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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線周波数識別（ＲＦＩＤ：Radio Frequency Identification）カードの管理方法であ
って、
　端末の近接通信（ＮＦＣ:Near Field Communication）読み書きモードをアクティブに
するステップと、
　端末が管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取ってＲＦＩＤ情報データベー
スを更新するステップと、
　端末がＲＦＩＤ情報データベースからＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩＤ情
報を取り出すステップと、
　端末のＮＦＣシミュレイションモードをアクティブにするステップと、
　端末が対応するＲＦＩＤ情報をＲＦＩＤサービスデバイスへ送信するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　端末が管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取る前に、さらに、
　端末がＲＦＩＤカードへＲＦＩＤ情報の読取リクエストを送信するステップと、
　ＲＦＩＤカードがリクエストに応答し、端末へＲＦＩＤ情報を送信するステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　端末がＲＦＩＤ情報データベースからＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩＤ情
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報を取り出した後、このＲＦＩＤ情報を一時的にセキュリティチップモジュールに格納す
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　全てのステップを実行した後、さらに、
　セキュリティチップモジュールに一時的に格納されたＲＦＩＤ情報を取り消すステップ
を含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　無線周波数識別（ＲＦＩＤ：Radio Frequency Identification）カードを管理する端末
であって、コントローラ、ＮＦＣ制御モジュール（ＮＦＣ：Near Field Communication）
、及びデータ格納モジュールを含み、
　前記コントローラは、データ格納モジュール及びＮＦＣ制御モジュールにそれぞれ接続
され、ＮＦＣ読み書きモードまたはＮＦＣシミュレイションモードとなるようにＮＦＣ制
御モジュールをアクティブにし、さらに、ＮＦＣ制御モジュールにより読み取られた管理
待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報をデータ格納モジュールへ送信することに用いられ
、
　前記ＮＦＣ制御モジュールは、管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取って
前記コントローラへ送信することに用いられ、
　前記データ格納モジュールは、管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を格納し、Ｒ
ＦＩＤ情報データベースを形成することに用いられ、
　ＮＦＣ制御モジュールがＲＦＩＤサービスデバイスとの接続を確立するとき、前記コン
トローラは、データ格納モジュールからＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩＤ情
報を取り出し、ＮＦＣ制御モジュールを介してこのＲＦＩＤ情報を前記セキュリティチッ
プモジュールへ送信することに用いられる
　ことを特徴とする端末。
【請求項６】
　前記端末はさらに、ＮＦＣ制御モジュールに接続される、コントローラがデータ格納モ
ジュールから取り出したＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩＤ情報を一時的に格
納することに用いられるセキュリティチップモジュールを含む
　ことを特徴とする請求項５に記載の端末。
【請求項７】
　前記端末はさらに、前記コントローラに接続される、人間とコンピュータのインタラク
ションを実現することに用いられるインタラクティブモジュールを含む
　ことを特徴とする請求項５または６に記載の端末。
【請求項８】
　前記ＮＦＣ制御モジュールは、ＲＦＩＤカード及びＲＦＩＤサービスデバイスとの間で
情報のインタラクションを行うことに用いられるアンテナモジュールを含む
　ことを特徴とする請求項５に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、特にＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification：無線周波
数識別）技術、ＮＦＣ（Near Field Communication：近接通信）技術に基づくＲＦＩＤカ
ードの管理方法及び端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＲＦＩＤは電子タグも称され、その技術特徴としては、識別装置が特定目標との間で機
械的または光学的な接続を確立することなく、無線信号を介して特定目標を識別したり、
関連データを読み書きしたりすることができる点にある。現在、ＲＦＩＤ技術の各種の応
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用が既に人々の日常生活と仕事に浸透しており、例えば、図書館管理カード、ドア制御カ
ード、電子チケット、道路料金自動カード、バスカード、銀行カード等のような人々の生
活に密接する様々なＲＦＩＤカードがあらゆる場所で見受けられる。
【０００３】
　ＮＦＣが有する特徴は、約１０センチメートルの動作距離で、双方向識別と接続を実現
できる点にある。現在、ＮＦＣ技術の発展に伴い、消費に対する人々の習慣にも大きな変
化が生じてきており、例えば、安全性、利便性、迅速性、洗練性などの優位性から、ＮＦ
Ｃ技術に基づくモバイル端末による非接触式の支払いが行われている。
【０００４】
　一般的に、ＮＦＣ端末は、次の三種類の機能モードを有する。
【０００５】
　標準のＲＦＩＤカードに対して読み書きを行うことができる読み取りデバイス（即ちリ
ーダ／ライタ）としてのモード。
　端末を１枚のＲＦＩＤカードであるとみなす（シミュレイトする）ことができる被読デ
バイスとしてのモード（即ち端末カードシミュレイトモード）。
　ＮＦＣ端末の間でポイントツーポイント通信を実現できるピア・ツー・ピア通信（Peer
-To-Peer：Ｐ２Ｐ）モード。
【０００６】
　図１に示されるＮＦＣ端末の基本原理図を参照して、ＮＦＣ端末は、アンテナ、ＮＦＣ
チップ、携帯電話ベースバンドチップ、及びセキュリティチップを含む。携帯電話ベース
バンドチップの制御下において、ＮＦＣチップは、端末内蔵のアンテナを介して、三種類
の機能モードを相互に切り替えることができる。図１において、セキュリティチップは、
ユーザの秘密データと関連のＮＦＣアプリケーションを格納することに用いられ、ＮＦＣ
チップを介して外部の読み書きデバイスと通信を行い、データの安全格納と伝送を実現す
る。
【０００７】
　ＲＦＩＤ技術が日常生活でより広く応用されていることに伴い、ユーザが所持するＲＦ
ＩＤカードもますます増えてきており、ＲＦＩＤカードは人々の生活に欠かせないツール
となってきている。例えば、ユーザは、バスカード、銀行カード、ルームキー、車キーな
どの数多くのＲＦＩＤカードを所持している可能性がある。しかしながら、このような数
多くのＲＦＩＤカードは、ユーザによる携帯及び管理に不便であり、また、ＲＦＩＤカー
ドを紛失したり、カードが破損したりしてしまうと、紛失、破損したカードがどのカード
であっても、ユーザの生活に支障をきたしてしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、従来技術においてユーザが所持する複数のＲＦＩＤカードに対する管
理または携帯が難しいという問題を解決し、複数のＲＦＩＤカードに対する管理を実現す
るＲＦＩＤカードの管理方法及び端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的を実現するために、本発明は次の技術的スキームが用いられる。
　無線周波数識別（ＲＦＩＤ）カード管理の方法は、
　端末の近接通信（ＮＦＣ）読み書きモードをアクティブにするステップと、
　端末が管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取ってＲＦＩＤ情報データベー
スを更新するステップと
　を含む。
【００１０】
　ここで、端末が管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取る前に、さらに、
　端末がＲＦＩＤカードへＲＦＩＤ情報の読取リクエストを送信するステップと、
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　ＲＦＩＤカードがリクエストに応答し、端末へＲＦＩＤ情報を送信するステップと
　を含む。
【００１１】
　ここで、全てのステップが実行された後、さらに、端末がＲＦＩＤ情報データベースか
らＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩＤ情報を取り出すステップと、
　端末のＮＦＣシミュレイションモードをアクティブにするステップと、
　端末が対応するＲＦＩＤ情報をＲＦＩＤサービスデバイスへ送信するステップと
　を含む。
【００１２】
　ここで、端末がＲＦＩＤ情報データベースからＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲ
ＦＩＤ情報を取り出した後、このＲＦＩＤ情報を一時的にセキュリティチップモジュール
に格納する。
【００１３】
　ここで、全てのステップが実行された後、さらに、
　セキュリティチップモジュールに一時的に格納されたＲＦＩＤ情報を取り消すステップ
を含む。
【００１４】
　無線周波数識別（ＲＦＩＤ）カードを管理する端末は、コントローラ、ＮＦＣ制御モジ
ュール、及びデータ格納モジュールを含み、
　前記コントローラは、データ格納モジュール及びＮＦＣ制御モジュールにそれぞれ接続
され、ＮＦＣ読み書きモードまたはＮＦＣシミュレイションモードとなるようにＮＦＣ制
御モジュールをアクティブにし、さらに、ＮＦＣ制御モジュールにより読み取られた管理
待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報をデータ格納モジュールへ送信することに用いられ
、
　前記ＮＦＣ制御モジュールは、管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取って
前記コントローラへ送信することに用いられ、
　前記データ格納モジュールは、管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を格納し、Ｒ
ＦＩＤ情報データベースを形成することに用いられる。
【００１５】
　ここで、この端末はさらに、ＮＦＣ制御モジュールに接続される、コントローラがデー
タ格納モジュールから取り出したＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩＤ情報を一
時的に格納することに用いられるセキュリティチップモジュールを含む。
【００１６】
　ここで、ＮＦＣ制御モジュールがＲＦＩＤサービスデバイスとの接続を確立するとき、
前記コントローラは、データ格納モジュールからＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲ
ＦＩＤ情報を取り出し、ＮＦＣ制御モジュールを介してこのＲＦＩＤ情報を前記セキュリ
ティチップモジュールへ送信することに用いられる。
【００１７】
　ここで、この端末はさらに、前記コントローラに接続される、人間とコンピュータとの
インタラクションを実現することに用いられるインタラクティブモジュールを含む。
【００１８】
　ここで、前記ＮＦＣ制御モジュールは、ＲＦＩＤカード及びＲＦＩＤサービスデバイス
との間で情報のインタラクションを行うことに用いられるアンテナモジュールを含む。
【００１９】
　上述の本発明の技術的スキームから理解されるように、ＮＦＣ技術を用いて端末にＲＦ
ＩＤ情報データベースを確立し、対応するＲＦＩＤカードの代わりにこの端末を用いてサ
ービスを行うとき、端末のＲＦＩＤ情報データベースに格納されたＲＦＩＤ情報を端末の
セキュリティチップモジュールに書き込むと共に、端末のＮＦＣ制御モジュールをＮＦＣ
シミュレイションモードとすることにより、対応するＲＦＩＤカードの機能を端末に実現
させるようにする。上記スキームは、ユーザが所持する複数のＲＦＩＤカードに対する管
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理が不便であるという問題を解決することができ、また、ＲＦＩＤカードを使用するとき
に生じる可能性がある損失の問題を回避することができ、従ってＲＦＩＤカードにおける
便利かつ安全な管理が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】ＮＦＣ端末の基本原理を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る、ＲＦＩＤカードを管理する端末の構造図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る、端末がＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取る原
理を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る、端末がＲＦＩＤカードの代わりにサービスを行う原
理を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る、ＲＦＩＤカードの管理のフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態に係る、ＲＦＩＤ情報データベースを確立するときのフロー
チャートである。
【図７】本発明の一実施形態に係る、ＲＦＩＤカードの代わりに端末でサービスを行うと
きのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明が解決しようとする技術的問題、技術的スキーム及び有益な効果をより明
確かつ明瞭とさせるために、添付図面及び実施形態を参照して、本発明をさらに詳細に説
明する。なお、ここで記述される具体的な実施形態は本発明を説明するために用いられる
ものに過ぎず、本発明を限定するものではない。
【００２２】
　図５を参照して、図５は、本発明の一実施形態に係るＲＦＩＤカードの管理のフローチ
ャートである。このフローチャートは次のようなステップを含む。
【００２３】
　Ｓ１００：端末のＮＦＣ読み書きモードをアクティブにする。
【００２４】
　Ｓ１０３：端末が管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取ってＲＦＩＤ情報
データベースを更新する。
【００２５】
　ここで、端末は、ＮＦＣ端末であり、現在のより成熟したＮＦＣ技術が統合されている
。この端末は、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント（Personal Digital Assista
nt：ＰＤＡ）、スマートフォン等の携帯型端末であってもよい。
【００２６】
　前記管理待ちのＲＦＩＤカードは、例えば、バスカード、銀行カード、ルームキー、車
キー等の各種のカードであってもよい。端末は、これらのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報
を収集して最終的にＲＦＩＤ情報データベースを形成し、その後に、要求される対応する
サービスを行うときに、対応するＲＦＩＤカードの代わりにこの端末が使用される。例え
ば、この端末でバスカードの代わりにカードで支払いサービスを行う場合、リーダ（即ち
後述のＲＦＩＤサービスデバイス）が端末から対応するＲＦＩＤ情報を読み取り、支払い
サービスを行う。
【００２７】
　ユーザが所持するＲＦＩＤカードが増え続けるような場合においても、上記方法によっ
て、端末中に格納されたＲＦＩＤ情報データベースを更新することで、この端末に様々な
ＲＦＩＤカードを管理する機能を持たせることができる。
【００２８】
　好ましい実施の形態において、ステップＳ１０３を実行する前に、即ち端末が管理待ち
のＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取る前に、さらに、次のようなステップを含む。
【００２９】
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　Ｓ１０１：端末がＲＦＩＤカードへＲＦＩＤ情報の読み取りリクエストを送信する。
【００３０】
　Ｓ１０２：ＲＦＩＤカードがリクエストに応答し、端末にＲＦＩＤ情報を送信する。
【００３１】
　好ましい実施の形態において、全てのステップが実行された後、次のようなステップを
含む。
【００３２】
　Ｓ１０４：端末がＲＦＩＤ情報データベースからＲＦＩＤサービスデバイスに対応する
ＲＦＩＤ情報を取り出す。
【００３３】
　Ｓ１０５：端末のＮＦＣシミュレイションモードをアクティブにする。
【００３４】
　Ｓ１０６：端末が、対応するＲＦＩＤ情報をＲＦＩＤサービスデバイスへ送信する。
【００３５】
　ステップＳ１０４～Ｓ１０６において、ＲＦＩＤ情報データベースを予め格納した端末
を用いてＲＦＩＤカードの代わりに対応する機能を実行する。端末がＲＦＩＤ情報データ
ベースからＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩＤ情報を取り出した後、このＲＦ
ＩＤ情報をセキュリティチップモジュールに一時的に格納してもよい。ＲＦＩＤサービス
デバイス（例えばリーダ）が端末にＲＦＩＤ情報をリクエストしたとき、端末は、リクエ
ストに応答して、一時的にセキュリティチップモジュールに格納されたＲＦＩＤ情報をＲ
ＦＩＤサービスデバイスに送信する。
【００３６】
　好ましい実施の形態において、上記Ｓ１００～Ｓ１０６ステップが実行された後、さら
に、次のようなステップを含む。
【００３７】
　Ｓ１０７：セキュリティチップモジュールに一時的に格納されたＲＦＩＤ情報を取り消
す。
【００３８】
　以下、ＲＦＩＤ情報データベースが確立されるときのフロー及びＲＦＩＤカードの代わ
りに端末がサービスを行うときのフローについてそれぞれ説明する。
【００３９】
　図６は、本発明の一実施形態に係る、ＲＦＩＤ情報データベースを確立するときのフロ
ーチャートである。図６と図３を参照して、図６に示されるフローは次のようなステップ
を含む。
【００４０】
　Ｓ４０１：端末のＮＦＣ読み書きモードをアクティブにする。
【００４１】
　Ｓ４０２：端末がＲＦＩＤカードへＲＦＩＤ情報読み取りリクエストを送信する。
【００４２】
　Ｓ４０３：ＲＦＩＤカードが端末からのリクエストに応答し、端末がＲＦＩＤカードに
格納されたＲＦＩＤ情報を取得する。
【００４３】
　Ｓ４０４：端末が、取得したＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報をローカルのＲＦＩＤ情報
データベースに格納する。
【００４４】
　Ｓ４０５：ほかのＲＦＩＤカードに対して、Ｓ４０１～Ｓ４０４を繰り返し実行するこ
とができ、このようにして複数のＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を取得することで、ユー
ザのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報データベースを確立する。
【００４５】
　なお、図３において、コントローラ１０は、ＮＦＣ制御モジュール３０を介して、端末



(7) JP 6193859 B2 2017.9.6

10

20

30

40

50

をＮＦＣ読み書きモードに設定する。端末は各種のＲＦＩＤカード中の情報を読み取り、
取得した情報を利用してＲＦＩＤ情報データベースを確立する。
【００４６】
　図７は本発明の一実施形態に係る、ＲＦＩＤカードの代わりに端末でサービスを行うと
きのフローチャートである。図７と図４を参照して、図７に示されるフローは次のような
ステップを含む。
【００４７】
　Ｓ５０１：ＲＦＩＤサービスデバイスが本発明により提供される端末と接続を確立する
（例えば、前記端末を前記ＲＦＩＤサービスデバイスに近付けることによって、この端末
自身が有しているＮＦＣ技術に基づいて、この端末がこのＲＦＩＤサービスデバイスと接
続を確立する）。接続関係が確立された後、端末が自身のＲＦＩＤ情報データベース内に
おいて前記ＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩＤ情報を検索し、ＮＦＣ制御モジ
ュールを介してこのＲＦＩＤ情報をセキュリティチップモジュールに書き込む。
【００４８】
　Ｓ５０２：端末のＮＦＣシミュレイションモードをアクティブにする。
【００４９】
　Ｓ５０３：ＲＦＩＤサービスデバイスが端末へサービスリクエストを送信する。
【００５０】
　Ｓ５０４：端末がＲＦＩＤサービスデバイスのサービスリクエストに応答し、セキュリ
ティチップモジュールから対応するＲＦＩＤ情報を取得し、このＲＦＩＤ情報を前記ＲＦ
ＩＤサービスデバイスに送信する。
【００５１】
　Ｓ５０５：端末が前記ＲＦＩＤ情報をＲＦＩＤサービスデバイスへ伝送した後、セキュ
リティチップモジュール中の現在のＲＦＩＤ情報を取り消す。
【００５２】
　なお、図４において、ユーザがＲＦＩＤカードサービスを使用する必要があるとき、コ
ントローラ１０を介してＲＦＩＤ情報データベース中のカード情報をセキュリティチップ
モジュール４０に格納することができる。このとき、端末をカードシミュレイションモー
ドに設定し、ＲＦＩＤサービスデバイス２００がセキュリティチップモジュール４０から
必要情報を取得することができる。ほかのカードサービスも全て同様の方法で処理すれば
、複数のカードを端末に代えるという目的を達することができる。
【００５３】
　図２を参照し、図２は本発明の一実施形態に係る、ＲＦＩＤカードを管理する端末の構
造図である。図２には、コントローラ１０、ＮＦＣ制御モジュール３０、及びデータ格納
モジュール２０が含まれる。
【００５４】
　コントローラ１０は、データ格納モジュール２０及びＮＦＣ制御モジュール３０にそれ
ぞれ接続され、ＮＦＣ読み書きモードまたはＮＦＣ模擬モードとなるようにＮＦＣ制御モ
ジュール３０をアクティブにし、さらに、ＮＦＣ制御モジュール３０が読み取った管理待
ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報をデータ格納モジュール２０へ送信することに用いら
れる。
【００５５】
　例えば、前記端末が携帯電話である場合、前記コントローラ１０は、携帯電話ベースバ
ンドチップとして、この携帯電話内のＮＦＣ制御モジュール３０をアクティブにしてＮＦ
Ｃ読み書きモードとなるように制御することにより、このＮＦＣ制御モジュール３０を介
してＲＦＩＤカードからＲＦＩＤ情報を読み取り、またはデータ格納モジュール２０のＲ
ＦＩＤ情報データベースから取得した関連ＲＦＩＤ情報をセキュリティチップモジュール
に書き込むことに用いられる。加えて、コントローラ１０はさらに、この携帯電話内のＮ
ＦＣ制御モジュール３０をアクティブにしてＮＦＣシミュレイションモードとなるように
制御し、外部のＲＦＩＤサービスデバイスがこの携帯電話と接続を確立するとき、コント
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ローラ１０がデータ格納モジュール２０からＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩ
Ｄ情報を取り出してＮＦＣ制御モジュール３０を介してこのＲＦＩＤ情報をセキュリティ
チップモジュールへ送信し、ＮＦＣ制御モジュール３０が前記セキュリティチップモジュ
ールから対応するＲＦＩＤ情報を取得してこのＲＦＩＤサービスデバイスと情報インタラ
クションを行い、このＲＦＩＤサービスデバイスに対応するサービスを行うことに用いら
れてもよい。
【００５６】
　ＮＦＣ制御モジュール３０は、管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を読み取って
前記コントローラ１０へ送信することに用いられる。
【００５７】
　データ格納モジュール２０は、管理待ちのＲＦＩＤカードのＲＦＩＤ情報を格納し、Ｒ
ＦＩＤ情報データベースを形成することに用いられる。
【００５８】
　好ましい実施の形態において、前記ＲＦＩＤカードを管理する端末はさらに、ＮＦＣ制
御モジュール３０に接続される、コントローラ１０がデータ格納モジュール２０から取り
出したＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲＦＩＤ情報を一時的に格納することに用い
られるセキュリティチップモジュール４０を含む。端末のコントローラ１０がこの携帯電
話内のＮＦＣ制御モジュール３０をアクティブにしてＮＦＣシミュレイションモードとな
るように制御し、外部のＲＦＩＤサービスデバイスがこの端末と接続を確立するとき、コ
ントローラ１０がデータ格納モジュール２０からＲＦＩＤサービスデバイスに対応するＲ
ＦＩＤ情報を取り出し、ＮＦＣ制御モジュール３０を介してこのＲＦＩＤ情報をセキュリ
ティチップモジュール４０へ送信する。ＮＦＣ制御モジュール３０は前記セキュリティチ
ップモジュール４０から対応するＲＦＩＤ情報を取得してこのＲＦＩＤサービスデバイス
と情報インタラクションを行う。これにより、ＲＦＩＤサービスデバイスの対応するサー
ビスが行われる。ＮＦＣ制御モジュール３０とＲＦＩＤサービスデバイスとの情報インタ
ラクションが完了したとき、コントローラ１０は、前記ＮＦＣ制御モジュール３０を制御
してセキュリティチップモジュール４０に格納されたＲＦＩＤ情報を取り消す。
【００５９】
　好ましい実施の形態において、前記ＮＦＣ制御モジュール３０はＲＦＩＤカード及びＲ
ＦＩＤサービスデバイスとの間で情報のインタラクションを行うことに用いられるアンテ
ナモジュール３０１を含む。
【００６０】
　さらに好ましい実施の形態において、前記ＲＦＩＤカードを管理する端末はさらに、コ
ントローラ１０に接続される、人間とコンピュータのインタラクションを実現することに
用いられるインタラクティブモジュール５０を含む。例えば、このインタラクティブモジ
ュール５０は、ＮＦＣ制御モジュール３０が端末の制御下においてどの動作モードに設定
されているかなどを、ユーザに示すことができる。
【００６１】
　上記本発明の技術的スキームから理解されるように、ＮＦＣ技術を用いて端末にＲＦＩ
Ｄ情報データベースを確立し、対応するＲＦＩＤカードの代わりにこの端末を用いてサー
ビスを行うとき、端末のＲＦＩＤ情報データベースに格納されたＲＦＩＤ情報を端末のセ
キュリティチップモジュール４０に書き込むとともに、端末のＮＦＣ制御モジュール３０
をＮＦＣシミュレイションモードにすることにより、対応するＲＦＩＤカードの機能を端
末に実現させる。上記スキームは、ユーザ所持する複数のＲＦＩＤカードに対する管理が
不便であるという問題を解決することができ、また、ＲＦＩＤカードを使用するときに生
じる可能性がある損失の問題を回避することができる。これにより、ＲＦＩＤカードの便
利かつ安全な管理が実現される。
【００６２】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明の保護範囲を制限するものではない。
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