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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザを識別するユーザ識別データと当該ユーザのページとを関連付けて管理するユー
ザ管理手段と、一のユーザのページと当該一のユーザのページ以外の他のユーザのページ
とをリンクするリンクデータを管理するリンク管理手段とを有するコミュニティ管理サー
バと、
　クーポンデータと上記ユーザ識別データとを関連付けて管理するデータ管理手段を有す
るクーポン管理サーバと、
　上記クーポン管理サーバから配信されたクーポンデータを配布するとともに、ＩＣカー
ドと非接触通信を行う第１の非接触通信手段を有するクーポン配布装置と、
　上記クーポン配布装置から配布されたクーポンデータを格納するとともに、ＩＣカード
と非接触通信を行う第２の非接触通信手段を有するユーザ端末装置とを備え、
　上記クーポン配布装置は、上記クーポン管理サーバによって、クーポン識別データが挿
入された上記クーポンデータの内容を表示するクーポン表示データが、上記クーポン配布
装置に表示されている際に、上記一のユーザが所持管理するＩＣカードが第１の非接触通
信手段にかざされると、選択された上記クーポンデータのクーポン識別データを上記第１
の非接触通信手段を介して上記ＩＣカードに書き込むとともに、上記一のユーザのＩＣカ
ードのカード識別データを読み込み、上記ＩＣカードから読み込んだカード識別データと
上記ＩＣカードに書き込んだクーポン識別データとを上記クーポン管理サーバに送信し、
　上記クーポン管理サーバは、受信した上記一のユーザのＩＣカードのカード識別データ



(2) JP 5233320 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

に対して、上記クーポン識別データを関連付けて上記データ管理手段に格納し、
　次いで、上記一のユーザのユーザ端末装置は、上記一のユーザが所持管理するＩＣカー
ドが上記第２の非接触通信手段にかざされた際に上記第２の非接触通信手段を介して上記
ＩＣカードから上記カード識別データを読み出し、読み出した上記ＩＣカードのカード識
別データを上記コミュニティ管理サーバに送信し、
　上記コミュニティ管理サーバは、上記一のユーザのユーザ端末装置から受信した上記Ｉ
Ｃカードのカード識別データを上記クーポン管理サーバに送信し、
　上記クーポン管理サーバは、データ管理手段によって、受信した上記一のユーザのＩＣ
カードのカード識別データから、上記一のユーザのＩＣカードのカード識別データと関連
付けられたクーポン識別データを特定し、特定したクーポン識別データのクーポン表示デ
ータをコミュニティ管理サーバに送信し、
　上記コミュニティ管理サーバは、上記受信したクーポン表示データを上記一のユーザの
ユーザ端末装置の上記一のユーザのページ上に表示し、
　次いで、上記コミュニティ管理サーバは、上記一のユーザのページにおいて、ネットワ
ークを介して接続された上記一のユーザのユーザ端末装置により上記一のユーザのクーポ
ンデータを上記リンクデータによってリンクされている他のユーザのページに移動する操
作が行われると、上記一のユーザのカード識別データと上記クーポン識別データと、上記
ユーザ管理手段から読み出した上記他のユーザのユーザ識別データとを上記クーポン管理
サーバに送信し、
　上記クーポン管理サーバは、受信した上記他のユーザのユーザ識別データに対して、上
記クーポン識別データを関連付けて上記データ管理手段に格納し、上記データ管理手段か
ら上記一のユーザのカード識別データと上記他のユーザに移動するクーポン識別データと
の関連付けを解除することを特徴とするデータ処理システム。
【請求項２】
　更に、上記データ管理手段は、上記一のユーザのページにおいて、ネットワークを介し
て接続されたユーザの端末装置により上記一のユーザのクーポンデータを上記リンクデー
タによってリンクされている他のユーザのページに複写する操作が行われると、上記複写
先の他のユーザのユーザ識別データと上記複写するクーポンデータとを新たに関連付ける
ことを特徴とする請求項１記載のデータ処理システム。
【請求項３】
　更に、上記移動又は複写するクーポンデータの所有者の履歴を管理する履歴管理手段を
備えることを特徴とする請求項２記載のデータ処理システム。
【請求項４】
　上記データ管理手段は、ネットワークを介して上記クーポンデータが使用された店舗の
店舗端末から使用済データが入力されると、上記履歴管理手段を参照して、使用したユー
ザの直前のユーザのユーザ識別データに対して、インセンティブデータを関連付けするこ
とを特徴とする請求項３記載のデータ処理システム。
【請求項５】
　ユーザを識別するユーザ識別データと当該ユーザのページとを関連付けて管理するユー
ザ管理手段と、一のユーザのページと当該一のユーザのページ以外の他のユーザのページ
とをリンクするリンクデータを管理するリンク管理手段とを有するコミュニティ管理サー
バと、クーポンデータと上記ユーザ識別データとを関連付けて管理するデータ管理手段を
有するクーポン管理サーバと、上記クーポン管理サーバから配信されたクーポンデータを
配布するとともに、ＩＣカードと非接触通信を行う第１の非接触通信手段を有するクーポ
ン配布装置と、上記クーポン配布装置から配布されたクーポンデータを格納するとともに
、ＩＣカードと非接触通信を行う第２の非接触通信手段を有するユーザ端末装置とを備え
るデータ処理システムのデータ処理方法において、
　上記クーポン配布装置は、上記クーポン管理サーバによって、クーポン識別データが挿
入された上記クーポンデータの内容を表示するクーポン表示データが、上記クーポン配布
装置に表示されている際に、上記一のユーザが所持管理するＩＣカードが第１の非接触通
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信手段にかざされると、選択された上記クーポンデータのクーポン識別データを上記第１
の非接触通信手段を介して上記ＩＣカードに書き込むとともに、上記一のユーザのＩＣカ
ードのカード識別データを読み込み、上記ＩＣカードから読み込んだカード識別データと
上記ＩＣカードに書き込んだクーポン識別データとを上記クーポン管理サーバに送信し、
　上記クーポン管理サーバは、受信した上記一のユーザのＩＣカードのカード識別データ
に対して、上記クーポン識別データを関連付けて上記データ管理手段に格納し、
　次いで、上記一のユーザのユーザ端末装置は、上記一のユーザが所持管理するＩＣカー
ドが上記第２の非接触通信手段にかざされた際に上記第２の非接触通信手段を介して上記
ＩＣカードから上記カード識別データを読み出し、読み出した上記ＩＣカードのカード識
別データを上記コミュニティ管理サーバに送信し、
　上記コミュニティ管理サーバは、上記一のユーザのユーザ端末装置から受信した上記Ｉ
Ｃカードのカード識別データを上記クーポン管理サーバに送信し、
　上記クーポン管理サーバは、データ管理手段によって、受信した上記一のユーザのＩＣ
カードのカード識別データから、上記一のユーザのＩＣカードのカード識別データと関連
付けられたクーポン識別データを特定し、特定したクーポン識別データのクーポン表示デ
ータをコミュニティ管理サーバに送信し、
　上記コミュニティ管理サーバは、上記受信したクーポン表示データを上記一のユーザの
ユーザ端末装置の上記一のユーザのページ上に表示し、
　次いで、上記コミュニティ管理サーバは、上記一のユーザのページにおいて、ネットワ
ークを介して接続された上記一のユーザのユーザ端末装置により上記一のユーザのクーポ
ンデータを上記リンクデータによってリンクされている他のユーザのページに移動する操
作が行われると、上記一のユーザのカード識別データと上記クーポン識別データと、上記
ユーザ管理手段から読み出した上記他のユーザのユーザ識別データとを上記クーポン管理
サーバに送信し、
　上記クーポン管理サーバは、受信した上記他のユーザのユーザ識別データに対して、上
記クーポン識別データを関連付けて上記データ管理手段に格納し、上記データ管理手段か
ら上記一のユーザのカード識別データと上記他のユーザに移動するクーポン識別データと
の関連付けを解除することを特徴とするデータ処理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コミュニティで既に出来上がった信頼関係を利用し、信頼性の高い形で電子
クーポンを流通させることができるデータ処理システム及びデータ処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　公共の場所に設置されたテレビモニタや家庭内のテレビモニタに広告を配信し、この広
告に関わる割引等の電子クーポンをユーザが所持管理するユーザ端末装置に配布するデー
タ処理システムがある（特許文献１参照。）。また、ユーザ等が電子クーポンを取得後、
取得した電子クーポンをＷｅｂサイト上で友人等の被紹介者に紹介することで、紹介行為
に対して新たな割引等のインセンティブが付加されるようなデータ処理システムがある。
【０００３】
　このようなデータ処理システムは、例えば被紹介者の電子メールアドレスを紹介者がＷ
ｅｂサイトを運営するＷｅｂサイト運営事業者に通知することで電子クーポンが被紹介者
へ届けられる。
【０００４】
　しかしながら、このようなデータ処理システムは、紹介者と被紹介者の信頼関係の確認
ができていない一方で、紹介者には紹介行為に対してインセンティブが付加される。この
ため、このようなデータ処理システムは、例えば面識のない人からの紹介メールがあふれ
、迷惑メールが増大することが予想される。
【０００５】
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【特許文献１】特開２００５－３０１５８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、コミュニティで既に出来上がった信頼関係を利用し、信頼性の高い形で電子
クーポンを流通させることができるデータ処理システム及びデータ処理方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成する本発明に係るデータ処理システムは、ユーザを識別するユーザ
識別データと当該ユーザのページとを関連付けて管理するユーザ管理手段と、一のユーザ
のページと当該一のユーザのページ以外の他のユーザのページとをリンクするリンクデー
タを管理するリンク管理手段とを有するコミュニティ管理サーバと、クーポンデータと上
記ユーザ識別データとを関連付けて管理するデータ管理手段を有するクーポン管理サーバ
と、上記クーポン管理サーバから配信されたクーポンデータを配布するとともに、ＩＣカ
ードと非接触通信を行う第１の非接触通信手段を有するクーポン配布装置と、上記クーポ
ン配布装置から配布されたクーポンデータを格納するとともに、ＩＣカードと非接触通信
を行う第２の非接触通信手段を有するユーザ端末装置とを備え、上記クーポン配布装置は
、上記クーポン管理サーバによって、クーポン識別データが挿入された上記クーポンデー
タの内容を表示するクーポン表示データが、上記クーポン配布装置に表示されている際に
、上記一のユーザが所持管理するＩＣカードが第１の非接触通信手段にかざされると、選
択された上記クーポンデータのクーポン識別データを上記第１の非接触通信手段を介して
上記ＩＣカードに書き込むとともに、上記一のユーザのＩＣカードのカード識別データを
読み込み、上記ＩＣカードから読み込んだカード識別データと上記ＩＣカードに書き込ん
だクーポン識別データとを上記クーポン管理サーバに送信し、上記クーポン管理サーバは
、受信した上記一のユーザのＩＣカードのカード識別データに対して、上記クーポン識別
データを関連付けて上記データ管理手段に格納し、次いで、上記一のユーザのユーザ端末
装置は、上記一のユーザが所持管理するＩＣカードが上記第２の非接触通信手段にかざさ
れた際に上記第２の非接触通信手段を介して上記ＩＣカードから上記カード識別データを
読み出し、読み出した上記ＩＣカードのカード識別データを上記コミュニティ管理サーバ
に送信し、上記コミュニティ管理サーバは、上記一のユーザのユーザ端末装置から受信し
た上記ＩＣカードのカード識別データを上記クーポン管理サーバに送信し、上記クーポン
管理サーバは、データ管理手段によって、受信した上記一のユーザのＩＣカードのカード
識別データから、上記一のユーザのＩＣカードのカード識別データと関連付けられたクー
ポン識別データを特定し、特定したクーポン識別データのクーポン表示データをコミュニ
ティ管理サーバに送信し、上記コミュニティ管理サーバは、上記受信したクーポン表示デ
ータを上記一のユーザのユーザ端末装置の上記一のユーザのページ上に表示し、次いで、
上記コミュニティ管理サーバは、上記一のユーザのページにおいて、ネットワークを介し
て接続された上記一のユーザのユーザ端末装置により上記一のユーザのクーポンデータを
上記リンクデータによってリンクされている他のユーザのページに移動する操作が行われ
ると、上記一のユーザのカード識別データと上記クーポン識別データと、上記ユーザ管理
手段から読み出した上記他のユーザのユーザ識別データとを上記クーポン管理サーバに送
信し、上記クーポン管理サーバは、受信した上記他のユーザのユーザ識別データに対して
、上記クーポン識別データを関連付けて上記データ管理手段に格納し、上記データ管理手
段から上記一のユーザのカード識別データと上記他のユーザに移動するクーポン識別デー
タとの関連付けを解除する。
【０００８】
　また、本発明に係るデータ処理方法は、ユーザを識別するユーザ識別データと当該ユー
ザのページとを関連付けて管理するユーザ管理手段と、一のユーザのページと当該一のユ
ーザのページ以外の他のユーザのページとをリンクするリンクデータを管理するリンク管
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理手段とを有するコミュニティ管理サーバと、クーポンデータと上記ユーザ識別データと
を関連付けて管理するデータ管理手段を有するクーポン管理サーバと、上記クーポン管理
サーバから配信されたクーポンデータを配布するとともに、ＩＣカードと非接触通信を行
う第１の非接触通信手段を有するクーポン配布装置と、上記クーポン配布装置から配布さ
れたクーポンデータを格納するとともに、ＩＣカードと非接触通信を行う第２の非接触通
信手段を有するユーザ端末装置とを備えるデータ処理システムのデータ処理方法において
、上記クーポン配布装置は、上記クーポン管理サーバによって、クーポン識別データが挿
入された上記クーポンデータの内容を表示するクーポン表示データが、上記クーポン配布
装置に表示されている際に、上記一のユーザが所持管理するＩＣカードが第１の非接触通
信手段にかざされると、選択された上記クーポンデータのクーポン識別データを上記第１
の非接触通信手段を介して上記ＩＣカードに書き込むとともに、上記一のユーザのＩＣカ
ードのカード識別データを読み込み、上記ＩＣカードから読み込んだカード識別データと
上記ＩＣカードに書き込んだクーポン識別データとを上記クーポン管理サーバに送信し、
上記クーポン管理サーバは、受信した上記一のユーザのＩＣカードのカード識別データに
対して、上記クーポン識別データを関連付けて上記データ管理手段に格納し、次いで、上
記一のユーザのユーザ端末装置は、上記一のユーザが所持管理するＩＣカードが上記第２
の非接触通信手段にかざされた際に上記第２の非接触通信手段を介して上記ＩＣカードか
ら上記カード識別データを読み出し、読み出した上記ＩＣカードのカード識別データを上
記コミュニティ管理サーバに送信し、上記コミュニティ管理サーバは、上記一のユーザの
ユーザ端末装置から受信した上記ＩＣカードのカード識別データを上記クーポン管理サー
バに送信し、上記クーポン管理サーバは、データ管理手段によって、受信した上記一のユ
ーザのＩＣカードのカード識別データから、上記一のユーザのＩＣカードのカード識別デ
ータと関連付けられたクーポン識別データを特定し、特定したクーポン識別データのクー
ポン表示データをコミュニティ管理サーバに送信し、上記コミュニティ管理サーバは、上
記受信したクーポン表示データを上記一のユーザのユーザ端末装置の上記一のユーザのペ
ージ上に表示し、次いで、上記コミュニティ管理サーバは、上記一のユーザのページにお
いて、ネットワークを介して接続された上記一のユーザのユーザ端末装置により上記一の
ユーザのクーポンデータを上記リンクデータによってリンクされている他のユーザのペー
ジに移動する操作が行われると、上記一のユーザのカード識別データと上記クーポン識別
データと、上記ユーザ管理手段から読み出した上記他のユーザのユーザ識別データとを上
記クーポン管理サーバに送信し、上記クーポン管理サーバは、受信した上記他のユーザの
ユーザ識別データに対して、上記クーポン識別データを関連付けて上記データ管理手段に
格納し、上記データ管理手段から上記一のユーザのカード識別データと上記他のユーザに
移動するクーポン識別データとの関連付けを解除する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、一のユーザのページにおいて、一のユーザのサービスデータを、一の
ユーザとリンクする他のユーザのページに移動することができる。したがって、本発明は
、一のユーザとリンクする他のユーザ以外からのサービスデータを受信することを防止し
、迷惑メールが増大することを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明が適用されたデータ処理システム１について、図面を参照して説明する。
【００１１】
　本発明が適用されたデータ処理システム１は、例えば、ソーシャルネットワーキングサ
ービス（以下、単に、ＳＮＳともいう。）やインスタントメッセンジャー（以下、単に、
ＩＭともいう。）等の、既に登録しているユーザから紹介を受けなければ利用することが
できない等、所定のユーザに対してサービスを提供するＷｅｂサイト上で、一のユーザが
所有するクーポンデータを、このＷｅｂサイト上で同じ趣味等を持つユーザが属するコミ
ュニティに属しているユーザ等、一のユーザのＷｅｂサイト上のＷｅｂページとリンクす
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るＷｅｂページの一又は複数の他のユーザに移動又は複写することができるものである。
【００１２】
　図１に示すように、本発明が適用されたデータ処理システム１は、ＳＮＳやＩＭ等のＷ
ｅｂサイトを管理するコミュニティ管理サーバ１０と、クーポンデータを配信するととも
に、配信するクーポンデータを管理するクーポン管理サーバ２０と、クーポン管理サーバ
２０から配信されたクーポンデータを配布するクーポン配布装置３０と、クーポン配布装
置３０から配布されたクーポンデータを格納するユーザ端末装置４０ａ，４０ｂ（以下、
単に、ユーザ端末装置４０ともいう。）と、店舗等に設置されるＰＯＳ機能を有する店舗
端末装置５０とを備えている。
【００１３】
　このようなデータ処理システム１は、コミュニティ管理サーバ１０と、クーポン管理サ
ーバ２０及び複数のユーザ端末装置４０とが互いにネットワークを介して接続されており
、クーポン管理サーバ２０と、コミュニティ管理サーバ１０、クーポン配布装置３０及び
店舗端末装置５０とが互いにネットワークを介して接続されている。
【００１４】
　なお、データ処理システム１は、例えば、コミュニティ管理サーバ１０を管理する事業
者とクーポン管理サーバ２０を管理する事業者とが同一又は信頼関係にある場合、コミュ
ニティ管理サーバ１０とクーポン管理サーバ２０とを、専用回線、又は、インターネット
を利用して構築される仮想的なプライベートネットワークであるＶＰＮ（Virtual Privat
e Network）を介して接続するようにしてもよい。
【００１５】
　コミュニティ管理サーバ１０は、例えばＳＮＳやＩＭ等のＷｅｂサイトを運営している
Ｗｅｂサイト運営事業者が管理するサーバ装置である。このようなコミュニティ管理サー
バ１０は、図２に示すように、ネットワークを介してクーポン管理サーバ２０及びＷｅｂ
サイトを利用する一又は複数のユーザのユーザ端末装置４０と通信を行う通信インタフェ
ース（以下、単に、通信Ｉ／Ｆともいう。）１１と、Ｗｅｂサイトを利用するユーザを識
別するユーザ識別データに対してＷｅｂサイト上の各ユーザのＷｅｂページのＵＲＬ（Un
iform Resource Locator）を関連付けて格納するユーザデータベース１２と、一のユーザ
のＷｅｂページと他のユーザのＷｅｂページとをリンクするリンクデータを格納するリン
クデータベース１３と、コミュニティ管理サーバ１０の全体の動作を制御する制御部１４
とを有している。なお、通信Ｉ／Ｆ１１、ユーザデータベース１２、リンクデータベース
１３及び制御部１４は、例えばＰＣＩバスを介して相互に接続されている。
【００１６】
　通信Ｉ／Ｆ１１は、インターネット等のネットワークを介してクーポン管理サーバ２０
及びＷｅｂサイトを利用する一又は複数のユーザのユーザ端末装置４０と接続され、例え
ばＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）等のプロトコル
に従って通信を行い、インターネット等のネットワークを介してクーポン管理サーバ２０
及びユーザ端末装置４０から各種データを受信するとともに、各種データを送信する。
【００１７】
　なお、通信Ｉ／Ｆ１１は、例えば、コミュニティ管理サーバ１０を管理する事業者とク
ーポン管理サーバ２０を管理する事業者とが同一又は信頼関係にある場合、クーポン管理
サーバ２０と、専用回線、又は、インターネットを利用して構築される仮想的なプライベ
ートネットワークであるＶＰＮを介して接続するようにしてもよい。
【００１８】
　ユーザデータベース１２は、例えばハードディスク等に構築され、ＳＮＳやＩＭ等のＷ
ｅｂサイトを利用するユーザのユーザ識別データに対して、Ｗｅｂサイト上でこのユーザ
に割り当てられるＷｅｂページのＵＲＬと、このユーザによって設定されたパスワードを
関連付けて格納する。ユーザデータベース１２は、ユーザによってＷｅｂサイトにアクセ
スされ、ユーザを識別するユーザ識別データ及びパスワードが入力されると、このユーザ
がこのＷｅｂサイトの会員であるか特定するとともに、ユーザ自身であるか認証する。
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【００１９】
　ここで、ユーザ識別データは、例えば、ユーザが所持管理するユーザ端末装置４０、メ
モリ端末装置、小型又は携帯型の情報処理装置等の固有のデータであり、ユーザ端末装置
４０の電子メールアドレス、メモリ端末装置であるＩＣカードのカード識別データ、小型
又は携帯型の情報処理装置である携帯電話の電子メールアドレスや電話番号等である。具
体的に、ユーザデータベース１２は、例えば、ユーザＡに対して、ユーザＡのユーザ識別
データである電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」が入力されると、この
電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」とユーザＡに割り当てられたＷｅｂ
ページのＵＲＬ「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.○○○・・・ｌｏｇｉｎ／」とを関連付けて格
納する。
【００２０】
　リンクデータベース１３は、Ｗｅｂサイトを利用する一のユーザのＷｅｂページと他の
ユーザのＷｅｂページとをリンクするリンクデータを格納する。具体的に、リンクデータ
ベース１３は、一のユーザのユーザ識別データに対して、他のユーザのユーザ識別データ
を関連付けたリンクデータを格納する。例えば、リンクデータベース１３は、ユーザＡの
ユーザ識別データである電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」と他のユー
ザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」とを
関連付けたリンクデータを格納する。また、リンクデータベース１３は、例えばＷｅｂペ
ージ上で一のユーザがコミュニティに属しているとき、一のユーザのユーザ識別データに
対して、コミュニティのＵＲＬを関連付けたリンクデータを格納する。
【００２１】
　制御部１４は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read-Only Memory）、
ＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成され、全体の動作を制御する制御プログラムが
格納されたＲＯＭから一時的に制御プログラムをＲＡＭに読み込み、ＣＰＵで制御プログ
ラムに従って所定の演算処理を行い、コミュニティ管理サーバ１０の全体の動作を制御す
る。
【００２２】
　クーポン管理サーバ２０は、例えば広告代理店が管理するサーバ装置であり、クーポン
依頼主から提供された広告データや識別するためのクーポン識別データが挿入され、クー
ポンデータの内容を表示するクーポン表示データをストリーミング等で順次クーポン配布
装置３０に配信する。このようなクーポン管理サーバ２０は、図３に示すように、ネット
ワークを介してコミュニティ管理サーバ１０やクーポン配布装置３０や店舗端末装置５０
と通信を行う通信Ｉ／Ｆ２１と、通信Ｉ／Ｆ２１からクーポン配布装置３０に配信する広
告データ及びクーポン表示データ等を格納するクーポン格納部２２と、クーポンデータを
取得した一のユーザのユーザ識別データに対して一のユーザによって取得されたクーポン
識別データを関連付けて格納するクーポンデータベース２３と、クーポンデータの所有者
等の履歴データを格納する履歴データベース２４と、クーポン管理サーバ２０の全体の動
作を制御する制御部２５とを有している。なお、通信Ｉ／Ｆ２１、クーポン格納部２２、
クーポンデータベース２３、履歴データベース２４及び制御部２５は、例えばＰＣＩバス
を介して相互に接続されている。
【００２３】
　通信Ｉ／Ｆ２１は、インターネット等のネットワークを介してコミュニティ管理サーバ
１０、クーポン配布装置３０及び店舗端末装置５０と接続され、例えばＴＣＰ／ＩＰ等の
プロトコルに従って通信を行い、インターネット等のネットワークを介してコミュニティ
管理サーバ１０、クーポン配布装置３０及び店舗端末装置５０から各種データを受信する
とともに、各種データを送信する。
【００２４】
　なお、通信Ｉ／Ｆ２１は、例えば、コミュニティ管理サーバ１０を管理する事業者とク
ーポン管理サーバ２０を管理する事業者とが同一又は信頼関係にある場合、コミュニティ
管理サーバ１０と、専用回線、又は、インターネットを利用して構築される仮想的なプラ
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イベートネットワークであるＶＰＮを介して接続するようにしてもよい。
【００２５】
　クーポン格納部２２は、例えばハードディスク等で構成されており、クーポン依頼主か
らの図示しないクーポン依頼主端末からインターネット等のネットワークを介して提供さ
れた広告データと、クーポンデータと、クーポン識別データが挿入されクーポンの内容を
表示するクーポン表示データとを格納する。例えば、広告データは、クーポン依頼主の店
舗を紹介するデータである。また、クーポンデータは、クーポン依頼主の店舗の商品が割
引される、例えば、ＡＡ旅行会社のモンゴル５日間旅行を５％割引といった割引データや
、ＢＢ店舗の商品「ＣＣ」の１０％割引データや、ＤＤ店舗の全商品１０００円割引デー
タ等であり、ここでは、それぞれクーポンデータ「Ｘ」、クーポンデータ「Ｙ」、クーポ
ンデータ「Ｚ」等で示す。クーポン表示データは、例えばクーポン配布装置３０及びユー
ザ端末装置４０にクーポンデータ「Ｘ」の内容やクーポンデータ「Ｘ」をアイコン等で表
示するためのクーポン表示データ「ＸＸＸ」であり、このクーポン表示データ「ＸＸＸ」
に、クーポン識別データ「ｘｘｘ」が挿入されている。同様に、クーポンデータ「Ｙ」の
クーポン表示データ「ＹＹＹ」にクーポン識別データ「ｙｙｙ」が挿入され、クーポンデ
ータ「Ｚ」のクーポン表示データ「ＺＺＺ」にクーポン識別データ「ｚｚｚ」が挿入され
ている。なお、クーポン管理サーバ２０は、クーポン依頼主から光ディスク、磁気ディス
ク、半導体メモリ等の記録媒体を介して提供された広告データ、クーポンデータ及びクー
ポン表示データをクーポン格納部２２に格納するようにしてもよい。
【００２６】
　クーポンデータベース２３は、例えばハードディスク等に構築され、クーポンデータを
取得した一のユーザのユーザ識別データに対して、一のユーザが取得したクーポンデータ
のクーポン識別データを関連付けて格納する。具体的に、クーポンデータベース２３は、
例えば、ユーザＡがクーポンデータ「Ｘ」を取得したとき、ユーザＡのユーザ識別データ
である電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」やユーザＡが所持管理するＩ
Ｃカード６０ａのユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」等のユ
ーザ識別データに対して、クーポンデータ「Ｘ」のクーポン識別データ「ｘｘｘ」を関連
付けて格納する。
【００２７】
　履歴データベース２４は、例えばハードディスク等に構築され、クーポンデータの所有
者等の履歴データを格納する。具体的に、履歴データベース２４は、クーポン識別データ
「ｘｘｘ」に対して、クーポンデータ「Ｘ」を取得したユーザＡのユーザ識別データ、ク
ーポンデータ「Ｘ」が取得された日付データ、クーポンデータ「Ｘ」が移動又は複写され
た新たな所有者であるユーザＢのユーザ識別データ、クーポンデータ「Ｘ」が移動又は複
写された日付データ、クーポンデータ「Ｘ」が使用された店舗を識別する店舗識別データ
、クーポンデータ「Ｘ」が使用された日時データ等を関連付けて格納する。
【００２８】
　制御部２５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成され、全体の動作を制御する制御プロ
グラムが格納されたＲＯＭから一時的に制御プログラムをＲＡＭに読み込み、ＣＰＵで制
御プログラムに従って所定の演算処理を行い、クーポン管理サーバ２０の全体の動作を制
御する。
【００２９】
　クーポン配布装置３０は、図４に示すように、例えばホテルのロビーや駅構内といった
公共の場所に設置されるデジタルサイネージ等であり、ネットワークを介してクーポン管
理サーバ２０と通信を行う通信Ｉ／Ｆ３１と、クーポン管理サーバ２０から通信Ｉ／Ｆ３
１を介して受信した広告データ及びクーポン表示データを表示する表示部３２と、表示部
３２に表示されたクーポン表示データからクーポンデータを取得するための操作等を行う
操作部３３と、ユーザが所持管理するＩＣカード６０がかざされる第１のリーダ／ライタ
３４と、クーポン配布装置３０の全体の動作を制御する制御部３５とを有している。なお
、通信Ｉ／Ｆ３１、表示部３２、操作部３３、第１のリーダ／ライタ３４及び制御部３５
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は、例えばＰＣＩバスを介して相互に接続されている。
【００３０】
　通信Ｉ／Ｆ３１は、インターネット等のネットワークを介してクーポン管理サーバ２０
と接続され、例えばＴＣＰ／ＩＰ等のプロトコルに従って通信を行い、インターネット等
のネットワークを介してクーポン管理サーバ２０から各種データを受信するとともに、各
種データを送信する。
【００３１】
　表示部３２は、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）やＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等で
構成され、クーポン管理サーバ２０からストリーミング配信された広告データ及びクーポ
ン表示データを表示する。
【００３２】
　操作部３３は、押しボタン等で構成され、例えば表示部３２に表示されたクーポン表示
データからクーポンデータを選択する等、クーポンデータを取得するための操作を行う。
【００３３】
　第１のリーダ／ライタ３４は、ユーザが所持管理するＩＣカード６０とＲＦＩＤ（Radi
o Frequency Identification System）、ＮＦＣ（Near Field Communication）等の短距
離又は近距離の無線通信を行い、ＩＣカード６０に各種データを書き込むとともに、読み
出しを行う。具体的に、第１のリーダ／ライタ３４は、ユーザＡが所持管理するＩＣカー
ド６０ａがかざされたとき、ＩＣカード６０ａとの間で短距離又は近距離の無線通信が行
われ、ユーザＡが操作部３３を操作して選択したクーポンデータ「Ｘ」のクーポン識別デ
ータ「ｘｘｘ」をＩＣカード６０ａに書き込むとともに、ユーザＡのユーザ識別データを
読み出す。
【００３４】
　制御部３５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成され、全体の動作を制御する制御プロ
グラムが格納されたＲＯＭから一時的に制御プログラムをＲＡＭに読み込み、ＣＰＵで制
御プログラムに従って所定の演算処理を行い、クーポン配布装置３０の全体の動作を制御
する。
【００３５】
　ユーザ端末装置４０は、図５に示すように、例えばユーザが所持管理する情報処理装置
であり、ネットワークを介してコミュニティ管理サーバ１０と通信を行う通信Ｉ／Ｆ４１
と、コミュニティ管理サーバ１０に管理されたＷｅｂサイトを表示する表示部４２と、ユ
ーザが所持管理するＩＣカード６０がかざされる第２のリーダ／ライタ４３と、取得した
クーポンデータ等の各種データを格納する記憶部４４と、各種の操作を行う操作部４５と
、ユーザ端末装置４０の全体の動作を制御する制御部４６とを有している。なお、通信Ｉ
／Ｆ４１、表示部４２、第２のリーダ／ライタ４３、記憶部４４、操作部４５、及び制御
部４６は、例えばＰＣＩバスを介して相互に接続されている。
【００３６】
　通信Ｉ／Ｆ４１は、インターネット等のネットワークを介してコミュニティ管理サーバ
１０と接続され、例えばＴＣＰ／ＩＰ等のプロトコルに従って通信を行い、コミュニティ
管理サーバ１０から各種データを受信するとともに、各種データを送信する。
【００３７】
　表示部４２は、ＣＲＴやＬＣＤ等で構成され、コミュニティ管理サーバ１０が管理する
Ｗｅｂサイトにログインすると、Ｗｅｂサイト上に割り当てられたＷｅｂページを表示す
る。
【００３８】
　第２のリーダ／ライタ４３は、ユーザが所持管理するＩＣカード６０とＲＦＩＤ、ＮＦ
Ｃ等の短距離又は近距離の無線通信を行い、ＩＣカード６０に各種データを書き込むとと
もに、読み出しを行う。具体的に、第２のリーダ／ライタ４３は、ユーザＡが所持管理す
るＩＣカード６０ａがかざされたとき、ＩＣカード６０ａとの間で短距離又は近距離の無
線通信が行われ、ＩＣカード６０ａからクーポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＡのユー



(10) JP 5233320 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

ザ識別データとをＩＣカード６０ａから読み出し、ユーザＢが所持管理するＩＣカード６
０ｂがかざされたとき、ＩＣカード６０ｂとの間で短距離又は近距離の無線通信が行われ
、クーポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＢのユーザ識別データとをＩＣカード６０ｂに
書き込む。
【００３９】
　記憶部４４は、例えばハードディスク等で構成されており、ユーザが所有するクーポン
識別データやユーザ識別データ等の各種データを格納する。
【００４０】
　操作部４５は、例えばマウスやキーボード等で構成され、Ｗｅｂサイトにログインする
操作、Ｗｅｂページ上で一のユーザのＷｅｂページに対して他のユーザのＷｅｂページを
リンクする操作、Ｗｅｂページ上で一のユーザが所有するクーポン識別データを他のユー
ザに移動又は複写する操作等を行う。
【００４１】
　制御部４６は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成され、全体の動作を制御する制御プロ
グラムが格納されたＲＯＭから一時的に制御プログラムをＲＡＭに読み込み、ＣＰＵで制
御プログラムに従って所定の演算処理を行い、ユーザ端末装置４０の全体の動作を制御す
る。
【００４２】
　ここで、ユーザ端末装置４０の表示部４２に表示されるＷｅｂページついて説明する。
先ずＳＮＳの場合、Ｗｅｂページは、図６に示すように、例えば一のユーザのＷｅｂペー
ジとリンクするＷｅｂページの他のユーザを表示する第１の表示部７０と、「Home」、「
Community」、「Favorite」、「Coupon」、「Message」、「Diary」、「Profile」等のＷ
ｅｂサイトの各種機能を実行するための各種画面を表示するメニューアイコン７１と、こ
れらメニューアイコン７１に応じて各種画面を表示する第２の表示部７２とが表示される
。
【００４３】
　第１の表示部７０は、一のユーザのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページの他のユー
ザをアイコン７０ａ等で一覧表示する。具体的に、第１の表示部７０は、ユーザＡがＷｅ
ｂサイトにログインすると、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４によって、リンク
データベース１３からユーザＡに対するリンクデータが読み出され、リンクデータからユ
ーザＡが属する旅行コミュニティ等のコミュニティが特定され、次いで、このコミュニテ
ィに属するユーザＢ，Ｃが特定され、すなわち、コミュニティを介してユーザＡのＷｅｂ
ページとリンクするＷｅｂページの他のユーザＢ，Ｃが特定され、更に、リンクデータか
らコミュニティを介さずに一のユーザのＷｅｂページとリンクされたＷｅｂページのユー
ザＤ，Ｅが特定され、これら特定された他のユーザＢ，Ｃ，Ｄ，Ｅをアイコン７０ａ等で
一覧表示する。
【００４４】
　「Home」アイコン７１ａは、一のユーザによって予め後述する各種画面のなかから設定
されたＷｅｂページを初期画面として第２の表示部７２に表示するものである。
【００４５】
　「Community」アイコン７１ｂは、一のユーザが所望のコミュニティに参加を申し込む
コミュニティ申込画面を第２の表示部７２に表示するものである。
【００４６】
　「Favorite」アイコン７１ｃは、第２の表示部７２に表示されている他のユーザのＷｅ
ｂページとリンクさせるリンク画面を第２の表示部７２に表示するものである。
【００４７】
　「Coupon」アイコン７１ｄは、一のユーザが所有するクーポンデータをクーポン表示デ
ータに応じたアイコン７２ａ等で一覧表示するクーポン紹介画面を第２の表示部７２に表
示するものである。ユーザは、マウス等の操作部４５で操作してクーポンデータ「Ｘ」の
アイコン７２ａを選択し、選択したクーポンデータ「Ｘ」のアイコン７２ａを第１の表示
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部７０に表示されている他のユーザのうちの一のユーザのアイコン７０ａにドラックアン
ドドロップすることで、ドラックアンドドロップされた他のユーザに選択したクーポンデ
ータを移動又は複写することができる。
【００４８】
　「Message」アイコン７１ｅは、Ｗｅｂサイト上の他のユーザとメッセージの送受信を
行うとともに、このＷｅｂサイトに入会していない友人等にこのＷｅｂサイトに登録する
ための会員登録画面にアクセスできる入会紹介メッセージ等を送信することができるメッ
セージ入力画面を第２の表示部７２に表示するものである。
【００４９】
　「Diary」アイコン７１ｆは、日記を書き込みする日記入力画面を第２の表示部７２に
表示するものである。
【００５０】
　「Profile」アイコン７１ｇは、名前、住所、出身地、趣味等のプロフィールを入力す
るプロフィール入力画面を第２の表示部７２に表示するものである。
【００５１】
　第２の表示部７２は、上述したメニューアイコン７１に応じて、各種画面を表示する。
ユーザは、第２の表示部７２に表示されたこれらの各種画面上において、マウスやキーボ
ート等の操作部４５を操作することで、Ｗｅｂサイト上の各種機能を実行することができ
る。
【００５２】
　次に、ＩＭの場合、Ｗｅｂページは、図７に示すように、例えば一のユーザのＷｅｂペ
ージとリンクするＷｅｂページの他のユーザを表示する第１の表示部８０と、一のユーザ
が所有するクーポン識別データを表示する第２の表示部８１と、Ｗｅｂサイト上で他のユ
ーザに対してメッセージを書き込むことができる第３の表示部８２と、第３の表示部８２
で書き込まれたメッセージを表示する第４の表示部８３とが表示される。
【００５３】
　第１の表示部８０は、Ｗｅｂサイト上で、一のユーザのＷｅｂページとリンクするＷｅ
ｂページの他のユーザをアイコン８０ａ等で一覧表示する。具体的に、第１の表示部８０
は、ユーザＡがＷｅｂサイトにログインすると、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１
４によって、リンクデータベース１３からユーザＡに対するリンクデータが読み出され、
リンクデータからユーザＡが属する例えば旅行コミュニティ等のコミュニティが特定され
、次いで、このコミュニティに属するユーザＢ，Ｃが特定され、すなわち、コミュニティ
を介してユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページの他のユーザＢ，Ｃが特定さ
れ、更に、リンクデータからコミュニティを介さずに一のユーザのＷｅｂページとリンク
されたＷｅｂページのユーザＤ，Ｅが特定され、これら特定された他のユーザＢ，Ｃ，Ｄ
，Ｅをアイコン８０ａ等で一覧表示する。
【００５４】
　第２の表示部８１は、一のユーザが所有するクーポンデータをクーポン表示データに応
じたアイコン８１ａ等で一覧表示する。ユーザは、第２の表示部８１において、マウス等
の操作部４５を操作して一又は複数のクーポンデータのアイコン８１ａを選択し、選択し
たクーポンデータのアイコン８１ａを第１の表示部８０に表示されている他のユーザのア
イコン８０ａにドラックアンドドロップすることで、ドラックアンドドロップされた他の
ユーザに選択したクーポンデータを移動又は複写することができる。
【００５５】
　第３の表示部８２は、Ｗｅｂサイト上で、一のユーザによって一のユーザのＷｅｂペー
ジとリンクするＷｅｂページの他のユーザにメッセージを書き込むことができる。第４の
表示部８３は、第３の表示部８２に書き込まれたメッセージや他のユーザによって書き込
まれたメッセージを表示する。
【００５６】
　店舗端末装置５０は、図８に示すように、商品を販売する店舗に設置されるＰＯＳ（Po
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int Of Sale terminal）端末の機能を有する装置であって、ネットワークを介してクーポ
ン管理サーバ２０と通信を行う通信Ｉ／Ｆ５１と、ユーザが所持管理するＩＣカード６０
がかざされる第３のリーダ／ライタ５２と、ＰＯＳ端末としての機能を実現するＰＯＳ機
能部５３と、店舗端末装置５０の全体の動作を制御する制御部５４とを有している。なお
、通信Ｉ／Ｆ５１、第３のリーダ／ライタ５２、ＰＯＳ機能部５３及び制御部５４は、例
えばＰＣＩバスを介して相互に接続されている。
【００５７】
　通信Ｉ／Ｆ５１は、インターネット等のネットワークを介してクーポン管理サーバ２０
と接続され、例えばＴＣＰ／ＩＰ等のプロトコルに従って通信を行い、クーポン管理サー
バ２０から各種データを受信するとともに、各種データを送信する。
【００５８】
　第３のリーダ／ライタ５２は、ユーザが所持管理するＩＣカード６０とＲＦＩＤ、ＮＦ
Ｃ等の短距離又は近距離の無線通信を行い、ＩＣカード６０に各種データを書き込むとと
もに、読み出しを行う。具体的に、第３のリーダ／ライタ５２は、ユーザＢが所持管理す
るＩＣカード６０ｂがかざされたとき、ＩＣカード６０ｂとの間で短距離又は近距離の無
線通信が行われ、ＩＣカード６０ｂからクーポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＢのユー
ザ識別データとを読み出す。
【００５９】
　ＰＯＳ機能部５３は、例えば商品に付されたバーコード等を光学的に読み取るリーダ等
を備えており、商品のバーコード等の一次元又は二次元のシンボルを読み取る。また、Ｐ
ＯＳ機能部５３は、ユーザが所持管理するＩＣカード６０を第３のリーダ／ライタ５２に
かざし、第３のリーダ／ライタ５２からクーポン識別データが入力されると、このクーポ
ン識別データからクーポン管理サーバ２０によってこのクーポン識別データと関連付けら
れたクーポンデータが特定され、特定されたクーポンデータに応じて商品の決済処理を行
う。
【００６０】
　制御部５４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成され、全体の動作を制御する制御プロ
グラムが格納されたＲＯＭから一時的に制御プログラムをＲＡＭに読み込み、ＣＰＵで制
御プログラムに従って所定の演算処理を行い、クーポン配布装置３０の全体の動作を制御
する。
【００６１】
　次に、以上のように構成されたデータ処理システム１において、ユーザＡがクーポンデ
ータ「Ｘ」を所有するまでの一連の手順について説明する。
【００６２】
　先ず、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、クーポン依頼主から提供され、クーポ
ン格納部２２に格納された広告データとクーポン識別データ「ｘｘｘ」が挿入されたクー
ポン表示データ「ＸＸＸ」とをクーポン配布装置３０にストリーミング等で順次配信し、
クーポン配布装置３０の表示部３２に表示する。
【００６３】
　そして、クーポン配布装置３０の制御部３５は、ユーザＡによって操作部３３が操作さ
れて、クーポン配布装置３０の表示部３２に表示された一又は複数のクーポン表示データ
からクーポンデータ「Ｘ」が選択され、ユーザＡが所持管理するＩＣカード６０ａが第１
のリーダ／ライタにかざされると、選択されたクーポンデータ「Ｘ」のクーポン識別デー
タ「ｘｘｘ」を第１のリーダ／ライタを介してＩＣカード６０ａに書き込むとともに、ユ
ーザＡのユーザ識別データであるＩＣカード６０ａのカード識別データ「ＡＡＡ」を読み
込む。
【００６４】
　そして、クーポン配布装置３０の制御部３５は、ＩＣカード６０ａから読み込んだユー
ザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」とＩＣカード６０ａに書き込
んだクーポン識別データ「ｘｘｘ」とをクーポン管理サーバ２０に送信する。
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【００６５】
　そして、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、受信したユーザＡのユーザ識別デー
タであるカード識別データ「ＡＡＡ」に対して、クーポン識別データ「ｘｘｘ」を関連付
けてクーポンデータベース２３に格納する。また、クーポン管理サーバ２０の制御部２５
は、受信したクーポン識別データ「ｘｘｘ」に対して、クーポンデータ「Ｘ」を取得した
日付データとクーポンデータ「Ｘ」を取得したユーザＡが所持管理するユーザＡのユーザ
識別データであるＩＣカード６０ａのカード識別データ「ＡＡＡ」等の履歴データを関連
付けて履歴データベース２４に格納する。
【００６６】
　そして、ユーザＡのユーザ端末装置４０ａの制御部４６は、例えば第２のリーダ／ライ
タを介してＩＣカード６０ａからユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「
ＡＡＡ」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」とを読み出して、記憶部４４に格納する。
【００６７】
　かくして、ユーザＡは、クーポンデータ「Ｘ」、すなわち、クーポン識別データ「ｘｘ
ｘ」をクーポン配布装置３０から取得し、所有することができる。
【００６８】
　次に、コミュニティ管理サーバ１０を管理する事業者とクーポン管理サーバ２０を管理
する事業者とが同一又は信頼関係にある場合において、ユーザＡがＷｅｂサイトにログイ
ンし、Ｗｅｂページ上で、コミュニティを介してユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷ
ｅｂページの他のユーザＢに、ユーザＡが所有するクーポンデータ「Ｘ」を移動又は複写
するときのデータ処理システム１の一連の手順について図９を参照して説明する。なお、
ここでは、ユーザＡがＳＮＳのＷｅｂサイト上で、ユーザＡが所有するクーポンデータ「
Ｘ」を移動又は複写するときのデータ処理システム１の一連の手順について説明する。
【００６９】
　ステップＳ１において、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユーザＡによっ
てユーザＡのユーザ端末装置４０ａからインターネット等のネットワークを介してＷｅｂ
サイトにアクセスされると、ユーザＡのユーザ端末装置４０ａの表示部４２にＷｅｂサイ
トのトップページを表示する。
【００７０】
　そして、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、トップページにおいて、ユーザ
Ａによってキーボード等の操作部４５を操作してユーザＡのユーザ識別データである電子
メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」及びパスワードが入力されると、ユーザ
データベース１２によってユーザＡがこのＷｅｂサイトの会員であるのか特定するととも
に、ログインしたユーザがユーザＡ自身であるか認証する。
【００７１】
　そして、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユーザＡが会員であると特定す
ると、Ｗｅｂサイトにログインさせ、ユーザＡのユーザ識別データである電子メールアド
レス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」及びパスワードからユーザＡのＷｅｂページのＵＲ
Ｌ「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.○○○・・・ｌｏｇｉｎ／」を特定し、ユーザＡのＷｅｂペ
ージをユーザＡのユーザ端末装置４０ａの表示部４２に表示する。
【００７２】
　ここで、ユーザＡがＷｅｂサイトに登録するときのデータ処理システム１の一連の手順
を説明する。
【００７３】
　コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、例えば、既に登録しているユーザからＷ
ｅｂサイト上のメッセージ入力画面から送信された入会紹介メッセージを介してユーザＡ
のユーザ端末装置４０ａからＷｅｂサイトにアクセスされたとき、又は、図示しないトッ
プページの会員登録画面アイコンを指定されたとき、このユーザＡのユーザ端末装置４０
ａの表示部４２に会員登録画面を表示する。
【００７４】
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　そして、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、会員登録画面において、ユーザ
Ａによってキーボード等の操作部４５を操作してユーザＡのユーザ識別データである電子
メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」とパスワードとが入力されると、ユーザ
Ａのユーザ識別データである電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」とパス
ワードとこのユーザＡのＷｅｂサイト上に割り当てられるＷｅｂページのＵＲＬ「ｈｔｔ
ｐ：／／ｗｗｗ.○○○・・・ｌｏｇｉｎ／」とをユーザデータベース１２に関連付けて
格納する。そして、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユーザＡのユーザ端末
装置４０ａに登録完了通知を表示する。かくして、ユーザＡは、Ｗｅｂサイトに登録する
ことができる。
【００７５】
　以上のような手順でＷｅｂサイトにログインされると、コミュニティ管理サーバ１０の
制御部１４は、ユーザＡのユーザ識別データである電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ
．ｃｏ．ｊｐ」と関連付けされたリンクデータをリンクデータベース１３から読み出し、
読み出したリンクデータからユーザＡが属する例えば旅行コミュニティ等のコミュニティ
を特定し、次いで、このコミュニティに属するユーザＢ，Ｃを特定し、すなわち、コミュ
ニティを介してユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページの他のユーザＢ，Ｃを
特定し、更に、リンクデータからコミュニティを介さずに、ユーザＡのＷｅｂページとリ
ンクされたＷｅｂページの他のユーザＤ，Ｅを特定する。そして、コミュニティ管理サー
バ１０の制御部１４は、ユーザＡのユーザ端末装置４０ａの表示部４２に、図６に示すよ
うに、これら特定した他のユーザＢ，Ｃ，Ｄ，Ｅをアイコン７０ａ等でユーザＡのＷｅｂ
ページの第１の表示部７０に一覧表示した画面を表示する。また、コミュニティ管理サー
バ１０の制御部１４は、ユーザＡによって予め設定された初期画面をユーザＡのＷｅｂペ
ージの第２の表示部７２に表示する。
【００７６】
　ここで、ユーザＡが一のコミュニティに属するときのデータ処理システム１の一連の手
順を説明する。
【００７７】
　コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユーザＡによってマウス等の操作部４５
を操作して「Community」アイコン７１ｂが指定されると、コミュニティ申込画面をユー
ザＡのユーザ端末装置４０ａの表示部４２に表示し、コミュニティ申込画面において、図
示しない検索部等を用いて所望のコミュニティ、例えば旅行コミュニティを第２の表示部
７２に表示する。
【００７８】
　そして、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユーザＡによってマウス等の操
作部４５を操作してコミュニティに参加を申し込む操作が行われ、コミュニティの管理者
等によってユーザＡがこのコミュニティに参加することが承認されると、ユーザＡのユー
ザ識別データである電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」に対して、この
コミュニティのＵＲＬを関連付けたリンクデータをリンクデータベース１３に格納する。
【００７９】
　そして、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、新たなリンクデータに応じて、
このコミュニティに属している他のユーザＢ，Ｃをアイコン７０ａ等でユーザＡのＷｅｂ
ページの第１の表示部７０に表示する画面を表示する。
【００８０】
　かくして、ユーザＡのＷｅｂページは、コミュニティを介して、このコミュニティに属
する他のユーザＢ，ＣのＷｅｂページとリンクすることができる。
【００８１】
　また、ユーザＡがコミュニティを介さずに、Ｗｅｂページ上で他のユーザＤのＷｅｂペ
ージとリンクするときのデータ処理システム１の一連の手順を説明する。
【００８２】
　コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユーザＡによってマウス等の操作部４５
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が操作されて「Favorite」アイコン７１ｃが指定されると、リンク申込画面をユーザＡの
ユーザ端末装置４０ａの表示部４２に表示し、リンク申込画面において、図示しない検索
部等を用いて所望のユーザＤのＷｅｂページを第２の表示部７２に表示する。
【００８３】
　そして、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユーザＡによってマウス等の操
作部４５が操作されてユーザＡのＷｅｂページとユーザＤのＷｅｂページとをリンクする
操作が行われ、ユーザＢによってユーザＡとリンクすることが承認されると、ユーザＡの
ユーザ識別データである電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」に対して、
ユーザＤのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｄｄｄ＠ｄｄｄ．ｃｏ．ｊｐ」
を関連付けたリンクデータをリンクデータベース１３に格納する。
【００８４】
　そして、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、新たなリンクデータに応じて、
ユーザＤをアイコン７０ａ等でユーザＡのＷｅｂページの第１の表示部７０に表示すると
ともに、ユーザＡをアイコン７０ａ等でユーザＤのＷｅｂページの第１の表示部７０に表
示する。
【００８５】
　かくして、ユーザＡのＷｅｂページは、コミュニティを介さずとも、ユーザＤのＷｅｂ
ページとリンクすることができる。
【００８６】
　以上のような手順でＷｅｂページが表示された後に、ステップＳ２において、コミュニ
ティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユーザＡによってマウス等の操作部４５が操作され
て「Coupon」アイコン７１ｄが指定され、ユーザＡのユーザ端末装置４０ａからクーポン
参照要求信号を受信すると、ステップＳ３において、第１のユーザのユーザ端末装置４０
ａの記憶部４４からユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」を読
み出し、読み出したユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」とク
ーポン参照要求信号とをＶＰＮを介してクーポン管理サーバ２０に送信する。
【００８７】
　そして、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、コミュニティ管理サーバ１０からＶ
ＰＮを介してユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」とクーポン
参照要求信号とを受信すると、同一又は信頼関係にある事業者が管理するコミュニティ管
理サーバ１０でユーザＡを認証した認証結果を信頼し、ユーザＡ自身からのクーポン参照
要求信号であると認証し、クーポンデータベース２３によって、ユーザＡのユーザ識別デ
ータであるカード識別データ「ＡＡＡ」からユーザＡが所有しているクーポン識別データ
を特定する。そして、ステップＳ４において、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、
特定したクーポンデータのクーポンの内容を表示するクーポン表示データをコミュニティ
管理サーバ１０に送信する。
【００８８】
　そして、コミュニティ管理サーバ１０は、ユーザＡのユーザ端末装置４０ａの第２の表
示部７２にクーポン紹介画面を表示して、クーポン紹介画面において、受信したクーポン
表示データに応じてユーザＡが所有するクーポンデータをアイコン７２ａ等で一覧表示す
る。
【００８９】
　なお、ステップＳ３において、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、第１のユ
ーザのユーザ端末装置４０ａの記憶部４４から更にユーザＡのユーザ識別データである電
子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」を読み出し、読み出したユーザＡのユ
ーザ識別データである電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」をクーポン管
理サーバ２０に送信し、クーポン管理サーバ２０は、クーポンデータベース２３に関連付
けられているユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」とクーポン
識別データ「ｘｘｘ」とに更にユーザＡのユーザ識別データである電子メールアドレス「
ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」を関連付けて格納するようにしてもよい。
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【００９０】
　そして、ステップＳ５において、コミュニティ管理サーバ１０は、クーポン紹介画面に
おいて、ユーザＡによってマウス等の操作部４５が操作されて第２の表示部７２から移動
又は複写するクーポンデータ「Ｘ」のアイコン７２ａが選択され、選択されたクーポンデ
ータ「Ｘ」を第１の表示部７０のユーザＢのアイコン７０ａにドラックアンドドロップさ
れる等、ユーザ端末装置４０ａでユーザＡが所有するクーポンデータ「Ｘ」を、コミュニ
ティを介してユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページのユーザＢに移動又は複
写する操作が行われ、ユーザＢによってクーポンデータ「Ｘ」を移動又は複写されること
が承認され、ユーザＡのユーザ端末装置４０ａからクーポン移動要求信号又はクーポン複
写要求信号を受信すると、ユーザＡのユーザ端末装置４０ａの記憶部４４からユーザＡの
ユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」と
を読み出す。
【００９１】
　そして、ステップＳ６において、コミュニティ管理サーバ１０は、ユーザデータベース
１２からユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ
．ｊｐ」を読み出し、これらユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡ
Ａ」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＢのユーザ識別データである電子メールア
ドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」とクーポン移動要求信号又はクーポン複写要求信
号とをＶＰＮを介してクーポン管理サーバ２０に送信する。また、コミュニティ管理サー
バ１０は、同様に、これらユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ
」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＢのユーザ識別データである電子メールアド
レス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」とをユーザＢのユーザ端末装置４０ｂに送信し、記
憶部４４に格納する。
【００９２】
　そして、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、コミュニティ管理サーバ１０からＶ
ＰＮを介してこれらユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」とク
ーポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「
ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」とクーポン移動要求信号とを受信すると、上述したステッ
プＳ３のときと同様に、同一又は信頼関係にある事業者が管理するコミュニティ管理サー
バ１０でユーザＡを認証した認証結果を信頼し、ユーザＡ自身からのクーポン移動要求信
号であると認証し、受信したユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂ
ｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」に対して、クーポン識別データ「ｘｘｘ」を関連付けてクー
ポンデータベース２３に格納する。そして、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、更
にクーポンデータベース２３からユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「
ＡＡＡ」とユーザＢに移動するクーポン識別データ「ｘｘｘ」との関連付けを解除する。
【００９３】
　また、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、コミュニティ管理サーバ１０からＶＰ
Ｎを介してこれらユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」とクー
ポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂ
ｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」とクーポン複写要求信号とを受信すると、上述したステップ
Ｓ３のときと同様に、同一又は信頼関係にある事業者が管理するコミュニティ管理サーバ
１０でユーザＡを認証した認証結果を信頼し、ユーザＡ自身からのクーポン複写要求信号
であると認証し、受信したユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂ
ｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」に対して、クーポン識別データ「ｘｘｘ」を関連付けてクーポ
ンデータベース２３に格納する。
【００９４】
　更に、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、移動又は複写したクーポン識別データ
「ｘｘｘ」に対して、クーポンデータ「Ｘ」を移動又は複写した日付データとクーポンデ
ータ「Ｘ」を取得したユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠
ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」等の履歴データを関連付けて履歴データベース２４に格納する。
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【００９５】
　そして、ステップＳ７において、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、コミュニテ
ィ管理サーバ１０に、クーポンデータ「Ｘ」の移動又は複写の完了を通知する完了通知デ
ータを送信し、ステップＳ８において、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、受
信した完了通知データをユーザＡのユーザ端末装置４０ａ及びユーザＢのユーザ端末装置
４０ｂに送信する。
【００９６】
　かくして、ユーザＡは、コミュニティ管理サーバ１０を管理する事業者とクーポン管理
サーバ２０を管理する事業者とが同一又は信頼関係にある場合において、ＳＮＳのＷｅｂ
サイト上で、ユーザＡが所有するクーポンデータ「Ｘ」、すなわちクーポン識別データ「
ｘｘｘ」を、ユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページのユーザＢに移動又は複
写することができる。
【００９７】
　なお、ＷｅｂサイトがＩＭの場合については、ＷｅｂサイトがＳＮＳの場合、「Coupon
」アイコン７１ｄが指定されてから、ステップＳ２乃至ステップＳ４の手順を経て、クー
ポン表示データが表示されるのに対して、会員であると特定された後に、自動的に上述し
たステップＳ２乃至ステップＳ４と同様の手順を経て、クーポン表示データが表示される
点が異なるのみである。
【００９８】
　そして、ＷｅｂサイトがＩＭの場合については、図７に示すように、ユーザＡによって
マウス等の操作部４５が操作されて第２の表示部７２から移動又は複写するクーポンデー
タ「Ｘ」のアイコン８１ａが選択され、選択されたクーポンデータ「Ｘ」を例えば第１の
表示部８０のユーザＢのアイコン７０ａにドラックアンドドロップされることで、上述し
たステップＳ５乃至ステップＳ８と同様の手順を経て、ユーザＡが所有するクーポンデー
タ「Ｘ」、すなわちクーポン識別データ「ｘｘｘ」を、ユーザＡのＷｅｂページとリンク
するＷｅｂページのユーザＢに移動又は複写することができる。
【００９９】
　かくして、ユーザＡは、コミュニティ管理サーバ１０を管理する事業者とクーポン管理
サーバ２０を管理する事業者とが同一又は信頼関係にある場合において、ＩＭのＷｅｂサ
イト上で、ユーザＡが所有するクーポンデータ「Ｘ」、すなわちクーポン識別データ「ｘ
ｘｘ」を、ユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページのユーザＢに移動又は複写
することができる。
【０１００】
　次に、コミュニティ管理サーバ１０を管理する事業者とクーポン管理サーバ２０を管理
する事業者とが異なる又は信頼関係がない場合において、ユーザＡがＷｅｂサイトにログ
インし、Ｗｅｂページ上で、コミュニティを介してユーザＡのＷｅｂページとリンクする
Ｗｅｂページの他のユーザＢに、ユーザＡが所有するクーポンデータ「Ｘ」を移動又は複
写するときのデータ処理システム１の一連の手順について図１０を参照して説明する。
【０１０１】
　コミュニティ管理サーバ１０を管理する事業者とクーポン管理サーバ２０を管理する事
業者とが異なる又は信頼関係がない場合は、上述したコミュニティ管理サーバ１０を管理
する事業者とクーポン管理サーバ２０を管理する事業者とが同一又は信頼関係がある場合
と、ユーザＡのユーザ端末装置４０ａからの各種信号を電子署名を付けて送信することで
、認証局サーバによってユーザＡ自身から送信された各種信号であるか署名確認を行う点
が異なる。
【０１０２】
　ここで、認証局サーバとは、データの送受信する際に、データの送信者を証明するため
の電子証明書を発行する信頼された第３者機関が管理するサーバ装置である。認証局サー
バは、一般的に用いられるものを使用するため、詳細な説明は省略するが、送信者が、認
証局サーバより発行された電子証明書の電子署名を付けてデータを送信することで、送信
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者自身がデータを送信したことを証明することができとともに、受信者は、受信したデー
タの送信者を確認することができる。
【０１０３】
　以下、上述したコミュニティ管理サーバ１０を管理する事業者とクーポン管理サーバ２
０を管理する事業者とが同一又は信頼関係がある場合と同様の手順のときは、説明を省略
する。
【０１０４】
　ステップＳ１０においては、コミュニティ管理サーバを管理する事業者とクーポン管理
サーバを管理する事業者とが同一又は信頼関係がある場合のステップＳ１と同様の手順の
ため、説明を省略する。
【０１０５】
　そして、ログインされＷｅｂページが表示された後に、ステップＳ１１において、ユー
ザ端末装置４０の制御部４６は、ユーザＡによってマウス等の操作部４５が操作されて「
Coupon」アイコン７１ｄが指定されると、電子署名を付けてクーポン参照要求信号をコミ
ュニティ管理サーバ１０に送信する。
【０１０６】
　そして、ステップＳ１２において、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユー
ザＡのユーザ端末装置４０ａの記憶部４４からユーザＡのユーザ識別データであるカード
識別データ「ＡＡＡ」を読み出し、読み出したユーザＡのユーザ識別データであるカード
識別データ「ＡＡＡ」と電子署名付きのクーポン参照要求信号とをクーポン管理サーバ２
０に送信する。
【０１０７】
　そして、ステップＳ１３において、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、コミュニ
ティ管理サーバ１０からユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」
と電子署名付きのクーポン参照要求信号とを受信すると、電子署名を認証局サーバに送信
し、ユーザＡ自身からのクーポン参照要求信号であるか署名確認を行う。そして、クーポ
ン管理サーバ２０の制御部２５は、認証局サーバによってユーザＡ自身からのクーポン参
照要求信号であると確認されると、クーポンデータベース２３によって、ユーザＡのユー
ザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」からユーザＡが所有しているクーポン識
別データを特定する。
【０１０８】
　そして、ステップＳ１４において、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、特定した
クーポンデータのクーポンの内容を表示するクーポン表示データをコミュニティ管理サー
バ１０に送信する。
【０１０９】
　そして、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユーザＡのユーザ端末装置４０
ａの第２の表示部７２にクーポン紹介画面を表示して、クーポン紹介画面において、受信
したクーポン表示データに応じてユーザＡが所有するクーポンデータをアイコン７２ａ等
で一覧表示する。
【０１１０】
　そして、ステップＳ１５において、ユーザ端末装置４０の制御部４６は、クーポン紹介
画面において、ユーザＡによってマウス等の操作部４５が操作されて第２の表示部７２か
ら移動又は複写するクーポンデータ「Ｘ」のアイコン７２ａが選択され、選択されたクー
ポンデータ「Ｘ」を第１の表示部７０のユーザＢのアイコン７０ａにドラックアンドドロ
ップされる等、ユーザ端末装置４０ａでユーザＡが所有するクーポンデータ「Ｘ」を、コ
ミュニティを介してユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページのユーザＢに移動
又は複写する操作が行われ、ユーザＢによってクーポンデータ「Ｘ」を移動又は複写され
ることが承認されると、電子署名を付けてクーポン移動要求信号又はクーポン複写要求信
号をコミュニティ管理サーバ１０に送信する。
【０１１１】



(19) JP 5233320 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

　そして、ステップＳ１６において、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は、ユー
ザＡのユーザ端末装置４０ａの記憶部４４からユーザＡのユーザ識別データであるカード
識別データ「ＡＡＡ」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」とを読み出し、更にユーザデータ
ベース１２からユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ
．ｃｏ．ｊｐ」を読み出し、これらユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ
「ＡＡＡ」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＢのユーザ識別データである電子メ
ールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」と電子署名付きのクーポン移動要求信号又
はクーポン複写要求信号とをクーポン管理サーバ２０に送信する。また、コミュニティ管
理サーバ１０は、ユーザＡのユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」とクー
ポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂ
ｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」とをユーザＢのユーザ端末装置４０ｂに送信し、記憶部４４
に格納する。
【０１１２】
　そして、ステップＳ１７において、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、ユーザＡ
のユーザ識別データであるカード識別データ「ＡＡＡ」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」
とユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ
」と電子署名付きのクーポン移動要求信号とを受信すると、電子署名を認証局サーバに送
信し、ユーザＡ自身からのクーポン移動要求信号であるか署名確認を行う。
【０１１３】
　そして、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、認証局サーバによってユーザＡ自身
からのクーポン移動要求信号であると確認すると、受信したユーザＢのユーザ識別データ
である電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」に対して、クーポン識別デー
タ「ｘｘｘ」を関連付けてクーポンデータベース２３に格納する。そして、クーポン管理
サーバ２０の制御部２５は、更にクーポンデータベース２３からユーザＡのユーザ識別デ
ータであるカード識別データ「ＡＡＡ」とユーザＢに移動するクーポン識別データ「ｘｘ
ｘ」との関連付けを解除する。
【０１１４】
　また、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、ユーザＡのユーザ識別データであるカ
ード識別データ「ＡＡＡ」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」とユーザＢのユーザ識別デー
タである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」と電子署名付きのクーポン
複写要求信号とを受信すると、電子署名をサーバ認証局に送信し、ユーザＡ自身からのク
ーポン複写要求信号であるか署名確認を行う。
【０１１５】
　そして、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、認証局サーバによってユーザＡ自身
からのクーポン複写要求信号であると確認されると、受信したユーザＢのユーザ識別デー
タである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」に対して、クーポン識別デ
ータ「ｘｘｘ」を関連付けてクーポンデータベース２３に格納する。
【０１１６】
　更に、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、移動又は複写したクーポン識別データ
「ｘｘｘ」に対して、クーポンデータ「Ｘ」を移動又は複写した日付データとクーポンデ
ータ「Ｘ」を取得したユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠
ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」等の履歴データを関連付けて履歴データベース２４に格納する。
【０１１７】
　そして、ステップＳ１８において、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、コミュニ
ティ管理サーバ１０に、クーポンデータ「Ｘ」の移動又は複写の完了を通知する完了通知
データを送信し、ステップＳ１９において、コミュニティ管理サーバ１０の制御部１４は
、受信した完了通知データをユーザＡのユーザ端末装置４０ａ及びユーザＢのユーザ端末
装置４０ｂに送信する。
【０１１８】
　かくして、ユーザＡは、コミュニティ管理サーバを管理する事業者とクーポン管理サー
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バを管理する事業者とが異なる又は信頼関係がない場合において、ＳＮＳのＷｅｂサイト
上で、ユーザＡが所有するクーポンデータ「Ｘ」、すなわち、クーポン識別データ「ｘｘ
ｘ」を、ユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページのユーザＢに移動又は複写す
ることができる。
【０１１９】
　なお、ＷｅｂサイトがＩＭの場合については、ＷｅｂサイトがＳＮＳの場合、「Coupon
」アイコン７１ｄが指定されてから、ステップＳ１１乃至ステップＳ１４の手順を経て、
クーポン表示データが表示されるのに対して、会員であると特定された後に、上述したス
テップＳ１１乃至ステップＳ１４と同様の手順を経て、クーポン表示データが表示される
点が異なるのみである。
【０１２０】
　そして、ＷｅｂサイトがＩＭの場合については、図７に示すように、ユーザＡによって
マウス等の操作部４５が操作されて第２の表示部７２から移動又は複写するクーポンデー
タ「Ｘ」のアイコン８１ａが選択され、選択されたクーポンデータ「Ｘ」を例えば第１の
表示部８０のユーザＢのアイコン７０ａにドラックアンドドロップされることで、上述し
たステップＳ１５乃至ステップＳ１９と同様の手順を経て、ユーザＡが所有するクーポン
データ「Ｘ」、すなわちクーポン識別データ「ｘｘｘ」を、ユーザＡのＷｅｂページとリ
ンクするＷｅｂページのユーザＢに移動又は複写することができる。
【０１２１】
　かくして、ユーザＡは、コミュニティ管理サーバを管理する事業者とクーポン管理サー
バを管理する事業者とが異なる又は信頼関係がない場合において、ＩＭのＷｅｂサイト上
で、ユーザＡが所有するクーポンデータ「Ｘ」、すなわちクーポン識別データ「ｘｘｘ」
を、ユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページのユーザＢに移動又は複写するこ
とができる。
【０１２２】
　次に、ユーザＡからコミュニティを介してクーポンデータ「Ｘ」を移動又は複写された
ユーザＢが、ユーザＡから移動又は複写されたクーポンデータ「Ｘ」を店舗で使用すると
きのデータ処理システム１の一連の手順について説明する。
【０１２３】
　ユーザＢのユーザ端末装置４０ｂの制御部４６は、ユーザＢが所持管理するＩＣカード
６０ｂが第２のリーダ／ライタにかざされると、記憶部４４に格納されたクーポン識別デ
ータ「ｘｘｘ」とユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂ
ｂ．ｃｏ．ｊｐ」とを第２のリーダ／ライタを介してＩＣカード６０ｂに書き込む。
【０１２４】
　そして、店舗端末装置５０の制御部５４は、ユーザＢがクーポンデータ「Ｘ」を使用す
るために、ユーザＢ又は店員が図示しない操作部を操作し、ユーザＢの所持管理するＩＣ
カード６０ｂを第３のリーダ／ライタにかざしたとき、第３のリーダ／ライタを介してユ
ーザＢのＩＣカード６０ｂからユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「
ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」とを読み出す。そして、
店舗端末装置５０の制御部５４は、読み出したユーザＢのユーザ識別データである電子メ
ールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」とクーポン識別データ「ｘｘｘ」とをクー
ポン管理サーバ２０に送信する。
【０１２５】
　そして、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、クーポンデータベース２３によって
、受信したクーポン識別データ「ｘｘｘ」からクーポンデータ「Ｘ」を特定し、特定した
クーポンデータ「Ｘ」を店舗端末装置５０に送信する。
【０１２６】
　そして、店舗端末装置５０の制御部５４は、受信したクーポンデータ「Ｘ」を用いてＰ
ＯＳ機能部で商品の決済処理を行う。そして、店舗端末装置５０の制御部５４は、使用さ
れたクーポンデータ「Ｘ」のクーポン識別データ「ｘｘｘ」に対して、クーポンデータ「
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Ｘ」を使用した日付データとクーポンデータ「Ｘ」を使用したユーザＢのユーザ識別デー
タである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」とクーポンデータ「Ｘ」が
使用された店舗識別データ等の履歴データを関連付けてクーポン管理サーバ２０に送信す
る。
【０１２７】
　そして、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、履歴データを受信して履歴データベ
ース２４に格納するとともに、履歴データベース２４によって、受信したユーザＢのユー
ザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．ｊｐ」からクーポンデ
ータ「Ｘ」を使用したユーザＢの直前のユーザ、換言するとユーザＢが使用したクーポン
識別データ「ｘｘｘ」をユーザＢに移動又は複写したユーザＡを特定し、この特定したユ
ーザＡのユーザ識別データである電子メールアドレス「ａａａ＠ａａａ．ｃｏ．ｊｐ」と
例えばユーザＡが使用したクーポンデータの割引率より割引率の高いクーポンデータ等の
インセンティブデータとをクーポンデータベース２３に関連付けて格納する。
【０１２８】
　かくして、ユーザＢは、ユーザＡから移動又は複写されたクーポンデータ「Ｘ」を使用
することができる。また、ユーザＢが使用したクーポンデータ「Ｘ」をユーザＢに移動又
は複写したユーザＡは、インセンティブを貰うことができる。
【０１２９】
　なお、店舗端末装置５０の制御部５４は、一度使用されたクーポンデータ「Ｘ」が重複
利用されないように、決済処理後に、クーポンデータ「Ｘ」の使用済みデータをクーポン
管理サーバ２０に送信し、クーポン管理サーバ２０の制御部２５は、店舗端末装置５０か
らクーポンデータ「Ｘ」の使用済みデータを受信すると、クーポンデータベース２３にお
いて、ユーザＢのユーザ識別データである電子メールアドレス「ｂｂｂ＠ｂｂｂ．ｃｏ．
ｊｐ」に対する使用されたクーポンデータ「Ｘ」のクーポン識別データ「ｘｘｘ」の関連
付けを解除するようにしてもよい。
【０１３０】
　以上のような構成を有するデータ処理システム１は、ユーザＡが所有するクーポンデー
タ「Ｘ」を、Ｗｅｂサイト上で、ユーザＡのＷｅｂページとリンクするＷｅｂページの一
又は複数の他のユーザＢに移動又は複写することができる。
【０１３１】
　また、データ処理システム１は、ユーザＢが、Ｗｅｂサイト上でＷｅｂページをリンク
する程度の信頼できるユーザ以外からのクーポンデータを受信することを防止することが
でき、迷惑メールが増大することを防止することができる。
【０１３２】
　更に、データ処理システム１は、ユーザＡからＷｅｂサイト上でクーポンデータ「Ｘ」
の紹介を受けたユーザＢが店舗等で商品購入又はクーポンデータ「Ｘ」を利用したとき、
実際にクーポンデータ「Ｘ」をユーザＢに紹介したユーザＡに、インセンティブを付加す
ることができる。
【０１３３】
　また、データ処理システム１は、履歴データを参照することで、クーポン依頼主がどの
コミュニティによる紹介経路が有効かを把握することができ、コミュニティの集合特性を
生かした特定集団に対するキャンペーンを実施することができる。
【０１３４】
　なお、データ処理システム１は、予めユーザが所持管理するＩＣカード６０に、ユーザ
のユーザ端末装置４０の電子メールアドレスが格納されているものを用いてもよい。これ
により、データ処理システム１は、ユーザ識別データとしてカード識別データを用いるこ
となく、ユーザ識別データとしてユーザのユーザ端末装置４０の電子メールアドレスのみ
を用いることができ、データ管理が容易となる。
【０１３５】
　また、データ処理システム１は、ユーザが所持管理するメモリ端末としてＩＣカード６
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０を用いることに限定されるものではなく、非携帯電話やＰＤＡ（Personal Digital(Dat
a) Assistant ）等の小型又は携帯型の情報処理装置であってもよい。
【０１３６】
　更に、データ処理システム１は、ＩＣカード６０等のメモリ端末を介してクーポン識別
データをユーザ端末装置４０に提供することに限定されるものではなく、クーポン配布装
置３０から直接ユーザ端末装置４０に広告データ及びクーポンデータを配信し、ユーザ端
末装置４０でクーポンデータを取得するようにしてもよい。これにより、データ処理シス
テム１は、ユーザ識別データとしてカード識別データを用いることなく、ユーザ識別デー
タとしてユーザのユーザ端末装置４０の電子メールアドレスのみを用いることができ、デ
ータ管理が容易となる。
【０１３７】
　また、データ処理システム１は、ユーザ識別データとして電子メールアドレス等の、ユ
ーザが所持管理するユーザ端末装置４０、メモリ端末装置、小型又は携帯型の情報処理装
置等が固有に有するデータ等を用いること限定されるものではなく、例えばコミュニティ
管理サーバ１０及びクーポン管理サーバ２０を同一会社が運営するとき、ユーザに対して
共通のユーザ識別データを付与して、共通のユーザ識別データを用いて電子メールアドレ
スの代わりにクーポンデータを管理するようにしてもよい。
【０１３８】
　更に、データ処理システム１は、例えばコミュニティ管理サーバ１０及びクーポン管理
サーバ２０を異なる事業者が運営するとき、ユーザに対してそれぞれがユーザ識別データ
を付与し、予め異なる事業者間でこれらユーザ識別データを一対一で対応する管理テーブ
ル等を作成し、管理テーブルを用いて電子メールアドレスの代わりにユーザ識別データを
管理するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明が適用されたデータ処理システム１の全体構成を示した図である。
【図２】コミュニティ管理サーバ１０の構成を示したブロック図である。
【図３】クーポン管理サーバ２０の構成を示したブロック図である。
【図４】クーポン配布装置３０の構成を示したブロック図である。
【図５】ユーザ端末装置４０の構成を示したブロック図である。
【図６】ＳＮＳの場合のＷｅｂページを示した図である。
【図７】ＩＭの場合のＷｅｂページを示した図である。
【図８】店舗端末装置の構成を示したブロック図である。
【図９】コミュニティ管理サーバを管理する事業者とクーポン管理サーバを管理する事業
者とが同一又は信頼関係にある場合において、クーポンデータを一のユーザから他のユー
ザに移動又は複写するときの一連の動作を示すフローチャートである。
【図１０】コミュニティ管理サーバを管理する事業者とクーポン管理サーバを管理する事
業者とが異なり又は信頼関係がない場合において、クーポンデータを一のユーザから他の
ユーザに移動又は複写するときの一連の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１４０】
１　データ処理システム、１０　コミュニティ管理サーバ、１１　通信Ｉ／Ｆ、１２　ユ
ーザデータベース、１３　リンクデータベース、１４　制御部、２０　クーポン管理サー
バ、２１　通信Ｉ／Ｆ、２２　クーポン格納部、２３　クーポンデータベース、２４　履
歴データベース、２５　制御部、３０　クーポン配布装置、３１　通信Ｉ／Ｆ、３２　表
示部、３３　操作部、３４　第１のリーダ／ライタ、３５　制御部、４０　ユーザ端末装
置、４１　通信Ｉ／Ｆ、４２　表示部、４３　第２のリーダ／ライタ、４４　記憶部、４
５　操作部、４６　制御部、５０　店舗端末装置、５１　通信Ｉ／Ｆ、５２　第３のリー
ダ／ライタ、５３　ＰＯＳ機能部、５４　制御部、６０　ＩＣカード、７０　第１の表示
部、７１　メニューアイコン、７２　第２の表示部、８０　第１の表示部、８１　第２の
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表示部、８２　第３の表示部、８３　第４の表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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