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(57)【要約】
【課題】ＩＣカードの磁気ストライプの情報を、簡単容
易に修復可能なＩＣカードの磁気ストライプの情報を自
動修復する方法を提供することを目的としている。
【解決手段】ＩＣカードのＩＣチップの情報をＡＴＭ端
末にて読み取り、磁気情報修復サーバに送信するステッ
プ（ステップＳ１０）と、
　磁気情報修復サーバに送信されたＩＣチップの情報に
基づいて、磁気情報修復サーバを用いて、ＩＣカード関
連情報管理装置により管理されているＩＣカード関連情
報より、ＩＣカードの磁気ストライプの情報修復に必要
な情報を取得し、ＡＴＭ端末に送信するステップ（ステ
ップＳ１４）と、
　送信されたＩＣカードの磁気ストライプの情報修復に
必要な情報に基づき、ＡＴＭ端末を用いて、ＩＣカード
の磁気ストライプの情報を修復するステップ（ステップ
Ｓ１５）と、を含んでなる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＣカードのＩＣチップの情報を自動取引装置にて読み取り、サーバに送信するステッ
プと、
　前記サーバに送信されたＩＣチップの情報に基づいて、前記サーバを用いて、ＩＣカー
ド関連情報管理装置により管理されているＩＣカード関連情報より、前記ＩＣカードの磁
気ストライプの情報修復に必要な情報を取得し、前記自動取引装置に送信するステップと
、
　前記送信された前記ＩＣカードの磁気ストライプの情報修復に必要な情報に基づき、前
記自動取引装置を用いて、前記ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復するステップと
、を含んでなるＩＣカードの磁気ストライプの情報を自動修復する方法。
【請求項２】
　前記ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復した結果を前記サーバに送信するステッ
プと、
　前記サーバに送信した前記ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復した結果を、顧客
情報を管理している顧客情報管理装置に送信するステップと、をさらに含んでなる請求項
１に記載のＩＣカードの磁気ストライプの情報を自動修復する方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣカードの磁気ストライプの情報をＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｅｌ
ｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ）端末を用いて自動的に修復可能なＩＣカードの磁気ストライプ
の情報を自動修復する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、金融機関で預貯金の入出金取引に使用されるキャッシュカードには、磁気ストラ
イプのみを設けたものと、ＩＣチップを埋め込んだものとが広く普及されている。この種
のキャッシュカードをＡＴＭ端末に挿入して入出金取引を開始すると、ＡＴＭ端末はまず
、磁気ストライプに記録された情報を読み取り本人認証をして取引を開始するようになっ
ている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－６６２０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  しかしながら、スマートフォン等に使用されているマグネットにより、キャッシュカー
ドの磁気ストライプの情報が消失したり破壊されたりすることがある。 このような場合
、キャッシュカードの再発行手続きが必要となり、もって、カード再発行のコストが発生
するばかりか、再発行されるまで利用者はキャッシュカードを使用できなくなるという問
題があった。
【０００５】
　そこで本発明は、上記問題に鑑み、ＩＣカードの磁気ストライプの情報を、簡単容易に
修復可能なＩＣカードの磁気ストライプの情報を自動修復する方法を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための手段は、以下の手段によって達成される。なお、括弧内は、
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後述する実施形態の参照符号を付したものであるが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。
【０００７】
　請求項１に係るＩＣカードの磁気ストライプの情報を自動修復する方法は、ＩＣカード
のＩＣチップの情報を自動取引装置（ＡＴＭ端末２）にて読み取り、サーバ（磁気情報修
復サーバ３）に送信するステップ（ステップＳ１０）と、
　前記サーバ（磁気情報修復サーバ３）に送信されたＩＣチップの情報に基づいて、前記
サーバ（磁気情報修復サーバ３）を用いて、ＩＣカード関連情報管理装置（４１）により
管理されているＩＣカード関連情報より、前記ＩＣカードの磁気ストライプの情報修復に
必要な情報を取得し、前記自動取引装置（ＡＴＭ端末２）に送信するステップ（ステップ
Ｓ１４）と、
　前記送信された前記ＩＣカードの磁気ストライプの情報修復に必要な情報に基づき、前
記自動取引装置（ＡＴＭ端末２）を用いて、前記ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修
復するステップ（ステップＳ１５）と、を含んでなることを特徴としている。
【０００８】
　また、請求項２に係るＩＣカードの磁気ストライプの情報を自動修復する方法は、上記
請求項１に記載のＩＣカードの磁気ストライプの情報を自動修復する方法において、前記
ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復した結果を前記サーバ（磁気情報修復サーバ３
）に送信するステップ（ステップＳ１５）と、
　前記サーバ（磁気情報修復サーバ３）に送信した前記ＩＣカードの磁気ストライプの情
報を修復した結果を、顧客情報を管理している顧客情報管理装置（顧客履歴情報管理装置
４２）に送信するステップ（ステップＳ１７）と、をさらに含んでなることを特徴として
いる。
【発明の効果】
【０００９】
　次に、本発明の効果について、図面の参照符号を付して説明する。なお、括弧内は、後
述する実施形態の参照符号を付したものであるが、本発明はこれに限定されるものではな
い。
【００１０】
　請求項１に係る発明によれば、ＩＣカードのＩＣチップの情報を自動取引装置（ＡＴＭ
端末２）にて読み取り、サーバ（磁気情報修復サーバ３）に送信し、サーバ（磁気情報修
復サーバ３）に送信されたＩＣチップの情報に基づいて、サーバ（磁気情報修復サーバ３
）を用いて、ＩＣカード関連情報管理装置（４１）により管理されているＩＣカード関連
情報より、ＩＣカードの磁気ストライプの情報修復に必要な情報を取得し、自動取引装置
（ＡＴＭ端末２）に送信する。これにより、自動取引装置（ＡＴＭ端末２）は、送信され
たＩＣカードの磁気ストライプの情報修復に必要な情報に基づき、ＩＣカードの磁気スト
ライプの情報を修復することとなる。
【００１１】
　しかして、本発明によれば、ＩＣカードの磁気ストライプの情報を、簡単容易に修復す
ることが可能となる。そしてさらには、磁気ストライプに格納されている情報よりも多く
の情報が格納されているＩＣチップの情報を読み取り、その情報に基づき、ＩＣカード関
連情報管理装置（４１）により管理されているＩＣカード関連情報より、ＩＣカードの磁
気ストライプの情報修復に必要な情報を取得し、ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修
復しているから、どのようなＩＣカードであっても、即時に、ショッピングやポイント付
与やポイント利用などのサービスに利用することが可能となる。
【００１２】
　また、請求項２に係る発明によれば、ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復した結
果をサーバ（磁気情報修復サーバ３）に送信し、サーバ（磁気情報修復サーバ３）に送信
したＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復した結果を、顧客情報を管理している顧客
情報管理装置（顧客履歴情報管理装置４２）に送信しているから、ＩＣカードの磁気スト
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ライプの情報を修復した否かの顧客の問い合わせに即時に対応することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のＩＣカードの磁気ストライプの情報を自動修復する方法に係る自動修復
システムの一実施形態を示す全体概念ブロック図である。
【図２】同実施形態に係る自動修復システムの一使用例について説明するフローチャート
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明のＩＣカードの磁気ストライプの情報を自動修復する方法に係る自動修復
システムの一実施形態について、図面を参照して具体的に説明する。
【００１５】
　図１に示すように、自動修復システム１は、ＡＴＭ端末２と、磁気情報修復サーバ３と
、各種情報管理装置４と、で構成されている。以下、各構成について詳しく説明する。な
お、本実施形態においては、理解を容易にするために、ＡＴＭ端末２を一台しか例示して
いないが、複数接続されているものである。
【００１６】
＜ＡＴＭ端末の説明＞
　ＡＴＭ端末２は、主制御部２０と、顧客操作表示部２１と、ＩＣカード処理部２２と、
記憶部２３と、通帳処理部２４と、紙幣処理部２５と、硬貨処理部２６と、ジャーナル処
理部２７と、で構成されている。
【００１７】
　主制御部２０は、例えば、中央演算処理装置（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ：ＣＰＵ）等により構成され、記憶部２３に記憶されている各種制御プログラ
ムを実行するものである。これにより、主制御部２０は、ＡＴＭ端末２の全体の動作を制
御することとなる。
【００１８】
　顧客操作表示部２１は、主制御部２０による顧客取引処理の実行時に、主制御部２０と
連携して、利用者に取引処理に関する表示を行うとともに、利用者に取引処理の指示を入
力させるものである。この顧客操作表示部２１には、タッチパネルが含まれ、上記指示の
入力は、タッチパネルを介して行われることとなる。
【００１９】
　ＩＣカード処理部２２は、主制御部２０による顧客取引処理の実行時に、主制御部２０
と連携して、磁気ストライプとＩＣチップを備えたＩＣカードの情報を読み込んだり、書
き込んだり、磁気ストライプの情報を修復したりするものである。なお、上記ＩＣカード
は、ＡＴＭ端末２に備えられている図示しないカード出入口を介して、挿入または返却さ
れることとなる。また、このＩＣカードは、クレジットカード、デビットカード、ポイン
トカード機能等を有するものを全て含むものである。さらに、ＩＣチップに格納されてい
る情報は、磁気ストライプに格納されている情報を包含するものである。すなわち、ＩＣ
チップに格納されている情報の方が、磁気ストライプに格納されている情報よりも多くの
情報が格納されている。
【００２０】
　記憶部２３は、ＡＴＭ端末２を制御するための各種制御プログラムやデータ群などが記
憶されている。
【００２１】
　通帳処理部２４は、主制御部２０による顧客取引処理の実行時に、主制御部２０と連携
して、通帳への印字を行うものである。なお、通帳は、ＡＴＭ端末２に備えられている図
示しない通帳出入口を介して、挿入または返却されることとなる。
【００２２】
　紙幣処理部２５は、紙幣入出金機構、紙幣識別機構、および紙幣収納機構を備えるもの
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である。なお、紙幣入出金機構は、利用者がＡＴＭ２に備えられている図示しない紙幣出
入口から挿入した紙幣を入金し、または紙幣出入口から利用者へ紙幣を出金する機構であ
る。また、紙幣識別機構は、入出金された紙幣の真贋や金種を識別する機構である。
【００２３】
　硬貨処理部２６は、硬貨入出金機構、硬貨識別機構、および硬貨収納機構を備えるもの
である。なお、硬貨入出金機構は、利用者がＡＴＭ端末２に備えられている図示しない硬
貨出入口から挿入した硬貨を入金し、または硬貨出入口から利用者へ硬貨を出金する機構
である。また、硬貨識別機構は、入出金された硬貨の真贋や金種を識別する機構である。
【００２４】
　ジャーナル処理部２７は、取引情報を記録等するジャーナル処理を実行するものである
。
【００２５】
　なお、特には図示しないが、ＡＴＭ端末２は、磁気情報修復サーバ３と、専用通信線あ
るいは何等かのネットワーク（ＬＡＮ、ＶＡＮ、ＷＡＮ等）を介して通信するための通信
インターフェース回路等を備えている。
【００２６】
＜磁気情報修復サーバの説明＞
　磁気情報修復サーバ３は、磁気情報修復部３０と、ＡＴＭ端末情報格納部３１と、ＩＣ
カード磁気情報格納部３２と、磁気情報修復結果格納部３３と、で構成されている。
【００２７】
　磁気情報修復部３０は、ＩＣカードの磁気を修復するための磁気修復に関連する情報を
ＡＴＭ端末２に送信したり、ＩＣカードの磁気を修復するための磁気修復に関する情報を
取得したりするものである。
【００２８】
　ＡＴＭ端末情報格納部３１は、ＡＴＭ端末２の番号等の属性情報が格納されているもの
である。
【００２９】
　ＩＣカード磁気情報格納部３２は、ＩＣカードのカード番号、有効期限、ＪＩＳＩＩ情
報等の磁気修復に必要な情報が格納されているものである。
【００３０】
　磁気情報修復結果格納部３３は、ＡＴＭ端末２にて行ったＩＣカードの磁気修復結果が
格納されているものである。
【００３１】
　なお、特には図示しないが、磁気情報修復サーバ３は、ＡＴＭ端末２と、各種情報管理
装置４と、専用通信線あるいは何等かのネットワーク（ＬＡＮ、ＶＡＮ、ＷＡＮ等）を介
して通信するための通信インターフェース回路等を備えている。
【００３２】
＜各種情報管理装置の説明＞
　各種情報管理装置４は、ＡＴＭ端末マスター情報管理装置４０と、ＩＣカード関連情報
管理装置４１と、顧客履歴情報管理装置４２と、で構成されている。
【００３３】
　ＡＴＭ端末マスター情報管理装置４０は、銀行などの勘定系システムからなるもので、
主として、ＡＴＭ端末２の番号等の属性情報を管理しているものである。
【００３４】
　ＩＣカード関連情報管理装置４１は、クレジット業務などの基幹系ホストコンピュータ
からなるもので、主として、ＩＣカードのカード番号、有効期限、ＪＩＳＩＩ情報等の磁
気修復に必要な情報を管理しているものである。
【００３５】
　顧客履歴情報管理装置４２は、ＡＴＭ端末２にて行ったＩＣカードの磁気修復結果等の
情報を管理しているもので、顧客がＩＣカードに関する内容を問い合わせるコールセンタ
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ー等と情報を共有しているものである。
【００３６】
　なお、特には図示しないが、各種情報管理装置４は、磁気情報修復サーバ３と、専用通
信線あるいは何等かのネットワーク（ＬＡＮ、ＶＡＮ、ＷＡＮ等）を介して通信するため
の通信インターフェース回路等を備えている。
【００３７】
＜自動修復システムの使用例＞
　ここで、上記説明した自動修復システム１の一使用例を図２のフローチャート図も参照
して説明する。
【００３８】
　図２に示すように、ＡＴＭ端末２の顧客操作表示部２１に表示されている「ＡＴＭ磁気
修復」画面を、顧客が押下すると（ステップＳ１）、ＡＴＭ端末２の主制御部２０は、期
間外チェック処理を行う（ステップＳ２）。具体的には、主制御部２０は、現在の時刻が
、ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復可能な時間か、すなわち、メンテナンス時間
（例えば、０時～６時）でないかどうかを確認する。なお、現在の時刻は、主制御部２０
に内蔵されている図示しないＲＴＣ（リアルタイムクロック）を用いて確認することとな
る。
【００３９】
　ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復可能な時間でなければ（ステップＳ３：ＮＯ
）、ＡＴＭ端末２の主制御部２０は、顧客操作表示部２１に、修復可能時間でない旨の表
示を行い（ステップＳ４）、処理を終える。
【００４０】
　一方、ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復可能な時間であれば（ステップＳ３：
ＹＥＳ）、ＡＴＭ端末２の主制御部２０は、ＡＣＫ機能などを用いて、磁気情報修復サー
バ３と通信が可能か否かの確認を行う（ステップＳ５）。
【００４１】
　次いで、ＡＴＭ端末２の主制御部２０は、顧客操作表示部２１に、ＩＣカードを挿入す
るよう促す表示を行う（ステップＳ６）。これにより、顧客は、ＡＴＭ端末２に備えられ
ている図示しないカード出入口にＩＣカードを挿入することとなる。
【００４２】
　次いで、ＡＴＭ端末２の主制御部２０と連携してＩＣカード処理部２２は、ＩＣカード
の磁気ストライプの情報が読み取れるか否かの処理を行う（ステップＳ７）。ＩＣカード
の磁気ストライプの情報が読み取れなければ（ステップＳ７：ＮＯ）、ステップＳ１０の
処理に進む。
【００４３】
　一方、ＩＣカードの磁気ストライプの情報が読み取れれば（ステップＳ７：ＹＥＳ）、
ＡＴＭ端末２の主制御部２０は、顧客操作表示部２１に、磁気修復不要である旨の表示を
行う（ステップＳ８）。そしてさらに、主制御部２０は、顧客操作表示部２１に、磁気修
復の継続希望／継続中止の選択を促す表示を行う。これを受けて、顧客が継続中止を選択
すると（ステップＳ９：ＹＥＳ）、主制御部２０は、ＡＴＭ端末２に備えられている図示
しないカード出入口よりＩＣカードを排出し（ステップＳ１８）、処理を終える。一方、
顧客が継続希望を選択すると（ステップＳ９：ＮＯ）、ステップＳ１０の処理に進む。
【００４４】
　次いで、ＡＴＭ端末２の主制御部２０は、上記ステップＳ７：ＮＯ、又は、ステップＳ
９：ＮＯの処理を終えた後、ＩＣカードのＩＣチップの情報を読み取る。そしてその読み
取った情報を符号化して、その符号化した情報を磁気情報修復サーバ３に送信する（ステ
ップＳ１０）。なお、ＩＣチップの情報としては、カードの番号、有効期限、クレジット
カードとキャッシュカード機能一体型の有無、カードの発行日等が含まれている。また、
この際、ＡＴＭ端末２の属性情報も付随して磁気情報修復サーバ３に送信されることとな
る。
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【００４５】
　これを受けて、磁気情報修復サーバ３の磁気情報修復部３０は、送信されてきたＩＣチ
ップの情報のうち、主として、有効期限を確認する。そして、磁気情報修復部３０は、現
在の日時が有効期限外であれば（ステップＳ１１：ＮＯ）、その旨、ＡＴＭ端末２に送信
する。これを受けて、ＡＴＭ端末２の主制御部２０は、顧客操作表示部２１に、ＡＴＭ端
末２に挿入されたＩＣカードが、有効でない旨の表示を行い（ステップＳ１２）、ＡＴＭ
端末２に備えられている図示しないカード出入口よりＩＣカードを排出し（ステップＳ１
８）、処理を終える。なお、現在の日時が有効期限内か否かは、磁気情報修復部３０に内
蔵されている図示しないＲＴＣ（リアルタイムクロック）を用いて確認することとなる。
【００４６】
　一方、磁気情報修復部３０は、現在の日時が有効期限内であれば（ステップＳ１１：Ｙ
ＥＳ）、ＡＴＭ端末情報格納部３１よりＡＴＭ端末２の番号等の属性情報を取得し、この
取得した属性情報に基づいて、ＡＴＭ端末２より磁気情報修復サーバ３に送信されてきた
属性情報を探索し、合致した属性情報に対応するＡＴＭ端末２を接続元として認証する（
ステップＳ１３）。なお、ＡＴＭ端末情報格納部３１に格納されているＡＴＭ端末２の番
号等の属性情報は、メンテナンス時間（例えば、０時～６時）中に、ＡＴＭ端末マスター
情報管理装置４０より、磁気情報修復サーバ３に送信されてくることによって、ＡＴＭ端
末情報格納部３１に格納されることとなる。
【００４７】
　次いで、磁気情報修復サーバ３の磁気情報修復部３０は、送信されてきたＩＣチップの
情報に基づき、ＩＣカード磁気情報格納部３２より、磁気修復の対象となるＩＣカードの
カード番号、有効期限、ＪＩＳＩＩ情報等の磁気修復に必要な情報を取得し、この取得し
た情報を、接続元として認証したＡＴＭ端末２に送信する（ステップＳ１４）。なお、Ｉ
Ｃカード磁気情報格納部３２に格納されているＩＣカードのカード番号、有効期限、ＪＩ
ＳＩＩ情報等の磁気修復に必要な情報は、メンテナンス時間（例えば、０時～６時）中に
、ＩＣカード関連情報管理装置４１より、磁気情報修復サーバ３に送信されてくることに
よって、ＩＣカード磁気情報格納部３２に格納されることとなる。
【００４８】
　次いで、磁気情報修復サーバ３より送信されてきた磁気修復に必要な情報に基づいて、
ＡＴＭ端末２の主制御部２０と連携してＩＣカード処理部２２は、磁気ストライプの情報
を修復する。そして、主制御部２０は、修復した結果を磁気情報修復サーバ３に送信する
（ステップＳ１５）。これを受けて、磁気情報修復サーバ３の磁気情報修復部３０は、修
復した結果を磁気情報修復結果格納部３３に格納する（ステップＳ１６）。
【００４９】
　次いで、磁気情報修復サーバ３の磁気情報修復部３０は、磁気情報修復結果格納部３３
に格納した修復した結果を、顧客履歴情報管理装置４２に送信し（ステップＳ１７）、処
理を終える。しかして、このように、磁気情報修復結果格納部３３に格納した修復した結
果を、顧客履歴情報管理装置４２に送信することによって、顧客履歴情報管理装置４２は
、コールセンター等と情報を共有しているため、ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修
復した否かの顧客の問い合わせに即時に対応することができる。
【００５０】
　他方、ＡＴＭ端末２の主制御部２０は、ＩＣカード処理部２２と連携して磁気ストライ
プの情報を修復した後、ＡＴＭ端末２に備えられている図示しないカード出入口よりＩＣ
カードを排出し（ステップＳ１８）、処理を終える。
【００５１】
　しかして、以上説明した本実施形態によれば、ＩＣカードのＩＣチップの情報を、ＡＴ
Ｍ端末２にて読み取り、磁気情報修復サーバ３に送信し、磁気情報修復サーバ３に送信さ
れたＩＣチップの情報に基づき、ＩＣカード関連情報管理装置４１にて管理されているＩ
Ｃカードのカード番号、有効期限、ＪＩＳＩＩ情報等の磁気修復に必要な情報を磁気情報
修復サーバ３にて取得し、取得したＩＣカードの磁気ストライプの情報の修復に必要な情
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報を、ＡＴＭ端末２に送信する。これにより、ＡＴＭ端末２は、ＩＣカードの磁気ストラ
イプの情報を修復することとなる。
【００５２】
　しかして、本実施形態によれば、ＩＣカードの磁気ストライプの情報を、簡単容易に修
復することが可能となる。そしてさらには、磁気ストライプに格納されている情報よりも
多くの情報が格納されているＩＣチップの情報を読み取り、その情報に基づき、ＩＣカー
ド関連情報管理装置４１にて管理されているＩＣカードのカード番号、有効期限、ＪＩＳ
ＩＩ情報等の磁気修復に必要な情報を取得し、ＩＣカードの磁気ストライプの情報を修復
しているから、どのようなＩＣカードであっても、即時に、ショッピングやポイント付与
やポイント利用などのサービスに利用することが可能となる。
【００５３】
　なお、本実施形態にて例示した内容は、あくまで一例であり、特許請求の範囲に記載さ
れた本発明の要旨の範囲内において種々の変形・変更が可能である。例えば、本実施形態
においては、ＡＴＭ端末情報格納部３１に格納されているＡＴＭ端末２の番号等の属性情
報は、メンテナンス時間（例えば、０時～６時）中に、ＡＴＭ端末マスター情報管理装置
４０より、磁気情報修復サーバ３に送信されてくることによって、ＡＴＭ端末情報格納部
３１に格納される例を示したが、磁気情報修復部３０の要求に応じて、ＡＴＭ端末マスタ
ー情報管理装置４０より、磁気情報修復サーバ３に送信し、ＡＴＭ端末情報格納部３１に
格納するようにしても良い。
【００５４】
　また、本実施形態においては、ＩＣカード磁気情報格納部３２に格納されているＩＣカ
ードのカード番号、有効期限、ＪＩＳＩＩ情報等の磁気修復に必要な情報は、メンテナン
ス時間（例えば、０時～６時）中に、ＩＣカード関連情報管理装置４１より、磁気情報修
復サーバ３に送信されてくることによって、ＩＣカード磁気情報格納部３２に格納される
例を示したが、磁気情報修復部３０の要求に応じて、ＵＣカード関連情報管理装置４１よ
り、磁気情報修復サーバ３に送信し、カード磁気情報格納部３２に格納するようにしても
良い。
【００５５】
　また、本実施形態においては、磁気情報修復サーバ３を一台で構築する例を示したが、
勿論、処理を分散させ複数台で構築しても良い。
【００５６】
　また、本実施形態において説明した自動修復システムの使用例はあくまで一例であり、
これに限定されるものではない。
【符号の説明】
【００５７】
１　　　自動修復システム
２　　　ＡＴＭ端末（自動取引装置）
３　　　磁気情報修復サーバ（サーバ）
４　　　各種情報管理装置
４１　　ＩＣカード関連情報管理装置
４２　　顧客履歴情報管理装置（顧客情報管理装置）
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