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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）固有情報を入力可能な入力装置と、
（ｂ）該入力装置の側方に配設された衝立部材とを有する自動取引装置であって、
（ｃ）前記衝立部材の近傍に配設された光源部を更に有し、
（ｄ）前記衝立部材は透光性の光路部を備え、
（ｅ）前記光源部からの光は、少なくとも一部が前記光路部を通過して前記入力装置を照
射することを特徴とする自動取引装置。
【請求項２】
前記光路部は、フレネルレンズとなるように形成された反射面を備え、
前記光源部からの光は、少なくとも一部が前記反射面で反射されて前記入力装置を照射す
る請求項１に記載の自動取引装置。
【請求項３】
前記固有情報は暗証番号であり、前記入力装置はテンキーである請求項１又は２に記載の
自動取引装置。
【請求項４】
前記衝立部材に近接して配設されたカードスロット及び／又はレシート排出口と、
前記衝立部材の近傍、かつ、前記カードスロット及び／又はレシート排出口の近傍に配設
された第２の光源部とを更に有し、
該第２の光源部からの光は、少なくとも一部が前記光路部におけるカードスロット及び／
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又はレシート排出口の近傍を通過する請求項１～３のいずれか１項に記載の自動取引装置
。
【請求項５】
前記第２の光源部は、複数であり、順次発光する請求項４に記載の自動取引装置。
【請求項６】
前記光路部におけるカードスロット及び／又はレシート排出口の近傍は、カードスロット
及び／又はレシート排出口用のフリッカランプとして機能する請求項５に記載の自動取引
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動取引装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀行、信用金庫等の金融機関の支店等には、ＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｅ
ｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ：現金自動預払機）、ＣＤ（Ｃａｓｈ　Ｄｉｓｐｅｎｓｅｒ：
現金自動支払機）等の自動取引装置が設置されている。そして、利用者は前記自動取引装
置を自分で操作して、入金、出金、振込、振替等の金融取引を行うようになっている。こ
の場合、キャッシュカードを使用し、さらに、暗証番号を入力することによって顧客の認
証が行われる。なお、利用者が暗証番号入力を行う際には、タッチセンサ方式のキーボー
ドパネルを備える入力機能を兼ね備えた表示部において、その画面の中央部付近又は所定
の位置にテンキーが表示される。そして、前記利用者は、表示されたテンキーの所定の数
字キーをタッチし、暗証番号を入力する。
【０００３】
　しかし、近年では、利用者のキャッシュカード及び暗証番号を不正に入手し、利用者に
なりすまして顧客の口座から出金したりする不正行為が多発している。そこで、利用者が
暗証番号を入力する際に入力中の番号を覗（のぞ）き見されることを防止するために、テ
ンキーの周囲に、例えば、衝立等の部材を配設することによって、第三者による覗き見を
防ぐ技術が提案されている。（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１４７７６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来の自動取引装置においては、第三者による覗き見を確実に防止
するためにはテンキーの周囲に配設される衝立を高くする必要があるが、衝立を高くする
とテンキーが衝立の陰になり、照度が不足してテンキーの視認が困難になってしまう。も
っとも、自動取引装置が設置されているブースにテンキーを照らすための照明装置を追加
して照度不足を解消することも考えられるが、一般的に、ブースのスペースは限られてい
るので、照明装置をブース内に追加することは困難である。
【０００６】
  本発明は、前記従来の自動取引装置の問題点を解決して、固有情報を入力可能な入力装
置の側方に衝立部材を配設するとともに、該衝立部材の近傍に光源部を配設し、該光源部
からの光の少なくとも一部が前記衝立部材が備える光路部を通過して前記入力装置を照射
することによって、狭いスペースであっても入力装置の照度不足を解消することができ、
利用者は、入力装置を正確に視認することができるとともに、衝立部材によって第三者が
入力装置を視認することができないようにして、第三者による固有情報の覗き見を確実に
防止することができる自動取引装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そのために、本発明の自動取引装置においては、固有情報を入力可能な入力装置と、該
入力装置の側方に配設された衝立部材とを有する自動取引装置であって、前記衝立部材の
近傍に配設された光源部を更に有し、前記衝立部材は透光性の光路部を備え、前記光源部
からの光は、少なくとも一部が前記光路部を通過して前記入力装置を照射する。
【０００８】
　本発明の他の自動取引装置においては、さらに、前記光路部は、フレネルレンズとなる
ように形成された反射面を備え、前記光源部からの光は、少なくとも一部が前記反射面で
反射されて前記入力装置を照射する。
【０００９】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、さらに、前記固有情報は暗証番号であり、
前記入力装置はテンキーである。
【００１０】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、さらに、前記衝立部材に近接して配設され
たカードスロット及び／又はレシート排出口と、前記衝立部材の近傍、かつ、前記カード
スロット及び／又はレシート排出口の近傍に配設された第２の光源部とを更に有し、該第
２の光源部からの光は、少なくとも一部が前記光路部におけるカードスロット及び／又は
レシート排出口の近傍を通過する。
【００１１】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、さらに、前記第２の光源部は、複数であり
、順次発光する。
【００１２】
　本発明の更に他の自動取引装置においては、さらに、前記光路部におけるカードスロッ
ト及び／又はレシート排出口の近傍は、カードスロット及び／又はレシート排出口用のフ
リッカランプとして機能する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、自動取引装置においては、固有情報を入力可能な入力装置の側方に衝
立部材を配設するとともに、該衝立部材の近傍に光源部を配設し、該光源部からの光の少
なくとも一部が前記衝立部材が備える光路部を通過して前記入力装置を照射するようにな
っている。これにより、狭いスペースであっても入力装置の照度不足を解消することがで
き、利用者は、入力装置を正確に視認することができるとともに、衝立部材によって第三
者が入力装置を視認することができないようにして、第三者による固有情報の覗き見を確
実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における衝立部材の構成を示す断面図であって図１の
Ａ－Ａ矢視断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における衝立部材のフレネルレンズの構成を示す図で
ある。
【図４】本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【図５】本発明の第２の実施の形態における衝立部材の構成を示す断面図であって図１の
Ａ－Ａ矢視断面図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態における衝立部材の側面の部分断面図であって図５の
Ｂ－Ｂ矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１６】
　図１は本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の構成を示す図、図２は本発明
の第１の実施の形態における衝立部材の構成を示す断面図であって図１のＡ－Ａ矢視断面
図、図３は本発明の第１の実施の形態における衝立部材のフレネルレンズの構成を示す図
である。
【００１７】
　図において、１０は、本実施の形態における自動取引装置であり、銀行、信用金庫等の
金融機関の支店等における専用のブース１１内に配設され、利用者が、自分で操作して入
金、出金、通帳記帳、残高照会、振込、振替、送金等の取引、すなわち、金融取引を行う
ための装置である。なお、前記自動取引装置１０及びブース１１は、コンビニエンススト
ア、スーパーマーケット、デパート等の商店の店舗、地下街、駅の構内、市役所、病院等
の公共施設、工場、事務所等の私企業、駐車場、道路脇（わき）等の屋外等に配設されて
いてもよい。
【００１８】
　前記自動取引装置１０は、必ずしも金融取引を行うための装置に限定されるものではな
く、例えば、無担保ローン、カードローン等のローン契約を行うために自分で操作する無
人契約端末、チケット予約や商品購入申込みを行うためのショッピング端末、タバコや飲
料を販売する自動販売機、店舗のレジに配設された代金の精算を行うためのＰＯＳ（Ｐｏ
ｉｎｔ　ｏｆ　Ｓａｌｅｓ）端末、駅の構内等に配設された鉄道の切符を発券するための
券売機、空港等に配設された航空機の搭乗券を発券するための発券機等であってもよい。
ここでは、説明の都合上、自動取引装置１０が金融取引を行うための装置である場合につ
いてのみ説明する。
【００１９】
　そして、前記自動取引装置１０は、数字、文字等を入力する押しボタン等を備え、暗証
番号等の固有情報の入力が可能な入力装置であるテンキー１３、ＣＲＴ、液晶ディスプレ
イ、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）ディスプレイ等の表示装置１
７を備える顧客操作部を有する。なお、該顧客操作部は、音声ガイダンス等を出力するた
めのスピーカ等の音声出力装置を備えることが望ましい。
【００２０】
　また、前記自動取引装置１０は、キャッシュカード等のカードを取り扱い、顧客ＩＤを
取得するＩＤ取得部としてのカード取扱い部を有する。ここで、前記カードは、金融機関
の顧客である利用者に対して発行した入金、出金、振込、残高照会等の金融取引を行うた
めのカードであり、利用者の氏名、口座番号、暗証番号、顧客ＩＤ等の情報を格納する磁
気ストライプを備える。なお、前記情報を格納する部材としては、前記磁気ストライプに
代えて、カードに埋め込まれたＩＣであってもよい。そして、前記カード取扱い部は、カ
ードが挿入されるカードスロット１４を備え、該カードスロット１４内には、カードを搬
送する搬送装置、及び、カードの磁気ストライプやＩＣに格納された情報の読取り、上書
き、消去等を行うための磁気ヘッド等の記録ヘッドが配設される。なお、前記カード取扱
い部は他の金融機関の発行したキャッシュカードやクレジットカード、デビットカード等
の他の種類のカードも取り扱えることが望ましい。
【００２１】
　さらに、前記自動取引装置１０は取引明細票としてのレシートを発行する発行部を備え
る。前記レシートは、入金、出金、残高照会、振込、振替、送金、定期性預金設定等の利
用者が行った金融取引に関する情報が印刷される紙片であり、口座番号、金融取引の種類
、取引金額等が印刷され、レシート排出口１５から排出される。
【００２２】
　そして、前記自動取引装置１０は、預金通帳等の通帳に記帳する通帳記帳部、紙幣を取
り扱う紙幣入出金部、及び、硬貨を取り扱う硬貨入出金部を有する。また、前記自動取引
装置１０は、前面に配設された図示されない近接センサを有する。該近接センサは、前記
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自動取引装置１０に近付いた利用者を検知する。
【００２３】
　さらに、前記自動取引装置１０は、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算手段、半導体メモリ、磁気
ディスク等の記憶手段、通信手段等を備え、前記自動取引装置１０の動作を統括的に制御
する制御部を有する。また、前記自動取引装置１０は、図示されない勘定系上位装置とし
ての前記金融機関のホストコンピュータに通信可能に接続され、金融取引を行う。
【００２４】
　そして、本実施の形態において、自動取引装置１０は、前記テンキー１３の少なくとも
一方の側方（図１に示される例においては左右両方の側方）に配設された衝立部１２を有
する。該衝立部１２は、テンキー１３の配設された面から上方向に延在するように配設さ
れている、すなわち、テンキー１３の側方に立設する板状の部材である。
【００２５】
　また、自動取引装置１０は、図２に示されるように、前記衝立部１２の近傍、具体的に
は、該衝立部１２の下方に配設された単一又は複数の光源部１６を有する。該光源部１６
は、例えば、白色ＬＥＤ、クリプトンランプ等であるが、拡散光を照射する発光部材であ
れば、いかなる種類の発光部材であってもよい。
【００２６】
　なお、前記衝立部１２は、透光性の材料から成る板状の部材であり、前記光源部１６か
らの光の少なくとも一部が通過する光路部として機能する内側部１２ａと、不透明な材料
から成る板状の部材であり、テンキー１３を側方から視認することができないようにする
目隠しとして機能する外側部１２ｂとを備える。前記衝立部１２は、テンキー１３を操作
する利用者の斜め後方等から第三者がテンキー１３を覗き見することを防止するのに十分
な高さを備える。
【００２７】
　そして、前記内側部１２ａは、例えば、透明のポリカーボネイトのような透明性の高い
材料から成り、外側の面に形成された反射面１２ｃを備える。該反射面１２ｃは、高い反
射率を得るために、アルミニウム蒸着膜が形成されているか、又は、白色塗装が施されて
いることが望ましい。
【００２８】
　また、前記反射面１２ｃは、図２に示されるように複数の段に分かれた形状を備え、各
段の面が斜め下を向くように形成されていることが望ましい。さらに、光源部１６は、そ
の発光面である上面が真上でなく、斜め上を向く、すなわち、反射面１２ｃに向けて傾斜
するように配設されていることが望ましい。これにより、衝立部１２の下方に配設された
光源部１６からの光の少なくとも一部は、内側部１２ａを透過した後、反射面１２ｃの各
段の面で反射され、斜め下に位置するテンキー１３に向けて出射される。したがって、テ
ンキー１３は、光源部１６からの光によって効率的に照射される。
【００２９】
　なお、前記反射面１２ｃは、図３に示されるように、内側部１２ａがフレネルレンズと
なるように形成されていることが更に望ましい。この場合、反射面１２ｃの各段の面は、
図３に示されるような凹レンズ１２ｄの凹面の各部に対応する形状となるように形成され
る。これにより、反射面１２ｃの各段の面で反射された光源部１６からの光は、より効率
的にテンキー１３を照射する。
【００３０】
　また、前記外側部１２ｂは、光を透過しない材料であれば、いかなる種類の材料から成
るものであってもよいが、自動取引装置１０の筐（きょう）体と同じ色の材料から成るか
、同じ色に塗装を施されることが望ましい。これにより、自動取引装置１０の筐体との一
体感を確保することができる。そして、前記内側部１２ａと外側部１２ｂとは、例えば、
接着剤等によって、貼（は）り合わせて一体化されている。
【００３１】
　次に、前記構成の自動取引装置１０の動作について説明する。
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【００３２】
　図４は本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【００３３】
　本実施の形態において、前記テンキー１３の照射は、常時行われる必要がなく、利用者
が自動取引装置１０を操作する時のみ行われればよい。ここでは、テンキー１３を照射す
る動作についてのみ説明する。
【００３４】
　まず、自動取引装置１０の制御部は、近接センサがＯＮであるか否かを判断する。なお
、前記制御部は、近接センサがＯＮになるまで判断を繰り返す。すなわち、近接センサが
ＯＮになるまで待機する。
【００３５】
　そして、利用者が金融取引を行うために自動取引装置１０に近付くと、該自動取引装置
１０の前面に配設された近接センサが利用者を検知してＯＮになる。すると、前記制御部
は、テンキー照明をＯＮにする。すなわち、光源部１６をＯＮにして発光させる。これに
より、光源部１６からの光は、衝立部１２の内側部１２ａに下方から入射し、該内側部１
２ａ内を上方に向けて進行して反射面１２ｃで反射される。そして、該反射面１２ｃで反
射された光は、斜め下方に向きを変えて進行し、内側部１２ａを透過した後、テンキー１
３を照射する。これにより、テンキー１３の照明が開始される。
【００３６】
　そのため、テンキー１３がそれまで衝立部１２の陰になり視認しにくい状態であったと
しても、利用者は、光源部１６から発せられ、内側部１２ａ及び反射面１２ｃを経由した
光に照射されたテンキー１３を容易に視認することができる。そして、前記利用者は、所
望の金融取引の種類を選択した後、自分の所持するカードをカードスロット１４に挿入し
、テンキー１３を操作することによって暗証番号を入力する。
【００３７】
　一方、前記制御部は、利用者による暗証番号の入力が完了したか否かを判断する。なお
、前記制御部は、暗証番号の入力が完了するまで判断を繰り返す。すなわち、光源部１６
をＯＮにした後は、利用者による暗証番号の入力が完了するまで待機する。
【００３８】
　そして、利用者による暗証番号の入力が完了すると、前記制御部は、テンキー照明をＯ
ＦＦにする。すなわち、光源部１６をＯＦＦにして消灯させる。このように、利用者がテ
ンキー１３を操作した入力を完了すると、テンキー１３の照明が自動的に消灯する。
【００３９】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ１　近接センサがＯＮであるか否かを判断する。近接センサがＯＮである場合
はステップＳ２に進み、近接センサがＯＮでない場合はそのまま待機する。
ステップＳ２　テンキー照明をＯＮにする。
ステップＳ３　利用者による暗証番号の入力が完了したか否かを判断する。暗証番号の入
力が完了した場合はステップＳ４に進み、暗証番号の入力が完了していない場合は暗証番
号の入力が完了するまで待機する。
ステップＳ４　テンキー照明をＯＦＦにする。
【００４０】
　このように、本実施の形態においては、第三者がテンキー１３を覗き見することを防止
するためにテンキー１３の側方に配設された衝立部１２の内側部１２ａから出射された光
によってテンキー１３が照射される。これにより、自動取引装置１０の周囲にテンキー１
３のための照明装置を別途配設する必要がなく、狭いスペースであっても、テンキー１３
を効果的に照明することができ、利用者は、テンキー１３を正確に視認して、正確に操作
することができる。また、テンキー１３が衝立部１２の陰になることがないので、衝立部
１２を高くして第三者によるテンキー１３の覗き見を効果的に防止することができる。さ
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らに、衝立部１２がテンキー１３の操作の邪魔になることもなく、すっきりしたデザイン
になるため、自動取引装置１０の外観上も好ましいものとなる。
【００４１】
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、第１の実施の形態と同じ構
造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略する。また
、前記第１の実施の形態と同じ動作及び同じ効果についても、その説明を省略する。
【００４２】
　図５は本発明の第２の実施の形態における衝立部材の構成を示す断面図であって図１の
Ａ－Ａ矢視断面図、図６は本発明の第２の実施の形態における衝立部材の側面の部分断面
図であって図５のＢ－Ｂ矢視図である。
【００４３】
　本実施の形態において、図５及び６に示されるように、衝立部１２の下方には、前記第
１の実施の形態において説明した光源部１６に加えて、更なる光源部として単一又は複数
の第２の光源部１８が配設されている。なお、第２の光源部１８は、左右の衝立部１２の
近傍、具体的には、左右の衝立部１２の下方に、それぞれ、複数ずつ配設されることが望
ましく、図５に示される例においては、それぞれ、３つずつ配設されている。
【００４４】
　そして、各第２の光源部１８の上面、すなわち、各第２の光源部１８の発光面の直上に
は、コリメータレンズ１８ａが近接して配設されている。該コリメータレンズ１８ａは、
第２の光源部１８からの拡散光を集光して平行光とする。また、第２の光源部１８は、そ
の発光面である上面が真上を向くように配設されていることが望ましい。これにより、第
２の光源部１８からの光は、テンキー１３側には漏出することなく、内側部１２ａ内を真
っ直ぐ上方に向けて進行する。
【００４５】
　なお、光源部１６は、前記第１の実施の形態と同様に、その発光面である上面が真上で
なく、斜め上を向く、すなわち、反射面１２ｃに向けて傾斜するように配設されているこ
とが望ましい。さらに、光源部１６は、図５に示されるように、第２の光源部１８よりも
テンキー１３寄りの位置に配設されることが望ましい。
【００４６】
　一方、第２の光源部１８は、いずれも、図６に示されるように、光源部１６よりも奥側
であってカードスロット１４及びレシート排出口１５寄りの位置、すなわち、カードスロ
ット１４及びレシート排出口１５の近傍に配設されることが望ましい。なお、前記カード
スロット１４及びレシート排出口１５は、図１に示されるように、左右の衝立部１２の外
側に近接して配設されていることが望ましい。
【００４７】
　次に、本実施の形態における自動取引装置１１の動作について説明する。なお、光源部
１６の動作については、前記第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００４８】
　まず、図１において右側の衝立部１２の下方に配設された複数の第２の光源部１８は、
利用者がカードスロット１４に注目すべき時、例えば、自分の所持するカードをカードス
ロット１４に挿入すべき時、カードスロット１４から排出されるカードを受け取る時等に
、順次発光する。そのため、右側の衝立部１２の内側部１２ａ、特に、第２の光源部１８
が偏在するそのカードスロット１４寄りの部分、すなわち、内側部１２ａにおけるカード
スロット１４の近傍は、全体が１つのフリッカランプ（点滅又は明滅する光を発する電球
）のように点滅する。これにより、利用者に対して、カードをカードスロット１４に挿入
する、カードスロット１４から排出されるカードを受け取る等の行為を行うように促すこ
とができる。
【００４９】
　また、図１において左側の衝立部１２の下方に配設された複数の第２の光源部１８は、
利用者がレシート排出口１５に注目すべき時、例えば、レシート排出口１５から排出され
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ａ、特に、第２の光源部１８が偏在するそのレシート排出口１５寄りの部分は、全体が１
つのフリッカランプのように点滅する。これにより、利用者に対して、レシート排出口１
５から排出されるレシートを受け取る等の行為を行うように促すことができる。
【００５０】
　このように、本実施の形態においては、第２の光源部１８を順次発光させて、衝立部１
２の内側部１２ａをフリッカランプのように点滅させるようになっている。これにより、
自動取引装置１０を操作する利用者を、衝立部１２に近接して配設されているカードスロ
ット１４及びレシート排出口１５に注目させることができる。この場合、衝立部１２の内
側部１２ａが立体的なフリッカランプのように機能するので、利用者は、容易に点滅を認
識することができる。
【００５１】
　また、通常の自動取引装置においてカードスロットの近傍に配設されているフリッカラ
ンプを省略することができるので、コストを低減することができる。
【００５２】
  なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、自動取引装置に適用することができる。
【符号の説明】
【００５４】
１０　　自動取引装置
１２　　衝立部
１２ａ　　内側部
１２ｃ　　反射面
１３　　テンキー
１４　　カードスロット
１５　　レシート排出口
１６　　光源部
１８　　第２の光源部
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