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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一括処理する複数件の口座取引について、口座取引毎に、その取引内容を示す口座取引
情報を取得する取引情報取得手段を有する取引情報受付端末と、
　前記取引情報受付端末に接続し、この取引情報受付端末から指示された金額に応じた貨
幣の入出金処理を行う入出金処理手段を有する貨幣処理機と、
　本体に取り込んだ通帳から口座番号を読み取る口座番号読取手段、および本体に取り込
んだ通帳に対応する口座に対して処理された取引の内容を記帳する記帳手段を有する記帳
機と、を備え、
　前記記帳機は、複数件の口座取引の一括処理を行うとき、前記口座番号読取手段が本体
に取り込んだ各通帳から読み取った口座番号を前記取引情報受付端末に入力し、
　前記取引情報受付端末は、
　　一括処理する複数件の口座取引について、口座取引毎に、前記記帳機から入力された
通帳の口座番号、および前記取引情報取得手段が取得した口座取引情報に基づき、取引内
容とともに通帳の有無を表示器に一覧で表示する表示手段と、
　　一括処理する複数件の口座取引について前記取引情報取得手段が口座取引毎に取得し
た口座取引情報に基づく、口座への合計入金金額と、口座からの合計出金金額と、の差額
に応じた入出金処理を前記貨幣処理機に指示する入出金処理指示手段と、
　　前記取引情報取得手段が口座取引情報を取得した、一括処理する複数件の口座取引に
かかる取引処理要求をホスト装置に通知する取引処理要求通知手段と、
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　　前記取引処理要求通知手段が一括処理する複数件の口座取引にかかる取引処理要求を
前記ホスト装置に通知し、前記ホスト装置から全ての口座取引について処理完了通知を受
信した後、前記記帳機に対して通帳への記帳を指示する記帳指示手段と、を有している、
　取引処理システム。
【請求項２】
　前記取引情報受付端末に接続し、取引内容が記載された取引伝票の画像をイメージセン
サで取得する伝票画像取得手段を有する画像読取機を備え、
　前記取引情報受付端末の前記取引情報取得手段は、前記画像読取機が取得した取引伝票
の画像を処理し、当該取引伝票に記載されている取引内容を認識する、
　請求項１に記載の取引処理システム。
【請求項３】
　前記記帳機は、前記取引情報受付端末からの指示にしたがって、複数冊の通帳が一度に
セットできる通帳セット口にセットされている通帳を１冊ずつ繰り出し、前記口座番号読
取手段による通帳から口座番号の読み取り、または前記記帳手段による取引の内容の記帳
の少なくとも一方を行って、通帳排出口に排出する、
　請求項１、または２に記載の取引処理システム。
【請求項４】
　前記取引情報受付端末は、
　　前記表示手段が表示器に一覧で表示している口座取引毎に、取引内容の訂正を受け付
ける訂正受付手段と、を有する、
　請求項１～３のいずれかに記載の取引処理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、銀行等の金融機関に開設されている口座に対する取り引き（口座取引）を
処理する取引処理システムに関し、特に複数件の口座取引を一括して処理する取引処理シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀行等の金融機関は、開設されている口座に対して各種取引（入金取引、出金取
引、振込取引、振替取引等）が行えるＡＴＭ等の自動取引処理装置や、取引内容を通帳に
記帳（印字）する記帳機等の自動機を店舗内の自動機コーナやロビー等に設置し、利用者
である顧客の利便性の向上を図っている。
【０００３】
　また、記帳する通帳が複数冊である利用者の操作性の向上を図る目的で、複数冊の通帳
が一度にセットできる一括記帳カセットを設け、この一括記帳カセットにセットされた通
帳を、１冊ずつ通帳搬送路に繰り出し、繰り出した通帳毎に取引内容を記帳し、排出部に
搬送する記帳機が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９-１３４５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ＡＴＭ等の自動取引処理装置は、口座に対する取引を１件ずつ処理する
構成である。このため、利用者は、複数件の取引を自動取引処理装置で処理する場合、処
理する取引にかかる操作を１件ずつ行わなければならず、自動取引処理装置での操作が煩
雑になる。したがって、複数件の取引を処理する利用者の多くは、自動機ではなく、金融
機関の店舗の窓口で処理している。具体的には、利用者が、複数件の取引について、その
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取引内容を記載した取引伝票や、取引に用いる通帳を行員に渡す。窓口の行員が、利用者
から渡された取引伝票と、通帳とを用いて、１件ずつ取引を処理する。すなわち、窓口の
行員が、利用者に代わって処理する取引にかかる操作を１件ずつ行っているだけであり、
実質的に複数件の取引を処理するときの操作性が改善されているわけではなかった。
【０００６】
　なお、上述した特許文献１は、複数冊の通帳に対する記帳が一括してできるだけであっ
て、口座に対する複数件の取引を一括処理するものではなかった。
【０００７】
　この発明の目的は、銀行等の金融機関に開設されている口座に対する複数件の口座取引
を処理する際の操作性を向上させ、取引処理が効率的に行える取引処理システムを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の取引処理システムは、上述の課題を解決し、その目的を達するために、以下
のように構成した。
【０００９】
　記帳機は、口座番号読取手段により本体に取り込んだ通帳から口座番号を読み取る処理
や、記帳手段により本体に取り込んだ通帳に対応する口座に対して処理された取引の内容
を記帳する処理を行う。また、記帳機は、複数件の口座取引の一括処理を行うとき、口座
番号読取手段が本体に取り込んだ各通帳から読み取った口座番号を取引情報受付端末に入
力する。
　取引情報受付端末は、一括処理する複数件の口座取引について、口座取引毎に、その取
引内容を示す口座取引情報を取得する。取引情報受付端末は、一括処理する複数件の口座
取引について、口座取引毎に、記帳機から入力された通帳の口座番号、および取引情報取
得手段が取得した口座取引情報に基づき、取引内容とともに通帳の有無を表示器に一覧で
表示する。
　また、取引情報受付端末は、一括処理する複数件の口座取引について、口座取引毎に取
得した口座取引情報に基づく、口座への合計入金金額と、口座からの合計出金金額と、の
差額に応じた入出金処理を貨幣処理機に指示する。すなわち、取引情報受付端末は、一括
処理する複数件の口座取引を１つの取引とみなし、口座への入金金額、または口座からの
出金金額にかかる入出金処理を貨幣処理機に指示する。例えば、一括処理する複数件の口
座取引における、口座への合計入金金額が１０万円で、口座からの合計出金金額が８万円
で、ある場合には、その差額である２万円の入金処理を指示する。また、口座への合計入
金金額が８万円で、口座からの合計出金金額が１０万円で、ある場合には、その差額であ
る２万円の出金処理を指示する。
【００１０】
　貨幣処理機は、取引情報受付端末から指示された金額に応じた貨幣の入出金処理を行う
。これにより、一括処理する複数件の口座取引にかかる入出金処理が一度の入出金処理で
処理される。
【００１１】
　さらに、取引情報受付端末は、一括処理する複数件の口座取引にかかる取引処理要求を
ホスト装置に通知する。ホスト装置は、取引情報受付端末から通知された複数件の口座取
引を処理する。
【００１２】
　このように、複数件の口座取引を一括して処理することができるので、操作性の向上が
図れるとともに、処理時間の短縮にともなって処理効率が向上される。
　また、取引情報受付端末は、一括処理する複数件の口座取引について、口座取引毎に、
取引内容とともに通帳の有無を表示器に一覧で表示する構成としているので、利用者が、
一括処理する複数件の口座取引の内容だけでなく、その取引に使用される通帳の有無につ
いても簡単に確認できる。
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　さらに、取引情報受付端末は、ホスト装置から全ての口座取引について処理完了通知を
受信した後、記帳機に対して通帳への記帳を指示する構成であるので、今回一括処理した
口座取引の中で、通帳が使用される口座取引について記帳の指示が行えます。
【００１３】
　また、取引内容が記載された取引伝票の画像をイメージセンサで取得する画像読取機を
取引情報受付端末に接続する。そして、取引情報受付端末が、この画像読取機で取得した
取引伝票の画像を処理し、当該取引伝票に記載されている取引内容を認識することにより
、一括処理する複数件の口座取引について口座取引情報を取得する構成としてもよい。
【００１４】
　また、記帳機は、取引情報受付端末からの指示にしたがって、複数冊の通帳が一度にセ
ットできる通帳セット口にセットされている通帳を１冊ずつ繰り出し、口座番号読取手段
による通帳から口座番号の読み取り、または記帳手段による取引の内容の記帳の少なくと
も一方を行って、通帳排出口に排出する構成にしてもよい。このようにすれば、複数件の
口座取引を一括して処理するときにおける、記帳する通帳の取り扱いにかかる利用者の手
間が抑えられる。
【００１５】
　さらに、取引情報受付端末は、一括処理する複数件の口座取引の取引内容を表示器に一
覧で表示し、取引内容の訂正を受け付ける構成としてよい。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明によれば、銀行等の金融機関に開設されている口座に対する複数件の取引を処
理する際の操作性を向上させ、取引処理が効率的に行える。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】取引処理システムの構成を示す図である。
【図２】操作端末、スキャナ、貨幣処理機、および記帳機を作業デスク周辺に配置した状
態を示す概略図である。
【図３】操作端末、スキャナ、貨幣処理機、および記帳機を作業デスク周辺に配置した状
態を示す概略図である。
【図４】操作端末の主要部の構成を示すブロック図である。
【図５】スキャナの内部構成を示す概略図である。
【図６】記帳機の内部構成を示す概略図である。
【図７】一括取引処理を示すフローチャートである。
【図８】一括取引処理確認画面を示す図である。
【図９】一括取引処理確認画面を示す図である。
【図１０】取引内容修正処理を示すフローチャートである。
【図１１】取引内容修正画面を示す図である。
【図１２】取引内容修正画面を示す図である。
【図１３】修正内容入力画面を示す図である。
【図１４】一括取引処理確認画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、この発明の実施形態である取引処理システムについて説明する。
【００１９】
　図１は、この取引処理システムの構成を示す図である。この取引処理システムは、操作
端末１と、スキャナ２と、貨幣処理機３と、記帳機４と、を備えている。この取引処理シ
ステムは、口座取引を１件ずつ処理することもできれば、複数件の口座取引を一括して処
理することもできる。一括処理する複数件の取引は、その全てが異なる口座に対する口座
取引であってもよいし、一部に同じ口座に対する口座取引が含まれていてもよい。
【００２０】
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　操作端末１は、専用回線を介して金融機関のセンタに設置されているホスト装置５に接
続している。ホスト装置５は、開設されている口座毎に、その口座にかかる口座情報を記
憶し、管理する。口座情報には、口座番号、口座名義人の住所、口座名義人の氏名、現在
の口座残高、当該口座に対して行われた口座取引の取引履歴等が含まれている。また、ホ
スト装置５は、管理している口座に対する取引処理要求を受信すると、その取引処理要求
に含まれている取引内容に基づいて口座情報を更新する。
【００２１】
　スキャナ２は、口座取引にかかる取引内容が記載された取引伝票を画像として読み取る
。スキャナ２は、複数枚の取引伝票がセットされたときには、取引伝票を１枚ずつ繰り出
し、繰り出した取引伝票の画像を読み取る。スキャナ２は、取引伝票毎に、その読取画像
を操作端末１に入力する。スキャナ２には、処理する口座取引の件数と同数の取引伝票が
セットされる。
【００２２】
　操作端末１は、入力された取引伝票の読取画像を処理し、その取引伝票に記載されてい
る取引内容を認識する。操作端末１は、取引内容を認識した１または複数の口座取引にか
かる硬貨や紙幣（以下、総称して貨幣と言う場合もある。）の入出金処理を貨幣処理機３
に指示する。貨幣処理機３は、操作端末１から指示された貨幣の入出金処理を行う。また
、操作端末１は、記帳機４に対して通帳に対する取引内容の記帳を指示する。
【００２３】
　図２、および図３は、操作端末、スキャナ、貨幣処理機、および記帳機を作業デスク周
辺に配置した状態を示す概略図である。図２は、作業デスクを正面からみた図であり、図
３は上面からみた図である。操作端末１、スキャナ２、貨幣処理機３、および記帳機４を
操作する操作者は、窓口の行員であってもよいし、利用者であってもよい。すなわち、こ
の作業デスクは、窓口の行員が作業するデスクであってもよいし、店舗内のロビー等に設
置した、利用者が作業するデスクであってもよい。図２、および図３は、操作端末１、ス
キャナ２、および記帳機４を作業デスク上に載置し、貨幣処理機３を作業デスクの下に配
置している例を示している。
【００２４】
　なお、図２、および図３では、以下に示す表示器１２ａおよびキーボード１３ａのみ示
し、操作端末１本体の図示を省略している。
【００２５】
　図４は、操作端末の主要部の構成を示すブロック図である。操作端末は、制御部１１と
、表示部１２と、操作部１３と、画像処理部１４と、通信部１５と、第１の入出力部１６
と、第２の入出力部１７と、第３の入出力部１８と、を備えている。制御部１１は、操作
端末１本体各部の動作を制御する。表示部１２は、表示器１２ａにおける画面表示を制御
する。操作部１３は、キーボード１３ａやマウス（不図示）等の入力デバイスを有し、操
作者による入力操作を受け付ける。画像処理部１４は、第１の入出力部１６を介して接続
されるスキャナ２から入力される画像を処理する。スキャナ２は、後述するように、取引
伝票の読取画像を操作端末１に入力する。画像処理部１４は、取引伝票の読取画像を公知
の文字認識処理で処理し、この取引伝票に記載されている取引内容を認識する。
【００２６】
　また、第２の入出力部１７は、貨幣処理機３との間における入出力を制御し、第３の入
出力部１８は記帳機４との間における入出力を制御する。さらに、通信部１５は、センタ
に設置されているホスト装置５との通信を制御する。
【００２７】
　図５は、スキャナの内部構成を示す概略図である。このスキャナ２は、セットされた原
稿を画像として読み取る公知のものである。スキャナ２は、原稿の読取画像を接続されて
いる操作端末１に入力する。ここで、このスキャナ２について簡単に説明しておく。この
スキャナ２は、原稿セット位置２１に原稿をセットする。スキャナ２は、原稿セット位置
２１にセットされた原稿を１枚ずつ搬送路に繰り出し、この搬送路に沿って原稿排紙トレ
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イ２２に搬送する搬送部を有している。また、スキャナ２は、搬送路に沿って搬送してい
る原稿の画像をイメージセンサ２３で読み取る。スキャナ２は、イメージセンサ２３で読
み取った読取画像を接続されている操作端末１に入力する。このスキャナ２は、取引伝票
の読み取りに使用する。
【００２８】
　貨幣処理機３は、硬貨、および紙幣による入金や出金を処理する。この貨幣処理機３は
、公知のＡＴＭ等の機器に適用されている公知のものであるので、ここでは簡単に説明し
ておく。貨幣処理機３は、本体内部に、硬貨の金種や真偽を識別する硬貨識別部や、紙幣
の金種や真偽を識別する紙幣識別部を有している。また、硬貨、および紙幣を金種別に収
納する、硬貨カートリッジや紙幣カートリッジを有している。貨幣処理機３は、硬貨投入
／放出口３ｂに投入された硬貨の金種や真偽を硬貨識別部で識別し、投入された硬貨の合
計金額を算出するとともに、これらの硬貨を該当する金種の硬貨カートリッジに搬送し収
納する。また、紙幣投入／放出口３ａに投入された紙幣の金種や真偽を紙幣識別部で識別
し、投入された紙幣の合計金額を算出するとともに、これらの紙幣を該当する金種の紙幣
カートリッジに搬送し収納する。また、貨幣処理機３は、操作端末１から指示された出金
金額に応じて、硬貨カートリッジや紙幣カートリッジから貨幣を繰り出し、硬貨投入／放
出口３ｂや紙幣投入／放出口３ａに搬送し、貨幣を出金する。
【００２９】
　図６は、記帳機の内部構成を示す概略図である。この記帳機４は、通帳に対して記帳等
の処理を行う通帳処理ユニット４０を有している。また、本体前面には、通帳を１冊ずつ
挿入する通帳挿入口４１と、複数冊の通帳を纏めてセットする通帳セット口４２と、通帳
を排出する通帳排出口４３と、を有している。また、記帳機４は、本体内部に形成してい
る通帳搬送路に沿って通帳を搬送する。この通帳搬送路は、通帳挿入口４１と通帳処理ユ
ニット４０とを結ぶ経路や、通帳セット口４２と通帳排出口４３とを、通帳処理ユニット
４０を経由して結ぶ経路を有している。
【００３０】
　記帳機４は、通帳挿入口４１に挿入された通帳を、通帳搬送路に沿って通帳処理ユニッ
ト４０に搬送し、この通帳処理ユニット４０で記帳等の処理を行った後に、通帳挿入口４
１に搬送し、排出する。また、記帳機４は、通帳セット口４２にセットされた通帳を、通
帳搬送路に沿って通帳処理ユニット４０に搬送し、この通帳処理ユニット４０で記帳等の
処理を行った後に、通帳排出口４３に搬送し、排出する。
【００３１】
　通帳処理ユニット４０は、印字部、磁気データ処理部、光学読取部、ページ捲り部等を
有している。印字部は、印字ヘッドを有し、取引内容等を通帳に記帳（印字）する。磁気
データ処理部は、磁気ヘッドを有し、通帳の裏表紙に貼付されている磁気ストライプに記
録されているデータ（口座番号等）の読み取りや、この磁気ストライプに対するデータの
書き込み等を行う。光学読取部は、光学ヘッドを有し、通帳のページに印刷されているペ
ージ番号を示すバーコードの読み取りや、取引内容が記帳されている最終記帳行の検出等
を行う。ページ捲り部は、ページ捲りローラを有し、記帳している通帳のページを捲る。
【００３２】
　なお、図１では、記帳機４は操作端末１を介してホスト装置５と接続されている場合を
例示しているが、操作端末１を介さずにホスト装置５に接続してもよい。
【００３３】
　以下、この取引処理システムで、複数件の口座取引を一括して処理するときの動作につ
いて説明する。
【００３４】
　図７は、複数件の口座取引を一括して処理する一括取引処理を示すフローチャートであ
る。操作者は、今回一括処理する取引毎に、その取引内容が記載された取引伝票を纏めて
スキャナ２の原稿セット位置２１にセットする。操作者は、行員、または利用者本人であ
る。また、今回一括処理する取引において使用する通帳を、記帳機４の通帳セット口４２
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にセットする。その後、操作者は、操作端末１において、一括取引処理開始にかかる入力
操作を行う。
【００３５】
　操作端末１は、一括取引処理開始にかかる入力操作を検出すると、スキャナ２に対して
取引伝票の読取を指示する（ｓ１）。また、記帳機４に対して通帳の確認を指示する（ｓ
２）。このｓ１、ｓ２にかかる処理を実行する順番は、逆であってもよい。
【００３６】
　スキャナ２は、操作端末１から取引伝票の読取が指示されると、原稿セット位置２１に
セットされている取引伝票を１枚ずつ繰り出し、イメージセンサ２３を経由して原稿排紙
トレイ２２に搬送する。スキャナ２は、取引伝票毎に、イメージセンサ２３で読み取った
読取画像を操作端末１に入力する。
【００３７】
　なお、処理する口座取引が１件である場合には、原稿セット位置２１にセットされる取
引伝票は１枚である。
【００３８】
　また、記帳機４は、操作端末１から通帳の確認が指示されると、通帳セット口４２にセ
ットされている通帳を１冊ずつ繰り出し、通帳処理ユニット４０を経由して通帳排出口４
３に排出する。このとき、記帳機４は、通帳処理ユニット４０で通帳の裏表紙に貼付され
ている磁気ストライプに記録されているデータ（口座番号）を読み取るだけで、通帳に対
する取引内容の記帳等にかかる処理を行わない。記帳機４は、今回通帳から読み取った口
座番号を操作端末１に入力する。
【００３９】
　操作端末１は、スキャナ２から入力された取引伝票の読取画像毎に、その読取画像を画
像処理部１４で処理し、その取引伝票に記載されている口座取引の取引内容を認識する（
ｓ３）。ｓ３では、文字認識処理により、取引の種別、取引金額、取引口座等を取引内容
として認識する。取引種別には、入金取引、出金取引、振込取引、振替取引等がある。
【００４０】
　また、操作端末１は、記帳機４から入力された通帳の口座番号を基に、今回一括処理す
る口座取引毎に、通帳の有無を確認する（ｓ４）。
【００４１】
　操作端末１は、今回一括処理する口座取引毎に、ｓ３で認識した取引内容、およびｓ４
で確認した通帳の有無を対応付けた一括取引処理確認画面を表示部１２の表示器１２ａに
表示する（ｓ５）。
【００４２】
　図８は、この一括取引処理確認画面を示す図である。この一括取引処理確認画面は、図
８に示すように、今回一括処理する口座取引毎に、口座番号、取引種別、取引金額、通帳
の有無を対応付けた画面である。図８では、１０件の口座取引を処理する場合の例である
。また、この一括取引処理確認画面は、口座取引毎に確認、および訂正のチェックボック
スを表示した画面である。さらに、全ての口座取引を一括して確認するチェックボックス
や、確認ボタン、訂正ボタンも表示している。
【００４３】
　操作者は、操作部１３のマウスを操作し、上述のチェックボックスのチェックや、確認
ボタンの操作や、訂正ボタンの操作を行う。具体的には、操作者は、マウスを操作して、
カーソルを画面上の操作位置（上述のチェックボックスやボタン）に合わせてクリックす
る。
【００４４】
　操作者は、表示器１２ａに表示された一括取引処理確認画面をみて、今回一括処理する
口座取引毎に、その取引内容が正しいかどうかを確認する。操作者は、いずれかの口座取
引の取引内容に誤りがあれば、該当する口座取引の訂正チェックボックスをチェックし、
訂正ボタンを操作する。例えば、操作者は、図８に示す画面で、上から２つ目の口座取引
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の取引内容に誤りがあると判断すると、この口座取引の訂正のチェックボックスをチェッ
クした後（図９参照）、訂正ボタンを操作する。
【００４５】
　操作端末１は、訂正ボタンの操作にかかる入力を受け付けると（ｓ６）、取引内容修正
処理を行う（ｓ７）。図１０は、この取引内容修正処理を示すフローチャートである。操
作端末１は、図１１に示す取引内容修正画面を表示部１２の表示器に表示する（ｓ２１）
。ここでは、口座番号の各桁、取引種別、および取引金額の各桁にチェックボックスを表
示し、修正箇所を受け付ける場合を例示している。操作者は、修正する箇所のチェックボ
ックスをチェックし、修正ボタンを操作する（図１２参照）。
【００４６】
　操作端末１は、修正ボタンが操作されると、図１３に示す修正内容入力画面を表示部１
２の表示器に表示する（ｓ２２、ｓ２３）。操作端末１は、修正ボタンの操作が行われた
ときに、チェックボックスがチェックされていた箇所について、修正内容の入力を受け付
ける。言い換えれば、修正ボタンの操作が行われたときに、チェックボックスがチェック
されていなかった箇所について、修正内容の入力を受け付けない。
【００４７】
　操作者は、キーボード１３ａ等を操作して、修正内容を入力し、完了ボタンを操作する
。操作端末１は、修正内容の入力を受け付け（ｓ２４）、その後、完了ボタンが操作され
ると（ｓ２５）、本処理を終了する。
【００４８】
　操作端末１は、上述したｓ７にかかる取引内容修正処理を完了すると、ｓ５に戻る。こ
のとき、操作端末１は、今回の取引内容修正処理にかかる取引内容の修正を反映させてい
る。表示器１２ａに再表示される一括取引処理確認画面は、図１４に示すように、今回の
取引内容修正処理にかかる取引内容の修正を反映させた画面である。
【００４９】
　操作端末１は、全ての口座取引にかかる確認チェックボックスがチェックされた状態、
または一括確認チェックボックスがチェックされた状態で、確認ボタンの操作にかかる入
力を受け付けると（ｓ８）、一括して処理する口座取引における、口座への入金金額の合
計と、口座からの出金金額の合計と、の差額を算出する（ｓ９）。操作端末１は、ｓ９で
算出した差額に基づいて、貨幣処理機３に入出金処理を指示する（ｓ１０）。具体的には
、合計入金金額が、合計出金金額よりも大きければ貨幣処理機３に対して、その差額の入
金処理を指示する。反対に、合計出金金額が、合計入金金額よりも大きければ貨幣処理機
３に対して、その差額の出金処理を指示する。また、入金金額と出金金額とが同じ（差額
が０である。）ときには、ｓ１０、ｓ１１にかかる処理を行わない（ｓ１２以降の処理を
実行する。）。
【００５０】
　貨幣処理機３は、操作端末１から指示された入出金処理を実行する。例えば、貨幣処理
機３は、出金処理が指示されたときには、指示された出金金額に応じた貨幣を、金種別カ
ートリッジから繰り出し、硬貨投入／放出口３ｂや紙幣投入／放出口３ａに放出する。ま
た、入金処理が指示されたときには、操作者が貨幣を硬貨投入／放出口３ｂや紙幣投入／
放出口３ａに投入する。貨幣処理機３は、投入された貨幣を計数し、投入金額が指示され
た入金金額以上であるかどうかを確認する。貨幣処理機３は、投入金額が指示された入金
金額未満であれば、貨幣の追加投入を受け付ける。
【００５１】
　なお、貨幣処理機３は、投入された貨幣を該当する金種の金種別カートリッジに収納す
る。また、投入金額と、入金金額との間に差額があれば、その差額に応じた貨幣を釣銭と
して硬貨投入／放出口３ｂや紙幣投入／放出口３ａに放出する。
【００５２】
　また、貨幣処理機３は、操作端末１から指示された入出金処理が完了すると、入出金処
理完了を操作端末１に通知する。
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【００５３】
　操作端末１は、貨幣処理機３から入出金処理完了の通知があると（ｓ１１）、今回一括
して処理する口座取引毎に、その取引内容をホスト装置５に通知する（ｓ１２）。ホスト
装置５は、取引内容が通知された口座取引毎に、対応する口座の取引履歴や口座残高等を
含む口座管理情報の更新処理を行う。操作端末１は、ホスト装置５から全ての口座取引に
ついて処理完了通知を受信すると、記帳機４に対して記帳処理を指示する（ｓ１３、ｓ１
４）。
【００５４】
　操作者は、ｓ４が完了してから、この時点に達するまでの間に、今回一括して処理する
口座取引に用いる通帳を、通帳セット口４２に再度セットしている。記帳機４は、通帳セ
ット口４２にセットされている通帳を１冊繰り出し、通帳処理ユニット４０に搬送する。
記帳機４は、通帳処理ユニット４０で裏表紙に貼付されている口座番号を読み出す。そし
て、この口座番号を操作端末１に通知する。操作端末１は、ホスト装置５と通信し、該当
する口座の通帳に記帳する取引内容を受信する。操作端末１は、このとき、今回処理した
取引だけでなく、取引内容が未記帳であった過去の取引についても、その取引内容をホス
ト装置５から受信する。操作端末１は、ホスト装置５から受信した未記帳の取引内容を記
帳機４に通知する。記帳機４は、通帳処理ユニット４０で操作端末１から通知された取引
内容を通帳に記帳し、通帳排出口４３に排出する。記帳機４は、通帳セット口４２にセッ
トされている通帳毎に、上述の記帳処理を行う。
【００５５】
　なお、操作端末１は、今回の取引で使用する通帳を、ｓ４ですでに確認しているので、
ｓ１２、ｓ１３におけるホスト装置５との通信で、今回の取引で使用する通帳毎に、記帳
する取引内容にかかる記帳データを事前に受信しておいてもよい。このようにすれば、操
作端末１がホスト装置５にアクセスする回数を抑えることができる。
【００５６】
　記帳機４は、通帳セット口４２にセットされた全ての通帳に対する記帳が完了すると、
記帳完了を操作端末１に通知する。操作端末１は、記帳完了の通知を受信すると（ｓ１５
）、本処理を終了する。
【００５７】
　このように、この取引処理システムでは、複数件の取引を一括して処理することができ
るので、操作者である行員、または利用者の利便性を向上できる。また、複数件の口座取
引を処理するのに要する時間の短縮が図れ、口座取引における処理効率を向上させること
ができる。
【００５８】
　また、上記実施形態では、操作端末１は、一括して処理する複数件の口座取引について
、各口座取引の取引内容をスキャナ２で読み取った取引伝票の読取画像に対する画像処理
で取得するとしたが、各口座取引の取引内容をＵＳＢメモリ等の記憶媒体に記憶させてお
き、これを操作端末１に直接読み取らせる構成としてもよい。このように構成すれば、ス
キャナ２を不要にできる。また、インタネットや、通信回線を介して、一括して処理する
複数件の口座取引の取引内容を事前に操作端末１に送信できる構成としてもよい。
【００５９】
　また、一括取引処理に用いる通帳の確認については、その処理（上述したｓ２、および
ｓ４にかかる処理）を不要にしてもよい。この場合には、記帳処理時に、記帳機４から通
帳の口座番号が通知されたときに、その通帳の口座番号をホスト装置５に通知し、当該ホ
スト装置５から該当する通帳に記帳する記帳データを取得すればよい。
【００６０】
　また、記帳機４を、操作端末１を介さずにホスト装置５と接続し、記帳機４がホスト装
置５から記帳データを取得するように接続してもよい。
【符号の説明】
【００６１】
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　１…操作端末
　２…スキャナ
　３…貨幣処理機
　４…記帳機
　５…ホスト装置
　１１…制御部
　１２…表示部
　１２ａ…表示器
　１３…操作部
　１３ａ…キーボード
　１４…画像処理部
　１５…通信部
　１６…第１の入出力部
　１７…第２の入出力部
　１８…第３の入出力部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１２】
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【図１４】
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