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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報通信端末と通信可能なサーバ装置が、
　広告主が発行するクーポン券を前記情報通信端末に表示するためのクーポン券データと
、所定の広告内容を示す広告画面を前記情報通信端末に表示するための広告データとを記
憶し、
　前記クーポン券データを暗号化し、
　前記暗号化したクーポン券データと、前記広告データと、該広告データの表示完了時に
前記クーポン券データを復号するよう指示する制御データとを含むパケットを生成し、
　前記生成したパケットを前記情報通信端末へ送信し、
　前記情報通信端末が、前記サーバ装置から受信した前記パケットの前記制御データに従
い、前記広告データに対応する広告画面を表示し、当該広告画面の表示が完了したか否か
を判定し、該表示が完了したことを検知したとき前記クーポン券データを復号し、当該ク
ーポン券を表示することを特徴とする広告配信方法。
【請求項２】
　前記サーバ装置が、前記広告データの表示時間を前記制御データに設定し、
　前記情報通信端末が、前記広告データの表示の経過時間が前記制御データに設定された
表示時間に達したとき、当該広告データの表示が完了したと判定することを特徴とする請
求項１記載の広告配信方法。
【請求項３】
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　前記サーバ装置が、前記クーポン券データの復号のための鍵データを所定数の鍵データ
部分に分割し、該所定数の鍵データ部分のそれぞれを前記広告データに所定間隔にて挿入
することを特徴とする請求項１記載の広告配信方法。
【請求項４】
　前記サーバ装置が、前記広告データとして、他の広告主を含む複数の広告主に対応する
広告画面を表示するためのデータを記憶することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
１項に記載の広告配信方法。
【請求項５】
　前記サーバ装置が、前記広告データとして、広告内容を動画像にて表示するためのデー
タを記憶することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の広告配信方法。
【請求項６】
　前記サーバ装置が、前記広告データとして、広告内容を静止画像にて表示するためのデ
ータを記憶することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の広告配信方法。
【請求項７】
前記サーバ装置が、前記クーポン券データとして、当該クーポン券を赤外線通信により前
記広告主に提示可能なデータを記憶することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項
に記載の広告配信方法。
【請求項８】
　情報通信端末と、該情報通信端末との通信が可能なサーバ装置とを備え、
　前記サーバ装置は、
　広告主が発行するクーポン券を前記情報通信端末に表示するためのクーポン券データ、
及び、所定の広告内容を示す広告画面を前記情報通信端末に表示するための広告データを
記憶するデータ記憶部と、
　前記データ記憶部の所定のクーポン券データを暗号化する暗号化処理部と、
　前記暗号化処理部が暗号化したクーポン券データと、前記データ記憶部の所定の広告デ
ータと、該広告データの表示完了時に前記クーポン券データを復号するよう指示する制御
データとを含むパケットを生成するパケット生成部と、
　前記パケット生成部が生成したパケットを前記情報通信端末へ送信するパケット送信部
とを有し、
　前記情報処理端末は、
　前記サーバ装置から受信した前記パケットの前記制御データに従い前記広告データに対
応する広告画面を表示する画面表示部と、
　前記制御データに従い、前記画面表示部が当該広告画面の表示を完了したか否かを判定
し、広告画面の表示を完了したことを検知したとき前記クーポン券データを復号し当該ク
ーポン券を前記画面表示部に表示させる表示制御部とを有することを特徴とする広告配信
システム。
【請求項９】
　前記パケット生成部は、前記広告データの表示時間を前記制御データに設定し、
　前記表示制御部は、前記広告データの表示の経過時間が前記制御データに設定された表
示時間に達したとき、当該広告データの表示が完了したと判定することを特徴とする請求
項８記載の広告配信システム。
【請求項１０】
　前記暗号化処理部が、前記クーポン券データの復号のための鍵データを所定数の鍵デー
タ部分に分割し、該所定数の鍵データ部分のそれぞれを前記広告データに所定間隔にて挿
入することを特徴とする請求項８記載の広告配信システム。
【請求項１１】
　前記データ記憶部は、前記広告データとして、他の広告主を含む複数の広告主に対応す
る広告画面を表示するためのデータを記憶することを特徴とする請求項８乃至１０のいず
れか１項に記載の広告配信システム。
【請求項１２】
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　前記データ記憶部は、前記広告データとして、広告内容を動画像にて表示するためのデ
ータを記憶することを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか１項に記載の広告配信シス
テム。
【請求項１３】
　前記データ記憶部は、前記広告データとして、広告内容を静止画像にて表示するための
データを記憶することを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか１項に記載の広告配信シ
ステム。
【請求項１４】
　前記データ記憶部は、前記クーポン券データとして、当該クーポン券を赤外線通信によ
り前記広告主に提示可能なデータを記憶することを特徴とする請求項８乃至１３のいずれ
か１項に記載の広告配信システム。
【請求項１５】
　広告主が発行するクーポン券を情報通信端末に表示するためのクーポン券データ、及び
、所定の広告内容を示す広告画面を情報通信端末に表示するための広告データを記憶する
データ記憶部と、
　前記データ記憶部の所定のクーポン券データを暗号化する暗号化処理部と、
　前記暗号化処理部が暗号化したクーポン券データと、前記データ記憶部の所定の広告デ
ータと、該広告データの表示完了時に前記クーポン券データを復号するよう指示する制御
データとを含むパケットを生成するパケット生成部と、
　前記パケット生成部が生成したパケットを情報通信端末へ送信するパケット送信部とを
有することを特徴とするサーバ装置。
【請求項１６】
　前記サーバ装置が、前記クーポン券データの暗号化を共通鍵方式により行うことを特徴
とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の広告配信方法。
【請求項１７】
　前記暗号化処理部は、前記クーポン券データの暗号化を共通鍵方式により行うことを特
徴とする請求項８乃至１４のいずれか１項に記載の広告配信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顧客が所持する携帯電話端末あるいはパーソナルコンピュータのような情報
通信端末に対し電子データにより広告を配信する方法、及び、該方法を実施するためのシ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、顧客の情報通信端末に物品やサービス等の電子広告を配信する方法として、例え
ば、後述の特許文献１乃至３に記載のものがある。特許文献１に記載の方法は、携帯電話
へ広告メールを配信する広告発信装置に対し、配信すべき顧客層及び配信時間等の条件を
入力すると、広告発信装置が当該条件に沿って広告メールを配信するというものである。
また、特許文献２に記載の方法は、ユーザ端末に発信情報のページを提供するサーバが、
各ページに対するユーザ端末からのアクセス回数をカウントし、カウント数が上限値に達
したとき、当該ページを削除し新たなページを掲示するというものである。
【０００３】
　特許文献３に記載の方法は、広告配信会社が所定条件を満たす会員に対し、紙面や電子
情報等のクーポン券に代わる合言葉を配信し、会員がこの合言葉を当該商店に申し出るこ
とにより、該会員に所定のサービスが提供されるというものである。
【特許文献１】特開２００２－１３３２７０号公報
【特許文献２】特開２００３－２５６７１４号公報
【特許文献３】特開２００２－２５９７８８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】
【０００４】
　上記の特許文献１に記載の方法では、広告メールの配信条件を設定することにより広告
の効率化が図られ、また、特許文献２に記載の方法では、ページへのアクセス回数に基づ
き、より新しい広告を提供するよう制御されるが、いずれの方法においても、配信された
広告メールやページの中身が実際に顧客に読まれたか否かは不明である。よって、顧客に
読まれることなく廃棄される広告メールやページがあった場合、その分、広告費用が無駄
になる。
【０００５】
　特許文献３に記載の方法は、クーポン券を無形化することによりクーポン券の紛失が回
避されるが、１回の配信における広告対象は、当該合言葉クーポンを発行した商店に限定
されることから、広告の効率を高め難い。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、電子広告のコストパフォーマンスを
高め得る広告配信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】
【０００７】
　本発明に係る広告配信方法は、情報通信端末と通信可能なサーバ装置が、広告主が発行
するクーポン券を前記情報通信端末に表示するためのクーポン券データと、所定の広告内
容を示す広告画面を前記情報通信端末に表示するための広告データとを記憶し、前記クー
ポン券データを暗号化し、前記暗号化したクーポン券データと、前記広告データと、該広
告データの表示完了時に前記クーポン券データを復号するよう指示する制御データとを含
むパケットを生成し、前記生成したパケットを前記情報通信端末へ送信し、前記情報通信
端末が、前記サーバ装置から受信した前記パケットの前記制御データに従い、前記広告デ
ータに対応する広告画面を表示し、当該広告画面の表示が完了したか否かを判定し、該表
示が完了したことを検知したとき前記クーポン券データを復号し、当該クーポン券を表示
することである。
【０００８】
　本発明に係る広告配信システムは、情報通信端末と、該情報通信端末との通信が可能な
サーバ装置とを備え、前記サーバ装置は、広告主が発行するクーポン券を前記情報通信端
末に表示するためのクーポン券データ、及び、所定の広告内容を示す広告画面を前記情報
通信端末に表示するための広告データを記憶するデータ記憶部と、前記データ記憶部の所
定のクーポン券データを暗号化する暗号化処理部と、前記暗号化処理部が暗号化したクー
ポン券データと前記データ記憶部の所定の広告データと該広告データの表示完了時に前記
クーポン券データを復号するよう指示する制御データとを含むパケットを生成するパケッ
ト生成部と、前記パケット生成部が生成したパケットを前記情報通信端末へ送信するパケ
ット送信部とを有し、前記情報処理端末は、前記サーバ装置から受信した前記パケットの
前記制御データに従い前記広告データに対応する広告画面を表示する画面表示部と、前記
制御データに従い、前記画面表示部が当該広告画面の表示を完了したか否かを判定し、広
告画面の表示を完了したことを検知したとき前記クーポン券データを復号し当該クーポン
券を前記画面表示部に表示させる表示制御部とを有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、パケットを受信した情報処理端末において当該クーポン券を利用する
にあたっては、広告画面の表示完了を条件とされることから、情報処理端末のユーザに当
該広告画面を確実に視聴させることが可能となる。これにより、電子広告が未読のまま廃
棄されることによる広告費用の無駄を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
［実施例］
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　以下、本発明の実施例について図面を用いて詳細に説明する。図１は、本発明による実
施例の広告配信システムの構成を示すブロック図である。実施例のシステム１００は、顧
客１０ａが所持する情報通信端末である携帯電話１０と、所定のサービスを提供する小売
店２０ａの小売店端末２０と、広告サービスを運営する広告会社３０ａの広告会社端末３
０と、該広告会社端末３０及び小売店端末２０にインターネットのような通信ネットワー
ク１００ａを介して接続され且つ携帯電話網１００ｂを介して携帯電話１０と通信可能な
配信サービス会社４０ａのサーバ装置４０とを備える。
【００１１】
　配信サービス会社４０ａは、サーバ装置４０から携帯電話１０に後述のレインボーパケ
ットを送信することにより実施される広告配信サービスを運営しており、配信すべき広告
の内容やデザイン等の企画・作成を行う。また、小売店２０ａ及び広告会社３０ａから広
告配信サービスの依頼を受け付け、それぞれから手数料を徴収する。
【００１２】
　小売店２０ａは、価格の割引やサンプル品の供与のような所定のサービスを提供するた
めのクーポン券を発行する広告主であり、上記の広告配信サービスに関し、予め配信サー
ビス会社４０ａと契約を結んでいる。広告会社３０ａは、小売店２０ａと異なる広告主で
ある小売店５０ａからの広告依頼を請け負っており、広告配信サービスに関し、予め配信
サービス会社４０ａと契約を結んでいる。
【００１３】
　本実施例における小売店５０ａは、小売店２０ａが配信サービス会社４０ａに依頼した
広告配信サービスを利用して自店の広告を行う広告主であり、自店の広告に関する手続き
を広告会社３０ａに依頼する。なお、本実施例では、説明のため、クーポン券を発行する
小売店２０ａをメイン広告主とし、他方の小売店５０ａをサブ広告主と位置付ける。
【００１４】
　顧客１０ａの携帯電話１０は、図１に示すように、画面を表示する画面表示機構である
ＬＣＤ１１と、ＬＣＤ１１に動画像あるいは静止画像を表示するための処理及び後述の復
号処理等の制御を行う表示制御機構１２と、小売店２０ａにて販売管理を行うための従来
知られたＰＯＳシステム２１との間で赤外線通信１００ｃを行う赤外線通信機構１３とを
有する。
【００１５】
　図２は、配信サービス会社４０ａのサーバ装置４０の構成を示すブロック図である。サ
ーバ装置４０は、図２に示すように、入力装置及び表示装置を含むコンソール機構４１と
、データを記憶する記憶機構４２と、携帯電話網１００ｂを介して携帯電話１０と交信す
る通信機構４４と、サーバ装置４０の動作を制御する制御機構４５とを備える。記憶機構
４２は、広告内容を示す画面を携帯電話１０に表示するための広告データを記憶する広告
データベース４２ａと、携帯電話１０にクーポン券を表示するためのクーポン券データを
記憶するクーポン券データベース４２ｂとを有する。
【００１６】
　本実施例の広告データは、動画像データであり、サーバ装置４０のオペレータによりコ
ンソール機構４１上で作成、あるいは、サーバ装置４０の外部で作成され、広告データベ
ース４２ａに記憶される。この広告データを携帯電話１０が再生することにより、そのＬ
ＣＤ１１には、動画像による広告画面が表示される。なお、広告データとしては、本実施
例のような動画像に代えて、静止画像のデータであってもよい。
【００１７】
　クーポン券データは、本実施例では、携帯電話１０が当該クーポン券を赤外線通信１０
０ｃによりＰＯＳシステム２１に提示可能なデータであり、広告データに関する上記の記
憶形態と同様な方法によりクーポン券データベース４２ｂに記憶させる。
【００１８】
　制御機構４４は、図２に示すように、その機能構成として、携帯電話１０に配信すべき
クーポン券データを暗号化する暗号化処理部４６と、暗号化したクーポン券データ及び広
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告データを用いてレインボーパケットを生成するパケット生成部４５とを有する。暗号化
処理部４６は、メイン広告主である小売店２０ａに対応するクーポン券データをクーポン
券データベース４２ｂから抽出し、抽出したクーポン券データに所定の暗号化方式による
暗号化処理を施す。暗号化方式としては、暗号化／復号の処理時間が比較的短い共通鍵方
式を採用することが望ましいが、その他の方式であってもよい。
【００１９】
　図３に、レインボーパケットの構成を示す。レインボーパケット２００は、そのペイロ
ード部２００ｂに、携帯電話１０に配信すべき広告データ２０２と、暗号化処理部４６で
暗号化されたクーポン券データ２０３とが格納され、また、ヘッダ部２００ａに、広告デ
ータ２０２の表示完了時にクーポン券データ２０３を復号するよう指示する制御コード２
０１が格納された通信パケットである。
【００２０】
　制御コード２０１は、レインボーパケット２００を受信した携帯電話１０に対し、この
レインボーパケット２００を処理するための動作手順を指示するソフトウェアである。携
帯電話１０は、制御コード２０１を参照して、広告データ２０２を動画像により再生し、
再生完了時に、クーポン券データ２０３の復号処理に関わる所定のルーチンを実行する。
【００２１】
　クーポン券データ２０３の暗号化方式が共通鍵方式である場合、暗号化処理部４５は、
暗号化の鍵の複製を復号の鍵として生成し、これを、例えば制御コード２０１内に格納し
ておく。この場合、携帯電話１０は、広告データ２０２の再生完了を検知したときに、制
御コード２０１の鍵を用いてクーポン券を有効にする。
【００２２】
　携帯電話１０に広告データ２０２の再生完了を検知させる手法としては、例えば、あら
かじめサーバ装置４０が、制御コード２０１に、広告データ２０２のデータ量に対応する
再生時間をパラメータ設定しておく方法が考えられる。この場合、携帯電話１０は、広告
データ２０２の再生開始と共に再生時間のカウントを開始し、再生が中断したときはカウ
ントを停止させ、その後、再生時間のカウント値が制御コード２０１の設定値に達したと
き、広告データ２０２の再生が完了したと判断する。
【００２３】
　また、上記のようなタイマを利用した方法に代えて、レインボーパケット２００におけ
る広告データ２０２の最後尾に、広告データ２０２の終了を示す「END OF FILE」なるデ
ータを格納しておく方法であってもよい。この場合、携帯電話１０は、広告データ２０２
の再生と並行して「END OF FILE」データの有無を監視し、このデータを認識したとき、
広告データ２０２の再生完了と判断する。
【００２４】
　また、復号のための鍵を広告データ２０２に埋め込んでおくことにより、携帯電話１０
が、広告データ２０２の再生完了の検知と鍵の取得とを同時的に行うことができる。具体
的には、例えば、広告データ２０２の再生時間が３０秒であり、鍵データが６バイトであ
る場合に、鍵データを１バイト単位で分割し、５秒毎の広告データに１バイトずつ鍵デー
タ部分を埋め込むという方法である。この場合、携帯電話１０は、広告データ２０２を５
秒間再生するごとに１バイトの鍵データ部分を取得し、取得したデータ量が合計６バイト
となったとき、鍵データが完成となり、この鍵によりクーポン券データ２０３を復号する
。
【００２５】
　なお、広告データ２０２の再生完了の判断、及び、復号処理に関する上記のいずれの方
法を用いる場合も、当該方法を携帯電話１０が識別するためのデータを予め制御コード２
０１に格納しておく。
【００２６】
　本実施例の広告データ２０２には、図３に示すように、メイン広告主である小売店２０
ａの広告内容を示すデータ２０２ａに加え、サブ広告主である小売店５０ａのデータ２０
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２ｂが含まれている。この広告データ２０２が携帯電話１０にて再生されることにより、
相互に異なる広告主の広告画面が連続的あるいは同時的に表示される。
【００２７】
　図４に示すシーケンス図に沿って、実施例のシステム１００における一連の動作手順を
説明する。まず、小売店２０ａは、予め契約を済ませている配信サービス会社４０ａに対
し、キャンペーンの電子広告及びクーポン券の配信を依頼する（ステップＳ１）。この依
頼は、例えば、小売店２０ａが小売店端末２０から所定の申請フォームをサーバ装置４０
へ送信することにより実施することができる。
【００２８】
　また、小売店５０ａは、広告会社３０ａに対し、小売店２０ａの顧客層をターゲットと
した広告依頼を行い、この依頼を受けた広告会社３０ａは、配信サービス会社４０ａに対
し、メイン広告主となる小売店２０ａの電子広告に、小売店５０ａをサブ広告主として参
加できるよう依頼する（ステップＳ２）。この依頼は、例えば、広告会社端末３０から所
定の申請フォームをサーバ装置４０へ送信することにより実施する。なお、メイン広告主
の小売店２０ａは、サブ広告主の宣伝活動に貢献することの対価として、例えば、配信サ
ービス会社４０ａの仲介により、広告会社３０ａから所定の広告料を得ることができる。
【００２９】
　小売店２０ａ及び広告会社３０ａからの上記の依頼を受けた配信サービス会社４０ａで
は、サーバ装置４０のオペレータが、小売店２０ａのための広告データ及びクーポン券デ
ータと、小売店５０ａのための広告データとを広告データベース４２ａ及びクーポン券デ
ータベース４２ｂに格納する。サーバ装置４０は、小売店２０ａから依頼されたキャンペ
ーン用のレインボーパケットを作成するために、コンソール機構４１のディスプレイ上に
操作画面を表示し、オペレータにレインボーパケットの構成を入力させる。
【００３０】
　図５は、上記の操作画面の一例である。図示の操作画面３００は、図３に沿って説明し
たレインボーパケット２００を作成するための値がオペレータにより入力されたものであ
り、図示するように、メイン広告主の広告データ指定欄３０１にデータ２０２ａが入力さ
れ、サブ広告主の広告データ指定欄３０２にデータ２０２ｂが入力され、そして、クーポ
ン券データの指定欄３０３にクーポン券データ２０３が入力されている。オペレータが操
作画面３００に上記のような値を入力し、「ＯＫ」ボタン３０４を押下すると、これを検
知した制御機構４４がレインボーパケットの生成手順に移る（ステップＳ３）。
【００３１】
　ここで、図６に示すフローチャートに沿って、制御機構４４によるレインボーパケット
の生成手順を説明する。まず、パケット生成部４５は、上記のような操作画面により指定
された内容を検知すると（ステップＡ１）、広告データ２０２として指定されたデータ２
０２ａ及びデータ２０２ｂを広告データベース４２ａから抽出する（ステップＡ２）。ま
た、指定されたクーポン券データ２０３をクーポン券データベース４２ｂから抽出し（ス
テップＡ３）、このクーポン券データ２０３に対し、暗号化処理部４６が暗号化処理を施
す（ステップＡ４）。
【００３２】
　続いて、パケット生成部４５は、データ２０２ａ及びデータ２０２ｂから成る広告デー
タ２０２と、暗号化されたクーポン券データ２０３とをレインボーパケット２００のペイ
ロード部２００ｂにセットし（ステップＡ５）、広告データ２０２の再生完了時にクーポ
ン券データ２０３を復号するよう指示する制御コード２０１をヘッダ部２００ａにセット
する（ステップＡ６）。これにより、レインボーパケット２００が完成する。そして、パ
ケット生成部４５は、完成したレインボーパケット２００を携帯電話１０へ配信すべく通
信機構４３へ渡し（ステップＡ７）、処理を終了する。
【００３３】
　図４のシーケンス図に戻り、サーバ装置４０は、上記のような手順で生成したレインボ
ーパケット２００を、通信機構４３により携帯電話網１００ｂを介して携帯電話１０へ配
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信する（ステップＳ４）。携帯電話１０は、レインボーパケット２００を受信すると、制
御コード２０１に基づき、広告データ２０２による動画像の広告を再生し（ステップＳ５
）、この再生が完了したとき、クーポン券データ２０３を復号し、画面上にてクーポン券
を有効に表示する（ステップＳ６）。
【００３４】
　図７のフローチャートに沿って、携帯電話１０における上記ステップＳ５及びＳ６に関
する動作手順を説明する。携帯電話１０は、サーバ装置４０からレインボーパケット２０
０を受信すると（ステップＢ１）、表示制御機構１２が広告データ２０２を再生し、動画
像による広告をＬＣＤ１１に表示する（ステップＢ２）。
【００３５】
　表示制御機構１２は、広告データ２０２の再生を開始後、再生が完了したか否かを判定
し（ステップＢ３）、広告データ２０２の再生が完了したとき、クーポン券データ２０３
に復号処理を施す（ステップＢ４）。そして、復号されたクーポン券データ２０３を用い
て、ＬＣＤ１１に利用可能なクーポン券を表示する（ステップＢ５）。
【００３６】
　図８に、携帯電話１０が上記のステップＢ１～Ｂ５を実行する間にＬＣＤ１１に表示さ
れる画面の一例を示す。携帯電話１０がレインボーパケット２００を受信したとき、その
ＬＣＤ１１には、顧客１０ａに広告の視聴を促す画面４０１が表示される。図示の画面４
０１には、広告を最後まで視聴すれば小売店２０ａで利用可能なクーポン券が取得できる
旨の案内と共に、広告データ２０２の再生にリンク付けされたアンカー文字４０１ａが表
示されている。
【００３７】
　顧客１０ａが図示のアンカー文字４０１ａを指定すると、ＬＣＤ１１には、動画像によ
る画面４０２のような広告画面が順次表示される。図示の画面４０２は、メイン広告主で
ある小売店２０ａの広告４０２ａと、サブ広告主である小売店５０ａの広告４０２ｂとが
同時的に表示されている広告画面であるが、図示の表示形態に代えて、広告４０２ａ及び
広告４０２ｂを別個のタイミングで連続的に表示してもよい。このように、メイン広告主
と共に、サブ広告主の広告が表示されることにより、サブ広告主は、メイン広告主の顧客
層をターゲットとした広告を行うことが可能となる。携帯電話１０にて広告データ２０２
の再生が完了すると、有効化されたクーポン券４０３ａを含む画面４０３が表示される。
【００３８】
　その後、顧客１０ａが携帯電話１０を携行して小売店２０ａに出向き、携帯電話１０の
赤外線通信機構１３により、ＰＯＳシステム２１の赤外線センサ（図示略）にクーポン券
（４０３ａ）を提示すると（図４：ステップＳ７）、ＰＯＳシステム２１が、従来知られ
た認証方法によりクーポン券の正当性を確認する。その結果、適正なクーポン券であるこ
とを確認したとき、クーポン券に対応するサービスを顧客１０ａに提供する（図４：ステ
ップＳ８）。これを以って、実施例のシステム１００における一連の動作手順が完了する
。
【００３９】
　以上説明した実施例のシステム１００によれば、レインボーパケットを受信した携帯電
話１０において、広告データの再生が完了した時にクーポン券が有効化されることから、
顧客１０ａに当該電子広告を最後まで視聴させることができる。これにより、配信した電
子広告が視聴されることなく廃棄されることを回避できる。また、サブ広告主となる小売
店５０ａは、メイン広告主の顧客層に対する広告が可能となることから、広告ターゲット
を絞ることができ、広告の効率を高めることができる。
【００４０】
　上記の実施例の広告データ２０２の構成は、メイン広告主及びサブ広告主といった複数
の広告主のデータが含まれる図３に示すものであったが、これに限らず、例えば、小売店
２０ａが自店舗の集客増加を図るために、データ２０２ａのみを格納するようにしてもよ
い。また、レインボーパケット２００によるメイン広告主の広告効果は、少なくともクー
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ン広告主のデータ２０２ａを含まない構成であってもよい。
【００４１】
　上記説明した実施例では、本発明に係る情報通信端末として携帯電話１０を用いたが、
サーバ装置４０との通信が可能であれば、携帯電話１０に限らず、例えばパーソナルコン
ピュータ、あるいは個人用のスケジュール管理端末等を用いることができる。
【００４２】
　また、顧客１０ａが小売店２０ａにクーポン券を提示する手段として赤外線通信１００
ｃを用いたが、これに限らず、例えば、携帯電話１０のＬＣＤ１１にバーコードによるク
ーポン券を表示し、これをＰＯＳシステム２１のバーコードスキャナにより読み取るとい
う方法でもよい。
【００４３】
　上記実施例では、携帯電話１０に電子広告を配信するにあたり、サーバ装置４０がレイ
ンボーパケットを配信したが、配信方法としては、例えば、配信サービス会社４０ａを介
することなく、小売店２０ａのＰＯＳシステム２１から赤外線通信１００ｃなどを利用し
て、レインボーパケットに相当するデータを直接的に携帯電話１０へ供給してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明による実施例の広告配信システムのブロック図である。
【図２】実施例のサーバ装置の構成を示すブロック図である。
【図３】実施例のレインボーパケットを説明するための説明図である。
【図４】実施例のシステムの動作手順を示すシーケンス図である。
【図５】実施例のサーバ装置の操作画面を説明するための説明図である。
【図６】実施例のレインボーパケットの生成手順を示すフローチャートである。
【図７】実施例の携帯電話における動作手順のフローチャートである。
【図８】実施例の携帯電話機の表示画面を説明するための説明図である。
【符号の説明】
【００４５】
１００　システム
１００ａ：通信ネットワーク、１００ｂ：携帯電話網、１００ｃ：赤外線通信
１０ａ：顧客、２０ａ：小売店、３０ａ：広告会社、４０ａ：配信サービス会社、５０ａ
：小売店
１０　携帯電話
１１：ＬＣＤ、１２：表示制御機構、１３：赤外線通信機構
２０　小売店端末
２１　ＰＯＳシステム
３０　広告会社端末
４０　サーバ装置
４１　コンソール機構
４２　記憶機構
４２ａ：広告データベース、４２ｂ：クーポン券データベース
４３　通信機構
４４　制御機構
４５：暗号化処理部、４６：パケット生成部
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