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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の要求に応じてクーポン券情報を発行するクーポン券情報発行システムにおいて
、
　発行すべきクーポン券情報であって複数の属性を有するクーポン券情報であって、前記
クーポン券情報の前記複数の属性を示すテーブルであって、併用の可否を含む当該複数の
属性それぞれについて属性項目およびその内容が規定されたテーブルと対応付けられてい
るクーポン券情報を記憶する記憶手段と、該記憶しているクーポン券情報を送信する送信
手段とを含むサービス提供サーバと、
　該サービス提供サーバが送信するクーポン券情報を受信可能な受信手段と、該受信した
クーポン券情報を表示する表示手段とを含む受信機と、
　該受信機が表示したクーポン券情報を、利用者の選択によりダウンロードして格納可能
な格納手段を有する利用者端末とを備え、
　前記受信機は、
　　前記利用者が設定したクーポン券受信条件を、前記利用者端末から取得し、
　　前記クーポン券受信条件を前記クーポン券情報が満たしているかを判断し、
　　満たしている場合に、前記受信手段により前記クーポン券情報を受信し、
　前記利用者端末は、
　　前記複数の属性から所定の属性を特定し、
　　前記利用者から指定されたクーポン券情報を表示し、
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　　前記テーブルを用いて、前記格納手段に格納されているクーポン券情報から、前記複
数の属性のうち前記所定の属性以外の属性について、表示されたクーポン券情報の属性と
同一内容の属性を有し、表示されたクーポン券情報と併用可能なクーポン券情報を抽出し
、
　　前記テーブルを用いて、抽出されたクーポン券情報および表示されたクーポン券情報
を、前記所定の属性の内容に従ってソートして表示することで併用可能なクーポン券情報
を前記利用者に複数提示することを特徴とするクーポン券情報発行システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のクーポン券情報発行システムにおいて、
　前記特定の属性は、前記クーポン券情報の有効期限であり、
　前記利用者端末は、前記有効期限が到来する順で前記クーポン券情報のソートを実行す
ることを特徴とするクーポン券情報発行システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のクーポン券情報発行システムにおいて、
　前記特定の属性は、前記クーポン券情報の示す割引率であり、
　前記利用者端末は、前記割引率の高い順で前記クーポン券情報のソートを実行すること
を特徴とするクーポン券情報発行システム。
【請求項４】
　利用者の要求に応じてクーポン券情報を発行するクーポン券情報発行システムを構成す
る受信装置であって、
　発行すべきクーポン券情報であって複数の属性を有するクーポン券情報であって、前記
クーポン券情報の前記複数の属性を示すテーブルであって、併用の可否を含む当該複数の
属性それぞれについて属性項目およびその内容が規定されたテーブルと対応付けられてい
るクーポン券情報を記憶する記憶手段と、該記憶しているクーポン券情報を送信する送信
手段とを含むサービス提供サーバおよび、前記受信機で受信したクーポン券情報を利用者
の選択によりダウンロードして格納可能な格納手段を有する利用者端末と接続され、
　該サービス提供サーバが送信するクーポン券情報を受信可能な受信手段と、
　該受信したクーポン券情報を表示する表示手段と、
　前記利用者が設定したクーポン券受信条件を、前記利用者端末から取得する手段と、
　前記クーポン券受信条件を前記クーポン券情報が満たしているかを判断する手段と、
　満たしている場合に、前記受信手段により前記クーポン券情報を受信するよう制御する
手段と、
　受信したクーポン券情報を前記利用者端末に送信する手段とを有し、
　　前記利用者端末が、前記複数の属性から所定の属性を特定し、前記利用者から指定さ
れたクーポン券情報を表示し、前記格納手段に格納されているクーポン券情報から、前記
複数の属性のうち前記所定の属性以外の属性について、表示されたクーポン券情報の属性
と同一内容の属性を有し、当該表示されたクーポン券情報と併用可能なクーポン券情報を
、前記テーブルを用いて抽出し、抽出されたクーポン券情報および表示されたクーポン券
情報を、前記テーブルを用いて前記所定の属性の内容に従ってソートして表示することで
併用可能なクーポン券情報を前記利用者に複数提示することを可能とする受信装置。
【請求項５】
　利用者の要求に応じてクーポン券情報を発行するクーポン券情報発行システムを構成す
る利用者端末装置において、
　発行すべきクーポン券情報であって複数の属性を有するクーポン券情報であって、前記
クーポン券情報の前記複数の属性を示すテーブルであって、併用の可否を含む当該複数の
属性それぞれについて属性項目およびその内容が規定されたテーブルと対応付けられてい
るクーポン券情報を記憶する記憶手段と、該記憶しているクーポン券情報を送信する送信
手段とを含むサービス提供サーバと、該サービス提供サーバが送信するクーポン券情報を
受信可能な受信手段と、該受信したクーポン券情報を表示する表示手段とを含む受信機と
接続され、
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　前記受信機に、利用者が設定したクーポン券受信条件を通知する手段と、
　前記受信機から、当該受信機において、前記クーポン券受信条件を満たしていると判断
され前記サービス提供サーバから受信し、表示されたクーポン券情報を、利用者の選択に
よりダウンロードして格納する格納手段と、
　前記複数の属性から所定の属性を特定する手段と、
　前記格納手段に格納されたクーポン券情報のうち、前記利用者から指定されたクーポン
券情報を表示する手段と、
　前記テーブルを用いて、前記格納手段に格納されているクーポン券情報から、前記複数
の属性のうち前記所定の属性以外の属性について、表示されたクーポン券情報の属性と同
一内容の属性を有し、当該表示されたクーポン券情報と併用可能なクーポン券情報を抽出
する手段と、
　前記テーブルを用いて、抽出されたクーポン券情報および表示されたクーポン券情報を
、前記所定の属性の内容に従ってソートして表示する手段とを有することによりことで併
用可能なクーポン券情報を前記利用者に複数提示することを特徴とする利用者端末装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の利用者端末装置において、
　前記特定の属性は、前記クーポン券情報の有効期限であり、
　前記ソートして表示する手段は、前記有効期限が到来する順で前記クーポン券情報のソ
ートを実行することを特徴とする利用者端末装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の利用者端末装置において、
　前記特定の属性は、前記クーポン券情報の示す割引率であり、
　前記ソートして表示する手段は、前記割引率の高い順で前記クーポン券情報のソートを
実行することを特徴とする利用者端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ネットワークやデジタル放送を通じて提供されるクーポン券情報の発行、表示
システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来は、特開2001-256388号公報に記載されているように、携帯電話からネットワークを
通じてサーバシステムにアクセスし、表示されたクーポンをダウンロードしている。この
クーポンにはバーコードが表示されており、店舗ではこのバーコードをリーダで読み、さ
らにネットワークを介してサーバシステムに送ることにより認証を受けることができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術では、利用者の希望に沿ってクーポンを発行したり、利用者ごとに発行条件
を設定したりするといった発行管理ができない。また、利用者が複数のクーポン券情報を
有している場合に、どれを利用すれば効率的かを利用者自身が判断しなければならなかっ
た。
【０００４】
本発明の目的は、クーポン券情報を利用者の希望条件に沿って発行したり、利用者の属性
によって発行条件を設定したりできるクーポン券情報発行システムを提供することにある
。
【０００５】
本発明の他の目的は、利用者が有する複数のクーポン券情報について効率的な利用ができ
るようなクーポン券情報表示システムを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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上記目的を解決するために本発明は、サービス提供者が発行する広告情報付きクーポン券
情報のうち、利用者があるクーポン券情報を選択すると、サービス提供者側のクーポン券
情報発行条件や、利用者側のクーポン券情報受信条件を判断して、条件を満たす場合に、
広告情報付きクーポン券情報を発行して、その利用者の受信機に送信する構成を採用した
。また受信機または利用者端末に格納されている複数のクーポン券情報を、クーポン券情
報ごとの有効期限や割引率をもとにソートし、表示する構成を採用した。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【０００８】
（実施例１）
図１は、本発明の一実施形態であるクーポン券情報の発行システムの概要を示す図である
。テレビショップ１０１は、広告情報付きクーポン券情報を発行する企業であり、サービ
ス提供者１０２に広告情報付きクーポン券情報を送信する。サービス提供者１０２は、例
えば放送局であり、テレビショップ１０１から受信した広告情報付きクーポン券情報を、
テレビ放送を利用して、放送などを受信する受信機である利用者デジタルテレビ１０３へ
送信する。利用者デジタルテレビ１０３では、広告情報とクーポン券情報を分離して格納
する。デジタルテレビが受信したクーポン券情報は、無線技術により、利用者が有する端
末の一種である利用者携帯電話１０４に転送することができる。
【０００９】
図２は、本発明の実施形態におけるシステム構成を示す図である。サービス提供サーバ２
０１には、複数の企業から提供された広告情報付きクーポン券情報Ａ２０２、広告情報付
きクーポン券情報Ｂ２０３、および広告情報付きクーポン券情報Ｃ２０４が格納されてい
る各データベースが接続されている。各クーポン券情報データベースは、１つのハードデ
ィスクに格納されていても良い。このサービス提供サーバ２０１は、デジタル放送や通信
回線などにより、利用者デジタルテレビ２０５と情報連携が可能になっている。利用者デ
ジタルテレビ２０５には、広告情報データベース２０６とクーポン券情報データベース２
０７が接続され、サービス提供サーバ２０１から送信された広告情報付きクーポン券情報
Ａ２０２が、広告情報とクーポン券情報に分けて各データベースに格納される。また、利
用者デジタルテレビ２０５には、ＩＤ情報２０８が格納されているデータベースも接続さ
れている。この利用者デジタルテレビ２０５は、無線システムなどによって情報連携が可
能な利用者携帯電話２０９と通信することができる。利用者携帯電話２０９には、利用者
デジタルテレビ２０５に接続されているデータベースと同様に、広告情報Ａ２１０、クー
ポン券情報Ａ２１１、およびＩＤ情報２１２が格納されているデータベースがそれぞれ格
納されている。ＩＤ情報２０８とＩＤ情報２１２は、一般的には異なる情報が格納されて
おり、また、利用者が自由に書き換えられない。通常、前者のＩＤ情報には、デジタルテ
レビの入会者を識別するための利用者コードや会員番号に利用者の属性情報が組み合わさ
れたものが使われ、後者のＩＤ情報には、電話番号に利用者の属性情報が組み合わされた
ものが使われる。なお、データベース２１０～２１２に格納される情報は、携帯電話２０
９内に記憶されていてもよく、また図２において、利用者携帯電話２０９の代わりに携帯
電話会社が設置する携帯電話サーバがあり、その携帯電話サーバに各データベース２１０
～２１２がそれぞれハードディスクに格納されていて、そのハードディスクは携帯電話サ
ーバに接続されており、携帯電話サーバが、そのハードディスクから情報を取り出し、利
用者携帯電話に送信して、利用者携帯電話が受信する構成にしても良い。なお、利用者デ
ジタルテレビ、利用者携帯電話ともに、広告情報とクーポン券情報とが格納されているデ
ータベースは、１つのハードディスクに記憶されていても良い。
【００１０】
図３は、図２におけるサービス提供サーバ２０１の機能ブロック図である。サービス提供
サーバのプロセッサ３０１には、発行プログラム３０２および本人確認プログラム３０３
が格納されている。また、このシステムには、キーボード３０４、ディスプレイ３０５、
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およびハードディスク３０６が接続されている。発行プログラム３０２は、ハードディス
ク３０６に記憶されている広告情報付きクーポン券情報をどの利用者デジタルテレビにど
のように発行するかを決めるものである。本人確認プログラム３０３は、利用者デジタル
テレビや利用者携帯電話に格納されているＩＤ情報に基づいて、利用者が本人であるか否
かを確認するものである。キーボード３０４、ディスプレイ３０５、およびハードディス
ク３０６は、通常のパーソナルコンピュータと同様の構成である。
【００１１】
図４は、図２における利用者デジタルテレビ２０５の機能ブロック図である。デジタルテ
レビのプロセッサ４０１には、表示プログラム４０２、利用プログラム４０３、および本
人確認プログラム４０４が格納されている。また、この利用者デジタルテレビには、リモ
コン４０５、ディスプレイ４０６、通信システム４０７、およびハードディスク４０８が
接続されている。表示プログラム４０２は、ハードディスク４０８に格納されている広告
情報、クーポン券情報、およびＩＤ情報を、どのように利用者デジタルテレビ２０５に表
示するかを決めるプログラムである。利用プログラム４０３は、利用者がクーポン券情報
をどのように利用するかを決定する場合に動作するプログラムである。本人確認プログラ
ム４０４は、利用者または第三者により入力された暗証番号で本人確認を行い、ハードデ
ィスク４０８に格納されているＩＤ情報の利用を許可するものである。リモコン４０５は
、デジタルテレビ専用のリモコンでもよいが、携帯電話をリモコン代わりに利用してもよ
い。このリモコンは、無線によってデジタルテレビを操作することができる場合もある。
ディスプレイ４０６は、クーポン券情報等を１画面で表示できるが、分割して表示するこ
ともできる表示手段である。通信システム４０７は、サービス提供サーバ２０１や利用者
携帯電話２０９との情報の送受信を行う送信手段及び受信手段である。この通信システム
４０７は、サービス提供サーバ２０１に対する通信システム、利用者携帯電話２０９に対
する通信システムというように分かれていても良い。また、ハードディスク４０８には、
一般的に利用者が自由に書き換えることができないハードディスクやＩＣカード等と、利
用者が自由に書き換えられるメモリーカード等がある。
【００１２】
図５は、図２における利用者携帯電話２０９の機能ブロック図である。利用者携帯電話の
プロセッサ５０１には、表示プログラム５０２、利用プログラム５０３、および本人確認
プログラム５０４が格納されている。また、この利用者携帯電話には、入力ボタン５０５
、ディスプレイ５０６、無線システム５０７、およびハードディスク５０８が接続されて
いる。表示プログラム５０２、利用プログラム５０３、および本人確認プログラム５０４
は、利用者デジタルテレビのプロセッサ４０１に格納されているものと同様である。入力
ボタン５０５は、携帯電話を操作するためのボタンである。ディスプレイ５０６では、画
面を表と裏の２面に分けて交互に表示することができる。無線システム４０６は、利用者
デジタルテレビとの情報のやりとりを無線で行う場合に用いるものである。また、ハード
ディスク５０８には、一般的に利用者が自由に書き換えることができないハードディスク
等と、利用者が自由に書き換えられるメモリーカード等がある。
【００１３】
次に、デジタルテレビ２０５がサービス提供サーバ２０１から広告情報付きクーポン券情
報を受信する際に、広告情報からクーポン券情報を分離して格納する処理を、図６～図８
を用いて説明する。
【００１４】
図６は、広告情報からクーポン券情報を分離して格納する処理フローである。まず、デジ
タルテレビ２０５は、サービス提供サーバ２０１から広告情報付きクーポン券情報を受信
する（ステップ６０１）。受信した画像は、例えば図７に示したようになる。すなわち、
広告情報７０１には、クーポン券情報（１）７０２、クーポン券情報（２）７０３、およ
びクーポン券情報（３）７０４の３つのクーポン券情報が含まれている。次に、受信した
広告情報からクーポン券情報を分離する（ステップ６０２）。分離した画像は図８のよう
になる。広告情報画面８０１には、コメント８０２のようにクーポン券情報が添付されて
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いる旨が示されている。また、クーポン券情報画面８０３には、添付されているクーポン
券情報（１）８０４、クーポン券情報（２）８０５、およびクーポン券情報（３）８０６
の３つのクーポン券情報が含まれている。次に、分離した広告情報とクーポン券情報をデ
ジタルテレビ２０５のハードディスク２０６、２０７に別々に格納する（ステップ６０３
）。
【００１５】
このように、広告情報付きクーポン券情報を受信する際に、広告情報からクーポン券情報
を分離して格納することにより、デジタルテレビで広告情報のみを効果的に表示したり、
携帯電話にクーポン券情報のみを格納して効率良く利用したりすることが可能になる。
【００１６】
なお、本実施例は、広告情報付きクーポン券情報について説明したが、広告情報の付いて
いないクーポン券情報を発行することもできる。
【００１７】
次に、サービス提供者が、あらかじめ発行日、発行時間、発行場所、発行対象者、発行数
を設定し、発行するクーポン券情報の数が一定以上になった場合に発行を終了する処理を
、図９および図１０を用いて説明する。
【００１８】
図９は、発行するクーポン券情報の数が一定以上になった場合に発行を終了する処理フロ
ーを示す。まず、サービス提供者は、発行日、発行時間帯、発行場所、発行対象者、発行
数を設定する（ステップ９０１～ステップ９０５）。設定内容は、例えば図１０のように
なる。次に、上記のように設定された設定内容に基づいてクーポン券情報を発行し（ステ
ップ９０６）、発行数を超えたかを判断し（ステップ９０７）、超えていれば発行処理を
終了する。
【００１９】
このように、サービス提供者があらかじめ発行日、発行時間、発行場所、発行対象者、発
行数を設定することにより、発行するクーポン券情報の数を超えた時点で発行を終了する
ことができるようになる。
【００２０】
次に、サービス提供者が不特定多数の送信先にクーポン券情報を同報送信し、あらかじめ
利用者が設定したクーポン券情報を受信する条件を満たす場合のみクーポン券情報を発行
する処理を、図１１および図１２を用いて説明する。
【００２１】
図１１は、処理フローを示す。まず、サービス提供サーバは、不特定多数のデジタルテレ
ビにクーポン券情報を同報送信する（ステップ１１０１）。次に、デジタルテレビは、あ
らかじめ利用者によって設定されて携帯電話に格納されている、クーポン券情報を受信す
る条件であるクーポン券情報の種類、割引金額、利用可能対象者人数、利用対象店舗、有
効期限等の情報を携帯電話から取得する（ステップ１１０２～ステップ１１０６）。あら
かじめ利用者が設定したクーポン券情報を受信する条件は図１２の通りである。図１２で
は、クーポン券情報の種類を割引クーポン、割引金額を２００円以上、利用可能対象人数
が５名以上などの条件が設定されている。次に、デジタルテレビは、同報送信されたクー
ポン券情報に対して、これらすべての条件を満たしているか判断し（ステップ１１０７）
、満たしていればクーポン券情報を発行する（ステップ１１０８）。満たしていなければ
クーポン券情報は発行されない。
【００２２】
このように、サービス提供者が不特定多数の送信先にクーポン券情報を同報送信しても、
あらかじめ利用者が設定したクーポン券情報を受信する条件を満たす場合のみクーポン券
情報が発行されるため、利用者は、不要なクーポン券情報の受信を拒否できるようになる
。
【００２３】
次に、サービス提供サーバが、利用者１人に対して発行可能な数情報を取り込み、利用者
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に発行可能な数のクーポン券情報を発行する処理フローを、図１３を用いて説明する。
【００２４】
まず、サービス提供サーバは、デジタルテレビや携帯電話に格納されているＩＤ情報に基
づいてサービス提供者が決めることができる利用者１人に対して発行可能な数を取り込む
（ステップ１３０１）。次に、利用者に発行可能な数のクーポン券情報を送信する（ステ
ップ１３０２）。この場合に送信されたクーポン券情報の受信は、デジタルテレビと携帯
電話のどちらでも可能である。
【００２５】
このように、利用者１人に対して発行可能な数を取り込むことにより、利用者に発行可能
なクーポン券情報を適正な数だけ発行することができるようになる。
【００２６】
次に、利用者が家族の代表者であれば、代表者のみに家族向けのクーポン券情報を発行し
、代表者以外の家族には重複して発行しない処理を、図１４～図１６を用いて説明する。
【００２７】
図１４は、処理フローを示す。まず、サービス提供サーバは、デジタルテレビや携帯電話
に格納されているＩＤ情報の中から、利用者の家族情報を取得する（ステップ１４０１）
。利用者の家族情報は例えば図１５のようになる。次に、その利用者が家族の代表者か判
断し（ステップ１４０２）、代表者であれば家族向けクーポン券情報を代表者のみに、代
表者が所有する携帯電話に送信する（ステップ１４０３）。例えば、図１６のような利用
者の子供の家族情報を取得して、子供が家族の代表者でなければ、子供にクーポン券情報
は発行されない。この場合、クーポン券情報を代表者の携帯電話に直接送信しても良いし
、一旦デジタルテレビに送信し、デジタルテレビ経由で代表者の携帯電話に送信しても良
い。
【００２８】
このように、クーポン券情報を受信する条件に家族の代表者を設定することにより、家族
の代表者のみにクーポン券情報を発行することができる。たとえ家族の一員であっても、
代表者でない子供が受信しようとしても受信できないようになる。
【００２９】
次に、クーポン券情報を発行した後、類似のクーポン券情報を再度発行する場合、割引金
額、有効期限など変更を要する項目のみ更新する処理を、図１７および図１８を用いて説
明する。
【００３０】
図１７は、処理フローを示す。まず、デジタルテレビは、サービス提供者から、既に発行
したクーポン券情報に係わる各種条件の更新指示を取得する（ステップ１７０１）。次に
、取得した更新指示に基づいて、ハードディスクに格納されている割引金額、有効期限を
更新する（ステップ１７０２～ステップ１７０３）。クーポン券情報の条件更新前および
条件更新後のテーブルは図１８の通りである。上のテーブルが更新前であり、下のテーブ
ルが更新後である。
このように、クーポン券情報を発行した後に類似のクーポン券情報を再度発行する場合で
あっても、変更を要する項目のみ更新することができるようになる。
【００３１】
（実施例２）
第２の実施例では、発行されたクーポン券情報を表示する場合について説明する。本実施
例におけるシステム構成も、図２と同様であり、サービス提供サーバ２０１、利用者デジ
タルテレビ２０５、利用者携帯電話２０９の機能ブロック図も、それぞれ図３、図４、図
５と同様とする。
【００３２】
本実施例において、まず有効期限の到来する順にクーポン券情報を優先的に表示する処理
を、図１９～図２１を用いて説明する。図１９は、処理フローを示す。まず、携帯電話２
０９は、利用者の選択入力によって、利用者が利用したいと選択したクーポン券情報をデ
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ータベースから抽出して表示する（ステップ１９０１）。次に、表示したクーポン券情報
に対して、有効期限を除き内容が同一のクーポン券情報を取得する（ステップ１９０２）
。クーポン券情報に係わるテーブルは図２０の通りであり、この例では、クーポン券情報
の名称、コメント、会社名、店名、発行数、割引金額、割引率の内容がそれぞれ同一のク
ーポン券情報を抽出している。この有効期限を除き内容が同一のクーポン券情報をすべて
取得したか判断し（ステップ１９０３）、取得した場合は、有効期限によりクーポン券情
報のソートを行い（ステップ１９０４）、有効期限の到来する順に並べ替えてクーポン券
情報を表示する（ステップ１９０５）。携帯電話の画面にクーポン券情報を表示した例は
図２１の通りであり、クーポン券情報画面２１０１は、３つのクーポン券情報を有効期限
の到来順に順に表示したものである。
【００３３】
このように、有効期限の到来する順にクーポン券情報を優先的に表示することにより、有
効期限を除き内容が同一のクーポン券情報を複数取得しても、有効期限に合わせてクーポ
ン券情報を有効活用することができるようになる。
【００３４】
上記有効期限を割引率に置き換えても同様の処理ができる。その場合は、有効期限の代わ
りに割引率をキーとしてクーポン券情報の取得およびソートを行う。結果は、図２１のク
ーポン券情報画面２１０２に示すような表示画面になる。
【００３５】
なお、割引率の高い順にクーポン券情報を優先的に表示する際に、割引率が同一のクーポ
ン券情報が複数あった場合、同一のクーポン券情報を有効期限の到来する順に優先的に表
示するなど、キーを組み合わせて行うこともできる。
【００３６】
次に、複数のクーポン券情報の中で、併用できるクーポン券情報があればそれらを同じ画
面に表示する処理を、図２２および図２３を用いて説明する。
【００３７】
図２２は、処理フローである。まず、利用者携帯電話２０９は、利用者の選択入力によっ
て、利用者が利用したいと選択したクーポン券情報をデータベースから抽出して表示し（
ステップ２２０１）、表示されているクーポン券情報と併用できるクーポン券情報がある
か検索する（ステップ２２０２）。併用できるか否かは、クーポン券情報に係わるテーブ
ルが記載されている図２０（本実施例においては項目９）において、「併用可」となって
いるクーポン券情報が対象となる。次に、表示されているクーポン券情報と併用できるク
ーポン券情報があれば、そのクーポン券情報を取得し、表示されているクーポン券情報の
ほかに併用可能なクーポン券情報を同時表示する（ステップ２２０３）。併用できるクー
ポン券情報を利用者携帯電話２０９の表示画面に同時表示した例は図２３の通りであり、
クーポン券情報画面２３０１は、最初に表示したクーポン券情報２３０２に、併用できる
２つのクーポン券情報２３０３とクーポン券情報２３０４を同時表示したものである。こ
こで、利用者がデジタルテレビ２０５を見て操作している場合、併用できるクーポン券情
報をデジタルテレビ２０５のディスプレイ４０６に同時表示するようにしても良い。
【００３８】
このように、複数のクーポン券情報の中から、併用できるクーポン券情報を抽出すること
により、クーポン券情報を有効活用することができる。
【００３９】
次に、クーポン券情報を表示可能回数残が０になるまで表示する処理を、図２４～図２６
を用いて説明する。
【００４０】
図２４は処理フローを示す。まず、携帯電話２０９は、利用者の選択入力によって、利用
者が利用したいと選択したクーポン券情報をデータベースから抽出する（ステップ２４０
１）。次に、デジタルテレビまたは携帯電話のハードディスクに格納されている表示可能
回数または表示可能回数残情報を読み出し（ステップ２４０２）、利用者が選択したクー
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ポン券情報が表示可能か否かを判断する（ステップ２４０３）。表示可能である場合は、
利用者が選択したクーポン券情報を携帯電話のディスプレイに表示し（ステップ２４０４
）、表示回数を＋１するとともに、表示可能回数残を－１する（ステップ２４０５）。こ
こで、この表示可能回数及び表示可能回数残は、図２５のクーポン券情報表示前のテーブ
ル２５０１におけるレコード２５０２のようにあらかじめ設定されている。この例では、
表示可能回数が５回に設定されている。初期時は、レコード２５０３のように表示回数が
０回、レコード２５０４のように表示可能回数残が５回に設定されている。表示したクー
ポン券情報の例は、図２６の携帯電話画面２６０１の通りであり、この例では、クーポン
券情報の残数が４と表示されている。また、クーポン券情報表示後のテーブルは図２５の
通りであり、テーブル２５０５は、レコード２５０６のように表示回数が１回、レコード
２５０７のように表示可能回数残が４回に更新されている。なお、表示可能回数について
は、放送局などのサービス提供者が広告情報付きクーポン券情報と一緒にコピー制御信号
をデジタルテレビに送信することにより、自由に設定できると同時に、第三者による改竄
を防止することができる。
【００４１】
このように、あらかじめクーポン券情報の表示回数を設定することにより、設定回数以上
の表示をできなくすることができる。
【００４２】
次に、クーポン券情報を有効期限が過ぎるまで何度でも繰り返し表示する処理フローを、
図２７を用いて説明する。まず、携帯電話２０９は、利用者の選択入力によって、利用者
が利用したいと選択したクーポン券情報をデータベースから抽出して表示（ステップ２７
０１）、図２０で示したようなクーポン券情報に係わるテーブルに設定されている有効期
限が到来したか判断し（ステップ２７０２）、到来していなければクーポン券情報を再度
表示する。
【００４３】
このように、クーポン券情報を有効期限のみで管理することにより、有効期限までなら何
度でも繰り返しクーポン券情報を表示することができるようになる。
【００４４】
次に、暗証番号を入力することにより、クーポン券情報とＩＤ情報を画面上に交互に表示
する処理を、図２８～図３０を用いて説明する。図２８は、処理フローを示す。まず、利
用者携帯電話２０９は、利用者の選択入力によって、利用者が利用したいと選択したクー
ポン券情報を抽出して表示した後に、利用者による利用者携帯電話２０９の入力ボタン５
０５からの暗証番号の入力を検知すると（ステップ２８０１）、表示されたクーポン券情
報にＩＤ情報を結合する（ステップ２８０２）。このステップにおいて、まず暗証番号の
入力を受付け、その後利用者に利用したいクーポン券情報を選択させてからクーポン券情
報を表示するようにしても良い。ここでＩＤ情報のテーブルは図２９の通りであり、この
例では、携帯電話の一般的なＩＤ情報である電話番号に、名前や性別などの顧客の属性情
報があらかじめ設定されている。次に、この結合されたクーポン券情報とＩＤ情報を利用
者携帯電話２０９のディスプレイ５０６に交互に表示する（ステップ２８０３）。携帯電
話のディスプレイにおいて、クーポン券情報を表の画面として、またＩＤ情報を裏の画面
として表示した例は図３０の通りである。クーポン券情報画面３００１には、クーポン券
情報の発行対象者が「川崎市民限定」、利用可能対象人数が「５名」であることなどが記
載されている。ＩＤ情報画面３００２に示すように、ＩＤ情報のうち発行対象者の「川崎
市民限定」と利用可能対象人数の「５名」に関係するものとして、住所に関する記述３０
０３と家族構成に関する記述３００４に枠が付けられて、利用者がこのクーポン券情報の
利用条件に合致しているかどうかを判断することが容易になるように、分かりやすく表示
することもできる。画面に交互に表示する時間の間隔は、暗証番号を入力するオペレータ
が本人か第三者かにより変更することが可能である。例えば、本人が暗証番号を入力する
場合は、ＩＤ情報の表示時間を、利用者が平均的にＩＤ情報を認識できるような時間に設
定し、クーポン券情報を利用する店の店員などクーポン券情報を確認する第三者が暗証番
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号を入力する場合は、ＩＤ情報の表示時間を短くする等の設定が可能である。またこの場
合、誰がＩＤ情報を見るかによってＩＤ情報の表示位置や文字の大きさを自由に変えるよ
うに設定してもよい。誰が暗証番号を入力するかの判定については、暗証番号の入力前に
予め入力者に「本人」か「第三者」かを選択入力させてもよい。
【００４５】
このように、ＩＤ情報を利用できる利用者が暗証番号を入力して初めてＩＤ情報を取り出
せるようにすることでＩＤ情報のセキュリティが高まる。また、クーポン券情報とＩＤ情
報を交互に表示することにより、第三者が利用者とともに画面で本人確認する際も、利用
者のＩＤ情報を連続して表示することを避けられるため、利用者がＩＤ情報を読みながら
でないと回答できないかどうかが容易に分かり、本人確認の精度を高めることができる。
さらに、利用者のＩＤ情報のうち、クーポン券情報の利用条件に合致する項目については
確認が済んだとみなして表示を省略し、残った項目についてのみ本人確認することも可能
である。そのほか、酒類に係わるクーポン券情報の場合、「ご利用は２０歳以上のお客様
に限らせて頂きます。」との条件がある場合は、ＩＤ情報を確認して２０歳未満であれば
、クーポン券情報を表示できないようにすることや、表示された西暦の生年月日に基づい
て利用者に和暦で質問することができるようになる。
【００４６】
次に、クーポン券情報と広告情報を交互に表示する処理を、図３１および図３２を用いて
説明する。図３１は処理フローである。まず、利用者携帯電話２０９は、利用者による利
用者携帯電話の入力ボタン５０５からの入力により、利用者がクーポン券情報を利用する
旨の情報を取得し（ステップ３１０１）、クーポン券情報に広告情報を結合し（ステップ
３１０２）、広告情報とクーポン券情報を交互に表示する（ステップ３１０３）。携帯電
話のディスプレイ５０６において、広告情報を表の画面として、またクーポン券情報を裏
の画面として表示した例は図３２の通りである。広告情報画面３２０１には、広告の内容
のほかにクーポン券情報が添付されていることを示したメッセージ３２０２が表示されて
いる。クーポン券情報画面３２０３には、利用するクーポン券情報３２０４および３２０
５が表示されている。この場合、１つのクーポン券情報に対して、複数の広告情報が存在
する場合は、複数の広告情報を表示させるようにすることにすると、より広告効果が上が
る。
【００４７】
このように、クーポン券情報を利用する際に、関連する広告情報が表示されるようにする
ことで、利用者に広告を何度も見せる機会を増やすことができるようになる。そのほか、
広告情報の表示は、携帯電話に内蔵されている日付情報に対応して、クーポン券情報の有
効期限が過ぎた場合は、広告情報を表示させないようにすることもできる。これにより、
イメージデータなどデータ量が多い広告情報を、携帯電話などのハードディスクに長期間
格納しておかなくて済む。
【００４８】
本実施例において表示されたクーポン券情報を利用者が実際に利用する場合、格納されて
いるクーポン券情報情報と、その利用者のＩＤ情報を組み合わせて利用される店に送信す
る。この組み合わされた情報が、そのクーポン券情報を発行した企業に転送されることに
よって、どのような利用者層によってどの種類のクーポンが利用されたかを把握すること
ができ、クーポン券情報を発行する企業は、この情報をマーケティングに活用することが
できる。
【００４９】
【発明の効果】
本発明によれば、発行条件を満たすようにクーポン券情報を発行することにより、利用者
に効率良くクーポン券情報を発行することができるという効果がある。
【００５０】
また本発明によれば、有効期限や割引率により優先的に利用するクーポン券情報を画面に
表示して、クーポンを効率的に利用することができるという効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態である、クーポン券情報の発行システムの概要図である。
【図２】　本発明の一実施形態であるクーポン券情報発行および利用システムのシステム
構成を示す図である。
【図３】　図２におけるサービス提供サーバの機能ブロック図である。
【図４】　図２における利用者デジタルテレビの機能ブロック図である。
【図５】　図２における利用者携帯電話の機能ブロック図である。
【図６】　デジタルテレビが広告情報付きクーポン券情報を受信する際に、広告情報とク
ーポン券情報とを分離して格納する処理の流れを示すフロー図である。
【図７】　広告情報付きクーポン券情報を受信した画像を示す図である。
【図８】　受信した広告情報付きクーポン券情報を広告情報とクーポン券情報に分離した
画像を示す図である。
【図９】　発行するクーポン券情報の数が一定以上になった場合に発行を終了する場合の
処理フローである。
【図１０】　サービス提供者が発行条件として設定した内容を示すテーブルである。
【図１１】　クーポン券情報を受信する条件を満たす場合のみクーポン券情報を発行する
場合の処理フローである。
【図１２】　クーポン券情報を受信する条件を示すテーブルである。
【図１３】　利用者に発行可能な数のクーポン券情報を発行する場合の処理フローである
。
【図１４】　家族の代表者のみに家族向けのクーポン券情報を発行し、代表者以外の家族
には重複して発行しない処理の流れを示すフロー図である。
【図１５】　利用者の家族情報を示すテーブルである。
【図１６】　利用者の子供の家族情報を示すテーブルである。
【図１７】　クーポン券情報を発行した後、類似のクーポン券情報を再度発行する場合に
、変更を要する項目のみ更新する処理の流れを示すフロー図である。
【図１８】　クーポン券情報の条件更新前および条件更新後のテーブルを示す図である。
【図１９】　有効期限の到来する順にクーポン券情報を優先的に表示する処理の流れを示
すフロー図である。
【図２０】　クーポン券情報をソートする際に使用する、クーポン券情報に係わるテーブ
ルを示す図である。
【図２１】　有効期限の到来する順または割引率の高い順にクーポン券情報をソートした
結果を携帯電話の画面に表示した図である。
【図２２】　複数のクーポン券情報の中で、併用できるクーポン券情報があれば同時表示
する処理の流れを示すフロー図である。
【図２３】　併用できるクーポン券情報を同時表示した画面を示す図である。
【図２４】　クーポン券情報を表示可能回数残が０になるまで表示する処理の流れを示す
フロー図である。
【図２５】　クーポン券情報を表示する前の状態を示すテーブルと、クーポン券情報を表
示した後の状態を示したテーブルである。
【図２６】　クーポン券情報の残数が示されている携帯電話の画面図である。
【図２７】　クーポン券情報を有効期限が過ぎるまで何度でも繰り返し表示する処理の流
れを示すフロー図である。
【図２８】　携帯電話の画面上にクーポン券情報とＩＤ情報を交互に表示する処理の流れ
を示すフロー図である。
【図２９】　利用者のＩＤ情報を示すテーブルである。
【図３０】　クーポン券情報を表の画面として、またＩＤ情報を裏の画面として表示した
携帯電話の画面例である。
【図３１】　携帯電話の画面上に広告情報とクーポン券情報を交互に表示する処理の流れ
を示すフロー図である。
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【図３２】　広告情報を表の画面として、またクーポン券情報を裏の画面として表示した
携帯電話の画面例である。
【符号の説明】
２０１：サービス提供サーバ、２０２～２０４：広告情報付きクーポン券情報格納データ
ベース、２０５：利用者デジタルテレビ、２０６：広告情報かくのうでータベース、２０
７：クーポン券情報格納データベース：２０８：ＩＤ情報格納データベース、２０９：利
用者携帯電話、

【図１】 【図２】
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