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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インスタントメッセージを受信するステップと、
　前記インスタントメッセージにおける電子取引プラットホームを特定するステップと、
　前記電子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートに基づいて、前記インスタ
ントメッセージにチケット情報があるか否かを特定するステップと、
　前記インスタントメッセージに前記チケット情報が含まれている場合、前記チケット情
報をマルチメディアカードの形式でディスプレイするステップと、を含むことを特徴とす
るチケット情報ディスプレイ方法。
【請求項２】
　前記チケット情報をマルチメディアカードの形式でディスプレイするステップは、
　ネットワークインターフェースを介して前記チケット情報に関するポスターピクチャー
を探索するステップと、
　前記インスタントメッセージにおける前記チケット情報のチケット名称と前記チケット
情報の座席情報を特定するステップと、
　前記ポスターピクチャー、前記チケット名称および前記座席情報をマルチメディアカー
ドの形式でＳＭＳリストにディスプレイするステップと、を含むことを特徴とする請求項
１に記載のチケット情報ディスプレイ方法。
【請求項３】
　前記マルチメディアカードにトリガイベントがあるか否かをモニタリングするステップ
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と、
　前記トリガイベントがモニタリングされた場合、ネットワークインターフェースを介し
て前記チケット情報の関連情報を探索するステップと、
　前記関連情報を前記マルチメディアカードにディスプレイするステップと、をさらに含
むことを特徴とする請求項１に記載のチケット情報ディスプレイ方法。
【請求項４】
　テンプレートデータベースから、前記電子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプ
レートを特定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のチケット情報
ディスプレイ方法。
【請求項５】
　前記インスタントメッセージにおける電子取引プラットホームを特定するステップは、
　前記インスタントメッセージの第１のキーワードを特定するステップと、
　前記キーワードに対応する企業名称を記録するための第１のデータベースには、前記第
１のキーワードが記憶されているか否かを特定するステップと、
　前記第１のデータベースに前記第１のキーワードが記憶されている場合、前記第１のデ
ータベースに記録されている前記第１のキーワードと一致する企業名称を、前記インスタ
ントメッセージにおける電子取引プラットホームとして特定するステップと、を含むこと
を特徴とする請求項１に記載のチケット情報ディスプレイ方法。
【請求項６】
　前記インスタントメッセージにおける電子取引プラットホームを特定するステップは、
　前記インスタントメッセージを送信するＳＭＳ番号を特定するステップと、
　企業固定番号および前記企業固定番号に対応する企業名称を記録するための番号データ
ベースには、前記ＳＭＳ番号が記憶されているか否かを特定するステップと、
　前記番号データベースに前記ＳＭＳ番号が記憶されている場合、前記番号データベース
に記録されている前記ＳＭＳ番号に対応する企業名称により、前記インスタントメッセー
ジにおける電子取引プラットホームを特定するステップと、を含むことを特徴とする請求
項１に記載のチケット情報ディスプレイ方法。
【請求項７】
　前記テンプレートデータベースに前記電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが
記憶されているか否かを特定するステップと、
　前記テンプレートデータベースに前記電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが
記憶されている場合、前記テンプレートデータベースから、前記電子取引プラットホーム
に対応するＳＭＳテンプレートを特定するステップ、または、
　前記テンプレートデータベースに前記電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが
記憶されていない場合、前記電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートを前記テンプ
レートデータベースに更新するステップ、をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載
のチケット情報ディスプレイ方法。
【請求項８】
　前記電子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートに基づいてインスタントメ
ッジの対応する位置を識別するによって、前記インスタントメッセージにチケット情報が
あるか否かを特定するステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載のチケット情報ディスプレイ方法。
【請求項９】
　インスタントメッセージを受信するように構成される受信モジュールと、
　前記受信モジュールにより受信された前記インスタントメッセージにおける電子取引プ
ラットホームを特定するように構成される第１の特定モジュールと、
　前記第１の特定モジュールにより特定された前記電子取引プラットホームに対応するＳ
ＭＳテンプレートに基づいて、前記インスタントメッセージにチケット情報があるか否か
を特定するように構成される第２の特定モジュールと、
　前記受信モジュールにより受信された前記インスタントメッセージに前記チケット情報
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が含まれている場合、前記チケット情報をマルチメディアカードの形式でディスプレイす
るように構成される第１のディスプレイモジュールと、を備えることを特徴とするチケッ
ト情報ディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記第１のディスプレイモジュールは、
　ネットワークインターフェースを介して前記チケット情報に関するポスターピクチャー
を探索するように構成される探索サブモジュールと、
　前記インスタントメッセージにおける前記チケット情報のチケット名称と前記チケット
情報の座席情報を特定するように構成される第１の特定サブモジュールと、
　前記探索サブモジュールにより探索された前記ポスターピクチャーと、前記第１の特定
サブモジュールにより特定された前記チケット名称と前記座席情報をマルチメディアカー
ドの形式でＳＭＳリストにディスプレイするように構成されるディスプレイサブモジュー
ルと、を有することを特徴とする請求項９に記載のチケット情報ディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記第１のディスプレイモジュールによりディスプレイされている前記マルチメディア
カードにトリガイベントがあるか否かをモニタリングするように構成されるモニタリング
モジュールと、
　前記モニタリングモジュールにより前記トリガイベントがモニタリングされた場合、ネ
ットワークインターフェースを介して前記チケット情報の関連情報を探索するように構成
される探索モジュールと、
　前記探索モジュールにより探索された前記関連情報を前記マルチメディアカードにディ
スプレイするように構成される第２のディスプレイモジュールと、をさらに備えることを
特徴とする請求項９に記載のチケット情報ディスプレイ装置。
【請求項１２】
　テンプレートデータベースから、前記第１の特定モジュールにより特定された前記電子
取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートを特定するように構成される第３の特
定モジュールをさらに備えることを特徴とする請求項９に記載のチケット情報ディスプレ
イ装置。
【請求項１３】
　前記第１の特定モジュールは、
　前記インスタントメッセージの第１のキーワードを特定するように構成される第２の特
定サブモジュールと、
　前記キーワードに対応する企業名称を記録するための第１のデータベースには、前記第
２の特定サブモジュールが特定した前記第１のキーワードが記憶されているか否かを特定
するように構成される第３の特定サブモジュールと、
　前記第１のデータベースに前記第１のキーワードが記憶されていると前記第３の特定サ
ブモジュールが特定した場合、前記第１のデータベースに記録されている前記第１のキー
ワードと一致する企業名称を、前記インスタントメッセージにおける電子取引プラットホ
ームとして特定するように構成される第４の特定サブモジュールと、を有することを特徴
とする請求項９に記載のチケット情報ディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記第１の特定モジュールは、
　前記インスタントメッセージを送信するＳＭＳ番号を特定するように構成される第５の
特定サブモジュールと、
　企業固定番号および前記企業固定番号に対応する企業名称を記録するための番号データ
ベースには、前記第５の特定サブモジュールが特定した前記ＳＭＳ番号が記憶されている
か否かを特定するように構成される第６の特定サブモジュールと、
　前記番号データベースに前記ＳＭＳ番号が記憶されていると前記第６の特定サブモジュ
ールが特定した場合、前記番号データベースに記録されている前記ＳＭＳ番号に対応する
企業名称により、前記インスタントメッセージにおける電子取引プラットホームを特定す
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るように構成される第７の特定サブモジュールと、を有することを特徴とする請求項９に
記載のチケット情報ディスプレイ装置。
【請求項１５】
　前記テンプレートデータベースに前記電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが
記憶されているか否かを特定するように構成される第４の特定モジュールと、
　前記テンプレートデータベースに前記電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが
記憶されていないと前記第４の特定モジュールが特定した場合、前記電子取引プラットホ
ームのＳＭＳテンプレートを前記テンプレートデータベースに更新するように構成される
更新モジュールと、をさらに備え、
　前記テンプレートデータベースに前記電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが
記憶されていると前記第４の特定モジュールが特定した場合、前記第３の特定モジュール
は、前記テンプレートデータベースから、前記電子取引プラットホームに対応するＳＭＳ
テンプレートを特定することを特徴とする請求項１２に記載のチケット情報ディスプレイ
装置。
【請求項１６】
　前記第１の特定モジュールにより特定された前記電子取引プラットホームに対応するＳ
ＭＳテンプレートに基づいてインスタントメッジの対応する位置を識別するによって、前
記インスタントメッセージにチケット情報があるか否かを特定するように構成される第８
の特定サブモジュール、を有することを特徴とする請求項１２に記載のチケット情報ディ
スプレイ装置。
【請求項１７】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、
　インスタントメッセージを受信し、
　前記インスタントメッセージにおける電子取引プラットホームを特定し、
　前記電子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートに基づいて、前記インスタ
ントメッセージにチケット情報があるか否かを特定し、
　前記インスタントメッセージに前記チケット情報が含まれている場合、前記チケット情
報をマルチメディアカードの形式でディスプレイするように構成されることを特徴とする
チケット情報ディスプレイ装置。
【請求項１８】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項８のいずれか１項に記載のチ
ケット情報ディスプレイ方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　本発明は、出願番号が２０１５１０４６３４２７.Ｘ、出願日が２０１５年０７月３１
日である中国特許出願を基に提出するものであり、当該中国特許出願の優先権を主張し、
当該中国特許出願の全ての内容は、参照のため本願に援用される。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、インターネット技術分野に関し、特に、チケット情報ディスプレイ方法、装
置、プログラムおよび記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ネットワーク共同購入の勃興に伴って、消費者がネットワークプラットホームを介して
映画チケットを共同購入することは、価格が低いため、多くの消費者が追いかける映画チ
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ケットの注文方式となっている。すなわち、消費者がネットワークを介して映画チケット
を共同購入した後、消費者のスマートフォンのＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）アプリケーションプログラム（ａｐｐ）は、ネットワークプラットホーム
からのＳＭＳ通知を受信し、消費者は、ＳＭＳ通知中の検証コードに基づいて、実体映画
チケットを映画館へ取得に行く。従来技術では、ＳＭＳ通知において、文字内容の方式且
つハイライトの方式で映画チケットの検証コードおよび映画放送時間などの情報を表示す
るが、ＳＭＳ ａｐｐは、映画の関連情報を直観的に表示することができないため、ＳＭ
Ｓ通知の方式による映画情報のディスプレイが単調となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術に存在する課題を解決するために、本開示の実施例は、チケットディスプレイ
情報をより多様化するように、チケット情報ディスプレイ方法、装置、プログラムおよび
記録媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の実施例の第１の態様によれば、チケット情報ディスプレイ方法を提供する。前
記方法は、インスタントメッセージを受信するステップと、前記インスタントメッセージ
にチケット情報が含まれている場合、前記チケット情報をマルチメディアカードの形式で
ディスプレイするステップと、を含む。
【０００６】
　ある実施例では、前記チケット情報をマルチメディアカードの形式でディスプレイする
ステップは、ネットワークインターフェースを介して前記チケット情報に関するポスター
ピクチャーを探索するステップと、前記インスタントメッセージにおける前記チケット情
報のチケット名称と前記チケット情報の座席情報を特定するステップと、前記ポスターピ
クチャー、前記チケット名称および前記座席情報をマルチメディアカードの形式でＳＭＳ
リストにディスプレイするステップと、を含んでも良い。
【０００７】
　当該マルチメディアカードによれば、ユーザが電子取引プラットホームのインスタント
メッセージを直観に見ることができる。
【０００８】
　ある実施例では、前記方法は、前記マルチメディアカードにトリガイベントがあるか否
かをモニタリングするステップと、前記トリガイベントがモニタリングされた場合、ネッ
トワークインターフェースを介して前記チケット情報の関連情報を探索するステップと、
前記関連情報を前記マルチメディアカードにディスプレイするステップと、をさらに含ん
でも良い。
【０００９】
　端末機器のネットワークインターフェースを介してチケット情報の関連情報を探索し、
関連情報をマルチメディアカードにディスプレイすることで、より多くの有意義な内容を
マルチメディアカードにディスプレイし、これによって、ユーザがチケット情報の一部の
必要な関連情報を事前に把握することができ、手動でネットワークを探索する方式で関連
情報を把握することを回避し、ユーザ体験を向上させる。
【００１０】
　ある実施例では、前記方法は、前記インスタントメッセージから、前記チケット情報を
提供する電子取引プラットホームを特定するステップと、チケット情報を提供する電子取
引プラットホームのＳＭＳテンプレートを記録するためのテンプレートデータベースから
、前記電子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートを特定するステップと、前
記ＳＭＳテンプレートに基づいて、前記インスタントメッセージに前記チケット情報が含
まれているか否かを特定するステップと、をさらに含んでも良い。
【００１１】
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　異なる電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートを統計し、ＳＭＳテンプレートを
テンプレートデータベースに記憶することで、インスタントメッセージの識別をより正確
にする。
【００１２】
　ある実施例では、前記インスタントメッセージから、前記チケット情報を提供する電子
取引プラットホームを特定するステップは、前記インスタントメッセージの第１のキーワ
ードを特定するステップと、前記キーワードに対応する企業名称を記録するための第１の
データベースには、前記第１のキーワードが記憶されているか否かを特定するステップと
、前記第１のデータベースに前記第１のキーワードが記憶されている場合、前記第１のデ
ータベースに記録されている前記第１のキーワードと一致する企業名称を、前記チケット
情報を提供する電子取引プラットホームとして特定するステップと、を含んでも良い。
【００１３】
　第１のキーワードによって、インスタントメッセージを送信する電子取引プラットホー
ムを識別することで、第１のデータベースが継続的に更新される時、第１のキーワードの
識別をより正確にする。
【００１４】
　ある実施例では、前記インスタントメッセージから、前記チケット情報を提供する電子
取引プラットホームを特定するステップは、前記インスタントメッセージを送信するＳＭ
Ｓ番号を特定するステップと、企業固定番号および前記企業固定番号に対応する企業名称
を記録するための番号データベースには、前記ＳＭＳ番号が記憶されているか否かを特定
するステップと、前記番号データベースに前記ＳＭＳ番号が記憶されている場合、前記番
号データベースに記録されている前記ＳＭＳ番号に対応する企業名称により、前記チケッ
ト情報を提供する電子取引プラットホームを特定するステップと、を含んでも良い。
【００１５】
　番号データベースが企業のＳＭＳ番号に基づいて継続的に更新され得るため、番号デー
タベースの方式によって、ＳＭＳ番号の識別をより正確にすることを確保できる。
【００１６】
　ある実施例では、前記方法は、前記テンプレートデータベースに前記電子取引プラット
ホームのＳＭＳテンプレートが記憶されているか否かを特定するステップと、前記テンプ
レートデータベースに前記電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが記憶されてい
る場合、前記テンプレートデータベースから、前記電子取引プラットホームに対応するＳ
ＭＳテンプレートを特定するステップ、または、前記テンプレートデータベースに前記電
子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが記憶されていない場合、前記電子取引プラ
ットホームのＳＭＳテンプレートを前記テンプレートデータベースに更新するステップ、
をさらに含んでも良い。
【００１７】
　当該ＳＭＳテンプレートをテンプレートデータベースに更新することで、端末機器がイ
ンスタントメッセージをより正確で全面に識別できる。
【００１８】
　ある実施例では、前記方法は、前記インスタントメッセージから、チケット情報を表す
ための第２のキーワードを特定するステップと、前記チケット情報に含まれているキーワ
ードを記録するための第２のデータベースには、前記第２のキーワードが記憶されている
か否かを特定するステップと、前記第２のデータベースに前記第２のキーワードが記憶さ
れている場合、前記インスタントメッセージに前記チケット情報が含まれていると特定す
るステップと、をさらに含んでも良い。
【００１９】
　第２のデータベースの方式により、チケット情報が含まれているか否かを特定すること
で、キーワードの識別をより正確にし、識別効率を向上させることを確保できる。
【００２０】
　本開示の実施例の第２の態様によれば、チケット情報ディスプレイ装置を提供する。前
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記装置は、インスタントメッセージを受信するように構成される受信モジュールと、前記
受信モジュールにより受信された前記インスタントメッセージにチケット情報が含まれて
いる場合、前記チケット情報をマルチメディアカードの形式でディスプレイするように構
成される第１のディスプレイモジュールと、を備える。
【００２１】
　ある実施例では、前記第１のディスプレイモジュールは、ネットワークインターフェー
スを介して前記チケット情報に関するポスターピクチャーを探索するように構成される探
索サブモジュールと、前記インスタントメッセージにおける前記チケット情報のチケット
名称と前記チケット情報の座席情報を特定するように構成される第１の特定サブモジュー
ルと、前記探索サブモジュールにより探索された前記ポスターピクチャーと、前記第１の
特定サブモジュールにより特定された前記チケット名称と前記座席情報をマルチメディア
カードの形式でＳＭＳリストにディスプレイするように構成されるディスプレイサブモジ
ュールと、を有しても良い。
【００２２】
　ある実施例では、前記装置は、前記第１のディスプレイモジュールによりディスプレイ
されている前記マルチメディアカードにトリガイベントがあるか否かをモニタリングする
ように構成されるモニタリングモジュールと、前記モニタリングモジュールにより前記ト
リガイベントがモニタリングされた場合、ネットワークインターフェースを介して前記チ
ケット情報の関連情報を探索するように構成される探索モジュールと、前記探索モジュー
ルにより探索された前記関連情報を前記マルチメディアカードにディスプレイするように
構成される第２のディスプレイモジュールと、をさらに備えても良い。
【００２３】
　ある実施例では、前記装置は、前記受信モジュールにより受信された前記インスタント
メッセージから、前記チケット情報を提供する電子取引プラットホームを特定するように
構成される第１の特定モジュールと、チケット情報を提供する電子取引プラットホームの
ＳＭＳテンプレートを記録するためのテンプレートデータベースから、前記第１の特定モ
ジュールにより特定された前記電子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートを
特定するように構成される第２の特定モジュールと、前記第２の特定モジュールにより特
定された前記ＳＭＳテンプレートに基づいて、前記インスタントメッセージに前記チケッ
ト情報があるか否かを特定するように構成される第３の特定モジュールと、をさらに備え
ても良い。
【００２４】
　ある実施例では、前記第１の特定モジュールは、前記インスタントメッセージの第１の
キーワードを特定するように構成される第２の特定サブモジュールと、前記キーワードに
対応する企業名称を記録するための第１のデータベースには、前記第２の特定サブモジュ
ールが特定した前記第１のキーワードが記憶されているか否かを特定するように構成され
る第３の特定サブモジュールと、前記第１のデータベースに前記第１のキーワードが記憶
されていると前記第３の特定サブモジュールが特定した場合、前記第１のデータベースに
記録されている前記第１のキーワードと一致する企業名称を、前記チケット情報を提供す
る電子取引プラットホームとして特定するように構成される第４の特定サブモジュールと
、を有しても良い。
【００２５】
　ある実施例では、前記第１の特定モジュールは、前記インスタントメッセージを送信す
るＳＭＳ番号を特定するように構成される第５の特定サブモジュールと、企業固定番号お
よび前記企業固定番号に対応する企業名称を記録するための番号データベースには、前記
第５の特定サブモジュールが特定した前記ＳＭＳ番号が記憶されているか否かを特定する
ように構成される第６の特定サブモジュールと、前記番号データベースに前記ＳＭＳ番号
が記憶されていると前記第６の特定サブモジュールが特定した場合、前記番号データベー
スに記録されている前記ＳＭＳ番号に対応する企業名称により、前記チケット情報を提供
する電子取引プラットホームを特定するように構成される第７の特定サブモジュールと、
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を有しても良い。
【００２６】
　ある実施例では、前記装置は、前記テンプレートデータベースに前記電子取引プラット
ホームのＳＭＳテンプレートが記憶されているか否かを特定するように構成される第４の
特定モジュールと、前記テンプレートデータベースに前記電子取引プラットホームのＳＭ
Ｓテンプレートが記憶されていないと前記第４の特定モジュールが特定した場合、前記電
子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートを前記テンプレートデータベースに更新する
ように構成される更新モジュールと、をさらに備えても良く、前記テンプレートデータベ
ースに前記電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが記憶されていると前記第４の
特定モジュールが特定した場合、前記第２の特定モジュールは、前記テンプレートデータ
ベースから、前記電子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートを特定する。
【００２７】
　ある実施例では、前記装置は、前記インスタントメッセージから、チケット情報を表す
ための第２のキーワードを特定するように構成される第５の特定モジュールと、前記チケ
ット情報に含まれているキーワードを記録するための第２のデータベースには、前記第５
の特定モジュールが特定した前記第２のキーワードが記憶されているか否かを特定するよ
うに構成される第６の特定モジュールと、前記第２のデータベースに前記第２のキーワー
ドが記憶されていると前記第６の特定モジュールが特定した場合、前記インスタントメッ
セージに前記チケット情報が含まれていると特定するように構成される第７の特定モジュ
ールと、をさらに備えても良い。
【００２８】
　本開示の実施例の第３の態様によれば、チケット情報ディスプレイ装置を提供する。前
記装置は、プロセッサと、プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備
え、前記プロセッサは、前記端末機器が受信したインスタントメッセージにチケット情報
があるか否かを特定し、前記インスタントメッセージに前記チケット情報がある場合、前
記チケット情報をマルチメディアカードの形式でＳＭＳリストにディスプレイするように
構成され、前記インスタントメッセージは、前記チケット情報を提供する電子取引プラッ
トホームからのものである。
　本開示の実施例の第４の態様によれば、プロセッサに実行されることにより、本開示の
実施例の第１の態様に記載のチケット情報ディスプレイ方法を実現するプログラムを提供
する。
　本開示の実施例の第５の態様によれば、本開示の実施例の第４の態様に記載のプログラ
ムが記録された記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００２９】
　本開示の実施例による技術案は、以下の格別な作用効果を含むことができる。端末機器
が受信したインスタントメッセージにチケット情報がある場合、チケット情報をマルチメ
ディアカードの形式でＳＭＳリストにディスプレイすることで、チケット情報を直観に表
示することができ、インスタントメッセージのディスプレイ方式をより多様化し、チケッ
ト情報のディスプレイをより豊富にし、ユーザに対して視覚上の美感を与えることができ
る。
【００３０】
　上述した一般的な記述および後続の詳細な記述は、単に例示的および解釈的なものであ
り、本発明を制限できるものでないと理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　ここでの図面は、明細書を構成する一部として見なされ、本開示に適した実施例を示し
、かつ、明細書の文字記載とともに本開示の仕組みを解釈するために用いられる。
【００３２】
【図１Ａ】ある実施例によるチケット情報ディスプレイ方法を示すフローチャートである
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。
【図１Ｂ】ある実施例によるマルチメディアカードを示す模式図である。
【図２Ａ】ある実施例一によるチケット情報ディスプレイ方法を示すフローチャートであ
る。
【図２Ｂ】ある実施例一による関連情報をディスプレイする模式図である。
【図３Ａ】ある実施例二によるチケット情報ディスプレイ方法を示すフローチャートであ
る。
【図３Ｂ】ある実施例二による電子取引プラットホームを特定するフローチャート１であ
る。
【図３Ｃ】ある実施例二による電子取引プラットホームを特定するフローチャート２であ
る。
【図４】ある実施例三によるチケット情報ディスプレイ方法を示すフローチャートである
。
【図５】ある実施例によるチケット情報ディスプレイ装置を示すブロック図である。
【図６】ある実施例による別のチケット情報ディスプレイ装置を示すブロック図である。
【図７】ある実施例によるさらに別のチケット情報ディスプレイ装置を示すブロック図で
ある。
【図８】ある実施例による更なるチケット情報ディスプレイ装置を示すブロック図である
。
【図９】ある実施例によるチケット情報ディスプレイ装置ためのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　次に、実施例を詳細に説明し、例示が図に示されている。以下の記述が図に係る場合、
別途にて示さない限り、異なる図面における同じ符号は、同じまたは類似する要素を示す
。以下の実施例に記述される実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を代表すると
は限らない。逆に、それらは、添付の特許請求の範囲に記載されているように、本発明の
一部の局面と一致する装置および方法の例に過ぎない。
【００３４】
　図１Ａは、ある実施例によるチケット情報ディスプレイ方法を示すフローチャートであ
り、図１Ｂは、ある実施例によるマルチメディアカードを示す模式図である。当該チケッ
ト情報ディスプレイ方法は、端末機器（例えば、スマートフォン、タブレットＰＣ）に用
いられても良く、端末機器にアプリケーションをインストールする方式で実現することが
できる。図１Ａに示すように、当該チケット情報ディスプレイ方法は、以下のステップＳ
１０１～Ｓ１０２を含む。
【００３５】
　ステップＳ１０１では、インスタントメッセージを受信する。インスタントメッセージ
を受信するのは、端末機器１０であっても良いし、サーバであっても良い。
【００３６】
　ステップＳ１０２では、インスタントメッセージにチケット情報が含まれている場合、
チケット情報をマルチメディアカードの形式でディスプレイする。
【００３７】
　ある実施例では、チケット情報は、映画チケット、芝居チケット、コンサート、観光名
所チケットといった、時効性を有し指定場所を出入りすることができる入場券を含んでも
良い。
【００３８】
　ある実施例では、端末機器が受信したインスタントメッセージから、チケット情報を提
供する電子取引プラットホームを特定し、テンプレートデータベースから、電子取引プラ
ットホームに対応するＳＭＳテンプレートを特定し、ＳＭＳテンプレートに基づいて、イ
ンスタントメッセージにチケット情報があるか否かを特定しても良く、例えば、電子取引
プラットホームの名称がＡＡＡの共同購入ウェブサイトでは、ユーザが共同購入ウェブサ
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イトにより名称が『レ・ミゼラブル』の映画チケットを購入したとすれば、インスタント
メッセージから、「ＡＡＡ」を識別することができ、「ＡＡＡ」に対応するＳＭＳテンプ
レートによって、インスタントメッセージにチケット情報があるか否かを特定し、例えば
、電子取引プラットホームが送信したＳＭＳの内容は、「ＡＡＡ共同購入：映画チケット
情報：２０１５年７月１４日、『レ・ミゼラブル』、ブロードウェー映画センター、３ホ
ールＦ行７席」であり、インスタントメッセージにおける「ＡＡＡ共同購入」によって、
ＡＡＡ電子取引プラットホームを識別することができ、ＡＡＡ電子取引プラットホームに
対応するＳＭＳテンプレートを特定し、ＳＭＳテンプレートの様式によれば、本インスタ
ントメッセージは、ユーザが電子取引プラットホームで注文した映画名称の『レ・ミゼラ
ブル』の映画チケットに関するものであると識別され得る。
【００３９】
　別の実施例では、インスタントメッセージから、チケット情報を表すための第２のキー
ワードを特定し、チケット情報に含まれているキーワードを記録するための第２のデータ
ベースには、第２のキーワードが記憶されているか否かを特定し、第２のデータベースに
第２のキーワードが記憶されている場合、インスタントメッセージにチケット情報が含ま
れていると特定しても良い。第２のキーワードは、例えば、映画チケット、発券、定刻出
席などであっても良い。インスタントメッセージから映画チケットなどのキーワードを識
別した時、チケット情報が含まれていると特定する。ある実施例では、第２のデータベー
スが、チケット情報の表すキーワードの変化に応じて継続的に更新され得るため、キーワ
ードの識別をより正確にすることを確保できる。
【００４０】
　ある実施例では、複数の異なる様式のマルチメディアカードのテンプレートを記憶モジ
ュールに記憶しても良く、これによって、ユーザは自分の好みに応じて異なるスタイルの
マルチメディアカードをユーザ定義で設置することができる。図１Ｂに示すように、チケ
ット情報を映画名称の『レ・ミゼラブル』、入場時間及び座席情報として特定された後、
『レ・ミゼラブル』のポスターピクチャーと対応する入場時間及び座席情報をマルチメデ
ィアカードの形式で端末機器１０にディスプレイしても良い。
【００４１】
　本実施例では、受信されたインスタントメッセージにチケット情報が含まれている場合
、チケット情報をマルチメディアカードの形式でディスプレイすることで、チケット情報
を直観に表示することができ、チケット情報のディスプレイをより豊富にし、インスタン
トメッセージのディスプレイ方式をより多様化し、ユーザに対して視覚上の美感を与える
ことができる。
【００４２】
　ある実施例では、チケット情報をマルチメディアカードの形式でディスプレイするステ
ップは、ネットワークインターフェースを介してチケット情報に関するポスターピクチャ
ーを探索するステップと、インスタントメッセージにおけるチケット情報のチケット名称
とチケット情報の座席情報を特定するステップと、ポスターピクチャーとチケット名称と
座席情報をマルチメディアカードの形式でＳＭＳリストにディスプレイするステップと、
をさらに含んでも良い。
【００４３】
　ある実施例では、方法は、マルチメディアカードにトリガイベントがあるか否かをモニ
タリングするステップと、トリガイベントがモニタリングされた場合、ネットワークイン
ターフェースを介してチケット情報の関連情報を探索するステップと、関連情報をマルチ
メディアカードにディスプレイするステップと、をさらに含んでも良い。
【００４４】
　ある実施例では、方法は、インスタントメッセージから、チケット情報を提供する電子
取引プラットホームを特定するステップと、チケット情報を提供する電子取引プラットホ
ームのＳＭＳテンプレートを記録するためのテンプレートデータベースから、電子取引プ
ラットホームに対応するＳＭＳテンプレートを特定するステップと、ＳＭＳテンプレート
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に基づいて、インスタントメッセージにチケット情報が記憶されているか否かを特定する
ステップと、をさらに含んでも良い。
【００４５】
　ある実施例では、インスタントメッセージから、チケット情報を提供する電子取引プラ
ットホームを特定するステップは、インスタントメッセージの第１のキーワードを特定す
るステップと、キーワードに対応する企業名称を記録するための第１のデータベースには
、第１のキーワードが記憶されているか否かを特定するステップと、第１のデータベース
に第１のキーワードが記憶されている場合、第１のデータベースに記録されている第１の
キーワードと一致する企業名称を、チケット情報を提供する電子取引プラットホームとし
て特定するステップと、を含んでも良い。
【００４６】
　ある実施例では、インスタントメッセージから、チケット情報を提供する電子取引プラ
ットホームを特定するステップは、インスタントメッセージを送信するＳＭＳ番号を特定
するステップと、企業固定番号および企業固定番号に対応する企業名称を記録するための
番号データベースには、ＳＭＳ番号が記憶されているか否かを特定するステップと、番号
データベースにはＳＭＳ番号が記憶されている場合、番号データベースに記録されている
ＳＭＳ番号に対応する企業名称により、チケット情報を提供する電子取引プラットホーム
を特定するステップと、を含んでも良い。
【００４７】
　ある実施例では、方法は、テンプレートデータベースに電子取引プラットホームのＳＭ
Ｓテンプレートが記憶されているか否かを特定するステップと、テンプレートデータベー
スに電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが記憶されている場合、テンプレート
データベースから、電子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートを特定するス
テップ、または、テンプレートデータベースに電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレ
ートが記憶されていない場合、電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートをテンプレ
ートデータベースに更新するステップ、をさらに含んでも良い。
【００４８】
　ある実施例では、方法は、インスタントメッセージから、チケット情報を表すための第
２のキーワードを特定するステップと、チケット情報に含まれているキーワードを記録す
るための第２のデータベースには、第２のキーワードが記憶されているか否かを特定する
ステップと、第２のデータベースに第２のキーワードが記憶されている場合、インスタン
トメッセージにチケット情報が含まれていると特定するステップと、をさらに含んでも良
い。
【００４９】
　具体的には如何にイインスタントメッセージにおけるチケット情報をディスプレするか
は、下記実施例を参照しても良い。
【００５０】
　これにより、本開示の実施例による上記方法によれば、チケット情報を直観に表示する
ことができ、チケット情報のディスプレイをより豊富にし、インスタントメッセージのデ
ィスプレイ方式をより多様化し、ユーザに対して視覚上の美感を与えることができる。
【００５１】
　以下、具体的な実施例を用いて本開示の実施例による技術案を説明する。
【００５２】
　図２Ａは、ある実施例一によるチケット情報ディスプレイ方法を示すフローチャートで
あり、図２Ｂは、ある実施例一による関連情報をディスプレイする模式図である。本実施
例は、本開示の実施例による上記方法を用いて、チケット情報をマルチメディアカードに
ディスプレイすることを例とし、かつ、図１Ｂと組み合わせて例示的に説明する。図２Ａ
に示すように、以下のステップを含む。
【００５３】
　ステップＳ２０１では、端末機器が受信したインスタントメッセージには、チケット情
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報があるか否かを特定し、インスタントメッセージにチケット情報がある場合、ステップ
Ｓ２０２を実行し、インスタントメッセージにチケット情報がない場合、ステップＳ２０
８を実行し、インスタントメッセージは、チケット情報を提供する電子取引プラットホー
ムからのものである。
【００５４】
　ステップＳ２０１の記述は、上記ステップＳ１０１の記述を参照しても良く、ここでは
再び詳しく説明しない。
【００５５】
　ステップＳ２０２では、インスタントメッセージにチケット情報がある場合、端末機器
のネットワークインターフェースを介してチケット情報に関するポスターピクチャーを探
索する。
【００５６】
　ある実施例では、端末機器のネットワークインターフェースは、３Ｇまたは４Ｇネット
ワークインターフェースであっても良いし、ＷＩＦＩネットワークインターフェースであ
っても良く、ネットワークインターフェースを介してインターネットにアクセスでき且つ
チケット情報のポスターピクチャーを取得できれば良いが、本開示は、ネットワークイン
ターフェースの種類を限定しない。ある実施例では、チケット情報を映画チケットとして
例示的に説明するが、映画のポスターピクチャーは、製作会社が当該映画を宣伝するため
のピクチャー、例えば、図１Ｂに示すピクチャーであっても良く、当該ピクチャーによれ
ば、ユーザは『レ・ミゼラブル』が分かることができる。
【００５７】
　ステップＳ２０３では、インスタントメッセージにおけるチケット情報のチケット名称
とチケット情報の座席情報を特定する。
【００５８】
　ある実施例では、ＳＭＳテンプレートによって、インスタントメッセージにおけるチケ
ット情報のチケット名称とチケット情報の座席情報を特定しても良く、詳細な記述は、上
記ステップＳ１０２の記述を参照しても良い。
【００５９】
　ステップＳ２０４では、ポスターピクチャーとチケット名称と座席情報をマルチメディ
アカードの形式でＳＭＳリストにディスプレイする。
【００６０】
　図１Ｂに示すように、マルチメディアカードには、『レ・ミゼラブル』のポスターピク
チャー、チケット名称の『レ・ミゼラブル』、対応する座席情報の３ホールＦ行７席およ
び対応する時間がディスプレイされている。当該マルチメディアカードによれば、ユーザ
が電子取引プラットホームのインスタントメッセージを直観に見ることができる。
【００６１】
　ステップＳ２０５では、マルチメディアカードにトリガイベントがあるか否かをモニタ
リングする。
【００６２】
　ステップＳ２０６では、トリガイベントがモニタリングされた場合、端末機器のネット
ワークインターフェースを介してチケット情報の関連情報を探索する。
【００６３】
　ステップＳ２０７では、関連情報をマルチメディアカードにディスプレイする。
【００６４】
　ステップＳ２０５乃至ステップＳ２０７において、ある実施例では、マルチメディアカ
ードをキー属性として設定しても良く、マルチメディアカードをクリックすることで、端
末機器をトリガしてネットワークインターフェースを介して当該チケット名称の関連情報
を探索し、関連情報を探索した後、現在のマルチメディアカードのページを関連情報ペー
ジにスキップする。ある実施例では、図２Ｂに示すように、関連情報は、映画の採点情報
、キャストメンバー情報（例えば、監督、脚本、出演者などの情報）といった映画に関す
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る情報、および映画チケットの時間、座席番号、アドレスといったチケットに関する情報
を含んでも良い。
【００６５】
　ステップＳ２０８では、インスタントメッセージにチケット情報がない場合、インスタ
ントメッセージをテキストの形式でＳＭＳリストにディスプレイする。
【００６６】
　本実施例では、上記実施例の格別な技術効果を有する上、トリガイベントをモニタリン
グした後で、端末機器のネットワークインターフェースを介してチケット情報の関連情報
を探索し、関連情報をマルチメディアカードにディスプレイすることで、より多くの有用
内容をマルチメディアカードにディスプレイし、これによって、ユーザがチケット情報の
一部の必要な関連情報を事前に把握することができ、手動でネットワークを探索する方式
で関連情報を把握することを回避し、ユーザ体験を向上させる。
【００６７】
　図３Ａは、ある実施例二によるチケット情報ディスプレイ方法を示すフローチャートで
あり、図３Ｂは、ある実施例二による電子取引プラットホームを特定するフローチャート
１であり、図３Ｃは、ある実施例二による電子取引プラットホームを特定するフローチャ
ート２である。本実施例では、本開示の実施例による上記方法によれば、インスタントメ
ッセージにチケット情報があるか否かを特定することを例とし、かつ、図１Ｂと組み合わ
せて例示的に説明する。図３Ａに示すように、以下のステップを含む。
【００６８】
　ステップＳ３０１では、端末機器が受信したインスタントメッセージから、チケット情
報を提供する電子取引プラットホームを特定する。
【００６９】
　ある実施例では、語義識別の方式によってインスタントメッセージから電子取引プラッ
トホームの名称を識別しても良く、別の実施例では、文字照合の方式によってインスタン
トメッセージから電子取引プラットホームの名称を特定しても良く、例えば、チケットを
提供する複数の電子取引プラットホームの名字をプラットホームリストに記録し、プラッ
トホームリストにおけるネームをインスタントメッセージと照合することで、インスタン
トメッセージによって電子取引プラットホームの名称を特定し、例えば、電子取引プラッ
トホームの名称をＡＡＡとして特定する。ステップＳ３０１で如何にインスタントメッセ
ージから、チケット情報を提供する電子取引プラットホームを特定するかは、下記の図３
Ｂ及び図３Ｃの記述を参照しても良い。
【００７０】
　ステップＳ３０２では、テンプレートデータベースに電子取引プラットホームのＳＭＳ
テンプレートが記憶されているか否かを特定し、テンプレートデータベースに電子取引プ
ラットホームのＳＭＳテンプレートが記憶されている場合、ステップＳ３０３を実行し、
テンプレートデータベースに電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが記憶されて
いない場合、ステップＳ３０７を実行する。
【００７１】
　ステップＳ３０３では、チケット情報を提供する電子取引プラットホームのＳＭＳテン
プレートを記録するためのテンプレートデータベースから、電子取引プラットホームに対
応するＳＭＳテンプレートを特定する。
【００７２】
　ステップＳ３０４では、ＳＭＳテンプレートに基づいて、インスタントメッセージにチ
ケット情報があるか否かを特定し、インスタントメッセージにチケット情報がある場合、
ステップＳ３０５を実行し、インスタントメッセージにチケット情報がない場合、ステッ
プＳ３０６を実行する。
【００７３】
　ある実施例では、異なる電子取引プラットホームが異なるＳＭＳテンプレートを用いて
ユーザにＳＭＳ通知サービスを提供する可能性があるため、異なる電子取引プラットホー
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ムのＳＭＳテンプレートを統計し、ＳＭＳテンプレートをテンプレートデータベースに記
憶しても良く、これによって、インスタントメッセージの識別をより正確にすることがで
きる。例えば、電子取引プラットホームの名称がＡＡＡの共同購入ウェブサイトの場合、
対応するＳＭＳテンプレートが「ＡＡＡ共同購入：映画チケット情報：時間、名称、場所
、座席」であるため、ＳＭＳテンプレートに基づいてインスタントメッセージの対応する
位置を識別すれば、インスタントメッセージにチケット情報があるか否かを特定できる。
【００７４】
　ステップＳ３０５では、インスタントメッセージにチケット情報がある場合、チケット
情報をマルチメディアカードの形式でＳＭＳリストにディスプレイする。
【００７５】
　ステップＳ３０５の記述は、上記ステップＳ１０２の記述を参照すればよいため、ここ
では再び詳しく説明しない。
【００７６】
　ステップＳ３０６では、インスタントメッセージにチケット情報がない場合、インスタ
ントメッセージをテキストの形式でＳＭＳリストにディスプレイする。
【００７７】
　ステップＳ３０７では、電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートをテンプレート
データベースに更新する。
【００７８】
　ある実施例では、端末機器は、電子取引プラットホームの名称を携えた更新要求をサー
バへ送信しても良く、サーバは、更新要求を受信した後、当該電子取引プラットホームの
ＳＭＳテンプレートを端末機器に送信し、端末機器は、当該ＳＭＳテンプレートをテンプ
レートデータベースに送信することで、ユーザが手動でＳＭＳテンプレートを更新するこ
とを回避し、ユーザ体験を向上させることができる。別の実施例では、ユーザは、端末機
器で当該ＳＭＳテンプレートを編集し、ＳＭＳテンプレートをテンプレートデータベース
に更新することができ、これによって、端末機器とサーバのネットワーク負担を軽減する
。ある実施例では、テンプレートデータベースは、当該サーバを提供するインターネット
のオンラインショップによって構築かつメンテナンスされても良い。
【００７９】
　図３Ｂに示すように、インスタントメッセージにおけるキーワードによって、電子取引
プラットホームを特定しても良く、以下のステップを含む。
【００８０】
　ステップＳ３１１では、インスタントメッセージの第１のキーワードを特定する。
【００８１】
　ステップＳ３１２では、キーワードに対応する企業名称を記録するための第１のデータ
ベースには、第１のキーワードが記憶されているか否かを特定する。
【００８２】
　ステップＳ３１３では、第１のデータベースに第１のキーワードが記憶されている場合
、第１のデータベースに記録されている第１のキーワードと一致する企業名称を、チケッ
ト情報を提供する電子取引プラットホームとして特定する。
【００８３】
　ある実施例では、異なる電子取引プラットホームが異なる企業名称を有しており、電子
取引プラットホームの企業名称を記録し、企業名称を第１のデータベースに記憶し、第１
のキーワードによって、インスタントメッセージを送信する電子取引プラットホームを識
別することで、第１のデータベースが継続的に更新される時、第１のキーワードの識別を
より正確にすることができる。例えば、インスタントメッセージから第１のキーワードが
ＡＡＡであることを識別しており、若し、第１のデータベースには、第１のキーワードに
対応するＡＡＡまたはＡＡＡと同じ電子取引プラットホームを表すＡＡＡ１が記憶されて
いれば、チケット情報を提供する電子取引プラットホームをＡＡＡとして特定できる。
【００８４】
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　図３Ｃに示すように、インスタントメッセージを送信するＳＭＳ番号によって電子取引
プラットホームを特定しても良く、以下のステップを含む。
【００８５】
　ステップＳ３２１では、インスタントメッセージを送信するＳＭＳ番号を特定する。
【００８６】
　ステップＳ３２２では、企業固定番号および企業固定番号に対応する企業名称を記録す
るための番号データベースには、ＳＭＳ番号が記憶されているか否かを特定する。
【００８７】
　ステップＳ３２３では、番号データベースにＳＭＳ番号が記憶されている場合、番号デ
ータベースに記録されているＳＭＳ番号に対応する企業名称により、チケット情報を提供
する電子取引プラットホームを特定する。
【００８８】
　ある実施例では、異なる電子取引プラットホームが、異なるＳＭＳ番号によってインス
タントメッセージを送信する必要があり、電子取引プラットホームに対応するＳＭＳ番号
を記録し、ＳＭＳ番号を番号データベースに記憶することで、ＳＭＳ番号によって、イン
スタントメッセージを送信する電子取引プラットホームを識別することができ、番号デー
タベースが企業のＳＭＳ番号に基づいて継続的に更新され得るため、番号データベースの
方式によって、ＳＭＳ番号の識別をより正確にすることを確保できる。例えば、インスタ
ントメッセージから識別されたＳＭＳ番号が１０６９０８９９１２４１１４であり、若し
、番号データベースには１０６９０８９９１２４１１４に対応する電子取引プラットホー
ムが記憶されており、且つ、当該電子取引プラットホームがＡＡＡであれば、チケット情
報を提供する電子取引プラットホームをＡＡＡとして特定できる。
【００８９】
　本実施例は、上記実施例の格別な技術効果を有する上、テンプレートデータベースから
、電子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートを特定し、ＳＭＳテンプレート
に基づいて、インスタントメッセージにチケット情報があるか否かを特定することで、イ
ンスタントメッセージに対する識別がもっと目的性を有し、インスタントメッセージ識別
の正確度を向上させることができる。また、ＳＭＳテンプレートデータベースを早期に更
新することにより、端末機器がインスタントメッセージをより正確で全面に識別できる。
【００９０】
　図４は、ある実施例三によるチケット情報ディスプレイ方法を示すフローチャートであ
る。本実施例は、本開示の実施例による上記方法を用いて、インスタントメッセージにチ
ケット情報があるか否かを特定することを例として例示的に説明するが、図４に示すよう
に、以下のステップを含む。
【００９１】
　ステップＳ４０１では、インスタントメッセージから、チケット情報を表すための第２
のキーワードを特定する。
【００９２】
　ステップＳ４０２では、チケット情報に含まれているキーワードを記録するための第２
のデータベースには、第２のキーワードが記憶されているか否かを特定する。
【００９３】
　ステップＳ４０３では、第２のデータベースに第２のキーワードが記憶されている場合
、インスタントメッセージにチケット情報が含まれていると特定する。
【００９４】
　ある実施例では、語義識別の方式によってインスタントメッセージにおける第２のキー
ワードを識別しても良く、例えば、当該第２のキーワードと第２のデータベースにおける
キーワードとを語義照合し、照合が成功すれば、第２のデータベースに第２のキーワード
が記憶されていることを表明し、これによって、インスタントメッセージにチケット情報
が含まれていると特定することができるが、第２のデータベースがチケット情報の表すキ
ーワードに応じて継続的に更新され得るため、第２のデータベースの方式により、チケッ
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ト情報が含まれているか否かを特定することで、キーワードの識別をより正確にすること
を確保できる。例えば、語義識別の方式によってインスタントメッセージから「映画チケ
ット」が識別されており、インスタントメッセージにおける「映画チケット」を第２のデ
ータベースにおけるキーワードと語義照合し、第２のデータベースに「映画チケット」と
いうキーワードが記憶されている場合、インスタントメッセージにチケット情報が含まれ
ていると特定する。同様に、インスタントメッセージからキーワードの「発券」、「定刻
出席」などのキーワードが識別されており、これらキーワードを第２のデータベースから
同様に見つけられる場合、インスタントメッセージにチケット情報が含まれていると特定
できる。
【００９５】
　本実施例では、第２のデータベースによって、インスタントメッセージにチケット情報
が含まれているか否かを識別しており、第２のデータベースがチケット情報の表すキーワ
ードに応じて継続的に更新され得るため、第２のデータベースの方式により、チケット情
報が含まれているか否かを特定することで、キーワードの識別をより正確にし、識別効率
を向上させることを確保できる。
【００９６】
　図５は、ある実施例によるチケット情報ディスプレイ装置を示すブロック図である。図
５に示すように、チケット情報ディスプレイ装置は、インスタントメッセージを受信する
ように構成される受信モジュール５１と、受信モジュール５１により受信されたインスタ
ントメッセージにチケット情報が含まれている場合、チケット情報をマルチメディアカー
ドの形式でディスプレイするように構成される第１のディスプレイモジュール５２と、を
備える。
【００９７】
　図６は、ある実施例による別のチケット情報ディスプレイ装置を示すブロック図である
。図６に示すように、上記図５に示す実施例を基に、ある実施例では、第１のディスプレ
イモジュール５２は、ネットワークインターフェースを介してチケット情報に関するポス
ターピクチャーを探索するように構成される探索サブモジュール５２１と、インスタント
メッセージにおけるチケット情報のチケット名称とチケット情報の座席情報を特定するよ
うに構成される第１の特定サブモジュール５２２と、探索サブモジュール５２１により探
索されたポスターピクチャーと、第１の特定サブモジュール５２２により特定されたチケ
ット名称と座席情報をマルチメディアカードの形式でＳＭＳリストにディスプレイするよ
うに構成されるディスプレイサブモジュール５２３と、を有しても良い。
【００９８】
　ある実施例では、装置は、第１のディスプレイモジュール５２によりディスプレイされ
ているマルチメディアカードにトリガイベントがあるか否かをモニタリングするように構
成されるモニタリングモジュール５３と、モニタリングモジュール５３によりトリガイベ
ントをモニタリングした場合、ネットワークインターフェースを介してチケット情報の関
連情報を探索するように構成される探索モジュール５４と、探索モジュール５４により探
索された関連情報をマルチメディアカードにディスプレイするように構成される第２のデ
ィスプレイモジュール５５と、をさらに備えても良い。
【００９９】
　図７は、ある実施例によるさらに別のチケット情報ディスプレイ装置を示すブロック図
である。図７に示すように、上記図５または図６に示す実施例を基に、ある実施例では、
装置は、受信モジュール５１により受信されたインスタントメッセージから、チケット情
報を提供する電子取引プラットホームを特定するように構成される第１の特定モジュール
５６と、チケット情報を提供する電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートを記録す
るためのテンプレートデータベースから、第１の特定モジュール５６により特定された電
子取引プラットホームに対応するＳＭＳテンプレートを特定するように構成される第２の
特定モジュール５７と、第２の特定モジュール５７により特定されたＳＭＳテンプレート
に基づいて、インスタントメッセージにチケット情報があるか否かを特定するように構成
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される第３の特定モジュール５８と、をさらに備えても良い。
【０１００】
　ある実施例では、第１の特定モジュール５６は、インスタントメッセージの第１のキー
ワードを特定するように構成される第２の特定サブモジュール５６１と、キーワードに対
応する企業名称を記録するための第１のデータベースには、第２の特定サブモジュール５
６１により特定された第１のキーワードが記憶されているか否かを特定するように構成さ
れる第３の特定サブモジュール５６２と、第１のデータベースに第１のキーワードが記憶
されていると第３の特定サブモジュール５６２により特定された場合、第１のデータベー
スに記録されている第１のキーワードと一致する企業名称を、チケット情報を提供する電
子取引プラットホームとして特定するように構成される第４の特定サブモジュール５６３
と、を有しても良い。
【０１０１】
　ある実施例では、第１の特定モジュール５６は、インスタントメッセージを送信するＳ
ＭＳ番号を特定するように構成される第５の特定サブモジュール５６４と、企業固定番号
および企業固定番号に対応する企業名称を記録するための番号データベースには、第５の
特定サブモジュール５６４により特定されたＳＭＳ番号が記憶されているか否かを特定す
るように構成される第６の特定サブモジュール５６５と、番号データベースにＳＭＳ番号
が記憶されていると第６の特定サブモジュール５６５により特定された場合、番号データ
ベースに記録されているＳＭＳ番号に対応する企業名称により、チケット情報を提供する
電子取引プラットホームを特定するように構成される第７の特定サブモジュール５６６と
、を有しても良い。
【０１０２】
　ある実施例では、装置は、テンプレートデータベースに電子取引プラットホームのＳＭ
Ｓテンプレートが記憶されているか否かを特定するように構成される第４の特定モジュー
ル５９をさらに備えても良く、テンプレートデータベースに電子取引プラットホームのＳ
ＭＳテンプレートが記憶されていると第４の特定モジュール５９が特定した場合、第２の
特定モジュール５７は、テンプレートデータベースから、電子取引プラットホームに対応
するＳＭＳテンプレートを特定するステップを実行し、装置は、テンプレートデータベー
スには電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートが記憶されていないと第４の特定モ
ジュール５９が特定した場合、電子取引プラットホームのＳＭＳテンプレートをテンプレ
ートデータベースに更新するように構成される更新モジュール６０をさらに備えても良く
、これによって、第２の特定モジュール５７は、更新後のテンプレートデータベースから
、第１の特定モジュール５６により特定された電子取引プラットホームに対応するＳＭＳ
テンプレートを特定する。
【０１０３】
　図８は、ある実施例による更なるチケット情報ディスプレイ装置を示すブロック図であ
る。図７に示すように、上記図５、図６または図７に示す実施例を基に、ある実施例では
、装置は、受信モジュール５１により受信されたインスタントメッセージから、チケット
情報を表すための第２のキーワードを特定するように構成される第５の特定モジュール６
１と、チケット情報に含まれているキーワードを記録するための第２のデータベースには
、第５の特定モジュール６１により特定された第２のキーワードが記憶されているか否か
を特定するように構成される第６の特定モジュール６２と、第２のデータベースに第２の
キーワードが記憶されていると第６の特定モジュール６２が特定した場合、インスタント
メッセージにチケット情報が含まれていると特定するように構成される第７の特定モジュ
ール６３と、をさらに備えても良い。
【０１０４】
　上記実施例における装置中の各モジュールが操作を実行する具体的な形態は、当該方法
に関する実施例に詳細に記述されているため、ここで繰り返し説明しない。
【０１０５】
　図９は、ある実施例によるチケット情報ディスプレイ装置ためのブロック図である。例
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えば、装置９００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信機
器、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療設備、フィットネス機器、ＰＤＡなど
であってもよい。
【０１０６】
　図９を参照すると、装置９００は、以下の１つ又は複数のユニット、すなわち、処理ユ
ニット９０２、メモリ９０４、電源ユニット９０６、マルチメディアユニット９０８、オ
ーディオユニット９１０、入力・出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース９１２、センサユニッ
ト９１４及び通信ユニット９１６を備えてもよい。
【０１０７】
　処理ユニット９０２は通常、装置９００の全般操作、例えば、表示、電話発呼、データ
通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット９０２は、前記
方法のステップの全部又は一部を実行するように、指令を実行する１つ又は複数のプロセ
ッサ９２０を備えてもよい。また、処理ユニット９０２は、処理ユニット９０２と他のユ
ニットとの間の相互作用を容易にするように、１つ又は複数のモジュールを備えてもよい
。例えば、処理ユニット９０２は、マルチメディアユニット９０８と処理ユニット９０２
との間の相互作用を容易にするように、マルチメディアモジュールを備えてもよい。
【０１０８】
　メモリ９０４は、装置９００での操作をサポートするために、各種別のデータを記憶す
るように構成される。これらのデータの例示は、装置９００で操作する如何なるアプリケ
ーションプログラムまたは方法の指令、連絡人データ、電話帳データ、メッセージ、ピク
チャー、映像などを含む。メモリ９０４は、如何なる種別の揮発性もしくは不揮発性記憶
デバイスまたはそれらの組合せ、例えば、静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、電
気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能なプロ
グラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専用メモリ（Ｐ
ＲＯＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディス
クまたは光ディスクによって実現されてもよい。
【０１０９】
　電源ユニット９０６は、装置９００のユニットのそれぞれに電力を供給する。電源ユニ
ット９０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、並びに、装置９００用の電力
を生成、管理および配分するに関する他のユニットを含んでもよい。
【０１１０】
　マルチメディアユニット９０８は、前記装置９００とユーザとの間に１つの出力インタ
ーフェースを供給するスクリーンを備える。一部の実施例では、スクリーンは、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）およびタッチパネル（ＴＰ）を含んでも良い。スクリーンは、タッチ
パネルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとして実
現されてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジェスチャ
ーを感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサは、タッ
チまたはスライド動作の境界を感知するだけではなく、前記タッチまたはスライド操作と
関連する持続時間および圧力をさらに検出することができる。一部の実施例では、マルチ
メディアユニット９０８は、１つのフロントカメラおよび／またはバックカメラを含む。
装置９００が操作モード、例えば、撮像モードまたは映像モードにあるとき、フロントカ
メラおよび／またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信することができ
る。フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定の光学レンズシステム
であってもよいし、焦点距離および光学ズーム能力を有するものであってもよい。
【０１１１】
　オーディオユニット９１０は、オーディオ信号を出力および／または入力するように構
成される。例えば、オーディオユニット９１０は、マイク（ＭＩＣ）を備え、装置９００
が操作モード、例えば、発呼モード、記録モードおよび音声識別モードにあるとき、マイ
クは、外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信号は、
さらに、メモリ９０４に記憶される、または、通信ユニット９１６を介して送信されるこ
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とができる。一部の実施例では、オーディオユニット９１０は、さらに、オーディオ信号
を出力するためのスピーカをさらに含む。
【０１１２】
　Ｉ／Ｏインターフェース９１２は、処理ユニット９０２とペリフェラルインターフェー
スモジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、前記ペリフェラルインタ
ーフェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。
これらのボタンは、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロックボ
タンを含んでも良いが、それらに限定されない。
【０１１３】
　センサユニット９１４は、様々な側面での状態推定を装置９００に供給するための１つ
または複数のセンサを含む。例えば、センサユニット９１４は、装置９００のオン／オフ
状態、ユニットの相対位置を検出することができ、例えば、前記ユニットは、装置９００
のディスプレイおよびキーパッドである。センサユニット９１４は、さらに、装置９００
もしくは装置９００の１つのユニットの位置変更、ユーザと装置９００との接触の存在も
しくは不存在、装置９００の方位または加速／減速および装置９００の温度変化をさらに
検出することができる。センサユニット９１４は、如何なる物理的接触もないとき、近辺
にある物体の存在を検出するための近接センサを含んでもよい。センサユニット９１４は
、さらに、イメージングアプリケーションに使用される光センサ、例えばＣＭＯＳまたは
ＣＣＤ画像センサを含んでも良い。一部の実施例では、当該センサユニット９１４は、さ
らに、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサを含ん
でも良い。
【０１１４】
　通信ユニット９１６は、装置９００と他の機器間の無線または有線方式の通信が便利に
なるように構成される。装置９００は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例えば、Ｗ
ｉＦｉ、２Ｇもしくは３Ｇ、またはそれらの組合せにアクセスすることができる。ある実
施例では、通信ユニット９１６は、外部ブロードキャスト管理システムからのブロードキ
ャスト信号またはブロードキャスト関連情報をブロードキャストチャネルを介して受信す
る。ある実施例では、前記通信ユニット９１６は、さらに、短距離通信を容易にするよう
に、ニアフィールド通信（ＮＦＣ）モジュールを含んでも良い。例えば、ＮＦＣモジュー
ルでは、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外データ協会（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域
（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）技術および他の技術によって実現
されてもよい。
【０１１５】
　実施例では、装置９００は、上記方法を実行するための１つ又は複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（
ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサま
たは他の電子部品によって実現されてもよい。
【０１１６】
　実施例では、指令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、指令
を含むメモリ９０４をさらに提供し、上記指令が装置９００のプロセッサ９２０によって
実行されることで上述した方法を実施させることができる。例えば、前記非一時的コンピ
ュータ読み取り可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＣＤ-
ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスクおよび光データ記憶機器などであっても良い。
【０１１７】
　当業者は、明細書を考慮し、ここに公開された開示を実践した後、本開示の他の実施案
を容易に想到する。本願は、本開示の如何なる変形、用途または適応的変化もカバーする
ことを意図する。これらの変形、用途または適応的変化は、本開示の一般的な仕組みに従
い、かつ、本開示に開示されていない当分野における公知常識または慣用技術手段を含む
。明細書および実施例は単なる例示と見なされ、本開示の本当の範囲および思想は添付の
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特許請求の範囲によって与えられる。
【０１１８】
　本開示が以上で記載され、且つ図面に示された正確な構造に限定されるものでなく、そ
の要旨を逸脱しない範囲で様々な補正や変更も可能であることは理解されるべきである。
本開示の範囲は、添付する特許請求の範囲のみによって限定される。 

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】



(21) JP 6302602 B2 2018.3.28

【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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