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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品又はサービスの予約又は購入の申込みを所望するユーザからのアクセスがあった場
合に、当該ユーザから申込みを受け付ける順序を設定する受付順序設定手段と、
　前記申込みの受付の開始を前記順序に基づいて待機させる受付待機手段と、
　前記申込みの受付の開始が待機される場合に、前記申込みの受付が開始される予定日時
に関する受付開始予定日時情報を前記順序に基づいて取得する受付開始予定日時情報取得
手段と、
　当該取得された受付開始予定日時情報を前記ユーザに提示する提示手段と、
　前記申込みの受付を前記順序に基づいて開始する受付手段と、
　を含み、
　前記受付手段は、前記申込みが完了する前に、当該申込みの受付の開始から所定の制限
時間が経過した場合に、当該申込みの受付を中止し、
　前記受付開始予定日時情報取得手段は、前記受付開始予定日時情報を、前記順序と、前
記制限時間と、に基づいて取得する、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の申込受付システムにおいて、
　前記受付開始予定日時情報取得手段は、前記受付開始予定日時情報を、前記順序と、前
記申込みを受付中の他のユーザの前記制限時間が経過するまでの残り時間と、に基づいて
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取得する、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の申込受付システムにおいて、
　前記受付開始予定日時情報取得手段は、前記受付開始予定日時情報を、前記順序が前記
ユーザよりも前である他のユーザからの申込みの受付完了状況に基づいて更新して取得す
る手段を含み、
　前記提示手段は、当該更新して取得された受付開始予定日時情報を前記ユーザに提示可
能となっている、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の申込受付システムにおいて、
　前記申込みの受付が開始される前において、前記ユーザの所望する前記商品又は前記サ
ービスの数量を前記ユーザから取得する手段を含み、
　前記受付手段は、上限人数以内のユーザからの前記申込みを並行して受け付け、
　前記受付手段は、前記上限人数のユーザの所望する前記数量の合計が前記商品又は前記
サービスの残数量以下となるようにして、前記上限人数を変化させる手段を含む、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の申込受付システムにおいて、
　前記受付開始予定日時情報更新手段は、前記受付開始予定日時情報を前記上限人数の変
化に基づいて更新する手段を含む、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の申込受付システムにおいて、
　前記申込みの受付が開始される前において、前記ユーザの申込内容を前記ユーザから取
得する手段を含み、
　前記提示手段は、前記申込みの受付の開始が待機される場合に、前記ユーザの申込内容
に応じた情報を前記ユーザに提示する手段を含む、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかに記載の申込受付システムにおいて、
　前記提示手段は、前記申込みの受付の開始が待機される場合に、前記商品又は前記サー
ビスの残数に関する情報を前記ユーザに提示する手段を含む、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかに記載の申込受付システムにおいて、
　前記提示手段は、前記申込みの受付の開始が待機される場合に、前記順序が前記ユーザ
よりも前である他のユーザの申込内容に関する情報を前記ユーザに提示する手段を含む、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかに記載の申込受付システムにおいて、
　前記提示手段は、前記申込みの受付の開始が待機される場合に、前記申込みの受付が開
始される予定日時までの待ち時間を所定の時間間隔で前記ユーザに提示する手段を含む、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれかに記載の申込受付システムにおいて、
　前記申込みの受付が開始される予定日時までの待ち時間が閾値以下になった場合に前記
ユーザに通知する手段を含む、
　ことを特徴とする申込受付システム。
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【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれかに記載の申込受付システムにおいて、
　前記申込みの受付の開始が待機される場合において、前記ユーザが前記商品又は前記サ
ービスを予約又は購入することが可能であるか否かを、前記順序と、当該商品又は当該サ
ービスの残数と、に基づいて判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果を前記ユーザに通知する手段と、を含む、
　ことを特徴とする申込受付システム。
【請求項１２】
　商品又はサービスの予約又は購入の申込みを所望するユーザからのアクセスがあった場
合に、当該ユーザから申込みを受け付ける順序を設定する受付順序設定ステップと、
　前記申込みの受付の開始を前記順序に基づいて待機させる受付待機ステップと、
　前記申込みの受付の開始が待機される場合に、前記申込みの受付が開始される予定日時
に関する受付開始予定日時情報を前記順序に基づいて取得する受付開始予定日時情報取得
ステップと、
　当該取得された受付開始予定日時情報を前記ユーザに提示する提示ステップと、
　前記申込みの受付を前記順序に基づいて開始する受付ステップと、
　を含み、
　前記受付ステップでは、前記申込みが完了する前に、当該申込みの受付の開始から所定
の制限時間が経過した場合に、当該申込みの受付が中止され、
　前記受付開始予定日時情報取得ステップでは、前記受付開始予定日時情報が、前記順序
と、前記制限時間と、に基づいて取得される、
　ことを特徴とする申込受付システムの制御方法。
【請求項１３】
　商品又はサービスの予約又は購入の申込みを所望するユーザからのアクセスがあった場
合に、当該ユーザから申込みを受け付ける順序を設定する受付順序設定手段、
　前記申込みの受付の開始を前記順序に基づいて待機させる受付待機手段、
　前記申込みの受付の開始が待機される場合に、前記申込みの受付が開始される予定日時
に関する受付開始予定日時情報を前記順序に基づいて取得する受付開始予定日時情報取得
手段、
　当該取得された受付開始予定日時情報を前記ユーザに提示する提示手段、及び、
　前記申込みの受付を前記順序に基づいて開始する受付手段、
　としてコンピュータを機能させ、
　前記受付手段は、前記申込みが完了する前に、当該申込みの受付の開始から所定の制限
時間が経過した場合に、当該申込みの受付を中止し、
　前記受付開始予定日時情報取得手段は、前記受付開始予定日時情報を、前記順序と、前
記制限時間と、に基づいて取得する、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は申込受付システム、申込受付システムの制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　商品又はサービスの予約又は購入の申込みを受け付けるシステムが知られている。従来
、このようなシステムでは、多数のユーザからのアクセスによって処理負荷が高くなりす
ぎてしまった場合に、申込みの受付を中止し、例えば「多数のアクセスが集中しています
。少し時間が経ってから再度アクセスして下さい。」等のメッセージをユーザに通知する
ようになっている。
【０００３】
　また、上記のようなシステムでは、商品又はサービスの残数と比較して多数のユーザが
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システムにアクセスしてきた場合にも、申込みの受付を中止し、上記のようなメッセージ
をユーザに通知するようになっている。
【０００４】
　また、特許文献１に記載のシステムでは、処理負荷が所定範囲を超えている場合に、端
末からの接続要求を拒絶して予約し、処理負荷が所定範囲内になった場合に、予約済みの
端末からの接続を認めるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－０５８４９９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、上記のようなシステムの場合、ユーザはどのぐらい待ってからアクセス
すればよいのかが分からないため、不満を感じてしまう場合があった。また、どのぐらい
待ってからアクセスすればよいのかが分からないため、申込みを受け付けてもらえないに
もかかわらず、ユーザは何回も繰り返しシステムにアクセスする羽目になってしまう。
【０００７】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、申込みの受付が開始さ
れるタイミングをユーザが把握できるように補助することが可能な申込受付システム、申
込受付システムの制御方法、及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る申込受付システムは、商品又はサービスの予
約又は購入の申込みを所望するユーザからのアクセスがあった場合に、当該ユーザから申
込みを受け付ける順序を設定する受付順序設定手段と、前記申込みの受付の開始を前記順
序に基づいて待機させる受付待機手段と、前記申込みの受付の開始が待機される場合に、
前記申込みの受付が開始される予定日時に関する受付開始予定日時情報を前記順序に基づ
いて取得する受付開始予定日時情報取得手段と、当該取得された受付開始予定日時情報を
前記ユーザに提示する提示手段と、前記申込みの受付を前記順序に基づいて開始する受付
手段と、を含み、前記受付開始予定日時情報取得手段は、前記受付開始予定日時情報を、
前記順序が前記ユーザよりも前である他のユーザからの申込みの受付完了状況に基づいて
更新して取得する手段を含み、前記提示手段は、当該更新して取得された受付開始予定日
時情報を前記ユーザに提示可能となっていることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る申込受付システムの制御方法は、商品又はサービスの予約又は購入
の申込みを所望するユーザからのアクセスがあった場合に、当該ユーザから申込みを受け
付ける順序を設定する受付順序設定ステップと、前記申込みの受付の開始を前記順序に基
づいて待機させる受付待機ステップと、前記申込みの受付の開始が待機される場合に、前
記申込みの受付が開始される予定日時に関する受付開始予定日時情報を前記順序に基づい
て取得する受付開始予定日時情報取得ステップと、当該取得された受付開始予定日時情報
を前記ユーザに提示する提示ステップと、を含み、前記受付開始予定日時情報取得ステッ
プは、前記受付開始予定日時情報を、前記順序が前記ユーザよりも前である他のユーザか
らの申込みの受付完了状況に基づいて更新して取得するステップを含み、前記提示ステッ
プは、当該更新して取得された受付開始予定日時情報を前記ユーザに提示可能となってい
ることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係るプログラムは、商品又はサービスの予約又は購入の申込みを所望す
るユーザからのアクセスがあった場合に、当該ユーザから申込みを受け付ける順序を設定
する受付順序設定手段、前記申込みの受付の開始を前記順序に基づいて待機させる受付待
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機手段、前記申込みの受付の開始が待機される場合に、前記申込みの受付が開始される予
定日時に関する受付開始予定日時情報を前記順序に基づいて取得する受付開始予定日時情
報取得手段、及び、当該取得された受付開始予定日時情報を前記ユーザに提示する提示手
段、としてコンピュータを機能させ、前記受付開始予定日時情報取得手段は、前記受付開
始予定日時情報を、前記順序が前記ユーザよりも前である他のユーザからの申込みの受付
完了状況に基づいて更新して取得する手段を含み、前記提示手段は、当該更新して取得さ
れた前記受付開始予定日時情報を前記ユーザに提示可能となっていることを特徴とするプ
ログラムである。
【００１１】
　また、本発明に係る情報記憶媒体は、上記プログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な情報記憶媒体である。
【００１２】
　また、本発明の一態様では、前記受付手段は、前記申込みを所定の制限時間内において
受け付け、前記受付開始予定日時情報取得手段は、前記受付開始予定日時情報を、前記順
序と、前記制限時間と、に基づいて取得するようにしてもよい。
【００１３】
　また、本発明の一態様では、前記受付手段は、上限人数以内のユーザからの前記申込み
を並行して受け付け、前記受付手段は、前記上限人数をユーザの申込内容に基づいて変化
させる手段を含むようにしてもよい。
【００１４】
　また、本発明の一態様では、前記受付開始予定日時情報更新手段は、前記受付開始予定
日時情報を前記上限人数の変化に基づいて更新する手段を含むようにしてもよい。
【００１５】
　また、本発明の一態様では、前記申込みの受付が開始される前において、前記ユーザの
申込内容を前記ユーザから取得する手段を含み、前記提示手段は、前記申込みの受付の開
始が待機される場合に、前記ユーザの申込内容に応じた情報を前記ユーザに提示する手段
を含むようにしてもよい。
【００１６】
　また、本発明の一態様では、前記提示手段は、前記申込みの受付の開始が待機される場
合に、前記商品又は前記サービスの残数に関する情報を前記ユーザに提示する手段を含む
ようにしてもよい。
【００１７】
　また、本発明の一態様では、前記提示手段は、前記申込みの受付の開始が待機される場
合に、前記順序が前記ユーザよりも前である他のユーザの申込内容に関する情報を前記ユ
ーザに提示する手段を含むようにしてもよい。
【００１８】
　また、本発明の一態様では、前記提示手段は、前記申込みの受付の開始が待機される場
合に、前記申込みの受付が開始される予定日時までの待ち時間を所定の時間間隔で前記ユ
ーザに提示する手段を含むようにしてもよい。
【００１９】
　また、本発明の一態様では、前記申込みの受付が開始される予定日時までの待ち時間が
閾値以下になった場合に前記ユーザに通知する手段を含むようにしてもよい。
【００２０】
　また、本発明の一態様では、前記申込みの受付の開始が待機される場合において、前記
ユーザが前記商品又は前記サービスを予約又は購入することが可能であるか否かを、前記
順序と、当該商品又は当該サービスの残数と、に基づいて判定する判定手段と、前記判定
手段の判定結果を前記ユーザに通知する手段と、を含むようにしてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、申込みの受付が開始されるタイミングをユーザが把握できるように補
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助することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る申込受付システムの全体構成の一例を示す図である。
【図２】受付制御サーバ及び申込受付サーバのハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】チケット選択画面の一例を示す図である。
【図４】申込画面の一例を示す図である。
【図５】待機画面の一例を示す図である。
【図６】受付順序、待ち時間、及び受付開始予定日時について説明するための図である。
【図７】開始画面の一例を示す図である。
【図８】ユーザテーブルの一例を示す図である。
【図９】イベントテーブルの一例を示す図である。
【図１０】チケットテーブルの一例を示す図である。
【図１１】受付状況テーブルの一例を示す図である。
【図１２】申込受付システムの機能ブロック図である。
【図１３】申込受付システムで実行される処理の一例を示す図である。
【図１４】申込受付システムで実行される処理の一例を示す図である。
【図１５】申込受付システムで実行される処理の一例を示す図である。
【図１６】申込受付システムで実行される処理の一例を示す図である。
【図１７】申込受付システムで実行される処理の一例を示す図である。
【図１８】申込受付システムで実行される処理の一例を示す図である。
【図１９】申込受付システムで実行される処理の一例を示す図である。
【図２０】申込受付システムの変形例について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態の例について図面に基づき詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施形態に係る申込受付システムの全体構成の一例を示す。申込受付
システム１は商品又はサービスの予約又は購入の申込みを受け付けるためのシステムであ
る。図１に示すように、本実施形態に係る申込受付システム１は受付制御サーバ１０、申
込受付サーバ１２、及びデータベース１４を含む。
【００２５】
　申込受付サーバ１２はユーザからの申込みを受け付けるためのサーバであり、受付制御
サーバ１０は受付を制御するためのサーバである。受付制御サーバ１０は、ユーザ端末３
から申込受付サーバ１２へのアクセスを制御する。
【００２６】
　図２は受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ１２の各々のハードウェア構成の一例を
示す。図２に示すように、受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ１２の各々は制御部２
０、記憶部２２、光ディスクドライブ部２４、及び通信部２６を含む。
【００２７】
　制御部２０は例えば１又は複数のマイクロプロセッサを含み、記憶部２２に記憶された
オペレーティングシステム又はプログラムに従って処理を実行する。記憶部２２は主記憶
部及び補助記憶部を含む。例えば、主記憶部はＲＡＭであり、補助記憶部はハードディス
ク又はソリッドステートドライブ等である。
【００２８】
　光ディスクドライブ部２４は、光ディスク（情報記憶媒体）に記録されたプログラムや
データを読み出す。プログラムやデータは光ディスクを介して記憶部２２に供給される。
すなわち、光ディスクに記憶されたプログラムやデータが光ディスクドライブ部２４によ
って読み出され、記憶部２２に記憶される。
【００２９】
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　受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ１２の各々は、光ディスク以外の情報記憶媒体
（例えばメモリカード）に記憶されたプログラム又はデータを読み出すための構成要素を
含むようにしてもよい。そして、光ディスク以外の情報記憶媒体を介してプログラムやデ
ータが記憶部２２に供給されるようにしてもよい。
【００３０】
　通信部２６は通信ネットワーク２を介してデータ通信を行うためのものである。プログ
ラム及びデータは通信ネットワーク２を介して記憶部２２に供給されるようにしてもよい
。
【００３１】
　受付制御サーバ１０と申込受付サーバ１２との間では相互にデータ通信することが可能
である。なお、受付制御サーバ１０と申込受付サーバ１２とは一つのサーバコンピュータ
によって実現されるようにしてもよい。
【００３２】
　受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ１２はデータベース１４にアクセスすることが
可能である。データベース１４は、受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ１２とは別の
サーバコンピュータに構築されていてもよいし、受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ
１２のいずれかに構築されていてもよい。例えば、商品又はサービスの予約又は購入の申
込みを受け付けるために必要なデータがデータベース１４に記憶される。データベース１
４に記憶されるデータについては後述する（図９～図１２参照）。
【００３３】
　ユーザ端末３は、ユーザが商品又はサービスの予約又は購入を申し込むために使用する
情報処理装置である。ユーザ端末３は、例えば携帯電話、携帯情報端末、又はパーソナル
コンピュータ等である。受付制御サーバ１０とユーザ端末３との間では通信ネットワーク
２を介してデータ通信することが可能である。申込受付サーバ１２とユーザ端末３との間
でも通信ネットワーク２を介してデータ通信することが可能である。
【００３４】
　例えば、受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ１２の各々ではＨＴＴＰデーモンが起
動される。また、受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ１２の間ではセッションを共有
できるようになっている。一方、ユーザ端末３ではブラウザが起動される。ブラウザを介
して処理要求（ＨＴＴＰリクエスト）がユーザ端末３から受付制御サーバ１０又は申込受
付サーバ１２に送信される。また、上記の処理要求に対応する処理結果（ＨＴＴＰレスポ
ンス）が受付制御サーバ１０又は申込受付サーバ１２からユーザ端末３に送信される。例
えば、ウェブページ記述言語で記述されたページデータがユーザ端末３に送信される。ユ
ーザ端末３では、このページデータに基づいて、処理結果に基づく画面が表示部に表示さ
れる。
【００３５】
　なお、ここでは、ユーザ端末３と受付制御サーバ１０又は申込受付サーバ１２との間の
通信がＨＴＴＰに則って実行されることとして説明するが、ユーザ端末３と受付制御サー
バ１０又は申込受付サーバ１２との間の通信方式は、ＨＴＴＰに則った通信方式以外の通
信方式であってもよい。
【００３６】
　上記の申込受付システム１では商品又はサービスの予約又は購入の申込みが受け付けら
れる。特に申込受付システム１では、申込みの受付が開始されるのをユーザが待たなけれ
ばならない場合に、推定される受付開始日時（又は待ち時間）がユーザに提示されるよう
になっている。さらに、申込受付システム１では、ユーザが申込手続きを完了するまでの
制限時間（申込制限時間：例えば１０分）を定めることによって、受付開始日時又は待ち
時間の推定精度を向上させるようになっている。以下、上記機能について説明する。
【００３７】
　まず、ユーザが商品又はサービスの予約又は購入を申し込む場合の手順について説明す
る。なお、以下では、スポーツの試合やコンサート等の各種イベントのチケットの購入の
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申込みを受け付ける場合を例として上記手順について説明する。すなわち、商品が「チケ
ット」である場合を例として上記手順について説明する。
【００３８】
　まず、ユーザはユーザ端末３を用いて申込受付システム１にアクセスし、所望のイベン
トを選択する。ユーザが所望のイベントを選択した場合、チケットを選択するためのチケ
ット選択画面がユーザ端末３の表示部に表示される。
【００３９】
　図３はチケット選択画面の一例を示す。図３は、所望のイベントとしてプロ野球の試合
が選択された場合のチケット選択画面３０について示している。このイベントでは、二つ
のプロ野球チームの対戦が行われ、先に４勝利したチームが勝者となる。このイベントで
は、引き分けがない限り、最大で７試合が行われる。
【００４０】
　チケット選択画面３０において、ユーザは、いずれかのオプションボタン３２を選択す
ることによって、７試合のうちの所望の試合と、座席種類と、を選択する。なお、ここで
は、説明の簡便のため、一つの試合及び一つの座席種類のみを選択できることとして説明
するが、複数の試合又は複数の座席種類を選択できるようにしてもよい。
【００４１】
　いずれかのオプションボタン３２を選択した後、ユーザは申込画面ボタン３４を押下す
る。申込画面ボタン３４が押下された場合、申込受付システム１にアクセスしているユー
ザのうちの、チケット選択画面３０で選択されたチケットと同じチケットを所望している
ユーザの人数に基づいて、チケット購入の申込みを直ちに受け付けるか否かが決定される
。
【００４２】
　チケット購入の申込みを直ちに受け付けると決定された場合について説明する。この場
合、チケットの購入を申し込むための申込画面が表示される。図４は申込画面の一例を示
す。図４に示す申込画面４０は申込制限時間欄４１、枚数欄４２、決済方法欄４４、引取
方法欄４６、及び申込ボタン４８を含む。
【００４３】
　申込受付システム１では、ユーザが申込手続きを完了するまでの制限時間（例えば１０
分）が定められており、申込制限時間が経過するまでの残り時間が申込制限時間欄４１に
表示される。申込制限時間欄４１に表示される時間は所定の時間間隔で更新される。例え
ば、上記の時間間隔は１秒に設定され、申込制限時間欄４１に表示される時間は時間経過
とともに例えば１秒ずつ減少していく。この場合、申込制限時間欄４１はカウントダウン
タイマーに相当することになる。なお、上記の時間間隔は申込受付システム１の管理者が
任意に設定できるようにしてもよい。
【００４４】
　ユーザは所望のチケットの枚数を枚数欄４２において指定する。また、ユーザは決済方
法や引取方法を決済方法欄４４及び引取方法欄４６において指定する。なお、申込画面４
０にはイベント会場の座席表を表示するようにしてもよい。また、ユーザが座席表のうち
から一又は複数の座席を指定することによって、所望の座席を指定できるようにしてもよ
い。
【００４５】
　申込ボタン４８が押下された場合、チケットの購入処理が実行される。例えば、決済処
理やチケットの発行処理が実行される。なお、チケットの発行処理は、電子チケットをユ
ーザに発行するための処理であってもよいし、紙媒体のチケットをユーザに発行するため
の処理であってもよい。チケットの購入処理が実行された後、例えば、ユーザの購入処理
が完了したことを示す画面（図示せず）がユーザ端末３の表示部に表示される。
【００４６】
　なお、上述の「申込制限時間」とは、申込画面４０の申込ボタン４８が押下されるまで
の制限時間である。このため、ユーザは申込制限時間が経過するまでに申込ボタン４８を
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押下する必要がある。なお、申込制限時間が経過するまでにユーザが申込ボタン４８を押
下しなかった場合、申込手続きは中止され、その旨がユーザに通知される。
【００４７】
　チケット購入の申込みを直ちに受け付けないと決定された場合について説明する。この
場合、申込みの受付が開始されるのを待つための待機画面がユーザ端末３の表示部に表示
される。
【００４８】
　図５は待機画面の一例を示す。図５に示すように、待機画面５０は受付状況欄５２、受
付順序欄５４、受付開始予定日時欄５６、及び待ち時間欄５８を含んでいる。
【００４９】
　申込受付システム１では、同じチケットを希望している複数のユーザに関し、それらの
ユーザからの申込みを受け付ける順序が決定されるようになっている。受付状況欄５２に
は、現在何番目のユーザの申込みを受け付けているのかが表示される。受付順序欄５４に
は、ユーザに割り当てられた受付順序が表示される。受付開始予定日時欄５６には、ユー
ザからの申込みの受付が開始される予定日時が表示される。待ち時間欄５８には、ユーザ
の申込みの受付が開始されるまでの待ち時間が表示される。待ち時間欄５８に表示される
待ち時間は所定の時間間隔で更新される。例えば、上記の時間間隔は１秒に設定され、待
ち時間欄５８に表示される待ち時間は時間経過に伴って１秒ごとに減少していく。この場
合、待ち時間欄５８はカウントダウンタイマーに相当することになる。なお、上記の時間
間隔は申込受付システム１の管理者が任意に設定できるようにしてもよい。
【００５０】
　ここで、受付順序、受付開始予定日時、及び待ち時間についてもう少し詳しく説明して
おく。図６は受付順序、受付開始予定日時、及び待ち時間について説明するための図であ
る。図６は同じチケットを希望するユーザが１５人いる場合を示している。
【００５１】
　図６に示すように、この場合、これらの１５人のユーザに「１」～「１５」の受付順序
が割り当てられる。チケットを購入する意思を早く示したユーザほど、早い受付順序が割
り当てられる。すなわち、チケットを購入する意思を第ｉ（ｉ：１以上の整数）番目に示
したユーザの受付順序は「第ｉ番目」に設定される。なお例えば、チケット選択画面３０
の申込画面ボタン３４を押下した場合に、チケットを購入する意思を示したとみなされる
。
【００５２】
　申込みの受付は受付順序が早いユーザから順番に開始される。ただし、申込受付システ
ム１では、同じチケットを希望している上限人数内のユーザからの申込みが同時に並行し
て受け付けられるようになっている。
【００５３】
　例えば、チケットの残数が「５０」であり、１人のユーザが購入することが可能なチケ
ットの上限枚数が「５」である場合、１０人のユーザが５枚ずつこのチケットを購入する
と、チケットの残数は零になる。このようなチケットの購入の申込みを１１人以上のユー
ザから同時に並行して受け付けてしまうと、所望の枚数のチケットを購入できないユーザ
が生じてしまう可能性がある。そこで、このような不都合が生じないようにすべく、申込
受付システム１では、このような場合に上限人数が「１０人」に設定されるようになって
いる。
【００５４】
　図６に示す状況では、受付順序が「１」及び「２」であるユーザは申込手続きをすでに
完了している。また、受付順序が「３」～「１２」であるユーザは申込手続き中であり、
かつ、受付順序が「１３」～「１５」であるユーザは待機中である。なお、図６において
「残り時間」とは、申込制限時間が経過するまでの残り時間を意味している。
【００５５】
　図６に示す状況の場合、申込手続き中のユーザのうちで、受付順序が「３」であるユー
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ザの残り時間は「３分３０秒」になっており、最も少なくなっている。このような場合、
待機中のユーザのうちで受付順序が最も早いユーザ、すなわち受付順序が「１３」である
ユーザは最大で３分３０秒待てば、申込みの受付が開始されることになる。このため、受
付順序が「１３」であるユーザの待ち時間は「３分３０秒」になる。また、この場合、現
時点から当該待ち時間（３分３０秒）が経過する時点が、受付順序が「１３」であるユー
ザの受付開始予定日時になる。
【００５６】
　同様に、申込手続き中のユーザのうちで、受付順序が「４」であるユーザの残り時間は
「３分５０秒」になっており、第二番目に少なくなっている。このような場合、待機中の
ユーザのうちで受付順序が第二番目に早いユーザ、すなわち受付順序が「１４」であるユ
ーザは最大で３分５０秒待てば、申込みの受付が開始されることになる。このため、受付
順序が「１４」であるユーザの待ち時間は「３分５０秒」になる。また、この場合、現時
点から当該待ち時間（３分５０秒）が経過する時点が、受付順序が「１４」であるユーザ
の受付開始予定日時になる。
【００５７】
　このように、待機中のユーザのうちで受付順序が第ｉ番目に早いユーザの待ち時間は、
申込手続き中のユーザのうちで受付順序が第ｉ番目に早いユーザの残り時間になる。また
、待機中のユーザのうちで受付順序が第ｉ番目に早いユーザの受付開始予定日時は、現時
点から上記の待ち時間が経過する時点、すなわち、申込手続き中のユーザのうちで受付順
序が第ｉ番目に早いユーザの申込制限時間が経過する時点になる。
【００５８】
　申込手続き中のユーザのいずれかが申込手続きを完了すると、待機中のユーザのうちで
、受付順序が最も早いユーザの申込みの受付が開始される。図６に示す状況において、例
えば、受付順序が「５」であるユーザが申込手続きを完了すると、待機中のユーザのうち
で受付順序が最も早い、受付順序が「１３」であるユーザの申込みの受付が開始される。
【００５９】
　この場合、申込みの受付が開始された旨を通知する開始画面がユーザ端末３の表示部に
表示される。図７は開始画面の一例を示す。図７に示すように、開始画面６０は申込制限
時間欄６１及び申込画面ボタン６２を含む。申込画面４０の申込制限時間欄４１と同様、
申込制限時間が経過するまでの残り時間が申込制限時間欄６１に表示される。申込制限時
間欄６１に表示される時間は時間経過とともに例えば１秒ずつ減少していく。申込画面ボ
タン６２が押下された場合、申込画面４０がユーザ端末３の表示部に表示される。
【００６０】
　なお、受付順序が「１３」であるユーザの申込みの受付が開始された場合、受付順序が
「１４」であるユーザは、待機中のユーザのうちで受付順序が最も早いユーザになる。こ
のため、受付順序が「１４」であるユーザの待ち時間は「３分３０秒」に短縮される。同
様に、受付順序が「１５」であるユーザは、待機中のユーザのうちで受付順序が第二番目
に早いユーザになる。このため、受付順序が「１５」であるユーザの待ち時間は「３分５
０秒」に短縮される。
【００６１】
　以上に説明した申込受付システム１では、チケットの残数に比較して多くのユーザがア
クセスしてきたような場合であっても、申込みの受付を中止せずに、申込みの受付を実行
できるようになる。
【００６２】
　また、申込受付システム１では、ユーザは待機画面５０に表示される情報を頼りに、申
込みの受付が開始されるまでにどのぐらいの時間待てばよいのかをユーザが把握できるよ
うになる。
【００６３】
　また、申込受付システム１では、申込手続きを完了するまでの申込制限時間（例えば１
０分間）が定められているため、受付開始予定日時や待ち時間の精度を高めることが可能
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になる。すなわち、受付開始予定日時になっても受付が開始されないという事態が発生し
ないように担保されている。
【００６４】
　また、申込受付システム１では、待機画面５０に表示される情報が、ユーザよりも受付
順序が前である他のユーザの申込みの受付完了状況に基づいて更新される。例えば、他の
ユーザが申込制限時間よりも短い時間で申込手続きを完了した場合には、ユーザに提示さ
れる受付開始予定日時及び待ち時間が短縮されるようになっている。
【００６５】
　以下、以上に説明したような申込受付システム１を実現するための構成について説明す
る。まず、データベース１４に記憶されるデータの一例について説明する。図８～図１１
はデータベース１４に記憶されるデータの一例について示す。
【００６６】
　図８はユーザテーブルの一例を示す。ユーザテーブルは、申込受付システム１を利用す
るユーザの一覧を示す。例えば、ユーザテーブルは「ユーザＩＤ」、「パスワード」、「
氏名」、「メールアドレス」、及び「クレジットカード情報」フィールドを含む。
【００６７】
　「ユーザＩＤ」フィールドは、ユーザを一意に識別するための情報（ユーザＩＤ）を示
す。「パスワード」フィールドは、ユーザによって指定されたパスワードを示す。「氏名
」及び「メールアドレス」フィールドは、ユーザの氏名及びメールアドレスを示す。「ク
レジットカード情報」フィールドは、ユーザのクレジットカードに関する情報を示す。
【００６８】
　図９はイベントテーブルの一例を示す。イベントテーブルは、申込受付システム１にお
いてチケットが販売されているイベントの一覧を示す。例えば、イベントテーブルは「イ
ベントＩＤ」、「イベント名」、「カテゴリ」、「日時」、及び「会場」フィールドを含
む。
【００６９】
　「イベントＩＤ」フィールドは、イベントを一意に識別するための情報（イベントＩＤ
）を示す。「イベント名」フィールドはイベントの名称を示す。「カテゴリ」フィールド
はイベントのカテゴリを示す。「日時」及び「会場」フィールドはイベントの開催日時及
び開催会場を示す。
【００７０】
　図１０はチケットテーブルの一例を示す。チケットテーブルは各イベントのチケットに
関する情報を示す。チケットテーブルは「チケットＩＤ」、「イベントＩＤ」、「種別」
、「価格」、「全数」、「販売済数」、及び「残り数」フィールドを含む。
【００７１】
　「チケット」ＩＤフィールドは、チケットの種類を一意に識別するための識別情報（チ
ケットＩＤ）を示す。なお以下では、チケットＩＤが同じであるチケットのことを同じチ
ケットと記載する。「イベントＩＤ」フィールドはイベントテーブルの「イベントＩＤ」
フィールドと同様である。「種別」フィールドは座席の種別を示す。「価格」フィールド
は販売価格を示す。
【００７２】
　「全数」フィールドはチケットの全数を示す。「販売済数」フィールドはチケットの販
売済み数を示す。「残り数」フィールドはチケットの残り数（販売可能な残り数）を示す
。なお、「残り数」フィールドの値は、「全数」及び「販売済数」フィールドの値から取
得することができるため、「販売済数」及び「残り数」フィールドの一方を省略するよう
にしてもよい。
【００７３】
　なお、チケットが指定席のチケットである場合には、どの座席がどのユーザによって購
入されたかを管理するためのテーブルがチケットテーブルの他にデータベース１４に記憶
されるが、ここでは省略する。また、チケットの購入履歴を示すテーブルもデータベース
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１４に記憶されるが、ここでは省略する。
【００７４】
　図１１は受付状況テーブルの一例を示す。受付状況テーブルは、チケットの購入申込み
の受付状況を示すテーブルである。例えば、受付状況テーブルは「イベントＩＤ」、「チ
ケットＩＤ」、「受付順序」、「ＩＤ」、「申込状態フラグ」、「受付開始予定日時」、
及び「受付開始日時」フィールドを含む。
【００７５】
　「イベントＩＤ」及び「チケットＩＤ」フィールドは、ユーザが購入しようとしている
チケットのイベントＩＤ及びチケットＩＤを示す。なお、ユーザが購入しようとしている
チケットはチケットＩＤのみによって特定することができるため、「イベントＩＤ」フィ
ールドは省略するようにしてもよい。
【００７６】
　「受付順序」フィールドは、ユーザに割り当てられた受付順序を示す。「ＩＤ」フィー
ルドは、ユーザを一意に識別するための識別情報を示す。例えば、セッションＩＤが「Ｉ
Ｄ」フィールドに登録される。
【００７７】
　「申込状態フラグ」フィールドは、ユーザからの申込みの受付状態を示す。例えば、「
０」、「１」、「２」、又は「３」が「申込状態フラグ」フィールドに登録される。値「
０」は、申込みの受付が開始されていないことを示す。つまり、値「０」はユーザが待機
中であることを示す。値「１」は、申込みの受付が開始されていることを示す。つまり、
値「１」はユーザが申込手続き中であることを示す。値「２」は、申込手続きが正常に完
了したことを示す。値「３」は、申込手続きが完了する前に申込制限時間が経過したこと
によって、申込みの受付が中止されたことを示す。
【００７８】
　「受付開始予定日時」フィールドは、ユーザからの申込みの受付が開始される予定の日
時を示す。「受付開始日時」フィールドは、ユーザからの申込みの受付が実際に開始され
た日時を示す。
【００７９】
　次に、申込受付システム１で実現される機能ブロックについて説明する。図１２は、申
込受付システム１で実現される機能ブロックのうちの、本発明に関連する機能ブロックを
示す機能ブロック図である。
【００８０】
　図１２に示すように、申込受付システム１は、受付順序設定部７０（受付順序設定手段
）、受付待機部７２（受付待機手段）、受付開始予定日時情報取得部７４（受付開始予定
日情報取得手段）、提示部７６（提示手段）、及び受付部７８（受付手段）を含む。図１
２に示す各機能ブロックは受付制御サーバ１０又は申込受付サーバ１２によって実現され
る。受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ１２の制御部２０がプログラムに従って処理
を実行することによって、図１２に示す各機能ブロックが実現される。
【００８１】
　受付順序設定部７０について説明する。受付順序設定部７０は、商品又はサービスの予
約又は購入を希望するユーザからのアクセスがあった場合に、当該ユーザの受付順序を設
定する。「受付順序」とは、ユーザからの予約又は購入の申込みを受け付ける順序である
。
【００８２】
　例えば、受付順序設定部７０は、予約又は購入の意思を早く示したユーザから順番に申
込みの受付が開始されるように、受付順序を設定する。なお、受付順序設定部７０は、申
込受付システム１の特定画面（例えばチケット選択画面３０）に早くアクセスしたユーザ
から順番に申込みの受付が開始されるように、受付順序を設定するようにしてもよい。
【００８３】
　また、受付順序設定部７０は各商品又はサービスごとに受付順序を設定する。例えば、
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受付順序設定部７０は各チケットごとに受付順序を設定する。
【００８４】
　例えば、チケットＡを所望しているユーザのうちで、ユーザＸがチケットＡの購入意思
を第ｉ番目に示していた場合、受付順序設定部７０はユーザＸの受付順序を「第ｉ番目」
に設定する。なお例えば、チケット選択画面３０においてチケットＡが選択された状態で
申込画面ボタン３４が押下された場合に、受付順序設定部７０は、チケットＡの購入意思
が示されたとみなす。
【００８５】
　受付待機部７２について説明する。受付待機部７２は、ユーザからの申込みの受付の開
始を当該ユーザの受付順序に基づいて待機させる。すなわち、受付待機部７２は、ユーザ
からの申込みの受付の開始を当該ユーザの受付順序に基づいて制限（抑止）する。
【００８６】
　例えば、チケットＡを所望するユーザＸからのアクセスがあった場合、チケットＡの申
込手続き中のユーザの人数が上限人数に達していれば、受付待機部７２は、ユーザＸから
の申込みの受付の開始を待機させる。
【００８７】
　一方、チケットＡの申込手続き中のユーザの人数が上限人数未満になった場合、受付待
機部７２は、ユーザＸの受付順序に基づいて、ユーザＸからの申込みの受付の開始を待機
させる。
【００８８】
　ここで、チケットＡの申込みを待機中のユーザのうちで、ユーザの受付順序が第ｉ番目
に早いものとする。また、申込手続き中のユーザの人数をＮとし、上限人数をＮｍａｘと
する。これらのｉ，Ｎｍａｘ，Ｎがｉ＞Ｎｍａｘ－Ｎの関係を有していれば、受付待機部
７２はユーザＸからの申込みの受付の開始を待機させる。
【００８９】
　先述したように、上限人数はチケットの残数に基づいて決定される。例えば、チケット
Ａの残数が「５０」であり、１名のユーザが購入することが可能なチケットＡの上限数が
「５」である場合、チケットＡの購入申込みを１１名以上のユーザから同時に並行して受
け付けてしまうと、所望の枚数のチケットＡを購入できないユーザが生じてしまう可能性
がある。そこで、このような不都合が生じないようにすべく、このような場合には上限人
数が「１０名」に設定される。
【００９０】
　受付開始予定日時情報取得部７４について説明する。受付開始予定日時情報取得部７４
はユーザの受付開始予定日時情報を取得する。「受付開始予定日時情報」とは、ユーザか
らの申込みの受付が開始される予定日時に関する情報である。例えば、「受付開始予定日
時情報」とは、受付開始予定日時を示す情報であってもよいし、受付開始予定日時までの
待ち時間を示す情報であってもよい。また、受付開始予定日時情報の取得は、申込みの受
付が待機されると決定された時点で行われるようにしてもよいし、申込みの受付の待機が
開始される時点や開始された後の時点で行われるようにしてもよい。
【００９１】
　受付開始予定日時情報取得部７４は、ユーザの受付開始予定日時情報を、当該ユーザの
受付順序と申込制限時間とに基づいて取得する。例えば、受付開始予定日時情報取得部７
４は、ユーザの受付開始予定日時を当該ユーザの受付順序と申込制限時間とに基づいて推
計することによって、ユーザの受付開始予定日時情報を取得する。
【００９２】
　例えば、チケットＡの申込みを待機中のユーザのうちで、ユーザＸの受付順序が第ｉ番
目に早い場合、受付開始予定日時情報取得部７４は、チケットＡの申込手続き中のユーザ
のうちで、受付順序が第ｉ（ｉ：１以上の整数）番目に高いユーザの申込制限時間が経過
する時点を、ユーザＸの受付開始予定日時として推定する。
【００９３】
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　提示部７６について説明する。提示部７６は、ユーザの受付開始日時情報を当該ユーザ
に提示する。例えば、提示部７６は、ユーザの受付開始日時及び待ち時間の少なくとも一
方を当該ユーザに提示する。なお、受付開始日時情報の提示は、申込みの受付が待機され
ると決定された時点で行われるようにしてもよいし、申込みの受付の待機が開始される時
点や開始された後の時点で行われるようにしてもよい。
【００９４】
　例えば、提示部７６は、ユーザの受付開始予定日時及び待ち時間を待機画面５０の受付
開始予定日時欄５６及び待ち時間欄５８に表示する。なお、提示部７６は、受付開始予定
日時欄５６及び待ち時間欄５８を表示する代わりに、例えば、ユーザの受付開始予定日時
になるまでの残り時間（待ち時間）を示すプログレスバー画像（ゲージ画像）又は砂時計
画像を表示するようにしてもよい。
【００９５】
　または、提示部７６は、ユーザよりも受付順序が早く、かつ、待機中の他のユーザの人
数と、申込制限時間と、の組合せを表示するようにしてもよい。例えば、ユーザよりも受
付順序が早く、かつ、待機中の他のユーザの人数が３人である場合、提示部７６は、「あ
なたは３番目の受付です。」又は「あなたの受付が開始されるまでにあと３人です。」等
のメッセージを申込制限時間とともに表示するようにしてもよい。この場合、申込制限時
間を表示する代わりに、一人のユーザあたりの平均申込時間又は標準申込時間を表示する
ようにしてもよい。なお、「申込時間」とは、ユーザが申込手続きを完了するまでにかか
る時間である。
【００９６】
　受付部７８について説明する。受付部７８は、ユーザからの申込みの受付を当該ユーザ
の受付順序に基づいて開始し、当該ユーザからの申込みを所定の申込制限時間内において
受け付ける。
【００９７】
　また、受付部７８は、同じチケットの申込みを複数のユーザから同時に並行して受け付
ける。すなわち、受付部７８は、同じチケットの申込みを上限人数以内のユーザから同時
に並行して受け付ける。
【００９８】
　例えば、チケットＡの申込手続き中のユーザの人数が上限人数未満になった場合、受付
部７８は、チケットＡの申込手続き中のユーザの人数が上限人数に達するように、チケッ
トＡの申込みを待機中のユーザのうちから、一又は複数のユーザを各ユーザの受付順序に
基づいて選出する。すなわち、受付部７８は、チケットＡの申込みを待機中のユーザのう
ちから、一又は複数のユーザを、受付順序の早いユーザから順に選出する。そして、受付
部７８は、選出されたユーザからのチケットＡの購入申込みを受け付ける。
【００９９】
　次に、申込受付システム１で実行される処理について説明する。図１３は、受付制御サ
ーバ１０で所定時間（例えば１分）ごとに実行される処理の一例を示す。図１３に示す処
理は受付状況テーブルを更新するための処理である。
【０１００】
　図１３に示すように、受付制御サーバ１０の制御部２０は受付状況テーブルにアクセス
し、申込手続き中のユーザのうちに、申込制限時間が経過したユーザが存在するか否かを
判定する（Ｓ１０１）。
【０１０１】
　なお、「申込手続き中のユーザ」とは申込状態フラグが「１」であるユーザである。ま
た、申込制限時間が経過したか否かは、受付開始日時から申込制限時間（例えば１０分間
）が経過しているか否かを判定することによって判定することが可能である。
【０１０２】
　申込制限時間が経過したユーザが存在すると判定された場合、制御部２０は、そのユー
ザからの申込みの受付を中止する。すなわち、制御部２０は受付状況テーブルにアクセス
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し、そのユーザの申込状態フラグを「３」に更新する（Ｓ１０２）。
【０１０３】
　図１４～図１６は、チケット選択画面３０の申込画面ボタン３４が押下された場合に実
行される処理の一例を示す。受付制御サーバ１０及び申込受付サーバ１２の各々の制御部
２０がプログラムに従って図１４～図１６に示す処理を実行することによって、図１２に
示す機能ブロックが実現される。
【０１０４】
　チケット選択画面３０の申込画面ボタン３４が押下された場合、図１４に示すように、
ユーザ端末３の制御部は申込画面４０の画面データを受付制御サーバ１０に要求する（Ｓ
２０１）。この場合、ユーザが所望しているチケットのイベントＩＤ及びチケットＩＤが
受付制御サーバ１０に送信される。なお、以降に説明する処理においても、ユーザ端末３
から受付制御サーバ１０又は申込受付サーバ１２へのアクセスが行われる場合には、ユー
ザが所望しているチケットのイベントＩＤ及びチケットＩＤが送信されるようになってい
る。
【０１０５】
　上記要求が受付制御サーバ１０によって受信された場合、受付制御サーバ１０の制御部
２０（受付順序設定部７０）はユーザの受付順序を設定する（Ｓ２０２）。また、制御部
２０はユーザの申込状態フラグを「０」に初期設定する（Ｓ２０３）。
【０１０６】
　ステップＳ２０２，Ｓ２０３において、制御部２０は新たなレコードを受付状況テーブ
ルに追加する。そして、制御部２０は新たに追加したレコードの各フィールドに下記情報
を登録する。
【０１０７】
　すなわち、制御部２０は、ユーザが所望しているチケットのイベントＩＤ及びチケット
ＩＤを「イベントＩＤ」及び「チケットＩＤ」フィールドに登録する。また、制御部２０
は、ユーザが所望しているチケットと同じチケットを所望しているユーザのうちで、受付
順序が最も遅いユーザの受付順序を取得し、その受付順序の一つ後の受付順序を「受付順
序」フィールドに登録する。さらに、制御部２０はセッションＩＤを「ＩＤ」フィールド
に登録し、値「０」を「申込状態フラグ」フィールドに登録する。
【０１０８】
　また、制御部２０は受付状況テーブルを参照し、ユーザが所望しているチケットの申込
手続き中のユーザの人数（Ｎ）を取得する（Ｓ２０４）。すなわち、制御部２０は、ユー
ザが所望しているチケットのイベントＩＤ及びチケットＩＤが「イベントＩＤ」及び「チ
ケットＩＤ」フィールドに登録され、かつ、値「１」が「申込状態フラグ」フィールドに
登録されているレコードの数を上記人数（Ｎ）として取得する。
【０１０９】
　そして、制御部２０は上記人数（Ｎ）が閾値（Ｎｍａｘ）未満であるか否かを判定する
（Ｓ２０５）。先述したように、申込受付システム１では、同じチケットの申込みを同時
に上限人数以内のユーザから並行して受け付けられるようになっており、この上限人数が
閾値（Ｎｍａｘ）として設定される。
【０１１０】
　例えば、チケットＡの残数が「５０」であり、１人のユーザが購入することが可能なチ
ケットＡの上限数が「５」である場合、「１０」がチケットＡの閾値（Ｎｍａｘ）として
設定される。なお、チケットの残数はチケットごとに異なるため、閾値（Ｎｍａｘ）はチ
ケットごとに設定される。また、１人のユーザが購入することが可能なチケットの上限数
もチケットごとに異なる場合がある。
【０１１１】
　上記人数（Ｎ）が閾値（Ｎｍａｘ）未満であると判定された場合、制御部２０は、ステ
ップＳ２０２で設定されたユーザの受付順序が、ユーザが所望しているチケットの申込み
を待機中のユーザのうちで何番目に早いかを判断する（Ｓ２０６）。ここで、「申込手続
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き中のユーザ」とは申込状態フラグが「０」であるユーザである。なお、このステップＳ
２０６では、ユーザの受付順序が、ユーザが所望しているチケットの申込を待機中のユー
ザのうちで第ｉ番目に早いと判断されたこととして、以降の処理を説明する。
【０１１２】
　そして、制御部２０は、ｉ≦Ｎｍａｘ－Ｎの関係が成立しているか否かを判定する（Ｓ
２０７）。ｉ≦Ｎｍａｘ－Ｎの関係が成立していると判定された場合、制御部２０（受付
部７８）は、ユーザからの申込みの受付を開始するための処理を実行する。
【０１１３】
　すなわち、制御部２０はユーザの申込状態フラグを「１」に設定し（Ｓ２０８）、ユー
ザの受付開始日時として現在日時を登録する（Ｓ２０９）。すなわち、制御部２０は受付
状況テーブルにアクセスし、セッションＩＤが「ＩＤ」フィールドに登録されているレコ
ードの「申込状態フラグ」フィールドに値「１」を登録し、「受付開始日時」フィールド
に現在日時を登録する。
【０１１４】
　その後、図１５に示すように、制御部２０は申込画面４０の画面データへのリンク情報
をユーザ端末３に通知する（Ｓ２１０）。そして、ユーザ端末３の制御部はリンク情報に
従って申込画面４０の画面データを申込受付サーバ１２に要求する（Ｓ２１１）。上記要
求が申込受付サーバ１２によって受信された場合、申込受付サーバ１２の制御部２０は申
込画面４０の画面データをユーザ端末３に送信する（Ｓ２１２）。
【０１１５】
　なお、申込画面４０の画面データ（ページデータ）には、申込制限時間が経過するまで
の残り時間を申込制限時間欄４１に表示するための情報が組み込まれる。例えば、受付開
始日時と申込制限時間との組合せが上記情報として組み込まれる。または、申込制限時間
が経過する日時が上記情報として組み込まれる。あるいは、現時点から申込制限時間が経
過するまでの残り時間が上記情報として組み込まれる。
【０１１６】
　また、申込画面４０の画面データ（ページデータ）には、申込制限時間欄４１に表示さ
れる時間を所定時間（例えば１秒）ごとに更新するためのプログラムが組み込まれる。申
込画面４０がユーザ端末３の表示部に表示されている場合には、このプログラムが実行さ
れることによって、申込制限時間欄４１に表示される時間が所定時間（例えば１秒）ごと
に更新される。
【０１１７】
　申込画面４０の画面データがユーザ端末３において受信された場合、ユーザ端末３の制
御部は申込画面４０を表示部に表示する（Ｓ２１３）。
【０１１８】
　図１４のステップＳ２０５において、上記人数（Ｎ）が閾値（Ｎｍａｘ）以上であると
判定された場合、又は、ステップＳ２０７において、ｉ≦Ｎｍａｘ－Ｎの関係が成立して
いないと判定された場合、制御部２０（受付待機部７２）は、ユーザからの申込みの受付
開始を待機させるための処理を実行する。
【０１１９】
　すなわち、図１６に示すように、制御部２０（受付開始予定日時情報取得部７４）はユ
ーザの待ち時間を取得する（Ｓ２１４）。例えば、ユーザの受付順序が、ユーザが所望し
ているチケットの申込みの待機中のユーザのうちで第ｉ番目に早い場合、制御部２０は受
付状況テーブルにアクセスし、ユーザが所望しているチケットの申込手続き中のユーザの
うちで、受付順序が第ｉ番目に早いユーザの残り時間を、ユーザの待ち時間として取得す
る。なお、ここで、「残り時間」とは、申込制限時間が経過するまでの残り時間のことを
意味している。
【０１２０】
　また、制御部２０（受付開始予定日時情報取得部７４）はユーザの受付開始予定日時を
取得する（Ｓ２１５）。例えば、制御部２０は、ステップＳ２１４で取得された待ち時間
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が現在日時から経過する日時を受付開始予定日時として取得する。この場合、制御部２０
は受付状況テーブルにアクセスし、セッションＩＤが「ＩＤ」フィールドに登録されてい
るレコードの「受付開始予定日時」フィールドに、取得された受付開始予定日時を登録す
る。
【０１２１】
　その後、制御部２０（提示部７６）は待機画面５０の画面データをユーザ端末３に送信
する（Ｓ２１６）。この場合、待機画面５０の受付順序欄５４にはユーザの受付順序がセ
ットされる。また、受付開始予定日時欄５６にはステップＳ２１５で取得された受付開始
所定日時がセットされ、待ち時間欄５８にはステップＳ２１４で取得された待ち時間がセ
ットされる。また、受付状況欄５２には、ユーザが所望しているチケットの申込手続き中
のユーザのうちで、受付順序が最も遅いユーザの受付順序がセットされる。
【０１２２】
　待機画面５０の画面データがユーザ端末３において受信された場合、ユーザ端末３の制
御部は待機画面５０を表示部に表示する（Ｓ２１７）。
【０１２３】
　図１７は、待機画面５０が表示されている場合に実行される処理の一例を示す。待機画
面５０の画面データ（ページデータ）には、所定時間（例えば１分）ごとに待機画面５０
の更新を受付制御サーバ１０に要求するためのプログラムが埋め込まれている。このため
、待機画面５０が表示されている場合、ユーザ端末３の制御部は所定時間ごとに待機画面
５０の更新を受付制御サーバ１０に要求する（Ｓ３０１）。
【０１２４】
　上記要求が受付制御サーバ１０によって受信された場合、受付制御サーバ１０の制御部
２０は受付状況テーブルを参照し、ユーザが所望しているチケットの申込手続き中のユー
ザの人数（Ｎ）を取得する（Ｓ３０２）。そして、制御部２０は上記人数（Ｎ）が閾値（
Ｎｍａｘ）以上であるか否かを判定する（Ｓ３０３）。これらのステップＳ３０２，Ｓ３
０３は図１４のステップＳ２０４，Ｓ２０５と同様である。
【０１２５】
　上記人数（Ｎ）が閾値（Ｎｍａｘ）未満であると判定された場合、制御部２０は、ユー
ザの受付順序が、ユーザが所望しているチケットの申込みを待機中のユーザのうちで何番
目に早いかを判断する（Ｓ３０４）。そして、制御部２０は、ｉ≦Ｎｍａｘ－Ｎの関係が
成立しているか否かを判定する（Ｓ３０５）。これらのステップＳ３０４，Ｓ３０５は図
１４のステップＳ２０６，Ｓ２０７と同様である。
【０１２６】
　一方、ステップＳ３０３において、上記人数（Ｎ）が閾値（Ｎｍａｘ）以上であると判
定された場合や、ステップＳ３０５において、ｉ≦Ｎｍａｘ－Ｎの関係が成立していない
と判定された場合、制御部２０（受付待機部７２）は図１６に示す処理（Ｓ２１４～Ｓ２
１６）を実行し、その結果として、ユーザ端末３の表示部に表示される待機画面５０が更
新される（Ｓ２１７）。この場合、受付順序がユーザよりも前の他のユーザの申込みの受
付完了状況に基づいて、ユーザの待ち時間及び受付開始予定日時が更新され、更新後の待
ち時間及び受付開始予定日時がユーザに提示される。
【０１２７】
　例えば図６に示す状況の場合において、受付順序が「４」であるユーザが受付順序が「
３」であるユーザよりも先に申込み手続きを完了すると、受付順序が「１３」であるユー
ザの申込みの受付が開始される。この場合、受付順序が「１４」であるユーザは待機中の
ユーザの中で受付順序が最も早くなる。その結果、受付順序が「１４」であるユーザの待
ち時間は「３分３０秒」に短縮されることになる。
【０１２８】
　ステップＳ３０５において、ｉ≦Ｎｍａｘ－Ｎの関係が成立していると判定された場合
、制御部２０（受付部７８）はユーザの申込状態フラグを「１」に更新し（Ｓ３０６）、
ユーザの受付開始日時として現在日時を設定する（Ｓ３０７）。これらのステップＳ３０
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６，Ｓ３０７は図１４のステップＳ２０８，Ｓ２０９と同様である。
【０１２９】
　その後、制御部２０は、申込みの受付が開始されたことを通知するための開始画面６０
の画面データをユーザ端末３に送信する（Ｓ３０８）。
【０１３０】
　なお、申込画面４０の画面データと同様、開始画面６０の画面データ（ページデータ）
にも、申込制限時間が経過するまでの残り時間を申込制限時間欄６１に表示するための情
報や、申込制限時間欄６１に表示される時間を所定時間（例えば１秒）ごとに更新するた
めのプログラムが組み込まれる。
【０１３１】
　開始画面６０の画面データがユーザ端末３において受信された場合、ユーザ端末３の制
御部は開始画面６０を表示部に表示する（Ｓ３０９）。
【０１３２】
　開始画面６０が表示されている間、ユーザ端末３の制御部は申込画面ボタン６２が押下
されたか否かを監視する。図１８は申込画面ボタン６２が押下された場合に実行される処
理の一例を示す。
【０１３３】
　申込画面ボタン６２が押下された場合、図１８に示すように、ユーザ端末３の制御部は
申込画面４０の画面データを受付制御サーバ１０に要求する（Ｓ４０１）。この場合、受
付制御サーバ１０の制御部２０は申込画面４０の画面データへのリンク情報をユーザ端末
３に通知する（Ｓ４０２）。そして、ユーザ端末３の制御部はリンク情報に従って申込画
面４０の画面データを申込受付サーバ１２に要求する（Ｓ４０３）。
【０１３４】
　上記要求が申込受付サーバ１２によって受信された場合、申込受付サーバ１２の制御部
２０はユーザの申込状態フラグが「３」であるか否かを判定する（Ｓ４０４）。
【０１３５】
　ここで、ユーザの申込状態フラグが「３」である場合とは、開始画面６０の申込画面ボ
タン６２を押下する前に申込制限時間が経過してしまったことによって、図１３に示す処
理によって申込状態フラグが「３」に更新されてしまった場合である。このような場合、
制御部２０は、申込みの受付が中止されたことを通知するための中止画面の画面データを
ユーザ端末３に送信する（Ｓ４０５）。この場合、ユーザ端末３の制御部は中止画面を表
示部に表示する（Ｓ４０７）。
【０１３６】
　一方、ユーザの申込状態フラグが「３」でないと判定された場合、制御部２０は申込画
面４０の画面データをユーザ端末３に送信する（Ｓ４０６）。この場合、ユーザ端末３の
制御部は申込画面４０を表示部に表示する（Ｓ４０７）。これらのステップＳ４０６，Ｓ
４０７は図１５のステップＳ２１２，Ｓ２１３と同様である。
【０１３７】
　申込画面４０がユーザ端末３の表示部に表示されている間、ユーザ端末３の制御部は申
込ボタン４８が押下されたか否かを監視する。図１９は、申込ボタン４８が押下された場
合に実行される処理の一例を示す。
【０１３８】
　申込ボタン４８が押下された場合、図１９に示すように、ユーザ端末３の制御部はチケ
ットの購入処理を申込受付サーバ１２に要求する（Ｓ５０１）。
【０１３９】
　上記要求が申込受付サーバ１２で受信された場合、申込受付サーバ１２の制御部２０は
、ユーザの申込状態フラグが「３」であるか否かを判定する（Ｓ５０２）。
【０１４０】
　ここで、ユーザの申込状態フラグが「３」である場合とは、申込画面４０の申込ボタン
４８を押下する前に申込制限時間が経過してしまったことによって、図１３に示す処理に
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よって申込状態フラグが「３」に更新されてしまった場合である。このような場合、制御
部２０は、申込みの受付が中止されたことを通知するための中止画面の画面データをユー
ザ端末３に送信する（Ｓ５０３）。この場合、ユーザ端末３の制御部は中止画面を表示部
に表示する（Ｓ５０７）。
【０１４１】
　一方、ユーザの申込状態フラグが「３」でないと判定された場合、制御部２０はチケッ
トの購入処理を実行する（Ｓ５０４）。例えば、制御部２０はチケットの発行処理や決済
処理を実行する。また、制御部２０はチケットテーブルにアクセスし、チケットの販売済
数及び残数を更新する。
【０１４２】
　その後、制御部２０はユーザの申込状態フラグを「２」に更新する（Ｓ５０５）。すな
わち、制御部２０は受付状況テーブルにアクセスし、セッションＩＤが「ＩＤ」フィール
ドに登録されているレコードの「申込状態フラグ」フィールドの値を「１」から「２」に
更新する。
【０１４３】
　また、制御部２０は、チケットの購入処理の結果を示す結果画面の画面データをユーザ
端末３に送信する（Ｓ５０６）。この場合、ユーザ端末３の制御部は結果画面を表示部に
表示する（Ｓ５０７）。
【０１４４】
　以上に説明した申込受付システム１では、商品又はサービスの残数に比較して多くのユ
ーザがアクセスしてきたような場合であっても、申込みの受付を中止せずに、申込みの受
付を実行できるようになる。
【０１４５】
　また、申込受付システム１では、ユーザは待機画面５０に表示される情報を頼りに、申
込みの受付が開始されるまでにどのぐらいの時間待てばよいのかを把握できるようになる
。すなわち、申込受付システム１によれば、ユーザにとって、申込みの受付が開始される
までにどのぐらいの時間待てばよいのかが分かるようになるという利点がある。また、申
込を受け付ける側の者にとって、申込みの受付が開始されるまでにどのぐらいの時間待て
ばよいのかが分からないことに起因する不満をユーザに感じせないように図ることが可能
になり、その結果として、ユーザの満足度を向上できるようになるという利点がある。
【０１４６】
　また、申込受付システム１では、ユーザが申込手続きを完了するまでの申込制限時間（
例えば１０分間）が定められているため、受付開始予定日時や待ち時間の精度を高めるこ
とが可能になる。申込受付システム１によれば、受付開始予定日時になっても受付が開始
されないという事態が発生しないように担保されるようになる。
【０１４７】
　また、申込受付システム１では、待機画面５０に表示される情報が、ユーザよりも受付
順序が前である他のユーザからの申込みの受付完了状況に基づいて更新される。例えば、
他のユーザが申込制限時間よりも短い時間で申込み手続きを完了した場合には、ユーザに
提示される受付開始予定日時及び待ち時間が更新されるようになっている。
【０１４８】
　なお、本発明は以上に説明した実施形態に限定されるものではない。
【０１４９】
　［１］例えば、提示部７６は、ユーザからの申込みの受付が待機されている場合におい
て、商品又はサービスの残数に関する情報をユーザに提示するようにしてもよい。例えば
、提示部７６は、ユーザが所望しているチケットの残数を待機画面５０に表示するように
してもよい。このようにすれば、受付が開始されるのを待っている間にユーザは所望のチ
ケットの残数を把握できるようになる。
【０１５０】
　［２］例えば、提示部７６は、ユーザからの申込みの受付が待機されている場合におい
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て、受付順序がユーザよりも前である他のユーザの申込内容に関する情報をユーザに提示
するようにしてもよい。例えば、提示部７６は、受付順序がユーザよりも前である他のユ
ーザによって購入された、ユーザが所望しているチケットの合計枚数を待機画面５０に表
示するようにしてもよい。このようにすれば、受付が開始されるのを待っている間にユー
ザは所望のチケットの売れ行きを把握できるようになる。
【０１５１】
　［３］例えば、提示部７６は、ユーザからの申込みの受付が待機されている場合におい
て、当該ユーザの申込内容に応じた情報を当該ユーザに提示するようにしてもよい。例え
ば、提示部７６は、ユーザが所望しているチケットと同じカテゴリのチケットに関する情
報をユーザに提示するようにしてもよい。このようにすれば、受付が開始されるのを待っ
ている間の時間をユーザが有効に活用できるようになる。
【０１５２】
　［４］例えば、受付制御サーバ１０は、ユーザの待ち時間が閾値以下になった場合にユ
ーザに通知するようにしてもよい。
【０１５３】
　例えば、受付制御サーバ１０は、ユーザの待ち時間が閾値以下になった場合に、その旨
を示す電子メール等をユーザに送信するようにしてもよい。なお、この場合、待機画面５
０においてユーザがメールアドレスを入力できるようにすればよい。そして、ユーザによ
って入力されたメールアドレスに上記の電子メールを送信するようにすればよい。
【０１５４】
　また例えば、受付制御サーバ１０は、ユーザの待ち時間が閾値以下になった場合にその
旨を示すメッセージを表示するようなプログラムを待機画面５０の画面データに組み込ん
でおくようにしてもよい。
【０１５５】
　［５］例えば、受付制御サーバ１０（判定手段）は、ユーザからの申込みの受付が待機
されている間において、当該ユーザが商品又はサービスを予約又は購入することが可能で
あるか否かを、当該ユーザの受付順序と、当該商品又は当該サービスの残数と、に基づい
て判定するようにしてもよい。また、受付制御サーバ１０は判定結果をユーザに通知する
ようにしてもよい。
【０１５６】
　［５－１］例えば、受付制御サーバ１０（判定手段）は、ユーザからの申込みの受付が
待機されている間において、当該ユーザが商品又はサービスを予約又は購入することが可
能であるか否かを、当該ユーザの受付順序と、当該商品又は当該サービスの残数と、各ユ
ーザが申し込むことが可能な当該商品又は当該サービスの上限数と、に基づいて判定する
ようにしてもよい。
【０１５７】
　例えば、図６に示す状況において、ユーザの受付順序が「１５」である場合を想定する
。また、一人のユーザが購入可能なチケットの上限枚数が５枚である場合を想定する。
【０１５８】
　この場合、申込手続き中のユーザは１０人であり、待機中のユーザのうち、受付順序が
「１５」よりも早いユーザの人数は２人である。すなわち、ユーザよりも早くチケットを
購入することが可能なユーザの人数は１２人であるため、ユーザよりも先に購入され得る
最大枚数は６０枚である。
【０１５９】
　この場合、チケットの残数が上記最大枚数より多ければ、ユーザはチケットを購入する
ことが可能であるため、受付制御サーバ１０は、チケットを購入可能である旨をユーザに
通知するようにしてもよい。
【０１６０】
　一方、チケットの残数が上記最大枚数以下であれば、ユーザがチケットを購入できなく
なる可能性があるため、受付制御サーバ１０は、チケットを購入できない可能性がある旨
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をユーザに通知するようにしてもよい。なお、この場合、チケットの残数と上記最大枚数
との差が大きいほど、ユーザがチケットを購入できない可能性が高くなる。このため、チ
ケットの残数と上記最大枚数との差に基づいて、ユーザがチケットを購入できなくなる可
能性の高さを示す指標をユーザに提示するようにしてもよい。
【０１６１】
　［５－２］例えば、受付制御サーバ１０（判定手段）は、ユーザからの申込みの受付が
待機されている間において、当該ユーザが商品又はサービスを予約又は購入することが可
能であるか否かを、当該ユーザの受付順序と、当該商品又は当該サービスの残数と、各ユ
ーザが申し込むことが可能な当該商品又は当該サービスの下限数と、に基づいて判定する
ようにしてもよい。
【０１６２】
　例えば、図６に示す状況において、ユーザの受付順序が「１５」である場合を想定する
。また、一人のユーザが購入可能なチケットの下限枚数が１枚である場合を想定する。
【０１６３】
　この場合、申込手続き中のユーザは１０人であり、待機中のユーザのうち、受付順序が
「１５」よりも早いユーザの人数は２人である。すなわち、ユーザよりも早くチケットを
購入することが可能なユーザの人数は１２人であるため、ユーザよりも先に購入され得る
最小枚数は１２枚である。
【０１６４】
　この場合、チケットの残数が上記最小枚数以下であれば、ユーザはチケットを購入する
ことができないため、受付制御サーバ１０は、チケットを購入することができない旨をユ
ーザに通知するようにしてもよい。
【０１６５】
　一方、チケットの残数より上記最小枚数より多ければ、ユーザはチケットを購入できる
可能性があるため、受付制御サーバ１０は、チケットを購入できる可能性がある旨をユー
ザに通知するようにしてもよい。なお、この場合、チケットの残数と上記最小枚数との差
が大きいほど、ユーザがチケットを購入できる可能性が高くなる。このため、チケットの
残数と上記最小枚数との差に基づいて、ユーザがチケットを購入できる可能性の高さを示
す指標をユーザに提示するようにしてもよい。
【０１６６】
　［６］例えば、ユーザからの申込みの受付が開始される前において、受付制御サーバ１
０は、ユーザが所望する数量（商品又はサービスの数量）を取得するようにしてもよい。
すなわち、受付制御サーバ１０は、ユーザが所望するチケットの枚数を当該ユーザから取
得するようにしてもよい。例えば、チケット選択画面３０においてユーザが所望の枚数も
指定できるようにしてもよい。または、待機画面５０においてユーザが所望の枚数を指定
できるようにしてもよい。
【０１６７】
　［６－１］例えば、提示部７６は、ユーザが所望しているチケットの残数と、ユーザが
所望している枚数と、の差が所定の閾値以下になった場合に、その旨をユーザに通知する
ようにしてもよい。このようにすれば、受付が開始されるのを待っている間において、ユ
ーザが所望しているチケットの残数がユーザが所望している枚数に近づいていることをユ
ーザは把握できるようになる。
【０１６８】
　［６－２］また例えば、提示部７６は、ユーザが所望しているチケットの残数と、ユー
ザが所望している枚数と、残っている座席の隣接状況と、に基づいて、ユーザへの通知を
実行するようにしてもよい。すなわち、提示部７６は、ユーザが所望している数の隣り合
う座席（すなわち、ユーザが所望している数の横一列に連続して並んだ座席）が残ってい
るか否かを判定し、その判定結果をユーザに通知するようにしてもよい。
【０１６９】
　複数のチケットを所望するユーザは複数の隣り合う座席を希望するのが一般的である。
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この点、以上のようにすれば、受付が開始されるのを待っている間において、ユーザが所
望している数の隣り合う座席が残っているか否かをユーザは把握できるようにすることが
可能になる。
【０１７０】
　［６－３］例えば、受付部７８は、同じチケットの購入申込みを同時に並行して受け付
けることが可能なユーザの上限人数を、申込みの受付が開始される前において指定される
ユーザの所望の枚数に基づいて変化させるようにしてもよい。
【０１７１】
　ここで、図２０に示すような状況を想定する。なお、チケットの残数は５０枚であると
想定する。図２０において、「所望枚数」は、チケット選択画面３０（又は待機画面５０
）において各ユーザが指定した所望の枚数である。
【０１７２】
　この場合、申込手続き中の１０人のユーザが事前に指定した所望の枚数の合計は４２枚
である。また、待機中の３人のユーザのうち、受付順序が最も高いユーザが事前に指定し
た所望の枚数は４枚であり、受付順序が第２番目に高いユーザが事前に指定した所望の枚
数は３枚である。これらの枚数の合計は４９枚であり、チケットの残数（５０枚）よりも
少ない。
【０１７３】
　このような場合、受付部７８は、上限人数を１０人よりも１２人に増やし、受付順序が
「１３」及び「１４」であるユーザからの申込みも受け付けるようにしてもよい。すなわ
ち、受付部７８は、所望の枚数の合計がチケットの残数以下になるようにして、上記上限
人数を増やすようにしてもよい。
【０１７４】
　また、この場合、受付開始予定日時情報取得部７４は、受付開始予定日時情報を上記上
限人数の変化に基づいて更新するようにしてもよい。
【０１７５】
　例えば、上述の場合、受付順序が「１３」及び「１４」であるユーザからの申込みの受
付が開始されることによって、受付順序が「１５」であるユーザは、待機中のユーザのう
ちで受付順序が最も高いユーザになる。このため、受付開始予定日時情報取得部７４は、
受付順序が「１５」であるユーザを待ち時間を「４分１５秒」から「３分３０秒」に更新
するようにしてもよい。
【０１７６】
　［６－４］また例えば、受付部７８は、同じチケットの購入申込みを同時に並行して受
け付けることが可能なユーザの上限人数を、申込みの受付が開始される前において指定さ
れるユーザの所望の枚数と、残っている座席の隣接状況と、に基づいて変化させるように
してもよい。
【０１７７】
　例えば、受付部７８は、所望の枚数を購入できるユーザの数が最も多くなるようにして
、ユーザの上限人数を設定するようにしてもよい。
【０１７８】
　ここで、１３個の隣り合う座席（すなわち、横一列に連続して並んだ１３個の座席）が
残っており、１枚のチケットを所望する５人のユーザと、２枚のチケットを所望する６人
のユーザとが存在している場合を想定する。なお、各ユーザに割り当てる座席は申込受付
システム１側で自動的に決定されるものとする。
【０１７９】
　このような場合、１枚のチケットを所望する１人のユーザと、２枚のチケットを所望す
る６人のユーザとがチケットを購入することが可能である（ケースＡ）。または、１枚の
チケットを所望する３人のユーザと、２枚のチケットを所望する５人のユーザとがチケッ
トを購入することも可能である（ケースＢ）。あるいは、２枚のチケットを所望する４人
のユーザと、１枚のチケットを所望する５人のユーザとがチケットを購入することも可能
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である（ケースＣ）。
【０１８０】
　ケースＡでは７人のユーザがチケットを購入できることになり、ケースＢでは８人のユ
ーザがチケットを購入できることになる。また、ケースＣでは９人のユーザがチケットを
購入できることになる。
【０１８１】
　このような場合、受付部７８は、所望の枚数を購入できるユーザの数が最も多くなるよ
うにして、ユーザの上限人数を設定するようにしてもよい。すなわち、上記の例の場合に
は、受付部７８は、所望の枚数を購入できるユーザの数が最も多くなるようにして、ユー
ザの上限人数を「９」に設定するようにしてもよい。
【０１８２】
　また、上記のような場合、受付順序設定部７０は、所望の枚数を購入できるユーザの数
が最も多くなるようにして、ユーザの受付順序を設定することになる。すなわち、上記の
例の場合には、受付順序設定部７０は、２枚のチケットを所望する４人のユーザと、１枚
のチケットを所望する５人のユーザとの受付順序を他のユーザよりも早く設定することに
なる。
【０１８３】
　なお、ユーザが所望の座席を指定できるようになっている場合には、１枚のチケットを
所望するユーザ達が１つの座席が間に入るようにして座席を選択してしまう場合があり、
その結果として、２枚のチケットを所望するユーザが２つの隣り合う座席のチケットを購
入できなくなってしまう場合がある。このため、上記の例の場合に、受付順序設定部７０
は、２枚のチケットを所望する４人のユーザの受付順序を、１枚のチケットを所望する５
人のユーザよりも早く設定するようにしてもよい。そして、２枚のチケットを所望する４
人のユーザの申込手続きが完了した後で、１枚のチケットを所望する５人のユーザからの
申込みの受付を開始するようにしてもよい。なお、各ユーザに割り当てる座席が申込受付
システム１側で自動的に決定されるようになっている場合には、このような受付順序の設
定について考慮する必要はない。
【０１８４】
　以上のようにすれば、なるべく多くのユーザが所望の枚数のチケットを購入できるよう
にすることが可能になる。
【０１８５】
　［７］例えば、提示部７６は、イベント会場の座席表を待機画面５０に表示するように
してもよい。また、提示部７６はチケット（座席）の現在の購入状況を座席表に反映させ
るようにしてもよい。例えば、提示部７６は、すでに購入された座席と、まだ購入されて
いない座席と、を区別して表示するようにしてもよい。なお、上述の変形例６のように、
ユーザが所望する枚数を事前に取得する場合には、ユーザが所望する数の隣接する席を座
席表において区別表示するようにしてもよい。このようにすれば、受付が開始されるのを
待っている間の時間をユーザが有効に活用できるようになる。
【０１８６】
　［８］例えば、待機画面５０においてユーザが決済方法や引取方法を指定できるように
してもよい。このようにしても、受付が開始されるのを待っている間の時間をユーザが有
効に活用できるようになる。
【０１８７】
　［９］例えば、以上に説明した実施形態では、一人のユーザが購入可能なチケットの上
限枚数（固定値：例えば５枚）を用いて、受付開始予定日時情報等を取得するようになっ
ていたが、ユーザごとに、そのユーザが購入しそうな枚数をそのユーザの過去の購入履歴
に基づいて推測するようにしてもよい。例えば、ユーザが過去に購入した枚数の統計値（
例えば最大値又は平均値）を推測枚数として取得するようにしてもよい。そして、このよ
うにして取得された推測枚数を上記上限枚数の代わりに用いるようにしてもよい。
【０１８８】
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　［１０］例えば、以上に説明した実施形態では、申込制限時間（固定値：例えば１０分
間）を用いて、受付開始予定日時情報等を取得するようになっていたが、ユーザごとに、
申込手続きに要する時間をそのユーザの過去の購入履歴に基づいて推測するようにしても
よい。例えば、ユーザの過去の申込手続き時間の統計値（例えば最大値又は平均値等）を
推測時間として取得するようにしてもよい。そして、このようにして取得された推測時間
を上記申込制限時間の代わりに用いるようにしてもよい。ただし、この場合、各ユーザの
過去の申込手続き時間の履歴をデータベース１４に保存しておく必要がある。
【０１８９】
　［１１］例えば、以上に説明した実施形態では、待機画面５０が表示されている間にお
いて、ユーザ端末３から受付制御サーバ１０に所定時間（例えば１分）ごとに待機画面５
０の更新を要求するようになっていた。しかしながら、待機画面５０の更新が必要である
か否かを受付制御サーバ１０側で判断し、待機画面５０の更新が必要になったタイミング
で、受付制御サーバ１０からユーザ端末３に待機画面５０の画面データをプッシュ送信す
るようにしてもよい。
【０１９０】
　［１２］なお、以上に説明した実施形態では、図１４のステップＳ２０５における閾値
（Ｎｍａｘ）を、所望の枚数のチケットを購入できないユーザが生じてしまわないように
するとの観点によって設定するようになっていたが、申込受付システム１の処理負荷が大
きくなりすぎないようにするとの観点によって上記閾値（Ｎｍａｘ）を設定するようにし
てもよい。
【０１９１】
　［１３］例えば、受付順序設定部７０は、所定の属性条件を満足するユーザに優先的に
早い順序を設定するようにしてもよい。または、受付順序設定部７０は、所定の属性条件
を満足するユーザに遅い順序を設定するようにしてもよい。
【０１９２】
　ここで、「属性条件」とは、ユーザの属性情報（例えば、居住地、性別、職業、過去の
申込回数、優先フラグ、ブラックリストフラグ等）に関する条件である。なお、「優先フ
ラグ」は、優先すべきユーザであるか否かを示す情報であり、「ブラックリストフラグ」
は、警戒又は注意を払うべきユーザであるか否かを示す情報である。
【０１９３】
　例えば、属性条件は申込受付システム１の管理者によって設定される。また例えば、属
性条件は商品又はサービスの内容を考慮して設定される。
【０１９４】
　例えば、「過去の申込回数が閾値以上である」との属性条件が設定された場合、受付順
序設定部７０は、過去の申込回数が閾値以上であるユーザの受付順序を、過去の申込回数
が閾値未満であるユーザよりも早い順序に設定する。
【０１９５】
　また例えば、「居住地がイベントの開催地域である」との属性条件が設定された場合、
受付順序設定部７０は、居住地がイベントの開催地域であるユーザの受付順序を、居住地
がイベントの開催地域でないユーザよりも早い順序に設定する。
【０１９６】
　また例えば、「ブラックリストフラグがオンである」との属性条件が設定された場合、
受付順序設定部７０は、ブラックリストフラグがオンであるユーザの受付順序を、ブラッ
クリストフラグがオンでないユーザよりも遅い順序に設定する。
【０１９７】
　以上のような受付順序設定部７０によれば、特定のユーザからの申込みを優先的に受け
付けるようにしたり、特定のユーザからの申込みを受け付け難くしたりすることが可能に
なる。なお、以上のような受付順序設定部７０を実現するためには、ユーザが属性条件を
満足するか否かを判定するために必要な属性情報（例えば、居住地、性別、職業、過去の
申込回数、優先フラグ、ブラックリストフラグ等）をデータベース１４に記憶しておく必
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【０１９８】
　［１４］以上では、チケットの購入の申込みを受け付ける場合について主に説明したが
、本発明は、チケット以外の商品の購入の申込みを受け付ける場合にも適用することが可
能である。また、本発明は、商品の予約の申込みを受け付ける場合にも適用することが可
能である。さらに、本発明は、サービスの購入又は予約の申込みを受け付ける場合にも適
用することが可能である。
【符号の説明】
【０１９９】
　１　申込受付システム、２　通信ネットワーク、３　ユーザ端末、１０　受付制御サー
バ、１２　申込受付サーバ、１４　データベース、２０　制御部、２２　記憶部、２４　
光ディスクドライブ部、２６　通信部、３０　チケット選択画面、３２　オプションボタ
ン、３４　申込画面ボタン、４０　申込画面、４２　枚数欄、４４　決済方法欄、４６　
引取方法欄、４８　申込ボタン、５０　待機画面、５２　受付状況欄、５４　受付順序欄
、５６　受付開始予定日時欄、５８　待ち時間欄、６０　開始画面、６１　申込制限時間
欄、６２　申込画面ボタン、７０　受付順序設定部、７２　受付待機部、７４　受付開始
予定日時情報取得部、７６　提示部、７８　受付部。

【図１】

【図２】

【図３】
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