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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データが記録されているカードを受け入れるカード受入手段と、
　前記カードのデータを読み取るカード読取手段と、
　前記カード受入手段が受け入れた前記カードを所定の面内に維持して前記カード読取手
段に搬送する搬送経路と、
　前記カードが通過する前記面内の前記搬送経路を横切る方向に符号化した一意の署名を
含む信号を出力する信号源と、
　前記カードが前記カード読取手段に在るときに前記信号を正常に受信できない場合に、
前記搬送経路内に異物が存在していることを検出する検出手段と、
を備えたことを特徴とするカード・リーダ。
【請求項２】
　前記信号源および前記検出手段が、前記搬送経路の対向側面上に位置する、請求項１に
記載のカード・リーダ。
【請求項３】
　前記信号源および前記検出手段の両方が、前記搬送経路の同一側面上に位置し、前記検
出装置により受信するために前記信号源からの前記信号を反射するために、反射手段を使
用する、請求項１に記載のカード・リーダ。
【請求項４】
　前記搬送経路を横切って投影するために、遠隔に位置する前記信号源から前記搬送経路
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の一方の側面にビームによる前記信号を送るように、光ファイバが配置される、請求項１
に記載のカード・リーダ。
【請求項５】
　前記搬送経路を横切ったビームによる前記信号を受信し、受光した前記ビームを遠隔に
位置する前記検出手段に送るために、光ファイバが前記搬送経路の一方の側面に配置され
る、請求項１に記載のカード・リーダ。
【請求項６】
　前記信号源および前記検出手段が、適切に一致した電気光学装置を備える、請求項１に
記載のカード・リーダ。
【請求項７】
　前記搬送経路に沿った２つの異なる場所から、それぞれ第１の前記信号である第１のビ
ームと第２の前記信号である第２のビームとを投影して前記異物の存在を検出する、請求
項１に記載のカード・リーダ。
【請求項８】
　前記第１のビームは、前記搬送通路を開閉するシャッター装置を境にして前記カード読
取手段側の前記搬送経路を投影し、前記第２のビームは、前記シャッター装置を境にして
反対側の前記搬送経路を投影する、請求項７に記載のカード・リーダ。
【請求項９】
　プロセッサ手段と、カード受入手段と、カード読取手段と、データ入力手段と、ディス
プレイ手段と、出力手段と、中央認可ユニットに接続するための接続手段とを有するセル
フ・サービス端末装置は、
　前記カード受入手段が受け入れたカードを所定の面内に維持して搬送する搬送経路と、
　前記カードが通過する前記面内の前記搬送経路を横切る方向に符号化した一意の署名を
含む信号を出力する信号源と、
　前記カードが前記カード読取手段に在るときに前記信号を正常に受信できない場合に、
前記搬送経路内に異物が存在していることを検出する検出手段と、
を備えたことを特徴とするセルフ・サービス端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気ストライプまたは格納済みのデータの以降の読取りのために上記データ
を保有するスマート・カードを受け入れるためのカード・リーダに関し、特に、自動金銭
預け払い機（ＡＴＭ）で使用するようなカード・リーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＡＴＭのようなセルフ・サービス金融端末装置は、セルフ・サービス端末装置にアクセ
スしている個人が本人であることを確認するのに使用することができる磁気的に格納済み
のデータを有するカードを受け入れるように通常配置されている。しかし、このようなカ
ードを使用するための要件はあっても、詐欺行為、またはセルフ・サービス端末装置の他
の誤ったまたは不適切な操作の試みを防止することはできない。
【０００３】
　これに反して、ＡＴＭおよび他のセルフ・サービス端末装置の場合には、磁気カードお
よび／またはＰＩＮ情報を傍受することにより、犯罪者は顧客および金融機関に詐欺行為
を行うことができる。
【０００４】
　ここ数年間は、カードが磁気リーダに挿入され、取り出される場合に磁気ストライプを
読み取ることにより、すなわち、「カード・スキミング」と呼ばれる処理を行うことによ
り、ＡＴＭに挿入されたカードから磁気情報を単に入手するだけで十分であった。しかし
、このような詐欺行為を根絶するために、世界中の金融機関は、「ｃｈｉｐ　ａｎｄ　Ｐ
ＩＮ」カードを導入しつつある。これらのカードは、現在容易にコピーできないスマート
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・カードであり、そのため犯罪者は、必然的にカードを入手しようとする。ＡＴＭからカ
ードを入手する周知の１つの方法は、カードを束縛し、それによりＡＴＭカード・リーダ
内のカードを捕捉し、正当なユーザにカードが戻るのを防止するためのループの形をして
いる材料のフィラメントを組み込む装置である、いわゆる「Ｌｅｂａｎｅｓｅ　Ｌｏｏｐ
」である。このループは、ビデオ・テープからデンタル・フロスまでの任意の丈夫で柔軟
な材料から作ることができる。
【０００５】
　今日まで、このような攻撃に対して種々の防衛策が試みられてきた。本出願人の先願の
米国特許第６，１９６，４６３号のようなこの問題へのいくつかのアプローチは、本来信
頼できない電気機械手段により、Ｌｅｂａｎｅｓｅ　Ｌｏｏｐの存在を検出しようとする
。
【０００６】
　米国特許第６，１９６，４６３号の場合には、搬送経路の全幅を横切って掃引される移
動バギー上の光源からビームが投影され、そのためこのビームをその全幅を横切って搬送
経路に投影することができる。検出手段は、出力信号を受信し、対象物が信号と干渉を起
こした場合、経路内の対象物の存在を検出する働きをするように配置される。しかし、こ
の解決方法は機械的に複雑なので、コストが高くなり、ＡＴＭメーカーにとって満足でき
るものではない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、端末装置の不正操作の尤度を低減する際に、セルフ・サービス端末装置で使
用することができ、従来のカード・リーダと比較した場合いくつかの利点を有するタイプ
のようなカード・リーダを提供するためのものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記の課題を解決するために、データが記録されているカードを受け入れる
カード受入手段と、前記カードのデータを読み取るカード読取手段と、前記カード受入手
段が受け入れた前記カードを所定の面内に維持して前記カード読取手段に搬送する搬送経
路と、前記カードが通過する前記面内の前記搬送経路を横切る方向に符号化した一意の署
名を含む信号を出力する信号源と、前記カードが前記カード読取手段に在るときに前記信
号を正常に受信できない場合に、前記搬送経路内に異物が存在していることを検出する検
出手段と、を備えたことを特徴とするカード・リーダを提供する。ここで、信号源の一例
としてはレーザがある。
【０００９】
　このとき、前記信号源および前記検出手段が、前記搬送経路の対向側面上に位置してい
ることを特徴としている。
【００１０】
　また、前記信号源および前記検出手段の両方が、前記搬送経路の同一側面上に位置して
いることを特徴としている。この場合、前記信号源からの前記信号を前記検出装置に向け
て反射する反射手段を使用する。
【００１１】
　また、前記搬送経路を横切って投影するために、遠隔に位置する前記信号源から前記搬
送経路の一方の側面にビームによる前記信号を送るように、光ファイバが配置される。さ
らに、前記搬送経路を横切ったビームによる前記信号を受信し、受光した前記ビームを遠
隔に位置する前記検出手段に送るために、光ファイバが前記搬送経路の一方の側面のとこ
ろに配置される。このようにすれば、装置を非常にコンパクトにすることができる。
【００１２】
　また、前記搬送経路に沿った２つの異なる場所から、それぞれ第１の前記信号である第
１のビームと第２の前記信号である第２のビームとを投影して前記異物の存在を検出する
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ことを特徴としている。このとき、前記第１のビームは、前記搬送通路を開閉するシャッ
ター装置を境にして前記カード読取手段側の前記搬送経路を投影し、前記第２のビームは
、前記シャッター装置を境にして反対側の前記搬送経路を投影すると好適である。
【００１４】
　本発明は、セルフ・サービス端末装置のカード・リーダ内への読取り対象のカード以外
の対象物の挿入を含むすべての詐欺行為を、対象物の形状、構成および／または寸法が何
であろうとも、容易に識別することができるという点で有利なものである。それ故、Ｌｅ
ｂａｎｅｓｅ　Ｌｏｏｐのような「他の」対象物の挿入を含む種々の詐欺行為の試みを防
止することができる。
【００１７】
　本発明は、上記の課題を解決するために、プロセッサ手段と、カード受入手段と、カー
ド読取手段と、データ入力手段と、ディスプレイ手段と、出力手段と、中央認可ユニット
に接続するための接続手段とを有するセルフ・サービス端末装置は、前記カード受入手段
が受け入れたカードを所定の面内に維持して搬送する搬送経路と、前記カードが通過する
前記面内の前記搬送経路を横切る方向に符号化した一意の署名を含む信号を出力する信号
源と、前記カードが前記カード読取手段に在るときに前記信号を正常に受信できない場合
に、前記搬送経路内に異物が存在していることを検出する検出手段と、を備えたことを特
徴とするセルフ・サービス端末装置を提供する。
【００１８】
　本発明は、糸の形をしている薄いまたは微小部材のような対象物を検出する際に特に有
利であることを理解されたい。
【００１９】
　添付の図面を参照しながら本発明を以下にさらに説明するが、これは単に例示としての
ものにしか過ぎない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１を参照すると、現在ＡＴＭで使用されているようなカード・リーダ１０は、ユーザ
確認手順の一部としてその上のデータを読み取るために、磁気的に記録したデータを有す
るカードが配送されるデータ・リーダ・セクション１２を備える。カード・リーダは、ユ
ーザにより読取り対象のカードが挿入され、ユーザの検索のために読み取ったカードが返
却される挿入口領域１４を有する。
【００２１】
　挿入口領域１４は、カードの横断面にほぼ類似の寸法のスロット１８を含み、それを通
して後でデータ・リーダ領域１２に配送するために、カードがカード・リーダ１０内に配
送されるのど部分１６を含む。
【００２２】
　スロット１８を介して、望ましくないものがカード・リーダ内に導入されるのを防止す
るために、のど部分１６は、通常、第１および第２の位置の間で移動することができるシ
ャッター装置２０を使用する。第１の位置に位置している場合には、のど部分１６は、ス
ロット１８内に導入されたカードがカード・リーダ１０内に搬送することができるように
開いた通路を形成する。第２の位置に位置している場合には、シャッター装置は、スロッ
ト１８の前面でカード・リーダ１０を遮断する。
【００２３】
　それ故、シャッター装置２０は、詐欺行為を防止するための少なくともある制限された
形を提供する働きをすることができる。
【００２４】
　しかし、詐欺行為防止の範囲は非常に限られていて、図１は、さらに、従来技術の装置
が影響を受けやすい詐欺行為のある特種な形を示す。
【００２５】
　カード・リーダ１０内のすでに挿入されたカード２２は、データ・リーダ領域１２の位
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置に位置し、図に示すように、接着剤またはテープ等でカード２２に固定されている糸２
４は、詐欺行為をしようとしているユーザが操作することができるように、配送経路に沿
って後方にスロット１８から外に延びている。シャッター２０はその第２の位置、すなわ
ち閉位置に位置しているが、閉じたシャッターは、糸２４の操作により行うことができる
リーダ内のカードの運動を防止することはできない。糸は、カードの保持を防止するばか
りでなく、偽の読取りを発生するように、読取ヘッドに対してカードが移動することがで
きる手段も提供する。
【００２６】
　図２に示す光ビーム２６は、搬送経路３０の一方の側面のところに位置するエミッタ２
８（信号源）および他の場所に位置する対応するセンサ３２（検出手段）により所望のゾ
ーンを横切る。しかし、他の構成を使用することもできるし、エミッタ２８及びセンサ３
２が対象となるゾーンに近接して位置しなくてもすむように、ミラー３４、プリズムまた
は光ファイバのような光学手段を使用することもできる。図３は、エミッタ２８およびセ
ンサ３２が搬送経路３０の一方の側面上に位置し、ビーム２６をセンサ３２の方向に反射
するように、ミラー３４が経路の他の側面上に位置するある装置を示す。
【００２７】
　さらに、光の他の周波数を使用することができ、視認可能なその中のあるものは、犯罪
者への抑止力として働くことができる。
【００２８】
　いつでも、カード・リーダは、リーダ搬送内に屑が入り込むのを防止するためにシャッ
ター２０（図１）を使用する。それ故、光ビームがリーダ・シャッター２０の前または後
を（または前および後の両方）を横切って投影されたのかを決定する必要がある。
【００２９】
　図１は、光ファイバの位置を知るために、チャネル３６および３８が挿入されたリーダ
のど部成型物の端部立面図である。このようにして、ビームをシャッター１６の前および
／または後に投影することができる。
【００３０】
　１本のビームは、システムを攻撃からかなり保護することができるが、もっと高性能な
実施形態は、２本のビームを、シャッターの側面に１本ずつ使用する。これらのビームは
、別々に動作するように配置されているか、またはこれらのビームは、光学的手段により
「それ自身上で折れ曲がった」同一ビームであってもよいし、または分岐光ファイバ（図
示せず）の使用による１本のビームからのものであってもよい。
【００３１】
　他の実施形態の場合には、これらビームの統合は、セキュリティ・システムに打ち勝つ
ために「異質の」ビームを犯罪者が導入するのを防止するために、またはデュアル・ビー
ム・システムの２つのビーム間のクロストークを防止するために、各ビームに符号化シス
テム（「一意の署名」）を使用することにより強化される。
【００３２】
　システムは、ビーム・システム内へのフィラメント（Ｌｅｂａｎｅｓｅ　Ｌｏｏｐ）の
導入による少量のビームの減衰を検出することにより動作する。しかし、カード・リーダ
・シャッターおよびカード自身の通路の正常な動作は、上記システムにより検出されるこ
とに留意されたい。それ故、インテリジェント内へのリーダの活動／状態に関連する状態
情報は、カード・リーダの正常な機能により決して偽のアラームが作動しないように、リ
ーダ・コントローラ５６またはＡＴＭ制御プロセッサ５０（図５）に送られる。プロセッ
サは、ハードウェアまたはソフトウェアで実施される制御システムを組み込むことができ
る。
【００３３】
　図４は、磁気カード入力スロット４２と、スクリーン・ディスプレイ４４と、キーパッ
ド４６と、本発明によるカード・リーダと一緒に使用するために有利に配置されている現
金受渡スロット４８とを有する自動金銭預け払い機４０を示す。
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【００３４】
　図５は、自動金銭預け払い機４４用の制御システムのブロック図である。図５において
、プロセッサ５０は、ディスプレイ４４を制御するために、また現金受渡スロット４８に
接続している現金計数および受渡システム５２を制御するために、キーパッド４６からの
入力を受信するように接続している。また、本発明によるカード・リーダ１０は、プロセ
ッサ５０に接続し、プロセッサ５０は、接続部５４を介して自動金銭預け払い機を作動し
ている金融機関の中央認可システムに接続している。
【００３５】
　上記の図２～図５を見れば分かるように、自動金銭預け払い機のユーザが配送経路に沿
ってのど領域を通って外に延びる糸により、カード・リーダ内のカードの動きを操作する
ことにより詐欺行為を行おうとすると、都合の良いことに、検出装置がそのような薄い他
の対象物の存在を識別する働きをする。都合の良いことに、次に、セルフ・サービス端末
装置の任意の他の詐欺的使用の試みを防止する働きをするためだけではなく、ある種のア
ラーム発生手順を開始するために使用することができる適当な応答信号を発生することが
できる。
【００３６】
　本発明は上記実施形態の詳細な説明に限定されない。例えば、カード・リーダは、端末
装置に挿入されるある種のデータ・キャリヤを使用する任意の適当なセルフ・サービス端
末装置で使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】その内部にカードおよび他の対象物を受け入れた周知のカード・リーダの斜視図
である。
【図２】本発明の一実施形態によるカード・リーダの搬送経路および光源のレイアウトの
略図である。
【図３】本発明の他の実施形態によるカード・リーダの搬送経路およびビーム源のレイア
ウトの略図である。
【図４】本発明を使用しているカード・リーダを内蔵するＡＴＭの斜視図である。
【図５】図４のＡＴＭのための制御システムを示すブロック図である。
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