
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子マネー情報を格納するＩＣカード 着又は取り出しを行うＩＣカード装着手段と、
前記ＩＣカードの取り出しを指示する取出し指示手段と、
前記ＩＣカードの機能をロックするロック信号を発生するロック信号発生手段とを有し、
前記取出し指示手段により前記ＩＣカードの取り出しが指示されたときに、前記ロック信
号発生手段によりロック信号を発生させて前記ＩＣカードをロック

ことを特徴とするＩＣカードリードライト装置。
【請求項２】
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の装

するＩＣカードリード
ライト装置において、
　前記ＩＣカードが前記装着手段に装着されているか否かを検知する装着検知手段と、
該ＩＣカードの装着検知手段が前記ＩＣカードの装着を検知したときに、前記ＩＣカード
のロックを解除するロック解除信号を発生するロック解除信号発生手段と、
を有する

電子マネー情報を格納するＩＣカードの装着又は取り出しを行うＩＣカード装着手段と、
　前記ＩＣカードの取り出しを指示する取出し指示手段と、
　前記ＩＣカードの機能をロックするロック信号を発生するロック信号発生手段とを有し
、
　前記取出し指示手段により前記ＩＣカードの取り出しが指示されたときに、前記ロック
信号発生手段によりロック信号を発生させて前記ＩＣカードをロックするＩＣカードリー
ドライト装置において、



ことを特徴とするＩＣカードリードライト装置。
【請求項３】

前記ＩＣカードのロックを
解除するロック解除信号を発生するロック解除信号発生手段と、
を有することを特徴とするＩＣカードリードライト装置。
【請求項４】

【請求項５】
請求項 に記載の

【請求項６】
電子マネー情報を格納

前記リードライト装置ＩＤ番号と前記ＩＣカードＩＤ番号を照合する第２の照合手段と、

【請求項７】

前記リードライト装置ＩＤ番号と前記ＩＣカードＩＤ番号を照合する第２の照合手段と、

有することを特徴とするＩＣカード。
【請求項８】
電子マネー情報を格納す Ｃカードであって
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　前記ＩＣカードに供給する電流を検知する電流検知手段と、
　前記電流検知手段が所定の電流を検知したときに、前記ＩＣカードのロックを解除する
ロック解除信号を発生するロック解除信号発生手段と、
を有する

電子マネー情報を格納するＩＣカードの装着又は取り出しを行うＩＣカード装着手段と、
　前記ＩＣカードの取り出しを指示する取出し指示手段と、
　前記ＩＣカードの機能をロックするロック信号を発生するロック信号発生手段とを有し
、
　前記取出し指示手段により前記ＩＣカードの取り出しが指示されたときに、前記ロック
信号発生手段によりロック信号を発生させて前記ＩＣカードをロックするＩＣカードリー
ドライト装置において、
　前記ＩＣカードへの制御信号の入力を検知する制御信号検知手段と、
　前記ＩＣカードの電圧を検知する電圧検知手段と、
　該制御信号検知手段と該電圧検知手段の検出結果に応じて、

電子マネー情報を格納する非接触式のＩＣカードであって、
　データの送信、受信が終了したことを確認するための送信受信確認手段と、
　該ＩＣカード内の電源電圧を検知する電源電圧検知手段と、
　該電源電圧検知手段により電源電圧が第１の所定電圧よりも低いことが検出され、該送
信受信確認手段によりデータの送信受信が終了したことを確認した後、該ＩＣカードの機
能にロックをかける制御手段とを有することを特徴とするＩＣカード。

４ ＩＣカードであって、
前記制御手段は、該ＩＣカード内の電源電圧が第２の所定電圧よりも高くなり、データの
送信、受信が始まることを確認した後、該ＩＣカードのロックを解除することを特徴とす
るＩＣカード。

し、ＩＣカードＩＤ番号を記憶するＩＣカードと、該ＩＣカードの
情報の読み取り書き込みを行い、リードライト装置ＩＤ番号を記憶するＩＣカードリード
ライト装置とを有する電子財布システムにおいて、
　情報を入力する入力手段と、
　該入力手段より入力されたＩＤ番号と前記ＩＣカードＩＤ番号を照合する第１の照合手
段と、

　前記第１の照合手段及び第２の照合手段でＩＤ番号が照合された場合に、前記ＩＣカー
ドのロックを解除する制御手段とを有することを特徴とする電子財布システム。

リードライト装置ＩＤ番号を記憶するＩＣカードリードライト装置に読み取り書き込み可
能な電子マネー情報を格納するＩＣカードであって、
　ＩＣカードＩＤ番号を記憶する記憶手段と、
　前記リードライト装置の入力手段により入力されたＩＤ番号と前記ＩＣカードＩＤ番号
を照合する第１の照合手段と、

　前記第１の照合手段及び第２の照合手段でＩＤ番号が照合された場合に、ロックを解除
する制御手段とを

るＩ 、



ＩＣカード内の電源電圧を検知する電源電圧検知手段と、

該電源電圧検知手段により該電源電圧が第１の所定電圧よりも低いことが検出

電源電圧検知手段により前記電源電圧が第１の所定電圧よりも低
いことが検出

こと
を特徴とするＩＣカード。
【請求項９】

【請求項１０】

リードライト装置ＩＤ番号を記憶するリードライト装置
情報を入力する入力手段と、
該入力手段より入力されたＩＤ番号と前記 ＩＤ番号 照合する第１の
照合手段と、

を照合する第２の照合手段と、

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、ＩＣ素子を埋め込み、または搭載したカード形状のＩＣカードと、ＩＣカード
にデータを入力、あるいはＩＣカードからデータを出力させるＩＣカードリード、ライト

手段に関す
【０００２】
【従来の技術】
マイクロプロセッサ（ＣＰＵ）と情報を記憶できるメモリを内蔵しているＩＣカードを使
ったシステムの一例として、１９９３年１２月１０日付けの日本経済産業新聞社のニュー
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該
該ＩＣカードの機能をロックするロック信号を発生するロック信号発生手段と、

されたとき
に、該ロック信号発生手段によりロック信号を発生させてＩＣカードにロックをかけるよ
うに制御する制御手段と、
ＩＣカードのＩＤ番号を記憶するＩＣカードＩＤ番号記憶手段と、
　乱数を発生する乱数発生手段を有し、
　前記制御手段は、前記

されたときに、前記乱数発生手段により乱数を発生させ、発生された乱数を
ＩＣカードＩＤ番号として前記ＩＣカードＩＤ番号記憶手段に記憶させ、前記ロック信号
発生手段によりロック信号を発生させてＩＣカードにロックをかけるように制御する

電子マネー情報を格納するＩＣカードの装着又は取り出しを行うＩＣカード装着手段と、
　前記ＩＣカードの取り出しを指示する取出し指示手段と、
　前記ＩＣカードの機能をロックするロック信号を発生するロック信号発生手段とを有し
、
　前記取出し指示手段により前記ＩＣカードの取り出しが指示されたときに、前記ロック
信号発生手段によりロック信号を発生させて前記ＩＣカードをロックするＩＣカードリー
ドライト装置であって、
　前記ＩＣカードのＩＤ番号を記憶するＩＣカードＩＤ番号記憶手段と、
　乱数を発生する乱数発生手段とを有し、
　前記取出し指示手段により前記ＩＣカードの取出しが指示されたときに、前記乱数発生
手段により乱数を発生させ、前記乱数を前記ＩＣカードのＩＤ番号として前記ＩＣカード
及び前記ＩＣカードＩＤ番号記憶手段に記憶させ、前記ロック信号発生手段によりロック
信号を発生させて前記ＩＣカードをロックすることを特徴とするＩＣカードリードライト
装置。

請求項９に記載のＩＣカードリードライト装置であって、
ＩＤ番号記憶手段と、

リードライト装置 とを

前記ＩＣカードに乱数として記憶されたＩＤ番号と、前記ＩＣカードＩＤ番号記憶手段に
記憶されたＩＤ番号と
前記第１の照合手段でＩＤ番号が照合された場合に、前記ＩＣカードリードライト装置の
ロックを解除し、前記ＩＣカードに記憶されたＩＤ番号を読み出して第２の照合手段によ
りＩＤ番号の照合を行い、第２の照合手段によりＩＤ番号が照合された場合に、前記ＩＣ
カードのロックを解除する信号を前記ＩＣカードに出力する制御手段とを有することを特
徴とするＩＣカードリードライト装置。

（ＩＣカードリードライト） る。



ス、特開平３－９２９６６号公報、特開平６－５０３９１３号公報、特開平５－２６６２
７３号公報、特開平５－９４４５８号公報、特開平１－２３１４５１号公報に記載されて
いるように、現金情報をＩＣカード内の情報に置き換えるシステムがある。このシステム
は、小切手やクレジットカードを持ち歩かずに、買い物や送金が可能になる。買い物をす
る場合、本人のカードを小売り店の読みとり処理装置に差し込むと、カードにあるお金の
残高が表示される。本人の暗証番号（ＩＤ）を入力すれば、買い物をした金額が端末に移
される。小売り店は、自分のカードを端末にいれて、資金を移し、銀行の現金自動預け払
い装置（ＡＴＭ）を使って、口座に入金する。さらに、電話を利用して決済できるように
する。
【０００３】
これらのシステムにあっては、ＩＣカード所有者が、ＩＣカードを小売り店のＩＣカ－ド
リ－ド、ライト手段に入れると、残高が表示される。ＩＣカードにロックがかかっている
場合は、本人確認ＩＤとしての暗証番号を、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト手段に入力し、Ｉ
Ｃカードのロックを解除する（アンロック状態）。ＩＣカードにロックがかかっていない
場合は、暗証番号をＩＣカ－ドリ－ド、ライト手段に入力する必要はない。ＩＣカードを
アンロック状態にすると、ＩＣカード内の情報の更新が可能となる。この状態で、ＩＣカ
ードより買い物をした金額が、ＩＣカードの数値情報から引かれる。なお、ＩＣカ－ドの
ロック、アンロック状態は、使用者の意志によって行っている。ＩＣカードの数値情報（
金額）が小さい場合は、アンロック状態にしておくとＩＣカ－ドリ－ド、ライト手段に暗
証番号を入力する必要がないので、使い勝手が良い。
【０００４】
また、決済や取引に必要な情報をＩＣカードに記録し、ＩＣカード保有者にデータを分散
して管理することで、安価なオフラインシステムを構築できる。例えば、小売り店側は、
ＩＣカードに１日の取引結果を蓄積しておき、ＡＴＭで銀行口座に入金するようにすれば
、小売り店と銀行をオンラインで結ぶ必要はない。２４時間毎日、小売り店と銀行をオン
ラインで結ぶ銀行ＰＯＳのようなサービスは、コストがかかる。また、オンライン処理が
同一の時間帯に集中すると、応答が遅くなることも多い。回線コストが高かったり、回線
事情が悪い国もあり、ＩＣカードによるオフラインのメリットは大きい。
【０００５】
【発明が解決するための課題】
ＩＣカードは、磁気カードと異なり、複製、偽造は、簡単にはできない。しかしながら、
現金情報を扱うようなＩＣカードシステムでは、次のような課題がある。
（１）ＩＣカードの機能をロックすることを忘れる。
（２）ＩＣカ－ドからデ－タを不正に抜取る。
ＩＣカードは、人為的に暗証番号（以下、ＩＤと略す。）により、ＩＣカードをロックす
る機能はある。しかし、ＩＣカードをロックしていない場合（ロックし忘れた場合）に盗
まれり、落したりした時は、プリペードカードと同じでＩＣカードの所有者でなくても使
用できるため、安全性の面で問題がある。
【０００６】
ＩＣカードを使い、買い物をし、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト手段でＩＣカードの数値情報
を変更する時には、ＩＣカードはロックされていない状態である。この様な状態のときに
、ＩＣカードを盗まれ、不正使用される危険性もある。また、小売り店と銀行がオフライ
ンの場合、取引情報を記憶した、小売り店側のロックされていないＩＣカードが盗まれる
危険性もある。上記のような場合、具体的な防止策として、ＩＣカードが、ＩＣカ－ドリ
－ド、ライト手段より、抜かれたら、ＩＣカードをロックさせるような装置が、必要であ
る。ロックされているＩＣカードは、暗証番号が分からないと使用できないため、ＩＣカ
ード所有者の手に戻ってきやすい。
【０００７】
一方、決算や取引に必要な情報をＩＣカ－ドに記録しておくような、小売り店のＰＯＳシ
ステムでも同様に、ＩＣカードリードの自動ロックシステムは重要である。しかしながら
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、ＩＣカ－ドを自動ロックした場合には、ＩＤを毎回入力して、ＩＣカードのロックを解
除するという課題が生じる。
また、ＩＣカ－ドＰＯＳシステムにおいて、１つのレジを、複数の担当者で受け持つ場合
、小売店の売上高を記憶してあるレジのＩＣカ－ドから、レジ担当者が、自分（個人）の
ＩＣカ－ドに現金情報を移すような不正が行なわれることがある。現状、現金を扱うシス
テムで、デパート、ガソリンスタンド等１つのレジを複数の担当者で受け持つ職場では、
現金抜き取りが問題となっている。
【０００８】
本発明の目的は、ＩＣカードが、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト手段より、抜かれたら、ＩＣ
カードをロックさせるような安全性の高い電子財布システムを提供する。また、自動的に
ＩＣカードのロックを解除する使い勝手の良い電子財布システムを提供する。
ＩＣカードの不正使用対策をし、安全性を高めようとすると、使い勝手が悪くなる。その
ため、安全性が高く、使い勝手の良い電子財布システムを提供する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、次のような手段がある。
（１）本発明では、ＩＣカードがＩＣカ－ドリ－ド、ライト手段より、抜かれたことを判
断し、ＩＣカードに伝える手段を有し、ＩＣカードをロック状態にする手段を有する。ま
た、ＩＣカードをＩＣカ－ドリ－ド、ライト手段に装着すると、ＩＣカードのロックが自
動的に、解除される手段を有する。
【００１０】
▲１▼　ＩＣカードロック、ロック解除手段が、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置（手段）
にある場合の手段を示す。
まず、ＩＣカードロック手段を示す。
電子マネ－情報を格納する電子財布システムであって、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置は
、該ＩＣカードのデータをやり取りするための、インターフェイス部と、ＩＣカードをＩ
Ｃカ－ドリ－ド、ライト装置に装着するＩＣカード装着部と、ＩＣカード装着部を制御す
る装着制御部とＩＣカードを該ＩＣカード装着部より取り出すためのスイッチと、ＩＣカ
ードをロックするためのＩＣカ－ドロック信号発生部と、インタ－フェイス部を制御する
手段を有し、ＩＣカードを装着部より取り出すためのスイッチは、ＩＣカードをロックす
るための信号発生部と、ＩＣカード装着制御部に接続され、ＩＣカードをロックするため
の信号発生部は、インタ－フェイス部の制御手段に接続され、ＩＣカード装着制御部は、
ＩＣカード装着部に接続され、ＩＣカードロック信号がＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置の
インターフェイス部を経て、ＩＣカードへ伝わることを特徴とする。
また、所定の電圧値であるかを検知する電源検知部と、データ退避信号発生部とを有し、
電源検知部は、データ退避信号発生部と、ＩＣカードロック制御部を動作させることを特
徴とする。
【００１１】
次に、上記ロック手段に対応するＩＣカードロック解除手段を示す。以下に、（ａ）（ｂ
）（ｃ）３つの手段を示す。
（ａ）　　ＩＣカードの情報を読みとり、書き込みができるＩＣカードリード、ライト装
置とＩＣカードからなるＩＣカードロック解除装置であって、ＩＣカードリード、ライト
装置は、ＩＣカードがＩＣカードリード、ライト装置の装着部に装着されているかどうか
がわかる装着部スイッチと、ＩＣカードのロックを解除を行うための信号発生部とを有し
、装着部スイッチは、ＩＣカードロック解除信号発生部を動作させ、ＩＣカードロック解
除信号がＩＣカードリード、ライト装置のインターフェイス部を経て、ＩＣカードへ伝わ
ることを特徴とする。
（ｂ）　ＩＣカードリード、ライト装置は、ＩＣカードへどの程度電流を供給しているか
を知るための電流検知部と、ＩＣカードのロックを解除を行うための信号発生部とを有し
、電流検知部が、ＩＣカードロック解除信号発生部を動作させ、ＩＣカードロック解除信
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号がＩＣカードリード、ライト装置のインターフェイス部を経て、ＩＣカードへ伝わるこ
とを特徴とする。
（ｃ）　また、ＩＣカードリード、ライト装置は、ＩＣカードへリセット信号が入力され
たかどうかを知るためのリセット信号検知部と、ＩＣカードの電圧検知部とを有し、ＩＣ
カードのロック解除を行うための信号発生部とを有し、電圧検知部は、リセット信号検知
部が、ＩＣカードのロック解除信号発生部を動作させ、ＩＣカードロック解除信号がＩＣ
カードリード、ライト装置のインターフェイス部を経て、ＩＣカードへ伝わることを特徴
とする。
【００１２】
▲２▼　ＩＣカードロック、ロック解除手段が、ＩＣカードにある場合の手段を示す。
ＩＣカードの情報を読みとり、書き込みができるＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカ
ードからなるＩＣカードロック、ロック解除装置であって、ＩＣカードは、ＩＣカードに
電源を接続するため手段と、ＩＣカード内回路に電源を供給するため回路内電源供給部と
、ＩＣカード内に制御信号をとり込むための接続手段と、ＩＣカード内の情報をＩＣカー
ドリード、ライト装置で読み込み、書き込みのための接続手段と、情報を記憶できるメモ
リ（ＲＡＭ）部と、演算を行うための中央演算処理装置（ＣＰＵ）部と、ＣＰＵを作動さ
せるための固定プログラムが記憶されているメモリ（ＲＯＭ）部と、ＩＣカード内の電源
電圧を検知する電源電圧検知部と、ＩＣカード内の電源電圧が所定電圧よりも低くなった
ときに、動作するＩＣカードにロックをかける制御部と、ＩＣカード内の電源電圧が所定
電圧よりも高くなり、制御信号（リセット信号）が入力されたときに、動作するＩＣカー
ドのロックを解除する制御部とを有することを特徴とする。
【００１３】
▲３▼　ＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカードの情報のやり取りが、非接触で行わ
れるＩＣカードロック、ロック解除装置の手段を示す。
ＩＣカードの情報を読みとり、書き込みができるＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカ
ードの情報のやり取りが、非接触で行われるＩＣカードロック、ロック解除装置であって
、ＩＣカードは、情報を記憶できるメモリ（ＲＡＭ）部と、演算を行うための中央演算処
理装置（ＣＰＵ）部と、ＣＰＵを作動させるための固定プログラムが入力されているメモ
リ（ＲＯＭ）部と、ＩＣカードから情報を送信するための送信部と、ＩＣカードの情報を
変調するための変調部と、ＩＣカードリード、ライト装置からＩＣカードに情報を取り込
むための、受信部と、受信部からデータを復調するための復調部と、データを送信、受信
していることを知らせる表示部と、データの送信、受信が終了したことを確認するための
手段と、受信部からＩＣカード内回路に電源を供給するための手段と、ＩＣカード内の電
源電圧を検知する電源電圧検知部と、ＩＣカード内の電源電圧が所定電圧よりも低くなた
ときに動作するデータ退避手段と、ＩＣカード内の電源電圧が所定電圧よりも低くなり、
データの送信、受信が終了したことを確認した後、ＩＣカードにロックをかける手段と、
データの送信、受信が始まることを確認するための手段と、ＩＣカード内の電源電圧が所
定電圧よりも高くり、データの送信、受信が始まることを確認した後、ＩＣカードのロッ
クを解除する制御部とを有することを特徴とする。
【００１４】
（２）　（１）で述べたＩＣカードロック解除方法の安全性を高めたものを以下に示す。
これにより、ＰＯＳシステムにおいて、レジ担当者は担当のレジ（ＩＣカードリード、ラ
イト装置）しか使えなくなる。
▲１▼　ＩＣカード、ＩＣカードリード、ライト装置、使用者の３つのＩＤ番号（ＩＤと
略す）を照合し、それぞれのロックが解除される。
ＩＣカードの情報を読みとり、書き込みができるＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカ
ードからなるＩＣカードロック、ロック解除装置であって、ＩＣカードリード、ライト装
置は、ＩＣカードとの情報のやり取りをするためのインタ－フェイス部と、情報を記憶す
るメモリ部と、情報を入力する入力部と、ＩＣカードリード、ライト装置のメモリ部、入
力部、インタ－フェイス部を制御する手段と、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置のＩＤとを
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有し、ＩＣカードは、ＩＣカード内の情報をＩＣカードリード、ライト装置とやり取りす
るための手段と、情報を記憶できるメモリ（ＲＡＭ）部と、演算を行うための中央演算処
理装置（ＣＰＵ）部と、ＣＰＵを作動させるための固定プログラムが入力されているメモ
リ（ＲＯＭ）部と、ＩＣカ－ドのＩＤを有し、ＩＣリード、ライト装置のＩＤとＩＣカー
ドのＩＤを照合するための照合手段と、ＩＣカードリード、ライト装置の入力部より、入
力されたＩＤとＩＣカードのＩＤを照合するための照合手段と、上記照合手段で複数のＩ
Ｄが照合された場合に、ＩＣカードのロックを解除する制御部とを有することを特徴とす
る。
【００１５】
▲２▼　また、ＩＣカードリード、ライト装置は、情報を入力する入力部より、入力され
たＩＤが、優先順位の高い（管理者）のＩＤであるかどうかを照合する手段を有し、ＩＣ
カードは、ＩＣカードリード、ライト装置の入力部より、入力されたＩＤが、優先順位の
高い（管理者）ＩＤであった場合に、ＩＣカードの優先順位の高い（管理者）ＩＤとを照
合する手段を有し上記照合手段でＩＤが照合された場合に、ＩＣカードのロックを解除す
る制御部とを有することを特徴とする。
【００１６】
▲３▼　ＩＣカードリード、ライト装置、使用者の２つのＩＤを照合し、ＩＣカードリー
ド、ライト装置のロックが解除される。ＩＣカードは、ＩＣカードリード、ライト装置に
装着されると、自動的にロックが解除される。
ＩＣカードの情報を読みとり、書き込みができるＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカ
ードからなるＩＣカードロック装置であって、ＩＣカードリード、ライト装置は、ＩＣカ
ードリード、ライト装置の入力部より、入力されたＩＤとＩＣカードリード、ライト装置
のＩＤを照合するための照合手段と、上記照合手段でＩＤが照合された場合に、ＩＣカー
ドリード、ライト装置のロックを解除する制御部とを有することを特徴とする。
【００１７】
（３）　（１）で述べたＩＣカードロック、ロック解除方法の安全性を高めたものを以下
に示す。ＩＣカードをロックすると同時に、乱数を発生させ、これをＩＣカードのＩＤに
している。
▲１▼　ＩＣカードに乱数が発生し、これがＩＣカードのＩＤとなり、ＩＣカードがロッ
クされる。
ＩＣカードの情報を読みとり、書き込みができるＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカ
ードからなるＩＣカードロック装置であって、ＩＣカードは、ＩＣカード内の電源電圧を
検知する電源電圧検知部と、乱数を発生させる乱数発生部と、乱数を記憶しておくメモリ
部と、ＩＣカード内の電源電圧が所定電圧よりも低くなったときに、動作するＩＣカード
にロックをかける制御部とを有することを特徴とする。
ＩＣカードリード、ライト装置は、ＩＣカードリード、ライト装置の入力部より、入力さ
れたＩＤとＩＣカードリード、ライト装置のＩＤを照合するための照合手段と、上記照合
手段でＩＤが照合された場合に、ＩＣカードリード、ライト装置のロックを解除する制御
部とを有し、ＩＣカードは、上記ＩＤが照合された場合に、ＩＣカードのロックを解除す
るための制御部を有することを特徴とする。
【００１８】
▲２▼　ＩＣカードリード、ライト装置に乱数が発生し、これがＩＣカードのＩＤとなり
、ＩＣカードがロックされる。
ＩＣカードの情報を読みとり、書き込みができるＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカ
ードからなるＩＣカードロック装置であって、ＩＣカードリード、ライト装置は、乱数を
発生する乱数発生部と、ＩＣカードのＩＤとしての、乱数を記憶するメモリ部を有し、Ｉ
Ｃカードを装着部より取り出すためのスイッチは、乱数発生部で乱数を発生させ、乱数を
ＩＣカードのメモリ部に記憶させ、ＩＣカードロックするための制御部により、ＩＣカー
ドをロックさせ、ＩＣカード装着制御部より、ＩＣカードを取り出すことを特徴とする。
【００１９】
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ＩＣカードの情報を読みとり、書き込みができるＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカ
ードからなるＩＣカードロック解除装置であって、ＩＣカードリード、ライト装置は、Ｉ
Ｃカードリード、ライト装置の入力部より、入力されたＩＤとＩＣカードリード、ライト
装置のＩＤを照合するための照合手段と、上記照合手段でＩＤが照合された場合に、ＩＣ
カードリード、ライト装置のロックを解除する制御部と、メモリ部より、ＩＣカードのＩ
Ｄを取り出す手段を有し、ＩＣカードは、ＩＣカードリード、ライト装置のメモリ部より
、取り出されたＩＣカードのＩＤと、ＩＣカードのメモリ部に記憶されたＩＣカードのＩ
Ｄを照合する手段と、ＩＣカードのロックを解除するための制御部を有することを特徴と
する。
【００２０】
▲３▼　さらに、（３）▲１▼のＩＣカードロック装置において、メモリ部は、複数の優
先順位を持ったＩＣカードのＩＤを有する。また、（２）▲２▼のＩＣカードロック解除
装置において、ＩＣカードロック解除部は、ＩＣカードのＩＤを書き換える手段を有する
。
【００２１】
（４）１回で支払う入金金額より大きい金額の払い出しができないようにする電子財布シ
ステムの不正防止装置を示す。
▲１▼　電子マネ－情報を格納するメモリ手段と、該ＩＣカードの情報を読みとり、書き
込みを行なうＩＣカードリード、ライト手段を有する電子財布システムにおいて、ＩＣカ
ードから、該システムへ現金情報を入金する入金手段と、該システムからＩＣカードへ現
金情報を出金する出金手段と、ＩＣカ－ドから該システムＩＣカ－ドリ－ド、ライト手段
への入金額と該システムＩＣカ－ドリ－ド、ライト手段からＩＣカードへの出金額とを比
較する入金出金比較手段とを有し、入金手段を動作させた後に、出金手段が動作し、該入
金出金比較手段の結果により、出金手段が制御されることを特徴とする。
【００２２】
また、ＩＣカードから、該システムへの入金額を記憶する手段と該ＩＣカードの装着検知
部と、入金手段、出金手段、入金出金比較手段、入金額を記憶する手段を初期状態にする
該制御信号発生部を有し、該ＩＣカード装着検知部は、制御信号発生部を動作させ、該入
金出金比較手段により、出金金額が入金金額よりも少ないときに、出金手段が動作するこ
とを特徴とする電子財布システム。
【００２３】
▲２▼　電子マネ－情報を格納するＩＣカ－ドを使用した電子財布システムにおいて、第
１のＩＣカードから、第２のＩＣカ－ドへ現金情報を入金する入金手段と、第２のＩＣカ
－ドから第１のＩＣカードへ現金情報を出金する出金手段と、第１のＩＣカ－ドから第２
のＩＣカ－ドへの入金額と第２のＩＣカ－ドから第１のＩＣカードへの出金額とを比較す
る入金出金比較手段とを有し、入金手段を動作させた後に、出金手段が動作し、入金出金
比較手段により、出金手段が制御されることを特徴とする。
【００２４】
【作用】
本発明の作用を上記手段に対応させ、次に述べる。
（１）本発明では、ＩＣカードリード、ライト装置より、ＩＣカードがぬかれたときに、
人手を介さずに自動的に、ＩＣカードをロック状態にする。また、ＩＣカードをＩＣカー
ドリード、ライト装置に入れると、ＩＣカードのロックが自動的に、解除される。
【００２５】
▲１▼　ＩＣカードロック、ロック解除手段が、ＩＣカードリード、ライト装置にある場
合の作用を示す。ＩＣカードリード、ライト装置より、ＩＣカードを取り出すために、Ｉ
Ｃカードリード、ライト装置のＩＣカード取り出しスイッチを押すと、ＩＣリード、ライ
ト装置よりＩＣカードをロックするような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードにロッ
クがかったＩＣカードを取り出せるようにしたものである。安全性の高いＩＣカードロッ
ク装置が実現できる。
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ＩＣカードがＩＣカードリード、ライト装置に装着されていた場合、不意の停電時にも上
記と同じ動作をし、ＩＣカードリード、ライト装置からロックされたＩＣカードを取り出
せる。
【００２６】
上記、ＩＣカードロック作用に対し、自動的に、ＩＣカードのロックを解除する作用を示
す。これにより、使い勝手がよくなる。
（ａ）　ＩＣカードリード、ライト装置のＩＣカード装着部にＩＣカードが挿入されたか
どうかを判断するスイッチが、オンすると、ＩＣリード、ライト装置よりＩＣカードのロ
ックを解除するような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードのロックを解除する。
（ｂ）　ＩＣカードリード、ライト装置からＩＣカードへ電流が流れているかどうかを検
知し、ＩＣリード、ライト装置よりＩＣカードのロックを解除するような制御信号を出力
し、自動的にＩＣカードのロックを解除する。
（Ｃ）　ＩＣカードが所定電圧以上になったかどうか、ＩＣカードリード、ライト装置か
らＩＣカードへリセット信号が入力されかどうかを検知し、ＩＣリード、ライト装置より
ＩＣカードのロックを解除するような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードのロックを
解除する。
【００２７】
▲２▼　ＩＣカードロック、ロック解除手段が、ＩＣカードにある場合の作用を示す。
ＩＣカードへの供給電源レベルを電源電圧検知部で検出する。所定電圧レベル以下になっ
たとき、リセット信号をローレベルにし、ＩＣカードロック制御部でロック制御信号をオ
ンさせ、ＩＣカードをロックする。所定電圧検出レベルより大きくなり、かつリセット信
号が入力されたことを確認し、ロック制御信号をオフさせ、ＩＣカードのロックを解除す
る。
【００２８】
▲３▼　ＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカードの情報のやり取りが、非接触で行わ
れる場合のＩＣカードロック、ロック解除装置の作用を示す。
ＩＣカード内の電源電圧が低下し、データ送信受信終了確認部でデータ送受信が終わった
ことを確認した後、ＩＣカードのロックがかかる。
データ送受信を始めるための信号を検知し、データ送受信を始めることを確認し、電源電
圧検知部により所定の電源電圧よりも高いことを確認した後、ＩＣカードロック解除部に
より、ＩＣカードのロックが解除される。
【００２９】
（２）本発明では、（１）で述べたＩＣカードロック解除方法の安全性を高めたものであ
る。これにより、レジ担当者は担当のレジ（ＩＣカードリード、ライト装置）しか使えな
くなる。
▲１▼　ＩＣカードのロックを解除する場合は、安全性を高めるために、使用者のＩＤ、
ＩＣカードリード、ライト装置のＩＤ、ＩＣカードのＩＤの３つを照合する。３つが、照
合されると、ＩＣカードのロックが解除される。使用者は、自分の担当以外のＩＣカード
リード、ライト装置は、使うことが出来ない。
【００３０】
▲２▼　管理者は、複数のＩＣカードリードライト装置で、ＩＣカードを使うことができ
るようにしたものである。管理者の使い勝手を高めたものである。
ＩＣカードリード、ライト装置の入力部から、ＩＤを入力すると、優先順位の高い管理者
かどうかを照合部で照合する。優先順位の高い（管理者）ＩＤならば、ＩＣカードのＣＰ
Ｕ部に、優先順位の高い（管理者）ＩＤであることをしらせる。また、メモリ部に記憶し
てある優先順位の高い（管理者）ＩＣカードＩＤと、入力部より入力された優先順位の高
い（管理者）ＩＤを照合部により、照合する。照合された場合は、ＩＣカードロック解除
部により、ＩＣカードのロックが解除される。
▲３▼　使用者のＩＤ、ＩＣカードリード、ライト装置のＩＤの２つを照合し、ＩＣカー
ドリード、ライト装置のロックが解除される。使用者は、自分の担当以外のＩＣカードリ
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ード、ライト装置は、使うことが出来ない。
【００３１】
（３）本発明では、（１）で述べたＩＣカードロック、ロック解除方法の安全性を高めた
ものである。ＩＣカードをロックすると同時に、乱数を発生させ、これをＩＣカードのＩ
Ｄにしている。
▲１▼　ＩＣカードリード、ライト装置より、ＩＣカードを引き抜いた場合に、ＩＣカー
ド内で、乱数を発生させ、ロックをかける制御信号を出力し、自動的にＩＣカードにロッ
クがかかるようにする。
ＩＣカードリード、ライト装置は、安全性を高めるために、使用者のＩＤ、ＩＣカードリ
ード、ライト装置のＩＤの２つを照合し、ＩＣカードリード、ライト装置のロックが解除
される。ＩＣカードリード、ライト装置のロックが解除されると、ＩＣカードのロックを
解除する制御信号を出力し、自動的にＩＣカードのロックも、解除する。使用者は、自分
の担当以外のＩＣカードリード、ライト装置は、使うことが出来ない。
ＩＣカードが盗まれたとしても、ＩＣカードのＩＤは乱数によって発生させられたものな
ので、他のＩＣカードリード、ライト装置では、暗証番号が分からないため、ＩＣカード
の情報を盗むことができない。
【００３２】
▲２▼　ＩＣカードリード、ライト装置の取り出しスイッチを押し、ＩＣカードを取り出
そうとした場合に、ＩＣカードリード、ライト装置に乱数が発生し、この乱数が、ＩＣカ
ードに送られ、ＩＣカードのＩＤとなり、ＩＣカードをロックするような制御信号を出力
し、自動的にＩＣカードにロックがかかる。
ＩＣリード、ライト装置は、使用者のＩＤでロックが解除され、前回発生したＩＣカード
のＩＤが、ＩＣカードに送られ、ロックを解除するような制御信号を出力し、自動的にＩ
Ｃカードのロックを解除できる。使用者は、自分の担当以外のＩＣカードリード、ライト
装置は、使うことが出来ない。
ＩＣカードが盗まれたとしても、ＩＣカードのＩＤは乱数によって発生させられたものな
ので、他のＩＣカードリード、ライト装置では、暗証番号が分からないため、ＩＣカード
の情報を盗むことができない。
【００３３】
▲３▼　さらに、ＩＣカードリード、ライト装置使用者（レジ担当者）の不正を防止し、
使い勝手の良い方法として、ＩＣカードは、複数の鍵（暗証番号）を有しており、優先順
位の高い管理者の暗証番号により、ＩＣカードの第１のロックが解除され、乱数ＩＤが消
去され、レジ担当者のＩＤが使えるようになる。レジ担当者のＩＤで第２のロックが解除
され、ＩＣカードが使えるようにする。これにより、安全性、使い勝手が向上する。
【００３４】
（４）１回で支払う入金金額より大きい金額の払い出しができないようにする不正防止装
置を示す。
▲１▼　ＩＣカードを使う電子財布システムにおいて、ＩＣカードからレジ（ＩＣカード
リード、ライト装置）に１回で支払う入金金額より大きい金額の払い戻しができない。ま
た、現金情報をＩＣカードでレジに支払わないと払い戻しができない。ＩＣカードをレジ
に装着してから、ＩＣカードをレジより引き抜くまでが、１回の取引と考える。これによ
り、１つのレジを、複数の担当者で受け持つ場合、レジ担当者が、自分の担当するレジか
ら、自分のＩＣカードに現金情報をいれるような不正を防止できる。また、この方法では
、レジ（ＩＣカードリード、ライト装置）に入金途中に、ＩＣカードに払い戻しができる
。
▲２▼　上記システムにおいて、レジの決済、取引の現金情報が、ＩＣカ－ドに格納され
る。これにより、安価な小売店と銀行とのオフラインシステムが実現できる。
【００３５】
【実施例】
本発明の実施例を図面を用いて説明する。
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（１）本発明では、ＩＣカードリード、ライト装置より、ＩＣカードがぬかれたときに、
人手を介さずに自動的に、ＩＣカードをロック状態にする。また、ＩＣカードをＩＣカー
ドリード、ライト装置に入れると、ＩＣカードのロックが自動的に、解除される。
ＩＣカードロック、ロック解除手段が、ＩＣカードリード、ライト装置にある場合の実施
例を示す。
【００３６】
図１は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。ＩＣカードリード、ライト装置１
より、ＩＣカード２を 場合に、ＩＣリード、ライト装置１よ
りＩＣカードをロックするような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードにロックがかか
るようにしたものである。
一方、ＩＣカードリード、ライト装置１に、ＩＣカード２を装着した場合に、ＩＣリード
、ライト装置１よりＩＣカードのロックを解除するような制御信号を出力し、自動的にＩ
Ｃカードのロックを解除する実施例を、図２、３、４に示した。
【００３７】
まず、図１の説明をする。１はＩＣカードリード、ライト装置、２はＩＣカード、３は、
ネットワーク、４は、ホストコンピュータ、１１は制御部、１２は、モニタなどの表示部
、１３は、キーボード、バーコードリーダなどの入力部、１４は、メモリ部を示す。１５
のインターフェース部は、ＩＣカードに、電源、ＧＮＤを供給する端子１５１、クロック
、リセット信号などの制御信号を入力するための端子１５２、データを入出力するための
端子１５３からなる。各種端末機器１６には、パソコン、ＰＯＳターミナル、ＡＴＭ、ハ
ンデイターミナル、電話端末、ゲート装置、自動販売機等多様な種類がある。１７は、Ｉ
Ｃカードロック制御部、１８は、ＩＣカード取り出しスイッチ、１９は、ＩＣカード装着
制御部、１１０はＩＣカード装着部、１１１は、ＡＣ／ＤＣコンバータ、１１２は、電源
検知部、１１３は、データ退避信号発生部である。
【００３８】
次に、動作を説明する。制御部１１により、ＩＣカードリード、ライト装置１の各部（１
２、１３、１４、１５、１６）が制御される。各種端末機器１６は、３ネットワークを介
し、４ホストコンピュータにデータが集められ、処理される。ＩＣカードは、ＩＣカード
リード、ライト装置１のＩＣカードトレイ スロットのような装着部１１０に装着
し使用する。ＩＣカードを取り出す際には、 を押すと
、ＩＣカードをロックするための制御信号がＩＣカードロック制御部１７で発生し、制御
部１１を介し、インターフェイス部１５のデータ入出力部１５３を介し、ＩＣカード２に
送られ、ＩＣカードをロック ＩＣカード装着制御部１９により、ＩＣカード２
をＩＣカード装着部１１０より、取り出すことが出来る。
【００３９】
また、不意の停電のような場合にも、ＩＣカード取り出しスイッチを押したときと同じよ
うに、ＩＣカード２をロックし、ＩＣカードリード、ライト装置１より取り出すことが出
来る。表示部１２、入力部１３の電源は、供給電源の低下にともない下がるが、制御部１
１、メモリ部１４、インターフェイス部１５等の電源は、補助バッテリ、または、大容量
等を使い、供給電源がなくなっても、緩やかに低下するようにする。ＡＣ／ＤＣコンバー
タ１１１により、交流電圧を所定の直流電位に変換する。電源検知部１１２により、所定
の電圧が得られているかどうかを検知する。
【００４０】
所定の電圧が得られなかった場合、データ退避信号発生部１１３から出力された信号が、
制御部１１に入力され、ＩＣカード２、ＩＣカードリード、ライト装置１のデータ情報が
壊れないようにする。ＩＣカードロック制御部１７で、ＩＣカードを制御するための信号
が発生し、制御部１１を介し、インターフェイス部１５のデータ入出力部１５３を介し、
ＩＣカード２に送られ、ＩＣカード２をロックする。ＩＣカード装着制御部１９により、
ＩＣカード２が、ＩＣカード装着部１１０より、取り出すことが出来る。このとき、表示
部、入力部の回路電源は、供給電源の低下に伴い下がるが、制御部、メモリ部，ＩＣカー
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ド装着部の回路電源は、補助バッテリ、または容量等を使い、供給電源が停電等によって
供給されなくなっても、すぐには、なくならないようにする。データを退避させ、ＩＣカ
ードをロックし、ＩＣカード装着部より、ＩＣカードを出す、一連の動作ができるように
しておく。
上記、ＩＣカードロック方法に対し、自動的に、ＩＣカードのロックを解除する方法を示
す。これにより、使い勝手がよくなる。
【００４１】
図２は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。ＩＣカードリード、ライト装置１
に、ＩＣカード２を装着した場合に、ＩＣリード、ライト装置１よりＩＣカードのロック
を解除するような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードのロックを解除するものである
。ＩＣカード装着部１１０に機械的なスイッチ１１５がついており、ＩＣカードが正しく
装着されると、スイッチ１１５がオンし、ＩＣカードのロックを解除するための制御信号
がＩＣカードロック解除制御部１１４で発生し、制御部１１を介し、インターフェイス部
１５のデータ入出力部１５３を介し、ＩＣカード２に送られ、ＩＣカード２のロックを自
動的に解除することが出来る。
【００４２】
図３は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。ＩＣカードリード、ライト装置１
に、ＩＣカード２を装着した場合に、ＩＣリード、ライト装置１よりＩＣカードのロック
を解除するような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードのロックを解除するものである
。１５のインターフェース部の、ＩＣカードに、電源を供給する端子１５１に、ＩＣカー
ド２に電流をいくら供給しているかを検知するための１１６電流検知部が付いている。Ｉ
Ｃカード２がＩＣカード装着部１１０に正しくセットされていれば、電源供給部１５１よ
り、ＩＣカード２に電源が供給され、所定の電流が流れるようになっている。電流検知部
１１６で、所定の電流が流れていることを検知し、ＩＣカードの　ロックを解除するため
の制御信号がＩＣカードロック解除制御部１１７で発生し、制御部１１を介し、インター
フェイス部１５のデータ入出力部１５３を介し、ＩＣカード２に送られ、ＩＣカード２の
ロックを自動的に解除することが出来る。
【００４３】
図４は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。ＩＣカードリード、ライト装置１
に、ＩＣカード２を装着した場合に、ＩＣリード、ライト装置１よりＩＣカードのロック
を解除するような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードのロックを解除するものである
。インターフェース部１５内の、ＩＣカードに、クロック、リセット信号などの制御信号
を入力するための端子１５２に、リセット信号検知部１１８が付いている。ＩＣカード２
がＩＣカード装着部１１０に正しくセットされていれば、電源供給部１５１より、ＩＣカ
ード２に電源が供給され、制御信号入力部１５２より、ＩＣカード２にリセット信号が入
力される。リセット入力は、ＩＣカード２内の回路が安定していない状態で、回路が動作
しないように、クロック発振を除くあらゆる動作の停止を行う。また、ＩＣカード２内の
マイコンで使用する装置を初期値にする役目がある。（ＩＣカード２内のマイコン（ＣＰ
Ｕ部）については、図５にて、説明する。）電圧検知部１１９にて、ＩＣカード内の回路
が安定したことを確認し、リセット信号検知部１１８で、リセット信号がＩＣカード２に
入力されたことを検知し、ＩＣカードのロックを解除するための制御信号がＩＣカードロ
ック解除制御部１１７で発生し、制御部１１を介し、インターフェイス部１５のデータ入
出力部１５３を介し、ＩＣカード２に送られ、ＩＣカード２のロックを自動的に解除する
ことが出来る。
【００４４】
ＩＣカードロック、ロック解除手段が、ＩＣカードにある場合の実施例を示す。
図５は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。ＩＣカードリード、ライト装置１
より、ＩＣカード２を引き抜いた場合に、ＩＣカード２にロックをかける制御信号を出力
し、自動的にＩＣカード２にロックがかかるようにしたものである。また、ＩＣカードリ
ード、ライト装置１に、ＩＣカード２を装着した場合に、ＩＣカード２のロックを解除す
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る制御信号を出力し、自動的にＩＣカード２のロックを解除するようにしたものである。
ＩＣカード２は、ＲＯＭ部２１、ＣＰＵ（中央演算処理装置）部２２、メモリ部２３、イ
ンターフェイス部２４からなる。ＩＣカードリード、ライト装置１のインターフェイス部
１５は、インターフェイス部２４、ＣＰＵ部２２を介し、メモリ部２３の情報のやりとり
を行う。
【００４５】
図６に、簡単なタイミングチャートを示す。（１）は、ＩＣカードリード、ライト装置１
より供給される電源電圧２４１を示す。（２）は、ＩＣカード２内の回路で使用する電源
２４４を示す。（３）は、リセット信号２４５特性を示す。（４）は、ＩＣカードロック
、ロック解除制御部２６で発生する信号を示す。
リセット信号２４５を作るためのリセット回路は、電源立ち上がり時にリセット入力２４
２がＣ１、Ｒで設定された時間で緩やかに立ち上がる。電源の立ち上がりから、数秒経過
した後に、ＣＰＵ部２２が、リセット入力をハイレベルと判断し、ＲＯＭ部２１のプログ
ラムが動作を始める。一方、電源オフ時、ダイオードＤ１により、容量Ｃ１に蓄えられた
電荷は、速やかに消費される。
【００４６】
図６のタイミングチャートに示すように、（３）リセット１のローレベルを検出する電圧
は、一般的に０．２ＶＲ前後である。瞬時の停電のように、ＩＣカード２内回路の動作保
証電圧より下がり、その後すぐに、電源が戻ったような場合、図６波線で示すように、リ
セット信号を入力できず、ＣＰＵ部２２は、暴走状態になる。そのため、容量Ｃ２とダイ
オードＤ２で、ＩＣカードへの供給電源２４１低下より、回路内電源２４４の低下を遅く
する。
ＩＣカードへの供給電源２４１のレベルを電源電圧検知部２５で検出する。図６のＶｃｃ
が所定電圧検出レベル以下（▲２▼）になったとき、リセット信号をローレベルにし、Ｉ
Ｃカードロック制御部２６でロック制御信号をオンさせ、ＩＣカード２をロックする。図
６のＶｃｃが電源検出レベルより大きくなり（▲３▼）、かつリセット信号が入力された
（ローレベルからハイレベルに変化した）（▲４▼）ことを確認し、ロック制御信号をオ
フさせ、ＩＣカード２のロックを解除する。
【００４７】
ＩＣカードリード、ライト装置とＩＣカードの情報のやり取りが、非接触で行われる場合
のＩＣカードロック、ロック解除装置の実施例を示す。
図７は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。ＩＣカードリード、ライト装置１
の端子とＩＣカードの端子が非接触でデータのやりとりをするタイプ（非接触タイプ）、
外部から電源を供給されるタイプのＩＣカードのロック、及びロック解除方法を示す。Ｉ
Ｃカードで、リード、ライト装置１より、ＩＣカード２が所定距離以上離れた場合に、Ｉ
Ｃカード２にロックをかける制御信号を出力し、自動的にＩＣカード２にロックがかかる
ようにしたものである。一方、リード、ライト装置１に、ＩＣカード２が所定距離以内に
近づいた場合に、ＩＣカード２のロックを解除する制御信号を出力し、自動的にＩＣカー
ド２のロックを解除するようにしたものである。
【００４８】
まず、非接触タイプのＩＣカードのロック方法の説明をする。非接触のデータ送信方法と
しては、電磁結合、電磁誘導、マイクロ波、光通信等がある。ＩＣカードのデータ送信は
、ＲＯＭ部２１とＣＰＵ部２２により変調部２９が制御され、送信部２７を経て、ＩＣカ
ードリード、ライト装置１に信号が送られる。ＩＣカードリード、ライト装置１から送ら
れてきたデータ等を、受信部２８で受信する。データは、データ復調部２１０で復調され
る。非接触で外部から電源を供給されるタイプのＩＣカードの電源は、電磁誘導等で得る
ことが出来る。電源供給部２１１にて、ＩＣカード２内回路の電源を作り、電源検知部２
５にて、所定の電源を得られているかどうかを検知する。所定の電圧が得られない場合、
データ退避信号２１４をＣＰＵ部２２に送り、２１５で送信電力を上げる等の指示を出す
。表示部２１６により、電源電圧低下が表示される。また、音声などで知らせることが出
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来る。データ送信終了信号２１２が得られたかどうかを確認する手段があり、表示部２１
６でデータ送受信終了を知らせることができる。ＩＣカード２内の電源電圧が低下し、２
１２データ送信受信終了確認部でデータ送受信が終わったことを確認した後、ＩＣカード
ロック制御部２６により、ＩＣカードのロックがかかる。
【００４９】
次に、非接触タイプＩＣカードのロック解除方法の説明をする。データ送受信を始めるた
めの信号（リセット信号などでも良い）を検知する手段２１８により、データ送受信を始
めることを確認し、電源電圧検知部２５により所定の電源電圧よりも高いことを確認した
後、ＩＣカードロック解除部２６により、ＩＣカードのロックが解除される。また、表示
部２１６に通信を始めるための表示が出力される。
【００５０】
図８は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。非接触タイプ、外部に電源を持つ
タイプのＩＣカードで、リード、ライト装置より、ＩＣカード２が所定距離以上離れた場
合に、信号の有無検出部２１９により信号がないことを確認し、ＩＣカードロック部２６
により、ＩＣカード２にロックをかける制御信号を出力し、自動的にＩＣカード２にロッ
クがかかるようにしたものである。ロックを解除する場合は、信号の有無検出部２１９に
より信号があることを確認し、ＩＣカードロック解除部２６により、ＩＣカード２のロッ
クをはずす制御信号を出力し、自動的にＩＣカード２のロックを解除するようにしたもの
である。
【００５１】
次に、ＩＣカードロック解除方法の安全性を高めた実施例を示す。
図９は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。ＩＣカードのロックを解除する場
合は、安全性を高めるために、使用者のＩＤ、ＩＣカードリード、ライト装置１のＩＤ、
ＩＣカードのＩＤの３つを照合する。３つが、照合されると、ＩＣカードのロックが解除
される。使用者は、自分の担当以外のＩＣカードリード、ライト装置１は、使うことが出
来ない。一方、ＩＣカードをロックする場合は、図１に示したように、ＩＣカードリード
、ライト装置１より、ＩＣカード２を引き抜いた場合に、ＩＣリード、ライト装置１より
ＩＣカードをロックするような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードにロックがかかる
。
【００５２】
図１０のロック解除方法を説明する。ＩＣカード２をＩＣカードリード、ライト装置１に
装着し、使用者ＩＤ１３１を入力部１３より入力すると、制御部１１を介し、ＩＣカード
２のメモリ部２３に記憶されているＩＣカード２３のＩＤとを、照合部２３０にて、照合
する。また、ＩＣカードリード、ライト装置１のメモリ部１４には、ＩＣカードリード、
ライト装置１のＩＤ１４１が記憶されており、制御部１１を介し、ＩＣカード２のメモリ
部２３に記憶されているＩＣカード２３のＩＤ２３１とを、照合部３３０，３３１にて、
照合する。照合部３３０，３３１により、両者ともに真である場合に、ＩＣカードロック
解除部２６により、ＣＰＵ部２２を介し、ＩＣカード２のロックが解除される。
【００５３】
図１０，１１，１２は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。図９の実施例では
、使用者は、自分の担当以外のＩＣカードリード、ライト装置１は、使うことが出来ない
。しかし、図１０，１１，１２の実施例では、管理者は、複数のＩＣカードリードライト
装置で、ＩＣカードを使うことができるようにしたものである。本実施例は、管理者の使
い勝手を高めたものである。
ＩＣカードリード、ライト装置１の入力部１３から、ＩＤを入力すると、優先順位が高い
（管理者）かどうかを優先順位の高い（管理者）ＩＤ照合部１２０により、ＩＤを照合す
る。優先順位の高い（管理者）ＩＤならば、ＩＣカード２のＣＰＵ部２２に、優先順位の
高い（管理者）ＩＤであることをしらせる。また、メモリ部２３に記憶してある優先順位
の高い（管理者）ＩＣカードＩＤ２３２と、入力部１３より入力された優先順位の高い（
管理者）ＩＤ１３２を照合部２３３により、照合する。照合された場合は、ＩＣカードロ
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ック解除部２６により、ＩＣカードのロックが解除される。
【００５４】
上記実施例は、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置、ＩＣカ－ド両方に管理者ＩＤを記憶させ
、管理者ＩＤ照合手段を両方に設けた。別の実施例として、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト装
置のみに、管理者ＩＤを記憶させ、管理者ＩＤ照合手段を設ける方法もある。管理者ＩＤ
が、照合されたら、ＩＣカ－ドのロックが解除される。
【００５５】
同様に、ＩＣカ－ドのみに、管理者ＩＤを記憶させ、管理者ＩＤ照合手段を設ける方法も
ある。
図１３は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。図１に示したように、ＩＣカー
ドリード、ライト装置１より、ＩＣカード２を引き抜いた場合に、ＩＣリード、ライト装
置１よりＩＣカードをロックするような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードにロック
がかかる。図２に示したように、ＩＣカードリード、ライト装置１に、ＩＣカード２を装
着した場合に、ＩＣリード、ライト装置１よりＩＣカードのロックを解除するような制御
信号を出力し、自動的にＩＣカードのロックを解除できる。
【００５６】
図１３の実施例は、ＩＣカードリード、ライト装置１は、安全性を高めるために、使用者
のＩＤ、ＩＣカードリード、ライト装置１のＩＤの２つを照合し、ＩＣカードリード、ラ
イト装置１のロックが解除される。使用者は、自分の担当以外のＩＣカードリード、ライ
ト装置１は、使うことが出来ない。入力部１３から、使用者のＩＤ１３１を入力すると、
メモリ部１４に記憶されたＩＣカードリード、ライト装置１のＩＤ１４１を照合部１２１
により、照合する。照合された場合は、ＩＣカードリード、ライト装置ロック解除部１１
４を介し、制御部１１により、ＩＣカードリード、ライト装置１のロックが解除される。
ＩＣカ－ドのロックが解除されると、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置１のメモリ部１４に
、入力部１３より入力されたＩＤが記憶される。これにより、だれがＩＣカ－ドリ－ド、
ライト装置を使用したか、履歴が分かる。
【００５７】
次に、ＩＣカードロック、ロック解除方法の安全性を高めたシステムを示す。このシステ
ムでは、ＩＣカードをロックすると同時に、乱数を発生させ、これをＩＣカードのＩＤに
している。
図１４は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。ＩＣカードリード、ライト装置
１より、ＩＣカード２を引き抜いた場合に、ＩＣカード２内で、乱数を発生させ、ロック
をかける制御信号を出力し、自動的にＩＣカード２にロックがかかるようにする。ロック
解除方法を図１４に示す。ＩＣカードリード、ライト装置１は、安全性を高めるために、
使用者のＩＤ、ＩＣカードリード、ライト装置１のＩＤの２つを照合し、ＩＣカードリー
ド、ライト装置１のロックが解除される。ＩＣカードリード、ライト装置１のロックが解
除されると、ＩＣカード２のロックを解除する制御信号を出力し、自動的にＩＣカード２
のロックも、解除する。使用者（レジ担当者）は、自分の担当以外のＩＣカードリード、
ライト装置１は、使うことが出来ない。
【００５８】
まず、図１４のＩＣカード２のロック方法について、説明する。ＩＣカードリード、ライ
ト装置１より、ＩＣカード２を引き抜いた場合に、インターフェイス部１５の電源電圧供
給部１５１から、電源がＩＣカード２に供給されなくなる。ＩＣカード２内の回路電源は
、ＩＣカードへの供給電源低下２４１より、回路内電源２４４の低下を遅くする回路電源
供給部２４１を設けている。図５の実施例と同じように、電源電圧検知部２５で所定電圧
以下になったことを検知し、乱数発生部２３４にて乱数を発生させる。この乱数をメモリ
部２３にＩＣカード２３のＩＤ２３１として、登録する。このあと、ＩＣカードロック制
御部２６を介し、ＣＰＵ部２２により、ＩＣカード２をロックする。
【００５９】
図１５は、図１４に対応したロック解除方法を示す。ＩＣカードリード、ライト装置１に
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、ＩＣカード２を装着し、入力部１３から、使用者のＩＤ１３１を入力する。照合部１２
１にて、入力ＩＤ１３１とメモリ部１４に記憶されたＩＣカードリード、ライト装置１の
ＩＤ１４１を照合する。照合された場合は、ＩＣカードリード、ライト装置１のロック解
除部１１４を介し、制御部１１により、ＩＣカードリード、ライト装置１のロックが解除
される。また、制御部１１を介し、データ信号入出力部１５３を介し、ＩＣカード２に、
ＩＣカード２のロックを解除する制御信号を出力し、ＩＣカードロック解除部２６により
、自動的にＩＣカード２のロックを解除するようにした。
【００６０】
これにより、本ＩＣカード２は、自分の担当以外のＩＣカード２のリード、ライト装置で
ないと、ロック解除することはできない。仮に、ＩＣカードが盗まれ、他のＩＣカードリ
ード、ライト装置１で情報を取り出そうとしても、ＩＣカードのＩＤは、乱数により発生
させられた値であるため、情報を取り出すことができない。
【００６１】
図１６は、本発明の１実施例を示す、ブロック図である。ＩＣカードリード、ライト装置
１の取り出しスイッチを押し、ＩＣカード２を取り出そうとした場合に、ＩＣリード、ラ
イト装置１に乱数が発生し、この乱数が、ＩＣカード２に送られ、ＩＣカード２のＩＤと
なり、ＩＣカード２をロックするような制御信号を出力し、自動的にＩＣカードにロック
がかかる。ロック解除方法を図１６に示す。ＩＣリード、ライト装置１は、使用者のＩＤ
でロックが解除され、前回発生したＩＣカードのＩＤが、ＩＣカード２に送られ、ロック
を解除するような制御信号を出力し、自動的にＩＣカード２のロックを解除できる。使用
者は、自分の担当以外のＩＣカードリード、ライト装置１は、使うことが出来ない。
【００６２】
まず、図１６のＩＣカードのロック方法について説明する。１８ＩＣカード取り出しスイ
ッチにより、ＩＣカード２をＩＣカードリード、ライト装置１より取り出そうとする。Ｉ
Ｃカード取り出しスイッチ１８が動作すると、乱数発生部１２２により乱数が発生する。
この乱数は、メモリ部１４にＩＣカードのＩＤとして記憶され、同時にＩＣカード２のＩ
Ｄとして、データ入出力部１５３を介し、ＩＣカード２のメモリ部２３に１ＩＣカード２
３のＩＤとして、記憶される。その後、ＩＣカードロック制御部により、制御部１１、デ
ータ信号入出力部１５３を介し、ＣＰＵ部２２に送られ、ＩＣカード２をロックする。
【００６３】
図１７は、図１６に対応したロック解除方法を示す。ＩＣカード２をＩＣリード、ライト
装置１に装着し、入力部１３より、使用者のＩＤ１３１を入力する。メモリ部１４に記憶
されたＩＣカードリード、ライト装置１のＩＤを照合部１２１で照合する。照合できたら
、ＩＣカードリード、ライト装置１ロック解除部１１４を介し、制御部１１により、ＩＣ
カードリード、ライト装置１のロックが解除される。同時に、ＩＣカードのＩＤ１４３を
メモリ部１４より取り出し、制御部１１、データ信号入出力部１５３を介し、ＩＣカード
２に送られる。照合部３３５により、メモリ部２３のＩＣカードのＩＤ２３１と、ＩＣカ
ードリード、ライト装置１より、送られてきたＩＣカードのＩＤ１４３を照合する。ＩＤ
が一致した後、ＩＣカードロック解除部２６により、ロックを解除する制御信号を出力し
、ＣＰＵ部２２を介し、自動的にＩＣカード２のロックを解除できる。
【００６４】
さらに、ＩＣカードリード、ライト装置使用者（レジ担当者）の不正を防止し、使い勝手
の良い方法を、図１８、図１９に示す。ＩＣカードは、複数の鍵（暗証番号）を有してお
り、優先順位の高い管理者の暗証番号により、ＩＣカードの第１のロックが解除され、乱
数ＩＤが消去され、レジ担当者のＩＤが使えるようになる。レジ担当者のＩＤで第２のロ
ックが解除され、ＩＣカードが使えるようにする。これにより、安全性、使い勝手が向上
する。
【００６５】
図１８にＩＣカードロック方法を示す。ＩＣカードをＩＣカードリード、ライト装置より
、引き抜いたときに、乱数がＩＣカードのＩＤに入り、ＩＣカードがロックされる（図１
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４と同様）。ＩＣカードは、乱数ＩＤ以外に、管理者ＩＤ（最も優先順位が高い）、使用
者ＩＤを持つ。これらの複数のＩＤは、優先順位を持ち、管理者ＩＤ、乱数ＩＤ、使用者
ＩＤの順に優先順位が高い。
【００６６】
図１９に図１８に対応するＩＣカードロック解除方法を示す。管理者 をＩＣカ
ードリード、ライト装置１の入力部１３より入力する。管理者ＩＤが、照合された場合、
乱数によって作られたＩＣカードＩＤ２３１を、メモリに記憶された使用者（レジ担当者
）ＩＤに書き換える。使用者（レジ担当者）は、自分のＩＤでＩＣカードをロック解除す
ることができる。この様な構成にすると、安全性が高く、使い勝手が良い。
【００６７】
１回で支払う入金金額より大きい金額の払い出しができないようにする不正防止装置を以
下に示す。
ＩＣカードを使う電子財布システムにおいて、ＩＣカードからレジ（ＩＣカードリード、
ライト装置）に１回で支払う入金金額より大きい金額の払い戻しができない。また、現金
情報をＩＣカードでレジに支払わないと払い戻しができない。ＩＣカードをレジに装着し
てから、ＩＣカードをレジより引き抜くまでが、１回の取引と考える。これにより、１つ
のレジを、複数の担当者で受け持つ場合、レジ担当者が、自分の担当するレジから、自分
のＩＣカードに現金情報をいれるような不正を防止できる。また、レジ（ＩＣカードリー
ド、ライト装置）に入金途中に、ＩＣカードに払い戻しができる。
【００６８】
図２０に実施例のブロック図を示す。１はＩＣカードリード、ライト装置、１３はキ－ボ
－ド、バ－コ－ドリ－ダ等の入力部、１１は制御部、１４はＩＣカ－ドリ－ド、ライト装
置の第１のメモリ部で、入金額を一時的に格納する。１５はＩＣカ－ドとのデ－タのやり
取り等を行なうインタ－フェイス部、１１５はＩＣカード装着検知部、１０００はリセッ
ト信号発生部１０００、１００２は出金金額が入力金額以下であることを比較する比較部
、１４００はＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置の第２のメモリ部であり、入金履歴１４０５
、出金履歴１４０６、現金情報１４０７を格納する。制御部１１は、入力部１３、メモリ
部１４、１４００、インタ－フェイス部１５、入金出金比較部１００２を制御する。
２はＩＣカ－ド、２１はＲＯＭ、２２はＣＰＵ、２３はメモリ部であり、入金履歴２３５
、出金履歴２３６、現金情報２３７を格納する。２４はＩＣカ－ドリ－ドライト装置との
デ－タのやり取り等を行なうインタ－フェイス部を示す。
【００６９】
ＩＣカ－ド２にＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置１より現金を払い戻す場合の、現金情報の
流れを説明する。
まず、ＩＣカ－ド２をＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置１に装着する。装着検知部１１５で
、検知し、リセット信号発生部１０００で、リセット信号を発生する。リセット信号は、
ＩＣカードが装着されるごとに発生し、入金出金比較部１００２、メモリ部１４を初期状
態にする。
【００７０】
次に、ＩＣカ－ド２からＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置１に払戻し額を入金する。入力部
１３より入金金額を入力すと、制御部１１により、ＩＣカ－ド２のメモリ部２３から入金
額がインタ－フェイス部２４、２５を介し、メモリ部１４に一時的に蓄えられる。次に、
ＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置１からＩＣカ－ド２に出金する。入力部１３より出金金額
を入力すると、比較部１００２で出金金額１３５が入力金額１４５以下であるかを比較す
る。出金金額１３５が入力金額１４５以下であれば、制御部１１により、入金額１４５が
、メモリ部１４００に渡され、また、メモリ部１４００より、ＩＣカ－ド２のメモリ部２
３に現金情報が出金される。これにより、メモリ部１４００、２３の現金情報及び入金出
金履歴が書き替えられ、ＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置１から、ＩＣカ－ド２に現金情報
の払戻しができる。また、不正な現金情報の抜取りを、防止できる。
【００７１】
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図２１は、図２０のＩＣカ－ドリ－ド、ライト装置１の現金情報を格納するメモリ部１４
００が、ＩＣカ－ド５にある場合の実施例を示す。動作は、図１９と同様である。ＩＣカ
－ドリ－ド、ライト装置１より、現金情報を格納したＩＣカ－ド５を取りだすことが出来
る。これにより、小売店と銀行との安価なオフラインシステムが実現できる。
【００７２】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、安全性の高い、使い勝手の良い電子財布システムとなる
。
ＩＣカードリード、ライト装置から、ＩＣカードがぬかれたときに、人手を介さずにＩＣ
カードをロック状態にすることができるため、安全性の高い電子財布システムを実現でき
る。
また、ＩＣカードリード、ライト装置に、ＩＣカードを装着した場合に、ＩＣカードリー
ド、ライト装置より、またはＩＣカード自身から、ＩＣカードのロックを解除するような
制御信号を出力し、自動的にＩＣカードのロックを解除できるため、使い勝手のよい電子
財布システムが実現できる。
【００７３】
本発明のようなＩＣカードＰＯＳシステムにおいて、レジ担当者は、担当のレジしか使用
できないため、ＩＣカードから現金情報を抜き取るような不正を防止することができる。
一方、ＩＣカードは、複数のＩＤを持つ。管理者は、複数のレジを使うことができるため
、使い勝手が良い。
ＩＣカードをレジより、抜き取った場合、ＩＣカードのＩＤが乱数で作られるため、安全
性が高くなる。この場合、ＩＣカードの乱数ＩＤを記憶したレジでないと、ＩＣカードの
ロックを解除できない。一方、管理者は、乱数ＩＤを持ったＩＣカードでも、自分のＩＤ
でロック解除できるため、使い勝手が良い。
【００７４】
ＩＣカードを使うＰＯＳシステムにおいて、ＩＣカードからレジに１回で支払う入金金額
より大きい金額の払い出しができない。また、現金情報をＩＣカードでレジに支払わない
と払い戻しができない。ＩＣカードをレジに装着してから、ＩＣカードをレジより引き抜
くまでが、１回の取引と考える。これにより、１つのレジを、複数の担当者で受け持つ場
合、レジ担当者が、自分の担当するレジから、自分のＩＣカードに現金情報をいれるよう
な不正を防止できる。
また、レジ、ＩＣカードの入金履歴を照合することにより、時間が経ってからの取引を白
紙に戻せる。これにより、使い勝手が良くなる。
また、上記のような安全性が高いＰＯＳシステムでは、レジ担当者が必要なくなり、無人
ＰＯＳシステムも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による電子財布システム（ＩＣカードリード、ライト装置にＩＣカードを
ロックする機能を有する）の一実施例を示すブロック図。
【図２】図１の電子財布システムに対応する、ＩＣカードロック解除の一実施例を示すブ
ロック図。
【図３】図１の電子財布システムに対応する、ＩＣカードロック解除の一実施例を示すブ
ロック図。
【図４】図１の電子財布システムに対応する、ＩＣカードロック解除の一実施例を示すブ
ロック図。
【図５】本発明による電子財布システム（ＩＣカードにロックする機能を有する）の一実
施例を示すブロック図。
【図６】図５に示した電子財布システムのタイミングチャート。
【図７】本発明による非接触型ＩＣカードの電子財布システムの一実施例を示すブロック
図。
【図８】本発明による非接触型バッテリ内臓ＩＣカードの電子財布システムの一実施例を
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示すブロック図。
【図９】本発明による電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図１０】本発明による電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図１１】本発明による電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図１２】本発明による電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図１３】本発明による電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図１４】本発明による電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図１５】図１４に対応する本発明による電子財布システムの一実施例を示すブロック図
。
【図１６】本発明による電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図１７】図１６に対応する電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図１８】本発明による電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図１９】図１８に対応する電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図２０】ＩＣカードリード、ライト装置に入力された入力金額以上の払い戻しができな
い場合の電子財布システムの一実施例を示すブロック図。
【図２１】ＩＣカードに入力された入力金額以上の払い戻しができない場合の電子財布シ
ステムの一実施例を示すブロック図。
【符号の説明】
１　ＩＣカードリード、ライト装置
２　ＩＣカード
３　ネットワーク
４　ホストコンピュータ
１１　制御部
１２　表示部
１３　入力部
１４　メモリ部
１５　インターフェース部
１６　各種端末機器
１７　ＩＣカードロック信号発生部
１８　ＩＣカード取り出しボタン
１９　ＩＣカード装着制御部
１１２　電源電圧検知部
１１３　データ退避信号発生部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

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

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】
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