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(57)【要約】
【課題】取引時間外に、ＡＴＭ１で出金取引を行いたい
という要望がある。
【解決手段】ホストコンピュータ４０の稼働を停止させ
た時間帯に取引を行う時間外取引の予約を端末機４６か
ら受け付け、ホストコンピュータ４０に予約成立の可否
を問い合わせ、予約成立のときは、予約取引番号を採番
して予約管理ファイル４３に記録すると共に、端末機４
６に送信する予約受付手段４２ａと、ＡＴＭ１からの取
引の要求により、予約管理ファイル４３に記憶した予約
取引番号の取引を実行する取引実行手段４２ｂとを有す
ることを特徴とする時間外取引システム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口座ファイルを有し、利用者の認証及び取引ごとに口座の更新を行うホストコンピュー
タと、
　前記ホストコンピュータと通信回線を介して接続され、利用者の操作により取引を行う
自動取引装置と、
　を用いた時間外取引方法であって、
　前記ホストコンピュータの稼働を停止させた時間帯に取引を行う時間外取引の予約を受
け付ける予約受付処理と、
　前記時間外取引の予約に基づいて前記時間外取引を実行する取引実行処理と、
　を有することを特徴とする時間外取引方法。
【請求項２】
　口座ファイルを有し、利用者の認証及び取引ごとに口座の更新を行うホストコンピュー
タと、
　前記ホストコンピュータと通信回線を介して接続され、利用者の操作により取引を行う
自動取引装置と、
　前記時間外取引の予約を要求するための端末機と、
　を用いた時間外取引方法であって、
　前記ホストコンピュータの稼働を停止させた時間帯に取引を行う時間外取引の予約を前
記端末機から受け付け、前記ホストコンピュータに予約成立の可否を問い合わせ、予約成
立のときは、予約取引番号を採番して予約管理ファイルに記録すると共に、前記端末機に
送信する予約受付処理と、
　前記自動取引装置からの口座番号を含む取引の要求により、前記予約管理ファイルに記
憶した予約取引番号の取引を実行する取引実行処理と、
　を有することを特徴とする時間外取引方法。
【請求項３】
　前記予約受付処理は、前記時間外取引の予約を前記ホストコンピュータの稼働時間帯に
受け付けることを特徴とする請求項１又は２記載の時間外取引方法。
【請求項４】
　前記予約受付処理は、前記ホストコンピュータに前記予約の対象となる口座番号を送信
して予約成立の可否を問い合わせ、前記ホストコンピュータは、前記口座番号に対応する
口座が存在し、前記口座の残高が一定の金額を上回っているときは、予約成立として判定
することを特徴とする請求項１～３のいずれか1項に記載の時間外取引方法。
【請求項５】
　前記取引実行処理は、前記自動取引装置で読み取ったキャッシュカードの口座番号をキ
ーにして、前記予約管理ファイルから前記予約取引番号を検索して前記自動取引装置の入
力操作部に表示し、選択された前記予約取引番号の取引を実行することを特徴とする請求
項２～４のいずれか1項に記載の時間外取引方法。
【請求項６】
　口座ファイルを有し、利用者の認証及び取引ごとに口座の更新を行うホストコンピュー
タと、
　前記ホストコンピュータと通信回線を介して接続され、利用者の操作により取引を行う
自動取引装置と、
　前記ホストコンピュータの稼働を停止させた時間帯に取引を行う時間外取引の予約を受
け付ける予約受付手段と、
　前記時間外取引の予約に基づいて前記時間外取引を実行する取引実行手段と、
　を有することを特徴とする時間外取引システム。
【請求項７】
　口座ファイルを有し、利用者の認証及び取引ごとに口座の更新を行うホストコンピュー
タと、
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　前記ホストコンピュータと通信回線を介して接続され、利用者の操作により取引を行う
自動取引装置と、
　前記時間外取引の予約を要求するための端末機と、
　前記ホストコンピュータの稼働を停止させた時間帯に取引を行う時間外取引の予約を前
記端末機から受け付け、前記ホストコンピュータに予約成立の可否を問い合わせ、予約成
立のときは、予約取引番号を採番して予約管理ファイルに記録すると共に、前記端末機に
送信する予約受付手段と、
　前記自動取引装置からの口座番号を含む取引の要求により、前記予約管理ファイルに記
憶した予約取引番号の取引を実行する取引実行手段と、
　を有することを特徴とする時間外取引システム。
【請求項８】
　前記予約受付手段は、前記時間外取引の予約を前記ホストコンピュータの稼働時間帯に
受け付けることを特徴とする請求項６又は７記載の時間外取引システム。
【請求項９】
　前記予約受付手段は、前記ホストコンピュータに前記予約の対象のなる口座番号を送信
して予約成立の可否を問い合わせ、前記ホストコンピュータは、前記口座番号に対応する
口座が存在し、前記口座の残高が一定の金額を上回っているときは、予約成立として判定
することを特徴とする請求項６～８のいずれか1項に記載の時間外取引システム。
【請求項１０】
　前記取引実行処理は、前記自動取引装置で読み取ったキャッシュカードの口座番号をキ
ーにして、前記予約管理ファイルから前記予約取引番号を検索して前記自動取引装置の入
力操作部に表示し、選択された前記予約取引番号の取引を実行することを特徴とする請求
項７～９のいずれか1項に記載の時間外取引システム。
【請求項１１】
　前記予約受付手段及び前記取引実行手段は、予約管理サーバにより構成されていること
を特徴とする請求項７～１０のいずれか1項に記載の時間外取引システム。
【請求項１２】
　前記予約管理ファイルには、前記利用者の口座に記憶されている情報のうち、少なくと
も銀行コード、店番、口座番号のいずれか１つが記憶され、前記口座の残高は記憶されな
いことを特徴とする請求項７～１１のいずれか1項に記載の時間外取引システム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融機関の自動取引システムを利用して、例えば、時間外取引の予約を予め
行い、取引時間外において、予約済みの取引を実行する時間外取引方法及び時間外取引シ
ステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　利用者の利便性の向上のため、自動取引装置の１つである現金預け払い機（以下「ＡＴ
Ｍ」という。）を使用して行う自動取引システムの稼働時間の延長がなされてきた。その
結果、２４時間稼働を実施している金融機関もあるが、深夜や休日は、時間外としてＡＴ
Ｍを利用できない金融機関も多い。
【０００３】
　ホストコンピュータがダウンしたときに、ＡＴＭでの取引を分散処理システムに打ち溜
めしておき、ホストコンピュータの復旧時に、打ち溜めデータをホストコンピュータに送
信して、口座ファイルを更新する事例が、下記の特許文献１に記載されている。
【０００４】
　又、ＡＴＭでのカードによる出金取引等の通帳を伴わない取引の実行時に当該取引の未
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記帳データをローカルサーバに記憶し、例えば、時間外にローカルサーバの未記帳データ
を記帳する事例が、下記の特許文献２に記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平０６－１０３１９４号公報
【特許文献２】特開２００１－８４４３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、時間外に、ＡＴＭで出金取引を行いたいという要望に対し、特許文献１
記載の事例では、例えば、出金取引時には、当該の口座の残高を知りえないので、一定の
出金限度額を設定しなければならない等の制限が必要となり、十分、利用者の要望を満た
すことができない。又、特許文献２の事例は、記帳処理の事例であり、取引時間外の出金
等の要望には応えられない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の時間外取引方法は、口座ファイルを有し、利用者の認証及び取引ごとに口座の
更新を行うホストコンピュータと、前記ホストコンピュータと通信回線を介して接続され
、利用者の操作により取引を行う自動取引装置とを用いた時間外取引方法であって、前記
ホストコンピュータの稼働を停止させた時間帯に取引を行う時間外取引の予約を受け付け
る予約受付処理と、前記時間外取引の予約に基づいて前記時間外取引を実行する取引実行
処理とを有することを特徴とする。
【０００８】
　更に、本発明の時間外取引方法は、口座ファイルを有し、利用者の認証及び取引ごとに
口座の更新を行うホストコンピュータと、前記ホストコンピュータと通信回線を介して接
続され、利用者の操作により取引を行う自動取引装置と、前記時間外取引の予約を要求す
るための端末機とを用いた時間外取引方法であって、前記ホストコンピュータの稼働を停
止させた時間帯に取引を行う時間外取引の予約を前記端末機から受け付け、前記ホストコ
ンピュータに予約成立の可否を問い合わせ、予約成立のときは、予約取引番号を採番して
予約管理ファイルに記録すると共に、前記端末機に送信する予約受付処理と、前記自動取
引装置からの口座番号を含む取引の要求により、前記予約管理ファイルに記憶した予約取
引番号の取引を実行する取引実行処理とを有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の時間外取引システムは、前記ホストコンピュータと通信回線を介して接続され
、利用者の操作により取引を行う自動取引装置と、前記ホストコンピュータの稼働を停止
させた時間帯に取引を行う時間外取引の予約を受け付ける予約受付手段と、前記時間外取
引の予約に基づいて前記時間外取引を実行する取引実行手段とを有することを特徴とする
。
【００１０】
　更に、本発明の時間外取引システムは、口座ファイルを有し、利用者の認証及び取引ご
とに口座の更新を行うホストコンピュータと、前記ホストコンピュータと通信回線を介し
て接続され、利用者の操作により取引を行う自動取引装置と、前記時間外取引の予約を要
求するための端末機と、前記ホストコンピュータの稼働を停止させた時間帯に取引を行う
時間外取引の予約を前記端末機から受け付け、前記ホストコンピュータに予約成立の可否
を問い合わせ、予約成立のときは、予約取引番号を採番して予約管理ファイルに記録する
と共に、前記端末機に送信する予約受付手段と、前記自動取引装置からの口座番号を含む
取引の要求により、前記予約管理ファイルに記憶した予約取引番号の取引を実行する取引
実行手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、次の（１）～（４）のような効果がある。
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【００１２】
　（１）　利用者は、予約受付手段により取引の予約ができ、都合のよい時間帯に取引が
できるので利用者の利便性が高まる。
【００１３】
　（２）　自動取引システムの稼働中に予約を行うので口座の残高の確認が可能となり、
出金を伴う取引において現在の残高に応じた限度額の範囲での出金が可能になる。
【００１４】
　（３）　口座を有していない金融機関のＡＴＭであっても取引の予約をしておけば時間
外の取引が可能である。
【００１５】
　（４）　ホストコンピュータが一時的な障害により通信不可能な状態になっても、事前
に時間外取引の予約がなされていれば、予約済みの取引を実行することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明を実施するための最良の形態は、以下の好ましい実施例の説明を添付図面と照ら
し合わせて読むと、明らかになるであろう。但し、図面はもっぱら解説のためのものであ
って、本発明の範囲を限定するものではない。
【実施例１】
【００１７】
　（実施例１の構成）
　図１は、本発明の実施例１における時間外取引システムの全体を示す構成図である。
【００１８】
　時間外取引システムは、自動取引システムを利用して構成されており、利用者の認証を
行う判定手段４０ａ及び口座の更新を行う口座更新手段４０ｂを有するホストコンピュー
タ４０と、通信手段によりホストコンピュータ４０に接続され、時間外取引の受付を行う
予約受付手段４２ａ及び自動取引システムの時間外に予約された取引を実行する取引実行
手段４２ｂを有する予約管理サーバ４２と、通信回線４４を介して予約管理サーバ４２に
接続され、利用者による操作により、現金の入出金、振込等の取引を行うＡＴＭ１－１～
ＡＴＭ１－Nと、インターネット等の通信回線４５を介して、予約管理サーバ４２と時間
外取引の予約を行うパーソナルコンピュータ４６及び携帯電話機等の端末機４６－１～端
末機４６－Ｎとから構成されている。なお、ＡＴＭ１－１～ＡＴＭ１－Ｎは、それぞれ、
ほぼ同一の機能を有しているので、以下、ＡＴＭ１－１～ＡＴＭ１－ＮをＡＴＭ１と表記
する。同様に、端末機４６－１～端末機４６－Ｎを端末機４６と表記する。
【００１９】
　図２は、図１の口座ファイルの構成例を示す図である。図３は、図１の予約管理ファイ
ルの構成例を示す図である。
【００２０】
　ホストコンピュータ４０は、各種口座の情報を記憶する口座ファイル４１を有しており
、図２に示すように口座番号ごとに少なくとも「残高」、「暗証番号」及び「最終取引日
」を記憶している。予約管理サーバ４２は、時間外取引の予約情報を記憶する予約管理フ
ァイル４３を有しており、図３に示すように予約取引番号ごとに、「銀行コード」、「店
番」、「口座番号」、「予約取引番号」、「取引種別」、「取引金額」、「暗証番号」、
「予約登録日」、「取引予約日」、「取引実行日」及び「処理済みフラッグ」を記憶して
いる。ここで、予約取引番号「Ａ１０００１」「Ｂ１０００２」「Ａ１０００３」の「Ａ
」及び「Ｂ」は、それぞれ、取引種別「出金」及び「入金」を表している。なお、予約管
理サーバ４２の設置場所は、ホストコンピュータ４０と同一構内でもよいし、別の施設内
であってもよい。
【００２１】
　図４は、図１のＡＴＭ１を示す機能ブロック図である。
　ＡＴＭ１は、中央処理装置及び主記憶装置等を有する制御部１１と、ハードディスク等
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の不揮発性の補助記憶装置を備えている。制御部１１は、プログラム制御によりＡＴＭ１
全体を制御するものであり、更に、自動取引システムの取引時間外において、予約管理サ
ーバ４２と通信を行うことにより予約された取引を実行する予約取引実行部１１ａを有し
ている。
【００２２】
　制御部１１により制御される入力操作部３は、文字や図形等で構成される操作画面を表
示するＬＣＤ画面表示部１２と、表示部１２上に設けられた情報入力のためのタッチパネ
ル入力部１３とからなる。通帳記帳部１４は、通帳挿入取出口６に挿入された通帳の記帳
処理を行い通帳挿入取出口６に排出する機能を有している。カードリーダ・ライタ部１５
は、カード挿入取出口７から挿入されたキャッシュカード（以下「カード」という。）の
内容を読み取り／書き込みしてカード挿入取出口７に排出する機能を有している。
【００２３】
　紙幣入出金部１６は、入金処理においては、紙幣入出金取出口４にセットされた紙幣を
取り込み、紙幣の真贋を鑑別し、計数してＡＴＭ１内の収納庫に取り込み、出金処理にお
いては、収納庫から紙幣を取出し、紙幣の真贋を鑑別し、計数して紙幣入出金取出口４に
排出する機能を有している。硬貨入出金部１７は、硬貨投入取出口５に接続されており、
紙幣の場合とほぼ同様の処理を行う。近接センサ１８は、ＡＴＭ１への人の接近を検知す
るセンサである。通信制御部１９は、ホストコンピュータ４０との通信を制御する機能を
有している。
【００２４】
　（実施例１のＡＴＭの全体動作）
　図５は、図４の入力操作部３上に表示される取引選択画面例を示す図である。
【００２５】
　利用者がＡＴＭ１に接近すると、近接センサ１８がこれを検知し、入力操作部３に電源
が投入される。電源が投入されると入力操作部３に、図５の取引選択画面が表示される。
図５に示す通り、預け入れ、引き出し、振り込み、残高照会、通帳記入及び暗証番号変更
の各取引ボタン３ａが入力操作部３にグラフィック表示され、利用者による取引の選択を
促す。利用者がこれらのボタンの１つを選択し、押下することにより、該当する取引が開
始される。
【００２６】
　例えば、利用者が自口座から現金を引き出すときは、引き出しボタン３ａを押下する。
引き出しボタン３ａの押下により、引き出し取引（以下「出金取引」という。）が開始さ
れ、通帳及びカードの插入を促すメッセージが操作画面に表示される。通帳が、通帳挿入
取出口６に挿入されると、通帳記帳部１４はこれを取り込み、記帳の準備を行う。カード
挿入取出口７にカードが挿入されると、カードリーダ・ライタ部１５は、カードの記憶内
容を読み取り、制御装置１１内の主記憶装置に記憶する。カードには、金融機関コードや
利用者の口座番号、氏名等の利用者情報が記憶されている。
【００２７】
　次に、入力操作部３には、暗証番号を入力するための操作画面が表示される。利用者に
より暗証番号が入力されると、利用者の希望する引き出し額を入力するための操作画面が
表示される。この操作画面を用いて、利用者により引き出し額が入力される。続いて、口
座番号、金額、暗証番号等が制御部１１で編集され、通信制御部１９を経由して、ホスト
コンピュータ４０に送信される。ホストコンピュータ４０では、ＡＴＭ１からの電文を受
信すると、受信した口座番号を基に当該利用者の口座ファイル４１から口座情報を読み出
し、受信した暗証番号とホストコンピュータ４０が保持している暗証番号とが一致するか
否かをチェックする。
【００２８】
　暗証番号が不一致のときは、ホストコンピュータ４０は、その旨をＡＴＭ１に送信する
。ＡＴＭ１は、暗証番号入力画面を入力操作部３に表示し、利用者に暗証番号の再入力を
促す。暗証番号が一致したときは、ホストコンピュータ４０は、当該取引を有効とし、当
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該口座ファイル４１の残高から受信した出金額を減算し新残高とする。未記帳分の通帳記
帳データがあれば、新残高とともにＡＴＭ１に送る。ＡＴＭ１では、これを受信すると、
通帳記帳部１４で取り込んだ通帳にホストコンピュータ４０から受信した記帳データを印
刷する。
【００２９】
　同時に、紙幣入出金部１６では、ＡＴＭ１内部の紙幣の収納庫から紙幣を取り出し、計
数し、紙幣投入取出口４にセットする。硬貨入出金部１７も同様に、硬貨の収納庫から硬
貨を取り出し、計数し、硬貨投入取出口５にセットする。次に、入力操作部３には、通帳
、カード及び現金の取り出しを促すメッセージが表示され、利用者は、通帳挿入取出口６
からは通帳を、カード挿入取出口７からはカードを、紙幣投入取出口４及び硬貨投入取出
口５からは現金を、それぞれ取出す。
【００３０】
　（実施例１の時間外取引方法）
　本実施例１の時間外取引システムにおける時間外取引方法について出金取引を例に、（
ａ）時間外取引の予約時の方法及び（ｂ）時間外取引の実行時の方法に分けて説明する。
【００３１】
　（ａ）　時間外取引の予約時の方法
　図６は、図１の時間外取引システムおける時間外取引の予約時の方法を示すフローチャ
ートである。図７は、図１の端末機４６の画面に表示される時間外取引の予約画面例を示
す図である。
【００３２】
　図６において、時間外に出金をしたい利用者は、その使用する端末機４６を使って予約
管理サーバ４２をアクセスする（ステップＳ１）。予約管理サーバ４２は、予約入力画面
の表示指示を端末機４６に行う（ステップＳ２）。端末機４６は、図７に示す時間外取引
の予約画面を表示する（ステップＳ３）。利用者は、この画面を使用して、取引種別とし
て出金ボタン３ｂを押下して「出金取引」を選択し、更に、出金を予定しているＡＴＭ１
の銀行コード、店番、口座番号及び取引金額を予約入力画面の各入力欄に入力し、予約登
録ボタン３ｃを押下する（ステップＳ４）。
【００３３】
　予約管理サーバ４２では、受信した予約情報をホストコンピュータ４０に送信して、予
約成立の可否を問い合わせる（ステップＳ５）。図示しないがホストコンピュータ４０で
は、判定手段４０ａにおいて、該当の口座番号が存在しているか、出金に必要な残高があ
るか顧客の口座残高と顧客が入力した取引金額とを比較して出金可能か否かを確認し、予
約成立の可否を判定してその旨を送信し、予約が成立している場合はホストコンピュータ
４０で記憶、管理している暗証番号を予約管理サーバ４２に送信する（ステップＳ６）。
【００３４】
　予約管理サーバ４２では、予約不成立のときは、その旨、端末機４６の画面に表示し予
約取引を終了させる。予約成立のときは、予約取引番号を採番して予約取引時間と共に端
末機４６に返送する（ステップＳ７）。端末機４６では、予約内容を画面に表示し、利用
者は、これを確認して予約番号を記録し予約取引を終了する（ステップＳ８）。ここで利
用者は、予約番号をメモ等に記録してもよいし、図示しない端末機４６の記憶部に予約番
号を記憶させてもよい。予約管理サーバ４２では、予約管理情報を予約管理ファイル４３
に登録する（ステップＳ９）。
【００３５】
　予約管理情報には、銀行コード、店番、口座番号、予約取引番号、取引種別、取引金額
、暗証番号、予約登録日、取引予約日、取引実行日、及び処理済みフラッグがあり、この
うち、銀行コード、店番、口座番号、取引種別、取引金額及び取引予約日は、利用者の入
力による。予約取引番号、予約登録日及び処理済みフラッグは、予約受付手段４２ａで自
動設定する。処理済みフラッグは、この時点では、オフに設定される。暗証番号は、ホス
トコンピュータ４０から受信したものを記憶する。予約管理サーバ４２が登録する予約管
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理情報には、顧客の口座情報として銀行コード、店番、口座番号のみが記憶され、顧客の
口座残高は記憶されない。
【００３６】
　（ｂ）時間外取引の実行時の方法
　図８は、図１の時間外取引システムおける時間外での予約取引の実行時の方法を示すフ
ローチャートである。図９は、図４のＡＴＭ入力操作画面３に表示される時間外の予約取
引実行時の画面例を示す図である。
【００３７】
　利用者がＡＴＭ１に近づくと、図５で示した取引選択画面が表示される（ステップＳ１
）。そこで、引き出しボタン３ａが押下されると、カード挿入を促す画面が表示される。
ＡＴＭ１は、挿入されたカードの情報を読み取り予約管理サーバ４２に送信する。読み取
られたカードの情報には、銀行コード、店番及び口座番号が含まれている。予約管理サー
バ４２は、銀行コード、店番、口座番号の少なくともいずれか１つをキーにして、予約管
理ファイル４３に予約取引番号があるか否かを検索する（ステップＳ１３）。
【００３８】
　予約取引番号が見つからないときは、その旨をＡＴＭ１に返送し、ＡＴＭ１は、画面に
予約取引番号がないことを表示して取引を終了させる。予約取引番号が見つかったときは
、これらをＡＴＭ１に返送する（ステップＳ１４）。ＡＴＭ１は、予約取引番号を受信す
ると、図９に示すように「現在は、時間外取引になります。実施できる取引は次の通りで
す。」のメッセージを表示して予約取引番号、例えば、Ａ１０００１及びＡ１０００２を
表示し、取引を実行する番号の選択を促す（ステップＳ１５）。
【００３９】
　例えば、予約取引番号Ａ１０００１が選択されて取引実行ボタン３ｄが押下されると（
ステップＳ１６）、図示しない暗証番号の入力画面が表示される（ステップＳ１８）。暗
証番号が入力されるとＡＴＭ１は、これを予約管理サーバ４２に送信する。予約管理サー
バ４２では、図３に示した予約管理ファイル４３内の暗証番号と受信した暗証番号を照合
して一致するか否かを確認する（ステップＳ１８）。
【００４０】
　暗証番号が一致したときは、予約取引番号、取引日時、出金額及び残高等の詳細情報を
ＡＴＭ１に送信する（ステップＳ１９）。ＡＴＭ１では、詳細情報を受信して、これを入
力操作画面３に表示して、利用者の確認後、通常の出金処理と同様に現金の排出を行い、
取引完了を予約管理サーバ４２に通知する。予約管理サーバ４２は、ＡＴＭ１からの通知
を受けて、予約管理ファイル４３の更新を行う（ステップＳ２２）。例えば、図３の取引
実行日を書き込み、処理済みフラッグをオンとする。予約管理ファイル４３の更新の完了
でＡＴＭ１は、カードを排出する。
【００４１】
　その後、ホストコンピュータ４０が稼動を再開すると、再開した旨の通知を予約管理サ
ーバ４２に送信し、予約管理サーバ４２はその旨を受信すると、ホストコンピュータ４０
が稼動を停止した日時から再開した日時までの間に行われた予約取引に関する情報をホス
トコンピュータ４０に送信する。
【００４２】
　予約取引に関する情報を受信したホストコンピュータ４０は、予約取引に関する情報を
基に口座ファイル４１を更新する。なお、口座ファイル４１の更新は図７のステップＳ６
で予約成立の可否を判定し予約成立と判断した場合に更新するようにしてもよい。
【００４３】
　（実施例１の効果）
　本実施例１によれば、次の（１）～（５）のような効果がある。
【００４４】
　（１）　利用者は、端末機４６を使って、出金取引の予約ができ、都合のよい時間帯に
出金できるので利用者の利便性が高まる。
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【００４５】
　（２）　取引システムの稼働中に予約を行うので口座の残高の確認が可能となり、出金
時に現在の残高に応じた限度額の範囲での出金が可能になる。
【００４６】
　（３）　予約管理サーバ４２を複数の金融機関のホストコンピュータ４０と接続するこ
とにより、口座を有していない金融機関のＡＴＭ１であっても、取引の予約をしておけば
時間外の取引が可能であり、利用者の利便性が高くなる。
【００４７】
　（４）　ホストコンピュータ４０が一時的な障害により通信不可能な状態になっても、
事前に時間外取引の予約がなされていれば、出金取引を実行することができる。
【００４８】
　（５）　顧客が取引をしたい（出金したい）取引金額と顧客の口座残高を比較し、出金
できると判定した場合に予約可能として（ステップＳ６）、予約管理サーバ４２が登録す
る予約管理情報に取引金額を記憶させるようにした（ステップＳ９）。つまり、予約時に
口座残高を確認しているので、予約管理情報に顧客の口座残高を記憶させる必要はなく、
予約管理サーバ４２が登録する予約管理情報には、顧客の口座情報として銀行コード、店
番、口座番号のみが記憶され、顧客の口座残高は記憶されないので、顧客の口座残高情報
がホストコンピュータ４０以外の場所に記憶されることは無く、セキュリティを保ったま
ま時間外取引を行うことが可能となる。
【００４９】
　（変形例）
　本発明は、上記実施例に限定されず、種々の利用形態や変形が可能である。この利用形
態や変形例としては、例えば、次の（ａ）～（ｅ）のようなものがある。
【００５０】
　（ａ）　予約管理サーバ４２は、同一金融機関内で地区別に複数設置されてもよい。こ
のことにより、負荷分散が可能となり予約管理サーバ４２を小規模とすることができる。
更に、ある予約管理サーバ４２に障害が発生しても他の予約管理サーバ４２で代替が可能
となるので時間外取引システムの稼働率が向上する。
【００５１】
　（ｂ）　実施例１では、予約受付手段４２ａ及び取引実行手段４２ｂを予約管理サーバ
４２の機能として説明したが、ホストコンピュータ４０の機能としてもよい。この場合は
、予約管理サーバ４２のための新たなハードウェアが不要となるので時間外取引システム
の開発コストを低減できる。
【００５２】
　（ｃ）　実施例１では、出金取引の例で説明したが、入金等の他の取引でも本発明の適
用が可能である。例えば、自口座からの引き落としを伴う振込の場合、予め、時間外取引
の予約をすることで、残高の確認が可能となるため確実に振込を実行することができる。
【００５３】
　（ｄ）　実施例１では、本人確認の方法として、暗証番号を用いたが生体認証の情報を
予約管理サーバ４２に持たせることで、生体認証による本人確認でもよい。
【００５４】
　（ｅ）　予約管理サーバ４２は、時間外取引の予約管理専用のサーバである必要はない
。例えば、ホストコンピュータ４０に前置される中継コンピュータであってもよい。既存
の中継コンピュータ等を活用することで、時間外取引システムの開発コストを低減でき、
更に、設置スペースや運用コストの削減が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施例１における時間外取引システムの全体を示す構成図である。
【図２】図１の口座ファイルの構成例を示す図である。
【図３】図１の予約管理ファイル構成例を示す図である。
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【図４】図１のＡＴＭを示す機能ブロック図である。
【図５】図４の入力操作部上に表示される取引選択画面例を示す図である。
【図６】図１の時間外取引の予約時の方法を示すフローチャートである。
【図７】図１の端末機の画面に表示される時間外取引の予約画面例を示す図である。
【図８】図１の時間外での予約取引の実行時の方法を示すフローチャートである。
【図９】図４の入力操作画面に表示される時間外の予約取引実行時の画面例を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００５６】
１　　　　　ＡＴＭ
１１　　　　制御部
１１ａ　　　予約取引実行部
４０　　　　ホストコンピュータ
４０ａ　　　判定手段
４０ｂ　　　口座更新手段
４２　　　　予約管理サーバ
４２ａ　　　予約受付手段
４２ｂ　　　取引実行手段
４６　　　　端末機

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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