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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して通信可能に接続される、
　自動車保険の販売に対応する第１のサーバと、
　自動車に取り付ける所定種類の自動車用電子機器の販売に対応する第２のサーバと、
　上記自動車用電子機器を管理する第３のサーバと、
　上記自動車用電子機器が有する通信端末機能に応じた通信契約に対応する第４のサーバ
と、
　上記自動車用電子機器を自動車に取り付ける作業を行う工場を管理する第５のサーバと
、
　料金支払いの決済を行う第６のサーバと、
　端末装置とから成り、
　上記端末装置において、上記第１のサーバにアクセスして表示したページ画像に対して
行われた、自動車保険を購入申し込みするための入力操作として、契約者の個人情報、及
び保険契約内容に関する保険詳細情報とを入力する入力操作手段と、
　上記端末装置において、上記入力操作手段により入力された上記個人情報と上記保険詳
細情報とを保険申し込みデータとして上記第１のサーバに送信する第１の送信手段と、
　上記第１のサーバにおいて、受信した上記保険申し込みデータを、上記第２のサーバに
転送する第１の転送手段と、
　上記第２のサーバにおいて、受信した上記保険申し込みデータに含まれる保険補償対象
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の自動車を特定する情報を利用して、自身が記憶する自動車用電子機器のデータベースか
ら、この保険補償対象の自動車に取り付け可能な上記自動車用電子機器を検索する検索手
段と、
　上記第２のサーバにおいて、上記保険申し込みデータの内容と、上記検索手段により検
索された自動車用電子機器を示す内容とを有する、保険／機器申し込み画面のページを生
成する第１のページ生成手段と、
　上記端末装置において、上記保険申し込みデータの送信後に、上記第２のサーバの上記
保険／機器申し込み画面のページにアクセスして、保険／機器申し込み画面を表示させる
保険／機器申し込み画面表示手段と、
　上記端末装置において、保険／機器申し込み画面に対する申し込みの操作が行われたこ
とに応じて、保険／機器申し込み画面にて表示されている情報から成る保険／機器申し込
みデータを第２のサーバに送信する、第２の送信手段と、
　上記第２のサーバにおいて、受信した上記保険／機器申し込みデータにおける自動車用
電子機器を示す機器情報とともに、その在庫／納期通知要求を上記第３のサーバに対して
送信する通知要求手段と、
　上記第３のサーバにおいて、在庫／納期通知要求の受信に応じて、製品管理データベー
スから上記機器情報が示す自動車用電子機器の在庫／納期状況を示す在庫／納期データ検
索し、この在庫／納期データを上記第２のサーバに送信する第３の送信手段と、
　上記第２のサーバにおいて、上記保険／機器申し込みデータと、受信した上記在庫／納
期データとを上記第６のサーバに対して送信する第３の送信手段と、
　上記第６のサーバにおいて、受信した上記保険／機器申し込みデータと、上記在庫／納
期データとに基づいて、見積書画面のページを生成する、第２のページ生成手段と、
　上記端末装置において、上記保険／機器申し込みデータの送信後に、上記第６のサーバ
の上記見積書画面ページにアクセスして、上記見積書画面を表示させ、この表示された見
積書画面に対する操作から始まる申し込みの操作の入力に応じて、上記第６のサーバに対
してデータを送信する第４の送信手段と、
　上記第６のサーバにおいて、上記第４の送信手段により送信されるデータを受信して決
済までの処理を実行し、購買契約が成立したことを示す決済通知を、上記第２のサーバに
送信する決済処理手段と、
　上記第２のサーバにおいて、上記決済通知の受信に応じて、上記第３のサーバに対する
発注処理を含む購入対応処理を実行する、購入対応処理手段と、
　上記端末装置において、上記決済までの操作の入力が行われた後、上記第４のサーバに
アクセスして、上記入力操作により得られた個人情報が反映された通信端末契約画面のペ
ージを表示させ、表示された通信端末契約画面に対する操作に応じて、第４のサーバ側で
の通信契約に必要な通信契約データを送信する、通信端末対応処理表示手段と、
　上記端末装置において、上記決済までの操作の入力が行われた後、上記第５のサーバに
アクセスするアクセス手段と、
　上記第５のサーバにおいて、上記端末装置からのアクセスに応じて、この端末装置から
送信された保険／機器申し込みデータを第１のサーバから取り込み、取り込んだ保険申し
込みデータにおける契約者の住所を示す情報、補償対象の自動車を示す情報、購入された
自動車用電子機器を示す情報に基づいて、自身が記憶する工場データベースから、購入さ
れた自動車用電子機器を補償対象の自動車に取り付ける自動車工場を検索して、工場案内
画面のページを作成して、アクセスしてきた上記端末装置に送信する、工場案内手段と、
　を備える販売システム。
【請求項２】
　ネットワークを介して通信可能に接続される、
　自動車保険の販売に対応する第１のサーバと、
　自動車に取り付ける所定種類の自動車用電子機器の販売に対応する第２のサーバと、
　上記自動車用電子機器を管理する第３のサーバと、
　上記自動車用電子機器が有する通信端末機能に応じた通信契約に対応する第４のサーバ
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と、
　上記自動車用電子機器を自動車に取り付ける作業を行う工場を管理する第５のサーバと
、
　料金支払いの決済を行う第６のサーバと、
　端末装置とから成る販売システムの販売方法であって、
　上記端末装置において、上記第１のサーバにアクセスして表示したページ画像に対して
行われた、自動車保険を購入申し込みするための入力操作として、契約者の個人情報、及
び保険契約内容に関する保険詳細情報とを入力する入力操作手順と、
　上記端末装置において、上記入力操作手順により入力された上記個人情報と上記保険詳
細情報とを保険申し込みデータとして上記第１のサーバに送信する第１の送信手順と、
　上記第１のサーバにおいて、受信した上記保険申し込みデータを、上記第２のサーバに
転送する第１の転送手順と、
　上記第２のサーバにおいて、受信した上記保険申し込みデータに含まれる保険補償対象
の自動車を特定する情報を利用して、自身が記憶する自動車用電子機器のデータベースか
ら、この保険補償対象の自動車に取り付け可能な上記自動車用電子機器を検索する検索手
順と、
　上記第２のサーバにおいて、上記保険申し込みデータの内容と、上記検索手順により検
索された自動車用電子機器を示す内容とを有する、保険／機器申し込み画面のページを生
成する第１のページ生成手順と、
　上記端末装置において、上記保険申し込みデータの送信後に、上記第２のサーバの上記
保険／機器申し込み画面のページにアクセスして、保険／機器申し込み画面を表示させる
保険／機器申し込み画面表示手順と、
　上記端末装置において、保険／機器申し込み画面に対する申し込みの操作が行われたこ
とに応じて、保険／機器申し込み画面にて表示されている情報から成る保険／機器申し込
みデータを第２のサーバに送信する、第２の送信手順と、
　上記第２のサーバにおいて、受信した上記保険／機器申し込みデータにおける自動車用
電子機器を示す機器情報とともに、その在庫／納期通知要求を上記第３のサーバに対して
送信する通知要求手順と、
　上記第３のサーバにおいて、在庫／納期通知要求の受信に応じて、製品管理データベー
スから上記機器情報が示す自動車用電子機器の在庫／納期状況を示す在庫／納期データ検
索し、この在庫／納期データを上記第２のサーバに送信する第３の送信手順と、
　上記第２のサーバにおいて、上記保険／機器申し込みデータと、受信した上記在庫／納
期データとを上記第６のサーバに対して送信する第３の送信手順と、
　上記第６のサーバにおいて、受信した上記保険／機器申し込みデータと、上記在庫／納
期データとに基づいて、見積書画面のページを生成する、第２のページ生成手順と、
　上記端末装置において、上記保険／機器申し込みデータの送信後に、上記第６のサーバ
の上記見積書画面ページにアクセスして、上記見積書画面を表示させ、この表示された見
積書画面に対する操作から始まる申し込みの操作の入力に応じて、上記第６のサーバに対
してデータを送信する第４の送信手順と、
　上記第６のサーバにおいて、上記第４の送信手順により送信されるデータを受信して決
済までの処理を実行し、購買契約が成立したことを示す決済通知を、上記第２のサーバに
送信する決済処理手順と、
　上記第２のサーバにおいて、上記決済通知の受信に応じて、上記第３のサーバに対する
発注処理を含む購入対応処理を実行する、購入対応処理手順と、
　上記端末装置において、上記決済までの操作の入力が行われた後、上記第４のサーバに
アクセスして、上記入力操作により得られた個人情報が反映された通信端末契約画面のペ
ージを表示させ、表示された通信端末契約画面に対する操作に応じて、第４のサーバ側で
の通信契約に必要な通信契約データを送信する、通信端末対応処理表示手順と、
　上記端末装置において、上記決済までの操作の入力が行われた後、上記第５のサーバに
アクセスするアクセス手順と、
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　上記第５のサーバにおいて、上記端末装置からのアクセスに応じて、この端末装置から
送信された保険／機器申し込みデータを第１のサーバから取り込み、取り込んだ保険申し
込みデータにおける契約者の住所を示す情報、補償対象の自動車を示す情報、購入された
自動車用電子機器を示す情報に基づいて、自身が記憶する工場データベースから、購入さ
れた自動車用電子機器を補償対象の自動車に取り付ける自動車工場を検索して、工場案内
画面のページを作成して、アクセスしてきた上記端末装置に送信する、工場案内手順と、
　を実行する販売方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばインターネットなどのネットワークを介して商品を販売する販売システ
ムとその方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年においては、いわゆるインターネットショッピングが普及してきている。これは、例
えば購買客であるユーザが、インターネットと接続されたパーソナルコンピュータを用い
て、インターネット上のショッピング用のサイトにアクセスする。そして、例えばブラウ
ザ画面に表示されるサイトの画像に対して所定操作を行うことで、自分が購入したいと思
う製品を選ぶことができるようになっている。そして、購入すべき製品を決定するための
操作を行ったうえで、住所氏名などの個人情報、決済方法などの所要の事項を入力して料
金支払い手続きを行うことができるようになっている。
また、近年においては、上記したインターネットショッピングの１つとして、各種有形物
の商品のほか、例えば自動車保険などのような無形物商品の販売も行われてきている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記したようなことを背景とすれば、購買客のユーザとしては、例えば無形物商品の購入
を計画したときに、これに関連して、他の有形物商品も併せて購入を計画する機会が増え
てくることになる。
但し、現状においては、有形物商品であれば、有形物商品のみを取り扱うサイトにユーザ
がアクセスして、必要事項を入力して購入を行い、無形物商品であれば無形物商品のみを
取り扱うサイトにアクセスし、同様にして必要事項を入力して購入を行う必要がある。
つまり、ユーザとしては、例えば或る無形物商品と、これに関連する何らかの有形物商品
とを組み合わせて購入したいと思った場合には、例えば先ず、無形物商品のサイトにアク
セスして必要事項の入力を行って支払い契約までを済ませ、この後、リンクを辿るなどし
て有形物商品のサイトにアクセスし、同じような必要事項の入力を行って支払い契約まで
を済ませるという２度手間的な手順を踏む必要が生じてしまう。また支払い契約なども、
有形物商品と無形物商品とでそれぞれ別々に管理されることになる。
【０００４】
従って、例えばインターネットショッピングのユーザ（購買客）にとってみれば、なるべ
く簡便な操作手順によって有形物商品と無形物商品とを組み合わせて購入できるような販
売システムが構築されることが好ましいことになる。また、このような販売システムが構
築されれば、販売側としても、有形物商品と無形物商品との組み合わせ販売というこれま
でにない形態による販売サービスが提供できることになって、有効な運営を図ることが可
能にもなる。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　そこで本発明は上記した課題を考慮して、先ず、販売システムとして次のように構成す
る。
　つまり、ネットワークを介して通信可能に接続される、自動車保険の販売に対応する第
１のサーバと、自動車に取り付ける所定種類の自動車用電子機器の販売に対応する第２の
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サーバと、上記自動車用電子機器を管理する第３のサーバと、
　上記自動車用電子機器が有する通信端末機能に応じた通信契約に対応する第４のサーバ
と、上記自動車用電子機器を自動車に取り付ける作業を行う工場を管理する第５のサーバ
と、料金支払いの決済を行う第６のサーバと、端末装置とから成り、上記端末装置におい
て、上記第１のサーバにアクセスして表示したページ画像に対して行われた、自動車保険
を購入申し込みするための入力操作として、契約者の個人情報、及び保険契約内容に関す
る保険詳細情報とを入力する入力操作手段と、上記端末装置において、上記入力操作手段
により入力された上記個人情報と上記保険詳細情報とを保険申し込みデータとして上記第
１のサーバに送信する第１の送信手段と、上記第１のサーバにおいて、受信した上記保険
申し込みデータを、上記第２のサーバに転送する第１の転送手段と、上記第２のサーバに
おいて、受信した上記保険申し込みデータに含まれる保険補償対象の自動車を特定する情
報を利用して、自身が記憶する自動車用電子機器のデータベースから、この保険補償対象
の自動車に取り付け可能な上記自動車用電子機器を検索する検索手段と、上記第２のサー
バにおいて、上記保険申し込みデータの内容と、上記検索手段により検索された自動車用
電子機器を示す内容とを有する、保険／機器申し込み画面のページを生成する第１のペー
ジ生成手段と、上記端末装置において、上記保険申し込みデータの送信後に、上記第２の
サーバの上記保険／機器申し込み画面のページにアクセスして、保険／機器申し込み画面
を表示させる保険／機器申し込み画面表示手段と、上記端末装置において、保険／機器申
し込み画面に対する申し込みの操作が行われたことに応じて、保険／機器申し込み画面に
て表示されている情報から成る保険／機器申し込みデータを第２のサーバに送信する、第
２の送信手段と、上記第２のサーバにおいて、受信した上記保険／機器申し込みデータに
おける自動車用電子機器を示す機器情報とともに、その在庫／納期通知要求を上記第３の
サーバに対して送信する通知要求手段と、上記第３のサーバにおいて、在庫／納期通知要
求の受信に応じて、製品管理データベースから上記機器情報が示す自動車用電子機器の在
庫／納期状況を示す在庫／納期データ検索し、この在庫／納期データを上記第２のサーバ
に送信する第３の送信手段と、上記第２のサーバにおいて、上記保険／機器申し込みデー
タと、受信した上記在庫／納期データとを上記第６のサーバに対して送信する第３の送信
手段と、上記第６のサーバにおいて、受信した上記保険／機器申し込みデータと、上記在
庫／納期データとに基づいて、見積書画面のページを生成する、第２のページ生成手段と
、上記端末装置において、上記保険／機器申し込みデータの送信後に、上記第６のサーバ
の上記見積書画面ページにアクセスして、上記見積書画面を表示させ、この表示された見
積書画面に対する操作から始まる申し込みの操作の入力に応じて、上記第６のサーバに対
してデータを送信する第４の送信手段と、上記第６のサーバにおいて、上記第４の送信手
段により送信されるデータを受信して決済までの処理を実行し、購買契約が成立したこと
を示す決済通知を、上記第２のサーバに送信する決済処理手段と、上記第２のサーバにお
いて、上記決済通知の受信に応じて、上記第３のサーバに対する発注処理を含む購入対応
処理を実行する、購入対応処理手段と、上記端末装置において、上記決済までの操作の入
力が行われた後、上記第４のサーバにアクセスして、上記入力操作により得られた個人情
報が反映された通信端末契約画面のページを表示させ、表示された通信端末契約画面に対
する操作に応じて、第４のサーバ側での通信契約に必要な通信契約データを送信する、通
信端末対応処理表示手段と、上記端末装置において、上記決済までの操作の入力が行われ
た後、上記第５のサーバにアクセスするアクセス手段と、上記第５のサーバにおいて、上
記端末装置からのアクセスに応じて、この端末装置から送信された保険／機器申し込みデ
ータを第１のサーバから取り込み、取り込んだ保険申し込みデータにおける契約者の住所
を示す情報、補償対象の自動車を示す情報、購入された自動車用電子機器を示す情報に基
づいて、自身が記憶する工場データベースから、購入された自動車用電子機器を補償対象
の自動車に取り付ける自動車工場を検索して、工場案内画面のページを作成して、アクセ
スしてきた上記端末装置に送信する、工場案内手段とを備えることとした。
【０００６】
　また、販売方法として次のように構成する。
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　つまり、ネットワークを介して通信可能に接続される、自動車保険の販売に対応する第
１のサーバと、自動車に取り付ける所定種類の自動車用電子機器の販売に対応する第２の
サーバと、上記自動車用電子機器を管理する第３のサーバと、上記自動車用電子機器が有
する通信端末機能に応じた通信契約に対応する第４のサーバと、上記自動車用電子機器を
自動車に取り付ける作業を行う工場を管理する第５のサーバと、料金支払いの決済を行う
第６のサーバと、端末装置とから成る販売システムの販売方法であって、上記端末装置に
おいて、上記第１のサーバにアクセスして表示したページ画像に対して行われた、自動車
保険を購入申し込みするための入力操作として、契約者の個人情報、及び保険契約内容に
関する保険詳細情報とを入力する入力操作手順と、上記端末装置において、上記入力操作
手順により入力された上記個人情報と上記保険詳細情報とを保険申し込みデータとして上
記第１のサーバに送信する第１の送信手順と、上記第１のサーバにおいて、受信した上記
保険申し込みデータを、上記第２のサーバに転送する第１の転送手順と、上記第２のサー
バにおいて、受信した上記保険申し込みデータに含まれる保険補償対象の自動車を特定す
る情報を利用して、自身が記憶する自動車用電子機器のデータベースから、この保険補償
対象の自動車に取り付け可能な上記自動車用電子機器を検索する検索手順と、上記第２の
サーバにおいて、上記保険申し込みデータの内容と、上記検索手順により検索された自動
車用電子機器を示す内容とを有する、保険／機器申し込み画面のページを生成する第１の
ページ生成手順と、上記端末装置において、上記保険申し込みデータの送信後に、上記第
２のサーバの上記保険／機器申し込み画面のページにアクセスして、保険／機器申し込み
画面を表示させる保険／機器申し込み画面表示手順と、上記端末装置において、保険／機
器申し込み画面に対する申し込みの操作が行われたことに応じて、保険／機器申し込み画
面にて表示されている情報から成る保険／機器申し込みデータを第２のサーバに送信する
、第２の送信手順と、上記第２のサーバにおいて、受信した上記保険／機器申し込みデー
タにおける自動車用電子機器を示す機器情報とともに、その在庫／納期通知要求を上記第
３のサーバに対して送信する通知要求手順と、上記第３のサーバにおいて、在庫／納期通
知要求の受信に応じて、製品管理データベースから上記機器情報が示す自動車用電子機器
の在庫／納期状況を示す在庫／納期データ検索し、この在庫／納期データを上記第２のサ
ーバに送信する第３の送信手順と、上記第２のサーバにおいて、上記保険／機器申し込み
データと、受信した上記在庫／納期データとを上記第６のサーバに対して送信する第３の
送信手順と、上記第６のサーバにおいて、受信した上記保険／機器申し込みデータと、上
記在庫／納期データとに基づいて、見積書画面のページを生成する、第２のページ生成手
順と、上記端末装置において、上記保険／機器申し込みデータの送信後に、上記第６のサ
ーバの上記見積書画面ページにアクセスして、上記見積書画面を表示させ、この表示され
た見積書画面に対する操作から始まる申し込みの操作の入力に応じて、上記第６のサーバ
に対してデータを送信する第４の送信手順と、上記第６のサーバにおいて、上記第４の送
信手順により送信されるデータを受信して決済までの処理を実行し、購買契約が成立した
ことを示す決済通知を、上記第２のサーバに送信する決済処理手順と、上記第２のサーバ
において、上記決済通知の受信に応じて、上記第３のサーバに対する発注処理を含む購入
対応処理を実行する、購入対応処理手順と、上記端末装置において、上記決済までの操作
の入力が行われた後、上記第４のサーバにアクセスして、上記入力操作により得られた個
人情報が反映された通信端末契約画面のページを表示させ、表示された通信端末契約画面
に対する操作に応じて、第４のサーバ側での通信契約に必要な通信契約データを送信する
、通信端末対応処理表示手順と、上記端末装置において、上記決済までの操作の入力が行
われた後、上記第５のサーバにアクセスするアクセス手順と、上記第５のサーバにおいて
、上記端末装置からのアクセスに応じて、この端末装置から送信された保険／機器申し込
みデータを第１のサーバから取り込み、取り込んだ保険申し込みデータにおける契約者の
住所を示す情報、補償対象の自動車を示す情報、購入された自動車用電子機器を示す情報
に基づいて、自身が記憶する工場データベースから、購入された自動車用電子機器を補償
対象の自動車に取り付ける自動車工場を検索して、工場案内画面のページを作成して、ア
クセスしてきた上記端末装置に送信する、工場案内手順とを実行することとした。
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【０００７】
上記各構成によれば、例えば無形物商品についての購入申し込みに必要とされる所定項目
を購買客としてのユーザが端末装置側で入力し、これを購入申込情報としてサーバ群側に
送信すると、サーバ群側では、受信した購入申込情報に含まれる内容に基づいて、購入申
し込みを行った無形物商品と組み合わされた或る有形物商品を選択する。そして、端末装
置側では、この選択された有形物商品を提示して、無形物商品と有形物商品との組み合わ
せというかたちでユーザに勧めることができる。これは即ち、上記例であれば、無形物商
品の購入申し込みのための入力操作を行えば、これに関連する有形物商品の購入のための
申し込み手続きも一元的に行えることを意味している。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明を行っていく。本実施の形態としては、無形物商
品として自動車保険を販売するとともに、有形物商品としては、同じ自動車に関連するも
のである、いわゆるカーナビゲーション装置を販売する販売システムを例に挙げることと
する。
なお、以降の説明は次の順序で行う。
１．販売システム
１－１．全体構成
１－２．ユーザ端末装置
１－３．サーバ
２．操作手順
３．情報送受信形態例
【０００９】
１．販売システム
１－１．全体構成
図１は、本実施の形態としての販売システムの構成例を示している。
この図において、ユーザ端末装置１は、パーソナルコンピュータとされ、インターネット
と接続可能とされている。このユーザ端末装置１は、購買客であるユーザが使用する。
【００１０】
そして、本実施の形態の販売システムを構築するために、販売者側が運営するサーバとし
ては、自動車損害保険会社（損保会社）サーバ２、販売会社（販社）サーバ３、メーカサ
ーバ４、自動車整備工場サーバ５、通信業者サーバ６、ファイナンス会社サーバ７を少な
くとも備えている。
【００１１】
損保会社サーバ２は、或る特定の自動車保険会社が運営するサーバであり、このサーバに
アクセスすれば、少なくとも、その損保会社の販売商品である自動車保険の見積もり、及
び購入契約を結ぶことができるようになっている。つまり、損保会社サーバ２は、インタ
ーネットショッピングとして、自動車保険という無形物商品を販売提供可能なサーバとし
て構成される。
【００１２】
販社サーバ３は、有形物商品を販売提供可能なサーバとして構成されるもので、本実施の
形態であれば、後述するようにして、自動車保険と組み合わせての購入が勧められるカー
ナビゲーション装置も販売可能とされている。
【００１３】
例えば、無形物である自動車保険と、有形物であるカーナビゲーション装置とを組み合わ
せて販売することのみを実現するのであれば、上記損保会社サーバ２、販社サーバ３、及
び後述するファイナンス会社サーバ７をサーバとして備えていればよいことにはなるので
あるが、本実施の形態では、これらの自動車保険とカーナビゲーション装置を購入したユ
ーザに対してより積極的なサービスが提供できるように、メーカサーバ４、自動車整備工
場サーバ５、及び通信業者サーバ６も備えるものとされている。
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【００１４】
メーカサーバ４は、例えば販社サーバ３にて取り扱っている有形物商品のメーカが運営す
るサーバとされ、販社サーバ３からの商品の発注を受ける。また、例えば販社サーバ３か
らのリクエストに応じて、商品の在庫状況や納期などの情報を通知することも可能に構成
される。
【００１５】
整備工場サーバ５は、例えば本実施の形態の販売システムと契約しているとされる多数の
自動車整備工場に関連する情報を提供することができる。
詳しいことは後述するが、このサーバにアクセスすることにより、ユーザが所有する自動
車に対してカーナビゲーション装置を取り付けることのできる自動車整備工場を検索した
り、また、取り付け工事の予約などを受け付けることも可能とされている。
【００１６】
通信業者サーバ６は、例えば携帯電話などの無線通信会社が運営するサーバである。
例えば、本実施の形態の販売システムにおいて販売するカーナビゲーション装置のうちに
は、携帯電話などの技術を利用して無線通信を行うことで、インターネットとの接続が可
能とされる機種が含まれている。
そこで、例えばユーザがこのようなカーナビゲーション装置の購入を決定した際には、通
信業者サーバ６にアクセスすることで、このカーナビゲーション装置に搭載される無線通
信機の登録を行うことができるようになっている。
【００１７】
ファイナンス会社サーバ７は、例えば各種ファイナンス会社、金融機関のサーバとされ、
ここにアクセスすることで、商品の購入を決定した際において、料金支払いの決済を行う
ことができる。
【００１８】
１－２．ユーザ端末装置
図２のブロック図は、ユーザ端末装置１の内部構成例を示している。先にも述べたように
、この場合のユーザ端末装置１は、インターネットと接続可能なパーソナルコンピュータ
とされる。
【００１９】
この図において、ＣＰＵ１０１は、例えばＲＯＭ１０２に保持されているプログラムに従
って各種の処理を実行する。
また、ＲＡＭ１０３にはＣＰＵ１０１が各種処理を実行するのに必要なデータやプログラ
ム等が適宜保持される。
【００２０】
入出力インターフェイス１０４は、キーボード１０５とマウス１０６が接続されており、
これらから供給された操作信号をＣＰＵ１０１に出力するようにされている。また、入出
力インターフェイス１０４には、記憶媒体としてハードディスクを備えたハードディスク
ドライブ（ＨＤＤ）１０８が接続されている。ＣＰＵ１０１は、入出力インターフェイス
１０４を介して、ＨＤＤ１０８のハードディスクに対してデータやプログラム等の記録又
は読み出しを行うことができるようにされている。
この場合、入出力インタフェース１０４には、さらに、画像表示のためのディスプレイモ
ニタ１０７が接続されている。
【００２１】
メディアドライバ１０９は、特定種別のメディアに対応するドライバとされ、対応するメ
ディアに対してのデータの読み出し／書き込みを実行する。
【００２２】
通信インターフェイス１１０は、インターネットを介して通信を行うためのインターフェ
イスであり、例えば、インターネットとの接続が電話回線を利用したものであれば、ハー
ドウェアとしてはモデムなどが備えられ、また、ネットワークなどを介したものであれば
Ｅｔｈｅｒｎｅｔなどのインターフェイスとなる。
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【００２３】
データインターフェイス１１１は、例えばＳＣＳＩ、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４などに代
表される、外部周辺機器との通信のためのインターフェイスとされる。記録媒体６に対応
するドライバ装置は、例えばこのデータインターフェイス１１１により接続される外部周
辺機器とされてもよいものである。
【００２４】
内部バス１１２は、例えば、ＰＣＩ(Peripheral Component Interconnect)又はローカル
バス等により構成され、内部における各機能回路部間を相互に接続している。
【００２５】
１－３．サーバ
損保会社サーバ２、販社サーバ３、メーカサーバ４、整備工場サーバ５、通信業者サーバ
６、ファイナンス会社サーバ７は、例えばハードウェア的な構成としては、概略同様の構
成を採る。そこで、上記各サーバの基本構成を図３のブロック図に示しておく。
この図に示すサーバの構成としては、記憶部２００、通信インターフェイス２０３、制御
部２０４から成るものとしている。
記憶部２００には、そのサーバとしての機能を実現するのに必要とされる各種情報が格納
されるようにして記憶される。ここでは、記憶部２００に記憶される情報として、データ
ベース２０１、及び実行プログラム２０２が示される。なお、データベース２０１として
は、後述するようにして、各サーバごとに必要とされる所定内容の情報がデータベース化
されて格納される。また、実行プログラム２０２は、各サーバの制御部２０４が実行すべ
きプログラムが格納されている。
【００２６】
２．操作手順
続いて、図４～図１３を参照して、購買客であるユーザが商品を購入する際のユーザ端末
装置１に対する操作手順を説明していくこととする。図４～図１３には、ユーザ端末装置
１のディスプレイモニタ１０７に表示されるブラウザ画面が示される。
【００２７】
ここでは、先ず、ユーザは、無形物商品である自動車保険を購入することを計画している
とする。そこでユーザは、所定操作によってインターネット上のサイトを閲覧できるブラ
ウザといわれるアプリケーションプログラムを起動させ、本実施の形態の販売システムの
損保サーバ２における自動車保険購入のためのサイトにアクセスする。
これにより、ディスプレイモニタ１０７の表示画面上には、図４に示すようにして、自動
車保険購入のサイトのトップページが表示される。
この図に示すページ画面には、自動車保険とカーナビゲーション装置とを組み合わせて購
入できることが紹介されている。ユーザは、例えばこのページ画面上で、自動車保険とカ
ーナビゲーション装置を組み合わせて購入したければ、「カーナビ＋損保の申し込み」と
記述された表示領域部分またはその左側に表示される矢印部分をクリック操作する。また
、自動車保険のみの購入しか考えていなければ、その下側に表示されている「自動車保険
の申し込み」と記述された表示領域部分またはその左側に表示される矢印部分をクリック
操作する。
【００２８】
例えば、自動車保険とカーナビゲーション装置を組み合わせて購入した場合には、自動車
保険のみ、若しくはカーナビゲーション装置のみを購入した場合と比較して、少なくとも
一方の価格が値下げされたり、また、分割手数料が割引になるなど、ユーザにとっては支
払いに関してのメリットが得られる。また、サーバを運営する各企業にとっても、契約成
立時には所定割合のマージンを相互で支払うようにするなどして、利益でのメリットが得
られるようにもされる。
【００２９】
ここで、ユーザが上記した「カーナビ＋損保の申し込み」、「自動車保険の申し込み」に
対応する何れかの領域を選択してクリック操作を行ったとする。すると、先ず以降におい
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ては、自動車保険を購入するために必要となる項目を入力するためのページが表示されて
いくことになる。ここでは最初に、図５に示すようにして、ユーザの個人情報を入力させ
るためのページ（個人情報入力画面）が表示される。
ここでは、個人情報として、ユーザの氏名、その読み仮名、電子メールアドレス、生年月
日、年齢、性別、住所、電話番号、携帯電話番号、職業、会社住所などの入力項目が示さ
れている。ユーザは、これらの入力項目に対応する入力ウィンドウに対して、マウス、キ
ーボーなどを操作することによって、順次入力を行っていく。
なお、これらの項目の入力に際しては、例えば生年月日を入力したら自動的に年齢を判定
して年齢の入力項目に年齢を入力させたり、また、漢字による氏名を入力したときに、自
動的にその読みを判別して読み仮名の入力項目に対して仮名文字を入力させるようにして
、できるだけユーザの入力操作の手間が省けるようにするとよい。
【００３０】
そして、上記個人情報入力画面に対する入力を終えると、ユーザは、右下に表示される「
次へ」と示されるボタンをクリック操作する。すると、この場合には、図６に示す保険申
し込み画面としてのページへのアクセスが行われる。
この図に示す保険申し込み画面は、保険の内容を決定していくために必要となる項目を入
力していく画面とされる。ここでは、ユーザが所有する自動車に関する情報として車名、
車番、登録ナンバー、年式、車検期間などを入力するようにされている。これらの情報を
総合すれば、そのユーザが所有している自動車を特定する情報として扱うことが可能にな
る。
また、保険に関する情報としては、図示するように、現在加入している自賠責保険の保険
会社と証券番号、また、現在加入している任意保険についての各種情報（保険会社名、商
品名、等級、満期日、証券番号、保険料金の支払形態、そして、対人、対物、車両、同乗
者についての各補償金額、不担保とする年齢制限などの情報を入力するようにされている
。
なお、この図に示しているのは概略的なものであり、例えばほかにも、自動車の安全機能
の有無を入力する項目など、実際の保険料金設定に影響する各種の割引特約の項目を入力
するための各種入力ウィンドウが設けられるべきものである。
【００３１】
そして、上記した保険申し込み画面の入力を終えて、次のページへ進むための所定操作を
行ったとする。ここで、先の図４に示したトップページで、ユーザが自動車保険とカーナ
ビゲーション装置を購入するための操作を行っていたとすると、保険申し込み画面に続い
ては、例えば図７に示すカーナビ申し込み画面にアクセスする。
このカーナビ申し込み画面には、先の図６の保険申し込み画面に対する入力結果に応じて
、ユーザに勧める自動車保険の内容が示される。また、購入すべきカーナビゲーション装
置の購入を行うためのカーナビ購入エリアＡ１も表示される
【００３２】
カーナビ選択エリアＡ１内には、例えば［ＮＤＶＤ－５５ＳＤ－１］などのようにして、
カーナビゲーション装置の品番を示すウィンドウＡ１１が表示される。また、ウィンドウ
Ａ１２には、カーナビゲーション装置の取り付けサービスを受けるか否かを設定できるボ
タンが表示されており、ここでは、取り付けサービスを受けるものとしての設定が行われ
ている。また、その右には、支払方法を選択するためのウィンドウＡ１３が表示され、こ
こでは、分割払いを設定している。また、その左にはカーナビゲーション装置の価格も表
示される。
また、分割払いの分割方法としては、「契約年数」の入力ウィンドウに対して、入力を行
うことで申し込み設定ができるようになっている。ここでは、３年分割払いであることを
設定するための入力が行われており、これに応じて、自動車保険満期期間も３年間の期間
が自動的に設定されている。
【００３３】
ところで、上記カーナビ選択エリアＡ１内のウィンドウＡ１１に表示されるカーナビゲー
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ション装置の品番、つまり機種は、例えば次のようにして決定される。
先に行われた保険申し込み画面（図６）に対して入力された情報のうち、ユーザの自動車
に関する情報は、損保サーバ２だけではなく、例えば販社サーバ３に対しても送信される
。販社サーバ３は、送信されてきた情報における車種、年式などの情報に基づいて、ユー
ザの自動車に取り付け可能なカーナビゲーション装置の機種を、販社サーバ３にて販売可
能なものうちから検索する。そして、検索されたカーナビゲーション装置の機種を、カー
ナビ選択エリアＡ１に対してここでは品番として表示させるようにしている。
つまり、本実施の形態では、先に入力した自動車保険（無形物商品）についての情報に基
づいて、ユーザが所有する自動車に適合するとされるカーナビゲーション装置（有形物商
品）を自動的に選択できるようにしているものである。
なお、例えば実際には、複数のカーナビゲーション装置が検索結果として得られることは
当然考えられるので、このような場合には、ウィンドウＡ１１をプルダウンメニューにす
るなどして、複数の品番のなかから選択可能としてもよいものである。また、図示は省略
するが、検索されたカーナビゲーション装置を紹介し、また、これらのカーナビゲーショ
ン装置からユーザが所望の製品を選択決定できるような操作画面としてのページを設け、
このページにアクセスするようにしてもよいものである。このような操作画面ページへの
アクセスは、例えば販社サーバ３に対して行うようにされる。
【００３４】
また、ここでは、カーナビゲーション装置以外のオプションの商品として、セキュリティ
システムを購入するか否かの決定も行えるようになっている。これに対応して、カーナビ
申し込み画面には、セキュリティシステム購入エリアＡ２も表示される。セキュリティシ
ステム購入エリアＡ２には、先ずチェックボックスＡ１４が表示されており、ここにチェ
ックを付す操作を行えば、購入を選択したことになる。また、ここでも、その左側に対し
て、セキュリティシステムの取り付けサービスを受けるか否かを設定できるウィンドウＡ
１５が表示され、また、支払方法を選択するためのウィンドウＡ１６が表示される。そし
て、その左にはセキュリティシステムの価格も表示される。
このようにして、カーナビ申し込み画面への入力を行うことで、自動車保険とカーナビゲ
ーション装置とを組み合わせて購入する場合の見積もりを立てることができる。
【００３５】
そして、上記したカーナビ申し込み画面への入力を終え、これを送信するための操作を行
ったとする。この場合には、ユーザ端末装置１はファイナンス会社サーバ７にアクセスし
て、見積もりの情報をファイナンス会社サーバ７に対して送信する。
ファイナンス会社サーバ７では、受信した商品の見積もり情報に基づいて、実際の見積も
り計算書を作成するための処理が実行される。つまり、例えば分割払いが設定されたので
あれば、購入希望の商品の総額と、分割回数などによって決まる金利等に基づいて、１回
あたりの支払金額などを算出して、いわゆる見積計算書として必要な情報を得るものであ
る。そして、この作成された見積もり計算書としてのブラウザ画面のデータを、ユーザ端
末装置１に対して送信する。
【００３６】
この見積もり計算書のデータを受信したユーザ端末装置１では、例えば図８に示すような
見積書画面を表示させる。ユーザは、この内容を見て、自分の設定した内容に間違いが無
く、また、納得のいくものであるとして、この条件で購入したいと思ったのであれば、「
申込！」の文字表示の隣にある、矢印形状の購入決定ボタンＡ２１に対してクリック操作
を行う。
これにより、例えばユーザ端末装置１は、ファイナンス会社サーバ７に対してアクセスし
、現在の見積もりによる購入決定の通知を行う。そして、このような購入決定通知に応じ
て、ファイナンス会社サーバ７からは、図９に示す支払い情報入力画面のデータが送信さ
れる。
【００３７】
図９に示す支払い情報入力画面においては、入力項目として、「支払方法」、「カード会
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社」、「カード番号」、「有効期限」、「カード名義」の各入力ウィンドウが示される。
ユーザは、これらのウィンドウに対して、希望の決済方法に従った入力を行っていく。一
例として、「支払方法」のウィンドウは、例えばいわゆるプルダウンメニューとされて、
クレジットカード、デビッドカード、銀行（郵便局）引き落とし、振り込みなどをはじめ
とする、当該販売システムが対応可能な支払方法を選択することができるようになってい
る。
ここでは、クレジットカードを利用しての分割払いの場合の入力フォームに対してユーザ
が入力を行った場合の状態が示される。そして、決済のための所定操作が行われたとする
と、ここに入力された情報がファイナンス会社サーバ７に対して送信される。この支払い
方法を示す支払い情報の送信が、最終的な購入決定も示すことになる。そして、ファイナ
ンス会社サーバ７では、受信した支払い情報に基づいて、図９に示される内容に従って決
済のための処理を実行する。
【００３８】
なお、ここでは図示していないが、この後においては、購入契約が成立したことを示すペ
ージ画面をユーザ端末装置１により読み込ませて表示させるようになっている。
また、例えば決済が完了した後において、契約内容の詳細な内容を電子メールとして、ユ
ーザが利用するメールサーバに送信するようにもされる。
【００３９】
無形物商品である自動車保険と、無形物商品であるカーナビゲーション装置とを組み合わ
せた商品の購入決定と、決済までの操作及びこれに応じた動作の基本的な流れは、これま
での図４～図９による説明のようにして行われるのであるが、本実施の形態においては、
上記した自動車保険とカーナビゲーション装置とを組み合わせた商品の販売を核として、
更に多様なサービスも次のようにして提供することができる。
【００４０】
例えば、カーナビゲーション装置が無線電話回線網を利用してのインターネット接続が可
能な通信端末を有しているとした場合には、ユーザは、そのカーナビゲーション装置が備
える通信端末についての契約を行う必要がある。このような契約は、例えばカーナビゲー
ション装置がユーザの手元に渡ってから、ユーザ自身が行うようにしてもよいのであるが
、本実施の形態においては、カーナビゲーション装置の購入を決定した段階において、そ
のカーナビゲーション装置が通信端末を有している場合には、この通信端末の契約をブラ
ウザ画面に対する操作によって行えるようにもされる。
【００４１】
図１０は、このようなブラウザ画面の表示形態例を示している。
例えば図４～図９に示した操作手順の流れの中で、通信端末を有するカーナビゲーション
装置の購入が決定されたとすると、ユーザ端末装置１は通信業者サーバ６にアクセスして
、図１０に示すような通信端末契約画面のデータを表示させる。
この通信端末契約画面に対する入力操作を行うことで、通信端末利用サービスを受けるた
めの登録、または契約内容の変更（追加なども含む）を行うことができる。なお、例えば
実際の無線端末装置の契約にあたっては、その契約者の住所、氏名、生年月日等等をはじ
めとする個人情報も必要なのであるが、ここでの入力項目には、これらは含まれていない
。本実施の形態の場合、このような個人情報は、先に図５に示した個人情報入力画面に対
して入力された情報を各サーバ間で授受することで共通に利用するため、この通信端末契
約画面上での個人情報の入力は不要となるものである。
【００４２】
そして、申込のための操作を行えば、この契約内容の情報が通信業者サーバ６に対して送
信される。また、このときには、これまでのブラウザ画面に対して行われた入力により得
られている個人情報、及びカーナビゲーション装置や自動車に関する情報のうちから、通
信端末の契約に必要とされる所要のデータも通信業者サーバ６に送信するようにされてい
る。これらのデータは、ユーザ端末装置１から送信してもよいし、例えばこれまでアクセ
スされていた販社サーバ３にて取得して記憶しているデータを転送するようにしてもよい



(13) JP 4403639 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

。通信業者サーバ６では、これらの情報に基づいて例えばデータベースを作成するなどし
、契約を行った顧客の管理を行うようにされる。つまり、ユーザの個人情報と、そのユー
ザが使用する通信端末装置（カーナビゲーション装置）とを対応づけたうえで、例えば、
以降の回線使用時間や送受信したデータサイズ等に応じた課金処理等を行うことができる
ものである。
【００４３】
また、カーナビゲーション装置の購入が決定された場合に、ユーザが取り付けサービスを
受けるものとして設定している場合には、ユーザ端末装置１を整備工場サーバ５に対して
アクセスさせることができるようになっている。
整備工場サーバ５では、ユーザ端末装置１、または損保サーバ２、販社サーバ３などの何
れかから、先に自動車保険購入のためにユーザが入力した個人情報をはじめとする所要の
各種情報を送信してもらい、これを受信する。
整備工場サーバ５では、データベースとして、当該販売システムと提携している各地の自
動車整備工場や自動車ディーラーについて、その位置（所在地）、取り扱い可能な車種、
取り付け作業可能なカーナビゲーション装置などの情報を関連させたデータを有している
ものとされる。
そして、例えばユーザの個人情報に含まれる住所の情報、自動車の車種、また、購入決定
したカーナビゲーション装置の機種等の情報に基づいて、カーナビゲーション装置の取り
付けを行う自動車整備工場として、ユーザにとって最も都合がよいとされる工場を、デー
タベースから検索する。
そして、その検索結果を、例えば図１１に示すようにして工場案内画面として表示させる
。ここでは、文字による工場の紹介と、例えば地図による紹介とが行われる。この場合、
地図上においては、ユーザの住所（自宅）に対応する位置と、検索された工場との位置関
係が把握できるようにして表示が行われている。
【００４４】
上記のようにして地図情報を表示させるには、整備工場サーバ５では、地図情報のデータ
も格納しているものとされる。更に整備工場サーバ５としては、単にユーザの自宅と工場
の位置とを示すだけでなく、自宅から工場までの距離を示したり、また、ルートを検索し
て地図上に表示させたりする機能を与えることも可能とされる。更には、過去の渋滞情報
などを格納することで、これに基づいて、実移動時間などを表示させることも可能である
。
【００４５】
そして、本実施の形態では、例えば上記図１１に示すようにして工場の候補を提示すると
共に、図１２に示す別のページにアクセスすることも可能とされている。この図１２に示
すページは、取り付けスケジュール予約画面とされ、例えばユーザが候補の中から選択し
た工場の予約状況が表示される。このような表示を実現するため、整備工場サーバ５では
、提携している各工場と通信を行うなどして予約状況の情報を集め、これをデータベース
として格納しているものとされる。
ユーザは、この取り付けスケジュール予約画面に対して所定操作を行うことで、現在空い
ている日時を指定して予約を行うことができるようになっている。
なお、例えば希望の日時の予約が取れなかったような場合には、例えば、図１１に示した
工場案内画面に戻って、別の工場を選択し直すことができるようにもされている。
また、例えばその後におけるアクセスなどによって、キャンセル待ち状況を表示させたり
、或いは、電子メールなどによって、キャンセル待ち状況を通知するようにすることも考
えられる。
そして、例えば取り付けの予約日時が確定されれば、ブラウザ画面としては、図１３に示
すような予約確認画面が表示される。そしてこの場合には、例えばこの画面上に対する所
定操作によって、ユーザの自宅から工場までの地図を、ユーザが入手できるようにもして
いる。例えば地図情報申し込みのボタンが操作されたとすれば、整備工場サーバ５から電
子メールによってユーザ端末装置に対して地図情報を送信するようにされる。
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【００４６】
３．情報送受信形態例
これまで述べてきた販売システムとしての動作を得るためには、販売システムを構築する
ユーザ端末装置１、及び各サーバ間で所要の情報の送受信を行い、この情報に基づいて適
宜、或るサーバが所要の処理動作を実行する。
そこで、以降においては、上述してきた動作に対応して送受信される情報内容、及び、そ
の情報に応じてのユーザ端末装置１及び各サーバにおける動作について説明していくこと
とする。なお、以降においては、データ送受信に伴うユーザ端末装置１と各サーバの動作
が示されるが、ユーザ端末装置１が実行する動作は、各サーバから送信されるＨＴＭＬな
どのコンテンツデータにおけるファイルの記述内容に基づいてＣＰＵ１０１が実行する。
また、サーバの動作は、各サーバの制御部２０３が、その記憶部２００に格納されている
とされる実行プログラム２０２を起動させて実行することで実現されるものである。
【００４７】
図１４は、先の図４～図９により説明した、ユーザが自動車保険とカーナビゲーション装
置とを組み合わせて購入する場合の操作に対応した販売システムの動作として、ユーザ端
末装置１及び各サーバ間で送受信される情報を示している。また、図において○印内に示
される数は、情報伝送手順の基本的な順序を示している。以下、この手順に従っての説明
を行っていく。
手順１：ユーザ端末装置１は、損保会社サーバ２にアクセスすることで、図４に示したト
ップページから図５に示す個人情報入力画面への表示に移行し、更に、この個人情報入力
画面から図６に示す保険申込画面への移行が可能とされる。つまり、損保会社サーバ２か
ら個人情報入力画面（図５）と保険申込画面（図６）としてのコンテンツデータの読み込
みを行って、ディスプレイモニタ１０７に対し、ブラウザ画面として表示させることがで
きる。
手順２：ユーザは、表示された個人情報入力画面（図５）と保険申込画面（図６）に対し
て情報入力のための操作を行うのであるが、ユーザ端末装置１からは、このようにして入
力した個人情報と、保険詳細情報とを併せて「保険申込データ」として損保会社サーバ２
に送信する。
【００４８】
手順３：損保会社サーバ２では、上記手順２により送信された保険申込データを受信する
と、これを申込情報として、記憶保持しておくようにされる。そして、この保険申込デー
タを販社サーバ３に対して転送する。
手順４：販社サーバ３に転送された保険申込情報の内容とは、即ち、図５及び図６に示す
各入力項目とされるものであり、従って、ここには、ユーザが所有する自動車の情報とし
て、その型式、年式、などの車種の詳しい情報が含まれている。
販社サーバ３では、図示するように、販売提供可能な商品についてのデータベースである
商品データベース２１１を備えている。そして、この商品データベース２１１には、カー
ナビゲーション装置であれば、製品ごとに、取り付け可能な車種の情報も含まれていると
される。
そこで、販社サーバ３は、保険申込情報における車種を示す情報を検索条件として利用し
て、商品データベース２１１から、ユーザの自動車に取り付け可能なカーナビゲーション
装置を検索する。また、必要があれば、ユーザの自動車に取り付け可能なセキュリティシ
ステムの検索も行えるようになっている。
【００４９】
手順５：ユーザ端末装置１は、所定操作によって、先の手順２としての保険申込データ送
信のための操作を行った場合には、その操作に応じたアクションとして、リンクされてい
る販社サーバ３へアクセスするようにされている。そして、販社サーバ３から図７に示し
た保険／カーナビ申込画面のページを読み込む。
この保険／カーナビ申込画面のページとしてのデータは、上記手順４により検索された１
以上のカーナビゲーション装置を、先に申し込まれた保険の内容と共に提示するためのも
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のとされる。また、これらのカーナビゲーション装置の中からユーザが選択可能なように
、例えばＨＴＭＬファイルなどのコンテンツとしては、スクリプトの記述や外部参照ファ
イルの添付が行われている。
手順６：ユーザ端末装置１では、図７に示される保険／カーナビ申込画面に対して操作を
行うことで、自動車保険と共に、カーナビゲーション装置、更にはセキュリティシステム
の購入申込を行うことが可能とされている。そして、保険／カーナビ申込画面に表示され
ている入力情報を、販社サーバ３に対して保険／カーナビ申込データとして送信する。
【００５０】
手順７：販社サーバ３では、保険／カーナビ申込データを受信することで、ユーザが、自
動車保険とカーナビを申し込んだものとして扱うことになる。但し、この段階では、まだ
最終申込確認は行われていない、そしてこの場合には、先ず、メーカサーバ４と通信を行
うことで、ユーザが購入を申し込んだ有形物商品、つまり、カーナビゲーション装置（及
びセキュリティシステム）の在庫／納期を確認するための在庫／納期通知要求を行う。こ
のときには、在庫／納期通知要求のコマンドとされる情報を、カーナビゲーション装置の
製品ＩＤと共に送信するようにされる。
手順８：メーカサーバ４では、例えば販社サーバ３にて商品として取り扱われているとさ
れる自社製品の管理状況として、各製品の在庫状況、納期などの情報を登録し、これを製
品管理データベース２１２として保持しているものとされる。そしてこの場合には、自社
製品としてのカーナビゲーション装置についての現在の在庫状況の情報が製品管理データ
ベース２１２に格納されているものである。
そこで、メーカサーバ４では、上記手順７により送信された在庫／納期通知要求を受ける
と、例えば指定された製品ＩＤを有する製品の在庫／納期状況を、製品管理データベース
２１２から検索し、その製品についての現在の在庫／納期状況情報を得るようにされる。
つまり、ユーザが購入申込したカーナビゲーション装置についての在庫／納期状況情報を
得る。また、同様にしてセキュリティシステムについての在庫／納期状況も得ることがで
きる。
手順９：そして、メーカサーバ４では、上記のようにして得たカーナビゲーション装置（
及びセキュリティシステム）の在庫／納期状況を販社サーバ３に対して通知するものであ
る。
手順１０：販社サーバ３は、在庫／納期状況の通知を受けると、ファイナンス会社サーバ
７に対して、先の手順６により受信した保険／カーナビ申込データと、上記手順９により
通知を受けた在庫／納期データを送信する。これらの情報は、見積書の作成に必要な情報
となる。
【００５１】
手順１１：保険／カーナビ申込データと在庫／納期データとを受信したファイナンス会社
サーバ７では、これらの情報を利用して見積書データを作成する。
つまり、保険／カーナビ申込データとして含まれる内容に基づいて、自動車保険、カーナ
ビゲーション装置（及びセキュリティシステム）の合計金額を求める。そして、ユーザが
指定した支払方法に応じて、見積もりのための処理を行う。例えば、クレジットカードに
よる分割払いが指定されているのであれば、そのクレジットカード会社が設定している金
利や、分割支払い回数、また分割手数料などに基づいて、１回ごとの支払い金額を求める
。このようにして見積書作成に必要とされる所要の情報を得るものである。そして、最終
的には、これらの情報を利用して、そのユーザに対応する見積書画面ページ（図８）のデ
ータを作成する。
手順１２：ユーザ端末装置１では、先の手順６によって保険／カーナビ申込データを送信
すると、次にはファイナンス会社サーバ７に対してアクセスするようにコントロールされ
る。そして、ファイナンス会社サーバ７から、上記手順１１によって作成された見積書画
面ページを読み込む。これにより、ユーザ端末装置１側では、図８に示した見積書画面の
ページが表示される。
手順１３：見積書画面のページ上には、図８にも示したように、申込ボタンＡ１２をクリ
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ック操作することによって、見積書を確認した上での購入申し込みが可能とされている。
そして申込ボタンＡ１２に対するクリック操作に応じて、ユーザ端末装置１からファイナ
ンス会社サーバ７に対して、申し込み通知が行われる。
【００５２】
手順１４：上記申し込み通知を送信した後においては、ユーザ端末装置１は、ファイナン
ス会社サーバ７において用意する、支払い情報入力画面（図９参照）を読み込むようにさ
れる。
手順１５：そして、ユーザ端末装置１において表示されている支払い情報入力画面に対し
てユーザが入力操作を行い、送信のための操作を行うことで、支払い情報入力画面に入力
された、例えばユーザが契約するクレジットカードに関する情報などの決済に必要とされ
る情報が、支払い情報としてファイナンス会社サーバ７に対して送信される。そして、こ
の情報の送信が申し込みの最終通知として扱われる。
【００５３】
手順１６：最終申し込みとしての支払情報を受信したファイナンス会社サーバ７では、こ
の受信した支払い情報に基づいて所要の決済処理を行う。これにより、ユーザが購入を申
し込んだ自動車保険、カーナビゲーション装置（及びセキュリティシステム）の購買契約
が成立したことになる。
手順１７：そして、決済処理の実行と共に、損保会社サーバ２及び販社サーバ３に対して
決済の通知を行う。つまり、ユーザを特定するユーザＩＤ（ユーザの個人情報）と共に、
ユーザが申し込んだ自動車保険、カーナビゲーション装置（及びセキュリティシステム）
についての購買契約が成立したことを通知するものである。
【００５４】
手順１８：決済通知を受けた損保会社サーバ２では、所要の購入対応処理を実行する。つ
まり、そのユーザを正規の契約者として、契約者データベース２１０に登録する。例えば
この後においては、契約者データベース２１０に登録された内容に基づいて、保険証書の
作成や、ユーザへの保険証書の発送などが、損保会社によって行われる。
【００５５】
手順１９：同じようにして、決済通知を受けた販社サーバ３では、ユーザが購入したカー
ナビゲーション装置（及びセキュリティシステム）についての購入対応処理を実行する。
例えばユーザが購入したカーナビゲーション装置（及びセキュリティシステム）の発注な
どをメーカサーバ側に対して行うものである。
なお、ここでは示していないが、このようにして購入契約が成立した後において、例えば
損保会社サーバ２、販社サーバ３、或いはファイナンス会社サーバ７の何れかから、購入
契約のための手続きが適正に終了したことを示すページ画面のデータをユーザ端末装置１
に送信して読み込ませるようにされる。また、例えば、損保会社サーバ２、販社サーバ３
、ファイナンス会社サーバ７の何れかのサーバが代表して、契約の詳細内容の電子メール
をユーザが利用するメールサーバに送信するようにもされる。ユーザのメールアドレスは
、図５に示したようにして個人情報の１つとして入力されるものであり、電子メールを送
信するサーバは、この個人情報として入力されたメールアドレスを宛先として使用する。
【００５６】
図１５は、例えば上記図４に示した処理の流れの中で、ユーザが購入申し込みを行ったカ
ーナビゲーション装置が無線通信端末を備えるものであった場合に、その無線通信端末に
ついての契約を通信業者と結ぶ際における、データの流れを示している。これは、図１０
により説明した通信端末契約画面と対応している。なお、この図においても、データの送
信手順の順序が、○内に示す数によって示される。
【００５７】
手順１：例えばユーザが無線通信端末を備えるカーナビゲーション装置についての購入決
定を行ったとすると、現在取り込んで処理しているコンテンツデータ（ＨＴＭＬファイル
など）の記述内容に従い、そのページに張られているリンクを辿るようにして、ユーザ端
末装置１は、通信業者サーバ６に対してアクセスするようにコントロールされる。そして
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、図１０に示した通信端末契約画面を通信業者サーバ６から読み込む。
手順２：ユーザは、表示されている通信端末契約画面に対して、図１０として説明したよ
うにして、所要の契約に必要な情報を入力して、これを送信させるための操作を行うこと
ができる。送信操作が行われれば、ユーザが入力した項目データが、通信契約データとし
て通信業者サーバ６に対して送信される。
【００５８】
手順３：通信業者サーバ６では、通信契約データを受信すると、契約処理を実行する。そ
のために、先ず、受信した通信契約データの内容を、通信契約データベース２１３に登録
する。なお、この登録の際には、ユーザの住所、氏名などの個人情報、及びその無線端末
装置を搭載するカーナビゲーション装置を特定するＩＤなどの情報が必要となるが、これ
は、自動車保険申込の際において個人情報入力画面に対して入力された個人情報を利用す
ればよいもので、ここでは、通信契約データに含められているものとする。
手順４：契約処理として、次には、上記した通信契約データを、販社サーバ３に対して転
送する。
手順５：販社サーバ３では、ユーザが購入したカーナビゲーション装置を製造して、例え
ば在庫として保有しているメーカサーバ４を選択して、このメーカサーバ４に対して通信
契約データを転送する。
手順６：メーカサーバ４では、販社サーバ３を介して通信業者サーバ６から送信された通
信契約データを受信すると、カーナビゲーション装置の無線端末装置についての登録処理
を実行する。つまり、メーカサーバ４では、この段階で、ユーザに販売提供するカーナビ
ゲーション装置の機種のうちから、１つの機器を限定する。つまり、同一機種でも、例え
ばシリアルナンバーなどのように機器ごとに固有となるＩＤをこの段階で決定する。そし
て、このようにして決定された機器に搭載される通信端末装置に登録すべきＩＤ（電話番
号も含む）を、通信契約データの内容に従って実際に登録するものである。このような登
録データは、製品管理データベース２１２に格納される。そして、例えば実際の工場出荷
時の段階では、製品管理データベース２１２を利用してその電話番号の登録を通信端末装
置に対して書き込む作業が行われる。
このような処理の流れによって、ユーザが購入したカーナビゲーション装置の無線端末装
置についての登録が行われる。
【００５９】
また、先に図１１及び図１２にて説明した、カーナビゲーション装置取り付け予約に対応
しての処理の流れは、図１６に示すものとなる。
手順１：例えばブラウザ画面に対する操作の流れの中で、カーナビゲーション装置の購入
を決定したとすると、例えばコンテンツデータの指示に応じて、ユーザ端末装置１は、整
備工場サーバ５にアクセスすることができるようになっている。そして、例えばここでは
、図１１に示した工場案内画面を読み込むための要求を行う。
手順２：例えば上記した工場案内画面読み込みのための要求を受けると、例えば整備工場
サーバ５は、この要求を行ったユーザ端末装置１のユーザの保険申込データを損保会社サ
ーバ２から取り込むようにされる。但し、この手順２としての処理は、これより以前の所
定の機会でもって実行しておき、取得した保険申込データを保持しておくようにしてもよ
いものである。
【００６０】
手順３：整備工場サーバ５では、工場所在地データベース２１５と、予約スケジュールデ
ータベース２１６とを備えているものとされるが、ここでは先ず、上記のようにして取得
した保険申込データの内容に基づき、工場所在地データベース２１５から工場所在地を検
索する。
工場所在地データベース２１５には、当該販売システムと契約している工場の所在地の情
報が、地図情報と対応づけられた形式で登録されている。また、各工場が取り扱い可能な
車種や、取り付け可能なカーナビゲーション装置のメーカ、機種などの情報も格納される
。
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そして、整備工場サーバ５の制御部は、保険申込データに含まれるユーザの自宅住所、車
種などの情報を検索条件として、ユーザが購入したカーナビゲーション装置をユーザが所
有する自動車に取り付けることが可能で、かつ、ユーザの自宅に近い工場を検索するもの
である。
手順４：そして、整備工場サーバ５では、上記手順３の検索結果に基づいて、図１１に示
したような工場案内画面を作成し、ユーザ端末装置１は、このようにして作成された工場
案内画面を整備工場サーバ５から読み込む。
【００６１】
手順５：上記手順４によっては、ユーザ端末装置１側で工場案内画面が表示出力され、ユ
ーザは、この工場案内画面に対して操作を行うことで、ここに提示されている工場の候補
の中から、任意に工場を選択するための操作を行うことができる。そして、例えば決定の
ための操作を行うと、ユーザが選択した工場を示す工場指定情報を整備工場サーバ５に対
して送信するようにされる。
【００６２】
手順６：予約スケジュールデータベース２１６には、提携している各工場の現在の予約状
況が登録され、格納されている。整備工場サーバ５では、工場指定情報を受信すると、予
約スケジュールデータベース２１６を参照して指定された工場についての予約スケジュー
ルデータを検索する。そして検索した予約スケジュールデータを利用して、図１２に示し
たような取り付けスケジュール予約画面のページを作成する。
手順７：そして、ユーザ端末装置１では、上記のようにして作成された取り付けスケジュ
ール予約画面のコンテンツデータについての読み込みを行って、表示出力させる。
【００６３】
手順８：ユーザは、ユーザ端末装置１側で表示される取り付けスケジュール予約画面に対
する所定操作によって、日時を指定した予約を行うことができる。そして、所定操作によ
り指定した日時を予約データとして、整備工場サーバ５に対して送信出力する。
手順９：整備工場サーバ５では、受信した予約データに基づいて、例えば図１３に示すよ
うな取り付け予約確認画面のページのデータを作成する。そして、この取り付け予約確認
画面のページを送信して、ユーザ端末装置１に読み込ませる。ユーザ端末装置１では、読
み込みを行った取り付け予約確認画面を表示させることになる。
なお、これまでの説明において送受信される情報は、例えばユーザの住所氏名、また、ユ
ーザのクレジットカードなどの情報を始め、第三者に漏洩すべきではない情報とされるこ
とから、実際には、暗号化されて送受信される。
【００６４】
これまで説明してきた実施の形態によると、ユーザは、インターネットを介して、次のよ
うなサービスの提供を販売システムから受けることができる。
１．無形物商品である自動車保険の見積もり及び購入
２．有形物商品であるカーナビゲーション装置（及びセキュリティシステム）の見積もり
及び購入
３．カーナビゲーション装置及びセキュリティシステムを取り付け可能な工場の紹介、及
び取り付け日時の予約。
４．カーナビゲーション装置の無線端末装置の契約
そして、本実施の形態においては、自動車保険申込のために入力した情報である保険申込
データの内容に基づいて、販売側から、ユーザの自動車に適合するとされるカーナビゲー
ション装置を紹介することが可能とされている。つまり、無形物商品と有形物商品のうち
で、何れか一方の商品の購入申し込みのために入力した情報を利用して、他方の商品の購
入申し込みも行えるものである。つまり、ユーザは、無形物商品と有形物商品という、２
種類の異なる形態の商品を購入申し込みをするのにあたり、例えば個人情報や、商品選択
のために必要となる各種情報（例えば車種の情報）などを、その都度入力するという操作
を行う必要がないことになる。
【００６５】
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また、カーナビゲーション装置及びセキュリティシステムを取り付け可能な工場の紹介に
際しても、保険申込データに含まれるユーザの自宅住所、また、車種等の情報を利用して
行われるようにしており、ここでも、工場の検索のために、新たにユーザに対して情報入
力を行ってもらう必要がないものである。
更には、カーナビゲーション装置の無線端末装置の契約に際しても、このときに必要とな
るユーザの個人情報は、既に保険申込データとして得られている情報を利用することで、
通信端末契約画面（図１１）上でユーザが入力すべき項目も従来と比較して削減されるも
のである。
【００６６】
このようにして本実施の形態の販売においては、有形物商品と無形物商品とを販売するの
にあたり、購入申し込みのための情報入力操作を例えば一方の商品のみに対応する１回だ
けで済むようにし、更に、この申し込み情報の内容を利用して、他のユーザにとって必要
とされるサービスを提供するのにあたっても、できるだけユーザによる情報入力操作の手
間が省けるようにしたものである。また、換言すれば、本発明としては、有形物商品と無
形物商品とを組み合わせて購入した際に、一度取得した申し込みデータを利用した各種の
サービスを、ユーザの入力操作の手間を省かせた上で積極的に提供できるようにされたシ
ステムともいえる。つまり、本実施の形態において、例えば、上記した以外のサービスで
も、申し込みデータを利用したものが可能であれば、そのためのサーバを追加して設けて
いくこともできるものである。
【００６７】
また本実施の形態の他の特徴としては次のような点も挙げられる。
例えば上記したようにしてユーザが各種のサービスを受けるのにあたっては、ユーザ端末
装置１は、損保会社サーバ２だけではなく、他のサーバ（販社サーバ３、メーカサーバ４
、整備工場サーバ５、通信業者サーバ６、ファイナンス会社サーバ７）に対してアクセス
するようになっている。つまり、事業形態や企業体の異なるサーバに接続しているもので
ある。しかし、これまでの説明からも分かるように、これらのサーバが提携して１つの販
売システムに組み込まれるようにして、例えば図４～図１３に示したようなブラウザ画面
により表示させるようにしている。これにより、ユーザ端末装置１を操作するユーザとし
ては、アクセスするサーバが代わることを意識せずに、１つの操作の流れによって、無形
物商品と有形物商品とを組み合わせた購入申し込みから決済までの手続きから始まり、工
場の予約や無線端末装置の契約などの、商品購入に関して提供されるサービスに対する対
応をとることが可能とされている。
【００６８】
なお、これまで説明した操作手順及びこれに伴う販売システムにおける動作とは、あくま
でも一例を示しているもので、実際にはユーザの操作に応じてより柔軟に対応したシステ
ム動作が得られるものである。例えば、ユーザが最初にアクセスするサイトとしては、損
保会社サーバ２に限定される必要はない。例えば、販社サーバ３に先にアクセスして、カ
ーナビゲーション装置の在庫状況、納期などを確認し、更には、整備工場サーバ５にもア
クセスして、カーナビゲーション装置の取り付け予約が希望の日時に取れるかどうかを確
認してから、正式な申し込みのために損保会社サーバ２にアクセスするという手順を踏む
ことも全く構わない。
【００６９】
また、本発明としては上記実施の形態に説明した例に限定されるものではない。例えば、
無形物商品と有形物商品としては、自動車保険とカーナビゲーション装置（及びセキュリ
ティシステム）に限定されるものではなく、例えば無形物商品と有形物商品とで何らかの
関連性があれば、販売システムを運営する側で任意に判断して決定することが可能である
。そして、販売提供する無形物商品と有形物商品との組み合わせが変われば、これに付随
するサービスも自ずと変わることから、システムとして組まれるサーバも適宜変更されて
構わないものである。
また、上記実施の形態では、無形物商品を申し込んだ後に、有形物商品を選択決定してユ
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ーザに紹介しているが、逆に、有形物商品の購入申し込みに応じて無形物商品を選択決定
して紹介するようにされてよい。
【００７０】
【発明の効果】
以上説明したようにして本発明では、関連する有形物商品と無形物商品とをネットワーク
を介して購入手続きするのにあたり、ユーザは、たとえば無形物商品を購入するための購
入申し込み情報の入力を行いさえすれば、自動的にこれに適合する有形物商品が購入候補
として提示されるものである。つまり、無形物商品と有形物商品を組み合わせて購入する
際に、例えば無形物商品の販売サイトにアクセスして購入申し込みを行った後に、自身の
操作によって、有形物商品を販売するサイトにアクセスして希望の有形物商品を検索し、
更には、同じような購入申し込みの情報入力を行うといった面倒な操作手順を踏む必要は
無いものである。
このため、ユーザとしては、目的の製品を購入するのに大幅に操作手順が省かれることに
なる。また、サーバ側から購入候補として選択された商品が提示されるようになっている
ために、ユーザとしてはアクセス先となるサーバの変更を特に意識することもない。
即ち、本発明では、ユーザ側からの単一の情報提供という簡便な操作手順に依りながら、
有形物商品と無形物商品という異なる種類の商品の購入申し込みを一括的に行うことがで
きるという効果を有しているものである。例えば従来においては、同様にして有形物商品
と無形物商品とについて同じ機会に購入するとしても、例えばユーザ自身の操作によって
リンクを辿って、無形物商品と有形物商品との各サイトにアクセスして、それぞれのサイ
トでほぼ同様の情報入力を行う必要がある。
【００７１】
また、本発明では、有形物商品と無形物商品を組み合わせて購入申し込みした場合に、有
形物商品と無形物商品の何れかに関連するサービスを提供可能なサービス提供用サーバも
販売システムとして備えるようにしている。そして、これらのサービス提供用サーバにお
いても、ユーザ（端末装置）側から提供された有形物商品または無形物商品についての購
入申し込み情報を利用したうえで、端末装置と通信を行ってそのサービスを実現するよう
にされているために、この場合にも、例えばユーザは、例えば先に購入申し込み情報とし
て入力した情報項目は、再度入力する必要が無く、それだけ、簡便な操作によるサービス
提供を受けることが可能になる。
このようにして本発明では、ネットワークを介しての製品購入、また、これに付随するサ
ービスの享受について、必要最小限の情報入力操作で行えるようにしているものであり、
これまで大きな問題となっていた、情報入力のための操作の煩雑さをできるだけ解消して
、購買客としてのユーザにとっての利便性を図っている。また、サーバ群を形成する各サ
ーバが、購入申込情報をそれぞれのサーバで必要な情報として共有するようにもしている
ことで、ユーザに対するサービス等の充実、拡充を容易に図ることが可能にも成るもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態の販売システムの全体構成を示す説明図である。
【図２】ユーザ端末装置の内部構成例を示すブロック図である。
【図３】本実施の形態の販売システムを構築する各サーバに共通となる基本構成を示すブ
ロック図である。
【図４】ユーザ端末装置のディスプレイモニタに表示され、サーバ側から提供されるトッ
プページの表示態様例を示す説明図である。
【図５】自動車保険購入申し込みのための個人情報入力画面の表示態様例を示す説明図で
ある。
【図６】自動車保険購入申し込みのための保険申込画面の表示態様例を示す説明図である
。
【図７】保険／カーナビ申し込み画面の表示態様例を示す説明図である。
【図８】見積書画面の表示態様例を示す説明図である。
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【図９】支払い情報入力画面の表示態様例を示す説明図である。
【図１０】通信端末契約画面の表示態様例を示す説明図である。
【図１１】工場案内画面の表示態様例を示す説明図である。
【図１２】取り付けスケジュール予約画面の表示態様例を示す説明図である。
【図１３】取り付け予約確認画面の表示態様例を示す説明図である。
【図１４】自動車保険とカーナビゲーション装置を組み合わせて購入するための手続きに
応じた、ユーザ端末装置と各サーバ間での情報の授受形態を示す説明図である。
【図１５】カーナビゲーション装置の無線端末装置についての契約を通信業者と行う際の
ユーザ端末装置と各サーバ間での情報の授受形態を示す説明図である。
【図１６】購入決定したカーナビゲーション装置の取り付け工場を検索し、予約するため
の、ユーザ端末装置と各サーバ間での情報の授受形態を示す説明図である。
【符号の説明】
１　ユーザ端末装置、２　損保会社サーバ、３　販社サーバ、４　メーカサーバ、５　整
備工場サーバ、６　通信業者サーバ、７　ファイナンス会社サーバ、１０１　ＣＰＵ、１
０２　ＲＯＭ、１０３　ＲＡＭ、１０４　入出力インターフェイス、１０５　キーボード
、１０６　マウス、１０７　ディスプレイモニタ、１０８　ＨＤＤ、１０９　メディアド
ライバ、１１０　通信インターフェイス、１１１　データインターフェイス、２００　記
憶部、２０１　データベース、２０２　実行プログラム、２０３　通信インターフェイス
、２０４　制御部、２１０　契約者データベース、２１１　商品データベース、２１２　
製品管理データベース、２１３　通信契約データベース

【図１】 【図２】
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