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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振込取引に関する複数の振込情報群が記録された第１の記録媒体から前記振込情報群を
読み出す振込情報群読出手段と、
　前記振込情報群読出手段によって読み出された前記振込情報群を表示する振込情報群表
示手段と、
　前記振込情報群表示手段に表示された前記振込情報群の中から任意の日付情報を選択さ
せる振込情報選択手段と、
　前記振込情報群読出手段によって読み出された前記振込情報群に基づいて、前記振込情
報選択手段によって選択された前記日付情報が適切であることを判断する判断手段と、
　前記判断手段によって、前記振込情報選択手段で選択された前記日付情報が適切でない
と判断された場合、注意を喚起する情報を表示する注意喚起情報表示手段と、
　を備えることを特徴とする自動取引装置。
【請求項２】
　前記判断手段は、前記読み出された前記振込情報群の日付情報と現在日付情報とを比較
して、前記選択された前記日付情報が適切であることを判断することを特徴とする請求項
１に記載の自動取引装置。
【請求項３】
　振込取引に関する複数の振込情報群が記録された第１の記録媒体から前記振込情報群を
読み出し、
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　前記読み出された前記振込情報群を表示し、
　前記表示された前記振込情報群の中から任意の日付情報を選択させ、
　前記読み出された前記振込情報群に基づいて、前記選択された前記日付情報が適切であ
ることを判断し、
　前記選択された前記日付情報が適切でないと判断された場合、注意を喚起する情報を表
示する、
　ことを特徴とする自動取引方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融機関等の店舗に設置され、顧客との取引を自動で行う現金自動預金支払
機等の自動取引装置及び自動取引方法に関するもので、特に、複数の振込情報を利用して
振込取引を行う自動取引装置及び自動取引方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動取引装置での振込取引は、自動取引装置での他の取引と同様に、利用者向け
の表示画面とその画面に組み合わされたタッチパネルを入力手段として組み合わせ、画面
の操作案内に従って画面上に表示されたキーを押すことで取引を進めていく。ところが、
振込取引では、その入力項目が多いため、その操作を簡略化する目的で、振込カードとい
うものを用意することがある。この振込カードを使えば、振込カードにデータが記録され
ており、振込カードを自動取引装置に挿入するだけで、画面から入力することなく、振込
処理を行うことができる。すなわち、振込み依頼人である利用者の情報や振込先の口座情
報を記録した振込カードを利用者に発行しておき、この振込カードを用いることによって
、自動取引装置での振込取引時の入力操作を簡略化している（例えば、特許文献１乃至４
参照。）。
【０００３】
　また、近年では振込カードに記録する情報をキャッシュカードに記録することもできる
。特に、ＩＣチップを備えたキャッシュカードの場合、大容量の情報が記録可能であるた
め、複数の振込情報を記録しておくことができる。そして、複数の振込取引が記録されて
いる場合には、自動取引装置の表示画面に過去の取引情報を表示し、その中から所望の取
引情報を選択することで振込処理を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特公平５－１１３４９号公報
【特許文献２】特開平７－３２５８７３号公報
【特許文献３】特開２００５－２５８７４５号公報
【特許文献４】特開２００８－７７１９３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、上述のような自動取引装置は、キャッシュカード又は振込カード等の媒
体に記録されている振込取引の数が多くなると、間違った取引情報を選択してしまう可能
性が高くなる、という問題点があった。
【０００６】
　本発明は、上述のような実状に鑑みたものであり、振込取引の数が増えた場合であって
も、媒体挿入ミスの可能性、振込先の選択ミスの可能性を判断し、その旨を画面表示し注
意喚起することにより、振込ミスを防止することが可能な自動取引装置、及び自動取引装
置における自動取引方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するため、下記のような構成を採用した。
　すなわち、本発明の一態様によれば、本発明の自動取引装置は、振込取引に関する複数
の振込情報群が記録された第１の記録媒体から前記振込情報群を読み出す振込情報群読出
手段と、前記振込情報群読出手段によって読み出された前記振込情報群を表示する振込情
報群表示手段と、前記振込情報群表示手段に表示された前記振込情報群の中から任意の日
付情報を選択させる振込情報選択手段と、前記振込情報群読出手段によって読み出された
前記振込情報群に基づいて、前記振込情報選択手段によって選択された前記日付情報が適
切であることを判断する判断手段と、前記判断手段によって、前記振込情報選択手段で選
択された前記日付情報が適切でないと判断された場合、注意を喚起する情報を表示する注
意喚起情報表示手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の自動取引装置は、前記判断手段が、前記読み出された前記振込情報群の
日付情報と現在日付情報とを比較して、前記選択された前記日付情報が適切であることを
判断することが望ましい。
【００１１】
　また、本発明の一態様によれば、本発明の自動取引方法は、振込取引に関する複数の振
込情報群が記録された第１の記録媒体から前記振込情報群を読み出し、前記読み出された
前記振込情報群を表示し、前記表示された前記振込情報群の中から任意の日付情報を選択
させ、前記読み出された前記振込情報群に基づいて、前記選択された前記日付情報が適切
であることを判断し、前記選択された前記日付情報が適切でないと判断された場合、注意
を喚起する情報を表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、媒体挿入ミスの可能性、振込先の選択ミスの可能性を判断し、その旨
を画面表示し注意喚起することにより、振込ミスを防止することができる、という効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明を適用した自動取引装置の外観を示す図である。
【図２】自動取引装置のシステム構成例を示す図である。
【図３】本発明を適用した取引処理の流れを示すフローチャート（その１）である。
【図４】画面表示例（その１）を示す図である。
【図５】画面表示例（その２）を示す図である。
【図６】画面表示例（その３）を示す図である。
【図７】画面表示例（その４）を示す図である。
【図８】メモリ上に展開された振込履歴情報の例を示す図である。
【図９】本発明を適用した取引処理の流れを示すフローチャート（その２）である。
【図１０】画面表示例（その５）を示す図である。
【図１１】キャッシュカードのデータフォーマットの例を示す図である。
【図１２】画面表示例（その６）を示す図である。
【図１３】本発明を適用した取引処理の流れを示すフローチャート（その３）である。
【図１４】画面表示例（その７）を示す図である。
【図１５】本発明を適用した取引処理の流れを示すフローチャート（その４）である。
【図１６】画面表示例（その８）を示す図である。
【図１７】本発明を適用した取引処理の流れを示すフローチャート（その５）である。
【図１８】訂正後の振込履歴情報の例を示す図である。
【図１９】画面表示例（その９）を示す図である。
【図２０】本発明を適用した取引処理の流れを示すフローチャート（その６）である。
【図２１】振込照会要求電文のデータフォーマットの例（その１）を示す図である。
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【図２２】振込照会要求電文のデータフォーマットの例（その２）を示す図である。
【図２３】画面表示例（その１０）を示す図である。
【図２４】振込照会応答電文のデータフォーマットの例（その１）を示す図である。
【図２５】振込照会応答電文のデータフォーマットの例（その２）を示す図である。
【図２６】振込照会応答電文のデータフォーマットの例（その３）を示す図である。
【図２７】本発明を適用した取引処理の流れを示すフローチャート（その７）である。
【図２８】画面表示例（その１１）を示す図である。
【図２９】本発明を適用した取引処理の流れを示すフローチャート（その８）である。
【図３０】画面表示例（その１２）を示す図である。
【図３１】画面表示例（その１３）を示す図である。
【図３２】本発明を適用した取引処理の流れを示すフローチャート（その９）である。
【図３３】画面表示例（その１４）を示す図である。
【図３４】利用明細票の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１は、本発明を適用した自動取引装置の外観を示す図である。
　図１において、自動取引装置１は、銀行等の金融機関の店舗又はコンビニエンスストア
等の店舗等に設置された現金自動預金支払機（ＡＴＭ：Automated Teller Machine）等で
ある。そして、自動取引装置１は、通帳挿入部１０、カード挿入部１１、硬貨入出金部１
２、紙幣入出金部１３、および表示入力部１４を備えている。
【００１５】
　通帳挿入部１０は、通帳を受け付け、たとえば通帳の側面に添付されている磁気ストラ
イブ部などに記憶されているデータの読み込み、通帳記入など一定の処理を行った後に通
帳を返却する。カード挿入部１１は、キャッシュカードを受け付け、キャッシュカード内
に記憶されているデータを読み込むなど一定の処理を行った後にキャッシュカードを返却
する。また、カード挿入部１１は、振込カードの発行の際には、作成された振込カードを
排出し、振込カードの利用の際には、振込カードを受け付け、振込カード内に記憶されて
いるデータを読み込むなど一定の処理を行った後に振込カードを返却する。
【００１６】
　硬貨入出金部１２は、硬貨の受け付けおよび払い出しを行う。また、紙幣入出金部１３
は、紙幣の受け付けおよび紙幣の払い出しを行う。
【００１７】
　また、表示入力部１４は、取引内容メニューや取引結果の案内等を表示したり、処理要
求などを受け付けたりする。
【００１８】
　図２は、自動取引装置のシステム構成例を示す図である。
　図２において、上記自動取引装置１が備えるＡＴＭ制御部２０は、主制御部２１、メモ
リ２２、ハードディスク２３、ホスト通信制御部２４、画面表示部２５、キー入力部２６
、カメラ２７、およびＩＯ（Input Output）制御部２８を有している。そして、ＡＴＭ制
御部２０は、ＩＯ制御部２８を介して、紙幣処理ユニット３０、硬貨処理ユニット４０、
通帳処理ユニット５０、および振込処理ユニット６０を制御することにより、自動取引装
置１の全体を制御する。
【００１９】
　メモリ２２は、制御プログラムを実行するためのＲＡＭ（Random Access Memory）であ
る。例えば、キー入力部２６からのキー入力信号やホスト通信制御部２４を介して受信さ
れるホストコンピュータからの問い合わせ信号などに応じて前記制御プログラムが起動・
実行されると、ＲＯＭ（Read Only Memory）に予め記憶されている制御プログラムに従っ
てＲＡＭを作業用メモリとして、自動取引装置１の各部の動作が制御される。ハードディ
スク２３には、ＯＳ（Operating System）や自動取引装置１を識別するための端末ＩＤ（



(5) JP 6035158 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

IDentification）、自動取引装置１の各機能を制御し実行するための制御プログラムなど
が記憶されている。
【００２０】
　ホスト通信制御部２４は、ホストコンピュータとの通信を制御している。画面表示部２
５およびキー入力部２６は、利用者が自動取引装置１を操作する際のインターフェイスで
ある。すなわち、画面表示部２５は、取引メニューや取引に関する案内が表示される。ま
た、キー入力部２６は、利用者が入力するためのキーである。これら画面表示部２５およ
びキー入力部２６は、タッチパネルとして一体化している。そして、カメラ２７は、たと
えば自動取引装置１に備え付けのＵＳＢカメラである。
【００２１】
　また、紙幣処理ユニット３０は、口座入金や振り込みのときに紙幣入出金部１３から投
入された紙幣の枚数を数え、紙幣の種類を判別する。また、紙幣の払い出しを行うときに
、払い出すための紙幣を数える。硬貨処理ユニット４０は、口座入金や振り込みのときに
硬貨入出金部１２から投入された硬貨の枚数を数え、硬貨の種類を判別する。また、硬貨
の払い出しを行うときに、払い出すための硬貨を数える。また、通帳処理ユニット５０は
、通帳挿入部１０から挿入された通帳の磁気ストライプ部に記憶されているデータを読み
取る。また、通帳に対して通帳記入を行う。
　振込処理ユニット６０は、振込処理を含む取引処理を実行するユニットである。
【００２２】
　図３、図９、図１３、図１５、図１７、図２０、図２７、図２９、及び図３２は、本発
明を適用した取引処理の流れを示すフローチャートであり、図４、図５、図６、図７、図
１０、図１２、図１４、図１６、図１９、図２３、図２８、図３０、図３１、及び図３３
は、画面表示例を示す図である。
【００２３】
　また、図８は、メモリ上に展開された振込履歴情報の例を示す図であり、図１１は、キ
ャッシュカードのデータフォーマットの例を示す図であり、図１８は、訂正後の振込履歴
情報の例を示す図であり、図２１及び図２２は、振込照会要求電文のデータフォーマット
の例を示す図であり、図２４、図２５及び図２６は、振込照会応答電文のデータフォーマ
ットの例（その３）を示す図であり、図３４は、ご利用明細票の例を示す図である。
【００２４】
　これらの図３乃至図３４を用いて、振込処理ユニット６０が実行する取引処理について
説明する。なお、本取引処理は、自動取引装置１の電源投入時から常時実行する処理であ
る。
【００２５】
　まず、図３のステップＳ３０１において、図４に例示したような取引種別を選択するた
めの画面を表示し、ステップＳ３０２において、「支払」「預入」「残高照会」「通帳記
入」「振込」「振替」等の何れかの取引キーが押下されるのを判断する。
【００２６】
　そして、ステップＳ３０３において、押下されたキーが「振込」キーであるか他の何れ
かのキーであるのかを判断する。
【００２７】
　押下されたキーが「振込」以外のキーであった場合（ステップＳ３０３：ＮＯ）、ステ
ップＳ３０４において、その押下されたキーに対応する処理を実行する。例えば、「支払
」キーが押下された場合には、「支払処理」を実行するが、ここではその詳細な説明は省
略する。
【００２８】
　他方、押下されたキーが「振込」キーであった場合（ステップＳ３０３：ＹＥＳ）、ス
テップＳ３０５において、図５に例示したようなキャッシュカードの挿入を促す画面を表
示する。そして、ステップＳ３０６において、キャッシュカードが挿入されるのを判断す
る。



(6) JP 6035158 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

【００２９】
　キャッシュカードが挿入されると（ステップＳ３０６：ＹＥＳ）、ステップＳ３０７に
おいて、図６に例示するような暗証番号を入力するための画面を表示し、ステップＳ３０
８において、暗証番号として、例えば４桁の数字が入力されるのを判断する。
【００３０】
　そして、ステップＳ３０９において、図７に例示するような振込履歴情報を読み込ませ
るための案内画面を表示する。読み込ませる振込履歴情報は、後述するように、過去の振
込取引に関する取引情報が、例えばご利用明細票にバーコードとして印字されている（図
３４参照）。
【００３１】
　次に、ステップＳ３１０において、バーコードの読み取りが終了したか否かを判断する
。
　ここで、バーコードの読み取りが終了していない場合（ステップＳ３１０：ＮＯ）であ
って、「取消」キーが押されるか（取消）、又は設定された待機時間が経過した場合（タ
イムアウト）は、図３２のステップＳ３２０１へ進む。また、バーコードが印字されたご
利用明細票がない場合は、次の処理に進ませるため「次処理」キーを押下し、不図示の振
込先情報を入力の後、図２０のステップＳ２００１へ進む。振込先情報は、振込先口座番
号等である。
【００３２】
　他方、バーコードの読み取りが終了した場合（ステップＳ３１０：ＹＥＳ）は、ステッ
プＳ３１１において、図８に示すように振込履歴情報をメモリ上に展開する。
【００３３】
　図８において、「（１）振込実施日」は、振込を実施した年月日が西暦月日（ＹＹＹＹ
ＭＭＤＤ）の形式で設定され、「（２）振込先金融機関名」は、振込先金融機関名が設定
され、「（３）振込先口座番号」は、振込先口座番号が設定され、「（４）振込先科目」
は、振込先科目が設定され、「（５）受取人名」は、受取人名が設定され、「（６）振込
金額」は、振込金額が設定される。これら（１）乃至（６）の情報は、図１０に例示した
画面に表示される。また、「（７）定期性情報」は、定期性情報が設定される。０１乃至
３１が毎月定期的に振込を実施している日付であり、００が定期性なしを示す。「（８）
振込元情報」は、振込処理を実行したときの振込元情報が設定される。先頭からの４桁が
金融機関コードで、続く下７桁が口座番号を示す。「（９）エラー履歴」は、後述する振
込確認で訂正された履歴が設定される。００がエラーなしであり、０１がエラー履歴あり
（類似振込先あり）を示す。最初に履歴を書き込むときは、「００」を設定する。「（１
０）振込先銀行情報」は、振込処理を実行したときの振込先銀行情報が設定される。先頭
からの４桁が振込先金融機関コードで、続く下４桁が振込先支店番号を示す。
【００３４】
　そして、図９のステップＳ９０１において、図３のステップＳ３１１でメモリ上に展開
した振込履歴情報に基づいて、図１０に例示するような振込履歴情報の一覧画面を表示す
る。この一覧画面において、過去の振込処理と同内容の振込処理を実行する場合には、該
当する振込処理を選択して振込処理を実行することができる。ステップＳ９０２において
、押下されたキーが、該当する「選択」キーであるか「その他」キーであるかを判定する
。
【００３５】
　「その他」キーが押下された場合、すなわち、こらから実行しようとする振込処理と同
内容の振込処理が、一覧画面中にない場合（ステップＳ９０２：その他）は、新たな振込
処理であるので、不図示の振込先情報を入力の後、図２０のステップＳ２００１へ進む。
【００３６】
　他方、該当する「選択」キーが押下された場合（ステップＳ９０２：選択）は、ステッ
プＳ９０３において、選択された振込処理の前回の振込元口座情報（図８の「（８）振込
元情報」）と、図３のステップＳ３０６で挿入されたと判断されたキャッシュカードの口
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座情報とを比較し、一致するか否かを判断する。キャッシュカードの口座情報は、例えば
図１１に示したデータフォーマットの金融機関コード、支店コード及び口座番号の組み合
わせから構成される。
【００３７】
　口座情報が一致しない場合（ステップＳ９０３：ＮＯ）は、ステップＳ９０４において
、図１２に示したような画面を表示し、挿入したキャッシュカードが間違ったキャッシュ
カードでないかを確認させる。
【００３８】
　次に、ステップＳ９０５において、振込処理を実施するか否かを判断する。例えば、図
１２の画面上にある「このカードで振込む」キーが押下されたか「最初からやり直す」キ
ーが押下されたかを判断する。
【００３９】
　そして、ステップＳ９０３で一致したと判断された場合（ステップＳ９０３：ＹＥＳ）
、及びステップＳ９０５で振込処理を実施すると判断された場合（ステップＳ９０５：Ｙ
ＥＳ）は、図１３のステップＳ１３０１へ進み、ステップＳ９０５で振込処理を実施しな
いと判断された場合（ステップＳ９０５：ＮＯ）は、図３２のステップＳ３２０１へ進む
。
【００４０】
　次に、図１３のステップＳ１３０１において、振込先として選択された振込先履歴情報
に定期性情報があるか否か（図８の「（７）定期性情報」に０１乃至３１の何れかが設定
されているか、００が設定されているか）を判断する。
【００４１】
　定期性情報がない、すなわち図８の「（７）定期性情報」に００が設定されていた場合
（ステップＳ１３０１：ＮＯ）、図１５のステップＳ１５０１へ進む。
　他方、定期性情報がある、すなわち図８の「（７）定期性情報」に０１乃至３１の何れ
かが設定されていた場合（ステップＳ１３０１：ＹＥＳ）、ステップＳ１３０２において
、その定期性情報と本日日付とを比較し、所定日数以内であるか否かを判断する。
【００４２】
　そして、所定日数以内であると判断された場合（ステップＳ１３０２：ＹＥＳ）、図１
５のステップＳ１５０１へ進む。
【００４３】
　他方、所定日数以内でないと判断された場合（ステップＳ１３０２：ＮＯ）、ステップ
Ｓ１３０３において、図１４に例示するような振込日を確認するための画面を表示する。
【００４４】
　そして、ステップＳ１３０４において、振込処理を実施するか否かを判断する。例えば
、図１４の画面上にある「振込する」キーが押下されたか「振込履歴画面に戻る」キーが
押下されたかを判断する。
【００４５】
　ステップＳ１３０４で振込処理を実施すると判断された場合（ステップＳ１３０４：Ｙ
ＥＳ）は、図１５のステップＳ１５０１へ進み、ステップＳ１３０４で振込処理を実施し
ないと判断された場合（ステップＳ１３０４：ＮＯ）は、図９のステップＳ９０１へ戻る
。
【００４６】
　次に、ステップＳ１３０１で定期性情報がないと判断された場合（ステップＳ１３０１
：ＮＯ）、ステップＳ１３０２で所定日数以内であると判断された場合（ステップＳ１３
０２：ＹＥＳ）、及びステップＳ１３０４で振込処理を実施すると判断された場合（ステ
ップＳ１３０４：ＹＥＳ）は、図１５のステップＳ１５０１において、振込先として選択
された振込先履歴情報に定期性情報があるか否か（図８の「（７）定期性情報」に０１乃
至３１の何れかが設定されているか、００が設定されているか）を判断する。
【００４７】
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　定期性情報がある、すなわち図８の「（７）定期性情報」に０１乃至３１の何れかが設
定されていた場合（ステップＳ１５０１：ＹＥＳ）、図１７のステップＳ１７０１へ進む
。
【００４８】
　他方、定期性情報がない、すなわち図８の「（７）定期性情報」に００が設定されてい
た場合（ステップＳ１５０１：ＮＯ）、ステップＳ１５０２において、図９のステップＳ
９０１で選択した振込先の１行前の定期性情報と本日日付とを比較し、同一か否かを判断
する。
【００４９】
　同一であったと判断された場合（ステップＳ１５０２：ＹＥＳ）は、選択ミスで１行下
の振込先を押下してしまった可能性があるので、ステップＳ１５０３において、図９のス
テップＳ９０３乃至Ｓ９０５の振込ミス防止処理を実行した上で、ステップＳ１５０５へ
進む。
【００５０】
　他方、ステップＳ１５０２で同一でないと判断された場合（ステップＳ１５０２：ＮＯ
）は、ステップＳ１５０４において、図９のステップＳ９０１で選択した振込先の１行後
の定期性情報と本日日付とを比較し、同一か否かを判断する。
【００５１】
　同一であったと判断された場合（ステップＳ１５０４：ＹＥＳ）は、選択ミスで１行上
の振込先を押下してしまった可能性があるので、同様にステップＳ１５０３において、図
９のステップＳ９０３乃至Ｓ９０５の振込ミス防止処理を実行した上で、ステップＳ１５
０５へ進む。
【００５２】
　他方、ステップＳ１５０４で同一でないと判断された場合（ステップＳ１５０４：ＮＯ
）は、図１７のステップＳ１７０１へ進む。
【００５３】
　そして、ステップＳ１５０５において、選択ミスの可能性がある振込先のメモリ上の「
（１）振込実施日」が本日日付の属する月に既に振込処理が実行されているか否かを判断
する。
【００５４】
　振込処理が実行されていれば（ステップＳ１５０５：ＹＥＳ）、振込ミスはないはずな
ので、図１７のステップＳ１７０１へ進む。
【００５５】
　他方、振込処理が実行されていなければ（ステップＳ１５０５：ＮＯ）、ステップＳ１
５０６において、図１６に示すような選択ミスを確認するための画面を表示し、選択ミス
がないかの確認をする。そして、ステップＳ１５０７において、振込処理を実施するか否
かを判断する。例えば、図１６の画面上にある「振込する」キーが押下されたか「振込履
歴画面に戻る」キーが押下されたかを判断する。
【００５６】
　ステップＳ１５０７で振込処理を実施すると判断された場合（ステップＳ１５０７：Ｙ
ＥＳ）は、図１７のステップＳ１７０１へ進み、ステップＳ１５０７で振込処理を実施し
ないと判断された場合（ステップＳ１５０７：ＮＯ）は、図９のステップＳ９０１へ戻る
。
【００５７】
　そして、Ｓ１５０１で定期性情報があると判断された場合（ステップＳ１５０１：ＹＥ
Ｓ）、Ｓ１５０４で１行後の定期性情報が本日日付でないと判断された場合（ステップＳ
１５０４：ＮＯ）、Ｓ１５０５で既に振込処理が実行されていると判断された場合（ステ
ップＳ１５０５：ＹＥＳ）、及びＳ１５０７で振込処理を実施すると判断された場合（ス
テップＳ１５０７：ＹＥＳ）は、図１７のステップＳ１７０１において、選択された振込
先の「（９）エラー履歴」が「００」であるか否かを判断する。
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【００５８】
　「（９）エラー履歴」が「００」であると判断された場合（ステップＳ１７０１：ＹＥ
Ｓ）、エラー履歴がないと判断されて図２０のステップＳ２００１へ進む。
【００５９】
　他方、「（９）エラー履歴」が「００」でないと判断された場合（ステップＳ１７０１
：ＮＯ）、例えば、図１８に示すように「（５）受取人名」として類似する「ＡＡＡ証券
事務部」と「ＡＡＡ証券事務統括部」がある場合、「（９）エラー履歴」は「０１」であ
るので、ステップＳ１７０２へ進む。そして、ステップＳ１７０２において、振込ミスの
可能性がある振込先のメモリ上の「（１）振込実施日」が本日日付の属する月に既に振込
処理が実行されているか否かを判断する。
【００６０】
　振込処理が実行されていれば（ステップＳ１７０２：ＹＥＳ）、振込ミスはないはずな
ので、図２０のステップＳ２００１へ進む。
【００６１】
　他方、振込処理が実行されていなければ（ステップＳ１７０２：ＮＯ）、ステップＳ１
７０３において、図１９に示すような選択ミスを確認するための画面を表示し、類似の振
込先があるので以前も選択ミスをしていると判断し、同様の選択ミスがないかの確認をす
る。そして、ステップＳ１７０４において、振込処理を実施するか否かを判断する。例え
ば、図１９の画面上にある「振込する」キーが押下されたか「振込履歴画面に戻る」キー
が押下されたかを判断する。
【００６２】
　ステップＳ１７０４で振込処理を実施すると判断された場合（ステップＳ１７０４：Ｙ
ＥＳ）は、図２０のステップＳ２００１へ進み、ステップＳ１７０４で振込処理を実施し
ないと判断された場合（ステップＳ１７０４：ＮＯ）は、図９のステップＳ９０１へ戻る
。
【００６３】
　そして、図３のステップＳ３１０で「次処理」キーが押下された場合（ステップＳ３１
０：ＮＯ、次処理押下）、図９のステップＳ９０２で「その他」キーが押下された場合（
ステップＳ９０２：その他）、図１７のステップＳ１７０１でエラー履歴」が「００」で
あると判断された場合（ステップＳ１７０１：ＹＥＳ）、ステップＳ１７０２で振込処理
が実行されていたと判断された場合（ステップＳ１７０２：ＹＥＳ）、ステップＳ１７０
４で振込処理を実施すると判断された場合（ステップＳ１７０４：ＹＥＳ）、図２０のス
テップＳ２００１において、図２１及び図２２に示すようなデータフォーマットで振込照
会要求電文を生成する。
【００６４】
　そして、ステップＳ２００２において、図２３に例示したような画面を表示し、ステッ
プＳ２００３において、ステップＳ２００１で生成した振込照会要求電文をホストコンピ
ュータへ送信する。
【００６５】
　次に、ステップＳ２００４において、図２４、図２５及び図２６に示すようなデータフ
ォーマットの振込照会応答電文を受信したか否かを判断し、受信した場合（ステップＳ２
００４：ＹＥＳ）、図２７のステップＳ２７０１へ進む。
【００６６】
　そして、図２７のステップＳ２７０１において、図２８に例示したような振込内容を確
認するための画面を表示する。
【００６７】
　そして、ステップＳ２７０２において、押下されたキーが図２８の「取消」キーである
か、振込内容の訂正の対象に対応する「訂正」キーであるのか、「確認」キーであるのか
を判断する。
【００６８】
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　「取消」キーが押されるか、又は設定された待機時間が経過した場合（ステップＳ２７
０２：取消、タイムアウト）は、図３２のステップＳ３２０１へ進み、訂正すべき事項が
なく「確認」キーが押下された場合（ステップＳ２７０２：確認）は、ステップＳ２７０
７へ進み、振込内容の何れかに対応する「訂正」キーが押下された場合（ステップＳ２７
０２：訂正）は、ステップＳ２７０３に進む。
【００６９】
　そして、ステップＳ２７０３において、押下された「訂正」キーに対応する振込内容が
、「科目・口座番号」であるか否かを判断する。「科目・口座番号」でない場合（ステッ
プＳ２７０３：ＮＯ）、ステップＳ２７０６へ進み、「科目・口座番号」である場合（ス
テップＳ２７０３：ＹＥＳ）、ステップＳ２７０４において、メモリ上に展開された振込
履歴情報に類似の「（５）受取人名」が存在するか否かを判断する。
【００７０】
　存在しない場合（ステップＳ２７０４：ＮＯ）、ステップＳ２７０６へ進み、存在する
場合（ステップＳ２７０４：ＹＥＳ）、すなわち、「科目・口座番号」が訂正された場合
には、メモリ上に展開された振込履歴情報に、類似の「（５）受取人名」が存在し、振込
したい振込先の振込先口座が複数存在する可能性があるので、ステップＳ２７０５におい
て、選択された振込処理と類似の振込処理の「（９）エラー履歴」、エラー履歴あり（類
似振込先あり）を示す「０１」を書き込む。類似の「（５）受取人名」とは、例えば、会
社名が同一で部署が相違している場合などがある。
【００７１】
　次に、ステップＳ２７０６において、図２８に例示した振込内容を確認するための画面
で、「訂正」キーが押下された項目の再入力を実施する。すなわち、振込先金融機関名の
訂正は、不図示の再入力画面を表示し、一覧を表示させ振込先金融機関名、支店名及び科
目・口座番号を再入力させる。また、振込先支店名の訂正は、不図示の再入力画面を表示
し、支店名及び科目・口座番号を再入力させる。また、科目・口座番号の訂正は、不図示
の再入力画面を表示し、科目・口座番号を再入力させる。また、振込金額の訂正は、振込
金額を再入力させる。また、依頼人名の訂正は、依頼人名を再入力させる。また、電話番
号の訂正は、依頼人の電話番号を再入力させる。
【００７２】
　そして、ステップＳ２７０２で訂正すべき事項がなく「確認」キーが押下された場合（
ステップＳ２７０２：確認）、ステップＳ２７０７において、振込要求電文を作成し、ス
テップＳ２７０８において、図２３に例示したような画面を表示し、ステップＳ２７０９
において、ステップＳ２７０７で生成した振込要求電文をホストコンピュータへ送信する
。
【００７３】
　次に、ステップＳ２７１０において、応答電文を受信したか否かを判断し、受信した場
合（ステップＳ２７１０：ＹＥＳ）、図２９のステップＳ２９０１へ進む。
【００７４】
　そして、図２９のステップＳ２９０１において、成立した振込取引情報を、振込履歴情
報として大容量媒体に記録する。なお、図３のステップＳ３１０でバーコードの読み取り
を行ったルートの場合（ステップＳ３１０：ＹＥＳ）は、過去の振込履歴情報に今回の振
込情報を付加してバーコードを生成する。他方、図３のステップＳ３１０でバーコードの
読み取りを行わなかったルートの場合（ステップＳ３１０：ＮＯ）は、今回の振込情報か
ら新規で振込履歴情報を作成し、バーコードを生成する。そして、生成したバーコードは
、図３４に例示したように、例えばご利用明細票に印字媒体等に出力される。また、振込
履歴情報は、ＩＣカード等の大容量媒体に記録する場合もある。
【００７５】
　次に、ステップＳ２９０２において、図３０に提示したような画面を表示し、ステップ
Ｓ２９０３において、キャッシュカード及び明細票を返却する処理を実行する。
【００７６】
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　そして、ステップＳ２９０４において、キャッシュカードがカード挿入部１１から抜き
取られたか否かを判断し、抜き取られたと判断された場合（ステップＳ２９０４：ＹＥＳ
）、ステップＳ２９０５において、図３１に例示したような画面を表示して、本振込処理
を終了する。
【００７７】
　また、図３のステップＳ３１０で、バーコードの読み取りが終了していない場合（ステ
ップＳ３１０：ＮＯ）であって、「取消」キーが押されるか（取消）、又は設定された待
機時間が経過した場合（タイムアウト）、図９のステップＳ９０５で振込処理を実施しな
いと判断された場合（ステップＳ９０５：ＮＯ）、及び図２７のステップＳ２７０２で、
「取消」キーが押されるか、又は設定された待機時間が経過した場合（ステップＳ２７０
２：取消、タイムアウト）、図３３に例示したような画面を表示して、図３のステップＳ
３０１へ戻る。
【００７８】
　以上、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明してきたが、本発明が適用され
る自動取引装置は、上述の実施の形態に限定されない。例えば、選択された振込情報が適
切でないと判断された場合、注意を喚起する情報を表示するが、振込情報が適切でないか
否かの判断は、選択された振込情報の口座情報と記録媒体の口座情報とを比較したり、読
み出された振込情報群の日付情報と現在日付情報とを比較したりするだけではない。すな
わち、選択された振込情報の振込金額情報と入力された振込金額情報との差があまりにも
大きい場合などには、選択を誤った可能性もあるので、振込金額情報を比較して判断する
ことも出来る。
【００７９】
　また、上述してきた本発明の実施の形態は、自動取引装置の一機能としてハードウェア
またはＤＳＰ（Digital Signal Processor）ボードやＣＰＵボードでのファームウェアも
しくはソフトウェアにより実現することができる。
【００８０】
　また、本発明が適用される自動取引装置は、その機能が実行されるのであれば、上述の
実施の形態に限定されることなく、単体の装置であっても、複数の装置からなるシステム
あるいは統合装置であっても、ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワークを介して処理が行なわれ
るシステムであってもよいことは言うまでもない。
【００８１】
　また、バスに接続されたＣＰＵ、ＲＯＭやＲＡＭのメモリ、入力装置、出力装置、外部
記録装置、媒体駆動装置、ネットワーク接続装置で構成されるシステムでも実現できる。
すなわち、前述してきた実施の形態のシステムを実現するソフトェアのプログラムを記録
したＲＯＭやＲＡＭのメモリ、外部記録装置、可搬記録媒体を、自動取引装置に供給し、
その自動取引装置のコンピュータがプログラムを読み出し実行することによっても、達成
されることは言うまでもない。
【００８２】
　この場合、可搬記録媒体等から読み出されたプログラム自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムを記録した可搬記録媒体等は本発明を構成することに
なる。
【００８３】
　プログラムを供給するための可搬記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、
ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、磁気テープ、不揮発性のメモリーカード、ＲＯＭカード、電子メー
ルやパソコン通信等のネットワーク接続装置（言い換えれば、通信回線）を介して記録し
た種々の記録媒体などを用いることができる。
【００８４】
　また、コンピュータ（情報処理装置）がメモリ上に読み出したプログラムを実行するこ
とによって、前述した実施の形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき
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、コンピュータ上で稼動しているＯＳなどが実際の処理の一部又は全部を行ない、その処
理によっても前述した実施の形態の機能が実現される。
【００８５】
　さらに、可搬型記録媒体から読み出されたプログラムやプログラム（データ）提供者か
ら提供されたプログラム（データ）が、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコン
ピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラ
ムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の
処理の一部又は全部を行ない、その処理によっても前述した実施の形態の機能が実現され
得る。
【００８６】
　すなわち、本発明は、以上に述べた実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲内で種々の構成又は形状を取ることができる。
【符号の説明】
【００８７】
　１　　　　自動取引装置
　１０　　　通帳挿入部
　１１　　　カード挿入部
　１２　　　硬貨入出金部
　１３　　　紙幣入出金部
　１４　　　表示入力部
　２０　　　ＡＴＭ制御部
　２１　　　主制御部
　２２　　　メモリ
　２３　　　ハードディスク
　２４　　　ホスト通信制御部
　２５　　　画面表示部
　２６　　　キー入力部（タッチパネル）
　２７　　　カメラ（ＵＳＢカメラ）
　２８　　　ＩＯ制御部
　３０　　　紙幣処理ユニット
　４０　　　硬貨処理ユニット
　５０　　　通帳処理ユニット
　６０　　　振込処理ユニット
 



(13) JP 6035158 B2 2016.11.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 6035158 B2 2016.11.30

【図５】 【図６】

【図７】 【図９】



(15) JP 6035158 B2 2016.11.30

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(16) JP 6035158 B2 2016.11.30

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(17) JP 6035158 B2 2016.11.30

【図２３】 【図２７】

【図２８】 【図２９】



(18) JP 6035158 B2 2016.11.30

【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図８】 【図１８】



(19) JP 6035158 B2 2016.11.30

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(20) JP 6035158 B2 2016.11.30

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図３４】



(21) JP 6035158 B2 2016.11.30

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１２－０２７６１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０７７１９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０１８２９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１７９２９０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０７Ｄ　　１／００
              　　　　　　３／００
              　　　　　　９／００
              　　　　　　９／０４
              　　　　　　１１／００－１３／００
              Ｇ０７Ｆ　　１９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

