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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者の操作によって取引内容を指定する指定情報を入力する入力装置と、視野角を制
限して前記指定された取引内容を画面に表示する表示装置とを有した現金自動取引装置に
おいて、
　前記表示装置の周囲の照度を測定する照度センサと、
　前記表示装置の画面を照明光で照明する調光可能な照明機器と、
　前記照度センサで測定される照度の値が所定のしきい値以上となるように前記照明機器
を調光する制御を行う制御装置とを備え、
　前記所定のしきい値は、前記表示装置の画面に表示される情報が予め定められた視野角
外で視認できない場合の前記表示装置の周囲の照度の値であることを特徴とする現金自動
取引装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、
　前記照度センサで測定された照度の値が前記しきい値より小さいか否かを判別する照度
判別手段と、
　前記測定された照度の値が前記しきい値より小さい場合に、前記照度判別手段の判別結
果に基づいて、前記表示装置の周囲の照度の値が前記しきい値となるように前記照明機器
を調光する照明機器制御手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の現金自動取引装置。
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【請求項３】
　前記入力装置から入力された指定情報で指定される取引内容として、少なくとも取引操
作の開始および終了を判別する入力操作判別手段をさらに備え、
　前記照明機器制御手段は、
　前記取引操作が開始したことが判別される前に前記照明機器を調光した結果、前記表示
装置の周囲の照度の値が前記しきい値となったときに制御信号の値を記憶手段に格納して
前記照明機器を消灯する制御を行い、
　前記取引操作が開始したことが判別された場合に、制御信号の値を前記記憶手段に格納
された値に調整して前記照明機器に出力すると共に、前記取引操作が終了したことが判別
された場合に、前記照明機器を消灯する制御を行うことを特徴とする請求項２に記載の現
金自動取引装置。
【請求項４】
　前記入力装置から入力された指定情報で指定される取引内容として、少なくとも取引操
作の開始および終了と、暗証番号入力操作の開始および終了とを判別する入力操作判別手
段をさらに備え、
　前記照明機器制御手段は、
　前記取引操作が開始したことが判別される前に前記照明機器を調光した結果、前記表示
装置の周囲の照度の値が前記しきい値となったときに制御信号の値を記憶手段に格納して
照明機器を消灯する制御を行い、
　前記暗証番号入力操作が開始したことが判別された場合に、制御信号の値を前記記憶手
段に格納された値に調整して前記照明機器に出力すると共に、前記暗証番号入力操作が終
了したことが判別された場合に、前記照明機器を消灯する制御を行うことを特徴とする請
求項２に記載の現金自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現金自動取引装置に係り、特に、周囲の照度に応じて視野角を制限して画面
に取引内容を表示する現金自動取引装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀行、郵便局、信用金庫等の金融機関の店舗（本店、支店）には、ＡＴＭ（Auto
mated Teller Machine：現金自動預払機）やＣＤ（Cash Dispenser：現金自動支払機）等
の現金自動取引装置が設置されており、利用者が現金自動取引装置を操作することによっ
て各種の取引（金融取引）を行うことができるようになっている。現金自動取引装置は、
通常の操作のために、例えば、通帳入出部、カード入出部、紙幣入出部、硬貨入出部、タ
ッチパネル（入力装置兼表示装置）等を備えている。そして、タッチパネルの画面には、
取引内容（取引金額等）を指定する操作ボタンが表示されると共に、指定された取引金額
等が表示される。なお、取引とは、口座に関する入金、出金、振替、振込、残高照会等で
ある。このような取引を行う場合、利用者は、例えば、口座番号や振込金額等を入力する
操作や、利用者認証用の暗証番号を入力する操作を行う。
【０００３】
　各金融機関の店舗の専用ブースには、複数の利用者が同時に利用できるように複数の現
金自動取引装置が横に並べて設置されている場合が多い。この場合、ある利用者が入力し
た情報が、隣接した現金自動取引装置を操作する第三者に覗き見されるおそれがある。ま
た、専用ブースに１台の現金自動取引装置しか設置されていない場合でも、ある利用者が
入力した情報が、横から第三者に覗き見されるおそれがある。さらに、第三者に悪意がな
くても利用者の操作画面が第三者の視界に入ってしまう場合もある。そこで、専用ブース
において、複数の現金自動取引装置の間に床から天井までの仕切りを設置したり、現金自
動取引装置の装置本体の両側に簡易的な仕切りを後付けしたりする場合がある。また、専
用ブースにおいて、監視カメラ等の防犯装置を設置する場合もある。このような設備を整



(3) JP 5018239 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

えるために各金融機関は多大なコストを負担することとなる。一方、このような設備を整
えることなく、あるいは併用して、低コストで容易に覗き見を防止するために、利用者本
人には視認可能で、第三者には視認できないように視野角を所定範囲内に制限して情報を
画面に表示する技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載の技術は、液晶ディスプレイに覗き見防止フィルムを貼着するもので
ある。なお、液晶ディスプレイに覗き見防止フィルムを貼着する方法以外に、液晶ディス
プレイ自体に視野角を所定範囲内に制限させる機能を持たせた視野角制限付き液晶パネル
も知られている。
【０００５】
　特許文献１に記載の覗き見防止フィルタは、防眩層を複数の透明シリコーンゴムシート
と着色シリコーンゴムシートとを横方向に互い違いに重ね並べて一体化して構成し、この
防眩層を挟むように上下に合計３層のシートを積層して構成したものである。この覗き見
防止フィルタを液晶ディスプレイに粘着し、液晶ディスプレイに情報を表示した場合には
、液晶ディスプレイの正面（０°）から画面を眺めると表示情報を把握できると共に、例
えば、液晶ディスプレイの横約４５°の方向から眺めると画面が黒く見え、表示情報を把
握することはできない。この場合、液晶ディスプレイの画面の設置面から表示方向に向か
って約４５～１３５°の範囲を示す角度（視野角）は約９０°であり、画面を左右いずれ
か一方から覗きこんでも視野角外では情報を視認できない。そこで、各金融機関の店舗に
、このような覗き見防止フィルムをタッチパネルの上に貼着した現金自動取引装置が設置
されるようになってきた。
【特許文献１】特開２００３－１３１２０２号公報（段落００３０，００３３、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、このような覗き見防止フィルムをタッチパネルの上に貼着した現金自動取引装置
において、同一の覗き見防止フィルムを使用していても現金自動取引装置を利用する環境
によっては、覗き見防止フィルムが有効に作用する場合と、有効に作用しない場合とがあ
ることが報告されている。特に、現金自動取引装置が利用される環境の照度が不足してく
ると、覗き見防止フィルムが有効に作用しなくなることが知られている。これは、覗き見
防止フィルムが画面に貼着された表示装置は、覗き見防止フィルムの特性によって周囲の
照度に応じて視野角を制限して画面に情報を表示するためである。仮に、液晶ディスプレ
イの周囲の照度が例えば５００ルクスのときに液晶ディスプレイの横約４５°の方向から
眺めると画面が黒く見えていたとしても、例えば１５０ルクスのときに同様に約４５°の
方向から眺めると画面が薄く見えてしまうことがある。言い換えると、例えば５００ルク
スのときに視野角は約９０°であり、例えば１５０ルクスのときに視野角は９０°よりも
大きくなる。つまり、画面周囲の照度が充分高ければ画面表示を視認できない位置にいる
第三者が、画面周囲の照度が低いときに画面表示を視認できる可能性がある。そのため、
従来、現金自動取引装置を設置する既存の専用ブースの天井や壁に配設された照明装置の
出力を増加させたり、照明装置の個数を増加させたりして照明装置を増強する改善策（以
下、単に改善策という）が講じられている。しかしながら、改善策のために照明装置を増
強することは、金融機関等の現金自動取引装置の設置者にとって大きな負担となっている
。
【０００７】
　また、現在は、従来と異なり、現金自動取引装置が利用される環境が多様化してきてい
る。例えば、現金自動取引装置は、各金融機関の店舗（本店、支店）以外に、官公庁、学
校、病院、鉄道の駅、空港等の公共施設や企業等において、例えば、各金融機関の出張所
としての専用ブースが設けられている。また、例えば、現金自動取引装置が設置された各
金融機関の店舗（本店、支店）は、顧客サービスの向上のために営業時間を従来よりも延
長している。また、現金自動取引装置が設置される専用ブース（ＡＴＭコーナー）が２４
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時間開設されている場合もある。また、現金自動取引装置は、２４時間営業（または深夜
営業）のコンビニエンスストアにも設置されている。したがって、現金自動取引装置が利
用される時間帯の変化によって、現金自動取引装置の設置者が改善策のために増強した照
明装置の電気代が、設置者や設置された場所の管理者の大きな負担となっている。また、
改善策として照明装置を増強することは、電気として供給されるエネルギの増加を意味し
ており、ＣＯ2の排出の増加に連動するので、改善策のために消費されるエネルギの増加
を最小限にすることが望まれている。
【０００８】
　そこで、照明装置を増強することなく、現金自動取引装置を、覗き見防止フィルムが有
効に作用するような充分な照度が常に保たれる環境に設置することも考えられる。しかし
ながら、現金自動取引装置の設置場所が制限されるので現実的ではない。また、例えば、
コンビニエンスストア等の既存の店舗が、現金自動取引装置を新たに導入することになっ
た場合に、例えば、空きスペースの位置や既存の監視装置の位置などを考慮して配置する
ので、照度の良好な場所に設置できるとは限らない。
【０００９】
　そこで、本発明では、前記した問題を解決し、周囲の照度が低い場合であっても予め定
められた視野角外では画面に表示される情報が視認できないように制限して情報を画面に
表示することのできる現金自動取引装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、前記目的を達成するために創案されたものであり、本発明のうち請求項１に
記載の現金自動取引装置は、操作者の操作によって取引内容を指定する指定情報を入力す
る入力装置と、視野角を制限して前記指定された取引内容を画面に表示する表示装置とを
有した現金自動取引装置において、前記表示装置の周囲の照度を測定する照度センサと、
前記表示装置の画面を照明光で照明する調光可能な照明機器と、前記照度センサで測定さ
れる照度の値が所定のしきい値以上となるように前記照明機器を調光する制御を行う制御
装置とを備え、前記所定のしきい値が、前記表示装置の画面に表示される情報が予め定め
られた視野角外で視認できない場合の前記表示装置の周囲の照度の値であることを特徴と
する。
【００１１】
　かかる構成によれば、現金自動取引装置は、備え付けの照明機器で表示装置の画面を照
明することで、周囲の照度が低い場合であっても予め定められた視野角外では画面に表示
される情報が視認できないように制限して情報を画面に表示することができる。
【００１２】
　また、請求項２に記載の現金自動取引装置は、請求項１に記載の現金自動取引装置にお
いて、前記制御装置が、前記照度センサで測定された照度の値が前記しきい値より小さい
か否かを判別する照度判別手段と、前記測定された照度の値が前記しきい値より小さい場
合に、前記照度判別手段の判別結果に基づいて、前記表示装置の周囲の照度の値が前記し
きい値となるように前記照明機器を調光する照明機器制御手段とを備えることを特徴とす
る。
【００１３】
　かかる構成によれば、現金自動取引装置は、設置される場所や利用される時間帯によっ
て現金自動取引装置の周囲の照度が変化することで、表示装置の周囲の照度として予め定
められたしきい値と、照明機器に出力する制御信号の値との対応関係が変化したとしても
、制御装置が、表示装置の周囲の照度の値がしきい値となるまで、照度センサで測定され
た照度の値に追従して、照明機器に出力する制御信号の値を調整して出力することができ
る。したがって、現金自動取引装置は、利用環境の変化によらずに、表示装置が視野角を
所定範囲内に制限して取引内容を表示することができる。
【００１４】
　また、請求項３に記載の現金自動取引装置は、請求項２に記載の現金自動取引装置にお
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いて、前記入力装置から入力された指定情報で指定される取引内容として、少なくとも取
引操作の開始および終了を判別する入力操作判別手段をさらに備え、前記照明機器制御手
段が、前記取引操作が開始したことが判別される前に前記照明機器を調光した結果、前記
表示装置の周囲の照度の値が前記しきい値となったときに制御信号の値を記憶手段に格納
して前記照明機器を消灯する制御を行い、前記取引操作が開始したことが判別された場合
に、制御信号の値を前記記憶手段に格納された値に調整して前記照明機器に出力すると共
に、前記取引操作が終了したことが判別された場合に、前記照明機器を消灯する制御を行
うことを特徴とする。
【００１５】
　かかる構成によれば、現金自動取引装置は、取引操作の開始する前に、制御装置の照明
機器制御手段によって、照明機器に出力すべき制御信号の値を試験的に求めて記憶し、そ
の試験が済んだら、取引操作の開始するまで照明機器を消灯する。そして、現金自動取引
装置は、照明機器制御手段によって、実際に取引操作が開始して終了するまでの間だけ、
試験的に求めた制御信号の値を照明機器に出力する。したがって、現金自動取引装置の照
明機器を、表示装置の周囲の照度がしきい値より低く且つ取引操作中である場合にだけ作
動させるので、照明機器の作動コストを低減できる。
【００１６】
　また、請求項４に記載の現金自動取引装置は、請求項２に記載の現金自動取引装置にお
いて、前記入力装置から入力された指定情報で指定される取引内容として、少なくとも取
引操作の開始および終了と、暗証番号入力操作の開始および終了とを判別する入力操作判
別手段をさらに備え、前記照明機器制御手段が、前記取引操作が開始したことが判別され
る前に前記照明機器を調光した結果、前記表示装置の周囲の照度の値が前記しきい値とな
ったときに制御信号の値を記憶手段に格納して照明機器を消灯する制御を行い、前記暗証
番号入力操作が開始したことが判別された場合に、制御信号の値を前記記憶手段に格納さ
れた値に調整して前記照明機器に出力すると共に、前記暗証番号入力操作が終了したこと
が判別された場合に、前記照明機器を消灯する制御を行うことを特徴とする。
【００１７】
　かかる構成によれば、現金自動取引装置は、取引操作の開始する前に、制御装置の照明
機器制御手段によって、照明機器に出力すべき制御信号の値を試験的に求めて記憶し、そ
の試験が済んだら、暗証番号入力操作の開始するまで照明機器を消灯する。そして、現金
自動取引装置は、照明機器制御手段によって、実際に暗証番号入力操作が開始して終了す
るまでの間だけ、試験的に求めた制御信号の値を照明機器に出力する。したがって、現金
自動取引装置の照明機器を、表示装置の周囲の照度がしきい値より低く且つ暗証番号入力
操作中である場合にだけ作動させるので、照明機器の作動コストを低減できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、周囲の照度が低い場合であっても予め定められた視野角外では画面に
表示される情報が視認できないように制限して情報を画面に表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の現金自動取引装置を実施するための最良の形態（以下「
実施形態」という）について詳細に説明する。
【００２０】
（第１実施形態）
［現金自動取引装置の構成］
　図１は、本発明の実施形態に係る現金自動取引装置の外観を示す斜視図である。図１に
示した現金自動取引装置１は、ＡＴＭ（Automated Teller Machine：現金自動預払機）か
ら構成されている。以下では、単にＡＴＭ１と表記する。ＡＴＭ１は、金融機関等の店舗
のＡＴＭブース１００に設置される。ＡＴＭ１は、図１に示すように、タッチパネル２と
、照度センサ３と、照明機器４と、制御装置５とを備えている。なお、ＡＴＭ１は、例え
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ば、通帳入出部、カード入出部、紙幣入出部、硬貨入出部等の一般的な構成も備えている
が、その機能は従来公知のものと同様なので、ここでは説明を省略する。
【００２１】
　タッチパネル２は、入力装置２ａ（図２参照）と表示装置２ｂ（図２参照）とを一体に
備えている。入力装置（タッチパネル）２ａは、タッチ入力可能に構成されており、操作
者の操作によって取引内容を指定する指定情報を制御装置５に入力するものである。なお
、本実施形態では、入力装置２ａは、タッチ入力装置で構成したが、例えば、ボタン形式
の一般的な入力装置を表示装置２ｂの画面の外側に設けるようにしてもよい。
【００２２】
　表示装置（タッチパネル）２ｂは、例えば、バックライトを備えた透過型の液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）から構成され、取引案内画像を表示出力する
ものである。なお、本実施形態では、表示装置２ｂは、入力装置２ａと一体に構成される
タッチパネルとして構成したが、これに限定されるものではない。また、ＬＣＤに限らず
、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）やＰＤＰ（Plasma Display Panel）等から構成されるよう
にしてもよい。
【００２３】
　以下では、入力装置２ａと表示装置２ｂとを特に区別しない場合にはタッチパネル２と
表記する。このタッチパネル２は、タッチされないまま所定時間が経過した場合には、バ
ックライトを消灯した状態を示す省電力モードになり、この省電力モード中にタッチされ
ると、バックライトを点灯した状態を示す通常動作モードに復帰することができる。
【００２４】
　また、表示装置２ｂ（タッチパネル２）の上には、遮光フィルタ６が貼着されている。
遮光フィルタ６は、タッチパネル２に表示される情報を周囲の照度に応じて視野角を制限
して表示する覗き見防止フィルタから構成される。この遮光フィルタ６は、例えば、市販
の覗き見防止フィルタを利用することができる。また、遮光フィルタ６は、タッチパネル
２を覆う程度のサイズを有していればよく、その厚さや形状は適宜選択することができる
。
【００２５】
　照度センサ３は、表示装置２ｂ（タッチパネル２）の周囲の照度を測定するものである
。照度センサ３は、周囲の照度により抵抗が変化する素子、例えば、ＣｄＳから構成され
る。なお、照度センサ３は、ＣｄＳを用いたものに限定されるものではなく、硫化カドミ
ウムの代わりに例えばシリコンを用いたフォトトランジスタやフォトダイオードで構成し
てもよい。照度センサ３は、タッチパネル２の近傍でタッチパネル２の画面の外側の任意
の位置に設けられている。本実施形態では、照度センサ３は、例えば、図１に示すように
、タッチパネル２の画面の外側の縁で操作者側（手前）の位置の中央に設けられている。
【００２６】
　照明機器４は、表示装置２ｂ（タッチパネル２）の画面を照明光で照明する調光可能な
ものであり、例えば、蛍光灯等から構成される。照明機器４の取り付け位置は、ＡＴＭ１
の操作者（利用者）が操作画面を操作するとき、照明の影が画面に映り込まないような位
置である。この照明機器４は、カサ４ａを備えている。カサ４ａは、ＡＴＭ１の利用者が
照明光を直視しないような位置に取り付けられている。
【００２７】
　制御装置５は、照度センサ３で測定される照度の値が予め定められたしきい値以上とな
るように照明機器４の光量を制御するものである。このしきい値は、表示装置２ｂ（タッ
チパネル２）の画面が、遮光フィルタ６の特性で定まる所定範囲の外側において視認でき
ないときの表示装置２ｂ（タッチパネル２）の周囲の照度として予め定められたものであ
る。
【００２８】
　ここで、タッチパネル２の周囲の照度が、例えば１５０ルクス以下であると、遮光フィ
ルタ６が有効に作用せずに、タッチパネル２の表示画面が遮光フィルタ６に反射して薄く
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見える場合があるので、しきい値は１５０ルクスより大きくする必要がある。また、タッ
チパネル２の周囲の照度が、例えば１０００ルクスであると、タッチパネル２に細かい文
字を表示しても利用者が視認できる。ただし、ＡＴＭ１における入力操作は、ユーザーフ
レンンドリーな簡単操作と大きな文字表示を前提としているので、タッチパネル２の周囲
の照度が５００ルクス程度でも充分である。そして、遮光フィルタ６の特性からも、タッ
チパネル２の周囲の照度が５００ルクスである場合に、遮光フィルタ６が有効に作用する
。そこで、本実施形態では、しきい値を５００ルクスに設定した。なお、このしきい値は
、表示装置２ｂ（タッチパネル２）に貼着する遮光フィルタ６の特性に合わせて例えば３
００～１０００ルクスに適宜設定することができる。
【００２９】
［制御装置の構成］
　図２は、図１に示した制御装置の構成を模式的に示すブロック図である。
　制御装置５は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）と、ＲＡＭ（Random Acce
ss Memory）と、ＲＯＭ（Read Only Memory）と、入出力インタフェース等から構成され
、大別して、入力部１０と、出力部２０と、記憶部３０と、制御部４０とを備えている。
【００３０】
　入力部１０は、例えば、入力インタフェース等から構成され、所定の情報を入力するも
のである。具体的には、入力部１０は、入力装置２ａ（タッチパネル２）からの指定情報
を制御部４０に入力する。また、入力部１０は、照度センサ３で測定された照度の値を制
御部４０に入力する。
【００３１】
　出力部２０は、例えば、出力インタフェース等から構成され、制御部４０からの情報を
出力するものである。具体的には、出力部２０は、制御部４０から表示情報を表示装置２
ｂ（タッチパネル２）に出力する。また、出力部２０は、制御部４０からの制御信号を照
明機器４に出力する。
【００３２】
　記憶部（記憶手段）３０は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成され、所定のプログラ
ム等を記憶し、また、制御部４０による演算処理等に利用されると共に、入力部１０を介
して取得した情報等を記憶する。また、記憶部３０は、制御部４０によって利用される所
定のしきい値「５００ルクス」を予め記憶している。また、記憶部３０は、照明機器４の
制御信号の値を記憶するメモリ（例えば、フラッシュメモリ）を備えている。
【００３３】
　制御部４０は、例えば、ＣＰＵ等から構成され、図２に示すように、入力操作判別手段
４１と、取引制御手段４２と、照度判別手段４３と、照明機器制御手段４４とを備えてい
る。
【００３４】
　入力操作判別手段４１は、入力装置２ａ（タッチパネル２）から入力された指定情報で
指定される取引操作の内容として、取引操作の開始および終了を判別するものである。具
体的には、入力操作判別手段４１は、タッチパネル２において、入金、出金、振替、振込
、残高照会等の取引を指定する操作ボタンが押下されたか否かを判別する。また、入力操
作判別手段４１は、タッチパネル２において、各取引の最中に、取引内容として、取引金
額等を指定する数字キーや記号キー等のボタンや、入力された情報を確定させる確定ボタ
ンが押下されたか否かを判別する。さらに、入力操作判別手段４１は、タッチパネル２に
おいて、各取引の最中に、利用者本人を認証する暗証番号入力操作画面で数字キーや記号
キー等が押下されたか否かを判別する。この入力操作判別手段４１による判別結果は、取
引制御手段４２および照明機器制御手段４４に出力される。
【００３５】
　取引制御手段４２は、入力操作判別手段４１によって、入金、出金、振替、振込、残高
照会等の取引を指定する操作ボタンが押下されたと判別された場合に、指定された取引を
、予めプログラムされた手続手順で処理するものである。この取引制御手段４２は、入力
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操作を促す予め定められたガイドメッセージをタッチパネル２に表示し、タッチパネル２
から入力された情報を認識し、紙幣や硬貨の入出金処理や明細票（レシート）の印字処理
等の取引業務に関わる処理全般を行う。
【００３６】
　照度判別手段４３は、例えば、電源が投入されると、照度センサ３で測定された照度の
値が記憶部３０に予め記憶されたしきい値「５００ルクス」より小さいか否かを判別する
ものである。この照度判別手段４３による判別結果は、照明機器制御手段４４に出力され
る。ここで、電源の投入とは、ＡＴＭ１が最初に起動した場合と、ＡＴＭ１のタッチパネ
ル２が省電力モードから通常動作モードに復帰した場合との両方を意味する。
【００３７】
　照明機器制御手段４４は、照度センサ３で測定された照度の値がしきい値より小さい場
合に、照度判別手段４３の判別結果に基づいて、表示装置（タッチパネル）２ｂの周囲の
照度の値がしきい値となるように制御信号の値を調整して照明機器４に出力するものであ
る。すなわち、照明機器制御手段４４は、タッチパネル２の周囲の照度の値がしきい値と
なるまで、照度センサ３で測定された照度の値に追従して、照明機器４に出力する制御信
号の値を調整して出力する。また、照明機器制御手段４４は、入力操作判別手段４１によ
って、取引操作が終了したと判別された場合に、制御信号の値を「０」として照明機器４
に出力する。すなわち、照明機器制御手段４４は、取引操作が終了したと判別された場合
に、照明機器４がタッチパネル２を照明していた場合には、照明機器４を消灯する。
【００３８】
　なお、前記した入力操作判別手段４１、取引制御手段４２、照度判別手段４３および照
明機器制御手段４４は、ＣＰＵがＲＯＭ等に格納された所定のプログラムをＲＡＭに展開
して実行することによりその機能が実現されるものである。
【００３９】
［現金自動取引装置の動作］
　第１実施形態に係る現金自動取引装置（ＡＴＭ）１の動作について図３を参照（適宜図
１および図２参照）して説明する。図３は、第１実施形態に係る現金自動取引装置の動作
を示すフローチャートである。ここでは、初期設定によって、照明機器４の制御値は「０
」に設定されているものとする。
【００４０】
　電源が投入されると、制御装置５は、照度判別手段４３によって、照度の値がしきい値
以上であるか否かを判別する（ステップＳ１）。照度の値がしきい値より小さい場合（ス
テップＳ１：Ｎｏ）、制御装置５は、照明機器制御手段４４によって、照明機器４に制御
値（所定値の制御信号）を出力する（ステップＳ２）。そして、制御装置５は、照明機器
制御手段４４によって、照度の値がしきい値となるように制御値を調整する（ステップＳ
３）。一方、照度の値がしきい値以上である場合（ステップＳ１：Ｙｅｓ）、制御装置５
は、照明機器制御手段４４によって、照明機器４を消灯の状態にしておく（ステップＳ４
）。すなわち、照明機器制御手段４４は、照明機器４に制御値「０」の制御信号を出力す
る。
【００４１】
　そして、制御装置５は、入力操作判別手段４１によって、取引入力操作が開始したか否
かを判別する（ステップＳ５）。入力操作判別手段４１は、取引入力操作が開始するまで
判別を繰り返す（ステップＳ５：Ｎｏ）。取引入力操作が開始した場合（ステップＳ５：
Ｙｅｓ）、制御装置５は、入力操作判別手段４１によって、取引入力操作が終了したか否
かを判別する（ステップＳ６）。入力操作判別手段４１は、取引入力操作が終了するまで
判別を繰り返す（ステップＳ６：Ｎｏ）。この間、制御装置５は、並行して、取引制御手
段４２によって、取引業務に関わる処理を行う。そして、取引入力操作が終了した場合（
ステップＳ６：Ｙｅｓ）、制御装置５は、入力操作判別手段４１によって、引き続いて次
の取引があるか否かを判別する（ステップＳ７）。次の取引がある場合（ステップＳ７：
Ｙｅｓ）、制御装置５は、ステップＳ５に戻る。一方、次の取引がない場合（ステップＳ
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７：Ｎｏ）、制御装置５は、照明機器制御手段４４によって、照明機器４を消灯の状態に
する（ステップＳ８）。すなわち、照明機器制御手段４４は、照明機器４に制御値「０」
の制御信号を出力する。以上で処理を終了する。
【００４２】
　第１実施形態によれば、ＡＴＭ１は、ＡＴＭブース１００の設置環境や利用環境に影響
されず、ＡＴＭ１自体に備えられた照明機器４によって、タッチパネル２の周囲で所定の
しきい値以上の照度を確保できる。したがって、遮光フィルタ６の遮光性を一定にするこ
とが期待できる。また、ＡＴＭ１の設置されるＡＴＭブース１００の照度が、遮光フィル
タ６による遮光作用を有効に保つことができないほど低かったとしても、ＡＴＭ１以外の
照明装置を増強するような周囲環境の改善策を行う必要が無くなる。したがって、ＡＴＭ
１の設置者や設置場所の管理者が改善策を実施するための経済的な負担を抑制すると共に
、電力等の消費エネルギを抑制することができる。さらに、ＡＴＭ１は、照明機器４を備
えているので、例えば、窓の無い場所、壁に囲まれた場所、地下等の様々な場所に汎用的
に設置することが可能である。
【００４３】
（第２実施形態）
　第２実施形態に係る現金自動取引装置（ＡＴＭ）は、第１実施形態に係る現金自動取引
装置（ＡＴＭ１）と同様な構成なので、同一の構成には同一の符号を付し、詳細な説明と
図面とを省略する。ただし、制御装置５の照明機器制御手段４４は、取引操作が開始した
ことが判別される前に照明機器４を制御した結果、タッチパネル２の周囲の照度の値がし
きい値となったときに制御信号の値を記憶部３０に格納して照明機器４を消灯する制御を
行い、取引操作が開始したことが判別された場合に、制御信号の値を記憶部３０に格納さ
れた値に調整して照明機器４に出力すると共に、取引操作が終了したことが判別された場
合に、照明機器４を消灯する制御を行う。
【００４４】
　第２実施形態に係る現金自動取引装置の動作について図４を参照（適宜図１および図２
参照）して説明する。図４は、第２実施形態に係る現金自動取引装置の動作を示すフロー
チャートである。ここでは、初期設定によって、照明機器４の制御値は「０」に設定され
ているものとする。
【００４５】
　電源が投入されると、制御装置５は、照度判別手段４３によって、照度の値がしきい値
以上であるか否かを判別する（ステップＳ１１）。照度の値がしきい値より小さい場合（
ステップＳ１１：Ｎｏ）、制御装置５は、照明機器制御手段４４によって、照明機器４に
制御値を出力する（ステップＳ１２）。そして、制御装置５は、照明機器制御手段４４に
よって、照度の値がしきい値となったときの制御値を記憶し（ステップＳ１３）、照明機
器４を消灯する制御を行う（ステップＳ４）。一方、照度の値がしきい値以上である場合
（ステップＳ１１：Ｙｅｓ）、制御装置５は、照明機器制御手段４４によって、照明機器
４を消灯の状態にしておく（ステップＳ１５）。すなわち、照明機器制御手段４４は、照
明機器４に制御値「０」の制御信号を出力する。そして、照明機器制御手段４４は、現在
の制御値「０」を記憶する（ステップＳ１６）。
【００４６】
　そして、ステップＳ１４またはステップＳ１６に続いて、制御装置５は、入力操作判別
手段４１によって、取引入力操作が開始したか否かを判別する（ステップＳ１７）。入力
操作判別手段４１は、取引入力操作が開始するまで判別を繰り返す（ステップＳ１７：Ｎ
ｏ）。そして、取引入力操作が開始した場合（ステップＳ１７：Ｙｅｓ）、制御装置５は
、照明機器制御手段４４によって、記憶された制御値を照明機器４に出力する（ステップ
Ｓ１８）。つまり、ステップＳ１１で「Ｙｅｓ」である場合には、照明機器制御手段４４
は、記憶された制御値「０」を照明機器４に出力する。すなわち、照明機器制御手段４４
は、照明機器４を消灯の状態にしておく。一方、ステップＳ１１で「Ｎｏ」である場合に
は、照明機器制御手段４４は、記憶された制御値を照明機器４に出力して、照明機器４を
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点灯する。
【００４７】
　そして、制御装置５は、入力操作判別手段４１によって、取引入力操作が終了したか否
かを判別する（ステップＳ１９）。入力操作判別手段４１は、取引入力操作が終了するま
で判別を繰り返す（ステップＳ１９：Ｎｏ）。この間、制御装置５は、並行して、取引制
御手段４２によって、取引業務に関わる処理を行う。そして、取引入力操作が終了した場
合（ステップＳ１９：Ｙｅｓ）、制御装置５は、照明機器制御手段４４によって、照明機
器４を消灯する制御を行う（ステップＳ２０）。そして、制御装置５は、入力操作判別手
段４１によって、引き続いて次の取引があるか否かを判別する（ステップＳ２１）。次の
取引がある場合（ステップＳ２１：Ｙｅｓ）、制御装置５は、ステップＳ１７に戻る。一
方、次の取引がない場合（ステップＳ２１：Ｎｏ）、制御装置５は、処理を終了する。
【００４８】
　第２実施形態によれば、ＡＴＭ１は、第１実施形態と同様な効果が得られると共に、タ
ッチパネル２の周囲の照度の値が所定のしきい値より小さい場合に、取引入力操作が行わ
れる前に試験的に照明機器４を点灯した後に、取引入力操作中にだけ照明機器４を点灯す
るため、消費エネルギを低減することができる。
【００４９】
（第３実施形態）
　第２実施形態に係る現金自動取引装置（ＡＴＭ）は、第１実施形態に係る現金自動取引
装置（ＡＴＭ１）と同様な構成なので、同一の構成には同一の符号を付し、詳細な説明と
図面とを省略する。ただし、制御装置５の照明機器制御手段４４は、第２実施形態と同様
に、取引操作が開始したことが判別される前に照明機器４を制御した結果、タッチパネル
２の周囲の照度の値がしきい値となったときに制御信号の値を記憶部３０に格納して照明
機器４を消灯する制御を行う。また、照明機器制御手段４４は、第２実施形態と異なる点
として、暗証番号入力操作が開始したことが判別された場合に、制御信号の値を記憶部３
０に格納された値に調整して照明機器４に出力すると共に、暗証番号入力操作が終了した
ことが判別された場合に、照明機器４を消灯する制御を行う。
【００５０】
　第３実施形態に係る現金自動取引装置の動作について図５を参照（適宜図１および図２
参照）して説明する。図５は、第３実施形態に係る現金自動取引装置の動作を示すフロー
チャートである。ここでは、初期設定によって、照明機器４の制御値は「０」に設定され
ているものとする。
【００５１】
　第３実施形態に係る現金自動取引装置の制御装置５が実行するステップＳ３１～Ｓ３６
の処理は、第２実施形態に係る現金自動取引装置の制御装置５が実行するステップＳ１１
～Ｓ１６の処理（図４参照）と同様なので説明を省略する。
【００５２】
　そして、ステップＳ３４またはステップＳ３６に続いて、制御装置５は、入力操作判別
手段４１によって、取引入力操作の内容を判別する（ステップＳ３７）。取引入力操作の
内容が「暗証番号入力」である場合、制御装置５は、照明機器制御手段４４によって、記
憶された制御値を照明機器４に出力する（ステップＳ３８）。つまり、ステップＳ３１で
「Ｙｅｓ」である場合には、照明機器制御手段４４は、記憶された制御値「０」を照明機
器４に出力する。すなわち、照明機器制御手段４４は、照明機器４を消灯の状態にしてお
く。一方、ステップＳ３１で「Ｎｏ」である場合には、照明機器制御手段４４は、記憶さ
れた制御値を照明機器４に出力して、照明機器４を点灯する。
【００５３】
　そして、制御装置５は、入力操作判別手段４１によって、暗証番号入力操作が終了した
か否かを判別する（ステップＳ３９）。入力操作判別手段４１は、暗証番号入力操作が終
了するまで判別を繰り返す（ステップＳ３９：Ｎｏ）。この間、制御装置５は、並行して
、取引制御手段４２によって、取引業務に関わる処理を行う。そして、暗証番号入力操作
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が終了した場合（ステップＳ３９：Ｙｅｓ）、制御装置５は、照明機器制御手段４４によ
って、照明機器４を消灯の状態にしておく（ステップＳ４０）。すなわち、照明機器制御
手段４４は、制御値「０」を照明機器４に出力する。
【００５４】
　そして、制御装置５は、入力操作判別手段４１によって、取引入力操作が終了したか否
かを判別する（ステップＳ４１）。取引入力操作が終了していない場合（ステップＳ４１
：Ｎｏ）、制御装置５は、ステップＳ３７に戻る。一方、取引入力操作が終了した場合（
ステップＳ４１：Ｙｅｓ）、制御装置５は、処理を終了する。一方、ステップＳ３７にお
いて、取引入力操作の内容が「暗証番号入力」ではない場合、制御装置５は、ステップＳ
３８からステップＳ４０をスキップして、ステップＳ４１に進む。ただし、ステップＳ３
７からステップＳ４１に進む間に、制御装置５は、取引制御手段４２によって、取引業務
に関わる処理を行う。
【００５５】
　第３実施形態によれば、ＡＴＭ１は、第１実施形態と同様な効果が得られると共に、タ
ッチパネル２の周囲の照度の値が所定のしきい値より小さい場合に、取引入力操作が行わ
れる前に試験的に照明機器４を点灯した後に、暗証番号入力操作中にだけ照明機器４を点
灯するため、第２実施形態と比較して消費エネルギを低減することができる。
【００５６】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は前記した各実施形態に
限定されるものではない。例えば、各実施形態のＡＴＭ１では、液晶ディスプレイの表示
装置２ｂ（タッチパネル２）の上に遮光フィルタ６を貼着して視野角を所定範囲内に制限
して取引内容や操作内容を画面に表示するものとして説明したが、これに限定されるもの
でなく、遮光フィルタ６を使用する代わりに、視野角を所定範囲内に制限させる機能を持
たせた視野角制限付き液晶パネルを用いた現金自動取引装置に対しても適用可能である。
この場合には、しきい値は、視野角制限付き液晶パネルの特性に合わせて適宜設定するこ
とができる。
【００５７】
　また、各実施形態では、タッチパネル２の外部に備える照明機器４によって、タッチパ
ネル２の周囲の照度をしきい値以上に保持するものとして説明したが、これに限定される
ものではない。例えば、照明機器４の調光の代わりにタッチパネル２（表示装置２ｂ）の
バックライトの調光で対応してもよい。すなわち、周囲の照度がしきい値以下であれば、
バックライトを暗くするよう調光し、周囲から見え難くするようにしてもよい。また、こ
のバックライトの調光と照明機器４の調光とを組み合わせて画面の覗き見防止を図るよう
にしてもよい。
【００５８】
　また、暗証番号入力操作画面を表示するときに、表示されるたびに、例えば、「０」～
「９」の各数字キーの配列を変更する制御を行うことで、利用者の指の動きから利用者近
傍の第三者が暗証番号を取得する不正を防止するように構成してもよい。
【００５９】
　また、しきい値は、遮光フィルタ６や視野角制限付き液晶パネルの特性のほかに、ＡＴ
Ｍブース１００の天井や壁の色および素材、あるいは窓の大きさや照明の種類などの静的
な条件で補正したり、天候や時刻等の動的な条件で補正したりしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施形態に係る現金自動取引装置の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示した制御装置の構成を模式的に示すブロック図である。
【図３】第１実施形態に係る現金自動取引装置の動作を示すフローチャートである。
【図４】第２実施形態に係る現金自動取引装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】第３実施形態に係る現金自動取引装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
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【００６１】
　１　　　現金自動取引装置（ＡＴＭ）
　２　　　タッチパネル
　２ａ　　入力装置（タッチパネル）
　２ｂ　　表示装置（タッチパネル）
　３　　　照度センサ
　４　　　照明機器
　４ａ　　カサ
　５　　　制御装置
　６　　　遮光フィルタ
　１０　　入力部
　２０　　出力部
　３０　　記憶部（記憶手段）
　４０　　制御部
　４１　　入力操作判別手段
　４２　　取引制御手段
　４３　　照度判別手段
　４４　　照明機器制御手段

【図１】 【図２】
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【図５】
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