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(57)【要約】
【課題】　個人情報の交換を行ったユーザや、日時、場
所等を想起させ易くする。
【解決手段】　各携帯電話機１，２の間において、近距
離無線通信ユニット２２を介して簡略的な個人情報を入
力したホワイトカード情報の交換がなされると、携帯電
話機１（及び携帯電話機２）の制御部２４は、所定時間
内に受信した交換相手のホワイトカード情報を自動的に
グループ化して表示部１３に表示する。これにより、ホ
ワイトカード情報を交換したユーザをグループ単位で把
握可能となるため、該ホワイトカード情報の交換を行っ
た各ユーザの特定を容易化することができるうえ、交換
日時や交換場所も想起させ易くすることができ、該交換
日時や該交換場所の特定も容易化することができる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近距離無線通信を行うための近距離無線通信手段と、
　簡易的な個人情報である簡易個人情報と、当該簡易個人情報に付加され、受信した機器
上で表示が禁止された連絡先情報とが記憶された個人情報記憶手段と、
　個人情報の交換時において、上記個人情報記憶手段に記憶されている上記簡易個人情報
及び上記連絡先情報を送信するように上記近距離無線通信手段を送信制御すると共に、交
換相手の簡易個人情報及び連絡先情報を受信するように上記近距離無線通信手段を受信制
御する送受信制御手段と、
　個人情報の交換時において、上記近距離無線通信手段を介して所定時間内に受信した上
記交換相手の上記簡易個人情報及び上記連絡先情報をグループ化して記憶手段に登録する
自動グループ化登録手段と、
　上記自動グループ化登録手段により上記記憶手段に登録されたグループの簡易個人情報
及び連絡先情報のうち、該簡易個人情報のみを表示手段に表示制御する表示制御手段と
　を有する携帯端末装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯端末装置であって、
　上記個人情報記憶手段には、上記簡易個人情報及び上記連絡先情報と共に、詳細な個人
情報である詳細個人情報が記憶されており、
　無線基地局を介した無線通信を行うための無線通信手段と、
　上記表示手段に表示した上記グループの簡易個人情報のうち、所望の簡易個人情報が選
択され、上記詳細個人情報の送信が指示された際に、当該選択された簡易個人情報に付加
されている上記連絡先情報で示される連絡先に、上記個人情報記憶手段に記憶されている
上記詳細個人情報を送信するように上記無線通信手段を通信制御する通信制御手段と
　を有することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯端末装置であって、
　上記個人情報記憶手段に記憶されている当該携帯端末装置のユーザの連絡先情報、及び
上記交換相手の連絡先情報は、所定のネットワーク上のサーバ装置から各ユーザ毎に付与
されたユーザ識別番号、該サーバ装置のＵＲＬ情報（URL：Uniform Resource Locator）
、及び該サーバ装置のデータベースにユーザ識別番号に関連付けされて登録されている電
子メールアドレスを有し、
　上記通信制御手段は、上記無線通信手段を介して上記詳細個人情報を送信する際に、上
記ＵＲＬ情報に基づいて上記サーバ装置にアクセスし、上記交換相手のユーザ識別番号、
当該携帯端末装置のユーザのユーザ識別番号及び上記詳細個人情報を該サーバ装置に送信
することで、上記サーバ装置が、上記各ユーザ識別情報に基づいてユーザ認証を行った後
、上記交換相手のユーザ識別番号に基づいて、上記データベースに登録されている該交換
相手の電子メールアドレスを検出し、この電子メールアドレス宛に上記詳細個人情報を送
信すること
　を特徴とする携帯端末装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のうち、いずれか一項に記載の携帯端末装置であって、
　少なくとも上記交換相手の簡易個人情報には、当該簡易個人情報の表示許可期間を示す
有効期限情報が付加されており、
　現在時刻をカウントする計時手段と、
　上記計時手段でカウントされる現在時刻が、上記有効期限情報で示される有効期限を経
過した際に、当該有効期限情報が付加されている簡易個人情報を消去するように上記記憶
手段を消去制御する消去制御手段と
　を有することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項５】
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　個人情報の交換時において、簡易的な個人情報である簡易個人情報と、当該簡易個人情
報に付加され、受信した機器上で表示が禁止された連絡先情報とが記憶された個人情報記
憶手段から該簡易個人情報及び該連絡先情報を送信するように近距離無線通信手段を送信
制御すると共に、交換相手の簡易個人情報及び連絡先情報を受信するように上記近距離無
線通信手段を受信制御する送受信制御手段としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記送受信制御手段として機能させることで、上記近距離無線通信手段
を介して所定時間内に受信した上記交換相手の上記簡易個人情報及び上記連絡先情報をグ
ループ化して記憶手段に登録する自動グループ化登録手段としてコンピュータを機能させ
、
　コンピュータを上記自動グループ化登録手段として機能させることで上記記憶手段に登
録されたグループの簡易個人情報及び連絡先情報のうち、該簡易個人情報のみを表示手段
に表示制御する表示制御手段としてコンピュータを機能させること
　を特徴とする個人情報交換プログラム。
【請求項６】
　請求項５に記載の個人情報交換プログラムであって、
　上記個人情報記憶手段には、上記簡易個人情報及び上記連絡先情報と共に、詳細な個人
情報である詳細個人情報が記憶されており、
　上記表示手段に表示した上記グループの簡易個人情報のうち、所望の簡易個人情報が選
択され、上記詳細個人情報の送信が指示された際に、当該選択された簡易個人情報に付加
されている上記連絡先情報で示される連絡先に、上記個人情報記憶手段に記憶されている
上記詳細個人情報を送信するように、無線基地局を介した無線通信を行う無線通信手段を
通信制御する通信制御手段としてコンピュータを機能させること
　を特徴とする個人情報交換プログラム。
【請求項７】
　請求項６に記載の個人情報交換プログラムであって、
　上記個人情報記憶手段に記憶されている連絡先情報、及び上記交換相手の連絡先情報は
、所定のネットワーク上のサーバ装置から各ユーザ毎に付与されたユーザ識別番号、該サ
ーバ装置のＵＲＬ情報（URL：Uniform Resource Locator）、及び該サーバ装置のデータ
ベースにユーザ識別番号に関連付けされて登録されている電子メールアドレスを有し、
　上記通信制御手段としてコンピュータを機能させる際に、上記ＵＲＬ情報に基づいて上
記サーバ装置にアクセスし、上記交換相手のユーザ識別番号、当該携帯端末装置のユーザ
のユーザ識別番号及び上記詳細個人情報を該サーバ装置に送信するように上記無線通信手
段を通信制御する通信制御手段としてコンピュータを機能させること
　を特徴とする個人情報交換プログラム。
【請求項８】
　請求項５から請求項７のうち、いずれか一項に記載の個人情報交換プログラムであって
、
　少なくとも上記交換相手の簡易個人情報には、当該簡易個人情報の表示許可期間を示す
有効期限情報が付加されており、
　計時手段でカウントされる現在時刻が、上記有効期限情報で示される有効期限を経過し
た際に、当該有効期限情報が付加されている簡易個人情報を消去するように上記記憶手段
を消去制御する消去制御手段としてコンピュータを機能させること
　を特徴とする個人情報交換プログラム。
【請求項９】
　個人情報の交換時において、送受信制御手段が、簡易的な個人情報である簡易個人情報
と、当該簡易個人情報に付加され、受信した機器上で表示が禁止された連絡先情報とが記
憶された個人情報記憶手段から該簡易個人情報及び該連絡先情報を送信するように近距離
無線通信手段を送信制御すると共に、交換相手の簡易個人情報及び連絡先情報を受信する
ように上記近距離無線通信手段を受信制御するステップと、
　上記ステップで上記近距離無線通信手段を介して所定時間内に受信した上記交換相手の
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上記簡易個人情報及び上記連絡先情報を、自動グループ化登録手段がグループ化して記憶
手段に登録するステップと、
　表示制御手段が、上記ステップで上記記憶手段に登録されたグループの簡易個人情報及
び連絡先情報のうち、該簡易個人情報のみを表示手段に表示制御するステップと
　を有する個人情報交換方法。
【請求項１０】
　近距離無線通信を行うための近距離無線通信手段と、
　無線基地局を介した無線通信を行うための無線通信手段と、
　簡易的な個人情報である簡易個人情報と、所定のネットワーク上のサーバ装置から各ユ
ーザ毎に付与されたユーザ識別番号、該サーバ装置のＵＲＬ情報（URL：Uniform Resourc
e Locator）、及び該サーバ装置のデータベースにユーザ識別番号に関連付けされて登録
されている電子メールアドレスを備え、上記簡易個人情報に付加されると共に、受信した
機器上で表示が禁止された連絡先情報と、詳細な個人情報である詳細個人情報とが記憶さ
れた個人情報記憶手段と、
　個人情報の交換時において、上記個人情報記憶手段に記憶されている上記簡易個人情報
及び上記連絡先情報を送信するように上記近距離無線通信手段を送信制御すると共に、交
換相手の簡易個人情報及び連絡先情報を受信するように上記近距離無線通信手段を受信制
御する送受信制御手段と、
　個人情報の交換時において、上記近距離無線通信手段を介して所定時間内に受信した上
記交換相手の上記簡易個人情報及び上記連絡先情報をグループ化して記憶手段に登録する
自動グループ化登録手段と、
　上記自動グループ化登録手段により上記記憶手段に登録されたグループの簡易個人情報
及び連絡先情報のうち、該簡易個人情報のみを表示手段に表示制御する表示制御手段と、
　上記表示手段に表示した上記グループの簡易個人情報のうち、所望の簡易個人情報が選
択され、上記詳細個人情報の送信が指示された際に、当該選択された簡易個人情報に付加
されている上記連絡先情報の上記ＵＲＬ情報に基づいて上記サーバ装置にアクセスし、上
記交換相手のユーザ識別番号、当該携帯端末装置のユーザのユーザ識別番号及び上記詳細
個人情報を該サーバ装置に送信するように上記無線通信手段を通信制御する通信制御手段
と
　を備えた携帯端末装置と、
　上記携帯端末装置に対してユーザ識別番号を発行して配信するユーザ識別番号発行手段
と、
　上記ユーザ識別番号発行手段で発行した各ユーザ識別番号に関連付けされた、該各ユー
ザの電子メールアドレスが登録されているデータベースと、
　上記携帯端末装置から、上記交換相手のユーザ識別番号、当該携帯端末装置のユーザの
ユーザ識別番号及び上記詳細個人情報を受信した際に、該携帯端末装置のユーザのユーザ
識別番号に基づいて上記データベースを参照することでユーザ認証を行うユーザ認証手段
と、
　上記ユーザ認証手段により、上記携帯端末装置のユーザが正規のユーザとしてユーザ認
証された際に、上記交換相手のユーザ識別番号に基づいて、上記データベースに登録され
ている該交換相手の電子メールアドレスを検出し、この電子メールアドレス宛に上記携帯
端末装置のユーザの上記詳細個人情報を送信する転送手段と
　を備えたサーバ装置と
　を有する個人情報交換システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば赤外線通信機能、ブルートゥース機能（Bluetooth：登録商標）、無
線ＬＡＮ機能（LAN：Local Area Network）、或いは非接触ICカード機能等の近距離無線
通信機能を備えると共に、無線基地局を介して無線通信を行う無線通信機能を備えた携帯
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電話機、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）、ＰＤＡ装置（PDA：Person
al Digital Assistant）、携帯ゲーム機、ノート型のパーソナルコンピュータ装置等の携
帯機器に適用して好適な携帯端末装置、個人情報交換プログラム、個人情報交換方法、及
び個人情報の段階的な交換を可能とする個人情報交換システムに関する。特には、所定時
間内に交換を行った各ユーザの個人情報を自動的にグループ化して登録することで、後日
、個人情報の交換を行った上記グループのメンバーを容易に確認可能とした携帯端末装置
、個人情報交換プログラム、個人情報交換方法、及び個人情報交換システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００１－３３３４５１号の公開特許公報（特許文献１）に、近距離無線通信と広
域網無線通信とを組合せて通信相手の情報確認と段階的な個人情報の転送を行なう端末間
コミュニケーションサービスシステムが開示されている。
【０００３】
　この端末間コミュニケーションサービスシステムの場合、第１の携帯端末と第２の携帯
端末とがそれぞれ所定範囲内に位置すると、使用者にわからないように各携帯端末間にお
いて、近距離無線通信部を介してユーザの性別、年齢、条件等の必要最低限のデータと共
にアクセスコード及びアクセスパスワードを互いに交換する。
【０００４】
　次に、このように必要最低限のデータを交換した第１の携帯端末のユーザが、第２の携
帯端末のユーザの詳細な個人情報を知りたい場合、該第１の携帯端末のユーザＩＤ及びパ
スワードと共に、上記交換により第２の携帯端末から受信したアクセスコード及びアクセ
スパスワードを、広域網無線通信部を介してサーバに送信する。サーバは、第１の携帯端
末から受信したユーザＩＤ及びパスワードに基づいてユーザ認証を行い、正規のユーザと
して認証すると、上記第２の携帯端末のユーザの詳細な個人情報の送信の是非を問うメッ
セージを該第２の携帯端末に送信する。そして、サーバは、この第２の携帯端末より詳細
な個人情報の送信を許可する返信があった場合に、該第２の携帯端末のユーザの詳細な個
人情報を、上記第１の携帯端末に送信する。これにより、最初に必要最低限のデータの交
換を行い、次に、送信許可があった場合のみ詳細な個人情報の交換を行う段階的な個人情
報の交換を可能とすることができる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３３３４５１号公報（第４頁～第５頁、図１、図８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上述の特許文献１に開示されている端末間コミュニケーションサービスシステ
ムの場合、最初に、近距離無線通信範囲内に位置する携帯端末同士で必要最低限のデータ
の交換を行うようになっている。このため、上記近距離無線通信範囲内に多数の携帯端末
が位置していた場合、多数の携帯端末間でデータ交換が行われることとなるため、各携帯
端末のユーザは、誰とデータ交換を行ったか認識困難となる問題がある。
【０００７】
　また、上述の特許文献１に開示されている端末間コミュニケーションサービスシステム
の場合、このようなデータ交換は、各携帯端末の使用者にわからないように行われるよう
になっている。このため、近距離無線通信範囲内に携帯端末同士が位置する毎に、このよ
うなデータ交換が行われることとなり、当該データ交換が行われた日時やデータ交換を行
った場所等が認識困難となる問題がある。
【０００８】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、個人情報の交換を行ったユーザや
場所、日時等を特定し易くすることができるような携帯端末装置、個人情報交換プログラ
ム、個人情報交換方法、及び個人情報交換システムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】



(6) JP 2009-147828 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

【０００９】
　本発明に係る携帯端末装置は、上述の課題を解決するための手段として、
　近距離無線通信を行うための近距離無線通信手段と、
　簡易的な個人情報である簡易個人情報と、当該簡易個人情報に付加され、受信した機器
上で表示が禁止された連絡先情報とが記憶された個人情報記憶手段と、
　個人情報の交換時において、上記個人情報記憶手段に記憶されている上記簡易個人情報
及び上記連絡先情報を送信するように上記近距離無線通信手段を送信制御すると共に、交
換相手の簡易個人情報及び連絡先情報を受信するように上記近距離無線通信手段を受信制
御する送受信制御手段と、
　個人情報の交換時において、上記近距離無線通信手段を介して所定時間内に受信した上
記交換相手の上記簡易個人情報及び上記連絡先情報をグループ化して記憶手段に登録する
自動グループ化登録手段と、
　上記自動グループ化登録手段により上記記憶手段に登録されたグループの簡易個人情報
及び連絡先情報のうち、該簡易個人情報のみを表示手段に表示制御する表示制御手段と
　を有する。
【００１０】
　また、本発明に係る個人情報交換プログラムは、上述の課題を解決するために、
　個人情報の交換時において、簡易的な個人情報である簡易個人情報と、当該簡易個人情
報に付加され、受信した機器上で表示が禁止された連絡先情報とが記憶された個人情報記
憶手段から該簡易個人情報及び該連絡先情報を送信するように近距離無線通信手段を送信
制御すると共に、交換相手の簡易個人情報及び連絡先情報を受信するように上記近距離無
線通信手段を受信制御する送受信制御手段としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記送受信制御手段として機能させることで、上記近距離無線通信手段
を介して所定時間内に受信した上記交換相手の上記簡易個人情報及び上記連絡先情報をグ
ループ化して記憶手段に登録する自動グループ化登録手段としてコンピュータを機能させ
、
　コンピュータを上記自動グループ化登録手段として機能させることで上記記憶手段に登
録されたグループの簡易個人情報及び連絡先情報のうち、該簡易個人情報のみを表示手段
に表示制御する表示制御手段としてコンピュータを機能させる。
【００１１】
　また、本発明に係る個人情報交換方法は、上述の課題を解決するための手段として、
　個人情報の交換時において、送受信制御手段が、簡易的な個人情報である簡易個人情報
と、当該簡易個人情報に付加され、受信した機器上で表示が禁止された連絡先情報とが記
憶された個人情報記憶手段から該簡易個人情報及び該連絡先情報を送信するように近距離
無線通信手段を送信制御すると共に、交換相手の簡易個人情報及び連絡先情報を受信する
ように上記近距離無線通信手段を受信制御するステップと、
　上記ステップで上記近距離無線通信手段を介して所定時間内に受信した上記交換相手の
上記簡易個人情報及び上記連絡先情報を、自動グループ化登録手段がグループ化して記憶
手段に登録するステップと、
　表示制御手段が、上記ステップで上記記憶手段に登録されたグループの簡易個人情報及
び連絡先情報のうち、該簡易個人情報のみを表示手段に表示制御するステップと
　を有する。
【００１２】
　また、本発明に係る個人情報交換システムは、上述の課題を解決するための手段として
、
　近距離無線通信を行うための近距離無線通信手段と、
　無線基地局を介した無線通信を行うための無線通信手段と、
　簡易的な個人情報である簡易個人情報と、所定のネットワーク上のサーバ装置から各ユ
ーザ毎に付与されたユーザ識別番号、該サーバ装置のＵＲＬ情報（URL：Uniform Resourc
e Locator）、及び該サーバ装置のデータベースにユーザ識別番号に関連付けされて登録
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されている電子メールアドレスを備え、上記簡易個人情報に付加されると共に、受信した
機器上で表示が禁止された連絡先情報と、詳細な個人情報である詳細個人情報とが記憶さ
れた個人情報記憶手段と、
　個人情報の交換時において、上記個人情報記憶手段に記憶されている上記簡易個人情報
及び上記連絡先情報を送信するように上記近距離無線通信手段を送信制御すると共に、交
換相手の簡易個人情報及び連絡先情報を受信するように上記近距離無線通信手段を受信制
御する送受信制御手段と、
　個人情報の交換時において、上記近距離無線通信手段を介して所定時間内に受信した上
記交換相手の上記簡易個人情報及び上記連絡先情報をグループ化して記憶手段に登録する
自動グループ化登録手段と、
　上記自動グループ化登録手段により上記記憶手段に登録されたグループの簡易個人情報
及び連絡先情報のうち、該簡易個人情報のみを表示手段に表示制御する表示制御手段と、
　上記表示手段に表示した上記グループの簡易個人情報のうち、所望の簡易個人情報が選
択され、上記詳細個人情報の送信が指示された際に、当該選択された簡易個人情報に付加
されている上記連絡先情報の上記ＵＲＬ情報に基づいて上記サーバ装置にアクセスし、上
記交換相手のユーザ識別番号、当該携帯端末装置のユーザのユーザ識別番号及び上記詳細
個人情報を該サーバ装置に送信するように上記無線通信手段を通信制御する通信制御手段
と
　を備えた携帯端末装置と、
　上記携帯端末装置に対してユーザ識別番号を発行して配信するユーザ識別番号発行手段
と、
　上記ユーザ識別番号発行手段で発行した各ユーザ識別番号に関連付けされた、該各ユー
ザの電子メールアドレスが登録されているデータベースと、
　上記携帯端末装置から、上記交換相手のユーザ識別番号、当該携帯端末装置のユーザの
ユーザ識別番号及び上記詳細個人情報を受信した際に、該携帯端末装置のユーザのユーザ
識別番号に基づいて上記データベースを参照することでユーザ認証を行うユーザ認証手段
と、
　上記ユーザ認証手段により、上記携帯端末装置のユーザが正規のユーザとしてユーザ認
証された際に、上記交換相手のユーザ識別番号に基づいて、上記データベースに登録され
ている該交換相手の電子メールアドレスを検出し、この電子メールアドレス宛に上記携帯
端末装置のユーザの上記詳細個人情報を送信する転送手段と
　を備えたサーバ装置と
　を有する。
【００１３】
　このような本発明は、近距離無線通信手段を介して所定時間内に受信した交換相手の簡
易個人情報及び連絡先情報を、自動的にグループ化して表示手段に表示する。これにより
、簡易個人情報の交換をグループ単位で把握可能となるため、該簡易個人情報の交換を行
った各ユーザの特定を容易とすることができる。また、簡易個人情報の交換をグループ単
位で把握可能とすることで、交換日時や交換場所も想起させ易くすることができ、該交換
日時や該交換場所の特定も容易とすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、近距離無線通信手段を介して所定時間内に受信した交換相手の簡易個人情報
及び連絡先情報を、自動的にグループ化して表示手段に表示することで、交換した簡易個
人情報をグループ単位で把握可能とし、該簡易個人情報の交換を行った各ユーザや、交換
日時や交換場所の特定を容易化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明は、携帯電話機同士で個人情報の交換を段階的に行う個人情報交換システムに適
用することができる。
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【００１６】
［個人情報交換システムの構成］
　この本発明を適用した実施の形態となる個人情報交換システムは、図１に示すように個
人情報の段階的な交換を行う第１の携帯電話機１及び第２の携帯電話機２と、各ユーザに
対するユーザ識別番号（ユーザＩＤ）の発行及び管理や詳細個人情報の転送等を行うサー
バ装置３とを有している。
【００１７】
　サーバ装置３は、各ユーザに対してユーザ識別番号（ユーザＩＤ）を発行するＩＤ発行
部４と、各携帯電話機１，２との間で通信を行うための通信部５と、各ユーザからのショ
ートメッセージや電子メールを保管するメッセージデータベース６（メッセージＤＢ）と
、各ユーザに発行したユーザＩＤや、該各ユーザＩＤに関連付けられた該各ユーザの電子
メールアドレス等が記憶されたＩＤ管理ＤＢ７と、当該サーバ装置３全体の動作を制御す
る制御部８とを有している。
【００１８】
　各携帯電話機１，２とサーバ装置３とは、当該携帯電話機の無線基地局９やコミュニケ
ーションネットワーク、インターネット等のネットワーク１０を介して相互に接続されて
いる。なお、この例では、説明を簡略化して理解容易とするために第１の携帯電話機１及
び第２の携帯電話機２との間で個人情報の交換を行うものとして説明を進めるが、３つ以
上の携帯電話機の間で個人情報の交換を行うようにしてもよい。この場合も機能や動作は
同様であるため、以下の説明を参照されたい。
【００１９】
〔携帯電話機の構成〕
　携帯電話機１及び携帯電話機２は、図２に示すように無線基地局９との間で音声通話、
テレビ電話通話、電子メール、ショートメッセージ、Ｗｅｂデータ（Web：World Wide We
b）等の無線通信を行うアンテナ１１及び通信回路１２と、操作メニュー、電子メール、
画像（静止画像及び動画像）や交換した個人情報等を表示するための表示部１３と、所望
のメニューの選択操作や個人情報の入力、表示、送信操作等を行うための操作部１４と、
受話音声等を出力するためのスピーカ部１５と、送話音声等を集音するためのマイクロホ
ン部１６と、所望の被写体の静止画像や動画像を撮像するためのカメラ装置１７と、発着
信等を光でユーザに通知するための発光部１８（LED：Light Emitting Diode）とを有し
ている。
【００２０】
　また、各携帯電話機１，２は、筐体を振動させて発着信等をユーザに通知するためのバ
イブレーションユニット１９と、時刻をカウントするタイマ２０と、例えば数センチメー
トル～数十センチメートルの通信距離で非接触無線通信を行うための非接触無線通信アン
テナ２１及び非接触無線通信ユニット２２と、無線基地局４を介した無線通信処理を行う
ためのコミュニケーションプログラムや各種アプリケーションプログラムの他、これら各
アプリケーションプログラムで取り扱われる各種データ（コンテンツ）等が記憶されたメ
モリ２３と、携帯電話機全体の動作を制御する制御部２４とを有している。
【００２１】
　メモリ２３には、上記コミュニケーションプログラムの他、個人情報の交換を可能とす
る個人情報交換プログラムと、電子メールの作成や送受信を制御するための電子メール管
理プログラムと、カメラ部１７の撮像制御を行うカメラ制御プログラムと、ユーザのスケ
ジュールが登録されたスケジュール帳の管理を行うためのスケジュール帳管理プログラム
と、電話帳の管理を行うための電話帳管理プログラムと、音楽コンテンツの再生を行うた
めの音楽プレーヤプログラムと、コミュニケーションネットワークやインターネット等の
所定のネットワーク５上に設けられたサーバ装置３との間で通信を行うためのＷｅｂブラ
ウジングプログラムとが記憶されている。
【００２２】
　また、メモリ２３には、ユーザの所望のスケジュールが登録されるスケジュール帳と、
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ユーザの知人や友人等のユーザ名、静止画像（顔写真等）、住所、電話番号、電子メール
アドレス、生年月日等が登録された電話帳と、音楽プレーヤプログラムに基づいて再生さ
れる音楽コンテンツと、カメラ制御プログラムのビューワ機能に基づいて再生される静止
画像コンテンツ及び動画像コンテンツと、送受信された電子メールコンテンツと、電話及
び電子メールの発着信履歴と、個人情報の交換を行った各ユーザの個人情報（カード情報
）と、個人情報の交換を行った各ユーザのユーザ名や連絡先情報が登録された宛先リスト
等が記憶されている。
【００２３】
　この実施の形態の個人情報交換システムでは、個人情報の交換を行う場合、まず、簡易
的な個人情報が記録されたホワイトカード情報の交換を行い、ユーザ同士の信頼関係が構
築された段階で、詳細な個人情報が記録されたピンクカード情報の交換を行うようになっ
ている。また、所定時間内に交換を行った各ホワイトカードの各ユーザは自動的にグルー
プ化されるようになっている。制御部２４は、グループ化した各ユーザのホワイトカード
情報をまとめたブルーカード情報を形成し、このブルーカード情報に基づいて各グループ
の管理を行うようになっている。メモリ２３には、このようなホワイトカード情報、ピン
クカード情報、及びブルーカード情報が、上記カード情報として記憶されている。
【００２４】
　また、簡易的な個人情報が記録された各ホワイトカードには、当該ホワイトカードの送
信元となるユーザの連絡先情報が付されている。このホワイトカード情報に付加された連
絡先情報は、携帯電話機等の機器上での表示が禁止された情報となっている。すなわち、
ホワイトカード情報に付加されている連絡先情報は、個人情報の交換により当該ホワイト
カード情報を取得したユーザ等の第三者に対して隠蔽された情報となっている。メモリ２
３の宛先リストには、ホワイトカード情報等の交換を行った各ユーザのユーザ名や連絡先
情報等が登録されるのであるが、制御部２４は、静止画像この宛先リストを表示部１３に
表示した場合でも上記連絡先情報の表示は行わないようになっている。
【００２５】
　この連絡先情報としては、例えば電話番号、電子メールアドレス等を用いることができ
るが、当該実施の形態の個人情報交換システムの場合、ホワイトカード情報には、サーバ
装置３から各ユーザ（＝各携帯電話機）に対して発行されたユーザ識別情報（ユーザＩＤ
）が付加されている。後述するが、ホワイトカード情報を取得したユーザが、当該ホワイ
トカード情報の送信元となるユーザに対して連絡を取りたい場合、ショートメッセージの
作成を行う。制御部２４は、この作成されたショートメッセージに対して、上記ホワイト
カード情報の送信元となるユーザのユーザＩＤを、当該ショートメッセージを送信するユ
ーザから隠蔽したかたちで該ショートメッセージに付加して上記サーバ装置３に送信する
（ショートメッセージを作成したユーザから送信相手のユーザＩＤが見えないようにして
、該ショートメッセージを作成して上記サーバ装置に３に送信する。）。
【００２６】
　サーバ装置３は、このショートメッセージに隠蔽して付加されているユーザＩＤに基づ
いて、上記ホワイトカード情報の送信元となるユーザの電子メールアドレスを検出し、こ
の電子メールアドレス宛に上記ショートメッセージを送信する。これにより、ホワイトカ
ード情報の送信元となるユーザの連絡先情報を隠蔽したかたちで、該ホワイトカード情報
を受信したユーザから該ホワイトカード情報の送信元となるユーザに対して連絡を取るこ
とを可能としている。
【００２７】
　また、簡易的な個人情報が記録された各ホワイトカードには、当該ホワイトカードの有
効期限を付加することも可能となっている。後述するが、この有効期限付きのホワイトカ
ード情報を受信した携帯電話機の制御部は、現在時刻が、この受信したホワイトカード情
報に付加されている有効期限を経過した際に、当該受信したホワイトカード情報をメモリ
から自動的に削除するようになっている。
【００２８】
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［システム動作］
　次に、このような構成を有する当該実施の形態の個人情報交換システムにおけるシステ
ム動作を説明する。
【００２９】
〔ユーザ登録動作〕
　この個人情報交換システムを利用するユーザは、予めサーバ装置３に対してユーザ登録
を行う。具体的には、ユーザは、携帯電話機１（或いは、携帯電話機２）を介してサーバ
装置３にアクセスし、例えばユーザ名、所望のパスワード、電子メールアドレス等の必要
事項を送信する。サーバ装置３の制御部８は、この必要事項を受信すると、ＩＤ発行部４
を介してユーザＩＤを発行し、この発行したユーザＩＤを、当該ユーザの携帯電話機１か
ら送信されたユーザ名、パスワード、電子メールアドレス等に関連付けてＩＤ管理ＤＢ７
に登録制御する。また、サーバ装置３の制御部８は、この発行したユーザＩＤを、通信部
５を介して当該ユーザの携帯電話機１に送信する。
【００３０】
　携帯電話機１の制御部２４は、メモリ２３に記憶されている個人情報交換プログラムに
基づいて、このサーバ装置３で発行されたユーザＩＤを、上記サーバ装置３のＵＲＬ情報
（URL：Uniform Resource Locator）と共にメモリ２３に保存する。これにより、ユーザ
ＩＤを受信したユーザは、当該個人情報交換システムを利用することが可能となる。
【００３１】
　なお、この例では、当該個人情報交換システムを利用するユーザは、予めサーバ装置３
からユーザＩＤの発行を受けることとしたが、携帯電話機１（或いは、携帯電話機２）を
起動する毎い、制御部２４が、サーバ装置３からユーザＩＤの発行を受けるようにしても
よい。
【００３２】
〔ホワイトカードの作成動作〕
　次に、ユーザは、最初に個人情報の交換を行う際に当該交換相手の携帯電話機に送信す
る簡易的な個人情報を入力したホワイトカードの作成を行う。図３（ａ）～図３（ｌ）に
このホワイトカードの作成時における表示画面の推移を示す。携帯電話機１（或いは携帯
電話機２）の制御部２４は、ホワイトカードの作成がなされていない場合、ユーザにより
個人情報交換プログラムの起動操作がなされたタイミングで、図３（ａ）及び図３（ｂ）
に示す表示画面を介して、例えば図３（ｃ）に示すように「ホワイトカードを作成してく
ださい」等のホワイトカードの作成を促すメッセージを表示した表示画面を表示部１３に
表示制御する。このメッセージに応答してユーザがホワイトカードの作成指示操作を行う
と、制御部２４は、個人情報交換プログラムに基づく機能の一つである、図１に示すカー
ド作成機能３１に基づいて、図３（ｄ）に示すようにユーザ名（ニックネーム）、コメン
ト、写真、及び有効期限の入力画面を表示部１３に表示制御する。
【００３３】
　ユーザにより、ユーザ名（ニックネーム）の入力指示操作がなされると、制御部２４は
、上記カード作成機能３１に基づいて、図３（ｅ）に示すようにユーザ名（ニックネーム
）の入力画面を表示部１３に表示制御する。ユーザが、この入力画面に対して所望のユー
ザ名を入力し仮登録操作を行うと、制御部２４は、このユーザにより入力されたユーザ名
（ニックネーム）をメモリ２３に一旦記憶する。
【００３４】
　また、図３（ｆ）に示すように、ユーザにより、コメントの入力指示操作がなされると
、制御部２４は、上記カード作成機能３１に基づいて、図３（ｇ）に示すようにコメント
の入力画面を表示部１３に表示制御する。ユーザが、この入力画面に対して、例えば「は
じめまして！　よろしくお願いします。」等の所望のコメントを入力し仮登録操作を行う
と、制御部２４は、このユーザにより入力されたコメントをメモリ２３に一旦記憶する。
【００３５】
　また、図３（ｈ）に示すように、ユーザにより、写真の入力指示操作がなされると、制
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御部２４は、上記カード作成機能３１に基づいて、図３（ｉ）に示すようにカメラ部１７
を起動して写真を撮像する「写真撮影メニュー」、既に撮影済みの写真の中から所望の写
真を選択する「アルバム選択メニュー」を表示部１３に表示制御する。ユーザにより「写
真撮影メニュー」が選択された場合、制御部２４は、カメラ部１７を起動制御してユーザ
に所望の写真の撮影を促す。そして、ユーザが所望の写真（静止画像）を撮影し仮登録操
作を行うと、制御部２４は、このカメラ部１７で撮影された静止画像をメモリ２３に一旦
記憶する。
【００３６】
　これに対して、ユーザにより「アルバム選択メニュー」が選択された場合、制御部２４
は、メモリ２３に記憶されている静止画像を表示部１３に表示制御する。そして、この表
示された静止画像の中から、ユーザが所望の静止画像選択し仮登録操作を行うと、制御部
２４は、このユーザにより選択された静止画像をメモリ２３に一旦記憶する。
【００３７】
　このホワイトカードは、簡略的な自己紹介用のカードであるため、多くの場合、上記「
写真撮影メニュー」で写真を撮影する場合には自分の顔写真を撮影し、また、上記「アル
バム選択メニュー」で所望の写真を選択する場合には、自分が写っている写真や自分のア
バタとなる静止画像を選択することなる。
【００３８】
　また、図３（ｋ）に示すように、ユーザにより、当該ホワイトカードの有効期限の入力
指示操作がなされると、制御部２４は、上記カード作成機能３１に基づいて、図３（ｌ）
に示すように有効期限の入力画面を表示部１３に表示制御する。ユーザが、この入力画面
に対して所望の有効期限を入力し仮登録操作を行うと、制御部２４は、このユーザにより
入力された有効期限をメモリ２３に一旦記憶する。
【００３９】
　次に、ユーザは、ユーザ名（ニックネーム）、所望のコメント、所望の写真、及び有効
期限の仮登録が終了すると、該ユーザ名（ニックネーム）、所望のコメント、所望の写真
、及び有効期限の保存操作を行う。制御部２４は、この保存操作がなされると、上記ユー
ザ名（ニックネーム）、所望のコメント、所望の写真、及び有効期限をホワイトカード情
報としてメモリ２３に記憶制御する。これにより、ユーザ名（ニックネーム）、所望のコ
メント、所望の写真、及び有効期限からなる簡易的な個人情報が登録されたホワイトカー
ドが作成されたこととなる。なお、この例では、ユーザ名（ニックネーム）、所望のコメ
ント、所望の写真、及び有効期限を登録することでホワイトカードを作成することとした
が、ユーザ名（ニックネーム）は必須入力項目として、他の入力項目である所望のコメン
ト、所望の写真、及び有効期限のうち、いずれか一つ或いは二つを登録してホワイトカー
ドを作成するようにしてもよい。
【００４０】
　次に、ホワイトカードは、上記ユーザ名（ニックネーム）、所望のコメント、所望の写
真、及び有効期限を登録することで作成されるのであるが、このホワイトカードに対して
、さらに個人情報を追加して付加（登録）することも可能となっている。具体的には、上
述のようにユーザ名（ニックネーム）、所望のコメント、所望の写真、及び有効期限の登
録操作がなされると、制御部２４は、これらをメモリ２３に記憶制御すると共に、図３（
ｊ）に示すような「ホワイトカードの編集メニュー」、「個人情報の追加メニュー」及び
「追加した個人情報の削除メニュー」を表示部１３に表示制御する。
【００４１】
　ユーザにより「ホワイトカードの編集メニュー」が選択された場合、制御部２４は、表
示部１３の表示画面を、図３（ｄ）に示すユーザ名等の入力画面に戻す。これにより、ユ
ーザは、この入力画面に基づいて、再度、ユーザ名等を入力し直す（＝編集）することと
なる。また、ユーザにより「追加した個人情報の削除メニュー」が選択された場合、制御
部２４は、以下に説明する追加した個人情報の削除を行う追加個人情報削除モードに移行
する。
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【００４２】
　これらに対して、ユーザにより「個人情報の追加メニュー」が選択された場合、制御部
２４は、図４（ａ）に示す上記各メニューの選択画面を介して、図４（ｂ）に示す個人情
報の追加メニューを表示部１３に表示制御する。一例ではあるが、制御部２４は、この追
加メニューとして、「お気に入りの曲の追加メニュー」、「お気に入りの写真の追加メニ
ュー」、「自分のブログやお気に入りのソーシャルネットワーキングサイト（SNS：Socia
l Networking Site）の追加メニュー」、後述する詳細な個人情報を入力した「ピンクカ
ードの作成メニュー」を表示部１３に表示制御する。
【００４３】
（お気に入りの曲の追加動作）
　ユーザにより、「お気に入りの曲の追加メニュー」が選択された場合、制御部２４は、
図４（ｃ）に示すようにお気に入りの曲を新たに選択する「曲の選択メニュー」と、既に
お気に入りの曲が選択されている場合には、この選択済みの音楽コンテンツの曲名を表示
部１３に表示制御する。なお、この図４（ｃ）は、曲名が曲Ａ及び曲Ｂの計２曲の音楽コ
ンテンツが、上記お気に入りの曲として選択済みの場合の表示例を示している。
【００４４】
　ユーザにより、お気に入りの曲を新たに選択する「曲の選択メニュー」が選択操作され
た場合、制御部２４は、図１に示す個人情報交換プログラムにおけるコンテンツ管理機能
３２に基づいて、図４（ｄ）に示す当該新たにお気に入りの曲として追加するアーティス
ト名、アルバム名及びトラック番号の入力画面を表示部１３に表示制御する。
【００４５】
　ユーザにより、アーティスト名、アルバム名及びトラック番号が入力されると、制御部
２４は、メモリ２３に記憶されている音楽コンテンツのうち、ユーザにより入力されたア
ーティスト名、アルバム名及びトラック番号に対応する音楽コンテンツのメタデータであ
るアーティスト名、アルバム名及び曲名を、図４（ｅ）に示すように表示部１３に表示制
御する。ユーザは、表示部１３に表示されたメタデータに基づいて、お気に入りの曲とし
て追加する音楽コンテンツを確認したうえで、操作部１４を介して当該音楽コンテンツの
追加操作を行う。この追加操作がなされると、制御部２４は、図４（ｃ）に示したように
、選択済みのお気に入りの曲の曲名に並べて、この新たに追加された音楽コンテンツの曲
名を表示部１３に表示制御する。
【００４６】
　ここで、このように曲名が並べて表示された音楽コンテンツのうち、ホワイトカード情
報に対して追加不要となる音楽コンテンツが存在する場合、ユーザは、図４（ｆ）に示す
ように、この不要な音楽コンテンツの曲名を、操作部１４を介して選択操作すると共に追
加取り消しの指示操作を行う。この追加取り消しの指示操作がなされると、制御部２４は
、図４（ｈ）に示すように、例えば「曲の追加を取り消しますか？」等の取り消しの確認
を行うメッセージを表示部１３に表示制御し、ユーザの意志を確認したうえで、上記並べ
て表示している音楽コンテンツの曲名のうち、ユーザにより取り消しが指示された曲名を
非表示制御する。なお、このような追加取り消し操作を行っても、メモリ２３に記憶され
ている音楽コンテンツが削除されるわけではなく、単に、ホワイトカード情報に対して、
上記追加取り消し操作に対応する音楽コンテンツのメタデータの追加が行われないという
だけである。
【００４７】
　また、追加取り消しを行う曲の詳細な情報を確認したうえで該追加取り消しを行いたい
場合、ユーザは、図４（ｆ）に示すように、この詳細な情報の確認を行う音楽コンテンツ
の曲名を、操作部１４を介して選択操作すると共に詳細情報の表示指示操作を行う。この
詳細情報の表示指示操作がなされると、制御部２４は、図４（ｇ）に示すように、ユーザ
により選択された曲名に対応する音楽コンテンツのアーティスト名、アルバム名、曲名、
アルバムジャケット等のメタデータを表示部１３に表示制御する。これにより、ユーザは
、音楽コンテンツの詳細を認識したうえで、上記追加の取り消しを行うことができる。
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【００４８】
　次に、ユーザは、このように新たな音楽コンテンツの追加操作や追加取り消し操作を行
うことで、表示部１３に所望の音楽コンテンツの曲名のみが表示された状態としたうえで
、操作部１４を介してホワイトカード情報に対する登録操作を行う。この登録操作がなさ
れると、制御部２４は、表示部１３に表示している曲名の音楽コンテンツに対応するアー
ティスト名、アルバム名、曲名、アルバムジャケット等のメタデータを、当該ユーザのお
気に入りの曲としてメモリ２３に登録されている上記ホワイトカード情報に追加して登録
する。これにより、登録済みのホワイトカード情報に対してお気に入りの曲を紹介する情
報を追加することができる。
【００４９】
（お気に入りの写真の追加動作）
　次に、ユーザにより、図５（ａ）及び図５（ｂ）に示すように「お気に入りの写真の追
加メニュー」が選択された場合、制御部２４は、図５（ｃ）に示すようにお気に入りの写
真を新たに選択する「写真の選択メニュー」と、既にお気に入りの写真が追加されている
場合には、この選択済みの写真の表題、拡張子及びサムネイル画像を表示部１３に表示制
御する。なお、この図５（ｃ）は、「ＤＣＳ００８」との表題で「ｊｐｇ形式」の静止画
像コンテンツが、上記お気に入りの写真として選択済みの場合の表示例を示している。
【００５０】
　ユーザにより、お気に入りの写真を新たに選択する「写真の選択メニュー」が選択操作
された場合、制御部２４は、図１に示す個人情報交換プログラムにおけるコンテンツ管理
機能３２に基づいて、図５（ｄ）に示すように静止画像コンテンツが記憶されているフォ
ルダのフォルダ名を表示部１３に表示制御する。なお、この図５（ｄ）は、静止画像コン
テンツが記憶されているフォルダのフォルダ名として、カメラ部１７で撮像された静止画
像コンテンツが記憶されるカメラアルバムフォルダのフォルダ名と、ネットワークや外部
メモリを介して取り込んだ静止画像コンテンツが記憶されるピクチャーフォルダのフォル
ダ名とが表示された例を示している。
【００５１】
　ユーザにより、所望のフォルダ名が選択操作されると、制御部２４は、図５（ｅ）に示
すようにメモリ２３の上記各フォルダに記憶されている静止画像コンテンツのうち、ユー
ザにより選択されたフォルダに記憶されている静止画像コンテンツのサムネイル画像を、
表示部１３に一覧表示する。ユーザは、表示部１３に一覧表示されたサムネイル画像に基
づいて、お気に入りの写真として追加する静止画像コンテンツを確認したうえで、操作部
１４を介して当該静止画像コンテンツの選択操作を行う。この選択操作がなされると、制
御部２４は、図５（ｃ）に示す選択済みのお気に入りの写真の表題等に並べて、この新た
に選択された静止画像コンテンツの表題、拡張子及びサムネイル画像を表示部１３に表示
制御する。
【００５２】
　ここで、このように表題等が並べて表示された写真（静止画像コンテンツ）のうち、ホ
ワイトカード情報に対して追加不要となる写真が存在する場合、ユーザは、図５（ｆ）に
示すように、この不要な写真の表題等を、操作部１４を介して選択操作すると共に追加取
り消しの指示操作を行う。この追加取り消しの指示操作がなされると、制御部２４は、図
５（ｈ）に示すように、例えば「写真の追加を取り消しますか？」等の取り消しの確認を
行うメッセージを表示部１３に表示制御し、ユーザの意志を確認したうえで、上記並べて
表示している写真の表題等のうち、ユーザにより取り消しが指示された写真の表題等を非
表示制御する。なお、このような追加取り消し操作を行っても、メモリ２３に記憶されて
いる静止画像コンテンツが削除されるわけではなく、単に、ホワイトカード情報に対して
、上記追加取り消し操作に対応する写真（静止画像コンテンツ）のメタデータの追加が行
われないというだけである。
【００５３】
　また、追加取り消しを行う写真を確認したうえで該追加取り消しを行いたい場合、ユー
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ザは、図５（ｆ）に示すように、この確認を行う写真の表題等を、操作部１４を介して選
択して表示指示操作を行う。この表示指示操作がなされると、制御部２４は、図５（ｇ）
に示すように、ユーザにより選択された表題等に対応する静止画像コンテンツを表示部１
３に表示制御する。これにより、ユーザは、認識を行ったうえで、上記追加の取り消しを
行うことができる。
【００５４】
　次に、ユーザは、このように新たな写真の追加操作や追加取り消し操作を行うことで、
表示部１３に所望の写真の表題等のみが表示された状態としたうえで、操作部１４を介し
てホワイトカード情報に対する登録操作を行う。この登録操作がなされると、制御部２４
は、表示部１３に表示している表題等に対応する静止画像コンテンツの、表題、拡張子及
びサムネイル画像等のメタデータを、当該ユーザのお気に入りの写真としてメモリ２３に
登録されている上記ホワイトカード情報に追加して登録する。これにより、登録済みのホ
ワイトカード情報に対してお気に入りの写真を紹介する情報を追加することができる。
【００５５】
（自分のブログやお気に入りのＳＮＳの追加メニュー）
　次に、ユーザにより、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示すように「自分のブログやお気に
入りのソーシャルネットワーキングサイト（SNS：Social Networking Site）の追加メニ
ュー」が選択された場合、制御部２４は、図６（ｃ）に示すように自分のブログや自分が
お気に入りのＳＮＳを新たに選択する「ブログ及びＳＮＳの選択メニュー」と、既にブロ
グ及びＳＮＳの追加がなされている場合には、この追加済みのブログのブログ名やＳＮＳ
名を表示部１３に表示制御する。なお、この図６（ｃ）は、当該ユーザが使用しているブ
ログ名が「○○ブログ」のブログと、ＳＮＳ名が「××ＳＮＳ」のＳＮＳが、自分のブロ
グ及びお気に入りのＳＮＳとして選択済みの場合の表示例を示している。
【００５６】
　ユーザにより、ブログ或いはＳＮＳを新たに選択する「ブログ及びＳＮＳの選択メニュ
ー」が選択操作された場合、制御部２４は、図６（ｄ）に示すようにユーザによりメモリ
２３に登録されているブログ或いはＳＮＳのうち、ホワイトカードに対する追加情報とし
て未だ選択されていないブログのブログ名やＳＮＳのＳＮＳ名を表示部１３に表示制御す
る。なお、この図６（ｄ）は、ホワイトカードに対する追加情報として未だ選択されてい
ないブログ或いはＳＮＳとして、ＳＮＳ名が「□□ＳＮＳ」が表示された例を示している
。
【００５７】
　ユーザにより、所望のブログ名或いはＳＮＳ名が選択操作されると、制御部２４は、図
６（ｅ）に示すように、この選択されたブログ或いはＳＮＳのログインの際に必要となる
ユーザＩＤ及びパスワードの入力画面を表示部１３に表示する。ユーザは、表示部１３に
表示された上記入力画面に対してユーザＩＤ及びパスワードを入力する。制御部２４は、
メモリ２３に記憶されている、そのブログ或いはＳＮＳに対応するユーザＩＤ及びパスワ
ードに基づいて、ユーザにより入力されたユーザＩＤ及びパスワードを検証し、該ユーザ
により入力されたユーザＩＤ及びパスワードが正しいユーザＩＤ及びパスワードである場
合に、図６（ｆ）に示すように「ＩＤの設定を行いますか？」等の、ユーザに入力された
ユーザＩＤ及びパスワードの設定の是非を問うメッセージを表示部１３に表示制御する。
【００５８】
　このメッセージに応答して、ユーザにより操作部１４を介してユーザＩＤ及びパスワー
ドの設定を許可する操作がなされた場合、制御部２４は、図６（ｃ）に示す選択済みのブ
ログ及びＳＮＳの各ブログ名及び各ＳＮＳ名等に並べて、この新たに選択されたブログの
ブログ名或いはＳＮＳのＳＮＳ名を表示部１３に表示制御する。これにより、図６（ｃ）
に示す例の場合、「○○ブログ」のブログ名及び「××ＳＮＳ」のＳＮＳ名に並べて、上
記新たに選択された「□□ＳＮＳ」のＳＮＳ名が表示されることとなる。
【００５９】
　ここで、このように名称が並べて表示されたブログ及びＳＮＳのうち、ホワイトカード
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情報に対して追加不要となるブログ及びＳＮＳが存在する場合、ユーザは、図６（ｇ）に
示すように、この不要なブログ或いはＳＮＳの名称を、操作部１４を介して選択操作する
と共に追加取り消しの指示操作を行う。この追加取り消しの指示操作がなされると、制御
部２４は、図６（ｈ）に示すように、例えば「ブログ或いはＳＮＳの追加を取り消します
か？」等の取り消しの確認を行うメッセージを表示部１３に表示制御し、ユーザの意志を
確認したうえで、上記並べて表示しているブログ名及びＳＮＳ名のうち、ユーザにより取
り消しが指示されたブログのブログ名或いはＳＮＳのＳＮＳ名を非表示制御する。なお、
このような追加取り消し操作を行っても、メモリ２３に記憶されているブログ或いはＳＮ
Ｓに関する情報（ＵＲＬ情報（URL：Uniform Resource Locator）、ユーザＩＤ、パスワ
ード等）が削除されるわけではなく、単に、ホワイトカード情報に対して、上記追加取り
消し操作に対応するブログやＳＮＳの追加が行われないというだけである。
【００６０】
　また、追加取り消しを行うブログやＳＮＳを確認したうえで該追加取り消しを行いたい
場合、ユーザは、図６（ｇ）に示すように、この確認を行うブログのブログ名或いはＳＮ
ＳのＳＮＳ名を、操作部１４を介して選択して表示指示操作を行う。この表示指示操作が
なされると、制御部２４は、図６（ｉ）に示すように、ユーザにより選択されたブログの
ブログ名或いはＳＮＳのＳＮＳ名と共に、該ブログ或いはＳＮＳのＵＲＬ情報を表示部１
３に表示制御する。これにより、ユーザは、認識を行ったうえで、上記追加の取り消しを
行うことができる。
【００６１】
　次に、ユーザは、このように新たなブログ或いはＳＮＳの追加操作や追加取り消し操作
を行うことで、表示部１３に所望のブログのブログ名及びＳＮＳのＳＮＳ名のみが表示さ
れた状態としたうえで、操作部１４を介してホワイトカード情報に対する登録操作を行う
。この登録操作がなされると、制御部２４は、表示部１３に表示しているブログ名、ＳＮ
Ｓ名、該ブログ或いはＳＮＳのＵＲＬ情報、該ブログ或いはＳＮＳのユーザＩＤ及びパス
ワードを、当該ユーザのブログ及びお気に入りのＳＮＳとして、メモリ２３に登録されて
いる上記ホワイトカード情報に追加して登録する。これにより、登録済みのホワイトカー
ド情報に対して自分のブログ及びお気に入りのＳＮＳを紹介する情報を追加することがで
きる。
【００６２】
〔ピンクカードの作成動作〕
　次に、以上の説明は、簡易的な個人情報を入力したホワイトカードの作成動作の説明で
あったが、以下、詳細な個人情報を入力したピンクカードの作成動作の説明をする。ホワ
イトカードが、最初に個人情報の交換を行う際に当該交換相手の携帯電話機に送信するカ
ードであるのに対し、このピンクカードは、交換相手との信頼度が高まった際に、該交換
相手の携帯電話機に対して送信するカードである。なお、このピンクカードは、交換相手
との信頼度が高まった際に、該交換相手の携帯電話機に対して送信することが好ましいが
、後述するように、ユーザの設定により、ホワイトカードと共に送信することも可能とな
っている。
【００６３】
　図７（ａ）～図７（ｐ）にこのピンクカードの作成時における表示画面の推移を示す。
当該実施の形態の携帯電話機の場合、ピンクカードは、ホワイトカードの追加情報として
管理するようになっている。携帯電話機１（或いは携帯電話機２）の制御部２４は、図７
（ａ）に示すように「ホワイトカードの編集メニュー」、「個人情報の追加メニュー」、
及び「追加して個人情報の削除メニュー」のうち、「個人情報の追加メニュー」が選択さ
れると、図７（ｂ）に示す「お気に入りの曲の追加メニュー」、「お気に入りの写真の追
加メニュー」、「自分のブログ及びお気に入りのＳＮＳの追加メニュー」と共に、「ピン
クカードの作成メニュー」を表示部１３に表示制御する。
【００６４】
　ユーザにより、操作部１４を介して「ピンクカードの作成メニュー」が選択操作される
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と、制御部２４は、個人情報交換プログラムに基づくカード作成機能３１（図１参照）に
基づいて、図７（ｃ）～図７（ｉ）に示すように「名前の入力メニュー」、「電話番号の
入力メニュー」、「電子メールアドレスの入力メニュー」、「住所の入力メニュー」、「
職業の入力メニュー」、「誕生日の入力メニュー」、及び「ピンクカードの送信の仕方の
選択メニュー」を表示部１３に表示制御する。
【００６５】
　ユーザにより、操作部１４を介して図７（ｃ）に示す「名前の入力メニュー」が選択操
作されると、制御部２４は、図７（ｊ）に示すように名前の入力画面を表示部１３に表示
制御する。ユーザが、この入力画面に対して名前（ニックネーム等でも可）を入力すると
、制御部２４は、この入力された名前をメモリ２３等に一旦保持する。
【００６６】
　また、ユーザにより、操作部１４を介して図７（ｄ）に示す「電話番号の入力メニュー
」が選択操作されると、制御部２４は、図７（ｋ）に示すように電話番号の入力画面を表
示部１３に表示制御する。ユーザが、この入力画面に対して電話番号を入力すると、制御
部２４は、この入力された電話番号をメモリ２３等に一旦保持する。
【００６７】
　また、ユーザにより、操作部１４を介して図７（ｅ）に示す「電子メールアドレスの入
力メニュー」が選択操作されると、制御部２４は、図７（ｌ）に示すように電子メールア
ドレスの入力画面を表示部１３に表示制御する。ユーザが、この入力画面に対して電子メ
ールアドレスを入力すると、制御部２４は、この入力された電子メールアドレスをメモリ
２３等に一旦保持する。
【００６８】
　また、ユーザにより、操作部１４を介して図７（ｆ）に示す「住所の入力メニュー」が
選択操作されると、制御部２４は、図７（ｍ）に示すように住所の入力画面を表示部１３
に表示制御する。ユーザが、この入力画面に対して住所を入力すると、制御部２４は、こ
の入力された住所をメモリ２３等に一旦保持する。
【００６９】
　また、ユーザにより、操作部１４を介して図７（ｇ）に示す「職業の入力メニュー」が
選択操作されると、制御部２４は、図７（ｎ）に示すように職業の入力画面を表示部１３
に表示制御する。ユーザが、この入力画面に対して職業を入力すると、制御部２４は、こ
の入力された職業をメモリ２３等に一旦保持する。
【００７０】
　また、ユーザにより、操作部１４を介して図７（ｈ）に示す「誕生日の入力メニュー」
が選択操作されると、制御部２４は、図７（ｏ）に示すように誕生日の入力画面を表示部
１３に表示制御する。ユーザが、この入力画面に対して誕生日を入力すると、制御部２４
は、この入力された誕生日をメモリ２３等に一旦保持する。
【００７１】
　また、ユーザにより、操作部１４を介して図７（ｉ）に示す「ピンクカードの送信の仕
方の選択メニュー」が選択操作されると、制御部２４は、図７（ｐ）に示すように当該ピ
ンクカードの非送信を指定するための「非送信メニュー」、当該ピンクカードの手動での
送信を指定するめの「手動送信メニュー」、及びホワイトカードと共にピンクカードの送
信を指定するための「常時送信メニュー」の選択画面を表示部１３に表示制御する。ユー
ザが、この選択画面に表示された各メニューに基づいて所望のメニューを選択すると、制
御部２４は、この選択されたメニューをメモリ２３等に一旦保持する。
【００７２】
　次に、このような名前や電話番号等の詳細な個人情報の入力を行ったうえで、操作部１
４を介して登録操作を行うと、制御部２４は、メモリ２３に一旦記憶している上記詳細な
個人情報、及びユーザにより選択された送信の仕方（図７（ｐ）参照）を示す情報をピン
クカード情報としてメモリ２３に登録制御する。これにより、簡易的な個人情報が入力さ
れたホワイトカードと、詳細な個人情報が入力されたピンクカードとが、メモリ２３に登
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録されたこととなる。
【００７３】
〔ホワイトカードの交換動作〕
　次に、少なくともホワイトカードの作成が完了すると、ユーザ同士で個人情報の交換が
可能となる。図８（ａ）～図８（ｄ）に、この個人情報の交換の流れを模式的に示す。個
人情報の交換を行う場合、ユーザは、まず、図８（ａ）に示すアプリケーションプログラ
ムの選択メニュー一覧の中から、図８（ｂ）に示すように個人情報交換プログラムの選択
操作を行う。これにより、制御部２４は、図８（ｃ）に示すようにユーザにより選択され
た当該個人情報交換プログラムのプログラム名を表示部１３に表示制御する。
【００７４】
　次に、ユーザは、この個人情報交換プログラムを起動操作する。この起動操作がなされ
ると、制御部２４は、図１に示す個人情報交換プログラムに基づく非接触無線通信制御機
能３３により、非接触無線通信ユニット２２を起動制御する。そして、個人情報の交換相
手の携帯電話機が近接した際に（＝互いの携帯電話機間の距離が、互いの非接触無線通信
ユニットの通信可能距離となった際に）、メモリ２３に記憶されているホワイトカード情
報を、交換相手の携帯電話機に非接触無線送信すると共に、当該交換相手の携帯電話機か
ら非接触無線送信されたホワイトカード情報を受信し、この受信したホワイトカード情報
を図８（ｄ）に示すように表示部１３に表示制御する。
【００７５】
　なお、非接触無線通信ユニットを用いた最初の個人情報の交換時には、図３（ａ）～図
３（ｌ）を用いて説明したユーザ名（ニックネーム）、コメント、写真、及び有効期限が
入力されたホワイトカード情報のみが交換され、各ホワイトカード情報に追加されたお気
に入りの曲やお気に入りの写真等の「追加情報（図４～図６参照）」や詳細な個人情報が
入力された「ピンクカード（図７参照）」は、図１に示すサーバ装置３を介して交換され
るようになっている。
【００７６】
　また、この例では、個人情報交換プログラムを起動操作したうえで、交換相手の携帯電
話機２に近接させることとしたが、携帯電話機のメイン電源が投入されている間、個人情
報交換プログラムを常時起動させるようにしてもよい。この場合、個人情報交換プログラ
ムを起動操作することなく、携帯電話機を交換相手の携帯電話機に近接させただけで、ホ
ワイトカード情報の交換を行うことが可能となる。
【００７７】
　図９のフローチャートに、携帯電話機１及び携帯電話機２の間におけるホワイトカード
の交換動作の詳細な流れを示す。このフローチャートにおいて、ステップＳ１～ステップ
Ｓ１２は携帯電話機１制御部２４の動作、ステップＳ２１～ステップＳ３３は携帯電話機
２の制御部の動作となっている。
【００７８】
　まず、携帯電話機１の制御部２４は、図８（ａ）～図８（ｃ）を用いて説明したように
、ユーザにより個人情報交換プログラムの起動操作がなされることで、このフローチャー
トの処理を開始し、ステップＳ２で個人情報交換プログラムを起動制御する。携帯電話機
２場合も同様であり、ユーザにより個人情報交換プログラムの起動操作がなされることで
、このフローチャートの処理を開始し、ステップＳ２１で個人情報交換プログラムを起動
制御する。
【００７９】
　携帯電話機１の制御部２４は、この起動した個人情報交換プログラムに基づいて非接触
無線通信ユニット２２を起動制御し、ステップＳ２において、交換開始ビーコンを非接触
無線送信するように該非接触無線通信ユニット２２を制御すると共に、ステップＳ３にお
いて、携帯電話機２から非接触無線送信される交換開始ビーコンの受信待ち受け状態に非
接触無線通信ユニット２２を制御する。携帯電話機２の制御部も同様であり、起動した個
人情報交換プログラムに基づいて非接触無線通信ユニットを起動制御し、ステップＳ２２
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において、交換開始ビーコンを非接触無線送信するように該非接触無線通信ユニットを制
御すると共に、ステップＳ２３において、携帯電話機１から非接触無線送信される交換開
始ビーコンの受信待ち受け状態に非接触無線通信ユニット２２を制御する。
【００８０】
　次に、上記交換開始ビーコンを受信した携帯電話機の制御部は、ホワイトカード情報の
交換の通信開始を許可する交換開始ＯＫメッセージを送信するのであるが、携帯電話機１
の制御部２４は、ステップＳ４及びステップＳ５において、携帯電話機２から送信される
交換開始ビーコンの受信の有無を監視すると共に、当該携帯電話機１から送信される交換
開始ビーコンを携帯電話機２が受信した際に、該携帯電話機２から送信される交換開始Ｏ
Ｋメッセージの受信の有無を監視する。同様に、携帯電話機２の制御部は、ステップＳ２
４及びステップＳ２５において、携帯電話機１から送信される交換開始ビーコンの受信の
有無を監視すると共に、当該携帯電話機２から送信される交換開始ビーコンを携帯電話機
１が受信した際に、該携帯電話機１から送信される交換開始ＯＫメッセージの受信の有無
を監視する。
【００８１】
　この交換開始ＯＫメッセージを受信したということは、携帯電話機１及び携帯電話機２
が非接触無線通信可能な範囲内に位置しており、双方のホワイトカード情報の交換が可能
であることを意味する。このため、携帯電話機１の制御部２４は、ステップＳ６において
、メモリ２３に登録されているホワイトカード情報を読み込み、ステップＳ７において、
この読み込んだホワイトカード情報を非接触無線送信するように非接触無線通信ユニット
２２を送信制御した後、ステップＳ７において、携帯電話機２から送信されるホワイトカ
ード情報の受信待ち受け状態に非接触無線通信ユニット２２を制御する。
【００８２】
　これに対して、携帯電話機２の制御部は、ステップＳ２６において、メモリに登録され
ているホワイトカード情報を読み込むと共に、ステップＳ２７において、携帯電話機１か
ら送信されるホワイトカード情報の受信待ち受け状態に非接触無線通信ユニットを制御す
る。そして、携帯電話機１から送信されたホワイトカード情報を受信すると、ステップＳ
２８において当該ホワイトカード情報を正常に受信できたか否かを判別し（正当性のチェ
ックを行い）、該ホワイトカード情報を正常に受信できていない場合には、ステップＳ２
９において、ＮＡＫ信号（NAK: Negative AcKnowledge）を携帯電話機１に送信するよう
に非接触無線通信ユニットを送信制御する。また、ホワイトカード情報を正常に受信でき
た場合には、ステップＳ３０において、ＡＣＫ信号（ACK: ACKnowledge）を携帯電話機１
に送信するように非接触無線通信ユニットを送信制御すると共に、上記ステップＳ２６で
読み込んだホワイトカード情報を非接触無線送信するように非接触無線通信ユニットを送
信制御する。
【００８３】
　次に、携帯電話機１の制御部２４は、ステップＳ９において、携帯電話機２から上記Ｎ
ＡＫ信号を受信したか、或いは上記ＡＣＫ信号を受信したかを判別し、ＮＡＫ信号を受信
したものと判別した場合には、処理をステップＳ７に戻し、再度、ホワイトカード情報を
携帯電話機２に送信するように非接触無線通信ユニット２２を送信制御する。これに対し
て、ＡＣＫ信号を受信したものと判別した場合、制御部２４は、ステップＳ１０において
、当該ＡＣＫ信号と共にに受信した携帯電話機２からのホワイトカード情報の上記正当性
のチェックを行い、携帯電話機２からのホワイトカード情報が正常に受信できたものと判
別したタイミングで処理をステップＳ１１に進め、通信終了通知信号を携帯電話機２に送
信するように非接触無線通信ユニット２２を送信制御する。そして、ステップＳ１２にお
いて、携帯電話機２から受信したホワイトカード情報をメモリ２３に記憶制御して、この
図９のフローチャートに示す全処理を終了する。
【００８４】
　携帯電話機２の制御部は、ステップＳ３１において、携帯電話機１からの通信終了通知
信号を受信すると、ステップＳ３２において、非接触無線通信を終了するように非接触無
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線通信ユニットを制御すると共に、ステップＳ３３において、携帯電話機１から受信した
ホワイトカード情報をメモリ２３に記憶制御して、この図９のフローチャートに示す全処
理を終了する。これにより、携帯電話機１及び携帯電話機２の間で、お互いのユーザ名（
ニックネーム）、コメント、写真、及び有効期限が入力されたホワイトカード情報が交換
されたこととなる。
【００８５】
〔グループ化処理動作〕
　ここで、このように各携帯電話機の間において、近距離無線通信により、互いのホワイ
トカード情報の交換が行われるのであるが、各携帯電話機の制御部は、受信した各ホワイ
トカード情報を個別に管理すると共に、所定時間内に受信した各ユーザのホワイトカード
情報をグループ化して管理するようになっている。
【００８６】
　具体的には、例えばパーティー会場において、携帯電話機１のユーザが複数のユーザと
知り合いとなり、この知り合いとなった各ユーザの携帯電話機を介してホワイトカード情
報の交換を行った場合、１時間或いは２時間等のパーティー開催時間内に一つ或いは複数
のホワイトカード情報を受信することとなる。携帯電話機１の制御部２４は、ホワイトカ
ード情報を受信した際に、タイマ２０でカウントされている現在時刻を受信時刻として、
当該受信したホワイトカード情報に付加してメモリ２３に登録するようになっている。制
御部２４は、個人情報交換プログラムに基づいて、メモリ２３に登録されている各ホワイ
トカード情報の受信時刻から、上記１時間或いは２時間等の所定の時間内に受信したホワ
イトカード情報を検出する。そして、この検出した各ホワイトカード情報に対して、同一
のグループであることを示す所定のグループ情報を自動的に付加する。
【００８７】
　後述するが、制御部２４は、同一のグループであることを示すグループ情報が付加され
た各ホワイトカード情報から、例えば写真情報をそれぞれ抽出し、この抽出した各写真情
報を、当該携帯電話機１のユーザの顔写真と共に、一覧的にブルーカードとして表示部１
３に表示制御する。上述のように、ホワイトカードに付されている写真は、多くの場合、
そのユーザの顔写真が付されている。このため、ブルーカードが表示される際には、上記
所定の時間内にホワイトカードの交換を行った各ユーザの顔写真と共に、当該携帯電話機
１のユーザの顔写真が一覧的に表示されることとなる。
【００８８】
　パーティーや食事会等でホワイトカードを交換する機会が多くなると、交換日時、交換
場所、交換相手を忘れがちとなるが、当該実施の形態の個人情報交換システムの場合、所
定時間内にホワイトカードの交換を行った各ユーザをグループ化し、当該グループの各ユ
ーザの顔写真を一覧的に表示するようになっている。このため、グループ化された各ユー
ザの顔写真を見ることで、個人情報の交換を行った各ユーザを思い出すことができると共
に、該個人情報の交換を行った場所や日時等も特定し易くすることができる。
【００８９】
　なお、この例では、携帯電話機１の制御部２４は、所定時間内に受信した各ホワイトカ
ード情報に対して同一のグループであることを示すグループ情報を自動的に付加すること
で、該所定時間内に受信した各ホワイトカード情報の各ユーザを自動的にグループ化する
こととしたが、ユーザが、例えばパーティーの開始時刻に所定の開始操作を行い、また、
パーティーの終了時刻に所定の終了操作を行うと、制御部２４が、上記開始操作を検出し
た時刻から上記終了操作を検出した時刻までの間に受信した各ホワイトカード情報のユー
ザを自動的にグループ化するようにしてもよい。この場合でも、上述と同じ効果を得るこ
とができる。
【００９０】
〔カード情報の表示動作〕
　次に、このように受信された各ユーザのホワイトカード情報、及び各ホワイトカード情
報がグループ化されることで形成されたブルーカード情報の表示動作を説明する。まず、
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ユーザが、図１０（ａ）に示すアプリケーションプログラムの選択メニュー一覧の中から
、図１０（ｂ）に示すように個人情報交換プログラムの選択操作を行うと、携帯電話機１
の制御部２４は、図１０（ｃ）に示すようにユーザにより選択された当該個人情報交換プ
ログラムのプログラム名を表示部１３に表示制御する。
【００９１】
　次に、ユーザは、この個人情報交換プログラムを起動操作する。この起動操作がなされ
ると、制御部２４は、図１に示す個人情報交換プログラムに基づいて、図１０（ｄ）に示
すようにホワイトカード情報の表示を指定するホワイトカードタグ４１、ブルーカード情
報の表示を指定するブルーカードタグ４２、及び後述する受信したショートメッセージの
表示を指定するメッセージタグ４３を表示部１３に表示すると共に、デフォルトとして、
受信済みのホワイトカード情報を白色のカード形態で表示部１３に一覧表示する。
【００９２】
（ホワイトカード情報の表示動作）
　この一覧表示された各ホワイトカード情報のうち、所望のユーザのホワイトカード情報
の詳細を表示する場合、ユーザは、操作部１４を介してカーソルＣＲを、所望のユーザの
ホワイトカード情報の表示位置に移動操作すると共に、当該ホワイトカード情報の表示指
定操作を行う。制御部２４は、この表示指定操作がなされると、図１０（ｅ）に示すよう
に、カーソルＣＲが位置しているホワイトカード情報、及びこのホワイトカード情報に追
加情報が付加されている場合には、この追加情報の一覧を表示部１３に表示制御する。
【００９３】
　具体的には、制御部２４は、図３を用いて説明したようにユーザ名、コメント、写真（
顔写真）、及び有効期限が入力されているホワイトカード情報を、表示部１３の表示領域
の略上半分に表示すると共に、このホワイトカード情報に付加情報が付加されている場合
には、表示領域の略下半分に、図４を用いて説明したお気に入りの曲情報や、図５を用い
て説明したお気に入りの写真情報や、図６を用いて説明した自分のブログ及びお気に入り
のＳＮＳの情報を表示する。
【００９４】
　ユーザは、このように表示された追加情報の詳細を知りたい場合、操作部１４を介して
カーソルＣＲを、所望の追加情報の表示位置に移動操作すると共に、この追加情報の表示
指定操作を行う。制御部２４は、例えばお気に入りの曲の追加情報が選択されたうえで上
記表示指定操作がなされると、図１０（ｆ）に示すように、上記ホワイトカード情報に追
加情報として付加されているお気に入りの曲の曲名、アーティスト名、アルバム名、及び
アルバムジャケット写真を表示部１３に表示制御する。これにより、所望のユーザが気に
入っている曲を知ることができ、当該ユーザの趣味や性格、嗜好等を推測することができ
る。
【００９５】
　また、このお気に入りの曲の情報に対して、当該曲の試聴用の音楽コンテンツが付加さ
れている場合、制御部２４は、操作部１４の所定のボタンに対して上記曲の試聴を指定す
るための試聴機能を割り当てると共に、表示部１３に対して、この試聴機能を割り当てた
ボタンを示す情報を表示部１３に表示制御する。そして、ユーザによる、上記試聴機能を
割り当てたボタンのボタン操作を検出した場合、上記お気に入りの曲の情報に付加されて
いる、当該曲の試聴用の音楽コンテンツをメモリ２３から再生し、この再生出力をスピー
カ部１５等を介して出力制御する。
【００９６】
　また、お気に入りの曲の情報に対して、当該曲を購入可能なネットワーク上のサイトの
ＵＲＬ情報が付加されている場合、制御部２４は、操作部１４の所定のボタンに対して上
記曲の購入を指定するための購入機能を割り当てると共に、表示部１３に対して、この購
入機能を割り当てたボタンを示す情報を表示部１３に表示制御する。そして、ユーザによ
る、上記購入機能を割り当てたボタンのボタン操作を検出した場合、通信回路１２を介し
て、上記お気に入りの曲の情報に付加されているＵＲＬ情報に対応するネットワーク上の
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サーバ装置にアクセスし、当該曲の購入に関する情報を表示部１３に表示制御する。これ
により、ユーザは、表示部１３に表示された上記曲の購入に関する情報に従って、当該曲
の購入手続き操作を行うこととなる。
【００９７】
　次に、図１０（ｅ）に示したように所望のユーザのホワイトカード情報及び追加情報が
表示された状態において、お気に入りの写真の追加情報が選択されたうえで上記表示指定
操作がなされると、制御部２４は、図１０（ｇ）に示すようにこの追加情報であるお気に
入りの写真を、表示部１３の表示画面サイズに対応する大きさで表示する。これにより、
所望のユーザが気に入っている写真を見ることができ、当該ユーザの趣味や性格、嗜好等
を推測することができる。なお、このように表示した写真の保存操作がなされた場合、制
御部２４は、現在、表示部１３に表示している写真（＝所望のユーザのホワイトカード情
報に追加情報として付加されていた写真）をメモリ２３に記憶制御する。
【００９８】
　次に、図１０（ｅ）に示したように所望のユーザのホワイトカード情報及び追加情報が
表示された状態において、自分のブログ及びお気に入りのＳＮＳの追加情報が選択された
うえで上記表示指定操作がなされると、制御部２４は、図１０（ｉ）に示すようにこの追
加情報であるブログのブログ名やＳＮＳのＳＮＳ名を表示部１３に一覧表示する。これに
より、ホワイトカード情報のユーザが使用しているブログや、該ユーザが気に入っている
ＳＮＳを知ることができる。
【００９９】
　なお、図６を用いて説明したように、ブログ情報やＳＮＳ情報を追加情報とする場合に
は、当該ブログやＳＮＳのＵＲＬ情報と共に、ログイン用のユーザＩＤ及びパスワードも
該追加情報として付加される。このため、上記一覧表示されたブログ名及びＳＮＳ名の中
から所望のブログ名或いはＳＮＳ名が選択されたうえでアクセス操作がなされた場合、制
御部２４は、この選択されたブログやＳＮＳのＵＲＬ情報に対応するネットワーク上のサ
ーバ装置に、通信回路１２を介してアクセスすると共に、上記ユーザＩＤ及びパスワード
に基づいてログインを図る。そして、上記ホワイトカード情報のユーザが使用しているブ
ログや、該ユーザが気に入っているＳＮＳの情報を表示部１３に表示制御する。これによ
り、上記ホワイトカード情報のユーザが使用しているブログや、該ユーザが気に入ってい
るＳＮＳを閲覧することができる。
【０１００】
（ピンクカード情報の表示動作）
　次に、大抵の場合、最初に簡易的な個人情報を入力したホワイトカード情報の交換を行
い、互いの信頼関係が構築された際に、詳細な個人情報を入力したピンクカード情報の交
換を行うことが好ましいのであるが、図７（ｉ）及び図７（ｐ）を用いて説明したように
、ホワイトカード情報を送信する際に、当該ホワイトカード情報と共にピンクカード情報
を送信することも、各ユーザの自由となっている。この場合、制御部２４は、ホワイトカ
ード情報と、当該ホワイトカード情報と共に送信されたピンクカード情報とを関連付けて
メモリ２３に記憶するようになっている。また、後述するが、ホワイトカード情報の交換
を行った後日、当該交換相手となるユーザからピンクカードを受信した場合、制御部２４
は、先の日付でメモリ２３に登録したホワイトカード情報に関連付けて、この後日受信し
たピンクカード情報をメモリ２３に登録する。従って、図１０（ｄ）に示すように一覧表
示されたホワイトカード情報の中には、ピンクカード情報が付加されているものも存在す
ることとなる。
【０１０１】
　携帯電話機１の制御部２４は、図１０（ｄ）に示すホワイトカード情報の一覧の中から
表示指定操作がなされたホワイトカードに対してピンクカードが存在する場合、図１０（
ｋ）に示すように、ユーザ名、コメント、写真（顔写真）、及び有効期限が入力されてい
るホワイトカード情報を、ピンク色のカード形態で、表示部１３の表示領域の略上半分に
表示すると共に、このホワイトカード情報に付加情報が付加されている場合には、表示領
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域の略下半分に、図４を用いて説明したお気に入りの曲情報や、図５を用いて説明したお
気に入りの写真情報や、図６を用いて説明した自分のブログ及びお気に入りのＳＮＳの情
報を表示する。換言すれば、制御部２４は、対応するピンクカードが存在しない場合には
、白色のカード形態で表示するホワイトカード情報を、ピンクカードが存在する場合には
、ピンク色のカード形態で表示する。これにより、ユーザは、ホワイトカード情報に対応
するユーザのピンクカードが存在することを認識することができる。
【０１０２】
　次に、ユーザにより、このピンク色のカード形態で表示されたホワイトカード情報の詳
細表示が指定されると、制御部２４は、このホワイトカード情報に関連付けされて記憶さ
れているピンクカード情報をメモリ２３から読み出し、図１０（ｌ）に示すように表示部
１３に表示制御する。これにより、図７（ｃ）～図７（ｏ）を用いて説明したように、ホ
ワイトカード情報の交換を行ったユーザの電話番号、電子メールアドレス、職業、誕生日
等の詳細な個人情報が表示部１３に表示されることとなる。
【０１０３】
　次に、このピンクカード情報が表示された状態で、ユーザにより処理メニューの表示指
定操作がなされると、制御部２４は、図１０（ｍ）に示すように、この表示しているピン
クカード情報の保存を指定する保存指定メニュー、及びこのピンクカードのユーザに対し
て、当該携帯電話機１のユーザのピンクカードの送信を指定するピンクカード送信メニュ
ーを表示部１３に表示制御する。
【０１０４】
　ユーザにより、保存指定メニューが選択操作されると、制御部２４は、表示部１３に表
示していたピンクカード情報をメモリ２３に保存すると共に、図１０（ｎ）に示すように
例えば「保存しました」等の保存を行った旨のメッセージを表示部１３に表示制御する。
なお、ユーザにより、ピンクカード送信メニューが選択された場合、制御部２４は、メモ
リ２３に登録されている当該携帯電話機１のユーザのピンクカードを、上記交換相手のユ
ーザの携帯電話機に対して送信制御するのであるが、詳細は後述する。
【０１０５】
（ブルーカード情報の表示動作）
　次に、図１０（ｄ）に示すホワイトカードタグ４１、ブルーカードタグ４２、及びメッ
セージタグ４３が表示部１３に表示されている状態において、ユーザにより操作部１４を
介してブルーカードタグ４２が選択操作されると、制御部２４は、上述のように所定時間
内に受信したホワイトカード情報をグループ化処理することで形成し、或いはユーザの開
始操作及び終了操作の間に受信したホワイトカード情報をグループ化処理することで形成
したブルーカード情報の簡略的な表示を行う。
【０１０６】
　図１０（ｊ）に、この簡略的なブルーカード情報の表示例を示す。この図１０（ｊ）に
示すように、簡略的なブルーカード情報の表示を行う場合、制御部２４は、各グループを
構成する各ユーザのホワイトカード情報に付されている受信時刻情報に基づいて、例えば
１番目に（最初に）ホワイトカード情報を受信したユーザ、及び２番目にホワイトカード
情報を受信したユーザを検出する。そして、この１番目のユーザのホワイトカード情報、
及び２番目のユーザのホワイトカード情報にそれぞれ付されている顔写真を検出し、この
２枚の顔写真を、当該携帯電話機１のユーザの顔写真に並べて表示する。
【０１０７】
　この図１０（ｊ）は、第１のグループ４５のブルーカード情報と、第２のグループ４６
のブルーカード情報が表示された例を示しており、第１のグループ４５のブルーカード情
報としては、当該携帯電話機１のユーザＡの顔写真、当該第１のグループを構成するユー
ザＢ及びユーザＣの顔写真が表示され、また、第２のグループ４６のブルーカード情報と
しては、当該携帯電話機１のユーザＡの顔写真、当該第２のグループ４６を構成するユー
ザＤ及びユーザＥの顔写真が表示された例を示している。
【０１０８】
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　なお、一つのグループを構成するユーザが１名のみであった場合、制御部２４は、この
１名のユーザのホワイトカード情報に付されている顔写真と、当該携帯電話機１のユーザ
の顔写真を並べて表示する。この場合は、２枚の顔写真のみがブルーカード上に表示され
ることとなる。
【０１０９】
　反対に、一つのグループを構成するユーザが３名以上存在する場合、制御部２４は、こ
の３名以上存在するユーザの中から、２名のユーザをランダムに検出し、この２名のユー
ザのホワイトカード情報にそれぞれ付されている顔写真と共に、当該携帯電話機１のユー
ザの顔写真を並べて表示する。簡略的なブルーカード情報の表示を行う場合、表示領域の
大きさの関係で、例えば１つのグループあたり３名の顔写真しか表示しないのであるが、
このように、グループを構成するユーザの中からランダムに検出したユーザの顔写真を表
示することで、簡略的なブルーカード情報の表示を行う毎に、そのグループ内の異なるユ
ーザの顔写真が表示される確率を高めることができる。
【０１１０】
　このため、当該携帯電話機１のユーザに対して、ホワイトカードの交換を行った日時や
場所等をさらに想起させ易くすることができる。なお、一つのグループを構成するユーザ
が３名以上存在する場合であっても、上述のように当該グループを構成する各ユーザのう
ち、１番目及び２番目にホワイトカード情報を受信したユーザの顔写真を、当該携帯電話
機１のユーザの顔写真に並べて表示してもよい。また、簡略的なブルーカード情報の表示
を行う場合、各グループ毎に３名のユーザの顔写真を表示することとしたが、例えば各グ
ループ毎に４名、或いは５名のユーザの顔写真を表示してもよい。さらに、各グループの
ユーザの顔写真の中に、当該携帯電話機１のユーザの顔写真を含めて表示することとした
が、当該携帯電話機１のユーザの顔写真を除いて表示してもよい。
【０１１１】
　次に、図１０（ｊ）に示す例の場合、１グループ毎に、３名のユーザの顔写真（内１名
は当該携帯電話機１のユーザ（自分）の顔写真）が選択的に表示されるのであるが、上述
のように当該グループに３名以上のユーザが存在する場合がある。また、当該実施の形態
の個人情報交換システムでは、グループ単位で一括してショートメッセージを送信可能と
なっている。
【０１１２】
　このため、当該携帯電話機１のユーザは、所望のグループの詳細を知りたい場合、或い
はそのグループのユーザに一括してショートメッセージを送信したい場合、カーソルＣＲ
を移動操作して詳細なブルーカード情報の表示指定操作を行う。この表示指定操作がなさ
れると、制御部２４は、図１０（ｏ）に示すように、ユーザにより選択されたグループの
全ユーザのホワイトカード情報から顔写真を検出し、当該携帯電話機１のユーザの顔写真
と共に表示部１３に一覧表示する。
【０１１３】
　この図１０（ｏ）に示す例は、第１のグループ４５の全ユーザの顔写真が表示された例
である。この例の場合、第１のグループ４５を構成するユーザとしてユーザＢ、ユーザＣ
、ユーザＦ及びユーザＧが存在し、図１０（ｊ）に示した簡略的なブルーカード情報の表
示時には、当該携帯電話機１のユーザＡの顔写真と共にユーザＢ及びユーザＣの顔写真し
か表示されなかったが、詳細なブルーカード情報の表示指定により、当該携帯電話機１の
ユーザＡ、ユーザＢ及びユーザＣの顔写真と共に、ユーザＦ及びユーザＧの顔写真が表示
された例である。これにより、当該携帯電話機１のユーザは、各グループを構成する全ユ
ーザを認識することができ、当該携帯電話機１のユーザに対して、ホワイトカードの交換
を行った日時や場所等をさらに想起させ易くすることができる。
【０１１４】
　なお、第１のグループ４５を構成するユーザがユーザＢ及びユーザＣの２名のみである
場合、制御部２４は、この詳細なブルーカード情報の表示時においても、図１０（ｊ）に
示す表示例と同様に、当該携帯電話機１のユーザＡ、ユーザＢ及びユーザＣの計３名のユ
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ーザの顔写真の表示を行う。また、グループを構成するユーザが多数であり、表示部１３
の表示領域に一度に表示できない場合、制御部２４は、最初に表示可能となる例えば６名
分の顔写真を表示すると共にスクロールバーを表示し、このスクロールバーの操作状態に
応じて、表示するユーザの顔写真を適宜変更する。
【０１１５】
　次に、このように詳細な表示がなされたグループの各ユーザに対して、一括してショー
トメッセージを送信する場合、ユーザは、図１０（ｏ）の表示画面が表示された状態にお
いて、処理メニューの表示指定操作を行う。この処理メニューの表示指定操作がなされる
と、制御部２４は、図１０（ｐ）に示すようにショートメッセージの作成指定メニューを
表示部１３に表示制御する。ユーザにより、このショートメッセージの作成指定メニュー
が選択されると、制御部２４は、以下に説明するショートメッセージの作成画面を表示部
１３に表示制御する。
【０１１６】
〔ショートメッセージの送信処理動作〕
　次に、この実施の形態の個人情報交換システムでは、ホワイトカードの交換相手となる
ユーザに対してショートメッセージや詳細な個人情報を入力したピンクカードを送信可能
となっている。
【０１１７】
（ホワイトカードの交換相手のユーザに対して送信する場合）
　まず、図１１（ａ）～図１１（ｅ）は、交換相手のホワイトカード情報に基づいて該交
換相手のユーザに対してショートメッセージを送信する流れを示している。この場合、当
該携帯電話機１のユーザは、図１１（ａ）に示すように、交換相手から受信したホワイト
カード情報が表示されている状態において、ショートメッセージの送信を行うユーザのホ
ワイトカードの表示位置にカーソルＣＲを移動操作して処理メニューの表示指定操作を行
う。この処理メニューの表示指定操作がなされると、制御部２４は、図１１（ｂ）に示す
ように「ショートメッセージの送信指定メニュー」、及び「ピンクカードの送信指定メニ
ュー」を表示部１３に表示制御する。
【０１１８】
　上記各メニューのうち、「ショートメッセージの送信指定メニュー」がユーザにより選
択操作されると、制御部２４は、図１１（ｃ）に示すように、例えば表題、本文、及び添
付ファイルの入力欄からなるショートメッセージの作成画面を表示部１３に表示制御する
。ユーザは、各入力欄に対して、例えば図１１（ｄ）に示すように所望の表題やメッセー
ジ等を入力し、送信指定操作を行う。
【０１１９】
 この送信指定操作がなされると、制御部２４は、図１１（ａ）に示したようにカーソル
ＣＲが位置しているユーザのホワイトカード情報に付されているユーザＩＤ、及び上述の
ユーザ登録時にサーバ装置３から発行された当該携帯電話機１のユーザのユーザＩＤを、
この作成されたショートメッセージに付す。
【０１２０】
　なお、制御部２４は、上記ショートメッセージに付す交換相手のユーザのユーザＩＤ、
及び当該携帯電話機１のユーザのユーザＩＤのうち、少なくとも交換相手のユーザのユー
ザＩＤは、表示等がされない状態で該ショートメッセージに付すようになっている（＝交
換相手のユーザのユーザＩＤを隠してショートメッセージに付すようになっている。）。
これにより、当該携帯電話機１のユーザに対して、交換相手のユーザのユーザＩＤが知ら
れることなくショートメッセージが作成されることとなり、該交換相手のユーザの個人情
報の保護を図ることができる。
【０１２１】
　このようにショートメッセージが作成されると、制御部２４は、図１に示す個人情報交
換プログラムによるショートメッセージ送受信機能３５に基づいて、上記サーバ装置３の
ＵＲＬ宛に当該ショートメッセージを送信するように、通信回路１２を制御する。そして
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、このショートメッセージの送信処理が完了した際に、図１１（ｅ）に示すように、例え
ば「ショートメッセージの送信が完了しました」等のショートメッセージの送信完了を知
らせるメッセージを表示部１３に表示制御する。これにより、当該携帯電話機１のユーザ
は、自分が選択した上記交換相手のユーザに対して、ショートメッセージが送信されたこ
とを認識することができる。
【０１２２】
　次に、このように送信されたショートメッセージは、図１２のフローチャートに示す流
れに従って、上記交換相手のユーザの携帯電話機２で受信される。この図１２のフローチ
ャートの各ステップのうち、ステップＳ４１～ステップＳ４４はサーバ装置３の送信処理
動作の流れを示しており、ステップＳ５１～ステップＳ５８は、携帯電話機２の受信処理
動作の流れを示している。
【０１２３】
　まず、図１に示すサーバ装置３の制御部８は、上記ショートメッセージを受信すると、
この図１２のフローチャートのステップＳ４１において、ショートメッセージに付されて
いる当該携帯電話機１のユーザのユーザＩＤ、及び上記交換相手のユーザのユーザＩＤに
基づいてＩＤ管理データベース７を参照することでユーザ認証を行う。そして、携帯電話
機１のユーザ及び交換相手のユーザの双方が当該個人情報交換システムの正規のユーザで
あると認証した場合、この受信したショートメッセージをメッセージＤＢ６に記憶制御す
ると共に、上記交換相手のユーザのユーザＩＤに関連付けされてＩＤ管理データベース７
に記憶されている、該交換相手のユーザの電子メールアドレス（この場合、携帯電話機２
のユーザの電子メールアドレスとする。）を検出し、この電子メールアドレス宛に、例え
ば「ショートメッセージが届いています」等の、ショートメッセージをサーバ装置３側で
保管している旨の保管通知メッセージを送信する。
【０１２４】
　上記ショートメッセージの送信相手となるユーザの携帯電話機２の制御部は、ステップ
Ｓ５１で、サーバ装置３から送信された保管通知メッセージを受信すると、ステップＳ５
２において、メモリに記憶されている個人情報交換プログラムを起動し、この個人情報交
換プログラムに基づいて、上記保管通知メッセージを表示部に表示制御する。この保管通
知メッセージを見た当該携帯電話機２のユーザは、操作部を介してショートメッセージの
受信操作を行う。このショートメッセージの受信操作がなされると、制御部は、ステップ
Ｓ５３において通信回路を制御してサーバ装置３にアクセスし、ステップＳ５４において
、受信シーケンス開始信号をサーバ装置３に送信する。
【０１２５】
　サーバ装置３の制御部は、ステップＳ４２において、この受信シーケンス開始信号を受
信すると、サーバ装置３の制御部は、ステップＳ４３において、メッセージＤＢ６に保管
しているショートメッセージを携帯電話機２に送信する。そして、ステップＳ４４におい
て、携帯電話機２との間の通信回線の切断処理等の送信終了処理を行い、ステップＳ４５
において、メッセージＤＢ６に保管していた上記送信が終了したショートメッセージを削
除処理して、この図１２のフローチャートに示す全処理を終了する。
【０１２６】
　一方、携帯電話機２の制御部は、サーバ装置３から送信されたショートメッセージを、
ステップＳ５５において受信処理し、ステップＳ５６において、サーバ装置３との間の通
信回線の切断処理等の送信終了処理を行う。そして、ステップＳ５７及びステップＳ５８
において、この受信したショートメッセージをメモリに保存処理すると共に、ステップＳ
５９において、例えば「ショートメッセージを受信しました」等の、ショートメッセージ
を受信処理した旨のメッセージを表示部に表示制御して、この図１２のフローチャートに
示す全処理を終了する。
【０１２７】
　このように携帯電話機１とサーバ装置３との間におけるショートメッセージの送信は、
上記交換相手のユーザのユーザＩＤを隠した状態で、該サーバ装置３のＵＲＬ情報に基づ
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いて行われ、サーバ装置３と交換相手の携帯電話機２との間のショートメッセージの送信
は、サーバ装置３側で保管されている当該交換相手のユーザの電子メールアドレスに基づ
いて行われる。従って、当該携帯電話機１のユーザに対して、交換相手のユーザの電子メ
ールアドレスを知られることなくショートメッセージの送受信を行うことができ、該交換
相手のユーザの個人情報の保護を図ることができる。
【０１２８】
（ブルーカードの各ユーザに対して一括して送信する場合）
　次に、図１０（ｊ）、図１０（ｏ）及び図１０（ｐ）を用いて説明したように、ユーザ
により所望のグループが選択され、ショートメッセージの作成指定メニューが選択される
と、制御部２４は、図１１（ｃ）に示したように例えば表題、本文、及び添付ファイルの
入力欄からなるショートメッセージの作成画面を表示部１３に表示制御する。ユーザは、
各入力欄に対して、例えば図１１（ｄ）に示すように所望の表題やメッセージ等を入力し
、送信指定操作を行う。
【０１２９】
 この送信指定操作がなされると、制御部２４は、図１０（ｏ）及び図１０（ｐ）に示し
たようにユーザにより選択されたグループを構成する各ユーザのホワイトカード情報に付
されている各ユーザＩＤ、及び上述のユーザ登録時にサーバ装置３から発行された当該携
帯電話機１のユーザのユーザＩＤを上記隠した状態で作成されたショートメッセージに付
す。
【０１３０】
　このようにショートメッセージが作成されると、制御部２４は、図１に示す個人情報交
換プログラムによるショートメッセージ送受信機能３５に基づいて、上記サーバ装置３の
ＵＲＬ宛に当該ショートメッセージを送信するように、通信回路１２を制御する。そして
、このショートメッセージの送信処理が完了した際に、図１１（ｅ）に示すように、例え
ば「ショートメッセージの送信が完了しました」等のショートメッセージの送信完了を知
らせるメッセージを表示部１３に表示制御する。これにより、当該携帯電話機１のユーザ
は、自分が選択した上記交換相手のユーザに対して、ショートメッセージが送信されたこ
とを認識することができる。
【０１３１】
　次に、図１に示すサーバ装置３の制御部８は、上記ショートメッセージを受信すると、
このショートメッセージに付されている当該携帯電話機１のユーザのユーザＩＤ、及び上
記グループの各ユーザのユーザＩＤに基づいてＩＤ管理データベース７を参照することで
ユーザ認証を行う。そして、携帯電話機１のユーザ及び上記グループの各ユーザが当該個
人情報交換システムの正規のユーザであると認証した場合、この受信したショートメッセ
ージをメッセージＤＢ６に記憶制御すると共に、上記グループの各ユーザのユーザＩＤに
関連付けされてＩＤ管理データベース７に記憶されている、該グループの各ユーザの電子
メールアドレスを検出し、この電子メールアドレス宛に、図１２のフローチャートを用い
て説明したように、保管通知メッセージをそれぞれ送信する。そして、この保管通知メッ
セージを受信した各ユーザの携帯電話機から、ショートメッセージの送信要求がなされた
際に、メッセージＤＢ６に保管している、携帯電話機１のユーザから送信されたショート
メッセージをそれぞれ送信する。これにより、上記グループを構成する各ユーザに対して
、一括してショートメッセージを送信することができる。
【０１３２】
　なお、このような所望のグループを構成する各ユーザに対するショートメッセージの一
括送信時においても、携帯電話機１とサーバ装置３との間におけるショートメッセージの
送信は、上記各ユーザのユーザＩＤを隠した状態で該サーバ装置３のＵＲＬ情報に基づい
て行われ、サーバ装置３とグループの各ユーザとの間のショートメッセージの送信は、サ
ーバ装置３側で保管されている当該各ユーザの電子メールアドレスに基づいて行われる。
従って、所望のグループを構成する各ユーザに対してショートメッセージを一括送信する
場合でも、当該携帯電話機１のユーザに対して、該各ユーザの電子メールアドレスを知ら
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れることなくショートメッセージの送受信を行うことができ、上記グループを構成する各
ユーザの個人情報の保護を図ることができる。
【０１３３】
（ピンクカードを送信する場合）
　次に、図１１（ｆ）及び図１１（ｇ）は、交換相手のホワイトカード情報に基づいて該
交換相手のユーザに対して、当該携帯電話機１のユーザの詳細な個人情報を入力したピン
クカードを送信する流れを示している。この場合、当該携帯電話機１のユーザは、図１１
（ａ）に示したように並べて表示されているホワイトカード情報の中から、カーソルＣＲ
を移動操作することで、ピンクカードを送信するユーザのホワイトカード情報を選択操作
すると共に、図１１（ｂ）に示したように、「ショートメッセージの送信指定メニュー」
、及び「ピンクカードの送信指定メニュー」が表示部１３に表示されている状態において
、「ピンクカードの送信指定メニュー」を選択操作する。この「ピンクカードの送信指定
メニュー」が選択操作されると、制御部２４は、上記カーソルＣＲで選択されているホワ
イトカード情報のユーザのユーザ名を検出する。そして、図１１（ｆ）に示すように、例
えば「ユーザＢさん宛にピンクカードを送信しますか？」等の、上記ホワイトカード情報
から検出したユーザ宛にピンクカードの送信を行うか否かを問うメッセージを表示部１３
に表示制御する。
【０１３４】
　このメッセージに応答して、ユーザからピンクカードの送信を許可する操作がなされる
と、制御部２４は、メモリ２３に記憶されている当該携帯電話機１のユーザのピンクカー
ド情報を読み出す。そして、このピンクカード情報に、カーソルＣＲで選択されているユ
ーザのホワイトカード情報に付されているユーザＩＤを付すと共に、当該携帯電話機１の
ユーザのユーザＩＤを付し、これをサーバ装置３に送信するように通信回路１２を制御す
る。なお、このピンクカード情報に付される各ユーザＩＤのうち、少なくとも当該ピンク
カード情報の送信相手となるユーザのユーザＩＤは、当該携帯電話機１のユーザに対して
隠された状態で付されることは上述のとおりである。制御部２４は、このようなピンクカ
ード情報の送信処理が完了すると、図１１（ｇ）に示すように、例えば「ピンクカードの
送信が完了しました」等のピンクカード情報の送信完了を知らせるメッセージを表示部１
３に表示制御する。これにより、当該携帯電話機１のユーザは、自分が選択した上記交換
相手のユーザに対して、ピンクカード情報が送信されたことを認識することができる。
【０１３５】
　次に、図１に示すサーバ装置３の制御部８は、上記ピンクカード情報を受信すると、こ
のピンクカード情報に付されている当該携帯電話機１のユーザのユーザＩＤ、及び上記送
信相手となるユーザのユーザＩＤに基づいてＩＤ管理データベース７を参照することでユ
ーザ認証を行い、双方が当該個人情報交換システムの正規のユーザであると認証した場合
、この受信したピンクカード情報をメッセージＤＢ６に記憶制御すると共に、上記送信相
手となるユーザのユーザＩＤに関連付けされてＩＤ管理データベース７に記憶されている
、該送信相手となるユーザの電子メールアドレスを検出し、この電子メールアドレス宛に
、図１２のフローチャートを用いて説明したように、保管通知メッセージをそれぞれ送信
する。そして、この保管通知メッセージを受信したユーザの携帯電話機から、ピンクカー
ド情報の送信要求がなされた際に、メッセージＤＢ６に保管している、携帯電話機１のユ
ーザから送信されたピンクカード情報を送信する。これにより、ホワイトカード情報の交
換を行ったユーザのうち、所望のユーザを選択して、詳細な個人情報を入力したピンクカ
ード情報を送信することができる（＝所望のユーザに対してのみ、詳細な個人情報を教え
ることができる。）。
【０１３６】
　なお、このような携帯電話機１とサーバ装置３との間におけるピンクカード情報の送信
も、上記交換相手のユーザのユーザＩＤを隠した状態で該サーバ装置３のＵＲＬ情報に基
づいて行われ、サーバ装置３と交換相手の携帯電話機２との間のピンクカード情報の送信
も、サーバ装置３側で保管されている当該交換相手のユーザの電子メールアドレスに基づ
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いて行われる。従って、当該携帯電話機１のユーザに対して、交換相手のユーザの電子メ
ールアドレスを知られることなくピンクカード情報の送受信を行うことができ、該交換相
手のユーザの個人情報の保護を図ることができる。
【０１３７】
（追加情報を送信する場合）
　次に、初対面のユーザとの間の信頼関係を安全に構築するには、まず、簡略的な個人情
報を交換し、自分の趣味や嗜好等を徐々に相手に紹介し、ある程度の信頼関係が構築され
た際に、詳細な個人情報を交換するような、段階的な信頼関係の構築を行うことが好まし
い。当該実施の形態の個人情報交換システムの場合、最初にユーザ名（ニックネーム）、
コメント、写真、及び有効期限が入力されたホワイトカード情報のみを交換し、次の段階
で、上述の追加情報となっているお気に入りの曲や写真等を紹介し、これにより信頼関係
が構築された場合に、詳細な個人情報を入力したピンクカード情報の交換を行うことで、
初対面のユーザとの間の信頼関係を段階を踏んで安全に構築することが可能となっている
。この追加情報の交換は、最初におけるホワイトカード情報の交換時に、当該ホワイトカ
ード情報に付加して該追加情報の交換を行ってもよいのであるが、当該実施の形態の個人
情報交換システムの場合、上述のショートメッセージの添付ファイルとして、上記追加情
報を付加して交換することも可能となっている。
【０１３８】
　図１３のフローチャートに、ホワイトカード情報の交換後に、お気に入りの曲や写真等
の「追加情報」を交換する際の、当該個人情報交換システムの前半の処理の流れを、また
、図１４に当該後半の処理の流れをそれぞれ示す。この図１３及び図１４のフローチャー
トにおける、ステップＳ６１～ステップＳ７８は、携帯電話機１の制御部２４の処理の流
れを、ステップＳ８１～ステップＳ９３は、サーバ装置３の制御部８の処理の流れを、そ
れぞれ示している。
【０１３９】
　具体的には、携帯電話機１のユーザが追加情報を送信する場合、図１１（ｃ）に示した
ショートメッセージの作成画面において、図４～図６を用いて説明した「お気に入りの曲
」、「お気に入りの写真」、「自分のブログ及び自分が使用しているＳＮＳ」の中から、
交換相手に送信する一つ或いは複数の追加情報を選択し、これをショートメッセージの添
付ファイルとして入力し、送信指示操作を行う。
【０１４０】
　携帯電話機１の制御部２４は、この送信操作がなされると、ステップＳ６１において、
図１１（ａ）を用いて説明したように、カーソルＣＲが位置しているホワイトカード情報
のユーザである、当該追加情報を送信するユーザのホワイトカード情報を読み込み、ステ
ップＳ６２に処理を進める。ステップＳ６２では、制御部２４が、このホワイトカード情
報のユーザに対して追加情報を既に送信済みであるか否かを判別し、追加情報を既に送信
済みである場合は、ステップＳ６４において、当該追加情報を送信するユーザのホワイト
カード情報の読み込み終了を待って、処理をステップＳ６５に進める。また、上記ステッ
プＳ６２において、追加情報を送信するユーザに対して追加情報が送信されていないもの
と判別した場合、制御部２４は、ステップＳ６３において、図２に示すメモリ２３に記憶
されている宛先リストに対して、この追加情報を送信するユーザのユーザ名及びユーザＩ
Ｄを登録し、ステップＳ６４において、当該追加情報を送信するユーザのホワイトカード
情報の読み込み終了を待って、処理をステップＳ６５に進める。
【０１４１】
　すなわち、ホワイトカード情報の交換後に、そのホワイトカード情報のユーザに対して
追加情報等の送信を行うということは、今後もそのユーザに対してさらなる追加情報の送
信やピンクカードの送信が行われる可能性がある。このため、制御部２４は、追加情報（
或いはピンクカード情報）の送信が行われた際に（＝最初のホワイトカード情報の交換後
に、そのユーザに対してアクセスが図られた際に）、メモリ２３の宛先リストに対して、
該アクセスが図られたユーザのユーザ名及びユーザＩＤを登録する。
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【０１４２】
　制御部２４は、当該携帯電話機１のユーザによる表示指示操作により、この宛先リスト
を表示部１３に表示制御するようになっている。なお、宛先リストを表示部１３に表示制
御する場合、制御部２４は、上述のように各ユーザのユーザＩＤは表示することなく、ユ
ーザ名等のみを表示部１３に表示制御することで、該各ユーザの個人情報の保護を図るよ
うになっている。携帯電話機１のユーザにより、この表示された宛先リストから所望のユ
ーザが選択操作され、ショートメッセージの作成指示操作がなされると、制御部２４は、
宛先リストから選択されたユーザのユーザ名を宛先としたショートメッセージの作成画面
を表示部１３に表示する。これにより、当該携帯電話機１のユーザは、ショートメッセー
ジの宛先の入力操作の省略が可能となっている。同様に、携帯電話機１のユーザにより、
上記表示された宛先リストから所望のユーザが選択操作され、ピンクカード情報の送信指
示操作がなされると、制御部２４は、当該携帯電話機１のユーザのピンクカード情報に対
して、上記宛先リストから選択されたユーザのユーザＩＤを付して上記サーバ装置３に送
信する。これにより、当該携帯電話機１のユーザは、宛先リストから所望のユーザを選択
する等の簡単な操作だけで、ピンクカード情報の送信を行うことができる。
【０１４３】
　次に、宛先リストに対するユーザ名やユーザＩＤの登録等を行うと、制御部２４は、ス
テップＳ６５において、サーバ装置３との間の通信回線を確立するように通信回路２を制
御すると共に、ステップＳ６６において、当該携帯電話機１のユーザのホワイトカード情
報に付加されて記憶されている上記お気に入りの曲や写真等の追加情報のうち、当該携帯
電話機１のユーザにより指定された追加情報をメモリ２３から読み込み、ステップＳ６７
に処理を進める。ステップＳ６７では、制御部２４が、メモリ２３から読み込んだ追加情
報を送信用の所定のデータ形式の情報に変換処理してステップＳ６８に処理を進める。
【０１４４】
　ステップＳ６８では、制御部２４が、当該携帯電話機１とサーバ装置３との間の通信回
線の確立を確認して処理をステップＳ６９に進め、サーバ装置３に対して通信開始メッセ
ージを送信する。
【０１４５】
　サーバ装置３の制御部８は、ステップＳ８１において、この携帯電話機１から送信され
た通信開始メッセージを受信すると、ステップＳ８２において、通信を許可する通信ＯＫ
メッセージ（ＡＣＫ信号（ACK: ACKnowledge））を携帯電話機１に返信する。携帯電話機
１の制御部２４は、ステップＳ７０において、この通信ＯＫメッセージを受信すると、ス
テップＳ７１において、上述のユーザ登録時にサーバ装置３から発行されたユーザＩＤ（
＝当該携帯電話機１のユーザのユーザＩＤ）をサーバ装置３に送信する。サーバ装置３の
制御部８は、ステップＳ８３で、このユーザＩＤを受信すると、ステップＳ８４において
、ＩＤ管理ＤＢ７を参照することで、当該携帯電話機１のユーザのユーザ認証処理を行い
、ステップＳ８５において、ショートメッセージの宛先（この場合は、ショートメッセー
ジに添付ファイルとして添付された追加情報の宛先）となるユーザのユーザＩＤの送信要
求を行うための宛先要求メッセージを携帯電話機１に送信する。
【０１４６】
　携帯電話機１の制御部２４は、ステップＳ７２において、この宛先要求メッセージを受
信すると、ステップＳ７３において、上記宛先リストに登録されている、上記追加情報の
宛先となるユーザのユーザＩＤをサーバ装置３に送信する。サーバ装置３の制御部８は、
ステップＳ８６において、この追加情報の宛先となるユーザのユーザＩＤを受信すると、
図１４のフローチャートに示すステップＳ８７において、ＩＤ管理ＤＢ７を参照すること
で、当該宛先となるユーザのユーザ認証処理を行い、ステップＳ８８において、追加情報
の送信相手となるユーザの宛先を受信したことを示す宛先受信完了通知メッセージを携帯
電話機１に送信する。
【０１４７】
　携帯電話機１の制御部２４は、図１４のフローチャートに示すステップＳ７４において
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、この宛先受信完了通知メッセージを受信し、ステップＳ７５において、ショートメッセ
ージ及びこのショートメッセージに付加された追加情報を、データの終端を示す終了フラ
グを付したうえで、サーバ装置３に送信する。サーバ装置３の制御部８は、ステップＳ８
９において、このショートメッセージ及び追加情報を受信し、上記データの終端を示す終
了フラグを検出した際に、ステップＳ９０において、受信完了通知メッセージを携帯電話
機１に送信する。
【０１４８】
　携帯電話機１の制御部２４は、ステップＳ７６において、この受信完了通知メッセージ
を受信すると、ステップＳ７７において、通信終了メッセージをサーバ装置３に送信し、
ステップＳ７８において、通信回線の切断処理を行い、この図１３及び図１４のフローチ
ャートに示す全処理を終了する。
【０１４９】
　サーバ装置３は、ステップＳ９１において、上記通信終了メッセージを受信すると、ス
テップＳ９２において、通信回線の切断処理を行い、ステップＳ９３において、メッセー
ジＤＢ６に一次保管処理して、この図１３及び図１４のフローチャートに示す全処理を終
了する。サーバ装置３の制御部８は、メッセージＤＢ６に上記ショートメッセージ及び追
加情報を一次保管処理すると、図１２のフローチャートを用いて説明したように、当該シ
ョートメッセージの宛先となるユーザの携帯電話機に対して保管通知メッセージを送信し
、この保管通知メッセージに応答して、該携帯電話機側から受信要求がなされた際に、メ
ッセージＤＢ６に一次保管している上記ショートメッセージ及び追加情報を送信する。こ
れにより、ホワイトカード情報の交換相手となるユーザに対して、当該携帯電話機１のユ
ーザのお気に入りの曲や写真等を紹介する追加情報を送信することができ、信頼関係の構
築を次段階に進めることができる。
【０１５０】
〔ショートメッセージの表示動作〕
　次に、図１５（ａ）～図１５（ｅ）に、受信したショートメッセージの表示動作の流れ
を示す。まず、図１１（ａ）に示したように、交換相手から受信したホワイトカード情報
が並んで表示されている状態において、カーソルＣＲを移動操作することで所望のホワイ
トカード情報を選択し、この選択したホワイトカード情報の詳細表示の指定操作を行うと
、制御部２４は、図１５（ａ）に示すようにユーザにより選択されたホワイトカード情報
の詳細と共に、メッセージタグ４３を表示部１３に表示制御する。なお、この図１５（ａ
）は、このユーザのホワイトカード情報と共に、当該ユーザのお気に入りの写真や曲のジ
ャケット写真等の追加情報が表示されている例である。追加情報の交換が行われていない
場合は、ホワイトカード情報のみが表示されることとなる。
【０１５１】
　次に、ユーザは、上記メッセージタグ４３を選択操作すると共に、詳細表示を指定操作
する。この詳細表示の指定操作がなされると、制御部２４は、図１５（ｂ）に示すように
当該ホワイトカード情報のユーザとの間で送受信されたショートメッセージの送受信日時
及び表題の一覧を表示部１３に表示制御する。
【０１５２】
　次に、ユーザにより、この一覧的に表示されたショートメッセージの中から所望のショ
ートメッセージが選択操作され、表示指示操作がなされると、制御部２４は、図１５（ｃ
）に示すようにショートメッセージの本文を表示部１３に表示制御する。これにより、シ
ョートメッセージの内容（本文）を確認することができる。当該携帯電話機１のユーザは
、この本文を見たショートメッセージに対する返信を行う場合、操作部１４を介して返信
指示操作を行う。この返信指示操作がなされると、制御部２４は、図１１（ｃ）に示した
ように、この返信相手となるユーザのユーザ名及びユーザＩＤ（上述のように、ユーザＩ
Ｄは、表示しない状態で付される。）を付したショートメッセージ作成画面を表示部１３
に表示制御する。上記本文を見ることで当該ショートメッセージは不要と判断した場合、
ユーザは、操作部１４を介して削除指示操作を行う。この削除指示操作がなされると、制
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御部２４は、図１５（ｄ）に示すように例えば「ショートメッセージを削除してもよろし
いですか？」等の、ショートメッセージの削除の是非を問うメッセージを表示部１３に表
示し、ユーザにより、当該削除を許可する操作がなされた際に、当該ショートメッセージ
をメモリ２３から削除処理する。
【０１５３】
　一方、図１５（ｂ）に示したように、送受信されたショートメッセージの一覧の表示画
面において、ユーザにより、処理メニューの指定操作がなされると、制御部２４は、図１
５（ｅ）に示すように「返信メニュー」及び「削除メニュー」を表示部１３に表示制御す
る。ユーザにより、「返信メニュー」が選択されると、制御部２４は、図１１（ｃ）に示
したように、この返信相手となるユーザのユーザ名及びユーザＩＤを付したショートメッ
セージ作成画面を表示部１３に表示制御する。また、上記「削除メニュー」が選択される
と、制御部２４は、図１５（ｄ）を用いて説明したように、当該携帯電話機１のユーザに
より選択されたショートメッセージをメモリ２３から削除処理する。
【０１５４】
〔カードの有効期限に基づく削除処理動作〕
　次に、ホワイトカード情報の交換を行った後、何ら連絡を取ることもなく長期間が経過
した場合、そのホワイトカード情報は略々不要となるのであるが、このような不要となっ
たホワイトカード情報がメモリ２３に保存され続けることで、該メモリ２３の記憶領域を
不当に圧迫することとなる。当該実施の形態の個人情報交換システムの場合、上述のよう
にホワイトカード情報に対して、所望の有効期限を付すことが可能となっており、携帯電
話機側では、この有効期限が経過したホワイトカード情報をメモリ２３から削除すること
で、メモリ２３の記憶領域が不要なホワイトカード情報で不当に圧迫される不都合を防止
するようになっている。
【０１５５】
　図１６のフローチャートに、この有効期限に基づくホワイトカード情報の削除処理の流
れを示す。なお、この図１６のフローチャートのステップＳ１０１～ステップＳ１０７の
各処理は携帯電話機１の制御部２４の処理を、ステップＳ１１１及びステップＳ１１２は
サーバ装置３の制御部８の処理を、それぞれ示している。また、ホワイトカード情報に有
効期限情報が付されているものとして説明を行うが、有効期限情報はピンクカード情報の
他、ショートメッセージに対しても付加してもよい。いずれの場合も、以下に説明するよ
うに有効期限を経過した際にメモリ２３から削除される。詳しくは、以下の説明を参照さ
れたい。
【０１５６】
　まず、携帯電話機１の制御部２４は、メモリ２３に記憶されている個人情報交換プログ
ラムに基づいて、図１６のフローチャートのステップＳ１０１において、所定時間置き、
或いはユーザにより通信回線の確立指示操作がなされた際に、サーバ装置３との間の通信
回線の確立を図るように通信回路２を制御して、処理をステップＳ１０２に進める。ステ
ップＳ１０２では、制御部２４が、この確立された通信回線を介して、日時問い合わせメ
ッセージをサーバ装置３に送信する。サーバ装置３の制御部８は、ステップＳ１１１にお
いて、この日時問い合わせメッセージを受信すると、ステップＳ１１２において、現在日
時を示すチェックサムを付した日時データを携帯電話機１に返信して、この図１６のフロ
ーチャートに示す全処理を終了する。
【０１５７】
　携帯電話機１の制御部２４は、ステップＳ１０３において、サーバ装置３から返信され
た日時データを受信し、ステップＳ１０４において、メモリ２３に記憶されている交換相
手のホワイトカード情報の有効期限情報を読み込む。そして、ステップＳ１０５において
、この読み込んだホワイトカード情報の有効期限情報と、サーバ装置３から受信した日時
データとを比較し、日時データで示される現在日時が、ホワイトカード情報の有効期限情
報で示される有効期限を経過していないものと判別した場合には、そのまま、この図１６
のフローチャートに示す全処理を終了し、日時データで示される現在日時が、ホワイトカ
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ード情報の有効期限情報で示される有効期限を経過したものと判別した場合には、処理を
ステップＳ１０６に進める。
【０１５８】
　ステップＳ１０６では、そのホワイトカード情報は有効期限を経過したものであるため
、制御部２４が、この有効期限を経過しているホワイトカード情報に対して、表示されな
い状態で付されているユーザＩＤ（ホワイトカード情報に隠されて付されているユーザＩ
Ｄ）を、メモリ２３の削除ＩＤリストに追加して処理をステップＳ１０７に進める。そし
て、このステップＳ１０７において、上記有効期限を経過したホワイトカード情報をメモ
リ２３から削除処理して、この図１６のフローチャートに示す全処理を終了する。制御部
２４は、このような有効期限を経過したホワイトカード情報の削除処理を、メモリ２３に
記憶されている全てのホワイトカード情報に対して実行制御する。
【０１５９】
　これにより、例えばホワイトカード情報の交換を行った後、何ら連絡を取ることもなく
長期間が経過することで不要となったホワイトカード情報の蓄積により、メモリ２３の記
憶領域が不当に圧迫される不都合を防止して、該メモリ２３の記憶領域の有効活用を図る
ことができる。
【０１６０】
［実施の形態の効果］
　以上の説明から明らかなように、この実施の形態の個人情報交換システムは、各携帯電
話機１，２の近距離無線通信ユニット２２を介して簡略的な個人情報を入力したホワイト
カード情報を交換する。また、携帯電話機１の制御部２４は、所定時間内に受信した交換
相手のホワイトカード情報を自動的にグループ化して表示部１３に表示する。これにより
、ホワイトカード情報の交換したユーザをグループ単位で把握可能となるため、該ホワイ
トカード情報の交換を行った各ユーザの特定を容易化することができるうえ、交換日時や
交換場所も想起させ易くすることができ、該交換日時や該交換場所の特定も容易化するこ
とができる。
【０１６１】
　また、ホワイトカード情報（及びショートメッセージ、或いはピンクカード情報）に有
効期限が付されており、この有効期限を経過したホワイトカード情報は、メモリ２３から
自動的に削除するようになっているため、ホワイトカード情報の交換を行った後、何ら連
絡を取ることもなく長期間が経過することで不要となったホワイトカード情報の蓄積によ
り、メモリ２３の記憶領域が不当に圧迫される不都合を防止して、該メモリ２３の記憶領
域の有効活用を図ることができる。
【０１６２】
　最後に、上述の実施の形態の説明では、携帯電話機を用いて個人情報の交換を行うこと
としたが、携帯電話機の他、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）、ＰＤ
Ａ装置（PDA：Personal Digital Assistant）、携帯ゲーム機、ノート型のパーソナルコ
ンピュータ装置等の携帯機器を用いて個人情報の交換を行うようにしてもよい。いずれの
場合でも、上述と同じ効果を得ることができる。
【０１６３】
　また、上述の実施の形態は、本発明の一例である。このため、本発明は上述の実施の形
態に限定されることはなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等
に応じて種々の変更が可能であることは勿論であることを付け加えておく。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】本発明を適用した実施の形態となる個人情報交換システムのシステム構成を示す
図である。
【図２】実施の形態の個人情報交換システムに用いられる携帯電話機のブロック図である
。
【図３】実施の形態の個人情報交換システムで用いられる携帯電話機のホワイトカードの
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【図４】実施の形態の個人情報交換システムで用いられる携帯電話機で作成されたホワイ
トカードに追加情報として付加されるお気に入りの曲の追加動作を説明するための図であ
る。
【図５】実施の形態の個人情報交換システムで用いられる携帯電話機で作成されたホワイ
トカードに追加情報として付加されるお気に入りの写真の追加動作を説明するための図で
ある。
【図６】実施の形態の個人情報交換システムで用いられる携帯電話機で作成されたホワイ
トカードに追加情報として付加される自分のブログ及びＳＮＳの追加動作を説明するため
の図である。
【図７】実施の形態の個人情報交換システムで用いられる携帯電話機のピンクカードの作
成動作を説明するための図である。
【図８】実施の形態の個人情報交換システムにおけるホワイトカードの交換動作を説明す
るための模式図である。
【図９】実施の形態の個人情報交換システムにおけるホワイトカードの交換動作の流れを
示すフローチャートである。
【図１０】実施の形態の個人情報交換システムの携帯電話機におけるホワイトカード、ブ
ルーカード、及びピンクカードの表示動作を説明するための図である。
【図１１】実施の形態の個人情報交換システムにおける、ホワイトカードに基づくショー
トメッセージの作成及び送信動作を説明するための図である。
【図１２】実施の形態の個人情報交換システムにおける、サーバ装置を仲介したショート
メッセージの受信動作の流れを示すフローチャートである。
【図１３】実施の形態の個人情報交換システムにおける、ショートメッセージに付加され
た追加情報の前半の送信処理の流れを示すフローチャートである。
【図１４】実施の形態の個人情報交換システムにおける、ショートメッセージに付加され
た追加情報の後半の送信処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５】実施の形態の個人情報交換システムの携帯電話機における、ショートメッセー
ジの表示処理の流れを示す図である。
【図１６】実施の形態の個人情報交換システムの携帯電話機における、有効期限を経過し
た不要なホワイトカード情報の自動削除処理動作を説明するためのフローチャートである
。
【符号の説明】
【０１６５】
　１　携帯電話機、２　携帯電話機、３　サーバ装置、４　ＩＤ発行部、５　通信部、６
　メッセージデータベース（メッセージＤＢ）、７　ＩＤ管理データベース（ＩＤ管理Ｄ
Ｂ）、８　制御部、９　無線基地局、１０　ネットワーク、１１　アンテナ、１２　通信
回路、１３　表示部、１４　操作部、１５　スピーカ部、１６　マイクロホン部、１７　
カメラ部、１８　発光部、１９　バイブレーションユニット、２０　タイマ、２１　非接
触無線通信アンテナ、２２　非接触無線通信ユニット、２３　メモリ、２４　制御部、３
１　カード作成機能、３２　コンテンツ管理機能、３３　非接触無線通信制御機能、３４
　個人情報管理機能、３５　ショートメッセージ送受信機能、４１　ホワイトカードタグ
、２　ブルーカードタグ、４３メッセージタグ、４５　第１のグループ、４６　第２のグ
ループ
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】



(38) JP 2009-147828 A 2009.7.2

10

フロントページの続き

(72)発明者  國枝　俊介
            東京都港区港南１丁目８番１５号　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社
            内
(72)発明者  植田　和典
            東京都港区港南１丁目８番１５号　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社
            内
(72)発明者  川上　高
            東京都港区港南１丁目８番１５号　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社
            内
(72)発明者  河村　真
            東京都港区港南１丁目８番１５号　ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社
            内
Ｆターム(参考) 5K067 AA21  AA34  BB04  BB21  CC12  DD11  DD17  DD24  DD53  EE02 
　　　　 　　        EE16  EE25  EE35  FF02  FF06  FF13  FF23  FF31  HH22  HH23 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

