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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の各種クーポンを選択して有料で購買し、
該クーポンの使用時に認証するオンラインクーポンの流
通方法を提供する。
【解決手段】販売者端末、購買者端末、クーポン流通サ
ーバ及び購買先端末がネットワークを通じて連結された
オンラインクーポンシステムにおいて、販売者端末が販
売するクーポンを登録する段階と、購買者端末が特定の
クーポンを選択して、前記クーポン流通サーバに購買意
思情報を提供する段階と、前記クーポン流通サーバが前
記購買者に代金の決済を要請する段階と、前記クーポン
流通サーバが前記購買者の代金決済を確認した後、コー
ド番号と認証キーを対で生成し、前記生成されたコード
番号と認証キーをクーポンＤＢに記録して格納する段階
と、前記クーポン流通サーバが前記コード番号を前記購
買者端末へ伝送する段階と、前記クーポン流通サーバが
前記認証キーを前記購買者端末または認証キー受信端末
へ伝送する段階とを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　販売者端末、購買者端末、クーポン流通サーバ及び購買先端末がネットワークを通じて
連結されているオンラインクーポンシステムのオンラインクーポン流通方法であって、
　（ａ）販売者端末が販売するクーポンを登録する段階と、
　（ｂ）購買者端末が前記登録されたクーポンの中から特定のクーポンを選択して購買意
思を入力し、前記クーポン流通サーバに購買意思情報を提供する段階と、
　（ｃ）前記クーポン流通サーバが前記購買者に代金の決済を要請する段階と、
　（ｄ）前記クーポン流通サーバが前記購買者の代金決済を確認した後、前記コード番号
と認証キーを対で生成し、前記生成されたコード番号と認証キーをクーポンＤＢに記録し
て格納する段階と、
　（ｅ）前記クーポン流通サーバが前記コード番号を前記購買者端末へ伝送する段階と、
　（ｆ）前記クーポン流通サーバが前記認証キーを前記購買者端末または認証キー受信端
末へ伝送する段階と
を含むことを特徴とするオンラインクーポン流通方法。
【請求項２】
　前記購買者端末は、コンピュータ、無線通信端末及び前記クーポン流通サーバとの接続
のための専用端末からなるグループの中から選択された少なくとも１つを含むことを特徴
とする請求項１に記載のオンラインクーポン流通方法。
【請求項３】
　前記（ａ）段階は、前記クーポンを特定カテゴリー別に登録するメニューを提供するこ
とを特徴とする請求項１に記載のオンラインクーポン流通方法。
【請求項４】
　前記購買者が前記選択したクーポンのコード番号及び認証キーの伝送形態を選択するメ
ニューを提供する段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のオンラインクーポン
流通方法。
【請求項５】
　前記決済された購買代金を前記クーポン流通サーバまたは第３の機関の口座に保管し、
前記購買したクーポンの使用が確認されたり、前記購買したクーポンの有効期間が終了し
た場合に前記販売者に送金する段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のオンラ
インクーポン流通方法。
【請求項６】
　（ｇ）前記購買したクーポンが使われる場合に、前記クーポン流通サーバがクーポンの
認証のために前記購買したクーポンのコード番号及び認証キーを受信する段階と、
　（ｈ）前記クーポン流通サーバが受信された前記コード番号及び認証キーをクーポンＤ
Ｂに格納されたコード番号及び認証キーと比較して認証する段階と、
　（ｉ）前記クーポン流通サーバが前記認証結果をクーポン使用先へ伝送する段階と
を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のオンラインクーポン流通方法。
【請求項７】
　前記（ｇ）段階は、オンライン電子商取引サイトの特定画面窓を通じて前記購買者から
入力された、前記購買したクーポンのコード番号及び認証キーを前記オンライン電子商取
引サイトから受信する段階を含むことを特徴とする請求項６に記載のオンラインクーポン
流通方法。
【請求項８】
　前記（ｇ）段階は、前記クーポン流通サーバに接続されているオフライン加盟店の端末
から前記購買したクーポンのコード番号及び認証キーを受信する段階を含むことを特徴と
する請求項６に記載のオンラインクーポン流通方法。
【請求項９】
　前記オフライン加盟店の端末は無線通信端末であり、
　前記（ｇ）段階は、前記購買したクーポンのコード番号及び認証キーを前記無線通信端
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末のＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ Ｍｅｓｓａｇｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ）機能を通じて受信する段階を
含むことを特徴とする請求項８に記載のオンラインクーポン流通方法。
【請求項１０】
　前記認証キー受信端末は前記購買者の無線通信端末であり、
　前記（ｇ）段階は前記無線通信端末を通じて伝送された、前記購買したクーポンの認証
キーを前記無線通信端末のコールバックＳＭＳ機能を通じて受信する段階を含むことを特
徴とする請求項６に記載のオンラインクーポン流通方法。
【請求項１１】
　前記（ｇ）段階は、
　前記クーポン使用先から前記購買したクーポンのコード番号を受信する段階と、
　前記受信されたコード番号に対応する認証キーを前記クーポンＤＢから抽出して前記無
線通信端末へ伝送する段階と、
　前記無線通信端末からコールバックＳＭＳ機能を通じて前記認証キーを受信する段階と
を含むことを特徴とする請求項１０に記載のオンラインクーポン流通方法。
【請求項１２】
　前記認証キー受信端末は前記購買者の無線通信端末であり、
　前記（ｇ）段階は前記購買したクーポンのコード番号及び認証キーを前記購買者の無線
通信端末からコールバックＳＭＳ機能を通じて受信する段階を含むことを特徴とする請求
項６に記載のオンラインクーポン流通方法。
【請求項１３】
　前記購買したクーポンの認証キーは、前記コールバックＳＭＳ内にディスプレイされな
い形態で格納されていることを特徴とする請求項１２に記載のオンラインクーポン流通方
法。
【請求項１４】
　前記クーポン流通サーバが前記無線通信端末へ前記認証結果を伝送する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１０または１２に記載のオンラインクーポン流通方法。
【請求項１５】
　前記クーポン使用先は、オンライン電子商取引サイト、前記クーポン流通サーバに接続
されているオフライン加盟店及びモバイル電子商取引サイトの中から選択された少なくと
も１つを含むことを特徴とする請求項６に記載のオンラインクーポン流通方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オンライン流通システムに関し、より詳細には、オンラインクーポン流通シ
ステムを用いてオンライン上でクーポンの流通を行う方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より一般の商取引で各種の商品の販売店やサービスを提供する業者（以下、「販売
者」という）は、商品や提供サービスに対する決済手段、割引手段または交換手段として
クーポンを有無償で発給して流通させてきた。このようなクーポンには一定の条件、例え
ば割引率や有効期間のような条件が付与され、それを使う顧客に対して商品などの価格を
ディカウントするか、景品を提供するなどのようなサービスを提供するのが一般的である
。
【０００３】
　このようなクーポンの典型的な流通方法は、販売者が必要に応じてクーポンを発給し、
それを販売者が来訪者に直接提供するか、または商品などを顧客に配達する際に共に伝達
し、顧客は所望の時点にクーポンの使用先から伝達されたクーポンを用いることで、再び
販売者に回収されるのが一般的だった。近年はインターネットの発達に伴い、商品の販売
店やサービス提供業者が仮想空間に自分のウェブサイトを設け、それに接続した顧客を対
象にオンラインでクーポンを提供することで、顧客は商品やサービス提供業者を直接訪問
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することなく、ウェブサイトに接続してオンライン上でクーポンの提供を受けて用いるこ
とが可能になった。オンライン上で提供されたクーポンの流通方法は、前記クーポンをプ
リンタのような出力装置を用いて紙のような材質に印刷するか、携帯電話のような移動通
信端末にその固有番号などが記載されているクーポンのイメージを伝送された後、それを
クーポンの使用先で提示することがある。
【０００４】
　しかしながら、このような従来のクーポンは、クーポンの発行者または発行業者の認知
度と信頼性の問題から活性化され難いほか、流通過程上の追跡が不可能であるため回収率
を予測するのが困難であり、それによる販売者のリスク管理問題のため、割引率が保守的
に策定されるという問題がある。また、有料で提供されるクーポンといえる商品券などの
場合も有効期間、例えば５年という長い期間のため使用者の特典が保守的に策定されてし
まう。また、販売者がクーポンを無償で顧客に提供することで、クーポンに付与された様
々な特典の他に特に顧客のクーポン使用を誘引できる手段がなく、もしクーポンの発給さ
れた顧客がそれを使用しなければ、クーポンに付与された一定の条件によって、その使用
性が失効してしまう恐れがあり、クーポンの発行自体が顧客による商品の購入が保障でき
ないという問題がある。
【０００５】
　また、使用者の立場からも顧客が複数の様々なクーポンの提供を受けるためには、クー
ポンを提供するオンライン上またはオフライン上のクーポン発行先を個別に直接訪問して
クーポンの提供を受けなければならない。しかし、クーポンを発給する販売者に関する情
報がない場合には、そのようなクーポンの提供を受けることができず、信頼性が検証され
ていない販売者からのクーポンの場合には、財貨やサービスに対する購買者の権利が保障
されないという短所がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記のような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、
クーポン流通システムを用いて販売者が自由に自分のクーポンをオンライン上に登録し、
登録された複数の各種クーポンに対して使用者が特定のクーポンを選択して有料で購買し
、前記販売されたクーポンが使用される場合には、それに対する使用を認証するオンライ
ンクーポンの流通方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決すべく、本発明によるオンラインクーポン流通方法は、販売者端末、購
買者端末、クーポン流通サーバ及び購買先端末がネットワークを通じて連結されたオンラ
インクーポンシステムのオンラインクーポン流通方法であって、（ａ）販売者端末で、販
売するクーポンを登録する段階と、（ｂ）購買者端末で、前記登録されたクーポンの中か
ら特定のクーポンを選択して購買意思を入力し、前記クーポン流通サーバに購買意思情報
を提供する段階と、（ｃ）前記クーポン流通サーバが前記購買者に代金の決済を要請する
段階と、（ｄ）前記クーポン流通サーバが前記購買者の代金決済を確認した後、前記コー
ド番号と認証キーを対で生成し、前記生成されたコード番号と認証キーをクーポンＤＢに
記録して格納する段階と、（ｅ）前記クーポン流通サーバが前記コード番号を前記購買者
端末へ伝送する段階と、（ｆ）前記クーポン流通サーバが前記認証キーを前記購買者端末
または認証キー受信端末へ伝送する段階とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、販売者は自由に有効期間を設定することが可能であり、マーケティン
グ、在庫の処理など、ビジネス上の必要に応じて攻撃的に活用可能なクーポンを容易にオ
ンライン上に登録させて一般顧客にクーポンの発給情報をより容易に伝達し、顧客の接近
性を向上させて市場におけるクーポンの流通を拡大させることができるという効果を奏す
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る。
【０００９】
　また、クーポン自体を有料で販売するので、顧客の使用率を大きく高めることができ、
回収率が低い場合にも販促、在庫処理の側面における損失をクーポンの販売利益で補うこ
とができる。
【００１０】
　購買者の立場からも複数の商品販売先やサービス提供業者のクーポンを単にクーポン流
通サーバに接続することでそれぞれのオフライン加盟店やウェブサイトを訪問することな
く、簡単に提供されることができ、短い流通期限のため、従来よりも割引率が大きくなる
という効果がある。
【００１１】
　また、クーポンの決済代金はエスクロー方式（決済代金預託手段）により保護されてク
ーポンが正常に使用された場合に販売者に伝達されるので、購買者を保護する効果がある
。
【００１２】
更に、本発明はクーポンの発行、伝送、認証方法を販売者と購買者が望む媒体により選択
可能であるため、使用の利便性を向上させるという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００１４】
　まず、図１は、本発明によるクーポン流通システムの構成を概略的に示すブロック図で
ある。
【００１５】
　図１に示すクーポン流通システムは、ネットワーク１０、端末２０、クーポン流通サー
バ３０を含む。
【００１６】
　ネックワーク通信網１０は、ＬＡＮ、ＷＡＮ、イントラネット及びこれらと類似の様々
な形態のネットワークを含む包括的意味のデータ通信網であり、これには専用網、公衆電
話網（ＰＳＴＮ）を含む有線網だけでなく、移動通信網、衛星通信網のような無線網をも
含まれる。
【００１７】
　端末２０は、販売者端末２０１、購買者端末２０２及びクーポン使用先端末２０３を含
む。これらの端末２０１、２０２、２０３は、有／無線通信を用いてインターネットなど
に接続できる機能を備えたコンピュータ、携帯電話、ＰＤＡなどの通信装置及び前記クー
ポン流通サーバとの接続のための専用端末を全て含む。前記端末２０１、２０２、２０３
には、ネットワーク接続のためのウェブブラウザのようなプログラムが設けられており、
それを通じてクーポン流通サーバに接続することができる。
【００１８】
　クーポン流通サーバ３０は、販売者端末２０１を通じて販売しようとするクーポンを登
録させる機能を果たす。即ち、販売者端末２０１を通じて入力されるクーポン関連情報、
例えばクーポンコード、クーポンの販売価格、クーポン使用先での使用価格、クーポンの
発給形態とフォーマット、有効期間を含む使用制限条件、クーポン使用時の特典などと関
連する情報を受信してクーポン流通サーバに接続されている複数の端末２０１、２０２、
２０３を通じてディスプレイされるように処理する。このとき、クーポン流通サーバ３０
は、複数の販売者によって入力されたクーポンに関する情報を特定カテゴリー別に登録さ
れるように処理できる。カテゴリーとしては、クーポンの適用分野に応じた特典の種類、
販売者または有効期間などを含むことができる。
【００１９】
　また、クーポン流通サーバ３０は、登録されたクーポンの販売方式を複数の方式の中か
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ら選択せしめるメニューなどを販売者端末２０１によって提供することができる。これに
より、販売者は登録されたクーポンの販売方式を定価販売、オークション、共同購買を含
む様々な方式の中から選択することができる。尚、販売方式の選択は、クーポンの登録に
先行／後行するか、または登録と同時に1つのメニューまたは命令により行われることが
できる。
【００２０】
　また、クーポン流通サーバ３０は、登録されたクーポンに対して購買者端末２０２から
購買意思が入力された場合、それを受信してそれに対して購買者に代金の決済を要請し、
代金の決済を確認した後にコード番号と認証キーを一定の規則に従って対で生成し、この
ように生成されたコード番号と認証キーをクーポンＤＢ４０に記録し格納して、購買者端
末２０２などへ伝送する。
【００２１】
　また、クーポン流通サーバ３０は、販売されたクーポンのクーポン使用先またはクーポ
ン購買者の端末２０３、２０２から使用認証の要請が入力された場合、入力されたクーポ
ンのコード番号及び認証キーを受信してクーポンＤＢ４０に格納されているコード番号及
び認証キーと比較して一致するか否かを判断した後、認証結果をクーポン使用先端末２０
３などに伝送し、前記認証結果をクーポンＤＢ４０に記録して格納する。
【００２２】
　クーポンＤＢ４０は、クーポン流通サーバ３０から受信したクーポン関連情報、例えば
販売者端末２０１から伝送されるコード番号、クーポン使用先、クーポンの販売価格、ク
ーポン使用先での使用価格、クーポンの発給形態とフォーマット、有効期間を含む使用制
限条件、クーポン使用時の特典またはクーポンの認証結果をクーポン流通サーバ３０から
伝送を受けて、それを記録して保管する。
【００２３】
　このようなクーポン流通システムを用いたクーポン取引方法及び使用認証方法について
、図２乃至図３を参照して説明する。
【００２４】
　図２は、クーポン流通システムを用いたクーポンの取引方法を示している。
【００２５】
　まず、販売者はクーポン流通サーバに接続しログインしてクーポン流通サーバにクーポ
ンを登録する（Ｓ２０１）。販売者のクーポン登録のために、クーポン流通サーバは販売
者端末を通じてクーポン販売者がクーポンを登録できるメニューを提供する。
【００２６】
　具体的には、販売者は自分の端末に設けられているウェブブラウザのような接続プログ
ラムを用いてクーポン流通サーバに接続することができ、接続時に最初画面でＩＤとパス
ワードなどを入力することで、クーポン流通サーバにログインすることができる。クーポ
ンの販売者は、ログインの後にクーポン流通サーバが前記接続されている端末を介して提
供される特定画面窓（図示せず）に登録しようとするクーポン関連情報を入力することで
登録することができる。
【００２７】
　このとき、販売者はクーポン流通サーバから販売者端末を介して提供されるカテゴリー
別の登録メニュー（図示せず）を通じてクーポンを特定カテゴリー別に登録することがで
きる。即ち、販売者は前記クーポン流通サーバから提供するクーポン登録のカテゴリー化
のために設けられている特定窓を端末の画面で開き、販売者名のような人的情報、割引期
間または提供される景品やサービスの種類別に分類されたカテゴリーの中から特定カテゴ
リーを選択した後、コード番号、クーポンの販売価格、クーポン使用先での使用価格、ク
ーポンの発給形態とフォーマット、有効期間を含む使用制限条件、クーポン使用時の特典
のようなクーポン関連情報を入力することができる。このように登録されたクーポン関連
情報は、前記クーポン流通サーバに接続されている全ての端末を通じてディスプレイでき
る。このようにカテゴリー別に登録されたクーポンはクーポンを購買するために前記クー
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ポン流通サーバに接続した購買者がカテゴリー別に整列するか、検索するようにすること
で、所望のクーポンに関する情報を容易に得ることができるようにする。
【００２８】
　また、販売者はクーポンの販売方式を定価販売、オークション、共同購買などの様々な
方式の中から選択してクーポンを登録することができる。提供される登録及び選択画面の
形態に応じて、販売者はクーポンの販売方式を選択すると同時にクーポンを登録すること
もでき、クーポンを登録した後に販売方式を選択することもできる。即ち、クーポンの販
売方式は必ずしも登録時に選択されなければならないということではなく、クーポンの登
録後にいつでもクーポン流通サーバに接続して変更または修正が可能である。
【００２９】
　次に、購買者端末を通じて前記クーポン流通サーバに接続しログインした購買者が登録
されたクーポンの中から特定のクーポンを選択して購買意思を入力する（Ｓ２０２）。そ
のとき、購買者は自分の端末に設けられているウェブブラウザのような接続プログラムを
用いて接続することができ、接続時の最初画面でＩＤとパスワードなどを入力することで
、クーポン流通サーバにログインすることができる。前記購買者はログインした後、前記
クーポン流通サーバから提供されるクーポン購買のために設けられている特定画面窓（図
示せず）を端末の画面で開いた後、提供されるメニューを通じてキーワードで検索するか
、カテゴリー別に整列して購買しようとするクーポンを選択することができる。購買者は
このようにクーポンを選択することで、選択されたクーポンに対する購買意思を入力し、
クーポン流通サーバは有／無線通信を通じて購買者端末から前記購買意思情報を受信する
。
【００３０】
　このとき、クーポン流通サーバは、購買者がクーポンのコード番号と認証キーの伝送形
態を購買者端末を通じて選択できるようにする。一例として、購買者端末の画面に表示さ
れるメニューを通じて、購買者はクーポンのコード番号と認証キーが何れも画面に表示さ
れるか、プリントされるように選択することができ、またコード番号のみ画面に表示され
、認証キーは無線通信端末などを通じて受信することができる。選択可能な他の伝送形態
としては、コード番号と認証キーが何れも無線通信端末にコールバック（Ｃａｌｌ ｂａ
ｃｋ）ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ ｍｅｓｓａｇｅ ｓｅｒｖｉｃｅ）の形態で伝送されるように
するものがある。これらのそれぞれの伝送形態別クーポン使用手続については後述する。
【００３１】
　また、本発明の他の実施形態によれば、購買者だけでなく、クーポン販売者とクーポン
使用先の端末を通じてもクーポンのコード番号及び認証キーの伝送形態を選択することが
できる。このような機能をサポートするために、クーポン流通サーバは、クーポン販売者
とクーポン使用先のそれぞれの端末に伝送形態を選択するためのメニューなどを提供し、
前記メニューなどを通じて選択された伝送形態に関する情報を受信する機能を備える。
【００３２】
　次に、クーポン流通サーバがクーポン購買者に代金の決済を要請する（Ｓ２０３）。こ
のとき、提供される代金決済の手段はクレジットカード、自動振替のようなオンライン入
金方法または現金決済が可能な累積ポイントによる決済などが可能であり、前記決済され
た購買代金をクーポン流通サーバまたは第３の機関の口座に保管し、購買したクーポンの
使用が確認されたり、前記クーポンの有効期間が終了した場合に前記購買したクーポンの
販売者に送金するエスクロー方式（決済代金預託手段）により行える。
【００３３】
　次に、前記購買者が代金を決済する（Ｓ２０４）。
【００３４】
　その後、前記クーポン流通サーバが代金の決済を確認した後、前記コード番号と認証キ
ーを一定の規則に従って対で生成し、生成されたコード番号と認証キーをクーポンＤＢ４
０に記録して格納する（Ｓ２０５）。
【００３５】
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　次に、前記クーポン流通サーバが前記コード番号を前記購買者端末へ伝送する（Ｓ２０
６）。また、前記クーポン流通サーバは前記認証キーを購買者端末または認証キー受信端
末へ伝送する（Ｓ２０７）。即ち、購買したクーポンのコード番号と認証キーは、同一の
購買者端末に伝送されることもでき、また別個の端末へ伝送されることもできる。一方、
コード番号と認証キーがそれぞれ伝送される時点もまた、同一であるか、又は相違するこ
ともあり得るが、例えば、コード番号と認証キーがクーポンの購買時に購買者端末へ同時
に伝送されることもでき、コード番号は購買時に、認証キーは使用時に伝送されることも
できる。このような様々な実施形態については後述する。
【００３６】
　このとき、前記クーポン流通サーバは、購買者が選択した伝送形態で前記コード番号及
び認証キーを伝送することができる。例えば、ウェブブラウザ上でまたはダウンロードし
てクーポンを印刷する形態であるか、クーポン関連情報を電子メールまたは移動通信端末
へ伝送する形態を含む。前記クーポン関連情報は、クーポンの販売価格、使用先での使用
価格、クーポン番号などを含み、各種のイメージと共に伝送されることができる。
【００３７】
　一方、前記クーポン流通サーバは、認証キーをクーポンのコード番号を伝送した購買者
端末または購買者端末ではなく、第２の端末、即ち認証キー受信端末へ伝送することがで
きる。例えば、前記コード番号をクーポン流通サーバに接続されているパソコンに伝送し
た場合、認証キーは前記パソコン以外に携帯電話、ＰＤＡなどのような無線通信端末へ別
途に伝送することができる。これは認証キーの露出を防止するために用いられることがで
きる。
【００３８】
　図３は、図２でのように販売されたクーポンが使用される場合、クーポンの流通方法を
説明するフローチャートである。
【００３９】
　前記クーポン流通サーバがクーポンの認証のためにクーポン使用先から前記購買したク
ーポンのコード番号及び認証キーを受信することができる（Ｓ３０１）。前記コード番号
及び認証キーは、クーポン使用先から受信することができ、このとき、前記クーポン使用
先はオンライン電子商取引サイト、前記クーポン流通サーバに接続されているオフライン
加盟店及びモバイル電子商取引サイトに接続されている無線通信端末のうちの少なくとも
1つを含む。
【００４０】
　前記クーポンがオンライン電子商取引サイトで使用される場合、クーポン購買者は端末
を通じて前記電子商取引サイトに接続した後、前記サイトが提供する特定画面窓にクーポ
ンのコード番号及び認証キーを入力し、前記電子商取引サイトは入力されたコード番号及
び認証キーをクーポン流通サーバに伝送することで、クーポン流通サーバがコード番号及
び認証キーを受信することができる。
【００４１】
　また、前記クーポン使用先がオフライン加盟店の場合には、クーポン流通サーバに接続
されているオフライン加盟店の端末からクーポンのコード番号及び認証キーを受信するこ
とができる。このとき、前記オフライン加盟店の端末が無線通信端末である場合、前記無
線通信端末のＳＭＳ機能を通じてクーポンのコード番号及び認証キーを受信することがで
きる。例えば、オフライン加盟店の無線通信端末を通じて前記クーポン流通サーバに接続
し、使用されたクーポンのコード番号及び認証キーを前記無線通信端末のＳＭＳ機能を用
いて前記クーポン流通サーバに伝送することで、前記流通サーバがコード番号及び認証キ
ーを受信する。
【００４２】
　更に、前記認証キー受信端末が前記購買者の無線通信端末である場合、前記無線通信端
末のコールバックＳＭＳ機能を通じて購買されたクーポンの認証キーを受信することがで
きる。
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　このとき、前記認証キー受信段階は、前記クーポン使用先からクーポンのコード番号を
受信する段階と、前記受信されたコード番号に対応する認証キーを前記クーポンＤＢから
抽出して前記無線通信端末へ伝送する段階と、前記無線通信端末からコールバックＳＭＳ
の形態で前記認証キーを受信する段階とを含むことができる。
【００４４】
　一方、クーポン流通サーバは、クーポン購買者の無線通信端末からコールバックＳＭＳ
機能を通じてクーポンのコード番号と認証キーを受信することができる。即ち、クーポン
の購買時にクーポンのコード番号と認証キーは、コールバックＳＭＳの形態で購買者の無
線通信端末へ伝送されて格納され、クーポンの購買者はクーポン使用先で前記コールバッ
クＳＭＳを選択して「使用」ボタンを押すことで、無線通信端末に格納されていたクーポ
ンのコード番号と認証キーがクーポン流通サーバへ伝送されるようにできる。この場合、
セキュリティを維持するために、認証キーは無線通信端末にディスプレイされない形態で
隠されて格納されることが望ましい。
【００４５】
　次に、前記クーポン流通サーバが受信された前記コード番号及び認証キーをクーポンＤ
Ｂに格納されているコード番号及び認証キーと比較して認証する（Ｓ３０２）。クーポン
流通サーバは、クーポンの販売時にクーポンＤＢに格納したコード番号及び認証キーを使
用時に受信された前記コード番号及び認証キーと比較して、両者が一致する場合、認証に
成功したと判断する。
【００４６】
　次に、前記クーポン流通サーバが前記認証結果をクーポン使用先へ伝送する（Ｓ３０３
）。このとき、認証結果はクーポン使用先以外にも購買者に伝送されることができ、必要
な場合には、クーポン販売者にも伝送されることができる。
【００４７】
　認証キー受信端末が前記購買者の無線通信端末である場合、前記無線通信端末のコール
バックＳＭＳ機能を通じて購買されたクーポンの認証キーを受信する場合には、前記認証
結果を前記無線通信端末へ伝送することができ、それによってクーポン使用先とクーポン
購買者との間の相互チェック（ｃｒｏｓｓ ｃｈｅｃｋ）が可能になる。
【００４８】
　以上、この発明の実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明によるクーポン流通システムの構成を示す図である。
【図２】本発明によるクーポン流通方法を段階別に示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態による販売されたクーポン使用のためのクーポンの流通方法
を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５０】
１０　　　ネットワーク
２０１　　　販売者端末
２０２　　　購買者端末
２０３　　　クーポン使用先端末
３０　　　クーポン流通サーバ
４０　　　クーポンＤＢ
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