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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＣ回路を設けたＩＣチップと、
　前記ＩＣチップを収納する収納体と、
　を有するＩＣカードであって、
　前記収納体が開封されたことを検出し、検知信号を出力する開封検出手段を設け、
　前記開封検出手段により開封が検出されると、前記ＩＣ回路の機能の一部または全部が
正常に機能しなくなるよう構成するとともに、イネーブル信号が入力された場合には一部
または全部が正常に機能するよう構成し、
　前記開封検出手段として並列に接続されるとともにＩＣチップ上に分散して配置される
複数の受光素子を有し、収納体が開封されたときに、前記複数の受光素子のうち２つ以上
が外部からの光を検知することによって前記検知信号を出力すること、
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項２】
　請求項１のＩＣカードにおいて、
　前記ＩＣ回路は、データを記憶するデータ記憶部を備え、
　前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ記憶部のデータの一部または
全部を採取不能とするよう構成したこと、
　を特徴とするもの。
【請求項３】
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　請求項２のＩＣカードにおいて、
　前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ記憶部のデータの一部または
全部を読出禁止とするよう構成したこと、
　を特徴とするもの。
【請求項４】
　請求項１のＩＣカードにおいて、
　前記ＩＣ回路は、データの処理を行なうデータ処理部を備え、
　前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ処理部の機能の一部または全
部を停止するよう構成したこと、
　を特徴とするもの。
【請求項５】
　少なくとも一方の部材にＩＣ回路を設けた２以上の部材を一体に形成したＩＣチップモ
ジュールであって、
　当該ＩＣチップモジュールが開封されたことを検出し、検知信号を出力する開封検出手
段を設け、前記開封検出手段により開封が検出されると、前記ＩＣ回路の機能の一部また
は全部が正常に機能しなくなるよう構成するとともに、イネーブル信号が入力された場合
には一部または全部が正常に機能するよう構成し、
　前記開封検出手段として並列に接続されるとともにＩＣチップ上に分散して配置される
複数の受光素子を有し、収納体が開封されたときに、前記複数の受光素子のうち２つ以上
が外部からの光を検知することによって前記検知信号を出力すること、
　を特徴とするＩＣチップモジュール。
【請求項６】
　請求項５のＩＣチップモジュールにおいて、
　前記ＩＣ回路は、データを記憶するデータ記憶部を備え、
　前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ記憶部のデータの一部または
全部を採取不能とするよう構成したこと、
　を特徴とするもの。
【請求項７】
　請求項６のＩＣチップモジュールにおいて、
　前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ記憶部のデータの一部または
全部を読出禁止とするよう構成したこと、
　を特徴とするもの。
【請求項８】
　請求項５のＩＣチップモジュールにおいて、
　前記ＩＣ回路は、データの処理を行なうデータ処理部を備え、
　前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ処理部の機能の一部または全
部を停止するよう構成したこと、を特徴とするもの。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明はＩＣカードおよびＩＣチップモジュールに関し、特に、ＩＣカードおよびＩＣ
チップモジュールの安全性（セキュリティー）の向上に関する。
【０００２】
【従来の技術】
スキー場のリフトや鉄道の自動改札、荷物の自動仕分け等に、非接触型のＩＣカードを用
いた通信システムが用いられる。従来の非接触型のＩＣカードの一例を図１５に示す。図
１５に示すＩＣカード２は、１コイル型のＩＣカードであり、アンテナとして用いられる
コイル４、コンデンサＣ１，Ｃ２、ＩＣチップ８を備えている。
【０００３】
コンデンサＣ１，Ｃ２、ＩＣチップ８は、フィルム状の合成樹脂基板に実装されている。
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コンデンサＣ１，Ｃ２、ＩＣチップ８を実装した基板を、タブ（ｔａｂ：tape automated
 bonding）１０という。
【０００４】
図１６Ａに、ＩＣカード２の断面図を示す。合成樹脂のコア部材１２が一対の表層材１４
、１６に挟まれている。コア部材１２に設けられた空洞部１８内に露出した表層材１４に
、コンデンサＣ１，Ｃ２、ＩＣチップ８を実装したタブ１０が固定されている。タブ１０
とＩＣチップ８との接合部は、エポキシ樹脂などの封止材９で被覆されている。
【０００５】
コイル４は、表層材１４とコア部材１２との間に配置されている。コイル４とタブ１０と
は、ワイヤ２０により接続されている。
【０００６】
図１６Ｂに、ＩＣカード２の回路図を示す。ＩＣカード２は、リーダー／ライター（質問
器、図示せず）から送られる電磁波を、コイル４およびコンデンサＣ１により構成される
共振回路２２で受け、これを電力源とする。なお、コンデンサＣ２は、電力平滑用のコン
デンサである。
【０００７】
また、該電磁波に重畳して送られる情報をＩＣチップ８に設けられた制御部（図示せず）
が解読し、ＩＣチップ８に設けられた不揮発性メモリ（図示せず）の内容を書換えたり、
リーダー／ライターに返答を行なったりする。返答は、共振回路２２のインピーダンスを
変化させることにより行なう。リーダー／ライターは、ＩＣカード２側の共振回路２２の
インピーダンス変化に伴う自己の共振回路（図示せず）のインピーダンスの変化（インピ
ーダンス反射）を検出することにより、返答内容を知る。
【０００８】
このように、ＩＣカード２を用いれば、カード内に電源を必要とせずかつ非接触でデータ
の授受を行なうことができる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のような従来のＩＣカード２には、次のような問題点があった。従来
のＩＣカード２においては、搭載された不揮発性メモリ等の機能を製造過程等においてチ
ェックするためのパッド（端子）がＩＣチップ８の表面に設けられている（図示せず）。
したがって、表層材１４、１６が剥がされると、このパッドが露出する。露出したパッド
にプローブ（検査針）を当てることで、容易に不揮発性メモリのデータを読み出したり、
ＩＣチップ８を機能させたりすることができる。すなわち、機密保護に対する安全性がそ
れほど高くなかった。また、図１７に示すように、制御部（図示せず）を備えたＩＣチッ
プ６および不揮発性メモリ（図示せず）を備えたＩＣチップ７の２つのＩＣチップをタブ
１０に実装したタイプのＩＣカードもある。このようなタイプのＩＣカードにおいては、
前述のパッドに加え、２つのＩＣチップを接続する配線２４が露出しているため、不揮発
性メモリのデータを読み出したりするのが、さらに容易である。
【００１０】
この発明は、このような問題点を解決し、機密保護に対する安全性の高いＩＣカードおよ
びＩＣチップモジュールを提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　この発明のＩＣカードは、ＩＣ回路を設けたＩＣチップと、前記ＩＣチップを収納する
収納体と、を有するＩＣカードであって、前記収納体が開封されたことを検出する開封検
出手段を設け、前記開封検出手段により開封が検出されると、前記ＩＣ回路の機能の一部
または全部が正常に機能しなくなるよう構成するとともに、イネーブル信号が入力された
場合には一部または全部が正常に機能するよう構成したこと、を特徴とする。
【００１２】
　この発明のＩＣカードは、前記ＩＣ回路が、データを記憶するデータ記憶部を備え、前
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記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ記憶部のデータの一部または全部
を実質的に採取不能とするよう構成したこと、を特徴とする。
【００１３】
　この発明のＩＣカードは、前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ記
憶部のデータの一部または全部を読出禁止とするよう構成したこと、を特徴とする。
【００１４】
　この発明のＩＣカードは、前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ記
憶部のデータの一部または全部を消去するよう構成したこと、を特徴とする。
【００１５】
　この発明のＩＣカードは、前記ＩＣ回路は、データの処理を行なうデータ処理部を備え
、前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ処理部の機能の一部または全
部を停止するよう構成したこと、を特徴とする。
【００１６】
　この発明のＩＣカードは、前記開封検出手段は、収納体が開封されたときの外部からの
光を検知することにより開封を検出すること、を特徴とする。
【００１７】
　この発明のＩＣカードは、前記開封検出手段として、複数の受光素子を並列に配置した
こと、を特徴とする。
【００２１】
　この発明のＩＣチップモジュールは、少なくとも一方の部材にＩＣ回路を設けた２以上
の部材を一体に形成したＩＣチップモジュールであって、当該ＩＣチップモジュールが開
封されたことを検出する開封検出手段を設け、前記開封検出手段により開封が検出される
と、前記ＩＣ回路の機能の一部または全部が正常に機能しなくなるよう構成するとともに
、イネーブル信号が入力された場合には一部または全部が正常に機能するよう構成したこ
と、を特徴とする。
【００２２】
　この発明のＩＣチップモジュールは、前記ＩＣ回路が、データを記憶するデータ記憶部
を備え、前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ記憶部のデータの一部
または全部を実質的に採取不能とするよう構成したこと、を特徴とする。
【００２３】
　この発明のＩＣチップモジュールは、前記開封検出手段により開封が検出されると、前
記データ記憶部のデータの一部または全部を読出禁止とするよう構成したこと、を特徴と
する。
【００２４】
　この発明のＩＣチップモジュールは、前記開封検出手段により開封が検出されると、前
記データ記憶部のデータの一部または全部を消去するよう構成したこと、を特徴とする。
【００２５】
　この発明のＩＣチップモジュールは、前記ＩＣ回路が、データの処理を行なうデータ処
理部を備え、前記開封検出手段により開封が検出されると、前記データ処理部の機能の一
部または全部を停止するよう構成したこと、を特徴とする。
【００２６】
　この発明のＩＣチップモジュールは、前記開封検出手段が、ＩＣチップモジュールが開
封されたときの外部からの光を検知することにより開封を検出すること、を特徴とする。
【００２７】
　この発明のＩＣチップモジュールは、前記開封検出手段として、複数の受光素子を並列
に配置したこと、を特徴とする。
【００３５】
【発明の作用および効果】
　この発明のＩＣカードおよびＩＣチップモジュールは、開封が検出されるとＩＣ回路の
機能の一部または全部が正常に機能しなくなるよう構成するとともに、イネーブル信号が



(5) JP 4212068 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

入力された場合には一部または全部が正常に機能するよう構成したことを特徴とする。
【００３６】
　したがって、ＩＣカードを収納した収納体またはＩＣチップモジュールを開封すると、
ＩＣ回路が正常に機能しなくなる。このため、不正にＩＣカードやＩＣチップモジュール
を入手して開封したとしても、ＩＣ回路の機能を知ることは極めて困難である。すなわち
、機密保護に対する安全性を高めることができる。また、必要に応じてデータを後で取り
出すことも可能となるため、好都合である。
【００３７】
　この発明のＩＣカードおよびＩＣチップモジュールは、ＩＣ回路がデータを記憶するデ
ータ記憶部を備え、開封が検出されるとデータ記憶部のデータの一部または全部を実質的
に採取不能とするよう構成したことを特徴とする。
【００３８】
したがって、ＩＣカードを収納した収納体またはＩＣチップモジュールを開封すると、デ
ータ記憶部のデータの一部または全部が実質的に採取不能となる。このため、不正にＩＣ
カードやＩＣチップモジュールを入手して開封したとしても、重要なデータを知ることは
極めて困難である。
【００３９】
　この発明のＩＣカードおよびＩＣチップモジュールは、開封が検出されると、データ記
憶部のデータの一部または全部を読出禁止とするよう構成したことを特徴とする。
【００４０】
したがって、ＩＣカードを収納した収納体またはＩＣチップモジュールが開封された場合
、データ記憶部のデータを読み出せなくするとともに、特別の処理を施すことで当該デー
タを知り得るよう構成することができる。このため、第３者にデータを知られては困るが
、データ自体を失いたくないときに好都合である。
【００４３】
　この発明のＩＣカードおよびＩＣチップモジュールは、ＩＣ回路がデータの処理を行な
うデータ処理部を備え、開封が検出されるとデータ処理部の機能の一部または全部を停止
するよう構成したことを特徴とする。
【００４４】
したがって、ＩＣカードを収納した収納体またはＩＣチップモジュールを開封すると、デ
ータ処理部の機能の一部または全部が機能しなくなる。このため、不正にＩＣカードやＩ
Ｃチップモジュールを入手して開封したとしても、データ処理部の機能を知ることは極め
て困難である。
【００４５】
　この発明のＩＣカードおよびＩＣチップモジュールは、開封されたときの外部からの光
を検知することにより開封を検出することを特徴とする。したがって、収納体またはＩＣ
チップモジュールの内部に受光素子等を配置することにより、簡単に開封を検出すること
ができる。
【００４６】
　この発明のＩＣカードおよびＩＣチップモジュールは、複数の受光素子を並列に配置し
たことを特徴とする。したがって小さな受光素子を、収納体またはＩＣチップモジュール
の内部に複数配置することで、受光素子を目立たせないようにすることができる。また、
複数の受光素子を分散して配置することにより、広範囲にわたり開封を検出することがで
きる。
【００５４】
【発明の実施の形態】
図１に、この発明の一実施形態によるＩＣカード３０を示す。ＩＣカード３０は、１コイ
ル型のＩＣカードであり、プリペイドカード、スキー場のリフトや鉄道の自動改札、荷物
の自動仕分け等に用いることができる。
【００５５】
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図２に、図１における要部断面（断面Ｓ２－Ｓ２）を示す。ＩＣカード３０は、表層材３
２、コア部材３４、表層材３６をこの順に積層した構造を有している。表層材３２、３６
として、塩化ビニル、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）等の合成樹脂を用いている
。また、コア部材３４は、合成樹脂により構成されている。表層材３２、３６およびコア
部材３４が、収納体に該当する。
【００５６】
コア部材３４で形成された層の中に空洞部３８が設けられている。空洞部３８には、ＩＣ
チップ７０や共振回路８０（図３参照）を構成するコンデンサＣを搭載したタブ（ｔａｂ
：tape automated bonding）４０が、配置されている。タブ４０は、表層材３２に固定さ
れている。タブ４０とＩＣチップ７０との接合部は、エポキシ樹脂などの封止材４２で被
覆されている。アンテナ８２は、表層材３２とコア部材３４との間に配置されている。ア
ンテナ８２とタブ４０とは、ワイヤ４４により接続されている。
【００５７】
また、タブ４０には、図１に示すように、後述する開封センサー８４（図３参照）を構成
する、受光素子であるフォトダイオードＤ1，Ｄ2，Ｄ3，Ｄ4および抵抗Ｒ１が実装されて
いる。
【００５８】
なお、図２に示す空胴部３８を合成樹脂などで充填することもできる。この場合、充填さ
れた合成樹脂も、上述の収納体に含まれる。また、空胴部３８内を合成樹脂などで充填し
た場合には、表層材３２、表層材３６のいずれか一方または双方を設けないよう構成する
こともできる。
【００５９】
図３に、ＩＣカード３０の回路構成を示す。質問器５０は、制御部５４の制御により、発
振回路６０からの高周波搬送波をアンテナ５８から送り出している。質問器５０に対して
ＩＣカード３０が接近すると、この高周波搬送波は、ＩＣカード３０のアンテナ８２に受
信される。電源生成回路７２は、受信した高周波を直流電力に変換して、他の回路部分に
供給する。このようにして、質問器５０に近づくと、ＩＣカード３０が動作可能となる。
【００６０】
質問器５０からＩＣカード３０に対する情報送信は、制御部５４の制御により、高周波搬
送波を変復調回路５２において変調することにより行う。ＩＣカード３０は、変調された
高周波搬送波を変復調回路７４において復調する。データ処理部であるＣＰＵ７６は、復
調された情報を得て、データ記憶部である不揮発性メモリ７８の内容の書き換えや情報返
信等の必要な処理を行う。
【００６１】
上記と逆に、ＩＣカード３０から質問器５０に対しての情報送信も行われる。ここで、Ｉ
Ｃカード３０側には、発振回路が設けられていない。したがって、質問器５０の側から無
変調の高周波搬送波を送り出しておき、ＩＣカード３０側にて、変復調回路７４により、
共振回路８０のインピーダンスを変化させるようにしている。質問器５０は、このインピ
ーダンス変化を、自己側の共振回路５６のインピーダンス変化として、変復調回路５２に
より検出して復調を行う。制御部５４は、復調された情報を得て、必要な処理を行う。
【００６２】
ＩＣカード３０が質問器５０から遠ざかると、電力供給が無くなるので、ＩＣカード３０
の動作は停止する。しかし、不揮発性メモリ７８を用いているので、電力供給が無くなっ
ても、記憶された情報は保持される。
【００６３】
開封検出手段である開封センサー８４は、表層材３２、３６（図２参照）が剥がされたこ
とを検出すると、開封検出信号をＣＰＵ７６に与える。ＣＰＵ７６は、開封検出信号を得
ると、予め定められた処理、例えば不揮発性メモリ７８のデータの消去などを行なう。
【００６４】
図４は、開封センサー８４の一例を示す回路図である。開封センサー８４は、並列接続し
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た４つのフォトダイオードＤ1～Ｄ4と、抵抗Ｒ1とを、直列に接続することにより構成さ
れている。開封センサー８４には、電源生成回路７２（図３参照）から電源電圧Ｅが印加
されている。開封センサー８４の２つの出力端子Ｔは、ＣＰＵ７６（図３参照）に接続さ
れている。
【００６５】
フォトダイオードＤ1～Ｄ4のいずれにも光が当らないときは、２つの出力端子Ｔ間の電圧
は、所定のしきい値以下になるよう設定されている。フォトダイオードＤ1～Ｄ4のいずれ
かに光が当ると、２つの出力端子Ｔ間の電圧は前記しきい値以上になるよう設定されてい
る。
【００６６】
通常は、図２に示すように、表層材３２、３６およびコア部材３４により封鎖された空洞
部３８内にフォトダイオードＤ1～Ｄ4が配置されている。したがって、２つの出力端子Ｔ
間の電圧はしきい値以下である。ところが、ＩＣカード３０が開封された場合、たとえば
、表層材３６が剥がされた場合には、空洞部３８に光が差し込み、フォトダイオードＤ1
～Ｄ4のいずれかに光が当る。これにより、２つの出力端子Ｔ間の電圧はしきい値以上に
なる。２つの出力端子Ｔ間に生ずる当該しきい値以上の電圧が、上述の開封検出信号に該
当する。
【００６７】
なお、この例においては、フォトダイオードＤ1～Ｄ4のいずれかに光が当ると、２つの出
力端子Ｔ間の電圧がしきい値以上になるよう設定したが、フォトダイオードＤ1～Ｄ4のう
ち２つ以上、３つ以上、または全てに光が当った場合に、２つの出力端子Ｔ間の電圧がし
きい値以上になるよう設定することもできる。このように設定すれば、フォトダイオード
Ｄ1～Ｄ4個々の容量が小さくて済むため、フォトダイオードＤ1～Ｄ4を目立たなくするこ
とができる。
【００６８】
また、この例においては、４つのフォトダイオードＤ1～Ｄ4を並列接続して用いたが、並
列接続するフォトダイオードの数は、４つに限定されるものではない。また、フォトダイ
オードを１つだけ用いることもできる。
【００６９】
また、この例においては、光を検出する手段としてフォトダイオードを例に説明したが、
光を検出する手段としては、フォトダイオードの他に、たとえばフォトトランジスタなど
を用いることもできる。なお、外部からの光を検知することにより開封を検出する手段は
、上述の回路等に限定されるものではない。
【００７０】
つぎに、図５に、開封センサー８４の他の例を示す。図５Ａは、他の例による開封センサ
ー８４を用いたＩＣカード３０の要部断面を示す図である。図５Ｂは、当該開封センサー
８４の回路図である。
【００７１】
図５Ｂに示すように、開封センサー８４は、２つの抵抗Ｒ2およびＲ3を直列に接続するこ
とにより構成されている。図４に示される例と同様に、開封センサー８４には、電源生成
回路７２から電源電圧Ｅが印加され、開封センサー８４の２つの出力端子Ｔは、ＣＰＵ７
６に接続されている。
【００７２】
図５Ａに示すように、表層材３２の内側には電極４６が固着され、表層材３６の内側には
電極４８が固着されている。電極４６と電極４８との間のコア部材３４は、所定の電気抵
抗Ｒ2を有するよう設定されている。すなわち、コア部材３４が、図５Ｂに示す抵抗Ｒ2に
該当する。電極４６、４８は、それぞれ、ワイヤ６２、６４を介して、タブ４０に接続さ
れている。抵抗Ｒ3は、タブ４０の適所に配置されている（図示せず）。
【００７３】
電極４６、４８間の抵抗値がＲ2に等しいときは、２つの出力端子Ｔ間の電圧は、所定の
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しきい値以下になるよう設定されている。電極４６、４８間の抵抗値がＲ2より大きくな
ると、２つの出力端子Ｔ間の電圧は前記しきい値以上になるよう設定されている。
【００７４】
通常は、図５に示すように、電極４６、４８間にコア部材３４が密着した状態になってい
る。したがって、２つの出力端子Ｔ間の電圧はしきい値以下である。ところが、ＩＣカー
ド３０が開封された場合、たとえば、表層材３６が剥がされた場合には、表層材３６に固
着された電極４８と、コア部材３４とが分離してしまうため、電極４６、４８間の抵抗値
が極めて大きくなる。これにより、２つの出力端子Ｔ間の電圧はしきい値以上になる。図
４に示される例と同様に、２つの出力端子Ｔ間に生ずる当該しきい値以上の電圧が、上述
の開封検出信号に該当する。なお、抵抗値の変化を検知することにより開封を検出する手
段は、上述の回路等に限定されるものではない。
【００７５】
つぎに、図６に、開封センサー８４のさらに他の例を示す。図６Ａは、さらに他の例によ
る開封センサー８４を用いたＩＣカード３０の要部断面を示す図である。図６Ｂは、当該
開封センサー８４の回路図である。
【００７６】
図６Ｂに示すように、開封センサー８４は、コンデンサＣsおよび抵抗Ｒ4を直列に接続す
ることにより構成されている。上述の各例と同様に、開封センサー８４には、電源生成回
路７２から電源電圧Ｅが印加され、開封センサー８４の２つの出力端子Ｔは、ＣＰＵ７６
に接続されている。
【００７７】
図６Ａに示すように、表層材３２の内側には電極４６が固着され、表層材３６の内側には
電極４８が固着され、電極４６、４８は、それぞれ、ワイヤ６２、６４を介して、タブ４
０に接続されている点は、図５に示す例と同様である。ただし、図６に示す開封センサー
８４においては、電極４６と電極４８との間のコア部材３４は、所定の誘電率を有するよ
う設定されている。すなわち、電極４６、４８およびコア部材３４により、所定の静電容
量Ｃsを有するコンデンサＣsを構成している。抵抗Ｒ4は、タブ４０の適所に配置されて
いる（図示せず）。
【００７８】
２つの出力端子Ｔ間の電圧は、電源Ｅ投入後、コンデンサＣsおよび抵抗Ｒ4により定まる
時定数で、電源電圧に達する。そこで、抵抗Ｒ4の値を適当な値に設定することで、電極
４６、４８間の静電容量がＣsに等しいときには、電源投入後所定時間経過後における２
つの出力端子Ｔ間の電圧が、所定のしきい値以下になるように設定している。電極４６、
４８間の静電容量がＣsより小さくなると、すなわち時定数が小さくなると、電源投入後
所定時間経過後における２つの出力端子Ｔ間の電圧が、前記しきい値以上になるよう設定
されている。
【００７９】
通常は、図６に示すように、電極４６、４８間にコア部材３４が密着した状態になってい
る。したがって、電源投入後所定時間経過後における２つの出力端子Ｔ間の電圧はしきい
値以下である。ところが、ＩＣカード３０が開封された場合、たとえば、表層材３６が剥
がされた場合には、表層材３６に固着された電極４８とコア部材３４とが分離するととも
に、表層材３６に固着された電極４８と、表層材３２に固着された電極４６との距離が大
きくなる。これにより、電極４６、４８間の静電容量がＣsより小さくなるため、時定数
が小さくなる。この結果、電源投入後所定時間経過後における２つの出力端子Ｔ間の電圧
はしきい値以上になる。この例においては、電源投入後所定時間経過後において２つの出
力端子Ｔ間に生ずる当該しきい値以上の電圧が、上述の開封検出信号に該当する。
【００８０】
なお、静電容量の変化を検知することにより開封を検出する手段は、上述の回路等に限定
されるものではない。たとえば、コンデンサとコイルとにより共振回路を構成し、コンデ
ンサの静電容量の変化に起因する当該共振回路の共振周波数の変化を検出することにより
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開封を検出するよう構成することもできる。
【００８１】
なお、上述の各実施形態においては、図３に示すように、開封センサー８４をＩＣチップ
７０の外部に設けるよう構成したが、開封センサー８４を設ける位置は、特に限定される
ものではない。たとえば、図１２に示すように、開封センサー８４をＩＣチップ７０の内
部に設けるよう構成することもできる。また、開封センサー８４の一部をＩＣチップ７０
の内部に設け、他の部分をＩＣチップ７０の外部に設けるよう構成することもできる。
【００８２】
開封センサー８４の一部または全体を、ＩＣチップ７０の内部に設けるようすることで、
開封センサー８４の存在がＩＣチップ７０の外部から判り難くなり、さらに機密保護に対
する安全性を高めることができる。また、ＩＣチップ７０を製造する際、開封センサー８
４の一部または全体を造り込むことができるので、ＩＣカード３０の製造コストの上昇を
抑えることが可能となる。なお、後述するＩＣチップモジュールにおいても、ＩＣカード
３０の場合と同様に、開封センサー８４の一部または全体を、ＩＣチップの内部に設ける
ことができる。
【００８３】
図１３は、前述の開封センサー８４（図４参照）を構成するフォトダイオードＤ1，Ｄ2，
Ｄ3，Ｄ4を、ＩＣチップ７０に設けられたＩＣ回路の一部を用いて構成した場合における
、ＩＣチップ７０の構成の一部を示す図面である。図１３Ａは、ＩＣチップ７０の平面構
成を模式的に表わした図面である。図１３Ｂは、ＩＣチップ７０の主要断面図である。
【００８４】
図１３Ｂに示すように、ＩＣチップ７０のｐ型半導体基板１００内に、複数（この例では
４つ）のｎウェル領域１０２が形成されている。各ｎウェル領域１０２内にｐ+領域１０
４が形成されている。それぞれのｎウェル領域１０２とｐ+領域１０４とにより、フォト
ダイオードＤ1，Ｄ2，Ｄ3，Ｄ4が構成される。
【００８５】
各ｐ+領域１０４は、層間膜１０６に設けられたコンタクトホール１０６ａを介して、ア
ルミ配線１０８により、相互に接続される。同様に、各ｎウェル領域１０２も、アルミ配
線１１０（図１３Ａ参照）により、相互に接続される。このように、アルミ配線１０８と
アルミ配線１１０とを用いて、４つのフォトダイオードＤ1，Ｄ2，Ｄ3，Ｄ4を並列に接続
している。これらを覆うようにパッシベーション膜１１２が形成されている。
【００８６】
前述（図２参照）の場合同様、ＩＣカード３０が開封された場合、たとえば、表層材３６
が剥がされた場合には、パッシベーション膜１１２、層間膜１０６を透過した光が、ＩＣ
チップ７０の表面近くに形成されたフォトダイオードＤ1～Ｄ4に当たる。これにより、開
封検出信号が生成される。
【００８７】
このように、フォトダイオードＤ1，Ｄ2，Ｄ3，Ｄ4を、ＩＣチップ７０に設けられたＩＣ
回路の一部を用いて構成することは、製造技術上、比較的容易である。また、このように
、小さなフォトダイオードを複数分散させて造り込むようにすれば、フォトダイオードの
存在がＩＣチップ７０の外部から、いっそう判り難くなるため好都合である。
【００８８】
なお、図１３の例では、ｐ型半導体基板１００内に、フォトダイオードＤ1，Ｄ2，Ｄ3，
Ｄ4に対応させて、複数のｎウェル領域１０２を形成するよう構成したが、図１４のよう
に、ｐ型半導体基板１００内に、フォトダイオードＤ1，Ｄ2，Ｄ3，Ｄ4に兼用して用いら
れる一つのｎウェル領域１０２を形成するよう構成してもよい。このように構成すれば、
アルミ配線１１０を短くすることができ、好都合である。
【００８９】
つぎに、ＩＣカード３０が開封された場合にＣＰＵ７６が行なう処理の一例について、図
３または図１２、および図７のフローチャートを参照しつつ説明する。上述のように、Ｉ
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Ｃカード３０は、内部に電源をもっていない。したがって、ＩＣカード３０が開封された
としても、ＣＰＵ７６が作動していないときには、ＣＰＵ７６はＩＣカード３０が開封さ
れたことを知ることができない。
【００９０】
ＩＣカード３０を開封した者が、ＣＰＵ７６の動作や不揮発性メモリ７８のデータを調べ
るために、露出したＩＣチップ７０の電源用のパッド（図示せず）を探し、これにプロー
ブなどを当てて、ＩＣチップ７０に電源を与えたとする。電源が与えられることにより、
ＣＰＵ７６が起動する（ステップＳ１）。
【００９１】
ＣＰＵ７６は、起動後、まず、開封センサー８４から開封検出信号が与えられているか否
かを調べる（ステップＳ２）。開封検出信号が与えられていない場合には、通常の処理を
行なう。
【００９２】
上述のように、ＩＣカード３０が開封された場合には、開封センサー８４から開封検出信
号が与えられている。したがって、このときには、ＣＰＵ７６は、不揮発性メモリ７８の
データを全て消去する（ステップＳ３）。
【００９３】
このように、ＩＣカード３０を開封すると、不揮発性メモリ７８のデータが全て消去され
るため、いったん開封されると、誰も当該データを知ることはできなくなる。このように
構成することで、機密保護に対する安全性を極めて高くすることができる。
【００９４】
なお、この例においては、ＩＣカード３０が開封されると不揮発性メモリ７８のデータを
全て消去するよう構成したが、ＩＣカード３０が開封されると、不揮発性メモリ７８の一
部のデータのみを消去するよう構成することもできる。このように構成すれば、第３者に
知られてはならないデータのみを選択的に消去するとともに、その他のデータを保存する
ことができるため、好都合である。
【００９５】
図８は、ＩＣカード３０が開封された場合にＣＰＵ７６が行なう処理の他の例を示すフロ
ーチャートである。ＣＰＵ７６が開封を検出するまでの処理（ステップＳ１１、Ｓ１２）
は、図７に示される例と同様である（ステップＳ１、Ｓ２参照）。ただし、この例におい
ては、開封を検出すると、ＣＰＵ７６は、不揮発性メモリ７８のデータを全て読出し不能
とする（ステップＳ１３）。
【００９６】
また、図７に示される例と異なり、この例においては、読出不能とされた不揮発性メモリ
７８のデータを、特別の処理を施すことにより、再度読み出すこともできる。
【００９７】
すなわち、ＣＰＵ７６は、ＩＣチップ７０に設けられた所定のパッド（図示せず）から所
定のイネーブル信号（読出許可信号）が入力されたか否かを監視しており（ステップＳ１
４）、該イネーブル信号が入力された場合に限り、不揮発性メモリ７８のデータを、再度
読出し可能とする（ステップＳ１５）。なお、イネーブル信号を暗号化しておけば、第３
者によるデータの読み出しを、ある程度防止することができる。
【００９８】
このように、ＩＣカード３０を開封すると不揮発性メモリ７８のデータが全て読出し不能
となるよう構成するとともに、特別の処理を施すことで当該データを知り得るよう構成す
れば、第３者にデータを知られる危険が少なく、かつ、必要に応じてデータを後で取り出
すことも可能となるため、好都合である。
【００９９】
なお、この例においては、ＩＣカード３０が開封されると不揮発性メモリ７８のデータを
全て読出不能とするよう構成したが、ＩＣカード３０が開封されると、不揮発性メモリ７
８の一部のデータのみを読出不能とするよう構成することもできる。
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【０１００】
また、イネーブル信号が入力された場合、読出不能とされた全ての不揮発性メモリ７８の
データを再度読出し可能とするよう構成したが、イネーブル信号が入力された場合、読出
不能とされた不揮発性メモリ７８のデータのうち、一部のデータのみを再度読出し可能と
するよう構成することもできる。このように構成すれば、第３者に絶対知られてはならな
いデータについては、だれも読み出すことができなくなるため、機密保持の点で好ましい
。
【０１０１】
図９は、ＩＣカード３０が開封された場合にＣＰＵ７６が行なう処理のさらに他の例を示
すフローチャートである。ＣＰＵ７６が開封を検出するまでの処理（ステップＳ２１、Ｓ
２２）は、上述の各例と同様である。ただし、この例においては、開封を検出すると、Ｃ
ＰＵ７６は、ＣＰＵ７６自身を作動不能とする（ステップＳ２３）。
【０１０２】
このように、ＩＣカード３０を開封すると、ＣＰＵ７６が機能しなくなるので、不正にＩ
ＣカードやＩＣチップモジュールを入手して開封したとしても、データ処理の機能を知る
ことは極めて困難となる。
【０１０３】
図８に示される例と同様に、この例においても、いったん作動不能となったＣＰＵ７６を
、特別の処理を施すことにより、再度作動可能にすることができる。すなわち、ＩＣチッ
プ７０に設けられた所定のパッド（図示せず）から所定のイネーブル信号（ＣＰＵ作動許
可信号）が入力された場合に限り、ＣＰＵ７６が、再度作動可能となる。（ステップＳ２
４、Ｓ２５）。
【０１０４】
なお、この例においては、ＩＣカード３０が開封されるとＣＰＵ７６の機能全体を作動不
能とするよう構成したが、ＩＣカード３０が開封されると、ＣＰＵ７６の機能の一部のみ
を停止させ、他の機能を停止させないよう構成することもできる。このように構成すれば
、第３者に知られてはならない処理機能のみを停止させ、その他の一般的な機能は停止さ
せないようにすることができるため、好都合である。
【０１０５】
また、イネーブル信号が入力された場合、停止されたＣＰＵ７６の機能の全てを作動可能
とするよう構成したが、イネーブル信号が入力された場合、停止されたＣＰＵ７６の機能
のうち、一部の機能のみを、再度作動可能とするよう構成することもできる。このように
構成すれば、第３者に絶対知られてはならない処理機能については、だれも知ることがで
きなくなるため、機密保持の点で好ましい。
【０１０６】
なお、この例においては、所定のイネーブル信号を入力することにより、停止されたＣＰ
Ｕ７６の機能を、再度作動可能とするよう構成したが、いったん停止されたＣＰＵ７６の
機能は、再び作動可能とならないよう構成することもできる。
【０１０７】
つぎに、図１０Ａに、この発明の他の実施形態によるＩＣチップモジュール９２の分解斜
視図を示す。ＩＣチップモジュール９２は、プリペイドカード、スキー場のリフトや鉄道
の自動改札、荷物の自動仕分け等に用いるＩＣカードに内蔵される。
【０１０８】
ＩＣチップモジュール９２は、ＩＣチップ８６とＩＣチップ８８とを異方性導電体９０に
より接着することにより形成されている。この実施形態においては、ＩＣチップ８６に、
ＣＰＵ、変復調回路、電源生成回路などの主要回路（図示せず）が搭載され、ＩＣチップ
８８に不揮発性メモリ（図示せず）が搭載されている。ＩＣチップ８６の上面には複数の
端子８６ａ，８６ｂ，・・・が設けられ、ＩＣチップ８８の下面には、前述の端子８６ａ
，８６ｂ，・・・と対向する位置に、端子８８ａ，８８ｂ，・・・が、それぞれ設けられ
ている。
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【０１０９】
異方性導電体９０は、一方向にのみ導電性を有する導電体で、接着性を有している。異方
性導電体として、たとえば熱硬化性の接着剤であるアニソルム（日立化成）を用いること
ができる。このような異方性導電体９０を用いることにより、ＩＣチップ８６およびＩＣ
チップ８８を強固に接着することができる。異方性導電体９０を用いて、ＩＣチップ８６
およびＩＣチップ８８を接着することにより、互いに対向する位置に設けられた各端子８
６ａ，８６ｂ，・・・と、端子８８ａ，８８ｂ，・・・とが、電気的に接続される。この
ようにして、ＩＣチップモジュール９２を形成することができる。
【０１１０】
端子８６ｃ，８６ｄ，・・・と、端子８８ｃ，８８ｄ，・・・とが、電気的に接続される
ことにより、ＩＣチップ８６に設けられた主要回路とＩＣチップ８８に設けられた不揮発
性メモリとが電気的に接続される。なお、このようにして形成されたＩＣチップモジュー
ル９２と、アンテナを含む共振回路（図示せず）とを収納体（図示せず）に封入すること
により、非接触式のＩＣカードが完成する。
【０１１１】
ＩＣチップモジュール９２は、開封センサー８４を備えている。図１０Ｂに、この実施形
態における開封センサー８４の回路図を示す。図１０Ｂに示すように、開封センサー８４
は、配線８９と抵抗Ｒ5とを直列に接続することにより構成されている。上述の各開封セ
ンサー８４（たとえば図５Ｂ）に示される例と同様に、開封センサー８４には、ＩＣチッ
プ８６に設けられた電源生成回路（図示せず）から電源電圧Ｅが印加され、開封センサー
８４の２つの出力端子Ｔは、ＩＣチップ８６に設けられたＣＰＵ（図示せず）に接続され
ている。
【０１１２】
図１０Ａに示すように、ＩＣチップ８８に設けられた端子８８ａと端子８８ｂとは、ＩＣ
チップ８８の内部で、配線８９により電気的に接続されている。したがって、ＩＣチップ
８６に設けられた端子８６ａと端子８６ｂとは、異方性導電体９０、端子８８ａ、配線８
９、端子８８ｂを介して電気的に接続されている。なお、図１０Ｂに示す抵抗Ｒ5は、Ｉ
Ｃチップ８６内の適所に配置されている（図示せず）。
【０１１３】
２つの出力端子Ｔ間が配線８９により導通されているときは、２つの出力端子Ｔ間の電圧
は、所定のしきい値以下になるよう設定されている。２つの出力端子Ｔ間が非導通状態（
断線状態）になると、２つの出力端子Ｔ間の電圧は前記しきい値以上になるよう設定され
ている。
【０１１４】
通常は、ＩＣチップ８６とＩＣチップ８８とは異方性導電体９０を介して接続されている
ため、２つの出力端子Ｔ間が導通状態になっている。このため、２つの出力端子Ｔ間の電
圧はしきい値以下である。ところが、ＩＣチップモジュール９２が開封された場合、すな
わち、ＩＣチップ８６とＩＣチップ８８とが分離された場合には、端子８６ａと端子８６
ｂとは非導通状態となる。これにより、２つの出力端子Ｔ間の電圧はしきい値以上になる
。２つの出力端子Ｔ間に生ずる当該しきい値以上の電圧が、上述の開封検出信号に該当す
る。
【０１１５】
なお、配線が断線状態となったことを検知することにより開封を検出する手段は、上述の
回路等に限定されるものではない。
【０１１６】
また、異方性導電体９０を用いることなく、他の方法、たとえばハンダ付けや、共晶結合
を利用したバンプ技術などを用いて、端子８６ａ，８６ｂ，・・・と、端子８８ａ，８８
ｂ，・・・とを電気的に接続するよう構成することもできる。
【０１１７】
つぎに、図１１Ａに、この発明の他の実施形態によるＩＣチップモジュール９８の分解斜
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視図を示す。ＩＣチップモジュール９８は、ＩＣチップ９４と、ＩＣチップ９４の上面に
貼り付けられたシール状部材９６とを備えている。上述のＩＣチップモジュール９２（図
１０参照）の場合と異なり、この実施形態においては、ひとつのＩＣチップ９４に、ＣＰ
Ｕ、変復調回路、電源生成回路などの主要回路および不揮発性メモリを搭載している。
【０１１８】
ＩＣチップ９４の上面には２個の端子９４ａ，９４ｂ、および不揮発性メモリのチェック
等に使用するパッド９５が設けられている。シール状部材９６はこれらの端子９４ａ，９
４ｂ、およびパッド９５を覆うように貼り付けられている。シール状部材９６の接着面側
の、少なくとも端子９４ａ，９４ｂに対向する帯状の部分は、導電性の材料で形成された
帯状配線９７を構成している。
【０１１９】
ＩＣチップモジュール９８の開封センサー８４の回路図を図１１Ｂに示す。この実施形態
における開封センサー８４の回路は、前述の図１０Ｂに示す回路と同様である。すなわち
、図１１Ａに示すように、ＩＣチップ９４に設けられた端子９４ａと端子９４ｂとは、シ
ール部材９６に形成された帯状配線９７を介して、電気的に接続されている。
【０１２０】
上述のＩＣチップモジュール９２の場合同様、通常は、ＩＣチップ９４の上面にシール部
材９６が貼り付けられているため、２つの出力端子Ｔ間が導通状態になっている。このた
め、２つの出力端子Ｔ間の電圧は、しきい値以下である。ところが、ＩＣチップモジュー
ル９８が開封された場合、すなわち、パッド９５にプローブ等をあてるためにＩＣチップ
９４の上面のシール部材９６が剥がされた場合には、端子９４ａと端子９４ｂとは非導通
状態となる。これにより、２つの出力端子Ｔ間の電圧は、しきい値以上になる。２つの出
力端子Ｔ間に生ずる当該しきい値以上の電圧が、開封検出信号に該当するのは、上述のＩ
Ｃチップモジュール９２の場合と同様である。開封検出信号を得ることにより、ＣＰＵは
、ＩＣチップモジュール９８が開封されたことを知る。
【０１２１】
なお、図１０および図１１に示す実施形態においては、配線が断線状態（非導通状態）と
なったことを検知することによりＩＣチップモジュールが開封されたことを検出する場合
を例に説明したが、上述のＩＣカード３０の場合同様、ＩＣチップモジュールが開封され
たときの外部からの光を検知することにより開封を検出するよう構成することもできる。
また、ＩＣチップモジュールが開封されたときの静電容量の変化を検知することにより開
封を検出するように構成したり、ＩＣチップモジュールが開封されたときの抵抗値の変化
を検知することにより開封を検出するように構成することもできる。
【０１２２】
さて、ＩＣチップ８６（図１０参照）またはＩＣチップ９４（図１１参照）に内蔵された
ＣＰＵは、開封検出信号を得ると、上述のＩＣカード３０の場合と同様の処理、例えばＣ
ＰＵを作動不能とするような処理（図９参照）を行なう。
【０１２３】
なお、ＩＣチップモジュール９８（図１１参照）のように、ＣＰＵと不揮発性メモリとを
同一のＩＣチップに設けるよう構成した場合には、不揮発性メモリのデータの一部または
全部を消去するような処理（図７参照）や、データの一部または全部を読出禁止とするよ
うな処理（図８参照）を行なうよう構成することもできる。
【０１２４】
なお、上述の各実施形態においては、１コイル型の非接触型のＩＣカードに、この発明を
適用した場合を例に説明したが、この発明は、いわゆる複数コイル型の非接触型のＩＣカ
ードにも適用することができる。また、非接触型のＩＣカード以外に、接触型のＩＣカー
ドにも適用することができる。さらに、ＩＣチップを搭載したＩＣカード一般に適用する
ことができる。ここでいうＩＣカードとは、収納体にＩＣチップを収納したものをいい、
形状、大きさを問わない。収納体は、略板状の部材の他、箱状の部材をも含む概念である
。また、ＩＣカードのみならず、ＩＣ回路を設けた部材を含むＩＣチップモジュールにも
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【図面の簡単な説明】
【図ｌ】この発明の一実施形態によるＩＣカード３０を示す図面である。
【図２】図１における要部断面（断面Ｓ２－Ｓ２）を示す図面である。
【図３】ＩＣカード３０の回路構成を示す図面である。
【図４】開封センサー８４の一例を示す回路図である。
【図５】図５Ａは、他の例による開封センサー８４を用いたＩＣカード３０の要部断面を
示す図である。図５Ｂは、当該開封センサー８４の回路図である。
【図６】図６Ａは、さらに他の例による開封センサー８４を用いたＩＣカード３０の要部
断面を示す図である。図６Ｂは、当該開封センサー８４の回路図である。
【図７】ＩＣカード３０が開封された場合にＣＰＵ７６が行なう処理の一例を示すフロー
チャートである。
【図８】ＩＣカード３０が開封された場合にＣＰＵ７６が行なう処理の他の例を示すフロ
ーチャートである。
【図９】ＩＣカード３０が開封された場合にＣＰＵ７６が行なう処理のさらに他の例を示
すフローチャートである。
【図１０】図１０Ａはこの発明の他の実施形態によるＩＣチップモジュール９２の分解斜
視図である。図１０Ｂは、この実施形態における開封センサー８４の回路図である。
【図１１】図１１Ａはこの発明の他の実施形態によるＩＣチップモジュール９８の分解斜
視図である。図１１Ｂは、この実施形態における開封センサー８４の回路図である。
【図１２】開封センサーをＩＣチップの内部に設けた場合のＩＣカードの構成を示す図面
である。
【図１３】図１３Ａは、ＩＣ回路の一部を用いてフォトダイオードを構成した場合におけ
る、ＩＣチップ７０の平面構成の一例を表わした図面である。図１３Ｂは、図１３Ａに示
すＩＣチップ７０の主要断面図である。
【図１４】図１４Ａは、ＩＣ回路の一部を用いてフォトダイオードを構成した場合におけ
る、ＩＣチップ７０の平面構成の他の例を表わした図面である。図１４Ｂは、図１４Ａに
示すＩＣチップ７０の主要断面図である。
【図１５】従来の非接触型のＩＣカードの一例を示す図面である。
【図１６】図１６Ａは、図１５における断面Ｓ１－Ｓ１を示す図面である。図１６Ｂは、
ＩＣカード２の回路図である。
【図１７】従来の非接触型のＩＣカードの他の例を示す図面である。
【符号の説明】
３０・・・・・・ＩＣカード
７０・・・・・・ＩＣチップ
７６・・・・・・ＣＰＵ
７８・・・・・・不揮発性メモリ
８４・・・・・・開封センサー
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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