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(57)【要約】
【課題】　携帯端末を用いて現金取引を行う顧客の利便
性を考慮した自動取引装置を提供する。
【解決手段】　本発明は、操作表示部を有する自動取引
装置であって、携帯端末によって事前に入力された取引
内容を示す情報を読み取るデータ読取部と、上記データ
読取部が上記情報を読み取ると、上記取引内容に基づき
所定の取引が、当該自動取引装置の状態に基づき実行可
能であるか否か判定し、上記取引内容が実行不可能であ
る場合、顧客に対して事前に入力した上記取引内容を変
更するための画面を前記操作表示部に表示する取引処理
部とを有する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作表示部を有する自動取引装置であって、
　携帯端末によって事前に入力された取引内容を示す情報を読み取るデータ読取部と、
　上記データ読取部が上記情報を読み取ると、上記取引内容に基づき所定の取引が、当該
自動取引装置の状態に基づき実行可能であるか否か判定し、上記取引内容が実行不可能で
ある場合、顧客に対して事前に入力した上記取引内容を変更するための画面を前記操作表
示部に表示する取引処理部と
　を有することを特徴とする自動取引装置。
【請求項２】
　前記取引処理部は、事前に入力した上記取引内容が出金取引であって、当該自動取引装
置内で不足している金種の現金が出金対象である場合、出金額を訂正する金額入力画面を
前記操作表示部に表示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】
　前記取引処理部は、当該自動取引装置の状態に基づき、事前に入力した取引自体が実行
できない場合には、当該自動取引装置で実行可能な異なる取引を選択できる取引選択画面
を前記操作表示部に表示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４】
　操作表示部を有する自動取引装置であって、
　携帯端末によって事前に入力された取引内容を示す情報を読み取るデータ読取部と、
　上記データ読取部が上記情報を読み取ると、上記取引内容に基づき所定の取引が、顧客
の取引口座の状態に基づき実行可能であるか否か判定し、上記取引内容が実行不可能であ
る場合、顧客に対して事前に入力した上記取引内容を変更するための画面を前記操作表示
部に表示する取引処理部と
　を有することを特徴とする自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動取引装置に関し、例えば、スマートフォン、タブレット端末等の携帯端
末を用いて現金取引を行う自動取引装置に適用し得る。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、顧客が保持する携帯端末を用いて現金取引を行うＡＴＭ（Ａ
ｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ）が開示されている。特許文献１の記
載技術は、携帯端末が、近距離無線通信等により取引データをＡＴＭに送信して取引開始
を要求し、ＡＴＭが携帯端末を介してホスト装置との間で取引電文の授受を行う。
【０００３】
　上記取引データは、例えば、携帯端末のアプリケーション等を通じて取引種別、取引口
座、取引金額等が事前入力されたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１１７８４９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、従来のＡＴＭでは、機器の状態（紙幣・硬貨不足等）により、事前入力
した内容で取引が実行できない場合があった。この場合、顧客は再び携帯端末のアプリケ
ーションを起動し、情報の再入力を行う必要があった。
【０００６】



(3) JP 2021-157457 A 2021.10.7

10

20

30

40

50

　そのため、携帯端末を用いて現金取引を行う顧客の利便性を考慮した自動取引装置が望
まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の本発明は、操作表示部を有する自動取引装置であって、（１）携帯端末によって
事前に入力された取引内容を示す情報を読み取るデータ読取部と、（２）上記データ読取
部が上記情報を読み取ると、上記取引内容に基づき所定の取引が、当該自動取引装置の状
態に基づき実行可能であるか否か判定し、上記取引内容が実行不可能である場合、顧客に
対して事前に入力した上記取引内容を変更するための画面を前記操作表示部に表示する取
引処理部とを有することを特徴とする。
【０００８】
　第２の本発明は、操作表示部を有する自動取引装置であって、（１）携帯端末によって
事前に入力された取引内容を示す情報を読み取るデータ読取部と、（２）上記データ読取
部が上記情報を読み取ると、上記取引内容に基づき所定の取引が、顧客の取引口座の状態
に基づき実行可能であるか否か判定し、上記取引内容が実行不可能である場合、顧客に対
して事前に入力した上記取引内容を変更するための画面を前記操作表示部に表示する取引
処理部とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、携帯端末を用いて現金取引を行う顧客の利便性を考慮できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る取引処理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の内部構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態に係る取引処理システムの取引処理の全体的な動作を示すシーケ
ンス図である。
【図４】第１の実施形態に係るＡＴＭの取引処理で用いる画面の一例を示す説明図である
。
【図５】第１の実施形態に係るＡＴＭの取引処理で用いる訂正確認画面の一例を示す説明
図である。
【図６】第１の実施形態に係るＡＴＭの取引処理で用いる入金警告画面の一例を示す説明
図である。
【図７】第１の実施形態に係るＡＴＭの取引処理で用いる取引選択画面の一例を示す説明
図である。
【図８】第２の実施形態に係る取引処理システムの取引処理の全体的な動作を示すシーケ
ンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（Ａ）第１の実施形態
　以下では、本発明に係る自動取引装置の第１の実施形態を、図面を参照しながら詳細に
説明する。
【００１２】
　（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　第１の実施形態では、例えばインターネットバンキングやモバイルネットワーキング（
以下では、「オンラインバンキング」と呼ぶ。）などを利用して、予約登録（事前登録）
した内容を、ＡＴＭが読み取って現金取引を行うシステムに、本発明を適用する場合を例
示する。
【００１３】
　（Ａ－１－１）全体構成
　図１は、第１の実施形態に係る取引処理システムの全体構成を示す全体構成図である。
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【００１４】
　図１において、第１の実施形態に係る取引処理システム９は、ＡＴＭ１、携帯端末２、
連携サーバ３、インターネットバンキングサーバ（以下、「ＩＢサーバ」とも呼ぶ。）４
、及びホストサーバ５を有する。
【００１５】
　ＡＴＭ１は、従来の一般的なＡＴＭの機能に加えて、携帯端末２から送信された事前に
登録された取引内容を読み取り、読み取った取引データに基づいて取引処理を実施する機
能を有する。また、第１の実施形態では、ＡＴＭ１は、事前登録した内容で取引が実行で
きない場合、ＡＴＭ１上で事前登録した内容を修正させたり、異なる取引を実行するよう
に顧客を誘導する。
【００１６】
　携帯端末２は、ネットワークＮを通じて、連携サーバ３と接続可能であり、連携サーバ
３を介して、インターネットバンキングにより、取引内容を予約登録し、その取引内容を
記憶する。
【００１７】
　また、携帯端末２は、取引を行う際、顧客が、ＡＴＭ１に、近距離無線通信等により携
帯端末２から取引データを送信することにより（又は二次元コードを読み取らせることに
より）、事前登録した取引内容の取引を実施する。
【００１８】
　携帯端末２は、通信機能、操作表示部を有する端末であれば、様々な端末を適用するこ
とができ、例えば、スマートフォン、タブレット端末、ノート型パーソナルコンピュータ
、携帯電話機、ゲーム端末、電子書籍端末、ウェラブル端末等を適用できる。携帯端末２
は、例えば、専用のアプリケーションソフトウェアをインストールして実施することによ
り取引処理を実施することができる。
【００１９】
　連携サーバ３は、インターネットバンキングの仕組みと連携をとるため、ＩＢサーバ４
及びホストサーバ５と接続可能であり、ＩＢサーバ４との間で取引に関する情報を授受す
るものである。また、連携サーバ３は、ネットワークＮを通じて、携帯端末２及びＡＴＭ
１との間で情報の授受を行う。
【００２０】
　ＩＢサーバ４は、インターネットバンキングシステムを実行するサーバである。ＩＢサ
ーバ４によるインターネットバンキングの詳細な仕組みは、既存技術を広く適用すること
ができ、ここでの詳細な説明は省略する。ＩＢサーバ４は、ＡＴＭ１及び連携サーバ３を
通じて、取引内容を含む取引実行の許可要求信号を受信し、この取引実行の許可要求信号
をホストサーバ５に送信して、当該取引実行の許可要求信号を送信する。また、ＩＢサー
バ４は、ホストサーバ５により取引実行の許可応答を取得すると、その取引実行の許可応
答を、連携サーバ３を介してＡＴＭ１に送信する。
【００２１】
　ホストサーバ５は、例えば、ＩＢサーバ４から受信した携帯端末２からの取引に関する
データに基づいて取引実行を許可するか否かを判断し、許可する場合、取引実行の許可応
答をＩＢサーバ４に送信する。
【００２２】
　（Ａ－１－２）ＡＴＭ１の詳細な構成
　図１に示すように、ＡＴＭ１は、操作表示部１２、カード入出口１３、紙幣入出口１４
、硬貨入出口１５、取引データ読取部１６、及びレシート排出口１７を有する。
【００２３】
　操作表示部１２は、例えば、取引種類の選択メニュー画面、各取引の操作画面、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１２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１２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
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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良い。
【００２４】
　カード入出口１３は、顧客がキャッシュカードを挿入したり又はキャッシュカードを取
り出したりするものである。
【００２５】
　紙幣入出口１４は、顧客が紙幣を挿入したり又は紙幣を取り出したりするものである。
紙幣入出口１４は、例えば、開閉可能な開閉体を有するバケットタイプのものを用いても
良いし、若しくは、開閉体を有しないバケットタイプのものを用いることができる。顧客
が紙幣を投入するときには、例えば、開閉体（シャッタ）を有するバケットタイプの場合
、開閉体がバケットの開口部を開けた後、顧客はバケットの開口部に紙幣を投入し、その
後ＡＴＭ１は、開閉体が閉じて投入された紙幣を取り込む。またＡＴＭ１が紙幣を返却す
るときには、ＡＴＭ１はバケットに紙幣を繰り出し、その後、開閉体が開放する。なお、
紙幣入出口１４は、紙幣を投入する紙幣入口と紙幣を放出する紙幣出口とが一体となった
ものに限らず、紙幣入口と紙幣出口とがそれぞれ物理的に別の構成のものであっても良い
。
【００２６】
　硬貨入出口１５は、顧客又は店員が硬貨を投入したり又は硬貨を取り出したりするもの
である。硬貨入出口１５も、例えば、開閉体が開口部を開閉可能なバケットタイプのもの
を用いても良いし、若しくは、開閉体を有しないバケットタイプのものを用いても良い。
この場合も、紙幣入出口１４と同様に、顧客又は店員が硬貨を投入するときには、例えば
、開閉体を有するバケットタイプの場合、開閉体がバケットの開口部を開けた後、顧客又
は店員はバケットの開口部に硬貨を投入し、その後ＡＴＭ１は、開閉体を閉じて投入され
た硬貨を取り込む。またＡＴＭ１が硬貨を返却するときには、ＡＴＭ１はバケットに硬貨
を繰り出し、その後、開閉体が開放する。なお、硬貨入出口１５は、硬貨を投入する硬貨
入口と硬貨を放出する硬貨出口とが一体となったものに限らず、硬貨入口と硬貨出口とが
それぞれ物理的に別の構成のものであってもよい。
【００２７】
　取引データ読取部１６は、携帯端末２を介して事前登録された取引データを読み取るも
のである。取引データ読取部１６は、例えば、ＩＣリーダーであり、携帯端末２が備える
ＩＣチップに接触して電気回路を駆動させることによって、又は非接触式のＩＣチップの
アンテナと通信することによって、ＩＣチップのデータを読み取るものである。また、取
引データ読取部１６は、例えば、バーコードリーダーであり、携帯端末２に表示された取
引データを示すバーコード（１次元バーコードでも良く、又は２次元バーコードでも良い
）のデータを読み取るものである。
【００２８】
　なお、取引データ読取部１６は、携帯端末２を物理的に配置できような構成にしても良
い。
【００２９】
　レシート排出口１７は、取引内容を印刷したレシート（明細票）を排出するものである
。
【００３０】
　図２は、第１の実施形態に係るＡＴＭの内部構成を示すブロック図である。図２におい
て、ＡＴＭ１は、制御部１０、記憶部２０、操作表示制御部３０、通信部４０、カード処
理部５０、紙幣入出金部６０、硬貨入出金部７０、取引データ処理部８０、及び明細票発
行部９０を有する。
【００３１】
　制御部１０は、図示しないＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）を中心に構成されており、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、記憶部２０から所定のプログラムを読み出
して実行することにより、各部を制御して入金取引、収納処理や出金取引等の種々の処理
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を行う。
【００３２】
　記憶部２０は、制御部１０が実行する処理プログラム等を記憶するものあり、例えば、
フラッシュメモリやＨＤＤ等により構成される。
【００３３】
　操作表示制御部３０は、制御部１０の制御の下、操作表示部１２の動作を制御するもの
である。操作表示制御部３０は、制御部１０から画面情報に基づいて、操作表示部１２に
画面を表示させたり、又は操作表示部１２から入力された情報を制御部１０に与えたりす
るものである。
【００３４】
　通信部４０は、ネットワークＮを介して、ホストサーバ５と接続するためのネットワー
クインタフェースである。
【００３５】
　カード処理部５０は、制御部１０の制御の下、カード入出口１３からキャッシュカード
を取り込んだり又は排出したりするものである。また、カード処理部５０は、カード入出
口１３から挿入されたキャッシュカードの格納部（例えば、磁気格納部やＩＣチップ等）
に格納されているカード情報を読み取り、そのカード情報を制御部１０に与えるものであ
る。
【００３６】
　紙幣入出金部６０は、制御部１０の制御の下、紙幣を金種別に収納・管理するものであ
る。
【００３７】
　硬貨入出金部７０は、制御部１０の制御の下、硬貨を金種別に収納・管理するものであ
る。
【００３８】
　取引データ処理部８０は、制御部１０の制御の下、取引データ読取部１６を用いて、顧
客により翳された携帯端末２の読み取り処理を実行し、読み取った取引データを制御部１
０に与えるものである。
【００３９】
　明細票発行部９０は、制御部１０の制御の下、明細票に取引結果を印刷して、レシート
排出口１７から発行（排出）を行うものである。
【００４０】
　（Ａ－１－３）制御部１０（取引処理部１１）の詳細な構成
　制御部１０は、取引処理部１１を有している。取引処理部１１は、顧客との取引を行う
ための情報処理（顧客への情報の提示や操作受付に伴う処理を含む）や取引処理に伴うＡ
ＴＭ１内の各構成要素の制御等を行う。
【００４１】
　第１の実施形態の取引処理部１１は、携帯端末２を用いて事前入力した取引が、紙幣や
硬貨の不足等のＡＴＭの状態により実行できない場合には、操作表示部１２に、取引内容
を訂正（再入力）できる画面（後述する図４（Ｂ）の金額入力画面等）を表示する。そし
て、取引処理部１１は、顧客により訂正された内容に基づき取引を継続する。これ以上の
取引処理部１１の詳細は動作の項で述べる。
【００４２】
　（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処理システム９における取引処理を、図面を参照しな
がら詳細に説明する。
【００４３】
　（Ａ－２－１）全体的な動作
　図３は、第１の実施形態に係る取引処理システムの取引処理の全体的な動作を示すシー
ケンス図である。
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【００４４】
　まず、携帯端末２には、ＡＴＭ１で行う取引内容を予め事前登録できるアプリケーショ
ンソフトウェアがインストールされており、顧客操作により、当該アプリケーションソフ
トウェアを起動する。
【００４５】
　携帯端末２では、所定のメニュー画面が表示され、顧客により新規取引登録を選択し（
Ｓ１０１）、続いて希望取引を選択し、選択した取引の内容を入力する（Ｓ１０２）。例
えば、希望取引が出金であれば、「出金（お引き出し）」を選択し、「金額」を入力する
。他にも入金取引等の他の取引を選択しても良い。
【００４６】
　また、ここでは、金融機関名、店番号、口座番号、口座名義人等の設定登録の詳細な設
定方法については説明していないが、予め登録されているものとする。
【００４７】
　携帯端末２において新規の取引内容の入力が行われると、入力された取引内容を示す取
引データが連携サーバ３に送信される（Ｓ１０３）。連携サーバ３では取引データを受信
し（Ｓ１０４）、ＩＢサーバ４に取引データを送信して、取引の事前登録を行う。このイ
ンターネットバンキングの仕組みは、既存技術により、種々の方法を適用することができ
るので、ここでの詳細な説明は省略する。
【００４８】
　連携サーバ３は、事前登録された取引データをデータベースに登録し（Ｓ１０５）、事
前登録した内容を含む情報を携帯端末２に送信する（Ｓ１０６）。
【００４９】
　取引データを事前登録した旨の応答が携帯端末２に受信されると（Ｓ１０７）、携帯端
末２の表示画面はメニュー画面に戻る。
【００５０】
　次に、顧客が、事前登録（予約登録）した取引内容で現金処理を実施するときの処理を
説明する。なお、ＡＴＭ１では、図４（Ａ）の取引選択画面１００が表示され、顧客によ
り取引可能であるとする。
【００５１】
　顧客は、携帯端末２を、ＡＴＭ１の取引データ読取部１６にかざす（Ｓ１０８）。
【００５２】
　ＡＴＭ１では、取引データ読取部１６において事前登録された取引データを携帯端末２
から読み取る（Ｓ１０９）。なお、本実施の形態では、上記取引データは携帯端末２から
読み取る場合を例に挙げて説明するが、かかる例に限定されず、例えば、連携サーバ３、
ＩＢサーバ４、またはホストサーバ５の上位側から上記取引データをＡＴＭ１が受信して
も良い。
【００５３】
　ＡＴＭ１では、読み取った取引データに基づいて、事前登録された取引処理を自装置で
実行できるか否か判定する（Ｓ１１０）。ＡＴＭ１は、例えば、後述するように紙幣不足
等により事前登録された内容で取引処理が実行できない場合には、次のステップＳ１１１
の処理を行い、一方、事前登録された内容で取引処理が実行できる場合には後述するステ
ップＳ１１３の処理に移行する。
【００５４】
　ＡＴＭ１では、先述のステップＳ１１０の処理により、事前登録された内容で取引処理
が実行できない場合には、操作表示部１２に金額を訂正する画面等を表示して顧客に取引
内容の訂正を促す（Ｓ１１１）。
【００５５】
　続いて、ＡＴＭ１では、顧客により取引内容の訂正がされると、暗証番号を入力する画
面（例えば、図４(Ｃ)の暗証番号入力画面２００）を表示して顧客からの入力を受け付け
る（Ｓ１１２）。なお、暗証番号の入力画面は、取引内容によっては省略しても良い（例
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えば、入金取引の場合は省略しても良い）。また、暗証番号の入力は、操作表示部１２か
らではなく、ハードキー（図示せず）を用いて入力しても良い。
【００５６】
　そして、ＡＴＭ１から取引実行電文（ステップＳ１１１で訂正された場合には訂正され
た内容の実行電文）が連携サーバ３に送信され（Ｓ１１３）、連携サーバ３は取引実行電
文を受信する（Ｓ１１４）。なお、連携サーバ３は取引実行電文をＩＢサーバ４に送信し
て、インターネットバンキングの仕組みにより、取引実行の許可をＩＢサーバ４及びホス
トサーバ５に要求する。なお、ＡＴＭ１では、取引内容が訂正された場合、訂正内容を携
帯端末２に送信しても良い。
【００５７】
　ＡＴＭ１では、連携サーバ３及びＩＢサーバ４を介して、ホストサーバ５から実行許可
の電文が通知されると（Ｓ１１５、Ｓ１１６）、取引内容に関する処理を実行する（Ｓ１
１７）。
【００５８】
　ＡＴＭ１では、例えば、出金取引の場合には図示しないセンサ等により紙幣等の抜き取
りを確認して、取引を終了する（Ｓ１１８）。なお、ＡＴＭ１は、取引終了する際、携帯
端末２に取引結果（取引訂正があった場合は、訂正後の取引内容及び／又は訂正後の取引
結果も含む）を送信しても良い。また、ＡＴＭ１は、携帯端末２と通信の必要がある場合
、その都度又は取引が終了するまで、携帯端末２を取引データ処理部８０にかざすように
又は載置するように顧客を誘導しても良い。
【００５９】
　なお、本実施の形態において、かかる例に限定されず、例えば、取引内容が訂正された
場合（Ｓ１１１）、ＡＴＭ１から携帯端末２を介して、連携サーバ３等の上位側に取引実
行電文等のデータが送信される場合でも良い。
【００６０】
　（Ａ－２－２）ステップＳ１１１の処理の詳細
　次に、取引内容を訂正する処理（Ｓ１１１）の処理を、具体例を挙げて説明する。
【００６１】
　（Ａ－２－２－１）出金時の金額訂正
　ＡＴＭ１は、例えば、紙幣や硬貨の不足又は外部からの指示により指定された金額の出
金取引が実施できなければ、以下のような金額入力画面を操作表示部１２に表示する。
【００６２】
　例えば、図４（Ｂ）では、金額の訂正（再入力）を促すメッセージを含む金額入力画面
１５０が例示されている。金額入力画面１５０では、金額の訂正（再入力）を促すメッセ
ージ表示するメッセージ欄１５１と、新たな金額（出金額）を入力するための「０」～「
９」の数字ボタンを含む入力ボタン１５２と、入力ボタン１５２で入力された出金額が表
示される出金額表示欄１５３とが示されている。
【００６３】
　顧客は、上記金額入力画面１５０のようなインタフェースを用いて、取引の金額を訂正
する。例えば、３４０００円の出金取引を事前入力しておいたところ、ＡＴＭ１内で、千
円札が不足しており、４０００円の出金ができない場合、顧客にＡＴＭ１上で３００００
円に訂正させる。
【００６４】
　この場合、上記金額入力画面１５０には、取り扱い可能な範囲の金額の情報を併せて表
示しても良く、千円札が不足している場合には、１０００円単位の金額は取引できない旨
のメッセージを上記メッセージ欄１５１に表示しても良い。また、千円札の対応はできな
いが、硬貨で１０００円単位の金額の取り扱いが可能である場合には、千円札ではなく、
硬貨で対応する旨を表示した上で１０００円単位の金額を取り扱っても良い。金額入力画
面１５０に取引対応可能な範囲（取り扱い可能な金種及び金額等）を顧客に示すことで、
顧客は取引内容の訂正を円滑に行えることができる。
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【００６５】
　また、ＡＴＭ１は、金額入力画面１５０を表示する前に図５に示すような訂正確認画面
を表示しても良い。訂正確認画面１１０では、金額の訂正（再入力）をするか、取引をキ
ャンセルするかを問いただすメッセージを表示するメッセージ欄１１１と、事前登録した
取引をキャンセルするキャンセルボタン１１２と、金額を再入力するために先述の金額入
力画面１５０に移行する再入力ボタン１１３とが示されている。
【００６６】
　（Ａ－２－２－２）入金時の警告
　ＡＴＭ１は、例えば、入金取引が事前登録されていた場合であって、紙幣入出金部６０
及び硬貨入出金部７０に収納できる（言い換えれば、入金できる）紙幣及び硬貨の数が限
界に近づいている場合には、以下の図６に示すような入金警告画面を表示しても良い。
【００６７】
　図６の入金警告画面３００では、現在ＡＴＭ１で取扱可能な現金を通知する旨のメッセ
ージを表示するメッセージ欄３０１が示されている。例えば、ＡＴＭ１は、硬貨入出金部
７０に収納できる硬貨が所定の閾値（例えば、限界に近い値）を超えている場合には、図
６のメッセージ欄３０１に示すように硬貨の入金を不可として紙幣のみ入金可能とするメ
ッセージを表示しても良い。
【００６８】
　また、ＡＴＭ１は、金種毎に収納できる硬貨及び紙幣を判定しても良く、例えば、紙幣
入出金部６０の千円札を収納できるカセットのみが収納の限界に近づいている場合には、
千円札のみ入金不可として他の金種の紙幣については入金できるようにしても良い。
【００６９】
　（Ａ－２－２－３）取引種類の訂正
　ＡＴＭ１は、紙幣や硬貨の不足又は外部からの指示により、事前に登録した取引自体が
実行できない場合には、顧客に取引種類の変更を促しても良い。例えば、ＡＴＭ１では、
図７に示すように取引の再選択を促す取引選択画面を操作表示部１２に表示する。
【００７０】
　図７の取引選択画面１００Ａでは、取引の再選択を促すメッセージを表示するメッセー
ジ欄１０１が、各取引を選択する選択ボタンと共に示されている。例えば、顧客は、出金
取引を事前登録したが、ＡＴＭ１上で出金取引が行えないことが分かり、振込取引で代用
できると考えたならば、振込取引を選択する。また、出金取引（又は入金取引）が行えな
いが、残高だけでも確認したい場合には残高照会取引を実行することとなる。
【００７１】
　（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、ＡＴＭ１において顧客が携帯端末２を用いて
事前入力した内容がＡＴＭ１の状態と合致しない場合には、ＡＴＭ１上で取引情報を訂正
できようにした。これにより、顧客は取引を中断し、アプリを再起動させることなく、取
引を続行できる。例えば、ＡＴＭに行列が出来ている状況でも、並びなおすことなく取引
が可能となり、顧客同士のトラブルの減少も期待できる。
【００７２】
　（Ｂ）第２の実施形態
　第２の実施形態では、オンラインバンキングなどを利用して、予約登録（事前登録）し
た内容を、ＡＴＭが読み取って現金取引を行うシステムに、本発明を適用する場合を例示
する。
【００７３】
　（Ｂ－１）第２の実施形態の構成
　第２の実施形態に係るＡＴＭ１及び周辺の構成は、基本的には上述の図１及び図２で示
した構成と同様である。ただし、制御部１０の取引処理部１１の処理が第１の実施形態と
異なるので、以下では異なる点を中心に説明する。
【００７４】
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　第２の実施形態の取引処理部１１では、携帯端末２を介して事前登録した内容が顧客要
因により実行できない場合には、第１の実施形態と同様に事前登録した取引内容の訂正を
促す。例えば、事前情報入力時は、顧客の口座に十分な残高が存在していたが、ＡＴＭ取
引時には口座の残高が不足して、取引不可能となった場合が考えられる。取引処理部１１
は、顧客により訂正された内容に基づき取引を継続する。これ以上の取引処理部１１の詳
細は動作の項で述べる。
【００７５】
　（Ｂ－２）第２の実施形態の動作
　次に、第２の実施形態におけるＡＴＭ１の動作を、図面を参照しながら詳細に説明する
。
【００７６】
　図８は、第２の実施形態に係る取引処理システムの取引処理の全体的な動作を示すシー
ケンス図である。なお、図８において、第１の実施形態に係る図３のシーケンス図と同一
又は対応する処理については、同一符号を付して示している。また、第１の実施形態に係
る図８のシーケンス図と同一又は対応する処理の詳細な説明は、重複するため省略する。
【００７７】
　ＡＴＭ１では、先述のステップＳ１０９の処理で、事前登録された取引データを携帯端
末２から読み取った後、取引実行電文を連携サーバ３に送信する（Ｓ２０１）。
【００７８】
　連携サーバ３は取引実行電文を受信し、取引実行電文をＩＢサーバ４に送信して、取引
実行の許可をＩＢサーバ４及びホストサーバ５に要求する（Ｓ２０２）。
【００７９】
　ＡＴＭ１では、連携サーバ３及びＩＢサーバ４を介して、ホストサーバ５から実行不可
の電文が通知されると（Ｓ２０３、Ｓ２０４）、先述のステップＳ１１１の処理と同様に
、事前登録した内容を訂正させる画面を表示する等して、顧客に取引内容の訂正を促す（
Ｓ２０５）。
【００８０】
　例えば、事前登録した出金額が口座残高を超えていた場合には、先述の図４（Ｂ）で示
した金額入力画面１５０を表示して、顧客は出金額を訂正する。また、ＡＴＭ１は、先述
の図７で示した取引選択画面１００Ａを表示して、顧客に他の取引を選択するように促し
ても良い。
【００８１】
　これ以降の訂正（再入力）した内容で取引を行う処理（Ｓ１１３～Ｓ１１８）は、第１
の実施形態と同様であるので説明を省略する。
【００８２】
　（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、顧客が携帯端末２を用いて事前入力した内容
が、ＡＴＭ１操作時点における顧客の取引口座の状態と合致しない場合には、ＡＴＭ１上
で取引情報を訂正できようにした。これにより、顧客は取引を中断し、アプリを再起動さ
せることなく、取引を続行できる。
【００８３】
　（Ｃ）他の実施形態
　上述した第１及び第２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、以下の
変形実施形態にも適用できる。
【００８４】
　（Ｃ－１）上記第１及び第２の実施形態では、本発明の自動取引装置をＡＴＭ１に適用
する例を示したが、現金処理を行う他の装置（例えば、入金機、出納機等）にも適用可能
である。
【００８５】
　（Ｃ－２）上記第１及び第２の実施形態では、オンラインバンキングの仕組みを用いて
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【００８６】
　（Ｃ－３）上記第１及び第２の実施形態では、ＡＴＭ１は、携帯端末２を介して事前登
録した取引内容が実行できない場合、ＡＴＭ１に所定の画面を表示して取引内容を変更す
るように誘導する例を示したが、携帯端末２のアプリケーションを用いて取引内容を変更
するように顧客を誘導しても良い。
【００８７】
　（Ｃ－４）上記第１及び第２の実施形態では、ＡＴＭ１は、硬貨入出口１５を備える場
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、ＡＴＭ１は、硬貨入出口１
５を備えなくても良い。
【００８８】
　（Ｃ－５）変形例として、ＡＴＭ１は、上述した各実施形態で述べた変形例の構成及び
機能の全部又は一部を組み合わせて使用しても良い。
【符号の説明】
【００８９】
　１…ＡＴＭ、２…携帯端末、３…連携サーバ、４…ＩＢサーバ、５…ホストサーバ、９
…取引処理システム、１０…制御部、１１…取引処理部、１２…操作表示部、１３…カー
ド入出口、１４…紙幣入出口、１５…硬貨入出口、１６…取引データ読取部、１７…レシ
ート排出口、２０…記憶部、３０…操作表示制御部、４０…通信部、５０…カード処理部
、６０…紙幣入出金部、７０…硬貨入出金部、８０…取引データ処理部、９０…明細票発
行部、１００…取引選択画面、１００Ａ…取引選択画面、１５０…金額入力画面、２００
…暗証番号入力画面、３００…入金警告画面。
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