
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】コマーシャル依頼企業からの依頼に応じて
該依頼企業の商品に関するコマーシャル放送を供給する
双方向通信手段と、該双方向通信手段を介して供給され
るコマーシャル放送を受信するテレビモニターと、該テ
レビモニターを介して該コマーシャル放送を視聴する各
視聴者が所有する記録体と、該テレビモニターに接続さ
れて該記録体に対する記録および読み取りを行うデコー
ダとを有し、該記録体は視聴者が視聴するコマーシャル
放送の視聴データをコマーシャル依頼企業の商品ごとに
累積的に記録するコマーシャル視聴データ記録部を有し
ていることを特徴とする流通システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、双方向メディアネ

ットワークを利用した流通システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】商品やサービス（以下本明細書において
単に「商品」と称す）を扱う企業にとって、コマーシャ
ルは自社商品の広告宣伝手段としてきわめて重要性の大
きなものとなっている。
【０００３】従来のコマーシャルは、コマーシャルを依
頼する企業が特定の番組のスポンサーとなってテレビや
ラジオ等のメディアを通じて当該番組の前後や途中に放
送することによって、視聴者または聴取者に提供されて
いる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところが、上記した従
来のコマーシャルシステムにおいては、視聴者または聴
取者は、企業からメディアを通じて一方的に提供される
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コマーシャルを受動的に視聴しているにすぎない。
【０００５】一般に、視聴者または聴取者は希望の番組
を選択して楽しんでいる際に、当該番組のスポンサーと
しての企業からその一方的な都合により当該番組の前後
や途中に流されるコマーシャルを、歓迎しない傾向にあ
る。近年のビデオレコーダには、コマーシャル部分をカ
ットして録画する機能を持っているものが多い。
【０００６】企業から見た場合、コマーシャルはその商
品に対する需要を喚起するための手段であり、この目的
を達成することを期待してスポンサーとして決して低額
ではない資金をテレビ局等に提供している。このような
企業ニーズからすると、特定の番組を楽しもうとする視
聴者等から一般には余り興味を持って視聴されず、ビデ
オに録画される場合にはカットされてしまうという従来
システムにおけるコマーシャルの傾向は、きわめて反目
的的である。
【０００７】視聴者等は、テレビ等から流されている特
定の商品のコマーシャルを当該商品の潜在的需要者とし
て積極的に視聴している場合もある。このような視聴形
態は、上記した企業ニーズに合致したものであるが、企
業はその潜在的需要度を把握することができず、需要予
測に基づいた受注・発注・生産計画を構築することが困
難である。特定の番組の視聴率・聴取率を把握すること
はできるが、これが、当該番組に関連して放送したコマ
ーシャル商品に対する潜在的需要度とどの程度の相関性
を持つかは明確ではない。
【０００８】一方、視聴者等においても潜在的需要を持
ってコマーシャルを視聴することはあるものの、その積
極的視聴がコマーシャル提供企業によって評価されるこ
とはなく、従って当該商品の購買に何らかの特典が得ら
れる等の利益享受を期待することができない。
【０００９】また、双方向ケーブルテレビのネットワー
クを利用して、視聴者が希望する商品をテレビモニター
に呼び出して購入することができる、いわゆるテレビシ
ョッピングシステムが実用化に向けて検討されている
が、コマーシャルと連携させたシステム構成は未知であ
る。
【００１０】
【課題を解決するための手段】そこで本発明は上記従来
技術の問題点に鑑み、双方向メディアのネットワークを
利用して新規な流通システムを提供することを目的とす
る。
【００１１】すなわち、本発明による流通システムは、
コマーシャル依頼企業からの依頼に応じて該依頼企業の
商品に関するコマーシャル放送を供給する双方向通信手
段と、該双方向通信手段を介して供給されるコマーシャ
ル放送を受信するテレビモニターと、該テレビモニター
を介して該コマーシャル放送を視聴する各視聴者が所有
する記録体と、該テレビモニターに接続されて該記録体
に対する記録および読み取りを行うデコーダとを有し、

該記録体は視聴者が視聴するコマーシャル放送の視聴デ
ータをコマーシャル依頼企業の商品ごとに累積的に記録
するコマーシャル視聴データ記録部を有していることを
特徴とする。
【００１２】より好適な本発明システムは、いわゆるテ
レビショッピングシステムと連携した形態で提供され
る。すなわち、広告宣伝手段としてのコマーシャルを放
送依頼するコマーシャル依頼企業と、該コマーシャル依
頼企業からの依頼に応じてコマーシャルを放送すると共
にコマーシャルにかかる商品の情報を提供する放送会社
と、該放送会社からの放送および該商品情報を受信する
テレビモニターと、該テレビモニターを介して放送を視
聴する各視聴者が所有する記録体と、該テレビモニター
に接続されて該記録体に対する記録および読み取りを行
うデコーダとから構成され、該記録体は視聴者が視聴す
るコマーシャルの視聴データをコマーシャル依頼企業の
商品ごとに累積的に記録するコマーシャル視聴データ記
録部を有しており、視聴者は自己の記録体に累積記録さ
れたコマーシャル視聴データに応じた特典を伴って当該
商品を該テレビモニターを介して選択オーダーして購入
することができると共に、各視聴者からのテレビショッ
ピングオーダーが商品ごとに集計されて当該商品のコマ
ーシャル依頼企業に送られることにより、コマーシャル
依頼企業はコマーシャル放送実績ないし視聴実績と需要
との相関性を把握することができるようシステム構築さ
れてなることを特徴とする流通システムである。
【００１３】好適な本発明システムおいて、放送会社は
ケーブルテレビ局であり、該ケーブルテレビ局と前記視
聴者の家庭との間にケーブルテレビネットワークが形成
される。
【００１４】記録体にはその所有者の年齢、性別、職
業、住所等に関する個人情報を予め記録しておくことが
できる。これにより、コマーシャル依頼企業は、これら
個人情報による任意の条件を設定した上でコマーシャル
放送実績ないし視聴実績と需要との相関性を分析し、将
来のＣＭ番組編成に際して参考とすることが可能とな
る。
【００１５】また、コマーシャルを一元的に記録するサ
ーバを設置することができる。これにより、視聴者は、
ビデオ・オン・デマンドにより随時関心のある商品のコ
マーシャルをモニターに呼び出して購入オーダーするこ
とが可能となる。
【００１６】
【発明の実施の形態】本発明による流通システムは、本
システムの管理運営を行うセンターと、広告宣伝手段と
してのコマーシャルを依頼する企業と、企業からの依頼
に応じてコマーシャルを放送するケーブルテレビ会社
と、ケーブルテレビ会社からの放送を受信すべくケーブ
ル接続されたテレビモニターを有する複数の端末加盟者
とを有して構成することができる。
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【００１７】コマーシャル（ＣＭ）依頼企業は、自社商
品の広告宣伝のためのＣＭの作成をセンターに依頼す
る。
【００１８】センターは、ＣＭ依頼企業の依頼を受けて
作成したＣＭをケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）ネットワー
クを通じて各端末加盟者（家庭）に配給すべくＣＡＴＶ
会社に配信依頼する。複数のＣＡＴＶ会社によりシステ
ム構築されることが好適である。
【００１９】配信依頼を受けたＣＡＴＶ会社は、自局の
放送番組に当該ＣＭを割り付けた割付データを作成して
センターに送信し、センターはこれをＣＭ依頼企業に送
信して確認を取る。
【００２０】各ＣＭ依頼企業、センターおよび各ＣＡＴ
Ｖ会社にはそれぞれコンピュータが備えられ、電話回線
や光ファイバー等を通じて、各ＣＭ企業とセンターとの
間、およびセンターと各ＣＡＴＶ会社との間における双
方向送受信を可能としている。また、ＣＡＴＶ会社を介
してセンターと視聴者との間における双方向送受信も可
能となる。
【００２１】このようにして決定されたＣＭは、関連す
る番組と共に、ＣＡＴＶ会社よりケーブルを介して各家
庭に配給され、各家庭に備えられるテレビモニターに放
映される。
【００２２】各テレビモニターにはポイントカードデコ
ーダ（ＰＣＤ）が接続される。各視聴者はそれぞれＩＤ
機能およびクレジット支払い機能を有するＩＣカードを
所有しており、テレビモニターから放映されるＣＭを視
聴するときには、常に、視聴するテレビモニターに接続
されているＰＣＤに該ＩＣカードを挿入しておく。
【００２３】ＩＣカードには各商品ごと（またはＣＭ依
頼企業の商品ごと）にそのＣＭ視聴データを加算記録す
るＣＭ視聴データ記録部が設けられている。ＰＣＤは、
各視聴者が商品ＣＭを視聴するごとに、該ＰＣＤに挿入
されているＩＣカードの当該商品についてのＣＭ視聴デ
ータ記録部に新たなデータを追加記録する。
【００２４】ＩＣカードのＣＭ視聴データ記録部に記録
されるＣＭ視聴データには、当該ＣＭの視聴回数、視聴
時刻、視聴時間、番組またはチャンネルのコード等が含
まれる。
【００２５】また、ＩＣカードには所有する視聴者につ
いての個人情報（年齢、性別、住所等）が予め記録され
ている。ＩＣカードには更に、後述するテレビショッピ
ングによるオーダー代金精算のためのクレジット機能が
組み込まれている。
【００２６】また、このシステムでは、挿入されている
ＩＣカードに記録されている商品ごとのＣＭ視聴累計デ
ータ等の個人の情報を、視聴者が暗証データ入力するこ
とでテレビモニターに表示させて、確認することができ
るようになっている。
【００２７】更に、ＣＭ依頼企業からの依頼により放映

したＣＭの視聴記録は、ケーブルテレビネットワークに
よる双方向通信を利用して、各ＣＡＴＶ会社はリアルタ
イムに把握することが可能である。従って、これを受け
たセンターが各ＣＭごとおよび視聴者ごとの視聴記録を
分析して、マーケティング等の参考となる個人情報とし
て各ＣＭ依頼企業に与えることができる。
【００２８】本発明システムは、テレビショッピングシ
ステムと併用してシステム構築することが好適であり、
その一例が図１に示されている。図１に示される矢印
は、このシステムにおいてテレビショッピングが行われ
る場合の作業の流れを示している。
【００２９】ＣＡＴＶ会社は、テレビショッピングのた
めに必要な商品情報をＣＡＴＶネットワークを通じて各
視聴者に提供する。各視聴者は購入を希望する商品につ
いての情報を随時呼び出してテレビモニターに表示させ
ることができ、これを参照して商品を購入することがで
きる。一般に前述したＣＭ提供される商品がテレビショ
ッピングの対象となる商品とされるが、その対象商品を
同種商品や同一企業の商品に拡大することも可能であ
る。
【００３０】テレビショッピングにより特定の商品を購
入する視聴者は、自己のＩＣカードをＰＣＤに挿入した
状態で購入のオーダーを行うことにより、当該商品につ
いて記録されているＣＭ視聴でーた記録部に記録されて
いる累積データに応じた割引が自動的に適用される。す
なわち、必要に応じて設定される特典の上限ポイントに
達するまでは、ＣＭ視聴回数や時間等のＣＭ依頼企業が
決定した条件をより多く満たすほど安い金額で当該商品
を購入することができる。なお、ＣＭ視聴データによる
特典には一定の上限を設定することができる。また、購
入時の特典を当該商品に限定することなく、同種商品や
同一企業の商品等の一定範囲に拡大して適用すること
も、ＣＭ依頼企業の決定により任意に行うことが可能で
ある。
【００３１】ＩＣカードにはクレジット機能が組み込ま
れているため、クレジットで商品を購入することができ
る。クレジット精算業務については従来公知のクレジッ
トカードを用いた場合と同様であるので、説明を省略す
る。
【００３２】視聴者による商品オーダーは、商品ごとに
ＣＡＴＶ会社において一定の周期で集計され、その集計
データがセンターに送られる。センターは、クレジット
会社に各視聴者の与信確認（残高確認）を求め、その確
認を受けた後に、ＣＭ依頼企業に当該商品の集計データ
を送る。商品集計データを受けたＣＭ依頼企業は、必要
に応じてその商品の在庫を確認した後、オーダー受付の
確認をセンター、ＣＡＴＶ会社を通じて視聴者に報告す
る。これによって視聴者は自分のオーダーを確認する。
オーダーされた商品は、オーダーを受けたＣＭ依頼企業
からの依頼を受けた物流センターから視聴者に配送され
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る。
【００３３】また、テレビショッピングを通じて商品の
オーダーおよび配送が行われるだけでなく，ＣＡＴＶネ
ットワークに加盟してＰＣＤを備えているショップ、或
いはＰＣＤを備えるＣＭ依頼企業直営ショップにおい
て、店頭の商品を実際に見た後に購入することも可能で
ある。この場合にも、ＰＣＤに自己のＩＣカードを挿入
することにより、当該商品について累積記録されている
ＣＭ視聴データに応じた割引が適用される。
【００３４】ＣＡＴＶ会社からのＣＭ視聴率（視聴回
数）は、視聴者（家庭）ごとおよび商品ごとに集計され
て、センターから当該商品のＣＭ依頼企業にデータとし
て供給される。同様に、ＣＭ依頼企業は商品ごとのオー
ダーの集計データを入手する。これらのデータを、必要
に応じて特定の対象ごと（一定年齢層、性別、職業、地
域等）に分析することにより、ＣＭ依頼企業は、各商品
についてのＣＭと需要との相関性を知り、その商品のマ
ーケティング、発注、需要、生産、物流等を的確且つ迅
速に計画し実行することができる。
【００３５】図１に示すシステム構成は本発明の一実施
態様を示すものであり、本発明はこれに限定されるもの
ではない。例えば、センターの果たす機能を各ＣＡＴＶ
が受け持つようにしてもよい。
【００３６】また、各ＣＡＴＶ会社から放映されるＣＭ
を該ＣＡＴＶ会社またはセンターに備えられるサーバに
記録し、各視聴者がいつでも希望に応じて関心のある商
品のＣＭをモニターに呼び出して視聴できるように、い
わゆるビデオ・オン・デマンド方式を採用することも可
能である。将来的には、ＣＡＴＶ会社がＣＭのみを放映
するチャンネルを設けることも考えられる。
【００３７】更に、ＣＭ依頼企業は自社商品のコマーシ
ャルだけでなく、商品に関する質問やアンケート等を併
せて放送し、それに対する回答、指示、問い合わせ等を

も視聴者の所有するＩＣカードに記録させることができ
る。ＩＣカードに記録されたこれらの事項は、ＣＭ視聴
データや個人情報データと共にＣＡＴＶ会社またはセン
ターにおいて集計分析されて各ＣＭ依頼企業に送られる
ので、当該商品のマーケティング等における参考データ
として活用することができる。
【００３８】
【発明の効果】本発明によれば、双方向メディアのネッ
トワークを利用することによって新規な流通システムが
構築され、ＣＭ依頼企業にとってはＣＭによる商品の啓
蒙ないし需要喚起効果を高めると共にＣＭ視聴と商品需
要（販売実績）との相関性が明確に把握されることによ
るマーケティングや発注・受注等の効率化を達成できる
というメリットが、また、視聴者（消費者）にとっては
ＣＭ視聴により商品購入時に累積的な特典を受けること
ができるというメリットが得られる。
【００３９】各視聴者の所有する記録体には予め年齢、
性別、住所等の個人情報を記録しておくことができ、Ｃ
Ｍ依頼企業はこれら個人情報を参照することにより本発
明システムをより有効に活用することができる。
【００４０】例えば、特定の条件（組み合わせも可能）
を満たすユーザーに対してのみ商品購入時の特典を与え
たり、条件ごとに特典を変えたりすることが、ＣＭ依頼
企業の特権として自在に行うことができる。特典内容
（条件）についてはモニターを通じてテロップを流し、
当該商品の需要喚起効果を集中的に発揮させることがで
きる。
【００４１】以上のような効果は、現在のたれ流しのコ
マーシャルでは全く不可能であり、本発明によって初め
て達成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明システムの好適な一例を示すシステム構
成図である。
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【図１】
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