
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 旅行保険の契約を処理する保険契約処理装置であって、
　契約可能な旅行保険の旅行保険情報を

格納する旅行保険データベースと、
　

　旅行者が所持するクレジットカード
を クレジットカード情報取得部と、

　前記クレジットカード情報取得部が取得した
取得するカード保険情報取得

部と、
　前記旅行者の旅行

旅行情報を 旅行情報取得部と、
　

前記旅行者に提供すべき旅行保険の旅行保険情報
前記保険データベ

ースから検索する検索部と、
　前記検索部が検索した前記旅行保険情報を出力する出力部と
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旅行期間及びクレジットカードの種類に対応付け
て

クレジットカードに付帯されている保険内容を示すカード保険情報を、前記クレジット
カードの種類を示すカード種類情報に対応付けて格納するカード保険データベースと、

が挿入されることにより前記クレジットカードから
カード種類情報 読み取る

前記カード種類情報に対応付けて前記カー
ド保険データベースに格納されている前記カード保険情報を

に用いる航空券が挿入されることにより、前記航空券に記載された旅
行期間を含む 読み取る

前記旅行情報取得部により読み取られた前記旅行情報、及び、前記クレジットカード取
得部により取得された前記カード種類情報に対応付けて前記旅行保険データベースに格納
されている、 であって、前記カード保険
取得部により取得された前記カード保険情報を含まない旅行保険情報を



を備えることを特徴とする保険契約処理装置。
【請求項２】
 前記旅行情報は、前記航空券のクラスに関するクラス情報を含むことを特徴とする

記載の保険契約処理装置。
【請求項３】
 前記出力部は、前記カード保険情報取得部が取得した前記カード保険情報を表示するこ
とを特徴とする請求項１に記載の保険契約処理装置。
【請求項４】
 前記旅行情報は、前記旅行の旅行期間を含むことを特徴とする請求項１に記載の保険契
約処理装置。
【請求項５】
 前記旅行の出発日及び帰着日の入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部が入力を受け付けた前記出発日及び前記帰着日を用いて前記旅行期間を算出
する算出部と、
　前記旅行情報取得部は、前記算出部が算出した前記旅行期間を前記旅行情報として取得
することを特徴とする 記載の保険契約処理装置。
【請求項６】
 前記旅行情報は、前記旅行の行き先を含むことを特徴とする請求項１に記載の保険契約
処理装置。
【請求項７】
 前記旅行保険データベースは、前記旅行保険情報を補償内容毎に格納し、
　前記検索部は、前記カード保険情報と前記旅行情報とに基づいて、複数の前記旅行保険
情報を抽出し、
　前記出力部は、前記検索部が抽出した前記複数の旅行保険情報を組み合わせた組み合わ
せ保険情報を出力することを特徴とする請求項１に記載の保険契約処理装置。
【請求項８】
 前記旅行保険データベースは、前記補償内容を前記旅行保険情報に対応付けてさらに格
納し、
　前記旅行保険情報に対応した補償内容と代替可能な代替補償内容を格納する代替補償内
容格納部と、
　前記検索部が検索した前記旅行保険情報に対応した前記補償内容と代替可能な代替補償
内容を前記代替補償内容格納部から抽出する補償内容抽出部とをさらに備え、
　前記出力部は、前記検索部が検索した前記旅行保険情報に対応付けられている前記補償
内容と、前記補償内容抽出部が前記代替補償内容格納部から抽出した前記代替補償内容と
を、旅行者が閲覧可能に表示し、
　前記出力部が表示した前記補償内容を前記代替補償内容に変更する旨を示す情報の入力
を、前記旅行者から受け付ける入力部をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の
保険契約処理装置。
【請求項９】
 前記出力部が出力した前記旅行保険情報を契約する旨を示す契約情報の入力を受け付け
る入力部と、
　前記入力部が前記契約情報を受け付けた場合に、前記旅行保険情報を前記クレジットカ
ード情報に対応付けて格納する契約データベースとをさらに備えることを特徴とする請求
項１に記載の保険契約処理装置。
【請求項１０】
 前記入力部が前記契約情報を受け付けた場合に、前記クレジットカードを用いて前記旅
行保険情報の契約の決済処理を行うカード決済部をさらに備えることを特徴とする

記載の保険契約処理装置。
【請求項１１】
 前記入力部が前記契約情報を受け付けた場合に、前記旅行者を識別する前記旅行保険情
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請求
項１に

請求項４に

請求項
９に



報を格納する契約カードを発行するカード発行部と、
　前記カード発行部が発行した前記契約カードに格納されている旅行保険情報を読み取る
契約カード読み取り部とをさらに備え、
　前記検索部は、前記契約カード読み取り部が読み取った前記旅行保険情報に基づいて、
他の旅行の旅行保険情報を前記保険データベースから検索することを特徴とする

記載の保険契約処理装置。
【請求項１２】
 前記入力部が前記契約情報を受け付けた場合に、前記旅行者を撮像する撮像部と、
　前記撮像部が撮像した前記旅行者の画像を合成した前記旅行保険の契約証を発行する契
約証発行部とをさらに備えることを特徴とする 記載の保険契約処理装置。
【請求項１３】
 前記入力部が前記契約情報を受け付けた場合に、前記カード保険情報と、前記旅行保険
情報とを合成した前記旅行保険の契約証を発行する契約証発行部をさらに備えることを特
徴とする 記載の保険契約処理装置。
【請求項１４】
 前記入力部が前記契約情報を受け付けた場合に、前記カード保険情報と前記旅行保険情
報とに基づいて、前記クレジットカードに付帯されている保険内容に、前記契約情報を受
け付けた旅行保険の補償内容を加算する加算部をさらに備え、
　前記加算部が加算した前記補償内容を合成した前記旅行保険の契約証を発行する契約証
発行部をさらに備えることを特徴とする 記載の保険契約処理装置。
【請求項１５】
 前記旅行者が前記旅行の費用を、前記クレジットカードを用いて精算したか否かを示す
情報の入力を受け付ける入力部をさらに備え、
　前記検索部は、前記入力部が受け付けた情報に基づいて前記旅行保険情報を検索するこ
とを特徴とする請求項１に記載の保険契約処理装置。
【請求項１６】
 旅行保険の契約を処理する保険契約処理方法であって、
　 契約可能な旅行保険の旅行保険情報を

　

　 旅行者が所持するクレジットカード

取得し
　 前記旅行者の旅行

旅行情報を 前記旅行者の旅行に関する旅行情
報を取得し、
　

前記旅行者に提供すべき旅行
保険の旅行保険情報 前
記保険データベースから検索する検索し
　 検索した前記旅行保険情報を出力することを特徴とする保険契約
処理方法。
【請求項１７】
 旅行保険の契約を処理するコンピュータ用のプログラムであって、
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請求項９
に

請求項９に

請求項９に

請求項９に

コンピュータが、 旅行期間及びクレジットカード
の種類に対応付けて旅行保険データベースに格納し、

前記コンピュータが、クレジットカードに付帯されている保険内容を示すカード保険情
報を、前記クレジットカードの種類を示すカード種類情報に対応付けてカード保険データ
ベースに格納し、

前記コンピュータが、 が挿入されることにより前記
クレジットカードからカード種類情報を読み取り、読み取った前記カード種類情報に対応
付けて前記カード保険データベースに格納されている前記カード保険情報を 、

前記コンピュータが、 に用いる航空券が挿入されることにより、前記
航空券に記載された旅行期間を含む 読み取る

前記コンピュータが、読み取った前記旅行情報、及び、取得した前記カード種類情報に
対応付けて、前記旅行保険データベースに格納されている、

であって、取得した前記カード保険情報を含まない旅行保険情報を
、

前記コンピュータが、

前記コンピュータに
、

契約可能な旅行保険の旅行保険情報を旅行期間及びクレジットカードの種類に対応付け
て格納する旅行保険データベース機能、

クレジットカードに付帯されている保険内容を示すカード保険情報を、前記クレジット



　旅行者が所持するクレジットカード

　

　

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、保険契約処理装置、保険契約処理方法、及びプログラムに関する。特に本発明
は、旅行保険の契約を処理する保険契約処理装置、保険契約処理方法、及びプログラムに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
クレジットカードには、海外旅行中の病気やけがに対して保険金が支払われる旅行保険が
付帯されている場合がある。旅行者は、旅行保険がクレジットカードに付帯されているの
で、旅行保険に加入しないで海外旅行をすることがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、クレジットカードに付帯されている旅行保険の補償内容は、旅行者にとって必要
な補償内容、例えば疾病治療に対する補償等が含まれないことがあり、補償内容が不十分
である場合が多い。
【０００４】
そこで本発明は、上記の課題を解決することのできる保険契約処理装置、保険契約処理方
法、及びプログラムを提供することを目的とする。この目的は特許請求の範囲における独
立項に記載の特徴の組み合わせにより達成される。また従属項は本発明の更なる有利な具
体例を規定する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
即ち、本発明の第１の形態によると、旅行保険の契約を処理する保険契約処理装置であっ
て、契約可能な旅行保険の旅行保険情報を格納する旅行保険データベースと、旅行者が所
持するクレジットカードに関するクレジットカード情報を取得するクレジットカード情報
取得部と、クレジットカード情報取得部が取得したクレジットカード情報に基づいて、ク
レジットカードに付帯されている保険内容を示すカード保険情報を取得するカード保険情
報取得部と、旅行者の旅行に関する旅行情報を取得する旅行情報取得部と、カード保険情
報と旅行情報とに基づいて、旅行者に提供すべき旅行保険の旅行保険情報を保険データベ
ースから検索する検索部と、検索部が検索した旅行保険情報を出力する出力部とを備える
。
【０００６】
当該保険契約処理装置は、クレジットカードに付帯されている保険内容を示すカード保険
情報を格納するカード保険データベースと接続する接続部をさらに備え、カード保険情報
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カードの種類を示すカード種類情報に対応付けて格納するカード保険データベース機能、
が挿入されることにより前記クレジットカードから

カード種類情報を読み取るクレジットカード情報取得機能、
前記クレジットカード情報取得機能が取得した前記カード種類情報に対応付けて前記カ

ード保険データベースに格納されている前記カード保険情報を取得するカード保険情報取
得機能、

前記旅行者の旅行に用いる航空券が挿入されることにより、前記航空券に記載された旅
行期間を含む旅行情報を読み取る旅行情報取得機能、

前記旅行情報取得機能により読み取られた前記旅行情報、及び、前記クレジットカード
取得部により取得された前記カード種類情報に対応付けて前記旅行保険データベース機能
に格納されている、前記旅行者に提供すべき旅行保険の旅行保険情報であって、前記カー
ド保険取得機能により取得された前記カード保険情報を含まない旅行保険情報を前記保険
データベースから検索する検索機能、及び、

前記検索機能が検索した前記旅行保険情報を出力する出力機能
を実現させるためのプログラム。



取得部は、クレジットカード情報取得部が取得したクレジットカード情報に基づいてカー
ド保険データベースから抽出されたカード保険情報を、取得してもよい。
【０００７】
クレジットカードに付帯されている保険内容を示す保険情報を格納するカード保険データ
ベースをさらに備え、カード保険情報取得部は、クレジットカード情報取得部が取得した
クレジットカード情報に基づいて、カード保険データベースからカード保険情報を抽出し
てもよい。
【０００８】
旅行情報取得部は、旅行に用いる航空券から旅行情報を読み取ってもよい。旅行情報は、
航空券のクラスに関するクラス情報を含んでもよい。出力部は、カード保険情報取得部が
取得したカード保険情報を表示してもよい。
【０００９】
旅行情報は、旅行の旅行期間を含んでもよい。旅行の出発日及び帰着日の入力を受け付け
る入力部と、入力部が入力を受け付けた出発日及び帰着日を用いて旅行期間を算出する算
出部と、旅行情報取得部は、算出部が算出した旅行期間を旅行情報として取得してもよい
。
【００１０】
旅行情報は、旅行の行き先を含んでもよい。旅行保険データベースは、旅行保険情報を補
償内容毎に格納し、検索部は、カード保険情報と旅行情報とに基づいて、複数の旅行保険
情報を抽出し、出力部は、検索部が抽出した複数の旅行保険情報を組み合わせた組み合わ
せ保険情報を出力してもよい。
【００１１】
旅行情報は、旅行の旅行期間であり、クレジットカード情報は、クレジットカードの種類
を示すカード種類情報であり、旅行保険データベースは、旅行期間及びカード種類情報に
対応付けて旅行保険情報を格納し、検索部は、カード種類情報と旅行期間に対応付けて旅
行保険データベースに格納されている旅行保険情報を検索してもよい。
【００１２】
旅行保険データベースは、補償内容を旅行保険情報に対応付けてさらに格納し、旅行保険
情報に対応した補償内容と代替可能な代替補償内容を格納する代替補償内容格納部と、検
索部が検索した旅行保険情報に対応した補償内容と代替可能な代替補償内容を代替補償内
容格納部から抽出する補償内容抽出部とをさらに備え、出力部は、検索部が検索した旅行
保険情報に対応付けられている補償内容と、補償内容抽出部が代替補償内容格納部から抽
出した代替補償内容とを、旅行者が閲覧可能に表示し、出力部が表示した補償内容を代替
補償内容に変更する旨を示す情報の入力を、旅行者から受け付ける入力部をさらに備えて
もよい。
【００１３】
出力部が出力した旅行保険情報を契約する旨を示す契約情報の入力を受け付ける入力部と
、入力部が契約情報を受け付けた場合に、旅行保険情報をクレジットカード情報に対応付
けて格納する契約データベースとをさらに備えてもよい。
【００１４】
入力部が契約情報を受け付けた場合に、クレジットカードを用いて旅行保険情報の契約の
決済処理を行うカード決済部をさらに備えてもよい。
【００１５】
入力部が契約情報を受け付けた場合に、旅行者を識別する旅行保険情報を格納する契約カ
ードを発行するカード発行部と、カード発行部が発行した契約カードに格納されている旅
行保険情報を読み取る契約カード読み取り部とをさらに備え、検索部は、契約カード読み
取り部が読み取った旅行保険情報に基づいて、他の旅行の旅行保険情報を保険データベー
スから検索してもよい。
【００１６】
入力部が契約情報を受け付けた場合に、旅行者を撮像する撮像部と、撮像部が撮像した旅
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行者の画像を合成した旅行保険の契約証を発行する契約証発行部とをさらに備えてもよい
。
【００１７】
入力部が契約情報を受け付けた場合に、カード保険情報と、旅行保険情報とを合成した旅
行保険の契約証を発行する契約証発行部をさらに備えてもよい。
【００１８】
入力部が契約情報を受け付けた場合に、カード保険情報と旅行保険情報とに基づいて、ク
レジットカードに付帯されている保険内容に、契約情報を受け付けた旅行保険の補償内容
を加算する加算部をさらに備え、加算部が加算した補償内容を合成した旅行保険の契約証
を発行する契約証発行部をさらに備えてもよい。
【００１９】
旅行者が旅行の費用を、クレジットカードを用いて精算したか否かを示す情報の入力を受
け付ける入力部をさらに備え、検索部は、入力部が受け付けた情報に基づいて旅行保険情
報を検索してもよい。
【００２０】
本発明の第２の形態によると、旅行保険の契約を処理する保険契約処理方法であって、契
約可能な旅行保険の旅行保険情報を管理して、旅行者が所持するクレジットカードに関す
るクレジットカード情報を取得し、取得したクレジットカード情報に基づいて、クレジッ
トカードに付帯されている保険内容を示すカード保険情報を取得して、旅行者の旅行に関
する旅行情報を取得し、カード保険情報と旅行情報とに基づいて、旅行者に提供すべき旅
行保険の旅行保険情報を検索して、検索した旅行保険情報を出力する。
【００２１】
本発明の第３の形態によると、旅行保険の契約を処理するコンピュータ用のプログラムで
あって、契約可能な旅行保険の旅行保険情報を管理させる管理モジュールと、旅行者が所
持するクレジットカードに関するクレジットカード情報を取得させるクレジットカード情
報取得モジュールと、取得させたクレジットカード情報に基づいて、クレジットカードに
付帯されている保険内容を示すカード保険情報を取得させるカード保険情報取得モジュー
ルと、旅行者の旅行に関する旅行情報を取得させる旅行情報取得モジュールと、カード保
険情報と旅行情報とに基づいて、旅行者に提供すべき旅行保険の旅行保険情報を検索させ
る検索モジュールと、検索させた旅行保険情報を出力させる出力モジュールとを備える。
【００２２】
なお上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの
特徴群のサブコンビネーションも又発明となりうる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態はクレームに係る
発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全て
が発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００２４】
図１は、本実施の形態に係る保険契約処理システムの概略を示す。本保険契約処理システ
ムは、旅行者が所持するクレジットカードに付帯されている保険内容に応じた旅行保険の
契約を処理する。例えばクレジットカードに付帯されている保険内容において疾病死亡に
対する補償が無かった場合に、疾病死亡に対する補償を付与した保険の契約を旅行者に推
奨し、契約を処理する。
【００２５】
本実施の形態に係る保険契約処理システムは、保険契約処理装置２０と、クレジットカー
ド会社サーバ４０とを備える。保険契約処理装置２０は、旅行者が所持しているクレジッ
トカードを識別するクレジットカード情報をクレジットカード会社サーバ４０に専用線を
介して送信する。クレジットカード会社サーバ４０は、クレジットカードに付帯されてい
る保険内容を示すカード保険情報を格納するカード保険データベース４１０にアクセスし

10

20

30

40

50

(6) JP 3669949 B2 2005.7.13



、クレジットカード情報に対応したカード保険情報を抽出する。保険契約処理装置２０は
、クレジットカード会社サーバ４０からカード保険情報を、専用線を介して取得する。ま
た保険契約処理装置２０は、取得したカード保険情報に基づいて、旅行者に適した保険を
検索し、旅行者に提供する。
【００２６】
ここで保険契約処理装置２０は、クレジットカード会社サーバ４０と専用線を介して情報
を送信または受信しているが、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ、公衆交換電話網等を介
して送信または受信してもよい。
【００２７】
図２は、本実施の形態に係る保険契約処理２０の機能構成を示すブロック図である。保険
契約処理２０は、クレジットカード情報取得部２０２と、旅行情報取得部２０４と、接続
部２０６と、カード保険情報取得部２０８と、算出部２１０と、検索部２１２と、契約カ
ード読み取り部２１４と、保険合成部２１６と、補償内容抽出部２１８と、表示内容合成
部２２０と、出力部２２２と、入力部２２４と、判断部２２６と、カード決済部２２８と
、カード発行部２３０と、撮像部２３２と、加算部２３４と、契約証発行部２３６と、旅
行保険データベース２５０と、契約データベース２５２とを有する。
【００２８】
旅行保険データベース２５０は、旅行者が契約可能な旅行保険の旅行保険情報を格納する
。旅行保険データベース２５０は、一例として、保険ファイル２５６と、詳細ファイル２
５８とを含む。契約データベース２５２は、旅行者が契約した旅行保険情報を、クレジッ
トカードを識別するクレジットカード情報に対応づけて格納する。
【００２９】
クレジットカード情報取得部２０２は、当該保険契約処理装置２０に挿入されたクレジッ
トカードを識別するクレジットカード情報を、クレジットカードから読み取り、カード保
険情報取得部２０８に送る。
【００３０】
カード保険情報取得部２０８は、クレジットカード情報を受け取ると、受け取ったクレジ
ットカード情報に対応するカード保険情報を、クレジット会社サーバ４０から接続部２０
６を介して取得し、取得したカード保険情報とクレジットカード情報とを検索部２１２に
送る。またカード保険情報取得部は、取得したカード保険情報を表示内容合成部２２０に
送る。表示内容合成部２２０は、受け取ったカード保険情報を、旅行者が閲覧可能に表示
させるべく、表示内容を合成する。表示内容合成部２２０は、合成したカード保険情報を
含む表示内容を出力部２２２に送る。出力部２２２は、受け取った表示内容を表示する。
【００３１】
入力部２２４は、旅行者が当該保険契約処理装置２０により提供される旅行保険に加入す
る旨を示す情報の入力を受け付けると、その旨を示す情報を検索部２１２に送る。
【００３２】
旅行情報取得部２０４は、当該保険契約処理装置２０に挿入された航空券から、旅行の出
発日、帰着日、行き先、及び座席ランクを読み出す。次に旅行情報取得部２０４は、読み
出した出発日及び帰着日を算出部２１０に送る。更に旅行情報取得部２０４は、読み出し
た行き先及び座席ランクを検索部２１２に送る。算出部２１０は、旅行情報取得部２０４
から受け取った出発日及び帰着日から旅行期間を算出し、検索部２１２に送る。
【００３３】
検索部２１２は、入力部２２４から旅行者が旅行保険に加入する旨を示す情報を受け取る
と、カード保険情報取得部２０８から受け取ったカード保険情報と、算出部２１０から受
け取った旅行期間と、旅行情報取得部２０４から受け取った行き先とに基づいて、旅行者
に適した旅行保険情報を旅行保険データベース２５０から検索する。
【００３４】
検索部２１２は、旅行保険データベース２５０から検索した旅行保険情報を補償内容抽出
部２１８に送る。また検索部２１２は、検索した旅行保険情報を、カード保険情報とクレ
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ジットカード情報と共に保険合成部２１６に送る。保険合成部２１６は、受け取った旅行
保険情報とカード保険情報とを合成し、クレジットカード情報と共に表示内容合成部２２
０に送る。補償内容抽出部２１８は、検索部２１２から受け取った旅行保険情報の補償内
容と代替可能な代替補償内容を旅行保険データベース２５０から抽出し、表示内容合成部
２２０に送る。表示内容合成部２２０は、保険合成部２１６から受け取ったクレジットカ
ード情報と、カード保険情報と、旅行保険情報と、補償内容抽出部２１８から受け取った
代替補償内容とを合成し、表示内容を作成する。次に表示内容合成部２２０は、作成した
表示内容を出力部２２２に送る。出力部２２２は、受け取った表示内容を旅行者が閲覧可
能に表示する。さらに表示内容合成部２２０は、クレジットカード情報と、カード保険情
報と、旅行保険情報と、代替補償内容とを判断部２２６に送る。
【００３５】
入力部２２４は、出力部２２２が表示した旅行保険情報の少なくとも一部を代替補償内容
に変更する旨を示す入力を受け付けるとその旨を示す情報を判断部２２６に送る。判断部
２２６は、旅行保険情報の少なくとも一部を代替補償内容に変更する旨を示す情報を受け
取ると、旅行保険情報のうち、対応する部分を代替補償内容に置き換える。また入力部２
２４は、出力部２２２が表示した旅行保険情報に加入する旨を示す入力を受け付けると、
その旨を示す情報を判断部２２６に送る。
【００３６】
判断部２２６は、旅行保険情報をクレジットカード情報に対応づけて契約データベース２
５２に格納する。また判断部２２６は、クレジットカード情報と旅行保険情報とをカード
決済部２２８に送る。また判断部２２６は、クレジットカード情報と、カード保険情報と
、旅行保険情報とをカード発行部２３０に送る。また判断部２２６は、クレジットカード
情報を撮像部２３２に送る。また判断部２２６は、カード保険情報と旅行保険情報とを加
算部２３４に送る。
【００３７】
カード発行部２３０は、旅行保険情報と、クレジットカード情報と、カード保険情報とを
格納した契約カードを発行する。契約カード読み取り部２１４は、カード発行部２３０が
発行した契約カードからクレジットカード情報と、カード保険情報とを読み取る。クレジ
ットカード情報取得部２０２は、保険契約処理装置２０に挿入されたクレジットカードか
らクレジットカード情報を読み取っているが、これに代えて契約カード読み取り部２１４
が、契約カードからクレジットカード情報及びカード保険情報を取得してもよい。このと
き、契約カード読み取り部２１４は、読み取ったカード保険情報とクレジットカード情報
とを検索部２１２に送る。このように契約カードを発行することにより、カード保険情報
取得部２０８が、クレジットカード会社サーバ４０からカード保険情報を取得する動作を
省略することができ、保険契約処理装置２０は、より迅速に契約を処理することができる
。
【００３８】
撮像部２３２は、クレジットカード情報を判断部２２６から受け取ると、旅行者を撮像す
る。次に撮像部２３２は、撮像した撮像画像と、クレジットカード情報とを契約証発行部
２３６に送る。加算部２３４は、判断部２２６から受け取ったカード保険情報に旅行保険
情報を加算した加算保険情報を契約証発行部２３６に送る。契約証発行部２３６は、撮像
部２３２から受け取ったクレジットカード情報と、加算部２３４から受け取った加算保険
情報とを記載し、かつ撮像部２３２から受け取った撮像画像を合成した契約証を発行する
。
【００３９】
図３は、保険ファイル２５６のデータフォーマットの一例を示す。保険ファイル２５６は
、タイプフィールドと、疾病死亡フィールドと、疾病治療費用フィールドと、携行品フィ
ールドと、傷害死亡フィールドと含む。
【００４０】
タイプフィールドは、旅行保険情報のタイプを識別する情報を格納する。疾病死亡フィー
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ルドは、疾病死亡により支払われる保険金額を格納する。疾病治療費用フィールドは、疾
病治療に対して支払われる保険金額を格納する。携行品フィールドは、携行品に対する保
険金額を格納する。傷害死亡フィールドは、傷害死亡に対して支払われる保険金額を格納
する。
【００４１】
このようにタイプ毎に保険金額を格納することにより、保険契約処理装置２０は、旅行者
の座席ランクに応じて旅行保険のタイプを選択することができる。例えば保険契約処理装
置２０は、航空券の座席ランクがエコノミーである場合に、旅行保険のタイプＣを選択す
ることができる。
【００４２】
図４は、詳細ファイル２５８のデータフォーマットの一例を示す。詳細ファイル２５８は
、疾病死亡のＡタイプ、疾病治療費用のＡタイプ、疾病死亡のＢタイプ・・・といったよ
うに補償内容及び保険金額ごとにテーブルを有する。それぞれのテーブルは、旅行の行き
先及び旅行期間に対応づけて保険料が格納されている。
【００４３】
図５は、契約データベース２５２のデータフォーマットの一例を示す。契約データベース
２５２は、クレジットカードフィールドと、補償内容フィールドと、タイプフィールドと
、行き先フィールドと、期間フィールドとを含む。クレジットカードフィールドは、クレ
ジットカード情報を格納する。ここでクレジットカード情報は、旅行者を識別する情報を
含む。補償内容フィールドは、旅行者が契約した補償内容の種類を示す情報を格納する。
タイプフィールドは、旅行者が契約した旅行保険情報のタイプを識別する情報を格納する
。行き先フィールドは、旅行の行き先を示す情報を格納する。期間フィールドは、旅行の
期間を示す情報を格納する。
【００４４】
図６は、旅行保険の契約証を発行する際の保険契約処理装置２０の動作を示すフローチャ
ートである。旅行者は、旅行保険の契約を所望する場合に、クレジットカードを保険契約
処理装置２０に挿入する（Ｓ１００）。
【００４５】
クレジットカード情報取得部２０２は、挿入されたクレジットカードからクレジットカー
ド情報を読み取る（Ｓ１０２）。ここでクレジットカード情報取得部２０２は、保険契約
処理装置２０に挿入されたクレジットカードからクレジットカード情報を読み取っている
が、これに代えて旅行者からクレジットカード情報の入力を受け付けてもよい。
【００４６】
次にカード保険情報取得部２０８は、クレジットカード情報取得部２０２がクレジットカ
ードに付帯されているカード保険情報をクレジットカード会社サーバ４０から取得する（
Ｓ１０４）。ここでカード保険情報取得部２０８は、クレジットカード会社サーバ４０か
らカード保険情報を取得しているが、これに代えて他の例としては、保険契約処理装置２
０がカード保険情報を格納するデータベースを備え、そのデータベースからカード保険情
報を抽出してもよい。
【００４７】
次に表示内容合成部２２０は、カード保険情報取得部２０８が取得したカード保険情報を
含む表示画面を作成する（Ｓ１０６）。次に出力部２２２は、表示内容合成部２２０が作
成した表示画面を旅行者が閲覧可能に表示する（Ｓ１０８）。このように出力部２２２は
、クレジットカードに付帯されているカード保険情報を表示することができる。
【００４８】
次に入力部２２４が、旅行者から旅行保険に加入する旨を示す情報の入力を受け付けると
（Ｓ１１０）、検索部２１２は、旅行者が所持するクレジットカードに付帯されているカ
ード保険情報に応じて旅行保険を検索する（Ｓ１１２）。
【００４９】
次に検索部２１２が検索した旅行保険に加入する旨を示す情報の入力を入力部２２４が受
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け付けると（Ｓ１１４）、カード決済部２２８は、旅行保険の保険料金の決済を、クレジ
ットカードを用いて処理する（Ｓ１１６）。このように保険契約処理装置２０がクレジッ
トカードを用いて決済することによって、旅行者は、新たに各種カードまたは現金を保険
契約処理装置２０に投入することなく、旅行保険に加入することができる。ここでカード
決済部２２８は、クレジットカードを用いて決済処理しているが、これに代えて現金また
はデビットカード等を用いて決済処理してもよい。
【００５０】
次にカード発行部２３０は、検索部２１２が検索した旅行保険情報と、クレジットカード
情報取得部２０２が取得したクレジットカード情報と、カード保険情報取得部２０８が取
得したカード保険情報とを格納した契約カードを発行する（Ｓ１１８）。このようにカー
ド発行部２３０は、一旦取得した情報を格納した契約カードを発行することができる。こ
れにより保険契約処理装置２０は、クレジットカードからクレジットカード情報を読み取
ることなく、契約カードに格納されている情報を読み取るだけで、カード保険情報を取得
することができる。
【００５１】
次に契約証発行部２３６は、検索部２１２が検索した旅行保険情報と、カード保険情報取
得部２０８が取得したカード保険情報とを加算した加算保険情報を記載した契約証を発行
する（Ｓ１２０）。
【００５２】
図７は、図６のＳ１１２における保険契約処理装置２０の詳細な動作を示すフローチャー
トである。保険契約処理装置２０は、旅行者から航空券を取得する（Ｓ２００）。ここで
旅行者は、保険契約処理装置２０に航空券を挿入する。ここで旅行者は、航空券に記載さ
れている情報を保険契約処理装置２０に入力してもよい。
【００５３】
旅行情報取得部２０４は、保険契約処理装置２０に挿入された航空券から、旅行の出発日
、帰着日、行き先、及び座席ランクを読み出す（Ｓ２００）。次に算出部２１０は、旅行
情報取得部２０４が読み出した出発日と帰着日を用いて旅行期間を算出する（Ｓ２０４）
。このように保険契約処理装置２０は、旅行者の航空券から旅行情報を取得することがで
きる。
【００５４】
次に検索部２１２は、カード保険情報取得部２０８が取得したカード保険情報を含まない
補償内容を保険ファイル２５６から選択する。検索部２１２は、選択した補償内容の旅行
保険から、旅行情報取得部２０４が読み出した座席ランクに基づいて旅行保険のタイプを
さらに選択する。検索部２１２は、選択した旅行保険のタイプから、旅行期間及び行き先
に対応した保険料金を詳細ファイル２５８から検索する（Ｓ２０６）。
【００５５】
例えば検索部２１２は、カード保険情報が疾病死亡を含まない場合に、疾病死亡を保険フ
ァイル２５６から選択する。さらに検索部２１２は、座席ランクが高価な、例えばファー
ストクラスである場合に、保険ファイル２５６において疾病死亡のうち保険金額の最も高
いタイプＡを選択する。さらに検索部２１２は、疾病死亡のタイプＡのテーブルを詳細フ
ァイル２５８から選択し、選択したテーブルにおいて、旅行情報取得部２０４が取得した
行き先と、算出部２１０が算出した旅行期間に対応した保険料金を抽出する（Ｓ２０６）
。
【００５６】
保険合成部２１６は、検索部２１２が選択した旅行保険の補償内容及び保険金額を示す旅
行保険情報をカード保険情報に合成する（Ｓ２０８）。次に補償内容抽出部２１８は、検
索部２１２が検索した旅行保険情報の補償内容と代替可能な代替補償内容を旅行保険デー
タベース２５０から抽出する（Ｓ２１０）。例えば補償内容抽出部２１８は、検索部２１
２が疾病死亡のタイプＡを検索した場合には、より安価な疾病死亡のタイプＢを抽出する
。
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【００５７】
次に表示内容合成部２２０は、保険合成部２１６が合成した旅行保険情報と、カード保険
情報とを組み合わせて表示内容を作成する（Ｓ２１２）。出力部２２２は、表示内容合成
部２２０が作成した表示内容を表示する（Ｓ２１４）。
【００５８】
次に入力部２２４が、出力部２２２が表示した旅行保険情報の少なくとも一部を代替補償
内容に変更する旨を示す入力を受け付けると（Ｓ２１６）、判断部２２６は、旅行保険情
報のうち、対応する部分を代替補償内容に置き換える（Ｓ２１８）。例えば入力部２２４
が、表示された旅行保険情報を保険金額のより高い旅行保険に変更する旨を旅行者から受
け付けた場合に、表示された旅行保険のタイプがタイプＢであれば、タイプＡの旅行保険
に置き換える。ここで保険契約処理装置２０は、疾病死亡、疾病治療費用等の補償内容毎
に旅行保険を変更することができる。
【００５９】
図８は、図６のＳ１２０における保険契約処理装置２０の詳細な動作を示すフローチャー
トである。撮像部２３２は、旅行者を撮像する（Ｓ３００）。次に加算部２３４は、カー
ド保険情報取得部２０８が取得したカード保険情報に検索部２１２が検索した旅行保険情
報を加算した加算保険情報を算出する（Ｓ３０２）。次に契約証発行部２３６は、クレジ
ットカード情報取得部２０２が取得したクレジットカード情報と、加算部２３４が算出し
た加算保険情報とを記載し、撮像部２３２が撮像した撮像画像を合成した契約証を作成す
る（Ｓ３０４）。次に契約証発行部２３６は、作成した契約証を印刷する（Ｓ３０６）。
【００６０】
このように保険契約処理装置２０は、旅行者の撮像画像を合成した旅行保険の契約証を発
行することができる。また保険契約処理装置２０は、クレジットカードに付帯された保険
の内容に契約した旅行保険の内容を加算した補償内容を記載した契約証を発行することが
できる。これにより旅行者は、旅行先で事故や病気にかかった際に、契約証を閲覧するだ
けで、クレジットカードに付帯されている保険内容と保険契約処理装置２０と契約した旅
行保険の保険内容とに基づいて補償額を知ることができる。
【００６１】
図９は、図７のＳ２１４において出力部２２２が表示する表示画面例を示す。出力部２２
２は、クレジットカードに付帯されているカード保険情報と、保険契約処理装置２０が契
約した旅行保険情報と、カード保険情報と旅行保険情報とを加算した情報を同一画面に表
示する。表示画面は、カード保険フィールドと、追加旅行保険フィールドと、合計保険フ
ィールドとを含む。カード保険フィールドは、カード保険情報を表示する。追加旅行保険
フィールドは、旅行保険情報を表示する。合計保険フィールドは、カード保険情報と旅行
保険情報とを加算した情報を表示する。このように保険契約処理装置２０は、カード保険
情報と、旅行保険情報と、カード保険情報と旅行保険情報とを加算した情報を同一画面に
表示することができる。
【００６２】
図１０は、保険契約処理装置２０のハードウェア構成を示すブロック図である。保険契約
処理装置２０は、ＣＰＵ７００と、ＲＯＭ７０２と、ＲＡＭ７０４と、通信インターフェ
ース７０６とを備える。ＣＰＵ７００は、ＲＯＭ７０２及びＲＡＭ７０４に格納されたプ
ログラムに基づいて動作する。通信インターフェース７０６は、インターネット１０を介
して外部と通信する。格納装置の一例としてのハードディスクドライブ７１０は、設定情
報及びＣＰＵ７００が動作するプログラムを格納する。
【００６３】
フロッピーディスクドライブ７１２はフロッピーディスク７１４からデータまたはプログ
ラムを読み取りＣＰＵ７００に提供する。ＣＤ－ＲＯＭドライブ７１６はＣＤ－ＲＯＭ７
１８からデータまたはプログラムを読み取りＣＰＵ７００に提供する。通信インターフェ
ース７０６は、インターネット１０に接続してデータを送受信する。
【００６４】
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ＣＰＵ７００が実行するソフトウエアは、フロッピーディスク７１４またはＣＤ－ＲＯＭ
７１８等の記録媒体に格納されて利用者に提供される。記録媒体に格納されたソフトウエ
アは圧縮されていても非圧縮であっても良い。ソフトウエアは記録媒体からハードディス
クドライブ７１０にインストールされ、ＲＡＭ７０４に読み出されてＣＰＵ７００により
実行される。
【００６５】
記録媒体に格納されて提供されるソフトウエア、即ちハードディスクドライブ７１０にイ
ンストールされるソフトウエアは、機能構成として、クレジットカード情報取得モジュー
ル、カード保険情報取得モジュール、旅行情報取得モジュール、算出モジュール、検索モ
ジュール、保険合成モジュール、表示内容合成モジュール、保険合成モジュール、補償内
容抽出モジュール、判断モジュール、カード決済モジュール、及び加算モジュールを備え
る。これらの各モジュールがコンピュータに働きかけて、ＣＰＵ７００に行わせる処理は
、それぞれ本実施の形態における保険契約処理装置２０における、対応する部材の機能及
び動作と同一であるから説明を省略する。
【００６６】
図１０に示した、記録媒体の一例としてのフロッピーディスク７１４またはＣＤ－ＲＯＭ
７１８には、本出願で説明する全ての実施形態における保険契約処理装置２０の動作の一
部または全ての機能を格納することができる。
【００６７】
これらのプログラムは記録媒体から直接ＲＡＭに読み出されて実行されても、一旦ハード
ディスクドライブにインストールされた後にＲＡＭに読み出されて実行されても良い。更
に、上記プログラムは単一の記録媒体に格納されても複数の記録媒体に格納されても良い
。また記録媒体に格納されるモジュールは、オペレーティングシステムとの共同によって
それぞれの機能を提供してもよい。例えば機能の一部または全部を行うことをオペレーテ
ィングシステムに依頼し、オペレーティングシステムからの応答に基づいて機能を提供す
るものであってもよい。
【００６８】
記録媒体としては、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭの他にも、ＤＶＤ等の光学記録媒
体、ＭＤ等の磁気記録媒体、ＰＤ等の光磁気記録媒体、テープ媒体、磁気記録媒体、ＩＣ
カードやミニチュアーカードなどの半導体メモリー等を用いることができる。又、専用通
信ネットワークやインターネットに接続されたサーバシステムに設けたハードディスクま
たはＲＡＭ等の格納装置を記録媒体として使用し、通信網を介してプログラムを保険契約
処理装置２０に提供してもよい。
【００６９】
このような記録媒体は、保険契約処理装置２０を製造するためのみに使用されるものであ
り、そのような記録媒体の業としての製造および販売等が本出願に基づく特許権の侵害を
構成することは明らかである。
【００７０】
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に
記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることがで
きる。その一例を以下に記載する。
【００７１】
図１１は、第１の変更例に係る保険契約処理システムの概略を示す。本実施の形態に係る
保険契約処理システムは、クレジットカードや航空券から情報を読み取っているが、これ
に換えて第１の変更例では、クレジットカード情報及び旅行情報をユーザ端末３０からネ
ットワーク１０を介して受信する。第１の変更例に係る保険契約処理システムは、保険契
約処理装置２０と、ネットワーク１０と、ユーザ端末３０を備える。ネットワーク１０は
、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ、公衆交換電話網等を含む。保険契約処理装置２０は
、クレジットカード情報及び旅行情報をユーザ端末３０からネットワーク１０を介して受
信する。また保険契約処理装置２０は、旅行保険情報及びカード保険情報をユーザ端末３
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０の表示部に表示させる。また本実施の形態に係る保険契約処理装置２０は、契約証及び
契約カードを発行しているが、これに代えて第１の変更例では、契約証及び契約カードに
格納される情報をユーザ端末３０に送信する。
【００７２】
図１２は、第２の変更例に係る保険ファイル２５６のデータフォーマットの一例を示す。
本実施の形態に係る保険ファイル２５６は、保険金額を補償内容毎に格納しているが、こ
れに代えて第２の変更例に係る保険ファイル２５６は、クレジットカードの種類を示すカ
ード種類情報に対応付けて補償内容とタイプとを格納する。このように保険ファイル２５
６は、クレジットカードの種類毎に旅行保険を格納する。これにより保険契約処理装置２
０は、クレジットカード情報に含まれるカード種類情報に対応付けて保険ファイル２５６
に格納されている補償内容とタイプを抽出することができる。従って保険契約処理装置２
０は、旅行者が所持するクレジットカードに対応した旅行保険を旅行者に提供することが
できる。
【００７３】
その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求
の範囲の記載から明らかである。
【００７４】
【発明の効果】
上記説明から明らかなように、本発明によれば旅行者が所持するクレジットカードに応じ
て旅行保険を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態に係る保険契約処理システムの概略を示す図である。
【図２】本実施の形態に係る保険契約処理装置２０の機能構成を示すブロック図である。
【図３】保険ファイル２５６のデータフォーマットの一例を示す図である。
【図４】詳細ファイル２５８のデータフォーマットの一例を示す図である。
【図５】契約データベース２５２のデータフォーマットの一例を示す図である。
【図６】旅行保険の契約証を発行する際の保険契約処理装置２０の動作を示すフローチャ
ートである。
【図７】図６のＳ１１２における保険契約処理装置２０の詳細な動作を示すフローチャー
トである。
【図８】図６のＳ１２０における保険契約処理装置２０の詳細な動作を示すフローチャー
トである。
【図９】図７のＳ２１４において出力部２２２が表示する表示画面例を示す図である。
【図１０】保険契約処理装置２０のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図１１】第１の変更例に係る保険契約処理システムの概略を示す図である。
【図１２】第２の変更例に係る保険ファイル２５６のデータフォーマットの一例を示す図
である。
【符号の説明】
１０　ネットワーク
２０　保険契約処理装置
３０　ユーザ端末
４０　クレジットカード会社サーバ
２０２　クレジットカード情報取得部
２０４　旅行情報取得部
２０６　接続部
２０８　カード保険情報取得部
２１０　算出部
２１２　検索部
２１４　契約カード読み取り部
２１６　保険合成部
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２１８　補償内容抽出部
２２０　表示内容合成部
２２２　出力部
２２４　入力部
２２６　判断部
２２８　カード決済部
２３０　カード発行部
２３２　撮像部
２３４　加算部
２３６　契約証発行部
２５０　旅行保険データベース
２５２　契約データベース
２５６　保険ファイル
２５８　詳細ファイル
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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