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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コード情報に含まれる暗号化部分の解除を行う際に用いられる秘密キーを管理するサー
バと、
　撮像素子を用いての撮影機能により画像情報を撮影し、前記撮影された画像情報をデコ
ード部によってデコードすることにより、画像情報として表現された前記コード情報に含
まれる公開部分と、暗号化部分を取得し、その公開部分が示すアクセス情報を用いてネッ
トワークを介し前記サーバへのアクセスを行う携帯端末とを備え、
　前記サーバは、
　前記アクセス情報を用いてアクセスのあった携帯端末に前記秘密キーを送信し、
　これを受信した前記携帯端末は、前記秘密キーを用いて暗号化部分をデコードすること
により新たなアクセス先の情報を得て、新たなアクセス先に対するアクセスを行う
　ことを特徴とするコード情報を用いた情報提供システム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コード情報を用いた情報提供システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
通信技術やネットワーク技術の発展及びコンピュータ技術の進歩により、インタラクティ
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ブメディアの代表格であるインターネットはナローバンドからブロードバンドへ転換しよ
うとしている。
【０００３】
日本では携帯電話にインターネット機能が付加されたことにより、欧米のパソコンを中心
とするインターネット・ユーザに比較して圧倒的に携帯電話でのインターネット使用者（
いわゆるブラウザフォン・ユーザである）が多い。
【０００４】
このようなブラウザフォンを使用したユーザの多くは、携帯電話で電子メールを楽しんだ
り、ブラウザフォン対応のｗｅｂページをアクセスして情報を得たりしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、コンテンツ提供者のｗｅｂアドレスは、携帯電話会社（いわゆるキャリア）の
認定によりキャリアのサービスの公式メニュー内に登録されるようになっている。この場
合、キャリアが登録したメニューに沿って特定のコンテンツにアクセスすることにより、
ｗｅｂページへのアクセスが可能となっている。
【０００６】
ところが、キャリアに登録されるためには、かなり高いハードルの審査があり、誰でもが
登録されるわけではない。そのため、登録されないコンテンツ提供者は独自のＵＲＬを用
いて情報発信をしている。これは、いわゆる勝手サイトと呼ばれている。
【０００７】
一方、ブラウザフォン・ユーザにおいては、このようなコンテンツ提供者が独自のＵＲＬ
を用いる場合、そのＵＲＬをキー入力してアクセスするか、電子メールに付与されている
ＵＲＬを選択してアクセスする（web to）かの何れかの方法がとられている。
【０００８】
ところが、このようなＵＲＬの入力や選択は操作が煩雑である。そのため、より多くのブ
ラウザフォン・ユーザに情報を簡単にアクセスさせる方法として、たとえば電話のフリー
ダイヤルを応用したナンバーコードアクセスがある。これは、インターネットアドレス情
報を特定の数字情報に変換した方法であり、インターネット番号や漢字ＵＲＬ等が用いら
れるようになっている。しかし、この方法では、使用できる番号と使いたい人の番号及び
感じが必ずしも一致するわけではなく、その意味でも未だ改良の余地があるものと考えら
れる。
【０００９】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、コード情報を用いることにより
、インタラクティブ・メディアへの誘引を容易かつ確実に実現することができるコード情
報を用いた情報提供システムを提供することができるようにするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明のコード情報を用いた情報提供システムは、コード情報に含まれる暗号化部分の
解除を行う際に用いられる秘密キーを管理するサーバと、撮像素子を用いての撮影機能に
より画像情報を撮影し、前記撮影された画像情報をデコード部によってデコードすること
により、画像情報として表現された前記コード情報に含まれる公開部分と、暗号化部分を
取得し、その公開部分が示すアクセス情報を用いてネットワークを介し前記サーバへのア
クセスを行う携帯端末とを備え、前記サーバは、前記アクセス情報を用いてアクセスのあ
った携帯端末に前記秘密キーを送信し、これを受信した前記携帯端末は、前記秘密キーを
用いて暗号化部分をデコードすることにより新たなアクセス先の情報を得て、新たなアク
セス先に対するアクセスを行うことを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００１２】
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（第１の実施の形態）
図１は、本発明のコード情報を用いた情報提供システムの第１の実施の形態を示す図、図
２は、図１のコード情報を用いた情報提供システムにおける情報提供方法を説明するため
のフローチャートである。
【００１３】
図１に示すコード情報を用いた情報提供システムは、コード発行サーバシステム１０、広
告主サーバシステム２０、携帯電話３０を備えている。これらコード発行サーバシステム
１０、広告主サーバシステム２０、携帯電話３０は、ネットワークとしてのインターネッ
ト４０を介して相互に通信できるようになっている。ここで、ネットワークとしては、イ
ンターネット４０に限らず、専用回線等であってもよい。
【００１４】
コード発行サーバシステム１０は、広告主からの依頼に応じてコード情報としてのたとえ
ば２次元コード情報の発行を行うものであり、コード発行管理サーバ１１を備えている。
コード発行管理サーバ１１は、広告主からの依頼に応じて発行された２次元コード情報の
管理を行うとともに、携帯電話３０側で用いられる２次元コード情報をデコードするため
のJAVA（登録商標）アプリケーションの提供等を行うものである。
【００１５】
情報提供サーバシステムとしての広告主サーバシステム２０は、コード発行サーバシステ
ム１０によって発行された２次元コード情報を管理するものであり、広告主サーバ２１を
備えている。広告主サーバ２１は、携帯電話３０からの２次元コード情報を用いてのアク
セスに応じて各種情報を提供するものである。
【００１６】
ここで、発行された２次元コード情報は、たとえば配布物に印刷されて配布されることが
できる。配布物としては、新聞、雑誌、広告、自社パンフレット、折込チラシ、ＯＯＨ（
Out Of Home：屋外媒体）メディア、ＰＯＰ、チケット、切符、名刺、タグ等である。
【００１７】
これらの配布物に、２次元コード情報を印刷しておくことにより、携帯電話３０からの広
告キャンペーンサイトへの導引が可能となるばかりか、各種チケット予約・決算(又は決
済)、物販、決算(又は決済)サービス、ＴＶ番組予約サービス、Ｂ２Ｂビジネスでの展開
等の実現が可能となる。
【００１８】
また、このように配布物に２次元コード情報を印刷しておくことにより、上述したように
、携帯電話会社（いわゆるキャリア）の認定によるｗｅｂアドレスの登録も不要となるた
め、どのような業態の企業でも参加しやすく、また新規ビジネス創出が促されやすい環境
が提供される。すなわち、現在キャリアが提供しているサービスには、公式サイトと非公
式サイト（いわゆる勝手サイトと呼ばれるもの）の２種類がある。本来的には全てのコン
テンツやサービスが公式サイトとされれば問題はないが、キャリア側の認証が難しく、時
間を要するため全てが公式サイトとされ得ることが困難である。
【００１９】
ちなみに、電話会社が実施していた有料サービスのダイヤルＱ２でも同様にコンテンツホ
ルダーやサービス先を束ねたサービス展開となっている。これは、電話会社の通信回線を
勝手に使用させないためである。そのため、電話会社が良しとしないサービス（風俗系）
等は、電話会社側より勝手にサービスを中断することが可能である。
【００２０】
その一方で、インターネットはそのようなことを行わず、発信者とユーザの自由な取引に
よりｗｅｂサイトの判断がされている。この場合、ユーザが一定の判断を行いながらサー
ビスを享受することが前提であり、その方法の一つに紙メディアとの連携を基本に、サー
ビス情報は紙メディアから入手してサービスサイトにジャンプするかしないかを判断する
こととなる。これらのサービスは、キャリアにコントロールされず、発信者とユーザ間の
信頼関係により運営されるため、結果的に、どのような業態の企業でも参加可能となる。
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【００２１】
また、携帯電話３０を使用するブラウザフォン・ユーザにとっては、ＵＲＬを入力しての
アクセス、電子メールに付与されているＵＲＬを選択してのアクセス（web to）、番号や
漢字に置換され情報を特定のページに入力してのアクセスも不要となる。
【００２２】
携帯端末としての携帯電話３０は、撮像素子であるＣＣＤを搭載したカメラを用いての撮
影機能を有しているものであり、ＣＣＤ読取部３１、デコード部３２、ブラウザフォン機
能部３３、記憶部３４、制御部３５を備えている。
【００２３】
ＣＣＤ読取部３１は、ＣＣＤカメラによって撮影された画像情報を読取るものである。こ
こで、画像情報としては、撮像素子にて撮影可能であれば静止画や動画の何れであっても
よい。本実施の形態では、たとえば雑誌等の印刷物５０に印刷されている２次元コード情
報としてのたとえばＱＲコード５１を抽出して読取るものとする。ＣＣＤ読取部３１によ
って読取られたＱＲコード５１は、一旦、記憶部３４に格納される。
【００２４】
デコード部３２は、ＣＣＤ読取部３１によって読取られたＱＲコード５１をデコードする
ものである。ＱＲコード５１をデコードする際は、解読ソフトであるJAVA（登録商標）ア
プリケーションが用いられる。このJAVA（登録商標）アプリケーションは、コード発行管
理サーバ１１へのアクセスによりダウンロードすることができる。ダウンロードされたJA
VA（登録商標）アプリケーションは、記憶部３４に格納される。
【００２５】
ブラウジング機能部としてのブラウザフォン機能部３３は、所定の制御プログラムに従い
、デコード部３２によってデコードされたｗｅｂアドレスに基づいてｗｅｂページへのア
クセスを行うとともに、アクセス先からの詳細情報をたとえばパケットで受取ると、その
詳細情報を携帯電話３０の画面に表示させるようになっている。また、ブラウザフォン機
能部３３は、JAVA（登録商標）アプリケーションのダウンロードを行うようになっている
。
【００２６】
記憶部３４には、ＣＣＤ読取部３１によって読取られたＱＲコード５１、ダウンロードさ
れたJAVA（登録商標）アプリケーション等が格納される。制御部３５は、所定の制御プロ
グラムに従って、各部の動作を制御するものである。
【００２７】
次に、このような構成の２次元コード情報を用いた情報提供システムにおける情報提供方
法について説明する。
【００２８】
まず、図２に示すように、携帯電話３０のＣＣＤカメラにより、雑誌等の印刷物５０に印
刷されている２次元コード情報としてのたとえばＱＲコード５１が撮影されると（ステッ
プ２０１）、ＣＣＤ読取部３１によりその撮影されたＱＲコード５１が読取られる（ステ
ップ２０２）。
【００２９】
ＣＣＤ読取部３１により読取られたＱＲコード５１は、一旦、記憶部３４に格納される（
ステップ２０３）。ＱＲコード５１が記憶部３４に格納されると、デコード部３２による
ＱＲコード５１のデコードが実行される。このとき、記憶部３４からＱＲコード５１をデ
コードするための解読ソフトであるJAVA（登録商標）アプリケーションが呼出されること
で、ＱＲコード５１のデコードが実行されるが、制御部３５により、記憶部３４にJAVA（
登録商標）アプリケーションが格納されていないと判断されると（ステップ２０４）、制
御部３５からの指示によりブラウザフォン機能部３３がコード発行管理サーバ１１へアク
セスすることで、JAVA（登録商標）アプリケーションのダウンロードが行われる（ステッ
プ２０５）。ダウンロードされたJAVA（登録商標）アプリケーションは、記憶部３４に格
納される（ステップ２０６）。
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【００３０】
このようにしてJAVA（登録商標）アプリケーションが得られると、デコード部３２により
ＱＲコード５１がデコードされる（ステップ２０７）。このとき、ＱＲコード５１のデコ
ードによってｗｅｂアドレスが得られるため（ステップ２０８）、ブラウザフォン機能部
３３により、そのｗｅｂアドレスに基づいてのｗｅｂページへのアクセスが行われる（ス
テップ２０９）。そして、アクセス先からの詳細情報をたとえばパケットで受取ると（ス
テップ２１０）、その詳細情報は携帯電話３０の画面に表示される（ステップ２１１）。
【００３１】
このように、第１の実施の形態では、コード発行サーバシステム１０により、インターネ
ット４０を介しての依頼に応じて２次元コード情報の発行が行われ、広告主サーバシステ
ム２０により、発行された２次元コード情報がインターネット４０を介して受取られると
ともに、受取られた２次元コード情報が広告主サーバ２１によって管理され、ＣＣＤカメ
ラを用いての撮影機能を有している携帯電話３０により、２次元コード情報が撮影される
とともに、撮影された２次元コード情報に含まれるｗｅｂアドレスが取得され、取得され
たｗｅｂアドレスを用いてインターネット４０を介しｗｅｂページへのアクセスが行われ
、広告主サーバシステム２０により、携帯電話３０からのアクセスに応じて携帯電話３０
へ情報がインターネット４０を介して提供されるようにした。
【００３２】
これにより、従来のように、コンテンツ提供者は自己のｗｅｂアドレスが携帯電話会社（
いわゆるキャリア）の認定によりキャリアのサービスのメニュー内に登録されなくても、
コード発行サーバシステム１０により発行された２次元コード情報を、上述した広告、自
社パンフレット、折込チラシ、ＯＯＨメディア、ＰＯＰ、チケット、切符、名刺、タグ等
の配布物に印刷して配布することができるので、多くのブラウザフォン・ユーザに対し、
インタラクティブ・メディアへの誘引を容易に実現することができる。
【００３３】
一方、携帯電話３０を使用する多くのブラウザフォン・ユーザは、配布物に印刷されてい
る２次元コード情報を携帯電話３０に搭載されているＣＣＤカメラによって撮影すること
で、所望のｗｅｂページへのアクセスを行うことができるので、従来のように、コンテン
ツ提供者の独自のＵＲＬの入力等が不要となり、インタラクティブ・メディアへのアクセ
スを極めて容易かつ確実に実行することができる。
【００３４】
（第２の実施の形態）
図３は、図１のコード情報を用いた情報提供システムの構成を変えた第２の実施の形態を
示す図、図４～図５は、図３のコード情報を用いた情報提供システムの動作を説明するた
めの図である。なお、以下に説明する図において、図１と共通する部分には同一符号を付
し、重複する説明を省略する。
【００３５】
図３に示す２次元コード情報を用いた情報提供システムでは、たとえば広告主サーバシス
テム２０に公開キー管理サーバ２２及び秘密キー管理サーバ２３が備えられている。
【００３６】
公開キー管理サーバ２２は、２次元コード情報としてのたとえばＱＲコード５１の暗号化
部分をデコードするための公開キーを管理するものであるが、その公開キーについては後
述する。秘密キー管理サーバ２３は、コード発行サーバシステム１０側で発行されるＱＲ
コード５１の暗号化部分を生成する際に用いられる秘密キーを管理するものである。
【００３７】
ここで、コード発行サーバシステム１０側で発行されるＱＲコード５１には、たとえば図
４に示すように、公開部分と暗号化部分とを持たせるようにしている。ＱＲコード５１の
公開部分には、たとえば広告主サーバシステム２０側の自ＩＰアドレス等の公開情報が含
まれている。また、ＱＲコード５１の暗号化部分には、たとえば暗号化されたｗｅｂアド
レス等の必要情報が含まれている。ＱＲコード５１の暗号化部分を生成するに際しては、
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上記の秘密キーが用いられるようになっている。なお、ＱＲコード５１の暗号化部分には
、ＣＧＩ（Common Gateway Interface）等のタグ情報を持たせるようにすることもできる
。この場合、広告主サーバシステム２０がｗｅｂからの要求に応じた処理を行うとともに
、その処理による情報を携帯電話３０側に提供することができる。
【００３８】
ここで、ユーザにジャンプさせたいＵＲＬ情報は数列変換してＱＲコード５１にエンコー
ドされる。ＵＲＬ情報を変換する際の情報として２種類の情報を変換する。一つは、公開
部分のサービス先管理ＩＰアドレスである。もう一つは、暗号化された部分の必要情報で
ある。具体的には、「ある流通先が自社コンテンツを自社サイトでモバイルＥＣでのサー
ビスを実施している場合」、このサービスを情報を集積しているサービス先管理ＩＰアド
レス（公開部分：23476987）、サービスを実施しているモバイルＥＣサイトのアドレスは
、「www.m-service.com/mec/index.thml」とする。この例では、ＱＲコード情報よりサー
ビス先管理ＩＰアドレスの「23476987」とＣＧＩのタグ情報を携帯電話３０内でデコード
する。
【００３９】
次に、サービス先管理ＩＰアドレスの「23476987」へジャンプする。ここでは、秘密キー
を受け取って入手し、サービスを実施しているモバイルＥＣサイトのアドレス「www.m-se
rvice.com/mec/index.thml」を得て、サービス先へジャンプする。
【００４０】
次に、このような構成の２次元コード情報を用いた情報提供システムにおける情報提供方
法について説明する。
【００４１】
まず、図５に示すように、たとえば広告主からの依頼に応じてコード発行サーバシステム
１０側でＱＲコード５１が発行されるとき、秘密キー管理サーバ２３からの秘密キーが受
取られる（ステップ５０１）。この秘密キーを用いることで、ＱＲコード５１の文字列の
一部分を暗号化した暗号化部分が生成される（ステップ５０２）。その暗号化部分が生成
されることで、公開部分と暗号化部分とを有したＱＲコード５１が発行される（ステップ
５０３）。発行されたＱＲコード５１は、雑誌等の印刷物５０に印刷されて広く配布され
る。
【００４２】
一方、携帯電話３０のＣＣＤカメラにより、雑誌等の印刷物５０に印刷されているＱＲコ
ード５１が撮影されると（ステップ５０４）、ＣＣＤ読取部３１によりその撮影されたＱ
Ｒコード５１が読取られる（ステップ５０５）。ＣＣＤ読取部３１により読取られたＱＲ
コード５１は、一旦、記憶部３４に格納される（ステップ５０６）。ＱＲコード５１が記
憶部３４に格納されると、デコード部３２によるＱＲコード５１のデコードが実行される
。このとき、記憶部３４からＱＲコード５１をデコードするための解読ソフトであるJAVA
（登録商標）アプリケーションが呼出されることで、ＱＲコード５１のデコードが実行さ
れるが、記憶部３４にJAVA（登録商標）アプリケーションが格納されていない場合には（
ステップ５０７）、上述したように、コード発行管理サーバ１１へのアクセスによりJAVA
（登録商標）アプリケーションのダウンロードが行われる（ステップ５０８）。ダウンロ
ードされたJAVA（登録商標）アプリケーションは、記憶部３４に格納される（ステップ５
０９）。
【００４３】
このようにしてJAVA（登録商標）アプリケーションが得られると、デコード部３２により
ＱＲコード５１の公開部分がデコードされる（ステップ５１０）。このとき、ＱＲコード
５１のデコードによって、図４に示したたとえば広告主サーバシステム２０側の自ＩＰア
ドレスが得られるため（ステップ５１１）、ブラウザフォン機能部３３により、そのＩＰ
アドレスに基づいての電子メールによる送信が行われる（ステップ５１２）。
【００４４】
このとき、広告主サーバシステム２０の秘密キー管理サーバ２３の応答により、アクセス
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のあった携帯電話３０に対して秘密キーを添付した電子メールが返信される（ステップ５
１３）。
【００４５】
携帯電話３０側では、その秘密キーを受取ると、記憶部３４に格納されているJAVA（登録
商標）アプリケーションにより、図４に示したＱＲコード５１の暗号化部分がデコードさ
れる（ステップ５１４）。ここでは、その暗号化部分からデコードによってｗｅｂアドレ
スが得られると（ステップ５１５）、ブラウザフォン機能部３３により、そのｗｅｂアド
レスに基づいてのｗｅｂページへのアクセスが行われる（ステップ５１６）。そして、ア
クセス先からの詳細情報をたとえばパケットで受取ると（ステップ５１７）、その詳細情
報は携帯電話３０の画面に表示される（ステップ５１８）。
【００４６】
このように、第２の実施の形態では、２次元コード情報に公開部分と暗号化部分とを設け
るようにし、暗号化部分のデコードは２次元コード情報の発行を依頼した広告主サーバシ
ステム２０側の秘密キー管理サーバ２３から得られる秘密キーによって行われるため、広
告主サーバシステム２０からの各種情報の提供が公開部分のＩＰアドレスに基づいてのア
クセスのあった携帯電話３０に対して確実に行われる。
【００４７】
また、アクセスのあった携帯電話３０に対してのみ各種情報の提供が行われるため、アク
セスのあった携帯電話３０の管理が容易となるばかりか、セキュリティーの構築も容易で
あり、しかも不正使用の排除も容易に実現することができる。
【００４８】
なお、第２の実施の形態では、携帯電話３０側での暗号化部分のデコードが、秘密キー管
理サーバ２３から得られる秘密キーによって行われるようにした場合について説明したが
、この例に限らず、携帯電話３０側からＩＰアドレスに基づいての電子メールによる送信
が行われる際、その電子メールに暗号化部分が添付されるようにし、秘密キー管理サーバ
２３からはその暗号化部分のデコードされた情報が携帯電話３０側へ返信されるようにす
ることもできる。
【００４９】
また、第２の実施の形態では、２次元コード情報の暗号化部分にｗｅｂアドレスが記載さ
れている場合について説明したが、この例に限らず、その暗号化部分に、cgi、SSI、ASP
等のタグを記載することもできる。この場合には、それらのタグによって広告主サーバシ
ステム２０から提供される各種情報のバリエーションを広げることも可能となるばかりか
、どのような業態の企業でも参加しやすく、また新規ビジネス創出が促されやすい環境を
提供することができる。
【００５０】
また、第２の実施の形態では、たとえば秘密キー管理サーバ２３に、秘密キーの有効日時
情報を設定することで、コード自体の有効期限を設けることができるため、たとえば雑誌
のバックナンバーに掲出されたコード情報からのアクセス、さらには懸賞などへの応募ア
クセスに有効期間の制限も容易に行うことができる。また、公序良俗に反するようなコン
テンツに紐付けられたコード情報をリリースされてしまった場合、もしくは何かの不正手
続で発行されたコード情報をリリースされてしまった場合、その情報に対応する秘密キー
を秘密キー管理サーバ２３側で不対応化もしくは破棄してしまうことで、不正使用を防止
することもできる。なお、以上の各実施の形態では、２次元コード情報をＱＲコードとし
た場合について説明したが、この例に限らず、水平と垂直方向の２次元方向に情報を持つ
他のコードを用いることができる。
【００５１】
また、以上の各実施の形態では、ＣＣＤカメラを用いての撮影機能を有している携帯電話
３０により、２次元コード情報を撮影する場合について説明したが、この例に限らず、ブ
ルートゥース等のように無線にてコード情報を解読する機能を携帯電話３０に持たせるよ
うにすることも可能である。この場合、携帯電話３０へのＣＣＤカメラの搭載を不要とす
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ることができる。
【００５２】
また、以上の各実施の形態では、２次元コード情報として単一のＱＲコード５１を用いた
場合について説明したが、この例に限らず、図６に示すように、ＱＲコード５１にビット
マップ情報を付加するようにすることもできる。
【００５３】
つまり、図６（ａ）のように、ビットマップ情報を、アプリの内容を説明するためのアイ
コン５１ａとして付加することもできる。この場合には、ＱＲコード５１の内容であるＷ
ｅｂアドレスやメールのアドレスなどの情報を携帯電話３０に読込むとともに、ビットマ
ップ情報も読込みむ。携帯電話３０の操作画面にてＱＲコード５１の内容の情報を参照す
るときに、読込んだアイコン５１ａのビットマップ情報も併せて表示することで、その内
容を視覚的に示すようにすることができる。
【００５４】
また、図６（ｂ）のように、ビットマップ情報を矩形状画像５１ｂとして付加することも
できる。また、矩形状画像５１ｂには、Ａ社、Ｂ社のコンソーシアムが示されている。こ
の場合には、矩形状画像５１ｂの形状を認証キーとすることができ、矩形状画像５１ｂの
形状が規定のものでなければＡ社、Ｂ社のコンソーシアムへのアクセスが行われないよう
にすることができ、セキュリティーの面で有効なものとなる。
【００５５】
また、図６（ｃ）のように、ビットマップ情報をアプリ切替画像５１ｃとして付加するこ
ともできる。つまり、アプリ切替画像５１ｃを、たとえばメモ用紙のアイコン、名刺のア
イコン、棚卸のアイコン等とすることにより、ＱＲコード５１で起動するたとえばメモ情
報ソフト、名刺情報ソフト、棚卸ソフト等のアプリの切替えを行うことができる。
【００５６】
ビットマップ情報として、図６（ｄ）のように、他のバーコード５１ｄを付加することも
できる。ＱＲコード５１とは別に、このバーコード５１ｄの情報を読込み、この情報に基
づいてＱＲコード５１の読込み時、あるいは読込み後のアプリの動作を変更することがで
きる。たとえばＱＲコード５１を読込んだ際の確認音を変えたりすることができる。この
バーコード５１ｄはＱＲコードであってもよい。
【００５７】
また、図６（ｅ）のように、ビットマップ情報を拡張ＱＲコード５１ｅとして付加するこ
ともできる。この場合には、ＱＲコード５１に広告自体の情報を持たせ、拡張ＱＲコード
５１ｅに広告が載っていた印刷物の情報を持たせるようにすることができる。このように
、情報をＱＲコード５１と拡張ＱＲコード５１ｅとに分けるようにすることで、情報量が
多い場合であっても、ＱＲコード５１又は拡張ＱＲコード５１ｅの読みとり速度を速くす
ることが可能となる。
【００５８】
また、図７に示すように、ＱＲコード５１を囲む矩形線５１ｆの色を変えることで、それ
ぞれのビットマップ情報の機能を切り替えるようにすることもできる。また、ＱＲコード
５１を囲むか、あるいは周囲に配置する矩形線等の図形５１ｆにより、ＱＲコード５１と
関係付けたビットマップ情報の領域を明示するとともに、その図形５１ｆの色又は形状、
あるいはその両方を変えることにより、それぞれのビットマップ情報の機能を切替えるよ
うにすることもできる。
【００５９】
なお、本実施の形態での情報提供の具体例としては、たとえば「携帯電話を使用した音楽
試聴サービス」がある。これは、タウン情報誌の音楽欄に紹介されている新譜情報の横に
印刷されたＱＲコード５１を携帯電話３０で撮影すると、携帯電話３０内では撮影したＱ
Ｒコード５１をデコードし、たとえばサービスアクセス番号”45984521”を入手し、情報
提供サーバ”45984521”へアクセスし、秘密キーを受取って音楽試聴サービス先へアクセ
スする。音楽試聴サービスへアクセスすると、試聴したかった音楽がサーバより携帯電話
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３０へ流れるようなサービスである。
【００６０】
また、たとえば「モバイルコマースを使用したチケット購入サービス」がある。これは、
たとえば新聞の広告欄に紹介されている劇場のチケットを予約するために広告内に印刷さ
れたＱＲコード５１を携帯電話３０で撮影すると、携帯電話３０内では撮影したＱＲコー
ド５１をデコードし、たとえばサービスアクセス番号”12345678”を入手し、情報提供サ
ーバ”12345678”へアクセスし、秘密キーを受取ってチケット予約サービス先へアクセス
するようなサービスである。また、チケット予約サービスへアクセスすると、希望日情報
などを入力することで、希望するチケット予約が携帯電話３０で可能となる。
【００６１】
また、以上の各実施の形態では、携帯電話３０側のデコード部３２によりＱＲコード５１
のデコードが実行されるようにした場合について説明したが、この例に限らず、デコード
すべきＱＲコード５１をたとえばコード発行サーバシステム１０へ送信し、コード発行サ
ーバシステム１０側でデコードしたＱＲコード５１の情報を受取るようにすることもでき
る。この場合、携帯電話３０側にはデコード部３２が不要となる。
【００６２】
【発明の効果】
以上の如く本発明に係るコード情報を用いた情報提供システムによれば、コード発行サー
バシステムにより、ネットワークを介しての依頼に応じてコード情報の発行が行われ、情
報提供サーバシステムにより、発行されたコード情報がネットワークを介して受取られる
とともに、受取られたコード情報が管理され、撮像素子を用いての撮影機能を有している
携帯端末により、コード情報が撮影されるとともに、撮影されたコード情報に含まれるｗ
ｅｂアドレスが取得され、取得されたｗｅｂアドレスを用いてネットワークを介しｗｅｂ
ページへのアクセスが行われ、情報提供サーバシステムにより、携帯端末からのアクセス
に応じて携帯端末へ情報がネットワークを介して提供されるようにしたので、コード情報
を用いることにより、インタラクティブ・メディアへの誘引を容易かつ確実に実現するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のコード情報を用いた情報提供システムの第１の実施の形態を示す図であ
る。
【図２】図１のコード情報を用いた情報提供システムにおける情報提供方法を説明するた
めのフローチャートである。
【図３】図１のコード情報を用いた情報提供システムの構成を変えた第２の実施の形態を
示す図である。
【図４】図３のコード情報を用いた情報提供システムの動作を説明するための図である。
【図５】図３のコード情報を用いた情報提供システムの動作を説明するためのフローチャ
ートである。
【図６】図１のコード情報の構成を変えた場合を説明するための図である。
【図７】図１のコード情報の構成を変えた場合を説明するための図である。
【符号の説明】
１０　コード発行サーバシステム
１１　コード発行管理サーバ
２０　広告主サーバシステム
２１　広告主サーバ
２２　公開キー管理サーバ
２３　秘密キー管理サーバ
３０　携帯電話
３１　ＣＣＤ読取部
３２　デコード部
３３　ブラウザフォン機能部
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３４　記憶部
３５　制御部
４０　インターネット
５０　印刷物
５１　ＱＲコード
５１ａ　アイコン
５１ｂ　矩形状画像
５１ｃ　アプリ切替画像
５１ｄ　バーコード
５１ｅ　拡張ＱＲコード
５１ｆ　矩形線

【図１】 【図２】
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