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(57)【要約】
【課題】複数種類の購入希望商品を個々に連続して撮影
することによって購入希望商品全部を簡単に選択でき一
括して購入できる通信販売システムを提供する。
【解決手段】商品に予め関連付けされている被写体３１
、３２を携帯通信端末で撮影して撮影画像データを作成
し、通信販売サーバ２０に送信する。サーバ２０は、撮
影画像データを用いて商品データベース２１内を検索し
、撮影画像データに対応する商品の商品データを特定し
て抽出し、ショッピングカートファイルに保存する。そ
して、携帯通信端末１０から選択終了信号を受信すると
、ショッピングカートファイルに保存されている購入希
望商品の支払金額データを算出し、送信元の携帯通信端
末に送信する。したがって、携帯通信端末で複数の被写
体を連続して撮影することによって、複数の購入希望商
品の商品データをショッピングカートファイルに追加で
きる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークに接続されたサーバと、該サーバに前記通信ネットワークを介して接
続可能な携帯通信端末とを有する通信販売システムであって、
　前記携帯通信端末は、商品に予め関連付けされている被写体を撮影可能な撮影手段と、
該撮影手段により撮影した被写体の撮影画像データを作成する撮影画像データ作成手段と
、該撮影画像データ作成手段により作成された撮影画像データを有する購入希望リクエス
トを作成し、該購入希望リクエストを前記サーバに送信する購入希望リクエスト送信手段
とを有し、
　前記サーバは、商品の商品番号と価格情報を有する商品データが格納される商品データ
ベースと、前記携帯通信端末から送信された前記購入希望リクエストを受信する購入希望
リクエスト受信手段と、該購入希望リクエスト受信手段によって受信した前記購入希望リ
クエストが有する前記撮影画像データを用いて前記商品データベース内を検索し、前記商
品データベースに格納されている商品データの中から前記撮影画像データに対応する商品
の商品データを特定して購入希望商品の商品データとして抽出する商品データ抽出手段と
、前記携帯通信端末から前記購入希望リクエストを受信すると、送信元の携帯通信端末専
用のショッピングカートファイルが存在するか否かを判断するショッピングカートファイ
ル判断手段と、該ショッピングカートファイル判断手段により送信元の携帯通信端末専用
のショッピングカートファイルが存在しないと判断されたときは送信元の携帯通信端末専
用のショッピングカートファイルを作成して該ショッピングカートファイルに前記購入希
望商品の商品データを保存し、送信元の携帯通信端末専用のショッピングカートファイル
が存在すると判断されたときは該ショッピングカートファイルに前記購入希望商品の商品
データを保存するデータ保存手段と、該データ保存手段により前記ショッピングカートフ
ァイルに前記購入希望商品の商品データが保存されるごとに、前記送信元の携帯通信端末
専用のショッピングカートファイルに保存されている前記商品データが有する価格情報に
基づいて支払金額データを算出して更新する支払金額データ算出更新手段と、を有し、
　前記携帯通信端末は、購入希望商品の選択を終了する選択終了信号をサーバに送信する
選択終了信号送信手段を有し、
　前記サーバは、前記携帯通信端末から前記選択終了信号を受信することにより、前記送
信元の携帯通信端末専用の入金待ちファイルを作成して前記送信元の携帯通信端末専用の
ショッピングカートファイルに保存されている全ての前記購入希望商品についての商品デ
ータを総商品データとし、前記支払金額データ算出更新手段により算出更新された前記支
払金額データを総支払金額データとして、前記総商品データと前記総支払金額データを前
記入金待ちファイルに移動させるデータ移動手段と、該データ移動手段により前記入金待
ちファイルに移動された総支払金額データを送信元の携帯通信端末に送信するデータ送信
手段とを有し、
　前記携帯通信端末は、前記総支払金額データ送信手段から送信された総支払金額データ
を受信するデータ受信手段を有することを特徴とする通信販売システム。
【請求項２】
　前記データ送信手段は、前記総商品データを前記送信元の携帯通信端末に送信し、
　前記データ受信手段は、前記データ送信手段から送信された前記総商品データを受信す
ることを特徴とする請求項１に記載の通信販売システム。
【請求項３】
　前記データ送信手段は、前記支払金額データ算出更新手段によって前記支払金額データ
が算出更新されるごとに、前記支払金額データを前記送信元の携帯通信端末に送信し、
　前記データ受信手段は、前記データ送信手段から送信された前記支払金額データを受信
することを特徴とする請求項１又は２に記載の通信販売システム。
【請求項４】
　前記データ送信手段は、前記支払金額データ算出更新手段によって前記支払金額データ
が算出更新されるごとに、前記送信元の携帯通信端末専用のショッピングカートファイル
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に保存されている商品データを前記送信元の携帯通信端末に送信し、
　前記データ受信手段は、前記データ送信手段から送信された前記商品データを受信する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の通信販売システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばインターネット等の通信ネットワークを利用した通信販売システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、商品や広告等に表示された２次元バーコードを、カメラ付き携帯電話のカメラで
撮影して、２次元バーコードの中に書き込まれているＵＲＬ情報を読み取り、上記携帯電
話のブラウザを起動させて、そのＵＲＬ情報によって指定されたインターネット上のホー
ムページにアクセスするシステムが存在する（例えば、特許文献１を参照）。これによれ
ば、携帯電話の操作キー等を操作してＵＲＬ情報を入力する必要がなく、簡単にアクセス
することができる。
【０００３】
　そして、上記システムを利用した通信販売システム、いわゆるネット通販が存在する。
例えば、通販雑誌に付された二次元バーコードを携帯電話のカメラで撮影して、ショッピ
ングサイトのＵＲＬ情報を取得し、ショッピングサイトにアクセスしてショッピングサイ
ト上で購入希望商品を選択して購入することができる。
【０００４】
　また、複数の商品を掲載した通販雑誌に、各商品と共にそれぞれ二次元バーコードが付
されており、購入希望商品の二次元バーコードを携帯電話のカメラによって撮影してＵＲ
Ｌ情報を取得し、そのＵＲＬ情報に基づいて携帯電話のブラウザからアクセスすると、シ
ョッピングサイト内におけるその購入希望商品を購入する購入ページが表示されて購入す
ることができる。
【０００５】
　このような購入方法における代金の支払いは、クレジットカード番号を使用して行われ
ることが多い。例えば、ショッピングサイト上で購入希望商品を選択した後に、購入ボタ
ンをクリックすると、クレジットカード番号等の情報を入力する画面が表示され、これら
の情報が入力されて認証されることによって代金が支払が行われる仕組みとなっている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－８２８５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前者のショッピングサイトで購入希望商品を選択して購入する方法の場合、通販雑誌が
通販ユーザの手元にあり、通販雑誌内で紹介されている複数商品の中から通販ユーザが既
に購入を希望する商品を決定しているにもかかわらず、ショッピングサイトにアクセスし
て通販雑誌の内容と同様のものを携帯電話に表示させ、そのショッピングサイト上で再び
購入希望商品を選択する操作を行う必要がある。したがって、ショッピングサイト上で購
入希望商品を探す作業が煩雑であった。特に、商品掲載ページが大量に存在する場合には
、通販雑誌に掲載されている購入希望商品と同一の商品を迅速に見つけ出すことは困難で
あり、使い勝手が良くなかった。また、通販雑誌の内容と同様のものを携帯電話に表示さ
せるためには、大量の表示データ等をサーバから受信する必要がある。したがって、通信
速度に起因した表示速度の遅延や通信費用の高騰を招来するおそれがある。
【０００８】
　後者の二次元バーコードを撮影して携帯電話に購入希望商品の購入ページを表示させる
方法の場合、その購入希望商品のみの購入が可能であり、他の購入希望商品も合わせて一
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括購入することはできない。すなわち、ある購入希望商品の二次元バーコードを撮影して
ＵＲＬ情報を取得すると、携帯電話のカメラ撮影モードが終了してブラウザが起動し、そ
の購入希望商品専用の購入ページに飛ぶこととなり、他の商品の二次元バーコードを連続
して撮影することはできない。
【０００９】
　したがって、仮に、同一の通販雑誌内に紹介された商品の中に、通販ユーザが購入を希
望する他種類の商品が存在する場合には、先の購入希望商品に対する購入手続を全て終了
させた後に、再度、他の購入希望商品の二次元バーコードを撮影して購入ページにアクセ
スして購入手続を行う必要があった。したがって、複数種類の購入希望商品が存在する場
合に購入手続が煩雑であった。
【００１０】
　本発明は、これらの問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数種類の購入希
望商品を個々に連続して撮影することによって購入希望商品全部を簡単に選択でき一括し
て購入できる通信販売システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決する請求項１に記載の発明による通信販売システムは、通信ネットワー
クに接続されたサーバと、サーバに通信ネットワークを介して接続可能な携帯通信端末と
を有する通信販売システムであって、携帯通信端末は、商品に予め関連付けされている被
写体を撮影可能な撮影手段と、撮影手段により撮影した被写体の撮影画像データを作成す
る撮影画像データ作成手段と、撮影画像データ作成手段により作成された撮影画像データ
を有する購入希望リクエストを作成し、購入希望リクエストをサーバに送信する購入希望
リクエスト送信手段とを有し、サーバは、商品の商品番号と価格情報を有する商品データ
が格納される商品データベースと、携帯通信端末から送信された購入希望リクエストを受
信する購入希望リクエスト受信手段と、購入希望リクエスト受信手段によって受信した購
入希望リクエストが有する撮影画像データを用いて商品データベース内を検索し、商品デ
ータベースに格納されている商品データの中から撮影画像データに対応する商品の商品デ
ータを特定して購入希望商品の商品データとして抽出する商品データ抽出手段と、携帯通
信端末から購入希望リクエストを受信すると、送信元の携帯通信端末専用のショッピング
カートファイルが存在するか否かを判断するショッピングカートファイル判断手段と、シ
ョッピングカートファイル判断手段により送信元の携帯通信端末専用のショッピングカー
トファイルが存在しないと判断されたときは送信元の携帯通信端末専用のショッピングカ
ートファイルを作成してショッピングカートファイルに購入希望商品の商品データを保存
し、送信元の携帯通信端末専用のショッピングカートファイルが存在すると判断されたと
きはショッピングカートファイルに購入希望商品の商品データを保存するデータ保存手段
と、データ保存手段によりショッピングカートファイルに購入希望商品の商品データが保
存されるごとに、送信元の携帯通信端末専用のショッピングカートファイルに保存されて
いる商品データが有する価格情報に基づいて支払金額データを算出して更新する支払金額
データ算出更新手段と、を有し、携帯通信端末は、購入希望商品の選択を終了する選択終
了信号をサーバに送信する選択終了信号送信手段を有し、サーバは、携帯通信端末から選
択終了信号を受信することにより、送信元の携帯通信端末専用の入金待ちファイルを作成
して送信元の携帯通信端末専用のショッピングカートファイルに保存されている全ての購
入希望商品についての商品データを総商品データとし、支払金額データ算出更新手段によ
り算出更新された支払金額データを総支払金額データとして、総商品データと総支払金額
データを入金待ちファイルに移動させるデータ移動手段と、データ移動手段により入金待
ちファイルに移動された総支払金額データを送信元の携帯通信端末に送信するデータ送信
手段とを有し、携帯通信端末は、総支払金額データ送信手段から送信された総支払金額デ
ータを受信するデータ受信手段を有することを特徴とする。
【００１２】
　請求項１に記載の発明によれば、商品に予め関連付けされている被写体、例えば通販雑
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誌に掲載された商品の写真や、その写真の周辺に付されている二次元バーコード等の被写
体を携帯通信端末で撮影することによって、サーバにその商品の購入を希望する購入希望
リクエストを送信することができる。
【００１３】
　サーバでは、携帯通信端末から購入希望リクエストを受信すると、商品データベース内
を検索して撮影画像データに対応する商品の商品データを特定して抽出し、送信元の携帯
通信端末専用のショッピングカートファイルに購入希望商品の商品データとして保存する
。したがって、携帯通信端末で複数の被写体を連続して撮影することによって、複数の購
入希望商品の商品データをショッピングカートファイルに次々に追加することができる。
【００１４】
　そして、携帯通信端末から選択終了信号を受信すると、ショッピングカートファイルに
保存されている購入希望商品の商品データが有する価格情報に基づいて支払金額データが
算出され、送信元の携帯通信端末に送信される。携帯通信端末は、サーバから送信された
総支払金額データを受信する。
【００１５】
　したがって、携帯通信端末を操作する一般利用者は、複数の購入希望商品を一括して購
入するための支払金額データを得ることができ、例えば金融機関への振り込み、クレジッ
トカード決済、電子マネー等を利用して支払金額データに対応する対価をサービス提供者
に支払うことができる。また、通信販売サービスの提供者は、入金待ちファイルに保存さ
れている支払金額データと同じ金額が金融機関等に入金されたことを確認してから、購入
希望商品を発送することができる。
【００１６】
　上述のように、携帯通信端末で被写体を撮影するだけで購入希望商品を選択することが
できる。したがって、従来のようにショッピングサイト上で購入希望商品を探す必要がな
く、選択する作業が簡単で使い勝手がよい。そして、複数種類の購入希望商品を個々に連
続して撮影することによって購入希望商品全部を選択することができ、一括して購入する
ことができる。
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の通信販売システムにおいて、データ送信手
段は、総商品データを送信元の携帯通信端末に送信し、データ受信手段は、データ送信手
段から送信された総商品データを受信することを特徴とする。
【００１８】
　請求項２の発明によると、送信元の携帯通信端末専用のショッピングカートファイルに
保存されている総商品データが送信元の携帯通信端末に送信されるので、送信元の携帯通
信端末側では、複数の購入希望商品を一括して購入するための支払金額データに加えて、
購入希望商品の商品データを認識することができる。したがって、携帯通信端末を操作す
る一般利用者は、選択済みの購入希望商品について商品データを確認することができる。
【００１９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の通信販売システムにおいて、データ
送信手段は、支払金額データ算出更新手段によって支払金額データが算出更新されるごと
に、支払金額データを送信元の携帯通信端末に送信し、データ受信手段は、データ送信手
段から送信された支払金額データを受信することを特徴とする。
【００２０】
　請求項３の発明によると、支払金額データ算出更新手段によって支払金額データが算出
更新されるごとに、支払金額データが送信元の携帯通信端末に送信されるので、送信元の
携帯通信端末側では、購入希望商品の選択中に、既に選択された購入希望商品の支払金額
データを得ることができる。したがって、携帯通信端末を操作する一般利用者は、購入希
望商品の選択中において、既に選択済みの購入希望商品の支払金額を確認することができ
る。
【００２１】
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　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の通信販売システムにお
いて、データ送信手段は、支払金額データ算出更新手段によって支払金額データが算出更
新されるごとに、送信元の携帯通信端末専用のショッピングカートファイルに保存されて
いる商品データを送信元の携帯通信端末に送信し、データ受信手段は、データ送信手段か
ら送信された商品データを受信することを特徴とする。
【００２２】
　請求項４の発明によると、支払金額データ算出更新手段によって支払金額データが算出
更新されるごとに、送信元の携帯通信端末専用のショッピングカートファイルに保存され
ている商品データが送信元の携帯通信端末に送信されるので、送信元の携帯通信端末側で
は、購入希望商品の選択中に、既に選択済みである購入希望商品の商品データを得ること
ができる。したがって、携帯通信端末を操作する一般利用者は、購入希望商品の選択中に
おいて選択済みの購入希望商品を確認することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によると、携帯通信端末で被写体を撮影するだけで購入希望商品を選択すること
ができ、選択作業が簡単で使い勝手がよい。そして、複数種類の購入希望商品を個々に連
続して撮影することによって購入希望商品全部を簡単に選択することができ、各購入希望
商品を一括して購入することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　次に、本発明の第１実施の形態について図に基づいて説明する。
【００２５】
　図１は、本実施の形態における通信販売システム１の構成を概略的に示す図、図２は、
携帯電話１０の構成を説明する図、図３は、携帯電話１０の機能ブロック図、図４は、ア
プリケーションプログラムによって携帯電話１０内に実現される機能を説明する図、図５
は、通信販売サーバ２０の機能を説明する図である。
【００２６】
　通信販売システム１は、通信ネットワークであるインターネット２に接続可能なカメラ
付きの携帯電話（携帯通信端末）１０と、インターネット２に接続された通信販売サーバ
２０を有する。携帯電話１０は、通信販売システム１の一般利用者によって操作され、通
信販売サーバ２０は、通信販売業者によって管理運営される。
【００２７】
　携帯電話１０は、本実施の形態では、図２に示すように、表示部１０Ａと操作部１０Ｂ
とがヒンジによって連結された、いわゆる折り畳み式の携帯電話が用いられている。そし
て、図２（ａ）に示すように、表示部１０Ａの折り畳み内側面には、メイン表示画面１０
ａとスピーカ１０ｂが設けられている。また、図２（ｂ）に示すように、折り畳み外側面
には、サブ表示画面１０ｃとカメラ１０ｄが設けられている。そして、操作部１０Ｂの折
り畳み内側面には、複数の操作キーからなるキー操作部１０ｆとマイク１０ｇが設けられ
ている。
【００２８】
　携帯電話１０は、図３に示すように、制御部１０ｈを有している。制御部１０ｈは、マ
イクロコンピュータ等からなり、その内部機能として制御手段及び記憶手段を構成する。
制御部１０ｈは、キー操作部１０ｆから操作信号の入力を受けると共に、カメラ１０ｄか
ら画像信号を受ける。そして、制御部１０ｈは、カメラ１０ｄの動作制御を行うと共に、
メイン表示画面１０ａやサブ表示画面１０ｃの表示制御を行う。
【００２９】
　制御部１０ｈには、音声部１０ｉと通信部１０ｊが接続されている。音声部１０ｉは、
マイク１０ｇに入力された音声信号をＡ／Ｄ変換し、制御部１０ｈに出力する。制御部１
０ｈは、Ａ／Ｄ変換された音声信号を通信部１０ｊに与えて、通信部１０ｊで電波信号に
変換してから外部に送信する。また、通信部１０ｊが電波信号を受信すると、通信部１０
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ｊから制御部１０ｈを介して音声部１０ｉに送られ、音声部１０ｉでＤ／Ａ変換により音
声信号とされ、スピーカ１０ｂから音声として出力される。
【００３０】
　撮影手段であるカメラ１０ｄは、一般のデジタルカメラとほぼ同一の構成及び機能を有
しており、キー操作部のシャッター用のキーを操作することによって被写体を撮影するこ
とができ、その撮影された被写体の画像がメイン表示画面１０ａに表示され、所定のデー
タ形式を有する画像データとして制御部１０ｈ内の記憶手段に記憶される。
【００３１】
　上記携帯電話１０には、インターネット２に接続するためのソフトウエアプログラムで
あるブラウザが予め組み込まれており、このブラウザを起動してインターネット２に接続
し、Ｗｅｂサーバ等からコンテンツデータの配信を受けることができるようになっている
。
【００３２】
　例えば、ブラウザを操作してＷｅｂサーバのアドレスを示すＵＲＬ情報を入力すると、
対応するＩＰアドレスが、図示していないネームサーバから携帯電話１０に提供される。
ブラウザは、そのＩＰアドレスを使用して、無線電話網の基地局３から事業者の管理セン
タ４、更にインターネット２を介してＷｅｂサーバに接続する。そして、例えばＨＴＴＰ
を利用して、Ｗｅｂサーバから動画、文字、音声等のコンテンツデータの配信を受けるこ
とができる。
【００３３】
　また、携帯電話１０には、通信販売システム用のアプリケーションプログラムが起動可
能な状態でインストールされている。そして、図４に示すように、このアプリケーション
プログラムを起動することによって、撮影画像データ作成手段１１、購入希望リクエスト
送信手段１２、選択終了信号送信手段１３、データ受信手段１４が実現される。
【００３４】
　撮影画像データ作成手段１１は、通信販売システム用のアプリケーションプログラムを
起動することによって、携帯電話１０をカメラ１０ｄによる撮影モードとし、被写体を撮
影した撮影画像をメイン表示画面１０ａに表示させる処理を行う。そして、アプリケーシ
ョンプログラムによって予めキー操作部に割り付けられたシャッターキーが操作されるこ
とにより、所定のデータ形式を有する撮影画像データを作成し、制御部１０ｈ内の記憶手
段に記憶する処理を行う。
【００３５】
　購入希望リクエスト送信手段１２は、購入希望リクエストを作成して通信販売サーバ２
０に送信する処理を行う。購入希望リクエストは、撮影画像データによって特定される購
入希望商品の販売を通信販売サーバ２０に要求するものであり、撮影画像データ作成手段
１１によって作成された撮影画像データを有する。購入希望リクエスト送信手段１２は、
撮影画像データ作成手段１１によって撮影画像データが作成されて制御部１０ｈ内の記憶
手段に記憶されると、購入希望リクエストを作成する。
【００３６】
　選択終了信号送信手段１３は、購入希望商品の選択を終了する選択終了信号を通信販売
サーバ２０に送信する処理を行う。選択終了信号の送信は、アプリケーションプログラム
によってメイン表示画面１０ａに表示されたアイコンが選択されることによって行われる
。
【００３７】
　データ受信手段１４は、通信販売サーバ２０から送信されたデータを受信する処理を行
う。通信販売サーバ２０から送信されるデータには、支払金額データ、総支払金額データ
、商品データ、総商品データ等があり、データ受信手段１４は、これらの各種データを受
信する。制御部１０ｈは、これらの受信したデータを予め設定された形でメイン表示画面
１０ａに表示させる処理を行う。
【００３８】
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　通信販売サーバ２０は、例えばＨＴＴＰを利用して携帯電話１０との間でデータ通信可
能な機能を有している。通信販売サーバ２０は、図５に示すように、商品データベース２
１、購入希望リクエスト受信手段２２、商品データ抽出手段２３、ショッピングカートフ
ァイル判断手段２４、データ保存手段２５、支払金額データ算出更新手段２６、データ移
動手段２７、データ送信手段２８、記憶手段２９を有する。
【００３９】
　商品データベース２１には、通信販売システム１で取り扱われる商品の商品名、商品番
号情報、価格情報等の商品データが読み出し可能な状態で格納されている。購入希望リク
エスト受信手段２２は、携帯電話１０から送信された購入希望リクエストを受信し、記憶
手段２９に記憶する処理を行う。
【００４０】
　商品データ抽出手段２３は、購入希望リクエストが有する撮影画像データを用いて商品
データベース２１内を検索し、商品データベース２１内に格納されている商品データの中
から撮影画像データに対応する商品の商品データを特定して購入希望商品の商品データと
して抽出する処理を行う。
【００４１】
　具体的には、購入希望リクエストが有する撮影画像データを記憶手段２９から読み出し
、撮影画像データに商品特定情報が含まれているか否かを判断し、商品特定情報が含まれ
ている場合には、撮影画像データから商品特定情報を読み出す処理を行う。
【００４２】
　そして、商品特定情報と一致する情報を含む商品データが商品データベース２１内に存
在するか否かを判断し、存在する場合には、その商品データを購入希望商品の商品データ
として商品データベース２１から抽出する処理を行う。
【００４３】
　例えば、撮影画像データが二次元バーコードを被写体として撮影したものである場合に
は、この二次元バーコードに含まれている商品特定情報である商品番号情報を読み取る。
【００４４】
　そして、撮影画像データの二次元バーコードから読み取った商品番号情報と、商品デー
タベース内に格納されている商品データのうち、商品番号が一致する商品データを購入希
望商品の商品データとして抽出する処理を行う。
【００４５】
　ショッピングカートファイル判断手段２４は、購入希望リクエスト受信手段２２が携帯
電話１０から購入希望リクエストを受信すると、送信元の携帯電話１０専用のショッピン
グカートファイルが記憶手段２９内に存在するか否かを判断する処理を行う。この判断は
、購入希望リクエストに含まれている送信元の携帯電話１０を特定するためのユニークな
情報、例えば携帯電話１０の製造番号の情報に基づいて行われる。例えば、購入希望リク
エストを受信したときに購入希望リクエストに含まれている製造番号と同一の製造番号が
付されているショッピングカートファイルが記憶手段２９に記憶されているかを検索し、
記憶手段２９に記憶されている場合には、送信元の携帯電話１０専用のショッピングカー
トファイルが記憶手段２９内に存在すると判断する。
【００４６】
　データ保存手段２５は、ショッピングカートファイル判断手段２４によって送信元の携
帯電話１０専用のショッピングカートファイルが存在しないと判断されたときは送信元の
携帯電話１０専用のショッピングカートファイルを記憶手段２９内に作成してそのショッ
ピングカートファイルに、商品データ抽出手段２３により抽出した購入希望商品の商品デ
ータを保存する処理を行う。新たに作成されたショッピングカートファイルには、購入希
望リクエストに含まれている携帯電話１０のユニークな情報が付される。そして、ショッ
ピングカートファイル判断手段２４によって送信元の携帯電話１０専用のショッピングカ
ートファイルが存在すると判断されたときはその送信元の携帯電話１０専用のショッピン
グカートファイルに、商品データ抽出手段２３により抽出した購入希望商品の商品データ
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を保存する処理を行う。
【００４７】
　支払金額データ算出更新手段２６は、データ保存手段２５によってショッピングカート
ファイルに購入希望商品の商品データが保存されるごとに、送信元の携帯電話１０専用の
ショッピングカートファイルに保存されている全ての商品データの価格情報に基づいて支
払金額データを算出して更新する処理を行う。支払金額データは、各購入希望商品の価格
情報を単に加算したり、更に商品の送料を加算することによって算出される。支払金額デ
ータ算出更新手段２６によって算出された支払金額データは、送信元の携帯電話１０の支
払金額データとして記憶手段２９内に記憶され、同一の携帯電話１０についての支払金額
データが既に存在する場合には、上書き保存によって更新される。
【００４８】
　データ移動手段２７は、サーバ２０が携帯電話１０から選択終了信号を受信することに
より、送信元の携帯電話１０専用の入金待ちファイルを記憶手段２９内に作成する。そし
て、送信元の携帯電話１０専用のショッピングカートファイルに保存されている全ての商
品データを総商品データとし、支払金額データ算出更新手段２６によって算出更新された
支払金額データを総支払金額データとして、その総商品データと総支払金額データとを入
金待ちファイルに移動させて保存する処理を行う。
【００４９】
　総商品データと総支払金額データが入金待ちファイルに移動されて保存されると、送信
元の携帯電話１０専用のショッピングカートファイル内に保存されている商品データは全
て消去される。このように総商品データと総支払金額データが入金待ちファイルに保存さ
れるので、通信販売サービスの提供者は、入金待ちファイルに保存されている支払金額デ
ータと同じ金額が金融機関等に入金されたことを確認することができ、入金を確認した後
に購入希望商品の発送作業を開始することができる。
【００５０】
　データ送信手段２８は、データ移動手段２７によって入金待ちファイルに移動された総
支払金額データと総商品データをコピーし、送信元の携帯電話１０に送信する処理を行う
。したがって、携帯電話１０側では、複数の購入希望商品を一括して購入するための支払
金額データと、最終的に選択されて購入を決定した全ての購入希望商品の商品データを得
ることができる。したがって、携帯電話１０を操作する一般利用者は、購入を決定した全
ての購入希望商品の商品データを確認することができる。そして、例えば金融機関への振
り込み、クレジットカード決済、電子マネー等を利用して支払金額データに対応する対価
を通信販売業者に支払うことができる。
【００５１】
　また、データ送信手段２８は、支払金額データ算出更新手段２６によって支払金額デー
タが算出更新されるごとに、支払金額データと、送信元の携帯電話１０専用のショッピン
グカートファイルに保存されている商品データを送信元の携帯電話１０に送信する処理を
行う。したがって、携帯電話１０側では、購入希望商品の選択中に、既に選択された購入
希望商品の支払金額データと商品データを得ることができる。したがって、携帯電話１０
を操作する一般利用者は、購入希望商品の選択中において現在の支払金額と、選択済みの
購入希望商品を確認することができる。
【００５２】
　次に、上記通信販売システム１の具体的な動作について図６を参照して以下に説明する
。図６は、通販雑誌３０に掲載された商品の中から購入希望商品を選択する選択方法を説
明する図である。図６に示す符号３０は、通信販売システム１によって販売される商品が
掲載された通販雑誌である。
【００５３】
　通販雑誌３０には、複数種類の商品が掲載されており、各商品の写真、価格、商品名、
商品番号、商品番号情報を有する二次元バーコード３１等の種々の商品データが表示され
ている。そして、これらの各商品データと同一の商品データが予め商品データベース２１
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内に格納されている。
【００５４】
　まず最初に、一般利用者による携帯電話１０の操作によって通信販売用のアプリケーシ
ョンプログラムが起動されると、携帯電話１０は、カメラ１０ｄによる撮影が可能な撮影
モードになる。
【００５５】
　そして、図６に示すように、携帯電話１０のメイン表示画面１０ａは、上下に区画され
、メイン表示画面１０ａの上部には、カメラ１０ｄにより映した画像が表示され、メイン
表示画面１０ａの下部には、商品データや支払金額データ等の各種データと、「カートに
入れる」１５、「カートの中を見る」１６、「購入」１７等の各種アイコンが表示される
。
【００５６】
　そして、通販雑誌３０に掲載された購入希望商品の二次元バーコード３１が被写体とし
て撮影され、「カートに入れる」１５のアイコンが選択されると、購入希望商品が選択さ
れたとされ、アプリケーションプログラムは、撮影画像データを作成し、その撮影画像デ
ータを有する購入希望リクエストを作成して通信販売サーバ２０に送信する処理を行う。
【００５７】
　通信販売サーバ２０は、購入希望リクエスト受信手段２２によって携帯電話１０から購
入希望リクエストを受信すると、記憶手段２９に記憶させる。そして、購入希望リクエス
トが有する撮影画像データを記憶手段２９から読み出し、商品データ抽出手段２３により
、その撮影画像データを用いて商品データベース２１内を検索し、商品データベース２１
に予め格納されている複数の商品データの中から撮影画像データに対応する商品データを
特定して購入希望商品の商品データとして抽出する。
【００５８】
　ここでは、まず、撮影画像データに商品特定情報が含まれているか否かが判断される。
撮影画像データは、二次元バーコード３１を撮影したものであり、その二次元バーコード
３１には商品特定情報である商品番号情報が含まれている。したがって、二次元バーコー
ド３１の撮影画像データから二次元バーコード３１が有する商品番号情報が読み取られる
。
【００５９】
　そして、その読み取られた商品番号情報と一致する情報を含む商品データが商品データ
ベース２１内に存在するか否かが判断される。商品データベース２１内には、読み取られ
た商品番号情報と同一の商品番号を有する商品データが格納されている。したがって、そ
の商品データが、撮影画像データに対応する商品の商品データであると特定され、購入希
望商品の商品データとして商品データベース２１から抽出される。
【００６０】
　また、通信販売サーバ２０が購入希望リクエスト受信手段２２によって携帯電話１０か
ら購入希望リクエストを受信すると、ショッピングカートファイル判断手段２４によって
、送信元の携帯電話１０専用のショッピングカートファイルが記憶手段２９内に存在する
か否かが判断される。
【００６１】
　例えば、最初の選択である場合には、送信元の携帯電話１０専用のショッピングカート
ファイルが記憶手段２９内に存在しないので、データ保存手段２４によって送信元の携帯
電話１０専用のショッピングカートファイルが記憶手段２９内に作成され、商品データ抽
出手段２３によって抽出された商品データがそのショッピングカートファイルに保存され
る。そして、支払金額データ算出更新手段によって、送信元の携帯電話１０専用のショッ
ピングカートファイルに保存されている商品データの支払金額データが算出されて更新さ
れる。
【００６２】
　また例えば、連続した２回目以降の選択である場合には、選択済みの全ての商品の価格
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を合計した合計金額、或いは合計金額に送料等を付加した金額等が支払金額として算出さ
れて更新される。
【００６３】
　支払金額データ算出更新手段２６によって支払金額データの算出更新が行われると、デ
ータ送信手段２８によって、その算出更新された支払金額データが送信元の携帯電話１０
に送信され、メイン表示画面１０ａの下部に表示される。したがって、携帯電話１０を操
作する一般利用者は、購入希望商品の選択中において、既に選択された選択済みの購入希
望商品の支払金額データを確認することができる。
【００６４】
　また、「カートの中を見る」１６のアイコンを選択することによって、送信元の携帯電
話１０専用のショッピングカートファイルに保存されている商品データの送信を要求する
リクエストが携帯電話１０から通信販売サーバ２０に送信される。
【００６５】
　このリクエストを受けた通信販売サーバ２０は、送信元の携帯電話１０専用のショッピ
ングカートファイルに保存されている商品データを送信元の携帯電話１０に送信し、携帯
電話１０のメイン表示画面１０ａに表示させる。したがって、携帯電話１０を操作する一
般利用者は、購入希望商品の選択中に、既に選択済みの購入希望商品について商品データ
を確認することができる。
【００６６】
　携帯電話１０は、「カートに入れる」１５のアイコンが選択されると、再び撮影モード
に戻り、次の購入希望商品がある場合には、その二次元バーコードを撮影して、購入希望
商品の選択を連続して行うことが可能な状態とされる。
【００６７】
　したがって、一般利用者は、複数種類の購入希望商品がある場合には、携帯電話１０に
よってこれら複数種類の購入希望商品を個々に撮影するだけで連続して選択でき、購入希
望商品の商品データをショッピングカートファイルに次々に追加保存することができる。
【００６８】
　購入希望商品の選択を終了する場合は、「購入」１７のアイコンが選択される。「購入
」１７のアイコンが選択されると、選択終了信号が選択終了信号送信手段１３によって通
信販売サーバ２０に送信される。
【００６９】
　通信販売サーバ２０が携帯電話１０から選択終了信号を受信すると、その携帯電話１０
専用の入金待ちファイルが作成される。そして、携帯電話１０専用のショッピングカート
ファイルに保存されている全ての購入希望商品についての商品データが総商品データとさ
れ、また、支払金額データ算出更新手段によって算出更新された支払金額データが総支払
金額データとされて、入金待ちファイルに移動される。そして、データ送信手段２８によ
り、通信販売サーバ２０から携帯電話１０に、総商品データと総支払金額データが送信さ
れる。
【００７０】
　したがって、携帯電話１０を操作する一般利用者は、複数種類の購入希望商品を一括し
て購入するための総支払金額データを得ることができ、例えば金融機関への振り込み、ク
レジットカード決済、電子マネー等を利用して支払金額データに対応する対価を通信販売
業者に支払うことができる。
【００７１】
　また、通信販売業者は、入金待ちファイルに保存されている支払金額データと同じ金額
が金融機関に入金されたことを確認した後に、購入希望商品を発送することができる。
【００７２】
　本システム１によれば、携帯電話１０のカメラ１０ｄで通販雑誌３０にて購入希望商品
に対応して表示された二次元バーコードを撮影するだけでその購入希望商品を選択するこ
とができ、選択作業が簡単で使い勝手がよい。そして、複数種類の購入希望商品について
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それぞれ二次元バーコードを連続して撮影することができ、撮影された各購入希望商品全
部を簡単に選択でき、一括して購入することができる。
【００７３】
　また、撮影画像データを有する購入希望リクエストを携帯電話１０から通信販売サーバ
２０に送信するだけでよく、従来のように通販雑誌の内容と同様の表示データを受信して
携帯電話１０に表示させる必要がないので、インターネット２を介して通信販売サーバ２
０と携帯電話１０との間で通信されるデータのデータ量を少なくすることができ、通信費
用の軽減、及び通信ネットワークの安定化を図ることができる。
【００７４】
　次に、本発明の第２実施の形態について図７及び図８を用いて以下に説明する。図７は
、本実施の形態における通信販売サーバの機能を説明する図、図８は、通販雑誌３０’に
掲載された商品の中から購入希望商品を選択する選択方法を説明する図である。尚、上述
の第１実施の形態と同様の構成要素には同一の符号を付することでその詳細な説明を省略
する。
【００７５】
　本実施の形態において特徴的なことは、通販雑誌３０’に掲載された商品の写真３２を
被写体として撮影することによって、購入希望商品を選択することができるようにしたこ
とである。
【００７６】
　通信販売サーバ２０の商品データベース２１’には、商品の商品名、商品番号情報、価
格情報等を有する商品データが読み出し可能な状態で格納されている。そして、商品デー
タには、通販雑誌３０’に掲載された各商品について、商品の写真と同一の画像データで
ある参照画像データと、参照画像データの特徴量が含まれている。
【００７７】
　通信販売サーバ２０の商品データ抽出手段２３’は、購入希望リクエストが有する撮影
画像データを用いて商品データベース２１内を検索し、商品データベース２１内に格納さ
れている商品データの中から撮影画像データに対応する商品の商品データを特定して購入
希望商品の商品データとして抽出する処理を行う。
【００７８】
　具体的には、購入希望リクエストが有する撮影画像データを記憶手段２９から読み出し
、撮影画像データと同一とみなされる参照画像データを有する商品データが商品データベ
ース２１’内に存在するか否かを判断し、存在すると判断した場合には、その商品データ
を購入希望商品の商品データとして商品データベース２１’から抽出する処理を行う。
【００７９】
　同一とみなされるか否かの判断は、撮影画像データの特徴量と参照画像データの特徴量
とを用いて類似率を算出し、その類似率が予め設定された判定基準値よりも高いか否かに
よって行われる。類似率が判定基準値よりも高いと判断された場合は、その参照画像デー
タを、撮影画像データと同一とみなす処理を行う。
【００８０】
　撮影画像データの特徴量及び参照画像データの特徴量は、画像によって示されるエッジ
や線、輪郭等の構造的特徴について、ラプラシアンフィルタのコンボルーションやハフ変
換等により求められるが、これに限定されるものではなく、例えば色やテクスチャ等を用
いても良い。類似率は、撮影画像データと参照画像データの２つの画像データの特徴量を
用いて算出される。類似率は、２つの画像の類似度合いを示す値であり、値が高いほど２
つの画像が類似していることを示す。
【００８１】
　次に、本実施の形態における通信販売システム１の具体的な動作について以下に説明す
る。通販雑誌３０’には、複数種類の商品が掲載されており、各商品の写真、価格、商品
名、商品番号等の種々の商品データが表示されている。そして、これらの各商品データと
同一の商品データが予め商品データベース２１内に格納されている。
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【００８２】
　まず最初に、一般利用者による携帯電話１０の操作によって通信販売用のアプリケーシ
ョンプログラムが起動され、携帯電話１０がカメラ１０ｄによる撮影が可能な撮影モード
にされる。
【００８３】
　そして、通販雑誌３０’に掲載された購入希望商品の写真３２が被写体として撮影され
、「カートに入れる」１５のアイコンが選択されると、購入希望商品が選択されたとされ
、アプリケーションプログラムは、被写体を撮影した撮影画像データを作成し、その撮影
画像データを有する購入希望リクエストを作成して通信販売サーバ２０に送信する処理を
行う。
【００８４】
　通信販売サーバ２０は、購入希望リクエスト受信手段２２によって携帯電話１０から購
入希望リクエストを受信すると、購入希望リクエストが有する撮影画像データを記憶手段
２９に記憶させる。そして、その撮影画像データを記憶手段２９から読み出して、商品デ
ータベース２１内を検索し、商品データベース２１に予め格納されている複数の商品デー
タの中から撮影画像データに対応する商品データを特定して購入希望商品の商品データと
して抽出する処理を行う。
【００８５】
　具体的には、撮影画像データと同一とみなされる参照画像データが商品データベース２
１’内に存在するか否かを判断する。撮影画像データは、通販雑誌３０’に掲載された購
入希望商品の写真を被写体として撮影したものであり、最初にその特徴量を算出する。
【００８６】
　そして、撮影画像データの特徴量と、商品データベース２１’に格納されている参照画
像データの特徴量とを用いて類似率を算出し、判定基準値よりも類似率が高いか否かが判
定される。そして、商品データベース２１’に格納されている参照画像データのうち、特
徴量の類似率が判定基準値よりも高いと判定された参照画像データが撮影画像データと同
一とみなされる。
【００８７】
　商品データベース２１’内には、通販雑誌３０’に掲載された商品の写真と同一の参照
画像データが格納されている。したがって、商品データ抽出手段２３’は、その参照画像
データを撮影画像データと同一とみなし、かかる参照画像データを有する商品データが、
撮影画像データに対応する商品の商品データであると特定し、購入希望商品の商品データ
として商品データベース２１’から抽出する。
【００８８】
　本実施の形態における通信販売システム１によれば、携帯電話１０のカメラ１０ｄで通
販雑誌３０’に表示された購入希望商品の写真を被写体として撮影するだけでその購入希
望商品を選択することができ、選択する作業が簡単で使い勝手がよい。そして、複数種類
の購入希望商品について各写真を連続して撮影することによって、撮影された各購入希望
商品全部を簡単に選択することができ、一括して購入することができる。
【００８９】
　尚、本発明は、上述の各実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で種々の変更が可能である。例えば、上述の各実施の形態では、携帯電話１０に
インストールされる通信販売用のアプリケーションプログラムを用いた場合を例に説明し
たが、代わりにブラウザを使用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】第１実施の形態における通信販売システムの構成を概略的に示す図である。
【図２】携帯電話の構成を説明する図である。
【図３】携帯電話の機能ブロック図である。
【図４】アプリケーションプログラムによって携帯電話内に実現される機能を説明する図
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【図５】通信販売サーバの機能を説明する図である。
【図６】通販雑誌に掲載された商品の中から購入希望商品を選択する選択方法を説明する
図である。
【図７】第２実施の形態における通信販売サーバの機能を説明する図である。
【図８】通販雑誌に掲載された商品の中から購入希望商品を選択する選択方法を説明する
図である。
【符号の説明】
【００９１】
１　通信販売システム
２　インターネット（通信ネットワーク）
１０　携帯電話（携帯通信端末）
１０ｄ　カメラ（撮影手段）
１１　撮影画像データ作成手段
１２　購入希望リクエスト送信手段
１３　選択終了信号送信手段
２０　通信販売サーバ（サーバ）
２１、２１’　商品データベース
２２　購入希望リクエスト受信手段
２３、２３’　商品データ抽出手段
２４　ショッピングカートファイル判断手段
２５　データ保存手段
２６　支払金額データ算出更新手段
２７　データ移動手段
２８　データ送信手段
３０’　通販雑誌
３１　二次元バーコード
３２　写真
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