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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗車料金を支払うバリュー情報がカード情報として記憶されている非接触または接触／
非接触のＩＣカードと、該ＩＣカードとの通信や改札機との通信を行なうＩＣカードＩ／
Ｆ（インタフェース）部と、外部とのデータ通信を行なう通信部と、各種判定や演算など
によって統括制御を行なう制御部とを備え、乗車料金として該ＩＣカードでのバリューが
引き去れるようにし、該ＩＣカードにバリュー残高がカード情報として記憶されている携
帯端末であって、
　該ＩＣカードに、対応動作としてのバリューのチャージ動作と、該対応動作を実行させ
るバリュー残高の条件である対応動作条件とが設定されており、
　該制御部が、
　　該ＩＣカードをアクセスして、該バリュー残高と該対応動作条件と該対応動作とを取
得し、
　　該バリュー残高と該対応動作条件とを比較して、該バリュー残高が該対応動作条件を
満たしているか否かを判定し、
　　該バリュー残高が該対応動作条件を満たしているとき、該通信部を用いて該対応動作
としての該ＩＣカードへの該バリューのチャージ動作を実行する
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　請求項１において、
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　前記制御部による前記バリュー残高が該対応動作条件を満たしているか否かの判定は、
利用者が設定した所定の時間経過毎に、あるいは該改札機との通信が行なわれる毎に、行
なわれることを特徴とする携帯端末。
【請求項３】
　定期券の情報がカード情報として記憶されている非接触または接触／非接触のＩＣカー
ドと、該ＩＣカードとの通信や改札機との通信を行なうＩＣカードＩ／Ｆ（インタフェー
ス）部と、外部とのデータ通信を行なう通信部と、各種判定や演算などによって統括制御
を行なう制御部とを備え、該改札機で該ＩＣカードに記憶されている定期券の有効期限が
チェックされる携帯端末であって、
　該ＩＣカードに、対応動作としての定期券の更新動作と、該対応動作を実行させる該定
期券の有効期限の条件である対応動作条件とが設定されており、
　該制御部が、
　　該ＩＣカードをアクセスして、該定期券の有効期限と該対応動作条件と該対応動作と
を取得し、
　　該定期券の有効期限と該対応動作条件とを比較して、該定期券の有効期限が該対応動
作条件を満たしているか否かを判定し、
　　該定期券の有効期限が該対応動作条件を満たしているとき、該通信部を用いて該対応
動作としての該ＩＣカードへの該定期券の更新動作を実行する
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記制御部による前記定期券の有効期限が該対応動作条件を満たしているか否かの判定
は、利用者が設定した所定の時間経過毎に、あるいは該改札機との通信が行なわれる毎に
、行なわれることを特徴とする携帯端末。
【請求項５】
　乗車料金を支払うバリュー残高を含むバリュー情報がカード情報として記憶されている
非接触または接触／非接触のＩＣカードを備えた携帯端末や改札機と通信する通信部と、
該携帯端末を使用する顧客のデータが保存されている顧客データ記憶部と、各種判定や演
算などによって統括制御を行なう制御部とを備えた管理装置であって、
　該顧客データ記憶部には、該携帯端末に送信する送信情報内容と、該送信情報内容を該
携帯端末に送信する該バリュー残高の条件である情報送信条件とが設定されており、
　該制御部が、
　　該通信部により、該携帯端末から該ＩＣカードでの該カード情報としてのバリュー残
高を取得し
　、また、該顧客データ記憶部から該情報送信条件を取得し、
　　該バリュー残高と該情報送信条件とを比較して、該顧客データ記憶部での該送信情報
内容を該携帯端末に送信する必要があるか否かを判定し、
　　該送信情報内容を送る必要があるとの判定のとき、該通信部から該携帯端末に、該Ｉ
Ｃカードへの該バリューのチャージ動作を実行させる該送信情報内容を送信する
　ことを特徴とする管理装置。
【請求項６】
　定期券の情報がカード情報として記憶されている非接触または接触／非接触のＩＣカー
ドを備えた携帯端末や改札機と通信する通信部と、該携帯端末を使用する顧客のデータが
保存されている顧客データ記憶部と、各種判定や演算などによって統括制御を行なう制御
部とを備えた管理装置であって、
　該顧客データ記憶部には、該携帯端末に送信する送信情報内容と、該送信情報内容を該
携帯端末に送信する定期券の更新の条件である情報送信条件とが設定されており、
　該制御部が、
　　該通信部により、該携帯端末から該ＩＣカードでの該カード情報としての定期券の有
効期限を取得し、
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　　また、該顧客データ記憶部から該情報送信条件を取得し、
　　該定期券の有効期限と該情報送信条件とを比較して、該顧客データ記憶部での該送信
情報内容を該携帯端末に送信する必要があるか否かを判定し、
　　該送信情報内容を送る必要があるとの判定のとき、該通信部から該携帯端末に、該Ｉ
Ｃカードへの該定期券の有効期限の更新動作を実行させる該送信情報内容を送信する
　ことを特徴とする管理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＩＣカードを搭載した携帯端末とこれを管理する管理装置に係り、特に、乗
車システムなどに用いて好適な携帯端末とその管理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＩＣカードを交通機関の乗車券として用いることができるようにしたシステムが提
案されている。
【０００３】
その一例として、携帯端末にＩＣカードをタグとして用いるものであって、この携帯端末
には、外部との無線通信を行なうための主アンテナのほかに、ＩＣカードが外部との無線
通信を行なうためのＩＣカード用アンテナを備えている。この携帯端末の利用者がこのシ
ステムの交通機関を利用する場合には、主アンテナからの通信によって鉄道会社のサイト
に要求すると、乗車券，回数券あるいは定期券の電子情報が送信され、携帯端末では、こ
れが主アンテナで受信されてＩＣカードに記憶される。乗車する場合には、かかるＩＣカ
ードが内蔵された携帯端末を乗車駅の改札ゲートにかざすと、ＩＣカードに記憶されてい
る電子情報が読み出され、上記のＩＣカード用アンテナから改札ゲートに送信される。改
札ゲートでは、これが受信されると、利用者を通過可能にとする（例えば、特許文献１参
照）。
【０００４】
また、他の例としては、ＩＣカードにバリュー情報を記憶し、これにより、乗車料金を支
払うことができるようにしたシステムが提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
これは、利用者が、乗車駅でバリュー情報（金額情報）を記憶したＩＣカードを改札機に
通すと、改札機はこのＩＣカードの識別情報を取り込み、また、下車駅でこのＩＣカード
を改札機に通すと、この識別情報とともに、バリュ情報も取り込む。ＩＣカード管理シス
テムは、乗車駅と下車駅との改札機で取り込んだ識別情報からこのＩＣカードが認識し、
これら乗車駅と下車駅とから乗車料金が算出し、この乗車料金に対するバリューをＩＣカ
ードから引き出すものである。
【０００６】
また、かかるＩＣカードでは、ＩＣカード管理システムに登録しておくことにより、ＩＣ
カードでのバリューの積み増しや定期券の自動継続もできるようにしている。このバリュ
ーの積み増しについては、例えば、残高が３００円以下になると、自動的に１０００円積
み増しするというように、ルールが指定されており、ＩＣカード管理システムは、かかる
積み増しをすることが要求されたＩＣカードに対しては、このルールに従ってバリューの
積み増しを行ない、ＩＣカードでのバリュー残高が不足しないようにしている。
【０００７】
【特許文献１】
特開２００２－２４７１５７号公報
【０００８】
【特許文献２】
特開２００２－３２９１７６号公報
【０００９】
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【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記特許文献１に記載の技術によると、交通機関を利用する毎に、乗車券など
を購入するための操作を携帯端末で行なわなければならず、そのための情報入力の手間が
かかることになるし、また、購入した乗車券に対して乗車区間を変更した場合には、その
変更のための手続きが下車駅で必要となる。
【００１０】
これに対し、上記特許文献２に記載の技術では、改札機にＩＣカードを通すだけで改札口
を通ることができ、また、乗車駅と下車駅とから乗車料金が算出され、この乗車料金をＩ
Ｃカードに記憶されたバリュー情報で支払うことができるから、利用者は何ら操作をしな
くともよく、上記特許文献１に記載の技術での問題点を解消するものである。
【００１１】
しかし、ＩＣカードでのバリュー残高が不足しないようにするためには、バリューの積み
増しをＩＣカード管理システムに要求することが必要であるし、また、ＩＣカード管理シ
ステムも、どのＩＣカードがバリューの積み増しを要求しているかを認識して記憶し、ま
た、夫々の改札機にバリューの積み増しを要求したＩＣカードを通知しておくことが必要
である。
【００１２】
また、上記特許文献２に記載の技術では、定期券の更新サービスも提供するものであるが
、この管理もＩＣカード管理システムで行なわれており、このサービスを受けているＩＣ
カードに関する情報も、各改札機に通知することが必要となる。ＩＣカードを定期券とし
て利用できるようにする場合も同様である。
【００１３】
このような管理や更新方法では、利用者の増加とともに管理コストも増加し、また、処理
時間も増加していく問題がある。
【００１４】
また、上記特許文献２に記載の技術では、ＩＣカードからの要求により、定期券の自動更
新が可能となるが、これによると、更新の時期になると、定期券は自動的に更新されるこ
とになり、利用者としては、更新時期になれば、それを知りたい場合もあるが、これがで
きない。
【００１５】
　本発明の目的は、かかる問題を解消し、ＩＣカードを搭載可能として、管理システム側
の負担を不要または減らしながら、ＳＦバリューのチャージ（積み増し）を可能とし、定
期券の更新タイミングを利用者に知らせることができて、使い勝手の良い携帯端末とその
管理装置を提供することにある。
【００１６】
　本発明の他の目的は、通信情報のセキュリティを高めながら、ＳＦバリューのチャージ
や定期券更新の通知を行なうことができるようにした携帯端末とその管理装置を提供する
ことにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、非接触ＩＣカードを搭載した携帯電話が所定のタ
イミングでＩＣカードの内容をチェックすることにより、非接触アクセスが行なわれたこ
とを検出し、必要に応じてバリューチャージや定期券の更新ができるようにする。
【００１８】
また、本発明は、改札機及び管理装置と連携して、非接触ＩＣカードを搭載した携帯電話
が改札を通過した場合、管理装置が改札通過したデータをもとに、管理装置に登録してあ
る顧客データと情報送信条件から、携帯電話にバリューチャージや定期券更新に関連する
情報を送信することにより、適切なタイミングで利用者がバリューチャージや定期券の更
新ができるようにする。
【００１９】
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さらに、本発明は、携帯電話に認証機能を搭載することにより、バリューチャージや定期
券の更新時に指紋認証などを行ない、セキュリティを高めた上でバリューチャージや定期
券の更新ができるようにする。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施形態を図面を用いて説明する。
　図１は本発明のよるＩＣカードの管理方法の一実施形態を示す図であって、１００は携
帯端末、１０１は改札機、１０２は管理装置。１０３はネットワーク、１０４はＩＣカー
ド、１０５，１０６，１０７はアンテナである。
【００２１】
同図において、このシステムは、携帯端末１００と改札機１０１と管理装置１０２とネッ
トワーク１０３とで構成されている。
【００２２】
　携帯端末１００は、ＩＣカード１０４を内蔵し、ネットワーク１０３を介して管理装置
１０２と通信するためのアンテナ１０７や改札機１０１の図示しない非接触ＩＣカードＲ
／Ｗ（リーダライタ）と通信を行なうためのアンテナ１０５を搭載している。改札機１０
１は、非接触ＩＣカードＲ／Ｗを内蔵し、そのアンテナ１０６を介して携帯端末１００に
内蔵の非接触ＩＣカード１０４と通信が可能である。管理装置１０２はＩＣカード１０４
の情報を管理し、必要な情報を改札機１０１とやりとりする。また、管理装置１０２は、
ＩＣカード４でのバリューチャージや定期券データの更新の管理も可能である。定期券の
利用者や管理装置１０２からの各種データ送信サービスの利用者の関連情報が、管理装置
１０２の図示しない顧客データベースにＩＣカードＩＤと関連付けて登録されている。
【００２３】
　携帯端末１００は、ネットワーク１０３を通じて管理装置１０２と相互に通信が可能で
あり、また、改札機１０１と管理装置１０２も、専用の通信線を介して接続されており、
相互に通信が可能である。勿論、改札機１０１が管理装置１０２の機能の一部や全部を備
えていてもよいし、管理装置１０２が機能を分散して複数存在していてもよい。
【００２４】
このシステムの第１の例として、まず、ＩＣカード１０４内にＳＦバリューや定期券など
の情報（以下、カード情報という）が記憶されており、携帯端末１００が自身のカード情
報をチェックして、バリューのチャージや定期券の更新を行なう場合について説明する。
【００２５】
図２は本発明による携帯端末の一実施形態である図１における携帯端末１００の内部構成
を示すブロック図であって、２０１は制御部、２０２は音声入力部、２０３は記憶部、２
０４は通信部、２０６は入力部、２０７は表示部、２０８はＩＣカードＩ／Ｆ（インタフ
ェース）部であって、図１に対応する部分には同一符号を付けている。
【００２６】
同図において、この実施形態は、必要なプログラムやデータを保持し、各種判定や演算な
どによって携帯端末１００の統括制御を行なう制御部２０１と、通話用音声の入出力を行
なうための音声入出力部２０２と、携帯端末１００の利用者による各種設定情報やダウン
ロードしたデータ，プログラムなどを保存する記憶部２０３と、音声通信やデータ通信を
アンテナ１０７を介して行なう通信部２０４と、テンキーなどの操作ボタンで情報の入力
操作を行なう入力部２０６と、電話番号情報やインターネットからのコンテンツ画面など
を表示する表示部２０７と、ＩＣカード１０４との通信やアンテナ１０５を介して改札機
１０１の非接触Ｒ／Ｗと通信を行なうＩＣカードＩ／Ｆ部２０８とを具備した構成をなし
ている。
【００２７】
なお、ＩＣカード１０４は、非接触ＩＣカードでもよいし、また、接触，非接触Ｉ／Ｆの
両方を備えたデュアルＩ／Ｆ搭載のＩＣカードでもよく、さらに、携帯端末１００から取
り外し可能であってもよい。
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【００２８】
携帯端末１００に内蔵のＩＣカード１０４には、乗車券のＳＦバリューが所持されており
、乗車駅や下車駅で改札する場合には、利用者が携帯端末１００を乗車駅での改札機１０
１にかざすことにより、改札口を通過することができ、また、下車駅の改札機に携帯端末
１００をかざすことにより、この改札口を通過することができるとともに、乗車駅から下
車駅までの必要な乗車料金などのバリューが引き去られる。また、定期券をＩＣカード１
０４内に所持しているときには、改札機１０１で有効期限がチェックされ、これにより、
改札口を通過することができる。
【００２９】
図３は図２に示す携帯端末１００のバリュー残高に関する動作の一具体例を示すフローチ
ャートである。これは、携帯端末１００自体が、例えば、ＩＣカード１０４内のバリュー
残高がある一定額以下になっていないかどうかをチェックし、不足していれば、自動的に
それをチャージする制御部２０１の自動チェック機能の処理手順を示すものである。
【００３０】
同図において、まず、記憶部２０３に記憶されている利用者の設定などに基づき、利用者
が携帯端末１００の電源投入を投入すると、制御部２０１が処理がスタートする（Ｓ（ス
テップ）３００）。そして、利用者が設定した所定のタイミング（例えば、一定時間間隔
や特定の時間など）でＩＣカード１０４にアクセスを行ない、カード情報、ここでは、Ｓ
Ｆバリュー残高を取得し（Ｓ３０１）、また、利用者が設定した対応動作条件及び対応動
作ＩＤ（識別情報）も取得する（Ｓ３０２）。
【００３１】
この対応動作は、ＩＣカード１０４から取得したカード情報に対して実行される動作であ
って、ＳＦバリュー残高の場合には、そのチャージを行なう動作が対応動作である。また
、対応動作条件とは、かかる対応動作を実行させるための条件であって、例えば、バリュ
ー残高が１０００円以下になると、３０００円のチャージを実行するという条件であり、
これは、携帯端末１００により、利用者が設定する。この対応動作条件は、ＩＣカード１
０４に記憶されており、利用者によって設定，変更可能である。
【００３２】
　このように、ＳＦバリュー残高と対応動作条件を取得すると、制御部２０１は、これら
を比較し、対応動作を実行すべきか否かを判定する（Ｓ３０３）。ＳＦバリュー残高がそ
の対応動作条件を満たしていない場合には（上記の例では、バリュー残高が１０００円を
越えている）、対応動作が不要としてＳ３０１に戻るが、ＳＦバリュー残高がその対応動
作条件を満たしている場合には（上記の例では、バリュー残高が１０００円以下）、対応
動作を実行してＳＦバリューのチャージ（上記の例では、３０００円の積み増し）が行な
われ（Ｓ３０４）、Ｓ３０１に戻る。
【００３３】
かかる動作は、所定の時間経過毎、あるいは特定のときなどの所定のタイミング（例えば
、改札機１０１との通信を行なうときなど）で行なわれ、このような動作を行なうタイミ
ングは利用者が適宜設定することができる。
【００３４】
ここで、対応動作(Ｓ３０４)は、例えば、次のように行なわれる。
【００３５】
制御部２０１は、対応動作条件を満たしていると判定すると（Ｓ３０３）、ＩＣカード１
０４に内蔵の変更プログラムを起動し、通信部２０４，アンテナ１０７を介して図示しな
い銀行などの金融機関と通信し、この携帯端末の利用者の口座からのバリューチャージに
必要な金額（この場合、３０００円）の引き出しを要求する。金融機関は、この要求に応
じて、この口座から必要な金額を引き出し、この金額の情報を携帯端末１００に送信する
。携帯端末１００では、この金額情報をアンテナ１０７から通信部２０４を介して受信し
、ＩＣカードＩ／Ｆ部２０８からＩＣカード１０４に送る。これにより、この送金金額が
ＩＣカードでバリューとしてチャージされる。あるいはまた、携帯端末１００は通信部２
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０４，アンテナ１０７からネットワーク１０３を介した管理装置１０２との通信を行ない
、かかる判定結果を通知する。管理装置１０２は、この通知を受けると、対応動作を実行
させるためのチャージするバリュー（上記の例では、３０００円）をネットワーク１０３
を介して携帯端末１００に送信する。携帯端末１００では、このバリューをアンテナ１０
７から通信部２０４を介して受信し、ＩＣカードＩ／Ｆ部２０８からＩＣカード１０４に
チャージする。
【００３６】
なお、利用者の設定によっては、表示部２０７の画面に残高不足情報を表示させることも
可能であるし、定期券の有効期限をチェックし、その更新を指示することも可能である。
【００３７】
次に、図１に示すＩＣカードの管理方法の他の実施形態として、携帯端末１００が改札機
１０１及び管理装置１０２と連携してバリョー残高のチャージや定期券の更新を行なう場
合を説明する。
【００３８】
図４は図１における改札機１０１の一具体例の内部構成を示すブロック図であって、４０
１は制御部、４０２は改札通過情報記憶部、４０３は非接触ＩＣカード通信部、４０４は
通信部であり、図１に対応する部分には同一符号を付けて重複する説明を省略する。
【００３９】
同図において、この改札機１０１は、必要なプログラムやデータを保持し、各種判定や演
算などによって改札機１０１の統括制御を行なう制御部４０１と、改札機１０１で処理し
たＩＣカード１０４のＩＤ（識別情報）やカード情報などを取得して保持する改札通過情
報記憶部４０２と、アンテナ１０６を備えて携帯端末１００に搭載された非接触ＩＣカー
ド１０４と通信を行なう非接触ＩＣカード通信部４０３と、管理装置１０２と各種データ
のやりとりを行なう通信部４０４とを具備した構成をなしている。
【００４０】
　利用者がＩＣカード１０４を搭載した携帯端末１００を改札機１０１にかざすと、この
携帯端末１００（図２）では、制御部２０１がＩＣカード１０４からカード情報を読み取
り、ＩＣカードＩ／Ｆ部２０８から非接触アンテナ１０５を介して改札機１０１に送信す
る。改札機１０１では、図４において、制御部４０１の制御の基に、このカード情報を非
接触アンテナ１０６から非接触ＩＣカード通信部４０３を介して受信し、改札通過情報記
憶部４０２に記憶する。しかる後、制御部４０１はこの改札通過情報記憶部４０２からカ
ード情報を読み取り、通信部４０４から管理装置１０２に送信する。
【００４１】
図５は本発明によるＩＣカードの管理方法の他の実施形態での図１における管理装置１０
２の内部構成を示すブロック図であって、５０１は制御部、５０２は改札通過情報記憶部
、５０３は顧客データ記憶部、５０４は通信部であり、図１に対応する部分には同一符号
を付けて重複する説明を省略する。
【００４２】
同図において、この管理装置１０２は、必要なプログラムやデータを保持し、各種判定や
演算などによってバリューチャージや定期券の更新なども含めた管理装置１０２の統括制
御を行なう制御部５０１と、改札機１０１で処理した非接触ＩＣカード１０４のＩＤやカ
ード情報などを取得し保持しておく改札通過情報記憶部５０２と、利用者のカードＩＤや
携帯端末１００のアドレス，各種情報サービスの条件などの情報を保存しておく顧客デー
タ記憶部５０３と、携帯端末１００や改札機１０１と各種データのやりとりを行なう通信
部５０４を具備した構成をなすものである。
【００４３】
図６は図５における管理装置１０２の顧客データ記憶部５０３に保存されている顧客デー
タの一具体例を示す図である。
【００４４】
同図において、顧客データは、顧客（非接触ＩＣカード１０４の利用者）を識別するため
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の顧客ＩＤ６００と、顧客が所持している非接触ＩＣカード１０４を識別するための所持
ＩＣカードＩＤ６０１と、情報通知や特定プログラム起動に必要な携帯端末１００の連絡
アドレス６０２と、顧客名６０３と、改札機１０１が取得した非接触ＩＣカード１０４の
状態がどのような条件になった場合にその利用者（顧客）に情報を送信するかの条件を定
めた情報送信条件６０４と、情報送信条件６０４に合致した場合にどのような情報を送信
するかを定めた送信情報内容６０５とが含まれている。
【００４５】
　情報送信条件６０４や送信情報内容６０５は顧客が設定するものであり、例えば、顧客
Ａに対しては、情報送信条件として、ＳＦバリューについて、「残高１００円未満」が設
定され、送信する情報内容としては、「情報通知」が設定されているが、これは、非接触
ＩＣカード１０４でのバリュー残高が１００円未満になっているときには、その旨を非接
触ＩＣカード１０４に通知するものであり、これにより、非接触ＩＣカード１０４では、
表示部２０７や音声入出力部２０２などによって利用者に知らせる。
【００４６】
顧客Ｂの場合には、情報送信条件として、ＳＦバリューについて、「残高１００円未満」
が設定され、送信する情報内容としては、「更新プログラム起動」が設定されているが、
これは、非接触ＩＣカード１０４でのバリュー残高が１００円未満になっているときには
、ＩＣカード１０４に内蔵のバリューチャージのための更新プログラムを起動する情報を
送信するものであり、非接触ＩＣカード１０４では、この起動情報を受信すると、この更
新プログラムが起動してバリューのチャージが行なわれる。また、定期券については、情
報送信条件として、「定期有効期限２週間前」と設定され、送信情報内容としては、「情
報通知」が設定されているが、この場合には、定期券が有効期限となる２週間前にその旨
を通知する情報を携帯端末１００に通知し、携帯端末１００では、その旨が画面や音声な
どで利用者に通知されるものである。さらに、定期券の場合、送信情報内容としては、「
情報通知」とともに、「更新プログラム起動」を設定するようにしてもよく、この場合に
は、情報通知とともに、この更新プログラムの起動情報も携帯端末１００に送信され、非
接触ＩＣカード１０４において、この更新プログラムが起動して定期券の更新も行なわれ
る。かかる定期券の更新は、更新プログラムの起動情報を受信した後、例えば、非接触Ｉ
Ｃカード１０４が改札機１０１を通過するときに、この改札機１０１を介した管理装置１
０２との通信によって更新プログラムが起動し、定期券情報やそれに対する定期券料金の
通信によって行なわれる。あるいはまた、更新プログラムの起動情報を受信した後、携帯
端末１００での定期券更新のための所定の操作をすることにより、ネットワーク１０３を
介した携帯端末１００と管理装置１０２との間の通信により、同様にして、定期券の更新
を行なうようにすることもできる。
【００４７】
図７は本発明によるＩＣカードの管理方法の他の実施形態での図５に示す管理装置１０２
のバリュー残高や定期券の有効期限に関する動作の処理手順の一具体例を示すフローチャ
ートである。この具体例では、管理装置１０２が通信部５０４を経由して、改札機１０１
の改札通過情報記憶部４０２に保存されているＩＣカード１０４の改札通過データを取得
したとき、顧客データ記憶部５０３に設定されている顧客データをもとに、利用者のＩＣ
カード１０４を搭載した携帯端末１００にバリュー残高や定期券の有効期限に関連する情
報の送信をするか否か判断し、どのような手順で処理するかを示すものである。
【００４８】
図７において、図５に示す管理装置１０２（図５）では、まず、制御部５０１の制御の基
に、通信部５０４を介して改札機１０１からＩＣカード１０４の改札通過データを受け取
り、これが改札通過情報記憶部５０２に格納されると（Ｓ７００）、改札通過情報記憶部
５０２から各改札通過データが呼び出される（Ｓ７０１）。そして、これら改札通過デー
タに含まれるカードＩＤをもとに、顧客データ記憶部５０３から対応する顧客データが読
み出され（Ｓ７０２）、ステップＳ７０３では、改札データに含まれる残高情報や定期券
の有効期限情報と顧客データ記憶部５０３での図６に示すような顧客データに含まれる情
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報送信条件とを比較し、利用者の携帯端末１００に情報を送る必要があるかを判断する（
Ｓ７０３）。送信不要と判断した場合には、Ｓ７０１に進むが、送信必要と判断したとき
には、送信情報内容の作成を行ない（Ｓ７０４）、ネットワーク１０３を介してこれを携
帯端末１００に送信し（Ｓ７０５）、Ｓ７０１に戻って、次の改札通過データの処理に進
む。
【００４９】
Ｓ７０４において、例えば、定期券の有効期限が近づいていることを通知するだけの場合
は、テキストドキュメントを作成して、これを携帯端末１００にメールで送信すればよい
。また、一定額のチャージを自動的に行なう場合などは、携帯１００に保存されているチ
ャージプログラムを起動するためのパラメータなども生成し、これを直接携帯端末１００
に送付してもよいし、パラメータなどは、サーバ上に用意しておき、接続先情報だけを携
帯端末１００に送付してもよい。ステップＳ７０５では、作成したデータを携帯端末１０
０に送信する。
【００５０】
図８はこのように管理装置１０２から送信情報内容を受信したときの携帯端末１００の動
作手順の一具体例を示すフローチャートである。
【００５１】
同図において、図２に示す携帯端末１００では、まず、管理装置１０２から上記の送信情
報内容が送信されると（Ｓ８００）、制御部２０１の制御の基に、これをアンテナ１０７
，通信部２０４によって受信し、記憶部２０３などに保存する（Ｓ８０１）。そして、こ
の受信情報の内容を解釈し、例えば、定期券の有効期限が近づいているという画面を表示
するのか、バリューチャージを行なうためのプログラムを起動するかなどの判断を行ない
（Ｓ８０２）、この判断結果に基づいて判断した対応動作を実行し（Ｓ８０３）、処理を
終了する。
【００５２】
次に、携帯端末１００に、指紋入力部や、カメラなどを備えることで、認証機能を追加し
、よりセキュリティーを高めならがらバリューチャージや有効期限の更新を行なう場合の
例を説明する。
【００５３】
図９は本発明による携帯端末の他の実施形態としての図１における携帯端末１００の内部
構成を示すブロック図であって、９００は指紋入力部、９０１はカメラ部、９０２は通信
検出部であり、図２に対応する部分には同一符号を付けて重複する説明を省略する。
【００５４】
この実施形態は、携帯端末１００に、図９で図示するように、指紋入力部９００やカメラ
部９０１などを追加することにより、認証機能を追加し、よりセキュリティーを高めなら
がら、バリューチャージや有効期限の更新を行なうものである。指紋入力部９００は、認
証のための指紋を入力するためのものであり、カメラ部９０１は、認証のための虹彩や顔
型などを入力するためのものである。その他、音声入出力部２０２を用いて音声認識によ
る認証も可能であるし、テンキーなどの操作部２０６を用いてＩＤやパスワードによる認
証も可能である。
【００５５】
また、この実施形態では、非接触ＩＣカード通信を検出する別の機能として、通信検出部
９０２も追加されており、携帯端末１００が定期的にＩＣカード１０４の内容を確認する
ことなしに、適切なタイミングにＩＣカード１０４の内容を確認することができるように
している。
【００５６】
認証機能は、利用者の操作部２０６の操作によってＯＮ／ＯＦＦが設定できるようにする
こともできるし、また、例えば、バリューチャージを５回行なったときや１００００円以
上のチャージのときには、認証が必要であるといった設定や、定期券の更新には、必ず認
証が必要とするなどの設定ができるようにすることも可能である。
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【００５７】
図１０は携帯端末１００での対応動作設定画面１０００の一具体例を示す図である。
【００５８】
同図において、この対応動作設定画面１０００では、バリューチャージに対する設定エリ
ア１００１と定期券に対する設定エリア１００２とが設けられている。設定エリア１００
１では、バリュー残高のチェックタイミングを設定するタイミング設定欄１００１ａとそ
の対応動作を設定する対応動作設定欄１００１ｂとが設けられており、ここでは、タイミ
ング設定欄１００１ａでバリューのチェックタイミングを「毎日１０時」、対応動作設定
欄１００１ｂで対応動作を「１０００円未満で３０００円チャージ」と夫々設定しており
、かかる設定により、毎日１０時になると、ＩＣカード１０４内のバリューがチェックさ
れ、バリュー残高が１０００円未満になると、３０００円チャージされることになるが、
これらの設定内容は、操作部２０６の操作により、適宜設定変更することができる。
【００５９】
同様にして、定期券に対する設定エリア１００２においても、定期券の有効期限のチェッ
クタイミングを設定するタイミング設定欄１００２ａとその対応動作を設定する対応動作
設定欄１００２ｂとが設けられており、ここでは、タイミング設定欄１００２ａで定期券
のチェックタイミングを「毎週月曜日」、対応動作設定欄１００２ｂで対応動作を「有効
期限２週間前で表示」と夫々設定しており、かかる設定により、毎週月曜日にＩＣカード
１０４内の定期券の有効期限のチェックがなされ、有効期限２週間前になると、その旨が
携帯端末１００の表示部２０７や音声入出力部２０２などで利用者に通知されることにな
るが、これらの設定内容も、操作部２０６の操作により、適宜設定変更することができる
。
【００６０】
　図１１は図５に示す管理装置１０２の顧客データ記憶部５０３で記憶される顧客データ
での対応動作条件を設定するための対応動作条件設定画面１１００の一具体例を示す図で
あって、この対応動作条件設定画面１１００は図２，図９に示す携帯端末１００の表示部
２０７で表示されるものである。これによって設定された対応動作条件は通信部２０４，
アンテナ１０７からネットワーク１０３を介して管理部１０２に送信され、図６に示す顧
客データに組み込まれて顧客データ記憶部５０３に格納される。
【００６１】
　この対応動作条件設定画面１１００では、バリューチャージに対する設定エリア１１０
１と定期券に対する設定エリア１００２とが設けられている。設定エリア１１０１では、
バリュー残高の対応動作条件を設定するための対応動作条件設定エリア１１０１と定期券
の対応動作条件を設定するための対応動作条件設定エリア１１０２とが設けられている。
ここでは、バリュー残高の対応動作条件設定エリア１１０１では、対応動作条件として「
１０００円未満でチャージ」、対応動作を実行させるための送信内容として「プログラム
起動データ送信」が夫々設定されており、上記のように、かかる対応動作条件を記憶した
ＩＣカード１０４を搭載した携帯端末１００が改札機１０１を通過するときには、この改
札機１０１が読み取ったカードＩＤやバリュー残高情報により、管理装置１０２は顧客デ
ータ記憶部５０３での顧客データからかかる対応動作条件を参照し、このバリュー残高が
１０００円未満であるときには、バリューチャージのためのプログラムを起動するための
データをこの携帯端末１００に送信する。なお、かかる対応動作条件は、かかる対応動作
条件設定画面１１００により、携帯端末１００で設定，変更することが可能である。
【００６２】
　定期券の対応動作条件についても同様であって、ここでは、定期券の対応動作条件設定
エリア１１０２では、対応動作条件として「有効期限２週間前でメール送信」と設定され
ており、上記のように、かかる対応動作条件を記憶したＩＣカード１０４を搭載した携帯
端末１００が改札機１０１を通過するときには、この改札機が読み取ったカードＩＤや有
効期限などの定期券情報により、管理装置１０２は顧客データ記憶部５０３での顧客デー
タからかかる対応動作条件を参照し、この定期券の有効期限が２週間前であるときには、
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その旨を示すテキストドキュメントなどの情報が作成されてこの携帯端末１００に送信す
る。なお、かかる対応動作条件は、かかる対応動作条件設定画面１１００により、携帯端
末１００で設定，変更することが可能である。
【００６３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、携帯端末内に非接触ＩＣカードまたは接触・非接
触のデュアルＩ／Ｆを備えたＩＣカードを搭載し、携帯端末からＩＣカード内のＳＦバリ
ューの残高や定期券などを所定のタイミングでチェックを行なうことにより、必要に応じ
てＳＦバリューのチャージや定期券の有効期限の更新が可能になる。
【００６４】
また、改札通過時に該ＩＣカードからカード情報を取得した管理装置が、ネットワークを
介して、携帯端末に残高不足や有効期限が迫っていることを通知したり、携帯端末内のバ
リューのチャージを行なうプログラムを起動する情報を送付したりすることにより、管理
装置の処理コストや処理時間の増加を伴うことなく、また、携帯端末がバリュー残高や定
期券の有効期限をチェックすることなく、ＳＦバリューのチャージや定期券更新のタイミ
ングを知ることが可能になる。
【００６５】
さらに、携帯端末には、各種入力装置が備わっているため、各種認証を行なうことでより
、セキュリティーを高めながら、ＳＦバリューのチャージや定期券の有効期限の更新も可
能になるサービスを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるＩＣカードの管理方法の一実施形態を示す図である。
【図２】本発明による携帯端末の一実施形態である図１における携帯端末の内部構成を示
すブロック図である。
【図３】図１に示す携帯端末の非接触ＩＣカードへのアクセス対応動作処理の一具体例を
示すフローチャートである。
【図４】図１における改札機の一具体例の内部構成を示すブロック図である。
【図５】本発明によるＩＣカードの管理方法の他の実施形態での図１における管理装置の
一実施形態の内部構成を示すブロック図である。
【図６】図５における顧客データ記憶部に格納された顧客データの一具体例を示す図であ
る。
【図７】図５に示す管理装置の携帯端末への所定情報の送信処理の一具体例を示すフロー
チャートである。
【図８】管理装置が図７で示す処理動作で送信した情報の図１で示す携帯端末の受信処理
動作の一具体例を示すフローチャートである。
【図９】本発明による携帯端末の他の実施形態である図１に示す携帯端末の内部構成を示
すブロック図である。
【図１０】本発明による携帯端末での対応動作条件設定画面の一具体例を示す図である。
【図１１】本発明による携帯端末での対応動作条件設定画面の他の具体例を示す図である
。
【符号の説明】
１００　携帯端末
１０１　改札機
１０２　管理装置
１０３　ネットワーク
２０１　制御部
２０２　音声入出力部
２０３　記憶部
２０４　通信部
２０５　アンテナ
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２０６　入力部
２０７　通信部
２０８　アンテナ
２０９　入力部
４０１　制御部
４０２　改札通過情報記憶部
４０３　非接触ＩＣカード通信部
４０４　通信部
５０１　制御部
５０２　改札通過情報記憶部
５０３　顧客データ記憶部
５０４　通信部
９００　指紋入力部
９０１　カメラ部
９０２　通信検出部
１０００，１１００　対応動作条件設定画面

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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