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(57)【要約】
　本発明は、非接触式トランザクションの分野、特に近
接場通信の分野、そしてより特定的には無線周波数識別
インタフェース上のスマートカードトランザクションに
関する。本発明は同様に、近接場通信イベントを検出す
る段階、前記検出された近接場通信イベントに従って近
接場通信イベントの少なくとも１つの標示を得る段階お
よび前記少なくとも１つの得られた標示を提供する段階
を用いて、近接場通信デバイス上で近接場通信イベント
の標示を提供することにより移動体端末のユーザに対し
て、さまざまなトランザクションプロセスについての付
加的な情報および制御、そしてそれと同時にさまざまな
トランザクションサービスプロバイダに対する付加的な
可視性を提供するための方法およびシステムにも関する
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標示を提供するための方法であって、
　近接場通信イベントを検出するステップと、
　前記検出された近接場通信イベントに従って近接場通信イベントの少なくとも１つの標
示を得るステップと、
　前記少なくとも１つの得られた標示を提供するステップと、
を備える方法。
【請求項２】
　近接場通信デバイス上で近接場通信アプリケーションに対するアクセスを制御するため
の方法であって、
　近接場通信イベントを検出するステップと、
　前記近接場通信イベントをひき起こすエンティティおよび前記エンティティから受信し
た単数または複数のアプリケーション要求のうちの少なくとも１つを識別するステップと
、
　識別情報に基づいて前記識別された近接場通信エンティティのために前記近接場通信デ
バイス上の１つのアプリケーショングループを割り振るステップと、
　前記近接場通信イベントをひき起こす前記エンティティに対して、前記割り振られたア
プリケーションへのアクセスを許諾するステップと、
を備える方法。
【請求項３】
　前記近接場通信イベントをひき起こす近接場通信エンティティを識別するステップと、
　前記識別された近接場通信エンティティに対して割り振られた前記近接場通信デバイス
上の１つのアプリケーショングループを決定するステップと、
　前記近接場通信イベントをひき起こす前記エンティティに対して、前記割り振られたア
プリケーションへのアクセスを許諾するステップと、
をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　近接場通信イベントが、トランザクション要求、トランザクション、データ転送要求、
データ転送からなるグループから選択される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５】
　検出された近接場通信イベントのレジストリ内に検出された近接場通信イベントを登録
するステップ、
をさらに備える、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　受信されたユーザ入力に従って近接場通信デバイスの前記アプリケーションをグループ
化するステップ、
をさらに備える、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記通信イベントをグループ化するステップ、
をさらに備える、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記グループ化が、識別されたおよび未知の要求元インスタンスからの要求に従って実
行される、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記近接場通信デバイスの位置を決定するステップ、
をさらに備え、前記グループ化が場所情報に従って実行される、請求項１～８のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記得られた少なくとも１つの標示を提供するため、ユーザ入力を受信するステップ、
をさらに備える、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記選択された近接場通信イベントに従って前記標示を得る前記ステップが、再生可能
なサウンドファイル、ビデオクリップ、振動シグナリゼーションファイル、スプラッシュ
スクリーン、または画像からなるグループから選択された標示を得るステップをさらに備
える、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記標示をダウンロードするステップと、
　前記近接場通信イベントと前記標示をリンクするステップと、
をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記リンキングが、前記ダウンロードした標示を提供するためのトリガー条件を規定す
ることによって実行される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検出された近接場通信イベントが前記規定されたトリガー条件を満たしているか否
かを検査するステップと、
　前記検出された近接場通信イベントが前記トリガー条件を満たしている場合に、前記得
られた標示を提供するステップと、
をさらに備える、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
　近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標示を提供する能力をもつコンピュータ
プログラムプロダクトであって、前記コンピュータプログラムプロダクトがコントローラ
、プロセッサベースのデバイス、コンピュータ、マイクロプロセッサベースのデバイス、
端末、ネットワークデバイス、携帯端末または移動体通信有効化端末上で実行される場合
に、請求項１～１３のいずれか一項に記載のステップを実行するためのプログラムコード
セクションを備えるコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１６】
　近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標示を提供するためのコンピュータプロ
グラムプログラムプロダクトであって、前記コンピュータプログラムプロダクトがコント
ローラ、プロセッサベースのデバイス、コンピュータ、マイクロプロセッサベースのデバ
イス、端末、ネットワークデバイス、携帯端末または移動体通信有効化端末上で実行され
る場合に、請求項１～１３のいずれか一項に記載のステップを実行するため機械可読媒体
上に記憶されたプログラムコードセクションを備えるコンピュータプログラムプロダクト
。
【請求項１７】
　近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標示を提供する能力をもつソフトウェア
ツールであって、コントローラ、プロセッサベースのデバイス、マイクロプロセッサベー
スのデバイス、処理デバイス、端末デバイス、ネットワークデバイス、携帯端末または移
動体通信有効化端末上で実行されるためにコンピュータプログラム内にプログラムが実装
されている場合に、請求項１～１３のいずれか一項に記載のオペレーションを実行するた
めのプログラム部分を備えるソフトウェアツール。
【請求項１８】
　プロセッサにより実行された場合に請求項１～１３のいずれか一項に記載のステップを
実行させる、近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標示を提供するための命令を
表わし搬送波内で実現されるコンピュータデータ信号。
【請求項１９】
　近接場通信イベントの標示を提供するために構成された近接場通信デバイスであって、
　処理ユニットと、
　前記処理ユニットに接続された記憶装置と、
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　前記処理ユニットに接続された近接場通信インタフェースと、
　前記処理ユニットに接続されたユーザインタフェースと、
を備え、前記近接場通信デバイスが、近接場通信イベントを検出し、前記検出された近接
場通信イベントに従って近接場通信イベントの少なくとも１つの標示を得て、前記得られ
た少なくとも１つの標示を提供するために構成されている、近接場通信デバイス。
【請求項２０】
　近接場通信イベントを制御するために構成された近接場通信デバイスであって、
　処理ユニットと、
　前記処理ユニットに接続された記憶装置と、
　前記処理ユニットに接続された近接場通信インタフェースと、
　前記処理ユニットに接続されたユーザインタフェースと、
を備え、前記近接場通信デバイスが、近接場通信イベントを検出し、前記近接場通信イベ
ントをひき起こすエンティティおよび前記エンティティから受信した単数または複数のア
プリケーション要求のうちの少なくとも１つを識別し、識別情報に基づいて前記識別され
た近接場通信エンティティのために前記近接場通信デバイス上の１つのアプリケーション
グループを割り振り、前記近接場通信イベントをひき起こす前記エンティティに対し前記
割り振られたアプリケーションへのアクセスを許諾するために構成されている、近接場通
信デバイス。
【請求項２１】
　前記近接場通信デバイスがさらに、前記近接場通信イベントをひき起こすエンティティ
を識別し、前記識別された近接場通信エンティティに対して割り振られた前記近接場通信
デバイス上の１つのアプリケーショングループを決定し、前記近接場通信イベントをひき
起こす前記エンティティに対して、前記割り振られたアプリケーションへのアクセスを許
諾するために構成されている、請求項１８または１９に記載の近接場通信デバイス。
【請求項２２】
　検出された近接場通信イベントを識別し、登録し、グループ化するために構成された、
請求項１８～２０のいずれか一項に記載の近接場通信デバイス。
【請求項２３】
　再生可能なサウンドファイル、ビデオクリップ、振動シグナリゼーションファイル、ス
プラッシュスクリーンまたは画像からなるグループから選択された少なくとも１つの標示
を得るために構成された、請求項１８～２１のいずれか一項に記載の近接場通信デバイス
。
【請求項２４】
　セルラー方式電話（cellular telephone）をさらに備える、請求項１８～２２のいずれ
か一項に記載の近接場通信デバイス。
【請求項２５】
　前記近接場通信デバイスがスマートカードである、請求項１８～２３のいずれか一項に
記載の近接場通信デバイス。
【請求項２６】
　安全なスマートカードモジュール内に常駐するさまざまなアプリケーションを異なるグ
ループに分類するための手段と、異なる前記グループ間で関連付けを行なうための規則を
新規作成し、前記規則に基づいて外部近接場通信読取り機デバイスからの要求に応えて許
可／拒否を有効化する手段とをさらに備える、請求項１８～２４のいずれか一項に記載の
近接場通信デバイス。
【請求項２７】
　さらに、前記規則を新規作成する目的でユーザ入力を受信するために構成されている専
用ユーザインタフェースが具備されている、請求項２５に記載の近接場通信デバイス。
【請求項２８】
　コントローラと、
　前記コントローラに接続された、近接場通信モジュールに対するインタフェースと、
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　前記コントローラに接続された、処理ユニットに対するインタフェースと、
　アプリケーションの特性に基づいてアプリケーションが単数または複数のグループにグ
ループ化されている、アプリケーションを単数または複数のグループに記憶するための、
前記コントローラに接続された安全なメモリ素子と、
　関連付け規則が、アプリケーションのグループ化に基づいてアプリケーションへのアク
セスを制御するための単数または複数のグループの間の関連付けを規定している、前記コ
ントローラに接続された、前記関連付け規則を記憶するデータベースと、
を備える近接場スマートカードモジュール。
【請求項２９】
　安全なスマートカードモジュール内に常駐するさまざまなアプリケーションを異なるグ
ループに分類するための手段と、異なる前記グループ間で関連付けを行なうための規則を
新規作成し、前記規則に基づいて外部近接場通信読取り機デバイスからの要求に応えて許
可／拒否を有効化する手段とをさらに備える、請求項２７に記載の近接場スマートカード
モジュール。
【請求項３０】
　さらに、前記規則を新規作成する目的でユーザ入力を受信するために構成されている専
用ユーザインタフェースが具備されている、請求項２７に記載の近接場スマートカードモ
ジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触式トランザクションの分野、特に近接場通信の分野、そしてより特定
的には無線周波数識別インタフェースを介したスマートカードトランザクションに関する
。本発明は同様に、移動体端末のユーザに対して、さまざまなトランザクションプロセス
についての付加的な情報および制御、そしてそれと同時にさまざまなトランザクションサ
ービスプロバイダに対する付加的な可視性を提供するための方法およびシステムにも関す
る。
【０００２】
　本発明は、例えばクレジットカード会社といったような第３者が或る意味でのブランド
設定を実現できるようにする新しい方法において、全てのブランド設定要素を後でデバイ
スにインストールでき（すなわち、非接触トランザクションのための予めインストールさ
れたブランド設定要素を伴う製品変形形態は全く必要でない）、ブランド／アプリケーシ
ョンを所有する第３者により特定されたトリガーに応じて再生／呈示できる方法を開示し
ている。
【背景技術】
【０００３】
　携帯電話（mobile phone）が近接場通信（ＮＦＣ：near field communication）／無線
周波数識別（ＲＦＩＤ）およびスマートカード技術の両方を組込んでいる場合、これらを
例えば現地非接触式クレジットカード支払いのための非接触式トランザクションデバイス
としてまたは非接触式輸送チケットとして使用することが可能である。同様に、ＮＦＣに
よると、ユーザは、ＵＲＬまたはＳＭＳサービスメッセージといったようなサービスショ
ートカットを含むタグを単に読取るだけで、さまざまな移動体サービスに容易にアクセス
することができる。その上、ＮＦＣにより、ユーザは、単に２つのＮＦＣデバイスを互い
に接近させることによって、その場で容易にコンテンツを共有することができる。携帯電
話ベースの非接触式カードのインフラストラクチャにおいては、実際の非接触式アプリケ
ーションは、標準的には、工場内でそれらを電話に予めインストールするのではなく、デ
バイスの販売後に電話にインストールされる（この場合インストレーションは例えば無線
で行なわれ得る）。これは、クレジットカードといったどのアプリケーションをエンドユ
ーザが使用したいと考えるか、携帯電話メーカには事前にわからない場合があるという事
実に起因している。
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【０００４】
　携帯電話がクレジットカード支払いといったような非接触式トランザクション用デバイ
スとして使用される場合、非接触式アプリケーションを所有する会社は、自社のブランド
をデバイス上で見えるようにすることに関心を持っている。従来の非接触式トランザクシ
ョンにおいては、例えばクレジットカード会社ブランドをプラスチックのクレジットカー
ドまたはキーフォッブ上に印刷することで目に見えるものにすることができる。ＮＦＣお
よびスマートカード技術を組込んだ携帯電話においては、電話の設計変形形態が必要とな
る可能性があることから印刷された第３者のブランド設定の可能性は標準的に極めて制限
されている。クレジットカード会社といった第３者に対しブランド設定の可能性を提供す
るもう１つの方法は、携帯電話のユーザインタフェースフィーチャ（ディスプレー、サウ
ンド、振動など）を利用することにある。
【０００５】
　移動体端末（mobile terminal）に組込まれた多重アプリケーションの安全なスマート
カードを考慮した場合、外部読取り機デバイスにアクセス可能な移動体端末のユーザに関
する数多くの機密情報が存在する。標準的な多重アプリケーションの安全なスマートカー
ドには、例えば、単数または複数の一般的クレジットカード、カスタマ・ロイヤルティカ
ード、特定クレジット提供カスタマ・カード（例えば一定のガソリンスタンドで燃料を購
入するためのカード）、トラベルカード（例えば地下鉄、列車および／またはバス用のさ
まざまなチケット）、その他の種類のチケット（例えばスイミングホールまたは映画館用
）、カスタマ・カード（例えば図書館カード、セキュリティカードなど）および身分証明
カード（社会保障カード）が含まれる可能性がある。
【０００６】
　今日、スマートカードは、アプリケーションＩＤを転送することにより、スマートカー
ド読取り機からのあらゆる種類の要求に応えるようになっている。スマートカードソリュ
ーションでは、多数のカードアプリケーションを同一カード上に記憶させることができる
。今日までのところ、読取り機デバイスからどのアプリケーションが要求されたかをユー
ザが知る方法は全く存在しない。従ってＮＦＣ読取り機デバイスがカードから共通のアプ
リケーションを要求し、かつカード上にどのアプリケーションが存在するかについての情
報を抽出することが可能であり、ここでこの情報は、多数のユーザのプロファイルデータ
を自動的に収集するために１つの読取り機デバイスから使用可能である。この情報はマー
ケティングおよび販売努力を目的とした読取り機の利益のため、さらには個々のまたは共
通のユーザの挙動を追跡するために有用であり得る。個人データのこの種の使用をユーザ
自らが防止または制限できるようにすることが可能であるべきである。同様に、外部販売
時点管理（ＰＯＳ）端末などが、例えばロイヤルティカードを提供する目的で移動式端末
のユーザデータを要求することにより単数または複数のスマートカードを悪意をもって誤
用を試みるが、実はそうではなくてユーザのクレジットカード口座からの課金を新規作成
するべくクレジットカードアプリケーションを探すという可能性も考えられる。
【０００７】
　従って、ユーザの許可無くユーザの機密情報の望まれないスクリーニング／トラッキン
グを防止するため安全なスマートカードモジュール上に記憶されたさまざまな情報フィー
ルドのアクセス可能性を移動式端末のユーザが制御することが望ましい。
【０００８】
　トランザクションサービスのプロバイダにとっては、現在進行中のトランザクションが
前記エンティティ／プロバイダにより提供されていることを標示するための手段を有する
ことが望ましいと思われる。従って、換言すると、例えばクレジットカードプロバイダは
、関連するトランザクションのために移動式端末上に自社の何らかの標示を具備させるこ
とを望むと思われる。
【発明の開示】
【０００９】
　本発明の第１の態様によれば、近接場通信デバイス上で近接場通信イベントを表示する
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ための方法が提供されている。この方法は、近接場通信イベントを検出するステップ、前
記検出された近接場通信イベントに従って近接場通信イベントの少なくとも１つの標示を
得るステップ、および前記少なくとも１つの得られた標示を提供するステップを備える。
基本的には、本発明は、近接場通信監視機能を提供する。この方法は特に、移動体近接場
通信デバイス上で実施されるように設計されている。
【００１０】
　本発明の方法によると、ユーザは、自らの近接場通信デバイスが通信接続をセットアッ
プした時点または通信要求が受信または検出された時点でつねにそれを知ることができる
。この方法は同様に、外部の／もう１つのＮＦＣデバイスに対する通信試行を開始する前
記近接場通信デバイス内の１つのアプリケーションから開始される通信イベントを検出し
ログするためにも使用可能である。すなわち、この機能性によると、ユーザは、近接場通
信デバイスが関わっているあらゆる通信および／または通信試行を決定することができる
。この機能性はさらに、無許可でデータを送信したり又さらにはトランザクションを実施
したりし得る悪意のプログラムが端末に存在するか否かを決定するためにも使用すること
ができる。この実施形態は、移動体端末のユーザに対し、さまざまなトランザクションプ
ロセスについての付加的な情報および制御と同時にさまざまなトランザクションサービス
プロバイダに対する付加的な可視性を提供する。
【００１１】
　本発明のもう１つの態様／実施形態に従うと、近接場通信デバイス上で近接場通信アプ
リケーションに対する近接場通信イベントのアクセスを制御するための方法が提供されて
いる。この方法のこの実施形態は、近接場通信イベントを検出するステップ、近接場通信
イベントをひき起こすエンティティおよびこのエンティティから受信した単数または複数
のアプリケーション要求のうちの少なくとも１つを識別するステップ、識別情報に基づい
て近接場通信エンティティに対して近接場通信デバイス上の少なくとも１つのアプリケー
ショングループを割り振るステップ、および近接場通信イベントをひき起こすエンティテ
ィに対して、割り振られたアプリケーションへのアクセスを許諾するステップ、を備える
方法。
【００１２】
　この方法は、一種のアプリケーションアクセス制御に関するものであり、例えば、或る
種の近接場通信（ＮＦＣ）アプリケーションを要求するデバイスには、もう１つのＮＦＣ
アプリケーションへのアクセスが具備されていてよく、その一方でその他のアプリケーシ
ョンを自動的に遮断することができる、ということが想定されている。例えば、ＮＦＣバ
ンクの場合、個人データまたは例えばゴルフクラブアプリケーションへのアクセスは遮断
されている一方で、ゴルフクラブのＮＦＣ入口制御に対し近接場通信デバイス（恐らくは
移動体）内の支払いアプリケーションに対するアクセスは許諾することが考慮されている
。この実装により、ユーザは、ある種のアクセスエンティティが１つのＮＦＣアプリケー
ショングループにアクセスできるようにするため基本的アクセスグループを制御すること
ができる。本発明は同様に、ある種のＮＦＣデバイスが入口制御システム、接続データベ
ースまたは金融アプリケーションといったようなその他の個人的アプリケーションに一度
に（少なくとも同時に）アクセスする余地をユーザが与えなくすることをも可能にする。
基本的に、該方法は、或る種のＮＦＣアプリケーションを要求しているあるデバイスがあ
るその他のＮＦＣアプリケーションへもアクセスし得る事態をユーザが排除できるように
する一種のアクセス制御とみなされ得る。一部のＮＦＣエンティティ／デバイスがある種
のＮＦＣアプリケーショングループにアクセスできる一方で、かつ一部のその他のＮＦＣ
エンティティ／デバイスが任意のアプリケーションへアクセスする事態を排除する一方で
（すなわち「ゼログループ」）、全てのＮＦＣアプリケーションにアクセスするべくユー
ザのホームコンピュータと共にＮＦＣドッキングステーションを介してＮＦＣデータ交換
プロトコルを使用することを想定することができる。
【００１３】
　本発明のもう１つの典型的実施形態においては、この方法はさらに、近接場通信イベン
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トをひき起こす近接場通信エンティティを識別するステップ、識別された近接場通信エン
ティティに対して割り振られた近接場通信デバイス上の１つのアプリケーショングループ
を決定するステップ、および近接場通信イベントをひき起こすエンティティに対して割り
振られたアプリケーションへのアクセスを許諾するステップ、を備える。
【００１４】
　すなわち、本発明のこの実施形態は、要求元デバイスの識別情報に基づいて一種のアク
セス制限またはアクセス制御を提供する。すなわち、ある種の要求元デバイスは、予め定
義されたアプリケーショングループにアクセスできる。しかしながら、あるデバイスグル
ープに割り振られている１つのデバイスが端末／移動体デバイスの単一のまたは一定数の
定義づけされたアプリケーションにアクセスし得るような形で要求元の（個別の）デバイ
スを「グループ化する」ことも想定されている。このグループ化は、アプリケーション側
ででもおよび／またはデバイス側でも実施できる。すなわちグループ化は、それぞれの専
用制御アプリケーションによってまたは例えば近接場通信デバイス内に配線接続されたハ
ードウェアの専用部品によっても実施され得る。
【００１５】
　本発明のもう１つの典型的実施形態においては、この方法は同様に、アプリケーション
グループを規定し、近接場通信イベントをひき起こすエンティティに対してこれらのグル
ープを割り振るためにユーザ入力を受信するステップも備える。このグループ規定および
割り振りは、上述の方法を実施するための基礎を成す。ユーザが（検出され、識別され描
写された要求元イベントまたはＮＦＣイベントをひき起こすエンティティ）および端末デ
バイス上の多数のＮＦＣアプリケーションを選択して、エンティティ（イベント）の各々
に対して、アクセスを許諾され得るＮＦＣアプリケーションを１つ割り振るか、全く割り
振らないかまたは数多く割り振る、「ティーチイン」ステップを使用することが考えられ
ている。この手順は、手順を単純化するように割り振り手順を通してユーザを案内するた
めの一種のメニュー構造またはアシスタントプログラムにより支援され得るということを
指摘しておくべきである。
【００１６】
　方法の典型的実施形態においては、前記通信イベントは、トランザクション要求、トラ
ンザクション、データ転送要求、データ転送から成る群から選択される。ユーザが例えば
その電話の中に多重アプリケーションスマートカードを有する場合、ユーザインタフェー
スを用いて、ユーザに対し進行中のトランザクションおよびトランザクション要求を示す
ことができる。
【００１７】
　さらにもう１つの典型的な実施形態においては、この方法はさらに、検出された近接場
通信イベントのレジストリ内に検出された近接場通信イベントを登録するステップを備え
る。すなわち、この実施形態においては、スマートカードまたはスマートカードモジュー
ルの管理アプリケーションは、例えば各々の読取り試行後にユーザに表示され得るトラン
ザクション要求およびトランザクション（または通信イベント）のレジストリを有する。
これはユーザに対し、ユーザをプロファイリングしようとするあらゆる試行を曝露するた
めの手段を提供することになる。この方法は同様に検出された近接場通信イベントのレジ
ストリを生成し記憶する段階をも含み得るという点を指摘することができる。ユーザが例
えば自らの電話の中に多重アプリケーションスマートカードを有する場合、ユーザインタ
フェースを用いてユーザに対し進行中のおよび過去のトランザクションおよびトランザク
ション要求を示すことができる。一種のログファイル、または例えば最新の２０件または
４０００件の通信イベント、トランザクションまたはトランザクション要求を記憶する（
一時的）バッファ記憶としてトランザクション要求およびトランザクションのレジストリ
を使用することも同様に想定されている。
【００１８】
　さらにもう１つの典型的な実施形態においては、この方法は同様に、受信したユーザ入
力に従って近接場通信デバイスの前記アプリケーションをグループ化するステップを備え
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る。このユーザ入力は、専用ユーザインタフェースを介して受信可能である。同様に、ユ
ーザが規則にアクセスし直観的に規則またはアプリケーショングループを規定し補正する
ことができるようにするためマンマシンインタフェースを単純化するべく例えばそれぞれ
のメニュー構造を実装することも想定されている。しかしながら、予めグループ化された
アプリケーションと共に一定数の予めインストールされたアプリケーションを近接場通信
デバイスに具備することも同じく想定されている。アプリケーションを単数または複数の
異なるグループにグループ化し得るということを指摘できる。
【００１９】
　もう１つの典型的な実施形態においては、この方法はさらに、検出されたまたは記憶さ
れた通信イベントをグループ化するステップを備える。基本的実施形態においては、通信
イベントは、時間スキームに従ってグループ化され得る（例えば、近接場通信デバイスに
測位システムモジュールが具備されている場合）。同様に、単一の通信試行が（寄生通信
（parasitic communication）／転送試行／イベントを決定するために）相互出現に関し
て相関されるような形でデバイスを実装することも想定されている。
【００２０】
　このステップすなわちグループ化は、検出済み近接場通信イベントのレジストリ内にグ
ループ化された形で検出済み通信イベントを記憶することにより、通信イベントの検出の
直後に実施され得る。同様に、グループ化されたレジストリのために使用されることにな
る検出済み近接場通信イベント（単複）に従ってデータを提供する／出力を獲得する時点
でこのステップを実行することも検討されている。第１の実装においては、データは検出
プロセス中にグループ化され、第２の実装においては、データは出力／提供プロセス中に
グループ化される。特にグループ化の場合、検出済み通信イベントのレジスタ内の検出済
み通信イベントのデータを検出済み通信イベントに関係する背景情報といったようなその
他の補足的データとリンク／関連づけすることが想定される。これは、外部に記憶された
データまたは例えば一定数の予備記憶データ（例えば検出済み通信イベントの出力／提供
を充実させるためのマルチメディアデータなど）に対するリンクによって実装可能である
。同様に、ディスプレーを介して出力／提供についての標示をグループ化することも想定
される。
【００２１】
　このアプリケーションは、例えば、読取り機によるアプリケーション要求リストをスマ
ートカードからユーザが端末のディスプレースクリーン上で見、どのアプリケーションが
識別されたかおよびどれ程の数のどの未知の要求が処理されたかを識別し、又そうでなけ
ればユーザが定義したまたは予め設定したトリガーレベルまたは要求を超過した場合に出
力がトリガーされ得るように、小売店において使用可能である。ユーザは、例えば「クレ
ジットカード（プロバイダ）トランザクション開始、その他３件の要求処理済み」という
メッセージを受信する可能性がある。これによりユーザは、その他の３件のアプリケーシ
ョンが要求されたことおよび、読取り機が今やこれらの要求に対するカードの応答につい
ての情報を有することになることを知ることになる。
【００２２】
　通信イベントは、要求されたアプリケーション内で用いられ、このアプリケーションに
導かれたトランザクションまたはトランザクション要求といったような通信イベントの中
でアクセスされ得るデータの機密度に従ってグループ化され得る。すなわち、通信イベン
トのグループ化パターンは、近接場通信デバイス上のそれぞれのアプリケーションのグル
ープ化に対する１対１のマッピングにより関係づけされる。すなわち、安全なスマートカ
ードモジュール内に記憶された機密なアプリケーション情報は、類似の特性をもつアプリ
ケーションが１つのカテゴリにグループ化されるような形で、記憶されたアプリケーショ
ン情報を差別化するさまざまなグループに分類される。例えば以下のように、典型的カテ
ゴリを実施することができる：
－　金融トランザクション／クレジットカード
－　カスタマ・ロイヤルティカード
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－　特定クレジット提供カスタマ・カード（例えばあるガソリンスタンドで燃料を購入す
るためのカード）、
－　トラベルカード（例えば地下鉄、列車および／またはバス用のさまざまなチケット）
、
－　その他の種類のチケット（例えばスイミングホールまたは映画館）
－　カスタマ・カード（例えば図書館カード、セキュリティカードなど）および
－　身分証明カード（社会保障カード）、
－　車両の好ましい設定値を伴うカード、
－　インタネット電話用通信アクセスカード
など。
【００２３】
　以下では、単一の「グループ化」という用語の下で、近接場通信デバイス上のアプリケ
ーションのグループ化および例えばトランザクションおよびトランザクション要求による
これらのアプリケーションへのアクセスのグループ化が要約されている。
【００２４】
　例えば上述のカテゴリにアプリケーションが分類される場合、あるカテゴリ内に常駐す
るアプリケーションからの情報を要求した時点で外部読取り機デバイスによるアクセスを
可能とするか拒否するように、ある情報カテゴリを許可／防止する、カテゴリに関するさ
まざまな規則が存在し得る。一例としては、例えばトランザクション／クレジットカード
アプリケーションが要求された場合、カスタマ・ロイヤルティカードカテゴリも同様に利
用可能である。しかしながら、例えばトラベルカードカテゴリ内のアプリケーションは外
部読取り機には利用不可能になる。一方、トラベルカードカテゴリ内に常駐するアプリケ
ーションが要求された場合、トランザクション／クレジットカードカテゴリも同様に利用
可能であるが、カスタマ・ロイヤルティカードカテゴリへのアクセスは拒否される。
【００２５】
　本発明の１つの特長として、ユーザには、カテゴリの設定およびそれらの互いのリンキ
ングを調整および修正するための専用ユーザインタフェースが提供されている。このユー
ザインタフェースは、もう１つのカテゴリのアプリケーションが要求されている場合にあ
るカテゴリのアプリケーションへのアクセスを許容／拒否するための規則を規定するべく
ユーザがカテゴリ間の関連づけを行なうことができるようにする、トリガー可能なボック
スを伴う主要カテゴリの単純なリストであり得る。最後に、上述のことに加えて、端末は
、ユーザ／プロバイダに成功したトランザクションを標示するためさまざまなトランザク
ションに関連して使用することのできる情報を記憶することができる。
【００２６】
　本発明の実施形態は、プロファイリングを防止するための直接的なツールを必ずしも提
供するわけではなく、それを曝露するが、これはプライバシーおよびＩＤを管理する上で
有効な方法である。例えば識別されていないまたは識別された望ましくないレジストリ入
力に基づいてトランザクションのブロッキングを有効化するべく拡張を伴うログレジスト
リを使用することも想定されている。この実施形態においては、検出されたまたは識別さ
れた要求元エンティティを一種のブラックリストの中にグループ化して、既知の識別され
たデバイスにのみ（或るまたは全ての）アプリケーションへのアクセスを有効化すること
ができる。
【００２７】
　これは、さまざまなトランザクション要求をユーザに曝露し、専用ユーザインタフェー
スを通してユーザにより制御可能である異なるタイプのセットに安全なスマートカード内
のアプリケーションをグループ化することを通して、トランザクションサービスを移動体
端末ユーザにとってより制御可能なものにする論理によって達成可能である。さらに、ユ
ーザインタフェースのための付加的なフィーチャとして、本発明はトランザクションプロ
セス自体の間にトランザクションサービスプロバイダの標示を提供する。
【００２８】
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　１つの代替的実装においては、検出された近接場通信イベントのレジストリまたはログ
ファイルは、非接触式フロントエンドで収集され得、検出された近接場通信イベント（ま
たはログ）のレジストリは電話内に常駐する。
【００２９】
　本方法のさらにもう１つの典型的な実施形態においては、グループ化は、場所情報に従
って実施され、ここでこの方法はさらに、近接場通信デバイスの位置を決定するステップ
を備える。基本的実施形態においては、グループ化は、要求元ＮＦＣ読取り機の空間的分
布を決定するために実施される。次のステップでは、検出されたＮＦＣイベントにひも付
けされているこの収集された空間データは、既知の読取り機および既知のトランザクショ
ンを伴う未知の読取り機およびエリアを要求するパーソナルマップを生成するためのベー
スとして使用される。このマップは、任意の近接場通信（またはこれらのエリア内のその
特殊なアプリケーション）を非活動化するために求められる可能性がある。識別された／
識別されていない分布キーに従ったこのグループ化は、そうでなければユーザに気づかれ
ない可能性のあるトランザクション要求／トランザクションを発見するために基本となる
ものである。この実施形態によると、ユーザは、識別されていないトランザクション要求
を多数伴うエリアを検出し決定することができるようになる。このフィーチャによりユー
ザは、識別されていないトランザクション要求を多数伴うエリアの中の近接場通信を非活
動化することができるようになるかもしれない。一般的には、ある種の要求を遮断するこ
とは可能でないが、望ましくないスクリーニングなどを受ける確率が最も高いエリアを定
義づけできるのであれば、ユーザは単にこれらのエリア内でＮＦＣ通信全体を非活動化す
ることができるかもしれない。この実施形態は同様に、（例えばセル方式通信ネットワー
ク、慣性誘導または例えばＧＰＳといった測位システムを介して）デバイスの実際の位置
を検出するステップも備え得る。検出された位置データは、ＮＦＣトランザクションを実
施することのできない「トランザクション無し」または「ＮＦＣ無し」のエリアを決定／
定義づけするために、検出された望ましくないトランザクション要求に相関関係づけされ
得る。同様に、多数のトランザクション要求および／または多数の通信イベントを伴う場
所を決定するために測位モジュールとデバイスを組合せることも想定されている。このよ
うな実装は、ユーザがテーブルを回し自ら一種のエリアプロファイリングまたはショップ
プロファイリングを行なうことを可能にし得る。
【００３０】
　もう１つの典型的な実施形態においては、本発明の方法はさらに、得られた少なくとも
１つの標示を出力／提供し、それに従ってデータを出力／提供するためのユーザ入力を受
信する段階をも含んでいる。この実施形態は、あらゆる種類の通信イベント、トランザク
ション要求、トランザクションなどの「事後的」考慮を行なうべく、ユーザがトランザク
ション要求／トランザクションレジストリ内に記憶されたデータを検索することのできる
実装にも向けられている。こうしてユーザは、多数の未知のトランザクション要求が発生
している全ての場所を回避できることになる。この実施形態においては、デバイスは、例
えばログファイルレジスタ内の全ての発生イベントをログし、ユーザは望むときにいつで
もこのレジスタにアクセスをすることができる。
【００３１】
　本発明のさらにもう１つの典型的な実施形態においては、検出された近接場通信イベン
トに従って標示を得るステップはさらに、再生可能なサウンドファイル、ビデオクリップ
、振動シグナリゼーションファイル、スプラッシュスクリーンまたは画像から成るグルー
プから選択された標示を得るステップも備える。
【００３２】
　この実施形態は、デバイスが（識別されたまたは識別されていない）通信イベント、ト
ランザクション要求および／またはトランザクションを検出し、例えば出力／提供のため
に記憶装置からそれぞれの（関連する予め記憶された）標示を得る、１つの実装に関係す
る。これらの出力／提供されたデータ／標示は、トランザクションまたはトランザクショ
ン要求が機能したことをユーザに標示するのに使用することができる。再生可能なサウン
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ドファイル、ビデオクリップ、振動シグナリゼーションファイル、スプラッシュスクリー
ンまたは画像は、例えば、ブランド／製品関連のトランザクションまたはトランザクショ
ン要求がある場合に、ブランド／製品名などを含み得る。ユーザがこの機能を構成できる
ようにすることも検討されている。ユーザが評価の比較的低い製品ブランドまたはサービ
スを入力する毎にサウンド／ビデオ／振動ファイルの再生を防止することができるように
するため一種の選択性および非活動化可能性を使用することも検討されている。この実施
形態は、ＳＭＳまたはＭＭＳスクリーン、ゲームアプリケーションまたは移動体ＴＶ、例
えばデバイスＢ－Ｈ伝送といったような実際のディスプレイコンテンツを中断または変更
する必要なくユーザが地下鉄に入ることができるようにし得る。本発明によれば、ユーザ
は、自らの電話が自らの車に接続した場合に或る信号を得、かくして車のドアがロック解
除／開放したことを標示するサルティションシーケンスをスピーカーを介して出力するた
めにこの実装を使用することができる。同様にして、車は、検出されたユーザ電話ＩＤに
従って車の全ての設定を変更するべく、検出されたＮＦＣ電話を使用することができる（
ただし、車を使って小旅行するために奥さんの電話をもって行った場合には、話はややこ
しいことになる）。この第１の実施形態は、一定数の予め記憶された標示によりトランザ
クションおよびトランザクション要求といったような近接場通信イベントを標示するため
にファームウェア統合標示ファイルの中で使用され得る。
【００３３】
　本発明のさらにもう１つの典型的な実施形態においては、この方法はさらに前記標示を
ダウンロードするステップ、そして標示を近接場通信イベントとまたはそれに対してリン
クするステップを備える。
【００３４】
　標示をダウンロードしインストールすることにより、ブランド設定要素を伴うパッケー
ジを、例えばブルートゥース（ＢＴ）、ＷｉＦｉ、近接場通信（ＮＦＣ）、赤外線（Ｉｒ
Ｄａ）などのローカル無線通信チャンネル上で無線により、またはユニバーサル・シリア
ルバス（ＵＳＢ）またはシリアルケーブルといった物理的接続を用いることにより、デバ
イスにインストールすることができる。ブランド設定要素／標示のコンテンツは、電話が
ユーザ向けに再生、再現または呈示できるあらゆるデータであり得る。
【００３５】
　このソリューションでは、電話は、第３者が、（例えば拡張型Markup Language XMLに
基づいて）単一パッケージ内で電話に対し（例えば再生可能なサウンドファイル／ビデオ
クリップ／スプラッシュスクリーン／画像といった）ブランド設定要素としての標示をイ
ンストールすることを可能にする。このパッケージは同様に、標示（例えばブランド設定
要素）を再生、再現または呈示させることになるトリガー条件の定義づけをも含み得る。
ある種の転送またはトランザクションプログラムのインストレーションとダウンロードを
組合せることも同様に検討される。例えば、ある種の資金振替機関のサウンドスキームの
再現と結合される支払いアルゴリズムを実装することが想定されている。これらのブラン
ド設定要素は、ブランドに関係するネットワークベースのデータ、例えばウェブページに
対するリンクも含み得る。
【００３６】
　同様に、標示ファイル例えばブランド設定データおよびファイルが１つの標示インスト
レーションパッケージ（ブランドパッケージ）内にシュリンクラップされ得るということ
も検討されている。かかるパッケージは、パッケージ名、標示またはブランド、トリガー
規定（例えばＮＤＥＦ（NFC Data Exchange Format：ＮＦＣデータ交換フォーマット）タ
イプの形で定義されたもの）、実行、再生または再現命令および標示自体のようなメディ
アファイルといった要素を少なくとも含むことができる。このデータはＸＭＬ構造または
独自仕様の二進データフォーマットとして定義され得る。
【００３７】
　もう１つの典型的な実施形態においては、リンキングは、ダウンロードされた標示を出
力／提供するためのトリガー条件を規定することにより実施される。トリガーは例えば、
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特定のＮＤＥＦタイプ、特定のアプリケーション識別情報（非接触式カード読取り機から
検出されるもの）または使用中の非接触式アプリケーション／サービスのタイプを認識す
るために使用可能なその他の何かであり得る。
【００３８】
　本発明のさらにもう１つの典型的な実施形態においては、この方法はさらに、検出され
たまたは識別された近接場通信イベントが、規定されたトリガー条件を満たしているか否
かを検査するステップ、および、前記検出または識別された近接場通信イベントがトリガ
ー条件を満たす場合には、得られた標示を出力／提供するステップ、を備える。
【００３９】
　移動体電子デバイス例えば電話は、標示またはブランド設定要素を記憶し、パッケージ
内で規定されたトリガー条件に従って標示またはブランド設定要素を再生または再現する
べく準備することになる。ユーザが例えばタグを読取るかまたは電話を外部読取り機の近
くにもってきた時点で、電話はトリガー条件（例えばタグから読取られたＮＤＥＦタイプ
／外部読取り機によりたずねられたＡＩＤ（application ID：アプリケーションＩＤ））
が満たされているか否かを検査し、そのトリガー条件のために規定されたまたはこの条件
にリンクされたブランド設定要素といった標示を再現する。移動体電子デバイスが同時に
多数のブランド設定要素を記憶し、かくして例えばクレジットカード支払い後に第１のロ
ゴが呈示されること、そして例えば公共輸送システムにおけるチケットとして移動体デバ
イスを使用する場合にもう１つのロゴが提示されることを有効化するように想定されてい
る。上述の例は、非接触式支払い＆発券業務についてのものであるが、本発明はこれらの
使用ケースのみに制限されるわけではない。例えばサービス検出での使用ケースでは、例
えばサービス／コンテンツプロバイダの標示またはブランド設定要素は、ＮＤＥＦタイプ
に基づいて示され得る。車両または車環境におけるハンズフリーデバイスでの近接場通信
接続の使用にその例が見られる。
【００４０】
　検査オペレーションには又、発呼または要求元加入者の識別情報、ＮＤＥＦタイプ、特
定のアプリケーション識別情報（非接触式カード読取り機から検出されるもの）または使
用中の非接触式アプリケーションまたはサービスのタイプを認識するのに使用可能な何ら
かのもの、といったような付加的な情報も含まれていてよい。
【００４１】
　本発明のさらにもう１つの態様によれば、プログラム製品がコンピュータまたはネット
ワークデバイス上で実行される場合に以上の記述の方法を実行するためのプログラムコー
ド手段を含むソフトウェアツールが提供されている。
【００４２】
　本発明のもう１つの実施形態によれば、プログラムがコンピュータまたはネットワーク
デバイス上で実行される場合、前述の方法の全てのステップを実行するためのプログラム
コード手段を備える、以上の記述の方法を実行するためにサーバからダウンロード可能な
コンピュータプログラム製品が提供されている。
【００４３】
　本発明のさらにもう１つの態様によれば、プログラム製品がコンピュータまたはネット
ワークデバイス上で実行される場合、以上の記述の方法を実行するためのコンピュータ可
読媒体上に記憶されたプログラムコード手段を備えるコンピュータプログラム製品が提供
されている。
【００４４】
　本発明のもう１つの態様によれば、コンピュータデータ信号が提供されている。コンピ
ュータデータ信号は搬送波内で実行され、コンピュータプログラムがコンピュータまたは
ネットワークデバイス上で実行される場合に以上の記述内に含まれた方法のステップをコ
ンピュータに実行させるプログラムを表わす。
【００４５】
　もう１つの典型的な実施形態によれば、近接場通信デバイスが提供されている。近接場
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通信デバイスは、近接場通信イベントの標示を出力／提供するために構成されている。近
接場通信デバイスは、処理ユニット、近接場通信インタフェースおよびユーザインタフェ
ースを備える。処理ユニットは記憶装置に接続されている。近接場通信インタフェースは
処理ユニットに接続されている。ユーザインタフェースは、処理ユニットに接続されてい
る少なくとも１つの出力インタフェースである。近接場通信デバイスは、近接場通信デバ
イスを検出するため、検出された近接場通信デバイスに従って近接場通信イベントの少な
くとも１つの標示を得るため、そして得られた少なくとも１つの標示を出力／提供するた
めに構成されている。近接場通信イベントの標示は、記憶装置から得ることができる。得
られた少なくとも１つの標示は、ユーザインタフェースを介して出力／提供され得る。ユ
ーザインタフェースは、ディスプレー、ＬＥＤなどといった光学ディスプレー素子、スピ
ーカー、ヘッドホンまたは車内オーディオシステムへのインタフェースといったようなオ
ーディオ出力素子または振動器といったような触覚出力素子、または点字出力素子といっ
たような外形変更装置を備えてもよい。
【００４６】
　本発明のもう１つの態様によれば、近接場通信イベントを制御するために構成された近
接場通信デバイスが提供されている。近接場通信デバイスは、処理ユニット、近接場通信
インタフェースおよびユーザインタフェースを備える。処理ユニットは記憶装置に接続さ
れている。近接場通信インタフェースは、処理ユニットに接続されている。ユーザインタ
フェースは、処理ユニットに接続されている少なくとも１つの出力インタフェースである
。近接場通信デバイスは、近接場通信イベントを検出するため、近接場通信イベントをひ
き起こすエンティティおよびエンティティから受信した単数または複数のアプリケーショ
ン要求のうちの少なくとも１つを識別するため、識別情報に基づいて識別された近接場通
信エンティティのために近接場通信デバイス上の１アプリケーショングループを割り振る
ためそして、近接場通信イベントをひき起こすエンティティに対して割り振られたアプリ
ケーションへのアクセスを許諾するために構成されている。
【００４７】
　近接場通信デバイスの１つの典型的な実施形態においては、近接場通信デバイスはさら
に、近接場通信イベントをひき起こすエンティティを識別するため、識別された近接場通
信エンティティに割り振られた近接場通信デバイス上のアプリケーショングループを決定
するため、そして近接場通信デバイスをひき起こすエンティティに対し割り振られたアプ
リケーションへのアクセスを許諾するために構成されている。
【００４８】
　近接場通信デバイスは同様に、移動体デバイスのためのスマートカードモジュールとし
ても実現され得、この場合、出力インタフェースは、このモジュールが中で動作させられ
る予定の端末に対する接続を提供する。この実施形態では、ユーザ出力インタフェースは
、接続されたヘッドホンの場合と同様に、接続された（外部か又さらには周囲の）ディス
プレー／出力ユニットを介して、得られた標示を出力／提供するための間接的ユーザ出力
インタフェースとして実現されている。
【００４９】
　１つの典型的な実施形態においては、近接場通信デバイスは、検出された近接場通信イ
ベントを識別し、登録しかつグループ化するために構成されている。近接場通信デバイス
は、検出された近接場通信イベントを識別し登録しかつグループ化するための、処理ユニ
ットに接続されたコンポーネントを含むことによって、検出された近接場通信イベントを
識別し、登録しかつグループ化するために構成されている。近接場通信デバイスは、検出
された近接場通信イベントを識別し登録しかつグループ化するための、近接場通信インタ
フェースに接続されたコンポーネントを含むことによって、検出された近接場通信イベン
トを識別し、登録しかつグループ化するために構成されている。
【００５０】
　例えば、検出された近接場通信イベントのレジストリ内の記憶装置内に登録される前に
検出済みイベントを識別し、登録しかつグループ化することが想定されている。同様に、
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例えば異なるショップ、場所などのデータ収集挙動をプロファイリングするために本発明
中の発明を使用することも又検討されている。近接場通信デバイスのこの実施形態は、検
出された通信イベントの標示がグループ化された形でディスプレイ上に表示されているデ
バイスに向けられている。
【００５１】
　本発明の１実施形態において、近接場通信デバイス例えばかかるデバイスのカード管理
アプリケーションまたは非接触式フォントエンドおよび電話アプリケーションを通したそ
の代替的実装には、以下の可能性を含むことになる。
－　カードまたは近接場通信デバイスに対するアプリケーション要求を識別する能力、
－　少なくとも未知のアプリケーションおよび既知のアプリケーションからまたはそれら
への要求を分類する能力、
－　トランザクションが開始されたか否かを識別する能力、
－　上述の活性が記憶されているレジスタまたはログを新規作成する能力、および
－　ユーザに対しログ情報を出力／呈示／提供する要求を受信／開始する能力。
【００５２】
　レジスタ／ログは、活動についての情報を連続的に収集することになり、レジスタ／ロ
グサービスの使用は、カードまたは近接場通信デバイスに対し読取り／トランザクション
試行および読取り／トランザクションアクションを曝露するのに役立つ。ユーザに示され
ることになる情報は、ニーズに応じて異なるカテゴリを分離しユーザに対して情報を表示
することになる１つのアプリケーションを通して起こり得る。レジスタ／ログを解析し、
どのアプリケーションが現在要求を受けているか／要求を行なっているかを単に追跡する
ことにより、ユーザのＩＤおよびプライバシーに対する潜在的脅威についての警告を提供
するために、１つのアプリケーションを使用することができる。
【００５３】
　脅威を識別するこの能力を強化するためには、アプリケーションを私的アプリケーショ
ンと公的アプリケーションに分類することができ、ここで公的アプリケーションが要求さ
れた場合よりも私的アプリケーションが要求された場合にユーザがより厳しい警告を受け
ることになる。この解決法の利点は、どの非接触式トランザクションおよび要求が起こっ
ている／起こるかをユーザが監視するための自動的かつ可視的な手段を作り出すことにあ
る。
【００５４】
　もう１つの典型的な実施形態においては、近接場通信デバイスは、出力／提供のため、
再生可能なサウンドファイル、ビデオクリップ、振動シグナリゼーションファイル、スプ
ラッシュスクリーンまたは画像からなるグループから選択された少なくとも１つの標示を
得るために構成されている。この実施形態は、近接場通信デバイスのディスプレー上で１
つのサービスのブランドまたはサービスの種類などを標示するために予め記憶された標示
の使用に関係する本発明の方法を実施するように特に設計されている。
【００５５】
　この実施形態においては、例えば携帯電話（mobile phone）といったよう近接場通信デ
バイスは、第３者が（例えばＸＭＬに基づくものであり得る）単一の標示パッケージ内の
デバイスに対し例えばブランド設定要素（例えば再性可能なサウンドファイル、ビデオク
リップ、スプラッシュスクリーン、画像）を備える標示パッケージをインストールできる
ようにする。インストレーションパッケージは同様に、例えば標示パッケージのブランド
設定要素を再生、呈示または再現させることになるトリガー条件の規定をも含み得る。こ
のトリガー条件は、例えば特定のＮＤＥＦタイプ、特定のアプリケーションＩＤ（非接触
式カード読取り機から検出されるもの）または、要求元デバイスの識別情報といったよう
な使用中の非接触式アプリケーション／サービスのタイプを認識するのに使用可能な他の
何かであり得る。識別情報パッケージ（例えばブランド設定要素を伴う）は、例えば無線
、ローカル無線通信チャンネル（例えばＢＴ、ＷｉＦｉ、ＮＦＣおよびＩｒＤａ）などを
用いて、またはＵＳＢまたはシリアルケーブルといった物理的接続を用いることによって
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デバイス内にインストールされ得る。ブランド設定要素コンテンツは、電話がユーザに対
し再現、再生または呈示できるあらゆるデータであり得る。
【００５６】
　近接場通信デバイス例えば携帯電話（cellular phone）といった近接場通信デバイスは
、例えばブランド設定要素と共に標示パッケージを記憶し、標示パッケージ内で定義され
たトリガー条件に従って（例えばブランド設定要素などの）標示を再現、再生または呈示
するように準備されている。ユーザが例えば（ＲＦＩＤ）タグに触れるかまたは外部読取
り機の近くに電話をもってきた時点で、電話は、トリガー条件が満たされているか否か（
例えばあるＮＤＥＦタイプがタグから読取られるかまたは外部読取り機からＡＩＤがたず
ねられたか否か）を検査し、そのトリガー条件について規定されたブランド設定要素を再
現、再生または呈示する。近接場通信デバイスは、同時に多数のブランド設定要素を記憶
できることになり、例えば支払いプロセスの後に支払いサービスプロバイダのロゴを提示
させ、例えば公共輸送システム内のチケットとして近接場通信デバイスを使用する場合に
は輸送プロバイダのロゴを呈示させるようにすることができる。
【００５７】
　上述の例は、非接触式支払いおよび発券業務についてのものであるが、本発明はこれら
の使用ケースのみに制限されず、アクセス制御などのための手段として、展示会事務所内
で入場者の動向プロファイルを決定するため、コンサート、美術館のためのアクセスデバ
イスとして、それを使用することも同様に可能である。例えば、サービス検出での使用ケ
ースにおいては、検出されたＮＤＥＦタイプに基づいて、サービス／コンテンツプロバイ
ダのブランド設定要素を示すことができる。
【００５８】
　これは、インストレーションパッケージ内に標示パッケージ（例えばブランド設定デー
タおよびファイル）をシュリンクパッケージすることにより実装され得る。標示パッケー
ジは、以下の要素を含み得る。
－　名前
－　少なくとも１つのトリガー条件（例えばＮＤＥＦタイプ）の規定
－　再現、実行および／または再生命令および
－　メディアファイル自体。
【００５９】
　このデータは、ＸＭＬ構造または独自仕様の２進データフォーマットとして定義づけ可
能である。この実装では、ブランド設定要素は近接場通信デバイスである電話に対し動的
にインストールされ得、かくしてブランド設定要素はブランド設定要素で規定されたトリ
ガー条件に基づいて再現、再生または呈示され得、例えばクレジットカード用のもの、公
共輸送用のものなどといった異なる状況において各々トリガーされる多数のブランド設定
要素がデバイス内でサポートされていることから、異なるロゴで近接場通信デバイスの異
なる設計変形形態を実装する必要性は全くない。
【００６０】
　さらにもう１つの典型的な実施形態においては、近接場通信デバイスはさらにセルラー
電話（cellular phone）を含む。この実施形態は基本的に、近接場通信能力を伴う携帯電
話（mobile phone）である。この電話は、トランザクション要求およびトランザクション
といったような通信イベントを検出しディスプレーしかつ／またはグループ化することが
できる。
【００６１】
　単一の要求されたアプリケーションまたはトランザクションを要求するデバイスの識別
情報にリンクされている予め記憶された標示の使用およびグループ化された標示の組合せ
を利用することも同様に想定されているということを指摘しておくべきである。
【００６２】
　本発明の方法をデバイスが実行できるようにするために、本発明に従った近接場通信デ
バイスには同様に以下の目的をもつ設備またはコンポーネントも具備されていてよい。
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－　「ブランドパッケージ」または「サービスパッケージ」といったような標示パッケー
ジをダウンロード／受信する、
－　例えばブランドパッケージといったような標示パッケージを認識する、
－　標示パッケージの受信時点で、
　－　少なくとも１つのトリガー条件をインストールし登録する、
　－　標示を再現するための命令を記憶する、
　－　標示パッケージのメディアファイルを記憶する、
　－　ネットワーク上で利用可能なさらなる情報に対するリンクを記憶する、
－　ブランドパッケージといったようなインストールされた標示パッケージの無欠性を維
持する、
－　例えばブランド設定パッケージなどの標示パッケージを除去する手段を提供する（ユ
ーザ／許可されたサービス要員）、
－　ブランド設定パッケージといったような標示パッケージをダウンロードし、維持しか
つアップグレードするための手段を提供する、
－　標示パッケージがあるアプリケーションにリンクまたは結合される場合、標示パッケ
ージとアプリケーションとの間の接続／リンクを維持する。
【００６３】
　標示パッケージの無欠性の維持は、専用標示パッケージの更新により実施することがで
き、そうでなければ、トランザクション中またはトランザクションに続いて小さなデータ
移送をアップロードすることにより実施することができる。
【００６４】
　本発明のさらにもう１つの典型的な実施形態においては、近接場通信デバイスはさらに
、安全なスマートカードモジュールの中に常駐するさまざまなアプリケーションを異なる
グループに分類するための手段、および異なるグループ間で関連付けを行なうための規則
を新規作成し、この規則に基づいて外部近接場通信読取り機デバイスの要求に応えて許可
／拒否を有効化するための手段を備える。
【００６５】
　本発明の全く別の典型的な実施形態においては、近接場通信デバイスにはさらに、規則
を新規作成する目的でユーザ入力を受信するために構成されている専用ユーザインタフェ
ースが具備されている。
【００６６】
　本発明の全く別の態様によれば、近接場スマートカードモジュールが提供されている。
近接場通信カードは、コントローラおよび近接場通信モジュールに対するインタフェース
、処理ユニットに対するインタフェース、安全なメモリ素子アプリケーショングループ、
およびコントローラに接続された関連付け規則を記憶するデータベースを含む。関連付け
規則のデータベース内のデータは、アプリケーションのグループ化に基づきアプリケーシ
ョンへのアクセスを制御するために、識別されたイベント／エンティティについてアクセ
ス可能な（または同様にアクセス可能な）アプリケーショングループと、通信イベントを
ひき起こす各々の（識別された）エンティティまたは各々の通信イベントとの間の関連性
を規定する関連付け規則を記憶する目的で提供される。安全なメモリ素子においては、ア
プリケーションは、アプリケーションの特性に基づいて単数または複数のグループにグル
ープ化される。この実装は、移動体ＮＦＣデバイス（例えばＮＦＣ有効化された移動電話
（mobile telephone）といったようなデバイス内に挿入されるべきスマートカードを表わ
す。かかるスマートカードでは、どのＮＦＣデバイスでも、スマートカードモジュールイ
ンタフェースを有するＮＦＣデバイスおよびかかるインタフェースに対する識別された要
求元エンティティまたは識別された要求の「グループ化されたアクセス」を提供するとい
う、本発明の利点をユーザに対し提供することができる。
【００６７】
　本発明のもう１つの典型的な実施形態においては（またはそのもう１つの態様によれば
）、スマートカードモジュールには、全てのＮＦＣ通信イベントをログするためまたは全
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てのトランザクション要求または少なくとも全ての実施されたトランザクションをログす
るため、検出された近接場通信イベントのレジストリ内に検出された近接場通信イベント
を登録するべく（コントローラに接続された）内部メモリが具備されている。
【００６８】
　スマートカードモジュールは同様に、（接続されたＮＦＣデバイス上の）近接場通信イ
ベントを検出するため、検出された近接場通信イベントに従って近接場通信イベントの少
なくとも１つの標示を得るため、そして（スマートカードモジュールインタフェースを介
してＮＦＣデバイスに対しそれぞれのデータを転送することにより）少なくとも１つの得
られた標示を出力／提供するためにも構成され得る。スマートカードモジュールには、必
要な段階を実施しＮＦＣ端末を誘発してＮＦＣイベントについてスマートカードモジュー
ルに通知しユーザに対してそれぞれのデータを出力することができるように、コントロー
ラと記憶装置が具備されていてよい、ということは明白であるはずである。すなわちスマ
ートカードモジュールには、本発明の機能性がすでにＮＦＣデバイスに組み込まれている
かのように作用するべくＮＦＣデバイスを誘発するプログラムが具備されていてよい。か
くして、スマートカード（モジュール）インタフェースを介して本発明の機能性を接続済
みＮＦＣデバイスに提供するべく、スマートカードインタフェースを伴うＮＦＣ（移動体
）デバイス用に設計されたスマートカード（モジュール）内に、そしてＮＦＣデバイス自
体の中のみならずスマートカードモジュール内にも、本発明の全てのコンポーネントを内
蔵させることも可能である。
【００６９】
　本発明のもう１つの典型的な実施形態においては（またはそのもう１つの態様によれば
）、スマートカードモジュールには、（少なくとも接続されたＮＦＣデバイス上で）近接
場通信イベントを検出するため、検出された近接場通信イベントに従って、再生可能なサ
ウンドファイル、ビデオクリップ、振動シグナリゼーションファイル、スプラッシュスク
リーンまたは画像からなるグループから選択された近接場通信イベントの少なくとも１つ
の標示を得るため、そして少なくとも１つの得られた標示を出力／提供するため、（コン
トローラに接続された）内部メモリおよび制御論理が具備されている。この実施形態では
、ＮＦＣイベントまたは例えばトランザクションを「ブランド設定する」上述の機能性を
提供するために、（スマートカードインタフェースと共に）従来のＮＦＣデバイス内に挿
入されるスマートカードモジュールを使用することができる。
【００７０】
　かくして本発明のコンポーネントは、スマートカードモジュールにスマートカードモジ
ュールインタフェースを介して接続されたＮＦＣデバイスに対し本発明の機能性を提供す
るべく（スマートカードモジュールインタフェースを伴うＮＦＣ移動体デバイスのために
設計された）スマートカード（モジュール）の中にも内蔵することができる。同様に、本
発明のスマートカードモジュール内にそれぞれのコンポーネントの形で本発明の方法を実
施するための付加的なコンポーネントをも実装することも想定されている。
【００７１】
　もう１つの典型的な実施形態においては、近接場スマートカードモジュールには、安全
なスマートカードモジュール内に常駐するさまざまなアプリケーションを異なるグループ
に分類するための手段、および異なるグループ間の関連付けを行なうための規則を新規作
成し、規則に基づいて外部近接場通信読取り機デバイスの要求に応答して許可／拒否を有
効化するための手段がさらに具備されている。
【００７２】
　本発明のさらにもう１つの典型的な実施形態においては、近接場スマートカードモジュ
ールにはさらに、規則を新規作成する目的でユーザ入力を受信するために構成された専用
ユーザインタフェースがさらに具備されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７３】
　以下では、添付の図面を参照することにより詳細に、本発明について記述する。
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【００７４】
　以下の詳細な説明においては、本発明の異なる実施形態内で示されているか否かとは無
関係に、同一のコンポーネントには同じ参照番号が付与されている。本発明を明確にかつ
簡明に例示するため、図面は必ずしも原寸に比例しておらず、ある種のフィーチャは、幾
分か概略的形態で示されているかもしれない。
【００７５】
　図１は、本発明の基本的態様に従った近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標
示を出力／提供するための方法のフローチャートである。近接場通信デバイス上で近接場
通信イベントの標示を出力／提供するための方法は、近接場通信イベントを検出するステ
ップ２０、検出された近接場通信イベントに従って近接場通信イベントの少なくとも１つ
の標示を得るステップ３０、および少なくとも１つの得られた標示を出力／提供するステ
ップ４０を備える。
【００７６】
　本発明の背後にある基本的思想は、さまざまなトランザクション－要求をユーザに曝露
することにより移動体端末のユーザにとってトランザクションサービスをより制御可能な
ものにする、方法を実行するための論理を作り出すことにある。これは、専用ユーザイン
タフェースを通してユーザにより制御可能である異なるタイプのセット内に安全なスマー
トカード内のアプリケーションをグループ化することによって本発明のより高度な実装に
おいて達成可能である。さらに、ユーザインタフェースのための１フィーチャとしてトラ
ンザクションプロセス中にトランザクションサービスプロバイダの標示を提供することも
同様に想定されている。
【００７７】
　図２は、本発明による方法のより高度な実施形態のフローチャートである。図１の実施
形態とは対照的に本方法は、標示を受信またはダウンロードすること１６から始まる。ダ
ウンロードは、例えばパッケージとして標示を要求／受信およびインストールすることに
よって実施され得る。ダウンロードの後、標示は、ダウンロードされた標示を出力／提供
するためトリガー条件を規定すること１８により、近接場通信イベントにリンク／割り振
りされる。トリガー規定は、インストーレーションプロセス中または例えばユーザ入力に
より定義づけ可能である。これらのアクションは、トランザクション要求、トランザクシ
ョン、データ転送要求およびデータ転送からなるグループから選択された近接場通信イベ
ントを検出する２０’ためのデバイスの開始を表わしている。次に、検出された近接場通
信イベントが、検出された近接場通信イベントのレジストリ内に登録される２２。検出さ
れた通信イベントは、識別されたおよび未知の要求する／要求されたインスタンス／アプ
リケーションからのまたはそれらに対する要求に従ってグループ化される２４。
【００７８】
　次に、検出された近接場通信イベントに従って、再生可能なサウンドファイル、ビデオ
クリップ、振動シグナリゼーションファイル、スプラッシュスクリーンまたは画像からな
るグループから選択された少なくとも１つの標示が得られる３０’。このことはすなわち
、デバイスが実際には、識別されたアプリケーション／要求インスタンスに関係する（好
ましくは識別されたアプリケーション／要求インスタンス）のためのあるコンテンツを検
索または生成することを意味している。識別されていないアプリケーション／要求インス
タンスの場合の標準的な「未知の」標示を得ることも同様に想定されている。
【００７９】
　次のステップでは、フローチャートは、少なくとも１つの得られた標示を出力／提供す
るためにユーザ入力を受信し３２、少なくとも１つの得られた標示を出力／提供すること
４０により、第１の分岐に分かれている。
【００８０】
　このフローチャートは同様に、検出された近接場通信イベントが段階１８で規定された
トリガー条件のいずれかを満たす３４か否かを検査し、検出された近接場通信イベントが
トリガー条件のいずれかを満たす場合には少なくとも１つの得られた標示を出力／提供す



(20) JP 2009-519652 A 2009.5.14

10

20

30

40

50

る４０’ことによって、第２の分岐に分かれることもできる。
【００８１】
　図３～５は、標示パッケージの異なる実施形態を示す図である。
【００８２】
　図３では、標示パッケージ３００は、「catnip」と呼ばれる仮想サービスプロバイダに
関係している、標示パッケージは、「.com.catnip.catnet」として解釈可能な信号の検出
である規定されたトリガー条件、「catnip」という名前を有する。トリガー条件が満たさ
れた場合、すなわち「.com.catnip.catnet」という項目を含むものとして解釈された信号
が受信された場合、規定されたアクション「Catnipアニメーション再生」（これも同じく
標示パッケージ内に含まれている）がトリガーされる。
【００８３】
　図４においては、標示パッケージ４００は、「infergrow」と呼ばれる仮想サービス／
製品プロバイダに関係している。標示パッケージは、「infergrow Smart Poster」という
名前を有する。この標示パッケージは、規定されたトリガー条件として、「.com.infergr
ow.smartposter」という項目の検出を有している。トリガー条件が満たされた場合、すな
わち「.com.infergrow.smartposter」という項目を含むものとして解釈された信号が受信
された場合、規定されたアクション「振動する」、「infergrow chime」を再生する、そ
して「start infergrow Smart Poster」が活動化される。これらのアクションを実施でき
るように、標示パッケージには中間ファイル「infergrow chime」および「start infergr
ow Smart Poster application」も具備されている。
【００８４】
　図５では、標示パッケージ５００は「Vicia」と呼ばれる仮想サービス／製品プロバイ
ダに関係している。標示パッケージは、サービス／製品プロバイダ「Vicia」の名前を有
する。この標示パッケージには、メディアファイル「VICIA Chime（チャイム）」および
「Vicia Logo（ロゴ）」が具備されている。トリガー条件は、近接場通信デバイスの「Ｖ
ＩＣＩＡ　ＡＩＤ」アプリケーションに対する外部読取り機のアクセスにセットされる。
ＮＦＣデバイスが、該トリガー条件が満たされたものとみなした場合、アクション「振動
する」；「VICIA chime」を再生する、そして「Show Vicia LOGO」が活動化される。すな
わち、読取り機が電話上でそれぞれのアプリケーションのアクセスを試みると直ちに、電
話は振動し、特徴的な曲を再生し、近接場通信デバイスのディスプレー上のアクセスされ
た機能またはアクセスされたアプリケーションに関係するロゴを描く。
【００８５】
　図６は、既知のインストレーションパッケージの異なる機能性を標示するための本発明
の１実施形態による近接場通信デバイスおよび標示提供コンポーネントの概略図である。
図中、ＮＦＣ有効化された移動電話（mobile telephone）２００には、メディアギャラリ
ー２２０およびApplication２３０といったような既知のインストレーションパッケージ
を用いた既知のＮＦＣ機能性２１０が具備されている。メディアギャラリー２２０には例
えば、ピクチャー１および２、記録されたファイルおよびまたは「Foo Bar」テーマが含
まれる。Application（セクション）２４４は例えば、Game（ゲーム）、ゲーム「Chess（
チェス）」またはサービス検出アプリケーション／プロトコルを含み得る。
【００８６】
　これらの従来のＮＦＣアプリケーションに加えて、図５の「Vicia IDK」、図３の「Cat
nip標示パッケージ」および「Infergrow標示パッケージ」という標示パッケージなどの標
示サービスを備える標示呈示コンポーネント２４０が提供されている。同様に、ＮＦＣ有
効化電話のバッテリパックにＮＡＣ（例えばＲＦＩＤ）タグを具備して、その他のＮＦＣ
信号が存在する場合にディスプレー上にバッテリメーカのロゴをデバイスに表示させるこ
とも想定可能である。
【００８７】
　図７は、移動電話（mobile phone）またはセルラー方式の電話（cellular phone）また
は電話モジュール１５０を含む近接場通信デバイス１００を描いている。近接場通信デバ



(21) JP 2009-519652 A 2009.5.14

10

20

30

40

50

イス１００は、近接場通信イベントの標示を出力／提供するために構成されている。近接
場通信デバイス１００は、処理ユニット１００、記憶装置１０４、近接場通信インタフェ
ース１１０、およびユーザインタフェース１２０を備える。記憶装置１０４は、処理ユニ
ット１０２に接続され、ユーザインタフェース１２０は同様に処理ユニット１０２にも接
続されている。近接場通信インタフェース１１０も同様に処理ユニット１０２に接続され
ている。
【００８８】
　近接場通信デバイスは、近接場通信イベントを検出するため、検出された近接場通信イ
ベントに従って近接場通信イベントの少なくとも１つの標示を得るため、そしてユーザイ
ンタフェース１２０を介して得られた少なくとも１つの標示を出力／提供するために構成
されている。
【００８９】
　近接場通信イベント（ＮＦＣ）はさらに、ＮＦＣインタフェース１１０を介して検出さ
れた検出済み近接場通信イベントを識別し、登録しかつグループ化するために構成されて
いる。同様に、検出された近接場通信イベントを識別するためにＮＦＣインタフェース１
１０に接続されたIdentifikatorである専用コンポーネントを使用することも検討されて
いる。検出された近接場通信イベントを識別するために同じく処理ユニット１１０および
記憶装置１０４に接続されたRegistratorを使用することも検討されている。
【００９０】
　同様に、検出され／識別された近接場通信イベントを登録するため、ＮＦＣインタフェ
ース１１０に接続されたRegistratorである専用ハードウェアコンポーネントを使用する
こともまた検討されている。RegistratorはIdentifikatorにも接続され得る。
【００９１】
　近接場通信デバイス（ＮＦＣ）は、ＮＦＣインタフェース１１０を介して受信された検
出／識別／登録済み近接場通信イベントをグループ化するためのハードウェアコンポーネ
ント（Grouper）をさらに含み得る。このGrouperを記憶装置１０４および／または処理ユ
ニット１０２と接続することも想定されている。
【００９２】
　ＮＦＣインタフェースは、マルチループアンテナとして標示されているＮＦＣアンテナ
１１１に接続されている。近接場通信デバイスは、近接場通信イベントを検出するため、
検出された近接場通信イベントに従って近接場通信イベントの少なくとも１つの標示を得
るため、そして得られた少なくとも１つの標示を出力／提供するために構成されている。
【００９３】
　近接場通信デバイスは、再生可能なサウンドファイル、ビデオクリップ、振動シグナリ
ゼーションファイル、スプラッシュスクリーンまたは再生のため記憶装置１０４内に記憶
された画像からなるグループから選択された少なくとも１つの標示を得るために構成され
ている。近接場通信デバイスはさらに、セルラー方式の電話（cellular phone）１５０を
含んでいる。すなわち、このデバイスは、近接場通信が有効化されたセルラー方式の移動
電話（mobile cellular telephone）であるものともみなされ得る。
【００９４】
　図８は、本発明の１実施形態による近接場通信デバイス上での近接場通信アプリケーシ
ョンに対する近接場通信イベントのアクセスを制御するための方法のフローチャートであ
る。この方法は、近接場通信イベントを検出するステップ２０、近接場通信イベントをひ
き起こすエンティティを識別するステップ３３０、識別された近接場通信エンティティに
割り振られた近接場通信デバイス上のアプリケーショングループを決定するステップ３３
２、および近接場通信イベントをひき起こすエンティティに対して割り振られたアプリケ
ーションへのアクセスを許諾するステップを備える。本発明の一変形実施形態によれば、
近接場通信イベントをひき起こすエンティティを識別するステップ３３０は、近接場通信
エンティティから受信された単数または複数のアプリケーション要求が識別され、かつそ
の情報に基づいて、図８内のステップ３３２に反映する近接場通信イベントをひき起こす
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エンティティにとって利用可能なものとなるべく少なくとも１つのアプリケーショングル
ープが割り振られるステップ３３０’によって置換され得る。
【００９５】
　図１、２、および８に描かれている方法を、単一のフローチャートに組合せることがで
き、ここでこれらの図中で開示されているフィーチャは単一のフローチャートの形で組合
わされている、という点に留意すべきである。これは、イベントを検出するため、要求元
エンティティおよび要求されているアプリケーションを決定／識別するため、検出された
ＮＦＣイベントをログするためそして要求されたアプリケーション、要求元エンティティ
のアイデンティティそしてデバイス（またはデバイス中のスマートカード）の関連付け規
則に従って要求元エンティティによりアクセス可能である考えられる全てのアプリケーシ
ョンを描写するために使用可能である。すなわち、本発明は、トランザクション（データ
転送）およびトランザクション要求といったような近接場通信イベントをログするフィー
チャと「ブランド設定」の可能性、すなわち、ＮＦＣデバイス上のアプリケーションに対
する要求またはデバイスのアクセスを制御するためのアクセス制御と共にトランザクショ
ンまたはトランザクション要求に関するデータを再生する可能性を組合わせている。同様
に、検出された通信イベントを（例えば要求元デバイスの識別の形で）表示すると同時に
、要求元エンティティまたは通信イベントによってアクセス可能な全てのアプリケーショ
ンのリストと共に要求元インスタンスまたは要求されたアプリケーションに関係した情報
を表示または再現することも想定されている。
【００９６】
　図９は、本発明の１実施形態による移動体デバイス７００を例示している。図９を見れ
ばわかるように、端末７００は、一般的広域ネットワーク７０６および短距離通信７０４
インタフェース／トランシーバを含む。一般的コンポーネントに加えて、ＮＦＣ通信モジ
ュール７１８および移動体デバイスのユーザにとって部分的にしかアクセス可能でない安
全保護されたメモリエリア内に安全なアプリケーションを保持する安全なスマートカード
インタフェースが存在する。移動体デバイス７００はさらに、一般的広域ネットワーク７
０６および短距離通信７０４インタフェースに接続されているグランドプレーンアンテナ
７１０として示されているアンテナ７１０を備える。図７に示されているように、近接場
通信デバイス７００はメモリ７１４および記憶装置７１２、ディスプレー７０２、ＮＦＣ
通信モジュール７２０および処理ユニット（ＣＰＵ）７０８を含む。移動体デバイスには
同様に、内部カードメモリを有する安全なスマートカード７１６も具備されている。安全
なスマートカード７１６は、安全なスマートカード７１６と移動体デバイスの間の電気的
および機械的接続を提供する（図示されていない）スマートカードインタフェースを介し
て移動体デバイス７００に接続されている。
【００９７】
　近接場通信デバイス７００は、近接場通信イベントの標示を出力／提供するために構成
されている。近接場通信デバイスは同様に、近接場通信イベントを検出するため、検出さ
れた近接場通信イベントに従って近接場通信イベントの少なくとも１つの標示を得るため
、およびユーザインタフェース７０２を介して得られた少なくとも１つの標示を出力／提
供するためにも構成され得る。近接場通信デバイス７００（ＮＦＣ）はまた、ＮＦＣ通信
モジュール７１８を介して検出された検出済み近接場通信イベントを識別、登録およびグ
ループ化するためにも構成され得る。
【００９８】
　同様に、検出済み近接場通信イベント／またはＮＦＣイベントをひき起こすＮＦＣエン
ティティを識別するためにＮＦＣ通信モジュール７１８に対し接続された専用コンポーネ
ントすなわちIdentifikator（例えば記憶装置７１２と接続状態にあるＣＰＵ７０８）を
使用することも検討されている。同様に、検出済み近接場通信イベントを識別するために
、Registrator（例えばそれ自体記憶装置７１２と接続状態にあるかまたはメモリ７１４
と接続状態にあるＣＰＵ７０８）を使用することも検討されている。
【００９９】
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　近接場通信デバイス（ＮＦＣ）はさらに、ＮＦＣインタフェース１１０を介して受信さ
れた検出／識別／登録済みの近接場通信イベントをグループ化するためのハードウェアコ
ンポーネント（Grouper）を含み得る。Grouperを記憶装置１０４および／または処理ユニ
ット１０２と接続することが想定されている。同様に、かかるGrouperをRegistratorおよ
びまたはIdentifikatorと接続させることも想定されている。
【０１００】
　図１０は、本発明の１実施形態による移動体デバイス内部でその他の要素と接続状態に
あるＮＦＣモジュールおよびスマートカードモジュールの典型的配置を概略的に示す図で
ある。本発明の描写された実施形態によれば、安全なスマートカード素子６００が移動体
デバイス（図１０には示さず）に内蔵されている。スマートカードモジュール６００は同
様に安全な記憶域モジュール６０１を備えてもよい。安全な記憶モジュール６０１は、ス
マートカード上の不正操作できない環境の中に異なるデータを記憶するために使用可能で
ある。データは、安全なアプリケーション、個人的データ、重要な受領書および電子チケ
ットなどを備えてもよい。例示されている通り、安全なスマートカード素子６００は、素
子に投入または遮断するために必要な電力を提供する電源にユーザ制御可能なスイッチＳ
Ｗ１を介して接続されている。安全なスマートカード素子／モジュール６００はさらに、
例えばＲＦＩＤまたは光学的接続を用いて外部デバイスとの接続性を提供する近接場通信
（ＮＦＣ）インタフェース６１０に対して、または代替的には、安全なスマートカード素
子６００に制御を提供するため端末ＭＣＵ６１２に対して、スイッチＳＷ２を介して接続
されている。移動体制御ユニット（ＭＣＵ）および中央処理ユニット（ＣＰＵ）という用
語が記述全体を通して同義的に使用されているという点に留意すべきである。
【０１０１】
　ＮＦＣインタフェース６１０は、端末がＲＦＩＤベースの支払いおよび発券トランザク
ションを実施できるような形で例えばＲＦＩＤ技術を用いて外部タグ／デバイスと通信す
るのに必要な手段を提供するが、これに制限されるわけではない。ＮＦＣインタフェース
６１０は、外部タグ／デバイスへと同時にこれらからの読取りおよび書込みの両方のオペ
レーションを可能にし、同様に、２つのＮＦＣ端末間のピアツーピアタイプの通信をも可
能にする。安全なスマートカード素子６００は、標準的に高速応答時間を要求することに
なる自然なまたはＲＦＩＤ通信に起因するトランザクションを妨害／防止しかねない端末
論理内部の不用な遅延が確実に全く存在しなくなるようにする目的で、スイッチＳＷ２を
用いてＮＦＣインタフェース６１０に直接リンクされる。例えばＲＦＩＤトランザクショ
ンは、標準的には例えば数百ミリセカンド以内で実施されることになる。
【０１０２】
　安全なスマートカードモジュールの電力切換え（スイッチ１）は、本発明を実現するた
めにさほど重要ではないが、ＮＦＣモジュール（外部デバイス）およびＣＰＵ（ユーザ制
御）の間の安全なスマートカードモジュール間の切換えは、関連性があるものとみなされ
得る。ここで、ユーザがこれらのさまざまなトランザクションオペレーションを制御でき
る可能性はさほど多くないということがわかる。例えば外部販売時点管理（ＰＯＳ）端末
は、それが要求するアプリケーションを見出すために、安全なスマートカードモジュール
に対し問い合せを送り、好ましいアプリケーションを見出した時点でトランザクションな
どの実施のためにそのアプリケーションと通信を開始することができる。これは、ＰＯＳ
がクレジットカードプロバイダの識別情報を発見しようと試み、かかる識別情報が発見さ
れた場合にトランザクション手順が開始され得ることによって実現可能である。かかる識
別が全く発見できない場合には、ＰＯＳは例えばもう１つのクレジットカードプロバイダ
の識別を問合わせ、ＰＯＳは端末のアプリケーションを１つずつ検査することができる。
実際には、ユーザは、いくつかの付加的な制御フィーチャが提供されているのでないかぎ
り、実際のオペレーションの間、このトランザクション手順を全く制御することができな
い。
【０１０３】
　図１１は、トランザクションイベントに対する移動体デバイスの制御をユーザに提供す
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る、本発明によるスマートカードの１実施形態について描写している。図１１に描かれて
いる近接場（安全）スマートカード（モジュール）８００は、コントローラ８５０、近接
場通信モジュールおよび処理用ユニットへのインタフェース８６０、アプリケーショング
ループ８１０、８２０、８３０、８４０および関連づけ規則を記憶するデータベース８７
０を備え、ここでこれらのコンポーネントは全てコントローラ８５０に接続されている。
アプリケーショングループは、（描写されていない）記憶装置内に記憶され得、一部のグ
ループ内でインタフェースを介して外部（ＮＦＣ）端末デバイスからアクセス可能である
。関連づけ規則データベース内に記憶された情報／規則に従って、アプリケーションに対
するアクセスのみをグループ化することも想定されている。
【０１０４】
　図１１では、安全なスマートカードモジュール内に常駐する全てのアプリケーションは
、アプリケーションの特徴に基づいて分類またはグループ化される。これらのアプリケー
ションが、共通の特徴をもつさまざまなアプリケーショングループに分類される場合、も
う１つのグループの１アプリケーションに対する問い合わせが検出された時点であるグル
ープの「可視性」をアプリケーション規則が遮断するように、ある種の（自動／ユーザ定
義型）関連づけ規則を規定することができる。この種の関連づけデータベースは、ユーザ
が「可視的」アプリケーションをある程度制御できるのに必要な手段を提供し、これは、
移動体デバイスコンテンツのスクリーニングをよりむずかしくする。さらにこうして、あ
るアプリケーションが過度に低い安全性設定値に設定されているという考えられるシナリ
オを防止することもでき、例えばスクリーニングデバイスが、識別に応答するクレジット
カードアプリケーションを発見しトランザクション手順を可能にし得る。
【０１０５】
　この関連づけ規則データベース（または関連づけ規則のデータベース）８７０は、関連
づけデータベースのための一部の「ファクトリーベースの」一般的設定値を含む。しかし
ながら、ユーザが自らのニーズに基づき例えば専用ユーザインタフェースを介して関連づ
けデータベースのために規則を調整できるようにすることも想定されている。この規則は
必ずしも機能のためにあるアプリケーションを遮断するわけではなく、機密な警報を提供
するかまたはユーザにあるアプリケーションについての「曝露」を提供することに対する
受諾を提供するよう要求する可能性もある。
【０１０６】
　図１１に例示された実施形態によれば、安全なスマートカードモジュールは、この遮断
／グループ化オペレーションを担当している。
【０１０７】
　本出願は、実施例を利用した本発明の実現および実施形態の記述を含んでいる。当業者
であれば本発明が上述の実施形態の詳細に制限されるものではないこと、そして本発明の
特徴から逸脱することなく本発明をもう１つの形態で実現することも可能であることを認
識するであろう。以上で紹介した実施形態は、制限的なものではなく例示的なものとみな
されるべきである。かくして、本発明を実現し使用する可能性は、開示されたクレームに
よってのみ制限される。従って、等価の実現を含め、クレームにより決定されている通り
の本発明のさまざまな実現オプションが同様に、該発明の範囲に属している。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の１態様による近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標示を出力
／提供するための方法のフローチャートである。
【図２】本発明に従った方法のより高度な実施形態のフローチャートである。
【図３】標示パッケージの異なる実施形態を示す図である。
【図４】標示パッケージの異なる実施形態を示す図である。
【図５】標示パッケージの異なる実施形態を示す図である。
【図６】既知のインストレーションパッケージの異なる機能性を標示するための本発明に
よる近接場通信デバイスおよび標示提供コンポーネントの概略図である。
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【図７】本発明による近接場通信デバイスの一例を示す図である。
【図８】本発明の１態様による近接場通信デバイス上で近接場通信アプリケーションに対
する近接場通信イベントのアクセスを制御するための方法のフローチャートである。
【図９】本発明に従った近接場通信デバイスの一例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に従った移動体デバイスの一例を示す図である。
【図１１】例えば図９または１０の端末デバイス内で使用するための安全なスマートカー
ド（モジュール）の一例を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年3月22日(2007.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標示を提供するための方法であって、
　近接場通信イベントを検出するステップと、
　前記検出された近接場通信イベントに従って近接場通信イベントの少なくとも１つの標
示を得るステップと、
　前記少なくとも１つの得られた標示を提供するステップと、
を備える方法。
【請求項２】
　前記近接場通信イベントをひき起こすエンティティおよび前記エンティティから受信し
た単数または複数のアプリケーション要求のうちの少なくとも１つを識別するステップと
、
　識別情報に基づいて前記識別された近接場通信エンティティに前記近接場通信デバイス
上の１つのアプリケーショングループを割り振るステップと、
　前記近接場通信イベントをひき起こす前記エンティティに対して、前記割り振られたア
プリケーションへのアクセスを許諾するステップと、
をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　近接場通信イベントをひき起こす近接場通信エンティティを識別するステップと、
　前記識別された近接場通信エンティティに対して割り振られた前記近接場通信デバイス
上の１つのアプリケーショングループを決定するステップと、
　前記近接場通信イベントをひき起こす前記エンティティに対して、前記割り振られたア
プリケーションへのアクセスを許諾するステップと、
をさらに備える請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記近接場通信イベントが、トランザクション要求、トランザクション、データ転送要
求、データ転送からなるグループから選択される、請求項１～３のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項５】
　検出された近接場通信イベントのレジストリ内に検出された近接場通信イベントを登録
するステップ、
をさらに備える、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　受信されたユーザ入力に従って近接場通信デバイスの前記アプリケーションをグループ
化するステップ、
をさらに備える、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記通信イベントをグループ化するステップ、
をさらに備える、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記グループ化が、識別されたおよび未知の要求元エンティティからの要求に従って実
行される、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
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　前記近接場通信デバイスの位置を決定するステップ、
をさらに備え、
　前記グループ化が場所情報に従って実行される、請求項１～８のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１０】
　ユーザ入力を受信し、前記得られた少なくとも１つの標示を提供するステップ、
をさらに備える、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記検出された近接場通信イベントに従って前記少なくとも１つの標示を得る前記ステ
ップが、再生可能なサウンドファイル、ビデオクリップ、振動シグナリゼーションファイ
ル、スプラッシュスクリーン、または画像からなるグループから選択された標示を得るス
テップをさらに備える、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記標示をダウンロードするステップと、
　前記近接場通信イベントと前記標示をリンクするステップと、
をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記リンキングが、前記ダウンロードした標示を提供するためのトリガー条件を規定す
ることによって実行される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検出された近接場通信イベントが前記規定されたトリガー条件を満たしているか否
かを検査するステップと、
　前記検出された近接場通信イベントが前記トリガー条件を満たしている場合に、得られ
た前記少なくとも１つの標示を提供するステップと、
をさらに備える、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
　近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標示を提供する能力をもつコンピュータ
プログラムプロダクトであって、前記コンピュータプログラムプロダクトがコントローラ
、プロセッサベースのデバイス、コンピュータ、マイクロプロセッサベースのデバイス、
端末、ネットワークデバイス、携帯端末または移動体通信有効化端末上で実行される場合
に、請求項１～１４のいずれか一項に記載のステップを実行するためのプログラムコード
セクションを備えるコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１６】
　プロセッサにより実行された場合に請求項１～１４のいずれか一項に記載のステップを
実行させる、近接場通信デバイス上で近接場通信イベントの標示を提供するための命令を
表わし搬送波内で実現されるコンピュータデータ信号。
【請求項１７】
　近接場通信イベントの標示を提供するために構成された近接場通信デバイスであって、
　処理ユニットと、
　前記処理ユニットに接続された記憶装置と、
　前記処理ユニットに接続された近接場通信インタフェースと、
　前記処理ユニットに接続されたユーザインタフェースと、
を備え、
　前記近接場通信デバイスが、近接場通信イベントを検出し、前記検出された近接場通信
イベントに従って近接場通信イベントの少なくとも１つの標示を得て、得られた前記少な
くとも１つの標示を提供するように構成されている、近接場通信デバイス。
【請求項１８】
　前記近接場通信デバイスが、前記近接場通信イベントをひき起こすエンティティのうち
の少なくとも１つおよび該エンティティから受信した単数または複数のアプリケーション
要求のうちの少なくとも１つを識別し、識別情報に基づいて前記識別された近接場通信エ
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ンティティに前記近接場通信デバイス上の１つのアプリケーショングループを割り振り、
前記近接場通信イベントをひき起こす前記エンティティに対し前記割り振られたアプリケ
ーションへのアクセスを許諾するように構成されている、請求項１７に記載の近接場通信
デバイス。
【請求項１９】
　前記近接場通信デバイスがさらに、前記近接場通信イベントをひき起こすエンティティ
を識別し、前記識別された近接場通信エンティティに対して割り振られた前記近接場通信
デバイス上の１つのアプリケーショングループを決定し、前記近接場通信イベントをひき
起こす前記エンティティに対して、前記割り振られたアプリケーションへのアクセスを許
諾するように構成されている、請求項１７または１８に記載の近接場通信デバイス。
【請求項２０】
　検出された近接場通信イベントを識別し、登録し、グループ化するように構成された、
請求項１７～１９のいずれか一項に記載の近接場通信デバイス。
【請求項２１】
　再生可能なサウンドファイル、ビデオクリップ、振動シグナリゼーションファイル、ス
プラッシュスクリーンまたは画像からなるグループから選択された少なくとも１つの標示
を得るように構成された、請求項１７～２０のいずれか一項に記載の近接場通信デバイス
。
【請求項２２】
　セルラー方式電話をさらに備える、請求項１７～２１のいずれか一項に記載の近接場通
信デバイス。
【請求項２３】
　前記近接場通信デバイスがスマートカードである、請求項１７～２２のいずれか一項に
記載の近接場通信デバイス。
【請求項２４】
　安全なスマートカードモジュール内に常駐するさまざまなアプリケーションを異なるグ
ループに分類するための手段と、異なる前記グループ間で関連付けを行なうための規則を
新規作成し、この規則に基づいて外部近接場通信読取り機デバイスからの要求に応えて許
可／拒否を有効化する手段とをさらに備える、請求項１７～２３のいずれか一項に記載の
近接場通信デバイス。
【請求項２５】
　さらに、前記規則を新規作成する目的でユーザ入力を受信するように構成されている専
用ユーザインタフェースが具備されている、請求項１７～２４のいずれか一項に記載の近
接場通信デバイス。
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