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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーション（Ａｐｐ）に自由にアクセスできるメモリであるアプリケーション領
域（Ａｐｐ－Ａｒ）を含み、該アプリケーション領域（Ａｐｐ－Ａｒ）の部分領域（Ｂｉ
、Ｂｊ）のために幾つかのアクセスキー（ＲＫｉ、ＲＫｊ）及びアクセス権（ＡＣｉ、Ａ
Ｃｊ）を有する複数の異なったタイプの識別メディア（ＩＭ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ）へデータを
書き込む方法において、
　該方法が、
　ａ）各識別メディアから独立した参照ファイルシステム（ＲＦＳ）を有する書き込み／
読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））が、各識別メディア（ＩＭ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ）の
データメモリに、各識別メディアに従属したファイルシステム（ＦＳ）であって、各識別
メディアから独立した参照ファイルシステム（ＲＦＳ）に対応し、且つ、各識別メディア
（ＩＭ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ）に適合したファイルシステム（ＦＳ）を書き込むか又は初期化す
るステップと、
　ｂ）書き込み／読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））が、前記各識別メディア（Ｉ
Ｍ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ）の全てのアクセスキー（ＲＫｉ、ＲＫｊ）を、ファイルシステムキー
（ＦＳＫ）によって置換するステップと、
　ｃ）書き込み／読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））が、部分領域（Ｂｉ、Ｂｊ）
のための全てのアクセス権（ＡＣｉ、ＡＣｊ）を無効にするステップと、
　ｄ）書き込み／読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））が、参照ファイルシステム（
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ＲＦＳ）に従って定義されたアプリケーション（Ａｐｐ（ＲＦＳ））が書き込み／読み出
しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））を介して異なる識別メディア（ＩＭ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ）
に書き込み可能となるように、参照ファイルシステム（ＲＦＳ）に適合した書き込み／読
み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））の中で定義されたファイルシステム開始点（ＦＳ
－Ｓ）を、各識別メディア（ＩＭ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ）の中で同様に定義するステップと、
を備える、方法。
【請求項２】
　ファイルシステムキー（ＦＳＫ１、ＦＳＫ２）及びファイルシステム開始点（ＦＳ－Ｓ
１、ＦＳ－Ｓ２）をそれぞれ有する複数の参照ファイルシステム（ＲＦＳ１、ＲＦＳ２）
が書き込み／読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ）－Ａｐｐ）に定義されていることを
特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　各識別メディア（ＩＭ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ）が、ファイルシステム領域（ＦＳ－Ａｒ）、及
び部分領域（Ｂｉ、Ｂｊ）のためにアクセスキー（ＲＫｉ、ＲＫｊ）及びアクセス権（Ａ
Ｃｉ、ＡＣｊ）を有する標準領域（Ｓｔｄ－Ａｒ）を含むことを特徴とする、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　ファイルシステム（ＦＳ）がファイルシステム開始点（ＦＳ－Ｓ）を介してアクセスさ
れることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ファイルシステム（ＦＳ）がファイルシステムヘッダ（ＦＳ－Ｈ）とファイルシステム
アプリケーション領域（ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒ）とに分割されており、ファイルシステム開
始点（ＦＳ－Ｓ）がファイルシステムヘッダ（ＦＳ－Ｈ）の中に存在することを特徴とす
る、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　書き込み／読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））のファイルシステム開始点（ＦＳ
－Ｓ（ＩＭ－Ｘ）、ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｙ））が、各識別メディア（ＩＭ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ）
のタイプ（Ｘ、Ｙ）に基づいて定義されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　書き込み／読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））が、ファイルシステム（ＦＳ）の
書き込みの後、フラグ（ｆｌ）を各識別メディア（ＩＭ（ＦＳ））の中に設定し、又は制
御条件（ｆｌｃ）又は初期化情報（ｆｌｉ）を書き込むことを特徴とする、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　リリースされたアプリケーション領域（ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒ）のサイズは、制御条件（
ｆｌｃ）又は初期化情報（ｆｌｉ）によって決定されるものであることを特徴とする、請
求項７に記載の方法。
【請求項９】
　各識別メディア（ＩＭ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ）が、ファイルシステム（ＦＳ）の初期化によっ
て或るタイプ（ＩＭ－Ｘ－Ｔ（ＦＳ））へ制限されることを特徴とする、請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　或るタイプ（Ｔ）への各識別メディア（ＩＭ）の制限が、フラグ（ｆｌ）、制御条件（
ｆｌｃ）、及び初期化情報（ｆｌｉ）の少なくとも１つによって達成されることを特徴と
する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　各識別メディア（ＩＭ）への制限が、或るユーザのタイプ（Ｔ－ＳＳＣ１、Ｔ－ＳＳＣ
２）として初期化されることを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　各識別メディア（ＩＭ）への制限が、機能タイプとして初期化されることを特徴とする
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、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　アプリケーション（Ａｐｐ）に自由にアクセスできるメモリであるアプリケーション領
域（Ａｐｐ－Ａｒ）、及び該アプリケーション領域（Ａｐｐ－Ａｒ）の部分領域（Ｂｉ）
のために幾つかのアクセスキー（ＲＫｉ）及びアクセス権（ＡＣｉ）の代わりとなるファ
イルシステムキー（ＦＳＫ）を有する、書き込み／読み出しステーション（ＷＲ）のため
の識別メディアであって、
　当該識別メディアは、識別メディアに従属したファイルシステム（ＦＳ）を有するメモ
リを備え、
　前記ファイルシステム（ＦＳ）は、識別メディアから独立した参照ファイルシステム（
ＲＦＳ）を採用した書き込み／読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））を介して識別メ
ディアに書き込まれたファイルシステム（ＦＳ）であり、
　前記ファイルシステム（ＦＳ）は、識別メディアから独立した参照ファイルシステム（
ＲＦＳ）に従っており、且つ、識別メディア（ＩＭ－Ｘ（ＦＳ）、ＩＭ－Ｙ（ＦＳ））に
適合している
ことを特徴とする識別メディア。
【請求項１４】
　書き込み／読み出しステーション（ＷＲ）のための識別メディア（ＩＭ（ＦＳ））と、
識別メディアに割り当てられた書き込み／読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））とを
備えており、前記識別メディア（ＩＭ（ＦＳ））が、アプリケーション（Ａｐｐ）に自由
にアクセス可能なメモリであるアプリケーション領域（Ａｐｐ－Ａｒ）、幾つかのアクセ
スキー（ＲＫｉ）、及びアプリケーション領域（Ａｐｐ－Ａｒ）の部分領域のためのアク
セス権を有する通信システムであって、
　当該通信システムが、識別メディアから独立した、ファイルシステムの抽象モデルであ
る、参照ファイルシステム（ＲＦＳ）を有し、
　前記識別メディアが、参照ファイルシステム（ＲＦＳ）に対応しており、且つ、定義済
みファイルシステム開始点（ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｘ）、ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｙ））を有するフ
ァイルシステム（ＦＳ）を有し、
　前記通信システムが、無効にされた部分領域（Ｂｉ）の全てのアクセスキー（ＲＫｉ）
、全てのアクセス権（ＡＣｉ）の代わりとなるファイルシステムキー（ＦＳＫ）を有し、
　参照ファイルシステム（ＲＦＳ）に対応する書き込み／読み出しステーション（ＷＲ（
ＲＦＳ））が、同様に、前記定義済み開始点を含み、
　通信システムが、参照ファイルシステム（ＲＦＳ）に従って定義されたアプリケーショ
ン（Ａｐｐ（ＲＦＳ））を有し、当該アプリケーション（Ａｐｐ（ＲＦＳ））は書き込み
／読み出しステーション（ＷＲ（ＲＦＳ））を介して識別メディア（ＩＭ－Ｘ（ＦＳ）、
ＩＭ－Ｙ（ＦＳ））に書き込まれて実行されるものである、
通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１のプリアンブルに従って、データ編成、又はデータ編成へ対応して
割り当てられるデータを識別メディアへ書き込む方法、及び請求項２２のプリアンブルに
従ったデータ編成付き識別メディアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　異なったタイプの標準識別メディア、例えば、非接触型識別メディア、チップカード、
又はバリューカード（ｖａｌｕｅ　ｃａｒｄ）などは、様々な製造業者から提供され、多
くのアプリケーション、アクセス制御アプリケーション、及びセキュリティアプリケーシ
ョン、例えばサービス及び商品へのアクセス、保護区域及びビルへのアクセス、データ処
理設備へのアクセス、時間管理などで応用される。そのような識別メディアは、様々な企
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業標準に対応し、様々なメモリ編成を有する。標準の識別メディアは、例えば国際公開公
報第０１／０１２５８号から公知である。この文献は、識別メディアのメモリへアクセス
する方法を指定し、少なくとも１つのアクセスキー及び１つのアクセス権が各々のアプリ
ケーションについて定義されなければならない。これらのデータメモリは異なったメモリ
サイズ、キー領域の中の幾つかのアクセスキー、及び部分領域のためのアクセス権を有す
る。アプリケーションは、このメモリ構造に従って書かれなければならない。
【０００３】
　他方、特殊プロプラエタリ接触自由型識別メディアをもつシステムは、国際公開公報第
９７／３４２６５号から公知である。その構造は階層許可システムに対応し、異なったユ
ーザからの幾つかのアプリケーションがデータメモリに書き込まれ、独立アプリケーショ
ンが独立ユーザによって自律的に定義及び実行されるように階層許可システムが保証し、
異なった独立アプリケーションは相互に影響を与えない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの公知のシステムでは、識別メディア（及び、そのデータ編成又はファイルシス
テム）は、アプリケーション又は許可システムの特別のデータ編成に対応していなければ
ならない。しかし、このためには、特別のプロプラエタリ識別メディアが必要である。こ
の識別メディアは、多くの場合、標準識別メディアと比較して著しく高価である。
【０００５】
　本発明の目的は、従来の制限及び欠点を克服し、異なったタイプの（標準）識別メディ
アのメモリへ統一的なやり方でアクセスできるようにし、したがってアプリケーションの
定義及び実行が単純化されてアプリケーションの可能性が拡張されるようにすることであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、この目的は請求項１に従った方法、及び請求項２２に従った識別メデ
ィアによって達成される。従属した特許請求項は、本発明の更なる発展に関連し、異なっ
たユーザのためにアプリケーションの設計及び実行の可能性が拡張される。
【０００７】
　以下、本発明を図面及び実施形態に基づいて詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１（図３ａ及び図３ｂと共に）は、割り当て済み書き込み／読み出しステーションＷ
Ｒによって、様々なタイプの識別メディアＩＭ－Ｘ及びＩＭ－Ｙへデータを書き込む本発
明の方法、又はデータ書き込み方法を示す。識別メディアはアプリケーションＡｐｐから
自由にアクセスできるアプリケーション領域Ａｐｐ－Ａｒを含み、各々の場合、アプリケ
ーション領域Ａｐｐ－Ａｒの部分領域Ｂｉについて、各々の場合に、様々なアクセスキー
ＲＫｉ及びアクセス権ＡＣｉを有する。それ自身は識別手段から独立した定義済みの仮想
参照ファイルシステムＲＦＳに対応するファイルシステムＦＳが書き込まれるか初期化さ
れる（方法のステップ１）。全てのアクセスキーＲＫｉはファイルシステムキーＦＳＫに
よって置換され（方法のステップ２）、部分領域Ｂｉの全てのアクセス権ＡＣｉは一時停
止され（３）、続いて識別メディアに適合化されたファイルシステムＦＳがこれらのＦＳ
（ＩＭ－Ｘ）及びＦＳ（ＩＭ－Ｙ）へ書き込まれ（４）、それによって各々の場合に、フ
ァイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｘ）及びＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｙ）が識別メディアＩ
Ｍ（ＦＳ）の中で定義される（５）。前記開始点は、同様に参照ファイルシステムＲＦＳ
に適合化された割り当て済み書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）の中で定義
され（６）、したがって仮想参照ファイルシステムＲＦＳに従って定義されたアプリケー
ションＡｐｐ（ＲＦＳ）が、割り当て済み書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ
）を介して識別メディアＩＭ－Ｘ（ＦＳ）及びＩＭ－Ｙ（ＦＳ）の中へ書き込まれ（７）
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、そして実行される（８）。
【０００９】
　好ましくは、規則ｒｕ（ＲＦＳ）が参照ファイルシステムＲＦＳへ割り当てられる。前
記規則は参照ファイルシステムの異なったデータの間の関係を規定する。
【００１０】
　この新しい方法の本質的要素は、識別メディアから独立した一般的な仮想参照ファイル
システムＲＦＳ、及び識別メディアに従属したファイルシステムＦＳである。該ＦＳは、
一般的な仮想参照ファイルシステムＲＦＳに従って識別メディアＩＭ（標準識別メディア
）の実のデータメモリへ書き込まれる。
【００１１】
　簡単に言えば、本発明に従った方法では、最初に標準識別メディアのデータメモリが空
にされ、次にファイルシステムＦＳが適合化された仕方で書き込まれ、ＲＦＳアプリケー
ションＡｐｐ－ＲＦＳが、変わらない仕方で書き込まれて実行される。
【００１２】
　ファイルシステムＦＳとは、或るデータメモリでデータを構成、編成、及び管理するシ
ステムを意味する。
【００１３】
　参照ファイルシステムＲＦＳとは、データ記憶媒体上のデータを編成するファイルシス
テム（実のデータメモリから独立した）の仮想抽象モデルを意味する。前記データは、通
信システムのフレームワークの中で、ユーザがアプリケーションを定義及び実行するため
に利用可能となる。
【００１４】
　本発明の方法に従ったデータの書き込みとは、一回又は複数回データを書いてもよい物
理メモリアドレスｐＡｄの上に書くこと、及び一回又は複数回データを書いてもよい、ま
だ書かれていない物理メモリアドレスｐＡｄへデータを書き込むことを意味する。
【００１５】
　図１は、異なったデータ編成を有する２つの異なったタイプＸ及びＹの標準識別メディ
アＩＭ－Ｘ及びＩＭ－Ｙを示す。各々の場合は、アクセスキーはＲＫｉ又はＲＫｊ、部分
領域はＢｉ又はＢｊ、及びアクセス権はＡＣｉ又はＡＣｊを有する（更に図３ａで表され
る）。このため、好ましくは、規則ｒｕ（ＲＦＳ）を有する仮想参照ファイルシステムＲ
ＦＳが、定義済みファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｘ）及びＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｙ
）、及び割り当て済みファイルシステムキーＦＳＫを有するように定義される。割り当て
済み書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）を介して、標準識別メディアＩＭ－
Ｘ及びＩＭ－Ｙは、方法のステップ１～５によって識別メディアＩＭ－Ｘ（ＦＳ）及びＩ
Ｍ－Ｙ（ＦＳ）の中へファイルシステムＦＳを初期化される。それによって、ファイルシ
ステムキーＦＳＫ、ファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｘ）及びＦＳ－Ｓ（ＩＭ－
Ｙ）、及びファイルシステム（ＦＳ（ＩＭ－Ｘ）及びＦＳ（ＩＭ－Ｙ）が識別メディアの
タイプＸ及びＹに従って書き込まれ、アクセスキーＲＫｉ及びＲＫｊが不能にされるか削
除され、したがって完全なファイルシステム領域ＦＳへのアクセスが、キーＦＳＫで可能
になる。
【００１６】
　続いて、参照ファイルシステムＲＳＦに対応するアプリケーションＡｐｐ（ＲＳＦ）が
、例えばホストＨから書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）を介して、方法の
ステップ６、７、８で、Ａｐｐ（ＲＳＦ）－ＦＳ（ＩＭ－Ｘ）及びＡｐｐ（ＲＦＳ－ＦＳ
（ＩＭ－Ｙ）として識別メディアの中へ書き込まれ、そして実行されてもよい。図１は、
更に、ファイルシステムＦＳが識別メディアのタイプＸ及びＹに従って異なる仕方で実現
されてもよいこと、即ち、識別メディアのタイプ及びメモリ構造へ最適に適合化されても
よいことを示す。したがって、アプリケーションへのアクセスは、ファイルシステムキー
ＦＳＫ（方法のステップ２０）、及びファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ（方法のステップ
２１）を介するアプリケーションへのアクセス（方法のステップ２２）を介して達成され
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る。
【００１７】
　図１を補足する図２ａ～図２ｃは、本発明の方法を使用して、割り当て済み書き込み／
読み出しステーションの３つの異なった機能、即ちファイルシステムＦＳの初期化、アプ
リケーションの書き込み、及びアプリケーションの実行をどのようにして区別するかを示
す。
　ａ）割り当て済み書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）による識別メディア
ＩＭの初期化は、方法のステップ１～５に対応する（図１）。この前提条件は、この機能
「初期化」Ｉｎｉを有する書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）－Ｉｎｉであ
る。該ステーションは、識別メディアＩＭ－Ｘ及びＩＭ－Ｙのタイプ及びそれらのアクセ
スキーＲＫｉの知識を有し、また参照ファイルシステムＲＦＳ及びファイルシステムキー
ＦＳＫを含む。ファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｘ）及びＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｙ）
を有する初期化済み識別メディアＩＭ－Ｘ（ＦＳ）及びＩＭ－Ｙ（ＦＳ）は、これから生
じる。
　ｂ）後続するアプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）の書き込みは、方法のステップ７に対
応して、機能「書き込み」ＷＡｐｐを有する書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦ
Ｓ）－ＷＡｐｐを必要とする。この前提条件は、再びＦＳＫ及びＦＳ－Ｓ（方法のステッ
プ６に従って）及びアプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）の知識である。アプリケーション
Ａｐｐ（ＲＦＳ）を有する識別メディアＩＭ（ＦＳ）は、これから生じる。
　ｃ）アプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）の実行は、方法のステップ８に対応して、機能
「実行」Ｒａｐｐを有するＷＲ（ＲＦＳ）－ＲＡｐｐを必要とする。
【００１８】
　こうして、割り当て済み書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）は、意図され
たタスクに従って、必要な機能である初期化（Ｉｎｉ）、書き込み（ＷＡｐｐ）、及び／
又は実行（ＲＡｐｐ）を提供される。
【００１９】
　システムオーナーのシステム全体の全ての識別メディアの初期化は、原則として、１つ
だけの初期化書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）－Ｉｎｉへ限定されてもよ
い。この機能Ｉｎｉは、最上位の階層レベルに対応する。
【００２０】
　アプリケーションの機能「書き込み」ＷＡｐｐは、例えば、各々の場合に、独立アプリ
ケーションＡｐｐのために独立ユーザＳＳＣによって、この下にある階層レベルで、対応
する書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）－ＷＡｐｐの中へ導入又は初期化さ
れてもよい。
【００２１】
　アプリケーションの機能「実行」ＲＡｐｐは、より低い階層レベルで導入されてもよい
。
【００２２】
　実際には、書き込みの機能を有する書き込み／読み出しステーションＷＲは、一般には
アプリケーションの対応する実行の機能も含んでいる。
【００２３】
　これらの機能Ｉｎｉ、ＷＡｐｐ、及びＲＡｐｐを書き込み／読み出しステーションＷＲ
（ＲＦＳ）の中へ初期化及び導入又はリリースすることは、適切な許可手段ＡＭ又は許可
メディアＡＩＭによって、即ち、適切なハードウェア又はソフトウェア（コード）によっ
て実現及び変更されてもよい。
【００２４】
　ファイルシステムＦＳへのアクセスは、好ましくは、ファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ
を介して達成される。
【００２５】
　ファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｘ）及びＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｙ）は、識別メデ



(7) JP 4881742 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

ィアのタイプ（Ｘ、Ｙ）の認識によって、例えば、通信のフレームワークの中で一意の識
別番号ＵＩＤの評価（解析）によって、割り当て済み書き込み／読み出しステーションＷ
Ｒ（ＲＦＳ）から決定されてもよく、それがまだ知られていない場合、アプリケーション
の実行のために定義されてもよい（方法のステップ６）。
【００２６】
　本発明に従った方法の大きな利点は、参照ファイルシステムＲＦＳの指定に従って定義
されたアプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）が、適合化なしに、ファイルシステムＦＳを含
む初期化済み標準識別メディアＩＭ（ＦＳ）へ書き込まれてもよい事実にある。
【００２７】
　こうして、バックグラウンドシステム／ホスト又は書き込み／読み出しステーションＷ
Ｒ（ＲＦＳ）も、識別メディアへの適合化なしに、初期化済み識別メディアＩＭ（ＦＳ）
でそのように定義されたアプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）を実行してもよい。
【００２８】
　図３ａは、標準識別メディアＩＭを示す。このＩＭは、図３ｂのように本発明に従って
初期化された識別メディアＩＭ（ＦＳ）へ変換される。図３ａに従った標準識別メディア
ＩＭは、一意の識別番号ＵＩＤを有する固定された所与の製造業者の領域Ｍａｎ、及び場
合によっては、更に製造業者のデータ、例えばメモリサイズ及び更なる詳細、及び標準領
域Ｓｔｄ－Ａｒを含む。
【００２９】
　標準領域は、アクセスキーＲＫｉを有するアクセスキー領域ＲＫ－Ａｒ及び部分領域Ｂ
ｉ及びアプリケーションＡｐｐｉを有する標準アプリケーション領域Ｓｔｄ－Ａｐｐ－Ａ
ｒから構成される。これらは、各々の場合にアクセス権ＡＣｉを含む。
【００３０】
　図３ｂに従った初期化済み識別メディアＩＭ（ＦＳ）は、対照的に、ファイルシステム
キーＦＳＫ及びファイルシステム領域ＦＳを有するファイルシステム領域ＦＳ－Ａｒを含
む。ファイルシステム領域ＦＳは、標準アプリケーション領域Ｓｔｄ－Ａｐｐ－Ａｒと比
較して大きく、ファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ、ここではファイルシステムヘッダＦＳ
－Ｈ、及び独立ユーザＳＳＣ１～ＳＳＣ３のアプリケーションＡｐｐ１～Ａｐｐ３を有す
るファイルシステムアプリケーション領域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒを有する。標準識別メディ
アＩＭの全てのアクセス権ＡＣｉは不能にされるか削除され、ファイルシステム領域ＦＳ
の全体及び全てのアプリケーションへのアクセスは、ファイルシステムキーＦＳＫを介し
て直接達成されてもよい。従来のアクセスキー領域ＲＫ－Ａｒは、こうしてアプリケーシ
ョンに対して利用可能である。
【００３１】
　この例において、ファイルシステム又はファイルシステム領域ＦＳは、ファイルシステ
ム領域の編成を規定するファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈ及びファイルシステムアプリケ
ーション領域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒへ分割される。アプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）への
アクセスは、ファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ又はファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈ及び
アプリケーションＡｐｐへのファイルシステムキーＦＳＫを介して、方法のステップ２０
～２２によって達成される。ファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈは、識別メディアに関する
情報ＩＭＩ、例えば、製造業者の領域Ｍａｎの中に存在しない製造業者及びメモリサイズ
を含み、またファイルシステムＦＳに関する情報、例えばファイルシステムのバージョン
ＦＳｖ、データ編成、アクセス権ａｃｉ、及び（セキュリティ要件に従って）暗号機能ｃ
ｒｙｐを含む。
【００３２】
　ここで、ファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓは、好ましくは、ファイルシステムヘッダＦ
Ｓ－Ｈの中に存在する。
【００３３】
　アプリケーションの所望の編成及びアプリケーションの許可に依存して、ファイルシス
テムキーＦＳＫでファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ又はファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈ
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のみをアクセスし、アプリケーション領域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒをアクセスしないことを規
定してもよい。したがって、例えば割り当て済みキーＦＳＫ－Ａｐｐがアプリケーション
及び／又は独立ユーザＳＳＣのために導入され、このキーが、対応するアプリケーション
、図３ｂの例では、例えばアプリケーションＡｐｐ１へのアクセスを制御する（ＦＳ－Ｈ
からＦＳＫ－Ａｐｐへの方法のステップ２２ａ、及びＦＳＫ－ＡｐｐからＡｐｐ１への２
２ｂを使用して）。
【００３４】
　ファイルシステムＦＳを書いた後、初期化を示す制御インディケータ（フラグ）ｆｌが
、更なる情報として識別メディアＩＭ（ＦＳ）の中に設定されてもよい。更に、制御条件
ｆｌｃ又は初期化情報ｆｌｉを書き込んでもよい。
【００３５】
　制御条件ｆｌｃは、例えばファイルシステムへのアクセスの回数又は満了日付を定義し
、初期化情報ｆｌｉは、ＦＳの初期化が、どのような条件で、いつ、どのようにして、ど
の書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）－Ｉｎｉを使用して、及び誰によって
実現されたかを指定する。
【００３６】
　制御条件ｆｌｃ又は初期化情報ｆｌｉは、例えば、更に、アプリケーション領域ＦＳ－
Ａｐｐ－Ａｒの柔軟な使用を可能にする。ファイルシステムＦＳを書き込むとき（初期化
）、アプリケーション領域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒの全体が［データ］を書かれていても、最
初のユーザＳＳＣ１が必要として支払いの対象となる領域の一部分のみが、そのユーザに
よる（書き込み）使用のためにリリースされてもよい。次に、この第１のユーザ又は第２
の独立ユーザＳＳＣ２が、事後書き込み（事後初期化）によって、既存のアプリケーショ
ンの拡張又は新しいアプリケーションのために領域の第２の部分のリリースを取得しても
よい。したがって、例えば、異なるように大きなメモリ領域（したがって異なるように大
きなファイルシステム領域ＦＳ－Ａｒ）を有する識別メディアを使用する必要はない。し
たがって、大きなメモリ領域を有する識別メディアＩＭは、ユーザＳＳＣに関しては、小
さなメモリ領域を有する識別メディアとして販売されてもよい。識別メディアＩＭの製造
業者又は販売者は、大きなメモリ領域を有する識別メディアＩＭの規模の経済性から利益
を得ることができ、ユーザＳＳＣは、小さなメモリ領域を有する識別メディアと比較して
、大きなメモリ領域を有する識別メディアについて大きな価格を支払う必要はなく、部分
的にリリースされたアプリケーション領域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒについてのみ支払えばよい
。リリースされたアプリケーション領域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒのサイズは、情報ＩＭＩの一
部分であり得る。制御条件ｆｌｃ又は初期化情報ｆｌｉを使用して、更に、事後書き込み
が可能であるかどうか、又はどのような期間及びどのような条件のもとでそれが可能であ
るかを定義することができる。
【００３７】
　アプリケーションＡｐｐｉを書き込んで実行するユーザＳＳＣｉは、読み出すだけのや
り方で、又は部分的に書き込むだけのやり方で、例えばアプリケーション特定及びユーザ
特定アクセス権ａｃｉを一時的に書き込んでファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈにアクセス
してもよい事実によって、更なるセキュリティ条件が導入されてもよい。ユーザはファイ
ルシステムＦＳの編成を変更するか、それに影響を及ぼすことはない。このようなことは
、システムオーナー（最上位の階層レベル）によって規定される。標準識別メディアＩＭ
のアクセス権ＡＣｉと比較して、ファイルシステムアクセス権ａｃｉは同じ機能を有する
が、有利には、それらは柔軟な仕方で編成される。これによって、例えば、アプリケーシ
ョンＡｐｐｉへアクセスするため「スタンプ」の形式で柔軟性キー又はアクセス権又は完
全な権利マネジメント（固定されたキーＦＳＫ－Ａｐｐと比較して）を定義することがで
きる。スタンプは次の部分から構成されてもよい。
　－　ファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈのアプリケーション独立部分、即ち、参照ファイ
ルシステムＲＦＳ又は規則ｒｕ（ＲＦＳ）及び／又は許可システムＡによって与えられて
変更されない部分。
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　－　ファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈのアプリケーション特定部分、例えば、一回又は
複数回書き込まれてもよいアクセス権ａｃｉ。
　－　アプリケーション領域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒの中のアプリケーションＡｐｐの（一回
又は複数回書き込まれることができる）アプリケーション特定部分、例えば、図３ｂに従
ったアプリケーション開始点Ａｐｐ－Ｓ。
【００３８】
　そのような柔軟性キーの本質的な利点は、書き込み／読み出しステーションと識別メデ
ィアとの間でキーを交換する必要がないという事実である。書き込み／読み出しステーシ
ョンＷＲ（ＲＦＳ）によって何が識別メディアＩＭ（ＦＳ）から読み出されるか、またキ
ーとして比較又は評価されるかについては、参照ファイルシステムの規則ｒｕ（ＲＦＳ）
に従って規定される。
【００３９】
　参照ファイルシステムの規則ｒｕ（ＲＦＳ）は、構成及びデータ構造、及びファイルシ
ステム及びアプリケーション、又はアプリケーションを決定する対応キー（スタンプ）へ
のアクセス権ａｃｉを決定する。
【００４０】
　参照ファイルシステムＲＦＳ又は規則ｒｕ（ＲＦＳ）を介してアプリケーションを指定
することは、標準識別メディアによる規定と比較して、参照ファイルシステムＲＦＳの仮
想アドレスｖＡｄに基づき、書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）における仮
想権利マネジメントＲＭを識別メディアから独立させる。権利（キー）の物理アドレスｐ
Ａｄを有するリストではなく、仮想アドレスｖＡｄ又は対応する仮想リストＬｉ（図６）
のみが、書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）で処理及び管理されるので、権
利マネジメントＲＭの適合化なしにアプリケーションの変更を行ってもよい。即ち、新し
い物理アドレスｐＡｄを有する更新リストを読み出し／書き込みステーションＷＲ（ＲＦ
Ｓ）へ書き込む必要はない。
【００４１】
　更に、参照ファイルシステムの規則ｒｕ（ＲＦＳ）によって、独立ユーザＳＳＣ１及び
ＳＳＣ２からの相互に影響を及ぼさない独立アプリケーションＡｐｐ１及びＡｐｐ２が、
自律的及び相互から独立的に初期化済み標準識別メディアの中へ書き込まれて実行される
ことが確実になるという事実の中に、非常に本質的な利点が存在する。即ち、独立アプリ
ケーションは自由に指定され、修正され、初期化済み識別メディアＩＭ（ＦＳ）へ書き込
まれ、独立ユーザによって協定なしに相互から独立して実行され、参照ファイルシステム
の規則ｒｕ（ＲＦＳ）のみによって固定される。これは公知の標準識別メディアでは不可
能である。公知の標準識別メディアでは、アドレス許可に関して、異なったユーザの間で
調整又は協定が必要である。
【００４２】
　ファイルシステムＦＳを書き込むために必要な標準識別メディアは、例えば、初期化書
き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）－Ｉｎｉの使用の制御に権限を有する最上
位階層レベルによって、ユーザＳＳＣｉへ規定されるか、（中央から）排他的に配布され
てもよい。しかし、ユーザＳＳＣｉがファイルシステムＦＳを書き込むため標準識別メデ
ィアの或るタイプを設定することも可能である。　
【００４３】
　図３ｂは、本発明の更に有利な実施形態として、アプリケーションＡｐｐ３のために方
法のステップ２２ｃ及び２２ｄを使用するアプリケーション開始点Ａｐｐ－Ｓの導入を示
す。参照ファイルシステムＲＦＳ及びその規則ｒｕ（ＲＦＳ）に基づいて、更に少なくと
も１つのアプリケーション開始点Ａｐｐ－Ｓ（暗黙的な仮想アドレスとして、又は明白な
物理アドレスとして）が、ファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓの初期化及び規定によって、
又はファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈを書き込むことによって定義される。次に、このア
プリケーション開始点Ａｐｐ－Ｓに関してアプリケーションを書き込み、そして実行して
もよい（及び、更にそれを発見してもよい）。図３ｂの例で示されるように、方法のステ



(10) JP 4881742 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

ップ２０、２１、２２ｃ、２２ｄを使用して、アクセスは、ファイルシステム開始点ＦＳ
－Ｓ又はファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈの他のロケーションを介して、アプリケーショ
ンＡｐｐ３のアプリケーション開始点Ａｐｐ３－Ｓへ導かれる。
【００４４】
　ファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈ又は選択された書き込み／読み出しステーションＷＲ
（ＲＦＳ）の中へアプリケーション開始点Ａｐｐ－Ｓのリストを導入する可能性も存在す
る（図６に示される）。したがって、アプリケーション開始点及び更にアプリケーション
への直接（より速い）アクセスが可能であり、アプリケーション開始点の計算（例えば、
アプリケーションのタイプから）は、もはや実行される必要はない。例えば、もし第１の
アプリケーションＡｐｐ１の第１のアプリケーション開始点Ａｐｐ１－Ｓが識別メディア
の初期化によって決定されるならば、この開始点は、もはや第１のアプリケーションＡｐ
ｐ１の書き込みのフレームワークでは選択されない。更なるアプリケーションＡｐｐ２及
びＡｐｐ３については、それらのアプリケーション開始点Ａｐｐ２－Ｓ及びＡｐｐ３－Ｓ
がアプリケーションの書き込みによって規定されてもよく、アプリケーション開始点のリ
ストの中へ採用されてもよい（図６を参照）。アプリケーション開始点Ａｐｐ－Ｓに関し
て書き込まれたアプリケーションは、場合に応じて、多くのアプリケーションが既に書き
込まれていることとは無関係に、最初又は直接アクセスすることによって実行時に特権を
与えられてもよい。
【００４５】
　図４は、部分領域ＢｉのためにアクセスキーＲＫｉ及びアクセス権ＡＣｉを有し、また
公知のタイプの標準アプリケーションＡｐｐ（Ｓｔｄ）を有する標準領域Ｓｔｄ－Ａｒ、
及び参照ファイルシステムに対応するアプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）を含むファイル
システム領域ＦＳ－Ａｒを有する識別メディアＩＭ＋ＩＭ（ＦＳ）を示す。そのように組
み合わせられた識別メディアＩＭ＋ＩＭ（ＦＳ）は、従来の標準アプリケーションＡｐｐ
（Ｓｔｄ）及び本発明に従った新しいアプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）に適用されても
よい。各々の場合に、対応する書き込み／読み出しステーションＷＲ（Ｓｔｄ）及びＷＲ
（ＲＦＳ）で適用される。したがって、本発明に従った新しいアプリケーションＡｐｐ（
ＲＦＳ）は、対応する割り当て済み書き込み／読み出しステーション及び識別メディアを
使用して、所望に応じてステップ・バイ・ステップ及び任意の時点で、既存の公知の標準
アプリケーションＡｐｐ（Ｓｔｄ）を有する通信システム又は設備へ導入されてもよい。
例えば、遷移時間の間の１つの同じアプリケーションが、従来の方法及び仕方で標準領域
Ｓｔｄ－ＡｒのＡｐｐ（Ｓｔｄ）として識別メディアの中に記憶されてもよく、また参照
ファイルシステムＲＦＳに対応する形式でＡｐｐ（ＲＦＳ）としてファイルシステム領域
ＦＳ－Ａｒの中に記憶されてもよい。したがって、アプリケーションは、従来の標準書き
込み／読み出しステーションＷＲ（Ｓｔｄ）によって実行されてもよく、また参照ファイ
ルシステムの新しい書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）によって実行されて
もよい。こうして、従来の標準システムは、新しいＲＦＳシステムによって段階的に置換
されてもよい。これは更に図７で示される。更に、そのように組み合わされた識別メディ
アＩＭ＋ＩＭ（ＦＳ）は、標準領域の初期化によって完全に初期化された識別メディアＩ
Ｍ（ＦＳ）の中へ転送されてもよい。
【００４６】
　前述したように、独立ユーザの独立アプリケーションの相互独立性は、参照ファイルシ
ステムの対応して構成された規則ｒｕ（ＲＦＳ）によって確実にされてもよい。
【００４７】
　このため、例えば図５で示されるように、規則ｒｕ（Ａ）を有する階層許可システムＡ
が導入されてもよい。参照ファイルシステムＲＦＳ及び許可システムＡに対応する組み合
わせ規則ｒｕ（ＲＦＳ，Ａ）は、様々な独立ユーザの異なった独立アプリケーションが各
々の場合に独立した仕方で実現されること、及びそれらの独立アプリケーションが相互に
影響を及ぼさないことを確実にする。
【００４８】
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　基本的には、対応するファイルシステムＦＳを有する識別メディアを初期化する参照フ
ァイルシステムＲＦＳ及び階層許可システムＡの概念は、相互に独立である。階層許可シ
ステムＡは、異なった編成レベルの紹介と共に、例えば国際公開公報第９７／３４２６５
号で開示されている。最上位の編成レベルはシステムオーナーへ割り当てられ、システム
オーナーによって、スタンプ（これは編成レベル１、２、３、４に対応するアクセス権ａ
ｃｉを規定する）が所望のアプリケーションに従って識別メディアに導入される。
【００４９】
　２つのシステムＲＦＳ及びＡの組み合わせとして、参照ファイルシステムが上位に置か
れ、許可システムＡはアプリケーションのフレームワークの中でのみ実現されてもよい。
これらはＲＦＳ（Ａ）として書かれる。これは図５で示された例に対応する。この場合、
例えば、２つの異なった許可システム、例えば古い許可システム及び新しい許可システム
が、ＲＦＳ（Ａ１，Ａ２）のように参照ファイルシステムＲＦＳの下位に置かれてもよい
。
【００５０】
　逆に、許可システムＡが、Ａ（ＲＦＳ）のように参照ファイルシステムの上に置かれて
もよい。その場合、例えばファイルシステムキーＦＳＫ又はファイルシステムヘッダＦＳ
－ＨはＡに依存し、例えばファイルシステムキーＦＳＫ又はファイルシステムヘッダＦＳ
－Ｈの一部分が、制御条件ｆｌｃ又は初期化情報ｆｌｉとしてシステムオーナー又はユー
ザＳＳＣの編成レベルへ割り当てられる。こうして、階層システムは、特に、ファイルシ
ステムキーＦＳＫの助けを借りて実現されてもよい。
【００５１】
　もちろん、複数の独立ユーザの双方が所望するならば、共通のアプリケーションを実現
してもよい。
【００５２】
　アプリケーションへ割り当てられた編成レベル１、２、３、４にアクセス権ａｃｉを規
定するスタンプを介してアプリケーションにアクセスすることは、図５の例で達成される
。
【００５３】
　識別メディアのファイルシステム領域ＦＳ又はアプリケーション領域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａ
ｒへのアクセスは、ここでは階層許可システムＡ指定及び規則ｒｕ（Ａ）によって決定さ
れる。
【００５４】
　図６は、物理アドレスｐＡｄ（ＩＭ）が識別メディアＩＭ（ＦＳ）の中で決定及び発見
される方法を示す。この方法は、ファイルシステムＦＳ（ＩＭ）に関して識別メディアの
中のｖＡｄ（ＦＳ（ＩＭ））から進行し、参照点の物理アドレス、好ましくは開始点ＦＳ
－Ｓの物理アドレスｐＡｄ（ＦＳ－Ｓ（ＩＭ））を識別メディアにおける参照アドレスと
して使用する。
【００５５】
　アドレスのリンキングは、機能ｆ及びｇによって定義される。機能ｆのｖＡｄ（ＦＳ（
ＩＭ））＝ｆ（ｖＡｄ（ＲＦＳ），ＦＳ（ＩＭ））は、参照ファイルシステムＲＦＳの仮
想アドレスｖＡｄ（ＲＦＳ）を、識別メディアのファイルシステムＦＳ（ＩＭ）にリンク
し（これは方法のステップ１０及び１１に対応する）、機能ｇのｐＡｄ（ＩＭ）＝ｇ（ｖ
Ａｄ（ＦＳ（ＩＭ）），ｐＡｄ（ＦＳ－Ｓ（ＩＭ）））は、識別メディアＩＭの中の仮想
アドレスｖＡｄ（ＦＳ（ＩＭ））を、機能ｆに従ったファイルシステムへの参照及び開始
点ＦＳ－Ｓの物理アドレスｐＡｄ（ＦＳ－Ｓ（ＩＭ））にリンクする（方法のステップ１
２、１３、１４に対応する）。
【００５６】
　この探索された物理アドレスは、ファイルシステムヘッダＦＳ－Ｈの中のアドレスｐＡ
ｄ（ＩＭ）であるか、アプリケーション領域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒの中のアドレスｐＡｄ（
ＩＭ）－Ａｐｐであってもよい。



(12) JP 4881742 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

【００５７】
　機能ｆ及びｇは、好ましくは、ｆ（ＷＲ（ＲＦＳ））及びｇ（ＷＲ（ＲＦＳ））として
書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）の中で実現される。ここで、論理インテ
リジェンス、例えばマイクロプロセッサｕＰは、書き込み／読み出しステーションＷＲの
中に存在する。これを補足するため、又は代替として、機能ｆ及びｇは、ｆ（ＷＲ（ＲＦ
Ｓ），Ｈ）及びｇ（ＷＲ（ＲＦＳ），Ｈ）、又はｆ（Ｈ（ＲＦＳ））及びｇ（Ｈ（ＲＦＳ
））としてホストＨの中で実行されてもよい。後者の場合、オンライン接続がＷＲとＨと
の間に存在しなければならない。識別メディアは、通常、アプリケーションのデータメモ
リとして役立つ。
【００５８】
　しかし、更に、識別メディアが適切な計算インテリジェンス（マイクロプロセッサｕＰ
）を含むとき、機能ｇ（ＷＲ（ＲＦＳ），ＩＭ（ＦＳ））に従って、識別メディアの中で
機能ｇを部分的に実行することができる。
【００５９】
　識別メディアにおけるファイルシステムの初期化のフレームワークの中で、機能ｆ及び
ｇは、ファイルシステムキーＦＳＫ、ファイルシステム開始点ＦＳ－Ｓ、及び／又はファ
イルシステムヘッダＦＳ－Ｈのために実現される。
【００６０】
　アプリケーションの書き込み及び実行時にのみ、機能ｆ及びｇは、アプリケーション領
域ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒを含むファイルシステムＦＳの全体を包含する。
【００６１】
　アプリケーション（データ構造及び個々のアドレスの意味の）の定義は、参照ファイル
システムの仮想アドレスｖＡｄ（ＲＦＳ）に基づきＡｐｐ（ＲＦＳ）として達成される。
識別メディアの物理アドレス又は仮想アドレス、又はファイルシステムＦＳ（ＩＭ－Ｘ）
及びＦＳ（ＩＭ－Ｙ）に対するアプリケーションの適合化は、もはや必要ではない。なぜ
なら、これは、ファイルシステムＦＳ（ＩＭ）を有する識別メディアＩＭの初期化（書き
込み）、及び対応する識別メディアへのアプリケーションの書き込みによって、前もって
自動的に達成されるからである。
【００６２】
　図６は、更に、アプリケーション開始点Ａｐｐ－Ｓのアドレスが、ファイルシステムヘ
ッダＦＳ－Ｈ又は選択された書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）の中、即ち
、ここでは、好ましくは仮想アドレスｖＡｄを有するリストＬｉの中に書き込まれてもよ
いことを示す。そのような定義済みアプリケーション開始点Ａｐｐ－Ｓを使用して、アプ
リケーションは直接及び迅速な仕方で実行されてもよい。
【００６３】
　図７は、識別メディアから独立した定義済み仮想参照ファイルシステムＲＦＳ、初期化
済み識別メディアＩＭ（ＦＳ）、割り当て済み書き込み／読み出しステーションＷＲ（Ｒ
ＦＳ）、及び参照ファイルシステムＲＦＳ及びその規則ｒｕ（ＲＦＳ）に対応するアプリ
ケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）を有する通信システム又は設備を示す。
【００６４】
　ここでも、例えば、独立ユーザＳＳＣ１、ＳＳＣ２、ＳＳＣ３による独立アプリケーシ
ョンＡｐｐ１、Ａｐｐ２、Ａｐｐ３が示され、１つを超える参照ファイルシステム、ここ
ではＲＦＳ１及びＲＦＳ２が存在し、その各々が規則ｒｕ（ＲＦＳ１）及びｒｕ（ＲＦＳ
２）、及び割り当て済みキーＦＳＫ１及びＦＳＫ２を有する。これらの参照ファイルシス
テムは、参照ファイルシステムの異なったバージョンＲＦＳｖ、例えば古いバージョン及
び新しいバージョンであってもよい。
【００６５】
　ユーザＳＳＣ１及びＳＳＣ２のアプリケーションＡｐｐ１、Ａｐｐ２、ＡｐｐＴは参照
ファイルシステムＲＦＳ１に対応し、ユーザＳＳＣ３のアプリケーションＡｐｐ３は参照
ファイルシステムＲＦＳ２に対応する。これらの異なったアプリケーションは、アプリケ
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ーションを含む対応する割り当て済み識別メディアＩＭ（ＦＳ）を有する割り当て済み書
き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ－Ａｐｐ）を介して実行されてもよい。２つ
のタイプの初期化済み識別メディアＩＭ－Ｘ（ＦＳ）及びＩＭ－Ｙ（ＦＳ）が示される。
これらの識別メディアは、原則として、対応する参照ファイルシステムのアプリケーショ
ンの任意の組み合わせを含んでもよい。
【００６６】
　識別メディアでファイルシステムＦＳを初期化するとき、追加的に識別メディアを或る
タイプへ限定することも可能である。例えば、異なったユーザのタイプ、したがってユー
ザＳＳＣ１のタイプＴ１及びユーザＳＳＣ２のタイプＴ２が初期化される。即ち、タイプ
依存情報が初期化と一緒に規定される。機能タイプは、例えば、カウンティングカードか
ら構成されてもよい。カウンティングカードは、好ましくは、フラグｆｌ、制御条件ｆｌ
ｃ、及び／又は初期化情報ｆｌｉに依存して、即ちＴ（ｆｌ，ｆｌｃ，ｆｌｉ）として、
使用手順の回数、操作期間、又は満了日付などを規定する。ここで例として、識別メディ
アＩＭ－Ｘ－Ｔ（ＦＳ）が示される。この識別メディアは或るタイプ、ここではユーザＳ
ＳＣ１のタイプとして限定され、そのユーザからのみアクセス可能である。
【００６７】
　アプリケーションは、所望の識別メディアの中へ書き込まれるか、ホストＨを介する識
別メディアによって実行されるか、適切な書き込み／読み出しステーションを介して許可
メディアＡＭ又は許可識別メディアＡＩＭによって実行されてもよい。
【００６８】
　図７の通信システムは、更に、割り当て済み標準書き込み／読み出しステーションＷＲ
（Ｓｔｄ）と共に標準アプリケーションＡｐｐ（Ｓｔｄ）を含んでもよい。ここでは、組
み合わせられた識別メディアＩＭ＋ＩＭ（ＦＳ）の例が示される。このメディアは、標準
アプリケーションＡｐｐ（Ｓｔｄ）を有する標準領域Ｓｔｄ－Ａｒ及びアプリケーション
Ａｐｐ（ＲＦＳ）を有するファイルシステム領域ＦＳ－Ａｒを含む。
【００６９】
　したがって、異なった企業標準及び多数の異なったアプリケーションのＲＦＳシステム
を有する通信システムを実現することができる。
【００７０】
　図８は、本発明の有利な更なる発展として、自動探索及び読み出し機能「自動読み出し
」ＡＲを示す。これを使用して、参照ファイルシステムＲＦＳのフレームワークの中で、
異なったタイプの識別メディアからのデータ（情報）が探索され、読み出され、自由に構
成することのできるデータフォーマットジェネレータＤＦＧによって応答の中へ組み立て
られる。これは３つのステップで達成される。
　１．定義された探索規準Ｑに従って所望の情報又はデータを探索する。
　２．データ及び可能なＲＦＳ変換を読み出す。
　３．データを所望のフォーマットで組み立て、ホストインタフェースへ出力する。
【００７１】
　このため、参照ファイルシステムＲＦＳに従って定義された探索及び読み出し機能の自
動読み出しＡＲが定義され、それを使用して、書き込み／読み出しステーションＷＲ（Ｒ
ＦＳ）を介して識別メディア（ＩＭ－Ｘ（ＦＳ））及びＩＭ－Ｙ（ＦＳ）から、或る探索
されたデータを読み出すための探索規準Ｑに従った探索コマンドＡＲ（Ｑ）がセットアッ
プされ、この探索されたデータＡＲ（ＩＭ（ＦＳ）（データ））が応答として識別メディ
アから読み出され、書き込み／読み出しステーションの中でデータセットＡＲ（ＲＦＳ）
（データ）として処理される。このデータセットは探索コマンドＡＲ（Ｑ）に対応する。
【００７２】
　データセットＡＲ（ＲＦＳ）（データ）としてのこの処理は、好ましくは、データフォ
ーマットジェネレータＤＦＧによって達成されてもよい。
【００７３】
　データフォーマットジェネレータＤＦＧは、書き込み／読み出しステーションＷＲのマ
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イクロプロセッサｕＰの一部分を形成するか、その中へ一体化されるか、別個のコンポー
ネントを形成してもよい。
【００７４】
　識別メディアからの探索済みデータＡＲ（ＩＭ（ＦＳ（データ））は、製造業者の領域
Ｍａｎからのデータを含んでもよく、応答データセットＡＲ（ＲＦＳ）（データ）は、更
に、書き込み／読み出しステーションのデータＷＲ（データ）を含んでもよい。探索済み
データＩＭ（ＦＳ）（データ）は、幾つかのアプリケーション（Ａｐｐ１（ＦＳ），Ａｐ
ｐ２（ＦＳ））を包含してもよい。
【００７５】
　書き込み／読み出しステーションＷＲのデータ及びパラメータ、例えば自動読み出し機
能ＡＲを定義する探索規準Ｑは、情報データベースＩＤＢの中に含まれてもよい。探索規
準Ｑは、ＲＦＳのフレームワーク又はアプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）の中で自由に構
成可能である。しかし、それらは書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）の情報
データベースＩＤＢの中で事前に構成されて記憶されてもよく、自動読み出し機能ＡＲに
よって呼び出されてもよい。
【００７６】
　識別メディアの中の探索済みデータＡＲ（ＩＭ（ＦＳ）（データ））は、ファイルシス
テム領域ＦＳ－Ａｒからの異なったアプリケーション（Ａｐｐ１、Ａｐｐ２、Ａｐｐ３）
からのデータ（例えば、アクセス権ａｃｉ、フラグｆｌ）、及び製造業者の領域Ｍａｎか
らのデータ（例えば、ＵＩＤ）を包含してもよい。完全な応答データセットＡＲ（ＲＦＳ
）（データ）は、更に、ＷＲからのデータＷＲ（データ）を包含してもよい。
【００７７】
　更なる変形として、図８は、ＲＦＳシステムに対応しない追加のプロプラエタリシステ
ムＭを示す。このシステムは、例えば、磁気カードＩＭ－Ｍ、磁気カード読み出し器ＷＲ
（Ｍ）、アプリケーションＡｐｐＭ、及びデータＡｐｐＭ（データ）を有するシステム（
又は、これと類似したシステム、例えば、Ｗｉｅｇａｎｄデータフォーマットを有するシ
ステム）である。
【００７８】
　ＡｐｐＭ（データ）に対応する応答データセットＡＲ（ＲＦＳ）（データ）は、探索及
び読み出し機能ＡＲ及びデータフォーマットジェネレータＤＦＧを使用して生成されても
よい。
【００７９】
　このため、探索コマンドＡＲ（Ｑ，ＡｐｐＭ）としてのアプリケーションＡｐｐＭは、
参照ファイルシステムＲＦＳを有する通信システムの中へ一体化され、アプリケーション
ＡｐｐＭをホストに再び書き込む必要はない。これによって、そのような従来のプロプラ
エタリシステム（Ｍ）をＲＦＳ通信システムへ段階的に移行することができる。
【００８０】
　自動探索及び読み出し機能の自動読み出しＡＲは、原則として、参照ファイルシステム
ＲＦＳに従った特別のアプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）を表す。
【００８１】
　本発明の重要な利点は、異なった製造業者から提供され、様々なＩＳＯ標準に従う異な
るタイプの標準識別メディアが、全て、同じ一般的な参照ファイルシステムに従って定義
されるアプリケーションのために共通に使用され、ユーザに利用可能となることである。
したがって、同じアプリケーションが、異なった識別メディアの上で実行され、これらの
メディアへの適合化は要求されない。今までは、そのような適合化が必要であった。
【００８２】
　更に、ユーザは、これらのアプリケーションを相互から完全に独立して定義し、書き込
み、実行できるようになる。これは、顕著な単純化及びアプリケーションの可能性の拡張
を可能にする。
【００８３】
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　説明の中で使用された参照記号は次の通りである。
　１～８、１０～１４、２０～２２　　　方法のステップ
　ＩＭ　　　識別メディア
　ＩＭ－Ｘ、ＩＭ－Ｙ　　　様々なタイプＸ、Ｙの標準ＩＭ
　ＩＭ（ＦＳ）　　　ＦＳを有するＩＭ
　ＲＫｉ　　　アクセスキー
　ＲＫ－Ａｒ　　　アクセス領域
　ＡＣｉ　　　アクセス権
　Ｂｉ　　　部分領域、ブロック
　Ｍａｎ　　　製造業者の領域
　Ａｐｐ－Ａｒ　　　アプリケーション領域
　ＦＳ－Ａｒ　　　ファイルシステム領域
　Ｓｔｄ－Ａｒ　　　標準領域
　ＲＦＳ、ＲＦＳ１、ＲＦＳ２　　　仮想参照ファイルシステム
　ＲＦＳｖ　　　ＲＦＳのバージョン
　ＦＳ　　　ＲＦＳに従ったファイルシステム
　ＦＳｖ　　　ファイルシステムのバージョン
　ＦＳＫ　　　ファイルシステムのキー（アクセスキー）
　ＦＳ（ＩＭ）　　識別メディアの中のファイルシステム
　ＦＳ（ＩＭ－Ｘ）、ＦＳ（ＩＭ－Ｙ）　　　ＩＭ－Ｘ及びＩＭ－Ｙに従ったファイルシ
ステム
　ＦＳ－Ｓ　　　ファイルシステム開始点
　ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｘ）、ＦＳ－Ｓ（ＩＭ－Ｙ）　　　対応するＩＭの中のファイルシス
テム開始点
　ＦＳ－Ｈ　　　ファイルシステムヘッダ
　ＦＳ－Ａｐｐ－Ａｒ　　　ＦＳアプリケーション領域
　Ｓｔｄ－Ａｐｐ－Ａｒ　　　標準アプリケーション領域
　ＷＲ　　　書き込み／読み出しステーション
　ＷＲ（ＲＦＳ）　　　ＲＦＳに対応するＷＲ
　Ｉｎｉ、ＷＡｐｐ、ＲＡｐｐ　　　ＷＲの機能
　ＲＭ　　　権利マネジメント
　Ａｐｐ　　　アプリケーション
　Ａｐｐ（Ｓｔｄ）　　　標準アプリケーション
　Ａｐｐ（ＲＦＳ）　　　ＲＦＳに従ったアプリケーション
　Ａｐｐ－Ｓ　　　アプリケーション開始点
　Ｔ、Ｔ１、Ｔ２、Ｔｉ　　　ＩＭ（ＦＳ）のタイプ
　Ｈ　　　バックグラウンドシステム、ホスト
　Ａ　　　許可システム
　ｒｕ　　　ＲＦＳ又はＡの規則
　ａｃｉ　　　ＲＦＳ又はＡのアクセス権
　ｆｌ　　　フラグ、インディケータ
　ｆｌｃ　　　制御条件
　ｆｌｉ　　　初期化情報
　ｃｒｙｐ　　　暗号化
　ＳＳＣ　　　独立ユーザ
　ＩＭＩ　　　ＩＭ及びＦＳに関する情報
　ＵＩＤ　　　一意の識別番号
　ｖＡｄ　　　仮想アドレス
　ｐＡｄ　　　物理アドレス
　Ｌｉ　　　アドレスを有するリスト
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　ｆ、ｇ　　　ＷＲ、Ｈの中の機能
　ＡＭ　　　許可手段、コード
　ＡＩＭ　　　許可、識別メディア
　ＡＲ　　　探索及び読み出し機能（自動読み出し）
　ＡＲ（Ｑ）　　　探索コマンド
　Ｑ　　　探索規準
　ＤＦＧ　　　データフォーマットジェネレータ
　ＡＲ（ＩＭ（ＦＳ）（データ））　　　ＩＭから探索されたデータ
　ＷＲ（データ）　　　ＷＲのデータ
　ＡＲ（ＲＦＳ）（データ）　　　応答データセット
　ＩＤＢ　　　ＷＲの中の情報データベース
　ｕＰ　　　ＷＲの中のマイクロプロセッサ
　ＩＭ－Ｍ、ＷＲ（Ｍ）　　　識別メディア、読み出しステーション
　ＡｐｐＭ、ＡｐｐＭ（データ）　　　ＲＦＳを有しないシステムのアプリケーション及
びデータ
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】参照ファイルシステムＲＦＳに従ってファイルシステムＦＳを識別メディアＩＭ
へ書き込む本発明の方法を示す図である。
【図２ａ】ファイルシステムＦＳを初期化する機能を示す図である。
【図２ｂ】割り当てられた書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）によってアプ
リケーションＡｐｐを書き込む機能を示す図である。
【図２ｃ】割り当てられた書き込み／読み出しステーションＷＲ（ＲＦＳ）によってアプ
リケーションＡｐｐを実行する機能を示す図である。
【図３ａ】アプリケーション領域を有する最新技術の標準識別メディアＩＭを示す図であ
る。
【図３ｂ】ファイルシステムＦＳ及びファイルシステムキーＦＳＫを有する本発明の識別
メディアＩＭ（ＦＳ）を示す図である。
【図４】標準領域Ｓｔｄ－Ａｒ及びファイルシステム領域ＦＳ－Ａｒを有する識別メディ
アを示す図である。
【図５】許可システムＡを有する識別メディアＩＭ（ＦＳ）を示す図である。
【図６】参照ファイルシステムＲＦＳ及びファイルシステムＦＳに関して仮想アドレスｖ
Ａｄから識別メディアＩＭ（ＦＳ）の中の物理アドレスｐＡｄを決定する図である。
【図７】割り当てられたアプリケーションＡｐｐ（ＲＦＳ）、書き込み／読み出しステー
ションＷＲ（ＲＦＳ）、及び識別メディアＩＭ（ＦＳ）と一緒に、参照ファイルシステム
ＲＦＳ及びホストＨを有する設備（又は、通信システム）を対応して示す図である。
【図８】探索及び読み出し機能である「自動読み出し」ＡＲを示す図である。



(17) JP 4881742 B2 2012.2.22

【図１】 【図２ａ－ｃ】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図４】



(18) JP 4881742 B2 2012.2.22

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(19) JP 4881742 B2 2012.2.22

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100152191
            弁理士　池田　正人
(74)代理人  100155044
            弁理士　田村　誠
(72)発明者  プルス，　マルツェル
            スイス，　ツェーハー－８６３２　タン，　ヘリガイヒシュトラーセ　５６
(72)発明者  プルス，　ペーター
            スイス，　ツェーハー－８６３５　デュルンテン，　アウブリッグシュトラーセ　４
(72)発明者  クローサ，　クラウス　ウルリッヒ
            スイス，　ツェーハー－８６２７　グリュニンゲン，　　デュルンターシュトラーセ　５０

    審査官  市川　武宜

(56)参考文献  特表平１１－５０５６５０（ＪＰ，Ａ）
              特表２００３－５２２３５１（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第２００３／０５２７０４（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06F  21/22
              G06F  21/24
              G06K  19/07


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

