
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動販売機による商品の販売に際して該商品の販売促進のために発行するポイントに関
連するポイント情報を該自動販売機に設けられたポイント発行装置により利用者に提示す
るポイント情報提示ステップと、
　前記ポイント情報提示ステップで前記ポイント発行装置で提示されたポイント情報を前
記利用者の携帯する携帯端末の該利用者の操作により該利用者の識別情報とともにセンタ
装置に送信するポイント情報送信ステップと、
　前記ポイント情報送信ステップで前記利用者の携帯端末から送信されたポイント情報お
よび該利用者の識別情報を前記センタ装置で受信する受信ステップと、
　前記受信ステップで受信したポイント情報に対応するポイントを前記識別情報で識別さ
れる利用者に対応して前記センタ装置で集計管理する集計管理ステップと、
　前記集計管理ステップで集計管理されたポイントを参照して前記利用者に対して該ポイ
ントに対応する所定のサービスを提供するサービス提供ステップと
　を具備し、
　前記ポイント情報は、
　前記ポイント発行装置を識別するモジュールコードと、
　前記ポイントに関連するシークレットコードと
　を含み、
　前記ポイント情報提示ステップは、
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　前記モジュールコードおよび前記シークレットコードのうち少なくともシークレットコ
ードを前記ポイント発行装置により暗号化して前記利用者に提示する
　ことを特徴とするプロモーション方法。
【請求項２】
　前記ポイント情報提示ステップは、
　前記自動販売機の返却レバーの操作により発生される返却信号に基づき前記ポイント発
行装置の表示器を有効に設定するとともに、
　前記返却信号に基づき所定の時間を計数するタイマをセットし、
　前記自動販売機で商品の販売が行われたことを確認する収金信号に基づき前記ポイント
情報を前記ポイント発行装置の表示器に表示し、
　前記返却レバーの再操作により前記返却信号が再発生された場合若しくは前記タイマが
タイムアウトした場合のいずれかに基づき前記ポイント発行装置の表示器に表示されてい
るポイント情報の表示を消去する
　ことを特徴とする請求項１記載のプロモーション方法。
【請求項３】
　前記ポイント情報提示ステップは、
　前記ポイント発行装置から前記ポイント情報を所定の用紙に印刷出力することにより前
記利用者に対する前記ポイント情報の提示を行う
　ことを特徴とする請求項１記載のプロモーション方法。
【請求項４】
　前記ポイント情報提示ステップは、
　前記ポイント発行装置と前記利用者の携帯する携帯端末との間の通信により前記ポイン
ト情報を前記携帯端末ヘ入力することにより前記利用者に対する前記ポイント情報の提示
を行う
　ことを特徴とする請求項１記載のプロモーション方法。
【請求項５】
　前記携帯端末は、
　前記利用者の携帯する携帯電話機を含み、
　前記携帯端末ヘの前記ポイント情報の入力は、
　前記ポイント発行装置と前記携帯電話機との間の有線通信、無線通信、赤外線通信、音
声通信のいずれかを用いて行われる
　ことを特徴とする請求項４記載のプロモーション方法。
【請求項６】
　前記シークレットコードは、
　前記ポイント情報の改竄をチェックするためのパリティ情報
　を含むことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のプロモーション方法。
【請求項７】
　前記シークレットコードは、
　発行されたポイント情報に対してユニークなポイント発行番号を少なくとも含み、
　前記センタ装置は、
　前記ポイント発行番号に基づき該ポイント情報の二重使用を判別する
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載のプロモーション方法。
【請求項８】
　前記センタ装置は、
　前記モジュールコードに基づき前記ポイント発行装置若しくは前記ポイント発行装置が
設けられた前記自動販売機の少なくとも一方の状態を管理する
　ことを特徴とする請求項１記載のプロモーション方法。
【請求項９】
　前記センタ装置は、
　前記利用者の携帯端末から送信された当該利用者の識別情報に基づき前記利用者のシス
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テム利用状況を管理する
　ことを特徴とする請求項１記載のプロモーション方法。
【請求項１０】
　前記センタ装置は、
　前記利用者からの前記携帯端末を用いた要求により当該利用者に対応して記憶管理して
いるポイント情報の閲覧を許可する
　ことを特徴とする請求項１記載のプロモーション方法。
【請求項１１】
　自動販売機に設けられ、商品の販売に際して該商品の販売促進のために発行するポイン
トに関連するポイント情報を当該システムの利用者に提示するポイント発行装置と、
　前記ポイント発行装置で提示されたポイント情報に対応するポイントを前記利用者に対
応して記憶管理するセンタ装置と、
　前記ポイント発行装置で提示されたポイント情報を該利用者の操作により該利用者識別
情報とともに前記センタ装置へ送信する該利用者が携帯する携帯端末と、
　前記センタ装置に設けられ、前記携帯端末から送信されたポイント情報を解読して該ポ
イント情報に対応するポイントで前記利用者に対応して記憶管理されたポイントを更新す
る更新手段と、
　前記該利用者に対応して記憶管理されたポイントに基づき前記利用者に対して所定のサ
ービスを提供するサービス提供手段と
　を具備し、
　前記ポイント情報は、
　前記ポイント発行装置を識別するモジュールコードと、
　前記ポイントに関連するシークレットコードと
　を含み、
　前記ポイント発行装置は、
　前記モジュールコードおよび前記シークレットコードのうち少なくともシークレットコ
ードを暗号化して前記利用者に提示する
　ことを特徴とするプロモーションシステム。
【請求項１２】
　前記ポイント発行装置は、
　前記自動販売機の返却レバーの操作により発生される返却信号に基づき前記ポイント情
報を前記ポイント発行装置の表示器を有効に設定する設定手段と、
　前記返却信号に基づき所定の時間を計数するタイマと、
　前記設定手段により前記ポイント発行装置の表示器が有効に設定された後前記自動販売
機で商品の販売が行われたことを確認する収金信号が発生したことを条件に前記ポイント
情報を前記ポイント発行装置の表示器に表示する表示制御手段と、
　前記返却レバーの再操作により前記返却信号が再発生した場合若しくは前記タイマがタ
イムアウトした場合のいずれかに基づき前記ポイント発行装置の表示器に表示されている
ポイント情報の表示を消去する消去制御手段と
　を具備することを特徴とする請求項１１記載のプロモーションシステム。
【請求項１３】
　前記ポイント発行装置は、
　前記ポイント情報を該ポイント発行装置に設けられた印刷手段で所定の用紙に印刷出力
することにより前記利用者に対する前記ポイント情報の提示を行う
　ことを特徴とする請求項１１記載のプロモーションシステム。
【請求項１４】
　前記ポイント発行装置は、
　前記ポイント発行装置と前記携帯端末との間の通信により前記ポイント情報を前記携帯
端末に入力する入力手段
　を具備することを特徴とする請求項１１記載のプロモーションシステム。

10

20

30

40

50

(3) JP 3664230 B2 2005.6.22



【請求項１５】
　前記携帯端末は、
　前記利用者の携帯する携帯電話機を含み、
　前記入力手段は、
　前記ポイント情報を前記携帯電話機へ有線通信、無線通信、赤外線通信、音声通信のい
ずれかを用いて入力する
　ことを特徴とする請求項１４記載のプロモーションシステム。
【請求項１６】
　前記シークレットコードは、
　前記ポイント情報の改竄をチェックするためのパリティ情報
　を含むことを特徴とする請求項１１乃至１５のいずれかに記載のプロモーションシステ
ム。
【請求項１７】
　前記シークレットコードは、
　発行されたポイント情報に対してユニークなポイント発行番号を少なくとも含み、
　前記センタ装置は、
　前記ポイント情報に含まれるポイント発行番号に基づき該ポイント情報の二重使用を判
別する
　ことを特徴とする請求項 乃至１６のいずれかに記載のプロモーションシステム。
【請求項１８】
　前記センタ装置は、
　前記モジュールコードに対応して前記ポイント発行装置若しくは前記ポイント発行装置
が設けられた前記自動販売機の少なくとも一方の状態を記憶管理する機器データベース
　を具備することを特徴とする請求項１１記載のプロモーションシステム。
【請求項１９】
　前記センタ装置は、
　前記利用者の携帯端末から送信された当該利用者の識別情報に対応して前記利用者の当
該システムの利用状況を記憶管理する利用者データベース
　を具備することを特徴とする請求項１１記載のプロモーションシステム。
【請求項２０】
　前記センタ装置は、
　前記利用者からの前記携帯端末を用いた要求により当該利用者に対応して記憶管理して
いるポイント情報を当該利用者に閲覧させる閲覧手段
　を具備することを特徴とする請求項１１記載のプロモーションシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、商品の販売に伴ってポイントを発行することで商品の販売促進を行うプロモ
ーション方法およびシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、特定商品のプロモーション等において、商品の販売毎にポイントを発行し、当該商
品の購入者がポイントを収集して景品等と交換するといったことが行われている。
【０００３】
ここで、ポイントの発行は、各購入者が所有するカードに対してスタンプを押印したり磁
気的な記録を行うものや、商品にシール等を貼付しておき、購入者がこのシールを収集す
る形式のものがある。
【０００４】
しかし、カードを用いる場合には、予めカードを製造して配布する必要があり、また、商
品にシールを貼付する場合には、ポイント付与の対象となる全ての商品にシールを貼付す
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る必要があり、販売者の要する手間や費用が大きなものであった。
【０００５】
また、購入者側にとっても、カードを用いる場合には購入者がカードを携帯する必要があ
り、シールを利用する場合には購入者が収集したシールを台紙に貼って管理する必要があ
る。
【０００６】
特に、自動販売機で購入した清涼飲料水のように必ずしも自宅に持ち帰るとは限らない商
品に貼付されたシールを収集するには、シールのみを別途持ち帰るか、台紙を常に持ち歩
く必要があり、さらにポイントによるサービスを受けようとする場合には、カードやシー
ルを貼付した台紙を販売者に郵送する等が必要となり、多大な手間と費用を要するもので
あった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、商品にシール等を貼付してポイントを発行する形式のものでは、販売者
と購入者の両者ともにポイントの処理に多大な手間を要しており、各購入者が所有するカ
ードに対してポイントを加算していく形式のものでは、自動販売機でのポイント発行が困
難であるとともに、当該商品の製造者の主催で行う全国規模のプロモーションへの対応も
困難であった。
【０００８】
また、いずれの場合においても、プロモーションの主催者側によるポイントの回収および
集計の作業にも多大な手間を要していた。
【０００９】
そこで、この発明は、ポイントの発行および収集、回収、集計の各処理を容易に行うこと
のできるプロモーション方法およびシステムを提供することを目的とする。
【００１０】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明のプロモーション方法は、自動販売機による
商品の販売に際して該商品の販売促進のために発行するポイントに関連するポイント情報
を該自動販売機に設けられたポイント発行装置により利用者に提示するポイント情報提示
ステップと、前記ポイント情報提示ステップで前記ポイント発行装置で提示されたポイン
ト情報を前記利用者の携帯する携帯端末の該利用者の操作により該利用者の識別情報とと
もにセンタ装置に送信するポイント情報送信ステップと、前記ポイント情報送信ステップ
で前記利用者の携帯端末から送信されたポイント情報および該利用者の識別情報を前記セ
ンタ装置で受信する受信ステップと、前記受信ステップで受信したポイント情報に対応す
るポイントを前記識別情報で識別される利用者に対応して前記センタ装置で集計管理する
集計管理ステップと、前記集計管理ステップで集計管理されたポイントを参照して前記利
用者に対して該ポイントに対応する所定のサービスを提供するサービス提供ステップとを
具備し、前記ポイント情報は、前記ポイント発行装置を識別するモジュールコードと、前
記ポイントに関連するシークレットコードとを含み、前記ポイント情報提示ステップは、
前記モジュールコードおよび前記シークレットコードのうち少なくともシークレットコー
ドを前記ポイント発行装置により暗号化して前記利用者に提示することを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記ポイント情報提示ステップは
、前記自動販売機の返却レバーの操作により発生される返却信号に基づき前記ポイント発
行装置の表示器を有効に設定するとともに、前記返却信号に基づき所定の時間を計数する
タイマをセットし、前記自動販売機で商品の販売が行われたことを確認する収金信号に基
づき前記ポイント情報を前記ポイント発行装置の表示器に表示し、前記返却レバーの再操
作により前記返却信号が再発生された場合若しくは前記タイマがタイムアウトした場合の
いずれかに基づき前記ポイント発行装置の表示器に表示されているポイント情報の表示を
消去することを特徴とする。
【００１２】
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　また、請求項３の発明は、請求項１の発明において、前記ポイント情報提示ステップは
、前記ポイント発行装置から前記ポイント情報を所定の用紙に印刷出力することにより前
記利用者に対する前記ポイント情報の提示を行うことを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項４の発明は、請求項１の発明において、前記ポイント情報提示ステップは
、前記ポイント発行装置と前記利用者の携帯する携帯端末との間の通信により前記ポイン
ト情報を前記携帯端末ヘ入力することにより前記利用者に対する前記ポイント情報の提示
を行うことを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項５の発明は、請求項４の発明において、前記携帯端末は、前記利用者の携
帯する携帯電話機を含み、前記携帯端末ヘの前記ポイント情報の入力は、前記ポイント発
行装置と前記携帯電話機との間の有線通信、無線通信、赤外線通信、音声通信のいずれか
を用いて行われることを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項６の発明は、請求項１乃至５のいずれかの発明において、前記シークレッ
トコードは、前記ポイント情報の改竄をチェックするためのパリティ情報を含むことを特
徴とする。
【００１６】
　また、請求項７の発明は、請求項１乃至６のいずれかの発明において、前記シークレッ
トコードは、発行されたポイント情報に対してユニークなポイント発行番号を少なくとも
含み、前記センタ装置は、前記ポイント発行番号に基づき該ポイント情報の二重使用を判
別することを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項８の発明は、請求項１の発明において、前記センタ装置は、前記モジュー
ルコードに基づき前記ポイント発行装置若しくは前記ポイント発行装置が設けられた前記
自動販売機の少なくとも一方の状態を管理することを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項９の発明は、請求項１の発明において、前記センタ装置は、
　前記利用者の携帯端末から送信された当該利用者の識別情報に基づき前記利用者のシス
テム利用状況を管理することを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項１０の発明は、請求項１の発明において、前記センタ装置は、前記利用者
からの前記携帯端末を用いた要求により当該利用者に対応して記憶管理しているポイント
情報の閲覧を許可することを特徴とする。
【００２０】
　また、請求項１１の発明のプロモーションシステムは、自動販売機に設けられ、商品の
販売に際して該商品の販売促進のために発行するポイントに関連するポイント情報を当該
システムの利用者に提示するポイント発行装置と、前記ポイント発行装置で提示されたポ
イント情報に対応するポイントを前記利用者に対応して記憶管理するセンタ装置と、前記
ポイント発行装置で提示されたポイント情報を該利用者の操作により該利用者識別情報と
ともに前記センタ装置へ送信する該利用者が携帯する携帯端末と、前記センタ装置に設け
られ、前記携帯端末から送信されたポイント情報を解読して該ポイント情報に対応するポ
イントで前記利用者に対応して記憶管理されたポイントを更新する更新手段と、前記該利
用者に対応して記憶管理されたポイントに基づき前記利用者に対して所定のサービスを提
供するサービス提供手段とを具備し、前記ポイント情報は、前記ポイント発行装置を識別
するモジュールコードと、前記ポイントに関連するシークレットコードとを含み、前記ポ
イント発行装置は、前記モジュールコードおよび前記シークレットコードのうち少なくと
もシークレットコードを暗号化して前記利用者に提示することを特徴とする。
【００２１】
　また、請求項１２の発明は、請求項１１の発明において、前記ポイント発行装置は、前
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記自動販売機の返却レバーの操作により発生される返却信号に基づき前記ポイント情報を
前記ポイント発行装置の表示器を有効に設定する設定手段と、前記返却信号に基づき所定
の時間を計数するタイマと、前記設定手段により前記ポイント発行装置の表示器が有効に
設定された後前記自動販売機で商品の販売が行われたことを確認する収金信号が発生した
ことを条件に前記ポイント情報を前記ポイント発行装置の表示器に表示する表示制御手段
と、前記返却レバーの再操作により前記返却信号が再発生した場合若しくは前記タイマが
タイムアウトした場合のいずれかに基づき前記ポイント発行装置の表示器に表示されてい
るポイント情報の表示を消去する消去制御手段とを具備することを特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１３の発明は、請求項１１の発明において、前記ポイント発行装置は、前
記ポイント情報を該ポイント発行装置に設けられた印刷手段で所定の用紙に印刷出力する
ことにより前記利用者に対する前記ポイント情報の提示を行うことを特徴とする。
【００２３】
　また、請求項１４の発明は、請求項１１の発明において、前記ポイント発行装置は、前
記ポイント発行装置と前記携帯端末との間の通信により前記ポイント情報を前記携帯端末
に入力する入力手段を具備することを特徴とする。
【００２４】
　また、請求項１５の発明は、請求項１４の発明において、前記携帯端末は、前記利用者
の携帯する携帯電話機を含み、前記入力手段は、前記ポイント情報を前記携帯電話機へ有
線通信、無線通信、赤外線通信、音声通信のいずれかを用いて入力することを特徴とする
。
【００２５】
　請求項１６の発明は、請求項１１乃至１５のいずれかの発明において、前記シークレッ
トコードは、前記ポイント情報の改竄をチェックするためのパリティ情報を含むことを特
徴とする。
【００２６】
　また、請求項１７の発明は、請求項 乃至１６のいずれかの発明において、前記シー
クレットコードは、発行されたポイント情報に対してユニークなポイント発行番号を少な
くとも含み、前記センタ装置は、前記ポイント情報に含まれるポイント発行番号に基づき
該ポイント情報の二重使用を判別することを特徴とする。
【００２７】
　また、請求項１８の発明は、請求項１１の発明において、前記センタ装置は、前記モジ
ュールコードに対応して前記ポイント発行装置若しくは前記ポイント発行装置が設けられ
た前記自動販売機の少なくとも一方の状態を記憶管理する機器データベースを具備するこ
とを特徴とする。
【００２８】
　また、請求項１９の発明は、請求項１１の発明において、前記センタ装置は、前記利用
者の携帯端末から送信された当該利用者の識別情報に対応して前記利用者の当該システム
の利用状況を記憶管理する利用者データベースを具備することを特徴とする。
【００２９】
　また、請求項２０の発明は、請求項１１の発明において、前記センタ装置は、前記利用
者からの前記携帯端末を用いた要求により当該利用者に対応して記憶管理しているポイン
ト情報を当該利用者に閲覧させる閲覧手段を具備することを特徴とする。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、この発明に係るプロモーション方法およびシステムの一実施の形態を添付図面を参
照して詳細に説明する。
【００３１】
図１は、この発明を自動販売機に適用した場合のプロモーションシステムの概略構成を示
すブロック図である。
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【００３２】
図１において、このプロモーションシステムは、商品の販売とポイントの発行を行う自動
販売機１と携帯電話機２、ポイントの管理を行うセンタ装置３とを具備して構成される。
【００３３】
ここで、自動販売機１は、販売した商品の種別や数に応じてポイント情報を発行する。そ
して、購入者は、この発行されたポイント情報を自身の所有する携帯電話機２を使用して
センタ装置３に送信する。
【００３４】
センタ装置３では、受信したポイント情報の真偽等を確認した後に、当該ポイント情報を
記憶して管理する。
【００３５】
さらに、利用者の要求に応じ、記憶管理されたポイント情報に基づき、当該ポイント情報
が示すポイント数に対応した、あるいは、当該ポイント情報が示すサービス内容に対応し
た所定のサービスを提供する。
【００３６】
なお、詳細は後述するが、ポイント情報の送信は、必ずしも携帯電話機２で行う必要があ
るわけではなく、一般の電話機やインターネット等に接続されたコンピュータ等から送信
することも可能である。
【００３７】
まず、図１に示した自動販売機１の構成について説明する。
図２は、図１に示した自動販売機１の構成を示すブロック図である。
【００３８】
図２に示すように、自動販売機１は、主制御部１１とポイント情報生成部１２、ポイント
情報表示部１３、キーボード端末部１４、硬貨処理部１５、紙幣処理部１６、商品搬送部
１７、コラム１８（１８－１乃至１８－ｎ）を具備して構成される。
【００３９】
主制御部１１は、各部を制御して商品の販売やポイントの発行を制御する。ポイント情報
生成部１２は、主制御部１１からの制御信号に基づいてポイント情報を生成し、このポイ
ント情報生成部１２が生成したポイント情報は、ポイント情報表示部１３で可視情報（文
字列等）として表示される。
【００４０】
キーボード端末部１４は、販売する商品の価格等の各種設定を行うものである。硬貨処理
部１５は、商品の対価となる硬貨の受入や釣り銭の返却を行い、紙幣処理部１６は、紙幣
の受入等の処理を行う。商品搬送部１７は、主制御部１１の制御信号に基づいて商品の排
出処理を行い、コラム１８に格納されている商品の排出を制御する。コラム１８は、各々
商品を格納している。
【００４１】
ここで、自動販売機１におけるポイント発行処理について説明する。
ポイント発行処理は、ポイント情報生成部１２が主制御部１１からの制御信号に基づいて
ポイント情報を生成し、このポイント情報をポイント情報表示部１３に表示することで行
われる。
【００４２】
主制御部１１は、商品の購入があった際にポイントの発行をポイント情報生成部１２に指
示するが、この指示は、コラム１８毎、つまり、販売する商品毎に行うか否かを設定して
おくことができる。
【００４３】
また、主制御部１１は、複数の商品が購入された際に、その購入数に応じたポイントを発
行するようにポイント情報生成部１２に指示を出すように設定することもできる。
【００４４】
ポイント情報生成部１２が生成するポイント情報は、センタ装置３（図１）でその真偽を
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確認できるものであれば、どのようなものでもよいが、例えば、図３に示すような方法で
生成される。
【００４５】
すなわち、ポイント情報生成部１２は、図３に示すように、当該システムに固有の情報（
システムコード等）Ａと、発行したポイントに固有の情報（ポイント発行番号等）Ｂを、
所定の暗号鍵に基づいて暗号化してポイント情報Ｃを生成し、これをポイント情報表示部
１３に可視化して表示する。
【００４６】
その後、購入者がこの表示された情報Ｃを携帯電話機２によりセンタ装置３に送信する。
【００４７】
ポイント情報Ｃ’（真正ならばポイント情報Ｃと同一のもの）を受信したセンタ装置３で
は、所定の復号鍵を用いて、情報Ａ’と情報Ｂ’を取得する。
【００４８】
次に、情報Ａ’と予めセンタ装置３に記憶してある当該システムに固有の情報（システム
コード等）Ａとを比較することことにより当該ポイント情報の真偽を確認する（真偽判定
）。
【００４９】
さらに、情報Ｂ’をセンタ装置３で管理しているポイント発行番号データベースから検索
して未使用か否かを確認することになる（二重使用判定）。
【００５０】
次に、携帯電話機２によるポイント情報の送信とセンタ装置３での処理について説明する
。
図４は、センタ装置３の構成を示すブロック図である。
【００５１】
図４に示すように、センタ装置３は、ネットワーク処理部３１、データ処理部３２、音声
処理部３３、ポイント確認部３４、ポイント処理部３５、ポイント記憶部３６を具備して
構成される。
【００５２】
ネットワーク処理部３１は、インターネット等のネットワークに接続され、図示しないメ
ールサーバやウェブサーバからポイント情報を取得する。
【００５３】
このネットワーク処理部３１は、ポイント情報が電子メールや所定のホームページから送
信された場合、つまり、インターネットに対応した携帯電話機２やコンピュータからポイ
ント情報が送信された場合に動作する。
【００５４】
データ処理部３２は、携帯電話機２に特有のメールやデータ転送方法により送信されてき
たポイント情報を取得する。つまり、データ処理部３２は特有のデータ転送機能を有する
携帯電話機２からポイント情報が送信された場合に動作する。
【００５５】
音声処理部３３は、購入者の声やプッシュトーン等の音声により送信されたポイント情報
を取得する。つまり、音声処理部３３は、携帯電話機２や一般の電話機から音声としてポ
イント情報が送信された場合に動作する。
【００５６】
ポイント確認部３４は、上述した方法等により、受信したポイント情報の真偽を確認し、
真と確認された場合には、さらに当該ポイント情報が未使用のものであるか否かを確認す
る。これは、購入者の不注意や悪意により同一のポイント情報が複数回送信された場合の
ための処理である。
【００５７】
ポイント処理部３５は、ポイント確認部３４で、真正で、かつ、未使用であると確認され
たポイント情報を、その送信者（購入者）別に管理し、ポイント記憶部３６に記憶されて
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いるポイント数に、受信したポイント情報のポイント数を加算する。
【００５８】
なお、ネットワーク処理部３１とデータ処理部３２、音声処理部３３は、必ずしも全て配
設する必要は無く、ポイント情報の送信方法に制限をかけた場合には、一部を省くことが
できる。例えば、ポイント情報をインターネット接続できる携帯電話機２からのみ送信で
きるものとすれば、データ処理部３２と音声処理部３３を省略することができる。
【００５９】
ここで、図５を参照してセンタ装置３の動作について説明する。
図５は、センタ装置３の動作の流れを示すフローチャートである。
【００６０】
センタ装置３は、ネットワーク処理部３１とデータ処理部３２、音声処理部３３のいずれ
かでポイント情報を取得すると、ポイント確認部３４がポイント記憶部３６を参照して、
ポイント情報とともに受信した登録名（ポイント情報の送信者の名前で任意に登録された
もの）が実在しているか否かを判定し（ステップ１０１）、実在していれば（ステップ１
０１でＹＥＳ）、当該ポイント情報が真正なものであるか否かを確認する（ステップ１０
２）。
【００６１】
そして、その確認の結果、ポイント情報が真正なものであれば（ステップ１０２でＹＥＳ
）、さらに、当該ポイントが未使用なものであるか否かを確認する（ステップ１０３）。
【００６２】
また、確認の結果、当該ポイント情報が未使用のものであれば（ステップ１０３でＹＥＳ
）、ポイント処理部３５がポイント記憶部３６に記憶されている該当登録名のポイント数
に、受信したポイント情報に基づいたポイント数を加算して（ステップ１０４）、処理を
終了する。
【００６３】
一方、登録名が実在しないものであった場合や（ステップ１０１でＮＯ）、ポイントが偽
造であった場合（ステップ１０２でＮＯ）、ポイントが複数回目の使用であった場合には
（ステップ１０３でＹＥＳ）、異常処理としてポイント数の加算を行わずに（ステップ１
０５）、処理を終了する。
【００６４】
なお、異常処理では、単にポイントを加算しないだけでなく、該当する登録名での異常処
理回数を累積し、所定回以上の異常処理が生じた場合には、当該登録を抹消したりするこ
とも可能である。また、登録名が実在しなかった場合に、新たに登録を受け付けて、その
後ステップ１０２以降の処理を実行するようにしてもよい。
【００６５】
ところで、自動販売機１では、ポイント情報表示部１３がポイント情報を表示するが、こ
の表示を商品の購入者以外の悪意のある第３者が見てポイントの送信を行ったり、ポイン
トを必要としない購入者に対して表示されたポイント情報を悪用するといった可能性が生
じる。
【００６６】
そこで、自動販売機１にポイント情報の表示の制限を行って、必要最小限だけポイント情
報を表示させる場合を説明する。
【００６７】
図６は、ポイント情報の表示を制限する場合の自動販売機１の処理の流れを示すフローチ
ャートである。
自動販売機１が動作を開始すると、まず、ポイント情報表示部１３が表示器を無効に設定
し（ステップ２０１）、返却信号の受信を待つ（ステップ２０２）。返却信号とは、自動
販売機１において硬貨（紙幣）の返却を指示するための返却レバーが動作した場合に発生
する信号であり、自動販売機１では、この返却レバーの操作をポイント情報表示の指示と
して使用する。
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【００６８】
返却信号を受信すると（ステップ２０２でＹＥＳ）、ポイント情報表示部１３は、表示器
を有効に設定するとともに（ステップ２０３）、タイマーをセットする（ステップ２０４
）。
【００６９】
次に、セットしたタイマーがタイムアウトとなるまでの間に現金が投入されなかった場合
には、ステップ２０１に戻って表示器を無効に設定するが（ステップ２０５でＮＯ、２０
６でＹＥＳ）、現金が投入された場合には（ステップ２０５でＹＥＳ）、新たに返却信号
を受信しない限り（ステップ２０７）、収金信号の受信を待つ（ステップ２０８）。
【００７０】
ここで、収金信号とは、商品の販売に伴って硬貨処理部１５若しくは紙幣処理部１６が現
金を収容したことを示す信号であり、これにより商品の販売が行われたことを確認するこ
とができる。
【００７１】
さて、収金信号を受信すると（ステップ２０８でＹＥＳ）、ポイント情報生成部１２がポ
イント情報を生成し、ポイント情報表示部１３表示器にポイント情報を表示するとともに
（ステップ２０９）、タイマーをセットする（ステップ２１０）。
【００７２】
この後、購入者の返却レバーの操作（表示消去の意思表示）による返金信号の受信がある
か、タイマーがタイムアウトするまでの間、ポイント情報を表示し（ステップ２１１でＮ
Ｏ、２１２でＮＯ）、返金信号の受信（ステップ２１１でＹＥＳ）若しくはタイマーのタ
イムアウトで（ステップ２１２でＹＥＳ）、ステップ２０１に戻り、表示器を無効、つま
り、ポイント情報の表示を消去する。
【００７３】
このように、ポイント情報の表示を購入者の意思表示により制御するとともに、タイマー
による購入者の無操作に対応することでポイント情報の悪用を防止することができる。
【００７４】
次に、この発明の第２の実施の形態について説明する。
図７は、この発明の第２の実施の形態における自動販売機１の構成を示すブロック図であ
る。
【００７５】
図７に示すように、自動販売機１は、主制御部４１１とポイント情報生成部４１２、ポイ
ント情報印刷部４１３、キーボード端末部４１４、硬貨処理部４１５、紙幣処理部４１６
、商品搬送部４１７、コラム４１８（４１８－１乃至４１８－ｎ）を具備して構成される
。
【００７６】
主制御部４１１は、各部を制御して商品の販売やポイントの発行を制御する。ポイント情
報生成部４１２は、主制御部４１１からの制御信号に基づいてポイント情報を生成し、ポ
イント情報印刷部４１３は、ポイント情報生成部４１２が生成したポイント情報を所定の
用紙、例えば、レシート状の用紙に印刷する。
【００７７】
キーボード端末部４１４は、販売する商品の価格等の各種設定を行うものである。硬貨処
理部４１５は、商品の対価となる硬貨の受入や釣り銭の返却を行い、紙幣処理部４１６は
、紙幣の受入等の処理を行う。商品搬送部４１７は、主制御部４１１の制御信号に基づい
て商品の排出処理を行い、コラム４１８に格納されている商品の排出を制御する。コラム
４１８は、各々商品を格納している。
【００７８】
なお、この第２の実施の形態の自動販売機１においては、ポイント情報を用紙に印刷する
点のみが第１の実施の形態の自動販売機１と異なっており、その他の構成は第１の実施の
形態の自動販売機１と同様である。したがって、その詳細な説明は省略する。なお、図６
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を参照して説明した表示制御も、その「表示」を「印刷」と読み替えるだけで第２の実施
の形態の自動販売機にも適用することができる。
【００７９】
続いて、この発明の第３の実施の形態について説明する。
図８は、この発明の第３の実施の形態における自動販売機１の構成を示すブロック図であ
る。
【００８０】
図８に示すように、自動販売機１は、主制御部５１１とポイント情報生成部５１２、ポイ
ント情報送信部５１３、キーボード端末部５１４、硬貨処理部５１５、紙幣処理部５１６
、商品搬送部５１７、コラム５１８（５１８－１乃至５１８－ｎ）を具備して構成される
。
【００８１】
主制御部５１１は、各部を制御して商品の販売やポイントの発行を制御する。ポイント情
報生成部５１２は、主制御部５１１からの制御信号に基づいてポイント情報を生成し、ポ
イント情報送信部５１３は、ポイント情報生成部５１２が生成したポイント情報を携帯電
話機２へ送信する。このポイント情報の送信は、携帯電話機２が有する情報機器との通信
機能である赤外線通信や、無線通信等を利用して行う。
【００８２】
キーボード端末部５１４は、販売する商品の価格等の各種設定を行うものである。硬貨処
理部５１５は、商品の対価となる硬貨の受入や釣り銭の返却を行い、紙幣処理部５１６は
、紙幣の受入等の処理を行う。商品搬送部５１７は、主制御部５１１の制御信号に基づい
て商品の排出処理を行い、コラム５１８に格納されている商品の排出を制御する。コラム
５１８は、各々商品を格納している。
【００８３】
この第３の実施の形態においても、ポイント情報を携帯電話機２に送信する点のみが第１
の実施の形態の自動販売機１と異なっており、その他の構成は第１の実施の形態の自動販
売機１と同様である。したがって、その詳細な説明は省略する。なお、図６を参照して説
明した表示制御も、その「表示」を「送信」と読み替えるだけで第３の実施の形態の自動
販売機にも適用することができる。
【００８４】
なお、上述の各実施の形態では、この発明に係るポイント発行を自動販売機に適用した場
合を例として説明したが、レジスタ等の他の機器にも適用することができ、これにより、
自動販売機で販売した商品と店頭で販売した商品の両者に対してポイントの発行を行うこ
とが可能である。特に、上述の第２の実施の形態で説明したポイント情報の印刷は、レジ
スターの場合にはレシートにより行うことが可能である。
【００８５】
次に、この発明に係わるプロモーションシステムの詳細構成例について説明する。
【００８６】
図９は、この発明に係わるプロモーションシステムの一構成例を示すシステム構成図であ
る。
【００８７】
図９において、このプロモーションシステムは、屋外または屋内に配置される複数の自動
販売機６１０および各種店舗に配設されるレジスタ６２０をポイント発行の対象としてい
る。
【００８８】
すなわち、このプロモーションシステムは、自動販売機６１０の販売商品に対する販売促
進およびレジスタ６２０が配設されている店舗の各種商品の販売促進を可能にするもので
ある。
【００８９】
自動販売機６１０には、この発明に係わるポイント発行装置６１１が設けられ、レジスタ
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６２０にも同様にこの発明に係わるポイント発行装置６２１が設けられる。
【００９０】
ここで、このポイント発行装置６１１および６２１は、それぞれ自動販売機６１０および
レジスタ６２０に予め内蔵されているものでも、これら自動販売機６１０およびレジスタ
６２０と別体に製造されてこれら自動販売機６１０およびレジスタ６２０に取り付けられ
たものでもよい。また、独立したポイント発行装置１０００であってもよい。
【００９１】
このポイント発行装置６１１および６２１は、図２に示したポイント情報生成部１２、ポ
イント情報表示部１３若しくは図７に示したポイント情報生成部４１２、ポイント情報印
刷部４１３若しくは図８に示したポイント情報生成部５１２、ポイント情報送信部５１３
若しくはこれらの組合せの構成を含むものである。
ここで、図９に示す構成においては、自動販売機６１０のポイント発行装置６１１は、こ
の自動販売機６１０で商品の販売がある毎に、該販売された商品の販売金額、販売数量等
に対応するするポイント情報を生成し、このポイント情報をポイント発行装置６１１に設
けられた図示しない表示部に表示する。
【００９２】
また、レジスタ６２０のポイント発行装置６２１も同様に、このレジスタ６２０での販売
処理がある毎に、その販売金額、販売数量等に対応するするポイント情報を生成し、この
ポイント情報をポイント発行装置６２１に接続された図示しない表示部に表示する。
【００９３】
また、独立のポイント発行装置１０００も同様に、所定の販売処理がある毎に、その販売
金額、販売数量等に対応するするポイント情報を生成し、このポイント情報をポイント発
行装置１０００に設けられた図示しない表示部に表示する。
【００９４】
上記ポイント情報には、
１）モジュールコード
２）シークレットコード
が含まれる。
【００９５】
ここで、モジュールコードは、上記ポイント発行装置６１１、６２１等を識別するもので
、このプロモーションシステムにおいては、このモジュールコードに対応して自動販売機
６１０およびレジスタ６２０等の状態をデータセンタ６５３のベンダデータベース（ベン
ダＤＢ）６６２で記憶管理するように構成されている。
【００９６】
また、シークレットコードには、
１）ポイント発行番号
２）ポイント数
３）パリティ
等が含まれる。
【００９７】
ここで、ポイント発行番号は、ポイント発行装置６１１、６２１等からポイントが発行さ
れる毎にそれぞれ発行される連続番号で、このポイント発行番号は、このポイント情報の
二重使用のチェックおよび不正使用のチェックを行うためにに利用される。
【００９８】
すなわち、データセンタ６５３で受け付けたポイント情報のポイント発行番号が既に受け
付け済みのポイント情報のポイント発行番号と同一であれば、二重使用と判断し、データ
センタ６５３で受け付けたポイント情報のポイント発行番号が前回正当なものとして受け
入れたポイント情報のポイント発行番号から異常に離れている場合は、このポイント情報
は不正使用の可能性有りと判断する。
【００９９】
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また、ポイント数は、販売毎に利用者が取得するポイント数であり、また、パリティは、
利用者から送信されるポイント情報が暗号化、復号化プロセスを含む伝送途中で誤りや改
竄がないことをチェックするための付加情報で、この付加情報としてはハッシュ関数や巡
回符号等を用いることができる。
【０１００】
このシークレットコードは、これらの情報を予め記憶された暗号鍵により暗号化すること
により生成される。
【０１０１】
さて、このプロモーションシステムの利用者が、ポイント発行装置６１１および６２１か
らポイント情報を取得する手法の基本は、ポイント発行装置６１１および６２１の表示部
に表示されたポイント情報を読み取りこれをメモする等により記憶することである。
【０１０２】
そして、この記憶したポイント情報をプロモーションシステムの利用者が携帯する携帯電
話機６３０若しくはパーソナルコンピュータ（以下、パソコンという）６４０に入力して
、当該利用者を識別するＩＤ（識別情報）と所定のパスワードとともに後に詳述するデー
タセンタ（図１に示したセンタ装置３に対応する）６５３に送信する。
【０１０３】
また、上記手法の容易化を実現するために、このプロモーションシステムにおいては、ポ
イント発行装置６１１および６２１に赤外線通信装置を内蔵させ、この赤外線通信装置を
用いて上記ポイント情報の上記携帯電話機６３０等への入力を容易にしている。
【０１０４】
また、ポイント発行装置６１１および６２１に上記ポイント情報を印字出力する手段を設
けてもよい。
【０１０５】
また、レジスタ６２０のポイント発行装置６２１には、このレジスタ６２０から印字出力
されるレシートに、このポイント発行装置６２１で生成されたポイント情報を印字出力す
るように構成してもよい。
【０１０６】
データセンタ６５３は、インターネット６５０上のＷｅｂサーバとして構築される。
【０１０７】
このデータセンタ６５３には、利用者の取得したポイントを利用者ＩＤに対応して記憶管
理するポイントデータベース（ポイントＤＢ）６６１、上記モジュールコードに対応して
自動販売機６１０およびレジスタ６２０の状態等を記憶管理するベンダデータベース（ベ
ンダＤＢ）６６２、利用者の個別情報を記憶管理する利用者データベース（利用者ＤＢ）
６６３が設けられている。
【０１０８】
このデータセンタ６５３に対する利用者の携帯する携帯電話機６３０からのポイント情報
の送信は、携帯電話機６３０、移動体通信事業者６５１、インターネット６５０を介して
行われる。
【０１０９】
また、このデータセンタ６５３に対する利用者のパソコン６４０からのポイント情報の送
信は、パソコン６４０、利用者のアクセスプロバイダ６５２、インターネット６５０を介
して行われる。
【０１１０】
データセンタ６５３は、利用者の携帯電話機６３０若しくはパソコン６４０からポイント
情報を受信すると、まず、利用者データベース６６３を参照して利用者ＩＤおよびパスワ
ードのチェックを行う。
【０１１１】
次に、ベンダデータベース６６２を参照して、モジュールコードのチェックを行う。
【０１１２】
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次に、シークレットコードを復号化して、パリティのチェック、ポイント発行番号のチェ
ック、ポイント数のチェックを行い、このチェック結果に基づきポイントデータベース６
６１を更新する。
【０１１３】
また、このデータセンタ６５３は、
１）利用者データベース６６３の登録、更新に基づく利用者の管理
２）ポイントデータベース６６１に基づくポイントの管理
３）ベンダデータベース６６２の登録、更新に基づくポイント発行装置の管理
４）ポイントデータベース６６１に記憶されたポイントに基づく各種抽選および当選者の
管理
５）自動販売機６１０の管理者およびレジスタ６２０の配設された店舗等に対するマーケ
ティング情報の提供
６）自動販売機６１０の売上情報、商品および釣銭、故障等の管理
等を行う。
【０１１４】
また、上記インターネット６５０上には上記ポイントに関するデータセンタ６５３の決済
の代行を行うネットバンク６５４、自動販売機６１０の管理者およびレジスタ６２０の配
設された店舗等に対するマーケティング情報の提供のためにデータセンタ６５３に代わっ
てホームページを配信するホスティングプロバイダ６５５等が設けられている。
【０１１５】
次に、上記プロモーションシステムの詳細動作を図１０乃至図１４に示したフローチャー
トを参照して説明する。
【０１１６】
図１０は、図９に示したポイント発行装置（ポイント発行装置６１１または６２１）の処
理の詳細を示すフローチャートである。
【０１１７】
図１０において、ポイント発行装置は、まず、自動販売機６１０若しくはレジスタ６２０
からポイント発行指示があるかを調べる（ステップ７０１）。ここで、ポイント発行指示
が無いと判断されると、ステップ７０１へ戻り、ポイント発行指示を持つ。
【０１１８】
ステップ７０１で、自動販売機６１０若しくはレジスタ６２０からポイント発行指示があ
ると（ステップ７０１でＹＥＳ）、次に、このポイント発行指示のポイント数は有効かを
調べる（ステップ７０２）。ここで、無効と判断されると（ステップ７０２でＮＯ）、ス
テップ７０２へ戻るが、有効と判断されると（ステップ７０２でＹＥＳ）、まず、ポイン
ト発行番号を生成する（ステップ７０３）。このポイント発行番号の生成は、前回発行し
たポイント発行番号に１を加えることにより行われる。
【０１１９】
次に、パリティを生成する（ステップ７０４）。このパリティの生成は、例えば、ステッ
プ７０３で生成したポイント発行番号と、ステップ７０２で有効と判別したポイント数と
の情報をｎビット毎に区切って加算し、この値をｍで除算した余りを求めることにより行
われる。
【０１２０】
そして、シークレットコードを生成する（ステップ７０５）。このシークレットコードの
生成は、上記ポイント発行番号、ポイント数、パリティを予め記憶した暗号鍵で暗号化す
ることにより行われる。
【０１２１】
このようにして生成されたシークレットコードは、このポイント発行装置のモジュールコ
ードとともにポイント情報としてこのポイント発行装置に接続された表示部（ディスプレ
イ）に表示され（ステップ７０６）、同様に、レシートに印字される（ステップ７０７）
。
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【０１２２】
次に、ディスプレイのポイント情報の提示を制限するためのタイマをリセットし（ステッ
プ７０８）、このポイント発行装置に上記ポイント情報を出力するための赤外線デバイス
があるかを調べる（ステップ７０９）。
【０１２３】
ここで、赤外線デバイスがあると判断されると（ステップ７０９でＹＥＳ）、上記ポイン
ト情報（コード）を赤外線で出力する（ステップ７１０）。
【０１２４】
そして、次に、タイマがタイムアウトしたかを調べ（ステップ７１１）、タイムアウトし
ていない場合は（ステップ７１１でＮＯ）、ステップ７０９へ戻るが、タイムアウトした
と判断されると（ステップ７１１でＹＥＳ）、ディスプレイの表示を消去し（ステップ７
１２）、この処理を終了する。
【０１２５】
図１１は、ポイント発行装置から赤外線で出力されたポイント情報を携帯電話機６３０の
赤外線受信機能を用いて入力してデータセンタに送信する場合の携帯電話機６３０の処理
を示すフローチャートである。
【０１２６】
図１１において、まず、ポイント発行装置に接続された表示器にコード、すなわちポイン
ト情報が表示されたかを調べる（ステップ８０１）。ここで、ポイント発行装置に接続さ
れた表示器にコードが表示されていないと（ステップ８０１でＮＯ）、ステップ８０１へ
戻り、該表示器にコードが表示されるのを待つ。
【０１２７】
ポイント発行装置に接続された表示器にコードが表示されると（ステップ８０１でＹＥＳ
）、携帯電話機６３０を赤外線受信状態にする（ステップ８０２）。
【０１２８】
そして、携帯電話機６３０で赤外線を受信したか、すなわち、ポイント発行装置で発行さ
れたポイント情報を赤外線を介して入力したかを調べる（ステップ８０３）。
【０１２９】
ここで、赤外線を受信していないと判断されると（ステップ８０３でＮＯ）、ステップ８
０３に戻り、赤外線によるポイント情報の受信を待つが、赤外線を受信したと判断される
と（ステップ８０３でＹＥＳ）、次に、この携帯電話機に使用者のＩＤおよびパスワード
を入力し（ステップ８０４）、データセンタ６５３へポイント情報を送信する（ステップ
８０５）。
【０１３０】
図１２は、ポイント発行装置に接続された表示器に表示されたポイント情報を携帯電話機
６３０に入力してデータセンタに送信する場合の携帯電話機６３０の処理を示すフローチ
ャートである。
【０１３１】
図１２において、まず、ポイント発行装置に接続された表示器にコード、すなわちポイン
ト情報が表示されたかを調べる（ステップ８１１）。ここで、ポイント発行装置に接続さ
れた表示器にコードが表示されていないと（ステップ８１１でＮＯ）、ステップ８１１へ
戻り、該表示器にコードが表示されるのを待つ。
【０１３２】
ポイント発行装置に接続された表示器にコードが表示されると（ステップ８１１でＹＥＳ
）、携帯電話機６３０の利用者は、この表示を見て携帯電話機６３０にコード、すなわち
、ポイント発行装置接続された表示器に表示されたポイント情報を入力する（ステップ８
１２）。
【０１３３】
そして、次に、この携帯電話機に使用者のＩＤおよびパスワードを入力し（ステップ８１
３）、データセンタ６５３へポイント情報を送信する（ステップ８１４）。
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【０１３４】
図１３は、ポイント発行装置から出力されるレシートの印字に基づきパソコン６４０にポ
イント情報を入力してデータセンタに送信する場合のパソコン６４０の処理を示すフロー
チャートである。
【０１３５】
図１３において、まず、ポイント発行装置からポイント情報を印字したレシートの印字出
力があるかを調べる（ステップ８２１）。ここで、ポイント発行装置からレシートの印字
出力がないと（ステップ８２１でＮＯ）、ステップ８２１へ戻り、ポイント発行装置から
レシートの印字出力を待つ。
【０１３６】
ポイント情報を印字したレシートの印字出力があると（ステップ８２１でＹＥＳ）、この
システムの利用者は、このレシートを受け取り、後に、このレシートを見て利用者のパソ
コン６４０にコード、すなわち、ポイント発行装置のディスプレイに表示されたポイント
情報を入力する（ステップ８２２）。
【０１３７】
そして、次に、使用者は、使用者のＩＤおよびパスワードをパソコン６４０ヘ入力し（ス
テップ８１３）、データセンタ６５３へポイント情報を送信する（ステップ８１４）。
【０１３８】
図１４は、上記ポイント情報を受信したデータセンタ６５３の処理を示すフローチャート
である。
【０１３９】
図１４において、データセンタ６５３は、上記ポイント情報とともに送信される利用者Ｉ
Ｄおよびパスワードのチェックを行う（ステップ９０１）。この利用者ＩＤおよびパスワ
ードのチェックは、利用者データベース６６３を参照して、この利用者ＩＤが登録されて
いるか、パスワードに誤りはないか、この利用者ＩＤがネガティブリストに登録されてい
ないか等により行われる。
【０１４０】
ここで、利用者ＩＤおよびパスワードは正常であると判断されると、次に、ポイント情報
に含まれるモジュールコードのチェックを行う（ステップ９０２）。このモジュールコー
ドののチェックは、ベンダデータベース６６２を参照して、このモジュールコードが実在
するか、ネガティブリストに登録されていないか等により行われる。
【０１４１】
ここで、モジュールコードが正常であると判断されると、次に、ポイント情報に含まれる
シークレットコードの復号化を行う（ステップ９０３）。
【０１４２】
そして、シークレットコードの復号化が終了すると、まず、パリティからチェックする（
ステップ９０４）。
【０１４３】
そして、パリティが正常であると、次に、ポイント発行番号をチェックする（ステップ９
０５）。このポイント発行番号のチェックは、二重使用ではないか、直前に同一モジュー
ルで発行されたポイント発行番号と大きく離れた番号でないか等により行われる。ここで
、このポイント発行番号が、直前に同一モジュールで発行されたポイント発行番号と大き
く離れた番号であるとすると、不正使用の疑いがある。
【０１４４】
ステップ９０５のポイント発行番号のチェックにおいて正常であると判断されると、次に
、ポイント数のチェックを行う（ステップ９０６）。このポイント数のチェックは、例え
ば、このポイント数が上限値を越えていないか等により行われる。
【０１４５】
ポイント数のチェックにより、ポイント数も正常であると判断されると、次に、現在の時
刻を取得し（ステップ９０７）、ポイント数の調整を行ない（ステップ９０８）、この調
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整した情報をポイントデータベース６６１に記録して（ステップ９０９）、この処理を終
了する。
【０１４６】
なお、ステップ９０１で、利用者ＩＤ、パスワードに異常があると判断された場合、若し
くは、ステップ９０２で、モジュールコードに異常があると判断された場合、若しくは、
ステップ９０４で、パリティに異常があると判断された場合、若しくは、ステップ９０５
で、ポイント発行番号に異常があると判断された場合、若しくは、ステップ９０６で、ポ
イント数に異常があると判断された場合は、異常終了する。
【０１４７】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、商品の販売に伴ってポイントを発行することで
商品の販売促進を行うプロモーション方法において、商品の販売に際して所定のポイント
を表わす暗号化されたポイント情報を利用者に提示し、該利用者は、該提示されたポイン
ト情報を該利用者の識別情報とともにセンタ装置へ送信し、前記センタ装置は、該送信さ
れた暗号化されたポイント情報を解読して該ポイント情報に対応するポイントを前記利用
者に対応して記憶管理し、該利用者に対応して記憶管理されたポイントに基づき前記利用
者に対して所定のサービスを提供するように構成したので、ポイントの発行、収集、回収
などの管理が容易となりポイント発行を介在した有用なプロモーションシステムを構築す
ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明を自動販売機に適用した場合のプロモーションシステムの概略構成を示
すブロック図である。
【図２】この発明の第１の実施の形態における自動販売機の構成を示すブロック図である
。
【図３】図１に示したプロモーションシステムにおけるポイント情報を説明するための図
である。
【図４】図１に示したセンタ装置の構成を示すブロック図である。
【図５】図１に示したセンタ装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【図６】ポイント情報の表示を制限する場合の自動販売機の処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図７】この発明の第２の実施の形態における自動販売機の構成を示すブロック図である
。
【図８】この発明の第３の実施の形態における自動販売機の構成を示すブロック図である
。
【図９】この発明に係わるプロモーションシステムの一構成例を示すシステム構成図であ
る。
【図１０】図９に示したポイント発行装置の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図１１】ポイント発行装置から赤外線で出力されたポイント情報を携帯電話機の赤外線
受信機能を用いて入力してデータセンタに送信する場合の携帯電話機の処理を示すフロー
チャートである。
【図１２】ポイント発行装置のディスプレイに表示されたポイント情報を携帯電話機に入
力してデータセンタに送信する場合の携帯電話機の処理を示すフローチャートである。
【図１３】ポイント発行装置から出力されるレシートの印字に基づき携帯電話機にポイン
ト情報を入力してデータセンタに送信する場合の携帯電話機の処理を示すフローチャート
である。
【図１４】ポイント情報を受信したデータセンタの処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　　自動販売機
２　　携帯電話機
３　　センタ装置
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１１　　主制御部
１２　　ポイント情報生成部
１３　　ポイント情報表示部
１４　　キーボード端末部
１５　　硬貨処理部
１６　　紙幣処理部
１７　　商品搬送部
１８（１８－１～１８－ｎ）　　コラム
３１　　ネットワーク処理部
３２　　データ処理部
３３　　音声処理部
３４　　ポイント確認部
３５　　ポイント処理部
３６　　ポイント記憶部
４１１　　主制御部
４１２　　ポイント情報生成部
４１３　　ポイント情報印刷部
４１４　　キーボード端末部
４１５　　硬貨処理部
４１６　　紙幣処理部
４１７　　商品搬送部
４１８（４１８－１～４１８－ｎ）　　コラム
５１１　　主制御部
５１２　　ポイント情報生成部
５１３　　ポイント情報表示部
５１４　　キーボード端末部
５１５　　硬貨処理部
５１６　　紙幣処理部
５１７　　商品搬送部
５１８（５１８－１～５１８－ｎ）　　コラム
６１０　　自動販売機
６１１　　ポイント発行装置
６２０　　レジスタ
６２１　　ポイント発行装置
６３０　　携帯電話機
６４０　　パソコン
６５０　　インターネット
６５１　　移動体通信事業者
６５２　　アクセスプロバイダ
６５３　　データセンタ
６５４　　ネットバンク
６５５　　ホスティングプロバイダ
６６１　　ポイントデータベース
６６２　　ベンダデータベース
６６３　　利用者データベース
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】
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