
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　適度の柔軟性を有する略矩形の外皮と、前記外皮の内面の略左半分を覆うように縫着さ
れた適度の剛性を有する略矩形の第１カード収納部と、前記外皮の内面の略右半分を覆う
ように縫着された適度の剛性を有する略矩形の第２カード収納部とを備え、第１及び第２
カード収納部を互いに重ね合わせるように全体が中央部で二つ折りされるカード入れであ
って、
　第１カード収納部の上部に設けたディスプレイと、
　第１カード収納部の下部に設けられ接触型ＩＣカードを収納するとともに前記接触型Ｉ
Ｃカードと略同じ大きさに形成された一つの第１カード収納用ポケットと、
　第２カード収納部に上下方向で一定の間隔を置いて複数設けられ各種カードを収納する
第２カード収納用ポケットと、
　を備え、第１カード収納部は、ＣＰＵと、プログラム格納用のＲＯＭと、ワーク用のＲ
ＡＭと、各部品に電力を供給する電池とを内蔵するとともに、第１カード収納用ポケット
は、前記接触型ＩＣカードを第１カード収納用ポケット内に収納したときに前記接触型Ｉ
Ｃカードの表面に設けられたＩＣチップの接点に電気的に接続される接続端子を有する端
子板を内蔵し、
　前記接触型ＩＣカードを第１カード収納用ポケットに収納すると、前記接点が前記接続
端子に接触して前記電池から前記接触型ＩＣカードに電力が供給され、前記端子板と前記
ＣＰＵと前記プログラムとによって前記接触型ＩＣカードから情報が読み取られ、さらに
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前記ＣＰＵと前記プログラムとによって、前記読み取った情報が前記ディスプレイに表示
されることを特徴とするＩＣカードの記録内容を表示する機能を有するカード入れ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＩＣカードの記録内容を表示する機能を有するカード入れに関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
周知のように、ＩＣカードは、大量の情報を記録することができ、高度なセキュリティを
有するため、磁気カードに代わる新しい情報記録媒体として注目を集めており、近年、次
第に普及しつつある。ＩＣカードは、例えば、買い物時に購入金額に応じて付与され累計
値が所定値を越えると商品やサービスと交換することができるサービスポイントを記録す
るためのポイントカードや、ＣＤやビデオソフト等のレンタル情報を記録するためのレン
タルカードや、プリペイドカード等に利用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ＩＣカードに記録された情報の内容を知るにはカードリーダやディスプレイ装
置等が必要であるが、一般のカード所有者はこれらの機器を有していないことが多く、特
に、外出時においては、これらを所持していない場合が殆どである。そのため、カード所
有者は手軽にカードの記録内容を知ることができず、種々の不都合が有った。例えばポイ
ントカードの場合には、カード所有者が累計ポイントを手軽に知ることができないと、カ
ード所有者の購買意欲を刺激するというポイントカードの最大の目的を十分に達成するこ
とができない。
【０００４】
このような問題を解消するために、表面に、熱や磁界を与えることにより情報を繰り返し
書き込み及び消去できる表示部を設けたＩＣカードが提案されている。このＩＣカードで
は、カードに記録されている情報を表示部に表示させることにより、カード所有者が手軽
にカードの記録内容を確認することができる。しかしながら、クレジットカードのように
、表面に会員番号等がエンボス加工によって形成されるカードでは、このような表示部を
設けることが困難である。
【０００５】
本発明は上述した事情に鑑みて創案されたものであって、その目的は、表面に情報を繰り
返し書き込み及び消去することができる表示部を設けることが困難なＩＣカードであって
も、その記録内容をいつでも手軽に確認できるようにすることにある。
【００２２】

本発明は、適度の柔軟性を有する略矩形の外皮と、前記外
皮の内面の略左半分を覆うように縫着された適度の剛性を有する略矩形の第１カード収納
部と、前記外皮の内面の略右半分を覆うように縫着された適度の剛性を有する略矩形の第
２カード収納部とを備え、第１及び第２カード収納部を互いに重ね合わせるように全体が
中央部で二つ折りされるカード入れであって、第１カード収納部の上部に設けたディスプ
レイと、第１カード収納部の下部に設けられ接触型ＩＣカードを収納するとともに前記接
触型ＩＣカードと略同じ大きさに形成された一つの第１カード収納用ポケットと、第２カ
ード収納部に上下方向で一定の間隔を置いて複数設けられ各種カードを収納する第２カー
ド収納用ポケットと、を備え、第１カード収納部は、ＣＰＵと、プログラム格納用のＲＯ
Ｍと、ワーク用のＲＡＭと、各部品に電力を供給する電池とを内蔵するとともに、第１カ
ード収納用ポケットは、前記接触型ＩＣカードを第１カード収納用ポケット内に収納した
ときに前記接触型ＩＣカードの表面に設けられたＩＣチップの接点に電気的に接続される
接続端子を有する端子板を内蔵し、前記接触型ＩＣカードを第１カード収納用ポケットに
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【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、



収納すると、前記接点が前記接続端子に接触して前記電池から前記接触型ＩＣカードに電
力が供給され、前記端子板と前記ＣＰＵと前記プログラムとによって前記接触型ＩＣカー
ドから情報が読み取られ、さらに前記ＣＰＵと前記プログラムとによって、前記読み取っ
た情報が前記ディスプレイに表示されることを特徴とする。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の具体的な実施形態を図面を参照しながら説明する。
図１は本発明の第１実施形態のカード入れ１を内面側から見た図、図２はカード入れ１に
保持されるＩＣカード２の平面図、図３はカード入れ１及びＩＣカード２の電気的構成を
示すブロック図、図４～図６はカード入れ１の使用態様を示す図、図７は本発明の第２実
施形態のカード入れ３９を内面側から見た図、図８は本発明の第２実施形態のカード入れ
３９に保持されるＩＣカード４０の平面図、図９はカード入れ３９及びＩＣカード４０の
電気的構成を示すブロック図、図１０はカード入れ３９の使用態様を示す図、図１１は第
１実施形態のカード入れ１の動作のフローチャート図、図１２は第１実施形態のＩＣカー
ド２の変形例の電気的構成を示すブロック図である。
【００２４】
第１及び第２実施形態のＩＣカード２、４０はＣＤやビデオソフト等のレンタル情報（ソ
フト名、レンタル料、レンタル期限等）を記録するためのレンタルカードであるが、クレ
ジットカードとしての機能と、レンタル料のプリペイドカードとしての機能と、レンタル
額やソフト、書籍等の購入額に応じて付与され所定の値に達するとレンタル料の割引等の
各種サービスや各種商品との交換が可能なサービスポイントを記録するためのポイントカ
ードとしての機能とを有するマルチファンクションのカードである。
【００２５】
これらのＩＣカード２、４０は、レンタルあるいは商品購入に伴って付与されるポイント
が加算されるようにしたことにより、顧客のカード利用意欲を強く刺激し、売上増加に有
効に寄与するものである。なお、通常のレンタル、購入、クレジットによる購入の場合よ
りもポイントを多く与えたり、所定の金額につき割引を行うようにすることもでき、これ
によって売上増加により有効に寄与するようになる。また、このカード２は、クレジット
機能を有することにより、クレジット提携カードとして商品を購入しやすいとともに、ク
レジット会社の他の契約店でも使用することができるため、便利である。また、カードの
照合を行うためのＩＤデータをクレジットの顧客識別番号やレンタル店での個人識別デー
タとすることにより、ＩＣチップの記録領域をより有効に活用することができる。なお、
ＩＣカード２、４０の表面下部には、エンボス加工によって会員番号や氏名等が形成され
ている。また、磁気記録部を設け、上記ＩＤデータをＩＣチップでなくこの磁気記録部に
記録するようにしても良い。
【００２６】
図２に示すＩＣカード２は接触型のもので、ＩＣチップ等の電子部品が実装されたプリン
ト基板（不図示）と、これの表面を覆う合成樹脂製のカード基材３とを備えており、カー
ド基材３の表面にはＩＣチップの接続端子４が設けられている。接続端子４は８個の接点
９～１６を有しており、これらの接点９～１６の内訳は、電圧供給用（二個）、ＧＮＤ（
一個）、データ交信用（一個）、クロック信号供給用（一個）、リセット信号供給用（一
個）、予備（二個）となっている。図３に示すように、ＩＣカード２は、ＣＰＵ５、プロ
グラム格納用のＲＯＭ６、ＥＥＰＲＯＭ、ＦＲＡＭ等の電気的にデータが書き換え可能な
メモリからなるデータメモリ７、ワーク用のＲＡＭ８を内蔵している。
【００２７】
カード入れ１は、皮、合成皮革、布、軟質合成樹脂等からなり、図１に示すように、適度
の柔軟性を有する矩形の外皮１７と、この外皮１７の内面のほぼ左半分を覆うように縫着
された適度の剛性を有する矩形の第１のカード収納部１８と、外皮１７の内面のほぼ右半
分を覆うように縫着された適度の剛性を有する矩形の第２のカード収納部１９とを備えて
いる。このカード入れ１を中央部で二つ折りして第１及び第２のカード収納部１８、１９
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を互いに重ね合わせると、上着やズボンのポケットに入る大きさになる。
【００２８】
第１のカード収納部１８にはＩＣカード２を収納するためのカード収納用ポケット２０が
設けられており、カード収納用ポケット２０はＩＣカード２とほぼ同じ大きさを有し、該
カード収納用ポケット２０内に収納されたＩＣカード２の接点９～１６に接する接続端子
２２～２９を有する端子板２１を内蔵している。接続端子２２～２９は後述するＣＰＵ３
１に接続されている。
【００２９】
また、第１のカード収納部１８は、図１、３に示すように、上部に表示手段としての液晶
ディスプレイ（以下、ＬＣＤと記す）３０を有しており、内部にＣＰＵ３１、プログラム
格納用のＲＯＭ３２、ワーク用のＲＡＭ３３、各部品に電力を供給する電池３４等を有し
ている。電池３４としては、リチウム電池が使用されている。また、ＬＣＤ３０は機械的
衝撃によって損傷しやすいため、その裏面側にプラスチックや金属等からなる補強板を設
けるようにしてもよい。
【００３０】
端子板２１、ＣＰＵ３１、ＲＯＭ３２に格納されたプログラム等によってＩＣカード２か
ら情報を読み取る読取手段が構成され、ＣＰＵ３１、ＲＯＭ３２に格納されたプログラム
等によって、ＩＣカード２から読み取られた情報をＬＣＤ３０に表示させる表示制御手段
が構成される。
【００３１】
なお、本実施形態では、ＩＣカード２をＣＰＵ付きのものとしているが、これに限られる
ものではなく、例えば図１２に示すように、ＣＰＵを有さない、メモリー機能のみのもの
（カード入れ１との接続をコネクタピン９０の接点９１～９８によって行う）であっても
よいし、また、ＲＯＭ、ＲＡＭの有無についても、用途に応じて使い分ければよい。
【００３２】
第２のカード収納部１９は内側の側辺が開口した袋状のもので、内部は定期券、レシート
、銀行の端末装置等で出力されるジャーナル等のシート状物を収納するシート状物収納部
（不図示）となっており、上下両辺及び外側の側辺の三辺に沿って外皮１７に縫着され、
外皮１７との間に紙幣（小切手等の有価証券を含む）を収納するための紙幣収納部（不図
示）を形成している。第２のカード収納部１９には、縦方向に一定の間隔をおいて、磁気
カードや定期券等の他のカードを収納するためのカード収納用ポケット３５～３８が設け
られている。
【００３３】
次に、上記実施形態の動作について、図１１に示すフローチャート図に従って説明する。
カード所有者が店頭でＣＤやビデオソフトのレンタルを申し込むと、店頭の端末装置にＩ
Ｃカード２が挿入され、端末装置がＩＣカード２にソフト名、商品番号、レンタル料、レ
ンタル期限等のレンタル情報を送信し、ＩＣカード２のＣＰＵ５はこれらをデータメモリ
７の所定の記録領域に記録する。また、端末装置はＩＣカード２のデータメモリ７に記録
されている累計ポイント及びプリペイド残高を読み込み、レンタル料に応じて付与される
サービスポイントを計算して累計ポイントに加算し、プリペイド残高からレンタル料を減
額し、得られた累計ポイントとプリペイド残高をＩＣカード２に送信する。ＩＣカード２
のＣＰＵ５は、データメモリ７に記録されている累計ポイントとプリペイド残高を端末装
置から送られてきた累計ポイントとプリペイド残高に更新する。
【００３４】
このＩＣカード２をカード入れ１のカード収納用ポケット２０に収納する（ステップ＃５
）と、ＩＣカード２の接点９～１６がそれぞれ端子板２１の接続端子２２～２９に接触し
、カード入れ１の電池３４からＩＣカード２のＣＰＵ５、ＲＯＭ６、データメモリ７、Ｒ
ＡＭ８に電力が供給される。次に、カード入れ１のＣＰＵ３１は、ＩＣカード２にカード
が正しいか否かを判定するためのＩＤデータを送信し（ステップ＃１０）、ＩＣカード２
のＣＰＵ５はこれをＲＡＭ８に記憶させる。尚、図３において、端子２２～２９はＣＰＵ
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に直接つながることはなく、Ｉ／Ｏ（入出力）回路を介してＣＰＵと接続されるが、図で
はＩ／Ｏ回路は省略している。
【００３５】
ＣＰＵ５は、データメモリ７に予め記録されているＩＤデータを読み出し、これをＲＡＭ
８に記録されているＩＤデータと照合して正しいカードであるか否かを判定し（ステップ
＃１５）、正しくない場合にはカード入れ１のＣＰＵ３１にその旨を送信する。ＣＰＵ３
１は、これを受信すると、ＬＣＤ３０にエラーを表示し（ステップ＃２０）、カード所有
者にカードが正しくないことを知らせる。ステップ＃１５でカードが正しかった場合には
、ＣＰＵ５は、データメモリ７に記録されている累計ポイント、プリペイド残高、レンタ
ル期限を読み出してカード入れ１のＣＰＵ３１に送信する。ＣＰＵ３１は、これらを一旦
ＲＡＭ３３に記憶させ、図４に示すように、ＬＣＤ３０に表示する（ステップ＃２５）。
【００３６】
なお、ＩＣカード２は複数のレンタル商品のレンタル情報を記録することが可能であり、
カード入れ１は、図５に示すように、各レンタル商品毎にレンタル期限を商品名、商品番
号等とともに表示することができる。さらに、このカード入れ１は、ＩＣカードがクレジ
ット機能を有する場合には、図６に示すように、クレジット利用残高も表示するとともに
、図示していないが、クレジットによる購入金額に応じたサービスポイントの累計ポイン
トを表示することもできる。なお、上記の情報は全てＬＣＤ３０に表示するようにしても
よいし、カード入れ１にＬＣＤ３０の表示内容を切り換える切り換えキーを設けておき、
表示内容を切り換えるようにしてもよい。
【００３７】
なお、ＩＣカード２の記録内容を見る必要が無いときには、ＩＣカード２を第２のカード
収納部１９のカード収納用ポケット３５～３８のいずれかに収納しておけば、電池３４の
消費電力を節減することができる。また、カード収納用ポケット２０を、収納されたＩＣ
カード２の接続端子４の表面と端子板２１との間に隙間が生じていて、ポケット２０にお
ける端子板２１の裏側となる部分を指で押圧すると端子板２１の接続端子２２～２９と接
続端子４の接点９～１６が接するように形成してもよいし、更に押ボタン等のスイッチを
設けてＯＮ、ＯＦＦするようにしてもよく、後述する図７と同様に電源キーを設けておい
てもよい。
【００３８】
次に、本発明の第２実施形態について説明する。
なお、第１実施形態と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。
【００３９】
図８に示すＩＣカード４０は非接触型のもので、ＩＣ等の電子部品が実装されたフレキシ
ブルプリント基板（不図示）と、これの表面を覆う合成樹脂製のカード基材４１とを備え
ており、カード基材４１の内部には後述するアンテナ２０１、２０９が内蔵されている。
【００４０】
図７に示すカード入れ３９は、カード収納ポケット２０内部に挿入されたＩＣカード４０
（のデータメモリ２０５）に非接触でデータを書き込んだり、読み出したりすることので
きるリーダ・ライタ（図９に符号９０で示す）を備えている。このリーダライタ９０は、
特にこれに限る必要はないが、上位機種９８とのデータ交信が可能となっており、上位機
種９８用のインターフェース制御回路９９を有しているとともに、制御回路１００、パラ
レル／シリアル変換回路１０１、発振回路１０２、変調回路１０３、送信用アンテナ（送
信回路）１０４、受信用アンテナ（受信回路）１０５、復調回路１０６、シリアル／パラ
レル変換回路１０７を有している。
【００４１】
第１のカード収納部１８の上部には横長のＬＣＤ５３が設けられ、第１のカード収納部１
８の下部にはシート状の電源キー５４が設けられている。ＬＣＤ５３の下方には、ＬＣＤ
５３の表示内容を切り換えるためのシート状の切り換えキー５５～５７が設けられている
。
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【００４２】
次に、リーダ・ライタ９０を介してカード４０にデータを書き込んだり、読み出したりす
る動作について説明する。
【００４３】
〈データの書き込み動作〉
まず、上位機種９８から与えられた書き込み命令と情報がリーダ・ライタ９０内のパラレ
ル／シリアル変換回路１０１にてシリアル信号に変換される。続いて、発振回路１０２か
ら出力される無線周波信号がこのシリアル信号によってディジタル変調（ＡＳＫ変調）さ
れ、さらに電力増幅された後、アンテナ（送信回路）１０４に印加される。電磁誘導によ
りアンテナ（送信回路）１０４に印加された信号と同じ信号がカード４０側のアンテナ（
受信回路）２０１に誘起される。この誘起された信号は、カード内で増幅された後、復調
回路２０２によって元の２値のシリアル信号に復調される。さらに、このシリアル信号は
シリアル／パラレル変換回路２０３によってパラレル信号に変換された後、制御回路２０
４で書き込み命令・情報が識別され、情報だけがデータメモリ２０５へ格納される。
【００４４】
〈データの読み出し動作〉
カード４０に対してリーダ・ライタ９０からデータの読み出し命令が伝送される。カード
４０内の制御回路２０４はリーダ・ライタ９０のアンテナ（送信回路）１０４から送信さ
れた読み出し命令を検出し、この命令によって指定されたデータメモリ２０５の領域から
情報を読み出す。読み出されたパラレル情報信号はパラレル／シリアル変換回路２０６に
よってシリアル信号に変換され、さらに変調回路２０８で変調され、且つ電力増幅された
後、アンテナ（送信回路）２０９に供給される。書き込み時と同様に電磁誘導によりカー
ド側のアンテナ（送信回路）２０９に与えられた信号と同じ信号がリーダ・ライタ９０側
のアンテナ（受信回路）１０４に誘起される。この信号はリーダ・ライタ１０６内で元の
ディジタル情報に復元される。
【００４５】
図９において、制御回路２０４は、図３のようにＣＰＵとＲＯＭ、ＲＡＭを有するマイク
ロコンピュータで構成してもよく、単なるロジック回路等で構成してもよい。
【００４６】
カード入れ３９の制御回路１００は、カード４０のデータメモリ２０５から読み出したプ
リペイド残高とレンタル期限を図１０に示すように、ＬＣＤ５３に表示する。なお、切り
換えキー５６を押すと、ＬＣＤ５３に累計ポイントが表示され、切り換えキー５７を押す
とＬＣＤ５３にクレジット情報が表示され、切り換えキー５５を押すとＬＣＤ５３に再び
プリペイド残高及びレンタル期限が表示される。
【００４７】
このように、切り換えキー５５～５７によってＬＣＤ５３に表示される情報を選択的に切
り換えるようにすると、複数の情報を表示できるとともに、ＬＣＤ５３の面積を小さくす
ることができるので、カード入れが小型になり、携帯性が向上する。さらに、表示方法に
関しても、あらかじめプログラミングされたプログラムによって、一定時間毎にデータを
表示するようにしてもよいものである。
【００４８】
本発明のカード入れを使用すると、ＩＣカードの記録内容を手軽に確認することができる
ため、カードの機能を有効に発揮することができる。例えばポイントカードの場合には、
カード所有者は累計ポイントを常に確認することができるため、カード所有者の購買意欲
が刺激され、売上が向上する。また、このカード入れは、特定のカードの情報しか表示し
ないため、カード所有者が複数のカードを有していても、そのカードの使用頻度を他のカ
ードよりも多くすることができる。
【００４９】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、ＩＣカードに記録される情報、
カード入れの表示手段に表示される情報は自由に決めることができる。例えば、百貨店、
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スーパー、商店街等のポイントカード、プリペイドカード等の記録内容や、駐車場の決済
カードに記録された駐車時間、駐車場所等や、病院の診察カードに記録された予約日、受
診科目等を表示させることが考えられる。さらに、表示手段に、レンタルＣＤやビデオソ
フト等の新作情報や累計ポイントによるプレゼントの案内等を表示することにより会員の
購買意欲をかきたてたり、あるいは会員氏名や会員番号を表示することによりカードの間
違いを防いだりすることも可能である。
【００５０】
また、ＩＣカード及びカード入れの構成も上記実施形態に限定されないのはいうまでもな
い。例えば、ＣＰＵを有しないＩＣカードを使用してもよい。また、ＩＣカード用ＯＳ（
オペレーティングシステム）がハードウエアの違いを吸収するＭＵＬＴＯＳ（商標）／Ｉ
ＣカードやＪａｖａ（商標）カード等へ利用することで、さらに幅広い使用形態にするこ
とができる。
【００５１】
また、本実施形態では、カード入れに表示手段及び表示制御手段を設けた場合について説
明したが、カード入れにカード保持手段と読取手段のみを設け、読取手段で読み取った情
報をカード入れとは別体のディスプレイ装置によって表示するようにしてもよい。
【００５２】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明のカード入れは、カードの表面に、ビジュアルな情報を繰
り返し書き込み及び消去することができる表示部を設けることができないＩＣカードであ
っても、その記録内容をいつでも手軽に確認することができる。また、表示部を有するカ
ードよりも多くの情報を広い面積に見やすく表示することができる。また、カードの記録
内容を確認できることによりカードの機能を有効に発揮できるようになり、カードの利用
を促進することができる。さらに、店頭側にカードの記録内容を表示する装置が不要とな

【００５３】
のカード入れは、中央部で二つ折りされ、二つ折りされた状態において表示手段

が内側に位置するように形成されたことにより、携帯性が良いとともに表示手段を機械的
衝撃から保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態のカード入れ１を内面側から見た図。
【図２】　カード入れ１に収納されるＩＣカード２の平面図。
【図３】　カード入れ１及びＩＣカード２の電気的構成を示すブロック図。
【図４】　カード入れ１の使用態様を示す図。
【図５】　カード入れ１の使用態様を示す図。
【図６】　カード入れ１の使用態様を示す図。
【図７】　本発明の第２実施形態のカード入れ３９を内面側から見た図。
【図８】　カード入れ３９に収納されるＩＣカード４０の平面図。
【図９】　カード入れ３９及びＩＣカード４０の電気的構成を示すブロック図。
【図１０】　カード入れ３９の使用態様を示す図。
【図１１】　カード入れ１の動作を示すフローチャート図。
【図１２】　第１実施形態のＩＣカード２の変形例の電気的構成を示すブロック図。
【符号の説明】
１、３９　カード入れ
２、４０　ＩＣカード
９～１６　ＩＣチップの接点
２０、５２　カード収納用ポケット
２２～２９　接続端子
３０、５３　ＬＣＤ
１０４、１０５　アンテナ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(9) JP 3963536 B2 2007.8.22



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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