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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線により非接触型データキャリアと通信を行うための第１の通信部と、上位装置と通
信を行うための第２の通信部と、前記第１の通信部を介して行われた前記非接触型データ
キャリアとの通信の結果に基づいて前記第１の通信部の通信可能範囲内に複数の非接触型
データキャリアが存在するか否かを判断し、複数の非接触型データキャリアが存在すると
判断した場合には、磁気カードの規格に定められた様式とは異なる様式とした情報を磁気
カード読取装置の通信仕様に倣いクロック信号とデータ信号を用いて前記第２の通信部か
ら前記上位装置に送信する制御部とを備えた情報読取装置。
【請求項２】
　磁気カードの規格に定められた様式とは異なる様式とした情報は、スタートマークとエ
ンドマークのいずれか一方あるいは両方のコードを規格とは異なるコードにした情報であ
る請求項１記載の情報読取装置。
【請求項３】
　磁気カード読取部と、前記磁気カード読取部に磁気カードが存在するか否かを検知する
磁気カード検知部と、無線により非接触型データキャリアと通信を行うための第１の通信
部と、上位装置と通信を行うための第２の通信部と、前記第１の通信部を介して行われた
前記非接触型データキャリアとの通信の結果に基づいて前記第１の通信部の通信可能範囲
内に複数の非接触型データキャリアが存在するか否かを判断し、複数の非接触型データキ
ャリアが存在すると判断した場合には、磁気カード操作時のタイミングチャートとは異な
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るタイミングとして、疑似的に生成した磁気カード検知部の磁気カードを検知している旨
の信号とクロック信号とデータ信号である情報を磁気カード読取装置の通信仕様に倣いク
ロック信号とデータ信号を用いて前記第２の通信部から前記上位装置に送信する制御部と
を備えた情報読取装置。
【請求項４】
　磁気カード読取部と、前記磁気カード読取部に磁気カードが存在するか否かを検知する
磁気カード検知部と、無線により非接触型データキャリアと通信を行うための第１の通信
部と、上位装置と通信を行うための第２の通信部と、前記第１の通信部を介して行われた
前記非接触型データキャリアとの通信の結果に基づいて前記非接触型データキャリアが期
待する仕様に合致しているか否かを判断し、前記非接触型データキャリアが期待する仕様
に合致しないものであると判断した場合には、磁気カード操作時のタイミングチャートと
は異なるタイミングとして、疑似的に生成した磁気カード検知部の磁気カードを検知して
いる旨の信号とクロック信号とデータ信号である情報を磁気カード読取装置の通信仕様に
倣いクロック信号とデータ信号を用いて前記第２の通信部から前記上位装置に送信する制
御部とを備えた情報読取装置。
【請求項５】
　情報読取装置と前記情報読取装置から情報を受信する上位装置とからなる情報読取シス
テムであって、前記情報読取装置は、無線により非接触型データキャリアと通信を行うた
めの第１の通信部と、上位装置と通信を行うための第２の通信部と、前記第１の通信部を
介して行われた前記非接触型データキャリアとの通信の結果に基づいて前記第１の通信部
の通信可能範囲内に複数の非接触型データキャリアが存在するか否かを判断し、複数の非
接触型データキャリアが存在すると判断した場合には、複数の非接触型データキャリアが
存在する旨の情報を磁気カード読取装置の通信仕様に倣いクロック信号とデータ信号を用
いて前記第２の通信部から前記上位装置に送信する第１の制御部とを備え、前記上位装置
は、前記情報読取装置から送信された情報や読み取りデータを受信する受信部と、情報を
報知する報知部と、前記情報読取装置から受信した情報を解析し、磁気カードの規格に定
められた様式とは異なる様式とした情報を前記報知部に報知させる第２の制御部とを備え
た情報読取システム。
【請求項６】
　磁気カードの規格に定められた様式とは異なる様式とした情報は、スタートマークとエ
ンドマークのいずれか一方あるいは両方のコードを規格とは異なるコードにした情報であ
る請求項５記載の情報読取システム。
【請求項７】
　情報読取装置と前記情報読取装置から情報を受信する上位装置とからなる情報読取シス
テムであって、前記情報読取装置は、磁気カード読取部と、前記磁気カード読取部に磁気
カードが存在するか否かを検知する磁気カード検知部と、無線により非接触型データキャ
リアと通信を行うための第１の通信部と、上位装置と通信を行うための第２の通信部と、
前記第１の通信部を介して行われた前記非接触型データキャリアとの通信の結果に基づい
て前記第１の通信部の通信可能範囲内に複数の非接触型データキャリアが存在するか否か
を判断し、複数の非接触型データキャリアが存在すると判断した場合には複数の非接触型
データキャリアが存在する旨の情報を磁気カード読取装置の通信仕様に倣いクロック信号
とデータ信号を用いて前記第２の通信部から前記上位装置に送信する第１の制御部とを備
え、前記上位装置は、前記情報読取装置から送信された情報や読み取りデータを受信する
受信部と、情報を報知する報知部と、前記情報読取装置から受信した情報を解析し、磁気
カード操作時のタイミングチャートとは異なるタイミングとして、疑似的に生成した磁気
カード検知部の磁気カードを検知している旨の信号とクロック信号とデータ信号である情
報を前記報知部に報知させる第２の制御部とを備えた情報読取システム。
【請求項８】
　情報読取装置と前記情報読取装置から情報を受信する上位装置とからなる情報読取シス
テムであって、前記情報読取装置は、磁気カード読取部と、前記磁気カード読取部に磁気
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カードが存在するか否かを検知する磁気カード検知部と、無線により非接触型データキャ
リアと通信を行うための第１の通信部と、上位装置と通信を行うための第２の通信部と、
前記第１の通信部を介して行われた前記非接触型データキャリアとの通信の結果に基づい
て前記非接触型データキャリアが期待する仕様に合致しているか否かを判断し、前記非接
触型データキャリアが期待する仕様に合致しないものであると判断した場合には、前記非
接触型データキャリアが期待する仕様に合致しないものである旨の情報を磁気カード読取
装置の通信仕様に倣いクロック信号とデータ信号を用いて前記第２の通信部から前記上位
装置に送信する第１の制御部とを備え、前記上位装置は、前記情報読取装置から送信され
た情報や読み取りデータを受信する受信部と、情報を報知する報知部と、前記情報読取装
置から受信した情報を解析し、磁気カード操作時のタイミングチャートとは異なるタイミ
ングとして、疑似的に生成した磁気カード検知部の磁気カードを検知している旨の信号と
クロック信号とデータ信号である情報を前記報知部に報知させる第２の制御部とを備えた
情報読取システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気カードを対象としたインフラに対応する情報読取装置および情報読取シ
ステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、キャッシュカードやクレジットカード、あるいは定期券などの各種カードについ
て、従来の磁気カードからＩＣカードへの移行や導入が検討されている中、非接触型ＩＣ
カードが注目を集めている。この非接触型ＩＣカードは、読取装置にかざすだけで情報を
やり取りすることができ、磁気カード等に比べて処理速度も速く、また、複数の対象に対
して同時に読み取りが行えるといった衝突防止機構を備えるなど、操作性が良く利便性が
高いという利点を有している。また、カードを搬送する機構が不要で、磁気ヘッドや接触
端子による摩耗や接触不良などの心配がないため、導入した側もシステムの保守や管理コ
ストを大幅に軽減することが可能となることから、さまざまな分野での利用拡大が期待さ
れている。
【０００３】
　しかし、非接触型ＩＣカードを使用したシステムは、一部では既に実用化も進み定着の
段階に入っているが、これまでの磁気カードを対象として拡充されてきた既存の各種端末
やネットワークなどのインフラを、非接触型ＩＣカード対応に切り替えるためには大規模
な初期投資が必要となることから、現状ではまだそれほど普及は進んでいない。
【０００４】
　このようなコストやインフラの未整備という壁を破り、現在の磁気カードを対象とした
インフラからのシームレスな移行をはかることが、非接触型ＩＣカードの普及の鍵の一つ
となる。このカードインフラのシームレスな移行に関するものとして、ＩＣカード読み取
り書き込み装置に磁気カードのデータの通信仕様と同一にするための通信データ変換イン
ターフェイスを持たせるものが知られている（例えば特許文献１参照）。
【０００５】
　図１２は上記特許文献１に記載されたカード式自動販売機を示すものである。このカー
ド式自動販売機に接続されるＩＣカード読み取り書き込み装置について、図１２を用いて
説明する。
【０００６】
　図１２において、１０１はカード式自動販売機であり、マスター制御部である主制御部
１０２に制御バスライン１０８を介してコネクタ１０７が接続されている。コネクタ１０
７には、磁気カードを処理するための磁気カード読み取り書き込み装置１０９が接続され
るようになっており、主制御部１０２はコネクタ１０７を介して接続された通信インター
フェイス１１０に対してポーリングをかけてデータの送受信やコマンドの送信を行いなが
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ら、自動販売機全体を統括している。
【０００７】
　このカード式自動販売機１０１に対して、ＩＣカード読み取り書き込み装置１１１は通
信インターフェイス１１２に対する通信データ変換インターフェイス１１３を設けており
、ＩＣカードのデータはＩＣカード読み取り書き込み装置１１１により読み込まれ、通信
インターフェイス１１２を通して通信データ変換インターフェイス１１３に送られ、ここ
でＩＣカードのデータを磁気カード読み取り書き込み装置１０９の通信インターフェイス
１１０から送信されるデータと同様の通信仕様にデータ変換して主制御部１０２に送信す
る構成となっている。
【０００８】
　かかる構成により、磁気カード読み取り書き込み装置用のインターフェイスを持つカー
ド式自動販売機１０１に何も変更すること無しに、磁気カード読み取り書き込み装置１０
９を接続するためのコネクタ１０７にＩＣカード読み取り書き込み装置１１１を接続する
ことができ、ＩＣカードの利用が可能となる。
【特許文献１】特開平４－１９５３８０号公報（第２－３頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献１に記載のものは、機器間インターフェイスとして一般的なシリアルポー
トを経由して双方向通信する場合について述べたものであるが、既設の磁気カードシステ
ムに接続される磁気カードリーダの多くは、磁気ヘッドを通して再生された信号を復調回
路によりクロック信号（データ判別タイミング信号）とデータ信号とに分離出力し、これ
らの信号を物理的な媒体の電気的インターフェイスやデータ転送のためのフレーム形式の
変換などの加工をせずにそのまま上位装置へ送信するものであり、磁気カード上に記録さ
れたデータのみを上位装置に転送する、いわゆる片方向通信にしか対応していない。
【００１０】
　また、上記のＩＣカード読み取り書き込み装置の代わりに非接触ＩＣカード読み取り書
き込み装置が接続される場合には、その非接触ＩＣカード読み取り書き込み装置は通信可
能範囲内に在る非接触型ＩＣカードのデータを読み取り、そのデータを磁気カードリーダ
から出力される磁気データイメージ情報と同様の通信仕様にデータ変換して上位装置へ送
信することになる。また、通信可能範囲内に複数の非接触型ＩＣカードが同時に存在して
いても、通常は衝突防止機構により特定キャリアを選択して正しく処理される。
【００１１】
　しかし、キャッシュカードやクレジットカードなどの金融系カード、あるいは定期券な
どの交通系カード等の適用分野においては、利用者等の決済意志の正確な反映のため、通
信可能範囲内に複数の非接触型ＩＣカードが同時に存在する場合や、非接触型ＩＣカード
が期待する仕様に合致していない場合には、カード処理をせずに利用者等が適切に次の行
動に移れるような報知を行うことが要求される。
【００１２】
　しかしながら、従来の構成では、非接触型ＩＣカードから読み取ったデータを単に磁気
データイメージ情報にデータ変換して上位装置に送信するだけであり、通信可能範囲内に
複数の非接触型ＩＣカードが同時に存在する場合等の情報の扱いや処理手段は明示されて
いない。従って、前記のようなカード処理を行わない状態になった場合でも利用者等はそ
のことを知ることができず、また、このような利用者等に１つのカードのみを通信可能範
囲内に位置させることや、仕様に合致していないカードを通信可能範囲内から除き、仕様
に合致しているカードを通信可能範囲内に位置させること等の情報を利用者等に提供して
利用者等に適切な次の行動を促すことができなかった。
【００１３】
　本発明は、上記従来の課題に鑑み、カードインフラ対応の投資コストを大幅に低減しつ
つ、非接触型データキャリアから読み取ったデータのみならず、通信可能範囲内に在る非
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接触型データキャリアの状態などの情報をも送信することができる情報読取装置およびこ
れを用いた情報読取システム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】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明の情報読取装置は、無線により非接触型データキャ
リアと通信を行うための第１の通信部と、上位装置と通信を行うための第２の通信部と、
前記第１の通信部を介して行われた前記非接触型データキャリアとの通信の結果に基づい
て前記第１の通信部の通信可能範囲内に複数の非接触型データキャリアが存在するか否か
を判断し、複数の非接触型データキャリアが存在すると判断した場合には、磁気カードの
規格に定められた様式とは異なる様式とした複数の非接触型データキャリアが存在する旨
の情報を磁気カード読取装置の通信仕様に倣いクロック信号とデータ信号を用いて前記第
２の通信部から前記上位装置に送信する制御部とを備えたものである。
【００１５】
　この構成によれば、磁気カード読取装置の通信仕様に倣いクロック信号とデータ信号を
用いて、通信可能範囲内に複数の非接触型データキャリアが同時に存在する旨の情報を外
部に送信することができる。
【００１６】
　また、本発明の情報読取装置は、無線により非接触型データキャリアと通信を行うため
の第１の通信部と、上位装置と通信を行うための第２の通信部と、前記第１の通信部を介
して行われた前記非接触型データキャリアとの通信の結果に基づいて前記非接触型データ
キャリアが期待する仕様に合致しているか否かを判断し、前記非接触型データキャリアが
期待する仕様に合致しないものであると判断した場合には、磁気カード操作時のタイミン
グチャートとは異なるタイミングとして制御部が疑似的に生成した磁気カード検知部の磁
気カードを検知している旨の信号とクロック信号とデータ信号である前記非接触型データ
キャリアが期待する仕様に合致しないものである旨の情報を磁気カード読取装置の通信仕
様に倣いクロック信号とデータ信号を用いて前記第２の通信部から前記上位装置に送信す
る制御部とを備えたものである。
【００１７】
　この構成によれば、磁気カード読取装置の通信仕様に倣いクロック信号とデータ信号を
用いて、非接触型データキャリアが期待する仕様に合致しないものである旨の情報を外部
に送信することができる。
【００１８】
　また、本発明の情報読取システムは、情報読取装置と前記情報読取装置から情報を受信
する上位装置とからなる情報読取システムであって、前記情報読取装置は、無線により非
接触型データキャリアと通信を行うための第１の通信部と、上位装置と通信を行うための
第２の通信部と、前記第１の通信部を介して行われた前記非接触型データキャリアとの通
信の結果に基づいて前記第１の通信部の通信可能範囲内に複数の非接触型データキャリア
が存在するか否かを判断し、複数の非接触型データキャリアが存在すると判断した場合に
は、複数の非接触型データキャリアが存在する旨の情報を磁気カード読取装置の通信仕様
に倣いクロック信号とデータ信号を用いて前記第２の通信部から前記上位装置に送信する
第１の制御部とを備え、前記上位装置は、前記情報読取装置から送信された情報や読み取
りデータを受信する受信部と、情報を報知する報知部と、前記情報読取装置から受信した
情報を解析し、その情報が磁気カードの規格に定められた様式とは異なる様式とした複数
の非接触型データキャリアが存在することを示す情報である場合にその旨を前記報知部に
報知させる第２の制御部とを備えたものである。
【００１９】
　この構成によれば、情報読取装置は、磁気カード読取装置の通信仕様に倣いクロック信
号とデータ信号を用いて、通信可能範囲内に複数の非接触型データキャリアが同時に存在
する旨の情報を上位装置に送信することができ、上位装置は、情報読取装置から受信した
情報を解析し、その情報が複数の非接触型データキャリアが存在することを示す情報であ
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る場合にその旨を報知部により報知することができる。
【００２０】
　また、本発明の情報読取システムは、情報読取装置と前記情報読取装置から情報を受信
する上位装置とからなる情報読取システムであって、前記情報読取装置は、磁気カード読
取部と、前記磁気カード読取部に磁気カードが存在するか否かを検知する磁気カード検知
部と、無線により非接触型データキャリアと通信を行うための第１の通信部と、上位装置
と通信を行うための第２の通信部と、前記第１の通信部を介して行われた前記非接触型デ
ータキャリアとの通信の結果に基づいて前記非接触型データキャリアが期待する仕様に合
致しているか否かを判断し、前記非接触型データキャリアが期待する仕様に合致しないも
のであると判断した場合には、前記非接触型データキャリアが期待する仕様に合致しない
ものである旨の情報を磁気カード読取装置の通信仕様に倣いクロック信号とデータ信号を
用いて前記第２の通信部から前記上位装置に送信する第１の制御部とを備え、前記上位装
置は、前記情報読取装置から送信された情報や読み取りデータを受信する受信部と、情報
を報知する報知部と、前記情報読取装置から受信した情報を解析し、その情報が磁気カー
ド操作時のタイミングチャートとは異なるタイミングとして制御部が疑似的に生成した磁
気カード検知部の磁気カードを検知している旨の信号とクロック信号とデータ信号である
非接触型データキャリアが期待する仕様に合致していないことを示す情報である場合にそ
の旨を前記報知部に報知させる第２の制御部とを備えたものである。
【００２１】
　この構成によれば、情報読取装置は、磁気カード読取装置の通信仕様に倣いクロック信
号とデータ信号を用いて、非接触型データキャリアが期待する仕様に合致しないものであ
る旨の情報を上位装置に送信することができ、上位装置は、情報読取装置から受信した情
報を解析し、その情報が非接触型データキャリアが期待する仕様に合致しないものである
旨の情報である場合にその旨を報知部により報知することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように本発明は、既設の磁気カードシステムを非接触型データキャリア対応に切
り替える際のシステムの大幅な変更が不要で、インフラ対応の投資コストを大幅に低減す
ることができると共に、情報読取装置から送信されるデータが非接触型データキャリアの
読み取りデータか非接触型データキャリアの状態を表す情報かの区別を確実に行うことが
でき、必要に応じて利用者に報知することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態１について、図１から図７を用いて説明する。
【００２４】
　図１において、１は非接触型データキャリアの一例としての非接触ＩＣカード１７に対
応したカードリーダであり、このカードリーダ１は、無線により非接触ＩＣカード１７と
通信を行う通信部２と、通信部２を介して読み取った情報を上位装置である端末５へ送る
Ｉ／Ｆ（インターフェイス）部３と、ＣＰＵ（中央処理装置）４などから構成される。な
お、通信部２は、変調器１１と、電力出力モジュール１２と、アンテナ１３と、帯域フィ
ルタ１４と、増幅器１５および復調器１６などから構成されている。
【００２５】
　ＣＰＵ４は、非接触ＩＣカード１７へのコマンドの発行や、非接触ＩＣカード１７から
受信した情報のデータ変換および端末５への情報の送出など、カードリーダ１全体の制御
を行うものである。また、変調器１１は、ＣＰＵ４が発行するコマンドを非接触ＩＣカー
ド１７に伝送するために搬送周波数信号の変調を行う。そして、変調された信号は電力出
力モジュール１２により、必要な電圧または電流にまで引き上げられ、アンテナ１３から
出力される。帯域フィルタ１４は、電力出力モジュール１２からの強力な信号を遮断し、
アンテナ１３で受信される非接触ＩＣカード１７からの微弱な応答信号のみをフィルタリ
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ングする。この非接触ＩＣカード１７からの応答は、帯域フィルタ１４に接続された増幅
器１５を介して増幅され、復調器１６により信号のデコードが行われてＣＰＵ４へと伝え
られる。また、Ｉ／Ｆ部３から出力されるクロック信号およびデータ信号である磁気デー
タイメージ情報９は、カードリーダ１とのインターフェイスをなす端末５のＩ／Ｆ部６に
送信されるようになっている。
【００２６】
　なお、磁気データイメージ情報９は、非接触ＩＣカード１７から読み取ったデータをＣ
ＰＵ４で磁気カードの規格と同様の様式（データフォーマット）にデータ変換したうえで
、磁気カードリーダの再生回路の出力仕様と同様の仕様で端末５に送出されるが、後述す
るようにＣＰＵ４が通信部２の通信可能範囲内に複数の非接触ＩＣカード１７が存在する
ことを検知した場合や非接触ＩＣカード１７が期待する仕様に合致していないことを認識
した場合などには、その旨を示す情報として磁気カードの規格とは異なるデータフォーマ
ットで端末５に送出される。
【００２７】
　また、カードリーダ１に対する上位装置としての端末５は、カードリーダ１から与えら
れるクロック信号およびデータ信号である磁気データイメージ情報９を受け取るＩ／Ｆ部
６と、カードリーダ１から与えられるＩ／Ｆ部６に入力された磁気データイメージ情報９
が非接触ＩＣカード１７から読み取ったデータであるのか非接触ＩＣカード１７の状態を
表す情報であるのかを判別し、非接触ＩＣカード１７の状態を示す情報であった場合にそ
の旨を適宜報知部７に報知させる主制御部８とから構成される。この主制御部８は、端末
５内の各部の動作を統括するものである。なお、端末５で行う前記判別や報知については
後に説明する。
【００２８】
　また、端末５はネットワークを介してセンタ等に設けられたサーバ１０と接続されてい
る。
【００２９】
　なお、この端末５の例としては、決済用カードを用いて決済処理を行う決済端末装置な
どがあり、図２に端末５の一例としての決済端末装置を示している。図２（ａ）は斜視図
であり、図２（ｂ）は要部断面図である。この図２は、決済端末装置である端末５に磁気
カード読取用の磁気カードリーダ２０が組み込まれた状態を示したものであり、磁気カー
ドリーダ２０は図３に示すように、磁気カード１８の情報を読み取る磁気ヘッド２１と、
磁気ヘッド２１で読み取った情報を処理して端末５へ送る再生回路２２などから構成され
る。なお、この再生回路２２は、磁気カード１８上の磁気ストライプ１９から磁気ヘッド
２１を通して再生したアナログ信号をディジタル信号に変換して出力するものである。
【００３０】
　そして、上記したカードリーダ１と端末５とにより情報読取システムが構成されている
。なお、この情報読取システムは、カードリーダ１と端末５とが別体に存在したものであ
っても、カードリーダ１を端末５に組み込んで一体としたものであっても良い。また、端
末５が決済端末装置である場合、端末５はＩ／Ｆ部６に入力されたカードデータに基づい
て、ネットワークを介してサーバ１０へカード情報の与信照会や、売上げ処理などを行う
。
【００３１】
　以上のように構成された情報読取システムについて、図１から図７を用いてその動作を
説明する。
【００３２】
　まず、図２に示すような、磁気カード１８の情報を読み取る機能を備えた端末５の処理
について説明する。なお、この端末５では、図１におけるカードリーダ１に代えて、図３
に示した磁気カードリーダ２０を搭載したものとしている。
【００３３】
　図２（ｂ）に示すように、端末５に設けられたカード走行案内溝２４の走行ガイド２３
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に沿って磁気カード１８を摺動すると、磁気カードリーダ２０に設けられた磁気ヘッド２
１が磁気カード１８の磁気ストライプ１９に圧接され、磁気カード１８の磁気記録データ
が再生される。磁気ヘッド２１による再生波形は、再生回路２２によりクロック信号（デ
ータ判別タイミング信号）とデータ信号とに分離出力される。図４（ａ）は、このときの
各部の信号例を示したものであり、図４（ｂ）はその一部分を拡大したタイミングチャー
トである。このように、磁気カード１８の読み取り機能を有する磁気カードリーダ２０で
読み取られた磁気カード１８の情報は、磁気カード読取装置の通信仕様であるクロック信
号とデータ信号として端末５に送信される。
【００３４】
　次に、上記した磁気カードリーダ２０に代えて、端末５に、非接触ＩＣカード１７との
通信機能を有した図１に示すカードリーダ１を搭載した場合の処理について説明する。
【００３５】
　図１に示すカードリーダ１のＣＰＵ４は、非接触ＩＣカード１７への送信コマンドを随
時発行し、アンテナ１３の交信領域内に非接触ＩＣカード１７が存在するかどうかを周期
的に確認するようになっている。非接触ＩＣカード１７がアンテナ１３に近接されると、
アンテナ１３は非接触ＩＣカード１７からの応答を受けてこの応答をＣＰＵ４に送信し、
ＣＰＵ４は引き続き決められた通信手順に従って逐次的に非接触カード１７に対してコマ
ンドを送信し、非接触ＩＣカード１７内の情報を読み書きする。そして、ＣＰＵ４は図４
に示した磁気カードリーダ２０の再生回路２２の出力仕様と同様の仕様になるように、非
接触ＩＣカード１７から受信した情報をクロック信号およびデータ信号として波形化し、
具体的には、オール“０”、スタートマーク、データ、エンドマーク、ＬＲＣ（水平冗長
検査文字）、オール“０”の順序にて出力する。そして、この波形化後のデータはＩ／Ｆ
部３を介して端末５に送信される。
【００３６】
　端末５の主制御部８が、後述するようにＩ／Ｆ部６に入力されたデータを非接触ＩＣカ
ード１７のデータであると判断すると、端末５は受信したカードデータに基づいて、従来
の磁気カードを対象としたカードシステムの場合と同様に、ネットワークを介してサーバ
１０へカード情報の与信照会や、売上げ処理などを行うことが可能となる。なお、Ｉ／Ｆ
部６に入力される非接触カード１７のデータは、磁気カード１８のデータフォーマットと
同様になるようにしてあるので、既設の磁気カードシステムのネットワーク環境がそのま
ま利用でき、非接触ＩＣカード１７を利用するための特別なネットワークの変更は不要と
なる。
【００３７】
　次に、アンテナ１３の交信領域内に複数の非接触ＩＣカード１７が同時に入れられた場
合について説明する。
【００３８】
　なお、ここではビット符号化の一例として、ビットウィンドウ内のレベルの変化（立下
りエッジまたは立ち上がりエッジ）によりビットの値が定義される符号化方式が使用され
るものとする。この方式では、ビットウィンドウ内に「変化なし」の状態がある場合には
エラーとして認識される。
【００３９】
　図５に示すように、アンテナ１３の交信領域内に２つの非接触ＩＣカード１７が同時に
入れられると、ＣＰＵ４からの送信コマンドを受けて２つの非接触ＩＣカード１７が同時
に応答するため、それぞれの非接触ＩＣカード１７が異なるビット値を送信した場合、カ
ードリーダ１の増幅器１５から出力される信号は、２つの信号が衝突して重なった状態に
なる。そして、受信されるべきビットの負への変化と正への変化が互いに相殺され、復調
器１６の出力においてビットウィンドウ内に「変化なし」の状態が発生する。これにより
、ＣＰＵ４はアンテナ１３の交信領域内に複数の非接触ＩＣカード１７が存在することを
認識することができる。
【００４０】
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　なお、衝突防止アルゴリズムの反復により、アンテナ１３の交信領域内に在る個々の非
接触ＩＣカード１７が保有する固有な製造番号（ＩＤ）等を識別することで、複数の非接
触ＩＣカード１７が存在するかどうかを認識することも可能である。
【００４１】
　次に、非接触型ＩＣカード１７が期待する仕様に合致していない場合の一例として、ア
ンテナ１３の交信領域内に他の種類の非接触ＩＣカード１７が入れられた場合について説
明する。
【００４２】
　一般的に、認証されていないカードリーダからのデータの読み取りおよび／または書き
込みは障害を発生させる可能性があるため、非接触ＩＣカード１７への認証されていない
アクセスは何らかの方法でプロテクトされる。なお、ここではプロテクトの一例として、
秘密鍵を用いた認証手順が使用されるものとする。
【００４３】
　アンテナ１３の交信領域内に非接触ＩＣカード１７が入れられると、最初にカードリー
ダ１と非接触ＩＣカード１７との間で通信関係が築かれる。この後、ＣＰＵ４から非接触
ＩＣカード１７に認証開始のコマンドが送出される。非接触ＩＣカード１７は、このコマ
ンドを受信すると乱数Ａを発生して応答信号に含めてカードリーダ１に返信する。
【００４４】
　次に、非接触ＩＣカード１７から前記応答信号を受信したカードリーダ１のＣＰＵ４は
、乱数Ｂを発生させて共通鍵と共通鍵アルゴリズムを使用して暗号化したデータブロック
を生成し、このデータブロックを非接触ＩＣカード１７に送出する。なお、このデータブ
ロックには２つの乱数（乱数Ａと乱数Ｂ）が含まれる。カードリーダ１から前記データブ
ロックを受信した非接触ＩＣカード１７は、このデータブロックを復号してデータブロッ
ク中に含まれる乱数Ａを取り出し、自身が送った乱数Ａと比較する。それらが同じもので
あった場合、非接触ＩＣカード１７は両者の共通鍵が同じであることを認識する。
【００４５】
　次に、非接触ＩＣカード１７は別の乱数Ｃを発生させ、これと先に受信したデータブロ
ック中に含まれていた乱数Ｂを付加して暗号化したデータブロックを生成し、このデータ
ブロックをカードリーダ１に返信する。非接触ＩＣカード１７から前記データブロックを
受信したカードリーダ１のＣＰＵ４は、このデータブロックを復号してデータブロック中
に含まれる乱数Ｂを取り出し、自身が送った乱数Ｂと比較する。それらが同じものであっ
た場合、ＣＰＵ４は両者の共通鍵が同じであることが立証されたことを認識する。このよ
うにして、カードリーダ１と非接触ＩＣカード１７は同じアプリケーションに属すること
を知ることができ、以後、カードリーダ１は非接触ＩＣカード１７へのアクセスが可能に
なる。
【００４６】
　ところが、他の種類の非接触ＩＣカード１７の場合には、復号したデータブロック中に
含まれる乱数Ｂと自身が送った乱数Ｂとが異なるものになるため、このときＣＰＵ４は非
接触ＩＣカード１７が期待する仕様に合致していないことを認識することができる。
【００４７】
　また、認識するための別の方法として、必須とするコマンドを非接触ＩＣカード１７が
対応していない場合（このとき、そのコマンドに対して無応答となる）や、コマンドに対
する非接触ＩＣカード１７の応答が期待した結果と異なる場合、あるいは非接触ＩＣカー
ド１７内のアプリケーションデータ中に必要な情報が格納されていない等の場合にも、期
待する仕様に合致していないと認識される。
【００４８】
　次に、非接触ＩＣカード１７が正しく処理されたとき、アンテナ１３の交信領域内に複
数の非接触ＩＣカード１７が存在することを認識したとき、アンテナ１３の交信領域内に
存在する非接触ＩＣカード１７が期待する仕様に合致していないことを認識したとき、の
各々の場合のリーダライタ１から端末５に送信される磁気データイメージ情報９のデータ
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フォーマットの例と、端末５にてそれらの情報を解析する場合について説明する。
【００４９】
　図６は、非接触ＩＣカード１７との通信の結果に基づいて、カードリーダ１のＩ／Ｆ部
３から端末５に出力される磁気データイメージ情報９のデータフォーマットの一例を示し
たものであり、それぞれ、図６（ａ）は非接触ＩＣカード１７が正しく処理されたとき、
図６（ｂ）はアンテナ１３の交信領域内に複数の非接触ＩＣカード１７が存在することを
認識したとき、図６（ｃ）は非接触ＩＣカード１７が期待する仕様に合致していないこと
を認識したときのものである。
【００５０】
　なお、ここでは、ＩＤカードの国際規格で定められた記録仕様のうち、トラック１のデ
ータフォーマットで磁気データイメージ情報９が送信されるものとしている。トラック１
において、スタートマークの次の桁はフォーマットコードとして割り当てられており、英
字で“Ａ”から“Ｚ”までの値をとることになっている。
【００５１】
　ここで、図６（ｂ）および図６（ｃ）に示すように、通信可能範囲内に在る非接触ＩＣ
カード１７の状態を表す情報の場合には、磁気データイメージ情報９を生成するＣＰＵ４
にて、フォーマットコードを英字以外の文字（例えば“＃”など）にすることで、図６（
ａ）に示すような非接触ＩＣカード１７のデータと区別することができる。また、フォー
マットコードの次の文字で、情報が示す内容を識別できるようにすることも可能である。
例えば、通信可能範囲内に複数の非接触ＩＣカード１７が存在する場合には、識別情報と
してフォーマットコードの次の文字を“２”とし、非接触ＩＣカード１７が期待する仕様
に合致していない場合には、識別情報としてフォーマットコードの次の文字を“１”とし
てカードリーダ１から端末５に送信する。そして、端末５には、予め、図示しない記憶部
に、フォーマットコードの次の文字が“１”である場合には非接触ＩＣカード１７が期待
する仕様に合致していないことを意味する情報であることを、フォーマットコードの次の
文字が“２”である場合には通信可能範囲内に複数の非接触ＩＣカード１７が存在するこ
とを意味する情報であることを記憶させておく。そして、端末５の主制御部８がカードリ
ーダ１から送信されてきた情報を解析し、この解析した情報と前記記憶部に記憶している
情報とから、カードリーダ１から送られてきた情報が示す内容を識別することが可能とな
る。
【００５２】
　なお、磁気データイメージ情報９を磁気カード１８の規格とは異なるデータフォーマッ
トにする際の好ましい態様としては、例えば、スタートマークのコードを規格に定められ
たコードとは異なる別のコードにすることが考えられる。正規の磁気カードイメージ情報
９の場合、スタートマークはパリテイビットも含めて４５ｈ（１６進数表記）で表される
が、これを７Ｆｈなどにすることにより、会員カードなど限られたエリアで使用されるハ
ウスカードなどと偶然にデータフォーマットが一致してしまう可能性を大幅に低減するこ
とができる。
【００５３】
　なお、スタートマークの代わりにエンドマークのコードを磁気カードの規格に定められ
たコードとは異なる別のコードに換えたり、スタートマークおよびエンドマークの両方を
同時に別のコードに換えたりしても良い。また、ＬＲＣ（水平冗長検査文字）の計算アル
ゴリズムを替えるなどという方法を採っても良い。
【００５４】
　また、アンテナ１３の交信領域内に複数の非接触ＩＣカード１７が存在する場合の磁気
データイメージ情報９と、非接触ＩＣカード１７が期待する仕様に合致しない場合の磁気
データイメージ情報９を、同じデータフォーマットにしているが、それぞれ異なるデータ
フォーマットにしても良い。また、文字数は５文字に限るものでなく、磁気カード１８の
規格を超えるものであっても良い。
【００５５】
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　次に、Ｉ／Ｆ部３から出力される磁気データイメージ情報９を端末５が受け取ったとき
の処理について図７を用いて説明する。
【００５６】
　なお、端末５には、予め磁気データに関するフォーマットと、非接触ＩＣカード１７の
状態を表す情報に関するデータフォーマットとを情報として上記した図示しない記憶部に
記憶させておき、端末５の主制御部８が、前述の予め与えられたフォーマットとＩ／Ｆ部
６に入力されたクロック信号およびデータ信号である磁気データイメージ情報９のフォー
マットとを比較することにより、Ｉ／Ｆ部６に入力された磁気データイメージ９がどちら
の情報なのかを識別することができるようになっている。また、この識別した結果に基づ
いて、端末５の報知部７により利用者や操作者などに非接触ＩＣカード１７との通信の状
態を報知するようになっており、この報知部７の例としては、視覚的にメッセージを表示
するＬＣＤなどの表示デバイスがある。
【００５７】
　以下、非接触ＩＣカード１７との通信の状態等を報知する例について、図７を用いて説
明する。
【００５８】
　端末５の主制御部８は、カード処理が許可されている間、Ｉ／Ｆ部６に入力があるかど
うかを確認する。（ステップＳ１）
　入力があることを検知した場合には、その入力が完全に終わるまで待ってから受信デー
タのフォーマットの照合を行い（ステップＳ２およびステップＳ３）、受信データが図６
（ａ）に示す正規な磁気データのデータフォーマットと一致していれば、端末５の報知部
７である表示デバイスに処理中であることを報知するメッセージを表示して（ステップＳ
６）、カード情報の与信照会や売上げ処理など行う。（ステップＳ１０）
　一方、Ｉ／Ｆ部６で受信したデータが、非接触ＩＣカード１７の状態を表す情報である
と判断した場合には、さらにその詳細な内容を解析して（ステップＳ４およびステップＳ
５）、図６（ｂ）に示すデータフォーマットと一致した場合には、表示デバイスに、通信
可能範囲内に複数の非接触ＩＣカード１７が在る旨のメッセージを表示して利用者等に報
知を行う（ステップＳ７）。また、Ｉ／Ｆ部６で受信したデータが、図６（ｃ）に示すデ
ータフォーマットと一致した場合には、表示デバイスに、非接触ＩＣカード１７が使えな
い旨のメッセージを表示して利用者等に報知を行う（ステップＳ８）。
【００５９】
　なお、いずれのデータフォーマットにも一致しなかった場合には、表示デバイスに、再
度カード操作を促すメッセージを表示して利用者等に報知を行う（ステップＳ９）。
【００６０】
　このように、非接触ＩＣカード１７の読み取り状況に応じた報知を行うことにより、非
接触ＩＣカード１７の利用者や操作者などは、非接触ＩＣカード１７との通信に関する現
在の状況を確実に知ることができ、例えば、非接触ＩＣカード１７が使えない旨のメッセ
ージの報知を受けた場合には、使えないカードを取り除いたり、正しいカードに差し替え
たりといった適切な行動をとることができる。
【００６１】
　なお、報知部７はＬＥＤなどのランプが点灯するものであっても良いし、音やメロディ
など聴覚的に伝えるものであっても良い。
【００６２】
　なお、本実施の形態では、カードリーダ１は非接触ＩＣカード１７のみに対応した例を
示しているが、その他の非接触型データキャリアに対応したもの、あるいは磁気カードや
接触ＩＣカードなど複数のカードに対応したものであっても良いことは言うまでもない。
【００６３】
　また、本実施の形態では、カードリーダ１は端末５に組み込まれた例を示しているが、
これに限るものではなく、カードリーダ１と端末５とが別個に存在し、カードリーダ１が
端末５の外部機器として接続されるものであっても良い。この場合、カードリーダ１にも
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報知部を設け、カードリーダ１からも報知を行うようにしてもよい。あるいは、端末５と
カードリーダ１のどちらかに報知部を設け、どちらかのみから報知を行うようにしても良
い。
【００６４】
　また、本実施の形態では、通信可能範囲内に在る非接触型データキャリア１７の状態を
、アンテナ１３の交信領域内に複数の非接触ＩＣカード１７が存在するか、あるいは非接
触ＩＣカード１７が期待する仕様に合致していないか、の２つにしか区別していないが、
さらに詳細に区別し、その旨の情報を端末５に送信するようにしても良い。また、通信可
能範囲内に非接触ＩＣカード１７が１つも無いなどといった上記以外の情報を端末５に送
信し、それらの情報を端末５により報知するようにしても良い。
【００６５】
　（実施の形態２）
　図８は、本実施の形態における情報読取システムの概略構成を示すブロック図である。
【００６６】
　本実施の形態において、実施の形態１と同様の箇所については同一の符号を付して詳細
な説明を省略する。実施の形態１と異なるのは、カードリーダ１が磁気カード１８および
非接触ＩＣカード１７の両方の処理に対応した複合型のカードリーダであるという点と、
カード検出センサ２６の出力信号も併せてカードリーダ１のＩ／Ｆ部３から端末５に出力
される点である。
【００６７】
　なお、カードリーダ１のＩ／Ｆ部３は、ＣＰＵ４からの図示していない制御信号に基づ
いて、磁気ヘッド２１で読み取った情報を端末５に出力するのか、アンテナ１３で受信し
た情報に基づいた情報を端末５に出力するのかを切り替える信号セレクタとしても機能す
るものである。そして、通常は磁気ヘッド２１で読み取った情報とカード検出センサ２６
の出力信号とを端末５に出力する状態になっているが、ＣＰＵ４がアンテナ１３を介して
非接触ＩＣカード１７から情報を受け取り、ＣＰＵ４から非接触ＩＣカード１７との通信
の結果を端末５に出力する旨の信号をＩ／Ｆ部３が受信した場合には、ＣＰＵ４が生成す
る、カード検出センサ２６の出力信号に似せた擬似的なカード検出センサの信号およびク
ロック信号とデータ信号である磁気データイメージ情報９とを端末５に出力するように切
り替える。
【００６８】
　なお、このカード検出センサ２６が搭載されるカードリーダの例としては、スロットタ
イプのカードリーダなどがある。図９は、このスロットタイプのカードリーダの構造を示
した概略図であり、図９（ａ）は磁気カード１８が挿入される前の状態を示しており、図
９（ｂ）は磁気カード１８が完全に挿入された状態を示している。なお、カード検出セン
サ２６は、図９には図示されていないが、カード収納箱２５に磁気カード１８が完全に挿
入されているかどうかを検知できるように、カード収納箱２５の奥側に配設されている。
そして、このカード検出センサ２６は、一例として、光を発光する発光部とこの発光部が
発光した光を受光する受光部とからなり、磁気カード１８が完全に挿入された場合に発光
部が発光した光がこの磁気カード１８により遮られ、受光部が光を受光できなくなった場
合に磁気カード１８が完全に挿入されたことを検出するものである。
【００６９】
　図１０は、このカードリーダ１のカード収納箱２５に磁気カード１８を挿入して引き抜
くという一連の操作で出力される各部の信号を示したものである。なお、クロック信号と
データ信号は、カードリーダ１に取り付けられた磁気ヘッド２１と磁気カード１８の磁気
ストライプ１９とが圧接された状態で摺動するときに出力される信号であるため、磁気カ
ード１８が挿入および引き抜かれるといった磁気カード１８が移動している間は出力され
るが、磁気カード１８が完全に挿入されている（停止している）ことを示すカード検出セ
ンサ２６の出力信号がアクティブ（Ｈｉｇｈ区間）の間は出力されない。
【００７０】



(13) JP 4622368 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

　図１１は、非接触ＩＣカード１７との通信の結果に基づいてカードリーダ１のＣＰＵ４
で生成され、カードリーダ１のＩ／Ｆ部３から端末５へ出力される信号を示すものであり
、図１１（ａ）は正しく読み取りが行われた非接触ＩＣカード１７のデータを出力すると
きの信号の一例を示し、図１１（ｂ）は異常状態である非接触ＩＣカード１７の状態を表
す情報を出力するときの信号の一例を示したものである。磁気カード１８の読み取りは、
カード収納箱２５にカードを完全に挿入した状態から引き抜くときに行われるため、磁気
カードの通信仕様と同様にした非接触ＩＣカード１７のデータは、このカード引き抜き時
の信号波形を模擬している。すなわち、図１１（ａ）に示すように、カード検出センサ２
６の出力信号であるセンサ信号がノンアクティブ（Ｌｏｗ区間）の間にクロック信号およ
びデータ信号が出力される。
【００７１】
　一方、非接触ＩＣカード１７との通信の状態を表す情報を出力する際のタイミングチャ
ートについては、前述の非接触ＩＣカード１７のデータを出力する場合と完全に切り分け
ができるように、磁気カードを操作したときには発生し得ないタイミング、すなわち、図
１１（ｂ）に示すようにカード検出センサ２６の出力信号であるセンサ信号がアクティブ
（Ｈｉｇｈ区間）の間にクロック信号およびデータ信号を出力するものとしている。
【００７２】
　なお、端末５には予め非接触ＩＣカード１７のデータを送信する場合のタイミングチャ
ートと、非接触ＩＣカード１７の状態を表す情報を送信する場合のタイミングチャートと
を情報として与えておき、端末５の主制御部８は前述の予め与えられたタイミングチャー
トとＩ／Ｆ部６に入力された各信号のタイミングチャートとを比較することにより、Ｉ／
Ｆ部６に入力された磁気データイメージ情報９がどちらの情報なのかを識別することがで
きるようになっており、異常を示す場合には、その旨を報知部７により操作者等に報知す
るものである。
【００７３】
　なお、正常に読み取られた非接触ＩＣカード１７のデータを出力する場合のタイミング
チャートについては、カード引き抜き時の信号波形を模擬する例について示したが、カー
ド挿入時の信号波形を模擬するようにしても良いし、挿入時と引き抜き時の両方の信号波
形を模擬するようにしても良い。
【００７４】
　また、非接触ＩＣカード１７の状態を表す情報については、実施の形態１と同様に非接
触ＩＣカード１７のデータのフォーマットと異なるものにしても良い。
【００７５】
　なお、本実施の形態では、カードリーダ１が磁気カード１８および非接触ＩＣカード１
７の両方に対応している例について説明したが、非接触ＩＣカード１７のみに対応したも
の、あるいはその他のデータキャリアに対応したものであっても良い。
【００７６】
　以上のように本実施の形態によれば、カードリーダ１と端末５の接続に関して、端末５
側はクロック信号とデータ信号とを用いた従来の磁気カードリーダとのインターフェイス
回路からの変更が不要であり、かつ通信可能範囲内に複数の非接触ＩＣカード１７が存在
するなどといったカードデータ以外の情報をも受け取ることができるため、非接触ＩＣカ
ード対応へのインフラ切り替えに伴う障害もなく、同時にインフラ対応の投資コストも抑
えることができる。
【００７７】
　また、実施の形態１と同様に、ＣＰＵ４で生成しＩ／Ｆ部３から端末５に出力される非
接触ＩＣカード１７のデータや情報の通信仕様を磁気カード１８のデータの通信仕様と同
様とすることで、端末５側はプログラムの追加など最小限のソフト変更のみで非接触ＩＣ
カード１７の適用を可能にしており、端末５側への影響を最小限に抑えることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
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　本発明の情報読取装置および情報読取システムは、既設の磁気カードシステムを非接触
ＩＣカード対応にする際に、システムの大幅な変更が不要となりインフラ切り替えの投資
コストを大幅に低減することができると共に、非接触ＩＣカードのデータあるいは非接触
ＩＣカードの状態を表す情報を通信することができ、磁気カードを対象とした既存のイン
フラに対応する情報読取装置および情報読取システムのアップグレードなどに有用である
。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の実施の形態１における情報読取システムの概略構成を示す図
【図２】（ａ）磁気カードリーダを備えた端末の一例を示す図、（ｂ）磁気カードリーダ
を備えた端末の要部を切り欠いた図
【図３】同磁気カードリーダの概略構成を示す図
【図４】（ａ）磁気カードリーダの各部の信号例を示す図、（ｂ）磁気カードリーダの各
部の信号例の一部分を拡大したタイミングチャート
【図５】非接触ＩＣカードとの通信において衝突が起こったときの信号の一例を示す図
【図６】（ａ）正規な磁気データイメージ情報の例を示す図、（ｂ）複数の非接触ＩＣカ
ードが同時に存在する場合に送出する磁気データイメージ情報の例を示す図、（ｃ）非接
触ＩＣカードが期待する仕様に合致していない場合に送出する磁気データイメージ情報の
例を示す図
【図７】端末におけるカード処理を概略的に示したフローチャート
【図８】本発明の実施の形態２における情報読取システムの概略構成を示す図
【図９】（ａ）磁気カードが挿入される前のカードリーダを示す図、（ｂ）磁気カードが
完全に挿入されたカードリーダを示す図
【図１０】磁気カードを操作したときに出力される信号の一例を示す図
【図１１】（ａ）正しく読み取りが行われた非接触ＩＣカードのデータを出力するときの
信号の一例を示す図、（ｂ）異常状態である非接触ＩＣカードの状態を表す情報を出力す
るときの信号の一例を示す図
【図１２】従来のＩＣカード読み取り書き込み装置が接続されるカード式自動販売機の概
略構成を示す図
【符号の説明】
【００８０】
　１　カードリーダ
　２　通信部
　３　Ｉ／Ｆ部
　４　ＣＰＵ（中央処理装置）
　５　端末
　６　Ｉ／Ｆ部
　７　報知部
　８　主制御部
　９　磁気データイメージ情報
　１０　サーバ
　１１　変調器
　１２　電力出力モジュール
　１３　アンテナ
　１４　帯域フィルタ
　１５　増幅器
　１６　復調器
　１７　非接触ＩＣカード
　１８　磁気カード
　１９　磁気ストライプ
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　２０　磁気カードリーダ
　２１　磁気ヘッド
　２２　再生回路
　２３　走行ガイド
　２４　カード走行案内溝
　２５　カード収納箱
　２６　カード検出センサ
　１０１　カード式自動販売機
　１０２　主制御部
　１０３　表示制御部
　１０４　商品搬送部
　１０５　硬貨計数制御部
　１０６　キー入力制御部
　１０７　コネクタ
　１０８　制御バスライン
　１０９　磁気カード読み取り書き込み装置
　１１０　通信インターフェイス
　１１１　ＩＣカード読み取り書き込み装置
　１１２　通信インターフェイス
　１１３　通信データ変換インターフェイス

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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