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(57)【要約】
【課題】非接触ＩＣカード及び非接触ＩＣを備えた携帯
端末を使用することができ、顧客にとっての操作性が高
く、レシートやカードの取り忘れがなく、部品点数が増
加することがなく、コストを低減することができるよう
にする。
【解決手段】顧客が操作する顧客用表示操作兼用装置と
、該顧客用表示操作兼用装置の側方に配設された非接触
ＩＣかざし部と、該非接触ＩＣかざし部の近傍に配設さ
れたカードスロット及びレシート口、該レシート口から
排出されるレシートを発行するレシートプリンタ、並び
に、前記カードスロット内に配設されたカード搬送路を
備えるカード取扱部と、前記ＩＣと非接触で通信を行う
非接触ＩＣリーダライタとを有し、該非接触ＩＣリーダ
ライタが前記非接触ＩＣかざし部の下方と前記カード搬
送路の下方との間を移動可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）非接触で通信を行うＩＣを備えるカード及び携帯端末を使用して金融取引を行うこ
とが可能な非接触ＩＣ対応自動取引装置であって、
（ｂ）顧客が操作する顧客用表示操作兼用装置と、
（ｃ）該顧客用表示操作兼用装置の側方に配設された非接触ＩＣかざし部と、
（ｄ）該非接触ＩＣかざし部の近傍に配設されたカードスロット及びレシート口、該レシ
ート口から排出されるレシートを発行するレシートプリンタ、並びに、前記カードスロッ
ト内に配設されたカード搬送路を備えるカード取扱部と、
（ｅ）前記ＩＣと非接触で通信を行う非接触ＩＣリーダライタとを有し、
（ｆ）該非接触ＩＣリーダライタが前記非接触ＩＣかざし部の下方と前記カード搬送路の
下方との間を移動可能であることを特徴とする非接触ＩＣ対応自動取引装置。
【請求項２】
（ａ）非接触で通信を行うＩＣを備えるカード及び携帯端末を使用して金融取引を行うこ
とが可能な非接触ＩＣ対応自動取引装置であって、
（ｂ）顧客が操作する顧客用表示操作兼用装置と、
（ｃ）該顧客用表示操作兼用装置の側方に配設された非接触ＩＣかざし部と、
（ｄ）該非接触ＩＣかざし部の近傍に配設されたカードスロット及びレシート口、該レシ
ート口から排出されるレシートを発行するレシートプリンタ、並びに、前記カードスロッ
ト内に配設されたカード搬送路を備えるカード取扱部と、
（ｅ）前記ＩＣと非接触で通信を行う非接触ＩＣリーダライタとを有し、
（ｆ）該非接触ＩＣリーダライタが前記非接触ＩＣかざし部の下方と前記カード搬送路の
下方とに跨るように配設されていることを特徴とする非接触ＩＣ対応自動取引装置。
【請求項３】
前記非接触ＩＣリーダライタは、前記カード搬送路内のカードのＩＣと通信を行うととも
に、前記非接触ＩＣかざし部にかざすか、又は、載置された携帯端末のＩＣと通信を行う
請求項１又は２に記載の非接触ＩＣ対応自動取引装置。
【請求項４】
前記カード取扱部は、前記カード搬送路内のカードと接触する接触型リーダライタを更に
備える請求項１又は２に記載の非接触ＩＣ対応自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触ＩＣ対応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、郵便局等の金融機関に口座を開設した顧客は、前記金融機関の
支店等に配設されたＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｅｌｌｅｒ　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
置を操作する際、キャッシュカードを使用するようになっている。該キャッシュカードに
は、口座番号等のデータを記憶する記憶手段として磁気ストライプを備えるタイプの磁気
カードと、記憶手段としてＩＣを備えるタイプのＩＣカードとがある。また、ＩＣには、
接触して通信を行うタイプと非接触で通信を行うタイプとがあり、それに対応してＩＣカ
ードも接触ＩＣカードと非接触ＩＣカードとに分類される（例えば、特許文献１参照。）
。さらに、近年では、非接触ＩＣを備えた携帯電話機等の携帯端末を非接触ＩＣカードと
して使用することもできるようになっている。
【０００３】
　図２は従来の自動取引装置を示す斜視図、図３は従来の自動取引装置の要部の構造を示
す図である。
【０００４】
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　図において、１００は自動取引装置であり、装置本体外面の顧客が操作する側に、非接
触ＩＣかざし部１０１、カード挿入口１０２ａ及びレシート口１０２ｂを備えるカード取
扱部１０２、通帳入出口１０３、紙幣入出金口１０４、硬貨入出金口１０５及びタッチパ
ネルディスプレイ１０６が配設されている。そして、非接触ＩＣかざし部１０１の下方に
おける装置本体内には、非接触ＩＣと接触せずに情報の読取又は書込を行う非接触ＩＣリ
ーダライタ２０１が配設されている。また、カード取扱部１０２の内部には、磁気カード
又は接触ＩＣカードである接触カード２０６ａを搬送するカード搬送路２０２が配設され
るとともに、該カード搬送路２０２に沿って磁気ストライプ又はＩＣと接触して情報の読
取又は書込を行う接触型リーダライタ２０３が配設されている。さらに、カード取扱部１
０２の内部には、取引明細票としてのレシート２０５を発行するレシートプリンタ２０４
が配設されている。
【０００５】
　そして、顧客が磁気カード又は接触ＩＣカード、すなわち、接触カード２０６ａを使用
して自動取引装置１００を操作して金融取引を行う場合には、接触型リーダライタ２０３
によってカード挿入口１０２ａに挿入された接触カード２０６ａの情報の読取又は書込が
行われる。なお、金融取引が終了すると、レシート２０５がレシートプリンタ２０４によ
って発行されてレシート口１０２ｂから排出される。
【０００６】
　また、顧客が非接触ＩＣカード２０６ｂ又は非接触ＩＣを備えた携帯端末２０７を使用
して自動取引装置１００を操作して金融取引を行う場合には、非接触ＩＣカード２０６ｂ
又は携帯端末２０７を非接触ＩＣかざし部１０１にかざすと、非接触ＩＣリーダライタ２
０１によって非接触ＩＣと接触せずに情報の読取又は書込が行われる。なお、金融取引が
終了すると、レシート２０５がレシートプリンタ２０４によって発行されてレシート口１
０２ｂから排出される。
【０００７】
　また、非接触ＩＣカード２０６ｂもカード挿入口１０２ａに挿入するタイプの自動取引
装置１００も使用されている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００８】
　図４は従来の他の自動取引装置を示す斜視図、図５は従来の他の自動取引装置の要部の
構造を示す図である。
【０００９】
　図４及び５に示される自動取引装置１００においては、非接触ＩＣかざし部１０１が省
略されている。また、カード取扱部１０２の内部におけるカード搬送路２０２が延長され
、接触型リーダライタ２０３よりも奥側に非接触ＩＣリーダライタ２０１が配設されてい
る。
【００１０】
　そして、顧客が接触カード２０６ａを使用して自動取引装置１００を操作して金融取引
を行う場合には、図２及び３に示される例と同様に、接触型リーダライタ２０３によって
カード挿入口１０２ａに挿入された接触カード２０６ａの情報の読取又は書込が行われる
。なお、金融取引が終了すると、レシート２０５がレシートプリンタ２０４によって発行
されてレシート口１０２ｂから排出される。
【００１１】
　また、顧客が非接触ＩＣカード２０６ｂを使用して自動取引装置１００を操作して金融
取引を行う場合には、非接触ＩＣカード２０６ｂをカード挿入口１０２ａに挿入すると、
非接触ＩＣリーダライタ２０１によって非接触ＩＣと接触せずに情報の読取又は書込が行
われる。なお、金融取引が終了すると、レシート２０５がレシートプリンタ２０４によっ
て発行されてレシート口１０２ｂから排出される。
【特許文献１】特開平５－１０８９２９号公報
【特許文献２】特開平１１－７５０９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、前記従来の自動取引装置１００においては、非接触ＩＣかざし部１０１
を有するタイプでは、該非接触ＩＣかざし部１０１が配設されている場所とカード挿入口
１０２ａ及びレシート口１０２ｂが配設されている場所とが離れているので、顧客にとっ
ての操作性が低くなってしまう。そのため、顧客が非接触ＩＣカード２０６ｂ又は携帯端
末２０７を使用して金融取引を行った場合には、レシート口１０２ｂから排出されたレシ
ート２０５を取り忘れてしまうことがある。また、顧客が非接触ＩＣカード２０６ｂ又は
携帯端末２０７と接触カード２０６ａとを同時に使用して金融取引を行った場合には、カ
ード挿入口１０２ａから排出された接触カード２０６ａを取り忘れてしまうことがある。
【００１３】
　一方、非接触ＩＣかざし部１０１を有していないタイプの自動取引装置１００において
は、カード挿入口１０２ａ及びレシート口１０２ｂとが一箇所にまとまって配設されてい
るので、顧客が非接触ＩＣカード２０６ｂを使用して金融取引を行った場合でも、レシー
ト口１０２ｂから排出されたレシート２０５を取り忘れてしまうことがない。しかし、非
接触ＩＣかざし部１０１を有していないので、非接触ＩＣを備えた携帯端末２０７を使用
して金融取引を行うことは不可能である。
【００１４】
　本発明は、前記従来の自動取引装置の問題点を解決して、顧客用表示操作兼用装置の側
方に非接触ＩＣかざし部を配設し、該非接触ＩＣかざし部の近傍にカードスロット及びレ
シート口を配設するとともに、非接触ＩＣリーダライタを非接触ＩＣかざし部の下方とカ
ード搬送路の下方との間を移動可能なように配設することによって、非接触ＩＣカード及
び非接触ＩＣを備えた携帯端末を使用することができ、顧客にとっての操作性が高く、レ
シートやカードの取り忘れがなく、部品点数が増加することがなく、コストを低減するこ
とができる非接触ＩＣ対応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】
【００１５】
　そのために、本発明の非接触ＩＣ対応自動取引装置においては、非接触で通信を行うＩ
Ｃを備えるカード及び携帯端末を使用して金融取引を行うことが可能な非接触ＩＣ対応自
動取引装置であって、顧客が操作する顧客用表示操作兼用装置と、該顧客用表示操作兼用
装置の側方に配設された非接触ＩＣかざし部と、該非接触ＩＣかざし部の近傍に配設され
たカードスロット及びレシート口、該レシート口から排出されるレシートを発行するレシ
ートプリンタ、並びに、前記カードスロット内に配設されたカード搬送路を備えるカード
取扱部と、前記ＩＣと非接触で通信を行う非接触ＩＣリーダライタとを有し、該非接触Ｉ
Ｃリーダライタが前記非接触ＩＣかざし部の下方と前記カード搬送路の下方との間を移動
可能である。
【００１６】
　本発明の他の非接触ＩＣ対応自動取引装置においては、非接触で通信を行うＩＣを備え
るカード及び携帯端末を使用して金融取引を行うことが可能な非接触ＩＣ対応自動取引装
置であって、顧客が操作する顧客用表示操作兼用装置と、該顧客用表示操作兼用装置の側
方に配設された非接触ＩＣかざし部と、該非接触ＩＣかざし部の近傍に配設されたカード
スロット及びレシート口、該レシート口から排出されるレシートを発行するレシートプリ
ンタ、並びに、前記カードスロット内に配設されたカード搬送路を備えるカード取扱部と
、前記ＩＣと非接触で通信を行う非接触ＩＣリーダライタとを有し、該非接触ＩＣリーダ
ライタが前記非接触ＩＣかざし部の下方と前記カード搬送路の下方とに跨（またが）るよ
うに配設されている。
【００１７】
　本発明の更に他の非接触ＩＣ対応自動取引装置においては、さらに、前記非接触ＩＣリ
ーダライタは、前記カード搬送路内のカードのＩＣと通信を行うとともに、前記非接触Ｉ
Ｃかざし部にかざすか、又は、載置された携帯端末のＩＣと通信を行う。
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【００１８】
　本発明の更に他の非接触ＩＣ対応自動取引装置においては、さらに、前記カード取扱部
は、前記カード搬送路内のカードと接触する接触型リーダライタを更に備える。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、非接触ＩＣ対応自動取引装置においては、顧客用表示操作兼用装置の
側方に非接触ＩＣかざし部が配設され、該非接触ＩＣかざし部の近傍にカードスロット及
びレシート口が配設されるとともに、非接触ＩＣリーダライタを非接触ＩＣかざし部の下
方とカード搬送路の下方との間を移動可能なように配設されている。これにより、非接触
ＩＣカード及び非接触ＩＣを備えた携帯端末を使用することができ、顧客にとっての操作
性が高く、レシートやカードの取り忘れがなく、部品点数が増加することがなく、コスト
を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　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。
【００２１】
　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を示す図、図６は本発明の第１
の実施の形態における自動取引装置の要部の構造を示す図である。
【００２２】
　図において、１０は、非接触ＩＣ対応自動取引装置としての自動取引装置であり、例え
ば、銀行、信用金庫、郵便局等の金融機関の支店等に配設されたＡＴＭ、ＣＤ等であって
、前記金融機関の顧客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、定期性預金設定等の金融サービスを利用するための装置である。なお、前記自動取
引装置１０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。また、前記自動取引装置１０は、他の機
能、例えば、チケット予約機能、商品購入申込み機能、クレジットカードの与信確認機能
、施設情報案内機能等を有するキオスク（ＫＩＯＳＫ）端末のような多機能端末であって
もよい。なお、前記顧客は、金融機関に自己の口座を開設し、前記金融サービスを利用す
る者であり、一般的に個人であるが、企業、団体等であってもよい。
【００２３】
　そして、前記自動取引装置１０は、ＣＲＴ、液晶ディスプレイ、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）ディスプレイ等を備え、入力装置と表示装置との機能を
兼ね備えるタッチパネル等である顧客用表示操作兼用装置１６を有する。顧客は、顧客用
表示操作兼用装置１６に表示されたガイダンス等に従い、顧客用表示操作兼用装置１６に
表示された選択ボタンにタッチするなどして、金融取引の選択、暗証番号や金額の入力等
の必要な操作を行う。なお、前記顧客用表示操作兼用装置１６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。
【００２４】
　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２６を取り扱うカード取
扱部１２を有する。ここで、前記カード２６は、金融機関が顧客に対して発行した入金、
出金、振込、振替、残高照会等の金融取引を行うためのカード２６であり、口座番号等の
情報を記憶する記憶手段を備える。なお、前記カード２６には、口座番号等のデータを記
憶する記憶手段として磁気ストライプを備えるタイプの磁気カードと、記憶手段としてＩ
Ｃを備えるタイプのＩＣカードとがある。また、ＩＣには、接触して通信を行うタイプと
非接触で通信を行うタイプとがあり、それに対応してＩＣカードも接触ＩＣカードと非接
触ＩＣカードとに分類される。本実施の形態においては、磁気カード及び接触ＩＣカード
を接触カード２６ａとして説明し、非接触ＩＣカードを非接触カード２６ｂとして説明す
る。
【００２５】
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　そして、前記カード取扱部１２は、顧客用表示操作兼用装置１６の側方に配設されてい
る。また、前記カード取扱部１２の前面には、カード２６を挿入するカードスロット１２
ａ及び取引明細票としてのレシート２５が排出されるレシート口１２ｂが形成されている
。本実施の形態においては、該レシート口１２ｂがカードスロット１２ａの上に位置する
ように形成されている。そして、カード取扱部１２の内部には、レシート２５を発行する
レシートプリンタ２４が配設されている。前記レシート２５は、入金、出金、残高照会、
振込、振替、送金、定期性預金設定等の顧客が行った金融取引に関する情報が印刷されて
いる紙片であり、口座番号、金融取引の種類、取引金額等が印刷されている。なお、前記
レシート２５は、顧客が希望したときだけに発行されるようにしてもよい。
【００２６】
　また、前記カードスロット１２ａ内には、カード２６を搬送するカード搬送路２２が配
設されている。該カード搬送路２２は、レシートプリンタ２４より下に位置する。そして
、カード搬送路２２の奥側には、接触カード２６ａの磁気ストライプ又はＩＣと接触して
情報の読取又は書込を行う接触型リーダライタ２３が前記カード搬送路２２に沿って配設
されている。また、該カード搬送路２２の手前側、すなわち、接触型リーダライタ２３よ
りもカードスロット１２ａ寄りの位置におけるカード搬送路２２の下方には、非接触カー
ド２６ｂの非接触ＩＣと接触せずに通信を行って、情報の読取又は書込を行う非接触ＩＣ
リーダライタ２１が移動して来ることができるようになっている。
【００２７】
　さらに、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１３を有す
る。ここで、前記通帳は、金融機関が顧客に対して発行した預金通帳等の冊子状の通帳で
あり、入金、出金、振込、振替、送金、定期性預金設定等の金融取引の記録が印刷されて
いるものである。なお、前記通帳の表紙又は裏表紙には、顧客の氏名、口座番号、暗証番
号等の情報を格納する磁気ストライプを備える。また、前記通帳記帳部１３は、通帳が挿
入される通帳挿入口１３ａを備え、該通帳挿入口１３ａ内には、図示されない通帳を搬送
する搬送経路、通帳に前記金融取引の記録を印刷する印字ヘッド、及び、通帳の磁気スト
ライプに記録された磁気データの読取、上書、消去等を行うための磁気ヘッド等の記録ヘ
ッドが配設されている。
【００２８】
　そして、前記自動取引装置１０は、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。前記紙幣入出金部は、入金等の金融取引において顧客が紙幣入
出金口１４に入金した紙幣を受け取りカウントするとともに、出金等の金融取引において
所定金額の紙幣を紙幣入出金口１４から払い出す。なお、該紙幣入出金口１４にはシャッ
タが配設され、該シャッタは、紙幣を入金するとき及び払い出すときに開くようになって
いる。また、前記硬貨入出金部は、入金等の金融取引において顧客が硬貨入出金口１５に
入金した硬貨を受け取りカウントするとともに、出金等の金融取引において所定金額の硬
貨を硬貨入出金口１５から払い出す。なお、該硬貨入出金口１５にはシャッタが配設され
、該シャッタは、硬貨を入金するとき及び払い出すときに開くようになっている。
【００２９】
　また、前記自動取引装置１０は非接触ＩＣかざし部１１を有する。該非接触ＩＣかざし
部１１は、顧客用表示操作兼用装置１６の側方であり、かつ、カード取扱部１２の前面に
形成されたカードスロット１２ａ及びレシート口１２ｂの近傍に配設されている。そして
、前記非接触ＩＣかざし部１１の下方には、非接触ＩＣリーダライタ２１が移動して来る
ことができるようになっている。すなわち、非接触ＩＣリーダライタ２１は、非接触ＩＣ
かざし部１１の下方とカード搬送路２２の下方との間を移動可能なように配設されている
。これにより、本実施の形態において、顧客は、非接触カード２６ｂに代えて、非接触Ｉ
Ｃを備えた携帯電話機等の携帯端末２７を使用することができる。すなわち、非接触ＩＣ
リーダライタ２１が非接触ＩＣかざし部１１の下方に位置するときに、携帯端末２７を非
接触ＩＣかざし部１１にかざすか、又は、該非接触ＩＣかざし部１１に載置すると、非接
触ＩＣリーダライタ２１によって、携帯端末２７が備える非接触ＩＣと接触せずに通信が
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行われ、情報の読取又は書込が行われる。
【００３０】
　さらに、自動取引装置１０は、図示されないネットワークを介して金融機関のコンピュ
ータセンタ等に配設された勘定系上位装置としてのホストコンピュータと通信可能に接続
されている。なお、前記ネットワークは、有線又は無線の公衆通信回線網、専用通信回線
網、イントラネット、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉ
ｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）、衛星通信回線網等いかなる通信回線網であってもよく、これらを適宜組み合
わせたものであってもよい。
【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。
【００３２】
　まず、接触カード２６ａを使用して自動取引装置１０を操作して金融取引を行う場合、
顧客は、前記接触カード２６ａをカードスロット１２ａに挿入する。すると、前記接触カ
ード２６ａはカード搬送路２２内を奥まで搬送され、前記接触カード２６ａの磁気ストラ
イプ又はＩＣが接触型リーダライタ２３と接触し、該接触型リーダライタ２３によって情
報の読取又は書込が行われる。これにより、顧客は自動取引装置１０を操作して金融取引
を行うことができる。そして、前記金融取引が終了すると、前記接触カード２６ａはカー
ドスロット１２ａから排出されるので、顧客は前記接触カード２６ａを回収することがで
きる。なお、レシートプリンタ２４によって発行されたレシート２５も、同時にレシート
口１２ｂから排出されるので、顧客はレシート２５も受け取ることができる。
【００３３】
　次に、非接触カード２６ｂを使用して自動取引装置１０を操作して金融取引を行う場合
、顧客は、前記非接触カード２６ｂをカードスロット１２ａに挿入する。すると、前記非
接触カード２６ｂは、カード搬送路２２内を搬送されるが、手前側、すなわち、接触型リ
ーダライタ２３よりもカードスロット１２ａ寄りの位置で待機させられる。そして、非接
触ＩＣかざし部１１の下方に位置していた非接触ＩＣリーダライタ２１は、非接触カード
２６ｂが待機している位置の下方にまで移動して来る。そのため、前記非接触カード２６
ｂの備える非接触ＩＣと非接触ＩＣリーダライタ２１とは接触せずに通信可能となり、該
非接触ＩＣリーダライタ２１によって情報の読取又は書込が行われる。これにより、顧客
は自動取引装置１０を操作して金融取引を行うことができる。
【００３４】
　ここで、前記非接触カード２６ｂが接触カード２６ａとしての機能も備えるものであり
、かつ、前記金融取引が接触カード２６ａの使用も必要な金融取引である場合、前記非接
触カード２６ｂは、カード搬送路２２内を奥まで更に搬送され、前記非接触カード２６ｂ
の備える磁気ストライプ又はＩＣが接触型リーダライタ２３と接触し、該接触型リーダラ
イタ２３によって情報の読取又は書込が行われる。これにより、顧客は自動取引装置１０
を操作して金融取引を行うことができる。
【００３５】
　そして、前記金融取引が終了すると、前記非接触カード２６ｂはカードスロット１２ａ
から排出されるので、顧客は前記非接触カード２６ｂを回収することができる。なお、レ
シートプリンタ２４によって発行されたレシート２５も、同時にレシート口１２ｂから排
出されるので、顧客はレシート２５も受け取ることができる。
【００３６】
　次に、携帯端末２７を使用して自動取引装置１０を操作して金融取引を行う場合、カー
ド搬送路２２の下方に位置していた非接触ＩＣリーダライタ２１は、非接触ＩＣかざし部
１１の下方にまで移動して来る。そして、顧客が前記携帯端末２７を非接触ＩＣかざし部
１１にかざすか、又は、該非接触ＩＣかざし部１１に載置すると、前記携帯端末２７の備
える非接触ＩＣと非接触ＩＣリーダライタ２１とは接触せずに通信可能となり、該非接触
ＩＣリーダライタ２１によって情報の読取又は書込が行われる。これにより、顧客は自動
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取引装置１０を操作して金融取引を行うことができる。
【００３７】
　ここで、前記金融取引が接触カード２６ａの使用も必要な金融取引である場合、顧客は
、前記接触カード２６ａをカードスロット１２ａに挿入する。すると、前記接触カード２
６ａはカード搬送路２２内を奥まで搬送され、前記接触カード２６ａの磁気ストライプ又
はＩＣが接触型リーダライタ２３と接触し、該接触型リーダライタ２３によって情報の読
取又は書込が行われる。これにより、顧客は自動取引装置１０を操作して金融取引を行う
ことができる。
【００３８】
　そして、前記金融取引が終了すると、レシートプリンタ２４によって発行されたレシー
ト２５がレシート口１２ｂから排出されるので、顧客はレシート２５を受け取ることがで
きる。なお、前記金融取引が接触カード２６ａの使用も必要な金融取引である場合には、
接触カード２６ａもカードスロット１２ａから排出されるので、顧客は前記接触カード２
６ａを回収することができる。
【００３９】
　このように、本実施の形態においては、顧客用表示操作兼用装置１６の側方に非接触Ｉ
Ｃかざし部１１が配設され、該非接触ＩＣかざし部１１の近傍にカードスロット１２ａ及
びレシート口１２ｂが配設されるとともに、非接触ＩＣリーダライタ２１が非接触ＩＣか
ざし部１１の下方とカード搬送路２２の下方との間を移動可能なように配設されている。
そのため、顧客は、非接触カード２６ｂ及び携帯端末２７の両方を使用して自動取引装置
１０を操作することができる。また、顧客が操作を行う各種の装置が一箇所に集約されて
いるので、顧客にとっての操作性が高く、顧客が操作しやすくなる。さらに、顧客がレシ
ート２５やカード２６を取り忘れることがない。
【００４０】
　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。
【００４１】
　図７は本発明の第２の実施の形態における自動取引装置の要部の構造を示す図である。
【００４２】
　図に示されるように、本実施の形態において、非接触ＩＣリーダライタ２１は、非接触
ＩＣかざし部１１の下方と接触型リーダライタ２３よりもカードスロット１２ａ寄りの位
置におけるカード搬送路２２の下方とに跨るように配設されている。なお、前記非接触Ｉ
Ｃリーダライタ２１は固定され、移動不能である。そして、該非接触ＩＣリーダライタ２
１は、十分に広い通信範囲を備え、非接触ＩＣかざし部１１にかざすか、又は、該非接触
ＩＣかざし部１１に載置された携帯端末２７、及び、カード搬送路２２内の非接触カード
２６ｂと通信可能となっている。なお、その他の点の構成については、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。
【００４３】
　次に、本実施の形態における自動取引装置１０の動作について説明する。
【００４４】
　まず、非接触カード２６ｂを使用して自動取引装置１０を操作して金融取引を行う場合
、顧客は、前記非接触カード２６ｂをカードスロット１２ａに挿入する。すると、前記非
接触カード２６ｂは、カード搬送路２２内を搬送されるが、手前側、すなわち、接触型リ
ーダライタ２３よりもカードスロット１２ａ寄りの位置で待機させられる。前記非接触カ
ード２６ｂの備える非接触ＩＣと非接触ＩＣリーダライタ２１とは接触せずに通信可能な
ので、該非接触ＩＣリーダライタ２１によって情報の読取又は書込が行われる。これによ
り、顧客は自動取引装置１０を操作して金融取引を行うことができる。
【００４５】
　ここで、前記非接触カード２６ｂが接触カード２６ａとしての機能も備えるものであり
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、かつ、前記金融取引が接触カード２６ａの使用も必要な金融取引である場合、前記非接
触カード２６ｂは、カード搬送路２２内を奥まで更に搬送され、前記非接触カード２６ｂ
が備える磁気ストライプ又はＩＣが接触型リーダライタ２３と接触し、該接触型リーダラ
イタ２３によって情報の読取又は書込が行われる。これにより、顧客は自動取引装置１０
を操作して金融取引を行うことができる。
【００４６】
　そして、前記金融取引が終了すると、前記非接触カード２６ｂはカードスロット１２ａ
から排出されるので、顧客は前記非接触カード２６ｂを回収することができる。なお、レ
シートプリンタ２４によって発行されたレシート２５も、同時にレシート口１２ｂから排
出されるので、顧客はレシート２５も受け取ることができる。
【００４７】
　次に、携帯端末２７を使用して自動取引装置１０を操作して金融取引を行う場合、顧客
が前記携帯端末２７を非接触ＩＣかざし部１１にかざすか、又は、非接触ＩＣかざし部１
１に載置すると、前記携帯端末２７の備える非接触ＩＣと非接触ＩＣリーダライタ２１と
は接触せずに通信可能となり、該非接触ＩＣリーダライタ２１によって情報の読取又は書
込が行われる。これにより、顧客は自動取引装置１０を操作して金融取引を行うことがで
きる。
【００４８】
　ここで、前記金融取引が接触カード２６ａの使用も必要な金融取引である場合、顧客は
、前記接触カード２６ａをカードスロット１２ａに挿入する。すると、前記接触カード２
６ａはカード搬送路２２内を奥まで搬送され、前記接触カード２６ａの磁気ストライプ又
はＩＣが接触型リーダライタ２３と接触し、該接触型リーダライタ２３によって情報の読
取又は書込が行われる。これにより、顧客は自動取引装置１０を操作して金融取引を行う
ことができる。
【００４９】
　そして、前記金融取引が終了すると、レシートプリンタ２４によって発行されたレシー
ト２５がレシート口１２ｂから排出されるので、顧客はレシート２５を受け取ることがで
きる。なお、前記金融取引が接触カード２６ａの使用も必要な金融取引である場合には、
接触カード２６ａもカードスロット１２ａから排出されるので、顧客は前記接触カード２
６ａを回収することができる。
【００５０】
　このように、本実施の形態において、非接触ＩＣリーダライタ２１は、非接触ＩＣかざ
し部１１の下方と接触型リーダライタ２３よりもカードスロット１２ａ寄りの位置におけ
るカード搬送路２２の下方とに跨るように配設され、十分に広い通信範囲を備えている。
これにより、非接触ＩＣリーダライタ２１が非接触ＩＣかざし部１１にかざすか、又は、
非接触ＩＣかざし部１１に載置された携帯端末２７、及び、カード搬送路２２内の非接触
カード２６ｂの両方と通信可能となり、非接触ＩＣリーダライタ２１を移動させるための
機構を省略することができる。そのため、自動取引装置１０の部品点数が増加することが
なく、コストを低減することができる。
【００５１】
　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。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の第１の実施の形態における自動取引装置を示す図である。
【図２】従来の自動取引装置を示す斜視図である。
【図３】従来の自動取引装置の要部の構造を示す図である。
【図４】従来の他の自動取引装置を示す斜視図である。
【図５】従来の他の自動取引装置の要部の構造を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態における自動取引装置の要部の構造を示す図である。
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【図７】本発明の第２の実施の形態における自動取引装置の要部の構造を示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
１０　　自動取引装置
１１　　非接触ＩＣかざし部
１２　　カード取扱部
１２ａ　　カードスロット
１２ｂ　　レシート口
１６　　顧客用表示操作兼用装置
２１　　非接触ＩＣリーダライタ
２２　　カード搬送路
２３　　接触型リーダライタ
２４　　レシートプリンタ
２５　　レシート
２６　　カード
２７　　携帯端末

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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