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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを、
　数値の入力を受け付け、入力された数値を一桁入力される度に取得する取得手段、
　所定桁数以上の前記数値の入力に対して、前記数値が一桁入力される毎に、前記入力さ
れた数値の数値情報に基づいて、前記入力された数値全体を（i）前記入力された数値に
おける対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字でない文字又は文字列
と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び（ii）前記入力された
数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は
文字列のみ、の少なくとも何れか一方で表される文字情報であって、前記入力された数値
全体と同じ値を表す文字情報である数値表示文字情報に変換することにより当該数値表示
文字情報のみを生成する生成手段、及び、
　前記数値が一桁入力され、それに伴って前記数値表示文字情報が生成される毎に、当該
数値表示文字情報で表される文字又は文字列を表示する表示領域の表示を更新させる表示
制御手段、
　として機能させることを特徴とする入力数値表示プログラム。
【請求項２】
　請求項１に記載の入力数値表示プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　ユーザの使用言語を検出し、当該使用言語を前記生成手段において前記数値表示文字情
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報の生成に用いる言語として設定する言語設定手段、として更に機能させることを特徴と
する入力数値表示プログラム。
【請求項３】
　請求項２に記載の入力数値表示プログラムであって、
　前記生成手段は、前記位を表す前記アラビア数字でない文字又は文字列として、前記設
定された使用言語によって当該位を表す文字又は文字列を用いることを特徴とする入力数
値表示プログラム。
【請求項４】
　請求項３に記載の入力数値表示プログラムであって、
　前記生成手段は、前記使用言語として日本語が設定されている場合に、前記位を表す前
記文字又は文字列として、当該位を表す漢字を用いることを特徴とする入力数値表示プロ
グラム。
【請求項５】
　請求項２に記載の入力数値表示プログラムであって、
　前記生成手段は、前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位
を含むアラビア数字でない文字又は文字列のみで表される数値表示文字情報を生成する場
合において、前記入力された数値の数値情報に基づいて、前記設定された使用言語によっ
て前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数
字でない文字又は文字列のみで表される数値表示文字情報を生成することを特徴とする入
力数値表示プログラム。
【請求項６】
　請求項５に記載の入力数値表示プログラムであって、
　前記生成手段は、前記使用言語として日本語が設定されている場合に、前記入力された
数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は
文字列のみで表される数値表示文字情報として、漢字によって表される文字又は文字列の
みで表される数値表示文字情報を生成することを特徴とする入力数値表示プログラム。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６の何れか一項に記載の入力数値表示プログラムであって、
　前記数値は、商品の価格、個数、及び重量の少なくとも何れか一つを示すことを特徴と
する入力数値表示プログラム。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７の何れか一項に記載の入力数値表示プログラムであって、
　前記取得手段は、ユーザによる数値を入力する操作を検出することで、数値の入力を受
け付け、受け付けられた数値を取得することを特徴とする入力数値表示プログラム。
【請求項９】
　数値の入力を受け付け、入力された数値を一桁入力される度に取得する取得手段と、
　所定桁数以上の前記数値の入力に対して、前記数値が一桁入力される毎に、前記入力さ
れた数値の数値情報に基づいて、前記入力された数値全体を（i）前記入力された数値に
おける対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字でない文字又は文字列
と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び（ii）前記入力された
数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は
文字列のみ、の少なくとも何れか一方で表される文字情報であって、前記入力された数値
全体と同じ値を表す文字情報である数値表示文字情報に変換することにより当該数値表示
文字情報のみを生成する生成手段と、
　前記数値が一桁入力され、それに伴って前記数値表示文字情報が生成される毎に、当該
数値表示文字情報で表される文字又は文字列を表示する表示領域の表示を更新させる表示
制御手段と、
　を備えることを特徴とする入力数値表示装置。
【請求項１０】
　数値の入力を受け付け、入力された数値を取得する入力数値表示装置が、電気通信回線
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網を介して接続される入力数値表示用サーバ装置であって、
　前記入力数値表示装置から、前記数値が一桁入力される毎に当該入力数値表示装置が取
得した前記入力された数値の数値情報を受信する受信手段と、
　所定桁数以上の前記数値の入力に対して、前記受信手段が数値情報を受信する毎に、前
記入力された数値の数値情報に基づいて、前記入力された数値全体を（i）前記入力され
た数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字でない文字又
は文字列と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び（ii）前記入
力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でない
文字又は文字列のみ、の少なくとも何れか一方で表される文字情報であって、前記入力さ
れた数値全体と同じ値を表す文字情報である数値表示文字情報に変換することにより当該
数値表示文字情報のみを生成する生成手段と、
　前記数値が一桁入力され、それに伴って前記数値表示文字情報が生成される毎に、当該
数値表示文字情報を前記入力数値表示装置に送信して、前記入力数値表示装置に前記数値
表示文字情報で表される文字又は文字列を表示させる送信手段と、
　を備えることを特徴とする入力数値表示用サーバ装置。
【請求項１１】
　コンピュータが、入力された数値を一桁入力される度に取得するステップと、
　前記コンピュータが、所定桁数以上の前記数値の入力に対して、前記数値が一桁入力さ
れる毎に、前記入力された数値の数値情報に基づいて、前記入力された数値全体を（i）
前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字
でない文字又は文字列と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び
（ii）前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビ
ア数字でない文字又は文字列のみ、の少なくとも何れか一方で表される文字情報であって
、前記入力された数値全体と同じ値を表す文字情報である数値表示文字情報に変換するこ
とにより当該数値表示文字情報のみを生成するステップと、
　前記コンピュータが、前記数値が一桁入力され、それに伴って前記数値表示文字情報が
生成される毎に、当該数値表示文字情報で表される文字又は文字列を表示する表示領域の
表示を更新させるステップと、
　を含むことを特徴とする入力数値表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが数値を入力する際に用いられる入力数値表示装置、入力数値表示プ
ログラム、入力数値表示用サーバ装置、入力数値表示方法の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子取引における価格や数量等の数値の誤入力が問題となっている。例えば、ネ
ットオークションにおいて入札者が入札価格として自分の意図する価格より高い価格を誤
入力してしまうことや、小売業者が卸売業者に商品の発注をする場合に発注個数について
本来発注すべき個数より多くの個数を誤入力してしまうことなどが問題となる。また、電
子取引に限らず、情報処理社会において情報処理装置に数値を入力する機会は多岐にわた
り何れの場面においても、数値の誤入力は大きな経済的損失や信用失墜の原因となり得る
。
【０００３】
　こうした問題に対して特許文献１（[００４８]段落～[００５３]段落、図７）には、入
力された「金額」×「数量」を計算し、その計算結果が所定の制限値を超えている場合に
は、数値の誤入力の可能性があるとして入力者に警告をする旨が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００２－２０３１４３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、特許文献１に記載の技術によれば、上記計算結果が所定の制限値を超え
るような「金額」又は「数量」が入力された場合には警告の対象となるが、制限値内で誤
入力された場合には警告の対象とならず、誤入力が見逃されるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、こうした問題点に鑑みてなされたものであり、その課題の一例は、入力者が
自分の入力した数値を直観的に把握することができ、誤入力が見過ごされる可能性を低下
させることのできる入力数値表示装置、入力数値表示プログラム、入力数値表示用サーバ
装置、入力数値表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の入力数値表示プログラムは、コンピュー
タを、数値の入力を受け付け、入力された数値を一桁入力される度に取得する取得手段、
所定桁数以上の前記数値の入力に対して、前記数値が一桁入力される毎に、前記入力され
た数値の数値情報に基づいて、前記入力された数値全体を（i）前記入力された数値にお
ける対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字でない文字又は文字列と
、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び（ii）前記入力された数
値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は文
字列のみ、の少なくとも何れか一方で表される文字情報であって、前記入力された数値全
体と同じ値を表す文字情報である数値表示文字情報に変換することにより当該数値表示文
字情報のみを生成する生成手段、及び、前記数値が一桁入力され、それに伴って前記数値
表示文字情報が生成される毎に、当該数値表示文字情報で表される文字又は文字列を表示
する表示領域の表示を更新させる表示制御手段、として機能させることを特徴とする。
【０００８】
　当該構成により、ユーザの入力操作により入力された数値は、表示領域に、（i）入力
された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字でない文
字又は文字列と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び（ii）入
力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でない
文字又は文字列のみ、少なくとも何れか一方で表される。
【０００９】
　したがって、請求項１に記載の発明によれば、入力操作を行ったユーザは、表示領域に
おける（i）入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラ
ビア数字でない文字又は文字列と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字
列、及び（ii）入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むア
ラビア数字でない文字又は文字列のみ、少なくとも何れか一方の表示から、入力した数値
を直観的に把握することができるため、誤入力が見過ごされる可能性を低下させることが
できる。
【００１０】
　請求項２に記載の入力数値表示プログラムは、請求項１に記載の入力数値表示プログラ
ムであって、前記コンピュータを、ユーザの使用言語を検出し、当該使用言語を前記生成
手段において前記数値表示文字情報の生成に用いる言語として設定する言語設定手段、と
して更に機能させることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の入力数値表示プログラムは、請求項２に記載の入力数値表示プログラ
ムであって、前記生成手段は、前記位を表す前記アラビア数字でない文字又は文字列とし
て、前記設定された使用言語によって当該位を表す文字又は文字列を用いることを特徴と
する。
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【００１３】
　請求項３に記載の発明によれば、ユーザは、自分が理解できる言語（例えば、母国語）
を使用言語として選択することで、アラビア数字でない文字又は文字列で示される位を当
該選択した言語で表示させることができる。よって、ユーザが、表示領域に表示された数
値を誤解してしまう可能性を低下させることができ、延いては数値を誤入力してしまう可
能性も低下させることができる。
【００１４】
　請求項４に記載の入力数値表示プログラムは、請求項３に記載の入力数値表示プログラ
ムであって、前記生成手段は、前記使用言語として日本語が設定されている場合に、前記
位を表す前記文字又は文字列として、当該位を表す漢字を用いることを特徴とする。
【００１５】
　請求項４に記載の発明によれば、日本語を理解することのできるユーザは、使用言語と
して日本語を選択することで、位を漢字で表示させることができる。よって、日本語を理
解することのできるユーザが、表示領域に表示された数値を誤解してしまう可能性を低下
させることができ、延いては数値を誤入力してしまう可能性も低下させることができる。
【００１６】
　請求項５に記載の入力数値表示プログラムは、請求項２に記載の入力数値表示プログラ
ムであって、前記生成手段は、前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも
何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は文字列のみで表される数値表示文字情報を
生成する場合において、前記入力された数値の数値情報に基づいて、前記設定された使用
言語によって前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含む
アラビア数字でない文字又は文字列のみで表される数値表示文字情報を生成することを特
徴とする。
【００１７】
　請求項５に記載の発明によれば、ユーザは、自分が理解できる言語（例えば、母国語）
を使用言語として選択することで、表示領域に表示される入力された数値における対応す
る位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は文字列を当該選択し
た言語で表示させることができる。よって、ユーザが、表示領域に表示された数値を誤解
してしまう可能性を低下させることができ、延いては数値を誤入力してしまう可能性も低
下させることができる。
【００１８】
　請求項６に記載の入力数値表示プログラムは、請求項５に記載の入力数値表示プログラ
ムであって、前記生成手段は、前記使用言語として日本語が設定されている場合に、前記
入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でな
い文字又は文字列のみで表される数値表示文字情報として、漢字によって表される文字又
は文字列のみで表される数値表示文字情報を生成することを特徴とする。
【００１９】
　請求項６に記載の発明によれば、日本語を理解することのできるユーザは、使用言語と
して日本語を選択することで、表示領域に表示されるアラビア数字でない文字又は文字列
を漢字で表示させることができる。よって、日本語を理解することのできるユーザが、表
示領域に表示された数値を誤解してしまう可能性を低下させることができ、延いては数値
を誤入力してしまう可能性も低下させることができる。
【００２０】
　請求項７に記載の入力数値表示プログラムは、請求項１乃至請求項６の何れか一項に記
載の入力数値表示プログラムであって、数値は、商品の価格、個数、及び重量の少なくと
も何れか一つを示すことを特徴とする。
【００２１】
　請求項８に記載の入力数値表示プログラムは、請求項１乃至請求項７の何れか一項に記
載の入力数値表示プログラムであって、取得手段は、ユーザによる数値を入力する操作を
検出することで、数値の入力を受け付け、受け付けられた数値を取得することを特徴とす
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る。
【００２２】
　請求項９に記載の入力数値表示装置は、数値の入力を受け付け、入力された数値を一桁
入力される度に取得する取得手段と、所定桁数以上の前記数値の入力に対して、前記数値
が一桁入力される毎に、前記入力された数値の数値情報に基づいて、前記入力された数値
全体を（i）前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を表す
アラビア数字でない文字又は文字列と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む
文字列、及び（ii）前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位
を含むアラビア数字でない文字又は文字列のみ、の少なくとも何れか一方で表される文字
情報であって、前記入力された数値全体と同じ値を表す文字情報である数値表示文字情報
に変換することにより当該数値表示文字情報のみを生成する生成手段と、前記数値が一桁
入力され、それに伴って前記数値表示文字情報が生成される毎に、当該数値表示文字情報
で表される文字又は文字列を表示する表示領域の表示を更新させる表示制御手段と、を備
えることを特徴とする。
【００２３】
　請求項９に記載の発明によれば、入力操作を行ったユーザは、表示領域における（i）
入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字でな
い文字又は文字列と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び（ii
）入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字で
ない文字又は文字列のみ、少なくとも何れか一方の表示から、入力した数値を直観的に把
握することができるため、誤入力が見過ごされる可能性を低下させることができる。
【００２４】
　請求項１０に記載の入力数値表示用サーバ装置は、数値の入力を受け付け、入力された
数値を取得する入力数値表示装置が、電気通信回線網を介して接続される入力数値表示用
サーバ装置であって、前記入力数値表示装置から、前記数値が一桁入力される毎に当該入
力数値表示装置が取得した前記入力された数値の数値情報を受信する受信手段と、所定桁
数以上の前記数値の入力に対して、前記受信手段が数値情報を受信する毎に、前記入力さ
れた数値の数値情報に基づいて、前記入力された数値全体を（i）前記入力された数値に
おける対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字でない文字又は文字列
と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び（ii）前記入力された
数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は
文字列のみ、の少なくとも何れか一方で表される文字情報であって、前記入力された数値
全体と同じ値を表す文字情報である数値表示文字情報に変換することにより当該数値表示
文字情報のみを生成する生成手段と、前記数値が一桁入力され、それに伴って前記数値表
示文字情報が生成される毎に、当該数値表示文字情報を前記入力数値表示装置に送信して
、前記入力数値表示装置に前記数値表示文字情報で表される文字又は文字列を表示させる
送信手段と、を備えることを特徴とする。
【００２５】
　請求項１０に記載の発明によれば、入力数値表示装置において入力操作を行ったユーザ
は、入力した数値が（i）前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れ
かの位を表すアラビア数字でない文字又は文字列と、当該位における値を表すアラビア数
字と、を含む文字列、及び（ii）前記入力された数値における対応する位のうち少なくと
も何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は文字列のみ、の少なくとも何れか一方で
表示されることから、入力した数値を直観的に把握することができるため、誤入力が見過
ごされる可能性を低下させることができる。
【００２６】
　請求項１１に記載の入力数値表示方法は、コンピュータが、入力された数値を一桁入力
される度に取得するステップと、前記コンピュータが、所定桁数以上の前記数値の入力に
対して、前記数値が一桁入力される毎に、前記入力された数値の数値情報に基づいて、前
記入力された数値全体を（i）前記入力された数値における対応する位のうち少なくとも
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何れかの位を表すアラビア数字でない文字又は文字列と、当該位における値を表すアラビ
ア数字と、を含む文字列、及び（ii）前記入力された数値における対応する位のうち少な
くとも何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は文字列のみ、の少なくとも何れか一
方で表される文字情報であって、前記入力された数値全体と同じ値を表す文字情報である
数値表示文字情報に変換することにより当該数値表示文字情報のみを生成するステップと
、前記コンピュータが、前記数値が一桁入力され、それに伴って前記数値表示文字情報が
生成される毎に、当該数値表示文字情報で表される文字又は文字列を表示する表示領域の
表示を更新させるステップと、を含むことを特徴とする。
【００２７】
　請求項１１に記載の発明によれば、入力操作を行ったユーザは、表示領域における（i
）入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字で
ない文字又は文字列と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び（
ii）入力された数値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字
でない文字又は文字列のみ、少なくとも何れか一方の表示から、入力した数値を直観的に
把握することができるため、誤入力が見過ごされる可能性を低下させることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、入力操作を行ったユーザは、表示領域における（i）入力された数値
における対応する位のうち少なくとも何れかの位を表すアラビア数字でない文字又は文字
列と、当該位における値を表すアラビア数字と、を含む文字列、及び（ii）入力された数
値における対応する位のうち少なくとも何れかの位を含むアラビア数字でない文字又は文
字列のみ、少なくとも何れか一方の表示から、入力した数値を直観的に把握することがで
きるため、誤入力が見過ごされる可能性を低下させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】オークションシステムの概要構成の一例を示す図である。
【図２】オークションサーバの概要構成の一例を示すブロック図である。
【図３】会員情報ＤＢに登録される情報の内容の一例を示す図である。
【図４】オークションＤＢに登録される情報の内容の一例を示す図である。
【図５】出品情報に設定される内容の一例を示す図である。
【図６】ＰＣ端末の概要構成の一例を示すブロック図である。
【図７】ＰＣ端末の表示部に表示される商品詳細ページの画面例を示す図である。
【図８】オークションサーバ及びＰＣ端末の処理例を示すフローチャートである。
【図９】オークションサーバ及びＰＣ端末の処理例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、以下に説明する実施
の形態は、オークションシステムについて本発明を適用した場合の実施形態である。
【００３１】
［１．オークションシステムの構成及び機能概要］
　先ず、本実施形態に係るオークションシステムＳの構成及び概要機能について、図１を
用いて説明する。
【００３２】
　図１は、本実施形態に係るオークションシステムＳの概要構成の一例を示す図である。
【００３３】
　図１に示すように、オークションシステムＳは、会員情報ＤＢ（Data Base）１０１及
びオークションＤＢ１０２を備えるオークションサーバ１と、複数のＰＣ端末２－ｉ（ｉ
＝１，２・・・ｎ）と、を含んで構成されている。
【００３４】
　オークションサーバ１と、ＰＣ端末２－ｉとは、ネットワークＮＷを介して、例えば、
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通信プロトコルにＴＣＰ／ＩＰ等を用いて相互にデータの送受信が可能になっている。な
お、ネットワークＮＷは、例えば、インターネット、専用通信回線（例えば、ＣＡＴＶ（
Community Antenna Television）回線）、移動体通信網（基地局等を含む）、及びゲート
ウェイ等により構築されている。
【００３５】
　このような構成のオークションシステムＳにおいて、オークションサーバ１は、例えば
、ネットワークＮＷを通じて各種のサービスを提供するサービス提供事業者により、オー
クションサービスを提供するために設置されたサーバ装置である。
【００３６】
　ＰＣ端末２－ｉのユーザは、これらのサービスを利用するため、会員登録手続を行うよ
うになっている（以下、サービスを利用することができるユーザを「会員」とも称する）
。会員になったユーザに対しては、会員ＩＤが付与される。ユーザは、この会員ＩＤを用
いてオークションサービスを利用することができる。登録された会員に関する会員情報は
会員情報ＤＢ１０１に登録されるようになっている。また、オークションサービスにおけ
る出品に関する情報、入札に関する情報、落札に関する情報等は、オークションＤＢ１０
２に登録されている。
【００３７】
　そして、オークションサーバ１は、ＰＣ端末２－ｉのリクエストに応じて、オークショ
ンＤＢ１０２や会員情報データベース１０１にアクセスしつつ、ＰＣ端末２－ｉのユーザ
間におけるオークションを成立させるための処理を行うようになっている。
【００３８】
　ＰＣ端末２－ｉは、オークションサーバ１にアクセスしてＷｅｂページを取得し、画面
に表示するようになっている。これにより、ユーザは、当該Ｗｅｂページを通じて、商品
の出品や入札を行うことができるようになっている。ＰＣ端末２－ｉは、本実施形態にお
いてはパーソナルコンピュータが適用されているが、例えば、ＰＤＡ（Personal Digital
 Assistant）、ＳＴＢ（Set Top Box）等の端末装置であっても良い。
【００３９】
　なお、ＰＣ端末２－ｉには、夫々所定のオペレーティングシステム、Ｗｅｂブラウザア
プリケーション、電子メールアプリケーション等がインストールされている。
【００４０】
［２．オークションサーバの構成及び機能］
　次に、オークションサーバ１の構成及び機能について、図２乃至図５を用いて説明する
。
【００４１】
　図２に示すように、オークションサーバ１は、操作部１１と、表示部１２と、通信部１
３と、ドライブ部１４と、記憶部１５と、入出力インタフェース部１６と、システム制御
部２０と、を備えている。そして、システム制御部２０と入出力インタフェース部１６と
は、システムバス２１を介して接続されている。
【００４２】
　なお、オークションサーバ１を、例えば、データベースを管理するサーバ、各種情報を
提供するＷＷＷサーバ等の複数のサーバ装置により構成されるサーバシステムとしても良
い。
【００４３】
　操作部１１は、例えば、キーボード、マウス等により構成されており、オペレータ等か
らの操作指示を受け付け、その指示内容を指示信号としてシステム制御部２０に出力する
ようになっている。表示部１２は、例えば、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）ディスプレイ、
液晶ディスプレイ等により構成されており、文字や画像等の情報を表示するようになって
いる。通信部１３は、ネットワークＮＷ等に接続して、他のサーバ装置、ＰＣ端末２－ｉ
等との通信状態を制御するようになっている。ドライブ部１４は、例えば、フレキシブル
ディスク、ＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）等のディスクＤＫ
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からデータ等を読み出す一方、当該ディスクＤＫに対してデータ等を記録するようになっ
ている。記憶部１５は、例えば、ハードディスクドライブ等により構成されており、各種
プログラム及びデータ等を記憶するようになっている。入出力インタフェース部１６は、
操作部１１～記憶部１５とシステム制御部２０との間のインタフェース処理を行うように
なっている。システム制御部２０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１７、ＲＯＭ
（Read Only Memory）１８、ＲＡＭ（Random Access Memory）１９等により構成されてい
る。
【００４４】
　記憶部１５には、会員情報ＤＢ１０１及びオークションＤＢ１０２が構築されている。
【００４５】
　図３に示すように、会員情報ＤＢ１０１には、会員に関する会員情報が、当該会員を識
別するための会員ＩＤに対応付けられて登録されている。具体的に会員情報には、例えば
、会員ＩＤ、ログインするためのパスワード、会員ランク、会員の氏名、郵便番号、住所
、電話番号、電子メールアドレス、生年月日、性別、会員の保有ポイント、クレジットカ
ードのカード番号及びそのクレジットカードの有効期限等が設定される。
【００４６】
　図４に示すように、オークションＤＢ１０２には、オークションに関する情報が、各会
員毎に、会員ＩＤと対応付けて登録されている。具体的には、オークションデータベース
１０２には、会員ＩＤ、会員のニックネーム、入札情報、落札情報、出品情報等が登録さ
れている。
【００４７】
　先ず、入札情報は、会員による入札に関する情報であり、入札した商品毎に、オークシ
ョンＩＤと対応付けて登録されている。具体的に、入札情報には、オークションＩＤ、入
札されたことによって付与される入札番号、入札日時、入札個数、入札価格等が設定され
る。
【００４８】
　次に、落札情報は、会員によって落札された商品に関する情報であり、落札した商品毎
に、オークションＩＤと対応付けて登録されている。具体的に、落札情報には、オークシ
ョンＩＤ、入札番号、落札日時、落札個数、落札価格等が設定される。
【００４９】
　次に、出品情報は、会員によって出品された商品に関する情報であり、出品された商品
毎に、そのオークションを識別するためのオークションＩＤと対応付けて登録されている
。具体的には、出品情報には、図５に示すように、オークションＩＤ、出品された商品の
カタログ情報のカタログＩＤ、商品名、出品個数、出品された商品が属するジャンルを示
すジャンル情報、新品または中古を示す商品状態、商品説明文、開始価格、即落価格、最
低入札価格、オークション開始日時、オークション終了日時、出品された商品等の画像デ
ータの登録先を示す画像ＵＲＬ、入札件数、現在価格、最高額で入札した会員の会員ＩＤ
、当該会員のニックネーム等が設定される。
【００５０】
　また、記憶部１５には、Ｗｅｂページを構成するＨＴＭＬデータ、画像データ、音声デ
ータ、テキストデータ等が記憶されている。この中には、ユーザが入札金額（最高入札額
ともいう）を入力する入札エリアを含む商品詳細ページを表示させるための商品詳細ペー
ジ用ＨＴＭＬデータが含まれている。商品詳細ページ用ＨＴＭＬデータには、スクリプト
タグが記述されており、当該スクリプトタグにより特定されるスクリプト（「入力数値表
示プログラム」の一例）は、ＰＣ端末２－ｉ等において実行されることで、商品詳細ペー
ジの入札エリアにおいてユーザが入札金額を入力する際の入力補助機能を実現する。
【００５１】
　更に、記憶部１５には、所定のオペレーティングシステムのほか、ＨＴＴＰ（Hyper Te
xt Transfer Protocol）プロトコルを用いて、ＰＣ端末２－ｉ等から送信されたリクエス
トに応じて、当該記憶部１５に記憶されている各種のデータに基づきＷｅｂページを生成
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し、当該ＷｅｂページをＰＣ端末２－ｉ等に送信するためのＷＷＷ（World Wide Web）サ
ーバプログラム、ＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol）プロトコルを用いて、他
のメールサーバから送信された電子メールを受信する一方、サーバ自らが作成した電子メ
ールを、他のメールサーバに送信するためのメールサーバプログラム、各データベースを
管理するデータベース管理プログラム等が記憶されている。
【００５２】
　また更に、記憶部１５には、会員情報ＤＢ１０１に登録されている各種情報を管理する
会員情報管理プログラム、オークションＤＢ１０２に登録されている各種情報を管理する
オークション情報管理プログラム、オークションサイトにおける出品、入札、落札、出品
者と落札者との間の連絡等に関する処理を行うオークション処理プログラム等が記憶され
ている。
【００５３】
　なお、各種プログラム等は、例えば、他のサーバ装置等からネットワークＮＷを介して
取得されるようにしても良いし、ＣＤ－ＲＯＭ等のディスクＤＫに記録されてドライブ部
１４を介して読み込まれるようにしても良い。
【００５４】
　システム制御部２０は、ＣＰＵ１７が、ＲＯＭ１８や記憶部１５に記憶された各種プロ
グラムを読み出し、ＲＡＭ１９を使用しつつ実行することによりオークションサーバ１の
各部を制御する。
【００５５】
　例えば、システム制御部２０は、ＰＣ端末２－ｉから送信されてきたリクエストを受信
し、当該リクエストに応じたＷｅｂページを表示させるためのＨＴＭＬデータ等を送信す
る。また、システム制御部２０は、ログイン処理を行ったり、ＰＣ端末２－ｉから送信さ
れてきた情報に基づいてオークションＤＢ１０２内の情報を更新したりする。
【００５６】
［３．ＰＣ端末の構成及び機能］
　次に、ＰＣ端末２－ｉの構成及び機能について図６及び図７を用いて説明する。但し、
ＰＣ端末２－ｉはオークションサーバ１とほぼ同様の構成を有しているため一部説明を省
略し、オークションサーバ１との差異点を中心に説明する。
【００５７】
　図６に示すようにＰＣ端末２－ｉは、図２に示したオークションサーバ１と同様に、操
作部３１と、表示部３２と、通信部３３と、ドライブ部３４と、記憶部３５と、入出力イ
ンタフェース部３６と、システム制御部４０と、を備えている。そして、システム制御部
４０と入出力インタフェース部３６とは、システムバス４１を介して接続されている。
【００５８】
　操作部３１は、例えば、入札金額などの数値を入力可能なキーボードと、マウス等によ
り構成されており、ユーザからの操作指示を受け付け、その指示内容を指示信号としてシ
ステム制御部４０に出力するようになっている。
【００５９】
　通信部３３は、ネットワークＮＷ等に接続して、オークションサーバ１やその他のサー
バ装置、ＰＣ端末２－ｉ等との通信状態を制御するようになっている。また、当然のこと
ながら、ＰＣ端末２－ｉの記憶部３５には、会員情報ＤＢ及びオークションＤＢは構築さ
れていない。
【００６０】
　システム制御部４０は、上述した商品詳細ページ用ＨＴＭＬデータをオークションサー
バ１から受信すると、表示部３２に商品詳細ページを表示させる。図７に示すように、商
品詳細ページ５００は、ユーザが、出品された商品を入札するか否か等を判断するために
閲覧するＷｅｂページであり、当該ページは、商品名表示５１０、出品者情報表示エリア
５２０、オークション情報表示エリア５３０、言語選択エリア５４０、入札エリア５５０
、画像表示エリア５６０、商品説明文表示エリア５７０、カタログ参照ボタン５８０、入
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札履歴表示エリア５９０等により構成されている。
【００６１】
　商品名表示５１０には、出品された商品の商品名が表示される。また、出品者情報表示
エリア５２０には、出品者に関する情報（ニックネーム、取引方法、支払い方法等）が表
示される。また、オークション情報表示エリア５３０には、出品された商品のオークショ
ンに関する情報（現在価格、残り時間、出品個数、入札件数、開始価格、開始時間、終了
時間等）が表示される。
【００６２】
　言語選択エリア５４０には、日本語オプションボタン５４１、英語オプションボタン５
４２及び中国語オプションボタン５４３が設けられており、ユーザの操作により何れかの
オプションボタンが必ず選択されるようになっている。言語選択エリア５４０は、Ｗｅｂ
ページで使用する言語を選択するためのエリアであり、システム制御部４０はここで選択
されたオプションボタンに対応する言語を使用言語として設定し、当該設定した使用言語
によりＷｅｂページを表示させる。なお、本実施形態では、特に明記しない限り、日本語
オプションボタン５４１が選択されているものとする。
【００６３】
　入札エリア５５０には、出品された商品に対する入札金額を入力するための入札金額入
力エリア５５１と、入力した入札金額での入札を行うための入札ボタン５５３が設けられ
ている。また、入札エリア５５０には、ユーザによる入札金額入力エリア５５１への入札
金額（数値）の入力を補助するための入力補助エリア５５２が設けられている。ユーザの
操作に基づいて入札金額（数値）が入力されると、入札金額入力エリア５５１に当該入力
された入札金額（数値）を表すアラビア数字のみが表示されるとともに、入力補助エリア
５５２に当該入力された入札金額（数値）の位を示す漢字と、当該位の値を示すアラビア
数字とからなる文字列が表示される。なお、本実施形態において位を示す漢字として用い
るのは「万」と「億」のみとし、例えば、アラビア数字で「５２９１０００」と表される
数値は、「５２９万１０００」と表す。このうち「万」が位を示す漢字であり、「５２９
」が位の値を示すアラビア数字に対応する。また、本実施形態においては採用していない
が、位を示す漢字として「千」、「百」、「十」を用いることとしてもよいし、更に、オ
ークションにおいて用いられることは想定されにくいが「兆」や「京」などの大きな数の
単位を示す漢字を必要に応じて用いることとしてもよい。
【００６４】
　ここで、言語選択エリア５４０において英語オプションボタン５４２、又は中国語オプ
ションボタン５４３が選択されている場合における入力補助エリア５５２の表示態様つい
て説明する。英語オプションボタン５４２が選択されている場合、ユーザの操作に基づい
て入札金額（数値）が入力されると、入札金額入力エリア５５１に当該入力された入札金
額（数値）を表すアラビア数字のみが表示されるとともに、入力補助エリア５５２に当該
入力された入札金額（数値）の位を示す英単語（文字列）と、当該位の値を示すアラビア
数字とからなる文字列が表示される。例えば、位を示す英単語（文字列）として、「hund
red」、「thousand」、「million」、「billion」、・・・、などを用い、「10 hundred
」などと表示する。
【００６５】
　また、中国語オプションボタン５４３が選択されている場合、ユーザの操作に基づいて
入札金額（数値）が入力されると、入札金額入力エリア５５１に当該入力された入札金額
（数値）を表すアラビア数字のみが表示されるとともに、入力補助エリア５５２に、中国
語において当該入力された入札金額（数値）の位を示す漢字と、当該位の値を示すアラビ
ア数字とからなる文字列が表示される。例えば、位を示す漢字として、「百」、「千」、

なお、商品詳細ページ用ＨＴＭＬデータに記述されたスクリプトタグにより特定される上
記スクリプトは、言語選択エリア５４０内の何れのオプションボタンが選択状態にあるか
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を参照し、選択されている言語に応じて入力補助エリア５５２の表示を制御するように記
述されているものとする。
【００６６】
　画像表示エリア５６０には、出品された商品等の画像が表示される。また、商品説明文
表示エリア５７０には、出品された商品の説明文が表示される。
【００６７】
　カタログ参照ボタン５８０をユーザが選択すると、出品された商品のカタログ情報を表
示するカタログページ（図示しない）が画面に表示される。また、入札履歴表示エリア５
９０には、これまでの入札の履歴が表示される。
【００６８】
　［４．オークションシステムの動作］
　次に、オークションシステムＳの動作について、図８及び図９を用いて説明する。
【００６９】
　図８に示すように、ＰＣ端末２－ｉのシステム制御部４０は、オークションページ（図
示しない）を表示するため、ユーザ操作によりページリクエストをオークションサーバ１
に送信する（ステップＳ１０１）。オークションサーバ１のシステム制御部２０は、ペー
ジリクエストを受信すると（ステップＳ１１１）、ログインページ用ＨＴＭＬデータをＰ
Ｃ端末２－ｉに送信する（ステップＳ１１２）。ＰＣ端末２－ｉのシステム制御部４０は
、ログインページ用ＨＴＭＬデータを受信すると、ログインページを表示部３２に表示さ
せる（ステップＳ１０２）。
【００７０】
　ここでユーザは、自身が会員登録されている場合には会員ＩＤ及びパスワードを入力し
、自身が会員登録されていない場合には、会員登録に必要な個人情報（パスワード、氏名
、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス等）を入力する（ステップＳ１０３）。ＰＣ
端末２－ｉのシステム制御部４０は、入力操作を検出すると入力された会員ＩＤ及びパス
ワード、又は、個人情報をオークションサーバ１に送信する（ステップＳ１０４）。
【００７１】
　オークションサーバ１のシステム制御部２０は、会員ＩＤ及びパスワードか、個人情報
を受信すると（ステップＳ１１３）、受信した情報が会員ＩＤ及びパスワードであるか否
かを判定する（ステップＳ１１４）。このとき、システム制御部２０は、受信した情報が
個人情報である場合には（ステップＳ１１４：ＮＯ）、新しい会員ＩＤを発行し、受信し
た個人情報を会員情報として新しい会員ＩＤに対応付けて会員情報ＤＢ１０１に登録する
（ステップＳ１１５）。
【００７２】
　一方、システム制御部２０は、受信した情報が会員ＩＤ及びパスワードである場合には
、この会員ＩＤ及びパスワードでユーザ認証を行い、当該認証が成功したか否かを判定す
る（ステップＳ１１６）。このとき、システム制御部２０は、ユーザ認証に成功しなかっ
た場合には（ステップＳ１１６：ＮＯ）、エラー表示ページ用ＨＴＭＬデータをＰＣ端末
２－ｉに送信し（ステップＳ１１７）、当該フローチャートにおける処理を終了させる。
なお、ＰＣ端末２－ｉはエラー表示ページ用ＨＴＭＬデータを受信すると、エラー表示ペ
ージを表示部３２に表示させる。
【００７３】
　システム制御部２０は、会員情報を登録した場合（ステップＳ１１５）、又は、ユーザ
認証に成功した場合には（ステップＳ１１６：ＹＥＳ）、発行又は受信した会員ＩＤをセ
ッション管理によってＰＣ端末２－ｉに対応付け、ログイン後ページ用ＨＴＭＬデータを
ＰＣ端末２－ｉに送信する（ステップＳ１１８）。ＰＣ端末２－ｉのシステム制御部４０
は、ログイン後ページ用ＨＴＭＬデータを受信すると、ログイン後ページを表示部３２に
表示させる（ステップＳ１０５）。ログイン後ページは、例えば、オークションサイトの
トップページ等である。
【００７４】
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　その後、図９に示すように、ＰＣ端末２－ｉのシステム制御部４０は、ユーザによる商
品の検索操作や選択操作に応じて、商品詳細リクエストをオークションサーバ１に送信す
る（ステップＳ２０１）。オークションサーバ１のシステム制御部２０は、商品詳細リク
エストを受信すると（ステップＳ２１１）、商品詳細ページ用ＨＴＭＬデータをＰＣ端末
２－ｉに送信する（ステップＳ２１２）。ＰＣ端末２－ｉのシステム制御部４０は、商品
詳細ページ用ＨＴＭＬデータを受信すると、商品詳細ページ５００（図７参照）を表示部
３２に表示させる（ステップＳ２０２）。
【００７５】
　次いで、システム制御部４０は、商品詳細ページ５００を表示させている状態において
、ユーザによる入札ボタン５５３を選択する操作を検出したか否かを判定する（ステップ
Ｓ２０３）。このとき、システム制御部４０は、入札ボタン５５３を選択する操作を検出
していないと判定した場合には（ステップＳ２０３：ＮＯ）、次いで、ユーザによる入札
金額入力エリア５５１への入札金額（数値）の入力操作を検出したか否かを判定する（ス
テップＳ２０４）。
【００７６】
　このとき、システム制御部４０は、入札金額（数値）の入力操作を検出していないと判
定した場合には（ステップＳ２０４：ＮＯ）、ステップＳ２０３の処理に移行する。一方
、システム制御部４０は、入札金額（数値）の入力操作を検出したと判定した場合には（
ステップＳ２０４：ＹＥＳ）、入札金額入力エリア５５１及び入力補助エリア５５２の表
示を更新する（ステップＳ２０５）。
【００７７】
　具体的には、システム制御部４０は、商品詳細ページ用ＨＴＭＬデータに記述されてい
るスクリプトタグにより特定されるスクリプトを実行することにより、入札金額入力エリ
ア５５１へ数字を入力する操作を検出する毎に、アラビア数字が最下位の桁へ順に追記さ
れていくように入札金額入力エリア５５１の表示を更新する。これに伴って、システム制
御部４０は、入札金額入力エリア５５１においてアラビア数字で表示されている数値がア
ラビア数字と漢字（「万」又は「億」）の組み合わせからなる文字列で示されるように入
力補助エリア５５２の表示を更新する。但し、本実施形態では、入力桁数が５桁未満の場
合にはアラビア数字のみが表示される。
【００７８】
　例えば、システム制御部４０は、入札金額入力エリア５５１に数値が入力されていない
状態において、「１」、「５」、「５」、「５」、「０」、「０」、「０」と、次々に数
字を入力する操作を検出した場合には、入札金額入力エリア５５１の表示を、「１」、「
１５」、「１５５」、「１５５５」、「１５５５０」、「１５５５００」、「１５５５０
００」と次々に更新していく。これに伴って、システム制御部４０は、入力補助エリア５
５２の表示も、「１」、「１５」、「１５５」、「１５５５」、「１万５５５０」、「１
５万５５００」、「１５５万５０００」と次々に更新していく。
【００７９】
　なお、本実施形態では、スクリプトにしたがって、入札金額入力エリア５５１に入力さ
れた入札金額（数値）を、入力補助エリア５５２に表示する文字列へ変換して生成する処
理が行われることとなるが、変換生成処理を実行するのはスクリプトに限られない。例え
ば、システム制御部４０が当該変換生成処理を実行する構成としてもよいし、また、オー
クションサーバ１のシステム制御部２０が、入札金額入力エリア５５１に入力された入札
金額（数値）をＰＣ端末２－ｉから受信し、これに基づいて当該変換生成処理を行った上
で当該ＰＣ端末２－ｉに送り返す、という構成にしてもよい。システム制御部４０は、ス
テップＳ２０５の処理を終えるとステップＳ２０３の処理に移行する。
【００８０】
　また、ＰＣ端末２－ｉのシステム制御部４０は、ステップＳ２０３の処理で入札ボタン
５５３を選択する操作を検出したと判定した場合には（ステップＳ２０３：ＹＥＳ）、次
いで、入札金額入力エリア５５１に入力された入札金額を示す入札金額情報をオークショ
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ンサーバ１に送信する（ステップＳ２０６）。なお、システム制御部４０は、入札ボタン
５５３を選択する操作を検出した際、(i)入札金額が入力されていない場合、(ii)入札金
額が現在の入札金額より低い場合には、エラー画面を表示させ、ユーザに再入力を促すこ
ととする。
【００８１】
　他方、オークションサーバ１のシステム制御部２０は、ＰＣ端末２－ｉから入札金額情
報を受信すると（ステップＳ２１３）、当該入札金額情報に基づいて入札処理を実行し（
ステップＳ２１４）、当該フローチャートにおける処理を終了する。システム制御部２０
は、入札処理として、オークションＤＢ１０２における入札情報や出品情報の更新等を行
う。
【００８２】
　以上説明したように、本実施形態のＰＣ端末２－ｉ（「入力数値表示装置」の一例）は
、ユーザによる入札金額（「数値」の一例）を入力する操作を検出し、入力された入札金
額を取得するシステム制御部４０（「取得手段」の一例）と、入力された入札金額を表す
アラビア数字のみを入札金額入力エリア５５１（「第１表示領域」の一例）に表示させる
システム制御部４０（「第１表示制御手段」の一例）と、入力された入札金額を表す、ア
ラビア数字と、アラビア数字でない文字又は文字列と、からなる文字列であって、当該数
値と同じ値を表す文字又は文字列を示す数値表示文字情報を生成するシステム制御部４０
（「生成手段」の一例）、数値表示文字情報が示す文字又は文字列を入力補助エリア５５
２（「第２表示領域」の一例）に表示させるシステム制御部４０（「第２表示制御手段」
の一例）と、を備える。当該構成により、ユーザの入力操作により入力された入札金額は
、入札金額入力エリア５５１にアラビア数字のみで表されるとともに、入力補助エリア５
５２に、アラビア数字と、アラビア数字でない文字又は文字列と、からなる文字列で表さ
れる。
【００８３】
　したがって、入力操作を行ったユーザは、入札金額入力エリア５５１におけるアラビア
数字のみの表示だけではなく、入力補助エリア５５２におけるアラビア数字と、アラビア
数字でない文字又は文字列と、からなる文字列の表示から、入力した入札金額を直観的に
把握することができるため、誤入力が見過ごされる可能性を低下させることができる。
【００８４】
　また、本実施形態に係るＰＣ端末２－ｉのシステム制御部４０は、言語選択エリア５４
０の日本語オプションボタン５４１が選択されている場合において、入力補助エリア５５
２にアラビア数字と、アラビア数字でない文字又は文字列とからなる文字列を表示させる
場合に、入力された入札金額における位を示す「万」や「億」などの文字と、当該位の値
を示すアラビア数字とからなる文字列を表示させる。
【００８５】
　したがって、ユーザは、「万」や「億」などの文字で示される位と、当該位の値を示す
アラビア数字との組み合わせにより入力した入札金額を直観的に把握することができる。
例えば、ユーザが桁数の多い入札金額を入力した場合などには、「万」や「億」の文字で
示される位を基準として、当該入力した入札金額を把握することができることから、桁数
を誤って入力してしまう事態を防止することができる。
【００８６】
　また、本実施形態に係るＰＣ端末２－ｉのシステム制御部４０（「言語設定手段」の一
例）は、言語選択エリア５４０の英語オプションボタン５４２又は中国語オプションボタ
ン５４３が選択されている場合には、その選択されているオプションボタンに応じて使用
言語を設定し、当該設定した言語において、入力された入札金額における何れかの位を示
す英単語(「hundred」、「thousand」、「million」、「billion」など)や漢字(「百」、

当該位の値を示すアラビア数字とからなる文字列に変換して生成し、生成された文字列を
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入力補助エリア５５に表示させる。
【００８７】
　したがって、ユーザは、自分が理解できる言語（例えば、母国語）を使用言語として選
択することで、アラビア数字でない文字又は文字列で示される位を当該選択した言語で現
れる文字又は文字列に変換・生成して表示させることができる。よって、ユーザが、入力
補助エリア５５２に表示された入札金額を誤解してしまう可能性を低下させることができ
、延いては入札金額を誤入力してしまう可能性も低下させることができる。なお、本実施
形態では、選択できる言語として日本語、英語、中国語を例に挙げて説明したが、その他
の言語を選択肢に含めることによって、より多くのユーザの誤入力を防止することができ
る。また、使用言語を、ユーザ端末２－ｉのアクセス地域（国）に基づいて、自動で設定
してもよい。あるいは、使用言語を、ユーザ端末２－ｉのアクセス地域（国）に関わらず
、常に英語に設定してもよい。
【００８８】
　なお、本実施形態では、入札金額入力エリア５５１に入力された入札金額をアラビア数
字と、アラビア数字でない文字又は文字列と、からなる文字列に変換・生成して入力補助
エリア５５２に表示させる構成としたが、アラビア数字でない文字又は文字列のみを表示
させる構成としてもよいし、また、別の入力補助エリアを設けて双方を表示させる構成と
してもよい。
【００８９】
　ここで、入力補助エリア５５２にアラビア数字でない文字又は文字列のみを表示させる
場合について説明する。ユーザにより使用言語として日本語が選択されている場合には、
漢数字のみを表示させることとする。例えば、「１５２３８」は「一万五千二百三十八」
と表す。なお、大字を用いて「壱万五千弐百参拾八」と表すこととしてもよい。
【００９０】
　また、ユーザにより使用言語として英語が選択されている場合には、英単語のみを表示
させることとする。例えば、「１５２３８」は「fifteen thousand two hundred and thi
rty-eight」と表す。
【００９１】
　更に、ユーザにより使用言語として中国語が選択されている場合には、漢数字のみを表
示させることとする。中国語の数詞表現には小写と大写があるが何れにより表示してもよ
い。例えば、「１５２３８」を、小写で「一万五千二百三十八」と表してもよいし、大写

または、日本語、英語、及び、中国語など、複数の使用言語による文字列を併記してもよ
い。
【００９２】
　また、ユーザによる入札金額（「数値」の一例）を入力する操作は、例えば、入札金額
入力エリア５５１にユーザが入札金額を入力した後に、トリガーとなる操作（例えば、入
札金額入力エリア５５１からマウスのポインタを外す、あるいは商品詳細ページ５００に
配置された何らかのボタンを押下する等）を行うことであってもよい。その場合、入札金
額入力エリア５５１に「１５５５０００」と入力された後に、システム制御部４０は「１
５５５０００」を変換して「１５５万５０００」を生成し、入力補助エリア５５２に表示
する。
【００９３】
　また、オークションサーバ１（「入力数値表示用サーバ装置」の一例）は、ユーザによ
る入札金額（「数値」の一例）を入力する操作を検出し、入力された入札金額を取得する
システム制御部４０（「取得手段」の一例）と、入力された入札金額を表すアラビア数字
のみを入札金額入力エリア５５１（「第１表示領域」の一例）に表示させるシステム制御
部４０（「表示制御手段」の一例）と、を有するＰＣ端末２－ｉ（「入力数値表示装置」
の一例）が、ネットワークＮＷ（「電気通信回線網」の一例）を介して接続され、ＰＣ端
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末２－ｉから、入力された入札金額を示す金額情報（「数値情報」の一例）を受信するシ
ステム制御部２０（「受信手段」の一例）と、ＰＣ端末２－ｉが、入力された入札金額を
表す、（i）アラビア数字と、アラビア数字でない文字又は文字列と、からなる文字列、
及び（ii）アラビア数字でない文字又は文字列のみ、の少なくとも何れか一方で表される
文字又は文字列であって、入力された入札金額と同じ値を表す文字又は文字列を示す数値
表示文字情報を生成するシステム制御部２０（「サーバ生成手段」の一例）と、数値表示
文字情報をＰＣ端末２－ｉに送信するシステム制御部２０（「送信手段」の一例）と、を
備える構成としてもよい。当該構成とした場合にも、入力操作を行ったユーザは、入札金
額入力エリア５５１におけるアラビア数字のみの表示だけではなく、入力補助エリア５５
２における（i）アラビア数字と、アラビア数字でない文字又は文字列と、からなる文字
列、又は（ii）アラビア数字でない文字又は文字列のみの表示から、入力した入札金額を
直観的に把握することができるため、誤入力が見過ごされる可能性を低下させることがで
きる。
【００９４】
　また、本実施形態ではオークションシステムＳにおいて入札金額を入力する場合につい
て本発明を適用したが、数値を入力する様々なケースについて本発明を適用することがで
きる。例えば、商品発注者側に配置される商品発注端末が、商品の種別とその発注数を、
商品提供者側に配置されたサーバ装置に対して送信する商品発注システムにおいて、商品
発注者が商品発注端末に発注数を入力する場合について適用することができる。
【００９５】
　また、サービス提供事業者は、オークションのほか、例えば、ネットショッピング、宿
泊施設予約、ゴルフ場予約等のサービスを提供していてもよい。ネットショッピングの場
合においては、例えば、商品を買い物かごに入れた後、購入の前に買い物かご内の商品の
合計額を確認するために行う操作（例えば、確認ボタンの押下）によって、合計額（「数
値」の一例）の入力を受け付けてもよい。あるいは、ネットショッピングの場合において
、例えば、商品を購入するために行う操作（例えば、購入ボタンの押下）によって、購入
額（「数値」の一例）の入力を受け付けてもよい。宿泊施設予約及びゴルフ場予約の場合
においては、例えば、宿泊施設又はゴルフ場の予約をするために行う操作（例えば、予約
ボタンの押下）によって、施設（ゴルフ場）使用料（「数値」の一例）の入力を受け付け
てもよい。
【符号の説明】
【００９６】
１　オークションサーバ
１１　オークションサーバ／操作部
１２　オークションサーバ／表示部
１３　オークションサーバ／通信部
１４　オークションサーバ／ドライブ部
１５　オークションサーバ／記憶部
１６　オークションサーバ／入出力インタフェース部
１７　オークションサーバ／ＣＰＵ
１８　オークションサーバ／ＲＯＭ
１９　オークションサーバ／ＲＡＭ
２０　オークションサーバ／システム制御部
２１　オークションサーバ／システムバス
１０１　オークションサーバ／会員情報ＤＢ
１０２　オークションサーバ／オークションＤＢ
２―ｉ　ＰＣ端末
３１　ＰＣ端末／操作部
３２　ＰＣ端末／表示部
３３　ＰＣ端末／通信部
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３４　ＰＣ端末／ドライブ部
３５　ＰＣ端末／記憶部
３６　ＰＣ端末／入出力インタフェース部
３７　ＰＣ端末／ＣＰＵ
３８　ＰＣ端末／ＲＯＭ
３９　ＰＣ端末／ＲＡＭ
４０　ＰＣ端末／システム制御部
４１　ＰＣ端末／システムバス
ＮＷ　ネットワーク
Ｓ　オークションシステム

【図１】 【図２】
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