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(57)【要約】
【課題】新規に契約する顧客が顧客端末でインターネッ
トバンキング利用申込情報を入力する操作を削減させる
。
【解決手段】自動取引装置１が入力された電子メールア
ドレスとカードから読み取った口座情報をホストコンピ
ュータ３へ送信し、ホストコンピュータ３が受信した口
座情報に基づいて勘定系マスタデータベース４を検索し
て抽出した顧客情報と電子メールアドレスをインターネ
ットバンキングサーバ５へ送信する。インターネットバ
ンキングサーバ５は受信した口座情報に関連付けて電子
メールアドレス、顧客情報、新たに生成したユーザＩＤ
およびパスワードをネットバンク顧客情報データベース
６に格納するとともにそのユーザＩＤおよびパスワード
を該電子メールアドレスに送信するようにした。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顧客の操作により電子メールアドレスの入力を受け付けるとともにカードから支店番号
、口座科目、口座番号等の口座情報を読取る自動取引装置と、
　前記口座情報に関連付けて顧客の郵便番号や住所等の顧客情報を予め格納する勘定系マ
スタデータベースを備え、前記自動取引装置から受信した口座情報に基づいて前記勘定系
マスタデータベース検索して顧客情報を抽出するホストコンピュータと、
　前記口座情報に関連付けて顧客の電子メールアドレスおよび顧客情報を格納する顧客情
報データベースを備え、前記ホストコンピュータから口座情報、電子メールアドレス、お
よび顧客情報を受信し、該口座情報に関連付けて電子メールアドレスおよび顧客情報を顧
客情報データベースに格納させる顧客情報構築部と、前記顧客情報を表示する領域および
その顧客情報が正しいことを通知する入力手段で構成された最終確認画面を生成し、該最
終確認画面を表示させるための接続情報を前記電子メールアドレスに送信するとともに該
最終確認画面で入力手段が押下されたことを検知する最終確認ページ処理部と、前記入力
手段が押下されたことを検知したとき、新たに生成したユーザＩＤおよびパスワードを該
口座情報に関連付けて前記顧客情報データベースに格納するとともに該ユーザＩＤおよび
パスワードを前記電子メールアドレスに送信して顧客に知らせる登録情報処理部とを有す
るインターネットバンキングサーバとを設け、
　インターネットバンキング取引を利用可能にする契約を行なうようにしたことを特徴と
するインターネットバンキング新規契約システム。
【請求項２】
　自動取引装置が、顧客の操作により電子メールアドレスの入力を受け付けるとともにカ
ードから支店番号、口座科目、口座番号等の口座情報を読取るステップと、
　ホストコンピュータが、前記口座情報に関連付けて顧客の郵便番号や住所等の顧客情報
を予め格納する勘定系マスタデータベースを前記自動取引装置から受信した口座情報に基
づいて検索して顧客情報を抽出するステップと、
　インターネットバンキングサーバが、
　前記ホストコンピュータから口座情報、電子メールアドレス、および顧客情報を受信し
、該口座情報に関連付けて電子メールアドレスおよび顧客情報を顧客情報データベースに
格納させるステップと、
　前記顧客情報を表示する領域およびその顧客情報が正しいことを通知する入力手段で構
成された最終確認画面を生成し、該最終確認画面を表示させるための接続情報を前記電子
メールアドレスに送信するとともに表示された該最終確認画面で該入力手段が押下された
ことを検知するステップと、
　前記入力手段が押下されたことを検知したとき、新たに生成したユーザＩＤおよびパス
ワードを該口座情報に関連付けて前記顧客情報データベースに格納するとともに該ユーザ
ＩＤおよびパスワードを前記電子メールアドレスに送信して顧客に知らせるステップとを
有することを特徴とするインターネットバンキング新規契約方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子メールを利用してインターネットバンキングの新規契約の処理を行うイ
ンターネットバンキング新規契約システムおよびインターネットバンキング新規契約方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のインターネットバンキング新規契約システムは、パーソナルコンピュータ等の顧
客端末で顧客の操作により郵便番号や住所、口座が開設された支店、口座科目、口座番号
、暗証番号等のインターネットバンキング利用申込情報の入力を受付け、そのインターネ
ットバンキング利用申込情報をインターネット上に公開されたインターネットバンキング
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用サーバに送信し、インターネットバンキング用サーバが受信したインターネットバンキ
ング利用申込情報に基づいてインターネットバンキングの契約の可否を判断して契約が可
能な場合、利用ＩＤを発行するようにしている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、金融機関が提供する金融商品やサービスに関する情報を電子メールで受け取るこ
とを可能にするため、自動取引装置で顧客の操作により電子メールアドレスを管理サーバ
に登録することを可能にしているものもある（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００１－３５０９１８号公報（段落「００２７」～段落「００３１
」、図２）
【特許文献２】特開２００３－３０４４７号公報（段落「００４７」～段落「００４８」
、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の技術においては、インターネットバンキングを利用する
ことができるように新規に契約する顧客は顧客端末で郵便番号や住所、口座が開設された
支店、口座科目、口座番号等のインターネットバンキング利用申込情報を入力する操作を
行う必要があり、その操作に時間がかかってしまうという問題がある。
　本発明は、このような問題を解決することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そのため、本発明は、顧客の操作により電子メールアドレスの入力を受け付けるととも
にカードから支店番号、口座科目、口座番号等の口座情報を読取る自動取引装置と、前記
口座情報に関連付けて顧客の郵便番号や住所等の顧客情報を予め格納する勘定系マスタデ
ータベースを備え、前記自動取引装置から受信した口座情報に基づいて前記勘定系マスタ
データベース検索して顧客情報を抽出するホストコンピュータと、前記口座情報に関連付
けて顧客の電子メールアドレスおよび顧客情報を格納する顧客情報データベースを備え、
前記ホストコンピュータから口座情報、電子メールアドレス、および顧客情報を受信し、
該口座情報に関連付けて電子メールアドレスおよび顧客情報を顧客情報データベースに格
納させる顧客情報構築部と、前記顧客情報を表示する領域およびその顧客情報が正しいこ
とを通知する入力手段で構成された最終確認画面を生成し、該最終確認画面を表示させる
ための接続情報を前記電子メールアドレスに送信するとともに該最終確認画面で入力手段
が押下されたことを検知する最終確認ページ処理部と、前記入力手段が押下されたことを
検知したとき、新たに生成したユーザＩＤおよびパスワードを該口座情報に関連付けて前
記顧客情報データベースに格納するとともに該ユーザＩＤおよびパスワードを前記電子メ
ールアドレスに送信して顧客に知らせる登録情報処理部とを有するインターネットバンキ
ングサーバとを設け、インターネットバンキング取引を利用可能にする契約を行なうよう
にしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　このようにした本発明は、新規に契約する顧客は顧客端末で郵便番号や住所、口座が開
設された支店、口座科目、口座番号等のインターネットバンキング利用申込情報を入力す
る操作が必要なくなり、顧客端末の操作時間を短縮することができるという効果が得られ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して本発明によるインターネットバンキング新規契約システムおよび
インターネットバンキング新規契約方法の実施例を説明する。
【実施例】
【０００８】
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　図１は実施例におけるインターネットバンキング新規契約システムの構成を示すブロッ
ク図である。
　図１において、１は自動取引装置であり、銀行等の金融機関の店舗またはコンビニエン
スストア等の店舗等に設置されるものである。この自動取引装置１は、専用線等の通信回
線２に通信可能に接続され、顧客が金融機関に開設した口座の支店番号、口座科目、口座
番号等の口座情報が記録された磁気ストライプやＩＣチップ付きのカードの挿入を受付け
て現金引出しや預け入れ取引、金融機関の金融商品やサービスに関する情報を電子メール
で受信するための電子メールアドレスを登録する電子メールアドレス登録等の取引を行う
ものである。
【０００９】
　３はホストコンピュータであり、銀行等の金融機関の事務センタ等に設置される自動取
引装置１の上位装置である。このホストコンピュータ３はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）等の演算および制御手段である制御部、磁気ディスク、半導体メモリ等の記憶手段であ
る記憶部および通信手段である通信部等を備えるものであり、通信回線２を介して自動取
引装置１等と相互に通信可能に接続されている。
【００１０】
　また、このホストコンピュータ３は自動取引装置１との間で現金引出し、現金入金、電
子メールアドレス登録等の取引電文の送受信を行い顧客の取引を成立させるか否かを判断
するとともにその取引の処理を行う。
　４は勘定系マスタＤＢ（ＤａｔａＢａｓｅ）であり、ホストコンピュータ３に備えられ
た顧客の口座番号等の口座情報に関連付けて暗証番号、郵便番号や住所、および口座残高
等の顧客情報を予め格納するデータベースである。この勘定系マスタＤＢ４に格納される
口座情報は顧客が所持するカードに記録された口座情報と同一のものであり、このカード
から読取った口座情報を自動取引装置１から受信したホストコンピュータ３は、その口座
情報に基づいて勘定系マスタＤＢ４を検索して暗証番号、郵便番号や住所、口座残高等の
顧客情報を抽出することができる。
【００１１】
　自動取引装置１は挿入されたカードから読取った顧客の口座情報、および顧客の操作に
より入力された暗証番号をホストコンピュータ３へ送信し、ホストコンピュータ３は受信
した暗証番号と受信した口座情報に基づいて勘定系マスタＤＢ４から抽出した暗証番号と
を照合して本人認証を行なう。
　なお、本実施例では暗証番号を使用した本人認証を行なうものとして説明するが、暗証
番号に変えて手のひらや指先の静脈パターン、指紋、虹彩等の生体情報であってもよい。
【００１２】
　５はインターネットバンキングサーバであり、銀行等の金融機関の事務センタ等に設置
されたインターネットバンキングサービスを提供するＷＥＢサーバとしての機能を有する
ものである。このインターネットバンキングサーバ５はＣＰＵ等の演算および制御手段、
磁気ディスク、半導体メモリ等の記憶手段および通信手段等を備え、通信回線２を介して
ホストコンピュータ３と、インターネット等の通信回線７を介して後述する顧客端末と相
互に通信可能に接続されたものである。
【００１３】
　６はネットバンク顧客情報ＤＢ（顧客情報データベース）であり、インターネットバン
キングサーバ５に備えられ、インターネットバンキングサーバ５が提供するインターネッ
トバンキングサービスを受けることができる顧客の情報を格納するデータベースである。
このネットバンク顧客情報ＤＢ６は、顧客の口座情報に関連付けてその顧客の電子メール
アドレス、郵便番号や住所等の顧客情報、インターネットバンキング用のユーザＩＤ、お
よびパスワードを格納する。
【００１４】
　８は顧客端末であり、顧客が操作するパーソナルコンピュータや携帯電話等である。こ
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の顧客端末８はＣＰＵ等の演算および制御手段である制御部、磁気ディスクや半導体メモ
リ等の記憶手段である記憶部、キーボード等の入力部、液晶ディスプレイ等の表示部、お
よび通信手段である通信部等を備えるものであり、通信回線７を介してインターネットバ
ンキングサーバ５等と相互に通信可能に接続されている。
【００１５】
　このようにインターネットバンキング新規契約システムは自動取引装置１、ホストコン
ピュータ３、勘定系マスタＤＢ４、インターネットバンキングサーバ５、ネットバンク顧
客情報ＤＢ６、および顧客端末８等で構成され、顧客は、自動取引装置１および顧客端末
８を操作してインターネットバンキングの利用を新規に契約することができ、契約後は顧
客端末８を操作してインターネットバンキングサーバ５にログインすることにより、イン
ターネットバンキングサーバ５が提供する口座情報の照会、振替、振込み等のインターネ
ットバンキング取引を行うことができる。
【００１６】
　次に、自動取引装置１の構成を説明する。
　図２は実施例における自動取引装置の構成を示すブロック図である。
　図２において、１１は顧客操作表示部であり、タッチパネル等の操作部および液晶ディ
スプレイ等の表示部で構成されたものである。この顧客操作表示部１１はＣＲＴディスプ
レイや液晶ディスプレイ等の表示部上にタッチパネルを配置し顧客が入力操作等を行なう
ものであり、また、取引選択画面、顧客が選択した取引に対して顧客の入力操作等の誘導
を行なう画面および入力された情報等を表示するものである。
【００１７】
　１２はカードリーダ部であり、カード読取り書込み機構等を備えたものである。このカ
ードリーダ部１２は、カード読取り書込み機構により顧客の操作によりカード挿入口から
挿入されたカードの磁気ストライプやＩＣチップに記録された情報を読取ることができ、
また情報を書き込むことができるものである。
　なお、カードの磁気ストライプやＩＣチップには顧客の口座番号等の口座情報が予め記
録されているものとし、挿入されたカードはカード排出口から排出して顧客に返却するこ
とができるようになっているものとする。
【００１８】
　１３は入出金部であり、紙幣入出金機および硬貨入出金機で構成されたものである。こ
の入出金部１３は現金引出し取引や現金入金取引に伴う紙幣や硬貨の入出金処理を行なう
。ここで、入金処理とは顧客が紙幣入出金口に入れた紙幣を紙幣入出金機で計数して金庫
に収納し、硬貨入出金口に入れた硬貨を硬貨入出金機で計数して金庫に収納することであ
る。また、出金処理とは顧客の操作により指定した金額に相当する紙幣および硬貨をそれ
ぞれ紙幣入出金機および硬貨入出金機の金庫から繰り出して計数し紙幣入出金口および硬
貨入出金口に搬送して顧客に払い出すことである。
【００１９】
　なお、硬貨入出金機は存在しない構成であってもよい。
　１４は記憶部であり、半導体メモリや磁気ディスク等で構成され情報を記憶し、記憶し
た情報を読取ることができるものである。この記憶部１４には自動取引装置１全体の動作
を制御する制御プログラム（ソフトウェア）、顧客操作表示部１１に表示する画面データ
および顧客が行なう取引に必要な情報等を記憶する。
【００２０】
　１５は制御部であり、ＣＰＵ等の演算および制御手段等で構成されたものである。この
制御部１５は、電子メールアドレスの入力を受付けてインターネットバンキングの契約の
手続を開始させるネットバンク契約受付処理部１５１を有し、そのネットバンク契約受付
処理部１５１を含め、顧客操作表示部１１、カードリーダ部１２、入出金部１３、記憶部
１４、および図示しない通信部を含めて自動取引装置１全体の動作を記憶部１４に格納さ
れた制御プログラム（ソフトウェア）に基づいて制御する。
【００２１】
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　なお、通信部は通信回線２を介して接続されたホストコンピュータ３等と相互にする通
信を制御する手段であって、任意の情報を送信および受信することができるものである。
　次に、インターネットバンキングサーバ５の構成を説明する。
　図３は実施例におけるインターネットバンキングサーバの構成を示すブロック図である
。
【００２２】
　図３において、５１は制御部であり、ＣＰＵ等の演算および制御手段等で構成され、ネ
ットバンク顧客情報構築処理部５１１、最終確認ページ処理部５１２、および登録情報処
理部５１３等を有している。
　このネットバンク顧客情報構築処理部５１１は、ホストコンピュータ３から受信した顧
客の口座情報に関連付けられた暗証番号、郵便番号や住所等の顧客情報をネットバンク顧
客情報ＤＢ６に格納し、インターネットバンキングを契約する顧客の顧客情報を構築する
処理を行うものである。
【００２３】
　また、最終確認ページ処理部５１２は、ネットバンク顧客情報ＤＢ６に格納したインタ
ーネットバンキングを契約する顧客の顧客情報を確認、および不足した情報がある場合、
その入力を誘導するための画面を生成し、顧客端末８へ送信するとともに顧客端末８で確
認結果や不足した情報を顧客端末８から受信し、その情報をネットバンク顧客情報ＤＢ６
に補充する処理等を行うものである。
【００２４】
　さらに、登録情報処理部５１３は、最終確認ページ処理部５１２で顧客情報の確認や不
足した情報を補充した後、インターネットバンキングの利用を許可するユーザＩＤおよび
パスワードを発行し、顧客端末８へ送信する処理を行うものである。
　顧客端末８は受信したユーザＩＤおよびパスワードを表示して顧客に知らせ、以降、顧
客はそのユーザＩＤおよびパスワードを顧客端末８で入力してインターネットバンキング
サーバ５にログインすることによりインターネットバンキング取引を行うことができるよ
うになる。
【００２５】
　上述した構成の作用について説明する。
　図４は実施例におけるインターネットバンキング新規契約処理を示すフローチャートで
あり、図中Ｓで表すステップにしたがって説明する。
　なお、以下に説明する各部の動作は、図示しないメモリや磁気ディスク等の記憶手段に
格納されたプログラム（ソフトウェア）に基づいて図示しない中央処理装置等の制御手段
により制御される。
【００２６】
　Ｓ１：自動取引装置１は図示しない近接センサにより顧客の接近を検知すると制御部１
５の指示により顧客操作表示部１１は現金の引き出しや預け入れ、電子メールアドレス登
録等の取引を選択する取引選択画面を表示する。この取引選択画面は、例えば「いらっし
ゃいませ　ご希望のお取引を押してください」等の文言、および「お引き出し」、「残高
照会」、「通帳記帳」、「お預け入れ」、「電子メールアドレス登録（インターネットバ
ンキング新規契約）」、「お振り替え」、ならびに「お振り込み」等の取引選択ボタン等
で構成されたものである。
【００２７】
　顧客は電子メールアドレス登録を選択することを示す「電子メールアドレス登録（イン
ターネットバンキング新規契約）」取引選択ボタンを押下するものとし、顧客操作表示部
１１はその操作を受け付けるものとする。
　Ｓ２：電子メールアドレス登録を選択する操作を受け付けると制御部１５の指示により
顧客操作表示部１１はカードの挿入を誘導するカード挿入誘導画面を表示する。このカー
ド挿入誘導画面は、例えば「カードを入れてください」の文言や図柄等で構成されたもの
である。
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【００２８】
　顧客はこのカード挿入誘導画面にしたがってカードをカード挿入口に挿入する。カード
の挿入を受け付けたカードリーダ部１２は制御部１５の指示によりカードから口座情報を
読取る。制御部１５は読取った口座情報を記憶部１４に記憶させる。
　Ｓ３：次に、制御部１５の指示により顧客操作表示部１１は暗証番号入力画面を表示す
る。この暗証番号入力画面は、例えば「暗証番号を入れてください」等の文言および「１
」から「９」ならびに「０」のテンキー等で構成されたものである。
【００２９】
　制御部１５の指示により顧客操作表示部１１は顧客の操作による暗証番号の入力を受け
付ける。
　暗証番号の入力を受け付けると制御部１５の指示により通信部はカードから読取った口
座情報および入力された暗証番号を含む本人認証を依頼する電文をホストコンピュータ３
へ送信する。
【００３０】
　Ｓ４：ホストコンピュータ３は、受信した口座情報に基づいて勘定系マスタＤＢ４を検
索し、その勘定系マスタＤＢ４に記憶された暗証番号を抽出し、その暗証番号と受信した
暗証番号を比較し、一致するか否かを判定する本人認証を行なう。本実施例では、暗証番
号が一致するものとし、本人認証が正常に終了するものとする。
　Ｓ５：本人認証が終了すると制御部１５の指示により顧客操作表示部１１は電子メール
アドレス入力画面を表示する。この電子メールアドレス入力画面は、例えば「電子メール
アドレスを入力してください」等の文言および電子メールアドレスを入力するための「ａ
」から「z」等のアルファベットキー、「＠」や「．」等の記号キー、ならびにテンキー
等で構成されたものである。
【００３１】
　顧客は電子メールアドレス入力画面で自己の電子メールアドレスを入力するものとする
。
　顧客操作表示部１１が電子メールアドレスの入力を受け付け、さらに顧客の操作により
「確認」ボタンの押下を受け付けると制御部１５はカードから読取った口座情報とともに
入力された電子メールアドレスをホストコンピュータ３へ送信する。
【００３２】
　Ｓ６：ホストコンピュータ３は受信した口座情報に基づいて勘定系マスタＤＢ４を検索
し、既に登録された顧客の郵便番号や住所等の顧客情報を抽出し、その顧客情報とともに
自動取引装置１から受信した口座情報および電子メールアドレスをインターネットバンキ
ングサーバ５へ送信する。
　このように勘定系マスタＤＢ４に既に登録された顧客情報をインターネットバンキング
サーバ５へ送信することにより、顧客による顧客情報の入力操作を省略することが可能に
なる。
【００３３】
　電子メールアドレスをインターネットバンキングサーバ５へ送信するとホストコンピュ
ータ３は自動取引装置１へ電子メールアドレスの登録が完了した旨を通知する。
　その通知を受信した自動取引装置１の制御部１５の指示により顧客操作表示部１１は登
録が完了したことを表示するとともにカードリーダ部１２は挿入されたカードを顧客に返
却し、電子メールアドレス登録の取引を終了する。
【００３４】
　Ｓ７：口座情報、電子メールアドレス、および顧客情報を受信したインターネットバン
キングサーバ５のネットバンク顧客情報構築処理部５１１は、その電子メールアドレスお
よび顧客情報を口座情報に関連付けてネットバンク顧客情報ＤＢ６に格納してネットバン
ク顧客情報を仮登録状態で構築する。
　Ｓ８：ネットバンク顧客情報を構築するとインターネットバンキングサーバ５の最終確
認ページ処理部５１２はネットバンク顧客情報ＤＢ６に格納した顧客情報を表示する領域
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およびその顧客情報が正しいことをインターネットバンキングサーバ５へ知らせるための
「確認」ボタン（入力手段）等で構成された最終確認ページ画面情報を生成し、その最終
確認ページ画面情報を口座情報に関連付けネットバンク顧客情報ＤＢ６に格納する。
【００３５】
　なお、最終確認ページ画面は、表示した顧客情報に誤りや不足がある場合、その顧客情
報を訂正や補充することができるものとする。
　Ｓ９：最終確認ページ画面を生成するとインターネットバンキングサーバ５の制御部５
１は受信した該顧客の顧客情報を確認させるための最終確認ページ画面への接続情報であ
るＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を含む顧客情報の確認
を依頼する電子メールを該顧客の口座情報に関連付けてネットバンク顧客情報ＤＢ６に格
納された電子メールアドレスへ送信する。
【００３６】
　Ｓ１０：顧客は顧客端末８を操作して受信した電子メールを表示させる。
　Ｓ１１：顧客端末８は顧客の操作により最終確認ページ画面のＵＲＬがクリックされた
ことを検知するとそのＵＲＬで示されるインターネットバンキングサーバ５に接続し、ダ
ウンロードした仮ログイン画面を表示する。この仮ログイン画面は、上述した仮登録した
ネットバンク顧客情報にアクセスするためのものであり、例えば支店番号を含む口座番号
等の口座情報および暗証番号の入力を促すものである。
【００３７】
　顧客端末８は顧客の操作により口座情報および暗証番号の入力を受付け、本人認証を行
ないインターネットバンキングサーバ５にログインするものとする。
　Ｓ１２：インターネットバンキングサーバ５にログインすると顧客端末８はインターネ
ットバンキングサーバ５からネットバンク顧客情報ＤＢ６に格納された最終確認ページ画
面情報をダウンロードして最終確認ページを表示する。
【００３８】
　このとき、インターネットバンキングサーバ５は仮ログイン画面で入力された口座情報
に基づいてネットバンク顧客情報ＤＢ６を検索し、最終確認ページ画面情報を抽出して顧
客端末８へ送信するものとする。
　さらに、顧客端末８は表示した顧客情報の訂正や補充を受付ける。顧客は顧客端末８に
表示された最終確認ページの顧客情報を確認するとその内容を確定させる最終確認ページ
の「確認」ボタンをクリック（押下）するものとする。
【００３９】
　このようにして顧客は自己の顧客情報を容易に確認することができるようになる。
　Ｓ１３：「確認」ボタンのクリック（押下）を検知した顧客端末８はインターネットバ
ンキングサーバ５へその旨を通知し、インターネットバンキングサーバ５の登録情報処理
部５１３は正式なユーザＩＤおよびパスワードを生成し、そのユーザＩＤおよびパスワー
ドをネットバンク顧客情報ＤＢ６に口座情報に関連付けて格納して本登録状態とするとと
もに該顧客の電子メールアドレスに送信して顧客に知らせる。
【００４０】
　顧客は最終確認ページからログオフし、電子メールで送信されたユーザＩＤおよびパス
ワードを顧客端末８で確認する。
　このようにしてインターネットバンキング新規契約処理を行い、顧客は電子メールで送
信された正式なユーザＩＤおよびパスワードを利用してインターネットバンキングサーバ
５にログインすることでインターネットバンキング取引を行うことができるようになる。
【００４１】
　なお、インターネットバンキングサーバ５が生成するパスワードはワンタイムパスワー
ドとすることが望ましい。
　以上説明したように、本実施例では、顧客がインターネットバンキングの利用を新規に
契約する場合、その顧客が口座開設時に既に登録した郵便番号や住所、口座が開設された
支店、口座科目、口座番号等の顧客情報を利用するようにしたことにより、顧客は顧客端
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末で郵便番号や住所、口座が開設された支店、口座科目、口座番号等のインターネットバ
ンキング利用申込情報を入力する操作が必要なくなり、入力操作のミスを防止するととも
に顧客端末の操作時間を短縮することができるという効果が得られる。
【００４２】
　また、顧客の電子メールアドレスをデータベースに登録するようにしたことにより、金
融機関は金融商品の案内等の宣伝広告情報を電子メールで顧客に送信することができるよ
うになり、ダイレクトメールを作成する時間や費用、郵送費用等を削減することができる
という効果が得られる。
　さらに、モバイルバンキングや住所変更等の各種申込を行うことができるＵＲＬを電子
メールで顧客へ送信することができるようになり、金融機関の事務処理の負担を軽減させ
ることができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】実施例におけるインターネットバンキング新規契約システムの構成を示すブロッ
ク図
【図２】実施例における自動取引装置の構成を示すブロック図
【図３】実施例におけるインターネットバンキングサーバの構成を示すブロック図
【図４】実施例におけるインターネットバンキング新規契約処理を示すフローチャート
【符号の説明】
【００４４】
　１　　自動取引装置
　２　　通信回線（専用線）
　３　　ホストコンピュータ
　４　　勘定系マスタＤＢ
　５　　インターネットバンキングサーバ
　６　　ネットバンク顧客情報ＤＢ
　７　　通信回線（インターネット）
　８　　顧客端末
　１１　顧客操作表示部
　１２　カードリーダ部
　１３　入出金部
　１４、５２　記憶部
　１５、５１　制御部
　１５１　ネットバンク契約受付処理部
　５１１　ネットバンク顧客情報構築処理部
　５１２　最終確認ページ生成処理部
　５１３　登録情報処理部
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