
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＳＩＭチップカード（２）であって、

移動通信網の１人の加入者
識別データを含むデータの保存を可能にすると共に、 のＳ

ＩＭ機能を担うデータ処理媒体と、
ＳＩＭチップカード（２）を取り外し可能な方法ではめ込むことのできる移動局（１）

と 処理媒体との間でのデータ交換を可能にする ＳＩＭチップカード 表
面の電気的接点（２４）とを含み、

ワイヤレスのインタフェース（２１、
２３） 移動局（１）の外にある外部装置（３）と該 処理
媒体との間で、該電気的接点（２４）を介することなく、直接、通信を行うことを可能に
するＳＩＭチップカード。
【請求項２】
請求項１に記載のＳＩＭチップカードにおいて、該

が、 処理媒体と該外部装置（３）との間での電磁波によ
る通信を可能にする１つ以上のコイル（２３）を含むＳＩＭチップカード。
【請求項３】
請求項２に記載のＳＩＭチップカードにおいて、該 処理媒体が、 カ
ードのＳＩＭ機能を担う１つのマイクロコントローラ（２０）と、該コイル（２３）
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記憶装置媒体（２００）を含むことにより、 に関する少なくと
も 該ＳＩＭチップカード（２）

該
該データ 該 （２）の

該ＳＩＭチップカード（２）は、少なくとも１つの
をさらに含むことにより、 データ

少なくとも１つのワイヤレスのインタ
フェース（２１、２３） 該データ

データ 該ＳＩＭチップ
に接



、外部装置（３）との直接通信を
と、該マイクロコントローラ と該

電子モジュール の間の１つのインタフェース（２２）とをさらに含むＳＩ
Ｍチップカード。
【請求項４】
請求項３に記載のＳＩＭチップカードにおいて、移動局（１）が該

と該コイル 電気的接点（２４）を
給電 ＳＩＭチップカード。
【請求項５】
請求項３に記載のＳＩＭチップカードにおいて、
電子モジュール（２１）と該コイル（２３）とに給電する際に、その給電は、

ＳＩＭチップカード（２）と該外部装置（３）との無線通信が可能であるＳＩＭチ
ップカード。
【請求項６】
請求項１乃至５の何れか１項に記載のＳＩＭチップカードにおいて、該処理媒体が命令を
ＪＡＶＡ言語で実行可能であるＳＩＭチップカード。
【請求項７】
移動局（１）であって、 取り外
し可能なＳＩＭチップカード（２）を差し込む差込み口（１０）とを含み、該ＳＩＭチッ
プカード（２）は、該 １人の加入者の少なくとも識別データを
含む 、

該移動局（１）の外にあ
る外部装置（３）と 移動局（１）に差し込まれた該ＳＩＭチップカード（２）との間

ワイヤレスインターフェイス（２１、
２３）を 含む移動局（１）。
【請求項８】
請求項７に記載の移動局（１）において、該ＳＩＭチップカード（２）が外部装置（３）
と電磁波で通信することを可能にする少なくとも１つのコイル（２３）を該ワイヤレスイ
ンターフェイス（２１、２３）が含む移動局。
【請求項９】
請求項８に記載の移動局（１）において、該少なくとも１つのコイル（２３）がＳＩＭチ
ップカード（２）内に一体成形される移動局。
【請求項１０】
請求項８に記載の移動局（１）において、他の電池をさらに含み、

移動局。
【請求項１１】
請求項８乃至１０の何れか１項に記載の移動局（１）において、該差込み口（１０）は外
側は、電磁波から されていない移動局。
【請求項１２】
請求項７に記載の移動局（１）において、該少なくとも１つのワイヤレスインターフェイ
ス（２１、２３）は、該移動局（１）のケースの上の少なくとも１つの赤外線送受信器を
含む移動局。
【請求項１３】
請求項７乃至１２の何れか１項に記載の移動局（１）において、カーソル

（ ）と承認キー（ ）とをさらに含む移動局。
【請求項１４】
請求項７から請求項１３の何れか１項に記載された移動局（１）に
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続されることにより おこなうことが可能である少なくと
も１つの電子モジュール（２１） （２０） 少なくとも１
つの （２１）と

少なくとも１つの電子
モジュール（２１） （２３）とに給電する際に、 介して

する

該外部装置（３）が該少なくとも１つの
該コイル（

２３）を介して行われ、それによって、該移動局（１）の電池を使い切った場合において
も、該

移動無線ネットワークにおいて通信をするための手段と、

移動無線ネットワーク内の
データを記憶し

該移動無線ネットワークを介することなく、電磁波を使用して、
該 で

直接通信を行うことを可能とする少なくとも１つの
該取り外し可能なＳＩＭチップカード（２）が

該外部装置（３）が該
少なくとも１つのコイル（２３）を介して該少なくとも１つのワイヤレスインターフェイ
ス（２１、２３）に給電し、それによって、該電池を使い切った場合においても、該ＳＩ
Ｍチップカード（２）と該外部装置（３）との間の無線通信を可能とする

シールド

の移動を制御す
るカーソル移動キー １１ １３

請求項１乃至６のうち



。
【請求項１５】
請求項１４に記載の において、該１つのワイヤレスインターフェイス（
３０）は、電磁波を介して請求項２乃至６の何れか１項に記載の該ＳＩＭチップカード（
２）との間での通信を可能にする少なくとも１つの送受信器（３０）である該外部装置（
３）。
【請求項１６】
請求項１４または１５の何れかに記載の外部装置（３）において、多重選択メニューを表
示する手段と、

該多重選択メニューでのカーソルの位置を変更
実行する手段とを含

む外部装置（３）。
【請求項１７】
請求項１６に記載の外部装置（３）において、インターネット形式、イントラネット形式
のインタフェース（３１）をさらに含む外部装置（３）。
【請求項１８】
請求項１４乃至１７の何れか１項に記載の外部装置（３）において、該外部装置（３）は
、マネー装置内に統合されている外部装置（３）。
【請求項１９】
請求項１４乃至１７の何れか１項に記載の外部装置（３）において、該外部装置（３）は
、入場管理装置内に統合されている外部装置（３）。
【請求項２０】
移動局（１）と外部装置（３）との間の通信を実行する方法であって、該移動局（１）は
、移動無線ネットワークにおいて通信を実行する手段と、該移動無線ネットワークの１人
の加入者の少なくとも識別情報を含むデータを保存する取り外し可能なＳＩＭチップカー
ド（２）を差し込む１つの差込み口（１０）とを含み、

通信方法。
【請求項２１】
請求項２０に記載の方法において、該通信は両方向性であることを特徴とする請求項２１
に記載の方法。
【請求項２２】
請求項２１に記載の方法において、該ＳＩＭチップカード（２）内に一体成形されている
１つのコイル（２３）を使用して、電磁波を介して通信を実行する方法。
【請求項２３】
請求項２０乃至２２の何れか１項に記載の方法において、該 のディスプレ
イに多重選択のメニューを表示する少なくとも１つのステップと、
該移動局（１）のユーザが該多重選択のメニューにおいて選択する際に選択可能である複
数のオプションのうちの１つを選択する少なくとも１つのステップと、

ための少なくとも１つのステップと、
メニューの選択に対応する方法を該外部装置（３）によって実行する少なくとも１つのス
テップとを含む方法。
【請求項２４】
請求項２０乃至２３の何れか１項に記載の方法において、該通信は、１つ以上の命令をＪ
ＡＶＡ等のオブジェクト指向の言語で該外部装置 送信することを含み、それによ
り、その命令は、該ＳＩＭチップカード（２）の処理媒体によって実行される方法。
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のいずれか１項に記載された該ＳＩＭチップカード（２）を挿入することにより、該移動
無線ネットワークを介することなく、該ＳＩＭチップカード（２）と直接通信を行うのを
可能とする１つのワイヤレスインターフェイス（３０）を含む該外部装置（３）

該外部装置（３）

該１つのワイヤレスインターフェイスで既に受信しているカーソル移動命
令又は承認命令に対する応答として、 し、
そして該多重選択メニューにおいてした選択に対応する１つの方法を

該方法は、該移動無線ネットワークを使用することなく、該取り外し可能なＳＩＭチップ
カード（２）と該外部装置（３）との間で通信を直接実行するための少なくとの１つのス
テップを含む

外部装置（３）

該移動無線ネットワークを使用することなく、該移動局（１）が該外部装置（３）に直接
送信した複数の選択命令を送受信する

（３）が



【請求項２５】
請求項２０乃至２４の何れか１項に記載の方法において、該通信は、１つ以上の命令をＪ
ＡＶＡ等のオブジェクト指向の言語で該ＳＩＭチップカード（２） 送信することを含み
、それにより、その命令は外部装置（３）の処理媒体によって実行される方法。
【請求項２６】

【請求項２７】
請求項２６に記載の方法において、

【請求項２８】

【請求項２９】

。
【発明の詳細な説明】
本発明は、請求項１の冒頭部分に記載のチップカード、請求項７の冒頭部分に記載の移動
局（モバイルステーション）、本発明のチップカードと通信できる装置、およびチップカ
ード・外部装置間の通信のためのさまざまな方法および応用に関する。さらに詳細に言え
ば、本発明は、チップカード、特に、たとえば、ＧＳＭ方式の携帯電話（セルラーホン）
で使われるＳＩＭ型のチップカードと、外部装置との間での通信の問題に関する。
モバイル電話網、たとえば、ＧＳＭ網（移動通信用グローバルシステム）では、上述のチ
ップカードのＳＩＭ（加入者識別モジュール）カードに、加入者のアイデンティティが保
存される。ＳＩＭカードは取り外しできるので、ユーザは特定のコールを自分で選んだモ
バイル機器で受信でき、ユーザはＳＩＭカードをある機器から別の機器に移す。そのほか
に、ＳＩＭカードにさまざまな種類の金額をロードする方法、およびその金額から電話通
信料金を引くための方法も既知である。移動局（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎｓ
）、たとえば、ＧＳＭ方式の携帯電話（セルラーホン）は、２つの要素、つまりモバイル
機器とＳＩＭチップで構成される。
ＳＩＭカードは、今日では２つの規格化されたフォーマットになっている。「フルサイズ
」フォーマットはクレジットカードの大きさであり、「プラグイン」フォーマットは小型
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が

商品の注文を送信し、情報を送信し、又は金額を送信して、移動局（１）と外部装置（３
）との間で通信を実行する方法であって、
移動通信ネットワーク内で通信を行う手段と、取り外し可能なＳＩＭチップカード（２）
を差し込む１つの差込み口（１０）とを含み、該取り外し可能なＳＩＭチップカード（２
）は、該移動通信ネットワーク内の１人の加入者の少なくとも識別データを含むデータを
記憶しており、該方法は、
該通信ネットワークを介することなく、該取り外し可能なＳＩＭチップカード（２）と該
外部装置（３）との間で直接無線通信を確立するステップと、
該外部装置（３）と該取り外し可能なＳＩＭチップカード（２）との間でデータを送信す
るステップと、
該取り外し可能なＳＩＭチップカード（２）にデータを格納するステップとを含む方法。

該取り外し可能なＳＩＭチップカード（２）は、該Ｓ
ＩＭチップカード（２）を使用して使うことが可能である金額を記憶しており、該データ
は、その金額に関する再補充した値を示すデータを含む方法。

請求項２７に記載の方法において、該ＳＩＭチップカード（２）に記憶されている該デー
タを含む短いメッセージを該移動局（１）が送信するステップをさらに含む方法。

ＳＩＭチップカード（２）であって、
記憶手段（２００）を含み、移動通信ネットワーク内の１人の加入者の少なくとも識別デ
ータを含むデータを記憶することが可能であるデータ処理手段と、
該ＳＩＭチップカード（２）の表面上に配置され、該データ処理手段と移動局（１）との
間でのデータの交換を可能とする電気的接点（２４）と、
該移動局（１）内には含まれておらず、且つ該電気的接点（２４）を介することなく該デ
ータ処理手段と外部装置（３）との間で直接通信を実行することを可能とする少なくとも
１つのワイヤレスインターフェイス（２１、２３）と、
請求項２０乃至２８のいずれか１項に記載の方法を実行するために、該データ処理手段が
実行可能であるプログラムを該記憶手段（２００）が格納している方法



の携帯できる電話に適しており、サイズは約２５ｍｍ×１０ｍｍである。カードの機能性
は２つとも同じである。
ＳＩＭカードには、普通、１つのデータ処理媒体、ほとんどがチップに集積されたマイク
ロコントローラが入っている。この処理媒体には、書き込み・読み取りメモリ（中間メモ
リ）および／または読み取りだけのメモリの付いたゾーンがあり、これはプログラムおよ
び／またはデータファイルの保存を行い、特にカードを所持している加入者の認定を行い
、また一方には計算媒体・処理媒体があり、これはさまざまなアルゴリズムを実行し、特
に加入者識別と通信暗号化を実行する。
ＧＳＭ規格の枠内で一定の展望をもって標準化されているＳＩＭカードのアーキテクチャ
は非常に「オープン」であるため、付加価値サービス（ＶＡＳ：Ｖａｌｕｅ　Ａｄｄｅｄ
　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）が、このカードの機能性を十分に利用できるさまざまなシステムで
考えられている。特に、ＳＩＭカードで使える記憶装置および／またはカードのマイクロ
コントローラの処理可能性を、ワイヤレス電話の機能性を拡張するために利用する多くの
サービスが考えられた。
この新しい付加価値サービスの実行に必要な新しいデータまたは新しいプログラムは、一
般的に以下の３つの方法のいずれかでカードにロードできる。
１）カードをチップカード用の適切な読み取り装置・書き込み装置に差し込む方法。顧客
に手渡される前に最初からカードにロードされるデータは、この方法でロードされる。し
かし、この方法は、カードに登録された情報のデータ化または補完するためには簡単には
利用できない。チップカード用の読み取り・書き込み装置の普及が少ないためである。そ
のほかに、ＳＩＭカードをその他の装置に差し込むためには移動局（モバイルステーショ
ン）から取り外さなければならない。これは不便であり、特に小型のあまり実用的でない
「プラグイン」カードでは問題である。
２）データを移動局（モバイルステーション）のキーに直接打ち込む方法。通常は携帯電
話用に使われるキーボードのサイズが小さすぎるために、およびキーの数に制限があるた
めに、この方法は非常に短いデータの入力の場合にのみ適している。たとえば、マイクロ
コントローラでのプログラム実行の間に、パスワードまたはイエス・ノー形式の答えを入
力するのに適当であるが、ＳＩＭカードに完全なプログラムを入力することはできない。
３）データおよび／またはプログラムを離れた移動局（モバイルステーション）に、たと
えば、短縮メッセージ（ショートメッセージ）の形でロードでき、これには１つのメッセ
ージヘッドが入っており、これによって移動局がそれを識別できるようになり、モバイル
装置によってカードに伝えられる。この伝送は両方向で可能である。特許申請者の名前の
付いた特許文書ＥＰ６８９３６８には、データとプログラムを移動局に透明な方法でロー
ドできる１つの技術が説明されている。この伝送方式は、移動無線網と接続している別の
局、たとえば、別の携帯電話でのみ利用できる。そのほかに、この伝送は移動無線網での
料金支払い義務のある通信を受容する価格にして行うことができる。
申請者の名前をつけた特許申請書ＰＣＴ／ＣＨ９６／００４６４には、移動局で行う商品
または情報に関する注文方法について説明されている。商品とその供給者について明確な
意味を持つコードが移動局に入力されなければならない。それらは、加入者の識別データ
と共に移動無線網を経て短縮メッセージの形で商品供給者に伝えられる。商品コードには
多くの文字数字併用式の符号が含まれなければならない。それによって商品と商品供給者
が明確に表現される。そのほかに商品コードの誤りを認識するか、または修正するために
コントロール符号（パリティー）が必要である。上述の手段はいずれも、このような種類
の情報を便利な方法で移動局へ入力する方法としては適当ではない。
それとは逆に、いくつかの新しい付加価値サービスでは、外部装置、たとえば、その他の
電話からＳＩＭカードに保存されたデータまたはプログラムにアクセスすることが要求さ
れている。
さまざまな特許文書、特に国際特許分類のＨ０４Ｍ００１／００群の文献には、データの
入力、たとえば、選択インパルスまたは選択トーンの入力を携帯電話機で可能にするシス
テムについて説明されている。しかし、こうした文書、たとえば、ＤＥ２４２７５２７ま
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たはＵＳ４１３０７３８では、一般的には、携帯電話機の適応が要求されており、それゆ
え従来の移動局とのデータ交換には利用できない。その他に、これらの文書では一般的に
は、外部装置から携帯電話機への単方向通信だけが可能である。このことは特に特許文書
ＥＰ０５０６５４４で説明されている。結局、これらの文書は、データまたはプログラム
の、移動局に差し込むＳＩＭチップカードの記憶装置ゾーンへの伝送には関係しない文書
である。
特許申請書ＷＯ９６／３８８１４には、接点つきのテレホンカードが説明されており、こ
れには別の利用目的、たとえば、乗車券として使用するためのワイヤレスインタフェース
が追加されている。このカードには加入者識別符号は含まれておらず、ＳＩＭカードとし
ては利用できない。
特許申請書ＧＢ２　２９８　６１３Ａには、携帯電話と接続するための第１の、接点固着
式のインタフェースを持つＳＩＭカードについて説明されており、これにはさらに外部機
器と接続するための第２の接点固着式インタフェースが付いている。ＧＢ２　２９８　６
１３に沿ったこのＳＩＭカードは、外部装置に接続する前に携帯電話から取り外さなけれ
ばならない。
特許申請書ＧＢ２　３０６　２４１Ａには、チップカードを差し込むことのできる差し込
み口について説明されている。これには、第１のチップカードから第２のチップカードへ
、またはパソコンおよびネットワークを介してデータを離れた局へ伝送するためにチップ
カードをはめこむことができる。ＧＢ２　３０６　２４１Ａに準拠するチップカードでも
同時に移動無線電話と差し込み口に差し込むことはできない。
特許申請書ＥＰ　５５５　９９２　Ａ１には携帯電話用のアダプタが説明されており、こ
れにはＳＩＭカードを差し込むことができ、そのアダプタはデータインタフェースと通常
媒体を介してデータを、たとえば、パソコンからのデータを受信し、ＳＭＳ（ショートメ
ッセージサービス）形式に変換し、携帯電話に伝送するために使用できる。ＳＩＭカード
は、ＥＰ　５５５　９９２　Ａ１に沿ったアダプタを携帯電話と接続する場合には、携帯
電話から取り外さなければならない。
特許申請書ＤＥ　４３２１３８１　Ａ１には、たとえば、携帯電話用の機器アダプタが説
明されており、それはパソコンまたは機器アダプタに含まれる記憶装置からソフトウェア
プログラムの新しいバージョンを機器にロードするために、一時的にカードインタフェー
スを介して関係の機器に接続できる。機器と普通に接続されているカード、たとえば、Ｓ
ＩＭカードは、ＤＥ４３２１３８１Ａ１に沿ったアダプタをコンピュータの機器と接続す
る場合には、取り外さなければならない。
データとプログラムのＳＩＭチップカードへの送信、またはこれら相互間の両方向送信に
適した通信のための装置と方法を提供することが本発明の１つの目的である。
もう１つの目的は、これまでの技術による不十分なシステムとは異なる電話通信システム
を提供することである。
この目的は、本発明で、請求項１の特徴部分の要素になるチップカード、請求項７の特徴
部分の要素になる移動局、請求項１５の特徴部分の要素になるデータ処理装置、請求項２
１の特徴部分の要素になる方法を用いて達成される。
特にチップカードによって本発明の目的が達成される。たとえば、カードの処理媒体が、
移動通信装置の外にある外部装置と直接通信することを可能にし、その際、チップカード
の電気的接点も移動局も通過しないような、ワイヤレスのインタフェースを１つ以上持つ
ＳＩＭカードによって達成される。
本発明の好適な実施例では、ワイヤレスのインタフェースは１つ以上のコイルを持ち、Ｓ
ＩＭチップカードと１つの外部装置との直接通信が電磁波で行われる。
データは、外部装置、たとえば、別のワイヤレス電話または何らかの任意のデータ処理装
置によって直接チップカードに書き込まれるか、またはカードから読み取ることができる
。
本発明の長所は、移動通信装置の強制的な変更を必要とすることなく本発明を応用できる
ことである。本発明のワイヤレスインタフェースを持つＳＩＭチップカードは、ネットワ
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ーク管理者によって、付加価値サービスを予約した加入者であって、このカードの可能性
から有用性を引き出すことに適している加入者に分配され、その加入者はカードを直接使
用し、カードを通常の移動局に簡単に差し込むことができる。その結果、きわめて安いコ
ストでチップカードを作る以外に、既存の設備を取り替えたり、変更する必要はなくなる
。
本発明は、本発明に沿ったカードのおかげで利用できるさまざまな方法とサービスにも関
連する。
本発明は、実施例の説明および図面によってより良く理解することができるだろう。
図１は、本発明のチップカードの差し込まれている移動局と本発明の外部装置の概略図お
よび外観を示す。
図２は、本発明のチップカードの概略図を示す。
実施例の説明は、特にＧＳＭ方式の携帯電話と共に使われるＳＩＭ型（加入者識別モジュ
ール）のチップカードに関係するが、それでもこれはその他の形式の移動局でも使える。
たとえば、ＧＳＭ、ＰＣＮ、ＮＭＴ、ＴＡＣＳ、ＰＤＣ、ＤＣＳ１８００、またはその他
の規格の移動通信において使われること、および移動通信網での加入者識別情報を保存す
るために移動通信網で使われるチップカード型と共に使われることを予定することは重要
である。
図２は、本発明のＳＩＭチップカードの実施例を図式的に示す。チップカード２はこの例
ではクレジットカードサイズ（フルサイズ）になっており、通常のマイクロコントローラ
２０を持ち、これはカードの合成物質製ケース２５に入っており、カードのＳＩＭ機能を
担う。マイクロコントローラ２０には、書き込み・読み取り記憶装置ゾーンおよび／また
は読み取りのみ記憶装置ゾーン２００およびデータ処理ゾーン２０１があり、これらは１
つの集積回路にまとめられている。マイクロコントローラ２０は、カードのＳＩＭ機能の
使用に関して責任を持つ。これについては「オーストラリア電気通信ジャーナル」、１９
９３年、２号、４３編のＴ．Ｇｒｉｇｏｒｏｖａ、Ｉ．Ｌｅｕｎｇの論文「ＳＩＭ　ＣＡ
ＲＤＳ」の３３から３８ページに書かれている。また、マイクロコントローラは、ＳＩＭ
カードに後からロードされる新しい機能の使用についても責任を持つ。チップカードは接
触媒体、たとえば、カード表面の８つの金属接点を持つ領域２４を持っており、そこを介
してカードはそれが差し込まれている移動局１と通信する。カードの充電、または少なく
ともマイクロコントローラ２０の充電は接点２４を使って通信局（コミュニケーションス
テーション）１を介して行われる。
本発明に沿って、チップカード２は第２の集積回路２１を持ち、この回路は外部装置３と
の直接通信を担う。第２の集積回路はインタフェース２２を介してマイクロコントローラ
２０と接続されている。チップカード２はそのほかにコイル２３を持ち、これは第２の集
積回路２１と接続しており、チップカードの合成物質製ケース２５の中に入っている。コ
イル２３は、たとえば、１本の針金を巻いて、または任意のその他の適切な技術で製造で
きる。コイルをチップカードに統合することは今日では広く行われており、たとえば、特
許申請書ＷＯ９１／１６７１８とＷＯ９５／３３２４６（両方ともグスタフホンの名前で
申請）に記載されている。「フルサイズ」方式のチップカードの場合は、コイルはカード
を形成する２つの合成物質製ケース被覆２５の間に接着されている。「プラグイン」ＳＩ
Ｍカードの場合は、コイルは合成物質製ケースに入れるか、または接着剤または何らかの
適切な方法でケースの外側に固定する。
移動局１に差し込んだチップカード２は、インタフェース２１、２３のおかげで直接、電
磁波で、好適には、たとえば、約１２０ＫＨｚの周波数の電波で、図に示すように、１つ
のコイルまたはアンテナ３０が付いている外部装置３と通信できる。最大の通信距離はコ
イル２３、３０の特性、および送信能力に依存し、それは局１とカード２のエネルギー貯
蔵で大きな負荷がかからないように選ぶ。たとえば、数メートルの通信距離なら大きな問
題はなく、従来の技術で実現できる。局１のＳＩＭカード用の差し込み口１０は、コイル
２３の周りでは電磁波が遮断されていないことに注意することが肝要である。それによっ
て無線結合が可能になる。
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この方法でデータおよび／またはプログラムは、外部装置３とチップカード２の間で両方
向で交換できる。簡単な方法で、データまたはプログラムをチップカードの記憶装置２０
０にロードすることが可能になり、その記憶装置は外部装置３から利用できるか、または
アクセスでき、あるいは処理媒体２０、２１の間で任意の対話またはモノローグ形式を作
りだし、適切な外部装置３をその目的のために構築することが可能になる。チップカード
２の外部装置３の通信は、局１が帰属する移動通信網（ＧＳＭ）への負荷なしで行われる
。
この例では、チップカードには記憶装置媒体２００と処理媒体２０１を持つ通常のマイク
ロコントローラ２０、および２つの独立の集積回路で構成される１つの通信モジュール２
１が取りつけられている。こうした配置によって、低価格で作れる標準マイクロコントロ
ーラ２０を使うことが可能になる。専門家は通信モジュール２１をマイクロコントローラ
２０と同じ集積回路に統合するか、または、たとえば、マイクロコントローラ２０の書き
込み・読み取り記憶装置、および／または読み取りのみ記憶装置の一部を別の集積回路に
して実現することも可能であることを確認するだろう。
通信モジュール２１には、マイクロコントローラ２０と同じ方法で、局１によって、接点
２４を経て給電できる。好適な実施例では、通信モジュールはエネルギー的にはマイクロ
コントローラ２０および通信局１に依存しており、外部装置３によってコイル２３により
、エネルギーを送られる。この場合、好適には、コイル２３を経て受け取るエネルギーの
ための記憶装置容量はチップカードの中に含まれている。局１またはコイル２３を経て給
電されるバッファー電池（Ａｋｋｕ）はカードに乗せる事もできる。２つのコイルをカー
ド２に取り付けることもできる。これらのコイルの１つは外部装置３との独自の通信のた
めであり、もう１つはモジュール２１の給電のためである。
外部装置３は用途に応じて、ＧＳＭ移動通信網への負荷なしで、直接、カード２と無線波
通信を可能にするインタフェース３０をつけた任意の機器に形成できる。最も簡単な方法
では、外部装置３を本発明のチップカードで構成することができ、これは別の移動局１に
差し込まれる。本発明によって、任意の形式のデータまたはプログラムを交換でき、それ
らは両方の機器のＳＩＭカードに保存される。ＳＩＭカードの形式に応じて、およびこれ
らの両方のカード管理プログラムに応じて、たとえば、プログラムおよび／またはデータ
を別のカードに伝送したり、コピーすることが可能になり、それによってカードの機能は
拡張され、あるいは新しいサービスへのアクセスが可能になる。カードに金額がのせられ
ており、そこから通信料金が引き落される場合は、適当な通信プログラムによって残り金
額の一部または全部を別のカードに移し、別のカードで利用できるようにし、金額をまと
めて１つのチップカードにロードすることも可能である。
本発明を別の利用形態にすると、外部装置３はコンピュータまたは端末にすることができ
、それには適当なワイヤレスインタフェース３０が取りつけられる。装置３にはこの場合
、好適には、図には示してないが、データ入力媒体、たとえば、キーボードが取りつけら
れ、データ表示装置、たとえば、ディスプレイ（スクリーン）が取りつけられる。装置３
はそのほかに、好適には、通信網３１、たとえば、図には示していないが、インターネッ
トまたはイントラネット網、または任意の形式の固定通信網、または移動通信網に接続で
きる。外部装置３に入力されたデータまたはプログラムはワイヤレスインタフェース３０
、２３を経て、簡単にチップカード２にコピーされる。逆に、カードに保存されていたデ
ータは装置３のディスプレイに伝送され、そこに表示できる。
それぞれの方向での通信の結果で構成されるインタラクティブな対話も、同様にカード２
と計算機３の間で可能になる。そうした対話を利用して、携帯電話による、外部装置３の
ディスプレイに表示されるメニューを選択が可能になる。装置３のディスプレイにはこの
場合、メニュー、たとえば、販売される商品リスト、または情報が表示される。本発明の
移動局１のユーザは、このメニューにある１つのカーソルの位置を、携帯電話のキーのカ
ーソル移動キー１１で確認することで制御できる。カーソル移動命令はキーによってチッ
プカード２に伝えられ、このカードのコイル２３によって装置３に送られる。ユーザは、
選んだメニューオプションを承認するために、たとえば、ある商品を注文するためには承
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認キー１３、たとえば、＃を動作させる。動作命令は同じ方法で装置３に伝えられ、それ
が選んだオプションに対応するルーチンを実行する。実行されたルーチンには、たとえば
、装置３と結び付いている固定通信網または移動通信網３１にいる供給者との、たとえば
、モデムを介しての通信の構築を含まれ、およびその供給者への注文の伝達が含まれる。
メニューオプションを動作させる際に実行されるルーチンには、インタフェース３０を介
して回答をチップカード２への送信、たとえば、選んだ商品の識別コードを送信すること
を含むようにすることもできる。このカードに含まれるデータの少なくとも１部、たとえ
ば、注文した商品の識別コードがチップカード２の中間記憶装置２００のゾーンに保存さ
れる。チップカードにロードされた利用プログラムはその次に、たとえば、商品供給者へ
通信を送ることができる。たとえば、その商品識別コードを含む簡略通知（ショートメッ
セージＳＭＳ）を送ることができる。商品注文のさまざまな可能性については、特にＰＣ
Ｔ／ＣＨ９６／００４６４に記述されている。
もちろんチップカード２は１つの対象物の位置を制御するためだけではなく、１つ、また
は複数の対象物の多くの特性、たとえば、位置、色、形、機能、可視性などを制御するた
めにも使用できる。
メニューが、装置３のディスプレイに適当なブラウザで表示される１つのインターネット
サイト、またはイントラネットサイトに対応する場合は、チップカードと装置３の間の通
信には、好適には、ＪＡＶＡ言語（ＳＵＮ　ＭＩＣＲＯＳＹＳＴＥＭ社の登録商標）の命
令が含まれ、これはいわゆるブラウザによって直接、翻訳できる。反対にカードの処理媒
体２０、２１はＪＡＶＡ言語で命令を実行でき、それによって調節された通信が可能にな
る。これは世界的に既知のプログラム標準の命令を基準にしている。その他のＣｏｒｂａ
またはＣ＋＋ｋのような好適なオブジェクト指向の言語も使用できるだろう。
外部装置３は、たとえば、マネー装置にすることもできる。たとえば、コイン・電子マネ
ー（ｅ－ｃａｓｈ）自動販売機または商店のレジスタにすることもできる。外部装置３を
自動販売機として形成する場合は、コイル２３、３０による直接通信が可能になり、それ
はチップカード２にロードされている金額を自動販売機に移してロードすることができる
。ＳＩＭカードを電話機１から取り外さないでロードできること、また、料金のかかる無
線通信をせずに、ロードできることが長所である。金銭取引も、同様に別の方向に、チッ
プカード２に保存された金額に所定の金額を負担させることによって、および、本発明に
沿ったワイヤレスのインタフェースで、ロードされた金額を外部装置３、たとえば、自動
販売機、または商店のレジへ伝送することによって行うことができる。本発明に沿ったチ
ップカードと通信するためのインタフェース３０が付いているレジスタ３を備えた商店に
おける代金支払いトランザクションには、以下のようなステップが含まれる。
－支払い金額をレジスタ３によってチップカード２に直接伝送する。
－ＳＩＭチップカードの記憶装置２００でその金額を中間保存する。
－マイクロコントローラ２０によって１つのルーチンを実行する。それによって支払い金
額を移動局１のディスプレイ１２に表示する。
－表示された数字が是認されると顧客はその金額を、たとえば、キー＃を押すことにより
承認する。
－この承認をインタフェース２３－３０によって装置３へ直接伝える。
支払い額は、たとえば、瞬間的にチップカード２に保存された金額に負担させることがで
きる。トランザクションを処理するためにカード２の金額が十分ならばカードのトランザ
クション金額に負担させることができ、インタフェース２３、３０を介して装置３へ、任
意のプロトコルと同じ安全・信頼性基準で、たとえば、「ｅ－ｃａｓｈ」伝送のために保
証されたように振り替えることができる。
トランザクション金額は加入者が口座を持つ何らかの銀行または金融機関を介して装置３
の所有者の口座に振り替えることができる。この目的のためにディスプレイ１２に表示さ
れた金額に同意する場合は、チップカード２にロードされたプログラムに、引き落し命令
を含むＳＭＳ簡略メッセージを移動局１を介して、または装置３を介して金融機関へ送信
するための命令を含めることができる。
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外部装置３は入場制御装置として形成することもできる。たとえば、工場内、または遊園
地内の特定の場所への入場と退出を制御する「電子の守衛」を作ることができる。この用
途のために、チップカード２に記憶装置２００に保存される電子鍵をロードすることがで
きる。特定の場所に入場するためには、チップカード２と装置３の間で、すでに説明した
形式の通信をコイル２３、３０を使って直接行うことが必要である。特定の場所への入場
は、こうした通信の後にカード２に保存された電子鍵が正しいことが証明され、その所持
者に特定の場所へ入る権利が与えられるならば許可される。入場方法には、以下を含める
ことができる。つまり、移動無線網の通信局１を介して、または独自の通信網３１にある
入場制限装置３を介しての通信、ＳＭＳ形式の通知、たとえば、区域内での場所変更を管
理し、登録する中央コンピュータ（図示せず）に関連する通知を含めることができる。場
所変更の管理によって、たとえば、料金計算、または加入者の負担金を、入場回数に依存
する金額にすることが可能になる。こうした利用の場合、電子モジュールは、電気的にコ
イル２３によってのみ給電されるので、入場は、移動局１の電池が放電されている場合に
限り可能であることは有利である。
専門家は、こうした応用の実施例には制限がないことを理解することができるだろう。一
般的に本発明は、ＳＩＭチップカードと直接通信するステップと、場合によっては通常の
無線網を介した通常の通信をするステップが含まれるすべての形式の方法に関する。
本発明とずれのある実施例の場合、チップカード２に保存されたデータと外部装置３の間
では、直接、チップカード２に取り付ける代わりに、モバイル装置１に取り付けられてい
るインタフェースによって通信が行われる。たとえば、アンテナ、コイル、またはワイヤ
レス電話１のケースに取り付けた赤外線送受信機による通信を行うことが可能である。こ
うした実施例は、しかし機器１の変更を必要とし、ワイヤレスのインタフェースをもたな
い通常の通信局１を備えた加入者は簡単な方法では利用できない。
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