
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　 購入物のイメージを記憶する記憶手段
、または、上記

イメージ を受信する通信手段と、
　表示手段と、制御部とを備える預貯金管理 であって、
　前記制御部に、 目標預貯金額と現状預貯金額とを比較する手段と、
　前記比較する手段により比較した結果である前記目標預貯金額に対する前記現状預貯金
額の に応じて、前記記憶手段から、または前記通信手段を介して、前記目標預貯金
額で購入する購入物のイメージについて前記目標預貯金額に対する前記現状預貯金額の達
成度 イメージ情報をリードし、前記表示手段に 手段 を備える
ことを特徴とする預貯金管理 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は預貯金管理 に関し、詳細には、預金／貯金に対する意欲を啓発するこ
とができる預貯金管理 に関するものである。
【０００２】
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使用者が決定した目標預貯金額と使用者が複数の候補の中から決定した該預貯金の目標
となる購入物とを登録する手段と、

上記購入物について上記預貯金の達成度に応じた
登録された目標預貯金額及び購入物と上記預貯金の達成度に応じた購入物

の と
システム
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に応じた 出力する と
システム
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システム



【従来の技術】
近年の商品の多様化、電子機器の高機能化に伴い、両者の融合およびそれらに伴うマンマ
シンインタフェースの高度化が要求されている。
このため、各種キャッシュディスペンサーや電子機器の機能を付加した玩具用貯金箱が提
供されているが、更に、高機能・多機能な貯金管理システムが要望されている。
一方、従来の銀行預金システムは、通帳に現状の預金額を記載するのみであり、貯金に対
する意欲を啓発する等、預金者に積極的に働きかけることは出来なかった。
また、上記した電子的機能を付加した玩具用貯金箱においても、現金出納部にからくりを
設けて趣味性を表現する程度であり、貯金に対する意欲を啓発する等、利用者に積極的に
働きかけるという点では充分なものではなかった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　以上のように、従来の預貯金システムは、主に預金もしくは貯金の金額を提示するだけ
であり、目標貯金額に対して現状の預金／貯金額が占める達成状況等の客観データ等を提
示する等、利用者の預貯金に対する目標管理意識の向上を意図したものではなかった。
　また、預金／貯金金額の表示も単に数字等で金額を示すだけであり、預金者の遊び心を
引き出して、預金／貯金に対する意識を啓発することもできなかった。
　本発明は、上記した従来技術の問題点を考慮してなされたものであって、利用者に目標
管理意識を持たせ、預貯金に対する意欲を啓発することができ、また、趣味性、娯楽性を
も満足させることができる預貯金管理 を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　図１は本発明の原理図である。同図において、１は現金を保管する現金スタック部、２
は現金出納部、３は入力部、４は出力部、５は制御部、６は預貯金に対する意欲を啓発す
る啓発情報を記憶した記憶手段、７は外部記憶媒体である。
　上記課題を解決するため、本発明の請求項１の発明は、

購入物のイメージを記憶する記憶手段
、または、上記

イメージ を受信する通信手段と、表示手段と、制御部とを設け、上記制御部に、利用
者によって任意に設定された目標預貯金額と現状預貯金額とを比較する手段と、前記比較
する手段により比較した結果である前記目標預貯金額に対する前記現状預貯金額の
に応じて、 記憶手段から、または通信手段を介して、前記目標預貯金額で購入する購
入物のイメージについて、前記目標預貯金額に対する前記現状預貯金額の達成度を示すイ
メージ情報をリードし、 手段とを設けたものである。
【０００５】
【作用】
　図１において、まず、利用者は預貯金に対する目標（目標金額、購入物等）を定めて、
システムの運用者へ申込み、もしくは、システムに入力しておく。
　利用者が現金等を出納すると、制御部５は預貯金残額と上記目標金額を比較し、その目
標達成度に応じて、記憶手段から利用者の預貯金に対する啓発情報を得て、出力部４から
啓発情報を出力する。
　例えば、利用者が自動車の購入を目標として預貯金を行っている場合には、預貯金の達
成度に応じた自動車のイラスト等（達成度に応じた自動車の部分が表示されたイラスト等
）を出力部４から出力する。
　本発明の請求項１の発明においては、上記のように、

表示しているので、利用者の預貯金に対
する意識を啓発し、預貯金に対する目標管理意識の向上を図ることができる。
【０００６】
【実施例】
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貯金額の達成度を示すイメージ情報をリードし、



図２は本発明の第１の実施例のシステム構成を示す図であり、同図は、銀行預金システム
におけるキャッシュディスペンサー（以下ＣＤという）を示している。
同図において、１１は紙幣、硬貨等の入出力を行う現金出納部、１２はＣＲＴ等のディス
プレイから構成される表示部であり、図形、文章、動画等を表示する。１３はデータ入力
部、１４は外部記憶装置であり、本システムを動作させるプログラムおよびデータが格納
される。
１５は上記現金出納部、表示部等を制御する制御部、１６は紙幣、硬貨等を保管する現金
スタック、１７はホスト計算機や他装置との情報伝送制御を行う通信部、１８はホスト計
算機である。
【０００７】
図３は第１の実施例のＣＤの外観構成を示す図であり、１１は現金出納部、１２，１３は
表示／データ入力部であり、例えば、ＣＲＴ等の表示装置とタッチパネル等から構成され
る。また、同図に示すようにＣＤは回線を介してホスト計算機１８に接続され、上記回線
を介して、後述するように預貯金データを送受信するとともに、イメージ情報を受信する
。
【０００８】
図４は使用者の操作とそれに対する銀行側システムの処理内容を示すフローチャート、図
５（ａ）（ｂ）、図６は表示部１２への表示処理を示すフローチャート、図７～図１２は
表示部１２の表示内容を示す図であり、図４～図１２を参照して本実施例を説明する。
まず、使用者が預金の目標を決定する。目標としては、例えば、自動車の購入、海外旅行
、住宅の購入等があり、使用者は目標が定まると、購入物、目標金額等を図４に示すよう
に金融機関に申し込む。
例えば、使用者がＡという自動車を購入しようとして、その旨を金融機関に申し込むと、
金融機関はＡ車の金額（例えば、３００万円）等のデータをホスト計算機１８に口座番号
と対応させて登録し、通帳を発行する。
なお、上記申込みは窓口に申し込むこともできるし、あるいは、ＣＤ等の端末が入力する
こともできる。
【０００９】
通帳を受け取った使用者が、ＣＤを使用して預金しようとすると、図２に示したＣＤの制
御部１５は通信部１７を介してホスト計算機１８から、イラストデータや現預金額等のデ
ータをリードする。
そして、表示部１２に現在の預金額、目標額までの金額等をイラスト、動画、音声等によ
り表示する。
そして、使用者が入金または引き出しを行うと、制御部１５は貯蓄額と目標額を比較して
、目標額とそれに対する貯蓄額の割合・差額等をイラスト、動画、イラスト写真データ、
音声等により表示部１２に表示する。これにより、使用者は目標達成度を知ることができ
、使用者の貯蓄意欲が再啓発される。
次に、目標が自動車の購入、旅行、住宅の購入のそれぞれの場合について、表示部１２の
表示内容、および、銀行システムにおける処理について説明する。
【００１０】
図５（ａ）は目標が自動車の購入の場合の処理を示すフローチャート、図７、図８は表示
部１２に表示されるイラストの一例を示す図である。
使用者が通帳をＣＤに挿入すると、図５（ａ）のステップＳ１において、口座番号、暗証
番号、残高を照会する。使用者の目標が自動車の購入である場合、ステップＳ２において
、購入予定自動車のイラストデータをＣＤに転送する。
上記データはＣＤの通信部で受信され、制御部１５は受信したイラストデータを表示部１
２に表示する。
【００１１】
図７（ａ）は上記のようにして表示される表示画面の一例を示す図であり、表示部１２に
は、まず、同図に示すように、自動車の全体像を表示するとともに、その目標額が３００
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万円であることを表示する。
続いて、ステップＳ４において、購入予定自動車の組み立て動画データを転送する。
ステップＳ５において入金額と残高計算を行い、ステップＳ６、ステップ７において、入
金額と目標・残高に応じて表示部１２に、例えば図７（ｂ）、図８に示すように、最初に
表示された自動車の全体像とは異なった色あるいは表示態様で、順次、自動車の各部分が
追加されていくイラストを表示する。
そして、ステップＳ８において、預金残高分組み立てたところで動画を停止する。
【００１２】
例えば、その時の入金額が３万円であり、９７万３千円の預金残高の場合には、図７（ｂ
）、図８に示すように、現在の預金残高が９７万３千円であり、目標まであと２０２万７
千円である旨が表示されるとともに、イラストでは、自動車のミラーとハンドルが追加さ
れたところで動画が停止する。
図５（ｂ）は目標が旅行の場合の処理を示すフローチャート、図９、図１０はその場合に
表示部１２に表示されるイラストの一例を示す図である。
使用者が通帳をＣＤに挿入すると、前記と同様、図５（ｂ）のステップＳ１において、口
座番号、暗証番号、残高を照会する。使用者の目標が旅行である場合、ステップＳ２にお
いて、旅行地のイラスト写真データをメモリリードする。
そして、ステップＳ３において上記写真データは、図９（ａ）に示すように、表示部１２
に表示される。
【００１３】
続いて、ステップＳ４において、旅行毎の動画、音声、写真データを転送し、ステップＳ
５において入金額と残高計算を行う。次いで、ステップＳ６、ステップ７において、入金
額と目標・残高に応じて表示部１２に、例えば図９（ｂ）、図１０に示すように、旅行先
に応じた地図と旅行の行程等の動画、音声、写真データを表示する。
そして、ステップＳ８において、現在の預金残高で到達できる地点を表示したところで停
止する。
例えば、目標がオーストラリア旅行で目標額が３０万円、その時の入金額が１万円であり
、７万３千円の預金残高の場合には、図９（ｂ）のように日本が飛行機が出発するところ
から、図１０に示すように、現在の預金残高の７万３千円で到達できるマレーシアまでが
表示される。
【００１４】
図６は目標が住宅購入の場合の処理を示すフローチャート、図１１、図１２はその場合に
表示部１２に表示されるイラストの一例を示す図である。
使用者が通帳をＣＤに挿入すると、前記と同様、図６のステップＳ１において、口座番号
、暗証番号、残高を照会し、使用者の目標が住宅の購入である場合、ステップＳ２におい
て、住宅のイラストデータを転送・メモリリードする。
そして、ステップＳ３において上記イラストデータは、例えば、図１１に示すように、表
示部１２に表示される。
【００１５】
続いて、ステップＳ４において、住宅の建築工程データを転送・メモリリードし、ステッ
プＳ５において入金額と残高計算を行う。次いで、ステップＳ６、ステップ７において、
入金額と目標・残高に応じて表示部１２に、例えば図１１（ｂ）、図１２に示すように、
土地を購入し、家が建築されていく様子が表示される。
そして、ステップＳ８において、現在の預金残高で購入できる部分まで表示したところで
停止する。
例えば、目標が一個建て５０００万円の住宅購入のための資金１０００万円の貯金の場合
、図１１（ｂ）、図１２のように家が建築されていく工程が順次表示され、図１２に示す
ように、現在の預金残高の８１０万円で建築できる一階部分の外壁まで出来上がったとこ
ろで動画を停止する。
以上のように、イラスト、動画、音声等により目標達成の度合いを表示しているので、使
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用者は直観的に目標まであとどの位貯金すればよいか把握することができ、目標達成に意
欲を燃やすことができる。
【００１６】
図１３は本発明の第２の実施例の貯金システムの構成を示す図であり、同図は、個人用の
貯金箱におけるシステム構成を示している。
同図において、１１は紙幣、硬貨等の入出力を行う現金出納部、１２はＣＲＴ、液晶等の
ディスプレイから構成される表示部であり、図形、文章、動画等を表示する。１３はデー
タ入力部、１４は外部記憶装置であり、本システムを動作させるプログラムおよびデータ
が格納され、前記図７～図１２に示したイラスト、動画等は外部記憶媒体１９から入力す
ることにより、様々な貯金目標に対するメッセージを出力することができる。
また、１５は上記現金出納部、表示部等を制御する制御部、１６は紙幣、硬貨等を保管す
る現金スタックである。
【００１７】
図１４は第２の実施例の貯金箱の外観構成を示す図であり、１１は現金出納部、１２は表
示部、１３は入力部、１６は現金スタック部、１９は外部記憶媒体である。
図１５は使用者の操作とそれに対する本実施例の貯金システムの処理内容を示すフローチ
ャートであり、同図を参照して本実施例を説明する。
まず、使用者が預金の目標を決定する。目標としては、前記と同様、種々のものを設定す
ることができる。使用者は目標が定まると、購入物、目標金額等に応じた媒体１９を貯金
箱にセットする。
貯金システムは、セットされた媒体１９のデータに基づき、前記した図７～図１２と同様
、目標額等を表示部１２にイラスト等で表示する。
使用者が、貯金箱に貯金または引き出しを行うと、制御部１５は貯蓄額と目標額を比較し
て、目標額とそれに対する貯蓄額の割合・差額等をイラスト、動画、イラスト写真データ
、音声等により表示部１２に表示する。これにより、使用者は目標達成度を知ることがで
き、使用者の貯蓄意欲が再啓発される。
【００１８】
なお、上記実施例においては、イラスト、動画、音声等で目標達成度を知らせる場合につ
いて示したが、その他、音楽、体感等で使用者に知らせるなど、視覚、だけでなく物理的
動作のあらゆる感覚に働きかける種々の手段を使用すること でき、代行もしくは併用も
可能である。
また、表示手段としてディスプレイ画面上に表示したり、スピーカから出力する外、イラ
スト等を印字した紙を出力する等、その他種々の出力形態とすることができる。
【００１９】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明においては、預貯金目標額に対する達成度に応じた啓発情
報として、

表示したので、預貯金者が現状の預貯金額の目標に対する状況を感覚的かつ具体的に
把握することができ、更に、今後の貯金計画に対する意識の向上を図ることができる。ま
た、サブリミナルな面でもヒューマンコミュニケーション・インタフェースの向上に寄与
するところが大きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理図である。
【図２】本発明の第１の実施例のシステム構成を示す図である。
【図３】第１の実施例の外観構成を示す図である。
【図４】第１の実施例における利用者の操作とシステムの処理内容を示す図である。
【図５】啓発情報を表示するための処理手順を示す図である。
【図６】啓発情報を表示するための処理手順を示す図である。
【図７】表示部に表示されるイラスト情報の一例を示す図である。
【図８】表示部に表示されるイラスト情報の一例を示す図である。
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【図９】表示部に表示されるイラスト情報の一例を示す図である。
【図１０】表示部に表示されるイラスト情報の一例を示す図である。
【図１１】表示部に表示されるイラスト情報の一例を示す図である。
【図１２】表示部に表示されるイラスト情報の一例を示す図である。
【図１３】本発明の第２の実施例の貯金システムの構成を示す図である。
【図１４】本発明の第２の実施例の貯金箱の外観構成を示す図である。
【図１５】第２の実施例における利用者の操作とシステムの処理内容を示す図である。
【符号の説明】
１，１６　　　　　　　　　　現金スタック部
２，１１　　　　　　　　　　現金出納部
３，１３　　　　　　　　　　入力部
４　　　　　　　　　　　　　出力部
５，１５　　　　　　　　　　制御部
６　　　　　　　　　　　　　記憶手段
７，１９　　　　　　　　　　外部記憶媒体
１２　　　　　　　　　　　　表示部
１４　　　　　　　　　　　　外部記憶装置
１７　　　　　　　　　　　　通信部
１８　　　　　　　　　　　　ホスト計算機
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(7) JP 3664501 B2 2005.6.29



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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