具体的には、接触インターフェース、非接触インターフェース、および同時に接触方式
及び非接触方式動作に適するマイクロコンピュータを有するチップカードに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　チップカードまたは(一般的に、“スマートカード”とも呼ばれる)ＩＣ(集積回路)カー
ドは現在、認証、銀行業務、およびペイメントなどに一般的に多用されている。図１は従
来の技術による接触方式のチップカード１０２を示す。このようなチップカード１０２に
おいては、接触バンク１０４とＩＣ(集積回路)チップ１０６が一般的に、この分野の通常
的技術のうちの一つで知られたＩＳＯ標準によるクレジットカードと類似の型の基板１０
８上に形成される。接触バンク１０４は接触基盤端末機から供給電圧、クロック信号、ま
たはデータのような各々各自の信号を受けられる多数個の接点１１０を有する。接触基盤
端末機と連結された後、ＩＣチップ１０６は接触バンク１０４から受けたこのような信号
に応答してデータを処理する。
【０００３】
　図２は従来の技術による非接触方式のチップカード１１２を示す。このようなチップカ
ード１１２においては、少なくとも一つのアンテナコイル（図２の例示された第１アンテ
ナコイル１１４と第２アンテナコイル１１６）とＩＣチップ１１８が一般的にこの分野の
通常的技術のうちの一つで知られたＩＳＯ標準によるクレジットカードと類似の型の基板
１２０上に形成される。アンテナコイル１１４と１１６は供給電圧、クロック信号、およ
びデータのような信号の伝送のための非接触基盤端末機上のアンテナに、通信を通じて誘
導的に連結される。ＩＣチップ１１８は少なくとも一つのアンテナコイル１１４と１１６
によって受けたこのような信号に応答してデータを処理する。
【０００４】
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　図１に示した接触方式チップカード１０２の短所は、接触バンク１０４の接点が不注意
に取り扱われ、または端末機との頻繁な接触によって損傷しやすいということである。図
２に示した非接触方式チップカード１１２の短所は、アンテナコイル１１４と１１６との
誘導結合によりＩＣチップ１１８に提供される供給電圧が、チップカード１２０と非接触
基盤端末機との間のノイズによって不安定になるという点である。
【０００５】
　図３は従来技術によるコンビ方式のチップカード１２２を示す。このようなチップカー
ド１１２においては、ＩＣチップ１３０に追加して、接触バンク１２４と少なくとも一つ
のアンテナコイル(図３に例示された第１アンテナコイル１２６と第２アンテナコイル１
２８)がこの分野の通常的技術のうちの一つで知られたＩＳＯ標準によるクレジットカー
ドと類似の型の基板１３２上に形成される。
【０００６】
　図４は従来の技術によるコンビ方式のチップカード１３０の内部の構成を示す。ＩＣチ
ップ１３０は信号選択装置１３４を含み、信号選択装置１３４は接触バンク１２４から受
けた第１信号と少なくとも一つのアンテナコイル１２６と１２８から受けた第２信号が入
力される。信号選択装置１３４は前記信号のうちの一つを選択し、選択された信号はＩＣ
チップ１３０のマイクロコンピュータ１３６によって処理される。一般的に、マイクロコ
ンピュータ１３６はマイクロコンピュータ１３６によって処理される間データを貯蔵する
ためのデータレジスタ１３８を含む。
【０００７】
　信号選択装置１３４は決められた実行優先順位に従って接触バンク１２４、または少な
くともアンテナコイル１２６と１２８の一つによって受けた第１、または第２信号のうち
の一つを選択する。図５は非接触動作が接触動作より高い優先順位で決められている時の
ＩＣチップ１３０の動作段階の流れ図を示す。この場合、ＩＣチップ１３０がパワーオン
(図５の段階１４０)されると、信号選択装置１３４はＲＦ電圧供給ＲＦ＿ＶＤＤの利用可
能性を点検する(図５の段階１４２)。このようなＲＦ＿ＶＤＤは少なくとも一つのアンテ
ナコイル１２６と１２８から受けたＲＦ信号から得られる。
【０００８】
　もしこのようなＲＦ＿ＶＤＤが利用できれば(図５の段階１４２)、信号選択装置１３４
はマイクロコンピュータ１３６によって処理されるように、アンテナコイル１２６と１２
８から受けた信号を選択する。したがって、マイクロコンピュータ１３６に電源を供給す
るためにＲＦ＿ＶＤＤが選択され(図５の段階１４４)、データレジスタ１３８はリセット
される(図５の段階１４６)。少なくともアンテナコイル１２６と１２８の一つによって受
けたＲＦ信号から得られたＲＦデータＲＦ＿ＩＯはひき続きＩＣチップ１３０のパワーオ
フ(図５の段階１５０)の前にマイクロコンピュータ１３６によって処理される(図５の段
階１４８)。
【０００９】
　図５をさらに参照すれば、もしＲＦ＿ＶＤＤが利用できなければ(図５の段階１４２)、
信号選択装置１３４はマイクロコンピュータ１３６によって処理されるように接触バンク
１２４を媒介として受けられた信号を選択する。したがって、マイクロコンピュータ１３
６に電圧を供給するために接触バンク１２４を媒介として受けられた接触電圧ＣＮＴ_Ｖ
ＤＤが選択され(図５の段階１５２)、データレジスタ１３８はリセットされる(図５の段
階１５４)。それ故、接触バンク１２４を媒介として受けられた接触データＣＮＴ_ＩＯは
ＩＣチップ１３０のパワーオフ(図５の段階１５８)の前にマイクロコンピュータ１３６に
よって処理される(図５の段階１５６)。
【００１０】
　図５はまたＣＮＴ＿ＩＯの処理の前、処理中、または処理の後(図５の段階１５６の周
辺)少なくとも一つのアンテナコイル１２６と１２８からマイクロコンピュータによって
処理されるためのＲＦ信号を受ける時の動作段階を示した(図５の点線でアウットライン
された)。図５で、非接触動作は接触動作より高い優先順位で決められている。したがっ
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て、もしマイクロコンピュータ１３６のインタラプトによって(またはポーリングによっ
て)ＣＮＴ＿ＩＯ(図５の段階１５６の周辺)の処理直前、処理中、または処理直後ＲＦ＿
ＶＤＤが利用可能になれば(図５の段階１６０)、ＣＮＴ＿ＩＯの処理(図５の段階１５６)
は一旦中断され、ＲＦ＿ＩＯを処理することに代えて段階１４４、１４６、１４８および
１５０が実行される。
【００１１】
　データレジスタ１３６は段階１４６でリセットされるので、ＣＮＴ＿ＩＯのリセット前
の処理(図５の段階１５６)の結果は不利に損失される。もしこのようなインタラプト／ポ
ーリングの間に、ＲＦ＿ＶＤＤが利用可能ではなければ(図５の段階１６０)、マイクロコ
ンピュータ１３６はＣＮＴ＿ＩＯ(図５の段階１５６)の処理を続ける。
【００１２】
　これと異なって、図６は接触動作が非接触動作より高い優先順位で決められている時、
ＩＣチップ１３０の動作段階の流れ図を示す。この場合、ＩＣチップ１３０がパワーオン
(図６の段階１６２)であれば、信号選択装置１３４は接触バンク１２４からＣＮＴ＿ＶＤ
Ｄの利用可能性を点検する(図６の段階１６４)。
【００１３】
　もしこのようなＣＮＴ＿ＶＤＤが利用可能であれば、(図６の段階１６４)、信号選択装
置１３４はマイクロコンピュータ１３６によって処理されるように接触バンク１２４によ
って受けた信号を選択する。したがって、ＣＮＴ＿ＶＤＤはマイクロコンピュータ１３６
に電源を供給するために選択され(図６の段階１６６)、データレジスタ１３８はリセット
される(図６の段階１６８)。接触バンク１２４を媒介として受けられた接触データＣＮＴ
＿ＩＯは以後のＩＣチップ１３０のパワーオフ(図６の段階１７２)の前にマイクロコンピ
ュータ１３６によって処理される(図６の段階１７０)。
【００１４】
　図６をさらに参照すれば、もしＣＮＴ＿ＶＤＤが利用可能ではなければ(図６の段階１
６４)、信号選択装置１３４はマイクロコンピュータ１３６によって処理されるように少
なくとも一つのアンテナコイル１２６と１２８を媒介として受けられた信号を選択する。
したがって、ＲＦ＿ＶＤＤはマイクロコンピュータ１３６に電源を提供するために選択さ
れ(図６の段階１７４)、データレジスタ１３８はリセットされる(図６の段階１７６)。ま
た、ＲＦ＿ＩＯはＩＣチップ１３０のパワーオフ(図６の段階１８０)の前にマイクロコン
ピュータ１３６によって処理される(図６の段階１７８)。
【００１５】
　図６はまたＲＦ＿ＩＯの処理の前、処理中、または処理の後(図６の段階１７８の周辺)
接触バンク１２４がマイクロコンピュータによって処理されるための信号を受ける場合の
動作段階を示す。図６で、接触動作は非接触動作より高い優先順位で決められている。し
たがって、もしマイクロコンピュータのインタラプト(またはポーリング)によって(図６
の段階１７８)ＲＦ＿ＩＯの処理直前、処理中、または処理直後(図６の段階１７８の周辺
)ＣＮＴ＿ＶＤＤが利用できれば(図６の段階１８２)、ＲＦ＿ＩＯの処理は一旦中断され
、ＣＮＴ＿ＩＯの処理に代えて段階１６６、１６８、１７０および１７２が実行される。
【００１６】
　データレジスタ１３６は段階１６８でリセットされるので、ＲＦ＿ＩＯのリセット前の
処理(図６の段階１７８)結果は不利に損失される。もしＣＮＴ＿ＶＤＤが利用できなけれ
ば(図６の段階１８２)、このようなインタラプト／ポーリングの間に、マイクロコンピュ
ータ１３６がＲＦ＿ＩＯの処理を続ける(図６の段階１７８)。
【００１７】
　従来の技術による図５、または図６のいずれかによっても、ＣＮＴ＿ＩＯ(接触データ)
、またはＲＦ＿ＩＯ(非接触データ)の処理は一旦中断され、このような処理結果は不利に
損失される。なお、もしＲＦ＿ＩＯとＣＮＴ＿ＩＯが全部同時にチップカード１２２に受
けられれば、マイクロコンピュータは完全に無視し、接触と非接触動作との間に決められ
た優先順位に従ってＲＦ＿ＩＯとＣＮＴ＿ＩＯのうちの一つは処理しない。したがって、
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このように、どのようなデータでもチップカードに有用になるように、チップカードが複
合機能で処理されることが要求される。
【特許文献１】米国第６，１６８，０８３号
【特許文献２】米国第５，２０６，４９５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の目的は、接触方式で電源が供給され、かつ非接触方式で通信可能なデュアルイ
ンタフェース集積回路カードを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の一側面によるチップカードはチップカードにより受けた接触データＣＮＴ＿Ｉ
Ｏと非接触データＲＦ＿ＩＯのいずれも処理する。
【００２０】
　本発明の一実施の形態において、チップカードはマイクロコンピュータと、接触バンク
とマイクロコンピュータとの間のデータ伝送のための接触インターフェースと、少なくと
も一つのアンテナとマイクロコンピュータとの間のデータ伝送のための非接触インターフ
ェースとを含む。マイクロコンピュータは同時に接触インターフェースから接触データを
、非接触インターフェースから非接触データを受けるのに適する。一実施の形態において
、接触データと非接触データは同時に各々の接触インターフェースと非接触インターフェ
ースからマイクロコンピュータに送られる。
【００２１】
　本発明の他の実施の形態において、マイクロコンピュータは接触データと非接触データ
がマイクロコンピュータに送られるか否かの指示のための少なくとも一つの制御信号を送
るようになっている。
【００２２】
　本発明のまた他の実施の形態において、チップカードはマイクロコンピュータと、接触
バンク上の信号から接触バイアス電圧を得るための接触インターフェースと、少なくとも
一つのアンテナ上の信号から非接触バイアス電圧を得るための非接触インターフェースと
を含む。さらに、チップカードは接触バイアス電圧が利用可能であるたびに、マイクロコ
ンピュータに供給される接触バイアスを選択するための電源電圧を含む。接触バイアス電
圧は接触バイアス電圧が非接触バイアス電圧よりさらに安定するので選択される。
【００２３】
　本発明によるこのような実施の形態において、電源電圧選択器は非接触バイアス電圧が
利用可能であり、接触バイアス電圧が利用可能ではない時、マイクロコンピュータに提供
される非接触バイアス電圧を選択する。この場合、電源電圧選択器は接触バイアス電圧が
利用可能になるたびに、マイクロコンピュータに提供される接触バイアス電圧を選択する
ためにスイチングする。さらに、電源電圧選択器は接触バイアス電圧と非接触バイアス電
圧が全部利用可能である時、マイクロコンピュータに提供される接触バイアス電圧を選択
する。
【００２４】
　本発明の実施の形態において、電源電圧選択器は接触バイアス電圧が利用可能であるた
びに、接触バイアス電圧をマイクロコンピュータと連結するためにターンオンされる第１
スイッチを含む。また、第２スイッチは非接触バイアス電圧が利用可能であり、接触バイ
アス電圧は利用可能ではない時、非接触バイアス電圧とマイクロコンピュータとを連結す
るためにターンオンされる。
【００２５】
　このような意味で、接触データＣＮＴ＿ＩＯと非接触データＲＦ＿ＩＯのうちのいずれ
も処理するチップカードは複合機能をするチップカードとして有用である。例えば、ペイ
メントのために非接触データを処理すると同時に接触データは電話をかけるために処理さ
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れうる。
【発明の効果】
【００２６】
　接触方式で電源電圧が供給され、かつ非接触方式を通じてデータを送受信することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　このように、他の特徴及び本発明の長所は以下の添付の図面に示した発明の詳細な説明
を考慮してさらによく理解されるであろう。また、図面は叙述を明白にするために示し、
図示したサイズは必須ではない。図１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０および１
１に同一の参照番号を有する要素は類似の構造と機能を有する要素を参照する。
【００２８】
　図７にある本発明の実施の形態を参照すれば、コンビ方式のチップカード２００は多数
個の接点２０４を有する接触バンク２０２と少なくとも一つのアンテナコイル（図７の例
にある第１アンテナコイル２０６と第２アンテナコイル２０８と）を含む。接触バンク２
０２と第１及び第２アンテナコイル２０６と２０８は(図７の接線でアウットラインされ
た)ＩＣ(集積回路)チップ２１０と連結されている。
【００２９】
　接触バンク２０２、アンテナコイル２０６と２０８、およびＩＣチップ２１０はチップ
カード２００のための基板(図７に図示しない)上に形成される。チップカード２００のた
めの基板は一般的にクレジットカードと類似の型を有し、基板上の接触バンク２０２、ア
ンテナコイル２０６と２０８、およびＩＣチップ２１０の物理的配置はこの分野の通常的
技術のうちの一つで知られたＩＳＯ標準によって決められる。
【００３０】
　ＩＣチップ２１０は(図７の点線でアウトラインされた)マイクロコンピュータ２１２と
接触バンク２０２とマイクロコンピュータ２１２との間に連結された接触インターフェー
ス２１４を含む。接触インターフェース２１４は接触バンク２０２の接点から信号を受け
、このような信号から接触データＣＮＴ＿ＩＯと接触バイアス電圧ＣＮＴ＿ＶＤＤとを得
る。このような接触インターフェース２１４の方式は各々この分野の通常の知識を持つ者
において自明である。
【００３１】
　ＩＣチップ２１０はまたアンテナコイル２０６と２０８とマイクロコンピュータ２１２
との間に連結された非接触インターフェース２１６を含む。非接触インターフェース２１
６は少なくとも一つのアンテナコイル２０６と２０８からＲＦ(無線周波数)信号を受けて
、このような信号から非接触データＲＦ＿ＩＯと非接触バイアス電圧ＲＦ＿ＶＤＤを得る
。このような非接触インターフェース２１６の方式は各々この分野の通常の知識を持つ者
において自明である。
【００３２】
　ここではＲＦ(無線周波数)の記号は、非接触信号を表現するために使用されている。し
かし、本発明はアンテナコイル２０６と２０８によって受信されたいかなる周波数成分を
有する非接触信号の型式(無線周波数範囲の例に加えて)に対しても適用可能である。
【００３３】
　ＩＣチップ２１０は、接触インターフェース２１４からＣＮＴ＿ＶＤＤが、非接触イン
ターフェース２１６からＲＦ＿ＶＤＤが入力され、その１つを選択して成るバイアス電圧
ＶＤＤをマイクロコンピュータ２１２に出力する、電源電圧選択器２１８(図７の波線で
囲まれた部分)をさらに含む。電源電圧選択器２１８はＣＮＴ＿ＶＤＤに連結されたソー
スと、インバータ２２２の出力に連結されたゲートと、第２ＰＭＯＳ電界効果トランジス
タ２２４のドレインと連結されたドレインを有する第１ＰＭＯＳ電界効果トランジスタ２
２０で構成されている。第２ＰＭＯＳ電界効果トランジスタ２２４はＲＦ＿ＶＤＤに連結
されたソースと、ＣＮＴ＿ＶＤＤに連結されたゲートとを有する。ＰＭＯＳ電界効果トラ
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ンジスタ２２０と２２４のドレインはマイクロコンピュータ２１２とともに連結されてい
る。
【００３４】
　マイクロコンピュータ２１２は接触インターフェース２１４と連結された接触データレ
ジスタ２２６と非接触インターフェース２１６と連結された非接触データレジスタ２２８
とを含む。接触データレジスタ２２６と非接触データレジスタ２２８はマイクロコンピュ
ータ２１２のデータプロセッサ２３０と連結されている。マイクロコンピュータ２１２は
データプロセッサ２３０によって実行される命令シーケンスを貯蔵するための、データプ
ロセッサ２３０と連結されたメモリ装置２３２をさらに含む。データプロセッサ２３０は
図８の流れ図の段階を実行するためにこのような命令シーケンスを実行する。
【００３５】
　チップカード２００の動作を図８の流れ図を参照して説明する。ＩＣチップ２１０のパ
ワーオンで(図８の段階３０２)、電源電圧選択器２１８は接触バイアス電圧ＣＮＴ＿ＶＤ
Ｄと非接触バイアス電圧ＲＦ＿ＶＤＤのうちのいずれが利用可能(図８の段階３０４)であ
るかによって動作する。もし接触バンク２０２が接触基盤端末機から信号を受けたら、接
触インターフェース２１４はこのような信号からＣＮＴ＿ＶＤＤを得て、その結果、電源
電圧選択器２１８によってＣＮＴ＿ＶＤＤが高い電圧レベルで利用可能になる。もし少な
くとも一つのアンテナコイル２０６と２０８が非接触基盤端末機から信号を受けたら、非
接触インターフェース２１６はこのような信号からＲＦ＿ＶＤＤを得て、その結果、電源
電圧選択器２１８によってＲＦ＿ＶＤＤが高い電圧レベルで利用可能になる。
【００３６】
　ＣＮＴ＿ＶＤＤが電源電圧選択器２１８に対して高い電圧レベルとして利用可能で(図
８の段階３０４)ある時を考慮する。この場合、接触バンク２０２はＩＣチップ２１０に
よって処理される信号を受ける一方、アンテナコイル２０６と２０８は処理されるどのよ
うな信号も受けない。さらにこの場合、第１ＰＭＯＳ電界効果トランジスタ２２０はマイ
クロコンピュータに電源を供給するためのバイアス電圧ＶＤＤとしてＣＮＴ＿ＶＤＤを選
択するためにターンオンする第１スイッチ(この間、第２ＰＭＯＳ電界効果トランジスタ
２２４はターンオフしている)として動作する(図８の段階３０６)。
【００３７】
　接触データレジスタ２２６と非接触データレジスタ２２８はリセットされる(図８の段
階３０８)。続いて、接触データレジスタ２２６は接触インターフェース２１４から得ら
れた接触データＣＮＴ＿ＩＯを受けて貯蔵する(図８の段階３１０)。データプロセッサ２
３０は以後ＩＣチップ２１０のパワーオフ(図８の段階３１２)の前に、このようなＣＮＴ
＿ＩＯを処理する(図８の段階３１０)。
【００３８】
　図８はまた少なくとも一つのアンテナコイル２０６と２０８がＣＮＴ＿ＩＯの処理の前
、処理中、または処理の後に処理される信号を受ける動作段階を図示する(図８の点線で
アウトラインされた段階３１０)。ＣＮＴ＿ＩＯの処理直前、処理中、または処理直後の
マイクロコンピュータ２１２のインタラプト(またはポーリング)によってＲＦ＿ＶＤＤは
利用可能になるであろう。この場合、非接触インターフェース２１６から得られた非接触
データＲＦ＿ＩＯは非接触データレジスタ２２８に受けられて貯蔵される (図８の段階３
１６)。
【００３９】
　データプロセッサ２３０は、このようなＲＦ＿ＩＯを処理し(図８の段階３１６)、その
後、データプロセッサ２３０はＣＮＴ＿ＩＯの処理を続けるために戻る(図８の段階３１
０)。この場合、以前段階３１０で受けられたＣＮＴ＿ＩＯは失われることはなく、ＣＮ
Ｔ＿ＩＯとＲＦ＿ＩＯの両方は、マイクロコンピュータ２１２によって処理される(図８
の段階３１０、３１４および３１６)。もしＲＦ＿ＶＤＤがインタラプト／ポーリング(図
８の段階３１４)の間利用可能ではなければ、データプロセッサ２３０はＩＣチップ２１
０のパワーオフ(図８の段階３１２)の前にＣＮＴ＿ＩＯの処理を単純に完了する。(図８
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の段階３１０)
【００４０】
　さらに、ＲＦ＿ＶＤＤが利用可能になっても(図８の段階３１４)、電源電圧選択器２１
８はマイクロコンピュータ２１２に電圧を供給するためにＣＮＴ＿ＶＤＤを選択し続ける
。ＣＮＴ＿ＶＤＤはノイズがさらに低くて、Ｒ＿ＶＤＤよりさらに安定した電圧ソースで
ある。したがって、電源電圧選択器２１８はＲＦ＿ＶＤＤが利用可能になっても(図８の
段階３１４)、マイクロコンピュータ２１２に電源を供給するためにＣＮＴ＿ＶＤＤを選
択し続ける。利用可能な非接触データＲＦ＿ＩＯはＩＣチップ２１０のパワーオフの前に
(図８の段階３１２)、データプロセッサ２３０によって処理される（図８の段階３１６）
。
【００４１】
　これとは異なって、ＲＦ＿ＶＤＤが電源電圧選択器２１８に対して高い電圧レベルで利
用可能である時を考慮する。この場合、接触バンク２０２が処理されるべき、いかなる信
号も受けていない間、アンテナコイル２０６と２０８の少なくとも一つがＩＣチップ２１
０により処理される信号を受信する。また、この場合に、(第１ＰＭＯＳ電界効果トラン
ジスタ２２０はターンオフされる間)第２ＰＭＯＳ電界効果トランジスタ２２４は、マイ
クロコンピュータ２１２に電圧を供給するための(図８の段階３１８)バイアス電圧ＶＤＤ
としてＲＦ＿ＶＤＤを選択するためにターンオンする第２スイッチとして動作する。
【００４２】
　接触データレジスタ２２６と非接触データレジスタ２２８はリセットされる(図８の段
階３２０)。続いて、非接触データレジスタ２２８は非接触インターフェース２１６から
得た非接触データＲＦ＿ＩＯを貯蔵する(図８の段階３２２)。そして、データプロセッサ
２３０はＩＣチップ２１０がパワーオフされる前に(図８の段階３２４)、このようなＲＦ
＿ＩＯを処理する。(図８の段階３２２)
【００４３】
　図８はまたＲＦ＿ＩＯの処理の前、処理中、処理の後(図８の段階３２２の周辺)に接触
バンク２０２が処理される信号を受ける場合の動作段階(図８の点線でアウトラインされ
た)を図示する。ＲＦ＿ＩＯの処理直前、処理中、処理直後(図８の段階３２２の周辺)に
マイクロコンピュータ２１２のインタラプト(またはポーリング)によってＣＮＴ＿ＶＤＤ
は利用可能になる。この場合、電源電圧選択器２１８はマイクロコンピュータ２１２に電
源を供給するためのＣＮＴ＿ＶＤＤを選択するためにスイチングする(図８の段階３２８)
。
【００４４】
　ＣＮＴ＿ＶＤＤが高い電圧レベルで利用可能になった時、第１ＰＭＯＳ電界効果トラン
ジスタ２２０はターンオンされ、第２ＰＭＯＳ電界効果トランジスタ２２４はターンオフ
されてＣＮＴ＿ＶＤＤはマイクロコンピュータ２１２と連結される。ＣＮＴ＿ＶＤＤはノ
イズがさらに低くて、ＲＦ＿ＶＤＤよりさらに安定した電圧ソースである。したがって、
電源電圧選択器２１８はＣＮＴ＿ＶＤＤが利用可能になる時(図８の段階３２８)マイクロ
コンピュータ２１２に電圧を供給するためにＣＮＴ＿ＶＤＤを選択するためにスイチング
する。
【００４５】
　また、接触インターフェース２１４で得られた接触データＣＮＴ＿ＩＯは接触データレ
ジスタ２２６に貯蔵される(図８の段階３３０)。その後、データプロセッサ２３０は、こ
のようなＣＮＴ＿ＩＯを処理し(図８の段階３３０)、ＲＦ＿ＩＯの処理を続けるステップ
に戻る。(図８の段階３２２)
【００４６】
　このように、段階３２２であらかじめ受けられたＲＦ＿ＩＯは失われず、ＣＮＴ＿ＩＯ
とＲＦ＿ＩＯは、マイクロコンピュータ２１２によって処理される(図８の段階３２２、
３２６、および３００)。さらに、ＲＦ＿ＩＯの処理の間ＣＮＴ＿ＶＤＤが利用可能にな
れば、(図８の段階３２６)電源電圧選択器２１８は直ちにマイクロコンピュータ２１２に
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電源を供給するため(図８の段階３２８)より安定したＣＮＴ＿ＶＤＤを選択するようにス
イチングする。もしＣＮＴ＿ＶＤＤがインタラプト／ポーリングの間(図８の段階３２６)
利用可能ではなければ、データプロセッサ２３０は単純にＩＣチップ２１０のパワーオフ
の前に(図８の段階３２４)ＲＦ＿ＩＯの処理を完了する(図８の段階３２２)。
【００４７】
　最後に、ＲＦ＿ＶＤＤとＣＮＴ＿ＶＤＤの両方が、電源電圧選択器２１８に対して高い
電圧レベルで利用可能である時(図８の段階３０４)を考慮する。この場合、接触バンク２
０２と少なくともアンテナコイル２０６と２０８の一つが、ＩＣチップ２１０によって処
理される信号を同時に受ける。また、この場合、第２ＰＭＯＳ電界効果トランジスタ２２
４がマイクロコンピュータ２１２に電圧を供給するための(図８の段階３２２)バイアス電
圧としてＣＮＴ＿ＶＤＤを選択するためにターンオフしている間、第１ＰＭＯＳ電界効果
トランジスタ２２０はターンオンしている。
【００４８】
　接触データレジスタ２２６と非接触データレジスタ２２８はリセットされる(図８の段
階３３４)。続いて、非接触データレジスタ２２８が非接触インターフェース２１６から
得た非接触データＲＦ＿ＩＯを貯蔵する間に、接触データレジスタ２２６は接触インター
フェース２１４から得た接触データＣＮＴ＿ＩＯを貯蔵する(図８の段階３３６)。引き続
きデータプロセッサ２３０はＩＣチップ２１０のパワーオフの前に(図８の段階３３８)、
このようなＣＮＴ＿ＩＯとＲＦ＿ＩＯを処理する。
【００４９】
　このように、ＣＮＴ＿ＩＯとＲＦ＿ＩＯの両方が同時にマイクロコンピュータ２１２に
送られ、それぞれ接触２２６及び非接触データレジスタ２２８に貯蔵される。引き続きデ
ータプロセッサ２３０は、このようなＣＮＴ＿ＩＯとＲＦ＿ＩＯを処理する。さらに、Ｃ
ＮＴ＿ＶＤＤとＲＦ＿ＶＤＤが同時に利用可能である時、電源電圧選択器２１８はマイク
ロコンピュータ２１２に電源を供給するために優先的により安定したＣＮＴ＿ＶＤＤを選
択する。
【００５０】
　図８の流れ図によるＩＣチップ２１０のこのような動作によって、接触２１４及び非接
触インターフェース２１６によって得られた接触データＣＮＴ＿ＩＯと非接触データＲＦ
＿ＩＯのいずれもが、マイクロコンピュータ２１２によって受信され処理される。
【００５１】
　これと反対に、従来のコンビ方式チップカードはＲＦ＿ＩＯとＣＮＴ＿ＩＯの処理のう
ち、決められた優先順位によって、 二つとも利用可能である場合でも、ＲＦ＿ＩＯとＣ
ＮＴ＿ＩＯのうちのただ一つだけ処理する。したがって、従来のコンビ方式チップカード
では二つとも利用可能である時、ＲＦ＿ＩＯまたはＣＮＴ＿ＩＯのどちらかが、損失され
るか無視される。
【００５２】
　また、電源電圧選択器２１８はＣＮＴ＿ＶＤＤが利用可能であるたびにマイクロコンピ
ュータ２１２に電源を供給するためにさらに安定したＣＮＴ＿ＶＤＤを優先的に選択する
。したがって、電源電圧選択器２１８はＣＮＴ＿ＶＤＤが利用可能ではなく、ＲＦ＿ＶＤ
Ｄが利用可能である時、マイクロコンピュータ２１２に電源を供給するためにより安定で
はないＲＦ＿ＶＤＤを選択する。
【００５３】
　図９は携帯電話である接触端末機３４２の例と決済手段である非接触端末機３４４の例
として図７のチップカード２００の適用を示す。チップカード２００は携帯電話３４２に
設けられ、その結果、チップカード２００の接触バンク２０２は携帯電話３４２と接触す
る。
【００５４】
　この場合、マイクロコンピュータ２１２は携帯電話３４２からの呼び出し待ち受けのた
めに携帯電話３４２からのＣＮＴ＿ＩＯを処理する。ペイメント端末機３４４は少なくと
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もアンテナコイル２０６と２０８の一つとの信号の伝送のために端末機アンテナ３４６を
含む。
【００５５】
　一人が電話通話のために携帯電話３４２を使用している間、その人はチップカード２０
０を利用して 決済端末機３４４で支払を済ませることができる。例えば、 決済端末機３
４４は地下鉄で自動決済のために使用されうる。その人が電話通話のために携帯電話３４
２を使用していると同時に、その人が地下鉄に歩いていって地下鉄を使用するために決済
端末機３４４で自動決済ができる。本発明によるチップカード２００は携帯電話３４２で
電話通話をするための接触データＣＮＴ＿ＩＯと決済端末機３４４で自動決済をするため
の非接触データＲＦ＿ＩＯのいずれのデータも同時に処理する機能を有する。
【００５６】
　上述したことは、一実施例に過ぎず、これによって制限されるものではない。例えば、
指定されたＲＦ(無線周波数)は、非接触信号を記述するために使用されている。しかし、
本発明は、アンテナコイル２０６と２０８によって受信される(無線周波数範囲例に加え
て)、どのような周波数要素を有するどのような方式の非接触信号に対しても実施可能で
ある。さらに、ここに図示し説明された構成要素は一例に過ぎない。例えば、データレジ
スタ２２６と２２８はどのような方式のデータ貯蔵装置にも実装することができ、ＰＭＯ
Ｓ電界効果トランジスタ２２０と２２４に替わるどのような方式のスイチング要素でも使
用されうる。
【００５７】
　さらに、本発明の一実施例としてここで図示され、記載された構成要素はいかなるハー
ドウエア、ソフトウエア、および単体部品さらに集積回路とも組合せることが可能である
。
【００５８】
　さらに、チップカード２００は、ここに説明された以外の特徴を有することができる。
例えば、図１０は、図７のチップカード２００とは異なるＩＣチップ３５２を有する他の
チップカード３５０を示す。図１０のマイクロコンピュータ３５４は図７のチップカード
２００とは異なるデータプロセッサ３５６とメモリ装置３５８を有する。さらに、図１０
の接触インターフェース３６０と非接触インターフェース３６２は図７のチップカード２
００のものとは異なっている。
【００５９】
　データプロセッサ３５６が図１０のメモリ装置３５８内に貯蔵された命令のシーケンス
を実行する時、データプロセッサ３５６は接触インターフェース３６０を活性、または非
活性にするための接触制御信号ＣＮＴ＿ＣＯＮＴＲＯＬを送る特徴を有する。さらに、デ
ータプロセッサ３５６は非接触インターフェース３６２を活性、または非活性にするため
の非接触制御信号ＲＦ＿ＣＯＮＴＲＯＬを送る特徴を有する。
【００６０】
　ＣＮＴ＿ＣＯＮＴＲＯＬが接触インターフェース３６０は非活性化されたと指示すると
、接触インターフェース３６０は接触バンク２０２によって受けられたいかなる信号をも
無視するように動作する。このような場合に、接触データＣＮＴ＿ＩＯはマイクロコンピ
ュータ３５４に送られず、接触バイアス電圧ＣＮＴ＿ＶＤＤは電源電圧選択器２１８に対
して生成されない。同じように、ＲＦ＿ＣＯＮＴＲＯＬが非接触インターフェース３６２
は非活性化されたと指示すると、非接触インターフェース３６２はアンテナコイル２０６
と２０８によって受けたいかなる信号をも無視するように動作する。このような場合にお
いて、非接触データＲＦ＿ＩＯはマイクロコンピュータ３５４に送られず、非接触バイア
ス電圧ＲＦ＿ＶＤＤは電源電圧選択器２１８に対して生成されない。
【００６１】
　非接触インターフェース３６２が活性化されている間、ＣＮＴ＿ＣＯＮＴＲＯＬとＲＦ
＿ＣＯＮＴＲＯＬが接触インターフェース３６０は非活性化されたと指示すると、チップ
カードは非接触データＲＦ＿ＩＯを処理するだけのために図８の段階３０２、３１８、３
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２０、３２２、および３２４を実行する。これと異なって、接触インターフェース３６０
が活性化されている間、ＣＮＴ＿ＣＯＮＴＲＯＬとＲＦ＿ＣＯＮＴＲＯＬが非接触インタ
ーフェース３６２は非活性化されたと指示すると、チップカードは接触データＣＮＴ＿Ｉ
Ｏを処理するだけのために図８の段階３０２、３０６、３０８、３１０および３１２を実
行する。
【００６２】
　最後に、ＣＮＴ＿ＣＯＮＴＲＯＬとＲＦ＿ＣＯＮＴＲＯＬが接触インターフェース３６
０と非接触インターフェース３６２の二つとも活性化されたことを示す時、チップカード
はチップカード３５０で受けた接触データＣＮＴ＿ＩＯと非接触データＲＦ＿ＩＯのいか
なる組み合わせをも処理するために図８のすべての段階を実行する。このように、チップ
カード３５０は、処理のためにマイクロコンピュータ３５４に送られる接触データＣＮＴ
＿ＩＯと非接触データＲＦ＿ＩＯのいずれかを選択するためのプログラムを行うことがで
きることでさらなる柔軟性を提供する。
【００６３】
　図１１はアンテナコイル２０６と２０８で受けた非接触ＲＦ信号を操作するためのさら
に異なるチップカード３７０を示す。非接触インターフェース３７２は、このようなＲＦ
信号から非接触バイアス電圧ＲＦ＿ＶＤＤを得るＲＦ＿ＶＤＤ発生器３７４を含む。非接
触インターフェース３７２はまたこのようなＲＦ信号から非接触データＲＦ＿ＩＯを得る
ＲＦ＿ＩＯ抽出器３７６を含む。ＲＦ＿ＶＤＤ発生器３７４とＲＦ＿ＩＯ抽出器３７６を
それぞれ用いることは、この分野の通常の知識を持つ者において自明である。
【００６４】
　ＲＦ＿ＩＯ抽出器３７６で得られたＲＦ＿ＩＯは非接触データレジスタ３８２とバス３
８４に連結されたデータプロセッサ３８０を含むマイクロコンピュータ３７８に送られる
。さらに、データプロセッサ３８０はバス３８４を媒介としてＶＤＤ状態フラッグレジス
タ３８６と制御レジスタ３８８に連結される。非接触データレジスタ３８２は制御レジス
タ３８８からのＲＦ＿ＣＯＮＴＲＯＬ信号、およびＲＦ＿ＩＯ抽出器３７６からのＲＦ＿
ＩＯを入力として有するＡＮＤゲート３９０の出力と連結される。
【００６５】
　チップカード３７０はまたＲＦ＿ＶＤＤ発生器３７４からのＲＦ＿ＶＤＤと外部ＶＤＤ
ソース３９４によって生成された外部バイアス電圧ＥＸ＿ＶＤＤが入力される電源電圧選
択器３９２を含む。一般的に、本発明はＲＦ＿ＶＤＤよりさらに安定した選択バイアス電
圧ＥＸ＿ＶＤＤを生成するいかなる方式の電圧ソース３９４とも接続可能である。電源電
圧選択器３９２は(プラス入力端子で)ＲＦ＿ＶＤＤと(マイナス入力端子で)ＥＸ＿ＶＤＤ
が入力される比較器３９６とを含む。比較器３９６の出力はインバータ３９８の入力と第
１ＰＭＯＳ電界効果トランジスタ４００のゲートに連結されている。第１ＰＭＯＳ電界効
果トランジスタ４００はＥＸ＿ＶＤＤに連結されたソースと第２ＰＭＯＳ電界効果トラン
ジスタ４０２のドレインに連結されたドレインを有する。第２ＰＭＯＳ電界効果トランジ
スタ４０２はインバータ３９８の出力と連結されたゲートとＲＦ＿ＶＤＤと連結されたソ
ースを有する。
【００６６】
　電源電圧選択器３９２はマイクロコンピュータ３７８に電圧を供給するためにＶＤＤを
使用する内部電圧発生器４０４にバイアス電圧ＶＤＤを出力する。電源電圧選択器３９２
はＲＦ＿ＶＤＤの利用可能性と関係なく、ＥＸ＿ＶＤＤが利用可能になるたびにＶＤＤと
して出力されるように、外部電圧ソース３９４からＥＸ＿ＶＤＤを選択するように動作す
る。このように、電源電圧選択器３９２はＥＸ＿ＶＤＤがＲＦ＿ＶＤＤよりさらに安定し
た電圧である時に有用となる。
【００６７】
　ＥＸ＿ＶＤＤは(接触バンクで受けられたＣＮＴ＿ＶＤＤの例に追加して)ＲＦ＿ＶＤＤ
よりさらに安定した選択バイアス電圧ＥＸ＿ＶＤＤを提供するあらゆる電圧ソース３９４
であり得ることから、図１１にある電源電圧選択器３９２は図７と図１０にある電源電圧
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選択器２１８から総合的に求められる。図７と図９に類似に、ＲＦ＿ＶＤＤはＥＸ＿ＶＤ
Ｄほど安定ではないけれど、もしＥＸ＿ＶＤＤが利用可能ではなく、ＲＦ＿ＶＤＤが利用
可能であれば、図１１の電源電圧選択器３９２はＶＤＤとして出力されるＲＦ＿ＶＤＤ発
生器３７４からＲＦ＿ＶＤＤを選択する。
【００６８】
　図１１において、内部電圧発生器４０４はマイクロコンピュータ３７８をバイアスする
ために電源電圧選択器３９２のＶＤＤを単純に使用することができる。これとは異なって
、内部電圧発生器４０４はＶＤＤからさらに昇圧された電圧レベルをマイクロコンピュー
タ３７８に提供することができる。
【００６９】
　ＶＤＤ状態フラッグレジスタ３８６内に貯蔵されたＲＦ＿ＶＤＤ電圧レベルは、ＲＦ信
号がアンテナコイル２０６と２０８によって受けられるか否かをデータプロセッサ３８０
に示す。データプロセッサ３８０は接触データＣＮＴ＿ＩＯと非接触データＲＦ＿ＩＯの
処理の優先順位を決めるためにＶＤＤ状態フラッグレジスタ３８６のこのような表示を使
用することができる。
【００７０】
　また、データプロセッサ３８０はデータプロセッサ３８０が非接触データＲＦ＿ＩＯを
処理するか否かを示すために制御レジスタ３８８に貯蔵された非接触制御信号ＲＦ＿ＣＯ
ＮＴＲＯＬを送る。もしＲＦ＿ＣＯＮＴＲＯＬがデータプロセッサ３８０がＲＦ＿ＩＯを
処理することを示せば、ＡＮＤゲート３９０はＲＦ＿ＩＯ抽出器３８７によって生成され
たＲＦ＿ＩＯを非接触データレジスタ３８２に向けて通過させる。その後、データプロセ
ッサ３８０は非接触データレジスタ３８２に貯蔵されたＲＦ＿ＩＯを処理する。一方、も
しＲＦ＿ＣＯＮＴＲＯＬがデータプロセッサ３８０がＲＦ＿ＩＯを処理しないことを示せ
ば、ＡＮＤゲート３９０は非接触データレジスタ３８２にＲＦ＿ＩＯを送ることを阻止し
、データプロセッサ３８０はＲＦ＿ＩＯの処理をしない。
【００７１】
　図１１は少なくともアンテナコイル２０６と２０８のうちの一つのアンテナコイルによ
って受けられたＲＦ信号を操作するための他のチップカード３７０を示す。少なくとも一
つのアンテナコイルによって受けられたＲＦ信号を操作するための機能は図１０および図
１１と類似である。しかし、図１０および図１１の構成要素と構成要素の配置は異なる。
本発明はまた図７、図１０および図１１の実施の形態の以外に他の多様な可能な実施の形
態によって実行されうる。本発明は上述の請求項及びそれと等価物で特徴づけられたこと
によってだけ制限される。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】従来の技術による接触方式のチップカードのブロック図を示す。
【図２】従来の技術による非接触方式のチップカードのブロック図を示す。
【図３】従来の技術によるコンビ方式のチップカードのブロック図を示す。
【図４】従来の技術による図３のチップカードのＩＣチップの内部の構成要素を示す。
【図５】従来の技術によって非接触動作が接触動作より高い優先順位で決められている時
の図４のＩＣチップの動作段階の流れ図である。
【図６】従来の技術によって接触動作が非接触動作より高い優先順位で決められている時
の図４のＩＣチップの動作段階の流れ図である。
【図７】本発明における複合機能を有するチップカードで受けた接触データと非接触デー
タのうちのいずれか一つを処理するための複合方式のチップカードを示す。
【図８】本発明による図７のチップカードが動作する間の段階の流れ図を示す。
【図９】本発明の一実施の形態による図７のチップカードの接触及び非接触端末機の相互
作用例を示す。
【図１０】本発明の図７のチップカードの他の実施の形態であり、チップカードのマイク
ロコンピュータが接触及び非接触インターフェースのいずれかを活性化することを示す。
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【図１１】本発明はまた他の実施の形態によるコンビ方式のチップカードの選択的な構成
要素のブロック図を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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