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(57)【要約】
【課題】営業時間外のいかなる時間帯における振込取引
にも柔軟に対応できる取引装置を提供する。
【解決手段】本発明係る取引装置は、入力された振込情
報に基づいて振込取引を行う取引装置において、振込先
の金融機関が、金融機関の営業時間外の所定の時刻から
翌営業日の営業開始時刻までの時間帯における振込可否
の確認結果に応じて、顧客に対して振込内容を確認させ
る確認情報を出力する振込取引処理部を備えることを特
徴とする。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された振込情報に基づいて振込取引を行う取引装置において、
　振込先の金融機関が、金融機関の営業時間外の所定の時刻から翌営業日の営業開始時刻
までの時間帯における振込可否の確認結果に応じて、顧客に対して振込内容を確認させる
確認情報を出力する振込取引処理部を備えることを特徴とする取引装置。
【請求項２】
　前記所定の時刻は、金融機関の営業日の深夜０時以降であることを特徴とする請求項１
に記載の取引装置。
【請求項３】
　前記振込取引処理部は、振込先の金融機関が即時振込不可及び／又は入金確約不可の場
合、振込は当日中に行われる旨を示す情報を出力することを特徴とする請求項２に記載の
取引装置。
【請求項４】
　接続する金融ホストサーバに対して上記振込情報を含む振込照会情報を送信する通信部
を有し、
　前記振込取引処理部は、
　　前記金融ホストサーバが、振込が可能か否かの問い合せをした結果を含む確認結果に
応じて、前記確認情報を出力する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の取引装置。
【請求項５】
　前記確認情報には、振込手数料に関する情報が含まれ、
　前記振込手数料は、所定のタイミングで、前記振込取引に適用する前記振込手数料が判
定される
　ことを特徴とする請求項４に記載の取引装置。
【請求項６】
　前記所定のタイミングは、前記金融ホストサーバが前記振込照会情報を受信したタイミ
ングであって、
　前記振込手数料は、前記金融ホストサーバにより判定された振込手数料である
　ことを特徴とする請求項５に記載の取引装置。
【請求項７】
　前記所定のタイミングは、前記金融ホストサーバから前記振込照会情報に対する応答を
受信したタイミングであって、
　前記振込手数料は、当該取引装置により判定された振込手数料である
　ことを特徴とする請求項５に記載の取引装置。
【請求項８】
　前記振込取引に適用される振込手数料は、振込取引開始時刻が前記時間帯の間際の場合
には、他の時間帯の手数料が適用されることを特徴とする請求項５～７のいずれかに記載
の取引装置。
【請求項９】
　振込先の金融機関が、前記時間帯において振込可能な振込種別と、顧客から受け付けた
当該振込取引に伴う振込種別とが異なる場合、当該振込取引に伴う振込種別の変更を行う
第１の振込内容変更部をさらに備えることを特徴する請求項１～８のいずれかに記載の取
引装置。
【請求項１０】
　顧客から受け付けた当該振込取引に伴う振込種別が、当該取引装置に予め設定された設
定情報に基づき、適合するか否か判定を行い、適合しない場合、当該振込取引に伴う振込
種別を変更する第２の振込内容変更部をさらに備えることを特徴する請求項１～９のいず
れかに記載の取引装置。
【請求項１１】
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　入力された振込情報に基づいて振込取引を行う取引装置に搭載されるコンピュータを、
　振込先の金融機関が、金融機関の営業時間外の所定の時刻から翌営業日の営業開始時刻
までの時間帯における振込可否の確認結果に応じて、顧客に対して振込内容を確認させる
確認情報を出力する振込取引処理部として機能させることを特徴とする取引プログラム。
【請求項１２】
　入力された振込情報に基づいて振込取引を行う取引装置において、
　振込先の金融機関が、金融機関の営業時間外の時間帯において振込可能な振込種別と、
顧客から受け付けた当該振込取引に伴う振込種別とが異なる場合、当該振込取引に伴う振
込種別の変更を行う振込種別変更部を備えることを特徴とする取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、取引装置及び取引プログラムに関し、例えば、金融機関等に設置される現金
自動取引装置（ＡＴＭ：Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ）に適用し
得るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば金融機関の店舗や駅等に設置されているＡＴＭは、振込取引を行うことが
できる。例えば、特許文献１に記載されているように、ＡＴＭは、振込取引の選択ボタン
が選択されると、その選択ボタンの選択時点の時刻に基づいて振込取引が可能か否かを判
断して振込取引の処理がなされる。
【０００３】
　また、取引時間に関し、特許文献２では、通常の営業時間のコアタイムのみならず、営
業時間外のモアタイムでの振込取引が可能な構成を開示している。
【０００４】
　上記特許文献２に記載の通り、営業日の営業時間後のモアタイム（１５時～２４時）の
時間帯に振込する場合、受取先の金融機関が即時振込可のときは、営業日当日中に振込さ
れる。一方、受取先の金融機関が、即時振込が不可のとき、又は即時振込可能か不明なと
きは、特許文献２に記載の技術では、翌営業日扱いの予約振込となってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１４９０９７号公報
【特許文献２】特開２０１６－１７７７８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献２では、営業日当日、早朝のモアタイム（０時～８時）の時間
帯に振込取引する場合について、具体的な事項は開示されていない。例えば、受取先の金
融機関が即時振込可能か不明なとき、どのような取り扱いになるのか、特許文献２では開
示されていない。
【０００７】
　そのため、営業時間外のいかなる時間帯における振込取引にも柔軟に対応できる取引装
置及び取引プログラムが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる課題を解決するために、第１の本発明に係る取引装置は、入力された振込情報に
基づいて振込取引を行う取引装置において、振込先の金融機関が、金融機関の営業時間外
の所定の時刻から翌営業日の営業開始時刻までの時間帯における振込可否の確認結果に応
じて、顧客に対して振込内容を確認させる確認情報を出力する振込取引処理部を備えるこ
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とを特徴とする。
【０００９】
　第２の本発明に係る取引プログラムは、入力された振込情報に基づいて振込取引を行う
取引装置に搭載されるコンピュータを、振込先の金融機関が、金融機関の営業時間外の所
定の時刻から翌営業日の営業開始時刻までの時間帯における振込可否の確認結果に応じて
、顧客に対して振込内容を確認させる確認情報を出力する振込取引処理部として機能させ
ることを特徴とする。
【００１０】
　第３の本発明に係る取引装置は、入力された振込情報に基づいて振込取引を行う取引装
置において、振込先の金融機関が、金融機関の営業時間外の時間帯において振込可能な振
込種別と、顧客から受け付けた当該振込取引に伴う振込種別とが異なる場合、当該振込取
引に伴う振込種別の変更を行う振込種別変更部を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、営業時間外のいかなる時間帯における振込取引にも柔軟に対応できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態に係る取引システムの全体構成を示す全体構成図である。
【図２】第１の実施形態に係るＡＴＭの外観構成を示す外観構成図である。
【図３】第１の実施形態に係るＡＴＭの内部構成を示す内部構成図である。
【図４】第１の実施形態に係る金融ホストサーバの内部構成を示す内部構成図である。
【図５】第１の実施形態に係る金融ホストサーバの営業時間を管理する営業時間管理テー
ブルの一例を示す説明図である。
【図６】第１の実施形態に係る取引システムにおける振込取引の処理動作を示すフローチ
ャートである。
【図７】第１の実施形態に係る確認画面の一例を示す説明図である（その１）。
【図８】第１の実施形態に係る確認画面の一例を示す説明図である（その２）。
【図９】第１の実施形態に係る確認画面の一例を示す説明図である（その３）。
【図１０】第１の実施形態に係る確認画面の一例を示す説明図である（その４）。
【図１１】第２の実施形態に係る金融ホストサーバの内部構成を示す内部構成図である。
【図１２】第２の実施形態に係る金融ホストサーバの振込手数料を管理する振込手数料管
理テーブルの一例を示す説明図である。
【図１３】第２の実施形態に係る取引システムにおける振込取引の処理動作を示すフロー
チャートである。
【図１４】第２の実施形態に係る確認画面の一例を示す説明図である（その１）。
【図１５】第２の実施形態に係る確認画面の一例を示す説明図である（その２）。
【図１６】第３の実施形態に係るＡＴＭの内部構成を示す内部構成図である。
【図１７】第３の実施形態に係る取引システムにおける振込取引の処理動作を示すフロー
チャートである。
【図１８】第３の実施形態に係る確認画面の一例を示す説明図である（その１）。
【図１９】第３の実施形態に係る確認画面の一例を示す説明図である（その２）。
【図２０】第３の実施形態に係る確認画面の一例を示す説明図である（その３）。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　（Ａ）第１の実施形態
　以下では、本発明に係る取引装置及び取引プログラムの第１の実施形態を、図面を参照
しながら詳細に説明する。
【００１４】
　（Ａ－１）第１の実施形態の構成
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　（Ａ－１－１）取引システムの全体構成
　図１は、第１の実施形態に係る取引システムの全体構成を示す全体構成図である。
【００１５】
　図１において、第１の実施形態に係る取引システム５は、通信回線４－１に接続可能な
複数のＡＴＭ１と振込元の金融機関のホストサーバや管理サーバ（以下、金融機関のホス
トサーバや管理サーバを「金融ホストサーバ」と呼ぶ。）金融ホストサーバ２とを有する
。また、金融ホストサーバ２は、通信回線４－２を介して、他行金融ホストサーバ３と接
続可能である。
【００１６】
　通信回線４－１は、当該金融機関のＡＴＭ１と金融ホストサーバ２との間で、取引に関
する電文（取引情報）を授受する通信回線である。また、通信回線４－２は、当該金融機
関の金融ホストサーバ２と、他行金融ホストサーバ３との間で、金融機関同士の相互の取
引に関する電文（取引情報）を授受する通信回線である。
【００１７】
　通信回線４－１及び４－２は、既存の金融システムの通信回線を適用することができる
。また、通信回線４－１及び４－２の通信プロトコルは、ネットワークセキュリティが確
保されているものであり、例えば金融システムの独自の専用プロトコルや、ＴＣＰ／ＩＰ
（インターネットプロトコル）等を適用することができる。
【００１８】
　ＡＴＭ１は、例えば金融機関、空港、駅、コンビニエンスストア等に設置されているも
のであり、顧客操作により種々の取引処理を行うものである。ＡＴＭ１は、顧客操作によ
り入力された取引種別や取引内容を含む取引情報を金融ホストサーバ２に送信したり、又
金融ホストサーバ２により許可された取引実行情報を受信したりするものである。
【００１９】
　ＡＴＭ１が取り扱うことができる取引種別は、例えば、入金取引、出金取引等がある。
入金取引は、顧客から受け取った現金を入金する取引であり、例えば、現金を預け入れる
預け入れ取引や、所定の口座に現金を振り込む振込取引等がある。出金取引は、顧客に対
して現金を支払う取引であり、例えば、口座から現金を引き出す引き出し取引等がある。
【００２０】
　金融ホストサーバ２は、金融機関の基幹システムのホストサーバである。金融ホストサ
ーバ２は、通信回線４－１を介してＡＴＭ１から取得した取引情報に基づいて取引を実行
したり、完了した取引情報を管理したりするものである。
【００２１】
　また、金融ホストサーバ２は、ＡＴＭ１から取得した取引内容に応じて、通信回線４－
２を介して、他行金融ホストサーバ３との間で取引に関する情報の授受を行う。
【００２２】
　他行金融ホストサーバ３は、金融ホストサーバ２を運用する金融機関とは異なる他の金
融機関の基幹システムのホストサーバである。他行金融ホストサーバ３は、当該他行が当
日扱いとする振込時間を管理している。
【００２３】
　（Ａ－１－２）ＡＴＭ１の内部構成
　図２は、第１の実施形態に係るＡＴＭ１の外観構成を示す外観構成図である。図２にお
いて、この実施形態に係るＡＴＭ１は、操作表示部１１、紙幣入出金口１２、硬貨入出金
口１３、通帳入出口１４、カード入出口１５を有する。
【００２４】
　操作表示部１１は、例えば、取引種類の選択メニュー画面、各取引種類の操作画面、取
引内容の確認画面等を表示したり、顧客が入力した入力情報を取り込んだりするものであ
る。操作表示部１１は、例えば、タッチパネル方式の操作表示部を適用することができる
。なお、操作表示部１１は、操作部と表示部とが一体となったタッチパネル方式のものに
限らず、操作部と表示部とがそれぞれ物理的に別の構成のものであってもよい。



(6) JP 2020-52637 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

【００２５】
　紙幣入出金口１２は、顧客により挿入される紙幣を受け入れたり又は紙幣を排出したり
するものである。
【００２６】
　硬貨入出金口１３は、顧客により投入される硬貨を受け入れたり又は硬貨を排出したり
するものである。
【００２７】
　通帳入出口１４は、顧客のより挿入される通帳を受け入れたり又は通帳を排出したりす
るものである。
【００２８】
　カード入出口１５は、顧客により挿入されるキャッシュカードを受け入れたり又はキャ
ッシュカードを排出したりするものである。
【００２９】
　図３は、第１の実施形態に係るＡＴＭ１の内部構成を示す内部構成図である。ＡＴＭ１
は、例えば制御装置や通信装置や機構部等を有して構成されるものであり、図３は、ＡＴ
Ｍ１の内部構成を機能的に示している。
【００３０】
　図３おいて、ＡＴＭ１は、取引制御部２１、記憶部２３、通信部２４、操作表示制御部
２５、カード機構部２６、通帳機構部２７、現金機構部２８を有する。
【００３１】
　取引制御部２１は、ＡＴＭ１の全体的な機能を司る処理部又は装置である。取引制御部
２１は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、入出力インターフェース等を
有して構成されるものであり、ＣＰＵがＲＯＭに格納される処理プログラムを実行するこ
とによりＡＴＭ１の各種機能が実現される。また、処理プログラムがインストールされる
ことによりＡＴＭ１の機能が構築されるようにしても良く、その場合でも、機能的には図
１に示すことができる。また、取引制御部２１により実行される主な機能として、各種取
引処理を行う取引処理部２１１を有する。
【００３２】
　取引処理部２１１は、ＡＴＭ１において実行可能な取引種別を表示するメニュー画面を
表示する。取引処理部２１１は、メニュー画面において顧客操作により選択された取引種
別の案内画面を表示して取引を進行させながら、情報を取得して取引処理を行う。取引処
理部２１１は、入金処理の各種取引（例えば預け入れ取引、振込取引等）、出金処理（引
き出し取引等）を行うものであり、入金処理の１つとして振込取引処理部３０を有する。
【００３３】
　振込取引処理部３０は、顧客操作により振込取引が選択されたときに、取得した振込内
容で振込先に対して現金を振り込む取引を行う。振込取引処理部３０は、現金振込又はカ
ード振込のいずれかを行うことができる。また、振込取引処理部３０は、振込先が自行で
あっても良いし又は他行であっても良い。
【００３４】
　例えば、振込取引処理部３０は、振込に係る取引画面を通じて、振込金額、依頼者名、
振込先情報（より具体的には、振込先の金融機関名及び金融機関番号、支店名及び支店番
号、振込先の口座番号等）を含む振込情報を取得し、この振込情報を含む振込照会電文を
金融ホストサーバ２に送信する。振込取引処理部３０は、金融ホストサーバ２から振込照
会応答電文を取得し、振込可能であればその旨を表示して、顧客により確認ボタンが選択
されると振込取引を完了する。振込取引処理部３０は、後述する振込取引の内容を確認す
る確認画面を操作表示部１１に表示する。
【００３５】
　操作表示制御部２５は、ＡＴＭ１のユーザインタフェース機能を制御するものである。
具体的には、操作表示制御部２５は、例えばタッチパネル方式の操作表示部１１を用いて
、利用者に操作画面を提示し、利用者への情報出力や、利用者からの操作受付（メニュー
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選択、取引種別入力、金額入力、番号入力等）を行う。
【００３６】
　操作表示制御部２５は、取引処理部２１１による取引種別に応じて、対応する取引種別
の所定の画面データを操作表示制御部２５に与えて、操作表示部１１に表示画面を表示さ
せる。操作表示制御部２５により表示される画面は、例えば、予め記憶されている取引種
別ごとの画像データを記憶部２３から読み出して操作表示部１１に表示するようにしても
良いし、金融ホストサーバ２から取得した画像データに基づいて操作表示部１１に表示す
るようにしても良い。
【００３７】
　記憶部２３は、取引制御部２１により実行される処理プログラムや、情報処理に必要な
各種情報や、操作表示部１１に表示する画面データ（静止画像や動画像を含むものとして
も良い。）等を記憶するものである。記憶部２３は、取引制御部２１により２次記憶手段
として利用されるものであり、例えば、フラッシュメモリやハードディスク（ＨＤＤ）や
記憶媒体（例えばＣＤ－Ｒ等）等の不揮発性の記憶装置を適用するようにしても良い。
【００３８】
　通信部２４は、金融ホストサーバ２等との間で情報を通信するためのネットワークイン
タフェースである。通信部２４は、取引制御部２１により取得された取引に関する情報を
電文として金融ホストサーバ２に送信したり、又は金融ホストサーバ２に要求した電文に
対する応答電文を受信したりする。
【００３９】
　カード機構部２６は、カード入出口１５から挿入されたカード（例えば、キャッシュカ
ード、クレジットカード等）が有するデータ格納部に格納されているデータを取引制御部
２１に与えたり、データをカードに書き込みをしたりするものである。
【００４０】
　通帳機構部２７は、通帳入出口１４に挿入された通帳の磁気ストライプ等のデータ格納
部のデータ読み出しやデータ書込みや、通帳記入処理等を行うものである。
【００４１】
　現金機構部２８は、入金された貨幣（紙幣及び又は硬貨）を収納する機能と、収納され
ている貨幣を利用者に出金する機能を担っている。
【００４２】
　（Ａ－１－３）金融ホストサーバの内部構成
　図４は、第１の実施形態に係る金融ホストサーバ２の内部構成を示す内部構成図である
。図４において、第１の実施形態に係る金融ホストサーバ２は、制御部４１、記憶部４３
、通信部４４、通信部４５を有する。
【００４３】
　制御部４１は、金融ホストサーバ２の全体的な機能を司る処理部又は装置である。制御
部４１は、ＣＰＵがＲＯＭ等の記憶部４３に格納される処理プログラムを実行することに
より金融ホストサーバ２の各種機能が実現される。また、処理プログラムがインストール
されることにより金融ホストサーバ２の機能が構築されるようにしても良く、その場合で
も、機能的には図１に示すことができる。また、制御部４１により実行される主な機能と
して、電文取得部４１１、振込内容確認部４１２、電文応答部４１３を有する。
【００４４】
　電文取得部４１１は、通信回線４－１と接続している通信部４４を介して取得した各Ａ
ＴＭ１の要求電文を取得するものである。これにより、制御部４１は、電文取得部４１１
により取得された電文に含まれる取引内容を解析して、取引を実行するか否かの判断や管
理を行うことができる。
【００４５】
　振込内容確認部４１２は、ＡＴＭ１から振込照会電文を受信すると照会内容の確認を行
う。例えば、振込内容確認部４１２は、営業時間管理テーブルＴｂ１等を参照し、現時間
帯の即時／予約の振込可否の確認を行う。この際、電文取得部４１１により取得された電
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文が他行宛の振込照会要求電文であるときに、その振込先である他行の振込時間等を確認
する。振込内容確認部４１２の詳細については動作の項で述べる。
【００４６】
　電文応答部４１３は、要求電文に対する応答電文を、通信部４４を介してＡＴＭ１に返
信するものである。
【００４７】
　記憶部４３は、制御部４１の処理プログラム、取引履歴、営業時間管理テーブルＴｂ１
等を記憶するものである。
【００４８】
　図５は、第１の実施形態に係る金融ホストサーバ２の営業時間を管理する営業時間管理
テーブルＴｂ１の一例を示す図である。図５では、通常（コアタイム）、モアタイム（業
後：業務時間後）、モアタイム（早朝）の３種類に区分けされているが、これに限定され
るものでは無い。例えば、モアタイム（早朝００：００～０８：３０）を、モアタイム（
深夜００：００～０４：００）とモアタイム（早朝０４：００～０８：３０）とにさらに
細分化しても良い。
【００４９】
　通信部４４は、通信回線４－１と接続しており、各ＡＴＭ１との間で電文の授受を行う
ものである。
【００５０】
　通信部４５は、通信回線４－２と接続しており、他行金融ホストサーバ３との間で、所
定の電文を授受するものである。
【００５１】
　（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、第１の実施形態に係る取引システム５における振込取引の処理の動作を、図面を
参照しながら詳細に説明する。
【００５２】
　図６は、第１の実施形態に係る取引システム５における振込取引の処理動作を示すフロ
ーチャートである。
【００５３】
　まず、ＡＴＭ１において、取引メニュー画面が操作表示部１１に表示されており、顧客
操作により所望の取引種別が選択される。ここでは、操作表示部１１上において、振込取
引が選択される（Ｓ１０１）。
【００５４】
　取引制御部２１では、振込取引処理部３０が起動し、振込先、振込金額等の諸事項の顧
客による入力を受け付ける（Ｓ１０２）。
【００５５】
　取引制御部２１では、顧客によるに入力が確定すると、上記入力された情報を基に、振
込照会電文を作成し、当該電文を金融ホストサーバ２に送信する（Ｓ１０３）。例えば、
振込照会電文には、振込金額、依頼者名、振込先情報（振込先の金融機関名及び金融機関
番号、支店名及び支店番号、振込先の口座番号等）が含まれる。
【００５６】
　金融ホストサーバ２（振込内容確認部４１２）は、ＡＴＭ１から振込照会電文を受信す
ると照会内容の確認を行う（Ｓ１０４）。
【００５７】
　具体的に、まず、金融ホストサーバ２は、即時／予約の振込可否の確認、及び振込先の
入金確約の可否の確認を行う。ここでの入金確約とは、例えば、振込先の金融機関（自行
又は他行を問わず）が即時に（又は、当日に）入金できることを確約できる、という意味
のものである。金融ホストサーバ２は、例えば、振込先が他行（他行金融ホストサーバ３
）のものである場合、他行金融ホストサーバ３に問い合わせても良い（ステップＳ１５０
）。かかる例に限定されず、金融ホストサーバ２は、自行・他行を問わず振込可否・入金
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確約の可否を確認しても良い。
【００５８】
　次に、金融ホストサーバ２は、取引時（又は、振込照会電文受信時）の時間帯が営業日
の通常・業後・早朝、または非営業日（休日・祝日）のどの時間帯に該当するかの確認を
行う。
【００５９】
　そして、金融ホストサーバ２は、上記確認後、振込照会応答電文を作成し、ＡＴＭ１に
送信する（Ｓ１０５）。なお、上記振込照会応答電文には、例えば（Ａ）時間帯（通常、
業後、早朝、休日）、（Ｂ）各種の振込可否（即時振込の可否、予約振込の可否）、（Ｃ
）入金確約の可否などの情報が含まれる。
【００６０】
　ＡＴＭ１（振込取引処理部３０）は、上記振込照会応答電文を受信すると、当該電文に
設定されている情報を基に、選択される画面を、操作表示部１１に表示する（Ｓ１０６）
。
【００６１】
　図７は、例えば、時間帯が「業後」（又は「休日」）で、予約振込が「可」の場合に表
示する確認画面の一例を示す説明図である。図７において、確認画面Ｔ１は、所定のメッ
セージを表示するメッセージ欄Ｍと、メッセージ欄の内容を確認したことを明示する確認
ボタンＢ１と、メッセージ欄の内容のキャンセルを明示する取消ボタンがＢ２を有する。
図７のメッセージ欄に示すように、振込み日は翌営業日となる。
【００６２】
　また、図８は、例えば、時間帯が「早朝」で、即時振込が「不可」の場合に表示する確
認画面の一例を示す説明図である。図８において、確認画面Ｔ２の構成は、メッセージ欄
Ｍの内容（お振込みは本日の日中となります）以外は、先述の確認画面Ｔ１の構成と同様
である。
【００６３】
　確認画面Ｔ２の場合、時間帯が「早朝」であるため、仮に即時振込が「可」の場合には
、振込日当日に即時に振り込まれることになる。しかし、例えば、早朝に実行される勘定
系のバッチ処理等の影響で即時振込を不可としたい場合には、その場合、即時ではないが
、振込日の当日中には振り込まれることを確認画面Ｔ２は示している。
【００６４】
　したがって、顧客は、振込日が翌営業日ではなく、振込取引の当日に振り込まれること
を、知ることができる。なお、確認画面Ｔ２には、振込は本日の日中と記載されている場
合を例に挙げて説明したが、かかる例に限定されず、例えば、本日の営業時間帯に振り込
まれる等、時間帯を多少限定して画面に記載することにより、より具体的な振込情報とし
て、顧客に振込日だけでなく振込時間帯を知らせても良い。
【００６５】
　また、図９は、例えば、時間帯が「早朝」で、入金確約が「不可（不能）」の場合に表
示する確認画面の一例を示す説明図である。なお、入金確約不能のとき、即時振込が可／
不可の双方あり得る。図９において、確認画面Ｔ３の構成は、メッセージ欄Ｍの内容（お
受取人に即時に振り込まれることが確約できません。）以外は、先述の確認画面Ｔ１の構
成と同様である。
【００６６】
　確認画面Ｔ３の場合、メッセージ欄Ｍに即時の振込が確約できないことが表示される例
を示したが、かかる例に限定されず、例えば、振込取引の時間帯が早朝の場合、即時の入
金が確約できない場合でも、メッセージ欄Ｍに「振込先の金融機関及び口座の状態によっ
ては、本日の日中のお振込みとなる可能性がある」等のように、振込日の当日中には振り
込まれる可能性があることを意味するようなメッセージを表示しても良い。
【００６７】
　なお、上記確認画面Ｔ１～Ｔ３を例に挙げて説明したが、かかる例に限定されず、振込
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取引処理部３０は、例えば、図１０の確認画面Ｔ４に示すように、メッセージ欄Ｍの代わ
りに、△△年〇〇月□□日等のように振込日の情報Ｉを表示しても良い。
【００６８】
　振込取引処理部３０は、顧客からの確認ボタンＢ１の押下を受け付けると、（Ｓ１０７
）、振込照会の結果に応じた振込み実行を要求する（Ｓ１０８）。これ以降の処理は従来
と同様であるので、説明を省略する。
【００６９】
　次に、ステップＳ１０６の処理で送信する振込照会応答電文の変形例について述べる。
例えば、上記振込照会応答電文には、以下の（Ａ'）～（Ｅ'）の情報が設定されても良い
（例えば、各ステータスを識別可能な任意のフラグ値で示す）。
　（Ａ'）通常、業後、早朝、休日の時間帯における即時振込の情報
　（Ｂ'）業後、休日の時間帯における予約振込の情報
　（Ｃ'）業後、休日の時間帯における即時入金確約不能ａの情報
　（Ｄ'）早朝の時間帯における即時振込不可の情報
　（Ｅ'）早朝の時間帯における即時入金確約不能ｂの情報
【００７０】
　そして、ＡＴＭ１（振込取引処理部３０）は、先述のステップＳ１０６の処理と同様に
、上記変形例の振込照会応答電文を受信すると、確認画面を、操作表示部１１に表示する
。
【００７１】
　例えば、ＡＴＭ１は、振込照会応答電文に上記（Ｄ'）の情報が含まれており、即時振
込不可が設定されていた場合、上記確認画面Ｔ２と同等の画面を表示する。
【００７２】
　また、ＡＴＭ１は、振込照会応答電文に上記（Ｅ'）の情報が含まれており、即時入金
確約不能ｂが設定されていた場合、上記確認画面Ｔ３と同等の画面を表示する。
【００７３】
　さらに、ＡＴＭ１は、振込照会応答電文に上記（Ｂ'）の情報が含まれており、予約振
込が設定されていた場合、上記確認画面Ｔ１と同等の画面を表示する。
【００７４】
　そして、ＡＴＭ１は、振込照会応答電文に上記（Ｃ'）の情報が含まれており、即時入
金確約不能ａが設定されていた場合、上記確認画面Ｔ３と多少異なる画面を表示する。例
えば、上記確認画面Ｔ３と比べて振込日が翌営業日となる点を除き同等の表示内容である
。
【００７５】
　（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　以上のように、第１の実施形態によれば、金融機関への振込取引の際に、現時間帯の金
融機関の振込み対応状況に応じて、顧客に正確な情報を伝達し、顧客に振込状況（振込種
別、振込み日等）を意識させた上で、全ての時間帯（早朝モアタイムを含む）において、
柔軟な振込サービスを提供できる。
【００７６】
　（Ｂ）第２の実施形態
　次に、本発明に係る取引装置及び取引プログラムの第２の実施形態を、図面を参照しな
がら詳細に説明する。
【００７７】
　（Ｂ－１）第２の実施形態の構成
　第２の実施形態は、各振込み時間帯における手数料の差異を含めた振込み処理を実行す
る。そのため、第２の実施形態においても、第１の実施形態に係る図１の取引システム５
の全体構成、図２のＡＴＭ１の外観構成を用いて説明する。
【００７８】
　図１１は、第２の実施形態に係る金融ホストサーバ２の内部構成を示す構成図である。
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図１１において、第２の実施形態に係る金融ホストサーバ２は、第１の実施形態に係る金
融ホストサーバ２と同様に、制御部４１、記憶部４３、通信部４４、通信部４５を有する
。
【００７９】
　第２の実施形態の制御部４１の振込内容確認部４１２は、第１の実施形態の機能に加え
て、時間帯ごと（コアタイム、モアタイム）に異なる手数料（勿論同一の手数料でも良い
）を適用できる点が異なる。振込内容確認部４１２は、記憶部４３に記憶されている営業
時間管理テーブルＴｂ１及び振込手数料管理テーブルＴｂ２を参照して、取引開始時刻か
ら適用される時間帯の手数料を求める。
【００８０】
　記憶部４３は、第１の実施形態と同様に、制御部４１の実行プログラムや、取引履歴、
営業時間管理テーブルＴｂ１等を記憶するものである。また、記憶部４３は、金融機関（
自行、他行）の各時間帯の手数料を規定する振込手数料管理テーブルＴｂ２を記憶する。
なお、振込手数料管理テーブルＴｂ２は、自行の振込時間帯だけを含むようにしても良い
し、自行の振込時間帯は含まず、他行の振込時間帯だけを含むようにしても良い。また、
図１２の振込手数料管理テーブルＴｂ２では自行と他行を区分けしただけの例を示してい
るが、他行の手数料が各金融機関によって異なる場合には、金融機関ごとに個別の手数料
を設定しても良い。
【００８１】
　また、図１２の例では、振込手数料管理テーブルＴｂ２は、モアタイムの手数料につい
て、業務時間後のモアタイム、早朝モアタイム等を区別しないで、単一の手数料しか規定
していないが、各モアタイムに応じて更に手数料に差を設けても良い。例えば、早朝のモ
アタイム、業後のモアタイム、及び休日のモアタイムによって手数料に差を設けるなどで
ある。
【００８２】
　振込手数料管理テーブルＴｂ２は、例えば、手動で変更したり、また例えば、他行金融
ホストサーバ３から定期的（例えば、電源ＯＮ時等）に取得したり、さらに例えば振込照
会電文のタイミングで他行金融ホストサーバ３から取得したりする等して、各他行の運用
の変動に合わせて柔軟に対応することができる。
【００８３】
　（Ｂ－２）第２の実施形態の動作
　次に、第２の実施形態に係る取引システム５における振込取引の処理の動作を、図面を
参照しながら詳細に説明する。
【００８４】
　図１３は、第２の実施形態に係る取引システム５における振込取引の処理動作を示すフ
ローチャートである。なお、図１３において、第１の実施形態に係る図６の振込取引の処
理動作を同一又は対応する処理については、同一符号を付している。また、第１の実施形
態に係る図６の振込取引の処理動作を同一又は対応する処理の詳細な説明は省略する。
【００８５】
　ＡＴＭ１は、先述のステップＳ１０３の処理と同様に、振込照会電文を金融ホストサー
バ２に送信する。なお、この振込照会電文には、ＡＴＭ１において、顧客が振込取引を開
始したタイミング（例えば、顧客が振込ボタン（確認ボタン）を押下したタイミング）を
示す情報（以下、「振込取引開始時刻」とも呼ぶ）が含まれるものとする。
【００８６】
　金融ホストサーバ２は、振込照会電文に基づいて振込情報を確認する（Ｓ１０５Ａ）。
このとき、金融ホストサーバ２では、振込取引開始時刻及び取得した振込手数料管理テー
ブルＴｂ２から適用される手数料を確認する。例えば、振込先が自行で、振込取引開始時
刻が平日の１５時３０分の場合には、適用される時間帯はモアタイムとなるので、手数料
はモアタイムの手数料（△△円）となる。
【００８７】
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　なお、金融ホストサーバ２は、コアタイムの終了直前のタイミング、例えば、１４時５
９分の時点で顧客が振込取引開始した場合、振込実行のタイミング（先述のステップＳ１
０８のタイミング）が１５時を超えても、コアタイムの手数料を適用する（後述するよう
に、顧客がモアタイムの振込みをあえて選択しない限り）。ただし、金融ホストサーバ２
は、振込実行（又は、口座確認）までの時間が長時間（例えば、２０分）となる場合には
、取引エラー等にしても良い。
【００８８】
　また、金融ホストサーバ２は、コアタイムの開始直前のタイミング、例えば、８時２９
分の時点で顧客が振込取引を開始した場合、上述の通り、振込実行のタイミングが８時３
０分を超えても、モアタイム（早朝モアタイム）の手数料とする（取引エラー等も上記と
同様である）。
【００８９】
　そして、ＡＴＭ１は、先述のステップＳ１０５の処理により送信された振込照会応答電
文（手数料情報を含む）を受信すると、確認画面を表示する（Ｓ１０６Ａ）。表示する確
認画面は、顧客に対して、振込実行する際に、コアタイム／モアタイムの手数料が分かる
ように画面を表示する。
【００９０】
　図１４は、例えば、モアタイムの場合に表示する手数料の確認画面の一例を示す説明図
である。図１４において、確認画面Ｔ５の構成は、メッセージ欄Ｍの内容（モアタイムの
ため手数料は△△円です。）以外は、先述の確認画面Ｔ１の構成と同様である。なお、確
認画面Ｔ５は、手数料のみについての確認画面であるが、かかる例に限定されず、例えば
、振込先や振込金額などの振込内容も併せて表示しても良い。
【００９１】
　さらに、ＡＴＭ１は、コアタイム／モアタイムの時間帯間際の場合には、取引開始時に
手数料が変更になる可能性について示す画面を表示しても良い。なお、時間帯間際の定義
については、例えば、８時３０分を境界とする場合、８時２５分から８時２９分を時間帯
間際と定義するが、かかる例に限定されず、境界から５分前や７分前等と適宜設定できる
。例えば、振込開始時刻が、上術の通り、８時２９分の場合、上記の確認画面Ｔ５を表示
する際、「８時３０分からコアタイムの時間帯となり、振込手数料は〇〇円になります。
」等のようなメッセージを追記しても良い。また、さらに上記メッセージの追記の他、コ
アタイムの振込に変更するためのボタンを表示しても良い。
【００９２】
　次に、変形例について言及する。上記では、金融ホストサーバ２は、ステップＳ１０４
Ａの処理のタイミングを基準に、コアタイム／モアタイムの時間帯を判断していたが、振
込みを実行するステップＳ１０９のタイミング（又は、口座確認するタイミング）を基準
に、コアタイム／モアタイムの時間帯を判断しても良い。判断の仕方及び適用する手数料
等については、先述のステップＳ１０４Ａの処理で述べた内容と同様である。例えば、１
４時５９分の時点で金融ホストサーバ２が振込実行する場合、コアタイムの手数料とする
。
【００９３】
　また、ステップＳ１０６Ａの処理でＡＴＭ１に表示する画面は、顧客に対して、振込実
行する際に、コア／モアの手数料が分かるように画面を表示し、納得がいく場合に確認ボ
タンを押下してもらう。特に、顧客がＡＴＭで取引開始するときはコアの時間帯でも、振
込実行するときにモアの時間帯になると、手数料がモアの料金体系になるため、顧客には
手数料がモアに変更になっていることを画面に注記表示（例えば、図１５）しても良い。
【００９４】
　図１５は、現時刻が、モアタイムの場合に表示する確認画面の一例を示す説明図である
。図１５において、確認画面Ｔ６の構成は、メッセージ欄Ｍの内容（現在、モアタイムの
ため手数料は△△円となっています）以外は、先述の確認画面Ｔ５の構成と同様である。
なお、確認画面Ｔ６は、手数料のみについての確認画面であるが、かかる例に限定されず
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、例えば、振込先や振込金額などの振込内容も併せて表示しても良い。
【００９５】
　（Ｂ－３）第２の実施形態の効果
　以上のように、第２の実施形態によれば、第１の実施形態の効果に加えて、各時間帯（
コアタイム、モアタイム等）に応じて、異なる手数料を適用できる。
【００９６】
　（Ｃ）第３の実施形態
　次に、本発明に係る取引装置及び取引プログラムの第３の実施形態を、図面を参照しな
がら詳細に説明する。
【００９７】
　（Ｃ－１）第３の実施形態の構成
　第３の実施形態は、ＡＴＭの設定状況に応じて振込種別を自動的に変更する等、顧客に
対する利便性を考慮した振込み処理を実行する。そのため、第２の実施形態においても、
第１の実施形態に係る図１の取引システム５の全体構成、図２のＡＴＭ１の外観構成を用
いて説明する。
【００９８】
　図１６は、第３の実施形態に係るＡＴＭ１の内部構成を示す構成図である。図１６にお
いて、第３の実施形態に係るＡＴＭ１は、第１の実施形態に係るＡＴＭ１と同様に、取引
制御部２１、記憶部２３、通信部２４、操作表示制御部２５、カード機構部２６、通帳機
構部２７、現金機構部２８を有する。
【００９９】
　第３の実施形態では、取引処理部２１１の処理と記憶部２３に記憶される内容が第１の
実施形態と異なる。従って、第３の実施形態では、取引処理部２１１の構成（主に、第１
の振込内容変更部としての振込種別変更部３１及び第２の振込内容変更部としての振込内
容変更・助言部３２）及び記憶部２３を中心に詳細な説明を行う。
【０１００】
　記憶部２３は、モアタイム（業務時間後、早朝）での即時振込について対応可能なよう
に機能するか（有効）、又は従前通りの振込と同様、モアタイムでの即時振込について対
応不可として機能するか（無効）を示す設定情報であるモアタイム機能情報Ｍ１を有する
。なお、モアタイム機能情報Ｍ１については、例えば、ＡＴＭ１の設置時、又は運用開始
時等の際に、保守員等が直接又は遠隔操作で設定する。
【０１０１】
　また、記憶部２３は、ＡＴＭ１の運用モード（振込種別）を示す運用情報Ｍ２を有する
。運用情報Ｍ２は、顧客から振込取引を受付ける際、即時振込、又は予約振込のいずれか
の振込をＡＴＭ１として運用しているかを示す情報である。運用モードは、時間帯（コア
タイム、モアタイム）に応じて即時/予約のいずれかにモードが切り替わっても良い。
【０１０２】
　さらに、記憶部２３は、第２の実施形態では金融ホストサーバ２が保持していた振込手
数料管理テーブルＴｂ２を有する。この振込手数料管理テーブルＴｂ２は、ＡＴＭ１及び
金融ホストサーバ２の双方にて、管理しても良い。
【０１０３】
　取引制御部２１の振込内容変更・助言部３２は、振込取引処理部３０、振込種別変更部
３１、振込内容変更・助言部３２を有する。
【０１０４】
　振込種別変更部３１は、上述した自己が保有する設定情報である運用情報Ｍ２を基にし
て判断した振込照会時の振込種別（即時／予約）と、照会した結果、金融ホストサーバ２
から返信された振込照会応答時の振込種別が異なっていた場合、振込実行の際の振込種別
を金融ホストサーバ２から返信された振込種別に変更する。
【０１０５】
　また、振込種別変更部３１は、顧客からの要望で顧客から受け付けた振込照会時の振込
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種別も同様に、金融ホストサーバ２からの応答時の振込種別と異なっていた場合も、振込
取引を実行する振込種別を変更する。
【０１０６】
　さらに、振込種別変更部３１は、振込照会時の振込種別が、即時振込の場合であり、か
つ、応答時の照会結果がエラー（例えば、振込先の口座確認がエラー）であった場合には
、上記振込照会時の振込種別と金融ホストサーバ２からの応答時の振込種別とが異なって
いるかを問わず、例えば、振込種別を予約振込に変更しても良い。なお、振込種別変更部
３１は、このような例に限定されず、上記エラーの場合、例えば、即時振込のままにする
のか、予約振込に変更するのか、顧客に選択させても良い。
【０１０７】
　振込内容変更・助言部３２は、顧客から振込ボタン押下された後、上述した自己のモア
タイムの設定状況（機能・運用モード）や、更には手数料のうち全部又は一部を基にして
、顧客から受け付けた振込種別・振込先等に対し、振込内容の変更又はアドバイスを行う
。つまり、振込内容変更・助言部３２は、記憶部に記憶されるモアタイム機能情報Ｍ１、
運用情報Ｍ２、振込手数料管理テーブルＴｂ２を基にして、振込内容の変更又はアドバイ
スを行う。
【０１０８】
　例えば、振込内容変更・助言部３２は、ＡＴＭ１のモアタイム機能が「無効」又は運用
モードが「予約振込」の状況下において、ＡＴＭ１が金融ホストサーバ２に振込照会する
際、顧客が即時振込を希望した場合には、振込種別を予約振込に変更し、振込照会電文を
作成するか、又は、即時振込はできない旨、画面にコメントを表示し、予約振込に変更す
るようアドバイスする。また、上記の場合、振込内容変更・助言部３２は、予約振込に振
込種別を変更し、顧客に画面上で確認及びボタンの押下を顧客にしてもらっても良い。
【０１０９】
　また、例えば、振込内容変更・助言部３２は、ＡＴＭ１のモアタイム機能が有効又は運
用モードが即時予約の状況下において、ＡＴＭ１が金融ホストサーバ２に振込照会する際
、顧客が予約振込を希望した場合には、振込種別を「即時振込」に変更し、振込照会電文
を作成するか、又は、即時振込が可能である旨、画面にコメントを表示し、即時振込を勧
める。
【０１１０】
　振込内容変更・助言部３２は、当該画面にコメント表示の際、振込に必要な手数料も併
せて表示しても良く、更には予約／即時振込との間で手数料が変わらない又は即時振込の
方が安価である場合には、即時振込の方が手数料の面でもお得である旨を画面に併記して
も良い。または、上記の場合、振込内容変更・助言部３２は、予約振込から即時振込に振
込種別を変更し、顧客に画面上で確認及びボタンの押下を顧客にしてもらっても良い。
【０１１１】
　（Ｃ－２）第３の実施形態の動作
　次に、第３の実施形態に係る取引システム５における振込取引の処理の動作を、図面を
参照しながら詳細に説明する。
【０１１２】
　図１７は、第３の実施形態に係る取引システム５における振込取引の処理動作を示すフ
ローチャートである。なお、図１７において、第１及び第２の実施形態に係る振込取引の
処理動作を同一又は対応する処理については、同一符号を付している。また、第１及び第
２の実施形態に係る振込取引の処理動作を同一又は対応する処理の詳細な説明は省略する
。
【０１１３】
　先述のステップＳ１０１の処理により、顧客により振込取引が選択されると、取引制御
部２１では、振込取引処理部３０及び振込内容変更・助言部３２が起動し、例えば、顧客
に対して、即時振込又は予約振込のいずれかを選択させる画面を表示し、即時振込又は予
約振込の入力を受け付ける（Ｓ３０１）。なお、変形例として、この選択処理を省略し、
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例えば、運用情報Ｍ２に記載された振込み種別をデフォルト値として、次の処理に移行し
ても良い。
【０１１４】
　次に、振込内容変更・助言部３２は、選択された振込種別が、モアタイム機能情報Ｍ１
及び運用情報Ｍ２に記載された設定状況を基に、適否を判断する（Ｓ３０１）。例えば、
現時刻がモアタイムの時刻の場合で、即時振込が選択された場合、モアタイム機能情報Ｍ
１が「有効」で、運用情報Ｍ２が「即時振込」を示していた場合には、「適用化」と判定
される（ステップ１０２の処理に移行する）。一方、モアタイム機能情報Ｍ１が「無効」
又は運用情報Ｍ２が「予約振込」を示していた場合には、「適用不可」と判定される（ス
テップ３０３の処理に移行する）。
【０１１５】
　振込内容変更・助言部３２は、先述のステップＳ３０２の処理で、適用不可と判定され
た場合、顧客に対して顧客に確認画面を表示する等した後、振込種別の変更を行う（Ｓ３
０３）。
【０１１６】
　次に、ＡＴＭ１において、先述のステップＳ１０２の処理及びステップ１０３の処理が
実行される。
【０１１７】
　金融ホストサーバ２は、ＡＴＭ１から振込照会電文を受信すると、先述のステップＳ１
０４の処理と同様の処理を行う（１０４Ｂ）。
【０１１８】
　続いて、金融ホストサーバ２は、先述のステップＳ１０５と同様に振込照会電文を作成
する（１０５Ｂ）。この上記振込照会応答電文には、例えば、時間帯（通常、業後、早朝
、休日）、各種の振込可否（即時振込の可否、予約振込の可否）、入金確約の可否等の情
報が含まれる。
【０１１９】
　そして、ＡＴＭ１は、先述のステップＳ１０５Ｂの処理により送信された振込照会応答
電文（手数料情報を含む）を受信すると、当該電文に設定されている情報を基に、振込内
容の確認画面を表示する（Ｓ１０６Ｂ）。
【０１２０】
　例えば、顧客から受け付けた振込種別が予約の場合（又は先述のステップＳ３０３の処
理で、振込種別が予約に変更された場合）で、且つ、金融ホストサーバ２からの応答電文
では即時が設定されていた場合、振込種別変更部３１は、振込種別が即時の振込に変更し
、以下の確認画面を表示する。
【０１２１】
　図１８は、例えば、照会時が「予約」、応答時が「即時」の場合に表示する確認画面の
一例を示す説明図である。図１８において、確認画面Ｔ７の構成は、メッセージ欄Ｍの内
容（お振込は即時に振込み完了となります。…）以外は、先述の確認画面Ｔ１の構成と同
様である。
【０１２２】
　なお、確認画面Ｔ７では、メッセージ欄Ｍに即時に振り込まれる旨のメッセージが記載
されているが、かかる例に限定されず、例えば、当日に振込完了する旨のメッセージでも
良い。
【０１２３】
　また、上記では、振込種別変更部３１が振込種別を即時の振込に変更してから、確認画
面を表示していたが、これに限定されるものでは無い。例えば、ＡＴＭ１が、応答電文を
受信し、振込種別が照会時と異なっていた場合、例えば、振込種別変更部３１は、以下の
図１９に示すような確認画面を表示し、顧客による確認が行われても良い。そして、振込
種別変更部３１は、顧客による確認ボタンＢ１の押下があった後、先掲の振込内容の確認
画面Ｔ７を表示しても良い。



(16) JP 2020-52637 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

【０１２４】
　図１９は、図１８の前に表示する振込内容を確認する画面である。図１９において、確
認画面Ｔ８の構成は、メッセージ欄Ｍの内容（現在、お振込先への振込は、即時振込とな
ります）以外は、先述の確認画面Ｔ１の構成と同様である。
【０１２５】
　また、確認画面Ｔ８には、例えば、手数料に関する情報を併記しても良い（又は別途の
確認画面に手数料の情報を表示しても良い）。さらに、確認画面Ｔ８には、例えば、コア
タイムとモアタイムの手数料を表示したり（別途の確認画面に当該情報を表示しても良い
）、コアタイムとモアタイムの手数料が同じ場合に手数料は変更前後で変わらない旨の記
載を画面に表示したり（別途の確認画面に当該情報を表示しても良い）、また例えば、即
時から予約に変更すると手数料が安くなる場合、確認画面Ｔ８には、予約振込の方が即時
振込より手数料が安くなる旨の記載をする等のように、変更後の振込種別の方が手数料に
おいてお得である旨の記載をしてもよい（別途の確認画面に当該情報を表示しても良い）
。なお、手数料については、ＡＴＭ１及び金融ホストサーバ２のどちら側の手数料情報（
振込手数料管理テーブルＴｂ２）が参照されても良い。
【０１２６】
　また、上記以外にも、ＡＴＭ１からの照会時と金融ホストサーバ２からの応答時とで振
込種別が異なっている場合、及び／又は、金融ホストサーバ２からの応答時に振込先口座
の確認結果がエラーとなっていた場合、振込種別変更部３１（及び振込内容変更・助言部
３２）は、以下の確認画面を表示し、顧客による選択が行われても良い。
【０１２７】
　図２０は、顧客に対して、即時振込、又は予約振込みを選択させる確認画面の一例を示
す説明図である。図２０において、確認画面Ｔ９は、即時振込を選択する即時ボタンＢ３
と、予約振込を選択する予約ボタンＢ４とを備える。
【０１２８】
　なお、確認画面Ｔ９に示す「予約」振込の場合、翌営業日に振込が完了する旨のメッセ
ージを確認画面Ｔ９に併記しても良い。また、先述のステップＳ１５０の処理による口座
確認エラーの場合、確認画面Ｔ９に、「即時」振込の場合、即時に振込が完了しない場合
もあり得る旨のメッセージを確認画面Ｔ９に併記しても良い。
【０１２９】
　なお、上記確認画面Ｔ７～Ｔ９を例に挙げて説明したが、かかる例に限定されず、例え
ば、各画面中に、△△年〇〇月□□日等のように振込日をさらに表示しても良い。
【０１３０】
　Ｓ１０７以降の処理は、既存の振込処理と同様の処理がなされる。つまり、ＡＴＭ１が
、顧客の確認後、金融ホストサーバ２に対して振込内容を含む振込実行電文を金融ホスト
サーバ２に送信して、入力された振込情報に基づいて、振込取引を実行して、振込取引が
終了する。
【０１３１】
　（Ｃ－３）第３の実施形態の効果
　以上のように、第３の実施形態によれば、例えば、モアタイムの振込取引の場合であっ
て、ホストに振込照会する際、即時振込が不可のときは予約振込に振込種別を柔軟に変更
したり、また、例えば、事前に顧客に振込種類や、コストに関するアドバイスをすること
ができる。つまり、顧客に対して、利便性の高い振込サービスを提供できる。
【０１３２】
　（Ｄ）他の実施形態
　上述した第１～第３の実施形態においても種々の変形実施形態を言及したが、本発明は
以下の変形実施形態にも適用できる。
【０１３３】
　（Ｄ－１）上述した第１～第３の実施形態では、ホスト側にて、即時振込の可否や、時
間帯の確認等の確認処理を行ったが（ステップＳ１０４等）、上記の確認処理の全部又は
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報（自行／他行の即時振込可否の情報や、コア・モア時間帯の情報等）を記憶しておく必
要がある。
【０１３４】
　（Ｄ－２）上述した第１～第３の実施形態では、表示画面に数種の確認メッセージが表
示される場合を例に挙げて説明したが、かかる例に限定されず、例えば、振込取引の結果
、出力される明細票（紙媒体／データ等）にも上記確認メッセージと同様の内容が記載さ
れても良い。
【０１３５】
　（Ｄ－３）第２の実施形態では、ホストが手数料等を判断する場合について例を挙げて
説明したが、かかる例に限定されず、例えば、ＡＴＭが振込照会電文を作成する際、又は
ＡＴＭが振込照会応答電文をホストから受信後、ＡＴＭが行っても良い。
【０１３６】
　（Ｄ－４）上述した第１～第３の実施形態では、本発明に係る取引装置がＡＴＭである
場合を例示した。しかし、例えば、インターネットを利用して振込取引を行う、いわゆる
インターネットバンキング等において、顧客が利用する情報処理端末（例えばパーソナル
コンピュータ等）も、本発明に係る取引装置に含まれる。また、本発明に係る取引プログ
ラムは、インターネットバンキングにおいて、顧客の情報処理端末で動作するアプリケー
ションプログラムも含まれる。
【０１３７】
　（Ｄ－５）上述した実施形態では、自行の金融ホストサーバが、他行の金融ホストサー
バとの間で電文の授受を行う場合を例示した。しかし、自行及び他行の金融ホストサーバ
は、例えば、全国の金融機関の運用時する全銀システム等を介して電文の授受を行うよう
にしても良い。
【符号の説明】
【０１３８】
　１…ＡＴＭ、２…金融ホストサーバ、３…他行金融ホストサーバ、４－１、４－２…通
信回線、５…取引システム、１１…操作表示部、１２…紙幣入出金口、１３…硬貨入出金
口、１４…通帳入出口、１５…カード入出口、２１…取引制御部、２３…記憶部、２４…
通信部、２５…操作表示制御部、２６…カード機構部、２７…通帳機構部、２８…現金機
構部、３０…振込取引処理部、３１…振込種別変更部、３２…振込内容変更・助言部、４
１…制御部、４３…記憶部、４４、４５…通信部、Ｔｂ１…営業時間管理テーブル、Ｔｂ
２…振込手数料管理テーブル。
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