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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】 同一名義人の預金口座において、予め設
定された一定期間内に、契約で定めた行為があった場合
に、当該行為の内容に応じて付与される単位ポイントを
記憶すると共に、各々の契約内容に応じて定められた解
除期間を記憶したポイント記憶手段と、
前記同一名義人の前記預金口座において、前記一定期間
内に前記行為があった場合に、前記ポイント記憶手段に
記憶された単位ポイントに応じて獲得ポイントを付与す
るポイント付与手段と、
10
前記ポイント付与手段により付与された獲得ポイントを
合計した合計ポイントを演算するポイント自動採点手段
と、
前記ポイント自動採点手段において演算された前記合計
ポイントが目標ポイントに達しているか否かを判定し、
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その結果、前記合計ポイントが目標ポイントに達してい
ると判定された場合に、当該預金口座にサインを付与す
るポイント判定手段と、
前記預金口座の預金残高が多い方が利率が大きくなるよ
うに、段階的に変化する利息の適用利率を記憶する段階
利率記憶手段と、
前記ポイント判定手段により前記サインが付与された場
合に、当該預金口座の預金残高に応じて、前記段階利率
記憶手段に記憶された前記適用利率を決定し、当該適用
利率にもとづいて利息の計算を行う利息計算手段とを含
むと共に、
契約内容に応じて定められた解除期間を経過したにもか
かわらず契約の履行がないことを条件として、契約で定
めた行為の内容に応じて付与される単位ポイントを消去
するようにしたことを特徴とする利息管理装置。
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【請求項２】 前記ポイント判定手段により付与される
前記サインが変化した場合に、当該預金口座を有する名
義人に通知する通知書を作成する通知書作成手段を含む
ことを特徴とする請求項１記載の利息管理装置。
【請求項３】 前記ポイント判定手段により前記サイン
が付与された場合に、当該サインを意味するマークを当
該預金口座の通帳に記録するマーク記録手段を含むこと
を特徴とする請求項１又は請求項２記載の利息管理装
置。
【請求項４】 前記段階利率記憶手段に記憶される前記
適用利率を登録可能な段階利率管理手段を含むことを特
徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の利息管理
装置。
【請求項５】 同一名義人の預金口座において、予め設
定された一定期間内に、契約で定めた行為があった場合
に、当該行為に応じて獲得ポイントを付与すると共に、
各々の契約内容に応じて定められた解除期間を付与する
ポイント付与工程と、
前記ポイント付与工程により付与された獲得ポイントを
合計した合計ポイントを演算するポイント自動採点工程
と、
前記ポイント自動採点工程において演算された前記合計
ポイントが目標ポイントに達しているか否かを判定し、
その結果、前記合計ポイントが目標ポイントに達してい
ると判定された場合に、前記預金口座にサインを付与す
るポイント判定工程と、
前記ポイント判定工程において、前記サインが付与され
た場合に、当該預金口座の預金残高が多い方が利率が大
きくなるように、段階的に変化する利息の適用利率を決
定し、当該適用利率にもとづいて利息の計算を行う利息
計算工程とを含むと共に、
契約内容に応じて定められた解除期間を経過したにもか
かわらず契約の履行がないことを条件として、契約で定
めた行為の内容に応じて付与される単位ポイントを消去
するようにしたことを特徴とする利息管理方法。
【請求項６】 前記預金口座が、流動性及び決済性のあ
る普通預金口座であることを特徴とする請求項１〜５の
いずれか１項に記載の利息管理装置及びこの装置を利用
した利息管理方法。
【請求項７】 前記預金口座が、貯蓄預金口座であるこ
とを特徴とする請求項１〜６のいずれか１項に記載の利
息管理装置及びこの装置を利用した利息管理方法。
【請求項８】 前記預金口座が、定期預金口座であるこ
とを特徴とする請求項１〜７のいずれか１項に記載の利
息管理装置及びこの装置を利用した利息管理方法。
【請求項９】 前記契約で定める行為には、年金の自動
受取を含むことを特徴とする請求項１〜８のいずれか１
項に記載の利息管理装置及びこの装置を利用した利息管
理方法。
【請求項１０】 同一名義人の預金口座において、予め
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設定された一定期間内に、契約で定めた行為があった場
合に、当該行為の内容に応じて付与される単位ポイント
を記憶すると共に、各々の契約内容に応じて定められた
解除期間を記憶したポイント記憶手段と、
前記同一名義人の前記預金口座において、前記一定期間
内に前記行為があった場合に、前記ポイント記憶手段に
記憶された単位ポイントに応じて獲得ポイントを付与す
るポイント付与手段と、
前記ポイント付与手段により付与された獲得ポイントを
合計した合計ポイントを演算するポイント自動採点手段
と、
前記ポイント付与手段により付与された獲得ポイント、
及び前記預金口座の預金残高が多い方が利率が高くなる
ように、利息の適用利率を決定し、前記獲得ポイント及
び前記預金残高が所定の条件を満足していることを条件
に優遇利率を適用し、当該優遇利率にもとづいて利息の
計算を行う利息計算手段とを含むと共に、
契約内容に応じて定められた解除期間を経過したにもか
かわらず契約の履行がないことを条件として、契約で定
めた行為の内容に応じて付与される単位ポイントを消去
するようにしたことを特徴とする利息管理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、銀行等の金融機
関の利息管理装置及びこの装置を利用した利息管理方法
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、同一名義人の流動性の有る預金口
座に応じてポイントを付与し、その累積ポイントを通帳
に印字したり、又、累積ポイントに応じた景品と交換で
きるようしたシステムが知られている（例えば実用新案
登録第３０２４２５５号公報）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記した従来
のシステムでは、累積ポイントに応じた景品と交換でき
るだけであるので、金融商品としては魅力に乏しいとい
う問題点があった。そこで、請求項１〜１０にそれぞれ
記載された各発明は、上記した従来の技術の有する問題
点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところ
は、ポイントに応じて利息の適用利率を段階的に変化で
きるようにしたものである。
【０００４】すなわち、第１に、従来のシステムのよう
に、預金口座の預金残高に応じてポイントを付与するの
でなく、契約で定めた行為があった場合には、預金残高
に関わりなくポイントを付与することで、ポイントの計
算が利用者にわかり易くすることができるようにしてい
る。第２に、預金口座の預金残高に応じて段階的に変化
する利息の適用利率を採用することで、利用者の不公正
感を是正することができるようにしている。
【０００５】第３に、予め設定された一定期間の周期を
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採用することで、ポイントの増減を適用利率に周期的に
反映でき、利用者の不公正感を是正することができるよ
うにしている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】（特徴点）
請求項１〜１０にそれぞれ記載された各発明は、上記し
た各目的を達成するためになされたものであり、各発明
の特徴点を図面に示した発明の実施の形態を用いて、以
下に説明する。
（請求項１）
請求項１記載の発明は、次の点を特徴とする。
【０００７】すなわち、利息管理装置(10)は、図１に示
すように、次の６つの手段を含んでいる。
１．ポイント記憶手段（例えば図１３に示す取引点数テ
ーブル190）ポイント記憶手段（例えば図１３に示す取
引点数テーブル190）は、同一名義人の預金口座におい
て、予め設定された一定期間内に、契約で定めた行為が
あった場合に、当該行為の内容に応じて付与される単位
ポイントを記憶するものである。
【０００８】上記同一名義人とは、例えば図５に示すよ
うに、顧客情報元帳（110、ＣＩＦ）の顧客番号（ＣＩ
Ｆ Ｎｏ．）を単位としている。なお、上記同一名義人
の単位は、顧客番号に限らず、口座番号や、或いは生年
月日や住所等顧客情報等により特定される氏名等を単位
としても良い。前記預金口座としては、例えば図６に示
すように、普通預金元帳(120)により管理される普通預
金口座がある。
【０００９】なお、上記預金口座は、普通預金口座に限
らず、積立預金口座、定期預金口座、貸出口座等でも良
い。前記一定期間としては、例えば図２に示すように、
当月の第一月曜日から翌月の第一月曜日の前日迄を一単
位とする。なお、上記一定期間としては、当月の第一月
曜日から翌月の第一月曜日の前日に限らず、他の曜日や
他の週でも良い。
【００１０】前記契約で定めた行為は、例えば図１３の
取引内容の欄に例示したが、当該取引内容は、大別する
と、自動受取、自動支払、その他の取引項目に分類され
ている。なお、契約で定めた行為は、図１３に例示した
行為に限定されず、当該行為を追加、減少、変更しても
良い。また、契約で定めた行為に関しては、図１３に例
示したように、各々契約内容に応じた解除期間が定めら
れている。この解除期間は、期間中一度も契約の履行が
ない場合に、契約を解除するために定めた期間である。
【００１１】前記単位ポイントは、例えば図１３のポイ
ント数の欄に例示したポイントである。なお、単位ポイ
ントは、図１３のポイント数の欄に例示したポイントに
限らず、ポイント数を変更しても良い。
２．ポイント付与手段(31)
ポイント付与手段(31)は、前記同一名義人の前記預金口
座において、前記一定期間内に前記行為があった場合
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に、前記ポイント記憶手段（例えば図１３に示す取引点
数テーブル190）に記憶された単位ポイントに応じて獲
得ポイントを付与するものである。
【００１２】３．ポイント自動採点手段(32)
ポイント自動採点手段(32)は、前記ポイント付与手段(3
1)により付与された獲得ポイントを合計した合計ポイン
トを演算するものである。
４．ポイント判定手段(33)
ポイント判定手段(33)は、前記ポイント自動採点手段(3
2)において演算された前記合計ポイントが目標ポイント
に達しているか否かを判定し、その結果、前記合計ポイ
ントが目標ポイントに達していると判定された場合に、
当該預金口座にサインを付与するものである。
【００１３】上記目標ポイントとしては、例えば「１０
０ポイント」を設定している。なお、目標ポイントは、
「１００ポイント」に限らず、「１００ポイント」未満
でも良いし、或いは「１００ポイント」を越えていても
良い。前記サインとしては、例えば図６に示すように、
「スーパー普通」の欄に「ＯＮ」のサインを立ててい
る。
【００１４】なお、サインとしては「ＯＮ」に限らず、
他のサインを立てても良い。また、合計ポイントが目標
ポイント未満である場合には、「ＯＮ」のサインを立て
ていないことで区別している。
５．段階利率記憶手段（例えば図１０に示す金利情報元
帳170）
段階利率記憶手段（例えば図１０に示す金利情報元帳17
0）は、前記預金口座の預金残高が多い方が利率が高く
なるように、段階的に変化する利息の適用利率を記憶す
るものである。
【００１５】上記適用利率は、図１０〜１２に例示して
いるように、当該利率が預金口座の預金残高に応じて段
階的に変化している。
６．利息計算手段(34)
利息計算手段(34)は、前記ポイント判定手段(33)により
前記サインが付与された場合に、当該預金口座の預金残
高に応じて、前記段階利率記憶手段（例えば金利情報元
帳170）に記憶された前記適用利率を決定し、当該適用
利率にもとづいて利息の計算を行うものである。
（請求項２）
請求項２記載の発明は、上記した請求項１記載の発明の
特徴点に加え、次の点を特徴とする。
【００１６】すなわち、利息管理装置(10)は、図１に示
すように、通知書作成手段(35)を含んでいる。上記通知
書作成手段(35)は、前記ポイント判定手段(33)により付
与される前記サインが変化した場合に、当該預金口座を
有する名義人に通知する通知書を作成するものである。
【００１７】上記サインが変化したとは、例えば図２６
に示すように、前回、サインが立っておらず（×）、今
回、サインが立った場合（○）や、前回、サインが立っ
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ており（○）、今回、サインが立っていない場合（×）
である。勿論、例えば図２６に示すように、前回、サイ
ンが立っておらず（×）、今回もサインが立っていない
場合（×）や、前回、サインが立っており（○）、今回
もサインが立っている場合（○）にも、通知書を作成し
ても良い。
【００１８】前記通知書としては、例えば名義人に連絡
はがきを郵送している。例えば、図２６に示すように、
前回、サインが立っておらず（×）、今回、サインが立
った場合（○）には、図２７，２８に示す適用開始のお
知らせを作成している。また、例えば図２６に示すよう
に、前回、サインが立っており（○）、今回、サインが
立っていない場合（×）には、図２９，３０に示す適用
終了のお知らせを作成している。
【００１９】なお、通知書は、図２７〜３０に例示した
連絡はがきに限らず、連絡はがきの内容を変更したり、
はがきに代えて封書にしたり、或いは郵送に代えて手渡
にしても良い。また、そのほか、通知書を印刷する代わ
りに、ＦＡＸや電子メール等を利用して直接、通知して
も良い。
（請求項３）
請求項３記載の発明は、上記した請求項１又は請求項２
記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴とする。
【００２０】すなわち、利息管理装置(10)は、図１に示
すように、マーク記録手段(36)を含んでいる。上記マー
ク記録手段(36)は、前記ポイント判定手段(33)により前
記サインが付与された場合に、当該サインを意味するマ
ークを当該預金口座の通帳に記録するものである。
【００２１】上記マークとしては、例えば図３１に示す
ように、「スーパー普通預金」の先頭の「ス」の字を、
マークとして印字している。なお、マークは、「ス」の
文字に限らず、他の文字やマークでも良いし、又、印字
位置も通帳の他の余白部分でも良い。また、通帳は、紙
のものに限らず、ＩＣカード等に電子的に記録されたも
のでも良い。
（請求項４）
請求項４記載の発明は、上記した請求項１〜３のいずれ
か１項に記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴とす
る。
【００２２】すなわち、利息管理装置(10)は、図１に示
すように、段階利率管理手段(37)を含んでいる。上記段
階利率管理手段(37)は、前記段階利率記憶手段（例えば
図１０に示す金利情報元帳170）に記憶される前記適用
利率を登録可能なものである。
（請求項５）
請求項５記載の発明は、次の点を特徴とする。
【００２３】すなわち、利息管理方法は、次の４つの工
程を含んでいる。
１．ポイント付与工程
ポイント付与工程は、同一名義人の預金口座において、
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予め設定された一定期間内に、契約で定めた行為があっ
た場合に、当該行為に応じて獲得ポイントを付与する工
程である。
【００２４】上記ポイント付与工程は、例えば図２の自
動採点の箇所で行い、システム的には、例えば図１のポ
イント付与手段(31)により行われる。前記同一名義人と
は、例えば図５に示すように、顧客情報元帳（110、Ｃ
ＩＦ）の顧客番号（ＣＩＦ Ｎｏ．）を単位としてい
る。なお、上記同一名義人の単位は、顧客番号に限ら
ず、口座番号や、或いは生年月日や住所等顧客情報等に
より特定される氏名等を単位としても良い。
【００２５】前記預金口座としては、例えば図６に示す
ように、普通預金元帳(120)により管理される普通預金
口座がある。なお、上記預金口座は、普通預金口座に限
らず、積立預金口座、定期預金口座、貸出口座等でも良
い。前記一定期間としては、例えば図２に示すように、
当月の第一月曜日から翌月の第一月曜日の前日迄を一単
位とする。
【００２６】なお、上記一定期間としては、当月の第一
月曜日から翌月の第一月曜日の前日に限らず、他の曜日
や他の週でも良い。前記契約で定めた行為は、例えば図
１３の取引内容の欄に例示したが、当該取引内容は、大
別すると、自動受取、自動支払、その他の取引項目に分
類されている。
【００２７】なお、契約で定めた行為は、図１３に例示
した行為に限定されず、当該行為を追加、減少、変更し
ても良い。前記ポイントは、例えば図１３のポイント数
の欄に例示したポイントである。なお、ポイントは、図
１３のポイント数の欄に例示したポイントに限らず、ポ
イント数を変更しても良い。また、契約で定めた行為に
関しては、図１３に例示したように、各々契約内容に応
じた解除期間が定められている。この解除期間は、期間
中一度も契約の履行がない場合に、契約を解除するため
に定めた期間である。
【００２８】２．ポイント自動採点工程
ポイント自動採点工程は、前記ポイント付与工程により
付与された獲得ポイントを合計した合計ポイントを演算
する工程である。上記ポイント自動採点工程は、例えば
図２の自動採点の箇所で行い、システム的には、例えば
図１のポイント自動採点手段(32)により行われる。
【００２９】３．ポイント判定工程
ポイント判定工程は、前記ポイント自動採点工程におい
て演算された前記合計ポイントが目標ポイントに達して
いるか否かを判定し、その結果、前記合計ポイントが目
標ポイントに達していると判定された場合に、前記預金
口座にサインを付与する工程である。
【００３０】上記ポイント判定工程は、例えば図２の自
動採点の箇所で行い、システム的には、例えば図１のポ
イント判定手段(33)により行われる。上記目標ポイント
としては、例えば「１００ポイント」を設定している。
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なお、目標ポイントは、「１００ポイント」に限らず、
「１００ポイント」未満でも良いし、或いは「１００ポ
イント」を越えていても良い。
【００３１】前記サインとしては、例えば図６に示すよ
うに、「スーパー普通」の欄に「ＯＮ」のサインを立て
ている。なお、サインとしては「ＯＮ」に限らず、他の
サインを立てても良い。また、合計ポイントが目標ポイ
ント未満である場合には、「ＯＮ」のサインを立ててい
ないことで区別している。
【００３２】４．利息計算工程
利息計算工程は、前記ポイント判定工程において、前記
サインが付与された場合に、当該預金口座の預金残高が
多い方が利率が高くなるように、段階的に変化する利息
の適用利率を決定し、当該適用利率にもとづいて利息の
計算を行う工程である。上記利息計算工程は、例えば図
２の取引に応じた利息計算の箇所で行い、システム的に
は、例えば図１の利息計算手段(34)により行われる。
（請求項６）
請求項６記載の発明は、上記した請求項１〜５のいずれ
か１項に記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴とす
る。
【００３３】すなわち、前記預金口座は、例えば図１０
に示すように、流動性及び決済性のある普通預金口座で
ある。
（請求項７）
請求項７記載の発明は、上記した請求項１〜６のいずれ
か１項に記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴とす
る。
【００３４】すなわち、前記預金口座は、例えば図３２
に示すように、貯蓄預金口座である。
（請求項８）
請求項８記載の発明は、上記した請求項１〜７のいずれ
か１項に記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴とす
る。
【００３５】すなわち、前記預金口座は、例えば図３３
に示すように、定期預金口座である。
（請求項９）
請求項９記載の発明は、上記した請求項１〜８のいずれ
か１項に記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴とす
る。
【００３６】すなわち、前記契約で定める行為には、例
えば図１３に示すように、年金の自動受取を含んでい
る。
（請求項１０）
請求項１０記載の発明は、次の点を特徴とする。すなわ
ち、利息管理装置(10)は、図１に示すように、次の３つ
の手段を含んでいる。
【００３７】１．ポイント記憶手段（例えば図１３に示
す取引点数テーブル190）
ポイント記憶手段（例えば図１３に示す取引点数テーブ
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ル190）は、同一名義人の預金口座において、予め設定
された一定期間内に、契約で定めた行為があった場合
に、当該行為の内容に応じて付与される単位ポイントを
記憶するものである。
【００３８】上記同一名義人とは、例えば図５に示すよ
うに、顧客情報元帳（110、ＣＩＦ）の顧客番号（ＣＩ
Ｆ Ｎｏ．）を単位としている。なお、上記同一名義人
の単位は、顧客番号に限らず、口座番号や、或いは生年
月日や住所等顧客情報等により特定される氏名等を単位
としても良い。前記預金口座としては、例えば図６に示
すように、普通預金元帳(120)により管理される普通預
金口座がある。
【００３９】なお、上記預金口座は、普通預金口座に限
らず、積立預金口座、定期預金口座、貸出口座等でも良
い。前記一定期間としては、例えば図２に示すように、
当月の第一月曜日から翌月の第一月曜日の前日迄を一単
位とする。なお、上記一定期間としては、当月の第一月
曜日から翌月の第一月曜日の前日に限らず、他の曜日や
他の週でも良い。
【００４０】前記契約で定めた行為は、例えば図１３の
取引内容の欄に例示したが、当該取引内容は、大別する
と、自動受取、自動支払、その他の取引項目に分類され
ている。なお、契約で定めた行為は、図１３に例示した
行為に限定されず、当該行為を追加、減少、変更しても
良い。
【００４１】前記単位ポイントは、例えば図１３のポイ
ント数の欄に例示したポイントである。なお、単位ポイ
ントは、図１３のポイント数の欄に例示したポイントに
限らず、ポイント数を変更しても良い。また、契約で定
めた行為に関しては、図１３に例示したように、各々契
約内容に応じた解除期間が定められている。この解除期
間は、期間中一度も契約の履行がない場合に、契約を解
除するために定めた期間である。
２．ポイント付与手段(31)
ポイント付与手段(31)は、同一名義人の前記預金口座に
おいて、一定期間内に前記行為があった場合に、ポイン
ト記憶手段（例えば図１３に示す取引点数テーブル19
0）に記憶された単位ポイントに応じて獲得ポイントを
付与するものである。
【００４２】３．利息計算手段(34)
利息計算手段(34)は、ポイント付与手段(31)により付与
された獲得ポイント、及び預金口座の預金残高が多い方
が利率が高くなるように、利息の適用利率を決定し、獲
得ポイント及び預金残高が所定の条件を満足しているこ
とを条件に優遇利率を適用し、当該優遇利率にもとづい
て利息の計算を行うものである。
【００４３】
【発明の実施の形態】（第１実施例）
図１〜３２は、本発明の実施の形態の第１実施例を示す
ものである。図１は、利息管理装置のブロック図を示
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す。図２，３は利息管理方法の説明図をそれぞれ示し、
図２は概念図、図３はタイムチャートをそれぞれ示す。
【００４４】図４は、利息管理装置の概念図を示す。図
５〜１０は、各種元帳の説明図をそれぞれ示し、図５は
顧客情報元帳、図６は普通預金元帳、図７は定期預金元
帳、図８は積立預金元帳、図９は貸出元帳、図１０は金
利情報元帳をそれぞれ示す。図１１，１２は、利率の説
明図であり、図１１は利率の比較図、図１２は適用利率
を説明するための表をそれぞれ示す。
【００４５】図１３は、取引点数テーブルを説明するた
めの表を示す。図１４〜１９は、取引に応じた利息の計
算方法の説明図をそれぞれ示し、図１４はグラフ、図１
５は表、図１６は概念図、図１７〜１９は図１４に対応
し、計算工程をそれぞれ説明するグラフをそれぞれ示
す。図２０〜２５は、利息変更による新利息の計算方法
の説明図をそれぞれ示し、図２０はグラフ、図２１は
表、図２２は概念図、図２３〜２５は図２０に対応し、
計算工程をそれぞれ説明するグラフをそれぞれ示す。
【００４６】図２６は、通知書の作成の有無を説明する
ための表を示す。図２７〜３０は、連絡はがきの平面図
をそれぞれ示し、図２７，２８は、適用開始のお知らせ
の表裏面をそれぞれ示す。図２９，３０は、適用終了の
お知らせの表裏面をそれぞれ示す。図３１は、通帳の一
部を示す平面図を示す。
【００４７】
【実施例】（利息管理装置）
図１中、10は、銀行等の金融機関の利息管理装置を示
す。上記利息管理装置10は、図１に示すように、メイン
コンピュータ20を中心に構成され、このメインコンピュ
ータ20は、大別すると、ＣＰＵ等を中心とする演算部3
0、内部・外部記憶装置から構成される記憶部40、外部
機器との接続のためのＩ／Ｏ50等を備える。
【００４８】そして、上記ＣＰＵ等を中心とする演算部
30は、図１に示すように、記憶部40のプログラム記憶手
段41に記憶されたプログラムを実行することで、各種手
段31〜34として機能する。前記メインコンピュータ20に
は、図１に示すように、Ｉ／Ｏ50を介して、キーボード
やスキャナー等の入力手段60、ディスプレイ等の表示手
段70、プリンタ等の印刷手段80、銀行の本店・支店等と
の通信用の行内通信手段90、銀行の外部との通信用の外
部通信手段100等が接続されている。
【００４９】上記行内通信手段90には、図１に示すよう
に、行員が操作可能な端末機91、顧客用のキャッシュ・
ディスペンサー（ＣＤ）92、オートマティック・テラー
・マシン（ＡＴＭ）93、自動振込機94等が専用回線等を
介してそれぞれ接続されている。前記外部通信手段100
には、図１に示すように、顧客101、日本銀行が運営す
る銀行間の決済システムである日銀ネット102、民間企
業等の金融機関間の決済システムである全国銀行システ
ム（全銀システム）103、他行のＡＴＭ等との間の仲介
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を行うミックス：全国キャッシュサービス（ＭＩＣＳ）
104等が専用・公衆回線等を介してそれぞれ接続されて
いる。
（記憶部）
前記記憶部40は、図１に示すように、大別すると、各種
プログラムが記憶されたプログラム記憶手段41、各種デ
ータを記憶したデータ記憶手段42等を備えている。
（データ記憶手段）
上記データ記憶手段41には、図１に示すように、各種元
帳110〜170等が記憶されている。
【００５０】上記各種元帳110〜170として、図１に示す
ように、次の７つの元帳が記憶されている。
１．顧客管理元帳（以下「ＣＩＦ」という。）110
２．普通預金元帳120
３．定期預金元帳130
４．積立預金元帳140
５．貸出元帳150
６．自動振替管理元帳160
７．金利情報元帳170
（データ記憶手段：ＣＩＦ）
上記ＣＩＦ110には、図５に示すように、大別すると、
顧客メインレコード111、保有口座レコード112を備え
る。
（データ記憶手段：ＣＩＦ：顧客メインレコード）
上記顧客メインレコード111は、図５に示すように、次
の項目に分類されている。
【００５１】１．固有の顧客番号（ＣＩＦ Ｎｏ．）
２．銀行の取引店番
３．顧客の氏名
４．顧客の生年月日
５．顧客の住所等顧客情報
６．自動受取情報
７．自動支払情報
８．カード情報
９．非課税情報
上記自動受取情報の項目は、図５に示すように、次の項
目に細分されている。
【００５２】１．年金
２．給与
上記年金や給与の自動受取の取引契約が行われている場
合には、図５に示すように、当該欄に例えば「ＯＮ」の
サインが立つ。前記カード情報の項目は、図５に示すよ
うに、各種カードの項目に細分されている。
【００５３】上記各種カードの取引契約が行われている
場合には、図５に示すように、当該欄に例えば「ＯＮ」
のサインが立つ。前記非課税情報の項目は、図５に示す
ように、マル優申告、マル特申告の項目に細分されてい
る。上記マル優申告、マル特申告の申告が行われている
場合には、図５に示すように、当該欄に申告額が記憶さ
れる。
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（データ記憶手段：ＣＩＦ：保有口座レコード）
上記保有口座レコード112は、図５に示すように、科
目、口座番号がそれぞれ記憶されている。
【００５４】例えば、保有口座レコード112には、図５
に示すように、次の口座番号が記憶されている。
１．普通預金の口座番号
２．定期預金の口座番号
３．積立預金の口座番号
４．貸出の口座番号
（データ記憶手段：普通預金元帳）
前記普通預金元帳120は、図６に示すように、次の項目
に分類されている。
【００５５】１．科目
２．口座番号
３．スーパー普通預金の別（後述する。）
４．記録用レコード
上記普通預金元帳120は、図４に示すように、科目及び
口座番号により、ＣＩＦ110と関連付けられている。
【００５６】前記記録用レコードには、図６に示すよう
に、個々の取引情報が次の項目分けに従って記憶されて
いる。
１．預金残高
２．取引日
３．預金額
４．スーパー普通預金の別（後述する。）
（データ記憶手段：定期預金元帳）
前記定期預金元帳130は、図７に示すように、次の項目
に分類されている。
【００５７】１．科目
２．口座番号
３．各種レコード
上記定期預金元帳130は、図４に示すように、科目及び
口座番号により、ＣＩＦ110と関連付けられている。
【００５８】前記各種レコードには、図７に示すよう
に、個々の取引情報が次の項目分けに従って記憶されて
いる。
１．番号
２．定期期間
３．定期金額
（データ記憶手段：積立預金元帳）
前記積立預金元帳140は、図８に示すように、次の項目
に分類されている。
【００５９】１．科目
２．口座番号
上記積立預金元帳140は、図４に示すように、科目及び
口座番号により、ＣＩＦ110と関連付けられている。
（データ記憶手段：貸出元帳）
前記貸出元帳150は、図９に示すように、次の項目に分
類されている。
【００６０】１．科目
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２．口座番号
３．各種レコード
上記貸出元帳150は、図４に示すように、科目及び口座
番号により、ＣＩＦ110と関連付けられている。
【００６１】前記各種レコードには、図９に示すよう
に、個々の取引情報が次の項目分けに従って記憶されて
いる。
１．番号
２．貸出の種類
３．貸出の金額
（データ記憶手段：自動振替管理元帳）
前記自動振替管理元帳160には、図４に示すように、次
のデータが記憶される。
【００６２】１．年金振込データ
２．給与振込データ
３．自動支払請求データ
４．カード契約・請求データ
また、自動振替管理元帳160とは別に、図４に示すよう
に、非課税申告データ180が記憶されている。
【００６３】そして、これらのデータは、図４に示すよ
うに、顧客番号、科目及び口座番号等により、ＣＩＦ11
0と関連付けられている。
（データ記憶手段：金利情報元帳（段階利率記憶手
段））
前記金利情報元帳170は、図１０に示すように、大別す
ると、普通預金及びスーパー普通預金（後述する。）の
金利情報元帳171、定期預金の金利情報元帳172、積立預
金の金利情報元帳173等に分類され、段階利率記憶手段
として作用する。
【００６４】なお、図示しないが、金利情報元帳170に
は、他に貸出の金利や、貯蓄預金の金利、大口定期預金
の金利等が含まれている。上記普通預金及びスーパー普
通預金の金利情報元帳171には、図１０に示すように、
現在・過去の利率が記憶されている。上記現在・過去の
利率は、図１０に示すように、次の項目に分類されてい
る。
【００６５】１．当該利率の適用開始日
２．当該利率の適用終了日
３．普通預金利率
４．スーパー普通預金（後述する。）の利率
上記スーパー普通預金の利率は、図１０に示すように、
利率１〜５の５段階に分類されている。
【００６６】前記普通預金及びスーパー普通預金の金利
情報元帳171は、図６に示す普通預金元帳120の科目、取
引日、預金額、スーパー普通の別等により、当該普通預
金元帳120と関連付けられている。前記定期預金の金利
情報元帳172には、図１０に示すように、現在・過去の
利率が記憶されている。
【００６７】上記現在・過去の利率は、図１０に示すよ
うに、次の項目に分類されている。
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１．当該利率の適用開始日
２．当該利率の適用終了日
３．定期預金利率
前記定期預金の金利情報元帳172は、図７に示す定期預
金元帳130の科目、金額等により、当該定期預金元帳130
と関連付けられている。
【００６８】前記積立預金の金利情報元帳173は、上記
定期預金利率に変えて、積立預金利率が記憶されている
ほかは、上記定期預金の金利情報元帳172と代わりがな
いので、説明を省略する。上記単なる「普通預金」の場
合には、図１１に示すように、普通預金利率が適用さ
れ、当該金利は預金残高に関わり無く一定である。
【００６９】これに対し、「スーパー普通預金」の場合
には、図１１に示すように、預金残高に応じて利率１〜
５が５段階に上昇する。すなわち、「スーパー普通預
金」の場合には、図１２に示すように、毎日の預金残高
に応じて、次の通りの優遇利率１〜５が適用される。な
お、利率は、原則として毎月第一月曜日に変更される。
【００７０】
１．預金残高１０００万円以上
：店頭
表示利率１
２．預金残高 ３００万円以上１０００万円未満：店頭
表示利率２
３．預金残高 １００万円以上 ３００万円未満：店頭
表示利率３
４．預金残高
５０万円以上 １００万円未満：店頭
表示利率４
５．預金残高 １０００円以上
５０万円未満：店頭
表示利率５
なお、「スーパー普通預金」の適用者でも、預金残高が
「５０万円未満」の場合には、図１１に示すように、適
用利率は現行の普通預金と同様の利率となる。結果的に
は、優遇利率の適用は受けないことになる。
【００７１】したがって、預金残高が「５０万円未満」
の場合に、適用利率が現行の普通預金と同様の利率とな
るように設定した場合には、獲得した合計ポイントが目
標ポイント、例えば「１００ポイント」に達したことを
第１の条件とし、預金残高が「５０万円」以上であるこ
とを第２の条件として、第１，第２の両条件が満足され
ている場合に限り、優遇利率の適用を受けることができ
ることとなる。
【００７２】なお、預金残高に応じてポイントを付与し
ても良い。そして、契約で定めた行為があった場合に付
与されるポイントと合計し、両ポイントの合計ポイント
が目標ポイントに達している場合に、優遇利率を適用す
るようにしても良い。
【００７３】また、預金残高と利率とを５段階に区分け
したが、これに限らず、複数区分であれば良く、２〜４
段階や６段階以上に区分分けしても良い。また、預金残
高の金額も変化させても良い。
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（データ記憶手段：取引点数テーブル（ポイント記憶手
段））
データ記憶手段41には、図１に示すように、各種元帳11
0〜170ほか、取引点数テーブル190が記憶されている。
【００７４】上記取引点数テーブル190は、図１３に示
すように、次の項目に分類され、ポイント記憶手段とし
て作用する。
１．取引項目
２．取引内容
３．ポイント数
４．解除期間
上記取引項目は、図１３に示すように、次の項目に細分
されている。
【００７５】１．自動受取
２．自動支払
３．その他
上記自動受取は、図１３に示すように、次の項目に細分
されている。
１．年金
２．給与
上記年金のポイント数は、図１３に示すように、「６０
ポイント」であり、解除期間は「６ヶ月」に設定されて
いる。
【００７６】上記ポイントは、毎月、第一月曜日の前日
に同一取引店での顧客単位（ＣＩＦ）に採点される。ポ
イントの適用期間は、当月第一月曜日から翌月第一月曜
日の前日迄である。上記ポイント適用期間内に、当該取
引内容についての振込、口座振替が初めてあった場合に
は、図５に示すように、ＣＩＦ110の該当欄に、例えば
「ＯＮ」のサインが立つ。
【００７７】システム的には、図４に示すように、自動
振替管理元帳160の各種振込・振替データにより、上記
振込、口座振替の有無を判別している。そして、一定期
間の解除期間内に、当該取引内容についての振込、口座
振替の無い場合、ＣＩＦ110の例えば「ＯＮ」のサイン
が消去される。システム的には、図４に示すように、自
動振替管理元帳160の各種振込・振替データの最終移動
日から解除期間を開始している。
【００７８】前記給与のポイント数は、図１３に示すよ
うに、「４０ポイント」であり、解除期間は「１年」に
設定されている。前記自動支払は、図１３に示すよう
に、次の項目に細分されている。
１．電話の使用料
２．電気の使用料
３．テレビの受信料
４．水道の使用料
５．ガスの使用料
６．税金
上記６つの項目のうち、２つ以上の契約がある場合に、
図１３に示すように、「２０ポイント」が付与される。
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【００７９】上記電話、電気、ガスの解除期間は、図１
３に示すように、「３ヶ月」に設定されている。前記テ
レビの受信料、税金の解除期間は、図１３に示すよう
に、「２年」に設定されている。前記水道の解除期間
は、図１３に示すように、「６ヶ月」に設定されてい
る。
【００８０】前記その他は、図１３に示すように、次の
項目に細分されている。
１．カード
２．定期預金
３．積立定期（財形形成預金を除く。）又は定期積金保
有者
４．マル優申告額３５０万円又はマル特申告額３５０万
円
５．個人ローン又は住宅金融公庫融資
上記カードは、図１３に示すように、３種類のいずれか
１つがあるときに、「２０ポイント」が付与され、解除
期間は「３年」に設定されている。
【００８１】前記定期預金は、図１３に示すように、期
間１以上の定期が１００万円以上あるときに、「２０ポ
イント」が付与される。前記積立定期（財形形成預金を
除く。）又は定期積金保有者に対しては、図１３に示す
ように、両預金のいずれか１つがあるときに、「２０ポ
イント」が付与される。
【００８２】前記マル優申告額３５０万円又はマル特申
告額３５０万円に対しては、図１３に示すように、両申
告額のいずれか１つがあるときに、「２０ポイント」が
付与される。前記個人ローン又は住宅金融公庫融資に対
しては、図１３に示すように、両融資（カードローンは
口座保有）のいずれか１つがあるときに、「２０ポイン
ト」が付与される。
【００８３】なお、取引点数テーブル190の取引項目、
取引内容、ポイント数、解除期間は、図１３に示した例
に限らず、それらの内容を追加、削除、変更しても良
い。
（演算部）
前記演算部30は、図１に示すように、大別すると、次の
７つの手段が記憶されている。
【００８４】１．ポイント付与手段31
２．ポイント自動採点手段32
３．ポイント判定手段33
４．利息計算手段34
５．通知書作成手段35
６．マーク記録手段36
７．段階利率管理手段37
（演算部：ポイント付与手段）
図１の上記ポイント付与手段31は、同一名義人（同一顧
客番号）の普通預金口座において、前記ポイント適用期
間（例えば前月第一月曜日から当月第一月曜日の前日
迄）内に、図１３の取引内容に該当する行為があった場
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合に、当該ポイント数に応じて獲得ポイントを付与する
ものである。
【００８５】例えば、図５を例に挙げると、年金のサイ
ンが「ＯＮ」となっているので、図１３に示す「６０ポ
イント」が獲得ポイントとして付与される。自動支払情
報の欄には、図５に示すように、３つの「サイン」が立
っているので、図１３に示す「２０ポイント」が獲得ポ
イントとして付与される。カード情報の欄には、図５に
示すように、２つの「サイン」が立っているので、図１
３に示す「２０ポイント」が獲得ポイントとして付与さ
れる。
【００８６】非課税情報の欄には、図５に示すように、
３５０万円のマル優申告額があるので、図１３に示す
「２０ポイント」が獲得ポイントとして付与される。ま
た、図７の定期預金元帳130を参照すれば、期間１年以
上の定期が合計１００万円あるので、図１３に示す定期
預金の「２０ポイント」が獲得ポイントとして付与され
る。
【００８７】さらに、図５の保有レコード112に、積立
定期預金が存在するので、図１３に示す積立定期の「２
０ポイント」が獲得ポイントとして付与される。
（演算部：ポイント自動採点手段）
図１の前記ポイント自動採点手段32は、上記ポイント付
与手段31により付与された獲得ポイントを合計した合計
ポイントを演算するものである。
【００８８】例えば、図５を例に挙げ、図１３を参照す
ると、年金の
「６０ポイント」、自動支払情報
の「２０ポイント」、カードの
「２０ポイン
ト」、マル優申告の 「２０ポイント」、定期預金の
「２０ポイント」、積立定期の
「２０ポイント」
の各獲得ポイントの合計である「１６０ポイント」が合
計ポイントとして付与される。
（演算部：ポイント判定手段）
図１の前記ポイント判定手段33は、上記ポイント自動採
点手段32において合計された合計ポイントが、目標ポイ
ント、例えば「１００ポイント」に達しているか否かを
判定するものである。
【００８９】その結果、合計ポイントが目標ポイントの
「１００ポイント」に達していると判定された場合に
は、図６の普通預金元帳120に達成サイン、例えば図６
の普通預金元帳120の「スーパー普通」の欄のサインを
「ＯＮ」を立てる。また、上記ポイント判定手段33が、
前記合計ポイントが前記目標ポイントに達していないと
判定した場合には、前記預金口座に非達成サイン、例え
ば前記「ＯＮ」のサインを立てず、又、既に「ＯＮ」の
サインが立っている場合には、当該「ＯＮ」のサインを
消去する。
【００９０】例えば、図５を例に挙げると、前記ポイン
ト自動採点手段32により演算された合計ポイントは「１
６０ポイント」であり、目標ポイントの「１００ポイン
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ト」を越えているので、図６の普通預金元帳120の「ス
ーパー普通」の欄に「ＯＮ」のサインを立ている。ま
た、図６の普通預金元帳120の記録用レコードの各取引
日の欄にも、「スーパー普通」の欄があるが、これらは
各取引日に関連して「スーパー普通」の別を表示してい
る。
【００９１】すなわち、図６の取引日「08.08.10」に
は、「スーパー普通」の欄に「ＯＮ」のサインが立って
いない。このため、当該普通預金元帳120は、単なる
「普通預金」として扱われる。これに対し、図６の取引
日「08.09.10」には、「スーパー普通」の欄に「ＯＮ」
のサインが立っている。このため、当該普通預金元帳12
0は、単なる「普通預金」から「スーパー普通預金」に
変化したことがわかる。
【００９２】また、図６の取引日「08.09.20」には、
「スーパー普通」の欄に「ＯＮ」のサインが依然立って
いる。このため、当該普通預金元帳120は、「スーパー
普通預金」から変化していないことがわかる。
（演算部：利息計算手段）
図１の前記利息計算手段34は、上記ポイント判定手段33
により達成サイン、例えば「ＯＮ」のサインを立てられ
た場合に、当該預金口座の預金残高に応じて、図１０の
前記金利情報元帳170（段階利率記憶手段）に記憶され
た前記適用利率を決定し、当該適用利率にもとづいて利
息の計算を行うものである。
（利息計算方法）
上記利息計算手段34による利息計算方法について、次に
説明する。
（利息計算方法：適用利率の決定）
まず、適用利率の決定について説明する。
【００９３】図６の普通預金元帳120を例に挙げると、
取引日「08.08.10」には、単なる「普通預金」である。
このため、単なる「普通預金」の場合には、預金残高に
かかわらず、図１０の前記金利情報元帳170の「普通預
金利率」が適用利率として一律に適用される。これに対
し、図６の取引日「08.09.10」には、「普通預金」から
「スーパー普通預金」に変化している。また、図６の取
引日「08.09.10」の預金残高は、取引日「08.08.10」の
「１０万円」に当該取引日「08.09.10」の「２０万円」
を加えた「３０万円」である。
【００９４】このため、「スーパー普通預金」であり、
預金残高「３０万円」であることから、図１０の前記金
利情報元帳170の「利率５」が適用利率として適用され
る。また、図６の取引日「08.09.20」には、「スーパー
普通預金」であることに変化がない。また、図６の取引
日「08.09.20」の預金残高は、取引日「08.09.10」迄の
預金残高である「３０万円」に、当該取引日「08.09.2
0」の「５０万円」を加えた「８０万円」である。
【００９５】このため、「スーパー普通預金」であり、
預金残高「８０万円」であることから、図１０の前記金

10

20

30

40

50

特許３０８４２４０
20
利情報元帳170の「利率４」が適用利率として適用され
る。
（利息計算方法：取引に応じた利息計算方法）
取引に応じた利息は、図１の利息計算手段34により、次
の式を用いて計算される。
【００９６】預金利息（Ｅ）
＝取引前預金利息（Ａ）
−取引前の預金残高に対する預金利息（Ｃ）
＋取引後の預金残高に対する預金利息（Ｄ）
なお、上記計算式によらず、毎日の預金利息を単純に加
算していっても良い。
【００９７】図１４〜１９を例に挙げて説明すると、当
該普通預金口座は「スーパー普通預金」の適用があり、
図１６に示すように、預金残高「２０万円」で、取引前
預金利息（Ａ）が「１１２．５４円」であると仮定す
る。また、平成８年８月１２日に「４０万円」の入金が
あり、同年８月１８日が利息決算日と仮定する。
【００９８】さらに、同年８月５日〜同年９月１日迄の
「スーパー普通預金」の利率１〜５は、図１５に示すよ
うに、次の通り仮定する。
１．利率１：０．５０％
２．利率２：０．４０％
３．利率３：０．３０％
４．利率４：０．２０％
５．利率５：０．１０％
まず、取引前の預金残高に対する預金利息（Ｃ）を求め
る（図１７）。
【００９９】１．取引前の預金残高を求める。
→「２０万円」
２．取引日（８／１２）から利息決算日（８／１８）迄
の日数を求める。
→「７日」
３．取引前の預金残高（２０万円）に応じた「スーパー
普通預金」の適用金利（利率５）を、図１０の前記金利
情報元帳170より求める。
【０１００】→「０．１０％」（図１５）
４．取引前の預金残高（２０万円）に対する預金利息
（Ｃ）を求め、図６の普通預金元帳120上の当該利息エ
リア（図示せず）から減算する。
→200,000（円）×0.10（％）×７（日）÷365（日）＝
3.83（円）
つぎに、取引後の預金残高（６０万円）に対する預金利
息（Ｄ）を求める（図１８）。
【０１０１】１．取引後の預金残高を算出する。
（取引前の預金残高（２０万円）＋入金金額（４０万
円）
＝取引後の預金残高（６０万円））
→200,000（円）＋400,000（円）＝600,000（円）
２．取引日（８／１２）から利息利息決算日（８／１
８）迄の日数を求める。
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【０１０２】→「７日」
＊ （Ｄ）を求め、図６の普通預金元帳120上の当該利息エ
３．取引後の預金残高（６０万円）に応じた「スーパー
リア（図示せず）に加算する。
普通預金」の適用金利（利率４）を、図１０の前記金利
【０１０３】→600,000（円）×0.20（％）×７（日）
情報元帳170より求める。
÷365（日）＝23.01（円）
→「０．２０％」（図１５）
この結果、取引後の預金利息（Ｅ）が求められる（図１
４．取引後の預金残高（６０万円）に対する預金利息 ＊
９）。
→預金利息（Ｅ）＝取引前預金利息（Ａ）−（Ｃ）＋（Ｄ）
＝112.54
−3.83 ＋23.01
＝131.72（円、図１６）
（利息計算方法：利率変更による新利息の計算方法）
10 →１４日
利息変更による新利息は、図１の利息計算手段34によ
３．上記１の預金残高に応じたスーパー普通預金の利率
り、次の式を用いて計算される。
（図２１の７／１〜８／４迄の旧利率、利率４）を求め
【０１０４】新利率適用後の預金利息（Ｅ）
る。
＝利息決算日迄の預金利息（Ａ）
【０１０９】→０．２５％
−第一月曜日の前日（仮決算日）の預金残高に対する利
４．第一月曜日（８／５）の前日（仮決算日、８／４）
息決算日迄の利息（旧利率）（Ｃ）
の預金残高（７０万円）に対する利息決算日（８／１
＋第一月曜日の前日（仮決算日）の預金残高に対する利
８）迄の利息を求め、図６の普通預金元帳120上の当該
息決算日迄の利息（新利率）（Ｄ）
利息エリア（図示せず）から減算する。
なお、上記計算式により計算した結果は、図３に示すよ
→700,000（円）×0.25（％）×14（日）÷365（日）＝
うに、ａ１〜ａ７を単純に合計しても求められる。
20 67.12（円）
【０１０５】図２０〜２５を例に挙げて説明すると、当
→213.54（円）−67.12（円）＝146.42（円、図２３の
該普通預金口座は「スーパー普通預金」の適用があり、
「Ｂ」参照）
図２２に示すように、平成８年８月４日現在の預金残高
つぎに、仮決算日（８／４）の預金残高（７０万円）に
「７０万円」で、当期預金利息（Ａ）が「２１３．５４
対する第一月曜日（８／５）から利息決算日（８／１
円」であると仮定する。また、利率変更日が同年８月５
８）迄の利息（Ｄ）を求める（新利率適用、図２４）。
日であり、利息決算日が同年８月１８日と仮定する。
【０１１０】１．第一月曜日（８／５）の前日（仮決算
【０１０６】さらに、同年７月１日〜同年８月４日迄の
日、８／４）の預金残高を求める。
「スーパー普通預金」の利率１〜５（旧利率）は、図２
→７０万円
１に示すように、次の通り仮定する。
２．第一月曜日（８／５）から利息決算日（８／１８）
１．利率１：０．５５％
30 迄の日数を求める。
２．利率２：０．４５％
→１４日
３．利率３：０．３５％
３．上記１の預金残高に応じたスーパー普通預金の利率
４．利率４：０．２５％
（図２１の８／５〜９／１迄の新利率、利率４）を求め
５．利率５：０．１５％
る。
また、同年８月５日〜同年９月１日迄の「スーパー普通
【０１１１】→０．２０％
預金」の利率１〜５（新利率）は、図２１に示すよう
４．第一月曜日（８／５）の前日（仮決算日、８／４）
に、０．０５％下がり、次の通り仮定する。
の預金残高（７０万円）に対する利息決算日（８／１
【０１０７】１．利率１：０．５０％
８）迄の利息を求め、図６の普通預金元帳120上の当該
２．利率２：０．４０％
利息エリア（図示せず）に加算する。
３．利率３：０．３０％
40 →700,000（円）×0.20（％）×14（日）÷365（日）＝
４．利率４：０．２０％
53.69（円）
５．利率５：０．１０％
→146.42＋53.69（円）＝200.11（円、図２２）
まず、仮決算日（８／４）の預金残高（７０万円）に対
この結果、利率変更による新利息（Ｅ）が求められる
する第一月曜日（８／５）から利息決算日（８／１８）
（図２５）。
迄の利息（Ｃ）を求める（旧利率適用、図２３）。
（演算部：通知書作成手段）
【０１０８】１．第一月曜日（８／５）の前日（仮決算
図１の前記通知書作成手段35は、前記ポイント判定手段
日、８／４）の預金残高を求める。
33により付与されるサインが変化した場合に、当該預金
→７０万円
口座を有する名義人に通知する通知書、例えば図２７〜
２．第一月曜日（８／５）から利息決算日（８／１８）
３０に示す連絡はがきを作成、例えばプリンタ等の印刷
迄の日数を求める。
50 手段80を介して印刷するものである。
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【０１１２】すなわち、図２６に示すように、サインが
前回は立っておらず「×」、今回も立っていない場合
「×」、すなわち「×→×」の場合には、サインの変化
が無く、連絡はがきが印刷されない。また、図２６に示
すように、サインが前回は立っており「○」、今回も立
っている場合「○」、すなわち「○→○」の場合にも、
同様にサインの変化が無く、連絡はがきが印刷されな
い。
【０１１３】なお、勿論、サインの変化が無い場合に
も、毎月、連絡はがきを印刷して郵送しても良い。これ
に対し、図２６に示すように、サインが前回は立ってお
らず「×」、今回は立っている場合「○」、すなわち
「×→○」の場合には、サインの変化が有り、図２７，
２８に示すように、取引ポイントの内訳とともに、適用
開始のお知らせが印刷される。
【０１１４】また、図２６に示すように、サインが前回
は立っており「○」、今回は立っていない場合「×」、
すなわち「○→×」の場合ににも、同様にサインの変化
が有り、図２９，３０に示すように、取引ポイントの内
訳とともに、適用終了のお知らせが印刷される。なお、
通知書は、図２７〜３０に例示した連絡はがきに限ら
ず、連絡はがきの内容を変更したり、はがきに代えて封
書にしたり、或いは郵送に代えて手渡にしても良い。ま
た、そのほか、通知書を印刷する代わりに、ＦＡＸや電
子メール等を利用して直接、通知しても良い。
（演算部：マーク記録手段）
図１の前記マーク記録手段36は、図６に示すように、前
記ポイント判定手段33によりサイン、例えば「ＯＮ」の
サインが立った場合に、当該サインを意味するマーク、
例えば図３１に示すように、「スーパー普通預金」の先
頭の「ス」の字を、マークとして記録、例えばプリンタ
等の印刷手段80を介して当該預金口座の通帳に印字する
ものである。
【０１１５】すなわち、図３１に示すように、「スーパ
ー普通預金」になった以降は、取引日の末尾に「ス」の
マークを印字している。なお、「マーク」の印字位置
は、取引日の末尾に限らず、例えば取引日の先頭や、差
引預金残高先頭や末尾、或いは他の余白に印字しても良
い。また、「マーク」も「ス」の文字に限らず、他の文
字やマークを使用しても良い。さらに、通帳は、紙のも
のに限らず、ＩＣカード等に電子的に記録されたもので
も良い。
（演算部：段階利率管理手段）
図１の前記段階利率管理手段37は、前記金利情報元帳17
0（段階利率記憶手段）に記憶される適用利率を、キー
ボード等の入力手段60を介して登録可能なものである。
（使用方法）
つぎに、上記した構成を備えた利息管理装置10の使用手
順について説明する。
【０１１６】第１に、図２に示すように、取引情報の収
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集が行われる。上記取引情報の収集は、当月の第一月曜
日から翌月の第一月曜日の前日迄を一単位として毎日行
われる。第２に、図２に示すように、自動採点が行われ
る。上記自動採点は、当月の第一月曜日の前日に行われ
る。
【０１１７】システム的には、図１のポイント付与手段
31によるポイント付与工程、ポイント自動採点手段32に
よるポイント自動採点工程、ポイント判定手段33による
ポイント判定工程の順に行われる。第３に、図２に示す
ように、顧客宛通知書が作成される。上記顧客宛通知書
の作成は、上記自動採点と同様に、当月の第一月曜日の
前日に行われる。
【０１１８】システム的には、図１の通知書作成手段35
により行われる。第４に、図２に示すように、利率管理
が行われる。上記利率管理も、上記自動採点や顧客宛通
知書の作成と同様に、当月の第一月曜日の前日に行われ
る。システム的には、図１の段階利率管理手段37により
行われる。
【０１１９】第５に、取引に応じた利息計算が行われ
る。上記利息計算は、取引の都度、行われる。システム
的には、図１の利息計算手段34による利息計算工程が行
われる。第６に、利率変更による新利息の算出が行われ
る。上記利率変更による新利息の算出は、翌月の第一月
曜日の前日に行われる。
【０１２０】システム的には、図１の利息計算手段34に
より行われる。上記１〜６を毎日繰り返す。そして、利
息決算日、すなわち２月、８月の第三日曜日に利息組入
が行われる。システム的には、図１の利息計算手段34に
より行われる。
（第２実施例）
図３２は、本発明の実施の形態の第２実施例を示すもの
である。
【０１２１】図３２は、金利情報元帳の貯蓄預金及びス
ーパー貯蓄預金の金利情報元帳174の説明図である。本
第２実施例の特徴は、貯蓄預金の利率に加え、「スーパ
ー貯蓄預金」の５段階の利率１〜５を記憶した点にあ
る。なお、ポイント採点方法や利息計算方法は、先に説
明した第１実施例と同様の方法を採用することができ
る。
【０１２２】また、本第２実施例は、先の第１実施例と
併用しても良いし、或いは本第２実施例単独で利用して
も良い。
（第３実施例）
図３３は、本発明の実施の形態の第３実施例を示すもの
である。図３３は、金利情報元帳の定期預金及びスーパ
ー定期預金の金利情報元帳175の説明図である。
【０１２３】本第３実施例の特徴は、定期預金の利率に
加え、「スーパー定期預金」の５段階の利率１〜５を記
憶した点にある。なお、ポイント採点方法や利息計算方
法は、先に説明した第１実施例と同様の方法を採用する
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ことができる。また、本第３実施例は、先の第１、第２
実施例と併用しても良いし、或いは本第３実施例単独で
利用しても良い。
（第４実施例）
図３４は、本発明の実施の形態の第４実施例を示すもの
である。
【０１２４】図３４は、金利情報元帳の積立預金及びス
ーパー積立預金の金利情報元帳176の説明図である。本
第４実施例の特徴は、積立預金の利率に加え、「スーパ
ー積立預金」の５段階の利率１〜５を記憶した点にあ
る。なお、ポイント採点方法や利息計算方法は、先に説
明した第１実施例と同様の方法を採用することができ
る。
【０１２５】また、本第４実施例は、先の第１〜第３実
施例と併用しても良いし、或いは本第４実施例単独で利
用しても良い。
【０１２６】
【発明の効果】請求項１〜１０にそれぞれ記載された各
発明は、以上のように構成されているので、以下に記載
されるような効果をそれぞれ奏する。すなわち、第１
に、従来のシステムのように、預金口座の預金残高に応
じてポイントを付与するのでなく、契約で定めた行為が
あった場合には、預金残高に関わりなくポイントを付与
することで、ポイントの計算が利用者にわかり易くする
ことができる。
【０１２７】第２に、預金口座の預金残高に応じて段階
的に変化する利息の適用利率を採用することで、利用者
の不公正感を是正することできる。第３に、予め設定さ
れた一定期間の周期を採用することで、ポイントの増減
を適用利率に周期的に反映でき、利用者の不公正感を是
正することができる。さらに、請求項２記載の発明によ
れば、通知書の通知により、サインの変化を利用者にわ
かり易くすることができる。
【０１２８】また、請求項３記載の発明によれば、通帳
にサインを記録するようにしているので、サインの別を
利用者にわかり易くすることができる。さらに、請求項
４記載の発明によれば、適用利率の管理を簡便に行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】利息管理装置のブロック図である。
【図２】利息管理方法の概念図である。
【図３】利息管理方法のタイムチャートである。
【図４】利息管理装置の概念図である。
【図５】顧客情報元帳の説明図である。
【図６】普通預金元帳の説明図である。
【図７】定期預金元帳の説明図である。
【図８】積立預金元帳の説明図である。
【図９】貸出元帳の説明図である。
【図１０】金利情報元帳の説明図である。
【図１１】利率の比較図である。
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【図１２】適用利率を説明するための表である。
【図１３】取引点数テーブルを説明するための表であ
る。
【図１４】取引に応じた利息の計算方法を説明するため
のグラフである。
【図１５】取引に応じた利息の計算方法を説明するため
の表である。
【図１６】取引に応じた利息の計算方法を説明するため
の概念図である。
【図１７】図１４に対応し、計算工程を説明するための
グラフである。
【図１８】図１４に対応し、計算工程を説明するための
グラフである。
【図１９】図１４に対応し、計算工程を説明するための
グラフである。
【図２０】利率変更による新利息の計算方法を説明する
ためのグラフである。
【図２１】利率変更による新利息の計算方法を説明する
ための表である。
【図２２】利率変更による新利息の計算方法を説明する
ための概念図である。
【図２３】図２０に対応し、計算工程を説明するための
グラフである。
【図２４】図２０に対応し、計算工程を説明するための
グラフである。
【図２５】図２０に対応し、計算工程を説明するための
グラフである。
【図２６】通知書の作成の有無を説明するための表であ
る。
【図２７】適用開始のお知らせの連絡はがきの表面図で
ある。
【図２８】適用開始のお知らせの連絡はがきの裏面図で
ある。
【図２９】適用終了のお知らせの連絡はがきの表面図で
ある。
【図３０】適用終了のお知らせの連絡はがきの裏面図で
ある。
【図３１】通帳の一部を示す平面図である。
【図３２】第２実施例を示し、金利情報元帳の説明図で
ある。
【図３３】第３実施例を示し、金利情報元帳の説明図で
ある。
【図３４】第４実施例を示し、金利情報元帳の説明図で
ある。
【符号の説明】
10 利息管理装置
20 メインコンピュータ
30 演算部
31 ポイント付与手段
32 ポイント自動採点手段 33 ポイント判定手段
34 利息計算手段
35 通知書作成手段
36 マーク記録手段
37 段階利率管理手段

(14)
40 記憶部
42 データ記憶手段
60 入力手段
80 印刷手段
91 端末機
93 ＡＴＭ
100 外部通信手段
102 日銀ネット
104 ＭＩＣＳ
Ｆ）
111 顧客メインレコード
120 普通預金元帳

27
41
50
70
90
92
94
101
103
110

28
＊ 140 積立預金元帳
150 貸出元帳
160 自動振替管理元帳
170 金利情報元帳（段階
利率記憶手段）
171 普通預金及びスーパー普通預金の金利情報元帳
172 定期預金の金利情報元帳
173 積立預金の金利情報元帳
174 貯蓄預金及びスーパー貯蓄預金の金利情報元帳
175 定期預金及びスーパー定期預金の金利情報元帳
176 積立預金及びスーパー積立預金の金利情報元帳
10 180 非課税申告データ
190 取引点数テーブル（ポイント記憶手段）

プログラム記憶手段
Ｉ／Ｏ
表示手段
行内通信手段
ＣＤ
自動振込機
顧客
全銀システム
顧客管理元帳（ＣＩ

112 保有口座レコード
130 定期預金元帳
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【図９】

【図１０】
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【図１５】
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【図１１】

【図１３】

【図１４】

【図２１】
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【図１７】

【図１９】

【図２３】
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【図１８】

【図２０】

【図２４】
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【図２７】

【図２８】

【図２９】
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【図３０】

【図３４】
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【図３２】

【図３３】
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