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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者のカードを特定するカード情報を含む参加要求を受け付ける参加要求受付手段と
、
　前記参加要求受付手段が受け付けた参加要求に基づいて、前記カードの利用履歴を取得
する利用履歴取得手段と、
　前記利用履歴取得手段が取得した利用履歴に基づいて、前記カード情報によって特定さ
れるカードの利用者が所定のキャンペーン活動に参加可能であるか否かを判断する参加可
否判断手段と、
　前記参加可否判断手段が参加可能であると判断した場合に、所定の図柄を構成する複数
の分割図柄の中の任意の分割図柄を選択する分割図柄選択手段と、
　前記参加可否判断手段が参加可能であると判断した場合に、前記参加要求受付手段が受
け付けた参加要求に含まれるカード情報にかかる第２カード情報を生成する第２カード情
報生成手段と、
　前記第２カード情報生成手段が生成した第２カード情報と当該第２カード情報の生成に
かかるカード情報とを関連付けて記憶する記憶手段と、
　前記分割図柄選択手段が選択した分割図柄に関する情報および前記第２カード情報生成
手段が生成した第２カード情報を出力する分割図柄情報出力手段と、
　前記分割図柄情報出力手段が出力した情報に基づいて、前記分割図柄に関する情報およ
び前記第２カード情報を記録した、前記カードとは異なる第２カードを発行させる発行手
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段と、
　前記カード情報または第２カード情報を含む決済要求を受け付けた場合に、受け付けた
決済要求に基づいて決済処理をおこなう決済処理手段と、
　を備えたことを特徴とするカード利用支援システム。
【請求項２】
　利用者のカードを特定するカード情報を含む参加要求を受け付ける参加要求受付手段と
、
　前記参加要求受付手段が受け付けた参加要求に基づいて、前記カードの利用履歴を取得
する利用履歴取得手段と、
　前記利用履歴取得手段が取得した利用履歴に基づいて、前記カード情報によって特定さ
れるカードの利用者が所定のキャンペーン活動に参加可能であるか否かを判断する参加可
否判断手段と、
　前記参加可否判断手段が参加可能であると判断した場合に、所定の図柄を構成する複数
の分割図柄の中の任意の分割図柄を選択する分割図柄選択手段と、
　前記カードの利用限度額の範囲内で利用可能な、前記カードとは別のカードに、前記分
割図柄選択手段が選択した分割図柄に関する情報を記録することにより前記分割図柄に関
する情報を出力する分割図柄情報出力手段と、
　を備えたことを特徴とするカード利用支援システム。
【請求項３】
　前記分割図柄情報出力手段が出力した分割図柄に関する情報の入力を受け付ける分割図
柄情報受付手段と、
　前記分割図柄情報受付手段が受け付けた分割図柄に関する情報に基づいて、前記所定の
図柄の少なくとも一部を示す画像を生成する画像生成手段と、
　前記画像生成手段が生成した画像を出力する出力手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載のカード利用支援システム。
【請求項４】
　前記分割図柄情報出力手段は、前記分割図柄選択手段が選択した分割図柄の位置を指定
する情報を出力し、
　前記画像生成手段は、前記分割図柄情報受付手段が所定期間内に受け付けた分割図柄に
関する情報によって指定される位置における分割図柄を示す画像を生成することを特徴と
する請求項３に記載のカード利用支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、クレジットカードなどのカードの利用を支援し、カードの利用促進を図る
ことができるカード利用支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商品代金やサービス代金の支払い（ショッピング）を、たとえばクレジットカー
ドやデビットカード（キャッシュカード）などのカードを用いたカード決済によっておこ
なう決済方法がある。カード決済をおこなうことによって、利用者は、たとえば多額の現
金を持ち歩くことなく商品やサービスの提供を受けることができたり、小銭を取り扱うな
どの煩わしさを解消できたりするため、決済に際しての高い利便性を享受することができ
る。
【０００３】
　また、従来、これらのカードには、決済に利用する他に、現金自動支払機による小口金
融（キャッシング）に用いることができるものがあった。キャッシングは短い審査時間で
現金を借りることができるため、急に現金が必要になった場合に必要とする金額を用意す
ることができる。
【０００４】
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　また、従来、たとえば、通常の通貨単位を有する基準電子マネーの通貨単位を独自の通
貨単位に変更するための換算率である通貨レートを設定する通貨レート・通貨単位設定手
段と、前記通貨レートと独自の通貨単位を有するオリジナル電子マネーを発行する電子マ
ネー発行部と、当該オリジナル電子マネーを識別するための識別情報を含む電子マネー情
報とを備え、任意に設定可能な通貨レートと独自の通貨単位を有するオリジナル電子マネ
ーを発行してウェブサイト上における商取引を行うことができるようにした技術があった
（たとえば、下記特許文献１を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－０７６８５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１を含む上述した従来の技術では、クレジットカードやデ
ビットカード（キャッシュカード）などのカードを用いておこなわれるカード決済を実現
するために、これらのカードを利用者が常に持ち歩かなければならない。たとえば、利用
者がクレジットカードやデビットカード（キャッシュカード）などのカードを自宅に忘れ
て外出した場合など、利用者がこれらのカードを所持していない場合は、カード決済をお
こなうことができず、決済に際しての高い利便性を享受することはできない。
【０００７】
　一方で、利用者は、クレジットカードやデビットカード（キャッシュカード）などのカ
ードを常に持ち歩くことにより、これらのカードを盗難されたり紛失したりするという高
いリスクを抱えることになる。このように、上述した従来の技術では、決済にカードを利
用することにより利用者に対して決済に際しての高い利便性を提供できる反面、これらの
カードを盗難されたり紛失したりするリスクを利用者に負担させてしまうという問題があ
った。
【０００８】
　また、上述した従来の技術では、クレジットカードやデビットカード（キャッシュカー
ド）などのカードは、商品代金やサービス代金の支払い（ショッピング）や現金自動支払
機による小口金融（キャッシング）に際して用いるのみであり、クレジットカードやデビ
ットカード（キャッシュカード）などのカード自体はエンターテインメント性に乏しい。
【０００９】
　また、上述した従来の技術では、商品代金やサービス代金の支払い（ショッピング）や
現金自動支払機による小口金融（キャッシング）に際してクレジットカードやデビットカ
ード（キャッシュカード）などのカードを用いることによって利用者が容易に高い利便性
を享受することができるため、この容易性がカードを作らない理由になることがあり、カ
ード（特にクレジットカード）の利用促進を妨げる原因の一つとなることがあった。
【００１０】
　すなわち、上述した従来の技術では、クレジットカードやデビットカード（キャッシュ
カード）などのカードを用いておこなわれる商品代金やサービス代金の支払い（ショッピ
ング）や現金自動支払機による小口金融（キャッシング）が容易であるがために、カード
の使い過ぎを危惧してカードを作らず、カード（特にクレジットカード）の利用促進を妨
げることがあるという問題があった。
【００１１】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、カードを利用することに
対してエンターテインメント性を付加し、カードの利用促進を図ることができるカード利
用支援システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかるカード利用支援システ
ムは、利用者のカードを特定するカード情報を含む参加要求を受け付ける参加要求受付手
段と、前記参加要求受付手段が受け付けた参加要求に基づいて、前記カードの利用履歴を
取得する利用履歴取得手段と、前記利用履歴取得手段が取得した利用履歴に基づいて、前
記カード情報によって特定されるカードの利用者が所定のキャンペーン活動に参加可能で
あるか否かを判断する参加可否判断手段と、前記参加可否判断手段が参加可能であると判
断した場合に、所定の図柄を構成する複数の分割図柄の中の任意の分割図柄を選択する分
割図柄選択手段と、前記分割図柄選択手段が選択した分割図柄に関する情報を出力する分
割図柄情報出力手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、この発明にかかるカード利用支援システムは、上記の発明において、前記参加可
否判断手段が参加可能であると判断した場合に、前記参加要求受付手段が受け付けた参加
要求に含まれるカード情報にかかる第２カード情報を生成する第２カード情報生成手段と
、前記第２カード情報生成手段が生成した第２カード情報と当該第２カード情報の生成に
かかるカード情報とを関連付けて記憶する記憶手段と、を備え、前記分割図柄情報出力手
段は、前記分割図柄選択手段が選択した分割図柄に関する情報および前記第２カード情報
生成手段が生成した第２カード情報を出力し、さらに、前記分割図柄情報出力手段が出力
した情報に基づいて、前記分割図柄に関する情報および前記第２カード情報を記録した、
前記カードとは異なる第２カードを発行させる発行手段と、前記カード情報または第２カ
ード情報を含む決済要求を受け付けた場合に、受け付けた決済要求に基づいて決済処理を
おこなう決済処理手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、この発明にかかるカード利用支援システムは、上記の発明において、複数種類の
図柄の中から任意の図柄を指定する図柄指定情報を受け付ける図柄指定情報受付手段を備
え、前記分割図柄選択手段が、前記図柄指定情報受付手段が受け付けた図柄指定情報によ
って指定される図柄を構成する複数の分割図柄の中の任意の分割図柄を選択することを特
徴とする。
【００１５】
　また、この発明にかかるカード利用支援システムは、上記の発明において、前記分割図
柄情報出力手段が出力した分割図柄に関する情報の入力を受け付ける分割図柄情報受付手
段と、前記分割図柄情報受付手段が受け付けた分割図柄に関する情報に基づいて、前記所
定の図柄の少なくとも一部を示す画像を生成する画像生成手段と、前記画像生成手段が生
成した画像を出力する出力手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　また、この発明にかかるカード利用支援システムは、上記の発明において、前記分割図
柄情報出力手段が、前記分割図柄選択手段が選択した分割図柄の位置を指定する情報を出
力し、前記画像生成手段は、前記分割図柄情報受付手段が所定期間内に受け付けた分割図
柄に関する情報によって指定される位置における分割図柄を示す画像を生成することを特
徴とする。
【００１７】
　また、この発明にかかるカード利用支援システムは、上記の発明において、前記分割図
柄情報出力手段が、前記カードの利用限度額の範囲内で利用可能な、前記カードとは別の
カードに、前記分割図柄選択手段が選択した分割図柄に関する情報を記録することにより
前記分割図柄に関する情報を出力することを特徴とする。
【００１８】
　また、この発明にかかるカード利用支援システムは、上記の発明において、前記分割図
柄情報出力手段が、所定期間内において利用可能な前記別のカードに、前記分割図柄選択
手段が選択した分割図柄に関する情報を記録することにより前記分割図柄に関する情報を
出力することを特徴とする。
【００１９】
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　また、この発明にかかるカード利用支援システムは、上記の発明において、前記分割図
柄情報出力手段が、所定回数利用可能な前記別のカードに、前記分割図柄選択手段が選択
した分割図柄に関する情報を記録することにより前記分割図柄に関する情報を出力するこ
とを特徴とする。
【００２０】
　また、この発明にかかるカード利用支援システムは、上記の発明において、前記参加要
求受付手段が、所定の媒体に記録された識別情報を含む参加要求を受け付けることを特徴
とする。
【００２１】
　また、この発明にかかるカード利用支援システムは、利用者のカードを特定するカード
情報を含む参加要求を受け付ける参加要求受付手段と、前記参加要求受付手段が受け付け
た参加要求に基づいて、前記カードの利用履歴を取得する利用履歴取得手段と、前記利用
履歴取得手段が取得した利用履歴に基づいて、前記カード情報によって特定されるカード
の利用者が所定のキャンペーン活動に参加可能であるか否かを判断する参加可否判断手段
と、前記参加可否判断手段が参加可能であると判断した場合に、一定の共通点を有する複
数種類の図柄の中の任意の図柄を選択する図柄選択手段と、前記図柄選択手段が選択した
図柄が記録された、前記カードとは異なる第２カードを発行させる発行手段と、を備えた
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明にかかるカード利用支援システムによれば、カードを利用することに対してエ
ンターテインメント性を付加し、カードの利用促進を図ることができるという効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムのシステム構成を示す説
明図である。
【図２】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード利用支
援装置を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成を示すブロック図である。
【図３】カード発行装置のハードウエア構成を示すブロック図である。
【図４－１】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、決済端末
のハードウエア構成を示すブロック図（その１）である。
【図４－２】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、決済端末
のハードウエア構成を示すブロック図（その２）である。
【図５－１】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、利用者の
端末装置を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成を示すブロック図である。
【図５－２】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、利用者の
端末装置を実現するスマートフォンのハードウエア構成を示すブロック図である。
【図６】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード利用支
援装置が備える利用者データベースの一例を示す説明図である。
【図７】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード利用支
援装置が備えるカード利用履歴データベースの一例を示す説明図である。
【図８】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード利用支
援装置が備える第２カード情報データベースの一例を示す説明図である。
【図９】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード利用支
援装置が備える図柄データベースの一例を示す説明図である。
【図１０－１】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード
発行装置が発行する第２カード（ワンタイムクレジットカード）の一例を示す説明図（そ
の１）である。
【図１０－２】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード
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発行装置が発行する第２カード（ワンタイムクレジットカード）の一例を示す説明図（そ
の２）である。
【図１１】カード発行装置あるいは利用者の端末装置の表示画面例を示す説明図（その１
）である。
【図１２－１】カード発行装置あるいは利用者の端末装置の表示画面例を示す説明図（そ
の２）である。
【図１２－２】カード発行装置あるいは利用者の端末装置の表示画面例を示す説明図（そ
の３）である。
【図１２－３】カード発行装置あるいは利用者の端末装置の表示画面例を示す説明図（そ
の４）である。
【図１３】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムの機能的構成を示すブ
ロック図である。
【図１４－１】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード
利用支援装置の処理手順を示すフローチャート（その１）である。
【図１４－２】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード
利用支援装置の処理手順を示すフローチャート（その２）である。
【図１４－３】この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムにおける、カード
利用支援装置の処理手順を示すフローチャート（その３）である。
【図１５】パズルゲームの進行状況を確認する際の表示画面例を示す説明図（その１）で
ある。
【図１６】パズルゲームの進行状況を確認する際の表示画面例を示す説明図（その２）で
ある。
【図１７】パズルゲームの進行状況を確認する際の表示画面例を示す説明図（その３）で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかるカード利用支援システムの好適な実施の
形態を詳細に説明する。
【００２５】
（実施の形態）
（カード利用支援システムのシステム構成）
　まず、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムのシステム構成について
説明する。図１は、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システムのシステム構
成を示す説明図である。
【００２６】
　図１において、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は、カー
ド利用支援装置１１０と、カード発行装置１２０と、決済端末１３０と、利用者の端末装
置１４０と、を備えて構成されている。カード利用支援装置１１０、カード発行装置１２
０、決済端末１３０、利用者の端末装置１４０は、それぞれ、インターネットなどのネッ
トワーク１０１に接続されている。カード利用支援システム１００においては、たとえば
、カード利用支援装置１１０とカード発行装置１２０との間、カード利用支援装置１１０
と決済端末１３０との間、カード利用支援装置１１０と利用者の端末装置１４０との間、
などにおいて通信をおこなうことができる。
【００２７】
　カード利用支援装置１１０は、たとえば、カードの発行元であるカード会社が管理する
、決済端末１３０から送信された決済要求に基づいてカード決済をおこなう決済サーバに
よって実現することができる。カードは、クレジットカード会社などのカード発行元に対
してカードの発行を申し込んだ本人に対して、当該カード発行元から発行され、商品購入
やキャッシングなどの各種サービスにかかる代金の支払いに際しての現金に代わる決済手
段として機能する。
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【００２８】
　この実施の形態においては、以降、カード発行元に対してカードの発行を申し込んだ本
人に対して、当該カード発行元から発行されたカードを、適宜「正カード」として説明す
る。カード（正カード）は、具体的には、たとえば、クレジットカードのなどのカードに
よって実現することができる。あるいは、カード（正カード）は、クレジットカードに代
えて、デビットカードあるいは電子マネーカードなどのカードによって実現されるもので
あってもよい。
【００２９】
　決済サーバとしても機能するカード利用支援装置１１０は、たとえば、パーソナルコン
ピュータなどのコンピュータ装置によって実現することができる。カード利用支援装置１
１０を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成については、説明を後述する（図２
を参照）。カード利用支援装置１１０は、決済サーバとは別体であってもよく、この場合
決済サーバと通信可能なコンピュータ装置によって実現することができる。
【００３０】
　カード利用支援装置１１０は、カードを用いておこなわれる決済に関する情報を記憶す
る各種のデータベースを備えている。具体的には、カード利用支援装置１１０は、たとえ
ば、カード利用支援システム１００の利用者に関する情報を記憶する利用者データベース
（図６を参照）や、当該利用者によるカードの利用状況に関する情報を記憶するカード利
用履歴データベース（図７を参照）、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援シス
テム１００を用いて運営される所定のキャンペーン活動に関する情報を記憶する第２カー
ド情報データベース（図８を参照）や図柄データベース（図９を参照）などを備えている
。利用者データベース、カード利用履歴データベース、第２カード情報データベース、図
柄データベースについては説明を後述する。
【００３１】
　所定のキャンペーン活動は、たとえば、カードの利用促進を目的として、カードの利用
者に対して、所定の図柄を複数に分割した各図柄（以降「分割図柄」という）を、収集し
、収集した各分割図柄を所定の順序で配列することによって元の所定の図柄を形成し、当
該所定の図柄を完成させることを目的とする、いわゆるジグソーパズルをおこなうよう働
きかける運動であって、カード（正カード）の利用者の参加によって実現される。この実
施の形態においては、以降、上記の所定のキャンペーン活動を、適宜、「ワンタイムカー
ドパズルゲーム」として説明する。
【００３２】
　所定の図柄は、たとえば、キャンペーン活動の運用側（主催者）によって任意に決定さ
れる。具体的には、たとえば、キャンペーン活動の運用側（主催者）が旅行関連の業務を
おこなう企業である場合、観光地の写真、観光地のＰＲ情報を示す画像、観光地までの交
通手段（鉄道車両、航空機など）の写真などによって所定の図柄を実現することができる
。
【００３３】
　また、具体的には、たとえば、キャンペーン活動の運用側（主催者）がアイドルなどの
著名人が所属する事務所である場合、売り出し中のアイドルの写真、当該アイドルの新曲
ＰＲ情報を示す画像、などによって所定の図柄を実現することができる。また、具体的に
は、たとえば、キャンペーン活動の運用側（主催者）がゲーム機器の製造や販売に携わる
企業である場合、新作ゲームに登場するキャラクターの画像、ゲームの攻略方法を解説す
る情報を含む画像、などによって所定の図柄を実現することができる。
【００３４】
　利用者は、カード利用支援装置１１０に対して、カード発行装置１２０や利用者の端末
装置１４０を介して所定のキャンペーン活動への参加要求を送信することによって、当該
所定のキャンペーン活動への参加の意思を示すことができる。参加要求は、利用者のカー
ドを特定するカード情報を含む。利用者のカードを特定するカード情報は、たとえば、ク
レジットカードのカード番号などによって実現することができる。
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【００３５】
　カード番号は、カードごとに固有の情報であって、個々のカードを識別可能な情報とさ
れる。具体的には、たとえば、この実施の形態におけるカードをクレジットカードによっ
て実現する場合、カード番号は、クレジットカードごとに固有のクレジットカード番号と
することができる。クレジットカード番号においては、最初の６桁の銀行識別番号（Ｂａ
ｎｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ：ＢＩＮ）によって、クレジットカ
ード会社などのカードの発行事業者を特定することができる。クレジットカード番号は、
ＢＩＮを含み、カードの発行事業者によって割り当てられた任意の数列によって構成され
、カードごとに固有の情報とされている。
【００３６】
　また、参加要求は、参加要求の送信元となるカード発行装置１２０あるいは利用者の端
末装置１４０を特定可能な情報を含んでいる。あるいは、参加要求は、参加要求の送信元
となるカード発行装置１２０あるいは利用者の端末装置１４０を特定可能な情報に代えて
、参加要求に応じてカード利用支援装置１１０から送信される分割図柄に関する情報の送
信先となるカード発行装置１２０あるいは利用者の端末装置１４０を特定可能な情報を含
んでいてもよい。
【００３７】
　カード発行装置１２０は、所定の図柄を構成する複数の分割図柄の中の任意の分割図柄
に関する情報を記録した第２カード（図１０－１および図１０－２を参照）を発行する。
第２カードは、カード状の媒体によって実現され、カード（正カード）とは異なる。具体
的には、第２カードは、たとえば、８６ｍｍ×５４ｍｍの一般的なクレジットカードサイ
ズの薄板形状の媒体によって実現することができる。より具体的には、第２カードは、た
とえば、カード（正カード）と同様に、プラスチック材料を用いて形成された薄板や板厚
の薄い合板や紙材料によって形成された用紙によって実現することができる。
【００３８】
　第２カードは、カード（正カード）の利用者の利用限度額の範囲内で利用可能なクレジ
ット機能を備えていてもよい。第２カードにおいて、クレジット機能を発揮できる期間、
すなわちクレジット決済に利用可能な期間は、制限されていてもよい。具体的には、たと
えば、第２カードのクレジット機能は、所定期間内において利用可能とすることができる
。第２カードのクレジット機能を所定期間内において利用可能とした場合、当該所定期間
を過ぎた第２カードは、単なるカード状の媒体となり、第２カードに記録された情報はカ
ード利用支援システム１００において無効となる。これにより、この発明にかかる実施の
形態の第２カードは、使い捨てのクレジットカードとして利用することができる。
【００３９】
　あるいは、具体的には、たとえば、第２カードのクレジット機能は、所定回数のみ利用
可能としてもよい。第２カードのクレジット機能を所定回数のみ利用可能とした場合、第
２カードを用いたクレジット決済が所定回数おこなわれた場合、以降、該当する第２カー
ドは単なるカード状の媒体となり、第２カードに記録された情報は無効となる。これによ
り、この発明にかかる実施の形態の第２カードは、使い捨てのクレジットカードとして利
用することができる。
【００４０】
　第２カードのクレジット機能が利用可能な所定回数は、５回、１０回など任意の回数に
設定することができる。第２カードは、クレジット機能が利用可能な所定回数を１回のみ
とする「ワンタイムクレジットカード」であってもよい。また、第２カードのクレジット
機能が利用可能な所定回数は、カード利用支援システム１００の運用側が任意に設定して
もよいし、カード利用支援システム１００の利用者（正カードの利用者）が任意に設定で
きるようにしてもよい。
【００４１】
　所定の図柄は、たとえばジグソーパズルにおける複数のピースのように、第２カードに
記録された分割図柄あるいは第２カードに記録された情報に基づいた分割図柄を所定の順
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序で配列することによって完成される１枚の絵であって、複数の分割図柄のそれぞれは所
定の図柄の一部を構成する。分割図柄に関する情報は、分割図柄そのものを示す画像情報
であってもよいし、該当する分割図柄を特定可能な情報であってもよい。たとえば、カー
ド発行装置１２０が発行するカードに分割図柄そのものを示す画像情報を記録した場合、
発行されたカードをもって、所定の図柄がどのようなものであるか、また当該所定の図柄
におけるどの部分の図柄であるかを案内することができる。
【００４２】
　また、分割図柄に関する情報を分割図柄を特定可能な情報とする場合、当該分割図柄を
特定可能な情報は、たとえば、複数の分割図柄を所定の順序で配列することによって完成
される所定の図柄における、各分割図柄の位置を指定する情報とすることができる。具体
的には、たとえば、所定の図柄が縦：５枚×横：５枚のカードを所定の順序で配列するこ
とによって完成される場合、分割図柄の位置を指定する情報は、「縦５－横１」、「上か
ら５番目、左から１列目」、「左下」などのように、当該情報によってカードの配置位置
を案内することができる内容であればよい。
【００４３】
　あるいは、分割図柄の位置を指定する情報は、たとえば、所定の図柄における各分割図
柄の位置に、「１、２、３、・・・、２４、２５」などのようなカードの枚数に応じた通
し番号や、「１－１、１－２、・・・、３－３、・・・、５－４、５－５」などの識別情
報をあらかじめ関連付けておき、当該識別情報に基づいて配置位置を特定可能な内容であ
ってもよい。また、あるいは、分割図柄の位置を指定する情報は、たとえば、所定の図柄
を複数枚のカードに分割した全体図と、当該全体図において該当する分割図柄の位置を示
す記号やマークと、によって分割図柄の位置を指定する画像情報であってもよい。
【００４４】
　第２カードにおいて、分割図柄に関する情報は、人間の目に不可視の状態で記録されて
いる。分割図柄に関する情報は、人間の目に不可視の状態で記録されているものに限らな
い。分割図柄に関する情報は、人間の目に可視の状態で記録されていてもよい。たとえば
、第２カードが磁気ストライプを備える場合、分割図柄に関する情報は当該磁気ストライ
プに記録されていてもよい。
【００４５】
　また、第２カードが、磁気ストライプやＩＣチップなどの記録媒体を備える場合、当該
記録媒体には、分割図柄に関する情報に加えて、第２カード情報が記録されていてもよい
。第２カード情報は、カード発行装置１２０や利用者の端末装置１４０を介してカード利
用支援装置１１０が受け付けた、所定のキャンペーン活動への参加要求に含まれるカード
情報にかかる情報であって、たとえば、第２カード番号によって実現することができる。
【００４６】
　第２カード番号は、カード（正カード）のカード番号とは異なる番号であって、当該カ
ード番号を特定可能な固有の番号によって実現される。第２カード番号は、カード発行装
置１２０や利用者の端末装置１４０を介してカード利用支援装置１１０が参加要求を受け
付けた場合に、カード利用支援装置１１０によって生成される。
【００４７】
　具体的には、第２カード番号は、たとえば、クレジットカード番号と同じルールにした
がって割り当てられた、クレジットカード番号と同じ桁数の番号によって実現することが
できる。第２カード番号は、クレジットカード番号のように数字の羅列によって構成され
るものに限るものではなく、カード（正カード）を識別することができる情報であればよ
い。具体的には、第２カード番号は、たとえばアルファベットのみを含む所定桁数の情報
、あるいは、数字とアルファベットとを含む所定桁数の情報によって実現してもよい。
【００４８】
　カード発行装置１２０は、各種の情報を表示するディスプレイ（図３における符号３０
４を参照）や、カード発行装置１２０に対する各種操作を受け付ける操作部などを備えて
いる。操作部としては、たとえばディスプレイに積層されたタッチパネル（図３における
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符号３０５を参照）などを用いることができる。また、カード発行装置１２０は、プリン
タ（図３における符号３０７を参照）が印刷した第２カードを発行する発行口１１３を備
えている。
【００４９】
　また、カード発行装置１２０は、カードの挿入を受け付けるカード挿入口や、当該カー
ド挿入口から挿入されたカードが備える記録媒体（磁気ストライプ、ＩＣチップなど）に
記憶された情報を読み取るカードリーダなどを備えていてもよい。カードが備える記録媒
体をＩＣチップによって実現する場合、カード発行装置１２０は、非接触式ＩＣカードタ
イプのカードを読み取り対象として弱い電波を発するとともに、当該カードからの電波を
受信する通信部を備えていてもよい。
【００５０】
　カード発行装置１２０は、たとえば人が集まる場所や人通りが多い場所に設置すること
が好ましい。具体的には、たとえば駅構内やコンビニエンスストアなどに設置するとよい
。また、カード発行装置１２０は、たとえばカードを利用しやすい場所やカードが利用さ
れる機会の多い場所に設置することが好ましい。このような場所にカード発行装置１２０
を設置することにより、所定のキャンペーン活動にかかる宣伝効果の増大を図ることがで
きる。
【００５１】
　具体的には、たとえばカード決済が可能な店舗に設置するとよい。カード決済が可能な
店舗に設置する場合、カード発行装置１２０は、支払い（カード決済）をおこなう場所の
周辺、あるいは、入店を待機する客の待機場所などに設置するとよい。さらに、カード発
行装置１２０は、たとえば何らかの目的の達成のために順番待ちなどの待機状態が発生し
やすい場所に設置することが好ましい。具体的には、たとえば銀行や郵便局などの金融機
関や、病院の待合室などに設置するとよい。
【００５２】
　カード発行装置１２０は、単独の装置として存在するものに限らず、たとえばネットワ
ーク１０１に接続可能なＡＴＭやデジカメプリント装置、チケット出力装置などと兼用し
、ＡＴＭやデジカメプリント装置が備える機能の一部として第２カードを発行してもよい
。また、カード発行装置１２０は、この実施の形態にかかるカード利用支援システム１０
０に加盟するスーパーマーケットや飲食店などの店舗ごとに設置されたＰＯＳ端末などの
信用照会端末機と兼用してもよい。
【００５３】
　決済端末１３０は、代金と引き換えに商品やサービスを提供する店舗などに設置され、
利用者とカード利用支援システム１００とのインターフェースをつかさどり、カードを用
いた決済をおこなうカード決済機能を備えている。カード決済を可能とするカードは、た
とえば、クレジットカードによって実現することができる。また、カード決済を可能とす
るカードは、たとえば、デビットカード（キャッシュカード）などによって実現されるも
のであってもよい。
【００５４】
　決済端末１３０は、カード利用支援装置１１０との間で、ネットワーク１０１を介した
通信が可能とされている。決済端末１３０は、カード利用支援装置１１０と通信をおこな
うことによって、カード決済にかかる各種の処理をおこなうことができる。決済端末１３
０は、たとえば、ＣＡＦＩＳやＩＮＦＯＸ－ＮＥＴなどの決済用のネットワークを介して
、ネットワーク１０１に接続されている。
【００５５】
　決済端末１３０は、具体的には、たとえばＣＡＴ（Ｃｒｅｄｉｔ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａ
ｔｉｏｎ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）端末などのカードの信用照会端末や、ＩＮＦＯＸ端末など
の多機能決済端末などの決済端末１３０によって実現することができる。このような決済
端末１３０は、電話回線の他、所定のネットワークを介してネットワーク１０１に接続可
能とされている。また、このような決済端末１３０は、ＰＯＳ端末に接続され、あるいは
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ＰＯＳ端末に一体に組み込まれ、ＰＯＳ端末を介してネットワーク１０１に接続されてい
てもよい。決済端末１３０のハードウエア構成については、説明を後述する（図４－１、
図４－２を参照）。
【００５６】
　利用者の端末装置１４０は、カード（正カード）の利用者からの入力操作を受け付ける
ことが可能であって、また、当該入力操作に応じて利用者に対して所定の情報を提供する
。利用者の端末装置１４０は、たとえば、パーソナルコンピュータなどのコンピュータ装
置や、スマートフォン、携帯型電話機、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏ
ｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）などの良好な携帯性を備えた携帯型通信機器によって実現すること
ができる。利用者の端末装置１４０を実現するコンピュータ装置や携帯型通信機器につい
ては、説明を後述する。
【００５７】
（カード利用支援装置１１０を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カー
ド利用支援装置１１０を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成について説明する
。図２は、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カー
ド利用支援装置１１０を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成を示すブロック図
である。
【００５８】
　図２において、コンピュータ装置は、ＣＰＵ２０１と、ＲＯＭ２０２と、ＲＡＭ２０３
と、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）２０４と、ＨＤ（ハードディスク）２０５と、Ｆ
ＤＤ（フレキシブルディスクドライブ）２０６と、着脱可能な記憶媒体の一例としてのＦ
Ｄ（フレキシブルディスク）２０７と、ネットワークＩ／Ｆ（インターフェイス）２０８
と、を備えている。また、コンピュータ装置が備える各部２０１～２０８は、バス２０９
によってそれぞれ接続されている。
【００５９】
　ＣＰＵ２０１は、コンピュータ装置全体の制御をつかさどる。ＲＯＭ２０２は、ブート
プログラムなどのプログラムを記憶している。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１のワークエ
リアとして使用される。ＨＤＤ２０４は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがってＨＤ２０５に
対するデータのリード／ライトを制御する。ＨＤ２０５は、ＨＤＤ２０４の制御で書き込
まれたデータを記憶する。
【００６０】
　ＦＤＤ２０６は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがってＦＤ２０７に対するデータのリード
／ライトを制御する。ＦＤ２０７は、ＦＤＤ２０６の制御で書き込まれたデータを記憶す
る。着脱可能な記憶媒体として、ＦＤ２０７の他、ＣＤ－ＲＯＭ（ＣＤ－ＲＷ）、ＭＯ、
ＤＶＤなどであってもよい。
【００６１】
　ネットワークＩ／Ｆ２０８は、通信回線を通じてネットワーク１０１に接続され、ネッ
トワーク１０１を介して利用者端末装置などの外部装置に接続される。そして、ネットワ
ークＩ／Ｆ２０８は、ネットワーク１０１と内部とのインターフェースをつかさどり、コ
ンピュータ装置からのデータの入出力を制御する。
【００６２】
（カード発行装置１２０のハードウエア構成）
　つぎに、カード発行装置１２０のハードウエア構成について説明する。図３は、カード
発行装置１２０のハードウエア構成を示すブロック図である。図３において、カード発行
装置１２０は、ＣＰＵ３０１と、ＲＯＭ３０２と、ＲＡＭ３０３と、ディスプレイ３０４
と、タッチパネル３０５と、通信Ｉ／Ｆ３０６と、プリンタ３０７と、カードリーダライ
タ３０８と、を備えている。また、各構成部はバス３０９によってそれぞれ接続されてい
る。
【００６３】
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　ＣＰＵ３０１はカード発行装置１２０全体の制御をつかさどり、ＲＡＭ３０３をワーク
エリアとしながらＲＯＭ３０２に記憶された各種プログラムを実行する。ディスプレイ３
０４は、たとえば、表示画面（図１１を参照）を表示する。あるいは、ディスプレイ３０
４は、たとえば、カード発行装置１２０に対して所定の入力操作がおこなわれた時点にお
いて既に登録されている分割図柄を含む、所定の図柄の一部あるいは全部を示す画像を表
示してもよい。ディスプレイ３０４は、具体的には、たとえばＴＦＴ液晶ディスプレイ、
プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイなど、公知の各種のディスプレイによって
実現することができる。
【００６４】
　タッチパネル３０５は、ディスプレイ３０４に積層されており、操作された位置に応じ
た座標信号を出力する。ＣＰＵ３０１は、たとえば、ディスプレイ３０４における表示内
容とタッチパネル３０５において操作された座標位置とに基づいて、表示内容を切り替え
る。具体的には、たとえばディスプレイ３０４に「初期画面」を表示している状態で、タ
ッチパネル３０５における「登録画面を表示する」キーの位置に対する押圧操作があった
場合にワンタイムカードパズルゲームへの参加登録をおこなうための「登録画面」を表示
する。
【００６５】
　カード発行装置１２０は、タッチパネル３０５に加えて、数値を入力するテンキーを備
えていてもよい。また、タッチパネル３０５に代えてあるいは加えて、キーボードを備え
ていてもよい。テンキーやキーボードは、たとえば、利用者が参加するワンタイムカード
パズルゲームにおける所定の図柄の種類を示す情報や、分割図柄の位置を示す情報の入力
に際して用いられる。
【００６６】
　通信Ｉ／Ｆ３０６は、ネットワーク１０１を介して、当該ネットワーク１０１に通信可
能に接続されたカード利用支援装置１１０を実現するコンピュータ装置との間での通信を
おこなう。通信Ｉ／Ｆ３０６は、カード利用支援装置１１０を実現するコンピュータ装置
との間で通信をおこなうことによって、分割図柄の位置を示す情報などを送信する。
【００６７】
　プリンタ３０７は、通信Ｉ／Ｆ３０６を介して受信した第２カード情報や分割図柄に関
する情報などを第２カードを実現する所定の媒体に印刷する。第２カードを実現する所定
の媒体は、たとえば、８６ｍｍ×５４ｍｍの一般的なクレジットカードサイズの薄板形状
の媒体であることが好ましい。あるいは、第２カードを実現する所定の媒体は、８６ｍｍ
幅あるいは５４ｍｍ幅の長尺状のロール紙であってもよい。このようなロール紙を用いる
場合、プリンタ３０７はロール紙を所定の位置で切断するためのカッタ機構を備えている
。プリンタ３０７は、たとえばレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、インクリボン
プリンタなど、公知の各種のプリンタによって実現することができる。
【００６８】
　カードリーダライタ３０８は、カードが備える記録媒体に記憶されたクレジットカード
番号などの情報を読み取り、読み取った情報を含む信号をＣＰＵ３０１に出力する。また
、カードリーダライタ３０８は、たとえばカードが備える記録媒体に対して、第２カード
情報などの情報を記録する。具体的には、カードリーダライタ３０８は、たとえば、カー
ドが記録媒体として備えるＩＣチップに接続される接続端子を備え、当該接続端子を介し
てＩＣチップに記憶されたクレジットカード番号などの情報を読み取る。
【００６９】
　また、たとえばカードリーダライタ３０８は、カードが記録媒体として備える磁気テー
プに記憶されたクレジットカード番号などの情報を読み取る磁気ヘッドを備え、当該磁気
ヘッドの読取位置を磁気タイプのカードが通過する際に、カードの磁気テープに記憶され
たクレジットカード番号などの情報を読み取るようにしてもよい。カードリーダライタ３
０８が非接触式ＩＣカードタイプのカードを読み取り対象とする場合は、さらに、カード
と通信をおこなう通信部を備えていてもよい。
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【００７０】
（決済端末１３０のハードウエア構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、決済
端末１３０のハードウエア構成について説明する。図４－１および図４－２は、この発明
にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、決済端末１３０のハード
ウエア構成を示すブロック図である。図４－１においては、カード決済に特化した機能を
備えた決済端末１３０のハードウエア構成を示している。図４－２においては、カード決
済機能を備えたＰＯＳ端末によって実現される決済端末１３０のハードウエア構成を示し
ている。
【００７１】
　図４－１において、カード決済に特化した機能を備えた決済端末１３０は、ＣＰＵ４１
１と、ＲＯＭ４１２と、ＲＡＭ４１３と、ディスプレイ４１４と、キーボード４１５と、
ネットワークＩ／Ｆ４１６と、ブザー４１７と、カードリーダ４１８と、プリンタ４１９
と、を備えている。また、決済端末１３０が備える各部４１１～４１９は、バス４１０に
よってそれぞれ接続されている。
【００７２】
　ＣＰＵ４１１は、決済端末１３０全体の制御をつかさどる。ＲＯＭ４１２は、カード決
済に際して実行させる各種のプログラムなどを記憶している。ＲＡＭ４１３は、ＣＰＵ４
１１のワークエリアとして使用される。ＣＰＵ４１１は、カード決済に際して、ネットワ
ークＩ／Ｆ４１６を介してカード利用支援装置１１０との間で通信をおこなう。
【００７３】
　キーボード４１５は、カード決済をおこなう店舗の店員などによるカード決済にかかる
各種の入力操作を受け付けたり、利用者（カードの利用者）による暗証番号の入力操作を
受け付けたりする。キーボード４１５は、入力された情報をＣＰＵ４１１に出力する。デ
ィスプレイ４１４は、たとえば液晶パネルを備えた表示装置によって実現することができ
る。ディスプレイ４１４を実現する液晶パネルは、定型メッセージ、数字、記号などを表
示することができる。また、ディスプレイ４１４を実現する液晶パネルは、７セグメント
方式のディスプレイであってもよい。
【００７４】
　ブザー４１７は、決済端末１３０においてエラーが発生した場合などに所定のブザー音
声を出力する。ブザー４１７としては、たとえば圧電ブザー、電子ブザー、電磁ブザーな
ど公知の各種のブザーを用いることができる。カードリーダ４１８は、カードを用いた決
済において、カードに記録された情報を読み出し、読み出された情報をＣＰＵ４１１に対
して出力する。カードは、ＩＣチップを備えたタイプであってもよいし、磁気ストライプ
を備えたタイプであってもよい。
【００７５】
　プリンタ４１９は、伝票用紙に対して決済の内容などを印字する印字処理をおこなう。
プリンタ４１９は、たとえば複写が可能な伝票用紙に対する印字が可能なインパクトドッ
トプリンタなどを用いることができる。プリンタ４１９は、インパクトドットプリンタに
限るものではなく、サーマルプリンタ、レーザプリンタ、インクジェットプリンタなど公
知の各種の印字方式のプリンタによって実現することができる。プリンタ４１９は、伝票
用紙を保持する用紙保持機構、伝票用紙に対して印字をおこなうプリンタヘッドなどを備
えて構成されている。
【００７６】
　図４－２において、カード決済機能を備えたＰＯＳ端末によって実現される決済端末１
３０は、ＣＰＵ４２１と、ＲＯＭ４２２と、ＲＡＭ４２３と、ＨＤＤ４２４と、ＨＤ４２
５と、ディスプレイ４２６と、タッチパネル４２７と、キーボード４２８と、バーコード
スキャナ４２９と、プリンタ４３０と、ドロワ開放装置４３１と、ネットワークＩ／Ｆ４
３２と、スピーカー４３３と、カードリーダ４３４と、を備えている。また、決済端末１
３０が備える各部４２１～４３４は、バス４２０によってそれぞれ接続されている。
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【００７７】
　ＣＰＵ４２１は、カード決済機能を備えたＰＯＳ端末によって実現される決済端末１３
０全体の制御をつかさどる。ＲＯＭ４２２は、カード決済時、商品の売り上げ登録時ある
いは売り上げの精算時などに実行させる各種のプログラムなどを記憶している。ＲＡＭ４
２３は、ＣＰＵ４２１のワークエリアとして使用される。ＣＰＵ４２１は、たとえばカー
ド決済に際して、ネットワークＩ／Ｆ４３２を介してカード利用支援装置１１０との間で
通信をおこなう。
【００７８】
　カード決済機能を備えたＰＯＳ端末によって実現される決済端末１３０は、カード利用
支援装置１１０との間で直接通信をおこなうことができる。また、カード決済機能を備え
たＰＯＳ端末によって実現される決済端末１３０は、店舗ごとあるいはグループごとに設
けられたサーバコンピュータを介して、カード利用支援装置１１０との間で通信をおこな
ってもよい。
【００７９】
　ＨＤＤ４２４は、ＣＰＵ４２１の制御にしたがって、ＨＤ４２５に対するデータのリー
ド／ライトを制御する。ＨＤＤ４２４は、ＨＤ４２５の制御によって書き込まれたデータ
を記憶する。具体的には、ＨＤ４２５は、たとえば商品マスタファイルや売り上げファイ
ルなどを記憶している。カード決済機能を備えたＰＯＳ端末によって実現される決済端末
１３０における商品マスタファイルや売り上げファイルについては公知であるため説明を
省略する。
【００８０】
　ディスプレイ４２６は、たとえば液晶パネルを備えた表示装置によって実現することが
できる。ディスプレイ４２６は、カーソル、アイコン、ツールボックスをはじめ、文書、
画像、機能情報などのデータに関するウインドウ（ブラウザ）を表示する。カード決済機
能を備えたＰＯＳ端末によって実現される決済端末１３０は、店員側に情報を表示するデ
ィスプレイ４２６と、利用者側に情報を表示するディスプレイ４２６とのように、１台あ
たり複数のディスプレイ４２６を備えていてもよい。
【００８１】
　タッチパネル４２７は、ディスプレイ４２６に積層され、操作位置に応じた信号をＣＰ
Ｕ４２１に対して出力する。タッチパネル４２７は、たとえば抵抗膜方式や静電容量方式
、音響パルス認識方式、超音波表面弾性波方式、赤外遮光方式、画像認識方式など公知の
各種の方式のものを用いることができる。キーボード４２８は、文字、数値、各種指示な
どの入力のためのキーを備え、操作されたキーに応じた信号をＣＰＵ４２１に対して出力
する。
【００８２】
　バーコードスキャナ４２９は、商品に付されたバーコードや２次元コードなどを光学的
に読み取ることが可能な光学式マーク認識装置（ＯＭＲ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍａｒｋ　Ｒ
ｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎもしくはＯｐｔｉｃａｌ　Ｍａｒｋ　Ｒｅａｄｅｒ）によって実現
することができる。バーコードスキャナ４２９は、ＬＥＤなどの光源、光源からの光を走
査させるポリゴンミラー、読み取り対象物からの反射光を受光するセンサ、センサが受光
した光信号をデコードするデコード回路などを備えている。センサとしてＣＣＤイメージ
センサを採用することにより、２次元コードを読み取ることが可能になる。デコード回路
がデコードしたデータは、ＣＰＵ４２１に出力される。
【００８３】
　プリンタ４３０は、ロール紙に対して決済の内容などを印字する印字処理をおこなう。
サーマルプリンタ、レーザプリンタ、インクジェットプリンタなど公知の各種の印字方式
のプリンタによって実現することができる。プリンタ４３０は、ロール紙を保持するロー
ル紙保持機構、ロール紙に対して印字をおこなうプリンタヘッド、印字済みのロール紙を
任意の長さでカットするカッタ機構などを備えて構成されている。
【００８４】
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　ドロワ開放装置４３１は、カード決済機能を備えたＰＯＳ端末によって実現される決済
端末１３０に対して所定の操作がおこなわれた場合に、当該決済端末１３０に接続された
ドロワ装置を開放する。ドロワ開放装置４３１は、具体的には、たとえばソレノイドなど
によって実現することができ、キーボード４２８における「預／現計」キーの操作に応じ
てＣＰＵ４２１から出力された開放信号を受信した場合に動作してドロワ装置を解錠する
。
【００８５】
　スピーカー４３３は、商品をスキャンした場合の『ピッ』という音声やエラーなどの異
常発生時の報知音を出力する。スピーカー４３３は、ボイスコイル（図示を省略する）を
備えており、ＣＰＵ４２１から出力された音声信号にしたがった電気信号をボイスコイル
に印加することによって音声を出力する。カードリーダ４３４は、カードを用いた決済に
おいて、カードに記録されたデータを読み出す。カードは、ＩＣチップを備えたタイプで
あってもよいし、磁気ストライプを備えたタイプであってもよい。
【００８６】
（利用者の端末装置１４０を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、利用
者の端末装置１４０を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成について説明する。
図５－１は、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、利
用者の端末装置１４０を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成を示すブロック図
である。
【００８７】
　図５－１において、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００にお
ける、利用者の端末装置１４０を実現するコンピュータ装置は、ＣＰＵ５１１と、ＲＯＭ
５１２と、ＲＡＭ５１３と、ＨＤＤ５１４と、ＨＤ５１５と、ＦＤＤ５１６と、着脱可能
な記憶媒体の一例としてのＦＤ５１７と、ディスプレイ５１８と、操作部５１９と、プリ
ンタ５２０と、ネットワークＩ／Ｆ５２１と、を備えている。また、この発明にかかる実
施の形態のカード利用支援システム１００における、利用者の端末装置１４０を実現する
コンピュータ装置が備える各部５１１～５２１は、バス５２２によってそれぞれ接続され
ている。
【００８８】
　ＣＰＵ５１１は、利用者の端末装置１４０を実現するコンピュータ装置全体の制御をつ
かさどる。ＲＯＭ５１２は、ブートプログラムなどのプログラムを記憶している。ＲＡＭ
５１３は、ＣＰＵ５１１のワークエリアとして使用される。ＨＤＤ５１４は、ＣＰＵ５１
１の制御にしたがってＨＤ５１５に対するデータのリード／ライトを制御する。ＨＤ５１
５は、ＨＤＤ５１４の制御で書き込まれたデータを記憶する。
【００８９】
　ＦＤＤ５１６は、ＣＰＵ５１１の制御にしたがってＦＤ５１７に対するデータのリード
／ライトを制御する。ＦＤ５１７は、ＦＤＤ５１６の制御で書き込まれたデータを記憶す
る。ＦＤ５１７に代えてあるいはＦＤ５１７に加えて、ＣＤ－ＲＯＭ（ＣＤ－ＲＷ）、Ｍ
Ｏ、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）などの各種の記憶媒体を
、着脱可能な記憶媒体として用いてもよい。この場合、この発明にかかる実施の形態のカ
ード利用支援システム１００における、利用者の端末装置１４０を実現するコンピュータ
装置は、各種の記憶媒体に対するデータのリード／ライトを制御するドライブを備える。
【００９０】
　ディスプレイ５１８は、たとえば液晶パネルを備えた表示装置によって実現することが
できる。ディスプレイ５１８を実現する液晶パネルは、任意の文字列、数字、記号などを
表示することができる。操作部５１９は、利用者による各種の入力操作を受け付ける。操
作部５１９は、具体的には、たとえば、タッチパネル、キーボード、テンキーなどによっ
て実現することができる。また、操作部５１９は、たとえば、マウスによって実現しても
よい。タッチパネル、キーボード、テンキー、マウスなどによって実現される操作部５１
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９は、当該操作部５１９に対する入力操作に応じた信号を出力する。
【００９１】
　プリンタ５２０は、所定の媒体に対して、分割図柄あるいは当該分割図柄の位置情報な
どを印字する印字処理をおこなう。プリンタ５２０は、レーザプリンタ、インクジェット
プリンタ、インパクトドットプリンタなど公知の各種の印字方式のプリンタによって実現
することができる。プリンタ５２０は、カードの用紙を保持する用紙保持機構や、カード
の用紙に対して印字をおこなうプリンタヘッドなどを備えて構成されている。
【００９２】
　ネットワークＩ／Ｆ５２１は、インターネットなどのネットワーク１０１に接続され、
当該ネットワーク１０１を介して、カード利用支援装置１１０などの外部装置に接続され
る。そして、ネットワークＩ／Ｆ５２１は、ネットワーク１０１と利用者の端末装置１４
０を実現するコンピュータ装置の内部とのインターフェースをつかさどり、利用者の端末
装置１４０を実現するコンピュータ装置と外部装置との間におけるデータの入出力を制御
する。
【００９３】
（利用者の端末装置１４０のハードウエア構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態の利用者の端末装置１４０を実現するスマートフ
ォンのハードウエア構成について説明する。図５－２は、この発明にかかる実施の形態の
カード利用支援システム１００における、利用者の端末装置１４０を実現するスマートフ
ォンのハードウエア構成を示すブロック図である。
【００９４】
　図５－２おいて、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００におけ
る、利用者の端末装置１４０を実現するスマートフォンは、ＣＰＵ５２２と、ＲＯＭ５２
３と、ＲＡＭ５２４と、メモリ５２５と、音声通信Ｉ／Ｆ５２６と、ネットワーク通信Ｉ
／Ｆ５２７と、ディスプレイ５２８と、操作部５２９と、マイク５３０と、スピーカー５
３１と、カメラ５３２と、無線通信Ｉ／Ｆ５３３と、を備えている。また、この発明にか
かる実施の形態の利用者の端末装置１４０を実現するスマートフォンが備える各構成部５
２２～５３３は、バス５３４によってそれぞれ接続されている。
【００９５】
　ＣＰＵ５２２は、スマートフォン全体の制御をつかさどる。ＲＯＭ５２３は、ブートプ
ログラムなどのプログラムを記憶している。ＲＡＭ５２４は、ＣＰＵ５２２のワークエリ
アとして使用される。ＲＡＭ５２４は、ディスプレイ５２８に表示させる画像データを書
き込むＶＲＡＭを含んでいてもよい。メモリ５２５は、利用者の端末装置１４０を所有す
る利用者の識別情報を記憶する。メモリ５２５は、利用者の識別情報を不揮発に記憶する
。すなわち、メモリ５２５は、スマートフォンの電源をＯＦＦにした状態であっても利用
者の識別情報を記憶する。
【００９６】
　利用者の端末装置１４０の識別情報は、利用者の端末装置１４０を識別可能な情報であ
って、カード利用支援システム１００に加入する利用者の端末装置１４０に固有の情報に
よって実現される。利用者識別情報は、たとえば、カード利用支援システム１００の管理
者などによって設定された任意の数字列や任意の文字列によって実現することができる。
また、利用者識別情報は、たとえば、利用者の端末装置１４０に割り当てられた電子メー
ルアドレスによって実現してもよい。また、利用者識別情報は、たとえば、利用者の端末
装置１４０の製造番号によって実現してもよい。
【００９７】
　音声通信Ｉ／Ｆ５２６は、電話回線網に接続されており、別のスマートフォン（携帯型
電話機やＰＨＳ）などの携帯型通信機器や、固定型電話機との間における音声による通話
を実現する。ネットワーク通信Ｉ／Ｆ５２７は、インターネットなどのネットワーク１０
１を介して、当該ネットワーク１０１に接続されたコンピュータ装置や別のスマートフォ
ンとの間におけるデータの入出力を制御する。
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【００９８】
　ディスプレイ５２８は、カメラ５３２によって撮影した画像を表示したり、各種の表示
画面（図１１、図１２－１、図１２－２、図１２－３などを参照）を表示したりする。ま
た、ディスプレイ５２８は、スマートフォンを携帯型電話機（あるいはＰＨＳ）として利
用する場合における設定中のモード（マナーモードやドライブモードなど）や電波の受信
状態を示す各種のマーク、アイコンあるいはツールボックスなどを表示し、主にＴＦＴ液
晶ディスプレイなどの液晶ディスプレイによって実現される。
【００９９】
　操作部５２９は、文字、数値、各種指示などの入力のためのキーを備え、データ入力を
おこなう。操作部５２９は、たとえば、テンキーやカーソルキーなどを備えたキーボード
やタッチパネルなどによって実現することができる。キーボードやタッチパネルなどによ
って実現される操作部５２９は、当該操作部５２９に対する入力操作に応じた信号を、Ｃ
ＰＵ５２２に対して出力する。
【０１００】
　操作部５２９をタッチパネルによって実現する場合、当該タッチパネルは、ディスプレ
イ５２８の表示面側に積層される。タッチパネルは、指やペンなどの筆記部材が接触した
ことを検出した場合に、タッチパネルに対する筆記部材の接触位置に応じた電気信号を出
力する。
【０１０１】
　また、タッチパネルは、タッチパネルに対する筆記部材の接触が解除された場合は、信
号の出力を停止する。あるいは、タッチパネルは、タッチパネルに対する筆記部材の接触
が解除された場合に、タッチパネルに対する筆記部材の接触がないことを示す信号を出力
してもよい。
【０１０２】
　タッチパネルは、抵抗膜方式、静電容量方式、電磁誘導方式、表面弾性波方式など公知
の各種の方式によってタッチパネルに対する筆記部材の接触位置を検出し、検出した接触
位置に応じた電気信号を、ＣＰＵ５２２に対して出力する。電磁誘導方式を採用する場合
、電子ペンなどと称される専用の筆記部材を用いる。
【０１０３】
　マイク５３０は、アナログ形式の音声データとして入力された話者の声や環境音などを
アナログ／デジタル変換し、デジタル形式の音声データを生成する。スピーカー５３１は
、通話相手側から送信されたデジタル形式の音声データや、宣伝情報に含まれる音声デー
タをデジタル／アナログ変換し、アナログ形式の音声データに基づいてスピーカーコーン
におけるコイルに通電するなどして音声を出力する。スピーカー５３１は、再生指示を受
け付けた音声データに基づいて、スピーカーコーンにおけるコイルに通電するなどして音
声を出力する。
【０１０４】
　カメラ５３２は、操作部５２９の操作によって被写体を撮影し、画像データを生成する
。生成された画像データは、ＲＡＭ５２４やメモリ５２５などに記憶される。カメラ５３
２は、図示を省略する映像Ｉ／Ｆを介してディスプレイ５２８に接続されていてもよい。
【０１０５】
　この場合の映像Ｉ／Ｆは、具体的には、たとえば、ディスプレイ５２８あるいはカメラ
５３２との間における所定の処理をおこなうグラフィックコントローラと、即時表示可能
な画像情報を一時的に記録するＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　ＲＡＭ）などのバッファメモリと
、グラフィックコントローラから出力される画像データに基づいてディスプレイ５２８を
制御する制御ＩＣなどによって構成される。
【０１０６】
　無線通信Ｉ／Ｆ５３３は、別のスマートフォンなど、別の利用者の端末装置１４０との
間における無線通信にかかるデータの入出力を制御する。無線通信Ｉ／Ｆ５３３は、たと
えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などのように、数ｍ程度の近距離無線通信規格に
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したがった無線通信をおこなう。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ規格にしたがって無線通信をおこな
う場合、指向性がないことから遮蔽物があっても通信することが可能であるが、指向性ア
ンテナを用いるなどして敢えて指向性をもたせてもよい。無線通信Ｉ／Ｆ５３３は、たと
えば赤外線通信のように、指向性を有する無線通信規格にしたがった無線通信をおこなう
ものであってもよい。
【０１０７】
（カード利用支援装置１１０が備えるデータベースの一例）
　つぎに、カード利用支援装置１１０が備えるデータベースについて説明する。カード利
用支援装置１１０が備える各種のデータベースは、カード利用支援装置１１０を実現する
コンピュータ装置が備えるＨＤ２０５に設けられている。
【０１０８】
　カード利用支援装置１１０が備える各種のデータベースは、カード利用支援装置１１０
を実現するコンピュータ装置が備えるＨＤ２０５などの記憶媒体に一体に設けられている
ものに限らない。カード利用支援装置１１０が備える各種のデータベースは、カード利用
支援装置１１０を実現するコンピュータ装置とは別体で設けられた記憶媒体や、カード利
用支援装置１１０を実現するコンピュータ装置とは異なるコンピュータ装置が備える記憶
媒体に設けられていてもよい。
【０１０９】
（利用者データベースの一例）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援装置１１０が備える各種のデー
タベースのうち、利用者データベースの一例について説明する。図６は、この発明にかか
る実施の形態のカード利用支援システム１００における、カード利用支援装置１１０が備
える利用者データベースの一例を示す説明図である。図６において、利用者データベース
６００は、利用者の識別情報と、利用者に関する情報と、を関連付けて記憶している。図
６に示した利用者データベース６００においては、利用者の識別情報として、カード番号
が記憶されている。
【０１１０】
　また、利用者データベース６００は、利用者に関する情報として、たとえば、各カード
の有効期限、各カードの利用者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別など、カ
ードの利用者あるいはカードに関する各種の情報（以下「カード情報」という）を記憶し
ている。利用者データベース６００は、日本語表記で示された住所に関する情報に加えて
、ローマ字表記で示された住所に関する情報を記憶していてもよい。たとえば、利用者の
住所が日本国である場合、利用者データベース６００は、利用者の住所が日本国であるこ
とを示す「日本」、「日本国」、「ＪＡＰＡＮ」あるいは「ＪＰＮ」などのように、利用
者が居住する国に関する情報を含んでいてもよい。
【０１１１】
　また、利用者データベース６００は、たとえばカード（正カード）の利用者の年収や、
所定期間における利用限度額など、カードの利用者の支払い能力に関する情報を、カード
情報として記憶していてもよい。所定期間における利用限度額は、カードの利用者の年収
などに基づいて、あらかじめカードの発行元などによって設定される。
【０１１２】
　所定期間は、前回の締め日の翌日から次回の締め日までの期間であって、たとえば１ヶ
月間とすることができる。締め日は、カード会社が加盟店への立替払金額やカードの利用
者（利用者）への請求金額を確定するための締め切り日であり、たとえば「毎月１０日」
、「毎月２５日」などのように設定されている。具体的には、たとえば締め日が「毎月１
０日」である場合、所定期間は、毎月１１日～翌月の１０日までの期間とされる。所定期
間ごとの利用金額は、たとえば、１ヶ月ごとに締め日がある場合、前回の締め日の翌日か
ら次回の締め日までの累積のカード決済の利用金額とされる。
【０１１３】
　また、利用者データベース６００は、たとえば支払い方法、支払いに利用する金融機関
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名、支店名、預金種目や口座番号など、支払いに関する情報を、カード情報として記憶し
ていてもよい。具体的には、たとえばリボルビング払いを設定しているカードの利用者（
利用者）に関しては、リボルビング払いによる１回あたりの支払い額を、支払いに関する
情報として記憶するようにしてもよい。
【０１１４】
　利用者データベース６００における利用者に関する情報は、たとえば、カードの発行受
付時（申し込み時）など、カードが発行される前にカードの利用者（利用者）から取得し
、カードの発行元によって利用者データベース６００に登録される。これにより、カード
番号が指定された場合は、指定されたカード番号に関連付けられている各種の情報を特定
することができる。利用者データベース６００においては、カード番号以外にも、カード
の利用者（利用者）の氏名および住所、電話番号、メールアドレスなど、任意の情報が指
定されることによって、指定された任意の情報に関連付けられた情報を抽出することがで
きる。
【０１１５】
（カード利用履歴データベースの一例）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カー
ド利用支援装置１１０が備えるカード利用履歴データベースについて説明する。図７は、
この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カード利用支援
装置１１０が備えるカード利用履歴データベースの一例を示す説明図である。
【０１１６】
　図７において、カード利用履歴データベース７００は、利用者の識別情報ごとに、カー
ド決済に関するカード利用履歴情報を記憶している。利用者の識別情報は、たとえば、カ
ード番号によって実現することができる。カード決済に関するカード利用履歴情報は、カ
ード決済が完了するごとに、カード利用履歴データベース７００に登録される。
【０１１７】
　カード利用履歴情報は、たとえば、カードの利用日時を特定可能な情報を含んでいる。
カードの利用日時を特定可能な情報は、たとえば店舗などに設置された決済端末１３０か
ら送信された決済要求に含まれるカード決済の日時情報（決済端末１３０においてカード
を読み取った日時情報）とすることができる。あるいは、カードの利用日時を特定可能な
情報は、カード利用支援装置１１０が備える計時機能によって計時される時刻において、
決済端末１３０から送信された決済要求を受信した日時を特定可能な情報であってもよい
。
【０１１８】
　また、カード利用履歴情報は、カードの利用店舗すなわちカード決済をおこなった決済
端末１３０の識別情報を含んでいる。決済端末１３０の識別情報は、当該決済端末１３０
が設置されている店舗を識別することができるように店舗ごとに異なり、たとえば、カー
ドの発行元となるカード会社などによってあらかじめ設定されている。これにより、決済
端末１３０の識別情報によって、カード決済をおこなった店舗を識別（特定）することが
できる。
【０１１９】
　この場合、決済端末１３０の識別情報は、たとえば「同一の店舗の支店どうし」などの
ように、店舗名が同一であっても同一の店舗ではない店舗どうしを識別できるように設定
されていてもよい。この場合、カード利用履歴データベース７００においては、店舗名が
同じであっても場所が異なる店舗であれば、それぞれを異なる店舗として登録することが
できる。決済端末１３０の識別情報は、決済端末１３０ごとに異なっていてもよい。また
、この場合、カード利用支援装置１１０においては、決済端末１３０の識別情報と、当該
決済端末１３０が設置された店舗の識別情報と、を関連付けて記憶するデータベースが設
けられる。
【０１２０】
　また、カード利用履歴情報は、たとえばカード決済ごとに指定された支払い回数、カー
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ド決済ごとの利用金額（カード決済１回あたりの利用金額）、たとえば１ヶ月などの所定
期間ごとの累積の利用金額など、各カード決済の内容を特定可能な情報を含んでいてもよ
い。カード利用履歴データベース７００においては、所定期間ごとの利用金額として、１
ヶ月あたりの利用金額が記憶されている。
【０１２１】
　カード利用履歴データベース７００においては、所定期間ごとの利用金額として、既に
満了した所定期間の利用金額と、満了していない所定期間の利用金額と、が記憶されてい
る。満了していない所定期間の利用金額は、未確定であり、所定期間（前月１１日～翌月
１０日まで）が満了した時点で確定する。カード利用履歴データベース７００において、
満了していない所定期間の利用金額は、請求予定金額として記憶されている。
【０１２２】
　カード利用履歴データベース７００において、カード利用履歴情報は、カード決済ごと
に記憶されている。具体的には、たとえば、１枚のカードを用いて同日に３回のカード決
済をおこなった場合、カード利用履歴データベース７００においては、当該カードのカー
ド番号に関連付けられた３件分のカード利用履歴情報が、１日におけるカード決済に関す
る情報としてそれぞれ記憶される。
【０１２３】
（第２カード情報データベース）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カー
ド利用支援装置１１０が備える第２カード情報データベースについて説明する。図８は、
この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カード利用支援
装置１１０が備える第２カード情報データベースの一例を示す説明図である。
【０１２４】
　図８において、第２カード情報データベース８００は、第２カード情報と当該第２カー
ド情報の生成にかかるカード情報とを関連付けて記憶する。具体的には、第２カード情報
データベース８００は、たとえば、第２カード情報としての第２カード番号と、当該第２
カード情報の生成にかかるカード情報として正カードのカード番号と、を関連付けて記憶
する。
【０１２５】
　また、第２カード情報データベース８００は、第２カード情報としての第２カード番号
に関連付けて、当該第２カード番号によって特定される利用者が指定した、ワンタイムカ
ードパズルゲームにおける所定の図柄に関する情報（以下「指定図柄情報」という）を記
憶している。この実施の形態においては、第２カード情報データベース８００によって記
憶部（図１３における符号１３４２を参照）を実現することができる。
【０１２６】
（図柄データベースの一例）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カー
ド利用支援装置１１０が備える図柄データベースについて説明する。図９は、この発明に
かかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カード利用支援装置１１０
が備える図柄データベースの一例を示す説明図である。
【０１２７】
　図９において、図柄データベース９００は、複数の分割図柄に関する情報を記憶してい
る。図柄データベース９００においては、複数の分割図柄の識別情報と、当該識別情報に
よって識別される分割図柄を示す画像データと、が関連付けて記憶されている。また、図
柄データベース９００においては、複数の分割図柄の識別情報は、所定の図柄ごとに分類
されて記憶されている。
【０１２８】
　具体的には、たとえば、所定の図柄Ａの分割図柄は、「Ａ０１－００１」、「Ａ０１－
００２」、・・・、「Ａ－９９０」のように、所定の図柄Ａ０１の分割図柄であることを
識別できるように分類されて記憶されている。分割図柄の識別情報は、たとえば、「Ａ０
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１－００１」におけるＡ０１のように、ワンタイムパズルゲームにおいて完成させる図柄
を識別する情報と、「Ａ０１－００１」における００１のように完成させる図柄において
各分割図柄を識別情報と、を含むように構成することができる。
【０１２９】
　分割図柄の数は、所定の図柄ごとに異なる。具体的には、たとえば、図９の図柄データ
ベース９００においては、所定の図柄「Ａ０１」は９９０個（枚）の分割図柄によって完
成され、所定の図柄Ｂは１５００個（枚）の分割図柄によって完成されることが示されて
いる。分割図柄の数は、完成させる図柄（所定の図柄）が異なっていても、すべて同数で
あってもよい。
【０１３０】
（第２カードの一例）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カー
ド発行装置１２０が発行する第２カード（ワンタイムクレジットカード）の一例について
説明する。図１０－１および図１０－２は、この発明にかかる実施の形態のカード利用支
援システム１００における、カード発行装置１２０が発行する第２カード（ワンタイムク
レジットカード）の一例を示す説明図である。図１０－１は第２カードの一面（表面）側
を示し、図１０－２は第２カードの他面（裏面）側を示している。
【０１３１】
　図１０－１において、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００に
おける、カード発行装置１２０が発行する第２カード（図１０－１においては「ワンタイ
ムクレジット」と記載）１０００は、一面（表面）側に、第２カード１０００を一意に識
別する第２カード番号や、当該第２カード番号によって識別される第２カード１０００の
利用者（正カードの利用者）の氏名などの情報が記録されている。
【０１３２】
　図１０－２において、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００に
おける、カード発行装置１２０が発行する第２カード１０００は、他面（裏面）側に、分
割図柄に関する情報が記録されている。第２カード１０００の他面（裏面）側に記録され
た分割図柄に関する情報は、一面側に記録された情報によって識別されるカード（正カー
ド）の利用者が参加したワンタイムカードパズルゲームにおける、当該第２カード１００
０に割り当てられた分割図柄に関する。上述したように、第２カード１０００においては
、分割図柄に関する情報が図１０－２に示したように可視化されているものに限らず、磁
気ストライプ１０２０などの記録媒体に不可視な状態で記録されていてもよい。
【０１３３】
（表示画面例）
　つぎに、表示画面例について説明する。図１１、図１２－１、図１２－２および図１２
－３は、カード発行装置１２０あるいは利用者の端末装置１４０の表示画面例を示す説明
図である。図１１において、表示画面１１００は、ワンタイムカードパズルゲームへの参
加登録に際して、利用者の端末装置１４０のディスプレイ５１８、５２８に表示される。
表示画面１１００は、カード番号、カード（正カード）の利用者、第２カード番号（図１
１においては「パズル番号」と記載）を入力する入力枠を表示する。カードの利用者は、
表示画面１１００が表示された状態で操作部５１９、５２９に対して所定の入力操作をお
こなうことによってカード（正カード）のカード番号、カードの利用者の氏名、事前に発
行された第２カード番号を入力する。
【０１３４】
　表示画面１１００において、「登録」キーは、入力した各種の情報（カード番号、氏名
、パズル番号）を確定する際に操作する。カード発行装置１２０あるいは利用者の端末装
置１４０は、表示画面１１００を表示している状態で「登録」キーが操作されると、入力
された各種の情報を含む、ワンタイムカードパズルゲームへの参加要求をカード利用支援
装置１１０に送信する。これによって、カードの利用者が第２カード１０００を発行して
いない場合にも、ワンタイムカードパズルゲームに参加することができる。
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【０１３５】
　表示画面１１００は、カード発行装置１２０のディスプレイ３０４に表示されてもよい
。具体的には、表示画面１１００は、たとえば、ワンタイムカードパズルゲームによって
実現される所定のキャンペーン活動において、所定の図柄が複数種類存在する場合に、カ
ードの利用者に当該利用者が参加する所定の図柄を選択する際に表示する。これによって
、所定の図柄が複数存在する場合も、カードの利用者は自身が希望する所定の図柄に関す
るワンタイムカードパズルゲームに参加することができる。
【０１３６】
　表示画面１１００をカード発行装置１２０のディスプレイ３０４に表示する場合、カー
ド（正カード）のカード番号、カードの利用者の氏名、事前に発行されたパズル番号（第
２カード番号）などの各種情報は、カード発行装置１２０が第２カード１０００が備える
磁気ストライプ１０２０などの記録媒体に記録された情報を読み取ることによって、当該
各種情報の利用者による入力操作を省略するようにしてもよい。
【０１３７】
　図１２－１において、表示画面１２１０は、カード発行装置１２０あるいは利用者の端
末装置１４０において、分割図柄に関する情報とともに表示画面１２１０の表示指示の入
力指示を受け付けた場合に、カード発行装置１２０のディスプレイ３０４あるいは利用者
の端末装置１４０のディスプレイ５１８、５２８に表示される。表示画面１２１０は、入
力を受け付けた分割図柄に関する情報に基づいて特定される分割図柄を表示する。
【０１３８】
　表示画面１２１０は、最新の表示指示の入力を受け付けるまでの間に入力を受け付けた
分割図柄に関する情報に基づくすべての分割図柄を表示する。図１２においては、最新の
表示指示の入力を受け付けるまでの間に４つの分割図柄に関する情報の入力を受け付けた
状態で、５つ目の表示指示の入力を受け付けた場合に表示される表示画面１２１０が示さ
れている。
【０１３９】
　カード発行装置１２０においては、カード挿入口に第２カード１０００が挿入された状
態で表示指示の入力を受け付けた場合に表示画面１２１０を表示する。利用者の端末装置
１４０においては、操作部５１９、５２９に対する所定の入力操作を受け付けた場合に表
示画面１２１０を表示する。
【０１４０】
　図１２－２において、表示画面１２２０は、表示画面１２１０を表示した後に、さらな
る分割図柄に関する情報とともに表示画面１２１０の表示指示の入力指示を受け付けた場
合に、カード発行装置１２０のディスプレイ３０４あるいは利用者の端末装置１４０のデ
ィスプレイ５１８、５２８に表示される。表示画面１２２０に示すように、分割図柄を示
す画像は、先に入力を受け付けた分割図柄に関する情報に基づく画像に隣接する位置に表
示されるものに限らない。入力を受け付けた分割図柄に関する情報によっては、表示画面
１２２０中に既に表示されている分割図柄の画像とは離間した位置に、あらたに入力を受
け付けた分割図柄の画像が表示されてもよい。
【０１４１】
　図１２－３において、表示画面１２３０は、所定の図柄の全ての位置における分割図柄
に関する情報の入力を受け付けた場合に、カード発行装置１２０のディスプレイ３０４あ
るいは利用者の端末装置１４０のディスプレイ５１８、５２８に表示される。図１２－１
、図１２－２および図１２－３に示したように、表示画面１２１０、１２２０、１２３０
においては、入力を受け付けた分割図柄に関する情報に基づいて該当する位置に該当する
分割図柄を表示する。
【０１４２】
　あるいは、表示画面１２１０、１２２０、１２３０においては、入力を受け付けた分割
図柄に関する情報に基づいて該当する位置における分割図柄に関する情報の入力を受け付
けたことのみを示す表示をおこなってもよい。具体的には、たとえば、全体が灰色無地の
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画面からワンタイムカードパズルゲームを開始し、分割図柄に関する情報の入力を受け付
けた場合は、入力を受け付けた分割図柄に関する情報が示す位置に相当する部分（たとえ
ば灰色無地）を、分割図柄に関する情報の入力を受け付けていない位置に相当する部分と
は異なる色（たとえば白色無地）で示した表示画面を表示する。
【０１４３】
　そして、この場合、たとえば、所定の図柄の全ての位置における分割図柄に関する情報
の入力を受け付けた場合に、全体が白色無地の表示画面を表示し、その後、所定の図柄全
体の画像を表示するようにしてもよい。これによって、ワンタイムカードパズルゲームへ
の参加者は、所定の図柄を形成するすべての分割図柄が集まってはじめて、所定の図柄全
体の画像を知ることができる。
【０１４４】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００の運用に際しては、ワン
タイムカードパズルゲームによって提供される所定の図柄が完成した場合に、分割図柄に
関する情報を含む画像生成要求を送信した利用者に対して、景品が当たるようにしてもよ
い。これによって、景品を獲得することを目的として分割図柄を集めさせることができ、
これによりカードの利用促進を図ることができる。
【０１４５】
（カード利用支援システム１００の機能的構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００の機能的構成に
ついて説明する。図１３は、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１０
０の機能的構成を示すブロック図である。図１３において、この発明にかかる実施の形態
のカード利用支援システム１００の各機能は、カード利用支援装置１１０、カード発行装
置１２０、決済端末１３０および利用者の端末装置１４０が備える各部の機能によって実
現することができる。
【０１４６】
（決済端末１３０の機能的構成）
　まず、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における決済端末
１３０の機能的構成について説明する。この発明にかかる実施の形態のカード利用支援シ
ステム１００における、決済端末１３０の各機能は、決済要求送信部１３１０と、決済結
果受信部１３１１と、決済結果出力部１３１２と、によって実現される。この発明にかか
る実施の形態のカード利用支援システム１００における、決済端末１３０の各機能を実現
する決済要求送信部１３１０、決済結果受信部１３１１、決済結果出力部１３１２は、カ
ード決済に特化した機能を備えた決済端末１３０やカード決済機能を備えたＰＯＳ端末に
よって実現される決済端末１３０が備える各部によって実現することができる。
【０１４７】
　決済要求送信部１３１０は、カード決済にかかる各種の処理の実行に際して、カード利
用支援装置１１０との間で通信をおこない、カード利用支援装置１１０に対して決済要求
を送信する。決済要求は、カード決済に利用されたカードのカード番号、カード決済をお
こなった決済端末１３０の識別情報、カード決済の日時情報、カード決済を要求する金額
情報、などを含んでいる。
【０１４８】
　この実施の形態において、決済要求は、カード番号に代えて、第２カード番号を含んで
いてもよい。また、この実施の形態において、決済要求における所定の位置には、第２番
号を含むか否かを示すフラグが設定されていてもよい。これにより、決済要求を受信した
カード利用支援装置１１０が受信した決済要求に第２カード番号が含まれるか否かを判断
することができる。
【０１４９】
　決済結果受信部１３１１は、カード決済にかかる各種の処理の実行に際して、カード利
用支援装置１１０との間で通信をおこない、カード利用支援装置１１０から送信された決
済結果を受信する。決済結果は、たとえば、決済端末１３０からカード利用支援装置１１
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０に送信した決済要求に基づいてカード利用支援装置１１０においておこなわれた決済処
理が正常に完了したか否かを案内する情報を含む。
【０１５０】
　決済結果出力部１３１２は、決済結果受信部１３１１が受信した決済結果を出力する。
決済結果出力部１３１２は、たとえば、決済結果受信部１３１１が受信した決済結果に基
づいて、決済結果の内容を示す情報を印字した伝票を発行することによって決済結果を出
力する。
【０１５１】
（カード発行装置１２０の機能的構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００におけるカード
発行装置１２０の機能的構成について説明する。この発明にかかる実施の形態のカード利
用支援システム１００における、カード発行装置１２０の各機能は、参加申込受付部１３
２０と、参加要求送信部１３２１と、図柄指定受付部１３２２と、図柄指定情報送信部１
３２３と、分割図柄情報受信部１３２４と、カード発行部１３２５と、カード情報読取部
１３２６と、分割図柄情報送信部１３２７と、画像情報受信部１３２８と、表示部１３２
９と、によって実現される。
【０１５２】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カード発行装
置１２０の各機能を実現する参加申込受付部１３２０、参加要求送信部１３２１、図柄指
定受付部１３２２、図柄指定情報送信部１３２３、分割図柄情報受信部１３２４、カード
発行部１３２５、カード情報読取部１３２６、分割図柄情報送信部１３２７、画像情報受
信部１３２８、表示部１３２９は、カード発行装置１２０を実現するコンピュータ装置が
備える各部によって実現することができる。
【０１５３】
　参加申込受付部１３２０は、カード利用支援システム１００が提供するワンタイムカー
ドパズルゲームへの参加の申し込みを受け付ける。参加申込受付部１３２０は、たとえば
、カード利用支援システム１００が提供するワンタイムカードパズルゲームへの参加を希
望する利用者のカード番号の入力を受け付ける。
【０１５４】
　さらに、参加申込受付部１３２０は、参加要求を送信した結果、カード利用支援装置１
１０から送信される分割図柄に関する情報の送信先を指定する情報を受け付けてもよい。
具体的には、たとえば、上記の分割図柄に関する情報が、所定の図柄における分割図柄の
位置を指定する情報によって実現される場合、参加申込受付部１３２０は、利用者の端末
装置１４０に設定された電子メールアドレスなどを分割図柄に関する情報の送信先を指定
する情報として、当該電子メールアドレスの入力を受け付ける。
【０１５５】
　参加要求送信部１３２１は、参加申込受付部１３２０が、カード番号の入力を受け付け
ることによってカード利用支援システム１００が提供するワンタイムカードパズルゲーム
への参加の申し込みを受け付けた場合に、カード利用支援装置１１０に対して、当該カー
ド番号を含む参加要求を送信する。
【０１５６】
　図柄指定受付部１３２２は、カード利用支援システム１００が提供するワンタイムカー
ドパズルゲームを実現する図柄が複数存在する場合に、当該複数存在する図柄のうちのい
ずれの図柄を完成させるワンタイムカードパズルゲームに参加するのかの指定を受け付け
る。具体的には、図柄指定受付部１３２２は、たとえば、ワンタイムカードパズルゲーム
を実現する図柄が「図柄Ａ０１」、「図柄Ａ０２」、「図柄Ｂ」、「図柄Ｃ」の４種類存
在した場合、「図柄Ａ０１」、「図柄Ａ０２」、「図柄Ｂ」あるいは「図柄Ｃ」のように
、一つの図柄を指定する入力操作を受け付ける。図柄指定情報送信部１３２３は、カード
利用支援装置１１０に対して、図柄指定受付部１３２２が指定を受け付けた図柄を特定可
能な情報を送信する。
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【０１５７】
　分割図柄情報受信部１３２４は、参加要求送信部１３２１がカード利用支援装置１１０
に送信した参加要求に対して、当該カード利用支援装置１１０から出力（送信）された分
割図柄に関する情報を受信する。また、分割図柄情報受信部１３２４は、参加要求送信部
１３２１がカード利用支援装置１１０に送信した参加要求に対して、当該カード利用支援
装置１１０から分割図柄に関する情報および第２カード情報が出力（送信）された場合は
、当該分割図柄情報および第２カード情報を受信する。
【０１５８】
　カード発行部１３２５は、分割図柄情報受信部１３２４が受信した分割図柄に関する情
報に基づいて、当該分割図柄に関する情報を記録した第２カード１０００を発行する。カ
ード発行部１３２５は、たとえば、分割図柄情報受信部１３２４が受信した分割図柄に関
する情報を券面に印字した第２カード１０００を発行する。分割図柄情報受信部１３２４
がカード利用支援装置１１０から分割図柄に関する情報および第２カード情報を受信した
場合、カード発行部１３２５は、分割図柄情報受信部１３２４が受信した分割図柄に関す
る情報および第２カード情報を券面に印字した第２カード１０００を発行する。
【０１５９】
　分割図柄情報受信部１３２４が受信した分割図柄に関する情報が、分割図柄そのものを
示す画像情報である場合、カード発行部１３２５は、分割図柄を示す画像を券面に印字し
た第２カード１０００を発行する。分割図柄情報受信部１３２４が受信した分割図柄に関
する情報が、分割図柄を特定可能な情報である場合、カード発行部１３２５は、たとえば
、「縦５－横１」、「上から５番目、左から１列目」、「左下」などのように、完成させ
る所定の図柄におけるカードの配置位置を案内する情報を券面に印字した第２カード１０
００を発行する。
【０１６０】
　カード発行装置１２０が発行する第２カード１０００が磁気ストライプ１０２０やＩＣ
チップなどの記録媒体を備えている場合、カード発行部１３２５は、当該記録媒体に分割
図柄に関する情報や第２カード情報を記録した第２カード１０００を発行してもよい。さ
らに、分割図柄情報受信部１３２４がカード利用支援装置１１０から分割図柄に関する情
報および第２カード情報を受信した場合、カード発行部１３２５は、分割図柄に関する情
報を券面に印字するとともに、第２カード情報を記録媒体に記録した第２カード１０００
を発行してもよい。
【０１６１】
　カード情報読取部１３２６は、カード発行部１３２５が発行した第２カード１０００に
設けられた磁気ストライプ１０２０やＩＣチップなどの記録媒体に記録された情報を読み
取る。カード情報読取部１３２６は、たとえば、カード発行装置１２０における所定の位
置に挿入（セット）された第２カード１０００に設けられた磁気ストライプ１０２０やＩ
Ｃチップなどの記録媒体に記録された情報を、磁気ヘッドを用いて再生する（読み取る）
ことによって、当該記録媒体に記録された情報を読み取る。
【０１６２】
　分割図柄情報送信部１３２７は、カード情報読取部１３２６が読み取った情報に含まれ
る分割図柄に関する情報を、カード利用支援装置１１０に対して送信する。分割図柄情報
送信部１３２７は、カード情報読取部１３２６が読み取った情報に含まれる分割図柄に関
する情報が、分割図柄を特定可能な情報である場合に、当該分割図柄に関する情報をカー
ド利用支援装置１１０に対して送信する。分割図柄情報送信部１３２７は、カード情報読
取部１３２６が読み取った情報に、分割図柄に関する情報および第２カード情報が含まれ
る場合は、分割図柄に関する情報および第２カード情報の両方をカード利用支援装置１１
０に対して送信してもよい。
【０１６３】
　画像情報受信部１３２８は、分割図柄情報送信部１３２７がカード利用支援装置１１０
に送信したが分割図柄に関する情報に対して、当該カード利用支援装置１１０から出力（
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送信）された分割図柄を示す画像情報および当該画像情報の位置を指定する情報を受信す
る。表示部１３２９は、画像情報受信部１３２８が受信した分割図柄を示す画像情報を、
同じく受信した画像情報の位置を指定する情報によって指定される位置に当てはめた画像
を表示する。
【０１６４】
　表示部１３２９は、たとえば、画像情報受信部１３２８が受信した分割図柄が属する完
成図柄と同じ完成図柄の他の分割図柄を示す画像情報を既に受信していた場合、既に受信
していた画像情報をそれぞれの位置に当てはめた画像を表示する。これにより、既に受信
していた画像情報が複数存在する場合、表示部１３２９は、複数の画像を当てはめた、図
柄情報単体の場合よりも完成形に近い図柄を表示する。
【０１６５】
　また、表示部１３２９は、たとえば、カード情報読取部１３２６が読み取った情報が分
割図柄そのものを示す画像情報である場合、カード情報読取部１３２６が読み取った情報
に基づいて、分割図柄を示す画像情報を、同じく読み取った情報（画像情報の位置を指定
する情報）によって指定される位置に当てはめた画像を表示する。
【０１６６】
（利用者の端末装置１４０の機能的構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における利用者
の端末装置１４０の機能的構成について説明する。この発明にかかる実施の形態のカード
利用支援システム１００における、利用者の端末装置１４０の各機能は、分割図柄情報受
信部１３３０と、表示部１３３１と、入力受付部１３３２と、分割図柄情報送信部１３３
３と、画像情報受信部１３３４と、によって実現される。
【０１６７】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、利用者の端末
装置１４０の各機能を実現する分割図柄情報受信部１３３０、表示部１３３１、入力受付
部１３３２、分割図柄情報送信部１３３３、画像情報受信部１３３４は、利用者の端末装
置１４０を実現するコンピュータ装置あるいは利用者の端末装置１４０を実現する携帯型
通信機器が備える各部によって実現することができる。
【０１６８】
　分割図柄情報受信部１３３０は、カード発行装置１２０からカード利用支援装置１１０
に対して、参加要求とともに分割図柄に関する情報の送信先を指定する情報が送信された
場合に、カード発行装置１２０からカード利用支援装置１１０に送信した参加要求に対応
する分割図柄に関する情報を受信する。分割図柄情報受信部１３３０は、たとえば、参加
要求とともに送信された分割図柄に関する情報が分割図柄の位置を指定する情報である場
合に、当該分割図柄に関する情報を受信する。
【０１６９】
　表示部１３３１は、分割図柄情報受信部１３３０が受信した分割図柄に関する情報を可
視化して表示する。表示部１３３１は、たとえば、分割図柄情報受信部１３３０が受信し
た分割図柄に関する情報が分割図柄の位置を指定する情報である場合に、「縦５－横１」
、「上から５番目、左から１列目」、「左下」などのように、完成させる所定の図柄にお
けるカードの配置位置を案内する情報を、利用者の端末装置１４０を実現するコンピュー
タ装置やスマートフォンが備えるディスプレイに表示する。
【０１７０】
　入力受付部１３３２は、カード発行装置１２０が発行した第２カード１０００に記録さ
れた分割図柄に関する情報の入力を受け付ける。具体的には、入力受付部１３３２は、た
とえば、カード発行装置１２０が発行した第２カード１０００に記録されている、分割図
柄の位置を示す情報の入力を受け付ける。上記の表示部１３３１は、分割図柄情報受信部
１３３０が受信した分割図柄に関する情報を表示するとともに、表示した情報を確定する
入力操作を受け付ける操作キーを表示してもよい。この場合、入力受付部１３３２は、表
示部が表示した操作キーに対する入力操作を受け付けた場合に、当該操作キーとともに表
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示されている分割図柄の位置を示す情報の入力を受け付ける。
【０１７１】
　分割図柄情報送信部１３３３は、入力受付部１３３２が入力を受け付けた分割図柄に関
する情報を、カード利用支援装置１１０に対して送信する。また、分割図柄情報送信部１
３３３は、カード利用支援装置１１０に対する分割図柄に関する情報の送信に際して、当
該分割図柄に関する情報の送信元となる利用者の端末装置１４０の識別情報をあわせて送
信する。利用者の端末装置１４０の識別情報は、たとえば、当該利用者の端末装置１４０
に設定された電子メールアドレスによって実現することができる。
【０１７２】
　画像情報受信部１３３４は、分割図柄情報送信部１３３３からカード利用支援装置１１
０に送信した分割図柄に関する情報に対応して、当該カード利用支援装置１１０から出力
（送信）された分割図柄の画像情報を受信する。上記の表示部１３３１は、画像情報受信
部１３３４が画像情報を受信した場合に、当該画像情報を、同じく受信した画像情報の位
置を指定する情報によって指定される位置に当てはめた画像を表示する。
【０１７３】
　表示部１３３１は、画像情報受信部１３３４が受信した分割図柄が属する完成図柄と同
じ完成図柄の他の分割図柄を示す画像情報を既に受信していた場合、既に受信していた画
像情報をそれぞれの位置に当てはめた画像を表示する。表示部１３３１は、画像情報受信
部１３３４が受信した分割図柄が属する完成図柄と同じ完成図柄の他の分割図柄を示す画
像情報を受信していた数が多いほど、完成形（完成された完成図柄）に近い図柄を表示す
る。
【０１７４】
（カード利用支援装置１１０の機能的構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００におけるカード
利用支援装置１１０の機能的構成について説明する。この発明にかかる実施の形態のカー
ド利用支援システム１００における、カード利用支援装置１１０の各機能は、参加要求受
付部１３４０と、利用履歴取得部１３４１と、記憶部１３４２と、参加可否判断部１３４
３と、図柄指定情報受付部１３４４と、分割図柄選択部（図柄選択部）１３４５と、第２
カード情報生成部１３４６と、分割図柄情報出力部１３４７と、分割図柄情報受付部１３
４８と、画像生成部１３４９と、出力部１３５０と、決済要求受付部１３５１と、決済処
理部１３５２と、決済結果送信部１３５３と、によって実現される。
【０１７５】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００におけるカード利用支援
装置１１０の各機能を実現する参加要求受付部１３４０、利用履歴取得部１３４１、記憶
部１３４２、参加可否判断部１３４３、図柄指定情報受付部１３４４、分割図柄選択部１
３４５、第２カード情報生成部１３４６、分割図柄情報出力部１３４７、分割図柄情報受
付部１３４８、画像生成部１３４９、出力部１３５０、決済要求受付部１３５１、決済処
理部１３５２、決済結果送信部１３５３は、カード利用支援装置１１０を実現するコンピ
ュータ装置が備える各部によって実現することができる。
【０１７６】
　参加要求受付部１３４０は、カード発行装置１２０から送信された参加要求を受け付け
る。参加要求は、利用者が所有するカードを特定するカード情報を含む。カード情報は、
たとえば、カード番号によって実現することができる。あるいは、カード情報は、たとえ
ば、利用者の氏名および暗証番号によって実現されるものであってもよい。
【０１７７】
　利用履歴取得部１３４１は、参加要求受付部１３４０が受け付けた参加要求に基づいて
、カードの利用履歴を取得する。たとえば、参加要求受付部１３４０がカード番号を含む
参加要求を受け付けた場合、利用履歴取得部１３４１は、記憶部１３４２における利用者
データベースやカード利用履歴データベースを参照して、参加要求受付部１３４０が受け
付けた参加要求に含まれるカード番号に関連付けられているカードの利用履歴を取得する
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。
【０１７８】
　あるいは、たとえば、参加要求受付部１３４０が利用者の氏名および暗証番号を含む参
加要求を受け付けた場合、利用履歴取得部１３４１は、記憶部１３４２における利用者デ
ータベース６００やカード利用履歴データベース７００を参照して、参加要求受付部１３
４０が受け付けた参加要求に含まれる氏名に関連付けられているカードの利用履歴のうち
、暗証番号が合致するカードの利用履歴を取得する。
【０１７９】
　参加可否判断部１３４３は、利用履歴取得部１３４１が取得した利用履歴に基づいて、
カード情報によって特定されるカードの利用者が所定のキャンペーン活動に参加可能であ
るか否かを判断する。所定のキャンペーン活動は、上述したように、たとえば、所定の図
柄を構成する複数の分割図柄を所定の配列で配列することによって当該所定の図柄を完成
させる、いわゆるジグソーパズルを複数人で完成させる活動とすることができる。所定の
図柄および複数の分割図柄は、参加要求受付部１３４０が参加要求を受け付けた時点にお
いて継続中のキャンペーン活動、当該キャンペーン活動に参加するカードの利用者の人数
、カードの利用者のカードの利用状況、などによって適宜設定される。
【０１８０】
　参加可否判断部１３４３は、たとえば、任意の期間におけるカードの利用金額があらか
じめ定められた所定の金額以上であるか否かを判断することにより、該当するカードの利
用者が所定のキャンペーン活動に参加可能であるか否かを判断する。参加可否判断部１３
４３による判断に供される任意の期間は、たとえば、カードの利用金額を請求する所定期
間（たとえば１ヶ月など）とすることができる。あるいは、参加可否判断部１３４３によ
る判断に供される任意の期間は、たとえば、カード会社が企画するキャンペーン期間であ
ってもよい。
【０１８１】
　この場合、参加可否判断部１３４３は、たとえば、１ヶ月におけるカードの利用金額が
あらかじめ定められた所定の金額以上であれば、該当するカードの利用者が参加可能であ
ると判断する。また、この場合、参加可否判断部１３４３は、たとえば、１ヶ月における
カードの利用金額があらかじめ定められた所定の金額未満であれば、該当するカードの利
用者の所定のキャンペーン活動への参加は不可能である（参加要求を却下する）と判断す
る。
【０１８２】
　図柄指定情報受付部１３４４は、複数種類の図柄の中から任意の図柄を指定する図柄指
定情報を受け付ける。図柄指定情報は、決済要求とともにカード発行装置１２０から送信
され、たとえば、「図柄Ａ０１」、「図柄Ａ０２」、「図柄Ｂ」、「図柄Ｃ」などのよう
に指定された図柄を特定することができる。
【０１８３】
　分割図柄選択部（図柄選択部）１３４５は、参加可否判断部１３４３の判断結果に基づ
いて、所定の図柄を構成する複数の分割図柄の中の任意の分割図柄を選択する。分割図柄
選択部１３４５は、たとえば、参加可否判断部１３４３が参加可能であると判断した場合
に、所定の図柄を構成する複数の分割図柄の中の任意の分割図柄を選択する。
【０１８４】
　また、分割図柄選択部１３４５は、参加可否判断部１３４３が参加可能であると判断し
た参加要求とともに、図柄指定情報受付部１３４４が図柄指定情報を受け付けた場合、図
柄データベース９００を参照して、該図柄指定情報に基づいて特定される図柄を選択し、
選択された図柄を構成する複数の分割図柄の中から任意の分割図柄を選択する。
【０１８５】
　また、分割図柄選択部１３４５は、所定のキャンペーン活動期間中、すなわち所定の図
柄が完成するまでの間に、同一の分割図柄を複数回選択するようにしてもよい。これによ
り、所定の図柄が完成するまでの間に、同一の種類の図柄の中の、同じ分割図柄が複数回
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選択される状況が発生しうる。
【０１８６】
　第２カード情報生成部１３４６は、参加可否判断部１３４３の判断結果に基づいて、参
加可否判断部１３４３が参加可能であると判断した場合に、第２カード情報を生成する。
第２カード情報は、参加要求受付部１３４０が受け付けた参加要求に含まれるカード情報
にかかる情報であって、たとえば、第２カード番号によって実現することができる。
【０１８７】
　第２カード情報生成部１３４６によって第２カード情報を生成するか否かは、カード（
正カード）の利用者が任意に設定できるようにしてもよい。たとえば、カード発行装置１
２０においてワンタイムカードパズルゲームへの参加の申し込みを受け付ける際に、第２
カード１０００にクレジット機能を付加するか否かを選択させ、カード（正カード）の利
用者によって第２カード１０００にクレジット機能を付加する選択をともなって送信され
た参加要求を受信した場合に、第２カード情報生成部１３４６によって第２カード情報を
生成するようにしてもよい。これによって、カード（正カード）の利用者の意に反して、
クレジット機能を備える第２カード１０００が発行されることを防止することができる。
【０１８８】
　記憶部１３４２は、第２カード情報生成部１３４６が生成した第２カード情報を記憶す
る。具体的には、記憶部１３４２は、第２カード情報生成部１３４６が生成した第２カー
ド情報を、第２カード情報データベース８００に記憶する。記憶部１３４２は、第２カー
ド情報データベース８００において、第２カード情報をカード情報に関連付けて記憶する
。１つのカード番号（正カードのカード番号）に対して複数の第２カード情報が生成され
た場合、記憶部１３４２は、１つのカード番号（正カードのカード番号）に複数の第２カ
ード情報をそれぞれ関連付けて記憶する。
【０１８９】
　分割図柄情報出力部１３４７は、分割図柄選択部１３４５が選択した分割図柄に関する
情報を含む、第２カード１０００の発行指示を出力する。分割図柄情報出力部１３４７は
、たとえば、参加要求受付部１３４０が受け付けた参加要求の送信元となるカード発行装
置１２０あるいは分割図柄情報の送信元となる利用者の端末装置１４０に対して第２カー
ド１０００の発行指示を出力する。
【０１９０】
　分割図柄情報出力部１３４７は、分割図柄に関する情報として、たとえば、分割図柄選
択部１３４５が選択した分割図柄そのものを示す画像情報を含む第２カード１０００の発
行指示を出力する。あるいは、分割図柄情報出力部１３４７は、分割図柄に関する情報と
して、たとえば、分割図柄選択部１３４５が選択した分割図柄の位置を指定する情報を含
む第２カード１０００の発行指示を出力してもよい。
【０１９１】
　上記の第２カード情報生成部１３４６が、カード（正カード）の利用者によって第２カ
ード１０００にクレジット機能を付加する選択をともなって送信された参加要求を受信す
ると第２カード情報を生成するようにした場合、分割図柄情報出力部１３４７は、クレジ
ット機能を付加する選択をともなって送信された参加要求を受信すると、第２カード情報
生成部１３４６が生成した第２カード情報および分割図柄選択部１３４５が選択した分割
図柄に関する情報を含む第２カード１０００の発行指示を出力する。
【０１９２】
　また、上記の第２カード情報生成部１３４６が、カード（正カード）の利用者によって
第２カード１０００にクレジット機能を付加する選択をともなって送信された参加要求を
受信すると第２カード情報を生成するようにした場合、分割図柄情報出力部１３４７は、
クレジット機能を付加する選択がともなわずに送信された参加要求を受信すると、分割図
柄選択部１３４５が選択した分割図柄に関する情報を含み、かつ、第２カード情報生成部
１３４６が生成した第２カード情報を含まない第２カード１０００の発行指示を出力する
。
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【０１９３】
　カード発行装置１２０は、第２カード１０００の発行指示を受信すると、受信した第２
カード１０００の発行指示に基づいて、分割図柄選択部１３４５が選択した分割図柄に関
する情報を記録した第２カード１０００を発行する。カード利用支援システム１００にお
いては、カード利用支援装置１１０がカード発行装置１２０に送信した第２カード１００
０の発行指示に基づいて、カード発行装置１２０から第２カード１０００を発行すること
によって分割図柄に関する情報を出力することができる。
【０１９４】
　カード発行装置１２０は、第２カード１０００の発行指示を受信すると、受信した第２
カード１０００の発行指示に第２カード情報が含まれるか否かを判断し、第２カード１０
００の発行指示に第２カード情報が含まれる場合に、第２カード１０００の券面あるいは
第２カード１０００が備える磁気ストライプ１０２０やＩＣチップなどの記録媒体に第２
カード情報を記録した第２カード１０００を発行する。
【０１９５】
　分割図柄情報出力部１３４７は、さらに、第２カード１０００の利用期間をあらかじめ
定められた所定期間内に限定する限定条件を含む第２カード１０００の発行指示を出力し
てもよい。あるいは、分割図柄情報出力部１３４７は、さらに、第２カード１０００の利
用回数をあらかじめ定められた所定回数に限定する限定条件を含む第２カード１０００の
発行指示を出力してもよい。
【０１９６】
　第２カード情報生成部１３４６が第２カード情報を生成した場合、分割図柄情報出力部
１３４７は、カード発行装置１２０に対して分割図柄情報および該当する第２カード情報
を含む第２カード１０００の発行指示を出力（送信）し、出力（送信）した第２カード１
０００の発行指示に基づいて、カード発行装置１２０に対して分割図柄に関する情報およ
び第２カード情報を記録した第２カード１０００を発行させる。
【０１９７】
　この実施の形態においては、第２カード情報生成部１３４６が生成した第２カード情報
および当該第２カード情報を記録した第２カード１０００の発行指示を分割図柄情報出力
部１３４７が出力することによって、分割図柄に関する情報および第２カード情報を記録
した、前記カードとは異なる第２カード１０００を発行させることができる。すなわち、
分割図柄情報出力部１３４７が第２カード１０００の発行指示を出力することによって、
発行手段（発行部）としての機能を実現することができる。
【０１９８】
　分割図柄情報受付部１３４８は、分割図柄情報出力部１３４７が出力した分割図柄に関
する情報を含む画像生成要求の入力を受け付ける。具体的には、分割図柄情報受付部１３
４８は、たとえば、分割図柄情報出力部１３４７が出力した分割図柄情報の送信先となる
カード発行装置１２０が送信した分割図柄に関する情報に基づいた画像を生成する画像生
成要求の入力を受け付ける。
【０１９９】
　画像生成部１３４９は、分割図柄情報受付部１３４８が画像生成要求を受け付けた場合
に、当該画像生成要求に含まれる分割図柄に関する情報に基づいて、該当する分割図柄の
画像を生成する。画像生成部１３４９は、たとえば、画像生成要求に含まれる分割図柄に
関する情報に基づいて、記憶部１３４２の図柄データベース９００に記憶された画像情報
を読み出し、読み出した画像情報を所定のメモリに展開することによって該当する分割図
柄の画像を生成する。出力部１３５０は、画像生成部１３４９が生成した画像を示す画像
情報を該当するカード発行装置１２０あるいは利用者の端末装置１４０に対して出力する
。
【０２００】
　決済要求受付部１３５１は、決済端末１３０から送信された決済要求を受け付ける。決
済処理部１３５２は、決済要求受付部１３５１が受け付けた決済要求に基づいて決済処理
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を実行する。たとえば、決済要求受付部１３５１がカード情報を含む決済要求を受け付け
た場合、決済処理部１３５２は受け付けたカード情報に含まれるカード番号および当該カ
ード番号に関連付けられた情報に基づいて決済処理をおこなう。また、具体的には、たと
えば、決済要求受付部１３５１が第２カード情報を含む決済要求を受け付けた場合、決済
処理部１３５２は受け付けた第２カード情報に含まれる第２カード番号および当該第２カ
ード番号に関連付けられた情報に基づいて決済処理をおこなう。
【０２０１】
　決済結果送信部１３５３は、決済処理部１３５２が実行した決済処理の結果を、決済要
求受付部１３５１が受け付けた決済要求の送信元となる決済端末１３０に対して送信する
。決済結果送信部１３５３は、決済処理部１３５２が決済処理を完了できた場合は決済処
理が正常に完了したことを示す決済結果を送信し、決済処理部１３５２が決済処理を完了
できなかった場合は決済処理が正常に完了しなかったことを示す決済結果を送信する。
【０２０２】
（カード利用支援システム１００の処理手順）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カー
ド利用支援装置１１０の処理手順について説明する。図１４－１、図１４－２および図１
４－３は、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００における、カー
ド利用支援装置１１０の処理手順を示すフローチャートである。図１４－１のフローチャ
ートにおいて、まず、カード発行装置１２０あるいは利用者の端末装置１４０から送信さ
れたワンタイムカードパズルゲームへの参加要求を受信したか否かを判断する（ステップ
Ｓ１４０１）。ワンタイムカードパズルゲームへの参加要求を受信していない場合（ステ
ップＳ１４０１：Ｎｏ）は、ワンタイムカードパズルゲームへの参加要求を受信するまで
待機する。
【０２０３】
　ステップＳ１４０１において、ワンタイムカードパズルゲームへの参加要求を受信した
場合（ステップＳ１４０１：Ｙｅｓ）は、受信された参加要求に基づいて、該当するカー
ド情報を取得する（ステップＳ１４０２）。ステップＳ１４０２においては、利用者デー
タベース６００を参照して、ステップＳ１４０１：Ｙｅｓにおいて受信された参加要求に
含まれるカード番号に関連付けられたカード情報を取得する。
【０２０４】
　つぎに、ステップＳ１４０２において取得されたカード情報に基づいて、該当する利用
者のワンタイムカードパズルゲームへの参加が可能であるか否かを判断する（ステップＳ
１４０３）。該当する利用者のワンタイムカードパズルゲームへの参加が不可能である場
合（ステップＳ１４０３：Ｎｏ）は、一連の処理を終了する。ステップＳ１４０３におい
て、該当する利用者のワンタイムカードパズルゲームへの参加が不可能である場合は、ス
テップＳ１４０１：Ｙｅｓにおいて受信された参加要求の送信元に対して、ワンタイムカ
ードパズルゲームへの参加が不可能であることを示すメッセージを含む応答をおこなって
もよい。
【０２０５】
　ステップＳ１４０３において、該当する利用者のワンタイムカードパズルゲームへの参
加が可能である場合（ステップＳ１４０３：Ｙｅｓ）は、ステップＳ１４０１：Ｙｅｓに
おいて受信された参加要求とともに、あるいは当該参加要求に含まれる図柄指定情報を受
信したか否かを判断する（ステップＳ１４０４）。ステップＳ１４０４において、図柄指
定情報を受信した場合（ステップＳ１４０４：Ｙｅｓ）は、受信された図柄指定情報に基
づいて、ワンタイムカードパズルゲームにおいて完成を目指す所定の図柄を特定する（ス
テップＳ１４０５）。そして、特定された所定の図柄を形成する複数の分割図柄の中から
、位置の分割図柄を選択する（ステップＳ１４０６）。
【０２０６】
　つぎに、ステップＳ１４０１：Ｙｅｓにおいて受信された参加要求に含まれるカード番
号にかかる第２カード情報を生成する（ステップＳ１４０７）。ステップＳ１４０７にお
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いては、ステップＳ１４０１：Ｙｅｓにおいて受信された参加要求に含まれるカード番号
にかかる第２カード情報として、たとえば、第２カード番号を生成する。あるいは、第２
カード１０００の発行が指定されていない場合、ステップＳ１４０７においては、ステッ
プＳ１４０１：Ｙｅｓにおいて受信された参加要求に含まれるカード番号にかかる第２カ
ード情報として、たとえば、ステップＳ１４０６において選択された分割図柄を特定可能
な任意の識別番号を生成してもよい。
【０２０７】
　そして、第２カード情報データベース８００に、ステップＳ１４０７において生成した
第２カード情報を記憶するとともに（ステップＳ１４０８）、ステップＳ１４０１：Ｙｅ
ｓにおいて受信した参加要求の送信元に対してステップＳ１４０６において選択された分
割図柄に関する情報およびステップＳ１４０７において生成した第２カード情報を含む第
２カード１０００の発行指示を送信して（ステップＳ１４０９）、一連の処理を終了する
。
【０２０８】
　一方、ステップＳ１４０４において、図柄指定情報を受信していない場合（ステップＳ
１４０４：Ｎｏ）は、複数の所定の図柄の中から任意の所定の図柄を選択して（ステップ
Ｓ１４１０）、ステップＳ１４０５へ移行する。ステップＳ１４１０においては、ワンタ
イムカードパズルゲームへの参加によって完成させる所定の図柄が１種類である場合は、
当該１種類の所定の図柄を選択してステップＳ１４０５へ移行する。
【０２０９】
　図１４－２のフローチャートにおいて、まず、カード発行装置１２０あるいは利用者の
端末装置１４０から送信された画像生成要求を受信したか否かを判断する（ステップＳ１
４２１）。ステップＳ１４２１において、画像生成要求を受信していない場合（ステップ
Ｓ１４２１：Ｎｏ）、画像生成要求を受信するまで待機する。
【０２１０】
　ステップＳ１４２１において、カード発行装置１２０あるいは利用者の端末装置１４０
から送信された画像生成要求を受信した場合（ステップＳ１４２１：Ｙｅｓ）は、受信さ
れた画像生成要求に基づいて、分割図柄に関する情報を抽出する（ステップＳ１４２２）
。そして、抽出した分割画像に関する情報に基づいて、当該分割画像を示す画像を生成す
る（ステップＳ１４２３）。その後、ステップＳ１４２１：Ｙｅｓにおいて受信した画像
生成要求の送信元に対して、ステップＳ１４２３において生成した分割画像を示す画像を
示す画像情報を送信して（ステップＳ１４２４）、一連の処理を終了する。
【０２１１】
　図１４－３のフローチャートにおいて、まず、決済端末１３０から送信された決済要求
を受信したか否かを判断する（ステップＳ１４３１）。ステップＳ１４３１において、決
済端末１３０から送信された決済要求を受信していない場合（ステップＳ１４３１：Ｎｏ
）は、決済端末１３０から送信された決済要求を受信するまで待機する。
【０２１２】
　ステップＳ１４３１において、決済端末１３０から送信された決済要求を受信した場合
（ステップＳ１４３１：Ｙｅｓ）は、受信された決済要求に第２カード番号（第２カード
情報）が含まれているか否かを判断する（ステップＳ１４３２）。ステップＳ１４３２に
おいては、たとえば、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて受信された決済要求における
所定の位置に、第２カード番号を含むか否かを示すフラグが設定されているか否か（フラ
グが立っているか否か）を判断することによって、当該決済要求に第２カード番号が含ま
れているか否かを判断する。
【０２１３】
　あるいは、第２カード番号がカード番号と同じルールにしたがって生成されている場合
、ステップＳ１４３２においては、たとえば、第２カード情報データベース８００を参照
して、カード番号を用いておこなう通常のカード決済に供される決済要求においてカード
番号が記述されている位置に記述されているカード番号が、第２カード情報データベース
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８００において第２カード番号として記憶されているか否かを判断することによって、当
該決済要求に第２カード番号が含まれているか否かを判断するようにしてもよい。ステッ
プＳ１４３２において、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて受信された決済要求に第２
カード番号が含まれていない場合（ステップＳ１４３２：Ｎｏ）は、ステップＳ１４３４
へ移行する。
【０２１４】
　ステップＳ１４３２において、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて受信された決済要
求に第２カード番号が含まれている場合（ステップＳ１４３２：Ｙｅｓ）は、当該第２カ
ード番号の有効性を判断する（ステップＳ１４３３）。ステップＳ１４３３においては、
たとえば、第２カード情報データベース８００を参照して、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓ
において受信された決済要求に含まれる第２カード番号が有効であるか否かを判断する。
【０２１５】
　具体的には、ステップＳ１４３３においては、たとえば、第２カード情報データベース
８００を参照して、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて決済要求を受信した日時が、当
該決済要求に含まれる第２カード番号が生成されてから所定時間内であるか否かを判断す
る。そして、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて決済要求を受信した日時が、当該決済
要求に含まれる第２カード番号が生成されてから所定時間内である場合に、該当する第２
カード番号が有効であると判断する。
【０２１６】
　あるいは、具体的には、ステップＳ１４３３においては、たとえば、第２カード情報デ
ータベース８００を参照して、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて受信した決済要求に
含まれる第２カード番号を含む決済要求を、既に所定回数受信したか否かを判断する。そ
して、ステップＳ１４３３においては、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて受信した決
済要求に含まれる第２カード番号を含む決済要求を、既に所定回数受信していない場合に
、該当する第２カード番号が有効であると判断するようにしてもよい。
【０２１７】
　　ステップＳ１４３３における判断の結果、該当する一時カード番号が有効ではない場
合（ステップＳ１４３３：Ｎｏ）は、一連の処理を終了する。一方、ステップＳ１４３３
における判断の結果、該当する一時カード番号が有効である場合（ステップＳ１４３３：
Ｙｅｓ）は、当該第２カード番号に対応するカード番号を特定する（ステップＳ１４３４
）とともに、取得されたカード番号にかかるカード情報を取得する（ステップＳ１４３５
）。
【０２１８】
　ステップＳ１４３４においては、第２カード情報データベース８００を参照して、該当
する第２カード番号に対応するカード番号を、今回のカード決済にかかるカード番号とし
て特定する。ステップＳ１４３５においては、利用者データベース６００における該当す
る利用者に関する情報や、カード利用履歴データベース７００におけるカード利用履歴情
報を、ステップＳ１４３４において特定されたカード番号にかかるカード情報として取得
する。
【０２１９】
　ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて受信された決済要求に一時カード番号が含まれて
いない場合、ステップＳ１４３４においては、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて受信
された決済要求に含まれるカード番号を、今回のカード決済にかかるカード番号として特
定する。
【０２２０】
　そして、ステップＳ１４３４において特定されたカード番号、および、ステップＳ１４
３５において取得されたカード情報に基づいて決済処理を実行し（ステップＳ１４３６）
、ステップＳ１４３１：Ｙｅｓにおいて受信された決済要求の送信元となる決済端末１３
０に対して、当該決済処理の結果を示す決済結果を送信して（ステップＳ１４３７）、一
連の処理を終了する。
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【０２２１】
　決済端末１３０においては、決済サーバ１４０から送信された決済処理の結果に関する
情報に基づいて、伝票を印刷するなどの所定の処理をおこなう。カード決済に際して決済
端末１３０が実行する処理については、公知の技術であるため説明を省略する。
【０２２２】
　以上説明したように、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は
、カードを特定するカード情報を含む参加要求を受け付け、受け付けた参加要求に基づい
て、カードの利用履歴を取得し、取得した利用履歴に基づいて、カード情報によって特定
されるカードの利用者が所定のキャンペーン活動に参加可能であるか否かを判断する。そ
して、参加可能であると判断した場合に、所定の図柄を構成する複数の分割図柄の中の任
意の分割図柄を選択し、選択した分割図柄に関する情報を出力することを特徴としている
。
【０２２３】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば、カードの利用
履歴に基づいて、利用者に対して分割図柄に関する情報を提供することができる。分割図
柄は、参加要求を受け付けるごとに選択されるため、同一の利用者からの参加要求を複数
回受け付けた場合は、当該利用者に対して異なる複数の分割図柄を提供することができる
。これによって、利用者に対して、所定の図柄がどのような図柄であるかを知るために分
割図柄を集めさせることができる。分割図柄に関する情報はカードの利用履歴に基づいて
提供されるため、分割図柄を集めさせることによりカードの利用促進を図ることができる
。
【０２２４】
　そして、利用者は、カードを利用することによって分割図柄の提供を受けることができ
、提供を受けた分割図柄を集めて所定の図柄を完成させる娯楽として楽しむことができる
。これによって、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば
、カードを利用することに対してエンターテインメント性を付加することができ、カード
の利用促進を図ることができる。
【０２２５】
　また、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は、参加可能であ
ると判断した場合に、受け付けた参加要求に含まれるカード情報にかかる第２カード情報
を生成し、生成した第２カード情報と当該第２カード情報の生成にかかるカード情報とを
関連付けて記憶し、選択した分割図柄に関する情報および生成された第２カード情報を出
力し、出力した情報に基づいて、分割図柄に関する情報および第２カード情報を記録した
、前記カードとは異なる第２カード１０００を発行させる。そして、カード情報または第
２カード情報を含む決済要求を受け付けた場合に、受け付けた決済要求に基づいて決済処
理をおこなうことを特徴としている。
【０２２６】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば、カード（正カ
ード）およびあらたに発行された第２カード１０００を用いてカード決済をおこなうこと
ができる。これによって、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００
によれば、カードの利用機会を増やすことができ、カードの利用促進を図ることができる
。
【０２２７】
　第２カード１０００の発行に際しては、（正カード）の利用額と第２カード１０００の
利用額との合計額が、正カードの利用限度額以下となるように第２カード１０００の利用
限度額を設定することによって、カードの過剰利用を防止することができる。あるいは、
第２カード１０００を利用した際は、第２カード１０００の利用額を正カードの利用限度
額から差し引くことによって、カードの過剰利用を防止するようにしてもよい。
【０２２８】
　また、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は、複数種類の図
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柄の中から任意の図柄を指定する図柄指定情報を受け付け、受け付けた図柄指定情報によ
って指定される図柄を構成する複数の分割図柄の中の任意の分割図柄を選択することを特
徴としている。
【０２２９】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば、分割図柄に関
する情報の提供を受けた利用者に対して、当該利用者によって指定された図柄を構成する
分割図柄に関する情報を提供することができる。これによって、利用者に対して、当該利
用者が希望する図柄を完成させる娯楽を提供することができ、娯楽の興趣を高めることが
できるので、カードを利用することに対してエンターテインメント性を付加することがで
き、カードの利用促進を図ることができる。
【０２３０】
　また、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は、分割図柄に関
する情報の入力を受け付け、受け付けた分割図柄に関する情報に基づいて、所定の図柄の
少なくとも一部を示す画像を生成し、生成した画像を出力することを特徴としている。
【０２３１】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば、分割図柄に関
する情報の提供を受けた利用者から入力を受け付けた当該分割図柄に関する情報に基づい
て生成された画像を、当該利用者に提供することができる。複数の利用者からそれぞれ分
割図柄に関する情報の入力を受け付けることにより、分割図柄が構成する所定の図柄がど
のような図柄であるかを複数人が知ることができる。これによって、複数の利用者に対し
て、所定の図柄がどのような図柄であるかを知るために分割図柄を集めさせることができ
るため、カードの利用促進を図ることができる。
【０２３２】
　そして、利用者は、カードを利用することによって分割図柄の提供を受けることができ
、提供を受けた分割図柄を集めて所定の図柄を完成させる娯楽として楽しむことができる
。これによって、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば
、カードを利用することに対してエンターテインメント性を付加することができ、カード
の利用促進を図ることができる。
【０２３３】
　また、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は、参加可能であ
ると判断した場合に選択した分割図柄の位置を指定する情報を出力し、所定期間内に受け
付けた分割図柄に関する情報によって指定される位置における分割図柄を示す画像を生成
することを特徴としている。
【０２３４】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば、分割図柄に関
する情報の提供を受けた利用者から入力を受け付けた当該分割図柄の、所定の図柄におけ
る位置を指定する情報を、当該利用者に提供することができる。これにより、分割図柄に
関する情報の提供を受けた利用者に対して、当該利用者から分割図柄に関する情報の入力
を受け付けてはじめて分割図柄がどのような図柄であるかを報知することができる。これ
によって、利用者に対して提供した分割図柄を集めて所定の図柄を完成させる娯楽の興趣
を高めることができ、カードを利用することに対してエンターテインメント性を付加する
ことができ、カードの利用促進を図ることができる。
【０２３５】
　また、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は、カードの利用
限度額の範囲内で利用可能な、カードとは別のカードである第２カード１０００に、参加
可能であると判断した場合に選択した分割図柄に関する情報を記録することにより分割図
柄に関する情報を出力することを特徴としている。
【０２３６】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば、分割図柄に関
する情報の提供を受けた利用者に対して、当該分割図柄に関する情報を提供するごとに別
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のカードを発行することができる。これによって、利用者に対して、当該利用者が収集状
況を確認できる状態で分割図柄を集めさせることができるので、あたかも、ジグソーパズ
ルのピースを集めるようなエンターテインメント性を付加することができ、カードの利用
促進を図ることができる。
【０２３７】
　また、第２カードは、カードの利用限度額の範囲内で利用可能であるため、カードに代
えて第２カードを用いて決済をおこなうことができる。これによって、利用者は、カード
を持ち歩くことなく、第２カードを用いて決済をおこなうことができるので、利用者に対
してカード（正カード）の盗難や紛失のリスクを負担させることなく、決済に際しての高
い利便性を提供することができる。
【０２３８】
　また、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は、所定期間内に
おいて利用可能な第２カードに、参加可能であると判断した場合に選択した分割図柄に関
する情報を記録することにより分割図柄に関する情報を出力することを特徴とすることが
できる。この場合、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれ
ば、利用期間が制限された第２カードを発行することができるので、第２カードを用いて
おこなう決済を促進することができ、これによってカードの利用促進を図ることができる
。
【０２３９】
　また、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は、所定回数利用
可能な第２カードに、参加可能であると判断した場合に選択した分割図柄に関する情報を
記録することにより分割図柄に関する情報を出力することを特徴とすることができる。こ
の場合、この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば、利用回
数が制限された第２カードを発行することができるので、第２カードの発行を促進し、利
用者に対して分割図柄を集めやすくさせることができる。これによって、第２カードを用
いてカード決済をおこなうことによる高い利便性を提供しつつ、分割図柄を高効率で集め
させることによる高いエンターテインメント性を付加することができるので、カードの利
用促進を図ることができる。
【０２４０】
　上述した実施の形態においては、カード発行装置１２０あるいは利用者の端末装置１４
０から、カード番号などのカード情報を含む参加要求を送信することによって、所定のキ
ャンペーン活動への参加の意思を示す例について説明したが、これに限るものではない。
参加要求は、たとえば、カード番号などのカード情報に加えて、あらかじめ配布されたキ
ャンペーン参加用の識別情報を含んでいてもよい。
【０２４１】
　キャンペーン参加用の識別情報は、たとえば、所定の媒体に記録した状態で配布するこ
とができる。所定の媒体は、たとえば、缶コーヒーや清涼飲料水に貼付されたシール、ガ
ムなどの菓子類の包装容器など、小売店で販売している商品に設けることができる。キャ
ンペーン参加用の識別情報は、たとえば、所定桁数の英数字、バーコード、二次元コード
などを用いて示すことができる。
【０２４２】
　このように、所定の媒体に記録されたキャンペーン参加用の識別情報を含む参加要求を
受け付けるようにした場合のカード利用支援システム１００によれば、カード番号などの
カード情報に加えてキャンペーン参加用の識別情報を含む参加要求を受け付けた場合に、
選択した分割図柄に関する情報を出力することができる。これによって、キャンペーン参
加用の識別情報が記録された所定の媒体が設けられた商品の販売促進を図ることができる
。
【０２４３】
　また、キャンペーン参加用の識別情報を記録する所定の媒体は、たとえば、ポイントカ
ードによって実現されるものであってもよい。この場合、たとえば、決済に際してポイン
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トを発行するごとに当該ポイントカードに識別情報を記録するような運用とすることがで
きる。そして、このように、ポイントカードによって実現される所定の媒体に記録された
キャンペーン参加用の識別情報と、カード番号などのカード情報とを含む参加要求を受け
付けるようにしたカード利用支援システム１００によれば、ポイントカードを取り扱う店
舗における商品やサービスの販売促進を図ることができる。
【０２４４】
　また、上述した実施の形態においては、所定のキャンペーン活動が、複数の分割図柄に
よって形成される所定の図柄を完成させることを目的として利用者の参加を募る運動であ
る例を説明したが、所定の図柄は、複数の分割図柄によってはじめて完成するものに限ら
ない。所定の図柄を形成する複数の分割図柄の中の任意の分割図柄に代えて、たとえば、
上記と同様にして利用者が参加可能であると判断した場合に、一定の共通点を有する複数
種類の図柄の中の任意の図柄を選択し、選択した図柄が記録された第２カードを発行させ
るようにしてもよい。
【０２４５】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００によれば、カードの利用
履歴に基づいて、当該カードの利用者に対して、一定の共通点を有する複数種類の図柄の
中の任意の図柄が記録された別のカードを提供することができる。
【０２４６】
　具体的には、一定の共通点を有する複数種類の図柄は、たとえば、映画の各登場人物、
アニメのキャラクター、アイドルグループの各構成員、特定車種の車両の各モデルなどに
よって実現することができる。これによって、利用者に対して、たとえば、映画の登場人
物が一人ずつ記録された複数枚の別のカード、アニメのキャラクターが１種類ずつ記録さ
れた複数枚の別のカード、アイドルグループの構成員が一人ずつ記録された複数枚の別の
カード、特定車種の車両が１モデルずつ記録された複数枚の別のカードなどを提供するこ
とができる。
【０２４７】
　このように、所定の図柄を形成する複数の分割図柄の中の任意の分割図柄に代えて、一
定の共通点を有する複数種類の図柄の中の任意の図柄が記録された第２カードを発行する
ことにより、一定の共通点を有する一連のシリーズの図柄を集めさせることができる。第
２カードはカード（正カード）の利用履歴に基づいて発行されるため、一定の共通点を有
する複数種類の図柄の中の任意の図柄が記録された複数枚の第２カードを集めさせること
によりカードの利用促進を図ることができる。
【０２４８】
　また、上述した実施の形態において、第２カードは、カード（正カード）の利用限度額
の範囲内で利用可能としてもよい。カード（正カード）の利用限度額の範囲内で利用可能
な第２カードとすることにより、一連の第２のカードをすべて収集するために、利用者が
カード（正カード）を過剰に利用することを防止することができる。そして、このように
カード（正カード）の過剰利用を防止することにより、カードの使い過ぎを危惧するため
に利用者がカード（正カード）の利用を控えることを防止することができる。これによっ
てカードの利用促進を妨げる懸念を低減し、カードの利用促進を図ることができる。
【０２４９】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００は、所定のキャンペーン
活動期間中、すなわち所定の図柄が完成するまでの間に、同一の分割図柄を複数回選択す
ることが可能であるため、たとえば、参加要求を送信することによって参加の意思を示し
たものの、当該参加要求に対応する分割図柄に関する情報を含む画像生成要求を送信しな
い利用者が存在した場合にも、所定の図柄が完成しないという状況が発生することを防止
できる。
【０２５０】
　この発明にかかる実施の形態のカード利用支援システム１００においては、カード利用
支援装置１１０と利用者の端末装置１４０とが通信可能であって、利用者の端末装置１４
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０において分割図柄に関する情報を受信できるとともに、利用者の端末装置１４０から分
割図柄に関する情報を送信することができ、また、利用者の端末装置１４０において表示
画面１２１０、１２２０、１２３０を表示することができる。これにより、利用者は、当
該利用者に対して発行された分割図柄に関する情報を含む画像生成要求対応する分割図柄
が、他の利用者によって既に登録されているかどうかを、インターネットなどのネットワ
ークを介して適宜確認することができる（図１５、図１６および図１７を参照）。
【０２５１】
　図１５、図１６および図１７は、ワンタイムカードパズルゲームの進行状況を確認する
際の表示画面例を示す説明図である。図１５、図１６および図１７において、表示画面１
５００、１６００、１７００は、利用者が利用者の端末装置１４０の操作部５１９、５２
９に対して所定の入力操作をおこなうことによってディスプレイ５１８、５２８に表示さ
れる。
【０２５２】
　表示画面１５００は、表示画面１１００と同様に、カード番号、カードの利用者、第２
カード番号（図１５においては「パズル番号」と記載）を入力する入力枠を表示する。カ
ードの利用者は、表示画面１５００が表示された状態で操作部５１９、５２９に対して所
定の入力操作をおこなうことによってカード（正カード）のカード番号、カードの利用者
の氏名、事前に発行された第２カード番号（パズル番号）を入力する。
【０２５３】
　表示画面１６００は、表示画面１５００が表示された状態で入力された第２カード番号
（パズル番号）に該当する分割図柄が他の利用者によって既に登録されている場合に、利
用者の端末装置１４０のディスプレイ５１８、５２８に表示される。表示画面１６００に
おいては、たとえば、ワンタイムカードパズルゲームの進行状況を確認することができる
場所に関する情報を表示してもよい。
【０２５４】
　表示画面１７００は、表示画面１５００が表示された状態で入力された第２カード番号
（パズル番号）に該当する分割図柄が未登録である場合に、利用者の端末装置１４０のデ
ィスプレイ５１８、５２８に表示される。表示画面１７００においては、たとえば、表示
画面１６００と同様に、ワンタイムカードパズルゲームの進行状況を確認することができ
る場所に関する情報を表示してもよい。
【０２５５】
　ワンタイムカードパズルゲームの進行状況を確認することができる場所（以下「進行状
況確認場所」という）は、たとえば、ワンタイムカードパズルゲームの進行状況を示す表
示画面を表示することができるコンピュータ装置あるいは当該コンピュータ装置によって
駆動制御される表示装置の設置場所とすることができる。具体的には、たとえば、特定の
カード発行装置１２０が所定のキャンペーン活動をおこなっている大型ショッピングセン
ターに設置されている場合、進行状況確認場所は、当該大型ショッピングセンターにおい
て該当するコンピュータ装置あるいは表示装置が設置されているフロアや区画によって実
現することができる。
【０２５６】
　また、具体的には、たとえば、旅行会社がエジプトへの旅行を促すためのキャンペーン
を上記の所定のキャンペーン活動として主催している場合、進行状況確認場所は、カイロ
、アレキサンドリア、ギザなどのエジプトにおける都市によって実現することができる。
同様に、具体的には、たとえば、旅行会社がヨーロッパへの旅行を促すためのキャンペー
ンを上記の所定のキャンペーン活動として主催している場合、進行状況確認場所は、パリ
、ブリュッセル、アントワープなどのヨーロッパにおける都市によって実現することがで
きる。
【０２５７】
　そして、進行状況確認場所に関する情報は、たとえば、ワンタイムカードパズルゲーム
の進行状況を示す表示画面を表示することができるコンピュータ装置あるいは当該コンピ
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ュータ装置によって駆動制御される表示装置の設置場所を示す情報によって実現すること
ができる。より具体的には、進行状況確認場所に関する情報は、たとえば、ワンタイムカ
ードパズルゲームの進行状況を示す表示画面を表示することができるコンピュータ装置あ
るいは当該コンピュータ装置によって駆動制御される表示装置の設置場所をあらわした地
図（画像情報）や、当該設置場所の住所をあらわす文字情報などによって実現することが
できる。
【０２５８】
　また、表示画面１５００が表示された状態で入力された第２カード番号（パズル番号）
に該当する分割図柄が未登録である場合、表示画面１７００においては、表示画面１５０
０が表示された状態で入力された第２カード番号（パズル番号）に該当する分割図柄を登
録するか否かを確認する「はい」キーを表示してもよい。表示画面１７００においては、
表示画面１５００が表示された状態で入力された第２カード番号（パズル番号）に該当す
る分割図柄を登録しない意思を示す「いいえ」キーなどがあってもよい。
【０２５９】
　なお、上述した実施の形態においては、カード情報によって特定されるカードの利用者
が所定のキャンペーン活動に参加可能である場合に、所定の図柄を構成する複数の分割図
柄の中の任意の分割図柄すなわち分割図柄が示す図柄の内容を選択（決定）するカード利
用支援システム１００について説明したが、分割図柄が示す図柄の内容が選択（決定）さ
れるタイミングはこのタイミングに限るものではない。
【０２６０】
　たとえば、参加要求を受け付ける時点においては所定の図柄や分割図柄の内容がわから
ない状況で参加要求の受け付けのみをおこない、参加要求の受け付けを締め切った後など
における任意のタイミングにおいて、所定の図柄や分割図柄の内容を通知するようにして
もよい。
【０２６１】
　具体的には、たとえば、参加要求を受け付ける任意の期間を設定し、当該任意の期間が
終了した時点において、当該任意の期間中に受け付けた参加要求のそれぞれに対して、所
定の図柄を構成する複数の分割図柄の中の任意の分割図柄すなわち分割図柄が示す図柄の
内容を選択（決定）するようにしてもよい。
【０２６２】
　これによって、カードの利用者は、任意の期間が終了するまでの間は自身に割り当てら
れた分割図柄すなわち分割図柄が示す図柄の内容を把握することができないため、任意の
期間が終了するまでの間、自身に割り当てられた分割図柄すなわち分割図柄が示す図柄の
内容を想像して楽しむことができる。
【０２６３】
　また、任意の期間が終了するまでの間は自身に割り当てられた分割図柄すなわち分割図
柄が示す図柄の内容を把握することができないため、たとえば「もしかしたら、同じ図柄
が複数割り当てられているかもしれない」などのように考え、該当するキャンペーン活動
に対して複数回の参加要求をおこなうことが考えられる。所定のキャンペーン活動に参加
可能であるか否かは、カード情報によって特定されるカードの利用者のカードの利用履歴
に基づいて判断されるため、任意の期間が終了するまでの間は自身に割り当てられた分割
図柄すなわち分割図柄が示す図柄の内容を把握することができないような運用とすること
により、カードの利用促進を図ることができる。
【０２６４】
　また、上述した実施の形態においては、所定の図柄を形成する分割図柄の数があらかじ
め定められている例について説明したが、所定の図柄を形成する分割図柄の数は、あらか
じめ定められているものに限らない。具体的には、たとえば、上記と同様に、参加要求を
受け付ける任意の期間を設定し、任意の期間中に受け付けた参加要求のそれぞれに一つず
つ異なる分割図柄が選択されるように、当該任意の期間が終了した時点において、当該任
意の期間中に受け付けた参加要求の数に応じて所定の図柄を分割するようにしてもよい。
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【０２６５】
　この場合、任意の期間（たとえば１ヶ月間）において所定のキャンペーン活動に参加し
たカードの利用者が１００人であれば、所定の図柄の１／１００の分割図柄が、参加要求
をおこなったすべてのカードの利用者にそれぞれ割り当てられる。あるいは、任意の期間
（たとえば２ヶ月間）において所定のキャンペーン活動に参加したカードの利用者が７０
０人であれば、所定の図柄の１／７００の分割図柄が、参加要求をおこなったすべてのカ
ードの利用者にそれぞれ割り当てられる。
【０２６６】
　また、上述した実施の形態においては、受け付けた参加要求に基づいてカードの利用履
歴を取得し、取得した利用履歴のうちカードの利用金額に基づいて、カード情報によって
特定されるカードの利用者が所定のキャンペーン活動に参加可能であるか否かを判断する
例について説明したが、カードの利用者が所定のキャンペーン活動に参加可能であるか否
かの判断基準はカードの利用履歴のうちカードの利用金額に限るものではない。
【０２６７】
　たとえば、カードの利用履歴のうちカードの利用金額に代えて、所定のキャンペーン活
動に関する商品の利用があったことを示す情報の有無を参加の条件とすることができる。
具体的には、たとえば、カード利用履歴データベース７００に基づいて、カードの利用履
歴情報から該当する特定の情報を抽出し、特定の情報の抽出ができた場合に所定のキャン
ペーン活動に参加可能であると判断するようにしてもよい。
【０２６８】
　具体的には、たとえば、缶コーヒーや清涼飲料水を購入する際の支払い、ガムなどの菓
子類を購入する際の支払い、所定のサービス（理髪、マッサージ、温泉施設の利用、など
）に対する支払いなど、特定の商品あるいはサービスの対価をカード決済によって支払っ
た場合に、当該支払いに供されたカードの利用者が所定のキャンペーン活動に参加可能で
あると判断するようにしてもよい。この場合、具体的には、たとえば、缶コーヒーであっ
ても、Ａ社の缶コーヒーの対価をカードで支払った場合はカードの利用者は所定のキャン
ペーン活動に参加可能であると判断し、Ｂ社の缶コーヒーの購入者がその対価をカードで
支払った場合はカードの利用者は所定のキャンペーン活動への参加は不可能であると判断
する。
【０２６９】
　このように、特定の商品の対価をカードで支払ったカードの利用者を、所定のキャンペ
ーン活動に参加可能なカードの利用者であると判断することにより、カードの利用促進を
図るとともに、特定の商品の販売促進を図ることができる。この場合、所定のキャンペー
ン活動に参加可能であると判断されたカードの利用者に対しては、当該カードの利用者の
端末装置１４０に対して、所定のキャンペーン活動への参加権利が付与されたことを案内
する電子メールなどを送信することによって所定のキャンペーン活動に参加可能であるこ
とを案内することができる。また、この場合、所定のキャンペーン活動への参加権利が付
与されたことを案内する電子メールの送信先は、たとえば、上記の利用者データベース６
００に基づいて、特定の商品の対価の支払いに際して利用されたカードのカード番号に関
連付けられた電子メールアドレスとすることができる。
【０２７０】
　なお、カード発行装置１２０が発行した、分割図柄そのものを示す画像情報を記録した
カードは、パズルゲームへの参加のために利用するものに限らない。分割図柄そのものを
示す画像情報を記録したカードは、カードの発行を受けたカードの利用者が、該当する所
定の図柄を個人で完成させ、完成させた所定の図柄を鑑賞することを目的として収集され
るものであってもよい。カード発行装置１２０が発行した、分割図柄そのものを示す画像
情報を記録したカードを上記のようにして利用する場合、当該カードを収集する利用者は
競争相手がいない状態で、所定の図柄をゆっくりと時間をかけて完成させることができる
。
【０２７１】
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　なお、この実施の形態で説明したカード利用支援方法は、あらかじめ用意されたプログ
ラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行すること
により実現することができる。このプログラムは、ハードディスク、フレキシブルディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録さ
れ、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。またこの
プログラムは、インターネットなどのネットワークを介して配布することが可能な伝送媒
体であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２７２】
　以上のように、この発明にかかるカード利用支援システムは、現金に代わる決済手段と
して機能するカードの利用を支援するカード利用支援システムに有用であり、特に、クレ
ジットカードなどのカードの利用を支援するカード利用支援システムに適している。
【符号の説明】
【０２７３】
　１００　カード利用支援システム
　１１０　カード利用支援装置
　１２０　カード発行装置
　１３０　決済端末
　１４０　利用者の端末装置
　１３１０　決済要求送信部
　１３１１　決済結果受信部
　１３１２　決済結果出力部
　１３２０　参加申込受付部
　１３２１　参加要求送信部
　１３２２　図柄指定受付部
　１３２３　図柄指定情報送信部
　１３２４　分割図柄情報受信部
　１３２５　カード発行部
　１３２６　カード情報読取部
　１３２７　分割図柄情報送信部
　１３２８　画像情報受信部
　１３２９　表示部
　１３３０　分割図柄情報受信部
　１３３１　表示部
　１３３２　入力受付部
　１３３３　分割図柄情報送信部
　１３３４　画像情報受信部
　１３４０　参加要求受付部
　１３４１　利用履歴取得部
　１３４２　記憶部
　１３４３　参加可否判断部
　１３４４　図柄指定情報受付部
　１３４５　分割図柄選択部
　１３４６　第２カード情報生成部
　１３４７　分割図柄情報出力部
　１３４８　分割図柄情報受付部
　１３４９　画像生成部
　１３５０　出力部
　１３５１　決済要求受付部
　１３５２　決済処理部
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　１３５３　決済結果送信部
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