
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の識
別情報および当該ＩＣカードの種類を示すカード種類情報を含む発行データを書込むこと
によりＩＣカードを発行するＩＣカード発行システムにおいて、
既に発行済の各ＩＣカードの発行時の発行データを記憶している第１の記憶手段と、
ＩＣカードの種類を示すカード種類情報と前記識別情報を読出すための識別情報読出命令
との関係を記憶している第２の記憶手段と、
既に発行済のＩＣカードと同一のＩＣカードを発行する際、当該発行済の第１のＩＣカー
ドから前記カード種類情報を読出すカード種類情報読出手段と、
このカード種類情報読出手段により読出されたカード種類情報に対応する識別情報読出命
令を前記第２の記憶手段から検索する識別情報読出命令検索手段と、
この識別情報読出命令検索手段により検索された識別情報読出命令を実行することにより
、前記発行済の第１のＩＣカードから前記識別情報を読出す識別情報読出手段と、
この識別情報読出手段により読出された識別情報に対応する発行データを前記第１の記憶
手段から検索する発行データ検索手段と、
この発行データ検索手段により検索された発行データを未発行状態のＩＣカードのメモリ
に書込むことにより、前記発行済の第１のＩＣカードと同一の新たな第２のＩＣカードを
発行するカード発行手段と、
を具備したことを特徴とするＩＣカード発行システム。
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【請求項２】
第１のカード発行場所において、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前記メモリに
対して、当該ＩＣカード固有の識別情報および当該ＩＣカードの種類を示すカード種類情
報を含む発行データを書込むことによりＩＣカードを発行する第１のＩＣカード発行装置
と、
この第１のＩＣカード発行装置と通信回線を介して接続され、前記第１のカード発行場所
とは異なる第２のカード発行場所において、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前
記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の識別情報および当該ＩＣカードの種類を示すカ
ード種類情報を含む発行データを書込むことによりＩＣカードを発行する第２のＩＣカー
ド発行装置とを有し、
前記第１のＩＣカード発行装置において、既に発行済の各ＩＣカードの発行時の発行デー
タを記憶している第１の記憶手段と、
前記第２のＩＣカード発行装置において、ＩＣカードの種類を示すカード種類情報と前記
識別情報を読出すための識別情報読出命令との関係を記憶している第２の記憶手段と、
前記第２のＩＣカード発行装置において、既に発行済のＩＣカードと同一のＩＣカードを
発行する際、当該発行済の第１のＩＣカードから前記カード種類情報を読出すカード種類
情報読出手段と、
このカード種類情報読出手段により読出されたカード種類情報に対応する識別情報読出命
令を前記第２の記憶手段から検索する識別情報読出命令検索手段と、
この識別情報読出命令検索手段により検索された識別情報読出命令を実行することにより
、前記発行済の第１のＩＣカードから前記識別情報を読出す識別情報読出手段と、
この識別情報読出手段により読出された識別情報を前記第１のＩＣカード発行装置へ送信
する第１の送信手段と、
前記第１のＩＣカード発行装置において、前記第１の送信手段により送信された識別情報
に対応する発行データを前記記憶手段から検索する発行データ検索手段と、
この発行データ検索手段により検索された発行データを前記第２のＩＣカード発行装置へ
送信する第２の送信手段と、
前記第２のＩＣカード発行装置において、前記第２の送信手段により送信された発行デー
タを未発行状態のＩＣカードのメモリに書込むことにより、前記発行済の第１のＩＣカー
ドと同一の新たな第２のＩＣカードを発行するカード発行手段と、
を具備したことを特徴とするＩＣカード発行システム。
【請求項３】
少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の識
別情報を含む発行データを書込むことによりＩＣカードを発行するＩＣカード発行システ
ムにおいて、
既に発行済の各ＩＣカードの発行時の発行データを記憶している記憶手段と、
ＩＣカードの発行終了ごとに、前記記憶手段に記憶されているその発行したＩＣカードに
対応する発行データに対して発行済を示す発行済情報を付加する発行済情報付加手段と、
既に発行済のＩＣカードと同一のＩＣカードを発行する際、当該発行済の第１のＩＣカー
ドから前記識別情報を読出す識別情報読出手段と、
この識別情報読出手段により読出された識別情報に対応する発行データを前記記憶手段か
ら検索し、この検索した発行データに付加された発行済情報を消去する発行済情報消去手
段と、
前記記憶手段に記憶されている発行データに発行済情報が付加されているか否かをチェッ
クし、発行済情報が付加されていない発行データを未発行状態のＩＣカードのメモリに書
込むことにより、前記発行済の第１のＩＣカードと同一の新たな第２のＩＣカードを発行
するカード発行手段と、
を具備したことを特徴とするＩＣカード発行システム。
【請求項４】
少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の識
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別情報および当該ＩＣカードの種類を示すカード種類情報を含む発行データを書込むこと
によりＩＣカードを発行するＩＣカード発行システムにおいて、
既に発行済の各ＩＣカードの発行時の発行データを記憶している第１の記憶手段と、
ＩＣカードの種類を示すカード種類情報と前記識別情報を読出すための識別情報読出命令
との関係を記憶している第２の記憶手段と、
ＩＣカードの発行終了ごとに、前記第１の記憶手段に記憶されているその発行したＩＣカ
ードに対応する発行データに対して発行済を示す発行済情報を付加する発行済情報付加手
段と、
既に発行済のＩＣカードと同一のＩＣカードを発行する際、当該発行済の第１のＩＣカー
ドから前記カード種類情報を読出すカード種類情報読出手段と、
このカード種類情報読出手段により読出されたカード種類情報に対応する識別情報読出命
令を前記第２の記憶手段から検索する識別情報読出命令検索手段と、
この識別情報読出命令検索手段により検索された識別情報読出命令を実行することにより
、前記発行済の第１のＩＣカードから前記識別情報を読出す識別情報読出手段と、
この識別情報読出手段により読出された識別情報に対応する発行データを前記第１の記憶
手段から検索し、この検索した発行データに付加された発行済情報を消去する発行済情報
消去手段と、
前記第１の記憶手段に記憶されている発行データに発行済情報が付加されているか否かを
チェックし、発行済情報が付加されていない発行データを未発行状態のＩＣカードのメモ
リに書込むことにより、前記発行済の第１のＩＣカードと同一の新たな第２のＩＣカード
を発行するカード発行手段と、
を具備したことを特徴とするＩＣカード発行システム。
【請求項５】
カード発行会社において、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前記メモリに対して
、当該ＩＣカード固有の識別情報および当該ＩＣカードの種類を示すカード種類情報を含
む発行データを書込むことによりＩＣカードを発行する第１のＩＣカード発行装置と、
この第１のＩＣカード発行装置と通信回線を介して接続され、カード所有者の操作により
、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の
識別情報および当該ＩＣカードの種類を示すカード種類情報を含む発行データを書込むこ
とによりＩＣカードを発行する第２のＩＣカード発行装置とを有し、
前記第１のＩＣカード発行装置において、既に発行済の各ＩＣカードの発行時の発行デー
タを記憶している第１の記憶手段と、
前記第２のＩＣカード発行装置において、ＩＣカードの種類を示すカード種類情報と前記
識別情報を読出すための識別情報読出命令との関係を記憶している第２の記憶手段と、
前記第２のＩＣカード発行装置において、既に発行済のＩＣカードと同一のＩＣカードを
発行する際、当該発行済の第１のＩＣカードから前記カード種類情報を読出すカード種類
情報読出手段と、
このカード種類情報読出手段により読出されたカード種類情報に対応する識別情報読出命
令を前記第２の記憶手段から検索する識別情報読出命令検索手段と、
この識別情報読出命令検索手段により検索された識別情報読出命令を実行することにより
、前記発行済の第１のＩＣカードから前記識別情報を読出す識別情報読出手段と、
この識別情報読出手段により読出された識別情報を前記第１のＩＣカード発行装置へ送信
する第１の送信手段と、
前記第１のＩＣカード発行装置において、前記第１の送信手段により送信された識別情報
に対応する発行データを前記記憶手段から検索する発行データ検索手段と、
この発行データ検索手段により検索された発行データを前記第２のＩＣカード発行装置へ
送信する第２の送信手段と、
前記第２のＩＣカード発行装置において、前記第２の送信手段により送信された発行デー
タを未発行状態のＩＣカードのメモリに書込むことにより、前記発行済の第１のＩＣカー
ドと同一の新たな第２のＩＣカードを発行するカード発行手段と、
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を具備したことを特徴とするＩＣカード発行システム。
【請求項６】
前記第１のＩＣカード発行装置において、前記発行データには、ＩＣカードが発行される
ごとに加算される発行枚数値を含み、この発行枚数値を当該ＩＣカードの所有者に対して
通知する発行枚数値通知手段をさらに具備したことを特徴とする
記載のＩＣカード発行システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの上記メモリに対して発行データを書
込むことによりＩＣカードを発行するＩＣカード発行システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、携帯可能な記憶媒体として、不揮発性のデータメモリとそれを制御するためのＣＰ
Ｕ（セントラル・プロセッシング・ユニット）を有するＩＣチップを内蔵した、いわゆる
ＩＣカードが産業各方面で利用されてきている。
【０００３】
この種のＩＣカードは、通常、カード発行会社などに設置されているＩＣカード発行装置
を用いて発行される。このＩＣカード発行装置では、ＩＣカードを機能させるのに必要な
ＩＣ命令データ、磁気エンコードデータ、印刷データなどをホストコンピュータにより作
成し、それを発行機に順次伝送し、ＩＣ命令データについては、ＩＣカード内のＩＣチッ
プへ入力し、磁気エンコードデータおよび印刷データについては、ＩＣカードの表面に磁
気記録および印刷するようにしている。
【０００４】
ＩＣカード内のＩＣチップに対するＩＣ命令データに伴い実行される処理は、ＩＣカード
発行処理の上で最も重要な処理の１つである。ＩＣカード内のＩＣチップは、伝送された
個々のＩＣ命令データの処理が正常に行なえたか否かの情報を出力する手段を備えていて
、発行装置はＩＣチップからの出力情報を基に命令データを正常に伝送できたか否かを判
断する手段を備えている。
【０００５】
通常、この種のＩＣカード発行装置においては、同一のＩＣカードを２重に発行すること
を防止することが必要であり、たとえば、特開平１－１８８９２号公報に示されるような
２重発行防止機能を有する。すなわち、特開平１－１８８９２号公報に示されるＩＣカー
ド発行装置では、発行ファイル内に発行済データ記録部を設け、発行ファイル内の発行済
みの発行データに対して発行済みであることを示すフラグデータを付加し、この発行済み
のフラグデータを確認することにより、２重発行を防止するようになっている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上述した従来のＩＣカード発行装置においては、発行終了後の印刷データ、エ
ンボスデータなどの外観検査等で再発行すべきＩＣカードがある場合、目視により印刷デ
ータ、エンボスデータなどの外観から再発行すべきＩＣカードのＩＤ（カード固有の識別
情報）を認識し、発行済フラグデータを未発行フラグデータに書換えて再発行したり、発
行ファイルから新たに再発行すべきＩＣカードの発行ファイルを人手により作成する必要
があった。
【０００７】
また、上述した従来のＩＣカード発行装置においては、発行終了後に客先都合により、後
日、再発行すべきＩＣカードがある場合、目視により印刷データ、エンボスデータなどか
ら再発行すべきＩＣカードのＩＤを認識し、発行済フラグデータを未発行フラグデータに
書換えて再発行したり、発行ファイルから新たに再発行すべきＩＣカードの発行ファイル
を人手により作成する必要があった。
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【０００８】
しかし、このように再発行すべきＩＣカードのＩＤを誤認識した場合、再発行すべきＩＣ
カード以外のＩＣカードを再発行し、重複発行が生じるという問題があった。
【０００９】
そこで、本発明は、たとえば、再発行すべきＩＣカード以外のＩＣカードの再発行（誤発
行）を防止し、重複発行を確実に防止することができるＩＣカード発行システムを提供す
ることを目的とする。
【００１０】
また、本発明は、たとえば、カード所有者が誤ってＩＣカードを紛失し、何者かに取得さ
れ、再発行センタなどで悪意を持って再発行された場合などの、ＩＣカード所有者の意図
に反するＩＣカードの再発行の検知を容易に行なうことができるＩＣカード発行システム
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】
本発明のＩＣカード発行システムは、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前記メモ
リに対して、当該ＩＣカード固有の識別情報および当該ＩＣカードの種類を示すカード種
類情報を含む発行データを書込むことによりＩＣカードを発行するＩＣカード発行システ
ムにおいて、既に発行済の各ＩＣカードの発行時の発行データを記憶している第１の記憶
手段と、ＩＣカードの種類を示すカード種類情報と前記識別情報を読出すための識別情報
読出命令との関係を記憶している第２の記憶手段と、既に発行済のＩＣカードと同一のＩ
Ｃカードを発行する際、当該発行済の第１のＩＣカードから前記カード種類情報を読出す
カード種類情報読出手段と、このカード種類情報読出手段により読出されたカード種類情
報に対応する識別情報読出命令を前記第２の記憶手段から検索する識別情報読出命令検索
手段と、この識別情報読出命令検索手段により検索された識別情報読出命令を実行するこ
とにより、前記発行済の第１のＩＣカードから前記識別情報を読出す識別情報読出手段と
、この識別情報読出手段により読出された識別情報に対応する発行データを前記第１の記
憶手段から検索する発行データ検索手段と、この発行データ検索手段により検索された発
行データを未発行状態のＩＣカードのメモリに書込むことにより、前記発行済の第１のＩ
Ｃカードと同一の新たな第２のＩＣカードを発行するカード発行手段とを具備している。
【００１２】
また、本発明のＩＣカード発行システムは、第１のカード発行場所において、少なくとも
メモリを内蔵したＩＣカードの前記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の識別情報およ
び当該ＩＣカードの種類を示すカード種類情報を含む発行データを書込むことによりＩＣ
カードを発行する第１のＩＣカード発行装置と、この第１のＩＣカード発行装置と通信回
線を介して接続され、前記第１のカード発行場所とは異なる第２のカード発行場所におい
て、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前記メモリに対して、当該ＩＣカード固有
の識別情報および当該ＩＣカードの種類を示すカード種類情報を含む発行データを書込む
ことによりＩＣカードを発行する第２のＩＣカード発行装置とを有し、前記第１のＩＣカ
ード発行装置において、既に発行済の各ＩＣカードの発行時の発行データを記憶している
第１の記憶手段と、前記第２のＩＣカード発行装置において、ＩＣカードの種類を示すカ
ード種類情報と前記識別情報を読出すための識別情報読出命令との関係を記憶している第
２の記憶手段と、前記第２のＩＣカード発行装置において、既に発行済のＩＣカードと同
一のＩＣカードを発行する際、当該発行済の第１のＩＣカードから前記カード種類情報を
読出すカード種類情報読出手段と、このカード種類情報読出手段により読出されたカード
種類情報に対応する識別情報読出命令を前記第２の記憶手段から検索する識別情報読出命
令検索手段と、この識別情報読出命令検索手段により検索された識別情報読出命令を実行
することにより、前記発行済の第１のＩＣカードから前記識別情報を読出す識別情報読出
手段と、この識別情報読出手段により読出された識別情報を前記第１のＩＣカード発行装
置へ送信する第１の送信手段と、前記第１のＩＣカード発行装置において、前記第１の送
信手段により送信された識別情報に対応する発行データを前記記憶手段から検索する発行
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データ検索手段と、この発行データ検索手段により検索された発行データを前記第２のＩ
Ｃカード発行装置へ送信する第２の送信手段と、前記第２のＩＣカード発行装置において
、前記第２の送信手段により送信された発行データを未発行状態のＩＣカードのメモリに
書込むことにより、前記発行済の第１のＩＣカードと同一の新たな第２のＩＣカードを発
行するカード発行手段とを具備している。
【００１３】
また、本発明のＩＣカード発行システムは、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前
記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の識別情報を含む発行データを書込むことにより
ＩＣカードを発行するＩＣカード発行システムにおいて、既に発行済の各ＩＣカードの発
行時の発行データを記憶している記憶手段と、ＩＣカードの発行終了ごとに、前記記憶手
段に記憶されているその発行したＩＣカードに対応する発行データに対して発行済を示す
発行済情報を付加する発行済情報付加手段と、既に発行済のＩＣカードと同一のＩＣカー
ドを発行する際、当該発行済の第１のＩＣカードから前記識別情報を読出す識別情報読出
手段と、この識別情報読出手段により読出された識別情報に対応する発行データを前記記
憶手段から検索し、この検索した発行データに付加された発行済情報を消去する発行済情
報消去手段と、前記記憶手段に記憶されている発行データに発行済情報が付加されている
か否かをチェックし、発行済情報が付加されていない発行データを未発行状態のＩＣカー
ドのメモリに書込むことにより、前記発行済の第１のＩＣカードと同一の新たな第２のＩ
Ｃカードを発行するカード発行手段とを具備している。
【００１４】
また、本発明のＩＣカード発行システムは、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの前
記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の識別情報および当該ＩＣカードの種類を示すカ
ード種類情報を含む発行データを書込むことによりＩＣカードを発行するＩＣカード発行
システムにおいて、既に発行済の各ＩＣカードの発行時の発行データを記憶している第１
の記憶手段と、ＩＣカードの種類を示すカード種類情報と前記識別情報を読出すための識
別情報読出命令との関係を記憶している第２の記憶手段と、ＩＣカードの発行終了ごとに
、前記第１の記憶手段に記憶されているその発行したＩＣカードに対応する発行データに
対して発行済を示す発行済情報を付加する発行済情報付加手段と、既に発行済のＩＣカー
ドと同一のＩＣカードを発行する際、当該発行済の第１のＩＣカードから前記カード種類
情報を読出すカード種類情報読出手段と、このカード種類情報読出手段により読出された
カード種類情報に対応する識別情報読出命令を前記第２の記憶手段から検索する識別情報
読出命令検索手段と、この識別情報読出命令検索手段により検索された識別情報読出命令
を実行することにより、前記発行済の第１のＩＣカードから前記識別情報を読出す識別情
報読出手段と、この識別情報読出手段により読出された識別情報に対応する発行データを
前記第１の記憶手段から検索し、この検索した発行データに付加された発行済情報を消去
する発行済情報消去手段と、前記第１の記憶手段に記憶されている発行データに発行済情
報が付加されているか否かをチェックし、発行済情報が付加されていない発行データを未
発行状態のＩＣカードのメモリに書込むことにより、前記発行済の第１のＩＣカードと同
一の新たな第２のＩＣカードを発行するカード発行手段とを具備している。
【００１５】
さらに、本発明のＩＣカード発行システムは、カード発行会社において、少なくともメモ
リを内蔵したＩＣカードの前記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の識別情報および当
該ＩＣカードの種類を示すカード種類情報を含む発行データを書込むことによりＩＣカー
ドを発行する第１のＩＣカード発行装置と、この第１のＩＣカード発行装置と通信回線を
介して接続され、カード所有者の操作により、少なくともメモリを内蔵したＩＣカードの
前記メモリに対して、当該ＩＣカード固有の識別情報および当該ＩＣカードの種類を示す
カード種類情報を含む発行データを書込むことによりＩＣカードを発行する第２のＩＣカ
ード発行装置とを有し、前記第１のＩＣカード発行装置において、既に発行済の各ＩＣカ
ードの発行時の発行データを記憶している第１の記憶手段と、前記第２のＩＣカード発行
装置において、ＩＣカードの種類を示すカード種類情報と前記識別情報を読出すための識
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別情報読出命令との関係を記憶している第２の記憶手段と、前記第２のＩＣカード発行装
置において、既に発行済のＩＣカードと同一のＩＣカードを発行する際、当該発行済の第
１のＩＣカードから前記カード種類情報を読出すカード種類情報読出手段と、このカード
種類情報読出手段により読出されたカード種類情報に対応する識別情報読出命令を前記第
２の記憶手段から検索する識別情報読出命令検索手段と、この識別情報読出命令検索手段
により検索された識別情報読出命令を実行することにより、前記発行済の第１のＩＣカー
ドから前記識別情報を読出す識別情報読出手段と、この識別情報読出手段により読出され
た識別情報を前記第１のＩＣカード発行装置へ送信する第１の送信手段と、前記第１のＩ
Ｃカード発行装置において、前記第１の送信手段により送信された識別情報に対応する発
行データを前記記憶手段から検索する発行データ検索手段と、この発行データ検索手段に
より検索された発行データを前記第２のＩＣカード発行装置へ送信する第２の送信手段と
、前記第２のＩＣカード発行装置において、前記第２の送信手段により送信された発行デ
ータを未発行状態のＩＣカードのメモリに書込むことにより、前記発行済の第１のＩＣカ
ードと同一の新たな第２のＩＣカードを発行するカード発行手段とを具備している。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
まず、第１の実施の形態について説明する。
【００１８】
図１は、第１の実施の形態に係るＩＣカード発行システムの構成例を概略的に示すもので
ある。図１において、このＩＣカード発行システムは、端末装置２００およびカード発行
装置２１０を備えていて、両者はケーブル２０５を介して接続されている。端末装置２０
０は、たとえば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）であり、端末本体２０１、記憶手段と
してのハードディスク装置（ＨＤＤ）２０２、入力手段としてのキーボード２０３、およ
び、表示手段（出力手段）としてのディスプレイ２０４を備えている。
【００１９】
端末本体２０１は、演算部としてのＣＰＵ（セントラル・プロセッシング・ユニット）２
０１ａ、および、記憶手段としてのメモリ２０１ｂを備えている。ＣＰＵ２０１ａは、本
端末装置全体を制御する。また、端末本体２０１は、ハードディスク装置２０２、キーボ
ード２０３、および、ディスプレイ２０４とそれぞれ接続されている。
【００２０】
ハードディスク装置２０２には、発行データが格納された第１の発行ファイルＦ１１、同
じく発行データが格納された第２の発行ファイルＦ１２、ＩＤ読出命令データが格納され
た第１のＩＤ読出命令データファイルＦ１３、および、同じくＩＤ読出命令データが格納
された第２のＩＤ読出命令データファイルＦ１４などが格納されている。
【００２１】
カード発行装置２１０は、カードリーダ・ライタ２０６、カード印刷機２０７、磁気エン
コーダ２０８、カード供給部２１１、スタッカ２１２を備えていて、カード供給部２１１
にセットされた発行すべき未発行状態のＩＣカード１００を１枚ずつ取込み、取込んだＩ
Ｃカード１００を該カード発行装置２１０内を経由させた後、カードスタッカ２１２へ排
出するようになっている。
【００２２】
端末装置２００には、カードリーダ・ライタ２２０が接続されていて、このカードリーダ
・ライタ２２０を介して、端末装置２００とＩＣカード１００ａとの間で各種データ交換
が行なわれるようになっている。
【００２３】
ＩＣカード１００は、たとえば、図２に示すように、コンタクト部１０５、ＩＣチップ１
０６、および、磁気ストライプ部１０７を備えている。ＩＣチップ１０６は、制御素子１
０１、データメモリ１０２、ワーキングメモリ１０３、および、プログラムメモリ１０４
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を備えている。コンタクト部１０５およびＩＣチップ１０６は一体的にモジュール化され
、ＩＣカード本体に埋設されている。
【００２４】
制御素子１０１は、たとえば、ＣＰＵである。この制御素子１０１は、本ＩＣカード全体
を制御する。データメモリ１０２は、記憶内容が消去可能な不揮発性のメモリであり、た
とえば、ＥＥＰＲＯＭ（ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）を用いている。ワーキングメモリ１０３は、制御素子１０
１の処理データなどを一時的に格納するメモリであり、たとえば、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ
　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）を用いている。プログラムメモリ１０４は、制御素子１
０１のプログラムなどを記憶するメモリであり、たとえば、マスクＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏ
ｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）を用いている。コンタクト部１０５は、カード発行装置２１０の
カードリーダ・ライタ２０６と電気的に接触する部分であり、このコンタクト部１０５お
よびカードリーダ・ライタ２０６を介してカード発行装置２１０とＩＣカード１００との
間で各種データ交換が行なわれる。
【００２５】
カード発行装置２１０のカードリーダ・ライタ２０６は、ＩＣカード１００のコンタクト
部１０５を介してＩＣカード１００との間で各種データ交換を行なう。また、カードリー
ダ・ライタ２０６は、ＩＣカード１００の磁気ストライプ部１０７に対して各種データを
磁気記録したり、磁気ストライプ部１０７に磁気記録された各種データを読出したりもす
る。
【００２６】
カード発行装置２１０は、以下に示す［１］～［４］の各機能をそれぞれ備えている。
【００２７】
［１］端末装置２００からカード発行装置２１０に送られたＩＣ命令データをＩＣカード
１００のコンタクト部１０５を介して制御素子１０１に送信する機能（カードリーダ・ラ
イタ２０６）。
【００２８】
［２］ＩＣカード１００の制御素子１０１から送られた応答をコンタクト部１０５を介し
てカード発行装置２１０から端末装置２００に送信する機能（カードリーダ・ライタ２０
６）。
【００２９】
［３］端末装置２００からカード発行装置２１０に送られた印刷データをＩＣカード１０
０の表面に印刷する機能（カード印刷機２０７）。
【００３０】
［４］端末装置２００からカード発行装置２１０に送られた磁気エンコードデータをＩＣ
カード１００の磁気ストライプ部１０７に磁気記録する機能（磁気エンコーダ２０８）。
【００３１】
図３は、第１の発行ファイルＦ１１（第２の発行ファイルＦ１２）の内容例を示している
。第１の発行ファイルＦ１１（第２の発行ファイルＦ１２）は、たとえば、ＩＣ命令デー
タおよび印刷データなどから構成されており、図３の例では、項目１と項目２に印刷デー
タが定義され、項目３、項目４、項目５、項目６にＩＣ命令データが定義されている。す
なわち、図３に示すように、カード所有者の漢字氏名（項目１）、識別情報（ＩＤ）とし
ての会員番号（項目２）、同じく識別情報（ＩＤ）としての会員番号（項目３）、有効期
限（項目４）、照合用のパスワード（項目５）、暗号用の鍵（項目６）などの個別データ
を１レコードとしたレコード群（個別データ群）から構成されている。
【００３２】
図４は、第１のＩＤ読出命令データファイルＦ１３（第２のＩＤ読出命令データファイル
Ｆ１４）の内容例を示している。第１のＩＤ読出命令データファイルＦ１３（第２のＩＤ
読出命令データファイルＦ１４）は、ＩＣ命令データから構成されており、図４の例では
、項目１にＩＤの読出しに必要なＰＩＮ（暗証番号）照合のＩＣ命令データ、項目２にＩ
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Ｄの読出しに必要なディレクトリ選択のＩＣ命令データ、項目３に選択されたディレクト
リ内のＥＦ（エレメンタリ・ファイル）を選択するためのＥＦ選択のＩＣ命令データ、項
目４にＩＤ読出しのＩＣ命令データが定義されている。
【００３３】
次に、このような構成において、第１の実施の形態に係るＩＣカードの発行処理について
、図５に示すフローチャートを参照して説明する。
【００３４】
まず、端末装置２００は、ディスプレイ２０４に図６に示すようなファイル名入力画面を
表示する（ステップＳ１）。このファイル名入力画面には、発行ファイル名の入力エリア
Ｅ１、発行開始釦Ｐ１および終了釦Ｐ２が設けられている。
【００３５】
オペレータは、ディスプレイ２０４の表示内容に基づき、発行するＩＣカードの発行デー
タが格納された発行ファイルのファイル名を入力し、その後、発行開始釦Ｐ１をクリック
することにより、端末装置２００は発行処理を開始し、終了釦Ｐ２をクリックすることに
より、全ての処理を終了する。
【００３６】
すなわち、端末装置２００は、発行開始釦Ｐ１がクリックされると、ディスプレイ２０４
に図７で示すような発行処理中画面を表示する（ステップＳ２）。
【００３７】
端末装置２００は、発行処理中画面を表示すると、カード発行装置２１０に対してＩＣカ
ード１００の取込みを指示し（ステップＳ３）、ＩＣカード１００が取込まれると（ステ
ップＳ３ａ）、入力された発行ファイル名の発行ファイルの先頭レコード（Ｒｅｃｏｒｄ
＃１）のＩＣ命令データを、カード発行装置２１０のカードリーダ・ライタ２０６を介し
てＩＣカード１００の制御素子１０１へ送信する（ステップＳ４）。これを受けたＩＣカ
ード１００の制御素子１０１は、送信されてきた先頭レコード（Ｒｅｃｏｒｄ＃１）のＩ
Ｃ命令データをデータメモリ１０２の所定領域に書込む（ステップＳ４ａ）。
【００３８】
端末装置２００は、ＩＣ命令データを送信後、入力された発行ファイル名の発行ファイル
の先頭レコード（Ｒｅｃｏｒｄ＃１）の印刷データをカード発行装置２１０のカード印刷
機２０７へ送信することにより（ステップＳ５）、ＩＣカード１００の表面へ印刷する（
ステップＳ５ａ）。
【００３９】
端末装置２００は、印刷データを送信後、カード発行装置２１０に対しＩＣカード１００
の排出を指示することにより（ステップＳ６）、カード発行装置２１０は発行処理を終了
したＩＣカード１００をスタッカ２１２へ排出する（ステップＳ６ａ）。
【００４０】
端末装置２００は、ＩＣカード１００の排出を指示後、入力された発行ファイル名の発行
ファイルに次のレコードがあるか否かをチェックし（ステップＳ７）、このチェックの結
果、次のレコードがある場合は、ステップＳ３に戻って、次のレコード（Ｒｅｃｏｒｄ＃
２）に対する発行処理を開始する。
【００４１】
ステップＳ７のチェックの結果、次のレコードがない場合、端末装置２００は、ディスプ
レイ２０４に図８に示すような正常終了画面を表示する（ステップＳ８）。この正常終了
画面には、終了釦Ｐ３が設けられており、オペレータがこの終了釦Ｐ３をクリックするこ
とにより、全ての処理を終了する。
【００４２】
このようにして発行されたＩＣカードの中には、たとえば、カード表面の印刷が図９に示
すように欠けている印刷不良の場合があり、このようなＩＣカードは再発行しなければな
らない。
【００４３】
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そこで、第１の実施の形態では、再発行すべきＩＣカードの発行データをそのＩＤを基に
検索して、再度、図５のフローチャートにしたがいＩＣカードを発行するものである。
【００４４】
以下、第１の実施の形態に係る再発行すべきＩＣカードの発行データを検索して出力する
処理について、図１０に示すフローチャートを参照して説明する。
【００４５】
まず、端末装置２００は、ディスプレイ２０４に図１１に示すようなカード挿入画面を表
示する（ステップＳ１１）。このカード挿入画面には、発行ファイル名の入力エリアＥ２
、ＩＤ読出命令データファイル名の入力エリアＥ３、切出開始釦Ｐ４および終了釦Ｐ５が
設けられている。
【００４６】
オペレータは、ディスプレイ２０４の表示内容に基づき、再発行するＩＣカードの発行デ
ータが格納された発行ファイルのファイル名およびＩＤ読出命令データファイル名を入力
し、再発行するＩＣカード１００ａをカードリーダ・ライタ２２０に挿入し、その後、切
出開始釦Ｐ４をクリックすることにより、端末装置２００は、切出処理を開始し、終了釦
Ｐ５をクリックすることにより、全ての処理を終了する。
【００４７】
すなわち、切出開始釦Ｐ４がクリックされると、端末装置２００は、ディスプレイ２０４
に図１２に示すような処理中画面を表示する（ステップＳ１２）。
【００４８】
端末装置２００は、処理中画面を表示すると、入力されたＩＤ読出命令データファイル名
のＩＤ読出命令データファイル内のＩＤ読出ＩＣ命令データを、カードリーダ・ライタ２
２０を介してＩＣカード１００ａの制御素子１０１へ送信する（ステップＳ１３）。これ
を受けたＩＣカード１００ａの制御素子１０１は、送信されてきたＩＤ読出ＩＣ命令デー
タに基づき、データメモリ１０２から識別情報としてのＩＤを読出し、カードリーダ・ラ
イタ２２０を介して端末装置２００へ送信する（ステップＳ１３ａ）。
【００４９】
端末装置２００は、カードリーダライタ２２０を介して送信されるＩＤを受信する（ステ
ップＳ１４）。端末装置２００は、ＩＤを受信後、入力された発行ファイル名の発行ファ
イルから対応するＩＤを検索し（ステップＳ１５）、受信したＩＤと一致するＩＤを有す
るレコードがない場合、ディスプレイ２０４に異常終了画面を表示し（ステップＳ１６）
、切出処理を終了する。
【００５０】
ステップＳ１５において、受信したＩＤと一致するＩＤを有するレコードがある場合、端
末装置２００は、そのレコードを発行ファイルから読出して、ハードディスク装置２０２
に格納し（ステップＳ１７）、ディスプレイ２０４に図１３に示すような正常終了画面を
表示する（ステップＳ１８）。この正常終了画面には、終了釦Ｐ６が設けられており、オ
ペレータがこの終了釦Ｐ６をクリックすることにより、全ての処理を終了する。
【００５１】
このようにして出力された再発行すべきＩＣカード１００ａの発行データのファイルは、
図１４にように、再発行ファイルＦ１５として端末装置２００のハードディスク装置２０
２に格納されるため、前述した図５のフローチャートにおける発行ファイルのファイル名
として、再発行ファイルＦ１５のファイル名（たとえば、再発行ファイル１、０００００
４）を入力することにより、ＩＣカードを再発行することができる。
【００５２】
以上説明した第１の実施の形態によれば、再発行すべきＩＣカードのＩＤを当該ＩＣカー
ドから読出し、読出したＩＤに一致するＩＤを有するレコードを発行ファイルから検索し
て出力し、この出力されたレコード（発行データ）に基づき、ＩＣカードの再発行を行な
うことにより、重複発行、誤発行を避けることができる。
【００５３】
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なお、上記説明では、カード固有の識別情報であるＩＤをＩＣカードから読出す場合につ
いて説明したが、ＩＤをカード表面の磁気ストライプ１０７、あるいは、カード表面にバ
ーコードが印刷されている場合はそのバーコードから読出す方法でもよい。
【００５４】
次に、第２の実施の形態について説明する。
【００５５】
なお、第２の実施の形態は、ＩＣカードから読出した情報からＩＤ読出命令データファイ
ルを選択する点において、第１の実施の形態と相違している。このため、ＩＣカードの発
行処理については、前述した第１の実施の形態（図５のフローチャート）と同じであるた
め、重複部分についての説明は省略する。
【００５６】
図１５は、第２の実施の形態に係る端末装置２００のハードディスク装置２０２の内容を
示している。ハードディスク装置２０２には、図１で示した第１、第２の発行ファイルＦ
１１、Ｆ１２、第１、第２のＩＤ読出命令データファイルＦ１３、Ｆ１４の外に、カード
種類読出命令データファイルＦ１６、および、カード種類・ＩＤ読出命令データファイル
関係テーブルＦ１７が格納される。
【００５７】
図１６は、カード種類読出命令データファイルＦ１６の内容例を示している。カード種類
読出命令データファイルＦ１６は、たとえば、ＩＣ命令データから構成されており、図１
６の例では、項目１にカード種類情報の読出しに必要なＥＦ（エレメンタリ・ファイル）
を選択するためのＥＦ選択のＩＣ命令データ、項目２にカード種類情報読出しのＩＣ命令
データが定義されている。
【００５８】
図１７は、カード種類・ＩＤ読出命令データファイル関係テーブルＦ１７の内容例を示し
ている。カード種類・ＩＤ読出命令データファイル関係テーブルＦ１７は、カード種類情
報と、それに対応するＩＤ読出命令データファイル名とから構成されており、図１７の例
では、カード種類情報「０１０」にＩＤ読出命令データファイル名「第１のＩＤ読出命令
データファイル」が定義され、カード種類情報「０２０」にＩＤ読出命令データファイル
名「第２のＩＤ読出命令データファイル」が定義されている。
【００５９】
次に、第２の実施の形態に係る再発行すべきＩＣカードの発行データを検索して出力する
処理について、図１８に示すフローチャートを参照して説明する。
【００６０】
まず、端末装置２００は、ディスプレイ２０４に図１９に示すようなカード挿入画面を表
示する（ステップＳ２１）。このカード挿入画面には、発行ファイル名の入力エリアＥ４
、切出開始釦Ｐ７および終了釦Ｐ８が設けられている。
【００６１】
オペレータは、ディスプレイ２０４の表示内容に基づき、再発行するＩＣカードの発行デ
ータが格納された発行ファイルのファイル名を入力し、再発行するＩＣカード１００ａを
カードリーダ・ライタ２２０に挿入し、その後、切出開始釦Ｐ７をクリックすることによ
り、端末装置２００は、切出処理を開始し、終了釦Ｐ８をクリックすることにより、全て
の処理を終了する。
【００６２】
すなわち、切出開始釦Ｐ７がクリックされると、端末装置２００は、ディスプレイ２０４
に図１２に示すような処理中画面を表示する（ステップＳ２２）。
【００６３】
端末装置２００は、処理中画面を表示すると、カードリーダ・ライタ２２０を介してＩＣ
カード１００ａの制御素子１０１へカード種類読出命令データを送信する（ステップＳ２
３）。これを受けたＩＣカード１００ａの制御素子１０１は、送信されてきたカード種類
読出命令データに基づき、データメモリ１０２からカード種類情報を読出し、カードリー
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ダ・ライタ２２０を介して端末装置２００へ送信する（ステップＳ２３ａ）。
【００６４】
端末装置２００は、カードリーダライタ２２０を介して送信されるカード種類情報を受信
する（ステップＳ２４）。端末装置２００は、カード種類情報を受信後、そのカード種類
情報に対応するＩＤ読出命令データファイル名を検索し（ステップＳ２５）、受信したカ
ード種類情報と一致するカード種類情報を有するＩＤ読出命令データファイル名がない場
合、ディスプレイ２０４に異常終了画面を表示し（ステップＳ２６）、切出処理を終了す
る。
【００６５】
ステップＳ２５において、受信したカード種類情報と一致するカード種類情報を有するＩ
Ｄ読出命令データファイル名がある場合、そのファイル名のＩＤ読出命令データファイル
内のＩＤ読出ＩＣ命令データを、カードリーダ・ライタ２２０を介してＩＣカード１００
ａの制御素子１０１へ送信する（ステップＳ２７）。これを受けたＩＣカード１００ａの
制御素子１０１は、送信されてきたＩＤ読出ＩＣ命令データに基づき、データメモリ１０
２から識別情報としてのＩＤを読出し、カードリーダ・ライタ２２０を介して端末装置２
００へ送信する（ステップＳ２７ａ）。
【００６６】
端末装置２００は、カードリーダライタ２２０を介して送信されるＩＤを受信する（ステ
ップＳ２８）。端末装置２００は、ＩＤを受信後、入力された発行ファイル名の発行ファ
イルから対応するＩＤを検索し（ステップＳ２９）、受信したＩＤと一致するＩＤを有す
るレコードがない場合、ディスプレイ２０４に異常終了画面を表示し（ステップＳ２６）
、切出処理を終了する。
【００６７】
ステップＳ２９において、受信したＩＤと一致するＩＤを有するレコードがある場合、端
末装置２００は、そのレコードを発行ファイルから読出して、ハードディスク装置２０２
に格納し（ステップＳ３０）、ディスプレイ２０４に図１３に示すような正常終了画面を
表示する（ステップＳ３１）。この正常終了画面には、終了釦Ｐ６が設けられており、オ
ペレータがこの終了釦Ｐ６をクリックすることにより、全ての処理を終了する。
【００６８】
このようにして出力された再発行すべきＩＣカード１００ａの発行データのファイルは、
図１４に示すように、再発行ファイルＦ１５として端末装置２００のハードディスク装置
２０２に格納されるため、前述した図５のフローチャートにおける発行ファイルのファイ
ル名として、再発行ファイルＦ１５のファイル名を入力することにより、ＩＣカードを再
発行することができる。
【００６９】
以上説明した第２の実施の形態によれば、再発行すべきＩＣカードのカード種類情報を当
該ＩＣカードから読出して、ＩＤ読出命令データファイルを選択し、選択されたファイル
の命令データでＩＤを当該ＩＣカードから読出し、読出したＩＤに一致するＩＤを有する
レコードを発行ファイルから検索して出力し、この出力されたレコード（発行データ）に
基づき、ＩＣカードの再発行を行なうことにより、重複発行、誤発行を避けることができ
る。
【００７０】
なお、上記説明では、カード固有の識別情報であるＩＤをＩＣカードから読出す場合につ
いて説明したが、ＩＤをカード表面の磁気ストライプ１０７、あるいは、カード表面にバ
ーコードが印刷されている場合はそのバーコードから読出す方法でもよい。
【００７１】
また、上記説明では、カード種類情報をＩＣカードから読出す場合について説明したが、
カード種類情報をカード表面の磁気ストライプ１０７、あるいは、カード表面にバーコー
ドが印刷されている場合はそのバーコードから読出す方法でもよい。
【００７２】
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さらに、上記説明では、カード種類情報をＩＣカードから読出して、ＩＤを読出す命令デ
ータファイルを選択する場合について説明したが、発行ファイル名の特徴（ヘッダ、拡張
子等）からＩＤを読出す命令データファイルを選択する方法でもよく、この方法によれば
多種類の再発行すべきＩＣカードのファイルを出力することができる。
【００７３】
次に、第３の実施の形態について説明する。
【００７４】
図２０は、第３の実施の形態に係るＩＣカード発行システムの全体的な構成を概略的に示
すものである。第３の実施の形態では、たとえば、カード発行業者（カード発行会社）Ｃ
がＩＣカードを発行し、それを使用者Ｄに送付した後、使用者Ｄが同じＩＣカードを複数
枚必要となった、あるいは、カード表面が汚れたために新しいＩＣカードが必要となった
など、使用者Ｄの事情により、カード発行業者Ｃとネットワーク（通信回線）Ｆで接続さ
れた再発行センタＥで再発行を行なうものである。
【００７５】
なお、カード発行業者ＣのＩＣカード発行装置は、前述した図１と同様な構成となってお
り、再発行センタＥのＩＣカード発行装置は、後述するが、図２３のように構成されてい
る。
【００７６】
図２１は、第３の実施の形態に係る発行ファイル、すなわち、カード発行業者ＣのＩＣカ
ード発行装置における発行ファイルＦ１１（Ｆ１２）の内容例を示している。第３の実施
の形態に係る発行ファイルは、項目６が発行枚数となった点が、前述した第１の実施の形
態と相違しているが、その他の部分は第１の実施の形態と同一であるため、重複部分につ
いては説明を省略する。
【００７７】
たとえば、発行枚数の項は、初期値は「Ｎｕｍ＝０」であるが、後述するように、カード
発行業者Ｃで発行終了後は「Ｎｕｍ＝１」に書換え、再発行センタＥからの再発行依頼が
ある度にカウントアップされ、再発行センタＥからレコード（Ｒｅｃｏｒｄ＃２）のＩＣ
カードについて２回目の再発行依頼時は、図２２に示すように「Ｎｕｍ＝３」に書換えら
れる。
【００７８】
図２３は、第３の実施の形態に係る再発行センタＥにおけるＩＣカード発行装置の構成を
概略的に示すものである。再発行センタＥのＩＣカード発行装置は、端末装置２００のハ
ードディスク装置２０２に第１、第２の発行ファイルＦ１１、Ｆ１２が格納されていない
点が、前述した第２の実施の形態（図１５）と相違しているが、その他の部分は第２の実
施の形態と同一であるため、重複部分については説明を省略する。
【００７９】
第３の実施の形態では、再発行すべきＩＣカードの発行データを出力する際には、カード
発行業者Ｃの端末装置２００のハードディスク装置２０２に格納されている発行ファイル
からＩＤデータを検索し、対応するレコードを出力する。
【００８０】
次に、第３の実施の形態に係るＩＣカードの発行処理について、図２４に示すフローチャ
ートを参照して説明する。なお、第３の実施の形態においては、発行データの発行枚数の
項の書換えを行なう点が、前述した第１の実施形態（図５）と相違しているが、その他の
部分は第１の実施の形態と同一であるため、重複部分については説明を省略する。
【００８１】
すなわち、端末装置２００は、印刷データを送信後、ＩＣカードの排出を指示し（ステッ
プＳ６）、その後、発行に使用したレコードの発行データの発行枚数の項の書換えを行な
う（ステップＳ９）。そして、発行ファイルに次のレコードがある場合（ステップＳ７）
、ステップＳ３に戻って、次のレコード（Ｒｅｃｏｒｄ＃２）に対する発行処理を開始す
る。
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【００８２】
次に、第３の実施の形態に係る再発行すべきＩＣカードの発行データを検索して出力する
処理について、図２５に示すフローチャートを参照して説明する。第３の実施の形態は、
ステップＳ２８においてＩＣカードから読出したＩＤを受信した以後の処理が、前述した
第２の実施の形態（図１８）と相違しているが、その他の部分は第２の実施の形態と同一
であるため、重複部分については説明を省略する。
【００８３】
すなわち、再発行センタＥの端末装置２００は、ＩＣカードから読出したＩＤを受信する
と（ステップＳ２８）、ＩＣカードから読出したＩＤと、入力された発行ファイル名をカ
ード発行業者Ｃの端末装置２００に送信する（ステップＳ３２）。これを受けたカード発
行業者Ｃの端末装置２００は、入力された発行ファイル名の発行ファイルから対応するＩ
Ｄを検索し（ステップＳ３３）、受信したＩＤと一致するＩＤを有するレコードがない場
合、ディスプレイ２０４に異常終了画面を表示し（ステップＳ２６）、切出処理を終了す
る。
【００８４】
ステップＳ３３において、受信したＩＤと一致するＩＤを有するレコードがある場合、端
末装置２００は、そのレコードを発行ファイルから読出して、当該レコードを再発行セン
タＥの端末装置２００に送信する（ステップＳ３４）。このとき、カード発行業者Ｃの端
末装置２００において、発行ファイル内の該当レコードの発行枚数の値がカウントアップ
された値に書換えられる（ステップＳ３４）。
【００８５】
再発行センタＥの端末装置２００は、カード発行業者Ｃの端末装置２００から送信される
レコードを受信すると（ステップＳ３５）、当該レコードをハードディスク装置２０２に
格納し、ディスプレイ２０４に図１３に示すような正常終了画面を表示する（ステップＳ
３１）。この正常終了画面には、終了釦Ｐ６が設けられており、オペレータがこの終了釦
Ｐ６をクリックすることにより、全ての処理を終了する。
【００８６】
このようにして出力された再発行すべきＩＣカード１００ａの発行データのファイルは、
再発行ファイルとして再発行センタＥの端末装置２００のハードディスク装置２０２に格
納されるため、前述した図２４のフローチャートにおける発行ファイルのファイル名とし
て、再発行ファイルのファイル名を入力することにより、ＩＣカードを再発行することが
できる。
【００８７】
以上説明した第３の実施の形態によれば、再発行センタの端末装置で再発行すべきＩＣカ
ードのカード種類情報を当該ＩＣカードから読出して、ＩＤ読出命令データファイルを選
択し、選択されたファイルの命令データでＩＤを当該ＩＣカードから読出し、読出したＩ
Ｄをカード発行業者の端末装置に送信し、カード発行業者の端末装置の発行ファイルから
一致するＩＤを有するレコードを検索し、当該レコードを再発行センタの端末装置に送信
して、ハードディスク装置に格納し、この格納されたレコード（発行データ）に基づき、
再発行センタでＩＣカードの再発行を行なうことにより、重複発行、誤発行を避けること
ができる。
【００８８】
また、カード種類情報をＩＣカードから読出すことにより、多種類の再発行すべきＩＣカ
ードの発行ファイルを出力することができ、さらに、発行枚数値をカウントアップするこ
とにより、カード所有者要求の再発行枚数を管理することができる。
【００８９】
なお、上記説明では、カード固有の識別情報であるＩＤをＩＣカードから読出す場合につ
いて説明したが、ＩＤをカード表面の磁気ストライプ１０７、あるいは、カード表面にバ
ーコードが印刷されている場合はそのバーコードから読出す方法でもよい。
【００９０】
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また、上記説明では、カード種類情報をＩＣカードから読出す場合について説明したが、
カード種類情報をカード表面の磁気ストライプ１０７、あるいは、カード表面にバーコー
ドが印刷されている場合はそのバーコードから読出す方法でもよい。
【００９１】
また、上記説明では、再発行センタにおいて、再発行すべきＩＣカードのカード種類情報
を当該ＩＣカードから読出し、ＩＤ読出命令データファイルを選択し、選択されたファイ
ルから命令データによりＩＤを当該ＩＣカードから読出す方法について説明したが、再発
行センタにおいて、再発行すべきＩＣカードのカード種類情報を当該ＩＣカードから読出
し、読出したカード種類情報をカード発行業者に送信し、カード発行業者の端末装置でＩ
Ｄ読出命令データファイルを選択し、選択されたファイルの命令データを再発行センタの
端末装置に送信し、当該ＩＣカードからＩＤを読出す方法でもよい。
【００９２】
さらに、上記説明のカード発行業者の端末装置におけるハードディスク装置の発行ファイ
ルが書換えられた場合、再発行されたＩＣカードの枚数、再発行が行なわれた旨を当該Ｉ
Ｃカードの所有者の住所に郵便などで通知することにより、カード所有者が誤ってＩＣカ
ードを紛失し、それを何者かに取得され、再発行センタにおいて悪意を持ってＩＣカード
が再発行された場合など、カード所有者の意図に反する再発行の検知を行なうことができ
る。
【００９３】
次に、第４の実施の形態について説明する。
【００９４】
なお、第４の実施の形態では、読出した再発行すべきＩＣカードのＩＤに該当するレコー
ドの発行枚数値（発行フラグ）を「０」（Ｎｕｍ＝０）に書換える点、および、発行時に
発行枚数値（発行フラグ）が「０」以外（Ｎｕｍ＝０以外）のレコードのＩＣカードを発
行しない点、再発行すべきＩＣカードの処理終了時の画面以外は前述した実施例と同様の
ため、説明を省略する。（システム構成および端末装置２００のディスプレイ２０４の表
示画面は第１の実施の形態と同様、発行ファイルは第３の実施の形態と同様である。）
まず、第４の実施の形態に係る発行ファイルの一例を図２１に示す。第４の実施の形態に
係る発行ファイルは、前述した第３の実施の形態とほぼ同一であるが、項目６（発行枚数
の項）が発行済みであることを示す発行フラグ（発行済情報）となった点が第３の実施の
形態と相違しており、その他の部分は第３の実施の形態と同一であるため、重複部分につ
いては説明を省略する。
【００９５】
たとえば、発行フラグの項は、初期値が未発行状態「Ｎｕｍ＝０」であり、発行終了後は
発行済状態「Ｎｕｍ＝１」に書換えられる。後述するように、発行時は発行フラグが「Ｎ
ｕｍ＝０」以外のレコードの発行は行なわない。再発行すべきＩＣカードがある場合は、
発行フラグを未発行状態「Ｎｕｍ＝０」に書換えて、再度発行を行なう。
【００９６】
次に、第４の実施の形態に係るＩＣカードの発行処理について、図２６に示すフローチャ
ートを参照して説明する。なお、第４の実施の形態においては、発行前に発行するレコー
ドの発行フラグの項（項目６）を確認する点、および、ステップＳ９の処理が、発行フラ
グの項（項目６）の書換えを行なう処理に変更された点が、前述した第３の実施の形態（
図２４）と相違しているが、他の部分は第３の実施の形態と同一であるため、重複部分に
ついては説明を省略する。
【００９７】
すなわち、端末装置２００は、ステップＳ２にて発行処理中画面を表示した後、発行する
レコードの発行フラグの項（項目６）が「Ｎｕｍ＝０」であるか否かをチェックする（ス
テップＳ１０）。このチエックの結果、発行するレコードの発行フラグの項が「Ｎｕｍ＝
０」である場合、端末装置２００は、カード発行装置２１０に対してＩＣカードの取込み
を指示する（ステップＳ４）。上記チエックの結果、発行するレコードの発行フラグの項
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が「Ｎｕｍ＝０」でない場合、端末装置２００は、発行ファイルに次のレコードがあるか
否かをチェックする（ステップＳ７）。
【００９８】
また、端末装置２００は、印刷データを送信後、ＩＣカードの排出を指示し（ステップＳ
６）、その後、発行に使用したレコードの発行フラグの項（項目６）の書換えを行なう（
ステップＳ９）。そして、発行ファイルに次のレコードがある場合（ステップＳ７）、ス
テップＳ３に戻って、次のレコード（Ｒｅｃｏｒｄ＃２）に対する発行処理を開始する。
【００９９】
次に、第４の実施の形態に係る再発行すべきＩＣカードの発行データの発行フラグを書換
える処理について、図２７に示すフローチャートを参照して説明する。なお、第４の実施
の形態においては、ステップＳ１７の処理が、再発行すべきＩＣカードのレコードの発行
フラグの項を発行済状態「Ｎｕｍ＝１」から未発行状態「Ｎｕｍ＝０」に書換える処理に
変更されたに点が、前述した第１の実施の形態（図１０）と相違しているが、その他の部
分は第１の実施の形態と同一であるため、重複部分については説明を省略する。
【０１００】
すなわち、端末装置２００は、ステップＳ１５において、再発行すべきＩＣカードから読
出したＩＤを発行ファイルから検索して見つかった場合は、当該レコードの発行フラグの
項を「Ｎｕｍ＝１」から「Ｎｕｍ＝０」に書換え（ステップＳ１７）、ディスプレイ２０
４に図２８に示すような正常終了画面を表示する（ステップＳ１８）。この正常終了画面
には、終了釦Ｐ９が設けられており、オペレータがこの終了釦Ｐ９をクリックすることに
より、全ての処理を終了する。
【０１０１】
このように、再発行すべきＩＣカードの発行データの発行フラグの項を未発行状態に書換
えられた発行ファイルを、前述した図２６のフローチャートにおける発行ファイルとして
用いて再度発行処理を行なうことにより、再発行すべきＩＣカードのみを再発行すること
ができる。
【０１０２】
以上説明した第４の実施の形態によれば、再発行すべきＩＣカードのＩＤを当該ＩＣカー
ドから読出し、読出したＩＤに一致するレコードの発行フラグの項を未発行状態「Ｎｕｍ
＝０」に書換えて、再発行を行なうことにより、重複発行、誤発行を避けることができる
。
【０１０３】
なお、上記説明では、カード固有の識別情報であるＩＤをＩＣカードから読出す場合につ
いて説明したが、ＩＤをカード表面の磁気ストライプ１０７、あるいは、カード表面にバ
ーコードが印刷されている場合はそのバーコードから読出す方法でもよい。
【０１０４】
また、上記説明では、再発行すべきＩＣカードのＩＤを読出す方法が第１の実施の形態と
同様の方法である場合について説明したが、第２の実施の形態と同様にカード種類情報を
読出して、再発行すべきＩＣカードのカード種類ごとにＩＤ読出命令データを選択してＩ
Ｄを読出す方法でもよい。
【０１０５】
次に、第５の実施の形態について説明する。
【０１０６】
図２９は、第５の実施の形態に係るＩＣカード発行システムの全体的な構成を概略的に示
すものである。前述した第３の実施の形態では、再発行センタＥのＩＣカード発行装置で
再発行したが、第５の実施の形態では、カード発行業者Ｃとネットワーク（通信回線）Ｆ
で接続されたＩＣカード発行装置としての自動再発行装置Ｇで再発行する点が、第３の実
施の形態と相違しているが、その他の部分は第３の実施の形態と同一であるため、重複部
分については説明を省略する。
【０１０７】
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自動再発行装置Ｇは、基本的には前述した第３の実施の形態における再発行センタＥのＩ
Ｃカード発行装置（図２３）と同一であるが、再発行終了後に、不要となったＩＣカード
を廃棄するカード廃棄手段としてのカード粉砕機Ｈ、および、このカード粉砕機Ｈで粉砕
されたＩＣカードを保管するスタッカＩ、複数のデザインの生のＩＣカードを保管できる
新カードスタッカＪを備えている。
【０１０８】
図３０は、自動再発行装置Ｇの外観構成を模式的に示すものである。自動再発行装置Ｇの
接客面には、再発行すべきＩＣカードを挿入するカード挿入口Ｋ、不足金を投入する不足
金投入口Ｌ、新しいＩＣカードが排出されるカード排出口Ｍ、各種操作案内などを表示す
るディスプレイＮなどが設けられている。なお、カード挿入口Ｋに挿入された再発行すべ
きＩＣカードは、カードリーダ・ライタ２２０へ導かれるようになっている。
【０１０９】
図３１は、第５の実施の形態に係る発行ファイルの内容例を示している。第５の実施の形
態に係る発行ファイルは、項目７（カード種別・状態の項）が追加された点が、前述した
第３の実施の形態と相違しているが、その他の部分は第３の実施の形態と同一であるため
、重複部分については説明を省略する。
【０１１０】
たとえば、カード発行業者ＣでＩＣカードを発行する場合は、個人一般会員カードを発行
し、後述するように、個人一般カードが送られてきた使用者Ｄが、たとえば、コンビニエ
ンスストアなどに設置されている自動再発行装置Ｇにて、個人一般カードからゴールドカ
ードに更新した（発行した）場合、図３２に示すように、個人ゴールドに書換えられる。
【０１１１】
次に、第５の実施の形態に係るＩＣカードの再発行処理について、図３３および図３４に
示すフローチャートを参照して説明する。
【０１１２】
まず、自動再発行装置ＧのディスプレイＮには、図３０に示すようなメニュー画面が表示
されている。このメニュー画面には、たとえば、「個人カード→ファミリーカード」釦、
「一般会員→ゴールド会員」釦、「デザイン変更」釦、「契約解除」釦などが表示されて
いる。この状態で何れかの釦が押下されると、ＩＣカードの再発行処理が開始される。な
お、以降では、「個人カード→ファミリーカード」釦が押下された場合の処理について説
明する。
【０１１３】
再発行すべきＩＣカードの発行データをカード発行業者の発行ファイルから検索する処理
まで（ステップＳ２１～Ｓ２８，Ｓ３２，Ｓ３３まで）は、第３の実施の形態と同一であ
るため、重複部分については説明を省略する。
【０１１４】
カード発行業者Ｃの端末装置２００は、発行ファイルから一致するＩＤを検索し（ステッ
プＳ３３）、その後、該当レコードを自動再発行装置Ｇの端末装置２００に送信する（ス
テップＳ３４）。このとき、発行ファイル内の該当レコードの発行枚数の項をカウントア
ップした値に書換えるとともに、カード種別・状態の項を書換え、さらに、当該ＩＣカー
ドの所有者に対して再発行があった旨を通知するための郵便物を印刷（作成）する（ステ
ップＳ３４）。
【０１１５】
自動再発行装置Ｇの端末装置２００は、カード発行業者Ｃの端末装置２００から送信され
るレコードを受信すると（ステップＳ３５）、ディスプレイＮに図３５に示すようなデザ
イン選択画面を表示する（ステップＳ３６）。このデザイン選択画面には、自動再発行装
置Ｇの新カードスタッカＪにセットされているカードデザインのＩＣカードの選択釦Ｋが
複数設けられている。ここで、何れかの釦が押下されると、選択されたカードデザインの
新ＩＣカードを取込み（ステップＳ３７）、発行する（ステップＳ３８）。
【０１１６】
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次に、自動再発行装置Ｇの端末装置２００は、再発行カードがファミリーカードであるか
否かをチエックし（ステップＳ３９）、ファミリーカードの場合、再度、新ＩＣカードを
取込み（ステップＳ４０）、発行する（ステップＳ４１）。
【０１１７】
次に、自動再発行装置Ｇの端末装置２００は、発行が終了したことを確認すると、カード
リーダ・ライタ２２０内のＩＣカードをカード粉砕機Ｈに搬送して、当該ＩＣカードを粉
砕し、廃棄カードとしてスタッカＩに保管する（ステップＳ４２）。最後に、発行した新
ＩＣカードをカード排出口Ｍに排出し（ステップＳ４３）、処理を終了する。
【０１１８】
ステップＳ３９において、ファミリーカードでなかった場合（個人カードの場合）、自動
再発行装置Ｇの端末装置２００は、カードリーダ・ライタ２２０内のＩＣカードをカード
粉砕機Ｈに搬送して、当該ＩＣカードを粉砕し、廃棄カードとしてスタッカＩに保管する
（ステップＳ４２）。最後に、発行した新ＩＣカードをカード排出口Ｍに排出し（ステッ
プＳ４３）、処理を終了する。
【０１１９】
なお、ステップＳ２５において、受信したカード種類情報と一致するカード種類情報を有
するＩＤ読出命令データファイル名がない場合、あるいは、ステップＳ３３において、受
信したＩＤと一致するＩＤを有するレコードがない場合、自動再発行装置Ｇの端末装置２
００は、ディスプレイＮに異常終了画面を表示する（ステップＳ４４）。
【０１２０】
次に、自動再発行装置Ｇの端末装置２００は、カードリーダ・ライタ２２０内のＩＣカー
ドをカード挿入口Ｋに排出し（ステップＳ４５）、ディスプレイＮに異常終了である旨の
メッセージを表示して（ステップＳ４６）、処理を終了する。
【０１２１】
以上説明した第５の実施の形態によれば、自動再発行装置の端末装置で再発行すべきＩＣ
カードのカード種類情報を当該ＩＣカードから読出して、ＩＤ読出命令データファイルを
選択し、選択されたファイルの命令データでＩＤを当該ＩＣカードから読出し、読出した
ＩＤをカード発行業者の端末装置に送信し、カード発行業者の端末装置の発行ファイルか
ら一致するＩＤを有するレコードを検索し、当該レコードを自動再発行装置の端末装置に
送信して、この送信されたレコード（発行データ）に基づき、自動再発行装置でＩＣカー
ドの再発行を行なうことにより、重複発行、誤発行を避けることができる。また、発行す
るＩＣカードのデザインを任意に選択することができるので、利便性に優れたものとなる
。
【０１２２】
なお、上記説明では、カード固有の識別情報であるＩＤをＩＣカードから読出す場合につ
いて説明したが、ＩＤをカード表面の磁気ストライプ１０７、あるいは、カード表面にバ
ーコードが印刷されている場合はそのバーコードから読出す方法でもよい。
【０１２３】
また、上記説明では、カード種類情報をＩＣカードから読出す場合について説明したが、
カード種類情報をカード表面の磁気ストライプ１０７、あるいは、カード表面にバーコー
ドが印刷されている場合はそのバーコードから読出す方法でもよい。
【０１２４】
また、上記説明では、自動再発行装置において、再発行すべきＩＣカードのカード種類情
報を当該ＩＣカードから読出し、ＩＤ読出命令データファイルを選択し、選択されたファ
イルから命令データによりＩＤを当該ＩＣカードから読出す方法について説明したが、自
動再発行装置において、再発行すべきＩＣカードのカード種類情報を当該ＩＣカードから
読出し、読出したカード種類情報をカード発行業者に送信し、カード発行業者の端末装置
でＩＤ読出命令データファイルを選択し、選択されたファイルの命令データを自動再発行
装置に送信し、当該ＩＣカードからＩＤを読出す方法でもよい。
【０１２５】
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さらに、上記説明のカード発行業者の端末装置におけるハードディスク装置の発行ファイ
ルが書換えられた場合、再発行されたＩＣカードの枚数、再発行が行なわれた旨を当該Ｉ
Ｃカードの所有者の住所に郵便などで通知することにより、カード所有者が誤ってＩＣカ
ードを紛失し、それを何者かに取得され、自動再発行装置において悪意を持ってＩＣカー
ドが再発行された場合など、カード所有者の意図に反する再発行の検知を行なうことがで
きる。
【０１２６】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、たとえば、再発行すべきＩＣカード以外のＩＣカー
ドの再発行（誤発行）を防止し、重複発行を確実に防止することができるＩＣカード発行
システムを提供できる。
【０１２７】
また、本発明によれば、たとえば、カード所有者が誤ってＩＣカードを紛失し、何者かに
取得され、再発行センタなどで悪意を持って再発行された場合などの、ＩＣカード所有者
の意図に反するＩＣカードの再発行の検知を容易に行なうことができるＩＣカード発行シ
ステムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態に係るＩＣカード発行システムの構成例を概略的に示すブロッ
ク図。
【図２】ＩＣカードの構成例を概略的に示すブロック図。
【図３】第１の実施の形態に係る発行ファイルの内容例を示す図。
【図４】第１の実施の形態に係るＩＤ読出命令データファイルの内容例を示す図。
【図５】第１の実施の形態に係るＩＣカードの発行処理を説明するフローチャート。
【図６】第１の実施の形態に係るファイル名入力画面の表示例を示す図。
【図７】第１の実施の形態に係る発行処理中画面の表示例を示す図。
【図８】第１の実施の形態に係る正常終了画面の表示例を示す図。
【図９】再発行すべきＩＣカードを説明するための図。
【図１０】第１の実施の形態に係る再発行すべきＩＣカードの発行データを検索して出力
する処理を説明するフローチャート。
【図１１】第１の実施の形態に係るカード挿入画面の表示例を示す図。
【図１２】第１の実施の形態に係る切出し処理中画面の表示例を示す図。
【図１３】第１の実施の形態に係る正常終了画面の表示例を示す図。
【図１４】第１の実施の形態に係る再発行すべきＩＣカードの発行データを格納した後の
ハードディスク装置の内容例を示す模式図。
【図１５】第２の実施の形態に係るハードディスク装置の内容例を示す模式図。
【図１６】第２の実施の形態に係るカード種類読出命令データファイルの内容例を示す図
。
【図１７】第２の実施の形態に係るカード種類・ＩＤ読出命令データファイル関係テーブ
ルの内容例を示す図。
【図１８】第２の実施の形態に係る再発行すべきＩＣカードの発行データを検索して出力
する処理を説明するフローチャート。
【図１９】第２の実施の形態に係るカード挿入画面の表示例を示す図。
【図２０】第３の実施の形態に係るＩＣカード発行システムの全体的な構成を概略的に示
す模式図。
【図２１】第３の実施の形態に係る発行ファイルのカード発行業者発行前の内容例を示す
図。
【図２２】第３の実施の形態に係る発行ファイルの２回再発行依頼があった場合の内容例
を示す図。
【図２３】第３の実施の形態に係る再発行センタにおけるＩＣカード発行装置の構成を概
略的に示すブロック図。
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【図２４】第３の実施の形態に係るＩＣカードの発行処理を説明するフローチャート。
【図２５】第３の実施の形態に係る再発行すべきＩＣカードの発行データを検索して出力
する処理を説明するフローチャート。
【図２６】第４の実施の形態に係るＩＣカードの発行処理を説明するフローチャート。
【図２７】第４の実施の形態に係る再発行すべきＩＣカードの発行データの発行フラグを
書換える処理を説明するフローチャート。
【図２８】第４の実施の形態に係る正常終了画面の表示例を示す図。
【図２９】第５の実施の形態に係るＩＣカード発行システムの全体的な構成を概略的に示
す模式図。
【図３０】第５の実施の形態に係る自動再発行装置の外観構成を模式的に示す斜視図。
【図３１】第５の実施の形態に係る発行ファイルのカード発行業者発行前の内容例を示す
図。
【図３２】第５の実施の形態に係る発行ファイルの２回再発行依頼があった場合の内容例
を示す図。
【図３３】第５の実施の形態に係るＩＣカードの再発行処理を説明するフローチャート。
【図３４】第５の実施の形態に係るＩＣカードの再発行処理を説明するフローチャート。
【図３５】第５の実施の形態に係るＩＣカードのデザイン選択画面の表示例を示す図。
【符号の説明】
１００，１００ａ…ＩＣカード、１０１…制御素子、１０２…データメモリ、１０３…ワ
ーキングメモリ、１０４…プログラムメモリ、１０５…コンタクト部、１０６…ＩＣチッ
プ、２００…端末装置、２０１…端末本体、２０１ａ…ＣＰＵ、２０１ｂ…メモリ、２０
２…ハードディスク装置（記憶手段）、２０３…キーボード、２０４…ディスプレイ、２
０６…カードリーダ・ライタ、２０７…カード印刷機、２０８…磁気エンコーダ、２１０
…カード発行装置、２１１…カード供給部、２１２…カードスタッカ、Ｃ…カード発行業
者（カード発行会社、第１のカード発行場所）、Ｄ…使用者（カード所有者）、Ｅ…再発
行センタ（第２のカード発行場所）、Ｆ…ネットワーク（通信回線）、Ｇ…自動再発行装
置（ＩＣカード発行装置）、Ｈ…カード粉砕機（カード廃棄手段）。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】
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