JP 5586738 B2 2014.9.10

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
預金者の口座番号に対応し、少なくとも預金の残高、入金金額、出金金額、入金または
出金の処理を行った日付、入金処理を行った端末の種類を記憶した勘定元帳データベース
と、前記預金者から出金処理が入力された場合、この出金処理にて要求された出金金額と
、前記勘定元帳データベースから当該預金者の口座番号に対応して読み出した当該出金処
理が要求された日における当該預金者により入金処理された金額と、前記預金者が当該入
金処理した端末あるいは窓口の識別情報とにより、前記出金金額の出金処理を行うか否か
の判定を行い、金融機関の窓口にて行員と対面して行われずに、金融機関の端末にて行わ
れる出金処理の場合、前記出金処理にて要求された金額が、対応する口座において、該出
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金処理が要求された日と同一日に入金された金額から、予め設定された種類の端末から同
一日に入金された金額を減算した金額を超える場合、出金処理を停止する勘定元帳制御部
とからなる、預金者の口座の管理を行う勘定元帳サーバに接続され、金融機関の渉外担当
者の携帯する通帳記帳装置から入力される入金処理を、該当する預金者の前記口座に対す
る入金処理として依頼する金融アプリケーションサーバであり、
前記通帳記帳装置との間の通信を制御する通信制御部と、
前記通帳記帳装置からの渉外担当者の識別情報により、ログインを許可するか否かを判
定する認証処理部と、
予め口座毎の一日あたりの入金制限金額が設定され、日毎に各口座における前記端末か
らの入金金額の累計額が前記入金制限金額を超えているか否かを検出する取引規制チェッ
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ク部と、
前記通帳記帳装置から依頼された処理を行う過程の履歴が記録された取引・セキュリテ
ィログ記憶部と
を有し、
前記通信制御部、認証処理部部、取引規制チェック部各々が、それぞれの処理を行った
結果を前記取引・セキュリティログ記憶部へ記録を行い、
前記通信制御部が、前記通帳記帳装置との通信が異常切断された場合、異常切断された
時間と異常切断されたことを示す異常切断情報とを前記取引・セキュリティログ記憶部に
記録し、前記通帳記帳装置との通信が再接続されると、当該通帳記帳装置に対応した異常
切断情報の有無を前記取引・セキュリティログ記憶部において確認し、異常切断情報が記
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録されていると、異常切断情報が書き込まれた時刻以前に正常に終了した処理を前記取引
・セキュリティログ記憶部で参照し、前記入金処理が終了した後であることを検出すると
、入金処理が終了していることを示す情報を、前記通帳記帳装置に対して送信する
ことを特徴とする金融アプリケーションサーバ。
【請求項２】
預金者の口座の管理を行う勘定元帳サーバと、金融機関の渉外担当者が携帯する携帯通
帳記帳装置と、該携帯通帳記帳装置から入力される預金者の前記口座に対する入金処理を
依頼する金融アプリケーションサーバとからなる携帯通帳記帳システムであり、
前記勘定元帳サーバが、
前記預金者の口座番号に対応し、少なくとも預金の残高、入金金額、出金金額、入金ま
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たは出金の処理を行った日付、入金処理を行った端末の種類を記憶した勘定元帳データベ
ースと、
前記預金者から出金処理が入力された場合、この出金処理にて要求された出金金額と、
前記勘定元帳データベースから当該預金者の口座番号に対応して読み出した当該出金処
理が要求された日における当該預金者により入金処理された金額と、前記預金者が当該入
金処理した端末あるいは窓口の識別情報とにより、前記出金金額の出金処理を行うか否か
の判定を行い、金融機関の窓口にて行員と対面して行われずに、金融機関の端末にて行わ
れる出金処理の場合、前記出金処理にて要求された金額が、対応する口座において、該出
金処理が要求された日と同一日に入金された金額から、予め設定された種類の端末から同
一日に入金された金額を減算した金額を超える場合、出金処理を停止する勘定元帳制御部

30

と
を有し、
前記金融アプリケーションサーバが
前記通帳記帳装置との間の通信を制御する通信制御部と、
前記携帯通帳記帳装置からのログインを許可するか否かを判定する認証処理部と、
予め口座毎の一日あたりの入金制限金額が設定され、日毎に各口座における前記端末か
らの入金金額の累計額が前記入金制限金額を超えているか否かを検出する取引規制チェッ
ク部と、
前記通帳記帳装置から依頼された処理を行う過程の履歴が記録された取引・セキュリテ
ィログ記憶部と
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を有し、
前記通信制御部、認証処理部部、取引規制チェック部各々が、それぞれの処理を行った
結果を前記取引・セキュリティログ記憶部へ記録を行い、
前記通信制御部が、前記通帳記帳装置との通信が異常切断された場合、異常切断された
時間と異常切断されたことを示す異常切断情報とを前記取引・セキュリティログ記憶部に
記録し、前記通帳記帳装置との通信が再接続されると、当該通帳記帳装置に対応した異常
切断情報の有無を前記取引・セキュリティログ記憶部において確認し、異常切断情報が記
録されていると、異常切断情報が書き込まれた時刻以前に正常に終了した処理を前記取引
・セキュリティログ記憶部で参照し、前記入金処理が終了した後であることを検出すると
、入金処理が終了していることを示す情報を、前記通帳記帳装置に対して送信する
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ことを特徴とする携帯通帳記帳システム。
【請求項３】
預金者の口座の管理を行う勘定元帳サーバと、金融機関の渉外担当者が携帯する携帯通
帳記帳装置と、該携帯通帳記帳装置から入力される預金者の前記口座に対する入金処理を
依頼する金融アプリケーションサーバとからなる金融システムにおける入金処理方法であ
り、
前記勘定元帳サーバにおいて、
勘定元帳制御部が、前記携帯通帳記帳装置からの入金処理に対し、前記預金者の口座番
号に対応し、少なくとも預金の残高、入金金額、出金金額、入金または出金の処理を行っ
た日付、入金処理を行った端末の種類を勘定元帳データベースに記憶する過程と、
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前記勘定元帳制御部が、前記預金者から出金処理が入力された場合、この出金処理にて
要求された出金金額と、前記勘定元帳データベースから当該預金者の口座番号に対応して
読み出した当該出金処理が要求された日における当該預金者により入金処理された金額と
、前記預金者が当該入金処理した端末あるいは窓口の識別情報とにより、前記出金金額の
出金処理を行うか否かの判定を行い、金融機関の窓口にて行員と対面して行われずに、金
融機関の端末にて行われる出金処理の場合、前記出金処理にて要求された金額が、対応す
る口座において、該出金処理が要求された日と同一日に入金された金額から、予め設定さ
れた種類の端末から同一日に入金された金額を減算した金額を超える場合、出金処理を停
止する過程と
金融アプリケーションサーバにおいて、
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通信制御部が前記通帳記帳装置との間の通信を制御する過程と、
認証処理部が前記携帯通帳記帳装置からのログインを許可するか否かを判定する過程と
、
取引規制チェック部が、予め口座毎の一日あたりの入金制限金額が設定され、日毎に各
口座における前記端末からの入金金額の累計額が前記入金制限金額を超えているか否かを
検出する過程と、
前記通信制御部、認証処理部部、取引規制チェック部各々が、それぞれの処理を行った
結果を取引・セキュリティログ記憶部へ記録する過程と、
前記通信制御部が、前記通帳記帳装置との通信が異常切断された場合、異常切断された
時間と異常切断されたことを示す異常切断情報とを前記取引・セキュリティログ記憶部に
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記録し、前記通帳記帳装置との通信が再接続されると、当該通帳記帳装置に対応した異常
切断情報の有無を前記取引・セキュリティログ記憶部において確認し、異常切断情報が記
録されていると、異常切断情報が書き込まれた時刻以前に正常に終了した処理を前記取引
・セキュリティログ記憶部で参照し、前記入金処理が終了した後であることを検出すると
、入金処理が終了していることを示す情報を、前記通帳記帳装置に対して送信する過程と
を有することを特徴とする入金処理方法。
【請求項４】
請求項３に記載の金融アプリケーションサーバの動作をコンピュータに実行させるコン
ピュータ実行可能な金融アプリケーションプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、金融機関の係員が利用者のところに出向き、携帯端末により当該利用者の入
金処理に対する記帳を行う金融アプリケーションサーバ、携帯通帳記帳システム、入金処
理方法及び金融アプリケーションプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
現在、金融機関における通帳取引として、キャッシュカードを利用したＡＴＭ（現金自
動入出金システム）からの取引、あるいはインターネットバンキングなどが利用されるよ
うになってきているが、通帳を利用した取引（入出金や後日記帳）は金融機関店舗窓口ま
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たは出張所に設置されているＡＴＭのみにて実施可能となっている。
このような通帳を利用した取引は、利用者が店舗窓口あるいはＡＴＭまで出かける必要
がある。このため、顧客に対するサービスとして、金融機関によっては、優良顧客や定期
契約顧客に対し、金融機関の係員（渉外担当者）が利用者宅へ出向き、預金通帳や現金、
あるいは手形などを預かり、店舗にて取引の処理及び記帳等を行い、処理終了後に利用者
へ返却する渉外活動を実施している金融機関もある。
【０００３】
すなわち、店舗に戻る前に、例えば、預金者宅において、預金通帳のＭＳ（磁気ストラ
イプ）読込機能を搭載した携帯端末を用いて入出金・預かり物情報をデータ化し、また、
店舗に戻った後に、オンライン送信や実績管理を行っている。
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ところが、上述した処理形態においては、渉外担当者が顧客の預金通帳、現金及び手形
などを店舗に持ち帰る際、紛失あるいは盗難などのリスクがあり、また、渉外担当者が店
舗に戻った後に取引を実施するため、入金処理が遅れ、利用者の支払い期限に間に合わな
くなる可能性がある。
さらに、渉外担当者が利用者から預かった預金通帳や現金、あるいは手形等を、処理が
終了した後に利用者へ返却しに行く必要があり、渉外担当者の人件費がかかることとなる
。
【０００４】
このため、携帯端末を店舗のホストコンピュータと接続可能な通信機能を有し、預金通
帳の記帳欄に取引の内容を印字するプリンタ機能を設け、利用者宅にて取引を行う構成が
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ある（例えば、特許文献１参照）。
これにより、渉外担当者が利用者宅にて預金通帳に取引に対応した記帳が行うことがで
き、店舗に利用者の預金通帳を持ち帰り、また利用者に戻す手間を省くことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０６−１０３２９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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しかしながら、特許文献１に記載されている携帯用通帳記帳端末にあっては、実際に取
引を元帳、すなわちホストコンピュータにおける勘定元帳データベースに対する利用者の
口座のデータを書き換える処理自体は、渉外担当者が店舗に戻った後であり、端末にて記
帳した時点にて勘定元帳データベースに対するデータ変更の処理を行うものではなかった
。
したがって、上記携帯用通帳記帳端末にあっては、リアルタイムに勘定元帳データベー
スにおけるデータ変更が行われないため、入金処理が遅れたために利用者が不渡りを出す
ことを防止することについては解決されていない。
また、勘定元帳データベースにおけるデータ変更の処理が事後であり、実際に現金が入
金されるまでに時差が生じるため、正確な入金確認処理が行えないことに起因する渉外担
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当者あるいは預金者の不正を防止することができない欠点がある。
【０００７】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、渉外担当者が金融機関外において
預金者からの入金処理をリアルタイムに元帳に反映させ、不渡りを出すことを防止し、か
つ渉外担当者あるいは預金者の不正を防止する携帯通帳記帳システム及びそれに用いる金
融アプリケーションサーバを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の金融アプリケーションサーバは、預金者の口座番号に対応し、少なくとも預金
の残高、入金金額、出金金額、入金または出金の処理を行った日付、入金処理を行った端
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末の種類を記憶した勘定元帳データベースと、前記預金者から出金処理が入力された場合
、この出金処理にて要求された出金金額と、前記勘定元帳データベースから当該預金者の
口座番号に対応して読み出した当該出金処理が要求された日における当該預金者により入
金処理された金額と、前記預金者が当該入金処理した端末あるいは窓口の識別情報とによ
り、前記出金金額の出金処理を行うか否かの判定を行い、金融機関の窓口にて行員と対面
して行われずに、金融機関の端末にて行われる出金処理の場合、前記出金処理にて要求さ
れた金額が、対応する口座において、該出金処理が要求された日と同一日に入金された金
額から、予め設定された種類の端末から同一日に入金された金額を減算した金額を超える
場合、出金処理を停止する勘定元帳制御部とからなる、預金者の口座の管理を行う預金者
の口座の管理を行う請求項１に記載の勘定元帳サーバに接続され、金融機関の渉外担当者
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の携帯する通帳記帳装置から入力される入金処理を、該当する預金者の前記口座に対する
入金処理として依頼する金融アプリケーションサーバであり、前記通帳記帳装置との間の
通信を制御する通信制御部と、前記通帳記帳装置からの渉外担当者の識別情報により、ロ
グインを許可するか否かを判定する認証処理部と、予め口座毎の一日あたりの入金制限金
額が設定され、日毎に各口座における前記端末からの入金金額の累計額が前記入金制限金
額を超えているか否かを検出する取引規制チェック部と、前記通帳記帳装置から依頼され
た処理を行う過程の履歴が記録された取引・セキュリティログ記憶部とを有し、前記通信
制御部、認証処理部部、取引規制チェック部各々が、それぞれの処理を行った結果を前記
取引・セキュリティログ記憶部へ記録を行い、前記通信制御部が、前記通帳記帳装置との
通信が異常切断された場合、異常切断された時間と異常切断されたことを示す異常切断情
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報とを前記取引・セキュリティログ記憶部に記録し、前記通帳記帳装置との通信が再接続
されると、当該通帳記帳装置に対応した異常切断情報の有無を前記取引・セキュリティロ
グ記憶部において確認し、異常切断情報が記録されていると、異常切断情報が書き込まれ
た時刻以前に正常に終了した処理を前記取引・セキュリティログ記憶部で参照し、前記入
金処理が終了した後であることを検出すると、入金処理が終了していることを示す情報を
、前記通帳記帳装置に対して送信することを特徴とする。
【０００９】
本発明の携帯通帳記帳システムは、預金者の口座の管理を行う勘定元帳サーバと、金融
機関の渉外担当者が携帯する携帯通帳記帳装置と、該携帯通帳記帳装置から入力される預
金者の前記口座に対する入金処理を依頼する金融アプリケーションサーバとからなる携帯
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通帳記帳システムであり、前記勘定元帳サーバが、前記預金者の口座番号に対応し、少な
くとも預金の残高、入金金額、出金金額、入金または出金の処理を行った日付、入金処理
を行った端末の種類を記憶した勘定元帳データベースと、前記預金者から出金処理が入力
された場合、この出金処理にて要求された出金金額と、前記勘定元帳データベースから当
該預金者の口座番号に対応して読み出した当該出金処理が要求された日における当該預金
者により入金処理された金額と、前記預金者が当該入金処理した端末あるいは窓口の識別
情報とにより、前記出金金額の出金処理を行うか否かの判定を行い、金融機関の窓口にて
行員と対面して行われずに、金融機関の端末にて行われる出金処理の場合、前記出金処理
にて要求された金額が、対応する口座において、該出金処理が要求された日と同一日に入
金された金額から、予め設定された種類の端末から同一日に入金された金額を減算した金
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額を超える場合、出金処理を停止する勘定元帳制御部とを有し、前記金融アプリケーショ
ンサーバが前記通帳記帳装置との間の通信を制御する通信制御部と、前記携帯通帳記帳装
置からのログインを許可するか否かを判定する認証処理部と、予め口座毎の一日あたりの
入金制限金額が設定され、日毎に各口座における前記端末からの入金金額の累計額が前記
入金制限金額を超えているか否かを検出する取引規制チェック部と、前記通帳記帳装置か
ら依頼された処理を行う過程の履歴が記録された取引・セキュリティログ記憶部とを有し
、前記通信制御部、認証処理部部、取引規制チェック部各々が、それぞれの処理を行った
結果を前記取引・セキュリティログ記憶部へ記録を行い、前記通信制御部が、前記通帳記
帳装置との通信が異常切断された場合、異常切断された時間と異常切断されたことを示す
異常切断情報とを前記取引・セキュリティログ記憶部に記録し、前記通帳記帳装置との通
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信が再接続されると、当該通帳記帳装置に対応した異常切断情報の有無を前記取引・セキ
ュリティログ記憶部において確認し、異常切断情報が記録されていると、異常切断情報が
書き込まれた時刻以前に正常に終了した処理を前記取引・セキュリティログ記憶部で参照
し、入金処理が終了した後であることを検出すると、前記入金処理が終了していることを
示す情報を、前記通帳記帳装置に対して送信することを特徴とする。
【００１０】
本発明の入金処理方法は、預金者の口座の管理を行う勘定元帳サーバと、金融機関の渉
外担当者が携帯する携帯通帳記帳装置と、該携帯通帳記帳装置から入力される預金者の前
記口座に対する入金処理を依頼する金融アプリケーションサーバとからなる金融システム
における入金処理方法であり、前記勘定元帳サーバにおいて、勘定元帳制御部が、前記携
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帯通帳記帳装置からの入金処理に対し、前記預金者の口座番号に対応し、少なくとも預金
の残高、入金金額、出金金額、入金または出金の処理を行った日付、入金処理を行った端
末の種類を勘定元帳データベースに記憶する過程と、前記勘定元帳制御部が、前記預金者
から出金処理が入力された場合、この出金処理にて要求された出金金額と、前記勘定元帳
データベースから当該預金者の口座番号に対応して読み出した当該出金処理が要求された
日における当該預金者により入金処理された金額と、前記預金者が当該入金処理した端末
あるいは窓口の識別情報とにより、前記出金金額の出金処理を行うか否かの判定を行い、
金融機関の窓口にて行員と対面して行われずに、金融機関の端末にて行われる出金処理の
場合、前記出金処理にて要求された金額が、対応する口座において、該出金処理が要求さ
れた日と同一日に入金された金額から、予め設定された種類の端末から同一日に入金され
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た金額を減算した金額を超える場合、出金処理を停止する過程と、金融アプリケーション
サーバにおいて、通信制御部が前記通帳記帳装置との間の通信を制御する過程と、認証処
理部が前記携帯通帳記帳装置からのログインを許可するか否かを判定する過程と、取引規
制チェック部が、予め口座毎の一日あたりの入金制限金額が設定され、日毎に各口座にお
ける前記端末からの入金金額の累計額が前記入金制限金額を超えているか否かを検出する
過程と、前記通信制御部、認証処理部部、取引規制チェック部各々が、それぞれの処理を
行った結果を取引・セキュリティログ記憶部へ記録する過程と、前記通信制御部が、前記
通帳記帳装置との通信が異常切断された場合、異常切断された時間と異常切断されたこと
を示す異常切断情報とを前記取引・セキュリティログ記憶部に記録し、前記通帳記帳装置
との通信が再接続されると、当該通帳記帳装置に対応した異常切断情報の有無を前記取引
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・セキュリティログ記憶部において確認し、異常切断情報が記録されていると、異常切断
情報が書き込まれた時刻以前に正常に終了した処理を前記取引・セキュリティログ記憶部
で参照し、入金処理が終了した後であることを検出すると、前記入金処理が終了している
ことを示す情報を、前記通帳記帳装置に対して送信する過程とを有することを特徴とする
。
【００１１】
本発明の金融アプリケーションプログラムは、上記記載の金融アプリケーションサーバ
の動作をコンピュータに実行させるコンピュータ実行可能なプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】

40

以上説明したように、本発明によれば、渉外担当者が携帯する携帯通帳記帳装置におけ
る入金処理を行うと、この入金処理の金額が勘定元帳データベースに対して、リアルタイ
ムに反映されるため、従来のように渉外担当者に依頼して入金処理が遅れることによる、
利用者が不渡りを出す等の弊害を無くすという効果が得られる。
また、本発明によれば、勘定元帳データベースにおいて、入金処理を行った端末の種類
を行う項目を加えたため、精度良く勘定元帳データベースに入金処理を反映でき、渉外担
当者が携帯通帳記帳装置から行った入金確認処理の識別が可能となり、出金処理の出金金
額内における実際に入金されていない金額の判定が可能となり、渉外担当者あるいは預金
者の不正を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本発明の一実施形態による携帯通帳記帳システムの構成例を示すブロック図であ
る。
【図２】図１における勘定元帳データベース１０２に記憶されているテーブルの構成を示
す概念図である。
【図３】図１における入金処理及び記帳処理における携帯通帳記帳システムによる動作を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下、本発明の一実施形態による携帯通帳記帳システムを図面を参照して説明する。図
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１は、同実施形態による携帯通帳記帳システムの構成例を示すブロック図である。
この図において、本実施形態における携帯通帳記帳システムは、勘定元帳サーバ１００
、金融アプリケーションサーバ２００及び携帯通帳記帳装置３００とから構成されている
。
ここで、勘定元帳サーバ１００には、複数の金融アプリケーションサーバ２００が接続
されている。金融アプリケーションサーバ２００は、金融機関の本店及び支店などに配置
されており、各々窓口の窓口端末１５１や、管理するＡＴＭ１５０及び携帯通帳記帳装置
３００からの入出金に対応し、勘定元帳サーバ１００に対して処理の依頼を行う。
【００１５】
上記勘定元帳サーバ１００は、勘定元帳制御部１０１と勘定元帳データベース１０２と
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を有している。
勘定元帳制御部１０１は、金融アプリケーションサーバ２００から送信される入金処理
を示す入金処理依頼電文（金融アプリケーションサーバ２００からの各電文を識別する取
引識別情報である例えば取引通番、入金処理を示す情報、金額、口座番号、日付、入金処
理が行われた端末の種類、入金処理が行われた各携帯端末３０１を識別する情報である端
末識別情報）により、勘定元帳データベース１０２における各預金者の口座における残高
を含めた預金情報を書き換え、書き換えが終了すると、この書き換えが行われた処理終了
を返信の入金処理終了電文（取引通番、口座番号、日付、入金金額、終了を示す情報、端
末識別情報）にて、金融アプリケーションサーバ２００へ送信する。上記取引情報識別情
報は、各取引を個々に識別できる情報であれば、アルファベットや番号、あるいはこれら
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を組み合わせたデータであっても良い。ここで、上記入金処理依頼電文は、少なくとも、
取引通番、入金処理を示す情報、金額、口座番号、日付、入金処理が行われた端末の種類
、端末識別情報（例えば、携帯端末機番など）を有している。上記入金処理終了電文は、
少なくとも、取引通番、口座番号、日付、入金金額、終了を示す情報、端末識別情報を有
している
【００１６】
また、勘定元帳制御部１０１は、金融アプリケーションサーバ２００から送信される記
帳データ要求処理を示す記帳データ要求電文（取引通番、記帳処理を示す情報、口座番号
、日付、入金処理が行われた端末の種類、端末識別情報）により、勘定元帳データベース
１０２から対応する預金者の口座から残高を読み出し、記帳データ依頼に対する回答とし
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て記帳データ回答電文（取引通番、記帳処理を示す情報、口座番号、日付、残高のデータ
、端末識別情報）を、金融アプリケーションサーバ２００へ送信する。ここで、記帳デー
タ要求電文は、少なくとも取引通番、記帳処理を示す情報、口座番号、日付、入金処理が
行われた端末の種類、端末識別情報の各データを有している。また、記帳データ回答電文
は、少なくとも取引通番、記帳処理を示す情報、口座番号、日付、残高のデータ、端末識
別情報を有している。
勘定元帳データベース１０２は、図２に示す構成のテーブルを記憶しており、預金者の
口座番号毎に、該口座に対して何らかの処理が行われた日付、取引内容（例えば、入出金
の区別）、取引金額、取引端末の種類、該取引端末の所属している金融機関及びその支店
などを識別する情報金融機関識別番号、口座の残高などのデータを少なくとも記憶してい
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る。また、この勘定元帳データベース１０２には、各口座番号に対応して、上述した項目
以外に、通帳の盗難、紛失などの事故に対する注意情報を記録させるようにしても良い。
この注意情報を、携帯端末３０１や他の端末（ＡＴＭ１５０等）からの取引に対する制限
情報として用いることができる。
【００１７】
上記金融アプリケーションサーバ２００は、通信制御部２０１、認証処理部２０２、取
引規制チェック部２０３、オンライン電文組立部２０４、電文制御部２０５、オンライン
電文読替部２０６、取引結果管理部２０７、記帳データ組立部２０８、オンライン取引情
報記憶部２０９、ユーザ管理情報記憶部２１０、取引・セキュリティログ記憶部２１１、
口座認証部２１２を有している。また、金融アプリケーションサーバ２００には、入出金
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及び記帳等の処理を行う端末として、所定の場所に配置されているＡＴＭ１５０及び金融
機関の窓口の行員が用いる端末である窓口端末１５１などが直接に接続されている。
通信制御部２０１は、携帯通帳記帳装置３００との通信状況（データを送受信するため
の無線通信の接続状態）の検出行い、携帯通帳記帳装置３００と接続された時刻を端末識
別情報とともに取引・セキュリティログ記憶部２１１へ書き込み、また、携帯通帳記帳装
置３００と接続の接続が切断された時刻を端末識別情報とともに取引・セキュリティログ
記憶部２１１へ書き込み、携帯通帳記帳装置３００との通信の記録をとる。また、通信制
御部２０１は、携帯通帳記帳装置３００からの送信を受信したか否かを示す返答信号を、
対応する携帯通帳記帳装置３００へ送信する。ここで、端末識別情報とは、携帯端末３０
１それぞれを識別する情報である。
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【００１８】
認証処理部２０２は、ログイン要求信号が携帯通帳記帳装置３００から入力されると、
携帯通帳記帳装置３００から入力される利用者（渉外担当者）の利用者識別情報と携帯端
末３０１を識別する端末識別情報が、ユーザ管理情報記憶部２１０内の利用者テーブル（
利用者識別情報と、携帯端末３０１を識別する端末識別情報とが対応して記憶されている
）において、利用者識別情報と端末識別情報とが対応して記憶されているか否かを検出し
、利用者識別情報と端末識別情報との組み合わせの一致する情報が記憶されている場合、
利用者の正当性が認証され、金融アプリケーションサーバ２００へのログインが成功した
ことを示す成功信号を携帯通帳記帳装置３００へ送信し、一方、利用者識別情報と端末識
別情報とが対応して記憶されていない場合、利用者の正当性の認証が成立せず、金融アプ
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リケーションサーバ２００へのログインが失敗したことを示す失敗信号を携帯通帳記帳装
置３００へ送信する。
【００１９】
また、認証処理部２０２は、携帯通帳記帳装置３００から、上述したログインを要求す
るログイン要求信号が入力されると、ログイン要求信号が入力された時間と、端末識別情
報と、ログイン成功及び不成功のいずれかである情報、成功信号あるいは失敗信号を対応
する携帯端末３０１へ送信したか否かを示す情報をログとして、取引・セキュリティログ
記憶部２１１へ書き込んで記録する。
口座認定処理部２１２は、元帳サーバ１００に対し、通帳プリンタ３２に設けられてい
る磁気ストライプ読取部を介し、通帳のＭＳ（磁気ストライプ）から読み取った口座番号
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のデータが所定の形式となっているか否かの検出を行い、正常なデータ形式であることが
確認されると以下の口座番号の正当性のチェックを行い、正常なデータでないことを検出
した場合、エラー結果を携帯端末３０１へ送信する。
また、口座認定処理部２１２は、上記口座番号を勘定元帳サーバ１００に対して照会し
、取引する口座番号が元帳データベース１０２に登録されているか否かを問い合わせ、口
座番号が元帳データベース１０２に登録されているか否かの回答により正当性チェックを
、口座番号が元帳データベース１０２に登録されている場合に取引を許可し、登録されて
いない場合、エラー結果を携帯端末３０１へ送信し、携帯端末３０１の表示部に取引中止
を表示する。このとき、口座認定処理部２１２は、上述したログインを要求するログイン
要求信号が入力されると、ログイン要求信号が入力された時間と、端末識別情報と、ログ
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イン成功及び不成功のいずれかである情報、成功信号あるいは失敗信号を対応する携帯端
末３０１へ送信したか否かを示す情報をログとして、取引・セキュリティログ記憶部２１
１へ書き込んで記録する。
【００２０】
ユーザ管理情報記憶部２１０には、１日あたりに入金できる限度額である入金限度額と
、当該日において現在までに入金された合計を示す入金積算額と、予め設定されている入
金処理を行うことが可能な取引時間範囲とを、各口座毎に記憶している。ここで、入金積
算額は、日ごとに、取引が開始される際に「０」にリセットされる。
取引規制チェック部２０３は、携帯通帳記帳装置３００から入金処理を依頼する入金依
頼電文（携帯端末３０１から送信される各電文を識別する電文識別情報である例えば電文
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通番、入金処理を示す情報、金額、口座番号、日付、入金処理が行われた携帯端末３０１
の端末識別情報、端末が所属する金融機関を識別する金融機関識別番号）が入力されると
、上記ユーザ管理情報記憶部２１０から対応する口座の入金積算額を読み出し、この入金
積算額に対して入金依頼電文に記載されている金額を加算し、この加算結果が上記入金限
度額を超えているか否かを検出し、入金限度額以下の場合に、この入金依頼電文をオンラ
イン電文組立部２０４へ送信し、入金限度額を超えている場合に、この入金情報を破棄し
、通信制御部２０１を介して携帯通帳記帳装置３００に対して、入金額が１日あたりの限
度額を超えたことを示す入金失敗を示す失敗信号を送信する。上記電文情報識別情報は、
各電文を個々に識別できる情報であれば、アルファベットや番号、あるいはこれらを組み
合わせたデータであっても良い。ここで、上記入金依頼電文は、少なくとも、電文識別情
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報、入金処理を示す情報、金額、口座番号、日付、入金処理が行われた携帯端末３０１の
端末識別情報、端末が所属する金融機関を識別する金融機関識別番号を有している。
【００２１】
オンライン電文組立部２０４は、上記入金依頼電文（電文通番、入金処理を示す情報、
金額、口座番号、日付、入金処理が行われた携帯端末３０１の端末識別情報、端末が所属
する金融機関を識別する金融機関識別番号）を、入金処理依頼電文（電文通番、入金処理
を示す情報、金額、口座番号、日付、入金処理が行われた端末の種類、端末が所属する金
融機関を識別する金融機関識別番号）に書き換えて、電文制御部２０５を介して勘定元帳
サーバ１００へ送信する。また、オンライン電文組立部２０４は、端末識別情報と端末の
種類とのテーブルを内部記憶部に有しており、入力される端末識別情報に対応した端末の

30

種類を読み出し、入金依頼電文における端末識別情報を、入金処理依頼電文において端末
の種類に書き換える。ここで、入金処理依頼電文は、少なくとも、電文通番、入金処理を
示す情報、金額、口座番号、日付、入金処理が行われた端末の種類、端末が所属する金融
機関を識別する金融機関識別番号を有している。
【００２２】
また、オンライン電文組立部２０４は、記帳要求電文（電文通番、記帳データ要求を示
す情報、口座番号、日付、記帳要求処理が行われた携帯端末３０１の端末識別情報、端末
が所属する金融機関を識別する金融機関識別番号）を、記帳データ要求電文（電文通番、
記帳処理を示す情報、口座番号、日付、記帳要求処理が行われた端末の種類、端末が所属
する金融機関を識別する金融機関識別番号）に書き換えて、電文制御部２０５を介して勘
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定元帳サーバ１００へ送信する。また、オンライン電文組立部２０４は、端末識別情報と
端末の種類とのテーブルを内部記憶部に記憶しており、入力される端末識別情報に対応し
た端末の種類を読み出し、入金依頼電文及び記帳要求電文における端末識別情報を、入金
処理依頼電文及び記帳データ要求電文において端末の種類に書き換える。ここで、記帳要
求電文は、少なくとも、電文通番、記帳データ要求を示す情報、口座番号、日付、記帳要
求処理が行われた携帯端末３０１の端末識別情報、端末が所属する金融機関を識別する金
融機関識別番号を有している。
また、端末の種類とは、携帯通帳記帳装置３００における携帯端末３０１、金融機関に
設けられているＡＴＭ１５０等の端末、あるいは金融機関に設けられている行員が利用す
る窓口端末１５１などのいずれの端末であるかを示すデータである。
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【００２３】
電文制御部２０５は、オンライン電文組立部２０４から入力される入金処理依頼電文に
おける電文通番を取引通番に換え、入金処理依頼電文（取引通番、入金処理を示す情報、
金額、口座番号、日付、入金処理が行われた端末の種類、端末が所属する金融機関を識別
する金融機関識別番号、端末識別情報）として勘定元帳サーバ１００に対して送信すると
ともに、上記入金依頼電文及び入金処理依頼電文とを対応づけてオンライン取引情報記憶
部２０９へ書き込んで記録する。
同様に、電文制御部２０５は、オンライン電文組立部２０４から入力される記帳データ
要求電文における電文通番を取引通番に換え、記帳データ要求電文（取引通番、記帳処理
を示す情報、口座番号、日付、記帳要求処理が行われた端末の種類、端末が所属する金融

10

機関を識別する金融機関識別番号、端末識別情報）として勘定元帳サーバ１００に対して
送信するとともに、上記記帳要求電文及び記帳データ供給電文とを対応づけてオンライン
取引情報記憶部２０９へ書き込んで記録する。
【００２４】
オンライン電文読替部２０６は、勘定元帳サーバ１００から、電文制御部２０５を介し
て入金処理終了電文が入力されると、オンライン取引情報記憶部２０９に記憶されている
同一取引通番を有する入金処理依頼電文に対応する入金依頼電文を読み出し、この入金依
頼電文から電文通番及び端末識別情報を抽出し、電文制御部３を介して入力される入金処
理終了電文（取引通番、口座番号、日付、入金金額、終了を示す情報、端末識別情報）を
、入金終了電文（電文通番、端末識別情報、口座番号、日付、入金金額、終了を示す情報

20

）に変更し、この入金終了電文を取引結果管理部２０７へ出力する。
また、オンライン電文読替部２０６は、作成した入金終了電文を入力した入金処理終了
電文とともに、入金処理依頼電文及び入金依頼電文に対応させ、オンライン取引情報記憶
部２０９に書き込み記録する。
【００２５】
また、オンライン電文読替部２０６は、電文制御部２０５を介して記帳データ回答電文
が入力されると、オンライン取引情報記憶部２０９に記憶されている同一取引通番を有す
る記帳データ要求電文に対応する記帳要求電文を読み出し、この記帳供給電文から電文通
番及び端末識別情報を抽出し、電文制御部３を介して入力される記帳データ回答電文（取
引通番、記帳処理を示す情報、口座番号、日付、残高のデータ、端末識別情報）を、記帳

30

回答電文（電文通番、端末識別情報、記帳処理を示す情報、口座番号、日付、残高のデー
タ）に変更し、この記帳回答電文を取引結果管理部２０７へ出力する。ここで、記帳回答
電文は、少なくとも、電文通番、端末識別情報、記帳処理を示す情報、口座番号、日付、
残高のデータを有している。
また、オンライン電文読替部２０６は、作成した記帳回答電文を、入力した記帳データ
回答電文とともに、記帳要求電文及び記帳データ要求電文に対応させ、オンライン取引情
報記憶部２０９に書き込み、記録する。
【００２６】
取引結果管理部２０７は、ユーザ管理情報記憶部２１０から、入金終了電文に記載され
ている口座番号に対応した入金積算額を読み出し、この入金積算額に対して、取引結果と

40

しての入金金額を上記入金終了電文から読み出して加算し、加算した結果を新たな入金積
算額として、ユーザ管理情報記憶部２１０においてこの口座番号に対応して上書きして、
入金積算額を更新し、記帳データ組立部２０８を介して通信制御部２０１へ出力する。
また、通信制御部２０１は、取引結果管理部２０７から入力される入金終了電文を携帯
通帳記帳装置３００へ送信した時刻に対応し、入金終了電文を取引・セキュリティログ記
憶部２１１に書き込み、記録する。
【００２７】
記帳データ組立部２０８は、入金終了電文を携帯通帳記帳装置３００へ送信する形式の
終了電文（電文通番、端末識別情報、入金金額、入金成功を示す情報）に変更する。ここ
で、終了電文は、少なくとも、電文通番、端末識別情報、入金金額、入金成功を示す情報
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を有している。
また、取引結果管理部２０７を介してオンライン電文読替部２０６から入力される記帳
回答電文を記帳データ（電文通番、端末識別情報、口座番号、日付、残高のデータ）とし
て通信制御部２０１を介して携帯通帳記帳装置３００へ送信する。ここで、通信制御部２
０１は、記帳データ組立部２０８から入力された記帳データを、携帯通帳記帳装置３００
へ送信した時刻に対応させて、記帳データを、取引・セキュリティログ記憶部２１１に書
き込み、記録する。ここで、記帳データは、少なくとも、電文通番、端末識別情報、口座
番号、日付、残高のデータを有している。
【００２８】
携帯端末３０１は、金融機関の渉外担当者がモバイル入金を依頼する預金者宅へ訪問す

10

る際に携帯し、金融機関の建物外にて入金または記帳の処理を行うものであり、ＰＨＳ（
Personal Handy‑phone System）等の移動体通信システムに接続され、この移動体通信シ
ステムを介して金融アプリケーションサーバ２００へ接続される。
また、携帯端末３０１は、金融アプリケーションサーバ２００に接続された後、表示画
面に処理の選択画面が表示され、入金処理または記帳処理が渉外担当者により選択され、
口座番号の入力（入金処理の場合金額を含める）を検出すると、選択された処理に対応し
、上記入金依頼電文あるいは記帳要求電文を、金融アプリケーションサーバ２００へ送信
する。
【００２９】
通帳プリンタ３０２は、挿入される通帳を一端保持し、金融アプリケーションサーバ２

20

００から上記携帯端末３０１を介して入力される記帳データを、当該挿入されている通帳
に印字することにより、記帳処理を行う。
また、通帳プリンタ３０２は、通帳に添付されている預金通帳のＭＳ（磁気ストライプ
）に記録されている預金者の口座番号を読み取る読取部が搭載されており、通帳が規定位
置に置かれると、預金通帳のＭＳにより通帳を取り込んで挿入を認識し、この預金通帳の
ＭＳから口座番号を読み取り、読み取った口座番号を携帯端末３０１へ出力する。
【００３０】
次に、一実施形態による携帯通帳記帳システムの動作例を図３を参照して説明する。図
３は一実施形態による携帯通帳記帳システムの処理例を示すフローチャートである。
渉外担当者が預金者宅へ行き、預金者からの入金処理に対応し、携帯通帳記帳装置３０
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０により、勘定元帳サーバ１００への入金処理を行う場合について説明する。
渉外担当者が携帯端末３０１に対して、携帯端末３０１毎に設定されている暗証番号を
キーなどから入力すると（ステップＳ１）、携帯端末３０１は、暗証番号の正当性の判定
処理、例えば認定用の暗証番号と、渉外担当者により入力された暗証番号とを比較し（ス
テップＳ２）、一致した場合に暗証番号の正当性が判定されたとして処理をステップＳ３
へ進め、一致しない場合に処理を終了する。
【００３１】
携帯端末３０１は、内部に記憶している暗証番号と、渉外担当者により入力された暗証
番号と一致すると、金融アプリケーションサーバ２００にログインするログイン画面を表
示する。

40

このログイン画面が表示されると、渉外担当者は、上記ログイン画面にある識別情報の
入力欄に自身の識別情報を入力する。確定キーが押されることにより、携帯端末３０１は
、上記識別情報に自身の端末識別情報を付加したログイン要求の電文を、金融アプリケー
ションサーバ２００へ送信する（ステップＳ３）。
【００３２】
認証処理部２０２は、通信制御部２０１を介し、上記ログイン要求の電文を受信すると
、ユーザ管理情報記憶部２１０を参照し、入力された識別情報と端末識別情報との組み合
わせの正当性を判定し（ステップＳ４）、ユーザ管理情報記憶部２１０において、入力さ
れた識別情報と端末識別情報との組み合わせと同一の組み合わせが検出された場合に認証
成功として処理をステップＳ５へ進め、検出されない場合に認証失敗として処理をステッ

50

(12)

JP 5586738 B2 2014.9.10

プＳ３へ進め、再度の識別情報の入力を促す画面を、携帯端末３０１の表示画面に表示さ
せる。
このとき、認証処理部２０２は、取引・セキュリティログ記憶部２１１に対し、このロ
グイン要求の電文の受信、及び認証の成功または失敗の履歴を記録する。
【００３３】
次に、認証処理部２０２は、携帯端末３０１の表示部に対し、通帳プリンタ３０２に対
して通帳の挿入を促す画面、及び勘定元帳サーバ１００に対して依頼する処理の種類を選
択する画面を表示させる（ステップＳ５）。
そして、口座認定処理部２１２は、ＭＳに記録されている口座番号の確認処理を行い、
例えば、プリンタ３０２に挿入された通帳のＭＳから口座番号のデータを読み取り、この

10

データのバイト数が認定バイト数と一致するか（バイト数が正しいか）否か、またバイト
のデータのパリティチェックを行いバイトデータが正しく記録されているか否かのチェッ
クを行い（ステップＳ６）、いずれかが正しくない場合、ステップＳ７へ処理を進める。
ステップＳ７において、口座認定処理部２１２は、エラー結果を携帯端末３０１へ送信
し、携帯端末３０１の表示部に取引中止を表示する。
また、口座認定処理部２１２は、バイト数が認定バイト数と一致し、かつバイトデータ
が正しく記録されていることを検出した場合、元帳サーバ１００に対し、通帳のＭＳから
読み取った口座番号を、勘定元帳サーバ１００に対して照会し、取引する口座番号が元帳
データベース１０２に登録されているか否かを問い合わせる。
そして、勘定元帳制御部１０１は、口座認定処理部２１２から口座番号の照会を受信す

20

ると、その口座番号が勘定元帳データベース１０２に記録されているか否かの検出を行い
、記録の有無を示す結果を、口座認定処理部２１２に対して送信する。
この結果を受信すると、口座認定処理部２１２は、口座番号が元帳データベース１０２
に登録されているか否かの回答により正当性チェックを行い、口座番号が元帳データベー
ス１０２に登録されている場合に取引を許可して処理をステップＳ８へ進め、一方、登録
されていない場合、処理をステップＳ７へ進めエラー結果を携帯端末３０１へ送信する。
このとき、口座認定処理部２１２は、上述したログインを要求するログイン要求信号が入
力されると、ログイン要求信号が入力された時間と、端末識別情報と、ログイン成功及び
不成功のいずれかである情報、成功信号あるいは失敗信号を対応する携帯端末３０１へ送
信したか否かを示す情報をログとして、取引・セキュリティログ記憶部２１１へ書き込ん

30

で記録する。
【００３４】
＜入金処理＞
そして、渉外担当者が上記画面から、例えば入金処理を選択すると、携帯端末３０１は
、この入金処理に対応して、入金する金額を記入する記入欄を表示する。
この表示により、渉外担当者が通帳プリンタ３０２に対して通帳を挿入し、預金者から
入金依頼された金額を上記記入欄に入力し、確定キーを入力することにより、携帯端末３
０１は、上記金額の入力を受け付けるとともに、通帳プリンタ３０２が出力する口座番号
を読み込む（ステップＳ８）。
【００３５】

40

そして、携帯端末３０１は、入金の金額及び口座番号が入力されると、この金額及び口
座番号に対し、電文の電文通番、入金処理を示す情報、当日の日付、自身の端末識別情報
を少なくとも付加した入金依頼電文を作成し（ステップＳ９）、この入金依頼電文を金融
アプリケーションサーバ２００へ送信するとともに、入金金額及び口座番号を表示画面に
表示する。
【００３６】
次に、取引規制チェック部２０３は、通信制御部２０１を介し、上記入金依頼電文が入
力されると、この入金依頼電文から入金依頼の金額及び口座番号を抽出するとともに、こ
の口座番号に対応する入金限度額及び入金積算額をユーザ管理情報記憶部２１０から読み
出す。ここで、入金依頼電文を受信すると、通信制御部２０１は、受信した時刻に対応し
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て、この入金依頼電文を取引・セキュリティログ記憶部２１１へ書き込んで記録する。
そして、取引規制チェック部２０３は、ユーザ管理情報記憶部２１０から入金処理を行
う時間帯を示す取引時間帯を読み出し、この取引時間帯に現在の時刻が含まれているか否
かの判定を行い、含まれていない場合に処理をステップＳ１０へ進め、含まれている場合
に以下に示す入金金額の制限の判定を行う。
【００３７】
取引時間内である場合、取引規制チェック部２０３は、ユーザ管理情報記憶部２１０か
ら読み出した入金積算額に対し、入金依頼電文から読み出した入金依頼の金額を加算し、
この加算結果がユーザ管理情報記憶部２１０から読み出した入金限度額以下か否かを判定
し（ステップＳ１０）、加算結果が入金限度額を超える場合、処理をステップＳ１１へ進

10

める。
一方、上記加算結果が入金限度額以下である場合、取引規制チェック部２０３は、携帯
通帳記帳装置３００からの入金依頼電文をオンライン電文組立部２０４へ送信し、処理を
ステップＳ１２へ進める。
【００３８】
加算結果が入金限度額を超えている場合、取引規制チェック部２０３は、携帯端末３０
１に対し、取引時間帯では無く入金処理が行えない、または１日の入金限度額を超えてお
り入金処理が行えないことを示す失敗信号を送信する（ステップＳ１１）。このとき、取
引規制チェック部２０３は、上記入金依頼電文が入力された時刻に対応させ、入金依頼電
文が入力され、取引時間帯ではなく、または入力依頼金額が入金限度額を超えているため

20

、入金処理を中止したことを示すログを、取引・セキュリティログ記憶部２１１に対して
書き込んで記録する。
これにより、携帯端末３０１は、表示画面に１日の入金限度額を超えており入金処理が
行えないことを示すエラー出力を表示する。
【００３９】
一方、加算結果が入金限度額以下である場合、取引規制チェック部２０３は、入金依頼
電文をオンライン電文組立部２０４へ出力するとともに、上記入金依頼電文が入力された
時刻に対応させ、入金依頼電文が入力され、入力依頼金額が入金限度額以下であり、入金
処理を実行することを示すログを、取引・セキュリティログ記憶部２１１に対して書き込
んで記録する。

30

【００４０】
次に、オンライン電文組立部２０４は、入金依頼電文が入力されると、勘定元帳サーバ
１００に対して入金依頼を行う形式に対応させて、入金処理依頼電文を作成し（ステップ
Ｓ１２）、入金処理電文と作成した入金処理依頼電文とを電文制御部２０５へ出力する。
上記入金処理電文及び入金処理依頼電文が入力されると、電文制御部２０５は、入金処
理依頼電文に対して取引通番を付加し、入金処理依頼電文における電文通番をこの取引通
番に書き換えた後、入金依頼電文と入金処理依頼電文とを対応させて、オンライン取引情
報記憶部２０９へ書き込むとともに、入金処理依頼電文を勘定元帳サーバ１００へ送信す
る（ステップＳ１３）。
【００４１】

40

入金依頼処理電文が入力されると、勘定元帳制御部１０１は、この入金処理依頼電文か
ら口座番号、入金する金額、端末が所属する金融機関を識別する金融機関識別番号、端末
の種類を読み出し、上記口座番号に対応させて、取引内容、取引金額、日付、取引端末種
類（端末の種類）、金融機関識別番号、取引金額を加算して入金を反映させた残高を、勘
定元帳データベース１０２に書き込む（ステップＳ１４）。
そして、勘定元帳制御部１０１は、入金処理が終了したことを示す入金処理終了電文を
、この入金処理終了電文に対応した入金依頼電文と同一の取引通番を付加して金融アプリ
ケーションサーバ２００に対して送信する。
【００４２】
入金処理終了電文が入力されると、オンライン電文読替部２０６は、この入金処理終了
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電文を、携帯通帳記帳装置３００に対して送信する電文の形式である入金終了電文に変換
し、取引結果管理部２０７に対して出力する（ステップＳ１５）。
【００４３】
次に、取引結果管理部２０７は、この入金終了電文から入金処理した金額及び口座番号
を抽出し、オンライン取引情報記憶部２０９からこの口座番号に対応した入金積算額を読
み出し、この入金積算額に対し、上記抽出した入金処理した金額を加算し、加算結果を口
座番号に対応して書き込んで、入金積算額を更新し、処理をステップＳ１８へ進める（ス
テップＳ１６）。また、取引結果管理部２０７は、入金金額を更新したことと、変更した
日付とを、口座番号に対応させて、取引・セキュリティログ記憶部２１１に書き込んで記
録する。

10

【００４４】
そして、記帳データ組立部２０８は、入金終了電文を携帯通帳記帳装置３００へ送信す
る形式の終了電文（電文通番、端末識別情報、入金金額、入金成功を示す情報）に変更し
、通信制御部２０１へ送信する（ステップＳ１７）。
終了電文が入力されると、通信制御部２０１は、入力される終了電文を携帯通帳記帳装
置３００へ送信する（ステップＳ１８）とともに、終了電文を携帯通帳記帳装置３００に
対して送信した時刻に対応し、上記終了電文を取引・セキュリティログ記憶部２１１へ書
き込んで記録する。
【００４５】
次に、携帯端末３０１は、終了電文が入力されると、入金金額と入金成功を示す情報を

20

処理結果として表示画面に表示する（ステップＳ１９）。
そして、携帯端末３０１は、金融アプリケーションサーバ２００の処理からログアウト
するか、他の処理を継続して行うかを選択する選択画面を表示し、選択結果がログアウト
であるか否かを判定し（ステップＳ２０）、ログアウトの場合、処理をステップＳ２１へ
進め、一方、処理を継続する場合、処理をステップＳ５へ進める。
ログアウトの場合、携帯端末３０１は、金融アプリケーションサーバ２００の処理から
ログアウトする（ステップＳ２１）。
上述したオンライン取引情報記憶部２０９に記憶される金融アプリケーションサーバ２
００から勘定元帳サーバ１００へ送信する電文と、勘定元帳サーバ１００から金融アプリ
ケーションサーバ２００へ送信する電文とを、同一の処理に対して取引通番と電文通番と
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により対応づけるとして説明したが、取引通番及び端末識別情報と、電文通番及び端末識
別情報とを用いて対応づけるようにしても良い。
したがって、オンライン電文組立部２０４及びオンライン電文読替部２０６は、取引通
番及び端末識別情報と、電文通番及び端末識別情報とを用いて、電文の書き換えを行う際
、同一処理の電文の識別を、取引通番及び端末識別情報と、電文通番及び端末識別情報と
をそれぞれの電文から抽出し、対応づけに用いるようにしても良い。
【００４６】
＜記帳処理＞
また、処理を継続する場合、認証処理部２０２は、携帯端末３０１の表示部に対し、勘
定元帳サーバ１００に対して依頼する処理の種類を選択する画面を表示させる。

40

そして、渉外担当者が上記画面から、先の入金処理の結果を記帳するため、記帳処理が
選択される（ステップＳ５）と、すでに通帳が通帳プリンタ３０２に対して通帳が挿入さ
れ、口座番号の正当性まで判定されていることを認識しているため、処理を実行する確定
キーが押下されることにより、携帯端末３０１は、通帳プリンタ３０２が出力する口座番
号を処理に必要なデータとして読み込む（ステップＳ８）。
また、記帳処理のみを行う場合、すなわち、直前に入金処理が行われない場合、ステッ
プＳ１〜ステップＳ８までは、すでに説明した入金処理と、選択する処理のみが異なる以
外は同様の処理が行われる。
【００４７】
そして、携帯端末３０１は、口座番号が入力されると、口座番号に対し、電文を識別す
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る電文識別情報である電文通番、記帳処理を示す情報、当日の日付、携帯端末自身を識別
する情報である端末識別情報（例えば、携帯端末機番など）を少なくとも付加した記帳要
求電文を作成し（ステップＳ９）、この記帳要求電文を金融アプリケーションサーバ２０
０へ送信する。
【００４８】
記帳要求電文を受信すると、通信制御部２０１は、受信した時刻に対応し、この記帳要
求電文を取引・セキュリティログ記憶部２１１へ書き込んで記録する。
次に、取引規制チェック部２０３は、上記記帳要求電文を入力すると、入金処理ではな
いために取引規制の処理、すなわちステップ８の処理を行わず、この記帳要求電文をオン
ライン組立部２０４へ出力し、処理をステップＳ１２へ進める。

10

【００４９】
次に、オンライン電文組立部２０４は、記帳要求電文が入力されると、勘定元帳サーバ
１００に対して記帳依頼を行う形式に対応させて、記帳データ要求電文を作成し（ステッ
プＳ１２）、記帳要求電文と作成した記帳データ要求電文とを電文制御部２０５へ出力す
る。
上記記帳要求電文及び記帳データ要求電文が入力されると、電文制御部２０５は、記帳
データ要求電文に対して取引通番を付加し、この記帳データ要求電文における電文通番を
この取引通番に書き換えた後、記帳要求電文と記帳データ要求電文とを対応させて、オン
ライン取引情報記憶部２０９へ書き込むとともに、記帳データ要求電文を勘定元帳サーバ
１００へ送信する（ステップＳ１３）。

20

【００５０】
記帳データ要求電文が入力されると、勘定元帳制御部１０１は、この記帳データ要求電
文から口座番号、記帳処理を示す情報、端末が所属する金融機関を識別する金融機関識別
番号、端末の種類を読み出し、上記口座番号に対応した残高を、勘定元帳データベース１
０２から読み出す（ステップＳ１４）。
そして、勘定元帳制御部１０１は、記帳処理（残高データの取得処理）が終了したこと
を示す記帳データ回答電文を、この記帳データ回答電文に対応した記帳データ要求電文と
同一の取引通番を付加して金融アプリケーションサーバ２００に対して送信する。
【００５１】
記帳データ回答電文が入力されると、オンライン電文読替部２０６は、この記帳データ
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回答電文を、携帯通帳記帳装置３００に対して送信する電文の形式である記帳回答電文に
変換し、取引結果管理部２０７に対して出力する（ステップＳ１５）。
次に、取引結果管理部２０７は、記帳回答電文が入力されると、電文が記帳回答電文で
あることを検出すると、取引結果の管理を行わず、この記帳回答電文を記帳データ組立部
２０８へ出力し（ステップＳ１６）、処理をステップＳ１６へ進める。
【００５２】
そして、記帳データ組立部２０８は、入金終了電文を携帯通帳記帳装置３００へ送信す
る形式の記帳データに変更し、通信制御部２０１へ送信する（ステップＳ１７）。
記帳データが入力されると、通信制御部２０１は、入力される記帳データを携帯通帳記
帳装置３００へ送信する（ステップＳ１８）とともに、終了信号を携帯通帳記帳装置３０
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０に対して送信した時刻に対応し、上記記帳データを取引・セキュリティログ記憶部２１
１へ書き込んで記録する。
【００５３】
次に、携帯端末３０１は、記帳データが入力されると、記帳データを処理結果として表
示画面に表示するとともに、この記帳データを通帳プリンタ３０２へ出力する（ステップ
Ｓ１９）。
記帳データが入力されると、通帳プリンタ３０２は、挿入されている通帳のページの記
帳する領域に、入金した日付及び残高などを印字し、通帳に対する記帳を行う。
そして、携帯端末３０１は、金融アプリケーションサーバ２００の処理からログアウト
するか、他の処理を継続して行うかを選択する選択画面を表示し、入力された選択結果が
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ログアウトであるか否かを判定し（ステップＳ２０）、ログアウトの場合、処理をステッ
プＳ２１へ進め、一方、処理を継続する場合、処理をステップＳ５へ進める。
ログアウトの場合、携帯端末３０１は、金融アプリケーションサーバ２００の処理から
ログアウトする（ステップＳ２１）。
【００５４】
上述したフローチャートの処理において、金融アプリケーションサーバ２００と携帯通
帳記帳装置３００との通信が受信状態が悪く、通常のシーケンスによらず切断された場合
、通信制御部２０１は、切断した時間に対応して、異常切断されたことを示す異常切断情
報と、通信先である携帯端末３０１の端末識別情報とを、取引・セキュリティログ記憶部
２１１記録する。

10

そして、金融アプリケーションサーバ２００と携帯通帳記帳装置３００との通信が再接
続され、金融アプリケーションサーバ２００の処理へのログインまでが終了した後、通信
制御部２０１は、接続先の端末識別情報に対応し、ログインする直前にこの端末識別情報
に対応して異常切断情報が記録されていいるか否かを、取引・セキュリティログ記憶部２
１１から検索する。
【００５５】
このとき、通信制御部２０１は、ログインした携帯端末２０１の端末識別情報に対応し
て異常切断情報が記録されている場合、その異常切断情報が書き込まれた時刻以前に、正
常に終了した処理を抽出し、この処理から再処理を開始するか、または新たな処理を開始
するかを確認する確認電文を携帯端末３０１へ送信する。
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携帯端末３０１は、確認電文が入力されると、表示部に再処理または新たな処理のいず
れとするかの選択表示画面を表示する。
ここで、渉外担当者が新たな処理を選択した場合、すでに説明したステップＳ５の処理
が開始される。
【００５６】
ただし、異常切断したタイミングによっては、勘定元帳制御部１０１が勘定元帳データ
ベース１０２に入金処理を終了した後であることを、取引・セキュリティログ記憶部２１
１において検出した場合、入金処理が終了していることを示す情報を付加して、上記確認
電文を携帯端末３０１に対して送信する。
携帯端末３０１は、入金処理が終了していること示す情報が付加された確認電文を入力
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すると、表示部に再処理または新たな処理のいずれとするかの選択表示画面に、入金処理
が終了していることを示す情報を表示する。これにより、通信の異常切断による２重入金
を防止することができる。
【００５７】
＜出金処理における勘定元帳サーバの動作＞
勘定元帳サーバ１００が非対面の状態による出金処理、すなわち金融機関の窓口にて行
員と預金者とが顔を合わせて対面にて行う出金処理ではなく、ＡＴＭ１５０等の端末から
出金の要求を受けた場合、勘定元帳制御部１０１は、その預金者の口座番号に対応して、
当日に入金された金額及び入金した端末の種類を勘定元帳データベース１０２から読み込
む。
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勘定元帳制御部１０１は、出金金額が、当日に入金された全金額から携帯端末から入金
（モバイル入金）された金額を減算した差額を超えるか否かを判定し、出金金額が差額を
超えた場合に出金停止を行い、停止したことを預金者に対して通知し、一方、出金金額が
差額以下の場合、通常の出金処理を行う。
【００５８】
ただし、公共料金や何らかの売買による支払などの引き落としのように、預金者個人の
出金ではなく、善意の第三者による出金処理である場合、出金金額が差額を超えるか否か
を判定することなく、通常の出金処理を行う。
上述した処理により、本実施形態によれば、出金処理に対して、出金を行う人物、及び
入金処理を行った端末の種類を区別して、預金者自身の出金に制限を設けているため、預

50

(17)

JP 5586738 B2 2014.9.10

金者及び渉外担当者による不正な入金及び出金処理を防止することができる。
また、本実施形態によれば、入金処理がリアルタイムに行えるため、渉外担当者による
不正な入金処理を防止し、各預金者宅におけるモバイル入金であっても、当日の引き落と
しなどに対応することができ、携帯通帳記帳装置を携帯した渉外担当者に依頼することに
より、自宅にいながら不渡りを出さない入金処理を勘定元帳データベース１０２に対して
行うことが可能となる。
【００５９】
なお、図１における勘定元帳サーバ、金融アプリケーションサーバ及び携帯端末の機能
を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記
録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによ

10

り各サーバ及び携帯端末における各処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュー
タシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピ
ュータシステム」は、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）を備えたＷＷＷシステ
ムも含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブ
ルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステ
ムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取
り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介
してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内
部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むも
のとする。
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【００６０】
また、前記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。また、前記プログラムは、前述した機能の一部を実現
するためのものであってもよい。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに
記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差
分プログラム）であっても良い。
【００６１】
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以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【符号の説明】
【００６２】
１００…勘定元帳サーバ
１０１…勘定元帳制御部
１０２…勘定元帳データベース
２００…金融アプリケーションサーバ
２０１…通信制御部
２０２…認証処理部
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２０３…取引規制チェック部
２０４…オンライン電文組立部
２０５…電文制御部
２０６…オンライン電文読替部
２０７…取引結果管理部
２０８…記帳データ組立部
２０９…オンライン取引情報記憶部
２１０…ユーザ管理情報記憶部
２１１…取引・セキュリティログ記憶部
２１２…口座認定処理部
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(18)
３００…携帯通帳記帳装置
３０１…携帯端末
３０２…通帳プリンタ

【図１】

【図２】
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【図３】
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