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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリントする画像のアップロードを受け付けるアップロード手段と、
　前記画像に関連する付加情報を管理する第１のデータベースと、
　前記付加情報をユーザ端末機がネットワークを介して取得するために必要なアクセス情
報を生成するアクセス情報生成手段と、
　所定のプリンタにより前記アクセス情報及び前記画像を同一のプリント媒体に記録させ
る指示情報を作成するプリント指示情報作成手段と、
　前記プリント媒体に基づいてユーザ端末機に入力された前記アクセス情報を該ユーザ端
末機から受信するとともに、アクセス元のユーザ端末機から年齢、性別その他の個人情報
を受信するアクセス情報受信手段と、
　広告情報を管理する第２のデータベースと、
　前記ユーザ端末機から前記アクセス情報を受信したとき、該アクセス情報に対応する付
加情報とともに前記広告情報を前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードするダウン
ロード手段であって、前記アクセス元のユーザ端末機から受信した前記個人情報に基づい
て前記広告情報を選択して前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードするダウンロー
ド手段と、
　サービスの利用料金の減額情報を年齢、性別その他の個人情報の各項目に関連付けて管
理するとともに前記サービスの利用料金の減額情報を地図情報に関連付けて管理する第３
のデータベースと、
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　前記アクセス元のユーザ端末機から受信した前記個人情報と、前記アクセス元のユーザ
端末機のアクセス地点と、前記第３のデータベースによって管理された前記減額情報とに
基づいて、サービスの利用料金の減額又は無料化を行う課金手段と、
　を備えたことを特徴とするサーバ。
【請求項２】
　前記ダウンロード手段は、前記アクセス元のユーザ端末機のアクセス地点にも基づいて
前記広告情報を選択して前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードすることを特徴と
する請求項１に記載のサーバ。
【請求項３】
　プリントする画像のアップロードを受け付けるステップと、
　前記画像に関連する付加情報を第１のデータベースに登録するステップと、
　前記付加情報をユーザ端末機がネットワークを介して取得するために必要なアクセス情
報を生成するステップと、
　所定のプリンタにより前記アクセス情報及び前記画像を同一のプリント媒体に記録させ
るステップと、
　前記プリント媒体に基づいてユーザ端末機に入力された前記アクセス情報を該ユーザ端
末機から受信するとともに、該アクセス元のユーザ端末機から年齢、性別その他の個人情
報を受信するステップと、
　所定の第２のデータベースによって管理された広告情報を取得するステップと、
　前記ユーザ端末機から前記アクセス情報を受信したとき、該アクセス情報に対応する付
加情報とともに前記広告情報を前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードするステッ
プであって、前記アクセス元のユーザ端末機から受信した前記個人情報に基づいて前記広
告情報を選択して前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードするダウンロードステッ
プと、
　サービスの利用料金の減額情報を年齢、性別その他の個人情報の各項目に関連付けて管
理するとともに前記サービスの利用料金の減額情報を地図情報に関連付けて管理する第３
のデータベースから前記減額情報を取得するステップと、
　前記アクセス元のユーザ端末機から受信した前記個人情報と、前記アクセス元のユーザ
端末機のアクセス地点と、前記第３のデータベースによって管理された減額情報とに基づ
いて、サービスの利用料金の減額又は無料化を行う課金ステップと、
　を含むことを特徴とするサービス方法。
【請求項４】
　前記ダウンロードステップにて、前記アクセス元のユーザ端末機のアクセス地点にも基
づいて前記広告情報を選択して前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードすることを
特徴とする請求項３に記載のサービス方法。
【請求項５】
　画像情報、音情報、その他のコンテンツが入力される入力手段と、
　前記入力手段に入力された前記コンテンツを管理する第１のデータベースと、
　前記コンテンツをユーザ端末機がネットワークを介して取得するために必要なアクセス
情報の出力を指示するアクセス情報出力指示手段と、
　前記ユーザ端末機に入力された前記アクセス情報を該ユーザ端末機から受信するととも
に、アクセス元のユーザの個人情報及び前記ユーザ端末機のアクセス地点情報を含むアク
セス関連情報を取得するアクセス情報受信手段と、
　広告情報を管理する第２のデータベースと、
　前記アクセス情報に対応する前記コンテンツとともに前記アクセス関連情報に対応する
前記広告情報をアクセス元の前記ユーザ端末機へダウンロードするダウンロード手段であ
って、前記第２のデータベースから前記アクセス関連情報に対応する前記広告情報を選択
して前記アクセス元の前記ユーザ端末機にダウンロードするダウンロード手段と、
　サービスの利用料金の減額情報を前記アクセス関連情報の各項目に関連付けて管理する
第３のデータベースと、
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　前記アクセス元のユーザ端末機から前記アクセス情報によってアクセスされたとき、前
記アクセス関連情報と前記第３のデータベースによって管理された前記減額情報とに基づ
いて、サービスの利用料金の減額又は無料化を行う課金手段と、
　を備えたことを特徴とするサーバ。
【請求項６】
　画像情報、音情報、その他のコンテンツを所定の第１のデータベースに登録するステッ
プと、
　前記コンテンツをユーザ端末機がネットワークを介して取得するために必要なアクセス
情報の出力を指示するステップと、
　前記ユーザ端末機に入力された前記アクセス情報を該ユーザ端末機から受信するととも
に、アクセス元のユーザの個人情報及び前記ユーザ端末機のアクセス地点情報を含むアク
セス関連情報を取得するステップと、
　前記アクセス情報に対応する前記コンテンツとともに前記アクセス関連情報に対応する
広告情報をアクセス元の前記ユーザ端末機へダウンロードするステップであって、前記第
２のデータベースから前記アクセス関連情報に対応する前記広告情報を選択して前記アク
セス元のユーザ端末機にダウンロードするステップと、
　前記アクセス元のユーザ端末機から前記アクセス情報によってアクセスされたとき、前
記アクセス関連情報と、サービスの利用料金の減額情報を前記アクセス関連情報の各項目
に関連付けて管理する第３のデータベースによって管理された前記減額情報とに基づいて
、サービスの利用料金の減額又は無料化を行うステップと、
　を含むことを特徴とするサービス方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はサーバ及びサービス方法に係り、特にユーザ端末機からネットワークを介して
アクセスしたときにアクセス元のユーザ端末機に対して情報配信を行うサーバ及びサービ
ス方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　きれいな画像が印刷された写真プリントは見て楽しいものであるが、そのような画像を
見て楽しむだけではなく、ネットワークを利用したもっと別な楽しみ方も提供することが
できれば、愉快であり、写真プリントの利用促進や通信の利用促進を達成することにより
産業の発達にも寄与することになる。
【０００３】
　ところで、ネットワークを利用して、写真プリントに印刷された画像に関連する情報を
配信するサービスをユーザに提供しようとすると、その情報をデータベースに登録して保
管するシステムの維持に費用がかかり、ユーザに対してプリント費用に更に上乗せした課
金をせざるを得ない。すなわち、ユーザは低価格でサービスを利用できないことになって
しまう。
【０００４】
　特許文献１には、携帯電子機器が取得した情報に対して広告を追加して印刷することに
より、印刷に対する課金を減額するようにしたものが記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、ＱＲコード（登録商標）などの２次元バーコードを広告媒体に印刷し
て一般ユーザに配布し、この広告媒体を受け取った一般ユーザが２次元バーコードを携帯
電話に読み取らせることにより、ネットワーク上の広告の詳細情報を容易に入手できるよ
うにしたものが記載されている。
【特許文献１】特開２００４－３０３０２号公報
【特許文献２】特開２００２－１１８６８０号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載されたものによれば広告を追加印刷することにより課金を減額するこ
とができるが、これを写真プリントに適用して、ユーザの画像に広告を追加して印刷して
しまうと、せっかくきれいに印刷された画像に対して広告は一般に目障りであり、ユーザ
が広告に対して悪い印象を抱きかねないばかりか、写真プリントのサービス自体が利用さ
れなくなってしまうおそれもある。
【０００７】
　特許文献２に記載されたものによれば２次元バーコードを携帯電話に読み取らせること
により手軽に広告の詳細情報にアクセスすることができるが、これを写真プリントに適用
して、広告情報にアクセスするための２次元バーコードを写真プリントに印刷してみても
、その２次元バーコードを読み取らせたときに広告情報しか出力されないのであれば、そ
のような２次元バーコードをユーザは一般に邪魔と感じてしまう。
【０００８】
　すなわち、写真プリントに広告を追加印刷するとか、２次元バーコードを読み取らせた
ときに広告情報のみを出力するといった方法では、ユーザにとって都合が悪い場合があり
、そのような方法は採用できないか、あるいは、採用してみてもユーザに嫌われてしまい
、結局、ユーザに低価格でサービスを提供するという目的を達成できないことになる。
【０００９】
　また、写真プリントを作成する場合に限らず、テレビ番組、映画、ミュージックビデオ
などの様々なデジタルコンテンツをユーザ端末機に対して配信する際に、ユーザに低価格
でサービスを提供したいという要求がある。
【００１０】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、広告を利用してユーザが低価格でサ
ービスを利用できるサーバ及びサービス方法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】
【００１１】
　前記目的を達成するため、本発明は、プリントする画像のアップロードを受け付けるア
ップロード手段と、前記画像に関連する付加情報を管理する第１のデータベースと、前記
付加情報をユーザ端末機がネットワークを介して取得するために必要なアクセス情報を生
成するアクセス情報生成手段と、所定のプリンタにより前記アクセス情報及び前記画像を
同一のプリント媒体に記録させる指示情報を作成するプリント指示情報作成手段と、前記
プリント媒体に基づいてユーザ端末機に入力された前記アクセス情報を該ユーザ端末機か
ら受信するとともに、アクセス元のユーザ端末機から年齢、性別その他の個人情報を受信
するアクセス情報受信手段と、広告情報を管理する第２のデータベースと、前記ユーザ端
末機から前記アクセス情報を受信したとき、該アクセス情報に対応する付加情報とともに
前記広告情報を前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードするダウンロード手段であ
って、前記アクセス元のユーザ端末機から受信した前記個人情報に基づいて前記広告情報
を選択して前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードするダウンロード手段と、サー
ビスの利用料金の減額情報を年齢、性別その他の個人情報の各項目に関連付けて管理する
とともに前記サービスの利用料金の減額情報を地図情報に関連付けて管理する第３のデー
タベースと、前記アクセス元のユーザ端末機から受信した前記個人情報と、前記アクセス
元のユーザ端末機のアクセス地点と、前記第３のデータベースによって管理された前記減
額情報とに基づいて、サービスの利用料金の減額又は無料化を行う課金手段と、を備えた
ことを特徴とするサーバを提供する。
【００１２】
　この構成によって、画像が印刷されたプリント媒体に広告情報を追加印刷することなく
広告情報をユーザに提示することができ、しかも、アクセス情報をユーザ端末機に入力す
ると広告情報が画像の付加情報とともにダウンロードされるので、ユーザが受け入れやす
いようにして広告情報を提示できることになり、したがって、広告収入によりユーザに対
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して低価格でサービスを提供できることになる。
【００１６】
　この構成によって、写真プリント配布先のユーザの年齢や性別に対応した広告情報がダ
ウンロードされるので、広告主は広告したいユーザに確実に宣伝できることになる。また
、写真プリント配布先のユーザは、自分と全く関係のない広告を受けなくてすむ。
【００１８】
　この構成によって、宣伝効果に見合った減額又は無料化を行うことができる。
【００１９】
　一実施態様では、前記ダウンロード手段は、前記アクセス元のユーザ端末機のアクセス
地点にも基づいて前記広告情報を選択して前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロード
することを特徴とする。
【００２０】
　この構成によって、写真プリント配布先のユーザのアクセス地点に対応した広告情報が
ダウンロードされるので、広告主は広告したいユーザに確実に宣伝できることになる。ま
た、写真プリント配布先のユーザは、自分と全く関係のない広告を受けなくてすむ。
【００２２】
　この構成によって、宣伝効果に見合った減額又は無料化を行うことができる。
【００２７】
　本発明は、プリントする画像のアップロードを受け付けるステップと、前記画像に関連
する付加情報を第１のデータベースに登録するステップと、前記付加情報をユーザ端末機
がネットワークを介して取得するために必要なアクセス情報を生成するステップと、所定
のプリンタにより前記アクセス情報及び前記画像を同一のプリント媒体に記録させるステ
ップと、前記プリント媒体に基づいてユーザ端末機に入力された前記アクセス情報を該ユ
ーザ端末機から受信するとともに、該アクセス元のユーザ端末機から年齢、性別その他の
個人情報を受信するステップと、所定の第２のデータベースによって管理された広告情報
を取得するステップと、前記ユーザ端末機から前記アクセス情報を受信したとき、該アク
セス情報に対応する付加情報とともに前記広告情報を前記アクセス元のユーザ端末機にダ
ウンロードするステップであって、前記アクセス元のユーザ端末機から受信した前記個人
情報に基づいて前記広告情報を選択して前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードす
るダウンロードステップと、サービスの利用料金の減額情報を年齢、性別その他の個人情
報の各項目に関連付けて管理するとともに前記サービスの利用料金の減額情報を地図情報
に関連付けて管理する第３のデータベースから前記減額情報を取得するステップと、前記
アクセス元のユーザ端末機から受信した前記個人情報と、前記アクセス元のユーザ端末機
のアクセス地点と、前記第３のデータベースによって管理された減額情報とに基づいて、
サービスの利用料金の減額又は無料化を行う課金ステップと、を含むことを特徴とするサ
ービス方法を提供する。
【００２８】
　一実施態様では、前記ダウンロードステップにて、前記アクセス元のユーザ端末機のア
クセス地点にも基づいて前記広告情報を選択して前記アクセス元のユーザ端末機にダウン
ロードすることを特徴とする。
【００２９】
　本発明は、画像情報、音情報、その他のコンテンツが入力される入力手段と、前記入力
手段に入力された前記コンテンツを管理する第１のデータベースと、前記コンテンツをユ
ーザ端末機がネットワークを介して取得するために必要なアクセス情報の出力を指示する
アクセス情報出力指示手段と、前記ユーザ端末機に入力された前記アクセス情報を該ユー
ザ端末機から受信するとともに、アクセス元のユーザの個人情報及び前記ユーザ端末機の
アクセス地点情報を含むアクセス関連情報を取得するアクセス情報受信手段と、広告情報
を管理する第２のデータベースと、前記アクセス情報に対応する前記コンテンツとともに
前記アクセス関連情報に対応する前記広告情報をアクセス元の前記ユーザ端末機へダウン
ロードするダウンロード手段であって、前記第２のデータベースから前記アクセス関連情
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報に対応する前記広告情報を選択して前記アクセス元のユーザ端末機にダウンロードする
ダウンロード手段と、サービスの利用料金の減額情報を前記アクセス関連情報の各項目に
関連付けて管理する第３のデータベースと、前記アクセス元のユーザ端末機から前記アク
セス情報によってアクセスされたとき、前記アクセス関連情報と前記第３のデータベース
によって管理された前記減額情報とに基づいて、サービスの利用料金の減額又は無料化を
行う課金手段と、を備えたことを特徴とするサーバを提供する。
【００３２】
　本発明は、画像情報、音情報、その他のコンテンツを所定の第１のデータベースに登録
するステップと、前記コンテンツをユーザ端末機がネットワークを介して取得するために
必要なアクセス情報の出力を指示するステップと、前記ユーザ端末機に入力された前記ア
クセス情報を該ユーザ端末機から受信するとともに、アクセス元のユーザの個人情報及び
前記ユーザ端末機のアクセス地点情報を含むアクセス関連情報を取得するステップと、前
記アクセス情報に対応する前記コンテンツとともに前記アクセス関連情報に対応する広告
情報をアクセス元の前記ユーザ端末機へダウンロードするステップであって、前記第２の
データベースから前記アクセス関連情報に対応する前記広告情報を選択して前記アクセス
元のユーザ端末機にダウンロードするステップと、前記アクセス元のユーザ端末機から前
記アクセス情報によってアクセスされたとき、前記アクセス関連情報と、サービスの利用
料金の減額情報を前記アクセス関連情報の各項目に関連付けて管理する第３のデータベー
スによって管理された前記減額情報とに基づいて、サービスの利用料金の減額又は無料化
を行うステップと、を含むことを特徴とするサービス方法を提供する。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、広告を利用してユーザが低価格でサービスを利用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、添付した図面に従って、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明
する。
【００３６】
　図１は、本発明を適用したサービスサーバ１０を含むサービスシステムの全体構成図で
ある。図１において、主として、サービスサーバ１０、プリンタ２０、ユーザのカメラ付
き携帯電話（以下単に「携帯電話」という）３０、４０、ユーザのパーソナルコンピュー
タ（以下単に「ＰＣ」という）５０、広告情報サーバ６０、及び、広告主の端末装置７０
が、それぞれネットワーク９０に接続されて、サービスシステムが構成されている。
【００３７】
　サービスサーバ１０は、プリンタ２０、携帯電話３０、４０、ＰＣ５０、及び、広告情
報サーバ６０とネットワーク９０を通じて通信し、ユーザの注文に従って写真プリントを
作成するプリントサービス、プリント対象の画像に関連する登録情報（付加情報）を所定
期間保管する登録サービス、広告情報を登録情報とともにネットワーク９０を通じて配信
する広告サービス、その他の各種のサービスを行うものである。
【００３８】
　プリンタ２０は、サービスサーバ１０の制御に従って、図２に示すような写真プリント
２６を作成する。写真プリント２６には、ＱＲコード（登録商標）等の２次元バーコード
２７が、プリント注文された画像２８とともに印刷される。
【００３９】
　携帯電話３０、４０は、被写体の撮影が可能である。また、携帯電話３０、４０は、２
次元バーコードを撮影してデコードし、デコード結果に基づいてネットワーク９０を通じ
てサービスサーバ１０にアクセスするようになっている。なお、図１においては第１の携
帯電話３０、第２の携帯電話４０及びＰＣ５０のみを図示したが、実際には多数のユーザ
端末機がネットワーク９０に接続される。
【００４０】
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　以下、説明の都合上、携帯電話４０及びＰＣ５０は、プリント注文ユーザが所持した、
サービスサーバ１０に対して画像や登録情報のアップロードを行うアップロード用のユー
ザ端末機であり、携帯電話３０は、写真プリントの配布先ユーザが所持した、サービスサ
ーバ１０から広告情報及び登録情報のダウンロードを受けるダウンロード用のユーザ端末
機であるものとする。これは、以下における説明の便宜上そうするのであって、実際には
、プリント注文したユーザが写真プリントを所持したときには、プリント注文ユーザの携
帯電話４０がサービスサーバ１０から広告情報及び登録情報のダウンロードを受けること
も可能である。
【００４１】
　広告情報サーバ６０は、サービスサーバ１０に広告情報を提供するものである。
【００４２】
　広告主の端末装置７０は、広告主が広告情報サーバ６０に広告情報を登録するものであ
る。
【００４３】
　なお、広告情報サーバ６０は各種の広告情報を記憶する記憶手段としてのデータベース
（図示を省略）を有しており、広告主の端末装置７０に入力された広告情報は広告情報サ
ーバ６０のデータベースに登録される。このような広告情報サーバ６０のデータベースに
登録された広告情報は、ネットワーク９０を介して、サービスサーバ１０へ送信される。
【００４４】
　また、広告主の端末装置７０は、どのようなユーザに対して広告するかを示す広告設定
情報（広告情報を管理するための広告管理情報の一部である）を入力する場合にも用いら
れる。この広告設定情報は、広告主の端末装置７０から広告情報サーバ６０を介してサー
ビスサーバ１０に送信されて、そのサービスサーバ１０のデータベースに広告管理情報の
一部として登録される。広告主は、例えば、広告対象者の性別、場所、年齢、広告期間な
どを、広告設定情報として、端末装置７０に入力して設定できる。また、広告情報をダウ
ンロードしたときの１回あたりの課金ポイント（減額情報の１種である）を入力して設定
できる。
【００４５】
　図３は、サービスサーバ１０の具体的な内部構成の例を示すブロック図である。図３に
おいて、サービスサーバ１０は、主として、プリンタ２０、携帯電話３０、４０及びＰＣ
５０とネットワーク９０を通じて通信する通信部１１と、ＣＰＵ（Central Processing U
nit）からなる制御部１２と、登録情報データベース１３と、ユーザ情報データベース１
４と、課金情報データベース１５と、地図情報データベース１６と、広告管理情報データ
ベース１７を含んで構成される。なお、各データベース１３乃至１７は、サービスサーバ
１０の筐体内に内蔵されている必要はなく、サービスサーバ１０の遠隔に設置して、図１
のネットワーク９０を通じてサービスサーバ１０と接続した形態としてよい。
【００４６】
　通信部１１は、ネットワーク９０に接続した装置と通信を行うものである。この通信部
１１は、ＨＴＴＰ（Hypertext Transfer Protocol）により、携帯電話３０、４０及びＰ
Ｃ５０と通信可能である。
【００４７】
　登録情報データベース１３は、携帯電話３０に対してダウンロードすべき、音情報、テ
キスト情報、動画情報、静止画情報、マルチメディアコンテンツその他の登録情報を管理
する。ここで、登録情報は、プリント対象の画像に関連する情報である。そのプリント対
象の画像自体も含む。これらの登録情報は、プリント注文時にプリント注文ユーザの携帯
電話４０やＰＣ５０から画像とともにサービスサーバ１０にアップロードされて登録され
る場合と、プリント注文後にプリント注文ユーザの携帯電話４０やＰＣ５０からサービス
サーバ１０にアップロードされて登録される場合がある。
【００４８】
　ユーザ情報データベース１４は、プリント注文ユーザや写真プリント配布先のユーザに
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関するユーザ情報を記憶するものである。ユーザ情報には、例えば性別、住所、年齢があ
る。
【００４９】
　課金情報データベース１５は、プリント注文ユーザや広告主に対する課金に関する情報
を管理するものである。具体的には、課金情報データベース１５は、サービスの利用料金
の減額情報を各広告対象ごとに記憶するようになっている。
【００５０】
　ここで、広告対象は、例えば、コーヒー店、居酒屋、金融業などの広告主自体を広告す
る場合にはその広告主である。また、例えば、広告対象は、広告主に係る商品や役務を広
告する場合にはそれらの商品や役務である。広告対象は、その他のものであってもよい。
【００５１】
　例えば、課金情報データベース１５は、特定のコーヒー店の広告は２０％の減額を実施
すること、特定の居酒屋の広告は５０％の減額を実施すること、特定の金融業の広告はフ
リーチャージ（１００％の減額）にすることを示す情報を管理する。詳細には、広告主を
識別する広告主ＩＤと減額率とが関連付けられたテーブル情報を記憶する。広告情報を識
別する広告ＩＤと減額率とが関連付けられたテーブル情報を記憶するようにしてもよい。
なお、以下では、フリーチャージにすること（無料化）も「減額」という場合がある。
【００５２】
　また、例えば、課金情報データベース１５は、広告情報をダウンロードしたときの１回
あたりの課金ポイント（減額情報の１種である）を管理する。詳細には、広告主を識別す
る広告主ＩＤと課金ポイントとが関連付けられたテーブル情報を記憶する。広告情報を識
別する広告ＩＤと課金ポイントとが関連付けられたテーブル情報を記憶するようにしても
よい。
【００５３】
　以上のように課金情報データベース１５は、サービスの利用料金の減額情報を各広告情
報に関連付けて管理する。
【００５４】
　また、例えば、課金情報データベース１５は、減額情報をユーザ情報の各項目（年齢、
性別、住所）と関連付けて管理する。例えば、広告対象である特定の商品について、１０
代、２０代、３０代、４０代以上の別で減額率を管理可能になっている。詳細には、例え
ば、１０代、２０代、３０代、４０代以上といった年齢別に減額率が設定されたテーブル
情報を記憶する。より詳細な年齢別（例えば、１０代前半、１０代後半、２０代前半、２
０代後半などの詳細な年齢別）に減額率が設定されたテーブル情報を記憶するようにして
もよい。
【００５５】
　また、例えば、課金情報データベース１５は、性別で減額率を管理可能になっている。
詳細には、男性、女性の性別に減額率が設定されたテーブル情報を記憶する。
【００５６】
　また、例えば、課金情報データベース１５は、地域の別で減額率を管理可能になってい
る。詳細には、地域別に減額率が設定されたテーブル情報を記憶する。
【００５７】
　以上のように、課金情報データベース１５は、サービスの利用料金の減額情報を個人情
報の各項目に関連付けて管理する。
【００５８】
　地図情報データベース１６は、地図情報を管理するものである。
【００５９】
　広告管理情報データベース１７は、広告管理情報を管理する。
【００６０】
　広告管理情報の例を図４（ａ）（ｂ）及び（ｃ）に示す。図４（ａ）に示す第１テーブ
ル１７１は、各広告対象ごとに、広告ＩＤ、広告情報サーバ６０から広告情報を取得する
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ために必要な「広告パス」、「広告対象者」（性別、場所、年齢）、及び、「広告期間」
が登録されたものである。
【００６１】
　このように広告管理情報データベース１７は、各広告情報ごとに、広告情報の取得方法
、広告対象者、広告期間、その他の広告管理情報を管理する。
【００６２】
　なお、不特定のユーザに対して広告情報を提示する場合には、「広告対象者」の各項目
（性別、場所、年齢）ごとに不特定を示すデータ(例えばブランクデータ)が設定される。
【００６３】
　例えば、図４（ａ）において、「広告ＩＤ」が「１００００１」である行と、「広告Ｉ
Ｄ」が「１００００２」である行は、「広告対象者」の「性別」、「場所」及び「年齢」
の全ての項目に、広告対象者を特定するデータが設定されている。その一方で、「広告Ｉ
Ｄ」が「１００００３」である行は、「性別」に広告対象者を特定するデータ（ここでは
広告対象者を女性に特定するデータ）が設定されているが、「場所」及び「年齢」には不
特定を示すブランクデータが設定されている。また、「広告ＩＤ」が「１００００４」で
ある行は、「性別」、「場所」及び「年齢」の全ての項目に、不特定を示すブランクデー
タが設定されている。
【００６４】
　また、図４（ｂ）に示す第２テーブル１７２は、広告主ごとに、広告主ＩＤ、累積課金
ポイント、広告限度ポイントが登録されたものである。
【００６５】
　図４（ｃ）に示す第３テーブル１７３は、広告主ＩＤと広告ＩＤの対応関係を示す。
【００６６】
　以上のように、広告管理情報データベース１７は、広告管理情報を管理することにより
、各種の広告情報を管理する。
【００６７】
　また、広告管理情報データベース１７は、プリント注文ユーザによって指定された広告
指定情報（広告の有無を示す情報、及び、選択された広告を示す情報を含む）を管理する
。詳細には、プリント対象の画像を識別するとともに登録情報を識別する識別情報ｉｄと
、広告の有無を示す情報と、広告有りの場合には広告情報を識別する広告ＩＤ（又は広告
主を識別する広告主ＩＤ）と、が関連付けられたテーブル情報を記憶する。
【００６８】
　図５は、本発明を適用した第１実施形態乃至第３実施形態のサービスサーバ１０の概念
的な構成の例を示す概略ブロック図である。図５において、サービスサーバ１０は、主と
して、アップロード手段１０ａ、識別情報発行手段１０ｂ、アクセス情報生成手段１０ｃ
、プリント指定情報作成手段１０ｄ、登録手段１０ｅ、課金手段１０ｆ、アクセス情報受
信手段１０ｇ、登録情報検索手段１０ｈ、広告判断手段１０ｉ、広告情報取得手段１０ｊ
、編集手段１０ｋ、ダウンロード手段１０ｍ、及び、データベース１０ｎによって構成さ
れている。
【００６９】
　アップロード手段１０ａは、プリント注文ユーザの携帯電話４０又はＰＣ５０から、ネ
ットワーク９０を介して、注文情報のアップロードを受け付けるものである。
【００７０】
　アップロードされる注文情報には、プリントする画像、ダウンロードする登録情報（音
情報、動画情報、テキスト情報その他の付加情報）、作成された写真プリントの引渡方法
を示す引渡情報、プリント注文ユーザによって指定された広告指定情報（広告の有無を示
す情報、及び、選択された広告を示す情報を含む）、ユーザ情報（年齢、性別、住所など
）が含まれる。
【００７１】
　識別情報発行手段１０ｂは、プリント対象の画像を識別するとともに登録情報を識別す
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る識別情報ｉｄを発行するものである。なお、識別情報ｉｄがプリント対象の画像と１対
１で対応する場合と、ひとつの識別情報ｉｄがプリント注文ごとにグループ化された複数
枚のプリント対象の画像に対応する場合とがある。
【００７２】
　アクセス情報生成手段１０ｃは、写真プリントの配布先ユーザの携帯電話３０がネット
ワーク９０を介して登録情報を取得するために必要なアクセス情報を生成するものである
。アクセス情報は、ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）と、識別情報ｉｄとを含む。Ｕ
ＲＬは、通信プロトコル識別情報（http）及びサービスサーバ１０のドメイン名を含む。
【００７３】
　プリント指示情報作成手段１０ｄは、プリンタ２０によりアクセス情報及びプリント対
象の画像を同一のプリント媒体に記録させる指示情報を作成する。この指示情報にしたが
ってプリンタ２０は写真プリント２６を作成する。なお、アクセス情報の記録態様は、２
次元バーコードに特に限定されるものではないが、以下では説明の便宜上、２次元バーコ
ードを画像の近傍に印刷する場合を例に説明する。
【００７４】
　登録手段１０ｅは、登録情報、引渡情報、広告指定情報、及び、ユーザ情報を、識別情
報ｉｄと関連付けてデータベース１０ｎに登録するものである。
【００７５】
　課金手段１０ｆは、サービスの利用料金の課金処理を行うものである。具体的には、ダ
ウンロードする広告情報に対応する減額情報をデータベース１０ｎから検索し、この減額
情報に基づいてサービスの利用料金を減額又は無料化する。
【００７６】
　なお、課金手段１０ｆによりサービス利用料金の減額が行なわれた後のそのサービス利
用料金を徴収する処理については、携帯電話の通信業者の代行による利用料金の徴収、ク
レジットカードによる利用料金の徴収、電子マネーによる利用料金の徴収、その他の周知
の技術を用いればよいので、詳細な説明は省略する。
【００７７】
　アクセス情報受信手段１０ｇは、写真プリント２６の配布先ユーザの携帯電話３０に入
力されたアクセス情報２７を当該携帯電話３０から受信するものである。受信したアクセ
ス情報にはＵＲＬと識別情報ｉｄが含まれる。なお、アクセス情報の入力は、特に２次元
バーコードの読み取りに限るものではなく、例えば携帯電話３０の操作パネルを操作して
入力する場合も含まれるが、以下では説明の便宜上、２次元バーコードを携帯電話３０で
読み取った場合を例に説明する。
【００７８】
　登録情報検索手段１０ｈは、アクセス元の携帯電話３０から受信した識別情報ｉｄに関
連付けられた登録情報をデータベース１０ｎから検索して取り出すものである。
【００７９】
　広告判断手段１０ｉは、アクセス元の携帯電話３０にダウンロードすべき広告情報を判
断するものである。
【００８０】
　ダウンロード対象の広告情報の特定態様としては、第１に、画像のアップロードの際に
広告情報の選択を受け付けて、この選択した広告情報を示す広告指定情報を識別情報ｉｄ
と関連付けてデータベース１０ｎに記憶しておき、写真プリントのアクセス情報（２次元
バーコード）を用いたアクセスがあったときには、アクセス情報中の識別情報ｉｄに基づ
いて広告指定情報をデータベース１０ｎから取り出し、この広告指定情報に基づいて、ダ
ウンロードする広告情報を判断する態様がある。
【００８１】
　第２に、写真プリント上のアクセス情報によってアクセスされたときにアクセス元の携
帯電話３０からアクセス元のユーザ情報（性別、年齢など）を受信し、このユーザ情報と
アクセス地点とデータベース１０ｎ上の広告管理情報（広告情報を提示すべきユーザの性
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別、場所、年齢を示す）とに基づいて、ダウンロードする広告情報を判断する態様がある
。
【００８２】
　第３に、画像をアップロードしたプリント注文ユーザによって入力された、写真プリン
ト配布先のユーザ情報（性別、住所、年齢）を識別情報ｉｄと関連付けてデータベース１
０ｎに記憶しておき、写真プリント上のアクセス情報によってアクセスされたときには、
アクセス情報中の識別情報ｉｄに基づいてアクセス元のユーザ情報を特定し、このユーザ
情報とデータベース１０ｎ上の広告管理情報（広告情報を提示すべきユーザの性別、場所
、年齢を示す）とに基づいて、ダウンロードする広告情報を判断する態様がある。
【００８３】
　第４に、プリント対象の画像又はその付加情報に基づいて、広告情報サーバ６０に登録
されている広告情報の中から、アクセス元の携帯電話３０にダウンロードすべき最適な広
告情報を判断する態様がある。具体的には、プリント対象の画像又はその付加情報に基づ
いてアクセス元のユーザを推定し、このアクセス元ユーザの推定結果とデータベース１０
ｎ上の広告管理情報（広告対象者の性別、場所、年齢を示す）とに基づいてダウンロード
する広告情報を判断する。
【００８４】
　アクセス元のユーザを推定する態様（アクセスユーザ推定態様）としては、第１に、プ
リント対象の画像に基づいて、周知の画像認識技術を用いて主要被写体の性別や年齢を推
定する態様がある。第２に、プリント対象の画像に付加情報として音情報が付加されてい
る場合には、その音情報に基づいて、周知の音声認識技術を用いて主要被写体の性別や年
齢を推定する態様がある。例えば、声の高さ、低さにより、主要被写体の性別（女性か男
性か）及び年齢を推定する。これらの第１及び第２のアクセスユーザ推定態様の組み合わ
せにより主要被写体の性別及び年齢を推定するようにしてもよい。
【００８５】
　なお、アクセス元のユーザを推定するタイミングは、サービスサーバ１０がアクセス元
ユーザの携帯電話３０からアクセスされたときにリアルタイムに行う場合に限られず、ア
クセス元ユーザの携帯電話３０からアクセスされる前に予め行うようにしてもよい。例え
ば、プリント対象の画像及びその付加情報がアップロードされたときに予めダウンロード
先であるアクセス元のユーザを推定する。
【００８６】
　広告情報取得手段１０ｊは、広告主の端末装置７０で入力された広告管理情報の一部と
しての広告設定情報（広告対象者の性別、場所、年齢、広告期間、ダウンロード１回あた
りの課金ポイントなど）を広告情報サーバ６０から取得する。
【００８７】
　また、広告情報取得手段１０ｊは、広告情報サーバ６０から広告情報を取得する。サー
ビスサーバ１０のデータベース１０ｎに広告情報が登録されている場合には、広告情報取
得手段１０ｊは、そのデータベース１０ｎから広告情報を取得する。
【００８８】
　なお、広告情報取得手段１０ｊによって広告情報を取得するタイミングは、サービスサ
ーバ１０がアクセス元ユーザの携帯電話３０からアクセスされたときに広告情報サーバ６
０から広告情報を取得する場合に限られない。例えば、広告情報サーバ６０から広告情報
を予め取得してサービスサーバ１０のデータベース１０ｎ（例えば図３の広告管理情報デ
ータベース１７）に保存しておき、サービスサーバ１０がアクセス元ユーザの携帯電話３
０からアクセスされたときには、サービスサーバ１０のデータベース１０ｎから広告情報
を取得してもよい。
【００８９】
　編集手段１０ｋは、広告情報と登録情報とを結合して、アクセス元の携帯電話３０にダ
ウンロードするデータを編集するものである。
【００９０】
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　ダウンロード手段１０ｍは、アクセス情報受信手段１０ｇが携帯電話３０からアクセス
情報を受信したとき、受信したアクセス情報に対応する登録情報とともに広告情報をアク
セス元の携帯電話３０にダウンロードするものである。
【００９１】
　データベース１０ｎは、登録情報、引渡情報、広告指定情報、及び、ユーザ情報を、画
像識別情報ｉｄと関連付けて管理するものである。また、広告主の端末装置７０で入力さ
れた広告設定情報に基づいた広告管理情報を管理する。
【００９２】
　なお、図５の概念的構成のサービスサーバ１０の構成要素と図３の具体的構成のサービ
スサーバ１０の対応関係を簡単に説明すると、図５のアップロード手段１０ａ、アクセス
情報受信手段１０ｇ、広告情報取得手段１０ｊ及びダウンロード手段１０ｍは主として図
３の通信部１１及び制御部１２によって構成され、図５の識別情報発行手段１０ｂ、アク
セス情報生成手段１０ｃ、プリント指示情報作成手段１０ｄ、登録手段１０ｅ、登録情報
検索手段１０ｈ、広告判断手段１０ｉ及び編集手段１０ｋは主として図３の制御部１２に
よって構成され、図５のデータベース１０ｎは主として図３の登録情報データベース１３
、ユーザ情報データベース１４、課金情報データベース１５、地図情報データベース１６
及び広告管理情報データベース１７によって構成されている。
【００９３】
　次に、第１実施形態におけるサービス処理の流れについて図６を用いて説明する。
【００９４】
　図６において、プリント注文ユーザは、まず、携帯電話４０によって、被写体を撮影す
る（Ｓ１０１）。ここで、撮影により静止画を取得した場合、撮影後に携帯電話４０で入
力した音情報をプリント対象の静止画に付加することが可能であり、また、撮影後に携帯
電話４０で入力したテキスト情報をプリント対象の静止画に付加することも可能である。
また、撮影により動画を取得した場合、動画からプリント対象の静止画を抽出することも
可能であり、動画の撮影と同時に録音した音情報をプリント対象の静止画に付加すること
、及び、撮影後に携帯電話４０で入力したテキスト情報をプリント対象の静止画に付加す
ることも可能である。
【００９５】
　次に、プリント注文ユーザは、携帯電話４０によって、プリントサービスの注文操作を
行う（Ｓ１０２）。ここで、プリントサービスは、画像を所定のプリント媒体に印刷した
写真プリントを作成するサービスである。具体的には、撮影して得られた複数枚の静止画
の中からプリントすべき画像を選択し、必要に応じて、写真プリントのサイズや枚数など
を入力する。動画の中からプリント対象の静止画を抽出してもよい。また、写真プリント
の引渡方法を指定する。例えば、プリント注文ユーザが写真店などの特定の受け渡し場所
へ直接行って受け取る場合には、その受け渡し場所を指定する。また、例えば、配布先を
指定して郵便や宅配便などによる配送を依頼する場合には、その配布先を指定する。この
場合、写真は包装されて所望の配布先に配送される。また、ポストカードはそのポストカ
ードそのものが所望の配布先に配送されるように依頼することも可能である。
【００９６】
　また、プリント注文ユーザは、携帯電話４０によって、登録サービスの注文操作を行う
（Ｓ１０３）。ここで、登録サービスは、アップロードする画像又は当該画像に関連する
デジタルコンテンツ（音情報、テキスト情報、動画情報、その他の登録情報）をサービス
サーバ１０が登録情報データベース１３に登録して、所定期間の保管を行うサービスであ
る。例えば、撮影して得られた静止画がプリント対象である場合、静止画と、静止画に付
加した音情報及びテキスト情報とを登録するように要求することが可能である。また、動
画から抽出した静止画がプリント対象である場合、当該静止画と、静止画の抽出元である
動画と、動画の撮影と同時に録音した音情報と、撮影後に入力したテキスト情報とを、登
録情報として登録するように要求することができる。このような登録情報は、後述するよ
うに、写真プリントの配布先ユーザの携帯電話３０にダウンロードされる。なお、登録情
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報は、サービスサーバ１０へアップロードして登録する以外にも、サービスサーバ１０に
予め登録されている複数のテンプレート情報の中から所望のテンプレート情報を選択し、
選択されたテンプレート情報へのリンク情報のみが登録されるようにしてもよい。例えば
、予め作成したFlash（商標）などのフォーマットのマルチメディアコンテンツを選択し
、選択されたマルチメディアコンテンツへのリンク情報が登録されるようにしてもよい。
【００９７】
　また、プリント注文ユーザは、携帯電話４０によって、広告サービスの指定操作を行う
（Ｓ１０４）。ここで、広告サービスとは、登録情報データベース１３に保管された登録
情報を写真プリントの配布先の携帯電話３０に対してダウンロードする際に当該登録情報
とともに所定の広告情報をダウンロードすることにより、プリント注文ユーザに対して課
金すべき登録サービスの利用料金を減額又はフリーチャージ（無料）にするサービスであ
る。減額分の料金は、一般に、広告主に対して課金される。具体的には、プリント注文ユ
ーザは、携帯電話４０を操作して、広告の有無を選択し、さらに、広告有りを選択する場
合には広告対象を選択する。
【００９８】
　詳細には、サービスサーバ１０から携帯電話４０に対して広告サービスの指定画面情報
を送信する。そうすると、携帯電話４０の画面に選択可能な広告対象の一覧が表示される
ので、プリント注文ユーザは、携帯電話４０において、広告対象の選択操作を行うととも
に、広告サービスを利用する旨の設定操作を行う。例えば、携帯電話４０の画面には、コ
ーヒー店、居酒屋、テーマパーク、映画、金融業などの各広告対象の名称又はロゴが一覧
で表示されるとともに、各広告対象ごとの減額率（２０％、５０％、１００％など、割引
率ともいう）が表示される。この画面において、プリント注文ユーザは、広告サービスを
利用する場合、広告対象を選択するとともに広告有りを指定する。このように広告対象の
名称やロゴを選択させる場合に限らず、広告情報（音情報、テキスト情報、動画情報、静
止画情報、マルチメディアコンテンツなど）のそのものを携帯電話４０で実際に再生させ
た上で好みの広告情報を選択させるようにしてもよい。
【００９９】
　ところで、プリント注文ユーザが広告対象を選択する際、広告対象が何であるかを最優
先して選択する場合がある一方で、減額率が高いことを最優先して選択する場合がある。
具体的には、プリント注文ユーザの自身の年齢や性別、あるいは、写真プリントの配布先
の友人の年齢、性別、その友人との人間関係などを考慮して、例えば、居酒屋の広告より
もコーヒー店の広告の方を選択する者が居る一方で、コーヒー店の広告よりも居酒屋の広
告の方を選択する者が居る。また、広告対象が何であろうとも、減額率が最も高いもの（
例えばフリーチャージのもの）を選択する者も居る。このようにしてプリントユーザは好
みの広告情報を選択可能である。
【０１００】
　なお、登録サービスの利用料金の減額に限らず、プリントサービスの利用料金も併せて
減額するようにしてもよいことは勿論である。
【０１０１】
　そして、プリント注文ユーザが携帯電話４０で所定の送信操作を行うと、ネットワーク
９０を通じて、携帯電話４０からサービスサーバ１０に注文情報がアップロードされる（
Ｓ１０６）。ここで、注文情報には、プリント対象の画像、登録情報（音情報、テキスト
情報、動画情報など）、広告指定情報、及び、写真プリントの引渡情報が含まれる。ここ
で、広告指定情報には、広告の有無を示す情報と、広告有りの場合には選択された広告情
報を示す選択情報とが含まれる。選択情報には、広告情報を識別する広告ＩＤが含まれる
。
【０１０２】
　なお、登録情報、広告指定情報及び引渡情報のアップロードは、プリント対象の画像の
アップロードと同時に行わなくても、プリント対象の画像のアップロードを行った後に行
うことも可能になっている。
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【０１０３】
　また、携帯電話４０からサービスサーバ１０に対してアップロードを行う場合を例に説
明したが、図示を省略したデジタルカメラで撮影し（Ｓ１０１）、撮影した画像を記録し
た記録メディアをＰＣ５０に装着して、ＰＣ５０によって、プリントサービスの注文操作
（Ｓ１０２）、登録サービスの注文操作（Ｓ１０３）、広告サービスの指定操作（Ｓ１０
４）、及び、サービスサーバ１０への注文情報のアップロード（Ｓ１０６）を行ってもよ
い。
【０１０４】
　注文情報のアップロードを受け付けたサービスサーバ１０は、プリント対象の各画像ご
とに識別情報ｉｄを発行する（Ｓ１１１）。この識別情報ｉｄは、プリント対象の画像を
識別するほか、写真プリント配布先のユーザの携帯電話３０にダウンロードする登録情報
の識別に用いられる。
【０１０５】
　次に、サービスサーバ１０は、写真プリントの配布先の携帯電話３０がネットワーク９
０を介してサービスサーバ１０から登録情報を取得するために必要な、アクセス情報を生
成する（Ｓ１１２）。ここで、アクセス情報には、ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）
と識別情報ｉｄとが含まれる。
【０１０６】
　また、サービスサーバ１０は、携帯電話４０又はＰＣ５０からアップロードされた情報
をデータベースに登録する（Ｓ１１３）。具体的には、登録情報、広告指定情報、引渡情
報等のアップロードされた情報を、識別情報ｉｄと関連付けてデータベースに登録する。
【０１０７】
　また、画像及びアクセス情報がサービスサーバ１０からプリンタ２０に送信されて（Ｓ
１１５）、プリンタ２０により写真プリント２６が作成される（Ｓ１１６）。ここで、ア
クセス情報は、２次元バーコード２７として、プリント対象の画像２８とともに同一のプ
リント媒体に印刷される。
【０１０８】
　また、サービスサーバ１０は課金処理を行う（Ｓ１１７）。例えば、プリントサービス
の利用料金についてはその全額をプリント注文ユーザに対して課金するとともに、登録サ
ービスの利用料金については、携帯電話４０から受信した広告指定情報に基づいて、減額
分を広告主に対して課金するとともに残りの分をプリント注文ユーザに対して課金する。
なお、広告主が登録サービスを全額負担する場合には、プリント注文ユーザはプリントサ
ービスの利用料金を負担するだけで済む。また、広告主がプリントサービスの利用料金に
ついても減額分を負担する場合には、プリント注文ユーザはプリントサービスについても
減額した残りの分を負担するだけで済む。
【０１０９】
　このようにして注文情報がサービスサーバ１０へアップロードされる一方で、広告主の
端末装置７０から広告情報サーバ６０に対して広告情報がアップロードされて、広告情報
サーバ６０のデータベースに登録される（Ｓ１２１）。
【０１１０】
　また、広告情報サーバ６０上の広告情報をサービスサーバ１０がネットワーク９０を介
して取得するのに必要な広告パスが、サービスサーバ１０のデータベースに登録される（
Ｓ１２２）。
【０１１１】
　次に、第１実施形態において、サービスサーバ１０が写真プリント２６の配布先の携帯
電話３０に対して広告情報及び登録情報をダウンロードする際の処理の流れについて説明
する。
【０１１２】
　写真プリント２６の配布先ユーザは、その携帯電話３０を２次元バーコードの読取モー
ドにして、携帯電話３０に写真プリント２６上の２次元バーコード２７を読み取らせる（
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Ｓ１３１）。そうすると、携帯電話３０からサービスサーバ１０に対してアクセス情報が
送信されて、このアクセス情報をサービスサーバ１０が受信する（Ｓ１３４）。受信した
アクセス情報には、識別情報ｉｄが含まれている。
【０１１３】
　アクセス情報を受信したサービスサーバ１０は、そのアクセス情報に含まれる識別情報
ｉｄを抽出し、抽出した識別情報ｉｄに関連する登録情報及び広告指定情報をデータベー
スから取り出す（Ｓ１３５）。
【０１１４】
　次に、サービスサーバ１０は、広告指定情報に基づいて、ダウンロードすべき広告情報
を判断し（Ｓ１３６）、広告パスに基づいて広告情報を広告情報サーバ６０に要求し、そ
の要求した広告情報を広告情報サーバ６０から取得する（Ｓ１３７）。
【０１１５】
　次に、サービスサーバ１０は、広告情報サーバ６０から取得した広告情報を自身のデー
タベースから取り出した登録情報に結合することにより、ダウンロードデータを生成し（
Ｓ１３８）、アクセス元の携帯電話３０に対してダウンロードを行う（Ｓ１３９）。
【０１１６】
　携帯電話３０は、ダウンロードした広告情報及び登録情報の出力を行う（Ｓ１４１）。
広告情報及び登録情報がいずれも音声である場合には、広告情報である音声（例えば「○
○○○コーヒーの提供です。」）の出力に続いて登録情報である音声（例えばプリント注
文ユーザが録音した音声）の出力が行われる。また、広告情報がマルチメディアコンテン
ツであって登録情報が音声付の動画である場合には、広告情報であるマルチメディアコン
テンツの再生（例えば特定のアニメーションキャラクタが画像と音声で広告の宣伝をする
）に続いて登録情報である音声付の動画が再生される。広告情報と登録情報とが同時に再
生されるようにすることも可能である。例えば、広告情報であるマルチメディアコンテン
ツが再生されて特定のアニメーションキャラクタが携帯電話３０の画面上で動作するのと
同時に、登録情報である音声が携帯電話３０で出力されるようにすることもできる。
【０１１７】
　なお、広告指定情報の中で広告無しと指定されている場合には、登録情報のみがアクセ
ス元の携帯電話３０に対してダウンロードされて、携帯電話３０では登録情報のみが出力
される。
【０１１８】
　また、サービスサーバ１０は課金処理を行う（Ｓ１４２）。この課金処理では、例えば
、各識別情報ｉｄごとに携帯電話３０からのアクセス回数をカウントして、アクセス回数
が所定の閾値を超える場合には、登録サービスの料金を更に減額する処理を施す。あるい
は、アクセス回数に応じて、該当するプリント注文ユーザに金額相当のポイントを与える
処理を行ってもよい。
【０１１９】
　また、携帯電話４０又はＰＣ５０からアップロードを行った際の課金処理（Ｓ１１７）
ではプリントサービスの利用料金についての課金のみを行い、携帯電話３０へのダウンロ
ードを行った際の課金処理（Ｓ１４２）では登録サービスの利用料金についての課金のみ
を行うようにしてもよい。
【０１２０】
　また、登録情報のアップロードの際に、動画の時間、画質、アクセス回数、アクセス期
間、利用ユーザ等を登録し、これらの登録された情報にも基づいて課金処理を行うように
してもよい。
【０１２１】
　なお、本発明は登録情報のみをダウンロードすること、すなわち広告情報無し、を禁止
するものではない。もしも登録情報のアップロードの際にプリント注文ユーザが広告無を
指定した場合には、登録情報のみがアクセス元の携帯電話３０に対してダウンロードされ
る。この場合は登録サービスの利用料金の減額は原則として行われない。
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【０１２２】
　次に、第２実施形態におけるサービス処理の流れについて図７のフローチャートを用い
て説明する。
【０１２３】
　図７において、プリント注文ユーザは、第１実施形態と同様に、携帯電話４０によって
、被写体を撮影し（Ｓ２０１）、プリントサービスの注文操作を行い（Ｓ２０２）、登録
サービスの注文操作を行う（Ｓ２０３）。
【０１２４】
　第２実施形態では、プリント注文ユーザは、広告指定操作を行い（Ｓ２０４）、さらに
、写真プリント配布先のユーザ情報の入力操作を行う（Ｓ２０５）。
【０１２５】
　ユーザ情報には、各ユーザの性別、住所、年齢及び携帯電話番号が含まれる。なお、年
齢は必ずしも正確な値を入力する必要はなく、例えば、「１０代」、「２０代」、「３０
代」、「４０代」、「５０代」、その他から何れかを指定するようにしてもよい。
【０１２６】
　また、写真プリントの配布先ごとに年齢を入力させなくても、例えば配布先ユーザに２
０代の者が最も多ければ、２０代という入力を１回だけ行わせるようにしてもよい。また
、写真プリントの配布先ごとに性別を入力させなくても、例えば配布先ユーザの過半数が
女性であれば、女性という入力を１回だけ行わせるようにしてもよい。年齢は入力しない
ことも可能である。
【０１２７】
　そして、プリント注文ユーザが携帯電話４０で所定の送信操作を行うと、ネットワーク
９０を通じて、携帯電話４０からサービスサーバ１０に注文情報がアップロードされる（
Ｓ２０６）。
【０１２８】
　ここで、注文情報には、プリント対象の画像、登録情報（音情報、テキスト情報、動画
情報など）、広告指定情報、写真プリントの引渡情報、及び、写真プリント配布先のユー
ザ情報（携帯電話番号、年齢、性別）が含まれる。ここで、広告指定情報には、広告の有
無を示す情報が含まれる。
【０１２９】
　なお、携帯電話４０からサービスサーバ１０に対してアップロードを行う場合を例に説
明したが、図示を省略したデジタルカメラで撮影し（Ｓ２０１）、ＰＣ５０で所定の操作
を行ってＰＣ５０から注文情報をアップロードしてもよい（Ｓ２０２、Ｓ２０３、Ｓ２０
４、Ｓ２０５、Ｓ２０６）。
【０１３０】
　注文情報のアップロードを受け付けたサービスサーバ１０は、プリント対象の各画像ご
とに識別情報ｉｄを発行し（Ｓ２１１）、アクセス情報を生成し（Ｓ２１２）、アップロ
ードされた情報をデータベースに登録する（Ｓ２１３）。
【０１３１】
　なお、第２実施形態では、プリント注文ユーザの携帯電話４０から受信したユーザ情報
がサービスサーバ１０のデータベースに登録される。写真プリント配布先のユーザごとに
性別、住所、年齢及び携帯電話番号が入力されている場合には、これらの性別、住所、年
齢及び携帯電話番号からなるユーザ情報を識別情報ｉｄと関連付けて管理する。
【０１３２】
　また、画像及びアクセス情報がサービスサーバ１０からプリンタ２０に送信されて（Ｓ
２１５）、プリンタ２０により写真プリント２６が作成される（Ｓ２１６）。ここで、ア
クセス情報は、２次元バーコード２７として、プリント対象の画像２８とともに同一のプ
リント媒体に印刷される。
【０１３３】
　また、サービスサーバ１０はプリントサービスの利用料金についての課金処理を行う（
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Ｓ２１７）。
【０１３４】
　このようにして注文情報がサービスサーバ１０へアップロードされる一方で、広告主の
端末装置７０から広告情報サーバ６０に対して広告情報がアップロードされて、広告情報
サーバ６０のデータベース（図示を省略）に登録される（Ｓ２２１）。
【０１３５】
　また、広告情報サーバ６０上の広告情報をサービスサーバ１０がネットワーク９０を介
して取得するのに必要な広告パスが、広告管理情報の一部として、サービスサーバ１０の
データベースに登録される（Ｓ２２２）。
【０１３６】
　また、広告主の端末装置７０から広告対象者、広告期間、広告限度ポイントなどの広告
設定情報が入力され、その広告設定情報が、広告情報サーバ６０によってサービスサーバ
１０に転送され、広告管理情報の一部として、サービスサーバ１０のデータベースに登録
される（Ｓ２２３）。
【０１３７】
　次に、第２実施形態において、サービスサーバ１０が写真プリント２６の配布先の携帯
電話３０に対して広告情報及び登録情報をダウンロードする際の処理の流れについて説明
する。
【０１３８】
　写真プリント２６の配布先ユーザの携帯電話３０に写真プリント２６上の２次元バーコ
ード２７を読み取らせると（Ｓ２３１）、携帯電話３０からサービスサーバ１０に対して
、アクセス情報と携帯電話３０の携帯電話番号が送信されて、これらのアクセス情報及び
携帯電話番号をサービスサーバ１０が受信する（Ｓ２３４）。なお、アクセス情報には、
識別情報ｉｄが含まれている。
【０１３９】
　アクセス情報と携帯電話番号を受信したサービスサーバ１０は、そのアクセス情報に含
まれる識別情報ｉｄを抽出し、抽出した識別情報ｉｄに関連する登録情報をデータベース
から取り出す（Ｓ２３５）。
【０１４０】
　次に、サービスサーバ１０は、アクセス元の携帯電話３０から受信した携帯電話番号を
、データベースに登録されたユーザ情報内の携帯電話番号と照合して、一致する場合には
、ユーザ情報内の性別、住所及び年齢と、広告主が指定した広告管理情報１７１内の性別
、場所、年齢とを比較して、ダウンロードすべき広告情報を判断する（Ｓ２３６）。
【０１４１】
　サービスサーバ１０は、広告情報を広告情報サーバ６０に要求して、その要求した広告
情報を広告情報サーバ６０から取得する（Ｓ２３７）。
【０１４２】
　次に、サービスサーバ１０は、広告情報サーバ６０から取得した広告情報を登録情報に
結合することにより、ダウンロードデータを生成し（Ｓ２３８）、アクセス元の携帯電話
３０に対してダウンロードを行う（Ｓ２３９）。
【０１４３】
　携帯電話３０は、ダウンロードした広告情報及び登録情報の出力を行う（Ｓ２４１）。
【０１４４】
　また、サービスサーバ１０は登録サービスの利用料金について課金処理を行う（Ｓ２４
２）。
【０１４５】
　第２実施形態の課金処理では、アクセス元ユーザのユーザ情報（性別、住所、年齢）に
基づいてダウンロードすべき広告情報が判断されて、ダウンロードした広告情報に対応し
た減額情報が検索され、検索結果に応じた減額処理が施される。例えば、図４（ａ）に示
す第１のテーブル情報１７１に基づいて、男性、神奈川県横須賀市（あるいは神奈川県横
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須賀市走水１丁目）、２０代乃至３０代、及び、２００３年１月１日から２００３年１２
月１５日、という条件にあったユーザの携帯電話３０からアクセスがあったときには、広
告ＩＤが「100001」である広告情報が広告パスに基づいて広告情報サーバ６０から取得さ
れ、アクセス元の携帯電話３０にダウンロードされて、その広告情報に関連付けられた減
額情報に基づいて減額処理が施される。一方で、図４（ｃ）に示す第３のテーブル情報１
７３に基づいて、広告ＩＤ「100001」が関連付けられた広告主ＩＤ「988」が特定され、
図４（ｂ）に示す第２のテーブル情報１７２において、該当する広告主ＩＤ「988」の累
積課金ポイントがアクセス回数又はアクセスしたユーザの人数に応じて加算されていく。
また、女性、北海道北広島市（あるいは北海道北広島市広葉町３丁目）、４０代乃至５０
代、及び、２００３年１月１日から２００３年２月１５日、という条件にあったユーザの
携帯電話３０からアクセスがあったときには、広告ＩＤが「100002」である広告情報が広
告パスに基づいて広告情報サーバ６０から取得され、アクセス元の携帯電話３０にダウン
ロードされて、その広告情報に関連付けられた減額情報に基づいて減額処理が施される。
一方で、図４（ｃ）に示す第３のテーブル情報１７３に基づいて、広告ＩＤ「100002」が
関連付けられた広告主ＩＤ「989」が特定され、図４（ｂ）に示す第２のテーブル情報１
７２において、該当する広告主ＩＤ「989」の累積課金ポイントがアクセス回数（又はア
クセスしたユーザの人数）に応じて加算されていく。サービスの利用料金の減額分につい
ては、図４（ｂ）に示す第２テーブルに基づいて、広告主に対して課金が行われる。
【０１４６】
　次に、第３実施形態におけるサービス処理の流れについて図８のフローチャートを用い
て説明する。
【０１４７】
　図８において、プリント注文ユーザは、第１実施形態と同様に、携帯電話４０によって
、被写体を撮影し（Ｓ３０１）、プリントサービスの注文操作を行い（Ｓ３０２）、登録
サービスの注文操作（Ｓ３０３）、及び、広告指定操作を行う（Ｓ３０４）。そして、所
定の送信操作が行われると、ネットワーク９０を通じて、携帯電話４０からサービスサー
バ１０に注文情報がアップロードされる（Ｓ３０６）。ここで、注文情報には、プリント
対象の画像、登録情報（音情報、テキスト情報、動画情報など）、広告指定情報、及び、
写真プリントの引渡情報が含まれる。ここで、広告指定情報には、広告の有無を示す情報
が含まれる。
【０１４８】
　なお、図示を省略したデジタルカメラで撮影して（Ｓ３０１）、ＰＣ５０から注文情報
をアップロードしてもよい（Ｓ３０２、Ｓ３０３、Ｓ３０４、Ｓ３０６）。
【０１４９】
　注文情報のアップロードを受け付けたサービスサーバ１０は、プリント対象の各画像ご
とに識別情報ｉｄを発行し（Ｓ３１１）、アクセス情報を生成し（Ｓ３１２）、アップロ
ードされた情報をデータベースに登録する（Ｓ３１３）。また、画像及びアクセス情報が
サービスサーバ１０からプリンタ２０に送信されて（Ｓ３１５）、プリンタ２０により写
真プリント２６が作成される（Ｓ３１６）。ここで、アクセス情報は、２次元バーコード
２７として、プリント対象の画像２８とともに同一のプリント媒体に印刷される。そして
、サービスサーバ１０は、プリントサービスの利用料金についての課金処理を行う（Ｓ３
１７）。
【０１５０】
　このようにして注文情報がサービスサーバ１０へアップロードされる一方で、広告主の
端末装置７０から広告情報サーバ６０に対して広告情報がアップロードされて、広告情報
サーバ６０のデータベース（図示を省略）に登録される（Ｓ３２１）。
【０１５１】
　また、広告情報サーバ６０上の広告情報をサービスサーバ１０がネットワーク９０を介
して取得するのに必要な広告パスが、広告管理情報の一部として、サービスサーバ１０の
データベースに登録される（Ｓ３２２）。
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【０１５２】
　また、広告主の端末装置７０から広告対象者、広告期間、広告限度ポイントなどの広告
設定情報が入力され、その設定情報が、広告情報サーバ６０によってサービスサーバ１０
に転送され、広告管理情報の一部として、サービスサーバ１０のデータベースに登録され
る（Ｓ３２３）。
【０１５３】
　ここで、端末装置７０は、特定の人を広告対象者とするか不特定の人を広告対象者とす
るかの設定を受け付ける。また、特定の人を広告対象者とする場合には、端末装置７０は
、広告対象者の性別、場所、年齢の設定を受け付ける。なお、「特定」とするか「不特定
」とするかの設定は、「性別」、「場所」、「年齢」の項目別に受け付ける。例えば、女
性のみを広告対象者としたいが、場所や年齢は特定したくないという場合には、「性別」
を女性に設定するとともに、場所及び年齢を「不特定」に設定する。
【０１５４】
　なお、広告主の端末装置７０から設定可能な広告管理情報は、広告対象者の設定に限ら
れず、例えば図４（ｂ）に示す「広告限度ポイント」も設定することが可能である。
【０１５５】
　広告主の端末装置７０から広告情報及び広告設定情報（広告管理情報の一部である）が
入力されると、サービスサーバ１０のデータベースには、図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に
示すようなテーブル情報が形成される。
【０１５６】
　なお、広告主の端末装置７０で入力可能な情報は、広告情報及び広告管理情報に限られ
ない。サービス利用料金の減額情報が、広告主の端末装置７０で入力され、広告情報サー
バ６０によってサービスサーバ１０に転送され、サービスサーバ１０のデータベースに課
金情報の一部として登録されるようにしてもよい。
【０１５７】
　次に、第３実施形態において、サービスサーバ１０が写真プリント２６の配布先の携帯
電話３０に対して広告情報及び登録情報をダウンロードする際の処理の流れについて説明
する。
【０１５８】
　写真プリント２６の配布先ユーザの携帯電話３０に写真プリント２６上の２次元バーコ
ード２７を読み取らせると（Ｓ３３１）、携帯電話３０からサービスサーバ１０に対して
、アクセス情報と、携帯電話３０に予め登録されていたユーザ情報（写真プリント配布先
のユーザの個人情報である）と、携帯電話３０が検出した現在位置を示すアクセス地点情
報とが送信されて、これらのアクセス情報、ユーザ情報及びアクセス地点情報をサービス
サーバ１０が受信する（Ｓ３３４）。なお、アクセス情報には、識別情報ｉｄが含まれて
いる。
【０１５９】
　アクセス情報、ユーザ情報及びアクセス地点情報を受信したサービスサーバ１０は、そ
のアクセス情報に含まれる識別情報ｉｄを抽出し、抽出した識別情報ｉｄに関連する登録
情報をデータベースから取り出す（Ｓ３３５）。
【０１６０】
　また、サービスサーバ１０は、アクセス元の携帯電話３０から受信したユーザ情報（性
別、年齢など）及びアクセス地点情報と、自身のデータベースに管理されている広告管理
情報（性別、場所、年齢）とに基づいて、ダウンロードすべき広告情報を判断し（Ｓ３３
６）、広告情報を広告情報サーバ６０に要求して、その要求した広告情報を広告情報サー
バ６０から取得する（Ｓ３３７）。
【０１６１】
　次に、サービスサーバ１０は、広告情報サーバ６０から取得した広告情報を登録情報に
結合することにより、ダウンロードデータを生成し（Ｓ３３８）、アクセス元の携帯電話
３０に対してダウンロードを行う（Ｓ３３９）。携帯電話３０は、ダウンロードした広告
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情報及び登録情報の出力を行う（Ｓ３４１）。
【０１６２】
　なお、サービスサーバ１０は、携帯電話３０からユーザの個人情報やアクセス地点情報
を取得できない場合でも、広告管理情報に基づいて、不特定の人が広告対象者であると設
定されている広告情報については、不特定の人の携帯電話３０に対して広告情報をダウン
ロードする。
【０１６３】
　また、サービスサーバ１０は登録サービスの利用料金について課金処理を行う（Ｓ３４
２）。
【０１６４】
　第３実施形態では、アクセス元ユーザの携帯電話３０からアップロードされたユーザ情
報（性別、年齢）とアクセス地点とに基づいてダウンロードすべき広告情報が判断されて
、ダウンロードした広告情報に対応した減額情報が検索され、検索結果に応じた減額処理
が施される。
【０１６５】
　なお、アクセス地点情報は、ＧＰＳ（Global Positioning System）を利用した位置検
出機能を有した携帯電話である場合には、そのＧＰＳを利用して検出した位置情報をアク
セス地点情報としてサービスサーバ１０に送信する。例えば、中目黒でアクセスした場合
、その中目黒を示すアクセス地点情報がサービスサーバ１０に送信されて、その近辺のお
いしいピザ屋の広告情報が登録情報に結合されてダウンロードされる。例えば、おいしい
ピザに関する広告情報が流れた後に、登録情報である音情報が再生される。
【０１６６】
　また、例えば、広告対象者として２０代前半の女性には特定の女性情報誌のＣＭを流す
ことが広告主によって設定されている場合には、２０代前半の女性の携帯電話３０のみに
その女性情報誌のＣＭが流れる。
【０１６７】
　また、例えば、テーマパークのアトラクションの広告の場合、そのアトラクションに関
する情報や、混雑情報を流すようにしてもよい。
【０１６８】
　また、広告内容がいわゆる「Ｒ指定」の場合には、１８歳以下のユーザの携帯電話３０
にはその広告を流さないようにすることも可能である。
【０１６９】
　図９は、第４実施形態としてのサービスサーバ１０の概念的な構成の例を示す概略ブロ
ック図である。このサービスサーバ１０は、主として、入力手段１００ａ、識別情報発行
手段１０ｂ、アクセス情報生成手段１０ｃ、プリント指示情報作成手段１０ｄ、アクセス
情報出力指示手段１００ｄ、登録手段１０ｅ、課金手段１０ｆ、アクセス情報受信手段１
０ｇ、登録情報検索手段１０ｈ、広告判断手段１０ｉ、広告情報取得手段１０ｊ、編集手
段１０ｋ、ダウンロード手段１０ｍ、及び、データベース１０ｎによって構成されている
。なお、図９において、図５に示した構成要素には、同じ符号を付してあり、詳細な説明
を省略する。
【０１７０】
　第４実施形態としてのサービスサーバ１０は、第１実施形態乃至第３実施形態において
既に説明した写真プリントの注文を前提としたサービスを行なうほかに、写真プリントの
注文とは関係のないデジタルコンテンツ（以下単に「コンテンツ」という）を保管して配
信するサービスを行なう機能を有する。なお、既に説明した機能についてはその説明を省
略する。
【０１７１】
　入力手段１００ａは、図５に示したアップロード手段１０ａが有する写真プリントの注
文情報を受信する機能を有するほかに、写真プリントとは関係のない各種のコンテンツ（
「登録情報」ともいう）の入力を受け付ける機能を有する。
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【０１７２】
　入力手段１００ａに入力されるコンテンツとしては、例えば、テレビ番組、映画、ミュ
ージックビデオなどの動画像情報がある。このような動画像情報に限られず、音情報、テ
キスト情報、ベクタグラフィックスのアニメーション情報など、様々なコンテンツが入力
手段１００ａに入力される。
【０１７３】
　入力手段１００ａにコンテンツを入力する態様としては、コンテンツ作成業者のＰＣ５
０からネットワークを介して入力する態様、一般ユーザの携帯電話４０で生成されたコン
テンツを携帯電話４０からネットワークを介して入力する態様、メモリカードや光ディス
クなどのリムーバブルメディア(図示を省略)を介して入力する態様などが挙げられる。
【０１７４】
　入力手段１００ａには、コンテンツが入力されるほかに、必要に応じて、広告指定情報
（広告の有無を示す情報、広告の選択情報など）、コンテンツの引渡情報（アクセス情報
の出力方法を示す情報など）、コンテンツのダウンロード先のユーザ情報（年齢、性別、
住所など）が入力される。
【０１７５】
　入力手段１００ａにコンテンツが入力されると、識別情報発行手段１０ｂは、コンテン
ツを識別する識別情報ｉｄを発行する。アクセス情報生成手段１０は、コンテンツのダウ
ンロード先のユーザの携帯電話３０がネットワークを介してコンテンツを取得するために
必要なアクセス情報を生成する。ここで、アクセス情報には、識別情報発行手段１０ｂが
発行した識別情報ｉｄが含まれる。
【０１７６】
　アクセス情報出力指示手段１００ｄは、メールサーバ２００又はプリンタ２０に対して
、アクセス情報生成手段１０ｃによって生成されたアクセス情報の出力を指示するもので
ある。
【０１７７】
　アクセス情報出力指示手段１００ｄは、例えば、アクセス情報が添付されたユーザ宛の
電子メールを作成して、その電子メールをアクセス情報出力手段としてのメールサーバ２
００に送信する。また、アクセス情報出力指示手段１００ｄは、例えば、アクセス情報を
２次元バーコードとして所定の記録媒体に記録させる指示情報を作成して、その指示情報
をアクセス情報出力手段としてのプリンタ２０に送信する。
【０１７８】
　登録手段１０ｅは、コンテンツ、広告指定情報、及び、引渡情報を、識別情報ｉｄと関
連付けてデータベース１０ｎに登録する。
【０１７９】
　アクセス情報受信手段１０ｇは、携帯電話３０に入力されたアクセス情報と、そのアク
セス元のユーザの個人情報及びアクセス地点情報の少なくとも一方を含むアクセス関連情
報とを、アクセス元の携帯電話３０から受信する。
【０１８０】
　登録情報検索手段１０ｈは、コンテンツ取得手段として、携帯電話３０から受信したア
クセス情報に基づいて、当該アクセス情報に対応するコンテンツをデータベース１０ｎか
ら選択して取得する。
【０１８１】
　広告判断手段１０ｉは、携帯電話３０から受信したアクセス関連情報とデータベース１
０ｎで管理されている広告管理情報とに基づいて、当該アクセス関連情報に対応する広告
情報を判断する。
【０１８２】
　広告情報取得手段１０ｊは、広告判断手段１０ｉの判断結果に基づいて、携帯電話３０
から受信したアクセス関連情報に対応する広告情報を、広告情報サーバ６０又はデータベ
ース１０ｎから選択して取得する。



(22) JP 4623288 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

【０１８３】
　編集手段１０ｋは、登録情報検索手段１０ｈによって取得されたコンテンツと広告情報
取得手段１０ｊによって取得されたコンテンツとを結合して、アクセス元の携帯電話３０
にダウンロードされるデータを編集する。
【０１８４】
　ダウンロード手段１０ｍは、編集手段１０ｋによって編集されたダウンロード用のデー
タをアクセス元の携帯電話３０にダウンロードする。
【０１８５】
　課金手段１０ｆは、ダウンロードされる広告情報に対応する減額情報をデータベース１
０ｎから検索し、この減額情報に基づいて、コンテンツの登録及びコンテンツの配信に係
るサービスの利用料金を減額又は無料化する。
【０１８６】
　なお、図９の概念的構成のサービスサーバ１０と図３の具体的構成のサービスサーバ１
０の対応関係を簡単に説明すると、図９の入力手段１００ａ、アクセス情報受信手段１０
ｇ、広告情報取得手段１０ｊ及びダウンロード手段１０ｍは主として図３の通信部１１及
び制御部１２によって構成され、図９の識別情報発行手段１０ｂ、アクセス情報生成手段
１０ｃ、プリント指示情報作成手段１０ｄ、アクセス情報出力指示手段１００ｄ、登録手
段１０ｅ、登録情報検索手段１０ｈ、広告判断手段１０ｉ及び編集手段１０ｋは主として
図３の制御部１２によって構成され、図９のデータベース１０ｎは主として図３の登録情
報データベース１３、ユーザ情報データベース１４、課金情報データベース１５、地図情
報データベース１６及び広告管理情報データベース１７によって構成されている。
【０１８７】
　第４実施形態におけるサービス処理の一例の流れについて図１０の説明図を用いて説明
する。
【０１８８】
　図１０において、ＰＣ５０において登録サービスの注文操作が行なわれる（Ｓ４０３）
。
【０１８９】
　ここで、登録サービスは、コンテンツ作成業者のＰＣ５０などから受け取ったコンテン
ツを、所定期間、サービスサーバ１０のデータベース１０ｎに保管するとともに一般ユー
ザの携帯電話３０に配信するサービスである。
【０１９０】
　また、ＰＣ５０おいて広告サービスの指定操作が行われる（Ｓ４０４）。
【０１９１】
　ここで、広告サービスは、サービスサーバ１０のデータベース１０ｎに管理されたコン
テンツを、そのコンテンツのダウンロード先としてのユーザの携帯電話３０に対してダウ
ンロードする際に、当該コンテンツとともに所定の広告情報をダウンロードすることによ
り、ダウンロード先のユーザに対して課金すべき利用料金を減額又はフリーチャージ（無
料）にするサービスである。
【０１９２】
　そして、所定の送信操作が行われると、コンテンツ、広告指定情報及び引渡情報を含む
注文情報が、ＰＣ５０からサービスサーバ１０にアップロードされる（Ｓ４０６）。
【０１９３】
　ここで、広告指定情報には、広告の有無を示す情報が含まれる。引渡情報には、アクセ
ス情報の出力方法を示す情報が含まれる。
【０１９４】
　なお、コンテンツの登録を希望する一般ユーザの携帯電話４０からコンテンツをアップ
ロードしてもよい（Ｓ４０３、Ｓ４０４、Ｓ４０６）。
【０１９５】
　注文情報のアップロードを受け付けたサービスサーバ１０は、コンテンツごとに識別情
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報ｉｄを発行し（Ｓ４１１）、アクセス情報を生成し（Ｓ４１２）、アップロードされた
情報をデータベース１０ｎに登録する（Ｓ４１３）。
【０１９６】
　また、アクセス情報は引渡情報に基づいて指定された方法で出力される（Ｓ４１４）。
例えば、電子メールによってアクセス情報を配布する場合には、アクセス情報を添付した
電子メールがメールサーバ２００に送信される。また、２次元バーコード化したアクセス
情報を配布する場合には、２次元バーコード化したアクセス情報の出力をプリンタ２０に
指示する。
【０１９７】
　このようにしてコンテンツを含む注文情報がサービスサーバ１０に入力される一方で、
広告主の端末装置７０から広告情報サーバ６０に対して広告情報がアップロードされて、
広告情報サーバ６０のデータベースに登録される（Ｓ４２１）。また、広告情報サーバ６
０上の広告情報をサービスサーバ１０がネットワーク９０を介して取得するのに必要な広
告パスが、サービスサーバ１０のデータベースに登録される（Ｓ４２２）。また、広告主
の端末装置７０から広告対象者、広告期間、広告限度ポイントなどの広告設定情報が入力
され、その広告設定情報が、広告情報サーバ６０によってサービスサーバ１０に転送され
、広告管理情報の一部として、サービスサーバ１０のデータベースに登録される（Ｓ４２
３）。
【０１９８】
　次に、第４実施形態において、サービスサーバ１０が携帯電話３０に対して広告情報及
びコンテンツをダウンロードする際の処理の流れについて説明する。
【０１９９】
　コンテンツのダウンロード先であるユーザの携帯電話３０でアクセス情報が入力される
と（Ｓ４３１）、携帯電話３０からサービスサーバ１０に対して、アクセス情報と、携帯
電話３０に予め登録されていたユーザ情報（写真プリント配布先のユーザの個人情報であ
る）と、携帯電話３０が検出した現在位置を示すアクセス地点情報とが送信されて、これ
らのアクセス情報、ユーザ情報及びアクセス地点情報をサービスサーバ１０が受信する（
Ｓ４３４）。なお、アクセス情報には、識別情報ｉｄが含まれている。
【０２００】
　アクセス情報、ユーザ情報及びアクセス地点情報を受信したサービスサーバ１０は、そ
のアクセス情報に含まれる識別情報ｉｄを抽出し、抽出した識別情報ｉｄに関連するコン
テンツ（登録情報）をデータベース１０ｎから選択して取得する（Ｓ４３５）。
【０２０１】
　また、サービスサーバ１０は、アクセス元の携帯電話３０から受信したユーザ情報（性
別、年齢など）及びアクセス地点情報と、サービスサーバ１０のデータベース１０ｎに管
理されている広告管理情報（性別、場所、年齢）とに基づいて、ダウンロードすべき広告
情報を判断し（Ｓ４３６）、広告情報を広告情報サーバ６０に要求して、その要求した広
告情報を広告情報サーバ６０から選択して取得する（Ｓ４３７）。
【０２０２】
　次に、サービスサーバ１０は、広告情報サーバ６０から取得した広告情報をコンテンツ
（登録情報）に結合することにより、ダウンロードデータを生成し（Ｓ４３８）、アクセ
ス元の携帯電話３０に対してダウンロードを行う（Ｓ４３９）。携帯電話３０は、ダウン
ロードされた広告情報及び登録情報の出力を行う（Ｓ４４１）。
【０２０３】
　なお、サービスサーバ１０は、携帯電話３０からユーザの個人情報やアクセス地点情報
を取得できない場合でも、広告管理情報に基づいて、不特定の人を広告対象者として設定
された広告情報については、不特定の人の携帯電話３０に対して広告情報をダウンロード
する。
【０２０４】
　また、サービスサーバ１０は登録サービスの利用料金について課金処理を行う（Ｓ４４
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２）。
【０２０５】
　なお、第１乃至第４実施形態において、アクセス情報を２次元バーコードとして写真プ
リント２６に記録する場合を例に説明したが、本発明はこれに限らず、アクセス情報は、
用紙に形成されたＩＣタグに書き込むようにしてもよい。この場合、プリンタ２０には、
ＩＣタグ（ＲＦＩＤ：Radio Frequency Identification）ともいう）にアクセス情報を無
線で書き込むための無線書込手段を設ける。また、携帯電話には、ＩＣタグからアクセス
情報を無線で読み取るための無線読取手段が設けられる。
【０２０６】
　また、アクセス情報は、写真プリント２６の画像に電子透かし情報として埋め込んで記
録するようにしてもよい。この場合、携帯電話は、電子透かし情報を読み取る機能を有す
る。
【０２０７】
　また、携帯電話に限らず、ＰＤＡ（Personal Digital Assistants）、その他の通信端
末を用いてもよい。
【０２０８】
　その他、本発明は、図で示した例や実施形態として説明した例に限定されるものではな
く、本発明の要旨に従って適宜設計変更や改良を施して実施してよいことはもちろんであ
る。
【図面の簡単な説明】
【０２０９】
【図１】本発明を適用したサーバを含むサービスシステムの全体構成図
【図２】写真プリントの例を示す図
【図３】本発明を適用した第１実施形態乃至第３実施形態のサーバの具体的な内部構成の
例を示すブロック図
【図４】広告管理情報の例を示す説明図
【図５】本発明を適用したサーバの概念的な構成の例を示す概略ブロック図
【図６】第１実施形態におけるサービス処理の流れを示す説明図
【図７】第２実施形態におけるサービス処理の流れを示す説明図
【図８】第３実施形態におけるサービス処理の流れを示す説明図
【図９】本発明を適用した第４実施形態のサーバの具体的な内部構成の例を示すブロック
図
【図１０】第４実施形態におけるサービス処理の流れを示す説明図
【符号の説明】
【０２１０】
　１０…サービスサーバ、１０ａ…アップロード手段、１０ｂ…識別情報発行手段、１０
ｃ…アクセス情報生成手段、１０ｄ…プリント指示情報作成手段、１０ｅ…登録手段、１
０ｆ…課金手段、１０ｇ…アクセス情報受信手段、１０ｈ…登録情報検索手段、１０ｉ…
広告判断手段、１０ｊ…広告情報取得手段、１０ｋ…編集手段、１０ｍ…ダウンロード手
段、１０ｎ…データベース、１１…通信部、１２…制御部、１３…登録情報データベース
、１４…ユーザ情報データベース、１５…課金情報データベース、１６…地図情報データ
ベース、１７…広告管理情報データベース、２０…プリンタ、２６…写真プリント、２７
…２次元バーコード（アクセス情報）、２８…画像、３０…写真プリント配布先ユーザの
携帯電話、４０…注文ユーザの携帯電話、５０…パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、６０
…広告情報サーバ、７０…広告主の端末装置、９０…ネットワーク、１００ａ…入力手段
、１００ｄ…アクセス情報出力指示手段
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