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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末のメモリに格納された情報を非接触でリード／ライトを行う非接触型Ｒ／Ｗ部
と、
　投票券の発行を行う投票券発行部と、
　制御部とを備え、
　前記制御部は、購入情報が入力された時に前記携帯端末のメモリに格納された電子マネ
ーの残金と前記購入情報により算出される購入合計金額との比較を行い、前記残金が前記
購入合計金額よりも多い場合は購入可能である旨を通知し、前記残金が前記購入合計金額
よりも少ない場合は購入不可である旨を通知する前記携帯端末より前記非接触型Ｒ／Ｗ部
で読み取った予め投票券の前記購入情報が記録されている前記携帯端末のメモリに格納さ
れた情報から前記投票券発行部で投票券を発行して放出を行うと共に前記携帯端末に電子
マネー残高金額の書き込みを行うことを特徴とした投票券発売装置。
【請求項２】
　非接触でリード／ライトを行う非接触型Ｒ／Ｗ部を有し、電子マネーを記録し、購入情
報を入力できる携帯端末と、
　前記携帯端末の情報を非接触でリード／ライトを行う非接触型Ｒ／Ｗ部と投票券の発行
を行う投票券発行部とを有する投票券発売装置とを備え、
　前記携帯端末は、前記購入情報が入力された時に前記携帯端末のメモリに格納された電
子マネーの残金と前記購入情報により算出される購入合計金額との比較を行い、前記残金
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が前記購入合計金額よりも多い場合は購入可能である旨を通知し、前記残金が前記購入合
計金額よりも少ない場合は購入不可である旨を通知し、
　前記投票券発売装置は、前記非接触型Ｒ／Ｗ部で予め投票券の購入情報が記録されてい
る前記携帯端末から読み取った情報から前記投票券発行部で投票券を発行して放出を行う
と共に前記携帯端末に電子マネー残高金額の書き込みを行うことを特徴とした投票券発売
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、公営競技（例えば、競馬／競輪／競艇／オートレース）にて発行される投票
券について、キャッシュレスで投票券を購入（投票）することができる投票券発売装置及
び投票券発売システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、公営競技向け投票券発売装置（機）にて発行される投票券は、現金を投入するこ
とにより行われていた。例えば、公営競技において、投票券発売装置（以降、端末にて略
称する）にて投票券を購入するためには、ファン（購入者）は購入資金（紙幣・硬貨など
の現金）と投票情報を記入した投票カードを端末に投入する必要性があった。
【０００３】
　図５は従来の投票券発売装置の説明図である。図５において、投票券発売装置１には、
制御部１１、投票券発行部１３、投票カード処理部１４、現金処理部（入出金）１５が設
けてある。制御部１１は、投票券発売装置（端末）全体の制御を行うものである。投票券
発行部１３は、ファンが購入した投票券を発行するものである。投票カード処理部１４は
、ファンが鉛筆などで記入して挿入された投票カードの読み取り処理を行うものである。
現金処理部１５は、投入された現金の読み取り、釣り銭の排出等を行うものである。
【０００４】
　図６は従来の投票券発行処理のフローチャートである。以下、図６のステップＳ２１～
Ｓ３４に従って投票券発行処理の説明をする。
【０００５】
　Ｓ２１：ファンは、投票カードに投票情報を記入し、ステップＳ２２に移る。
【０００６】
　Ｓ２２：ファンが端末に現金を投入し、端末は、現金処理部１５でファンが投入した現
金の読み取りを行い、ステップＳ２３に移る。
【０００７】
　Ｓ２３：ファンが端末に投票カードを挿入、端末は、投票カード処理部１４でファンが
挿入した投票カードの投票情報の読み取りを行い、ステップＳ２４に移る。
【０００８】
　Ｓ２４：端末（制御部１１）は、読み取った投票カードの投票情報を表示し、この内容
でＯＫかどうかの判断をファンに指示する。この内容でＯＫの場合はステップＳ２８に移
り、ＯＫでない場合はステップＳ２５に移る。
【０００９】
　Ｓ２５：ファンは、投票カードの投票情報の内容を修正するかどうかの判断する。この
判断でこの内容を修正する場合はステップＳ２６に移り、修正しない場合はステップＳ２
７に移る。
【００１０】
　Ｓ２６：ファンは、投票カードの内容を修正して、ステップＳ２８に移る。
【００１１】
　Ｓ２７：端末は、投票カード処理部１４でファンに投票カードを返却し、ファンは投票
カードを受け取り、ステップＳ２２に戻る。
【００１２】
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　Ｓ２８：ファンは、投票発券のための現金が有るかどうか判断する。この判断で投票発
券のための現金がある場合はステップＳ３１に移り、現金が不足している場合はステップ
Ｓ２９に移る。
【００１３】
　Ｓ２９：ファンは、現金を追加するかどうかの判断する。この判断で現金を追加する場
合はステップＳ３０に移り、追加しない場合はステップＳ２７に移る。
【００１４】
　Ｓ３０：ファンは、端末に現金を追加投入し、端末は、現金処理部１５でファンが追加
投入した現金の読み取りを行い、ステップＳ３１に移る。
【００１５】
　Ｓ３１：端末の投票券発行部１３で投票券の発券を行い、ステップＳ３２に移る。
【００１６】
　Ｓ３２：ファンは、投票券の追加購入するかどうかの判断をする。この判断で追加購入
する場合はステップＳ３３に移り、追加購入しない場合（精算スイッチ押下）はステップ
Ｓ３４に移る。
【００１７】
　Ｓ３３：ファンは、現金を投入するか投票カードを挿入するかの判断をする。この判断
で現金を投入する場合はステップＳ２２に戻り、投票カードを挿入する場合はステップＳ
２３に戻る。
【００１８】
　Ｓ３４：精算スイッチ押下により端末は、投票券発行部１３で投票券の放出を行い、現
金処理部１５で釣り銭の放出を行う。ファンは投票券とお釣りを受け取る。
【００１９】
　このようにファンは投票券を購入する場合には、購入の都度、事前に現金を財布から用
意する動作と、投票カードに購入情報を鉛筆などで記載しそれぞれを端末に投入するとい
う動作の上での不便さがあった。また、消耗品である投票カードは大量に使用されるため
、紙資源への影響・運用者への消耗品購入の負担などが懸念されていた。
【００２０】
　また、キャッシュレス投票システムとして、例えば、ファンの現金投入やお釣りを受取
る動作の不便さを解消するために、端末に接触型もしくは非接触型ＩＣチップのリードラ
イタ（以降、Ｒ／Ｗにて略称する）ユニットを搭載し、電子マネーを記録したＩＣカード
を利用したものがあった（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平３－１４１７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　上記従来の投票券発売装置では、次のような課題があった。
【００２２】
　(1) ファンが投票券を購入する場合には、購入の都度、事前に現金を財布から用意する
動作と、投票カードに購入情報を鉛筆などで記載しそれぞれを端末に投入するという動作
が必要であり、購入動作の上での不便さがあった。
【００２３】
　(2) 消耗品である投票カードは大量に使用されるため、紙資源への影響・運用者への消
耗品購入の負担などがあった。
【００２４】
　(3) 電子マネーを記録したＩＣカードを利用してキャッシュレスで投票を行うものは、
現金の投入は不要であるが、投票カードに購入情報を鉛筆などで記載して端末に挿入する
必要があった。
【００２５】
　本発明は、複数枚の投票カードを端末に投入するファンの操作性の不便さを解消するた



(4) JP 4532199 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

めに、非接触型ＩＣチップとＩＣチップに情報を記録するためのＲ／Ｗ部を内蔵した携帯
電話もしくは携帯情報端末（以降、携帯端末にて略称する）を使用し、ＩＣチップに購入
投票情報を記録して端末に搭載した非接触型ＩＣチップのＲ／Ｗユニット部に送信するこ
とにより、投票券のキャッシュレス化と投票カードレス化による購入を実現することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　図１は本発明の投票券発売装置の説明図である。図１中、１は投票券発売装置（端末）
、１２は非接触型Ｒ／Ｗ部（ＩＣチップＲ／Ｗ部）、１１は制御部、１３は投票券発行部
である。
【００２７】
　本発明は、上記の課題を解決するため次のように構成した。
【００２８】
　（１）：近づいた携帯端末の情報を非接触でリード／ライトを行う非接触型Ｒ／Ｗ部１
２と、投票券の発行を行う投票券発行部１３と、制御部１１とを備え、前記制御部１１は
、前記非接触型Ｒ／Ｗ部１２で読み取った前記携帯端末の情報から前記投票券発行部１３
で投票券の発行を行うと共に前記携帯端末に電子マネー残高金額の書き込みを行う。この
ため、携帯端末を投票券発売装置の非接触型Ｒ／Ｗ部１２にかざすだけという、ファンの
動作だけで投票券を発売することができる。
【００２９】
　（２）：非接触でリード／ライトを行う非接触型Ｒ／Ｗ部を有し、電子マネーを記録し
、購入情報を入力できる携帯端末と、近づいた前記携帯端末の情報を非接触でリード／ラ
イトを行う非接触型Ｒ／Ｗ部１２と投票券の発行を行う投票券発行部１３とを有する投票
券発売装置１とを備え、前記投票券発売装置１の前記非接触型Ｒ／Ｗ部１２で、前記携帯
端末から読み取った情報から前記投票券発行部１３で投票券の発行を行うと共に前記携帯
端末に電子マネー残高金額の書き込みを行う。このため、携帯端末を投票券発売装置の非
接触型Ｒ／Ｗ部１２にかざすだけという、ファンの動作だけで投票券を発売することがで
きる投票券発売システムを提供できる。
【００３０】
　（３）：非接触型Ｒ／Ｗ部１２により近づいた携帯端末の情報を非接触でリード／ライ
トを行う手順と、投票券の発行を行う投票券発行手順と、前記非接触型Ｒ／Ｗ部１２で読
み取った前記携帯端末の情報から投票券の発行を行うと共に前記携帯端末に電子マネー残
高金額の書き込みを行う制御手順とをコンピュータに実行させるためのプログラム又はプ
ログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体とする。このため、このプログ
ラムを非接触型Ｒ／Ｗ部を有するコンピュータにインストールすることで携帯端末を非接
触型Ｒ／Ｗ部にかざすだけで投票券を発売することができる投票券発売装置を容易に提供
することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば次のような効果がある。
【００３２】
　（１）：制御部で、非接触型Ｒ／Ｗ部で読み取った携帯端末の情報から投票券発行部で
投票券の発行を行うと共に携帯端末に電子マネー残高金額の書き込みを行うため、携帯端
末を投票券発売装置の非接触型Ｒ／Ｗ部にかざすだけという、ファンの動作だけで投票券
を発売することができ、また従来の現金による投票券発売装置からメカ機構を必要とする
現金処理部・投票カード処理部が削減できるため安価で省スペース化の投票券発売装置を
提供することができ、さらに紙資源の有効活用・運用者への消耗品購入の負担減少が可能
となる。
【００３３】
　（２）：携帯端末に電子マネーを記録し購入情報を入力し、投票券発売装置の非接触型
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Ｒ／Ｗ部で、前記携帯端末から読み取った情報から投票券発行部で投票券の発行を行うと
共に前記携帯端末に電子マネー残高金額の書き込みを行うため、携帯端末を投票券発売装
置の非接触型Ｒ／Ｗ部にかざすだけという、ファンの動作だけで投票券を発売することが
でき、また従来の現金による投票券発売装置からメカ機構を必要とする現金処理部・投票
カード処理部が削減できるため安価で省スペース化の投票券発売システムを提供すること
ができ、さらに紙資源の有効活用・運用者への消耗品購入の負担減少が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　（１）：投票券発売装置の説明
　図１は本発明の投票券発売装置の説明図である。図１において、投票券発売装置（端末
）１には、ＩＣチップＲ／Ｗ部（非接触型Ｒ／Ｗ部）１２、制御部１１、投票券発行部１
３が設けてある。ＩＣチップＲ／Ｗ部（非接触型Ｒ／Ｗ部）１２は、近づいた携帯電話も
しくは携帯情報端末（ＰＤＡ）等である携帯端末に対して非接触でリード／ライトを行う
ものである。制御部１１は、投票券発売装置１全体の制御を行うものである。投票券発行
部１３は、ＩＣチップＲ／Ｗ部１２で読み込んだ携帯端末からの投票券購入情報により投
票券を発行するものである。
【００３５】
　（２）：非接触型ＩＣチップの説明
　図２はＩＣチップ領域の説明図である。図２において、投票券発売装置１のＩＣチップ
Ｒ／Ｗ部１２に対して、非接触でリード／ライトを行うため携帯端末側に非接触型のＲ／
Ｗ部を備えたＩＣチップ２０が搭載される。ファンは、携帯端末のキーボード等の入力部
から購入したい情報を入力（携帯端末には入力された購入情報を処理する購入情報処理部
（プログラム）が設けられている）し、ＩＣチップ２０に記録することができる。
【００３６】
　ＩＣチップ２０の領域には、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、ＥＥＰＲＯＭ２４
、Ｃｏ・Ｐｒｏ２５が設けてある。ＣＰＵ２１は、ＩＣチップ２０全体の制御を行う中央
演算処理装置である。ＲＯＭ２２は、読出し専用のメモリ（リードオンリメモリ）である
。ＲＡＭ２３は、データ処理用のメモリ（ランダムアクセスメモリ）である。ＥＥＰＲＯ
Ｍ２４は、電子マネーの金額等が記録されるデータ格納用の不揮発性メモリ（Electrical
ly Erasable Programmable Read Only Memory ）である。Ｃｏ・Ｐｒｏ２５は、投票券発
売装置１と携帯端末間で非接触で行うリード／ライトを暗号化された情報で行うための暗
号処理装置である。
【００３７】
　（３）：投票券発売処理の説明
　キャッシュレス・投票カードレスでの投票券購入時のファン操作の流れについて説明す
ると、ファンは、投票カードに記載する代わりに、携帯端末の入力部（例えばキーボード
など）から購入したい情報（レース・式別・番号・金額など）を入力する。その際、携帯
端末において前記入力内容をＩＣチップ２０に記録し購入合計金額を算出し、ＩＣチップ
内に記録されている残高金額（電子マネー）が購入合計金額より多い場合は購入が可能で
ある旨操作者に通知し、少ない場合は不可であるため携帯端末への金額追加の必要性を通
知する。
【００３８】
　ファンは、キャッシュレスの投票端末（投票券発売装置）の非接触型ＩＣチップのＲ/ 
Ｗ部１２に携帯端末をかざす（近づける又はタッチする）ことにより、購入投票情報を端
末に送信し、ＩＣチップ２０に記録された電子マネーの金額から購入金額を減額すること
により、従来の２回（現金・投票カード）の投入動作から１回のかざすだけの動作となり
、手軽な投票券の購入が可能となる。
【００３９】
　図３は投票券発行処理のフローチャートである。以下、図３のステップＳ１１～Ｓ１７
に従って投票券発行処理の説明をする。
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【００４０】
　Ｓ１１：ファンは、携帯端末にキーボードなどから公営競技のレース・式別・番号・金
額などの購入情報を入力し、ステップＳ１２に移る。
【００４１】
　Ｓ１２：ファンは、購入情報と電子マネーの残高を確認し、内容がＯＫかどうか判断す
る。この判断で確認した内容がＯＫの場合はステップＳ１４に移り、ＯＫでない場合はス
テップＳ１３に移る。
【００４２】
　Ｓ１３：ファンは、携帯端末の購入情報を修正するか携帯端末に金額チャージを行い、
ステップＳ１４に移る。
【００４３】
　Ｓ１４：ファンは、携帯端末を端末（キャッシュレス投票端末）の非接触型ＩＣチップ
のＲ/ Ｗ部１２にかざす。これにより、端末は、携帯端末の残金（電子マネー）と購入情
報を非接触型ＩＣチップのＲ/ Ｗ部１２で読み取り、ステップＳ１５に移る。
【００４４】
　Ｓ１５：端末は、投票券発行部１３で投票券の発券を行うとともに、非接触型ＩＣチッ
プのＲ/ Ｗ部１２で携帯端末に残金を書き込み、ステップＳ１６に移る。
【００４５】
　Ｓ１６：ファンは、投票券の追加購入する場合はステップＳ１１に戻り、追加購入しな
い場合はステップＳ１７に移る。
【００４６】
　Ｓ１７：ファンは精算スイッチを押下し、端末は、投票券発行部１３により投票券を放
出し、ファンは該放出した投票券を受け取る。
【００４７】
　（４）：投票券発売システムの説明
　図４は投票券発売システムの説明図である。図４において、複数のキャッシュレス投票
端末１と複数の現金投票端末２が専用回線４を介して現金投票ホスト３と接続されている
。キャッシュレス投票端末１は、携帯端末の残金（電子マネー）と購入情報を非接触型Ｉ
ＣチップのＲ/ Ｗ部１２で読み取り、投票券を発券するとともにＲ/ Ｗ部１２で残金（電
子マネー）の書き込みを行うものである。現金投票端末２は、現金と投票カードと投入す
ることにより投票券の発券を行うものである。現金投票ホスト３は、各端末の投票金額を
集計し、払い戻し金額の計算等を行うものである。なお、現金とキャッシュレスの投票金
額は別集計される（合わせて集計することもできる）。専用回線４は、接続先を固定して
開設された専用の通信回線である。
【００４８】
　このように、従来の現金投票端末には、現金と投票カードを端末に投入する動作が必要
であったが、本発明により携帯端末をキャッシュレス投票端末にかざすだけという動作だ
けとなるため、手軽な操作が可能となりファン操作性の向上が図られる。
【００４９】
　また、キャッスレス化・投票カードレス化による投票により、現行現金投票端末からメ
カ機構を必要とする現金処理部・投票カード処理部が削減できるため、顧客への安価で省
スペース化の端末（キャッシュレス投票端末）の提供が可能となる。
【００５０】
　また投票カードレス化による投票券購入が可能になるため、紙資源の有効活用・運用者
への消耗品購入の負担減少が可能となる。
【００５１】
　（５）：プログラムインストールの説明
　制御部１１、投票券発行部１３、購入情報処理部、非接触でリード／ライトを行う手順
、投票券の発行を行う投票券発行手順、非接触型Ｒ／Ｗ部で読み取った携帯端末の情報か
ら投票券の発行を行うと共に携帯端末に電子マネー残高金額の書き込みを行う制御手順等
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はプログラムで構成でき、主制御部（ＣＰＵ）が実行するものであり、主記憶に格納され
ているものである。このプログラムは、コンピュータで処理されるものである。このコン
ピュータは、主制御部、主記憶、ファイル装置、表示装置等の出力装置、入力装置、非接
触型Ｒ／Ｗ部などのハードウェアで構成されている。
【００５２】
　このコンピュータに、本発明のプログラムをインストールする。このインストールは、
フロッピィ、光磁気ディスク等の可搬型の記録（記憶）媒体に、これらのプログラムを記
憶させておき、コンピュータが備えている記録媒体に対して、アクセスするためのドライ
ブ装置を介して、或いは、ＬＡＮ等のネットワークを介して、コンピュータに設けられた
ファイル装置にインストールされる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の投票券発売装置の説明図である。
【図２】本発明のＩＣチップ領域の説明図である。
【図３】本発明の投票券発行処理のフローチャートである。
【図４】本発明の投票券発売システムの説明図である。
【図５】従来の投票券発売装置の説明図である。
【図６】従来の投票券発行処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
　１　投票券発売装置（端末）
　１１　制御部
　１２　非接触型Ｒ／Ｗ部（ＩＣチップＲ／Ｗ部）
　１３　投票券発行部　

【図１】

【図２】

【図３】
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