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(57)【要約】
【目的】比較的簡単に商品を見つけて購入する。
【構成】流路22上に商品23が流れる仮想店舗空間21を規
定する。クライアント・コンピュータのユーザごとに流
路上の一部の領域が割り当てられる。ユーザαには領域
31が割り当てられ，ユーザβには領域32が割り当てられ
る。領域31内を流れる商品の様子がユーザαのクライア
ント・コンピュータの表示画面に表示され，領域32内を
流れる商品の様子がユーザβのクライアント・コンピュ
ータの表示画面に表示される。ユーザは，自分のコンピ
ュータの表示画面に表示されている商品画像を見ながら
所望の商品を購入する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品販売サーバと複数のクライアント・コンピュータとから構成される商品購入／販売
システムにおいて，
　上記商品販売サーバが，
　環状の流路に流れている商品であって，かつ上記クライアント・コンピュータごとに定
められている上記流路の一部分に流れている商品の画像を表す画像データを，その定めら
れているクライアント・コンピュータに送信する画像データ送信手段を備え，
　上記クライアント・コンピュータが，
　上記商品販売サーバの上記画像データ送信手段から送信された画像データによって表さ
れる上記流路の一部分に流れている商品の画像を表示するように表示装置を制御する表示
制御手段，
　上記表示制御手段の制御のもとに表示される商品の画像によって表される商品の購入コ
マンドを入力する購入コマンド入力手段，および
　上記購入コマンド入力手段から入力された購入コマンドによって表される購入する商品
を特定する商品特定データを上記商品販売サーバに送信する商品特定データ送信手段を備
え，
　上記商品販売サーバが，
　上記クライアント・コンピュータの上記商品特定データ送信手段から送信された商品特
定データによって特定される商品が購入されたことを示す商品購入データを，その商品特
定データを送信した上記クライアント・コンピュータを除くクライアント・コンピュータ
に送信する商品購入データ送信手段，
　をさらに備えた商品購入／販売システム。
【請求項２】
　上記商品販売サーバの上記商品購入データ送信手段が，
　上記クライアント・コンピュータの上記商品特定データ送信手段から送信された商品特
定データによって特定される商品を表す画像が上記流路の一部分から取り除かれていく様
子を表すデータを，その商品特定データを送信した上記クライアント・コンピュータを除
くクライアント・コンピュータに送信するものである，
　請求項１に記載の商品購入／販売システム。
【請求項３】
　上記クライアント・コンピュータごとに優先順位が定められており，優先順位の高い上
記クライアント・コンピュータほど上記流路の一部分が，新たな商品の画像が表示される
部分に近いように定められている，
　請求項１または２に記載の商品購入／販売システム。
【請求項４】
　上記クライアント・コンピュータが，
　商品の画像を表示する条件を入力する表示条件入力手段をさらに備え，
　上記クライアント・コンピュータの上記表示制御手段が，
　上記商品販売サーバの上記画像データ送信手段から送信された画像データによって表さ
れる上記流路の一部分に流れている商品の画像のうち上記表示条件入力手段から入力され
た条件に合致した商品の画像を表示するように表示装置を制御するものである，
　請求項１から３のうちいずれか一項に記載の商品購入／販売システム。
【請求項５】
　商品販売サーバと複数のクライアント・コンピュータとから構成される商品購入／販売
システムにおける商品販売サーバであって，
　環状の流路に流れている商品であって，かつ上記クライアント・コンピュータごとに定
められている上記流路の一部分に流れている商品の画像を表す画像データを，その定めら
れているクライアント・コンピュータに送信する画像データ送信手段，
　上記クライアント・コンピュータにおいて上記画像データ送信手段から送信された画像
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データによって表される上記流露の一部分に流れている商品の画像の中から，購入する商
品の画像として選択され，上記クライアント・コンピュータから送信される購入する商品
を特定する商品特定データを受信する商品特定データ受信手段，および
　上記商品特定データ受信手段において受信した商品特定データによって特定される商品
が購入されたことを示す商品購入データを，その商品特定データを送信した上記クライア
ント・コンピュータを除くクライアント・コンピュータに送信する商品購入データ送信手
段，
　を備えた商品販売サーバ。
【請求項６】
　商品販売サーバと複数のクライアント・コンピュータとから構成される商品購入／販売
システムにおける商品販売サーバの動作制御方法であって，
　画像データ送信手段が，環状の流路に流れている商品であって，かつ上記クライアント
・コンピュータごとに定められている上記流路の一部分に流れている商品の画像を表す画
像データを，その定められているクライアント・コンピュータに送信し，
　商品特定データ受信手段が，上記クライアント・コンピュータにおいて上記画像データ
送信手段から送信された画像データによって表される上記流露の一部分に流れている商品
の画像の中から，購入する商品の画像として選択され，上記クライアント・コンピュータ
から送信される購入する商品を特定する商品特定データを受信し，
　商品購入データ送信手段が，上記商品特定データ受信手段において受信した商品特定デ
ータによって特定される商品が購入されたことを示す商品購入データを，その商品特定デ
ータを送信した上記クライアント・コンピュータを除くクライアント・コンピュータに送
信する，
　商品販売サーバの動作制御方法。
【請求項７】
　商品販売サーバと複数のクライアント・コンピュータとから構成される商品購入／販売
システムにおける商品販売サーバの動作制御プログラムであって，
　環状の流路に流れている商品であって，かつ上記クライアント・コンピュータごとに定
められている上記流路の一部分に流れている商品の画像を表す画像データを，その定めら
れているクライアント・コンピュータに送信させ，
　上記クライアント・コンピュータから送信された画像データによって表される上記流露
の一部分に流れている商品の画像の中から，購入する商品の画像として選択され，上記ク
ライアント・コンピュータから送信される購入する商品を特定する商品特定データを受信
させ，
　受信した商品特定データによって特定される商品が購入されたことを示す商品購入デー
タを，その商品特定データを送信した上記クライアント・コンピュータを除くクライアン
ト・コンピュータに送信するように商品販売サーバの動作を制御するコンピュータ読み取
り可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は，商品購入／販売システムならびにそのシステムを構成する商品販売サーバ
，その動作制御方法およびその動作制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットの発展と普及に伴い，インターネットを用いて消費者に商品を選択させ
て販売する電子商取引が拡大している。消費者にとっては，効率良く商品を見つけ出すこ
とが重要である。これに対して，商品を販売するサイトの運営者にとっては，消費者の購
買意欲を高め，より多くの商品を販売することが重要である。このために，電子商取引が
行われるサイトでは様々な工夫がなされている。たとえば，サイトに仮想ショップを三次
元で表示することで，実世界で買い物をしているのと同じ感覚で買い物できるようにする
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もの（特許文献１），サイトの仮想ショップ上で仮想的に試着できるようにするもの（特
許文献２），複数の消費者間でウェブ・ページを共有させることにより，ウェブ・ページ
上で友人や知人などと現実的な買い物ができるようにするもの（特許文献３）などがある
。また，仮想空間上で複数の消費者を管理するものもある（特許文献４，５）。
【特許文献１】特開2002-183525号公報
【特許文献２】特開2004-86803号公報
【特許文献３】特開2005-56163号公報
【特許文献４】特開2001-243495号公報
【特許文献５】特開2001-154966号公報
【０００３】
　しかしながら，このように仮想ショップを利用するものは，仮想的に店に入ったり，視
点を変えたりする必要があり，かえって消費者の操作が増えてしまうことがある。
【発明の開示】
【０００４】
　この発明は，比較的手軽に商品を見つけ出して買い物を楽しむようにすることを目的と
する。
【０００５】
　第１の発明は，商品販売サーバと複数のクライアント・コンピュータとから構成される
商品購入／販売システムについてのものである。
【０００６】
　上記商品販売サーバは，環状の流路に流れている商品であって，かつ上記クライアント
・コンピュータごとに定められている上記流路の一部分に流れている商品の画像を表す画
像データを，その定められているクライアント・コンピュータに送信する画像データ送信
手段を備えている。
【０００７】
　上記クライアント・コンピュータは，上記商品販売サーバの上記画像データ送信手段か
ら送信された画像データによって表される上記流路の一部分に流れている商品の画像を表
示するように表示装置を制御する表示制御手段，上記表示制御手段の制御のもとに表示さ
れる商品の画像によって表される商品の購入コマンドを入力する購入コマンド入力手段，
および上記購入コマンド入力手段から入力された購入コマンドによって表される購入する
商品を特定する商品特定データを上記商品販売サーバに送信する商品特定データ送信手段
を備えている。
【０００８】
　上記商品販売サーバは，上記クライアント・コンピュータの上記商品特定データ送信手
段から送信された商品特定データによって特定される商品が購入されたことを示す商品購
入データを，その商品特定データを送信した上記クライアント・コンピュータを除くクラ
イアント・コンピュータに送信する商品購入データ送信手段をさらに備えている。
【０００９】
　第１の発明によると，商品販売サーバからクライアント・コンピュータに，クライアン
ト・コンピュータごとに定められている環状の流路の一部分に流れている商品の画像を表
す画像データが送信される。この画像データがクライアント・コンピュータにおいて受信
されると，その画像データによって表される環状の流路の一部分に流れている商品の画像
が表示される。クライアント・コンピュータにおいて，表示されている商品の画像の中か
ら商品を購入するコマンドが入力されると，その購入する商品を特定する商品特定データ
が商品販売サーバに送信される。商品特定データが商品販売サーバに送信されると，その
商品特定データを送信したクライアント・コンピュータを除くクライアント・コンピュー
タに商品特定データによって特定される商品が購入されたことを示す商品購入データが送
信される。
【００１０】
　第１の発明によると，クライアント・コンピュータのユーザは，商品を購入する場合に
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は，環状の流路に一部分に流れている商品の画像の中から購入する商品の画像を選択すれ
ばよいので比較的簡単に商品を購入できる。また，商品を購入したユーザ以外のユーザの
クライアント・コンピュータには，購入された商品を示す商品購入データが送信されるの
で，他のユーザが商品を購入したことが分かる。他のユーザの購入動向が分かるのでユー
ザの購買意欲を高めることができる。
【００１１】
　上記商品販売サーバの上記商品購入データ送信手段は，たとえば，上記クライアント・
コンピュータの上記商品特定データ送信手段から送信された商品特定データによって特定
される商品を表す画像が上記流路の一部分から取り除かれていく様子を表すデータ（商品
購入データ）を，その商品特定データを送信した上記クライアント・コンピュータを除く
クライアント・コンピュータに送信するものである。
【００１２】
　上記クライアント・コンピュータごとに優先順位が定められている場合には，優先順位
の高い上記クライアント・コンピュータほど上記流路の一部分が，新たな商品の画像が表
示される部分に近いように定められていることが好ましい。
【００１３】
　上記クライアント・コンピュータが，商品の画像を表示する条件を入力する表示条件入
力手段をさらに備えてもよい。この場合，上記クライアント・コンピュータの上記表示制
御手段は，上記商品販売サーバの上記画像データ送信手段から送信された画像データによ
って表される上記流路の一部分に流れている商品の画像のうち上記表示条件入力手段から
入力された条件に合致した商品の画像を表示するように表示装置を制御するものとなろう
。
【００１４】
　第２の発明は，商品販売サーバと複数のクライアント・コンピュータとから構成される
商品購入／販売システムにおける商品販売サーバである。この商品販売サーバは，環状の
流路に流れている商品であって，かつ上記クライアント・コンピュータごとに定められて
いる上記流路の一部分に流れている商品の画像を表す画像データを，その定められている
クライアント・コンピュータに送信する画像データ送信手段，上記クライアント・コンピ
ュータにおいて上記画像データ送信手段から送信された画像データによって表される上記
流露の一部分に流れている商品の画像の中から，購入する商品の画像として選択され，上
記クライアント・コンピュータから送信される購入する商品を特定する商品特定データを
受信する商品特定データ受信手段，および上記商品特定データ受信手段において受信した
商品特定データによって特定される商品が購入されたことを示す商品購入データを，その
商品特定データを送信した上記クライアント・コンピュータを除くクライアント・コンピ
ュータに送信する商品購入データ送信手段を備えている。
【００１５】
　第２の発明は，上記商品販売サーバに適した動作制御方法も提供している。すなわち，
この方法は，商品販売サーバと複数のクライアント・コンピュータとから構成される商品
購入／販売システムにおける商品販売サーバの動作制御方法であって，画像データ送信手
段が，環状の流路に流れている商品であって，かつ上記クライアント・コンピュータごと
に定められている上記流路の一部分に流れている商品の画像を表す画像データを，その定
められているクライアント・コンピュータに送信し，商品特定データ受信手段が，上記ク
ライアント・コンピュータにおいて上記画像データ送信手段から送信された画像データに
よって表される上記流露の一部分に流れている商品の画像の中から，購入する商品の画像
として選択され，上記クライアント・コンピュータから送信される購入する商品を特定す
る商品特定データを受信し，商品購入データ送信手段が，上記商品特定データ受信手段に
おいて受信した商品特定データによって特定される商品が購入されたことを示す商品購入
データを，その商品特定データを送信した上記クライアント・コンピュータを除くクライ
アント・コンピュータに送信するものである。
【００１６】
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　第２の発明は，上記商品販売サーバの動作制御方法を実施するためのプログラムも提供
している。
【００１７】
　第２の発明によっても，クライアント・コンピュータのユーザは，商品を購入する場合
には，環状の流路に一部分に流れている商品の画像の中から購入する商品の画像を選択す
ればよいので比較的簡単に商品を購入できる。また，商品を購入したユーザ以外のユーザ
のクライアント・コンピュータには，購入された商品を示す商品購入データが送信される
ので，他のユーザが商品を購入したことが分かる。他のユーザの購入動向が分かるのでユ
ーザの購買意欲を高めることができる。
【実施例】
【００１８】
　図１は，この発明の実施例を示すもので，商品購入／販売システムの概要を示している
。
【００１９】
　商品購入／販売システムには，商品販売サーバ10が含まれている。この商品販売サーバ
10は，インターネットを介して複数のクライアント・コンピュータ１～３と通信可能であ
る。図１においては，三台のクライアント・コンピュータ１～３が図示されているが三台
に限らないのはいうまでもない。
【００２０】
　商品販売サーバ10には，複数のクライアント・コンピュータ１～３と通信するための複
数通信制御装置11，後述する仮想店舗空間を制御する仮想店舗空間制御装置12，クライア
ント・コンピュータ１～３の表示装置における表示の更新を制御する表示更新制御装置13
，多数の商品データが格納されている商品データベース14，クライアント・コンピュータ
１～３のユーザが購入した商品を管理する商品購入管理装置15およびユーザ情報を格納し
ているユーザ・データベース16が含まれている。
【００２１】
　図２は，仮想店舗空間21を示している。この実施例では仮想店舗空間21が規定されてい
る。
【００２２】
　仮想店舗空間21には，環状の流路22が規定されている。この流路22上を商品23が流れる
ものを仮想的に表したものが仮想店舗空間21である。商品入荷口30が規定されており，商
品入荷口30から商品23が流路22に置かれる。
【００２３】
　流路22の一部分がユーザごとに定められている。たとえば，流路22の一部分31はユーザ
αの空間であり，流路22の一部分32はユーザβの空間である。ユーザごとに定められてい
る空間は，一部または全てが重複してもよいし，重複しなくともよい。ユーザごとに定め
られている空間に流れてきた商品の画像を表す画像データが，そのユーザのクライアント
・コンピュータに送信されることとなる。すると，クライアント・コンピュータの表示装
置に，その空間内に流れている商品の画像が表示される。
【００２４】
　図３は，クライアント・コンピュータの表示装置の表示画面の一例である。
【００２５】
　表示画面40のほぼ全体の領域に商品表示ウインドウ41が形成されている。商品表示ウイ
ンドウ41には，クライアント・コンピュータのユーザに割り当てられている流路22の一部
分に流れてくる商品の画像42～45が，流れているように表示される。これらの商品画像42
～45は，商品の量がわかりやすくなるように画像が重ねられたものとなっている。商品画
像42～45は，必ずしも画像が重ねられたものでなくともよく，また，画像が重ねられてい
る様子も商品の残り具合に対応して，商品の残りが多いほど重ねられている枚数が多く，
商品の残りが少ないほど重ねられている枚数が少なくなるようにしてもよい。
【００２６】
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　商品画像42～45は，それらの大きさが同一では無いが，同じ大きさにしてもよい。もっ
とも，販売に力を入れたい商品の画像を大きくするようにしてもよい。たとえば，売れて
いる商品，人気のある商品，新着商品の画像を大きくしたり，商品表示ウインドウ41の上
部に表示したりしてもよい。さらに，商品画像42の上（近く）には商品の残量が表示され
ており，商品画像43の右側にはしの商品の入荷予定が表示されており，商品画像44の上に
は新製品であることが表示されている。
【００２７】
　商品表示ウインドウ41の左側には，商品表示ウインドウ41に表示される商品の表示を設
定する検索条件設定ウインドウ50と詳細条件設定ウインドウ60とが表示されている。検索
条件設定ウインドウ50は，商品表示ウインドウ41に表示される商品の検索条件を絞るもの
である。
【００２８】
　検索条件設定ウインドウ50には，ブランド・チェック・ボックス51，価格チェック・ボ
ックス52およびカテゴリ・チェック・ボックス53ならびにＯＫ領域54が含まれている。チ
ェック・ボックス51～53のうちいずれかのチェック・ボックスがチェックされた後にＯＫ
領域54がクリックされると，チェックされたボックスに応じた新たなウインドウが表示画
面40上に表示される。その新たなウインドウを用いて商品表示ウインドウ41に表示する商
品のブランド，価格またはカテゴリが決定される。決定されたブランド，価格またはカテ
ゴリに対応した商品の画像が商品表示ウインドウ41に表示される。
【００２９】
　詳細条件設定ウインドウ60には，値段チェック・ボックス61，ブランド名チェック・ボ
ックス62および残り枚数チェック・ボックス63ならびにＯＫ領域64が含まれている。チェ
ック・ボックス61～63のうちいずれかのチェック・ボックスがチェックされた後にＯＫ領
域64がクリックされると，チェックされたボックスに応じた新たなウインドウが表示画面
40上に表示される。その新たなウインドウを用いて商品表示ウインドウ41に表示する商品
の値段，ブランド名または残り枚数が決定される。決定された値段，ブランド名または残
り枚数に対応した商品の画像が商品表示ウインドウ41に表示される。
【００３０】
　商品表示ウインドウ41の下には，カート領域70が表示されている。
【００３１】
　カート領域70は，ユーザが購入した商品の画像を表示する領域である。カート領域70の
左側にはカートの画像が表示される領域71が形成されている。カート領域70の右側にはユ
ーザが購入した商品の画像が表示される領域72が形成されている。ユーザは，商品表示ウ
インドウ41に表示されている商品の画像を領域72にドラッグ・アンド・ドロップすること
により商品を購入する。
【００３２】
　図４（Ａ）～（Ｃ）は，一のユーザによって商品が購入された場合に他のユーザのクラ
イアント・コンピュータの表示装置の表示画面に表示される画像の様子を示している。
【００３３】
　一のユーザによって上述したように，商品画像42がドラッグ・アンド・ドロップされる
と，他のユーザのクライアント・コンピュータの表示装置の表示画面には，ドラッグ・ア
ンド・ドロップに応じて，図４（Ａ）に示すように，商品画像42に近づく手のアイコン81
が表示される。次に図４（Ｂ）に示すように，手のアイコン81によって商品画像42の中の
一枚の商品画像42Ａがつかまれる。さらに，図４（Ｃ）に示すように，手のアイコン81に
よってつかまれた一枚の商品画像42Ａが徐々に小さくなりながら，他のユーザのクライア
ント・コンピュータの表示装置の表示画面に表示されている商品表示ウインドウから消え
て行く。
【００３４】
　このように表示画面に表示するためには，仮想店舗空間21における流路22において購入
された商品が位置している部分が，表示されるクライアント・コンピュータのユーザに割
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り当てられている必要があろう。たとえば，一のクライアント・コンピュータのユーザに
割り当てられている空間と他のクライアント・コンピュータのユーザに割り当てられてい
る空間とが共通となる。もっとも，空間が共通でなくとも，一のユーザが特定の商品を購
入したことを商品購入データとして他のユーザに報知したり，図４（Ａ）～（Ｃ）に示す
画像を生成し，その他のユーザに送信したりすることもできる。
【００３５】
　他のユーザは，一のユーザが商品を購入した様子を見ることができるので刺激を受け，
商品購買意欲が高められる。
【００３６】
　図５から図７は，商品購入／販売システムの処理手順を示すフローチャートである。図
５は商品販売サーバ10の処理手順を示すフローチャート，図６はクライアント・コンピュ
ータ１の処理手順を示すフローチャート，図７はクライアント・コンピュータ２の処理手
順を示すフローチャートである。
【００３７】
　この処理においては，クライアント・コンピュータ１のユーザが商品を購入し，クライ
アント・コンピュータ１のユーザが商品を購入した様子を，クライアント・コンピュータ
２のユーザが見ることができるものである。クライアント・コンピュータ１，２，商品販
売サーバ10は，互いに通信可能に接続されているものとする。
【００３８】
　上述のように，ユーザごとに規定されている空間内において商品が流れて行く様子を表
す画像データが商品販売サーバ10の複数通信制御装置11から対応するそれぞれのクライア
ント・コンピュータに送信される（図５ステップ81）。ここでは，クライアント・コンピ
ュータ１に割り当てられている空間とクライアント・コンピュータ２に割り当てられてい
る空間とは同じものとする。また，ユーザによって，検索条件または詳細条件が設定され
ている場合には，それらの条件を表すデータがクライアント・コンピュータから商品販売
サーバ10に送信され，それらの条件に合致した商品を表す画像データが商品販売サーバ10
からクライアント・コンピュータに送信されるのはいうまでもない。
【００３９】
　商品販売サーバ10から送信された画像データが，クライアント・コンピュータ１および
２において受信されると（図６ステップ91，図７ステップ101），クライアント・コンピ
ュータ１および２のそれぞれの表示画面上に上述した商品表示ウインドウ41等が表示され
る（図６ステップ92，図７ステップ102）。
【００４０】
　一のクライアント・コンピュータ１のユーザによって，商品表示ウインドウ内の商品画
像がカート領域70にドラッグ・アンド・ドロップされると（図６ステップ93），そのドラ
ッグ・アンド・ドロップされた商品画像によって表される商品を特定する商品特定データ
がクライアント・コンピュータ１から商品販売サーバ10に送信される（図６ステップ94）
。
【００４１】
　クライアント・コンピュータ１から送信された商品特定データが商品販売サーバ10にお
いて受信されると（図５ステップ82），受信された商品特定データが仮想店舗空間制御装
置12に与えられる（図５ステップ83）。すると，仮想店舗空間制御装置12によって仮想店
舗空間を表すデータが更新される（図５ステップ84）。更新内容を表すデータが仮想店舗
交換制御装置12から表示更新制御装置13に与えられる（図５ステップ85）。すると，表示
更新制御装置13において，更新内容に応じて，クライアント・コンピュータごとに更新画
像データ（ユーザごとに割り当てられた空間内を流れる商品を表す画像データ）が生成さ
れる（図５ステップ86）。生成された更新画像データが複数通信制御装置11に与えられる
（図５ステップ87）。複数通信制御装置11からクライアント・コンピュータごとに対応し
た更新画像データが，それぞれのクライアント・コンピュータに送信される（図５ステッ
プ88）。
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【００４２】
　商品を購入したクライアント・コンピュータ１以外のクライアント・コンピュータ２に
は，商品特定データによって特定された商品が購入されたことを示す商品購入データも送
信される。クライアント・コンピュータ２において商品購入データが受信されることによ
り，クライアント・コンピュータ２の表示画面にはクライアント・コンピュータ１のユー
ザによって購入された商品名が表示される。もっとも，商品購入データが購入された商品
名を表示するものでなくとも，商品購入データが図４（Ａ）～（Ｃ）に示すように，他の
ユーザによって商品が買われた様子が表示するものでもよい。クライアント・コンピュー
タ２のユーザは，クライアント・コンピュータ１のユーザによって商品が購入されたこと
が分かる。
【００４３】
　商品の購入に応じて，商品データベース14に格納されている商品の残量等が商品購入管
理装置15によって更新される。更新された商品の残量等のデータは，複数通信制御装置11
によって管理サーバ（図示略）に送信される。また，商品の購入に応じて，ユーザ・デー
タベース16に格納されているユーザごとの商品購入履歴も更新される。
【００４４】
　クライアント・コンピュータ２において，商品販売サーバ10から送信された更新画像デ
ータが受信されると（図７ステップ103），その更新画像データによって表される商品画
像が商品表示ウインドウ41に表示されることとなる（図７ステップ104）。クライアント
・コンピュータ１においても更新画像テータによって表される商品画像が商品表示ウイン
ドウに表示されるのは言うまでもない。
【００４５】
　クライアント・コンピュータ１において商品が購入されたから，受信した更新画像デー
タ（商品特定データによって特定される商品を表す画像が取り除かれていく様子を表すデ
ータを含む）によって，クライアント・コンピュータ２の表示画面に表示される商品表示
ウインドウには，図４（Ａ）～（Ｃ）に示すように，他のユーザによって商品が買われた
様子が表示されることになる。
【００４６】
　図８および図９は，他の実施例を示すものである。
【００４７】
　この実施例は，この仮想店舗空間を利用状況に応じてユーザ（クライアント・コンピュ
ータ）ごとに優先順位が定められており，優先順位の高いユーザほど，割り当てられる空
間が商品入荷口30の近くになるものである。優先順位の高いユーザほど，商品表示ウイン
ドウに新しい表品が表示されるようになり，優先的に商品を購入できる。
【００４８】
　図８は，ユーザの優先順位を規定する優先順位テーブルの一例である。この優先順位テ
ーブルは，ユーザ・データベース16に格納されている。
【００４９】
　優先順位テーブルには，ユーザ，ポイント，ランク，仮想店舗空間領域（ユーザに割り
当てられた部分）の各項目がある。商品の購入が多いほどユーザに与えられるポイントが
高くなる。ポイントが高くなるほどユーザのランクが上がり，そのユーザに割り当てられ
ている仮想空間領域の位置が商品入荷口30に近くなる。図８に示す例では，ユーザｕ１が
，ポイントが最も高くランクも高い（プラチナ会員）。次にユーザｕ２が，ポイントが高
くランクが高い（ゴールド会員）。ユーザｕ３はポイントが０であり，ランクは低い（一
般会員）。
【００５０】
　図９は，仮想店舗空間を示している。図９において図２に示すものと同一物については
同一符号を付して説明を省略する。
【００５１】
　ユーザｕ１は，上述のようにランクが最も高い。このため，ユーザｕ１には商品入荷口
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30に最も近い仮想店舗空間領域ｓ１が割り当てられている。ユーザｕ１のクライアント・
コンピュータの表示画面に，新たな商品が最初に表示されるようになる。
【００５２】
　ユーザｕ２は，ランクが比較的高い。このため，ユーザｕ２には商品入荷口30に比較的
近い仮想店舗空間領域ｓ２が割り当てられている。ユーザｕ２のクライアント・コンピュ
ータの表示画面には，新たな商品が比較的早く表示されるようになる。
【００５３】
　ユーザｕ３は，ランクが低い。このため，ユーザｕ３には商品入荷口30から遠い仮想店
舗空間領域ｓ３が割り当てられている。ユーザｕ３のクライアント・
の表示画面には，新たな商品が表示されるのが遅くなる。
【００５４】
　図10は，変形例を示すもので，クライアント・コンピュータの表示画面に表示される画
像の一例である。図10において，図３に示すものと同一物については同一符号を付して説
明を省略する。
【００５５】
　図４（Ａ）～（Ｃ）に示す例では，商品が購入されると，その商品の画像が商品表示ウ
インドウ41から消えて行く様子が表示されているが，この表示画面40Ａの実施例では，購
入（たとえば，過去10分の間に購入）されるたびに手のアイコン81が増える（一定時間の
間表示される）。あたかも多くの買い物客が商品を奪い合っているような表示となり，商
品の購買意欲が喚起される。このような手のアイコン81は，商品販売サーバ10から送信さ
れる商品購入データにもとづいて生成するようにしてもよい。商品が購入されるたびに商
品販売サーバ10から商品購入データが送信され，購入客が多いほど手のアイコン81が表示
されるようになる。
【００５６】
　商品表示領域41の下には，レコメンド領域120が表示されている。レコメンド領域120に
は，他のユーザによって購入されている商品の画像121が表示される。他のユーザが購入
していることが分かり，購買意欲が喚起されることとなる。また，他のユーザが購入して
いることを報知する文章122も表示されている。
【００５７】
　また，商品表示領域41の左下には，詳細情報領域110が形成されている。詳細情報領域1
10は，商品表示ウインドウ41に表示されている商品画像についての情報を表示する領域で
ある。商品表示ウインドウ41に表示されている商品画像がクリックされることにより，ク
リックされた商品画像についての詳細が詳細情報領域110に表示される。
【００５８】
　詳細情報領域110には，商品画像表示領域110および情報表示領域112が含まれている。
商品画像表示領域110には，クリックされた商品画像が表示される。情報表示領域112には
，商品画像表示領域110に表示されている画像についての情報（メーカ名，価格，色）が
表示される。商品画像表示領域110の下には，他の色を見るときにクリックされるホット
・テキスト113およびその商品を購入するときにクリックされるホット・テキスト114も表
示されている。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】商品購入／販売システムの概要を示している。
【図２】仮想店舗空間の一例である。
【図３】クライアント・コンピュータの表示画面の一例である。
【図４】（Ａ）から（Ｃ）は，商品が購入される様子を示している。
【図５】商品販売サーバの処理手順を示すフローチャートである。
【図６】クライアント・コンピュータの処理手順を示すフローチャートである。
【図７】クライアント・コンピュータの処理手順を示すフローチャートである。
【図８】優先順位テーブルの一例である。
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【図９】仮想店舗空間の一例である。
【図１０】クライアント・コンピュータの表示画面の一例である。
【符号の説明】
【００６０】
　１～３　クライアント・コンピュータ
　10　商品販売サーバ
　11　複数通信制御装置
　12　仮想店舗空間制御装置
　13　表示更新制御装置
　14　商品データベース
　15　商品購入管理装置
　16　ユーザ・データベース

【図１】 【図２】
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