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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの情報処理端末装置によって取得されかつ送信された、前記情報処理端末装置の
周辺に存在する商品の識別情報および前記ユーザとは他人である前記商品の所有者の識別
情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された情報を登録する登録手段と、
　前記登録手段によって登録された情報のうちの前記商品の識別情報に対応する商品の詳
細情報を抽出する詳細情報抽出手段と、
　前記詳細情報抽出手段によって抽出された情報を、前記情報処理端末装置に対して送信
する詳細情報送信手段と、
　前記登録手段によって登録された情報のうちの前記商品の所有者の識別情報に基づいて
、前記所有者によって登録された前記商品に関する情報および前記所有者によって登録さ
れた前記所有者に関する情報の少なくともいずれかを抽出する所有者情報抽出手段と、
　前記所有者情報抽出手段によって抽出された情報を、前記所有者が選択した対象者に該
当するユーザの前記情報処理端末装置に対してのみ送信する所有者情報送信手段と、
　前記登録手段によって登録された情報のうちの前記商品の所有者の識別情報に基づいて
、前記所有者に対して所定のポイントを加算するように、前記所有者のポイント情報を変
更するポイント情報変更手段と、
　を備え、
　前記商品の識別情報および前記商品の所有者の識別情報は、前記商品に設けられたＲＦ
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ＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤ）タグに記憶されており、前記情報処理
端末装置によって前記ＲＦＩＤタグから読み取られたものであることを特徴とする販売促
進支援装置。
【請求項２】
　ユーザの情報処理端末装置によって取得されかつ送信された、前記情報処理端末装置の
周辺に存在する商品の識別情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された情報を登録する登録手段と、
　前記登録手段によって登録された情報に対応する商品の詳細情報を抽出する詳細情報抽
出手段と、
　前記詳細情報抽出手段によって抽出された情報を、前記情報処理端末装置に対して送信
する詳細情報送信手段と、
　前記登録手段によって登録された情報に基づいて、前記ユーザとは他人である前記商品
の所有者を特定する所有者特定手段と、
　前記所有者特定手段によって特定された所有者によって登録された前記商品に関する情
報および前記所有者によって登録された前記所有者に関する情報の少なくともいずれかを
抽出する所有者情報抽出手段と、
　前記所有者情報抽出手段によって抽出された情報を、前記所有者が選択した対象者に該
当するユーザの前記情報処理端末装置に対してのみ送信する所有者情報送信手段と、
　前記所有者特定手段によって特定された所有者に対して所定のポイントを加算するよう
に、前記所有者のポイント情報を変更するポイント情報変更手段と、
　を備え、
　前記商品の識別情報は、前記商品に設けられたＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ＩＤ）タグに記憶されており、前記情報処理端末装置によって前記ＲＦＩＤタグ
から読み取られたものであることを特徴とする販売促進支援装置。
【請求項３】
　前記ポイント情報変更手段によって変更されたポイント情報を前記所有者に対して送信
するポイント情報送信手段を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の販売促進
支援装置。
【請求項４】
　前記受信手段は、前記情報処理端末装置によって送信された前記商品の識別情報にかか
る商品の購入情報を受信し、
　前記ポイント情報変更手段は、前記受信手段によって受信された前記購入情報に基づい
て、前記所有者に対して所定のポイントを加算するように、前記所有者のポイント情報を
変更することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の販売促進支援装置。
【請求項５】
　前記受信手段は、前記情報処理端末装置によって取得され、送信された、前記商品の識
別情報を取得した時間および位置に関する情報の少なくともいずれかを受信することを特
徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の販売促進支援装置。
【請求項６】
　ユーザの情報処理端末装置によって取得されかつ送信された、前記情報処理端末装置の
周辺に存在する商品の識別情報および前記ユーザとは他人である前記商品の所有者の識別
情報を受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された情報を登録する登録工程と、
　前記登録工程によって登録された情報のうちの前記商品の識別情報に対応する商品の詳
細情報を抽出する詳細情報抽出工程と、
　前記詳細情報抽出工程によって抽出された情報を、前記情報処理端末装置に対して送信
する詳細情報送信工程と、
　前記登録工程によって登録された情報のうちの前記商品の所有者の識別情報に基づいて
、前記所有者によって登録された前記商品に関する情報および前記所有者によって登録さ
れた前記所有者に関する情報の少なくともいずれかを抽出する所有者情報抽出工程と、
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　前記所有者情報抽出工程によって抽出された情報を、前記所有者が選択した対象者に該
当するユーザの前記情報処理端末装置に対してのみ送信する所有者情報送信工程と、
　前記登録工程によって登録された情報のうちの前記商品の所有者の識別情報に基づいて
、前記所有者に対して所定のポイントを加算するように、前記所有者のポイント情報を変
更するポイント情報変更工程と、
　を含み、
　前記商品の識別情報および前記商品の所有者の識別情報は、前記商品に設けられたＲＦ
ＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤ）タグに記憶されており、前記情報処理
端末装置によって前記ＲＦＩＤタグから読み取られたものであることを特徴とする販売促
進支援方法。
【請求項７】
　ユーザの情報処理端末装置によって取得されかつ送信された、前記情報処理端末装置の
周辺に存在する商品の識別情報を受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された情報を登録する登録工程と、
　前記登録工程によって登録された情報に対応する商品の詳細情報を抽出する詳細情報抽
出工程と、
　前記詳細情報抽出工程によって抽出された情報を、前記情報処理端末装置に対して送信
する詳細情報送信工程と、
　前記登録工程によって登録された情報に基づいて、前記ユーザとは他人である前記商品
の所有者を特定する所有者特定工程と、
　前記所有者特定工程によって特定された所有者によって登録された前記商品に関する情
報および前記所有者によって登録された前記所有者に関する情報の少なくともいずれかを
抽出する所有者情報抽出工程と、
　前記所有者情報抽出工程によって抽出された情報を、前記所有者が選択した対象者に該
当するユーザの前記情報処理端末装置に対してのみ送信する所有者情報送信工程と、
　前記所有者特定工程によって特定された所有者に対して所定のポイントを加算するよう
に、前記所有者のポイント情報を変更するポイント情報変更工程と、
　を含み、
　前記商品の識別情報は、前記商品に設けられたＲＦＩＤタグに記憶されており、前記情
報処理端末装置によって前記ＲＦＩＤタグから読み取られたものであることを特徴とする
販売促進支援方法。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の販売促進支援方法をコンピュータに実行させることを特徴と
する販売促進支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、販売促進支援装置、販売促進支援方法および販売促進支援プログラムであ
って、特に、ネットワークを用いて商品の販売をおこなう際の販売促進支援装置、販売促
進支援方法および販売促進支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、顧客に商品購入のための情報を提供し、商品の購買を支援する、具体的には、顧
客が指定した商品の関連情報と当該商品に関連した所有情報を比較し、顧客の購入判断を
支援することを目的として、店舗に陳列表示された商品に、無線タイプのＩＣチップタグ
を内蔵させ、商品の情報を取得できる固有のＩＤ情報を前記ＩＣタグチップに記憶し、そ
のＩＣタグチップから商品情報を取得する技術が開示されている（たとえば特許文献１参
照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－６３０６５号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術にあっては、商品に関する情報は容易に取得することがで
きるが、当該商品は、消費者が店舗などをまわって探さなければならない。店舗ではなく
、街を歩いている際にすれ違う他人が所有している商品に興味を持つことがあり、その商
品を特定し、購入することは難しいという問題点があった。他人に直接声をかけて聞くわ
けにはいかないため、結果として、当該商品を購入することができない場合が多い。
【０００５】
　また、生産者・販売者にとっては、そのような商機を逃すことを防止するために、当該
商品を消費者に知らしめる必要があり、そのため、多くの宣伝広告費を必要とする。商品
を購入した消費者は、実際にその商品を身につけ、街を移動するのであり、それらの消費
者に商品を宣伝してもらえば、マスメディアなどを利用しなくても、十分宣伝効果を得ら
れる場合がある。
【０００６】
　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、消費者が他人が所有する
商品の購入を容易にするとともに、生産・販売者が効率的な商品の宣伝広告をすることが
可能な販売促進支援装置、販売促進支援方法および販売促進支援プログラムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかる販売促進支援装置は、
ユーザの情報処理端末装置によって取得されかつ送信された、前記情報処理端末装置の周
辺に存在する商品の識別情報および前記商品の所有者の識別情報を受信する受信手段と、
前記受信手段によって受信された情報を登録する登録手段と、前記登録手段によって登録
された情報のうちの前記商品の識別情報に対応する商品の詳細情報を抽出する詳細情報抽
出手段と、前記詳細情報抽出手段によって抽出された情報を、前記情報処理端末装置に対
して送信する詳細情報送信手段と、前記登録手段によって登録された情報のうちの前記商
品の所有者の識別情報に基づいて、前記所有者に対して所定のポイントを加算するように
、前記所有者のポイント情報を変更するポイント情報変更手段と、を備えたことを特徴と
する。
【０００８】
　また、この発明にかかる販売促進支援装置は、ユーザの情報処理端末装置によって取得
されかつ送信された、前記情報処理端末装置の周辺に存在する商品の識別情報を受信する
受信手段と、前記受信手段によって受信された情報を登録する登録手段と、前記登録手段
によって登録された情報に対応する商品の詳細情報を抽出する詳細情報抽出手段と、前記
詳細情報抽出手段によって抽出された情報を、前記情報処理端末装置に対して送信する詳
細情報送信手段と、前記登録手段によって登録された情報に基づいて、前記商品の所有者
を特定する所有者特定手段と、前記登録手段によって登録された情報に基づいて、前記所
有者特定手段によって特定された所有者に対して所定のポイントを加算するように、前記
所有者のポイント情報を変更するポイント情報変更手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、この発明にかかる販売促進支援装置は、上記発明において、前記ポイント情報変
更手段によって変更されたポイント情報を前記所有者に対して送信するポイント情報送信
手段を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、この発明にかかる販売促進支援装置は、上記発明において、前記所有者によって
登録された前記商品に関する情報および前記所有者に関する情報の少なくともいずれかを
抽出する所有者情報抽出手段と、所有者情報抽出手段によって抽出された情報を、前記情
報処理端末装置に対して送信する所有者情報送信手段と、を備えたことを特徴とする。
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【００１１】
　また、この発明にかかる販売促進支援装置は、上記発明において、前記受信手段が、前
記情報処理端末装置によって取得され、送信された、前記商品の識別情報を取得した時間
および位置に関する情報の少なくともいずれかを受信することを特徴とする。
【００１２】
　また、この発明にかかる販売促進支援装置は、上記発明において、前記受信手段が、前
記情報処理端末装置によって送信された前記商品の購入情報を受信し、前記ポイント情報
変更手段が、前記受信手段によって受信された前記商品の購入情報に基づいて、前記所有
者に対して所定のポイントを加算するように、前記所有者のポイント情報を変更すること
を特徴とする。
【００１３】
　また、この発明にかかる販売促進支援装置は、上記発明において、前記商品の識別情報
または前記商品の所有者の識別情報が、前記商品に設けられたＩＣチップに記憶されてお
り、前記情報処理端末装置によって読み取られたものであることを特徴とする。
【００１４】
　また、この発明にかかる販売促進支援方法は、ユーザの情報処理端末装置によって取得
されかつ送信された、前記情報処理端末装置の周辺に存在する商品の識別情報および前記
商品の所有者の識別情報を受信する受信工程と、前記受信工程によって受信された情報を
登録する登録工程と、前記登録工程によって登録された情報のうちの前記商品の識別情報
に対応する商品の詳細情報を抽出する詳細情報抽出工程と、前記詳細情報抽出工程によっ
て抽出された情報を、前記情報処理端末装置に対して送信する詳細情報送信工程と、前記
登録工程によって登録された情報のうちの前記商品の所有者の識別情報に基づいて、前記
所有者に対して所定のポイントを加算するように、前記所有者のポイント情報を変更する
ポイント情報変更工程と、を含んだことを特徴とする。
【００１５】
　また、この発明にかかる販売促進支援方法は、ユーザの情報処理端末装置によって取得
されかつ送信された、前記情報処理端末装置の周辺に存在する商品の識別情報を受信する
受信工程と、前記受信工程によって受信された情報を登録する登録工程と、前記登録工程
によって登録された情報に対応する商品の詳細情報を抽出する詳細情報抽出工程と、前記
詳細情報抽出工程によって抽出された情報を、前記情報処理端末装置に対して送信する詳
細情報送信工程と、前記登録工程によって登録された情報に基づいて、前記商品の所有者
を特定する所有者特定工程と、前記登録工程によって登録された情報に基づいて、前記所
有者特定工程によって特定された所有者に対して所定のポイントを加算するように、前記
所有者のポイント情報を変更するポイント情報変更工程と、を含んだことを特徴とする。
【００１６】
　また、この発明にかかる販売促進支援方法は、ユーザの情報処理端末装置によって取得
されかつ送信された、前記情報処理端末装置の周辺に存在する商品の識別情報を受信する
第１の受信工程と、前記第１の受信工程によって受信された情報を登録する登録工程と、
前記登録工程によって登録された情報に対応する商品の詳細情報を抽出する詳細情報抽出
工程と、前記詳細情報抽出工程によって抽出された情報を、前記情報処理端末装置に対し
て送信する詳細情報送信工程と、前記情報処理端末装置によって送信された前記商品の購
入情報および前記商品の所有者に関する情報を受信する第２の受信工程と、前記第２の受
信工程によって受信された情報のうちの前記商品の所有者に関する情報に基づいて、前記
所有者に対して所定のポイントを加算するように、前記所有者のポイント情報を変更する
ポイント情報変更工程と、を含んだことを特徴とする。
【００１７】
　また、この発明にかかる販売促進支援プログラムは、上記に記載の販売促進支援方法を
コンピュータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
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　本発明によれば、個人消費者が購入機会を逃さずに済む。また、個人消費者が積極的に
販促活動をおこなうようになり、これによって、広告宣伝費の圧縮が可能となる。さらに
、生産・販売者は、どのようなユーザが商品に興味を持ったのかというマーケティングデ
ータを容易にかつ効率的に収集することが可能な販売促進支援装置、販売促進支援方法お
よび販売促進支援プログラムが得られるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる販売促進支援装置、販売促進支援方法お
よび販売促進支援プログラムの好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００２０】
（実施の形態の概要および全体システムの構成）
　まず、この発明の実施の形態にかかる販売促進支援装置、販売促進支援方法および販売
促進支援プログラムの概要および販売促進支援装置を含む全体システムの構成について説
明する。図１は、この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置、販売促進支援方法
および販売促進支援プログラムの概要を示す説明図である。また図２は、この発明の本実
施の形態にかかる販売促進支援装置を含む全体システムの構成を示す説明図である。
【００２１】
　図１において、１００はサービス提供会社であり、サービス提供会社１００がサーバ（
販売促進支援装置）２０１を所有している。また、１０１は、商品２０３の所有者（以下
「プロモータ」ともいう）であるＡ氏であり、１０２は、商品２０３の購入希望者（以下
「ユーザ」ともいう）であるＢ氏である。プロモータとは、ＩＣチップ２０４が内蔵され
た商品２０３を所有し、身につけたり持ち歩いたりすることによって、事実上当該商品２
０３の宣伝をおこなう一般ユーザである。
【００２２】
　また図２において、全体システムは、サーバ２０１と、情報処理端末装置（たとえば携
帯電話機）２０２と、プロモータ１０１の情報処理装置（たとえばパーソナルコンピュー
タ）２０５とが、ネットワーク２００を介して接続されている。ここで、ネットワーク２
００は、たとえばインターネットなどのコンピュータネットワークである。
【００２３】
　情報処理端末装置２０２は、ユーザ（Ｂ氏）１０２が所有する装置であり、たとえば携
帯電話機であり、商品（鞄）２０３に設けられたＩＣチップ２０４から、当該ＩＣチップ
２０４に記録されているデータを取得（受信）し、通信機能を用いて、ネットワーク２０
０を介してサーバ２０１へ所定のデータを送信する、あるいはサーバ２０１からネットワ
ーク２００を介して所定のデータを受信する。
【００２４】
　商品２０３は、たとえば鞄、手帳、帽子、衣服、靴その他、所持したり身につけたりす
るものである。また、パーソナルコンピュータ、携帯電話機、ＰＤＡなどの電子機器であ
ってもよい。
【００２５】
　ＩＣチップ２０４は、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤ）タグであっ
てもよい。ＲＦＩＤタグは、たとえば、情報を記録する小型のＩＣチップと、金属製のア
ンテナで構成する。ＩＣはたとえば０．１ミリ～数ミリ角の大きさである。ＩＣは１０数
バイト～数Ｋバイトのメモリとロジック回路を備え、無線通信によってデータの読み取り
や書き込みができる。ロジック回路によって、演算、認証、暗号化などの処理もできる。
ＲＦＩＤタグは、電池を内蔵していてもよく、また内蔵していなくてもよい。ＲＦＩＤタ
グに電池を内蔵すれば、ＲＦＩＤタグから能動的に情報を発信することができる。一つひ
とつの対象物に対して固有のＩＤを付与することができ、ある程度離れた場所から複数の
もののＩＤを一括して読み書きできる。
【００２６】
　上記商品２０３の識別情報（所有者１０１の識別情報が含まれているものも含む）また



(7) JP 5074684 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

は商品２０３の所有者１０１の識別情報は、上記商品２０３に設けられたＩＣチップ２０
４に記憶されており、上記情報処理端末装置２０２によって読み取られたものである。
【００２７】
　情報処理装置２０５は、プロモータ（Ａ氏）１０１が所有する装置であり、具体的には
、パーソナルコンピュータである。また、ノートパソコン、ＰＤＡ、携帯電話機であって
もよい。情報処理装置２０５は、情報処理端末装置２０２と同様に、通信機能を用いて、
ネットワーク２００を介してサーバ２０１へ所定のデータを送信する、あるいはサーバ２
０１からネットワーク２００を介して所定のデータを受信する。
【００２８】
　図１に戻って、プロモータである、街を通りすがりのＡ氏１０１が所有している商品（
鞄）２０３に興味がある場合にＢ氏１０２は、自らが所有する情報処理端末装置（たとえ
ば携帯電話機）２０２を用いて、商品（鞄）２０３に内蔵されたＩＣチップ２０４に記憶
されているＩＣ情報（商品コードおよびプロモータＩＤ）を取得する（１）。
【００２９】
　そして、情報処理端末装置２０２からサーバ２０１に対して、取得された商品コードを
通信機能を用いて送信する（２）。サーバ２０１は、情報処理端末装置２０２から送信さ
れてきた商品コードを取得（受信）する（３）。商品コードの取得（受信）にともなって
、当該商品コードに該当する商品の詳細情報を情報処理装置（携帯電話機）２０２へ送信
する。情報処理端末装置２０２は、送信されてきた情報を、たとえば「お気に入りリスト
」など、情報処理端末装置２０２内の、あるいは後述するネットワーク２００上の記憶領
域にストック（蓄積）する（４）。
【００３０】
　「お気に入りリスト」にストックされた商品２０３は、その場ですぐに、あるいは後で
、サーバ２０１経由で、ネットショッピングなどを用いて注文することができる。あるい
は、注文情報だけサーバ２０１へ送信されるようにしてもよい。この際、商品（鞄）２０
３の商品コードの取り込み元である所有者（プロモータ）１０１のＡ氏のプロモータＩＤ
をサーバ２０１へ送信する（５）。
【００３１】
　Ａ氏のプロモータＩＤは、このタイミングで送信してもよく、あるいは（２）の商品コ
ードを送信する際に、あわせて送信するようにしてもよい。これは、プロモータ１０１で
あるＡ氏に対するポイントの付与の仕方によって異なる。すなわち、Ｂ氏がＡ氏が所有し
ている商品（鞄）２０３の商品情報を要求したことによって、Ａ氏へポイントを付与して
もよく、商品情報の要求だけではポイントを付与せず、Ｂ氏が実際に商品２０３を注文し
た時点あるいは決済が終了した時点でＡ氏にポイントを付与してもよいので、その仕方に
応じて、Ａ氏のプロモータＩＤをサーバ２０１が取得するタイミングが異なるものである
。
【００３２】
　サーバ２０１は、注文された商品２０３のＩＣチップ２０４に注文者（Ｂ氏１０２）の
プロモータＩＤを記録させて当該商品２０３を発送させるように手配（要求）する。これ
によって、今度は、Ｂ氏１０２が注文された商品のプロモータとなることができる。また
、Ｂ氏１０２より送信されたプロモータＩＤから、所有者（Ａ氏）を割り出す（特定する
）（６）。
【００３３】
　つぎに、商品（鞄）２０３が注文者であるＢ氏１０２に、配達業者を介して配達され、
商品（鞄）２０３を所持することによって、Ｂ氏１０２は新たなプロモータとなる（７）
。さらに、注文のきっかけとなった所有者（プロモータ）であるＡ氏１０１にインセンテ
ィブ（ポイント）が与えられる（８）。与えられたポイントは、ポイント数に応じて金品
などと交換することができる。
【００３４】
（販売促進支援装置のハードウエア構成）
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　つぎに、本実施の形態にかかる販売促進支援装置のハードウエア構成について説明する
。図３は、この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置のハードウエア構成の一例
を示すブロック図である。図３において、販売促進支援装置（サーバ）２０１は、たとえ
ば、ＣＰＵ３０１と、ＲＯＭ３０２と、ＲＡＭ３０３と、ＨＤＤ（ハードディスクドライ
ブ）３０４と、ＨＤ（ハードディスク）３０５と、ＦＤＤ（フレキシブルディスクドライ
ブ）３０６と、着脱可能な記録媒体の一例としてのＦＤ（フレキシブルディスク）３０７
と、ディスプレイ３０８と、Ｉ／Ｆ（インタフェース）３０９と、キーボード３１０と、
マウス（を含むポインティングデバイス）３１１と、スキャナ３１２と、プリンタ３１３
と、を備えている。そして、上記各構成部３０１～３１３はバス３００によってそれぞれ
接続されている。
【００３５】
　ＣＰＵ３０１は、販売促進支援装置（サーバ）２０１の全体の制御を司る。ＲＯＭ３０
２は、ブートプログラムなどのプログラムを記憶している。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０
１のワークエリアとして使用される。ＨＤＤ３０４は、ＣＰＵ３０１の制御にしたがって
ＨＤ３０５に対するデータのリード／ライトを制御する。ＨＤ３０５は、ＨＤＤ３０４の
制御で書き込まれたデータを記憶する。
【００３６】
　ＦＤＤ３０６は、ＣＰＵ３０１の制御にしたがってＦＤ３０７に対するデータのリード
／ライトを制御する。ＦＤ３０７は、ＦＤＤ３０６の制御で書き込まれたデータを記憶し
たり、ＦＤ３０７に記録されたデータを情報処理装置へ読み取らせたりする。着脱可能な
記録媒体として、ＦＤ３０７のほか、ＣＤ－ＲＯＭ（ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ）、ＭＯ、Ｄ
ＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）、メモリカードなどであっても
よい。ディスプレイ３０８は、文書、画像、機能情報などのデータを表示する。たとえば
、ＴＦＴ液晶ディスプレイのほか、ＣＲＴやプラズマディスプレイなどであってもよい。
【００３７】
　Ｉ／Ｆ（インタフェース）３０９は、通信回線を通じてネットワーク２００に接続され
、ネットワーク２００を介して、情報処理端末装置２０２、情報処置装置２０５、図示を
省略する各種データベースなどに接続される。そして、Ｉ／Ｆ３０９は、ネットワーク２
００と装置内部とのインタフェースを司り、情報処理端末装置２０２、情報処置装置２０
５、図示を省略する各種データベースなどからのデータの入出力を制御する。Ｉ／Ｆ３０
９は、たとえばモデムやＬＡＮアダプタなどである。
【００３８】
　キーボード３１０およびマウス３１１は、各種データの入力・設定などに用いる。また
、スキャナ３１２は、画像情報を光学的に読み取る。また、バーコード、電子透かしなど
を読み取る機能を備えている。また、スキャナ３１２は、スキャナ装置のほか、画像を光
学的に読み取ることが可能なデジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラなどであって
もよい。また、プリンタ３１３は、画像情報その他の情報を印刷する。たとえば、レーザ
ビームプリンタ、インクジェットプリンタ、サーマルプリンタ、インパクトプリンタなど
である。
【００３９】
（情報処理端末装置のハードウエア構成）
　つぎに、本実施の形態にかかる販売促進支援方法を実現する情報処理端末装置のハード
ウエア構成について説明する。図４は、この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援方
法を実現する情報処理端末装置のハードウエア構成の一例を示すブロック図である。図４
において、たとえば携帯電話機型あるいはＰＤＡ型の形状をなす情報処理端末装置２０２
は、ＣＰＵ４０１と、ＲＯＭ４０２と、ＲＡＭ４０３と、Ｒ／Ｗ４０４と、ＧＰＳ４０５
と、無線Ｉ／Ｆ４０６と、ディスプレイ４０７と、ボタン４０８と、スピーカ４０９と、
マイク４１０と、を備えている。そして、上記各構成部４０１～４１０はバス４００によ
ってそれぞれ接続されている。
【００４０】
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　ＣＰＵ４０１は、ＲＯＭ４０２、ＲＡＭ４０３に記憶されたプログラムを実行すること
によって情報処理端末装置２０２全体の制御を司る。ＲＯＭ４０２、ＲＡＭ４０３は、プ
ログラムやデータなどを記憶する。
【００４１】
　Ｒ／Ｗ４０４は、ＩＣチップ２０４（ＲＦＩＤタグ）に対して、データの読み出し／書
き込みをおこなう。通信距離は約数ｃｍから２ｍであり、無線周波数はたとえば、１３．
５６ＭＨｚ（電磁誘導方式）と２．４５ＧＨｚ（マイクロ波方式）である。電磁誘導方式
は、Ｒ／Ｗ４０４のコイルに電流を流して発生させた磁界で、無線ＩＣタグが持つコイル
状のアンテナに電流を発生させ、ＩＣチップ２０４を動かす。マイクロ波方式は、Ｒ／Ｗ
４０４のアンテナから発生させた電波を無線ＩＣタグのアンテナで受け取るようにする。
【００４２】
　ＧＰＳ４０５は、商品２０３（ＩＣチップ２０４）が存在する位置を検出し、出力する
。具体的には、ＧＰＳ４０５は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信し、ＧＰＳ衛星との幾何学
的位置を求めるものであり、地球上どこでも計測可能である。電波としては、１．５７５
．４２ＭＨｚの搬送波で、Ｃ／Ａ（Ｃｏａｒｓｅ　ａｎｄ　Ａｃｃｅｓｓ）コードおよび
航法メッセージが乗っているＬ１電波を用いておこなわれる。Ｃ／Ａコードはビット率１
．０２３Ｍｂｐｓで、コードの長さは１０２３ｂｉｔ＝１ｍｓである。また、航法メッセ
ージはビット率５０ｂｐｓで、コードの長さは、サブフレームが３００ｂｉｔ＝６ｓであ
り、メインフレームが１５００ｂｉｔ＝３０ｓであり、５サブフレームが１メインフレー
ムであり、２５メインフレームが１マスターフレームである。
【００４３】
　無線Ｉ／Ｆ４０６は、図示を省略する基地局との間の無線信号の送受信をおこなう。具
体的には、無線ＬＡＮ、ＰＨＳ、無線携帯電話回線などである。無線Ｉ／Ｆ４０６によっ
て、ネットワーク２００を介してサーバ２０１との情報のやりとりをおこなう。
【００４４】
　ディスプレイ４０７は、各種内容を表示する。ディスプレイ４０７は、たとえば液晶デ
ィスプレイや有機ＥＬディスプレイなどである。（操作）ボタン４０８は、数字キーや十
字キーなどからなる。スピーカ４０９は、音声を装置外部へ出力する。さらに、図示は省
略するが、従来の携帯電話機と同様に、振動を発生し、操作者に報知する振動発生装置（
バイブレータ）を備えていてもよい。マイク４１０は、音声を情報処理端末装置２０２内
部に入力する。
【００４５】
（販売促進支援装置の機能的構成）
　つぎに、本実施の形態にかかる販売促進支援装置（サーバ）２０１の機能的構成につい
て説明する。図５－１は、この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の機能的構
成の一例を示すブロック図である。なお、この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援
装置の以下に説明する機能の全部または一部は、サーバ２０１に代わって、情報処理端末
装置（携帯電話機）２０２が担うようにしてもよい。
【００４６】
　図５－１において、販売促進支援装置（サーバ）２０１は、商品識別情報／所有者識別
情報受信部５０１と、商品識別情報／所有者識別情報登録部５０２と、商品詳細情報抽出
部５０３と、商品詳細情報送信部５０４と、所有者情報抽出部５０５と、所有者情報送信
部５０６と、ポイント情報変更部５０７と、ポイント情報送信部５０８と、を含む構成と
なっている。
【００４７】
　商品識別情報／所有者識別情報受信部５０１は、ユーザ（Ｂ氏１０２）の情報処理端末
装置２０２によって取得され、送信された、情報処理端末装置２０２の周辺に存在する商
品２０３の識別情報（たとえば、商品コードなど）および商品２０３の所有者１０１に関
する情報（たとえば、プロモータＩＤなど）を受信する。また、商品識別情報／所有者識
別情報受信部５０１は、情報処理端末装置２０２によって取得され、送信された、商品２
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０３の識別情報を取得した時間および位置に関する情報の少なくともいずれかを受信する
ようにしてもよい。
【００４８】
　ここで、商品コードとは、たとえば、商品に付与されているＪＡＮコードなどのバーコ
ードで表される所定桁数の数字および記号であってもよく、また、独自に商品ごとに識別
可能なコードを付与してもよい。また、プロモータＩＤとは、たとえば、プロモータの登
録（具体的には、対象の商品を購入した際におこなわれる登録）の際に付与された、ある
いは、プロモータ自ら指定した所定桁数の数字および記号である（後述する図１６に示す
ユーザＩＤであってもよい）。商品識別情報／所有者識別情報受信部５０１は、具体的に
は、たとえば図３に示したＩ／Ｆ３０９によってその機能を実現する。
【００４９】
　商品識別情報／所有者識別情報登録部５０２は、商品識別情報／所有者識別情報受信部
５０１によって受信された情報、具体的には、たとえば商品コードおよびプロモータＩＤ
を登録する。商品識別情報／所有者識別情報登録部５０２は、具体的には、たとえば図３
に示したＲＡＭ３０３、ＨＤＤ３０４およびＨＤ３０５、またはＦＤＤ３０６およびＦＤ
３０７によってその機能を実現する。
【００５０】
　商品詳細情報抽出部５０３は、商品識別情報／所有者識別情報登録部５０２によって登
録された情報のうちの商品の識別情報、すなわち商品コードに対応する商品の詳細情報を
抽出する。詳細情報には、たとえば図１０に示すように、商品名、型番、カテゴリ、価格
（定価、実売価格）であり、さらに、発売時期、関連商品などの情報を含む。さらに、当
該商品の写真などの画像情報を含んでいてもよい。詳細情報は、所定のデータベースに格
納されている。商品詳細情報抽出部５０３は、具体的には、たとえば図３に示した、ＲＯ
Ｍ３０２、ＲＡＭ３０３、ＨＤ３０５、ＦＤ３０７に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０
１が実行することによってその機能を実現する。
【００５１】
　商品詳細情報送信部５０４は、商品詳細情報抽出部５０３によって抽出された情報を、
情報処理端末装置２０２に対して送信する。商品詳細情報送信部５０４は、具体的には、
たとえば図３に示したＩ／Ｆ３０９によってその機能を実現する。
【００５２】
　所有者情報抽出部５０５は、所有者１０１によって登録された商品２０３に関する情報
および所有者１０１に関する情報の少なくともいずれかを抽出する。所有者情報には、た
とえば、住所、氏名、年齢、プロモータＩＤ、パスワードに関する情報である。また、ニ
ックネーム、プロフィール（自己紹介）に関する情報、興味のある商品またはカテゴリに
関する情報、購入履歴・所持商品リストに関する情報、購入・所持（未プロモート）商品
に対するレビュー（感想）に関する情報、購入・所持（プロモート中）商品に対するレビ
ュー（感想）に関する情報であってもよい。
【００５３】
　また、プロモータ情報の公開可否に関する情報（この情報は、個別に設定することがで
きる。また、対象を選択することができる。たとえば、男性にだけ開示するなどである）
、お気に入りリスト登録時のマーケティング協力可否に関する情報、お気に入りリスト登
録時の追加情報受け入れ可否に関する情報、プロモート中商品情報の開示可否に関する情
報（この情報は、個別に設定することができる。
【００５４】
　また、対象を選択することができる（たとえば、２０歳代の女性にだけ開示するなどで
ある）。また、リアルコンタクト可否（街中で直接声をかけてもよいか否か）に関する情
報、所持商品リストのプロモート実施／停止の設定に関する情報を含んでいてもよい。そ
の他、クレジットカード番号、銀行口座番号に関する情報などを含んでいてもよい。
【００５５】
　所有者情報抽出部５０５は、具体的には、たとえば図３に示した、ＲＯＭ３０２、ＲＡ
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Ｍ３０３、ＨＤ３０５、ＦＤ３０７に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１が実行するこ
とによってその機能を実現する。
【００５６】
　所有者情報送信部５０６は、所有者情報抽出部５０５によって抽出された情報を、情報
処理端末装置２０２に対して送信する。所有者情報送信部５０６は、具体的には、たとえ
ば図３に示したＩ／Ｆ３０９によってその機能を実現する。
【００５７】
　ポイント情報変更部５０７は、商品識別情報／所有者識別情報登録部５０２によって登
録された情報のうちの商品２０３の所有者１０１の識別情報に基づいて、所有者１０１に
対して所定のポイントを加算するように、所有者１０１のポイント情報を変更する。ポイ
ント情報変更部５０７は、具体的には、たとえば図３に示した、ＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３
０３、ＨＤ３０５、ＦＤ３０７に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１が実行することに
よってその機能を実現する。
【００５８】
　また、商品識別情報／所有者識別情報受信部５０１は、情報処理端末装置２０２によっ
て送信された商品２０３の購入情報を受信し、ポイント情報変更部５０７は、商品識別情
報／所有者識別情報受信部５０１によって受信された商品２０３の購入情報に基づいて、
所有者１０１に対して所定のポイントを加算するように、所有者１０１のポイント情報を
変更するようにしてもよい。
【００５９】
　この場合、所有者１０１の識別情報に基づいて、所有者１０１に対して所定のポイント
を加算する場合とはポイント数を変える（たとえば多くする）ようにするとよい。商品が
参照されただけよりも、当該商品の購入につながった場合の方が多くのインセンティブを
与えるべきだからである。また、商品が参照されただけではポイントを付与せず、商品の
購入につながった場合にもポイントを付与してもよく、商品の参照の場合は複数回参照さ
れて初めてポイントを付与するようにしてもよい。
【００６０】
　ポイント情報送信部５０８は、ポイント情報変更部５０７によって変更されたポイント
情報を所有者１０１、より具体的には、たとえば情報処理装置２０５に対して送信する。
ポイント情報送信部５０８は、具体的には、たとえば図３に示したＩ／Ｆ３０９によって
その機能を実現する。
【００６１】
　また、図５－２は、この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の機能的構成の
別の一例を示すブロック図である。図５－１のブロック図との相違点は、所有者特定部５
１０を備えている点と、それにともなって、商品識別情報のみを受信する商品識別情報受
信部５１１と、商品識別情報のみを登録する商品識別情報登録部５１２と、を備えている
点であり、その他は、図５－１と同様の構成である。したがって、その他の構成について
は、その説明を省略する。
【００６２】
　商品識別情報受信部５１１は、ユーザ（Ｂ氏１０２）の情報処理端末装置２０２によっ
て取得され、送信された、情報処理端末装置２０２の周辺に存在する商品２０３の識別情
報（たとえば、商品コードなど）を受信する。また、商品識別情報受信部５１１は、情報
処理端末装置２０２によって取得され、送信された、商品２０３の識別情報を取得した時
間および位置に関する情報の少なくともいずれかを受信するようにしてもよい。
【００６３】
　ここで、商品コードとは、たとえば、商品に付与されているＪＡＮコードなどのバーコ
ードで表される所定桁数の数字および記号であってもよく、また、独自に商品２０３ごと
に識別可能なコードを付与してもよい。また、商品コードには、所有者（プロモータ）１
０１の識別情報を含んでいる。したがって、商品コードから商品２０３とプロモータ１０
１が識別できるようになっている。商品識別情報受信部５１１は、具体的には、たとえば



(12) JP 5074684 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

図３に示したＩ／Ｆ３０９によってその機能を実現する。
【００６４】
　商品識別情報登録部５１２は、商品識別情報受信部５１１によって受信された情報、具
体的には、たとえば商品コードを登録する。商品識別情報登録部５１２は、具体的には、
たとえば図３に示したＲＡＭ３０３、ＨＤＤ３０４およびＨＤ３０５、またはＦＤＤ３０
６およびＦＤ３０７によってその機能を実現する。
【００６５】
　所有者特定部５１０は、商品識別情報登録部５１２によって登録された情報に基づいて
、商品２０３の所有者１０１を特定する。そして、ポイント情報変更部５０７は、商品識
別情報登録部５１２によって登録された情報に基づいて、所有者特定部５１０によって特
定された所有者１０１に対して所定のポイントを加算するように、所有者１０１のポイン
ト情報を変更する。所有者特定部５１０は、具体的には、たとえば図３に示した、ＲＯＭ
３０２、ＲＡＭ３０３、ＨＤ３０５、ＦＤ３０７に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１
が実行することによってその機能を実現する。
【００６６】
（販売促進支援装置の処理の手順）
　つぎに、販売促進支援装置の処理の手順について説明する。図６－１は、この発明の本
実施の形態にかかる販売促進支援装置の処理の手順を示すフローチャートである。図６－
１のフローチャートにおいて、まず、サーバ２０１が、商品２０３の識別情報（たとえば
商品コード）および所有者１０１の識別情報（プロモータＩＤ）を受信したか否かを判断
する（ステップＳ６０１）。なお、プロモータＩＤについては、ここで受信せずに、商品
の購入情報を受信する際に受信してもよい（その場合は、ステップＳ６０２においては、
所有者情報は抽出されない）。
【００６７】
　ここで、所有者１０１の識別情報を受信するのを待って、受信した場合（ステップＳ６
０１：Ｙｅｓ）は、つぎに、サーバ２０１は、受信した商品の識別情報から上述の商品の
詳細情報を抽出するとともに、サーバ２０１は、受信した所有者の識別情報から上述の所
有者情報を抽出する（ステップＳ６０２）。
【００６８】
　その際、商品２０３の詳細情報／所有者情報が存在するか否かを判断する（ステップＳ
６０３）。そして、商品２０３の詳細情報／所有者情報が存在する場合（ステップＳ６０
３：Ｙｅｓ）は、抽出された商品２０３の詳細情報／所有者情報を所定の情報処理端末装
置２０２へ送信する（ステップＳ６０４）。
【００６９】
　その後、サーバ２０１は、商品２０３の購入情報を上記情報処理端末装置２０２から受
信したか否かを判断する（ステップＳ６０５）。ここで、商品２０３の購入情報を受信し
なかった場合（ステップＳ６０５：Ｎｏ）は、所定時間が経過したか否かを判断する（ス
テップＳ６０６）。
【００７０】
　この所定時間とは、商品購入期限を示すものであり、商品２０３の詳細情報を送信して
から、たとえば２４時間あるいは１週間といった期限である。商品購入期限を設けるのは
、当該商品の在庫の確保あるいは販売価格などを確保するためである。したがって、車や
宝石など高価なものは、１週間以上決断にかかることもあり、その場合にはさらに長い期
間を設けるようにしてもよく、あるいは、商品購入期限を設けないようにしてもよい。ま
た、商品ごと（あるい、たとえば商品の種類、商品の価格ごと）に異なる商品購入期限を
設けるようにしてもよい。ステップＳ６０６において、所定時間が経過していない場合（
ステップＳ６０６：Ｎｏ）はステップＳ６０５へ戻る。一方、所定時間が経過した場合（
ステップＳ６０６：Ｙｅｓ）は、一連の処理を終了し、その後の商品２０３の購入情報を
受信したとしても無効とする。
【００７１】
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　ステップＳ６０５において、商品２０３の購入情報を受信した場合（ステップＳ６０５
：Ｙｅｓ）は、受信した購入情報に基づいて購入処理（具体的には、たとえば商品２０３
の在庫確認、梱包、発送指示、代金の入金確認などである）をおこない（ステップＳ６０
７）、一連の処理を終了する。
【００７２】
　ステップＳ６０３において、詳細情報／所有者情報が存在しない場合（ステップＳ６０
３：Ｎｏ）は、システムエラーと判断し、エラー情報を情報処理端末装置２０２へ送信し
（ステップＳ６０８）、一連の処理を終了する。ステップＳ６０３において、商品２０３
の詳細情報のみ存在し、所有者情報が存在しなかった場合は、エラー情報を送信してもよ
く、また、商品２０３の購入に当たっては、商品２０３の商品情報のみが必要であると考
えられるから、エラー情報を送信することなく、商品２０３の詳細情報のみを送信するよ
うにしてもよい。また、その逆でもよいが、通常は、その場合はエラー情報を送信するの
がよい。
【００７３】
　また、ステップＳ６０１ではなくステップＳ６０５において所有者１０１の識別情報を
受信した場合は、その後、受信した所有者１０１の識別情報に対応する所有者情報が存在
するか否かの判断をするとよい。
【００７４】
　また、図６－２は、この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の処理の手順を
示すフローチャートであり、図５－２の機能ブロック図に対応した処理の手順を示してい
る。図６－２のフローチャートにおいて、まず、サーバ２０１が、商品２０３の識別情報
（たとえば商品コード）を受信したか否かを判断する（ステップＳ６０９）。
【００７５】
　つぎに、サーバ２０１は、受信した商品の識別情報から所有者１０１を特定する（ステ
ップＳ６１０）。その後、図６－１に示したフローチャートのステップＳ６０２へ移行す
る。以後は図６－１のフローチャートと同様である。
【００７６】
　また、図６－３は、この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の処理の手順を
示すフローチャートである。図６－３のフローチャートにおいて、まず、サーバ２０１が
、商品２０３の識別情報（たとえば商品コード）および所有者１０１の識別情報（プロモ
ータＩＤ）を受信したか否かを判断する（ステップＳ６５１）。
【００７７】
　ステップＳ６５１において、所有者１０１の識別情報を受信していない場合（ステップ
Ｓ６５１：Ｎｏ）は、ステップＳ６５６へ移行する。一方、所有者１０１の識別情報を受
信した場合（ステップＳ６５１：Ｙｅｓ）は、つぎに、サーバ２０１は、受信した所有者
の識別情報から上述の所有者１０１のポイント情報を抽出し、抽出されたポイント情報を
変更する（ステップＳ６５２）。具体的には、たとえば所有者１０１の商品２０３につい
て他人から照会があったことに対するポイントを加算するように上記ポイント情報を変更
する。その後、商品の購入情報を受信したか否かを判断する（ステップＳ６５３）。
【００７８】
　ステップＳ６５３において、商品の購入情報を受信した場合（ステップＳ６５３：Ｙｅ
ｓ）は、所有者１０１のポイント情報を変更する（ステップＳ６５４）。具体的には、た
とえば所有者１０１の商品２０３について他人から照会があり、その後、商品購入に至っ
たことに対するポイントを加算するように上記ポイント情報を変更する。したがって、ス
テップＳ６５２におけるポイントよりも多くのポイントを加算するようにするとよい。そ
の後、ステップＳ６５５へ移行する。ステップＳ６５３において、商品２０３の購入情報
を受信しなかった場合（ステップＳ６５３：Ｎｏ）は、何もせず、ステップＳ６５５へ移
行する。
【００７９】
　ステップＳ６５５において、ポイント情報が変更されたか否かを判断する（ステップＳ
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６５５）。これは、ステップＳ６５２において、商品の識別情報を受信しただけではポイ
ントを加算しない場合を想定するためである。ここで、ポイント情報が変更されている場
合（ステップＳ６５５：Ｙｅｓ）は、ステップＳ６５７へ移行する。一方、ポイント情報
が変更されなかった場合（ステップＳ６５５：Ｎｏ）は、つぎに、ポイント情報の送信要
求があったか否かを判断する（ステップＳ６５６）。
【００８０】
　ステップＳ６５６において、ポイント情報の送信要求がなかった場合（ステップＳ６５
６：Ｎｏ）は、何もせずに、ステップＳ６５１へ戻る。一方、ポイント情報の送信要求が
あった場合（ステップＳ６５６：Ｙｅｓ）は、ステップＳ６５７へ移行し、ポイント情報
を所有者１０１の情報処理装置２０５へ送信する（ステップＳ６５７）。その後ステップ
Ｓ６５１へ戻る。
【００８１】
　また、図６－４は、この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の処理の手順を
示すフローチャートである。図６－４のフローチャートにおいて、まず、サーバ２０１が
、商品２０３の識別情報（たとえば、プロモータＩＤを含む商品コード）を受信したか否
かを判断する（ステップＳ６４１）。
【００８２】
　ステップＳ６４１において、商品２０３の識別情報を受信していない場合（ステップＳ
６４１：Ｎｏ）は、ステップＳ６５６へ移行する。一方、商品２０３の識別情報を受信し
た場合（ステップＳ６４１：Ｙｅｓ）は、受信した商品２０３の識別情報（の中のプロモ
ータＩＤ）に基づいて、所有者１０１を特定する（ステップＳ６４２）。その後、ステッ
プＳ６５２へ移行する。ステップＳ６５２～Ｓ６５５までは、図６－３に示したフローチ
ャートのステップＳ６５２～Ｓ６５５までと同様なのでその説明は省略する。
【００８３】
　ステップＳ６５６において、ポイント情報の送信要求がなかった場合（ステップＳ６５
６：Ｎｏ）は、何もせずに、ステップＳ６４１へ戻る。一方、ポイント情報の送信要求が
あった場合（ステップＳ６５６：Ｙｅｓ）は、ステップＳ６５７へ移行し、ポイント情報
を所有者１０１の情報処理装置２０５へ送信する（ステップＳ６５７）。その後ステップ
Ｓ６４１へ戻る。
【００８４】
（表示画面の内容）
　つぎに、ユーザ１０２の情報処理端末装置２０２の表示画面および所有者１０１の情報
処理装置２０５の表示画面の内容について説明する。図７は、情報処理端末装置の一部お
よび情報処理端末装置の表示画面の一例を示す説明図であり、図８～図１１は、情報処理
端末装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【００８５】
　図７において、情報処理端末装置２０２（具体的にはたとえば携帯電話機）は、表示画
面７００を備え、その表示画面７００には、取得された商品のリスト表示などをおこなう
メイン領域７０１と、取得キー表示欄７０２を備える。また、情報処理端末装置２０２に
は、「キー選択」に対応するボタン７０３と、「決定／取得」に対応するボタン７０４と
、「メニュー」に対応するボタン７０５と、上下の操作指示を受け付けることで、でメイ
ン領域７０１に列挙された商品、またはメニュー画面の機能などの選択を切り替える。十
字キー７０６とを備える。
【００８６】
　「キー選択」は、情報取得のためのキー（抽出優先条件）を選択させることができる。
「キー選択」に対応するボタン７０３が押下されると、取得キー表示欄７０２に表示され
た取得キーを、「近距離順」、「カテゴリ順」、「キーワード一致」の順に切り替える。
「近距離順」では、情報処理端末装置２０２の周辺の近距離順に存在するＩＣチップ２０
４から取得した情報を表示する。「カテゴリ順」では、距離に関係なく、情報処理端末装
置２０２が情報を取得可能な全商品２０３（ＩＣチップ２０４）の情報のうち、あらかじ
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めユーザ１０２ごとに登録してある商品２０３のカテゴリの商品を、同様にあらかじめユ
ーザ１０２ごとに登録してあるカテゴリの順序ごとに表示する。
【００８７】
　「キーワード一致」では、これを選択させると、まず、図示を省略するキーワード入力
画面を表示する。また、キーワードの登録は、情報処理端末装置２０２（たとえば携帯電
話機）からのみではなく、図示を省略する他の情報処理装置（たとえばパーソナルコンピ
ュータ）などからおこなうようにしてもよい。そして、上記キーワード入力画面において
入力されたキーワードと一致する商品の情報のみを表示する。
【００８８】
　「決定／取得」は、「決定／取得」に対応するボタン７０４が長押しされた場合は、取
得を実行し、メイン領域７０１に取得した商品のリストを列挙して表示する。また、「決
定／取得」に対応するボタン７０４が普通に押下された場合は、通常は商品リストの選択
された商品の追加情報を表示する。メニュー画面が開かれている場合は選択項目を実行す
る。
【００８９】
　「メニュー」は、各種追加機能を備える（たとえば図１１を参照）。メニュー機能一覧
としては、たとえば、「お気に入りリストに追加」、「お気に入りリストを表示」、「マ
イページを開く」、「リストスナップ」、「終了する」の各項目から構成される。「お気
に入りリストに追加」が選択されることで、お気に入りリストに選択された商品を追加さ
せることができる。また、「お気に入りリストを表示」が選択されることで、マイページ
のお気に入りリストを直接表示する。
【００９０】
　また、「マイページを開く」が選択されることで、ネットワーク（たとえばインターネ
ット）２００に接続し、マイページを表示する。また、「リストスナップ」が選択される
ことで、メイン領域７０１にあるリストをそのまま保存しておくことができる。また、「
終了する」が選択されることで、これらのアプリケーションを終了することができる。
【００９１】
　図７において、「決定／取得」に対応するボタン７０４が長押しされることによって、
図８に示す表示画面８００を表示する。図８において、商品情報が取得されたアイテム（
商品）のリストを一覧表示する。また、選択されたアイテムは反転表示する（図８では、
Ａ社ビジネスバッグが選択されたアイテムである）。ここで、情報取得の内部処理として
、商品情報の取得が実行されると、情報処理端末装置（携帯電話機）２０２は近距離のも
のからたとえば最大１００件の商品コードを取得し、商品コードをサーバ２０１へ送信す
ることによって、順次、サーバ２０１から商品名・カテゴリなどを取得する。商品名とカ
テゴリの取得が完了すると、上記取得キーによりソートや抽出をおこない、たとえば２０
件分（ユーザ設定により増減可能）をメイン領域７０１に表示する。
【００９２】
　また、図９は、十字キー７０６を用いて詳細情報を取得したいアイテム（Ｂ社Ｔシャツ
）を選択させ、「決定／取得」に対応するボタン７０４が押下された状態の表示画面９０
０を示す。そして、図１０は、商品（Ｂ社Ｔシャツ）の詳細情報を取得し表示した状態を
示す。図１０の表示画面１０００に表示する詳細情報には、商品（Ｂ社Ｔシャツ）の写真
など画像情報１００１も含まれる。図１０において、十字キー７０６およびボタン７０４
を用いて、購入ページへ接続してもよく、お気に入りリストへ当該商品（Ｂ社Ｔシャツ）
を追加してもよい。
【００９３】
　また、あらかじめ街角で実際にものを身に付けている人を見たい場合に、情報処理端末
装置２０２や他の情報処理装置（パーソナルコンピュータなど）に商品一覧から、選択し
て登録可能にしてあってもよい。そして、その商品を自分の情報処置端末装置２０２ある
いは他の情報処理装置のお気に入りリストに登録する際、プロモータ１０１がその商品に
ついて何人登録しているか、あるいは、どこに行けば遭遇することが可能かに関する情報
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をサーバ２０１から受信するようにしてもよい。
【００９４】
　具体的には、たとえば、Ｃ社の靴で２００５年もの新商品タイプＦなどという靴があっ
たとする。その靴をお気に入りに登録しようとして、一覧表をみると、その商品について
２５０名のプロモータ１０１がいて、現在、銀座周辺に５０名いるなどという情報を受信
する。サーバ２０１は、プロモータ１０１の所在の情報を、プロモータ１０１が所有して
いる情報処理端末装置２０２のＧＰＳ情報を取得することで知ることができる。あるいは
、サーバ２０１は、プロモータ１０１に対して、時間と場所を指示し、プロモータ１０１
を当該時間に当該場所へ行かせるようにしてもよい。
【００９５】
　また、サーバ２０１は、同一商品を所有するプロモータ１０１どうしが接近しないよう
に、移動指示などをプロモータ１０１あて送信するようにしてもよい。サーバ２０１から
プロモータ１０１へ移動の指示があって、プロモータ１０１がその指示に従って移動した
場合は、当該プロモータ１０１に対して、さらにインセンティブ（ポイント）を付与する
ようにしてもよい。
【００９６】
　また、図８において、十字キー７０６を用いて詳細情報を取得したいアイテムを選択さ
せた後、「メニュー」に対応するボタン７０５が押下されると、図１１に示すメニュー画
面１１００を表示する。メニュー画面１１００には、メニュー一覧１１０１を含んでいる
。
【００９７】
　図１２－１～図１７は、所有者の情報処理装置の表示画面の一例を示す説明図である。
図１２－１において、表示画面１２０１は、ユーザ登録画面（その１）である。このユー
ザ登録画面１２０１に所定事項が入力された上で「次ページ」ボタンが押下されると、図
１２－２のユーザ登録画面（その２）１２０２を表示する。このユーザ登録画面（その２
）１２０２では、一般に公開してもよい公開プロフィールを入力させる。このユーザ登録
画面１２０２に所定事項が入力された上で「次ページ」ボタンが押下されると、つぎに、
図１２－３のユーザ登録画面（その３）１２０３を表示する。この表示画面１２０３にお
いて、「はい」ボタンが押下されることによって、プロモータ向け登録画面（図示を省略
）へ移行する。
【００９８】
　また、図１３～図１７は、利用者専用情報一覧（マイページ）の表示画面の一例を示し
ている。これらの画面において、ポイント（インセンティブ）数や参照されている状況（
自らが所有する商品のうち、どの商品が他のユーザのお気に入りリストに追加されている
か）を確認することができる。図１３の表示画面１３００は、マイページのトップページ
である。マイページのトップページ１３００は、図１１のメニュー一覧１１０１において
、「マイページを開く」が選択されると、表示する。ここでは、マイページのオーナーで
ある総研太郎さんに関する情報、獲得ポイント、被参照商品の数などを、総研太郎さんの
顔写真の画像情報とともに表示する。また、その下側にはメニュー画面を表示し、各メニ
ューを選択させることによって各表示画面へ移行させることができる。
【００９９】
　図１３のトップページ１３００において、「１．ポイント状況詳細」が選択されると、
図１４に示すポイント状況詳細画面１４００を表示する。この表示画面１４００では、只
今のポイント数を表示するとともに、「１．ポイント加算履歴」または「２．ポイント交
換」のいずれかを選択させることができる。
【０１００】
　図１３のトップページ１３００において、「２．被参照状況詳細」が選択されると、図
１５に示す被参照状況詳細画面１５００を表示する。この表示画面１５００では、只今の
被参照（リスト追加）アイテム一覧を表示する。さらなる、各リストのいずれかが選択さ
れると、その商品の詳細情報、誰が（具体的な氏名などの情報であってもよく、また、抽
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象的な情報（具体的には、年齢、性別など）であってもよい）情報取得・参照しているの
か、購入された時のポイント数などを表示する。
【０１０１】
　また、表示画面１５００の下側に表示されたメニューから、「１．被参照履歴詳細」が
選択されると、今まで当該商品を誰が（具体的な氏名などの情報であってもよく、また、
抽象的な情報であってもよい）参照したのか、いつどこで情報取得・参照されたのかなど
を詳細に表示する。また、表示画面１５００の下側に表示されたメニューから、「２．被
購入履歴詳細」が選択されると、今まで当該商品を誰が（具体的な氏名などの情報であっ
てもよく、また、抽象的な情報であってもよい）購入したかなどを詳細に表示する。
【０１０２】
　また、図１３のトップページ１３００において、「３．プロモート中商品情報編集」が
選択されると、図１６に示す被参照状況詳細画面１６００を表示する。この表示画面１６
００では、総研太郎さんのプロモート中アイテムリスト一覧の中から各リストのいずれか
が選択されると、商品ごとのレビューや公開可否などの情報を変更させることができる。
【０１０３】
　また、図１３のトップページ１３００において、「４．登録情報閲覧／編集」が選択さ
れると、図１７に示す登録情報閲覧／編集画面１７００を表示する。この表示画面１７０
０では、総研太郎さんの登録情報を閲覧することができるほか、登録情報の内容を変更す
ることができる。
【０１０４】
　また、図１８～図２１は、ユーザ１０２への公開ページの内容を示している。図１８に
示す商品情報表示画面１８００は、商品詳細情報の一例である。商品詳細情報画面１８０
０は、図９において、「Ｂ社Ｔシャツ」が選択されると表示する画面である。商品詳細情
報１８００における商品表示情報には、選択された商品の詳細情報を、当該商品の写真な
どの画像情報ともに表示する。
【０１０５】
　また、下側には、メニュー画面をあわせて表示する。メニュー画面のうち、「１．購入
ページへ接続」が選択されると、図示を省略する購入操作ページへ移行する。上記メニュ
ー画面のうち、「２．所有者のレビューを見る」が選択されると、図１９に示す所有者で
ある総研太郎さん（ニックネームＪＲＩ君）の公開ページ１９００（ここには、所有者の
情報は含まれない）を表示する。そこには、商品情報とともに、所有者であるＪＲＩ君の
レビュー（感想）がコメントされている。
【０１０６】
　また、上記メニュー画面のうち、「３．所有者の公開ページを見る」が選択されると、
図２０に示す所有者である総研太郎さん（ニックネームＪＲＩ君）の公開ページ２０００
を表示する。公開ページ２０００は、ＪＲＩ君の個人情報、プロモート中の商品などを表
示する。これによって、ユーザは、このプロモータであるＪＲＩ君がどのくらいプロモー
トの実績があるのかを知ることができ、それによって、選択した商品の流行の度合いを知
ることができる。
【０１０７】
　公開ページ２０００の下側に表示されているメニューから、「１．詳しいプロフィール
を見る」が選択されると、ＪＲＩ君のより詳細な個人情報を、公開が許可されている範囲
で表示する。また、公開ページ２０００の下側に表示されているメニューから、「２．商
品レビュー一覧を見る」が選択されると、図２１に示すＪＲＩ君のレビュー一覧の表示画
面２１００、すなわち、現在プロモート中の商品の一覧を表示する。ここで、別の商品が
選択されると、図１９に示した公開ページ１９００と同様の内容で選択された商品の情報
を表示する。
【０１０８】
　このように、プロモート中の別の商品も表示することによって、ユーザは、当初選択し
た商品にマッチした関連商品を容易に検索・選択することが可能となる。特に、ファッシ
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ョン関連商品ではある商品と他の商品とのコーディネートが難しい場合があり、その場合
でも容易にプロモータのコーディネート情報を取得することができる。したがって、図１
９に示した公開ページ１９００のレビューにも、プロモータの独自のコーディネートに関
する情報をコメントしてもらうようにするとよりよい。
【０１０９】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、消費者は目について気に入った商品をす
ぐに購入可能となるため、購入機会を逃さずに済むとともに、生産者は商機を逃さずに済
む。また、あらゆる商品がいわゆる「動くカタログ」として機能し、あらゆる消費者が宣
伝者（プロモータ）となる。また、プロモータにはインセンティブが支払われることによ
って、個人消費者が積極的に販促活動をおこなうようになり、これによって、広告宣伝費
の圧縮が可能となり、インセンティブのかけ方（たとえば、積極的に販売、普及させたい
商品に高いインセンティブ率（たとえば高ポイント数））を設定することによって新たな
広告戦略などを図ることができる。
【０１１０】
　また、ユーザ（消費者）は情報処理端末装置（たとえば携帯電話機）などで、即座に当
該商品情報を取得することができるとともに、その場で当該商品の注文をすることができ
る。また、生産・販売者は、お気に入りリストへの登録を知ることによって、さらに追加
情報（たとば割引情報など）のユーザへの送信など積極的な販売戦略を展開することがで
きる。さらに、生産・販売者は、当該商品の販売に結びつかなくても、そのようなユーザ
が商品に興味を持ったのかというマーケティングデータを容易にかつ効率的に収集するこ
とができる。
【０１１１】
　また、所有者（プロモータ）１０１は、店舗であってもよい。すなわち、店舗において
商品をレジに持ってゆくのではなく、情報処理端末装置２０２に取り込んだ情報だけをレ
ジに持ってゆくことによって、商品の万引きなどを防止することができる。また、ウイン
ドウショッピングで興味のある商品を複数の候補商品とともに上記「お気に入りリスト」
に加えて、後から予算などに合わせて商品を選択して購入することも可能である。
【０１１２】
　テレビ番組などで上記商品識別情報を出力し、出力された商品識別情報を取り込むこと
で、テレビ番組で放映した商品も容易に購入することができる。その場合は、テレビ局（
テレビ番組）がプロモータ１０１となるので、テレビ局（テレビ番組）にインセンティブ
が与えられるとともに、視聴者に関する情報の解析などもあわせておこなうことができる
。
【０１１３】
　また、上記情報処置端末装置２０２は、興味のある商品またはカテゴリに関する情報を
あらかじめ登録しておいて、該当する商品の情報が取得可能圏内に入った場合に、ユーザ
１０２に通知する機能を備えていてもよい。
【０１１４】
　また、取得可能圏内で、興味のない商品データが複数受信されるために、所望のデータ
が取得できたかどうか確認するのに時間がかかってしまうことが考えられる。そこで、カ
バンや帽子、ジャケット、靴、というように商品の種類を絞って選択的にデータを受信す
ることに加えて、あるいは代えて、指向性の高いアンテナなどを用いて、狙って写真を撮
るような操作（情報処理端末装置２０２を所定の方向に向ける）によって、所望の商品の
データが取得されるようにしてもよい。
【０１１５】
　特に、ユーザ１０２が、ショーウィンドウに飾られた商品のデータを取得する場合には
、具体的にはたとえばカメラで撮るように、情報処理端末装置２０２を所定の方向に向け
て取得操作をおこなう（具体的には、シャッターを押下するように所定のボタンなどを押
下する）ことで、データを取得することができる。
【０１１６】
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　さらに、ある瞬間にバッグだけ探索したい、あるいは帽子だけ探索したいという場合に
は、それらの商品の種類などを指示できる操作メニューを設けてもよい。操作者は、各ボ
タン（キー）に所定の商品を登録し、キー「１」を長押しすれば「帽子」、「２」なら「
カバン」、「３」なら「ジャケット」などをあらかじめ登録しておく。そして、たとえば
、今すれ違った人の鞄のデータを取得したい場合は、操作者は、キー「２」を長押しする
だけで、容易に、鞄のデータを取得することができる。
【０１１７】
　さらにまた、プロモータ１０１に声をかけて、写真を撮影させてもらい、その写真の撮
影と同時にデータを取得するようにしてもよい。その場合、撮影した写真の画像情報と取
得したデータを関連付けして記憶されるようにすれば、不要なデータを取得しなくて済む
だけでなく、後から情報の整理を効率的におこなうことができる。
【０１１８】
　なお、本実施の形態で説明した販売促進支援方法は、あらかじめ用意されたプログラム
を携帯電話機、ＰＤＡ、パーソナルコンピュータなどの情報処理端末装置で実行すること
により実現することができる。このプログラムは、ＲＡＭ、ハードディスク、フレキシブ
ルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等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、インターネット等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】
【０１１９】
　以上のように、本発明にかかる販売促進支援装置、販売促進支援方法および販売促進支
援プログラムは、商品の販売促進に利用可能であり、たとえば携帯電話機、ＰＤＡなどの
携帯型情報処理端末装置を用いたネットショッピングなどにおける商品の販売促進に適し
ている。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置、販売促進支援方法および販
売促進支援プログラムの概要を示す説明図である。
【図２】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置を含む全体システムの構成を
示す説明図である。
【図３】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置のハードウエア構成の一例を
示すブロック図である。
【図４】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援方法を実現する情報処理端末装置
のハードウエア構成の一例を示すブロック図である。
【図５－１】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の機能的構成の一例を示
すブロック図である。
【図５－２】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の機能的構成の別の一例
を示すブロック図である。
【図６－１】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の処理の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図６－２】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の処理の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図６－３】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の処理の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図６－４】この発明の本実施の形態にかかる販売促進支援装置の処理の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図７】情報処理端末装置の一部および情報処理端末装置の表示画面の一例を示す説明図
である。
【図８】情報処理端末装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
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【図９】情報処理端末装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１０】情報処理端末装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１１】情報処理端末装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１２－１】所有者の情報処理装置の表示画面の一例を示す説明図である。
【図１２－２】所有者の情報処理装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１２－３】所有者の情報処理装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１３】所有者の情報処理装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１４】所有者の情報処理装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１５】所有者の情報処理装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１６】所有者の情報処理装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１７】所有者の情報処理装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１８】情報処理端末装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図１９】情報処理端末装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図２０】情報処理端末装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【図２１】情報処理端末装置の表示画面の別の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１２１】
　１００　サービス提供会社
　１０１　所有者（プロモータ、Ａ氏）
　１０２　ユーザ（Ｂ氏）
　２００　ネットワーク
　２０１　サーバ（販売促進支援装置）
　２０２　情報処理端末装置（携帯電話機）
　２０３　商品（鞄）
　２０４　ＩＣチップ
　２０５　情報処理装置（パーソナルコンピュータ）
　５０１　商品識別情報／所有者識別情報受信部
　５０２　商品識別情報／所有者識別情報登録部
　５０３　商品詳細情報抽出部
　５０４　商品詳細情報送信部
　５０５　所有者情報抽出部
　５０６　所有者情報送信部
　５０７　ポイント情報変更部
　５０８　ポイント情報送信部
　５１０　所有者特定部
　５１１　商品識別情報受信部
　５１２　商品識別情報登録部
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