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(57)【要約】
【課題】ＩＣカードの所有者にかかる情報を外部に漏洩
することなく他者が取得することができる名刺情報管理
システム、名刺情報管理方法、及び名刺情報管理用プロ
グラムを提供すること。
【解決手段】ＩＣカード５０の所有者にかかる情報を別
途設けたサーバ２０のデータベース２５に予め保持させ
ると共に、前記ＩＣカード５０から専用の端末１０を用
いて取得したＩＤをキーとして前記所有者にかかる情報
を前記サーバ２０に取得させることにより、前記所有者
にかかる情報を外部漏洩の危険を伴わず端末１０に取得
させることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他社の社員にかかるＩＣカードに記録された前記社員の識別情報である固有ＩＤにかか
る情報が入力された場合にこれを表示する表示部と、この表示部を駆動制御する情報表示
処理部とから成る情報表示手段を備えた名刺情報管理システムにおいて、
　前記ＩＣカードから前記固有ＩＤを読み取りその内容を解析するＩＣカード読取解析部
と、前記解析された固有ＩＤを暗号化し当該固有ＩＤに基づいて前記他社に設けられた名
刺情報管理サーバに前記固有ＩＤにかかる情報の送信を請求すると共に当該請求にかかる
情報が暗号化されて送られてきた場合にこれを取得し表示用として複合化する第１の情報
変換手段とを、前記情報表示処理部に併設したことを特徴とする名刺情報管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の名刺情報管理システムにおいて、
　前記他社の名刺情報管理サーバが、前記固有ＩＤにかかる情報を当該固有ＩＤと対応付
けて保持する他社側データベースと、前記第１の情報変換手段から送られてきた暗号化さ
れた前記固有ＩＤを複合化すると共に当該第１の情報変換手段へ送る前記固有ＩＤにかか
る情報を暗号化する他社側情報変換手段とを備えていることを特徴とする名刺情報管理シ
ステム。
【請求項３】
　請求項１に記載の名刺情報管理システムにおいて、
　前記表示部，情報表示処理部，ＩＣカード読取解析部，及び第１の情報変換手段を備え
た端末を設けると共に、
　この端末の前記情報表示処理部に、その使用者の識別情報の入力を受け付ける入力部と
、この入力部に正当な使用者にかかる識別情報が入力された場合に前記ＩＣカード読取解
析部を動作可能な状態に設定する端末認証制御処理部とを併設したことを特徴とする名刺
情報管理システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の名刺情報管理システムにおいて、
　前記端末に端末情報管理サーバを併設すると共に、
　この端末情報管理サーバが、前記端末が前記他社の名刺情報管理サーバより取得した前
記固有ＩＤにかかる情報を保存する保存用データベースと、前記端末の正当な使用者にか
かる識別情報を予め保持した認証用データベースとを備えていることを特徴とする名刺情
報管理システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の名刺情報管理システムにおいて、
　前記端末の前記端末認証制御処理部が、前記入力部に入力された識別情報についてその
正当性の判定を前記端末情報管理サーバに請求する機能を有すると共に、
　前記端末情報管理サーバが、前記正当性の判定の請求を受信した場合にこの請求にかか
る識別情報を前記認証用データベースに保持されている前記端末の正当な使用者にかかる
識別情報と比較することによりその正当性を判定する機能及びこの判定の結果を前記端末
に送信する機能を有することを特徴とする名刺情報管理システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の名刺情報管理システムにおいて、
　前記端末の前記端末認証制御処理部が、前記識別情報が正当である内容の判定結果を受
信した場合に前記ＩＣカード読取解析部を動作可能な状態に設定する機能を有することを
特徴とする名刺情報管理システム。
【請求項７】
　請求項４に記載の名刺情報管理システムにおいて、
　前記端末が、前記第１の情報暗号変換手段が複合化した前記固有ＩＤにかかる情報を表
示用として格納する名刺情報格納部と、前記端末の使用終了にかかる信号が入力された場
合に前記名刺情報格納部に格納された前記固有ＩＤにかかる情報について前記端末情報管
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理サーバに保存用として送信すると共に前記名刺情報格納部から消去する名刺情報入出力
処理部と、前記保存用の固有ＩＤにかかる情報を送信前に暗号化すると共に前記端末情報
管理サーバから前記固有ＩＤにかかる情報が暗号化されて送られてきた場合にこれを受信
し表示用として複合化する第２の情報変換手段とを備えたことを特徴とする名刺情報管理
システム。
【請求項８】
　他社の社員にかかるＩＣカードに記録された前記社員の識別情報である固有ＩＤにかか
る情報が入力された場合にこれを表示する端末と、前記固有ＩＤにかかる情報を当該固有
ＩＤと対応付けて保持するデータベースを備えた前記他社に設けられた名刺情報管理サー
バと、前記端末が前記名刺情報管理サーバから取得した前記固有ＩＤにかかる情報を保存
管理する端末情報管理サーバとにより構成されて成る名刺情報管理システムにあって、
　前記ＩＣカードから前記固有ＩＤを読み取ると共にその内容を前記名刺情報端末が解析
し、
　この解析された前記固有ＩＤに基づいて当該固有ＩＤにかかる情報の送信請求を前記端
末が前記名刺情報管理サーバへ送信し、
　この請求を受けた前記名刺情報管理サーバが当該請求に該当する固有ＩＤにかかる情報
を前記データベースから検索すると共に抽出し、
　この抽出された固有ＩＤにかかる情報を前記名刺情報管理サーバが前記端末に送信し、
　この送信された固有ＩＤにかかる情報を受信した前記端末が当該情報を内部メモリに格
納し、
　この格納された固有ＩＤにかかる情報を前記端末が表示用として出力することを特徴と
する名刺情報管理方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の名刺情報管理方法において、
　前記端末の操作終了時に、前記端末が前記内部メモリに格納されている前記固有ＩＤに
かかる情報を抽出し、
　この抽出された前記固有ＩＤにかかる情報を前記端末情報管理サーバへ前記端末が保存
用として送信し、
　この送信と同時に前記端末が当該固有ＩＤにかかる情報を前記内部メモリから消去する
ことを特徴とする名刺情報管理方法。
【請求項１０】
　他社の社員にかかるＩＣカードに記録された前記社員の識別情報である固有ＩＤにかか
る情報が入力された場合にこれを表示する端末と、前記固有ＩＤにかかる情報を当該固有
ＩＤと対応付けて保持するデータベースを備えた前記他社に設けられた名刺情報管理サー
バとにより構成されて成る名刺情報管理システムにあって、
　前記ＩＣカードから前記固有ＩＤを読み取ると共にその内容を解析する固有ＩＤ解析機
能、
　この固有ＩＤ解析機能により解析された前記固有ＩＤに基づいて当該固有ＩＤにかかる
情報の送信請求を前記名刺情報管理サーバへ送信する固有ＩＤ送信請求機能、
　この固有ＩＤ送信請求機能により送信の請求を受信した後に当該請求に該当する固有Ｉ
Ｄにかかる情報を前記名刺情報管理サーバから受信したときに当該情報を内部メモリに格
納する名刺情報格納機能、
　及び、この名刺情報格納機能により格納された固有ＩＤにかかる情報を表示用として出
力する名刺情報表示機能、
　を、コンピュータに実現させるようにしたことを特徴とする名刺情報管理用プログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、名刺情報管理システム、名刺情報管理方法及び名刺情報管理用プログラムに
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関し、特に、情報漏洩の危険性を大幅に低減することができる名刺情報管理システム、名
刺情報管理方法及び名刺情報管理用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　旧来から存在する紙による名刺に対し、近年ではＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒ
ｃｕｉｔ）カードが名刺の代わりに用いられることがある。このＩＣカードは、以前は紙
の表面に印刷していたカード所有者にかかる個人情報や企業情報（以下、名刺情報）を、
カードに搭載したＩＣチップに記憶させたものである。
【０００３】
　上述のＩＣカードは、紙による名刺に比べ、以下のような利点がある。
　１つ目は、名刺に記録することができる情報量を格段に多くすることができるというこ
とである。例えば紙による名刺の場合、記録できる名刺情報は最大でも名刺の両面に記載
可能な量である。しかし、ＩＣカードの場合は、カード両面のスペースに捉われず、カー
ドに搭載したＩＣチップに記憶可能な量だけ情報を記録することができる。
【０００４】
　２つ目は、ＩＣカードは、紙による名刺に比べ、名刺情報の管理が効率的に行なえると
いうことである。
　例えば紙による名刺の場合、収集した各名刺情報の管理については、名刺そのものを一
箇所に保管することで管理するか、或いは名刺表面をスキャナで読取ることで名刺情報を
電子データ化して管理することになる。
　ここで、名刺そのものを保管・管理する場合、枚数が多くなると保管場所の確保等が必
要となるため、保管が難しくなる上に、名刺を紛失するとその名刺に記録されている情報
までも失うことになる。そのため、この管理方法は効率的とは言い難い。又、名刺情報を
電子データ化して管理する場合は、前記名刺情報のデータ化に手間がかかる。よって、こ
ちらの管理方法も効率的とは言い難い。
【０００５】
　一方、ＩＣカードの場合は、名刺情報の管理についてはＩＣチップに記録された情報を
読取った後に電子データとして管理すればよいため、名刺情報のデータ化及び管理を効率
的に行なうことができる。
【０００６】
　３つ目は、ＩＣカードの場合、カードを多数用意する必要がないということである。
　例えば、紙の名刺の場合は、名刺情報交換の際に自分の名刺を相手に渡すために名刺を
数多く用意する必要がある。一方、ＩＣカードによる名刺の場合は、ＩＣチップに記録さ
れている情報だけを相手に渡すので、基本的にカードは一枚あれば十分である。
【０００７】
　このように、ＩＣカードを紙の名刺の代わりに用いることで、多くの利点を享受できる
ようになる。ここで、上述のようにＩＣカードを名刺に応用した関連技術として、以下に
挙げる特許文献１～４が知られている。
【０００８】
　先ず、特許文献１に開示された技術は、ＩＣカードを名刺の代わりに用いての名刺情報
の交換方法及び管理方法に関する技術である。この技術によると、面会相手の名刺情報を
記録したＩＣカードから専用の読取機を用いて前記名刺情報を読み取ることで、名刺情報
の交換及び管理を簡便に行なえるようになる。
【０００９】
　次に、特許文献２に開示された技術は、ＩＣカードを名刺の代わりに用いての名刺情報
の交換方法及び名刺情報交換システムに関する技術である。この技術によると、一方の面
会相手のＩＣカードに情報端末を介して他方の面会相手の名刺情報を格納したＵＲＬ（Ｕ
ｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を記録し、一方の面会相手はＩＣカ
ードに記録された前記ＵＲＬにアクセスすることで他方の面会相手の名刺情報を取得でき
るようになる。これにより、名刺情報を正確に且つ効率良く交換及び管理することができ
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るようになる。
【００１０】
　続いて、特許文献３に開示された技術は、ＩＣカードによる名刺情報管理システム及び
名刺情報管理方法に関する技術である。この技術によると、先ずＩＣカードに名刺情報を
記録し、面会相手は名刺交換時に前記ＩＣカードから専用の読取機を用いて前記名刺情報
を読み取り取得した後にデータベースに格納する。これにより、前記名刺情報は前記面会
相手の企業内で共有化され、効率的に利用及び管理ができるようになる。
【００１１】
　最後に、特許文献４に開示された技術は、情報提供方法に関する技術である。この技術
は、非接触ＩＣカードを利用して種々の情報を相手に提供するというものであり、これを
名刺に応用すると、名刺交換の際にＩＣカードのＩＣチップに記録された情報を相手に読
み取らせることにより、前記ＩＣカードの所有者に関する情報を格納したＵＲＬを相手に
提供するというものである。これにより、名刺交換の相手方はＩＣカードの所有者につい
ての各種情報を入手することができるようになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平１１－０８５９３０号公報
【特許文献２】特開平１１－２３２１９８号公報
【特許文献３】特開２００５－３３８９８８号公報
【特許文献４】再特ＷＯ２００３０２３６２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上述した各特許文献に開示された技術には、以下に述べる問題点がある
。
【００１４】
　先ず、特許文献１、特許文献２、及び特許文献３に開示した技術は、何れもＩＣカード
には原則としてその所有者にかかる名刺情報の全てを記録する。そのため、もし当該ＩＣ
カードを紛失した場合は、前記名刺情報が外部に漏洩する危険性が生ずるという問題点が
ある。
【００１５】
　又、特許文献４に開示した技術は、ＩＣカードにはその所有者にかかる名刺情報の全て
は記録せずその所有者を識別する情報のみを記録するため、当該ＩＣカード紛失時に前記
所有者の名刺情報が漏洩する危険性は少ない。しかしながら、当該ＩＣカードに記録され
た情報に基づき提供される前記所有者に関する情報は特定のＵＲＬに格納された情報であ
り、いわば外部に公開可能である情報である。そのため、前記所有者に関する情報が秘密
性（非公開性）を必要とする場合は、本技術は適用できないという問題点がある。特許文
献２に開示した技術に関しても同様の問題点を有する。
【００１６】
（発明の目的）
　そこで本発明は、上述したＩＣカード紛失時にその所有者にかかる情報が漏洩するとい
う問題点及び外部から前記ＩＣカード所有者にかかる情報にアクセス可能であるためにそ
の秘密性が保たれないという問題点を同時に改善し、前記ＩＣカードの所有者にかかる情
報を外部に漏洩することなく秘密性を保ちながら管理することができる名刺情報管理シス
テム、名刺情報管理方法及び名刺情報管理用プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するため、本発明にかかる名刺情報管理システムでは、他社の社員にか
かるＩＣカードに記録された前記社員の識別情報である固有ＩＤにかかる情報が入力され
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た場合にこれを表示する表示部と、この表示部を駆動制御する情報表示処理部とから成る
情報表示手段を備えた名刺情報管理システムにおいて、前記ＩＣカードから前記固有ＩＤ
を読み取りその内容を解析するＩＣカード読取解析部と、前記解析された固有ＩＤを暗号
化し当該固有ＩＤに基づいて前記他社に設けられた名刺情報管理サーバに前記固有ＩＤに
かかる情報の送信を請求すると共に当該請求にかかる情報が暗号化されて送られてきた場
合にこれを取得し表示用として複合化する第１の情報変換手段とを、前記情報表示処理部
に併設したことを特徴とする。
【００１８】
　又、上記目的を達成するため、本発明にかかる名刺情報管理方法では、他社の社員にか
かるＩＣカードに記録された前記社員の識別情報である固有ＩＤにかかる情報が入力され
た場合にこれを表示する端末と、前記固有ＩＤにかかる情報を当該固有ＩＤと対応付けて
保持するデータベースを備えた前記他社に設けられた名刺情報管理サーバと、前記端末が
前記名刺情報管理サーバから取得した前記固有ＩＤにかかる情報を保存管理する端末情報
管理サーバとにより構成されて成る名刺情報管理システムにあって、前記ＩＣカードから
前記固有ＩＤを前記名刺情報端末が読み取ると共にその内容を解析し、この解析された前
記固有ＩＤに基づいて当該固有ＩＤにかかる情報の送信請求を前記端末が前記名刺情報管
理サーバへ送信し、この請求を受けた前記名刺情報管理サーバが当該請求に該当する固有
ＩＤにかかる情報を前記データベースから検索すると共に抽出し、この抽出された固有Ｉ
Ｄにかかる情報を前記名刺情報管理サーバが前記端末に送信し、この送信された固有ＩＤ
にかかる情報を受信した前記端末が当該情報を内部メモリに格納し、この格納された固有
ＩＤにかかる情報を前記端末が表示用として出力することを特徴とする。
【００１９】
　更に、上記目的を達成するため、本発明にかかる名刺情報管理用プログラムでは、他社
の社員にかかるＩＣカードに記録された前記社員の識別情報である固有ＩＤにかかる情報
が入力された場合にこれを表示する端末と、前記固有ＩＤにかかる情報を当該固有ＩＤと
対応付けて保持するデータベースを備えた前記他社に設けられた名刺情報管理サーバとに
より構成されて成る名刺情報管理システムにあって、前記ＩＣカードから前記固有ＩＤを
読み取ると共にその内容を解析する固有ＩＤ解析機能、この固有ＩＤ解析機能により解析
された前記固有ＩＤに基づいて当該固有ＩＤにかかる情報の送信請求を前記名刺情報管理
サーバへ送信する固有ＩＤ送信請求機能、この固有ＩＤ送信請求機能により送信の請求を
受信した後に当該請求に該当する固有ＩＤにかかる情報を前記名刺情報管理サーバから受
信したときに当該情報を内部メモリに格納する名刺情報格納機能、及び、この名刺情報格
納機能により格納された固有ＩＤにかかる情報を表示用として出力する名刺情報表示機能
を、コンピュータに実現させるようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、上述したように、ＩＣカードの所有者にかかる情報を前記ＩＣカードとは別
に設けられたデータベースに保持し、前記情報の取得に関しては前記ＩＣカードに記録さ
れている識別情報を専用の端末で読み取ると共にこの読み取った識別情報を用いて前記デ
ータベースから取得するよう構成したので、これによると、ＩＣカードを紛失した場合で
も前記所有者にかかる情報の外部漏洩を防ぐことが可能となり、且つ、前記情報を別途秘
密保持性の高いデータベースに格納し第三者が自由に取得できないように構成したので、
これによると、前記情報の秘密性を確保できるという優れた名刺情報管理システム、名刺
情報管理方法及び名刺情報管理用プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明にかかる名刺情報管理システムの一実施形態を示すブロック図である。
【図２】図１に示す名刺情報管理システムにおける名刺情報の情報交換の概略を示す説明
図である。
【図３】図１に示す名刺情報管理システムの名刺情報端末の認証にかかる動作を示すシー
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ケンス図である。
【図４】図１に示す名刺情報管理システムの名刺情報の交換にかかる動作を示すシーケン
ス図である。
【図５】図１に示す名刺情報管理システムの名刺情報端末の操作終了時の動作を示すシー
ケンス図である。
【図６】図１に示す名刺情報管理システムの名刺情報の呼出しにかかる動作を示すシーケ
ンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明に係る名刺情報管理システムの一実施形態を、図１乃至図６に基づいて説
明する。
【００２３】
［全体的構成］
　先ず、本実施形態における名刺情報管理システムの全体構成について説明する。
　図１に示すように、本実施形態における名刺情報管理システムは、カード所有者を識別
するＩＤ（以下、固有ＩＤ）のみが記録されたＩＣカード５０と、このＩＣカード５０の
記録内容を読み取ると共にその記録内容にかかる情報を表示する名刺情報端末１０と、前
記ＩＣカード５０の全所有者にかかる名刺情報を前記固有ＩＤと対応付けて保持管理する
名刺情報管理サーバ２０と、前記名刺情報端末１０が名刺交換を行うことにより取得した
他社の社員にかかる名刺情報を保存し管理する端末情報管理サーバ３０とを備えている。
【００２４】
　ここで、上述した名刺情報端末１０、名刺情報管理サーバ２０及び端末情報管理サーバ
３０は、それぞれ通信ネットワーク４０を介して接続されている。これにより、前記端末
１０と前記サーバ２０又は３０がそれぞれ遠隔地に存在する場合であっても、これらの間
で自由に情報の授受を行うことができる。
【００２５】
　この図１において、ＩＣカード５０に記録されている前記固有ＩＤを読み取りその内容
を解析することができる端末は、前記名刺情報端末１０のみである。更に、後述するよう
に前記ＩＣカード５０から読み取り解析した前記固有ＩＤをキーとして前記名刺情報管理
サーバ２０へアクセスすることができる端末も、前記名刺情報端末１０のみである。
【００２６】
　加えて、本実施形態では、上記ＩＣカード５０と上記名刺情報管理サーバ２０は同一の
他社企業にかかるものであり、上記名刺情報端末１０と上記端末情報管理サーバ３０は前
記他社企業と異なる企業（例えば、自社企業）にかかるものである。
【００２７】
　次に、上記自社企業における名刺情報端末１０は、当該名刺情報端末１０と前記名刺情
報管理サーバ２０又は名刺情報端末管理サーバ３０との間で通信ネットワークを介して情
報の送受信を行う端末側通信処理部１０Ａと、前記ＩＣカードに記録されている前記固有
ＩＤを取得すると共に解読を行うＩＣカード読取解析部１１と、このＩＣカード読取解析
部１１にて解読された前記固有ＩＤを暗号化し当該固有ＩＤをキーとして前記他社企業に
おける名刺情報管理サーバ２０に前記固有ＩＤにかかる情報の送信を請求すると共に当該
請求にかかる情報が暗号化されて送られてきた場合にこれを取得し表示用として複合化す
る第１の情報変換手段１２とを備えている。この第１の情報変換手段は、前記ＩＣカード
読取解析部１１にて解読された前記固有ＩＤを暗号化するＩＤ情報暗号化処理部１２Ａと
、前記名刺情報管理サーバ２０から送られてきた暗号化された前記名刺情報を前記端末側
通信処理部１０Ａを介して受信したときにこの名刺情報の複合化を行う名刺情報複合化処
理部１２Ｂとにより構成されて成る。
【００２８】
　この名刺情報端末１０は、更に、前記名刺情報複合化処理部１２Ｂにて複合化された前
記名刺情報を一時的に格納する名刺情報格納部１３と、前記名刺情報を外部に表示する情
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報表示手段１４とを備えている。この情報表示手段１４は、前記名刺情報を表示する表示
部１４Ｂと、前記名刺情報格納部１３に格納された前記名刺情報を取得し前記表示部１４
Ｂに表示させる情報表示処理部１４Ａとにより構成されて成る。
　これにより、上記名刺情報端末１０は、ＩＣカード５０に記録されている情報を読み取
り内容を解析することができるようになる。又、上記名刺情報端末１０は、外部から取得
した情報を閲覧用として表示することができるようになる。
【００２９】
　又、上記名刺情報端末１０は、当該名刺情報端末１０のユーザからのユーザＩＤ情報及
びパスワードにかかる入力操作を受け付ける入力部１５と、当該名刺情報端末を識別する
情報である端末ＩＤ情報を格納する端末ＩＤ格納部１７と、前記入力部１５に入力された
前記ユーザＩＤ情報及びパスワードを受信したときに前記端末ＩＤ格納部１７から前記端
末ＩＤ情報を取得する端末認証制御処理部１６と、前記名刺情報格納部１３に格納された
前記名刺情報をデータベースへ保存するために取り出す名刺情報入出力処理部１８と、こ
の名刺情報入出力処理部１８から送られてきた情報を送信前に暗号化すると共に前記自社
企業の前記名刺情報端末１０に併設された端末情報管理サーバ３０から暗号化された情報
が送られてきた場合にこれを受信した後に表示用として複合化する第２の情報変換手段１
９とを備えている。この第２の情報変換手段１９は、前記名刺情報端末管理サーバ３０へ
送信する前記ユーザＩＤ情報，パスワード，端末ＩＤ情報，及び名刺情報を暗号化する端
末／名刺情報暗号化処理部１９Ａと、前記名刺情報端末管理サーバ３０から送られてきた
暗号化された各種情報を複合化する名刺／認証情報複合化処理部１９Ｂとにより構成され
て成る。
　これにより、上記名刺情報端末１０は、外部から端末１０の使用者により入力された情
報に基づいて当該使用者が正当であるか否かを認証することができる。
【００３０】
　更に、上記他社企業における名刺情報管理サーバ２０は、当該名刺情報管理サーバ２０
と前記名刺情報端末１０との間で通信ネットワークを介して情報の送受信を行う情報管理
サーバ側通信処理部２１と、前記ＩＣカードの各所有者にかかる名刺情報を前記各固有Ｉ
Ｄ情報と対応させて保持する社員情報データベース２４と、前記名刺情報端末１０から解
読された前記固有ＩＤ情報が送られてきたときに当該固有ＩＤ情報と対応する名刺情報を
前記社員情報データベース２４から検索すると共に抽出する名刺情報検索処理部２３と、
前記名刺情報端末１０から送られてきた暗号化された情報を複合化すると共に当該名刺情
報端末１０へ送る情報を暗号化する他社側情報変換手段２２とを備えている。この他社側
情報変換手段２２は、前記名刺情報端末１０から送信されてくる暗号化された情報につい
て複合化を行うＩＤ情報複合化処理部２２Ａと、前記情報管理サーバ側通信処理部２１か
ら前記名刺情報端末１０へ送信する情報について暗号化を行う名刺情報暗号化処理部２２
Ｂとにより構成されて成る。
　これにより、上記名刺情報管理サーバ２０は、前記ＩＣカード５０の所有者にかかる名
刺情報を保持管理できるようになる。
【００３１】
　続いて、上記自社企業の前記名刺情報端末１０に併設された端末情報管理サーバ３０は
、当該端末情報端末管理サーバ３０と前記名刺情報端末１０との間で通信ネットワークを
介して情報の送受信を行う端末管理サーバ側通信処理部３１と、前記名刺情報端末１０か
ら送信されてきた暗号化された情報について複合化を行う端末／名刺情報複合化処理部３
２と、前記名刺情報端末１０が取得した名刺情報を保持する取得名刺情報データベース３
６と、前記名刺情報端末１０が取得した名刺情報を保存用として前記取得名刺情報データ
ベース３６に送り込む取得名刺情報入出力処理部３３とを有する。
　これにより、上記端末情報管理サーバ３０は、名刺情報管理端末１０が取得した名刺情
報を保存管理できるようになる。
【００３２】
　この端末情報管理サーバ３０は、更に、前記ユーザＩＤ情報，パスワード，及び端末Ｉ
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Ｄ情報の正当な組合せにかかる情報を保持する端末情報データベース３７と、前記名刺情
報端末１０から前記端末ユーザＩＤ情報，パスワード及び端末ＩＤ情報を受信したときに
これら各情報を前記端末情報データベースに保持されている前記正当な組合せにかかる情
報と比較することで前記各情報の組合せの正当性を判定する（即ち、前記端末１０のユー
ザが正当であるか否かを認証する）端末認証処理部３４と、前記端末管理サーバ側通信処
理部３１から前記名刺情報端末１０へ送信する情報について暗号化を行う名刺／認証情報
暗号化処理部３５とにより構成されている。
　これにより、上記端末情報管理サーバ３０は、名刺情報端末１０の使用者の正当性の認
証を実行できるようになる。
【００３３】
［各構成要素］
　次に、上述した名刺情報端末１０、名刺情報管理サーバ２０、及び端末情報管理サーバ
３０を構成する各要素について、図１に基づいて更に詳述する。
【００３４】
　先ず、自社企業側の名刺情報端末１０を構成する上記各構成要素について説明する。
　初めに、上記ＩＣカード読取解析部１１は、前記ＩＣカードに記録されている前記固有
ＩＤを読み取る機能を有する。具体的には、ＩＣカード５０を名刺情報端末１０のＩＣカ
ード読取解析部１１にかざすことにより、前記固有ＩＤがＩＣカード読取解析部１１に読
み取られる。
【００３５】
　このＩＣカード読取解析部１１は、読み取った前記固有ＩＤの内容を解析する機能を有
する。前記固有ＩＤを解析することで、上記名刺情報端末１０は、当該固有ＩＤをキーと
して前記名刺情報管理サーバにアクセスができるようになる。
【００３６】
　次に、上記ＩＤ情報暗号化処理部１２Ａは、前記ＩＣカード読取解析部１１により解析
された前記固有ＩＤを暗号化する機能を有する。これにより、前記固有ＩＤを前記名刺情
報端末１０から外部へ送信する際にその内容の漏洩を防ぐことができる。
【００３７】
　次いで、上記端末側通信処理部１０Ａは、当該名刺情報端末１０から前記名刺情報管理
サーバ２０又は前記端末情報管理サーバ３０へ各種情報を送信する機能、及び前記名刺情
報管理サーバ２０又は前記端末情報管理サーバ３０から当該名刺情報端末１０へ送られて
くる各種情報を受信する機能を有する。
【００３８】
　続いて、上記名刺情報複合化処理部１２Ｂは、前記端末側通信処理部１０Ａが暗号化さ
れた状態で受信した情報を複合化する機能を有する。具体的には、前記端末側通信処理部
１０Ａが前記名刺情報管理サーバ２０から受信した前記固有ＩＤに対応する暗号化された
名刺情報について複合化を行う。これにより、暗号化された状態で外部から名刺情報端末
１０に送信されてきた前記名刺情報を表示部１４Ｂに表示させることができるようになる
。
【００３９】
　又、上記名刺情報格納部１３は、前記名刺情報複合化処理部１２Ｂにより複合化された
名刺情報を一時的に格納する。前記名刺情報がこの名刺情報格納部１３に格納されること
により、当該名刺情報が後述する表示部１４Ｂに表示可能となる。
【００４０】
　上記情報表示処理部１４Ａは、前記表示部１４Ｂを駆動する機能を有する。具体的には
、前記名刺情報格納部１３に格納された名刺情報を前記表示部１４Ｂに表示させる機能を
有する。
【００４１】
　上記表示部１４Ｂは、前記名刺情報格納部１３に格納された名刺情報の内容を、前記情
報表示処理部１４Ａに駆動されることにより外部に表示する機能を有する。
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【００４２】
　上記入力部１５は、上記名刺情報端末１０の使用者による入力を受け付ける機能を有す
る。ここで、本実施形態における使用者からの入力内容としては、上記名刺情報端末１０
の使用者の識別情報であるユーザＩＤ及びパスワードである。
【００４３】
　上記端末ＩＤ格納部１７は、上記名刺情報端末１０を識別する情報である端末ＩＤを保
持する。ここで、この端末ＩＤは、各名刺情報端末１０に固有の情報である。
【００４４】
　上記端末認証制御処理部１６は、前記入力部１５から前記ユーザＩＤ及びパスワードを
受け取ったときに、前記端末ＩＤ格納部１７から端末ＩＤを取り出す機能を有する。これ
により、上記名刺情報端末１０は、ユーザＩＤ及びパスワードと端末ＩＤとを組合せて取
得することが出来る。
【００４５】
　又、上記端末認証制御処理部１６は、後述する名刺情報端末１０のユーザ認証の際、前
記入力部１５に入力された前記各情報に基づいて当該端末１０の使用者が正当であるか否
かを前記端末情報管理サーバ３０に認証させる機能を有する。更に、上記端末認証制御処
理部１６は、当該端末１０の使用者が正当である旨の判定結果を受信したときに、当該端
末１０の前記ＩＣカード読取解析部１１を使用可能にする機能を有する。これにより、こ
の名刺情報端末１０が第三者に無断使用されることを防ぐことができる。
【００４６】
　続いて、上記名刺情報出入処理部１８は、受け取った名刺情報を前記名刺情報格納部１
３へ入力又は前記名刺情報格納部１３から名刺情報を出力する機能を有する。具体的には
、名刺情報を前記端末情報管理サーバ３０へ保存用として送信するため、当該名刺情報を
前記名刺情報格納部１３から取り出す機能、及び前記端末情報管理サーバ３０に保存管理
している名刺情報を取得したときに当該名刺情報を前記名刺情報格納部１３に送り込む機
能を有する。
【００４７】
　又、上記名刺情報出入力処理部１８は、前記名情報端末１０の操作終了時に、前記名刺
情報格納部１３に格納されている名刺情報を前記端末情報管理サーバ３０へ保存用として
送信したときに、当該名刺情報を前記名刺情報格納部１３上から消去する機能を有する。
これにより、上記名刺情報端末１０には名刺情報が残らないため、当該名刺情報端末１０
を紛失した場合でも前記名刺情報が外部に漏洩する危険を防ぐことができる。
【００４８】
　更に、上記名刺情報出入力処理部１８は、前記端末情報管理サーバ３０に保存されてい
る名刺情報の内の閲覧したいものについて当該端末情報管理サーバ３０に対し読み出しを
依頼する情報の生成を行う。これにより、既に取得した名刺情報を当該名刺情報端末１０
を用いていつでも閲覧することができる。
【００４９】
　続いて、上記端末／名刺情報暗号化処理部１９Ａは、前記名刺情報入出力処理部１８が
前記名刺情報格納部１３から前記端末情報管理サーバ３０へ保存用として送信する名刺情
報を、名刺情報端末１０から送信する前に暗号化する機能を有する。これにより、名刺情
報端末１０から当該名刺情報を外部に送信する時にその内容が漏洩することを回避するこ
とができる。
【００５０】
　最後に、上記名刺／認証情報複合化処理部１９Ｂは、前記端末側通信処理部１０Ａが暗
号化された状態で受信した情報を複合化する機能を有する。具体的には、前記端末側通信
処理部１０Ａが前記端末情報管理サーバ３０から受信した端末ユーザの認証結果にかかる
情報に対応する名刺情報について複合化を行う。これにより、暗号化された状態で外部か
ら名刺情報端末１０に送信されてきた前記名刺情報を表示部１４Ｂに表示させることが出
来るようになる。
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【００５１】
　次に、上記他社企業における名刺情管理サーバ２０の各構成要素について説明する。
　初めに、上記情報管理サーバ側通信処理部２１は、当該名刺情報管理サーバ２０から前
記名刺情報端末１０へ各種情報を送信する機能、及び前記名刺情報端末１０から当該名刺
情報管理サーバ２０へ送られてくる各種情報を受信する機能を有する。
【００５２】
　次に、上記ＩＤ情報複合化処理部２２Ａは、前記情報管理サーバ側通信処理部２１が前
記名刺情報端末１０から受信した暗号化された前記固有ＩＤを複合化する機能を有する。
これにより、暗号化された状態で前記名刺情報端末１０から当該名刺情報管理サーバ２０
に送られてきた前記固有ＩＤを自由に活用することができるようになる。
【００５３】
　続いて、上記社員名刺情報データベース２４は、前記ＩＣカード５０の所有者である社
員（前記第一の企業に在籍する社員）にかかる名刺情報を、その各社員の所有するＩＣカ
ード５０に記録されている各固有ＩＤと対応付けて保持する。即ち、固有ＩＤをキーとし
てその固有ＩＤに対応する社員の名刺情報を検索できるよう各社員の名刺情報を保持する
。
【００５４】
　続いて、上記名刺情報検索処理部２３は、前記ＩＤ情報複合化処理部２２Ａから前記固
有ＩＤを受け取ったときにこの固有ＩＤに対応付けられた名刺情報を当該固有ＩＤをキー
として前記社員名刺情報データベース２４から検索する機能を有する。
　又、この名刺情報検索処理部２３は、前記検索の対象となる名刺情報を抽出した後に、
前記名刺情報端末１０へ送信するために前記名刺情報暗号化処理部２２Ｂに送り込む機能
を有する。
【００５５】
　最後に、上記名刺情報暗号化処理部２２Ｂは、前記名刺情報検索処理部２３から送られ
た名刺情報を、前記名刺情報端末１０への送信前に暗号化する機能を有する。これにより
、当該名刺情報の外部への送信時にその内容が外部に漏洩する危険を回避することができ
る。
【００５６】
　この名刺情報管理サーバ２０の社員情報データベース２４は厳密な管理下におかれ、通
常は外部からのアクセスは制限される。ここで、上述した固有ＩＤをキーとすることによ
り、外部から前記社員情報データベース２４にアクセスすることが可能となる。
【００５７】
　続いて、自社企業における上記名刺情報端末１０に併設された上記端末情報管理サーバ
３０の各構成要素について説明する。
　初めに、上記端末管理サーバ側通信処理部３１は、当該端末情報管理サーバ３０から前
記名刺情報端末１０へ各種情報を送信する機能、及び前記名刺情報端末１０から当該端末
情報管理サーバ３０へ送られてくる各種情報を受信する機能を有する。
【００５８】
　次に、上記端末／名刺情報複合化処理部３２は、前記端末管理サーバ側通信処理部３１
が前記名刺情報端末１０から受信した暗号化された各種情報を複合化する機能を有する。
具体的には、前記名刺情報端末１０から暗号化された名刺情報が保存用として送信されて
きた場合、取得名刺情報データベース３６に保存されている名刺情報の読出し依頼にかか
る暗号化された情報が送信されてきた場合，及び前記ユーザＩＤとパスワードと端末ＩＤ
が暗号化されて送信されてきた場合に、上述した各情報を複合化する機能を有する。これ
により、暗号化された状態で前記名刺情報端末１０から当該端末情報管理サーバ３０に送
られてきた情報を自由に活用することができるようになる。
【００５９】
　続いて、上記取得名刺情報データベース３６は、前記名刺情報端末１０が前記名刺情報
管理サーバ２０から取得した前記名刺情報を保存する。
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【００６０】
　上記取得名刺情報出入部３３は、前記端末／名刺情報複合化処理部３２から受け取った
名刺情報を前記取得名刺情報データベース３６に保存用として送り込む機能を有する。
　又、この上記取得名刺情報出入部３３は、前記名刺情報端末１０から名刺情報の読出し
依頼にかかる情報を受け取ったときに、対象となる名刺情報を前記取得名刺情報データベ
ース３６の中から検索し抽出する機能を有する。
【００６１】
　上記端末情報データベース３７は、前記名刺情報端末１０の使用者を識別するユーザＩ
Ｄの内の、正当な使用者にかかるものについて保持する。
【００６２】
　続いて、上記端末認証処理部３４は、前記端末／名刺情報複合化処理部３２から前記ユ
ーザＩＤを受けとった時に、当該ユーザＩＤが前記端末情報データベース３７の中に含ま
れているか否かを確認する。この確認の結果、当該ユーザＩＤが前記端末ユーザ情報デー
タベース３７に含まれていると確認した場合は、当該ユーザＩＤは正当なユーザのもので
あると認証する。一方、前記確認の結果、当該ユーザＩＤが前記端末ユーザ情報データベ
ース３７に含まれていないと確認した場合は、当該ユーザＩＤは正当なユーザのものでは
ないと認証する。
　上述した認証結果は、その後、後述する名刺／認証情報暗号化処理部３５にて暗号化さ
れた後に、前記名刺情報端末１０へ送られる。
【００６３】
　最後に、上記名刺／認証情報暗号化部３５は、前記取得名刺情報出入部３３及び端末認
証処理部３４から送られてきた各種情報を、前記名刺情報端末１０への送信前に暗号化す
る機能を有する。具体的には、前記名刺情報端末１０からの読出し依頼にかかる名刺情報
及び前記名刺情報端末１０の使用者の認証結果にかかる情報を暗号化する機能を有する。
これにより、前記各種情報の送信時にその内容が外部に漏洩する危険を回避することがで
きる。
【００６４】
　この端末情報管理サーバ３０の取得名刺情報データベース３６及び端末ユーザ情報デー
タベース３７はそれぞれ厳密な管理下におかれ、前記名刺情報端末１０以外の端末からの
アクセスは制限される。
【００６５】
［名刺情報端末１０による名刺情報の交換動作］
　次に、本実施形態におけるＩＣカード５０及び名刺情報端末１０を用いた名刺情報の交
換について、図２に基づいて説明する。ここでは、名刺情報端末１０のユーザであるＡ社
（自社）の甲氏による、ＩＣカード５０を所有するＢ社（他社）の乙氏からの名刺情報の
受け取りを具体例として説明する。
【００６６】
　先ず、乙氏が所有するＩＣカードを甲氏が所有するＡ社（自社）の名刺情報端末１０に
かざす。これにより、甲氏の名刺情報端末１０のＩＣカード読取解析部１１が乙氏のＩＣ
カードに記録されている前記固有ＩＤを読み取る。
【００６７】
　その後、前記ＩＣカード読取解析部１１が、読み取った前記固有ＩＤの内容を解析する
。そして、ＩＤ情報暗号化処理部１２Ａによりこの固有ＩＤが暗号化された後、名刺情報
端末１０は、当該固有ＩＤをキーとしてＢ社（他社）に設けられた名刺情報管理サーバ２
０へアクセスし、乙氏の名刺情報（これは事前に名刺情報管理サーバ２０に登録されてい
る）の送信請求の問い合わせを行う。
【００６８】
　続いて前記問い合わせを受けた名刺情報管理サーバ２０は、サーバ内の社員情報データ
ベース２５に保持されている情報の中から前記問い合わせにかかる固有ＩＤと対応付けて
保持されている名刺情報を抽出する。
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【００６９】
　続いて名刺情報管理サーバ２０は、抽出した名刺情報を甲氏の名刺情報端末１０に送信
する。そして、甲氏の名刺情報端末１０がこの名刺情報を受信すると共に、当該名刺情報
を表示する。これにより、甲氏は乙氏の名刺情報を取得することができる。甲氏が取得し
た乙氏の名刺情報は、Ａ社（自社）側の端末情報管理サーバ３０に送られ保存管理される
。
【００７０】
　同様に、乙氏が甲氏の名刺情報を取得するには、乙氏所有の名刺情報端末１０を用いて
甲氏所有のＩＣカード５０から固有ＩＤを取得し、この固有ＩＤをキーとしてＡ社（自社
）に設けられた名刺情報管理サーバ２０にアクセスし、甲氏の名刺情報の送信請求の問い
合わせを行う。そして、Ａ社（自社）の名刺情報サーバ２０から送られてきた甲氏の名刺
情報を乙氏の名刺情報端末１０が受信することにより、乙氏は甲氏の名刺情報を取得する
ことができる。
【００７１】
［全体的動作］
　次に本実施形態における情報管理システムの全体的動作について、図３乃至図６に基づ
いて説明する。
【００７２】
［使用者に対する認証動作］
　先ず、名刺情報端末１０の起動時における当該名刺情報端末１０の使用者の認証にかか
る動作について、図３に基づいて説明する。
【００７３】
　先ず、名刺情報端末１０の入力部１５に、当該端末１０の使用者により使用者識別情報
（即ち、ユーザＩＤ及びパスワード）が入力される（ステップＳ１０１、ユーザ識別情報
入力工程）。続いて、この入力部１５に入力された前記ユーザＩＤ及びパスワードが端末
認証制御処理部１６に送信される。
【００７４】
　前記ユーザＩＤ及びパスワードを受信した端末認証制御処理部１６は、端末ＩＤ格納部
１７から当該名刺情報端末にかかる端末ＩＤ情報を読み込み取得する（ステップＳ１０２
、端末ＩＤ取得工程）。
【００７５】
　次いで、端末認証制御処理部１６は、ユーザＩＤ情報，パスワード及び端末ＩＤ情報を
端末／名刺情報暗号化処理部１９Ａへと送信する。
　続いて、このユーザＩＤ情報，パスワード及び端末ＩＤ情報を受信した端末／名刺情報
暗号化処理部１９Ａは、これらの情報を暗号化し（ステップＳ１０３、ユーザ識別情報暗
号化工程）、端末側通信処理部１０Ａへと送信する。
【００７６】
　その後、端末側送信処理部１０Ａは、前記暗号化した各情報を端末情報管理サーバ３０
へと通信ネットワーク４０を介して送信する（ステップＳ１０４、ユーザ識別情報送信工
程）。
【００７７】
　続いて、前記暗号化した各情報を受信した端末情報管理サーバ３０の端末管理サーバ側
通信処理部３１は、当該各情報を端末／名刺情報複合化処理部３２に送る。
　端末／名刺情報複合化処理部３２は、送られてきた当該各情報を複合化する（ステップ
Ｓ１０５、ユーザ識別情報複合化工程）。その後、端末／名刺情報複合化処理部３２は、
この複合化した各情報を端末認証処理部３４へ送る。
【００７８】
　続いて、端末認証処理部３４は、受け取った前記各情報の内容と端末ユーザ情報データ
ベース３７に保持されている情報の内容とを比較し、受け取った前記情報の組合せ（即ち
、ユーザＩＤとパスワードと端末ＩＤの組合せ）と同じ組合せにかかる情報が前記端末ユ
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ーザ情報データベース３７に存在するか否かを確認する。
　このとき、同じ組合せにかかる情報が端末ユーザ情報データベース３７に存在するとき
は、名刺情報端末１０から送られてきた前記ユーザＩＤとパスワードと端末ＩＤの組合せ
は正当なものであると判断し、当該名刺情報端末１０及びその使用者は正当であると認証
する（ステップＳ１０６、ユーザ認証工程）。
　その後、端末認証処理部３４は、上記認証の結果にかかる情報を名刺／認証情報暗号化
処理部３５に送る。
【００７９】
　名刺／認証情報暗号化処理部３５は、受け取った前記認証の結果にかかる情報を暗号化
し（ステップＳ１０７、認証結果暗号化工程）、端末管理サーバ側通信処理部３１へと送
る。
　続いて、情報端末管理サーバ側通信処理部３１は、暗号化された前記認証の結果にかか
る情報を名刺情報端末１０へ送信する（ステップＳ１０８、認証結果送信工程）。
【００８０】
　この暗号化された前記認証の結果にかかる情報を受け取った名刺情報端末１０の端末側
通信処理部１０Ａは、当該情報を名刺／認証情報複合化処理部１９Ｂへと送る。
　続いて、名刺／認証情報複合化処理部１９Ｂは、暗号化された前記認証の結果にかかる
情報を複合化し（ステップＳ１０９、認証結果複合化工程）、端末認証制御処理部１６へ
と送る。
【００８１】
　端末認証制御処理部１６は、受け取った前記認証の結果にかかる情報を確認し、その内
容が名刺情報端末１０及びその使用者が正当である旨のものであった場合に、当該名刺情
報端末１０をＩＣカード５０から固有ＩＤを取得可能な状態にする（ステップＳ１１０、
端末認証工程）。
【００８２】
［名刺情報の交換動作］
　次に、名刺情報端末１０による名刺情報の交換にかかる動作について、図４に基づいて
説明する。
【００８３】
　先ず、名刺情報端末１０のＩＣカード読取解析部１１が、ＩＣカード５０に記録されて
いる固有ＩＤを読み取る（ステップＳ２０１、固有ＩＤ読取工程）。
　次に、ＩＣカード読取解析部１１は、読み取った固有ＩＤの内容を解析し（ステップＳ
２０２、固有ＩＤ解析工程）、その結果をＩＤ情報暗号化処理部１２Ａへ送る。
【００８４】
　ＩＤ情報暗号化処理部１２Ａは、解析された前記固有ＩＤを暗号化し（ステップＳ２０
３、固有ＩＤ暗号化工程）、端末側通信処理部１０Ａに送る。
　続いて、端末側通信処理部１０Ａは、受け取った暗号化された解析後の前記固有ＩＤを
キーとして当該固有ＩＤを名刺情報管理サーバ２０へ送信する（ステップＳ２０４、固有
ＩＤ送信工程）。
【００８５】
　暗号化された解析後の前記固有ＩＤを受け取った名刺情報管理サーバ２０の情報管理サ
ーバ側通信処理部２１は、当該固有ＩＤをＩＤ情報複合化処理部２２Ａへと送る。
【００８６】
　続いて、ＩＤ情報複合化処理部２２Ａは、受け取った暗号化された解析後の前記固有Ｉ
Ｄを複合化すると共に（ステップＳ２０５、固有ＩＤ複合化工程）、名刺情報検索処理部
２３に送る。
【００８７】
　名刺情報検索処理部２３は、受け取った解析後の前記固有ＩＤをキーとして社員情報デ
ータベース２４に保持されている情報を確認し、当該固有ＩＤと対応付けられて保持され
ている名刺情報を検索する（ステップＳ２０６、名刺情報検索工程）。続いて、名刺情報
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検索処理部２３は、検索対象の名刺情報を抽出し（ステップＳ２０７、名刺情報抽出工程
）、名刺情報暗号化処理部２２Ｂに送る。
【００８８】
　続いて、名刺情報暗号化処理部２２Ｂは、受け取った名刺情報を暗号化し（ステップＳ
２０８、名刺情報暗号化工程）、その後、情報管理サーバ側通信処理部２１に送る。
　情報管理サーバ側通信処理部２１は、受け取った暗号化された名刺情報を名刺情報端末
１０へ送信する（ステップＳ２０９、名刺情報送信工程）。
【００８９】
　続いて、暗号化された前記名刺情報を受け取った名刺情報端末１０の端末側通信処理部
１０Ａは、当該名刺情報を名刺情報複合化処理部１２Ｂに送る。
　名刺情報複合化処理部１２Ｂは、受け取った暗号化された前記名刺情報を複合化すると
共に（ステップＳ２１０、名刺情報複合化工程）、名刺情報格納部１３に送り込む。
【００９０】
　続いて、名刺情報格納部１３は、受け取った前記名刺情報を格納する（ステップＳ２１
１、名刺情報一時格納工程）。
　そして、情報表示処理部１４Ａが、名刺情報格納部１３に格納された前記名刺情報を取
り出して表示部１４Ｂに送る。
　その後、表示部１４Ｂが、受け取った前記名刺情報の内容を外部に表示する（ステップ
Ｓ２１２、名刺情報表示工程）。
【００９１】
［名刺情報の保存及び消去にかかる動作］
　次に、名刺情報端末１０の操作終了時における取得名刺情報のデータベースへの保存及
び端末１０からの消去にかかる動作について、図５に基づいて説明する。
【００９２】
　名刺情報端末１０の操作終了を選択したとき（名刺情報端末１０の操作を終了すると設
定したとき）は、先ず、名刺情報入出力処理部１８が名刺情報格納部１３にアクセスし、
中に格納されている名刺情報を読み出し、取得する（ステップＳ３０１、保存用名刺情報
取得工程）。
【００９３】
　名刺情報入出力処理部１８は、取得した前記名刺情報を端末／名刺情報暗号化処理部１
９Ａに送る。
　端末／名刺情報暗号化処理部１９Ａは、受け取った前記名刺情報を暗号化し（ステップ
Ｓ３０２、保存用名刺情報暗号化工程）、端末側通信処理部１０Ａに送る。
【００９４】
　続いて、端末側通信処理部１０Ａは、受け取った暗号化された前記名刺情報を端末情報
管理サーバ３０へ送信する（ステップＳ３０３、保存用名刺情報送信工程）。
　これと同時に、名刺情報入出力処理部１８は、名刺情報格納部１３から当該名刺情報を
消去する（ステップＳ３０４、格納済名刺情報消去工程）。
【００９５】
　この暗号化された前記名刺情報を受信した端末情報管理サーバ３０の端末管理サーバ側
通信処理部３１は、当該情報を端末／名刺情報複合化処理部３２に送る。
　端末／名刺情報複合化処理部３２は、受け取った暗号化された前記名刺情報を複合化し
（ステップＳ３０５、保存用名刺情報複合化工程）、その後、取得名刺情報入出力処理部
３３に送る。
【００９６】
　続いて、取得名刺情報入出力処理部３３は、受け取った前記名刺情報を取得名刺情報デ
ータベース３６に格納・保存する（ステップＳ３０６、名刺情報保存工程）。
【００９７】
［名刺情報の読出し動作］
　次に、名刺情報端末１０からの閲覧対象となる名刺情報の読出しにかかる動作について
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、図６に基づき説明する。
【００９８】
　先ず、名刺情報入出力処理部１８が、必要な名刺情報の読出し依頼にかかる情報を生成
する（ステップＳ４０１、読出依頼情報生成工程）。その後、名刺情報入出力処理部１８
は、当該読出し依頼にかかる情報を端末／名刺情報暗号化処理部１９Ａに送る。
【００９９】
　次に、端末／名刺情報暗号化処理部１９Ａは、前記読出し依頼にかかる情報を暗号化す
る（ステップＳ４０２、読出依頼情報暗号化工程）。その後、端末／名刺情報暗号化処理
部１９Ａは、この暗号化した前記読出し依頼にかかる情報を端末側通信処理部１０Ａへ送
る。
【０１００】
　端末側通信処理部１０Ａは、受け取った暗号化された前記読出し依頼にかかる情報を端
末情報管理サーバ３０へと送信する（ステップＳ４０３、読出依頼情報送信工程）。
　続いて、暗号化された前記読出し依頼にかかる情報を受信した端末情報管理サーバ３０
の端末管理サーバ側通信処理部３１は、当該情報を端末／名刺情報複合化処理部３２に送
る。
【０１０１】
　端末／名刺情報複合化処理部３２は、受け取った暗号化された前記読出し依頼にかかる
情報を複合化する（ステップＳ４０４、読出依頼情報複合化工程）。その後、端末／名刺
情報複合化処理部３２は、この読出し依頼にかかる情報を取得名刺情報入出力処理部３３
に送る。
【０１０２】
　続いて、取得名刺情報入出力処理部３３は、受け取った前記読出し依頼にかかる情報に
基づき、前記読出し依頼の対象となる名刺情報を取得名刺情報データベース３６から検索
し、抽出する（ステップＳ４０５、読出対象情報抽出工程）。その後、取得名刺情報入出
力処理部３３は、前記抽出した名刺情報を名刺／認証情報暗号化処理部３５に送る。
【０１０３】
　名刺／認証情報暗号化処理部３５は、受け取った前記名刺情報を暗号化する（ステップ
Ｓ４０６、読出対象情報暗号化工程）。その後、当該名刺／認証情報暗号化処理部３５は
、この暗号化した名刺情報を情報端末管理サーバ側通信処理部３１に送る。
【０１０４】
　続いて、端末管理サーバ側通信処理部３１は、受け取った暗号化された前記名刺情報を
名刺情報端末１０へ送信する（ステップＳ４０７、読出対象情報送信工程）。
　暗号化された前記名刺情報を受信した名刺情報端末１０の端末側通信処理部１０Ａは、
当該情報を名刺／認証情報複合化処理部１９Ｂに送る。
【０１０５】
　続いて、名刺／認証情報複合化処理部１９Ｂは、受け取った暗号化された前記名刺情報
を複合化する（ステップＳ４０８、読出対象情報複合化工程）。その後、名刺／認証情報
複合化処理部１９Ｂは、この複合化した名刺情報を名刺情報入出力処理部１８に送る。
【０１０６】
　名刺情報入出力処理部１８は、受信した前記名刺情報を名刺情報格納部１３に送り込む
。
【０１０７】
　続いて、名刺情報格納部１３は、名刺情報入出力処理部１８により送り込まれた前記名
刺情報を格納する（ステップＳ４０９、読出対象情報格納工程）。
　その後、情報表示処理部１４Ａは、名刺情報格納部１３に格納された名刺情報を取り出
し、表示部１４Ｂへ送り込む。
【０１０８】
　最後に、表示部１４Ｂは、送り込まれた前記名刺情報を表示する（ステップＳ４１０、
読出対象情報表示工程）。
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【０１０９】
　ここで、上述した各工程で実行される具体的内容については、これをプログラム化し、
コンピュータに実行させるようにしてもよい。
【０１１０】
［本実施形態の効果］
　本実施形態における名刺情報管理システムは、上述したようにＩＣカード５０にその所
有者の識別情報である固有ＩＤのみを記録するだけで、名刺情報の交換ができるよう構成
されている。これにより、このＩＣカード５０を紛失した場合であっても、前記所有者の
名刺情報が外部に漏洩する危険を回避することができるようになる。
【０１１１】
　又、本実施形態における名刺情報管理システムは、名刺情報端末１０が取得した名刺情
報を、保存管理のために端末管理サーバ３０のデータベース３６へ送信した後に当該名刺
情報端末１０のメモリ１３から消去するよう構成されている。これにより、仮にこの名刺
情報端末１０自体を紛失した場合であっても、前記名刺情報が外部に漏洩する危険を回避
することができる。
【０１１２】
　更に、本実施形態における名刺情報管理システムは、正当であると認証された使用者の
みが前記名刺情報端末１０を使用することができるよう構成されている。これにより、不
特定多数の者が端末１０を使用することによる名刺情報の外部への漏洩を防ぐことができ
る。
【０１１３】
　以上、上記実施形態にて本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではない。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　上記実施形態では管理対象の情報が名刺情報である場合について述べたが、本発明によ
れば、名刺情報以外の情報（会社の企画情報や研究内容にかかる情報等）を管理すること
も可能である。よって、本発明にかかる名刺情報管理システムは、高い機密性が要求され
る情報の交換・管理を必要とする分野に利用可能性がある。具体的には、部外者との受け
渡しの必要がある機密情報の管理に利用可能性がある。
【符号の説明】
【０１１５】
１０　名刺情報端末
１０Ａ　端末側通信処理部
１１　ＩＣカード読取解析部
１２　第１の情報変換手段
１２Ａ　ＩＤ情報暗号化処理部
１２Ｂ　名刺情報複合化処理部
１３　名刺情報格納部
１４　情報表示手段
１４Ａ　情報表示処理部
１４Ｂ　表示部
１５　入力部
１６　端末認証制御処理部
１７　端末ＩＤ格納部
１８　名刺情報入出力処理部
１９　第２の情報変換手段
１９Ａ　端末／名刺情報暗号化処理部
１９Ｂ　名刺／認証情報複合化処理部
２０　名刺情報管理サーバ
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２１　情報管理サーバ側通信処理部
２２　他社側情報変換手段
２２Ａ　ＩＤ情報複合化処理部
２２Ｂ　名刺情報暗号化処理部
２３　名刺情報検索処理部
２４　社員情報データベース
３０　端末情報管理サーバ
３１　端末管理サーバ側通信処理部
３２　端末／名刺情報暗号化処理部
３３　取得名刺情報入出力処理部
３４　端末認証処理部
３５　名刺／認証情報暗号化処理部
３６　取得名刺情報データベース
３７　端末ユーザ情報データベース
５０　ＩＣカード

【図１】 【図２】
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