
JP 6415690 B2 2018.10.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントデバイスであって、
　二次元コード画像を表示するよう構成されている第１ディスプレイと、
　前記二次元コード画像に対応する営業情報を表示するよう構成されている第２ディスプ
レイと、
　サーバによって送信された二次元コード情報を受信し、前記サーバによって送信された
前記営業情報を受信するよう構成されている通信インターフェースと、
　前記第１ディスプレイに接続されている少なくとも１つのプロセッサであって、
　　前記受信された二次元コード情報に対応する前記二次元コード画像を生成し、
　　前記第１ディスプレイにおける前記二次元コード画像の前記表示を制御し、前記第２
ディスプレイにおける前記営業情報の前記表示を制御し、更新された営業情報が受信され
たとの判断に応じて、前記第２ディスプレイにおける前記更新された営業情報の前記表示
を制御するよう構成されている、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するよう構成されているメモリと、
を備える、クライアントデバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載のクライアントデバイスであって、
　前記通信インターフェースは、さらに、前記サーバによって送信されたインタラクティ
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ブメッセージを受信するよう構成され、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記第１ディスプレイ、前記第２ディス
プレイ、または、それらの組み合わせに、前記インタラクティブメッセージを出力するよ
う構成され、
　前記第１ディスプレイ、前記第２ディスプレイ、または、それら両方は、前記インタラ
クティブメッセージを表示するよう構成されている、クライアントデバイス。
【請求項３】
　請求項２に記載のクライアントデバイスであって、前記インタラクティブメッセージを
表示することは、
　前記インタラクティブメッセージを表示する前に提供された情報を表示し、
所定の期間にわたって前記インタラクティブメッセージを表示すること、
を含む、クライアントデバイス。
【請求項４】
　請求項１に記載のクライアントデバイスであって、前記サーバによって送信された前記
二次元コード情報を受信することは、
　有線を介して前記サーバと接続し、前記有線を用いて、前記サーバによって送信された
メッセージを受信すること、または、
　無線通信ネットワークを介して前記サーバと接続し、前記無線通信ネットワークを用い
て、前記サーバによって送信されたメッセージを受信すること、
を含む、クライアントデバイス。
【請求項５】
　システムであって、
　少なくとも１つのプロセッサであって、
　　複数のクライアントの通信アドレスをクライアントデータベースに格納し、
　　二次元コード情報を生成して、提示情報データベースに格納し、
　　営業情報を営業情報バンクに格納し、
　　前記複数のクライアントと前記二次元コード情報との間の対応関係を対応関係バンク
に格納し、
　　前記クライアントと前記営業情報との間の対応関係を前記対応関係バンクに格納する
よう構成されている、少なくとも１つのプロセッサと、
　通信インターフェースであって、
　　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記二次元コード
情報の間の前記対応関係とに基づいて、前記二次元コード情報を前記クライアントに送信
し、
　　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記営業情報の間
の前記対応関係とに基づいて、前記営業情報を前記クライアントに送信し、
　　営業情報が更新されたとの判断に応じて、前記クライアントの前記通信アドレスと、
前記クライアントおよび前記営業情報の間の前記対応関係とに基づいて、前記更新された
営業情報を前記クライアントに送信するよう構成されている通信インターフェースと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するよう構成されているメモリと、
を備える、システム。
【請求項６】
　請求項５に記載のシステムであって、
　少なくとも１つのプロセッサは、さらに、
　　インタラクティブメッセージをインタラクティブメッセージバンクに格納し、
　　それに応じて、前記クライアントと前記インタラクティブメッセージとの間の対応関
係を前記対応関係バンクに格納するよう構成され、
　前記通信インターフェースは、さらに、所定のトリガ条件が満たされた時に、前記クラ
イアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記インタラクティブメッセー
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ジの間の前記対応関係とに基づいて、前記インタラクティブメッセージを前記クライアン
トに送信するよう構成されている、システム。
【請求項７】
　システムであって、
　複数のクライアントであって、少なくとも１つのクライアントは、
　　少なくとも１つのプロセッサと、
　　通信インターフェースであって、
　　　サーバによって送信された二次元コード情報を受信し、
　　　前記サーバによって送信された営業情報を受信するよう構成されている通信インタ
ーフェースと、
　　ディスプレイスクリーンであって、
　　　前記受信された二次元コード情報に対応する前記二次元コード画像を表示し、
　　　前記営業情報を表示し、
　　　更新された営業情報が受信されたとの判断に応じて、前記更新された営業情報を表
示するよう構成されているディスプレイスクリーンと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命
令を提供するよう構成されているメモリと、を備える、複数のクライアントと、
　前記サーバであって、
　　少なくとも１つのプロセッサであって、
　　　前記複数のクライアントの通信アドレスを格納し、
　　　二次元コード情報を生成して格納し、
　　　営業情報を格納し、
　　　前記複数のクライアントと前記二次元コード情報との間の対応関係を格納し、
　　　前記クライアントと前記営業情報との間の対応関係を格納するよう構成されている
、少なくとも１つのプロセッサと、
　　通信インターフェースであって、
　　　前記複数のクライアントの前記通信アドレスと、前記複数のクライアントおよび前
記二次元コード情報の間の前記対応関係とに基づいて、前記二次元コード情報を前記クラ
イアントに送信し、
　　　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記営業情報の
間の前記対応関係とに基づいて、前記営業情報を前記クライアントに送信し、
　　　更新された営業情報が受信されたとの判断に応じて、前記クライアントの前記通信
アドレスと、前記クライアントおよび前記営業情報の間の前記対応関係とに基づいて、前
記更新された営業情報を前記クライアントに送信するよう構成されている通信インターフ
ェースと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命
令を提供するよう構成されているメモリと、を備える、サーバと、
を備える、システム。
【請求項８】
　請求項７に記載のシステムであって、
　前記サーバの前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、インタラクティブメッセー
ジと、前記複数のクライアントおよび前記インタラクティブメッセージの間の対応関係と
を格納するよう構成され、
　前記サーバの前記通信インターフェースは、さらに、前記複数のクライアントの前記格
納済みの通信アドレスと、前記複数のクライアントおよび前記インタラクティブメッセー
ジの間の前記対応関係とに基づいて、前記インタラクティブメッセージを前記複数のクラ
イアントに送信するよう構成され、
　前記少なくとも１つのクライアントの前記通信インターフェースは、さらにそれに応じ
て、インタラクティブメッセージを受信するよう構成され、
　前記少なくとも１つのクライアントの前記ディスプレイスクリーンは、さらに、前記イ
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ンタラクティブメッセージを表示するよう構成されている、システム。
【請求項９】
　方法であって、
　複数のクライアントの通信アドレスをクライアントデータベースに格納し、
　二次元コード情報を生成して、提示情報データベースに格納し、
　営業情報を営業情報バンクに格納し、
　前記複数のクライアントと前記二次元コード情報との間の対応関係を対応関係バンクに
格納し、
　前記クライアントと前記営業情報との間の対応関係を前記対応関係バンクに格納し、
　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記二次元コード情
報の間の前記対応関係とに基づいて、前記二次元コード情報を前記クライアントに送信し
、
　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記営業情報の間の
前記対応関係とに基づいて、前記営業情報を前記クライアントに送信し、
　営業情報が更新されたとの判断に応じて、前記クライアントの前記通信アドレスと、前
記クライアントおよび前記営業情報の間の前記対応関係とに基づいて、前記更新された営
業情報を前記クライアントに送信すること、
を備える、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、さらに、
　インタラクティブメッセージをインタラクティブメッセージバンクに格納し、
　それに応じて、前記クライアントと前記インタラクティブメッセージとの間の対応関係
を前記対応関係バンクに格納し、
　所定のトリガ条件が満たされた時に、前記クライアントの前記通信アドレスと、前記ク
ライアントおよび前記インタラクティブメッセージの間の前記対応関係とに基づいて、前
記インタラクティブメッセージを前記クライアントに送信すること、
を備える、方法。
【請求項１１】
　ポータブル電子デバイスであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　ディスプレイスクリーンであって、
　　前記ポータブル電子デバイスが第１商品に取り付けられた時に、前記第１商品に関連
してサーバによってプッシュされた第１二次元コード画像を表示し、
　　　前記第１二次元コード画像は、前記第１商品にオンラインで関連する第１商品情報
を取得するために、スキャンデバイスによってスキャン可能であり、
　　前記ポータブル電子デバイスが第２商品に取り付けられた時に、前記第２商品に関連
して前記サーバによってプッシュされた第２二次元コード画像を表示し、
　　　前記第２二次元コード画像は、前記第２商品にオンラインで関連する第２商品情報
を取得するために、スキャンデバイスによってスキャン可能である、ディスプレイスクリ
ーンと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するよう構成されているメモリと、
を備える、ポータブル電子デバイス。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のポータブル電子デバイスであって、前記ディスプレイスクリーンは
、さらに、
　前記ポータブル電子デバイスが前記第１商品に取り付けられた時に、前記第１商品に関
連して前記サーバによってプッシュされた第１営業情報を表示するか、または、
　前記ポータブル電子デバイスが前記第２商品に取り付けられた時に、前記第２商品に関
連して前記サーバによってプッシュされた第２営業情報を表示するよう構成されている、
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ポータブル電子デバイス。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のポータブル電子デバイスであって、前記ディスプレイスクリーンは
、さらに、
　前記ポータブル電子デバイスが前記第１商品に取り付けられた時に、前記第１商品に関
連して前記サーバによってプッシュされた第１インタラクティブメッセージを表示するか
、または、
　前記ポータブル電子デバイスが前記第２商品に取り付けられた時に、前記第２商品に関
連して前記サーバによってプッシュされた第２インタラクティブメッセージを表示するよ
う構成されている、ポータブル電子デバイス。
【請求項１４】
　コンピュータプログラムであって、
　サーバによって送信された二次元コード情報を受信するための機能と、
　前記サーバによって送信された営業情報を受信するための機能と、
　第１ディスプレイを用いて、前記受信された二次元コード情報に対応する前記二次元コ
ード画像を表示するための機能と、
　第２ディスプレイを用いて、前記二次元コード画像に対応する営業情報を表示するため
の機能と、
　前記第１ディスプレイにおける前記二次元コード画像の表示を制御するための機能と、
　前記第２ディスプレイにおける前記営業情報の表示を制御するための機能と、
　更新された営業情報が受信されたとの判断に応じて、前記第２ディスプレイにおける前
記更新された営業情報の前記表示を制御するための機能と、をコンピュータによって実現
させる、コンピュータプログラム。
【請求項１５】
　コンピュータプログラムであって、
　複数のクライアントの通信アドレスをクライアントデータベースに格納するための機能
と、
　二次元コード情報を生成して、提示情報データベースに格納するための機能と、
　営業情報を営業情報バンクに格納するための機能と、
　前記複数のクライアントと前記二次元コード情報との間の対応関係を対応関係バンクに
格納するための機能と、
　前記クライアントと前記営業情報との間の対応関係を前記対応関係バンクに格納するた
めの機能と、
　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記二次元コード情
報の間の前記対応関係とに基づいて、前記二次元コード情報を前記クライアントに送信す
るための機能と、
　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記営業情報の間の
前記対応関係とに基づいて、前記営業情報を前記クライアントに送信するための機能と、
　営業情報が更新されたとの判断に応じて、前記クライアントの前記通信アドレスと、前
記クライアントおよび前記営業情報の間の前記対応関係とに基づいて、前記更新された営
業情報を前記クライアントに送信するための機能と、をコンピュータによって実現させる
、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
他の出願の相互参照
　本願は、すべての目的のために参照により本明細書に組み込まれる、２０１４年８月２
９日出願に出願された、発明の名称を「Ａ　ＭＥＴＨＯＤ，Ａ　ＣＬＩＥＮＴ，Ａ　ＳＥ
ＲＶＥＲ，ＡＮＤ　Ａ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＰＲＥＳＥＮＴＩＮＧ　ＩＮＦＯＲＭＡ
ＴＩＯＮ」とする中国特許出願第　２０１４１０４３８１０９．３号に基づく優先権を主
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張する。
【０００２】
　本願は、情報を提示するための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　技術の進歩と共に、情報を取得する方法が多くなっている。二次元コード（クイックレ
スポンス（ＱＲ）コードまたは二次元コード）画像をスキャンするなど、情報を取得する
様々な方法がますます一般的になっている。二次元コードは、通例、以下の利点を提供す
る。大量の情報量、幅広いコーディング、ロバストなエラー許容範囲、高速なキャプチャ
および認識、高レベルの機密性など。二次元コードは、ソーシャルメッセージング、情報
の普及、および、様々なその他の業界で応用される。
【０００４】
　一派的に、二次元コードは、二次元バーコード（すなわちスタック型リニアバーコード
）およびマトリクス型二次元バーコードを含む。二次元バーコードは、白黒の（二次元）
平面上の特定のパターンに基づいて分布された特定の幾何学的形状を含む画像を用いて、
データを記録する記号情報でありうる。例えば、二次元コードを用いて商品情報を提示す
る応用例において、オンライン商品のためのリンク情報コードが、二次元コード情報とし
てコードされうる。二次元コード情報は、二次元コード生成ソフトウェアによって、対応
する二次元コード画像に変換される。二次元コード画像は、チラシ、新聞、および、ポス
ターに表示できる。ユーザは、携帯端末を用いて二次元コード画像をスキャンすることに
より、オンラインの対象物にリンクし、対象物に関する販売促進情報を取得し、オンライ
ンで対象物にアクセスするための命令を受け取ることができる。したがって、ユーザは、
オフラインの二次元コードを用いてオンライン情報にアクセスできる。
【０００５】
　しかしながら、従来、二次元コードを用いて対象物情報を提示する通常の方法は、紙媒
体に二次元コードを表示する方法である。紙の印刷およびレイアウトの制約の結果として
、紙媒体上の二次元コード情報は、迅速に更新できない。また、対応して提示される対象
物情報またはその他の情報は、迅速に更新することも、オンライン活動と同期したままに
することも難しい。二次元コード表示が更新される場合、典型的には、新しい紙媒体が発
行されることになる。この技術は、資源を浪費するだけでなく、情報更新サイクルも長く
なる。したがって、この技術は、時間および労力の両方を浪費する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　以下の詳細な説明と添付の図面において、本発明の様々な実施形態を開示する。
【０００７】
【図１】情報を提示するためのクライアントの一実施形態を示すモジュール構造図。
【０００８】
【図２】送受信モジュールの一実施形態を示すモジュール構造図。
【０００９】
【図３】情報を提示するためのクライアントの別の実施形態を示すモジュール構造図。
【００１０】
【図４】提示された商品情報の一例の図。
【００１１】
【図５】情報を提示するためのサーバの一実施形態を示すモジュール構造図。
【００１２】
【図６】情報を提示するためのサーバの別の実施形態を示すモジュール構造図。
【００１３】
【図７】情報を提示するためのサーバの別の実施形態を示すモジュール構造図。
【００１４】
【図８】情報を提示するためのシステムの一実施形態を示すモジュール構造図。
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【００１５】
【図９】情報を提示するための処理の一実施形態を示すフローチャート。
【００１６】
【図１０】情報を提示するための別の実施形態を示すフローチャート。
【００１７】
【図１１】情報を提示するためにプログラムされたコンピュータシステムの一実施形態を
示す機能図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明は、処理、装置、システム、物質の組成、コンピュータ読み取り可能な格納媒体
上に具現化されたコンピュータプログラム製品、および／または、プロセッサ（プロセッ
サに接続されたメモリに格納および／またはそのメモリによって提供される命令を実行す
るよう構成されたプロセッサ）を含め、様々な形態で実装されうる。本明細書では、これ
らの実装または本発明が取りうる任意の他の形態を、技術と呼ぶ。一般に、開示された処
理の工程の順序は、本発明の範囲内で変更されてもよい。特に言及しない限り、タスクを
実行するよう構成されるものとして記載されたプロセッサまたはメモリなどの構成要素は
、ある時間にタスクを実行するよう一時的に構成された一般的な構成要素として、または
、タスクを実行するよう製造された特定の構成要素として実装されてよい。本明細書では
、「プロセッサ」という用語は、１または複数のデバイス、回路、および／または、コン
ピュータプログラム命令などのデータを処理するよう構成された処理コアを指すものとす
る。
【００１９】
　以下では、本発明の原理を示す図面を参照しつつ、本発明の１または複数の実施形態の
詳細な説明を行う。本発明は、かかる実施形態に関連して説明されているが、どの実施形
態にも限定されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定されるものであ
り、本発明は、多くの代替物、変形物、および、等価物を含む。以下の説明では、本発明
の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細事項が記載されている。これらの詳
細事項は、例示を目的としたものであり、本発明は、これらの具体的な詳細事項の一部ま
たは全てがなくとも特許請求の範囲に従って実施可能である。簡単のために、本発明に関
連する技術分野で周知の技術事項については、本発明が必要以上にわかりにくくならない
ように、詳細には説明していない。
【００２０】
　電子商取引が発展するにつれ、オンライン・ツー・オフライン（Ｏ２Ｏ）の移行がます
ます一般的になっている。これは、一般的に、オンラインマーケティングおよびオンライ
ン購入を用いて、オフライン動作およびオフライン消費を促すことを意味する。いくつか
の一般的なＯ２Ｏ転送アプローチは、値引き、販売促進情報の提供、および、サービス予
約を含む。例えば、業者の商品情報が、業者のオフライン顧客に転換されたインターネッ
トユーザにプッシュされる。Ｏ２Ｏ移行における重要な動作の１つは、ユーザをオンライ
ンに誘導し、その後、オフライン情報表示チャネル（二次元コード画像など）および様々
なオフライン販促イベントに基づいてユーザをオンラインからオフラインへ移行させ、ひ
いては、オフライン販売を促進することである。情報を提示するためのクライアントが提
供される。クライアントが、商品の二次元コード画像を提示し、提示された二次元コード
画像を速やかに更新するだけでなく、二次元コード画像は、特定の商品と統合されるため
、業者のオンライン商品情報との同期を達成できる。いくつかの実施形態において、情報
を提示するためのクライアントは、販売促進商品の隣に配置され、販売促進商品のオンラ
インイベント情報を表示するポータブルな電子タグに対応する。
【００２１】
　図１は、情報を提示するためのクライアントの一実施形態を示すモジュール構造図であ
る。いくつかの実施形態において、クライアント１００は、図１０の処理１０００を実施
するよう構成されており、以下を備える。送受信モジュール１１０、電力供給モジュール
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１２０、第１表示モジュール１３０、および、制御モジュール１４０。一部の例において
、クライアント１００は、棚に陳列された物理的商品の隣に配置されうる。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、送受信モジュールすなわち通信インターフェース１１０
は、サーバによって送信された二次元コード情報を受信するよう構成される。
【００２３】
　送受信モジュール１１０は、サーバによって送信されたメッセージを受信するよう構成
された有線または無線のインターフェース（高周波デバイスなど）を含みうる。いくつか
の実施形態において、メッセージは、陳列された商品に関するエンコードされた二次元コ
ード情報（例えば、販売促進イベントにおける商品のウェブページリンクアドレス）を含
む。いくつかの実施形態において、送受信モジュール１１０は、サーバによって送信され
たメッセージを無線または有線のいずれかで受信するよう構成される。
【００２４】
　図２は、送受信モジュールの一実施形態を示すモジュール構造図である。いくつかの実
施形態において、送受信モジュール１１００は、図１の送受信モジュール１１０の一実装
例であり、有線送受信モジュール１１１０および／または無線送受信モジュール１１２０
を備える。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、有線送受信モジュール１１１０は、有線でサーバと接続
し、サーバによって送信されたメッセージを受信するよう構成される。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、無線送受信モジュール１１２０は、無線通信ネットワー
クでサーバと接続し、サーバによって送信されたメッセージを受信するよう構成される。
【００２７】
　例えば、有線送受信モジュール１１１０は、有線でサーバと接続され、サーバによって
送信されたメッセージを受信するよう構成されたイーサーネットインターフェースを備え
る。無線送受信モジュール１１２０は、ワイヤレスフィディリティ（ＷｉＦｉ）、３Ｇ／
４Ｇ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、赤外線、または、その他の無線通信ネットワー
クを用いてサーバに接続し、サーバによって送信されたメッセージを受信するよう構成さ
れている高周波ユニットを備える。図１に戻ると、無線通信ネットワークを通してサーバ
と接続されたクライアント１００は、ショッピングセンター、カウンター、会議場、およ
び、その他のプレゼンテーション場所などの異なる場所で、情報を柔軟かつ便利に提示す
ることができる。送受信モジュール１１０は、有線送受信モジュール１１１０および無線
送受信モジュールすなわち無線通信インターフェース１１２０の一方または両方を備えう
る。送受信モジュール１１０は、有線送受信モジュールすなわち有線通信インターフェー
ス１１１０および無線送受信モジュール１１２０の両方を備えてもよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、送受信モジュール１１０は、無線または有線でサーバと
接続して、サーバによって送信されたメッセージを受信し、サーバに直接接続される送受
信モジュール１１０に限定されない。いくつかの実施形態において、送受信モジュール１
１０は、サーバと間接的に接続されてもよい。例えば、図２の無線送受信モジュール１１
２０は、ＷｉＦｉに基づいてルータまたはハブとの通信を確立し、その後、有線によって
ルータまたはハブを通してサーバに接続することができる。
【００２９】
　送受信モジュール１１０によって受信されたメッセージは、二次元コード情報を含みう
る。二次元コードは、商業者がその商品を提示するページにリンクするリンク情報を含み
うる。例えば、商業者によって提示された商品に関するウェブページは、その日に５０％
値引きで販売中のスキンケア商品のためのウェブページでありうる。サーバは、ＰＨＰ　
ＱＲコードライブラリなどの既存のライブラリ関数を用いて、このスキンケア商品の５０
％値引き販売に関する商品ページにリンクする二次元コード情報を生成し、１または複数
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のデータパケットを介して二次元コード情報を送信することができる。送受信モジュール
１１０は、スキンケア商品の５０％値引き販売に関する商品ページを含む二次元コード情
報を受信できる。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、電力供給モジュール１２０は、クライアント１００に電
力を供給するよう構成される。電力供給モジュール１２０は、送電網へアクセスすること
によって電力を供給する装置モジュールを備えうる。電力供給モジュール１２０は、乾電
池または蓄電池を介して電力を供給するための汎用または専用の装置を備えてもよい。例
えば、送電網からの通常の電力供給と、バックアップ電力供給のための蓄電池とを同時に
備える電力供給モジュール構造が用いられてもよい。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、第１表示モジュール１３０は、送受信モジュール１１０
によって受信された二次元コード情報に対応する二次元コード画像を表示するよう構成さ
れる。表示された二次元コード画像は、サーバから受信された異なる二次元コード情報に
基づいて提示された異なる二次元コード画像を含みうる。提示情報の柔軟性および利用可
能性は、通常の紙媒体の二次元コード画像よりも向上する。様々な応用シナリオにおいて
、表示モジュールは、異なる表示装置に対応しうる。表示モジュールは、電子ディスプレ
イスクリーンまたは電子タグを含みうる。電子ディスプレイスクリーンまたは電子タグは
、発光ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイ、液晶ディルプレイ（ＬＣＤ）などの電子表示
装置を含みうる。電子ディスプレイスクリーンは、均等に配列された表示素子（例えば、
ＬＥＤベースのピクセル）の行列を備えており、二次元コード情報に対応する二次元コー
ド画像を表示するために、受信した情報に基づいて電子ディスプレイスクリーン上に点灯
または消灯として個々のピクセルを表示するか、または、異なる色のピクセルを表示する
。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、制御モジュール１４０は、第１表示モジュール１３０に
おける二次元コード画像の表示を制御するよう構成される。制御モジュール１４０は、送
受信モジュール１１０によって受信された二次元コード情報を処理し、第１表示モジュー
ル１３０における二次元コード画像内の二次元コード情報の表示を制御する。例えば、送
受信モジュール１１０によって受信された二次元コード情報は、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（
登録商標）　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｎｏｔａｔｉｏｎ（ＪＳＯＮ）データフォーマットである所
定のフォーマットでありうる。制御モジュール１４０は、所定のフォーマットのＪＳＯＮ
データフォーマットのデータ構造ルールに対応する二次元コード情報を取得する。制御モ
ジュール１４０は、第１表示モジュール１３０が認識できる情報フォーマットに二次元コ
ード情報を変換した後に、二次元コード情報を第１表示モジュール１３０へ送信する。制
御モジュール１４０は、表示モジュール１３０を通して二次元コード画像の表示を制御で
きる。一例において、制御モジュール１４０は、二次元コード情報に対応する二次元コー
ド画像を受信し、第１表示モジュール１３０における表示位置、表示色および明るさ、表
示期間などを制御する。制御モジュール１４０は、第１表示モジュール１３０による白黒
二次元コード画像の表示を制御できる。いくつかの実施形態において、制御モジュール１
４０は、白黒以外の色の二次元コード画像の表示も制御できる。
【００３３】
　クライアント１００は、サーバによって送信された二次元コード情報を受信し、受信し
た二次元コード情報を電子ディスプレイスクリーンなどの周辺表示装置に表示できる。ク
ライアント１００は、サーバから受信した異なる二次元コード情報に基づいて、異なる二
次元コード画像を表示できる。二次元コード情報は、商品が売り切れた時、特別提供イベ
ントが変更された時、または、商品情報が変わった時に、速やかに更新されうる。二次元
コード画像は、動的かつ速やかに更新されうる。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、二次元画像のスキャニングにおいてオフラインユーザを
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より効果的に誘導するために、図３のクライアント３００が提供される。図３は、情報を
提示するためのクライアントの別の実施形態を示すモジュール構造図である。いくつかの
実施形態において、クライアント３００は、送受信モジュールすなわち通信インターフェ
ース３１０、電力供給モジュール３２０、第１表示モジュール３３０、および、制御モジ
ュール３４０を備え、さらに、第２表示モジュール３５０を備える。一部の例において、
クライアント３００は、棚に陳列された物理的商品の隣に配置されうる。例えば、クライ
アント３００は、ショッピングモールで販売されるドレスに周知の手段（例えば、クリッ
プ）で取り付けられる。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、送受信モジュール３１０、電力供給モジュール３２０、
第１表示モジュール３３０、および、制御モジュール３４０は、それぞれ、図１の送受信
モジュール１１０、電力供給モジュール１２０、第１表示モジュール１３０、および、制
御モジュール１４０に対応する。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、第２表示モジュール３５０は、第１表示モジュール３３
０によって表示された二次元コード画像に対応する商品の営業情報を表示するよう構成さ
れる。
【００３７】
　それに対応して、送受信モジュール３１０は、さらに、サーバによって送信された営業
情報を受信するよう構成され、制御モジュール３４０は、さらに、第２表示モジュール３
５０上での営業情報の表示を制御するよう構成されている。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、営業情報は、二次元コード情報表示クライアント３００
によって表示された商品をユーザが視覚的に把握することを可能にし得るテキスト、記号
、商品価格情報、販売促進情報、購入情報、広告、および、その他のかかる情報を含む。
例えば、第２表示モジュール３５０は、例えば、「この型は５０％値引き中」、「同じ型
がオンラインでは４９ドル」、「コードをスキャンして抽選に参加！毎日１００名様に当
選」など、商品の販売促進情報に対応するテキストを表示できる。第２表示モジュール３
５０により、ユーザは、クライアント３００を通して、陳列された商品に関する特別提供
、販売促進、抽選、グループ購入、および、その他のかかる情報をリアルタイムで直感的
に知ることができる。ユーザは、物理的な商品の見ている間に商品に関する追加情報を得
るので、陳列商品のイベントに参加する可能性が高くなる。さらに、クライアント３００
は、実際の応用シナリオにおいて利点を提供する。換言すると、クライアント３００上に
営業情報を提示することにより、オンラインイベント商品との情報同期を維持することが
可能である。営業情報は、対応するオンラインの商品リアルタイム情報を含みうる。例え
ば、サーバは、オンラインページクライアントブラウザ上に提示される価格情報、購入情
報、販売促進情報、および、その他のかかる商品関連営業情報を提示し、同様にリアルタ
イムでクライアント上に情報を提示するため、商品営業情報の同期されたオンライン／オ
フライン更新を達成できる。例えば、応用シナリオにおいて、商品が、限られた期間中に
オンラインで値引き販売されているとする。サーバは、対応するオンライン商品ページに
商品の販売促進情報（「同じ型がオンラインでは４９ドル」）を提示できる。同時に、サ
ーバは、実店舗にあるクライアント３００に商品の販売促進情報を送信できる。クライア
ント３００は、商品販売促進情報「同じ型がオンラインでは４９ドル」をオフラインで提
示する（例えば、物理的な商品を展示する棚の上に商品販売促進情報を表示する）。した
がって、クライアント３００は、オンラインおよびオフラインのイベントで商品の情報同
期を達成する。サーバは、オンラインページ上で対応する営業情報を生成できる。同時に
、サーバは、さらに、実店舗のクライアント３００にさらなる特別提供情報を送信できる
。クライアント３００は、元々の営業情報「同じ型がオンラインでは４９ドル」を［同じ
型がオンラインでは４９ドル、１００ドル以上の買い上げでその場で２９ドル値引き」に
更新できる。したがって、商品の販売促進価格４９ドルに加えて、少なくとも１００ドル
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の購入額から２９ドルが差し引かれる。このように、オフラインクライアント３００は、
オフライン商品とのリアルライムの情報同期を達成できる。実店舗で買い物するユーザは
、リアルタイムで最新の商品情報および販売促進を取得できる。ニーズが速やかにマッチ
ングされ、ユーザは、商品の購入に正確に導かれる。ユーザは、クライアント３００上の
二次元コードをスキャンすることによってオンラインに導かれうる。したがって、ユーザ
は、より効果的にオフラインからオンラインへ転換される。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、第１表示モジュール３３０および第２表示モジュール３
５０は、二次元コード画像および営業情報を別個に表示する異なる表示デバイスに対応し
うる。一例として、２つの電子ディスプレイスクリーンが、商品の二次元コード画像と、
商品に関連する販売促進および特別提供の情報とを別個に表示するために用いられる。い
くつかの実施形態において、第１表示モジュール３３０および第２表示モジュール３５０
は、異なる表示領域の表示コンテンツに基づいて異なる表示モジュールに分割された同じ
表示デバイスであってもよい。一例として、電子ディスプレイスクリーンの左半分が商品
の二次元コード画像を提示し（第１表示モジュール３３０）、一方で、右半分が販売促進
および特別提供の情報を提示する（第２表示モジュール３５０）。換言すると、第１表示
モジュール３３０および第２表示モジュール３５０は、同じ表示デバイスハードウェアを
共用できる。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、クライアント３００が提供されている。クライアント３
００は、サーバからインタラクティブメッセージを受信するようさらに構成された送受信
モジュール３１０を備える。それに応じて、制御モジュール３４０は、第１表示モジュー
ル３３０、第２表示モジュール３５０、または、それらの組みあわせに、インタラクティ
ブメッセージを送信できる。第１表示モジュール３３０、第２表示モジュール３５０、ま
たは、それらの組みあわせは、インタラクティブメッセージを表示できる。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、受信されるインタラクティブメッセージは、ユーザ行動
に基づいてサーバによってクライアントに送信され、商品情報、販売促進情報、および、
その他のかかる情報と統合されたインタラクティブメッセージを含む。例えば、ユーザが
スマートフォンまたはタブレットなどのデバイスを用いて二次元コード画像をスキャンす
ると、二次元コードがスキャニングアプリケーションによって復号され、対応するページ
への１または複数のリンクが取得される。ユーザは、ブラウザまたはアプリケーションを
用いてリンクを選択してよい。したがって、送受信モジュール３１０は、例えば、「興味
を持ってくれてありがとうございます！」または「あなたは、この商品を先行予約された
２４番目のお客様です。グループ購入はあと６人までです！」に関するインタラクティブ
メッセージを受信できる。インタラクティブメッセージは、顔文字、記号、写真、または
、その他のかかる情報を含みうる。例えば、笑顔の顔文字のメッセージが、送信されるイ
ンタラクティブメッセージの最後に追加されうる。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、制御モジュール３４０は、さらに、第１表示モジュール
３３０、第２表示モジュール３５０、または、それらの組みあわせが、所定の期間にわた
ってインタラクティブメッセージを表示した後に、インタラクティブメッセージの前に提
示された情報（例えば、元々のＱＲコード（登録商標、以下同じ））を表示するよう構成
されてもよい。制御モジュール３４０は、所定の期間にわたって、第２表示モジュール３
５０にインタラクティブメッセージを表示できる。いくつかの実施形態において、インタ
ラクティブメッセージは、所定の期間にわたって、第１表示モジュール３３０に表示され
うる。第１表示モジュール３３０または第２表示モジュール３５０が所定の期間にわたっ
てインタラクティブメッセージを表示した後、インタラクティブメッセージは、元々の二
次元コード画像または営業情報を表示し続けることができる。例えば、応用シナリオにお
いて、制御モジュール３４０は、ユーザが二次元コード画像をスキャンした後に、送受信
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モジュール３１０によって受信されたインタラクティブメッセージに対応して第２表示モ
ジュール３５０に表示された営業情報「この型は、３０人のグループ購入で３０％値引き
します！」を取って、代わりに「あなたはこの商品を先行予約された２５番目のお客様で
す。グループ購入はあと５人までです！」を表示できる。さらに、インタラクティブメッ
セージは、所定の期間である１０秒間にわたって表示を維持できる。したがって、第２表
示モジュール３５０は、以前の営業情報「この型は、３０人のグループ購入で３０％値引
きします！」を表示し続けることができる。
【００４３】
　クライアント３００は、サーバによって送信されたインタラクティブメッセージを受信
し、フロントエンドでユーザとのリアルタイムの相互作用を形成できる。このクライアン
ト３００は、商品情報を提示するイベントに参加することへのユーザの関心を高めること
ができる。このクライアント３００は、実際にオフラインからオンラインへ引き込まれる
ユーザの数を増やすことができ、Ｏ２Ｏ電子商取引の発展を促進できる。
【００４４】
　図４は、提示された商品情報の一例の図である。クライアントは、サーバから受信した
二次元コード情報に基づいて表示提示モジュールの電子ディスプレイスクリーンの左側に
商品の二次元コード画像を提示し、リアルタイムに二次元画像を更新できる。従来の紙媒
体と異なり、このクライアントは、二次元画像をリアルタイムに更新する機能を提供する
。クライアントは、商品情報の営業情報を動的に提示することもできる。営業情報の例は
、陳列された商品に関する価格、値引き、および、その他の営業情報を含む。さらに、オ
ンラインサーバの営業情報がリアルタイムで同期されうるため、ユーザを直接的に認識し
て最新の商品情報を取得することが可能になる。さらに、クライアントは、さらに、ユー
ザ動作に関連または対応し、リアルタイムでユーザと相互作用するインタラクティブメッ
セージを提示できる。このクライアントは、商品提示イベントへのユーザの参加体験をよ
り楽しくし、ユーザの満足度を高める。
【００４５】
　情報を提示するためのサーバが提供されている。サーバは、クライアントを管理し、ク
ライアントとクライアントによって提示される情報との間の対応関係を維持できる。さら
に、サーバは、クライアントとの通信および情報交換を実行できる。図５は、情報を提示
するためのサーバの一実施形態を示すモジュール構造図である。いくつかの実施形態にお
いて、サーバ５００は、図１０の処理１０００を実施するよう構成されており、以下を備
える：クライアントデータベース５１０、提示情報データベース５２０、および、送信モ
ジュール５３０。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、クライアントデータベース５１０は、情報を提示するた
めのクライアントの通信アドレスを格納するよう構成される。通信アドレスは、情報を提
示するためのクライアントのアドレスを示すＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、または、そ
の他のかかるアドレスを含みうる。通信アドレスは、さらに、異なる通信アドレスに対し
て特に設定されたポート番号など、その他の識別子情報を含んでもよく、識別子情報は、
情報を提示するためのクライアントによって利用され、情報を提示するためのこれらのク
ライアントをラベル付けできる。情報を提示するためのサーバは、クライアントの通信ア
ドレスに基づいて、二次元コード情報をクライアントに送信できる。いくつかの実施形態
において、クライアントデータベース５１０は、さらに、クライアントに関連するその他
の情報（例えば、クライアントの物理的な位置、動作状況など）を格納するよう構成され
てもよい。データベース情報は、例えば、クライアントが商業者の実店舗に配置される時
に、予め設定されうる。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、提示情報データベース５２０は、クライアントのために
生成された二次元コード情報を格納するよう構成される。二次元コード情報は、クライア
ントによって提示される商品のためのページにリンクされた二次元コード情報を含みうる
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。例えば、様々な商品のための値引きおよび販売促進ページ情報を受信するサーバ上に、
陳列された商品の値引きおよび販売促進情報に基づいて商品の値引きおよび販売促進ペー
ジにリンクする二次元コード情報を生成するためのプログラムが実装されうる。さらに、
サーバは、二次元コード情報を格納できる。さらに、サーバは、陳列された商品に関連す
るその他の情報（例えば、商品購入者の現在の数、商品の購入後に生成されるその他の抽
選イベントに利用可能なランダムコードなど）を格納できる。いくつかの実施形態におい
て、ＱＲコード、バーコードなどの二次元コード情報は、陳列商品情報に基づいて生成さ
れた二次元コード画像情報に対応する。いくつかの実施形態において、送信ユニット５３
０は、商品のための二次元コード画像情報を送信するよう構成される。いくつかの実施形
態において、二次元コード情報は、陳列商品情報に基づいて生成された二次元コード情報
でもありうる。それに応じて、送信ユニット５３０は、商品のための二次元コード情報を
送信し、クライアントは、二次元コード情報を受信して、その後、二次元コード情報に対
応する二次元コード画像を生成できる。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、提示情報データベース５２０は、クライアントと二次元
コード情報との間の対応関係を格納するよう構成される。提示情報データベース５２０に
よって格納されるクライアントおよび二次元コード情報の間の対応関係は、クライアント
通信アドレスおよび二次元コード情報の間の対応関係、もしくは、クライアント識別子お
よび二次元コード情報の間の対応関係を含みうる。以下の表１は、クライアントおよび二
次元コード情報の間の対応関係のテーブルの一例である。
【表１】

【００４９】
　いくつかの実施形態において、送信モジュール５３０は、提示情報データベース５２０
によって格納されたクライアントの通信アドレスとクライアントおよび二次元コード情報
の間の対応関係とに基づいて、二次元コード情報をクライアントに送信するよう構成され
る。
【００５０】
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　サーバ内のクライアントデータベース５１０および提示情報データベース５２０に格納
されたクライアントおよび二次元コード情報の間の対応関係は、クライアント通信アドレ
スの変更または商品情報の変更に基づいて、追加、削除、修正、または、その他の動作を
実行されうる。例えば、送信モジュール５３０は、対応関係テーブルに基づいて二次元コ
ード情報を異なるクライアントに送信する。例えば、第１商品の購入グループイベントが
、クライアントシリアル番号”Ｂ＿ＮＵＭ＿００１”および通信アドレス”１９２．１６
８．２０．１”を有するクライアントによって提示された場合、提示情報データベース５
２０は、第２商品グループ購入イベントの二次元コード情報を生成し、クライアントは、
対応関係テーブル内で、クライアントシリアル番号「Ｂ＿ＮＵＭ＿００１」および通信ア
ドレス「１９２．１６８．２０．１」を有するクライアントに対応する。送信モジュール
５３０は、クライアントの”１９２．１６８．２０．１”通信アドレスに基づいて、クラ
イアントシリアル番号が「Ｂ＿ＮＵＭ＿００１」であるクライアントに第２商品の二次元
コード情報を送信するよう構成されている。
【００５１】
　クライアントの別の実施形態において、対応関係テーブルのためのモジュールが、個別
に設定および維持され、クライアントに対応する二次元コード情報を更新するために用い
られてもよい。その基本的概念は、本願に記載される以下の範囲から逸脱しない。サーバ
は、クライアントと提示される情報との間の対応関係を備え、これらの対応関係は、商品
情報、クライアント情報、および、その他のかかる情報に基づいて、追加、削除、および
、改訂を実行されうる。サーバは、クライアントと提示される情報との間の対応関係に基
づいて、二次元コード情報を様々なクライアントに送信する。二次元コード情報は、受信
後にクライアントディスプレイデバイス上に表示される。二次元コード情報が変更すると
、更新された二次元コード情報が、速やかにクライアントに送信されうる。クライアント
の二次元コード画像は、すぐに、正確に、かつ、速やかに更新されうる。クライアントに
よって表示される情報の更新を完了できるため、クライアントによって情報が提示される
効率が改善される。
【００５２】
　図６は、情報を提示するためのサーバの別の実施形態を示すモジュール構造図である。
いくつかの実施形態において、サーバ６００は、以下を備える。クライアントデータベー
ス６１０、提示情報データベース６２０、送信モジュール６３０、および、営業情報バン
ク６４０。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、クライアントデータベース６１０、提示情報データベー
ス６２０、および、送信モジュール６３０は、それぞれ、図５のクライアントデータベー
ス５１０、提示情報データベース５２０、および、送信モジュール５３０に対応する。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、営業情報バンク６４０は、商品営業情報を格納するよう
構成される。
【００５５】
　それに応じて、提示情報データベース６２０は、クライアントと営業情報との間の対応
関係を格納するよう構成され、送信モジュール６３０は、クライアントの通信アドレスと
、クライアントおよび営業情報の間の対応関係とに基づいて、営業情報をクライアントに
送信するよう構成される。
【００５６】
　以下の表２は、提示情報データベース６２０に格納されたクライアントおよび営業情報
の間の対応関係を含むテーブルの一例である。以下の表２に示すように、サーバは、異な
る営業情報を異なるクライアントに送信できる。営業情報は、商品情報の変更に基づいて
、追加、削除、または、改訂されうる。
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【表２】

【００５７】
　営業情報は、二次元コード画像に対応する商品の紹介をクライアント上に提示するため
のテキスト紹介情報を含みうる。いくつかの実施形態において、サーバは、二次元コード
情報をクライアントに送信するだけでなく、クライアントの陳列商品のための営業情報も
同時に送信できる。営業情報の受信により、ユーザが、商品イベント情報を直観的かつ即
座に把握できるように、クライアントが、陳列商品のテキスト紹介情報を表示できる。
【００５８】
　図７は、情報を提示するためのサーバの別の実施形態を示すモジュール構造図である。
いくつかの実施形態において、サーバ７００は、以下を備える。クライアントデータベー
ス７１０、提示情報データベース７２０、送信モジュール７３０、営業情報バンク７４０
、および、インタラクティブメッセージバンク７５０。
【００５９】
　いくつかの実施形態において、クライアントデータベース７１０、提示情報データベー
ス７２０、送信モジュール７３０、および、営業情報バンク７４０は、それぞれ、図６の
クライアントデータベース６１０、提示情報データベース６２０、送信モジュール６３０
、および、営業情報バンク６４０に対応する。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、インタラクティブメッセージバンク７５０は、インタラ
クティブメッセージを格納するよう構成される。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、それに応じて、提示情報データベース７２０は、クライアン
トとインタラクティブメッセージとの間の対応関係を格納するよう構成され、送信モジュ
ール７３０は、所定のトリガ条件が満たされた時に、クライアントの通信アドレスおよび
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クライアントとインタラクティブメッセージとの間の対応関係に基づいて、インタラクテ
ィブメッセージをクライアントに送信するよう構成される。
【００６２】
　所定のトリガ条件は、予め設定され、インタラクティブメッセージを送信するか否かを
決定するために用いられる決定条件を含みうる。例えば、トリガ条件は、ユーザがクライ
アントの二次元コード画像をスキャンして、二次元コード情報を用いて商品ページにリン
クしたことを検出することを含みうる。サーバは、ユーザによってスキャンされたクライ
アントにインタラクティブメッセージを送信するようトリガされうる。例えば、サーバは
、インタラクティブメッセージ「興味をもってくれてありがとうございます！」を送信で
きる。インタラクティブメッセージは、サーバの他のデータモジュールまたはその他のサ
ービスから取得されたデータに基づいて形成された情報を含みうる。例えば、ユーザが現
在のグループ購入における２４番目のユーザであることに基づいて、ユーザがスキャンお
よび事前購入するためのウェブサイトサーバが、情報をサーバに送信することができ、サ
ーバは、ウェブサイトサーバによって送信された情報に基づいて、「あなたは、この商品
を事前購入する２４番目のお客様です。グループ購入はあと６人までです！」というイン
タラクティブメッセージを送信できる。
【００６３】
　クライアント７００は、インタラクティブメッセージをクライアントに送信し、フロン
トエンドでユーザとのリアルタイム相互作用を形成できる。クライアントへのインタラク
ティブメッセージの送信は、商品情報を提示するイベントへの参加についてのユーザの関
心を高め、ユーザ参加体験の満足度を高めることができ、オフラインからオンラインへ転
換するユーザの数を増やすことができる。
【００６４】
　図８は、情報を提示するためのシステムの一実施形態を示すモジュール構造図である。
いくつかの実施形態において、システム８００は、情報を提示するためのクライアント８
１０および情報を提示するためのサーバ８２０を備えている。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、クライアント８１０は、サーバによって送信された二次
元コード情報を受信し、受信した二次元コード情報に対応する二次元コード画像を表示す
るよう構成される。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、サーバ８２０は、クライアント８１０の通信アドレスを
格納し、二次元コード情報を生成して格納し、クライアントと二次元コード情報との間の
対応関係を格納し、クライアントの通信アドレスと、クライアントおよび二次元コード情
報の間の対応関係とに基づいて、二次元コード情報をクライアントに送信するよう構成さ
れている。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、サーバ８２０は、営業情報と、クライアント８１０およ
び営業情報の間の対応関係とを格納し、クライアント８１０の格納済みの通信アドレスと
、クライアント８１０および営業情報の間の対応関係とに基づいて、営業情報をクライア
ント８１０に送信するよう構成されている。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、それに応じて、クライアント８１０は、営業情報を受信し、
クライアント８１０の表示モジュールに営業情報を表示するよう構成されている。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、サーバ８２０は、インタラクティブメッセージと、クラ
イアント８１０およびインタラクティブメッセージの間の対応関係とを格納し、クライア
ント８１０の格納済みの通信アドレスと、クライアント８１０およびインタラクティブメ
ッセージの間の対応関係とに基づいて、インタラクティブメッセージをクライアント８１
０に送信するよう構成されている。
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【００７０】
　いくつかの実施形態では、それに応じて、クライアント８１０は、インタラクティブメ
ッセージを受信し、クライアント８１０の表示モジュールにインタラクティブメッセージ
を表示するよう構成されている。
【００７１】
　システム８００は、以下を含む。クライアント８１０は、商品二次元コード情報を動的
に表示するよう構成され、サーバ８２０は、サーバ８２０がオンライン商品情報を更新し
た時に、更新された二次元コード情報、営業情報、および、その他のかかる情報を、実店
舗のクライアントに送信するよう構成されている。クライアントは、二次元画像および営
業情報を迅速かつ正確に表示することができる。システム８００は、紙資源を節約するだ
けでなく、実店舗のプレゼンテーションの効率を高め、ユーザをオンライン消費へと導き
、オフラインからオンラインへの顧客転換率を高めて、顧客の引き込みおよび誘導でより
満足な結果を達成できる。
【００７２】
　図９は、情報を提示するための処理の一実施形態を示すフローチャートである。いくつ
かの実施形態において、処理９００は、図８のサーバ８２０によって実行され、以下の工
程を備える。
【００７３】
　工程９１０では、サーバは、クライアントの格納済み通信アドレスと、クライアントお
よび二次元コード情報の間の対応関係とに基づいて、二次元コード情報をクライアントに
送信する。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、クライアントは、二次元コード情報を受信し、二次元コ
ード情報を対応する二次元コード画像に変換する。
【００７５】
　サーバは、営業情報と、クライアントおよび営業情報の間の対応関係とを予め格納する
。
【００７６】
　工程９２０では、サーバは、クライアントの通信アドレスと、クライアントおよび営業
情報の間の対応関係とに基づいて、営業情報をクライアントに送信する。
【００７７】
　それに応じて、クライアントは、営業情報を受信し、営業情報を表示できる。
【００７８】
　サーバは、インタラクティブメッセージと、クライアントおよびインタラクティブメッ
セージの間の対応関係とを予め格納する。
【００７９】
　工程９３０では、サーバは、クライアントの通信アドレスと、クライアントおよびイン
タラクティブメッセージの間の対応関係とに基づいて、インタラクティブメッセージをク
ライアントに送信する。
【００８０】
　それに応じて、クライアントは、インタラクティブメッセージを受信し、インタラクテ
ィブメッセージを表示するよう構成されている。
【００８１】
　図１０は、情報を提示するための別の実施形態を示すフローチャートである。いくつか
の実施形態において、処理１０００は、図８のクライアント８１０によって実行され、以
下の工程を備える。
【００８２】
　工程１０１０では、クライアントは、リアルタイムにサーバから送信された二次元コー
ド情報を受信する。
【００８３】
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　工程１０２０では、クライアントは、受信した二次元コード情報に基づいて、対応する
二次元コード画像を生成して表示する。クライアントによって提示された二次元コード情
報は、速やかに更新されうる。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、クライアントは、陳列商品または情報表示電光サインと
共に提示されるポータブル電子デバイス（小型電子タグなど）に対応する。サーバとの通
信接続を有するポータブル電子デバイスが提供される。
【００８５】
　いくつかの実施形態において、ポータブル電子デバイスは、第１オフライン商品に（例
えば、クリップによって）取り付けられ、第２オフライン商品に取り付けられるよう構成
される。いくつかの実施形態において、ポータブル電子デバイスは、ディスプレイスクリ
ーンを備える。第１および第２オフライン商品をポータブル電子デバイスから取り外すこ
とができるので、これは、ポータブル電子デバイスを他のオフライン商品に取り付けるこ
とができることを意味する。
【００８６】
　いくつかの実施形態において、ディスプレイスクリーンは、ポータブル電子デバイスが
第１商品に取り付けられた時に、第１商品に関連してサーバによってプッシュされた第１
二次元コード画像を表示するよう構成される。第１二次元コード画像は、第１商品にオン
ラインで関連する第１商品情報を取得するために、スキャンデバイスによってスキャン可
能である。
【００８７】
　いくつかの実施形態において、ディスプレイスクリーンは、さらに、ポータブル電子デ
バイスが第２商品に取り付けられた時に、第２商品に関連してサーバによってプッシュさ
れた第２二次元コード画像を表示するよう構成される。第２二次元コード画像は、第２商
品にオンラインで関連する第２商品情報を取得するために、スキャンデバイスによってス
キャン可能である。
【００８８】
　上記の第１商品および第２商品は、複数のオフライン商品を指すものとして理解できる
。いくつかの実施形態において、第３商品、第４商品、および、その他の商品の任意の組
みあわせが、第３二次元コード画像、第４二次元コード画像、および、その他の二次元コ
ード画像に対応するものとして陳列されてもよい。例えば、実際の商品展示は１００商品
を含んでよく、その内の１商品を第１商品と見なし、それに応じて、別のアイテムを第２
アイテムと見なすことができる。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、ディスプレイスクリーンは、さらに、第１商品に取り付
けられた時に、第１商品に関連してサーバによってプッシュされた第１営業情報を表示す
るよう構成される。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、ディスプレイスクリーンは、さらに、第２商品に取り付
けられた時に、第２商品に関連してサーバによってプッシュされた第２営業情報を表示す
るよう構成される。
【００９１】
　いくつかの実施形態において、ディスプレイスクリーンは、さらに、第１商品に取り付
けられた時に、第１商品に関連してサーバによってプッシュされた第１インタラクティブ
メッセージを表示するよう構成される。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、ディスプレイスクリーンは、さらに、第２商品に取り付
けられた時に、第２商品に関連してサーバによってプッシュされた第２インタラクティブ
メッセージを表示するよう構成される。
【００９３】
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　上述のように、クライアントは、サーバから送信された二次元コード情報をリアルタイ
ムで受信し、対応する二次元コード画像を生成し、速やかに二次元コード情報を更新する
ことができる。さらに、クライアントは、商品のための販売促進情報を提示し、ユーザお
よび顧客が、直観的、迅速、かつ、正確に商品情報を取得できるように、商品のための販
売促進情報をオンライン商品とリアルタイムで同期させることができる。顧客を効果的に
オンラインイベントへの参加に誘導できる。さらに、本願は、クライアントでユーザとの
インタラクティブなやり取りを形成でき、イベントに参加するユーザの体験の満足度を高
めることができる。
【００９４】
　図１１は、情報を提示するためにプログラムされたコンピュータシステムの一実施形態
を示す機能図である。明らかに、情報を提示するために、他のコンピュータシステムアー
キテクチャおよび構成を用いることも可能である。以下に述べるような様々なサブシステ
ムを備えるコンピュータシステム１１００は、少なくとも１つのマイクロプロセッササブ
システム（プロセッサまたは中央処理装置（ＣＰＵ）とも呼ばれる）１１０２を備える。
例えば、プロセッサ１１０２は、シングルチッププロセッサまたはマルチプロセッサによ
って実装できる。いくつかの実施形態において、プロセッサ１１０２は、コンピュータシ
ステム１１００の動作を制御する汎用デジタルプロセッサである。メモリ１１１０から読
み出された命令を用いて、プロセッサ１１０２は、入力データの受信および操作、ならび
に、出力デバイス（例えば、ディスプレイ１１１８）上でのデータの出力および表示を制
御する。
【００９５】
　プロセッサ１１０２は、メモリ１１１０と双方向的に接続されており、メモリ１１１０
は、第１のプライマリストレージ（通例は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ））および
第２のプライマリストレージ領域（通例は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ））を含みうる
。当業者に周知のように、プライマリストレージは、一般的な記憶領域として、および、
スクラッチパッドメモリとして利用可能であり、また、入力データおよび処理済みデータ
を格納するために利用可能である。プライマリストレージは、さらに、プロセッサ１１０
２上で実行される処理のための他のデータおよび命令に加えて、データオブジェクトおよ
びテキストオブジェクトの形態で、プログラミング命令およびデータを格納できる。また
、当業者に周知のように、プライマリストレージは、通例、機能（例えば、プログラムさ
れた命令）を実行するためにプロセッサ１１０２によって用いられる基本的な動作命令、
プログラムコード、データ、および、オブジェクトを備える。例えば、メモリ１１１０は
、例えば、データアクセスが双方向である必要があるか、単方向である必要があるかに応
じて、後述する任意の適切なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を含みうる。例えば、
プロセッサ１１０２は、頻繁に必要になるデータをキャッシュメモリ（図示せず）に直接
的かつ非常に迅速に格納し取り出すことができる。
【００９６】
　着脱可能マスストレージデバイス１１１２が、コンピュータシステム１１００にさらな
るデータ記憶容量を提供しており、プロセッサ１１０２に対して双方向（読み出し／書き
込み）または単方向（読み出しのみ）に接続されている。例えば、ストレージ１１１２は
、磁気テープ、フラッシュメモリ、ＰＣカード、携帯型マスストレージデバイス、ホログ
ラフィックストレージデバイス、および、その他のストレージデバイスなどのコンピュー
タ読み取り可能な媒体も含みうる。固定マスストレージ１１２０も、例えば、さらなるデ
ータ記憶容量を提供しうる。マスストレージ１１２０の最も一般的な例は、ハードディス
クドライブである。マスストレージ１１１２、１１２０は、一般に、プロセッサ１１０２
によって通例はあまり利用されないさらなるプログラミング命令、データなどを格納する
。マスストレージ１１１２および１１２０に保持された情報は、必要であれば、仮想メモ
リとしてのメモリ１１１０（例えば、ＲＡＭ）の一部に標準的な方式で組み込まれうるこ
とが理解される。
【００９７】
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　プロセッサ１１０２がストレージサブシステムにアクセスできるようにすることに加え
て、バス１１１４が、その他のサブシステムおよびデバイスへのアクセスを可能にするた
めに用いられてもよい。図に示すように、これらは、ディスプレイモニタ１１１８、ネッ
トワークインターフェース１１１６、キーボード１１０４、および、ポインティングデバ
イス１１０６、ならびに、必要に応じて、補助入力／出力デバイスインターフェース、サ
ウンドカード、スピーカ、および、その他のサブシステムを含みうる。例えば、ポインテ
ィングデバイス１１０６は、マウス、スタイラス、トラックボール、または、タブレット
であってよく、グラフィカルユーザインターフェースと相互作用するのに有用である。
【００９８】
　ネットワークインターフェース１１１６は、図に示すように、ネットワーク接続を用い
て、別のコンピュータ、コンピュータネットワーク、または、遠隔通信ネットワークにプ
ロセッサ１１０２を接続することを可能にする。例えば、ネットワークインターフェース
１１１６を通して、プロセッサ１１０２は、方法／処理ステップを実行する過程で、別の
ネットワークから情報（例えば、データオブジェクトまたはプログラム命令）を受信した
り、別のネットワークに情報を出力したりすることができる。情報は、しばしば、プロセ
ッサ上で実行される一連の命令として表され、別のネットワークから受信されたり、別の
ネットワークへ出力されたりしうる。インターフェースカード（または同様のデバイス）
と、プロセッサ１１０２によって実装（例えば、実行／実施）される適切なソフトウェア
とを用いて、コンピュータシステム１１００を外部ネットワークに接続し、標準プロトコ
ルに従ってデータを転送することができる。例えば、本明細書に開示された様々な処理の
実施形態は、プロセッサ１１０２上で実行されてもよいし、処理の一部を共有するリモー
トプロセッサと共に、ネットワーク（インターネット、イントラネットワーク、または、
ローカルエリアネットワークなど）上で実行されてもよい。さらなるマスストレージデバ
イス（図示せず）が、ネットワークインターフェース１１１６を通してプロセッサ１１０
２に接続されてもよい。
【００９９】
　補助Ｉ／Ｏデバイスインターフェース（図示せず）が、コンピュータシステム１１００
と共に用いられてよい。補助Ｉ／Ｏデバイスインターフェースは、プロセッサ１１０２が
データを送信すること、ならびに、より典型的には、他のデバイス（マイクロフォン、タ
ッチセンサ方式ディスプレイ、トランスデューサカードリーダ、テープリーダ、音声また
は手書き認識装置、バイオメトリクスリーダ、カメラ、携帯型マスストレージデバイス、
および、他のコンピュータなど）からデータを受信することを可能にする汎用インターフ
ェースおよびカスタマイズされたインターフェースを含みうる。
【０１００】
　図１１に示したコンピュータシステムは、本明細書に開示された様々な実施形態と共に
利用するのに適切なコンピュータシステムの一例にすぎない。かかる利用に適した他のコ
ンピュータシステムは、より多いまたは少ないサブシステムを含みうる。さらに、バス１
１１４は、サブシステムをつなぐよう機能する任意の相互接続スキームの例である。異な
る構成のサブシステムを有する他のコンピュータアーキテクチャが利用されてもよい。
【０１０１】
　上述のモジュールは、１または複数の汎用プロセッサ上で実行されるソフトウェアコン
ポーネントとして、特定の機能を実行するよう設計されたプログラム可能論理デバイスお
よび／または特定用途向け集積回路などのハードウェアとして、もしくは、それらの組み
合わせとして実装することができる。いくつかの実施形態において、モジュールは、コン
ピュータデバイス（パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置など）に本発明
の実施形態に記載された方法を実行させるための複数の命令など、不揮発性記憶媒体（光
学ディスク、フラッシュ記憶装置、携帯用ハードディスクなど）に格納することができる
ソフトウェア製品の形態で具現化されてよい。モジュールは、単一のデバイス上に実装さ
れてもよいし、複数のデバイスにわたって分散されてもよい。モジュールの機能は、互い
に統合されてもよいし、複数のサブモジュールに細分されてもよい。
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【０１０２】
　本明細書に開示の実施形態に照らして説明した方法またはアルゴリズム工程は、ハード
ウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、または、両方の組み合
わせを用いて実施されうる。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、メモリ、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、電気的プログラム可能ＲＯＭ、電気的
消去可能プログラム可能ＲＯＭ、レジスタ、ハードドライブ、リムーバブルディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、または、任意の他の形態の当業者に周知の記憶媒体内にインストールされて
よい。
【０１０３】
　上述の実施形態は、理解しやすいようにいくぶん詳しく説明されているが、本発明は、
提供された詳細事項に限定されるものではない。本発明を実施する多くの代替方法が存在
する。開示された実施形態は、例示であり、限定を意図するものではない。
　適用例１：クライアントデバイスであって、
　二次元コード画像を表示するよう構成されている第１ディスプレイと、
　サーバによって送信された二次元コード情報を受信するよう構成されている通信インタ
ーフェースと、
　前記第１ディスプレイに接続されている少なくとも１つのプロセッサであって、
　　前記受信された二次元コード情報に対応する前記二次元コード画像を生成し、
　　前記第１ディスプレイへの前記二次元コード画像の表示を制御するよう構成されてい
る、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するよう構成されているメモリと、
を備える、クライアントデバイス。
　適用例２：適用例１に記載のクライアントデバイスであって、さらに、
　前記二次元コード画像に対応する営業情報を表示するよう構成されている第２ディスプ
レイを備え、
　前記通信インターフェースは、さらに、前記サーバによって送信された前記営業情報を
受信するよう構成され、
　少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記第２ディスプレイへの前記営業情報の表
示を制御するよう構成されている、クライアントデバイス。
　適用例３：適用例２に記載のクライアントデバイスであって、
　前記通信インターフェースは、さらに、前記サーバによって送信されたインタラクティ
ブメッセージを受信するよう構成され、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記第１ディスプレイ、前記第２ディス
プレイ、または、それらの組み合わせに、前記インタラクティブメッセージを出力するよ
う構成され、
　前記第１ディスプレイ、前記第２ディスプレイ、または、それら両方は、前記インタラ
クティブメッセージを表示するよう構成されている、クライアントデバイス。
　適用例４：適用例３に記載のクライアントデバイスであって、前記インタラクティブメ
ッセージを表示することは、
　前記インタラクティブメッセージを表示する前に提供された情報を表示し、
所定の期間にわたって前記インタラクティブメッセージを表示すること、
を含む、クライアントデバイス。
　適用例５：適用例１に記載のクライアントデバイスであって、前記サーバによって送信
された前記二次元コード情報を受信することは、
　有線を介して前記サーバと接続し、前記有線を用いて、前記サーバによって送信された
メッセージを受信すること、または、
　無線通信ネットワークを介して前記サーバと接続し、前記無線通信ネットワークを用い
て、前記サーバによって送信されたメッセージを受信すること、
を含む、クライアントデバイス。
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　適用例６：システムであって、
　少なくとも１つのプロセッサであって、
　　数のクライアントの通信アドレスをクライアントデータベースに格納し、
　　次元コード情報を生成して、提示情報データベースに格納し、
　　前記複数のクライアントと前記二次元コード情報との間の対応関係を対応関係バンク
に格納するよう構成されている、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記二次元コード情
報の間の前記対応関係とに基づいて、前記二次元コード情報を前記クライアントに送信す
るよう構成されている通信インターフェースと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するよう構成されているメモリと、
を備える、システム。
　適用例７：適用例６に記載のシステムであって、
　少なくとも１つのプロセッサは、さらに、
　　商品の営業情報を営業情報バンクに格納し、
　　それに応じて、前記クライアントと前記営業情報との間の対応関係を前記対応関係バ
ンクに格納するよう構成され、
　前記通信インターフェースは、さらに、前記クライアントの前記通信アドレスと、前記
クライアントおよび前記営業情報の間の前記対応関係とに基づいて、前記営業情報を前記
クライアントに送信するよう構成されている、システム。
　適用例８：適用例６に記載のシステムであって、
　少なくとも１つのプロセッサは、さらに、
　　インタラクティブメッセージをインタラクティブメッセージバンクに格納し、
　　それに応じて、前記クライアントと前記インタラクティブメッセージとの間の対応関
係を前記対応関係バンクに格納するよう構成され、
　前記通信インターフェースは、さらに、所定のトリガ条件が満たされた時に、前記クラ
イアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記インタラクティブメッセー
ジの間の前記対応関係とに基づいて、前記インタラクティブメッセージを前記クライアン
トに送信するよう構成されている、システム。
　適用例９：システムであって、
　複数のクライアントであって、少なくとも１つのクライアントは、
　　少なくとも１つのプロセッサと、
　　サーバによって送信された二次元コード情報を受信するよう構成されている通信イン
ターフェースと、
　　前記受信された二次元コード情報に対応する前記二次元コード画像を表示するよう構
成されているディスプレイスクリーンと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命
令を提供するよう構成されているメモリと、を備える、複数のクライアントと、
　前記サーバであって、
　　少なくとも１つのプロセッサであって、
　　　前記複数のクライアントの通信アドレスを格納し、
　　　二次元コード情報を生成して格納し、
　　　前記複数のクライアントと前記二次元コード情報との間の対応関係を格納するよう
構成されている、少なくとも１つのプロセッサと、
　　前記複数のクライアントの前記通信アドレスと、前記複数のクライアントおよび前記
二次元コード情報の間の前記対応関係とに基づいて、前記二次元コード情報を前記クライ
アントに送信するよう構成されている通信インターフェースと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命
令を提供するよう構成されているメモリと、を備える、サーバと、
を備える、システム。
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　適用例１０：適用例９に記載のシステムであって、
　前記サーバの前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、営業情報と、前記複数のク
ライアントおよび前記営業情報の間の対応関係とを格納するよう構成され、
　前記通信インターフェースは、さらに、前記複数のクライアントの前記格納済みの通信
アドレスと、前記複数のクライアントおよび前記営業情報の間の前記対応関係とに基づい
て、前記営業情報を前記複数のクライアントに送信するよう構成され、
　前記少なくとも１つのクライアントの前記通信インターフェースは、さらに、前記営業
情報を受信するよう構成され、
　前記少なくとも１つのクライアントの前記ディスプレイスクリーンは、さらに、前記少
なくとも１つのクライアントのディスプレイに前記営業情報を表示するよう構成されてい
る、システム。
　適用例１１：適用例９に記載のシステムであって、
　前記サーバの前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、インタラクティブメッセー
ジと、前記複数のクライアントおよび前記インタラクティブメッセージの間の対応関係と
を格納するよう構成され、
　前記サーバの前記通信インターフェースは、さらに、前記複数のクライアントの前記格
納済みの通信アドレスと、前記複数のクライアントおよび前記インタラクティブメッセー
ジの間の前記対応関係とに基づいて、前記インタラクティブメッセージを前記複数のクラ
イアントに送信するよう構成され、
　前記少なくとも１つのクライアントの前記通信インターフェースは、さらにそれに応じ
て、インタラクティブメッセージを受信するよう構成され、
　前記少なくとも１つのクライアントの前記ディスプレイスクリーンは、さらに、前記イ
ンタラクティブメッセージを表示するよう構成されている、システム。
　適用例１２：　方法であって、
　複数のクライアントの通信アドレスをクライアントデータベースに格納し、
　二次元コード情報を生成して、提示情報データベースに格納し、
　前記複数のクライアントと前記二次元コード情報との間の対応関係を対応関係バンクに
格納し、
　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記二次元コード情
報の間の前記対応関係とに基づいて、前記二次元コード情報を前記クライアントに送信す
ること、
を備える、方法。
　適用例１３：適用例１２に記載の方法であって、さらに、
　商品の営業情報を営業情報バンクに格納し、
　それに応じて、前記クライアントと前記営業情報との間の対応関係を前記対応関係バン
クに格納し、
　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記営業情報の間の
前記対応関係とに基づいて、前記営業情報を前記クライアントに送信すること、
を備える、方法。
　適用例１４：適用例１２に記載の方法であって、さらに、
　インタラクティブメッセージをインタラクティブメッセージバンクに格納し、
　それに応じて、前記クライアントと前記インタラクティブメッセージとの間の対応関係
を前記対応関係バンクに格納し、
　所定のトリガ条件が満たされた時に、前記クライアントの前記通信アドレスと、前記ク
ライアントおよび前記インタラクティブメッセージの間の前記対応関係とに基づいて、前
記インタラクティブメッセージを前記クライアントに送信すること、
を備える、方法。
　適用例１５：ポータブル電子デバイスであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　通信インターフェースと、
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　ディスプレイスクリーンであって、
　　前記通信インターフェースが第１商品に取り付けられた時に、前記第１商品に関連し
てサーバによってプッシュされた第１二次元コード画像を表示し、
　　　前記第１二次元コード画像は、前記第１商品にオンラインで関連する第１商品情報
を取得するために、スキャンデバイスによってスキャン可能であり、
　　前記通信インターフェースが第２商品に取り付けられた時に、前記第２商品に関連し
て前記サーバによってプッシュされた第２二次元コード画像を表示し、
　　　前記第２二次元コード画像は、前記第２商品にオンラインで関連する第２商品情報
を取得するために、スキャンデバイスによってスキャン可能である、ディスプレイスクリ
ーンと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続され、前記少なくとも１つのプロセッサに命令
を提供するよう構成されているメモリと、
を備える、ポータブル電子デバイス。
　適用例１６：適用例１５に記載のポータブル電子デバイスであって、前記ディスプレイ
スクリーンは、さらに、
　前記通信インターフェースが前記第１商品に取り付けられた時に、前記第１商品に関連
して前記サーバによってプッシュされた第１営業情報を表示するか、または、
　前記通信インターフェースが前記第２商品に取り付けられた時に、前記第２商品に関連
して前記サーバによってプッシュされた第２営業情報を表示するよう構成されている、ポ
ータブル電子デバイス。
　適用例１７：適用例１５に記載のポータブル電子デバイスであって、前記ディスプレイ
スクリーンは、さらに、
　前記通信インターフェースが前記第１商品に取り付けられた時に、前記第１商品に関連
して前記サーバによってプッシュされた第１インタラクティブメッセージを表示するか、
または、
　前記通信インターフェースが前記第２商品に取り付けられた時に、前記第２商品に関連
して前記サーバによってプッシュされた第２インタラクティブメッセージを表示するよう
構成されている、ポータブル電子デバイス。
　適用例１８：コンピュータプログラム製品であって、有形で持続性のコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体内に具現化され、
　サーバによって送信された二次元コード情報を受信するためのコンピュータ命令と、
　第１ディスプレイを用いて、前記受信された二次元コード情報に対応する前記二次元コ
ード画像を表示するためのコンピュータ命令と、
　前記第１ディスプレイへの前記二次元コード画像の表示を制御するためのコンピュータ
命令と、
を備える、コンピュータプログラム製品。
　適用例１９：コンピュータプログラム製品であって、有形で持続性のコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体内に具現化され、
　複数のクライアントの通信アドレスをクライアントデータベースに格納するためのコン
ピュータ命令と、
　二次元コード情報を生成して、提示情報データベースに格納するためのコンピュータ命
令と、
　前記複数のクライアントと前記二次元コード情報との間の対応関係を対応関係バンクに
格納するためのコンピュータ命令と、
　前記クライアントの前記通信アドレスと、前記クライアントおよび前記二次元コード情
報の間の前記対応関係とに基づいて、前記二次元コード情報を前記クライアントに送信す
るためのコンピュータ命令と、
を備える、コンピュータプログラム製品。



(25) JP 6415690 B2 2018.10.31

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(26) JP 6415690 B2 2018.10.31

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(27) JP 6415690 B2 2018.10.31

【図９】 【図１０】

【図１１】



(28) JP 6415690 B2 2018.10.31

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  オウ・ジョウ
            中華人民共和国　ハンチョウ３１１１２１，ユ・ハン・ディストリクト，ウェスト・ウェン・イー
            ・ロード，ビルディング　３，５階，ナンバー９６９，アリババ・グループ・リーガル・デパート
            メント内

    審査官  木村　雅也

(56)参考文献  特開２０１２－０８５２４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－０１７５８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１３８３６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２４１５２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０５２０７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１５１６９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３３２０３５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　
              Ｇ０９Ｆ　　１９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

