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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】統一されたコード発行に基づく情報処理方法並
びにサーバー装置を提供する。
【解決手段】統一されたコード発行に基づく情報処理ネ
ットワークにおいて、一のインタラクティブパーティー
がデジタル通貨の流通に関する符号化媒体の取得を要求
する符号化要求を送信し、符号化要求を受信したコア管
理者は、該コア管理者またはそれが権限付与したコード
発行機構で前記符号化媒体を生成して符号化要求を送信
したインタラクティブパーティーに提供する。符号化媒
体を提供されたインタラクティブパーティーは、当該符
号化媒体をセンシングアクセス装置で識別して得られた
識別情報と、当該インタラクティブパーティーの属性状
態をコア管理者に送信する。コア管理者は、受信したイ
ンタラクティブパーティーの属性状態を調整し、識別情
報に応じてインタラクティブパーティーが指定する複数
の資金アカウントの間でデジタル通貨を流通させる。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一のインタラクティブパーティーがデジタル通貨の流通に関する符号化媒体の取得を要
求する符号化要求を送信し、
　前記符号化要求を受信したコア管理者は、該コア管理者またはそれが権限付与したコー
ド発行機構で前記符号化媒体を生成して前記符号化要求を送信したインタラクティブパー
ティーに提供し、
　前記符号化媒体を提供されたインタラクティブパーティーは、当該符号化媒体をセンシ
ングアクセス装置で識別して得られた識別情報と、当該インタラクティブパーティーの属
性状態を前記コア管理者に送信し、
　前記コア管理者は、受信した前記インタラクティブパーティーの属性状態を調整し、前
記識別情報に応じて前記インタラクティブパーティーが指定する複数の資金アカウントの
間で前記デジタル通貨を流通させる
ことを特徴とする情報処理方法。
 
【請求項２】
　前記コア管理者は、前記インタラクティブパーティーのデジタル通貨を取得する取得要
求を受け付け、前記コア管理者またはその指定した機構により前記インタラクティブパー
ティーが保有する実質通貨をデジタル通貨に両替させて前記インタラクティブパーティー
の資金アカウントに振り込むことを特徴とする請求項１に記載の情報処理方法。
 
【請求項３】
　前記資金アカウントは、前記センシングアクセス装置の機能を有する携帯端末に保存さ
れていることを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理方法。
 
【請求項４】
　前記実質通貨は、金融機構に関連する第２のインタラクティブパーティーのバックエン
ドサーバーが管理することを特徴とする請求項１乃至３に記載の情報処理方法。
 
【請求項５】
　前記デジタル通貨は、前記コア管理者またはその指定した機構が定める交換比率で実質
通貨に両替して前記第２のインタラクティブパーティーのバックエンドサーバーに保存さ
れることを特徴とする請求項４に記載の情報処理方法。
 
【請求項６】
　一のインタラクティブパーティーがデジタル情報の移動に関する符号化媒体の取得を要
求する符号化要求を送信し、
　前記符号化要求を受信したコア管理者は、該コア管理者またはそれが権限付与したコー
ド発行機構で前記符号化媒体を生成して前記符号化要求を送信したインタラクティブパー
ティーに提供し、
　前記符号化媒体を提供されたインタラクティブパーティーは、当該符号化媒体をセンシ
ングアクセス装置で識別して得られた識別情報と、当該インタラクティブパーティーの属
性状態を前記コア管理者に送信し、
　前記コア管理者は、受信した前記インタラクティブパーティーの属性状態を調整し、前
記識別情報に応じて前記インタラクティブパーティーが指定する複数の資金アカウントの
間で前記デジタル情報を移動させる
ことを特徴とするデジタル情報処理方法。
 
【請求項７】
　受信した一のインタラクティブパーティーのデジタル通貨の流通に関する符号化媒体の
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取得を要求する符号化要求に応じて前記符号化媒体を生成して当該符号化要求を送信した
前記インタラクティブパーティーに提供し、
　提供された符号化媒体をセンシングアクセス装置で識別して得られた識別情報に関連し
て受信した前記インタラクティブパーティーの属性状態を調整し、前記識別情報に応じて
前記インタラクティブパーティーが指定する複数の資金アカウントの間で前記デジタル通
貨を流通させる
ことを特徴とするサーバー装置。
 
【請求項８】
　受信した一のインタラクティブパーティーのデジタル情報の移動に関する符号化媒体の
取得を要求する符号化要求に応じて前記符号化媒体を生成して当該符号化要求を送信した
前記インタラクティブパーティーに提供し、
　提供された符号化媒体をセンシングアクセス装置で識別して得られた識別情報に関連し
て受信した前記インタラクティブパーティーの属性状態を調整し、前記識別情報に応じて
前記インタラクティブパーティーが指定する複数の資金アカウントの間で前記デジタル情
報を移動させる
ことを特徴とするサーバー装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、統一されたコード発行に基づく情報処理方法並びにサーバー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報を拡散する行為はそれ自体が価値を有している。広告を例として、その本質は、情
報発行リソースの価値転換であり、高価な広告は必然的に同等な条件で情報をより多くの
公衆のリソースに拡散して発行できるものに違いない。即ち、広告が拡散した視聴者が多
ければ多いほど、その価値が大きくなる。伝統的な広告手段は、情報をただ「流す」だけ
であり、流した後のその拡散過程を把握することができない。
【０００３】
　１つの商品について、広告情報の伝達から最終的に取引となるまでの過程において、各
拡散の行為は最終的な取引に寄与している。そのうちの任意の１回の情報の伝達がなけれ
ば、情報は取引意向を持つ人まで到達できず、取引は成立し得ない。従って、情報の拡散
行為は価値を有している。拡散行為を実施した人は、自分の行為の報酬として、当然これ
らの価値を認められるべきである。しかしながら、このような価値は重視されていない。
それは、現状では、全過程における各拡散者が実施した有効な拡散行為を追跡するための
効率的で普遍的な適用性を持つ技術手段が欠けており、拡散を行う過程における各拡散者
の価値を換算することが難しいためである。
【０００４】
　直接販売システムにおいて、各層の上下流関係は何れも明瞭であるため、取引が形成さ
れた後、各層にリベートを割り当てることができる。しかしながら、直接販売システムに
おける拡散の価値を完全に体現できない弊害とは、直接販売システムの一員にならなけれ
ば、当該直接販売拡散ネットワークに参加できないことである。注文を取れる直販者は、
直接に収入を取られるため、一つの職業になる。このような実力主義の世界において、一
人が全てのものを販売するわけではないため、情報（例えば、商品の情報）の拡散の種類
及び拡散の範囲は客観的に小さくなる。そして、このような直接販売システムでの拡散行
為、リベートの付与は、何れも技術手段によって検証・実施することができない。
【０００５】
　情報は、発行者の源から、最終的に受信されるまで、そのためにある行為を採用した全
過程において、必ず異なる人間関係サークルのリンクを経なければならず、各中間リンク
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が何れも２つ以上の人間関係サークルの交点にある。人が社会において形成した人間関係
ネットワークは、そのコアが個人を中心とするものであり、血縁、学歴、仕事、趣味愛好
等の異なる親しさの社会関係により形成された多層の人間関係サークルの複合体である（
即ち、個人は異なる社会グループにいる）。人々の社会的交流において発生した情報の相
互作用及び流れは、会うこと、電話、テキストメッセージなどのポイントツーポイントの
方式に加えて、現在はより多くインターネットのソーシャルネットワークプラットフォー
ムに依存している。
【０００６】
　現在、インターネットでサーチエンジンを通じて十分な情報を検索することができるが
、手に届くものは自分にとって必要ではない場合が多い。そして、インターネット或いは
電子商取引の最新状況に何時でも何処でも興味を持つわけではない一般の消費者は、それ
らの更なる検索を実施するための十分なキーワードを身につけているわけではない。その
ために、このような方式によって情報を得ることには大きな限界がある。
【０００７】
　一方、ソーシャルネットワークによる情報拡散は以下の特徴を有する。情報の発信者、
拡散者は、対応の社会集団の情報受信側への理解に基づき、相手が情報を受け入れるか、
または更に情報を拡散するかについてある程度、予測することができる。拡散者のある程
度の自発的な濾過は、人間関係サークルでの情報拡散により強い指向性を具備させること
に相当する。他方、安定した人間関係のサークルの中で、人々は、一般的に今の人間関係
が崩れないように自分の言行に注意する。情報拡散を含めた社交行為が個人の道徳的資質
評価及び社会的信用で保証されることを意味する。そのために、ソーシャルネットワーク
、特に知り合いサークルの中で情報を拡散させる場合、拡散者が意識もしくは無意識に情
報を検証し、できる限り情報の正確さを確保する。連続詐欺を除けば、この拡散の正確さ
と信頼性はかなり高い。しかしながら、前述のような濾過操作は個人自身より判断され、
実施されるものであり、情報送受信側の状況に対して権限制御を行うための有効な手段が
欠けている。そして、権限が設置されたとしても、情報送受信側の実際な状況と設置する
権限とをマッチングして検証し難いため、現在の情報拡散は適切性もなく、効果も良くな
い。
【０００８】
　また、ソーシャルネットワークでの情報交換の相互作用はインターネットに基づくが、
インターネットには固有の欠陥がある。インターネットのユーザーは実名を使用しておら
ず、IPアドレスという何時でも変更できる「アイデンティティ識別」を持って存在する為
、一人が異なるキャラクターとしてインターネットに存在することや現れることができる
。ひいては、たとえ人間ではないもの（動物、知能ロボット等）が対応の端末を通じてイ
ンターネットで操作したとしても、識別されることができない。インターネットの非実名
という特性が商業運営にとっては最大の障害である。そのため、様々なビジネスアプリケ
ーションは、一致してユーザーに身分証明書番号、住所、携帯電話番号、固定電話番号、
実名等のより詳細な情報記入をユーザーに要求している。しかしながら、これにより、ユ
ーザー転換率に影響してしまうのみならず、個人情報漏洩といった情報安全に関する連鎖
反応も引き起こす。
【０００９】
　そして、個人がインターネットの情報の真偽を検証することが基本的にできない為、ユ
ーザーはインターネットに対して意識もしくは無意識に疑いを持っている。インターネッ
トに基づくビジネスモデルでは、業者が顧客の継続性を維持する為、既に巨大なコストを
投入しているが、商品またはサービスの品質に問題が起きた場合、真偽を問わずに顧客離
れやマーケティングコストの重複的な投入を引き起こす。所謂、電子商取引モデル／イン
ターネットメンタル・モデルが流量購入する為の金の無駄使いになってしまう。
【００１０】
　インターネット時代がけん引する仮想経済は、実際に実体経済を仮想空間にマッピング
し、コンピュータ端末やインターネットの利便性を利用して新しい手段を開拓し、様々な
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消費需要に応え、それを発堀するものである。しかしながら、様々なインターネット・ビ
ジネス・モデルは、仮想世界と実世界とを緊密に結び付け難い。コンピュータの前に座り
、マウスを手に取ってインターネットを利用し始める際、現実の物理的世界から仮想世界
に切り換えるという次元の変換が発生する。マウスを置いてコンピュータから離れると、
この仮想体験は直ちに終わり、また実世界に戻る。インターネットによって日常生活での
活動をするとき、この切り換えは終始存在している。前述の数多くの欠陥によって、イン
ターネット経済の発展が制約され、インターネット技術も伝統的な産業に広げ難い。
【００１１】
　ところが、人間の社会性によって、日常生活はオフラインの実体経済圏の中にあり、一
般的に、感知範囲が個人を中心とした一定の範囲を超えない範囲内で完成するものである
と決められる。オフラインで（例えば、店舗）現場の体験をすると同時に、仮想世界から
対応のリソース（例えば、商品情報）を見つけ、実世界での活動をそのときその場で仮想
世界と結び付けることができるという手段は、切実に必要となる。しかしながら、この問
題を解決するための有効な技術手段はまだ欠如している。
【００１２】
　インターネットの仮想世界にアクセスする方式は、ブラウザに１つのリンク（URL:Unif
orm Resource Location）を入力すればいい。一方、モバイルインターネットには二次元
バーコードというより簡単で直接的な形式がある。二次元バーコードは特定の幾何学的図
形を使って、一定の法則に従って二次元の方向上に分布した白黒画像を通じて数字符号の
情報を記録するものである。携帯電話二次元バーコードは、二次元バーコード技術の移動
端末での応用であり、これによりネットワーク化された実世界の如何なるところでも迅速
にインターネットへのアクセスが可能になる。
【００１３】
　出願番号が200510033918.7であり、申請日が2005年3月31日であり、発明名称が「移動
端末ショッピング方法及びそのシステム」である中国特許出願は、二次元バーコードを通
じて移動端末によるショッピングを実現する方法及びシステムを開示している。移動端末
は内蔵されたカメラによって二次元バーコードを撮影して復号化し、移動端末は支払いサ
ブシステムに支払い請求メッセージを送信し、支払いのサブシステムによって支払いを完
成する。
【００１４】
　特許番号がZL200480005625.1であり、申請日が2004年3月8日であり、発明名称が「コー
ド図形を採用してモバイルサービスを提供する方法」である中国特許は、コード図形を採
用してモバイルサービスを提供する方法とシステムを開示している。具体的に、二次元バ
ーコードを採用して内容提供サービス、地理情報提供サービス、製品情報提供サービス、
タクシーコールサービス、個人連絡情報提供サービスまたは支払いサービスを提供する方
法と系統である。移動端末は内蔵されたカメラによって二次元バーコードを撮影して復号
化し、移動端末がサービス提供者のサーバーにサービス提供要求のメッセージを送信し、
当該サービス提供者のサーバー自体が移動端末にサービスを提供し、または当該サービス
提供者のサーバーが他のサーバーと通信して移動端末にサービスを提供する。
【００１５】
　しかしながら、スマートフォンはモバイルインターネットにおける現場感知の主要手段
として、インターネットに存在した前記固有欠陥を克服することができない。現在、直面
するもう1つの問題は、スマートフォンが二次元バーコードを感知する過程は煩雑である
ということである。スマートフォンのスクリーンのアンロックからあるAPP（アプリケー
ション）の二次元バーコードのスキャン機能を開くまで、一般消費者は、少なくとも６～
７回のクリックする必要がある。そして、ある二次元バーコードを目にしても、一般消費
者は二次元バーコードと携帯電話アプリケーションとの対応関係を識別することができな
い。従って、スキャンが共通のコードスキャナーによって行われるが、得た２次元バーコ
ードの解析結果はすべてウェブページへのリンクである。クリックしたら、まず開かれた
のは対応の機能を実行する携帯電話APPではなく、携帯電話のブラウザである。これらの



(6) JP 2021-7030 A 2021.1.21

10

20

30

40

50

問題は、ユーザー体験に大きく影響している。また、グーグルグラス、スマートウォッチ
といったウェアラブル装置は携帯の利便性を向上させたが、実質に依然として変形したス
マートフォンに過ぎず、その上に他人のプライベートに大きな脅威も引き起こし易い。
【００１６】
　現在、従来技術ではユーザーのスマートフォン等の装置による操作、またはユーザーの
実環境等を、該ユーザー自体のアイデンティティと有効的に結び付け、または検証し難い
。そのため、例えば情報拡散時、拡散実施等行為等への追跡に不利であるのみならず、人
間関係のサークル中の他の親友が当該ユーザーのアイデンティティを識別することにも不
利である。そして、外部監督機関は、当該ユーザーと他のユーザーまたはアプリケーショ
ンサーバーとの間に相互作用した情報、操作実行等に対して監督を行うための有効的手段
も欠けている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、（バーコードのような）符号化媒体を識別することでデジタル通貨を複数の
資金アカウントの間で流通させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本願発明の情報処理方法は、一のインタラクティブパーティーがデジタル通貨の流通に
関する符号化媒体の取得を要求する符号化要求を送信し、前記符号化要求を受信したコア
管理者は、該コア管理者またはそれが権限付与したコード発行機構で前記符号化媒体を生
成して前記符号化要求を送信したインタラクティブパーティーに提供し、前記符号化媒体
を提供されたインタラクティブパーティーは、当該符号化媒体をセンシングアクセス装置
で識別して得られた識別情報と、当該インタラクティブパーティーの属性状態を前記コア
管理者に送信し、前記コア管理者は、受信した前記インタラクティブパーティーの属性状
態を調整し、前記識別情報に応じて前記インタラクティブパーティーが指定する複数の資
金アカウントの間で前記デジタル通貨を流通させることを特徴とする情報処理方法である
。
　本願発明の情報処理方法の別の実施形態は、前記コア管理者は、前記インタラクティブ
パーティーのデジタル通貨を取得する取得要求を受け付け、前記コア管理者またはその指
定した機構により前記インタラクティブパーティーが保有する実質通貨をデジタル通貨に
両替させて前記インタラクティブパーティーの資金アカウントに振り込むことを特徴とす
る請求項１に記載の情報処理方法である。
本願発明の情報処理方法の別の実施形態は、前記資金アカウントは、前記センシングアク
セス装置の機能を有する携帯端末に保存されていることを特徴とする請求項１または２に
記載の情報処理方法である。
　本願発明の情報処理方法の別の実施形態は、前記実質通貨は、金融機構に関連する第２
のインタラクティブパーティーのバックエンドサーバーが管理することを特徴とする請求
項１乃至３に記載の情報処理方法である。
　本願発明の情報処理方法の別の実施形態は、前記デジタル通貨は、前記コア管理者また
はその指定した機構が定める交換比率で実質通貨に両替して前記第２のインタラクティブ
パーティーのバックエンドサーバーに保存されることを特徴とする請求項４に記載の情報
処理方法である。
　本願発明の情報処理方法の別の実施形態は、統一されたコード発行に基づくデジタル情
報処理方法であって、一のインタラクティブパーティーがデジタル情報の移動に関する符
号化媒体の取得を要求する符号化要求を送信し、前記符号化要求を受信したコア管理者は
、該コア管理者またはそれが権限付与したコード発行機構で前記符号化媒体を生成して前
記符号化要求を送信したインタラクティブパーティーに提供し、前記符号化媒体を提供さ
れたインタラクティブパーティーは、当該符号化媒体をセンシングアクセス装置で識別し
て得られた識別情報と、当該インタラクティブパーティーの属性状態を前記コア管理者に
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送信し、前記コア管理者は、受信した前記インタラクティブパーティーの属性状態を調整
し、前記識別情報に応じて前記インタラクティブパーティーが指定する複数の資金アカウ
ントの間で前記デジタル情報を移動させることを特徴とするデジタル情報処理方法である
。
　本願発明のサーバー装置は、受信した一のインタラクティブパーティーのデジタル通貨
の流通に関する符号化媒体の取得を要求する符号化要求に応じて前記符号化媒体を生成し
て当該符号化要求を送信した前記インタラクティブパーティーに提供し、提供された符号
化媒体をセンシングアクセス装置で識別して得られた識別情報に関連して受信した前記イ
ンタラクティブパーティーの属性状態を調整し、前記識別情報に応じて前記インタラクテ
ィブパーティーが指定する複数の資金アカウントの間で前記デジタル通貨を流通させるこ
とを特徴とするサーバー装置である。
　本願発明のサーバー装置の別の実施形態は、受信した一のインタラクティブパーティー
のデジタル情報の移動に関する符号化媒体の取得を要求する符号化要求に応じて前記符号
化媒体を生成して当該符号化要求を送信した前記インタラクティブパーティーに提供し、
提供された符号化媒体をセンシングアクセス装置で識別して得られた識別情報に関連して
受信した前記インタラクティブパーティーの属性状態を調整し、前記識別情報に応じて前
記インタラクティブパーティーが指定する複数の資金アカウントの間で前記デジタル情報
を移動させることを特徴とするサーバー装置である。
【発明の効果】
【００１９】
　本願発明の情報処理方法によれば、インタラクティブパーティーが提示する符号化媒体
を識別したセンシングアクセス装置によって識別情報と属性状態がコア管理者に送信され
、コア管理者によってインタラクティブパーティーが指定する複数の資金アカウント間で
デジタル通貨が流通される。
　本願発明の別の実施形態の情報処理方法によれば、インタラクティブパーティーが保有
する実質通貨がデジタル通貨に両替されて当該インタラクティブパーティーの資金アカウ
ントに振り込まれる。
　本願発明の別の実施形態の情報処理方法によれば、資金アカウントが携帯端末に設けら
れる。
　本願発明の別の実施形態の情報処理方法によれば、金融機構が管理する実質通貨がデジ
タル通貨に両替されて流通される。
　本願発明の別の実施形態の情報処理方法によれば、デジタル通貨と実質通貨が所定の交
換比率で両替される。
　本願発明の別の実施形態の情報処理方法によれば、インタラクティブパーティーが提示
する符号化媒体を識別したセンシングアクセス装置によって識別情報と属性状態がコア管
理者に送信され、コア管理者によってインタラクティブパーティーが指定する複数のデジ
タル情報アカウント間でデジタル情報が移動される。
　本願発明のサーバー装置によれば、インタラクティブパーティーのデジタル通貨の流通
要求に応じて生成して当該インタラクティブパーティーに提供した符号化媒体がセンシン
グアクセス装置によって識別されたことにより、デジタル通貨が複数の資金アカウントの
間で流通される。
　本願発明の別の実施形態のサーバー装置によれば、インタラクティブパーティーのデジ
タル情報の流通要求に応じて生成して当該インタラクティブパーティーに提供した符号化
媒体がセンシングアクセス装置によって識別されたことにより、デジタル情報が複数のデ
ジタル情報アカウントの間で流通される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施形態の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のフロー
略図である。
【図２】本発明の第２の実施形態の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のフロー
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略図である。
【図３】図２に示す情報処理方法のもう１つの実施例の一部のフロー略図である。
【図４】図２に示す情報処理方法のもう１つの実施例の一部のフロー略図である。
【図５】本発明の第３の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のフロー略
図である。
【図６】本発明の第４の実施形態の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のフロー
略図である。
【図７】図６に記載の情報処理方法のもう１つの実施例の一部のフロー略図である。
【図８】本発明の第５の実施形態の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のフロー
略図である。
【図９】本発明の第６の実施形態の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のフロー
略図である。
【図１０】本発明の第７の実施形態の統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワー
クの構造略図である。
【図１１】本発明の第８の実施形態の統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワー
クの構造略図である。
【図１２】本発明の第９の実施形態の統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワー
クの構造略図である。
【図１３】発明の第９の実施形態の統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワーク
の携帯端末の一例の構造の略図である。
【図１４】本発明の第９の実施形態におけるバックグラウンドサーバーの一例の構造の略
図である。
【図１５】本発明の第９の実施形態のコアサーバーの一例の構造の略図である。
【図１６】本発明の第１０の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワー
クの構造略図である。
【図１７】本発明の第１１の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のフロ
ー略図である。
【図１８】本発明の第１３の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワー
クの構造略図である。
【図１９】本発明の第１４の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワー
クの構造略図である。
【図２０】本発明の第１５の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワー
クの全体構造略図である。
【図２１】本発明の第１５の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワー
クの全体構造略図である。
【図２２】本発明の第１５の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理方法の一例
のフロー略図である。
【図２３】本発明の第１６の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のフロ
ー略図である。
【図２４】本発明の第１６の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のフロ
ー略図である。
【図２５】本発明の第１７の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理方法の一例
の構造の略図である。
【図２６】本発明の第１７の実施例の統一されたコード発行に基づく情報処理方法のもう
１つの例の構造の略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下では、本発明の目的、特徴、及び効果を十分に理解するために、図面を組み合わせ
て本発明の思想、具体的な構造及び生じた技術効果を更に説明する。
【００２２】
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＜実施例１＞
　以下では、統一されたコード発行に基づく情報処理方法の複数の例を提供する。図１に
図示しているように、主に１つのコアサーバー、１つのバックグラウンドサーバー及び１
つの携帯端末との間の相互作用に係わり、他の第三者のサーバーは実際の応用状況に応じ
て配置される。
【００２３】
　ステップS101において、バックグラウンドサーバーがコアサーバーに要求を送信し、該
バックグラウンドサーバーにより提供されたサービスと対応する2次元コードを取得する
ように要求する。
【００２４】
　ステップS102において、コアサーバーは該要求を受信し、コアサーバーは、バックグラ
ウンドサーバーにより提供されたサービスに基づいて、サービスに関連する情報を、予め
設定した符号化規則に基づいて対応の符号化情報に生成し、更に該符号化情報を対応の２
次元コードに生成した後、２次元コードをバックグラウンドサーバーに送信する。
【００２５】
　ステップS103において、バックグラウンドサーバーは２次元コードを携帯端末のユーザ
ーのタッチできるところに発行する。例えば、２次元コードを、例えば、微博(Weibo)、
微信（WeChat）、QQアプリケーション等のインターネットのウェブページまたはアプリケ
ーション・ソフトウェアに発行することができ、更に、販売カタログ、テレビショッピン
グ画面、ビルディング広告メディア、ポスター、実店舗壁、展示会等の多種の情報プラッ
トフォームに発行することもでき、または直接に移動端末に送信することができる。
【００２６】
　ステップS104において、ユーザーは携帯端末を介して登録しバックグラウンドサーバー
の登録ユーザーになり、携帯端末はバックグラウンドサーバーに登録情報を送信し、該登
録メッセージは少なくとも該携帯端末を唯一に識別でき、または該ユーザーを唯一に識別
できる情報（唯一識別情報という）を含む。
【００２７】
　前記唯一識別情報は、例えば携帯端末の唯一のIMEI番号またはSIMカード番号であり、
または携帯端末のインターフェイスの物理アドレスであり、または、ユーザーの身分証明
書番号、電話番号などである。前記登録情報も更にユーザー名、パスワード、住所、趣味
、QQ番号、支払いアカウント等の他の個人情報を含んでもよく、またはバックグラウンド
サーバー若しくはコアサーバーが要求した他の情報である。
【００２８】
　ステップS105において、バックグラウンドサーバーは、ユーザーの登録情報を記憶し、
携帯端末に登録成功メッセージを送信し、バックグラウンドサーバーまたは携帯端末によ
ってコアサーバーに通信して、コア管理者は「ユーザーがバックグラウンドサーバー登録
ユーザーになる」ということの関連情報を記録する。
【００２９】
　ステップS106において、ユーザーは携帯端末によって２次元コードを識別して復号化し
て、サービス情報に対応する符号化情報を取得する。例えば、携帯端末に設けられたカメ
ラによって２次元コードを撮影してから復号化する。カメラは、一般的に0.3メガピクセ
ル以上であり、２次元コードの明確性を確保できる。カメラが２次元コードを目標とし、
かつ２次元コードがファインダースクリーンにおいて十分に明瞭であるときに、カメラは
２次元コードを自動的に撮影できる。
【００３０】
　ステップS107において、携帯端末は符号化情報を解析して、バックグラウンドサーバー
から記憶されたサービス情報を抽出し、提供されたサービスに関する情報を携帯端末の表
示画面に表示して、ユーザーが見ることができるようにする。
【００３１】
　ステップS108において、携帯端末はバックグラウンドサーバーにサービス提供要求を送



(10) JP 2021-7030 A 2021.1.21

10

20

30

40

50

信して、バックグラウンドサーバーにサービス提供を要求する。該サービス提供要求は、
少なくとも該携帯端末を唯一に識別でき、または該ユーザーを唯一に識別できる情報を含
む。バックグラウンドサーバーが該携帯端末または該ユーザーを識別できるように、該情
報は登録情報に含まれる唯一識別情報と一致し、またはマッチングする。
【００３２】
　ステップS109において、バックグラウンドサーバーはサービス提供要求の内容に基づい
て、携帯端末に対応のサービスを提供して、コアサーバーに通知する。もう１つの例にお
いて、携帯端末によって、既に取得したサービスの情報をコアサーバーに通知してもよい
。
【００３３】
　ステップS110において、コアサーバーはバックグラウンドサーバー及びその登録ユーザ
ーまたは登録ユーザーの携帯端末に対し、各々対応するアカウントを設け、その各々対応
するアカウントの１つまたは複数の属性に対して計算処理する。バックグラウンドサーバ
ー、登録ユーザーまたはその携帯端末は、各々実施された、予め設定した条件に合致した
任意の１つの操作について、コアサーバーに通知して、そのアカウントに属性の記録また
は調整を行うことができる。
【００３４】
　この例において、コアサーバーは、例えば、ユーザーがS107において携帯端末によって
２次元コードを復号化し、解析してバックグラウンドサーバーからサービスの関連情報を
抽出して見る操作を行い、ユーザーまたはその携帯端末のアカウントに対して属性調整を
行うことができる。また、例えば、コア管理者はユーザーが要求し、かつ取得したサービ
スの操作について、該ユーザーまたはその携帯端末のアカウントにおいて属性調整を行う
ことができる。または、更にバックグラウンドサーバーは、サービスを提供した操作のバ
ックグラウンドサーバーにおけるアカウントに対して属性調整を行うことができる。コア
サーバーはバックグラウンドサーバーとその登録ユーザーの関連情報を記録したので、S1
09の任意の一方の通知に従って、その相互作用の操作に対して各々属性の対応の調整を行
うことができる。または、コアサーバーはもともと両者の関連情報を記録していない場合
、一方のコアサーバーに対する通知には係わった全てのインタラクティブパーティー情報
（例えば、バックグラウンドサーバーとユーザーの携帯端末）を含ませ、コアサーバーに
よって通知の中のインタラクティブパーティー情報に基づいて各方の対応の調整を行うこ
ともできる。
【００３５】
　異なった応用状況では、ユーザーアカウントの一つまたは複数の属性（例えば、貢献度
または活発度等）の変化は、該ユーザーの他の属性（例えば、金額またはポイント残高）
の変化に影響を与えることができ、または、ユーザーはアカウントにおけるある属性の数
値の相違に応じて、バックグラウンドサーバーから異なった数値に対してそれぞれ提供し
た異なったサービスを取得することができる。各方は、コアサーバーに要求を送信して、
それ自体または各方に関する属性数値にクエリを行うことができる（例えば、バックグラ
ウンドサーバーはその自体属性にクエリを行い、またはその登録ユーザーの属性の数値に
クエリを行うことができ、ユーザーもその自体またはサービスを提供するバックグラウン
ドサーバーもしくはサーバーの他の登録ユーザーの属性の数値にクエリを行うことができ
、属性情報にクエリを行う権限は予め同意することができる）。
【００３６】
　予め設定した条件の相違に応じて、ステップS110の異なった応用例において、コアサー
バーにより記憶されてアカウントにおける属性を調整するための操作は、バックグラウン
ドサーバーまたは登録ユーザーの各々自体が実施した操作でもよく、または両者の間の相
互作用操作でもよく、または各々コアサーバー、第三者サーバー、他のバックグラウンド
サーバーまたは他の携帯端末との間の相互作用でもよい。実施された操作に応じて対応の
アカウントに記録と調整を行うために、操作を実施し、または操作に参与する任意の一方
によってコアサーバーに通知する。
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【００３７】
　どの操作が記録され、または属性調整されるか、またはどの属性が調整されることが可
能である属性であり、または各操作の対応の属性の調整方式もしくは調整した数値、また
は調整による影響、またはどちらの方が属性にクエリを行う権限を有するか等は、何れも
予め設定された条件において具体的に規定されている。該予め設定された条件について、
ユーザーまたは関連の各方に告知しなくてもよく、様々な方式で予めまたは相互作用過程
においてユーザーまたは関連の各方に告知してもよく、例えば、ユーザーが登録するとき
に、直接にユーザーに提供し、または２次元コードを発行するとともに発行し、または２
次元コードの符号化情報に直接に符号化してサービスの関連情報を復号化または解析して
抽出するとともにユーザーに見せることなどができる。
【００３８】
　前記実施例の関連ステップは、異なった応用状況に適用するようにそれぞれ変形される
ことが可能である。例えば、２次元コードを生成するもう１つの例（例えば、ステップS1
02）において、コアサーバーはバックグラウンドサーバーの前記２次元コードを取得する
ように要求するという要求を受信するときに、該バックグラウンドサーバーの２次元コー
ドの生成資格（コード発行資格）をレビューすることによって、予め設定された符号化規
則を該バックグラウンドサーバーに送信して、該バックグラウンドサーバーが自律的に２
次元コードを生成することを権限付与する。
【００３９】
　前記符号化規則は、コアサーバーが２次元コードを生成するように要求するという要求
を受信して初めてバックグラウンドサーバーに送信されてもよく、バックグラウンドサー
バーがコアサービスにおいて記録属性のアカウントを登録するときからもコアサーバーか
ら現在の符号化規則を取得し、バッググラウンドサーバーに保存して、要求を受信した後
、コアサーバーから２次元コードを自律的に生成することを同意するという権限付与命令
を受けたときに、保存した符号化規則に基づいて２次元コードを生成してもよく、または
、コアサーバーが権限付与命令を送信したときに、同時にバックグラウンドサーバーに更
新後の符号化規則を送信して元に保存したバージョンを差し替え、バックグラウンドサー
バーは更新した符号化規則に基づいて２次元コードを生成する。
【００４０】
　前記符号化規則は、バックグラウンドサーバーに対する読み取り専用のモードに設定さ
れ、即ち、バックグラウンドサーバーは、受けた符号化規則を使用して権限付与されて２
次元コードを生成することができるが、符号化規則を自律的に補正することができない。
前記符号化規則に対する作成、更新または２次元コードを生成する権限付与されたインタ
ラクティブパーティーに符号化規則を発行する操作は、何れもコアサーバーによってしか
行われない。バックグラウンドサーバーは、サービス提供過程における関連の事項（例え
ば、提供されるサービスの種類または設定条件、属性変更の予め設定された条件、報奨ポ
リシー等）を変更する必要があるときに、事項が実際に発生する前にコアサーバーに通信
して符号化規則を更新し、後続の各操作に生成する必要のある２次元コードは、更新した
符号化規則で生成することができ、かつそれとともに更新した復号化規則のみによって復
号化され、解析される。
【００４１】
　または、２次元コードを生成するもう１つの例において（例えば、ステップS102である
）、コアサーバーはバックグラウンドサーバーが２次元コードを生成するように要求する
という要求を受けたときに、現在最新の符号化規則（予め設定された符号化規則または更
新した符号化規則でもよい）を第三者生成装置に送信し、該第三者生成装置が２次元コー
ドを生成した後、直接にそれをバックグラウンドサーバーに送信し、またはコアサーバー
によってバックグラウンドサーバーに転送するように権限付与する。
【００４２】
　また、ステップS102中のバックグラウンドサーバーは、提供したサービスに対応する２
次元コードを提供するように要求した以外にも、後続ステップにおけるバックグラウンド
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サーバーまたは携帯端末が、何れも必要に応じて外部の各方に送信する必要のある情報に
ついて、コアサーバーに要求し、かつコアサーバーまたはそれが権限付与したパーティー
が現在最新の符号化規則に基づいて生成し、送信しようとする情報に対応する２次元コー
ドを取得して、各方はマッチングした復号化規則に基づいて前記２次元コードを識別して
バックグラウンドサーバーまたは携帯端末が送信した情報を取得することができる。例え
ば、携帯端末はバックグラウンドサーバーに送信した登録情報、サービス情報、更に具体
的に提供したサービスの内容は、何れもコアサーバーまたはその権限付与したパーティー
に２次元コードを生成して、２次元コードを対応の情報受信側に送信するように要求する
ことができる。２次元コードの安全性が高いため、情報を2次元コードに含ませて伝送す
ることには、符号化及び復号化を行わなくても安全性を確保できる。
【００４３】
　バックグラウンドサーバーまたは携帯端末がある相互作用プロセスの初期においてコア
サーバーに２次元コードを自律的に生成して、コアサーバーの権限付与を取得するように
要求する場合、該バックグラウンドサーバーまたは携帯端末がコアサーバーに通知された
関連情報を符号化して、２次元コードをコアサーバーに送信することもできる。
【００４４】
　また、バックグラウンドサーバーまたは携帯端末がプロセスをある時刻において外部に
送信する必要のある相互作用情報は、その時刻にその操作（例えば、支払い段階において
外部に支払い情報を送信する必要がある）と同時に行うことができる。つまり、バックグ
ラウンドサーバーまたは携帯端末がコアサーバーに対応の２次元コードを取得することを
要求し、またはコード発行の権限付与を自律的に取得することを要求するときに、コアサ
ーバーにそれが行っている操作を通知したことに相当して、コアサーバーがそのアカウン
トにおける属性を直接でき、別途にコアサーバーに通知メッセージを送信する必要がない
。
【００４５】
　相互作用過程において任意の１種の２次元コードを生成すると同時に、ハイパーリンク
を生成することもでき、該ハイパーリンクに含まれる情報は、２次元コードに含まれる情
報と同一である。バックグラウンドサーバーは、生成した２次元コード及び対応のハイパ
ーリンクを直接に取得した後、それを携帯端末に送信することができる。前記ハイパーリ
ンクと２次元コードは、それぞれ携帯端末に送信された同一のページに表示されることが
可能であり、または、ハイパーリンク自体は不可視であり、２次元コードに付属しており
、または他の文字、図面、ビデオマルチメディア等のメディアに付属している。ユーザー
は携帯端末によって２次元コードを撮影し、または、ハイパーリンクをクリックして（ま
たは、ハイパーリンクを付けた２次元コードまたは拡散媒体をクリックする）、含まれて
いる符号化情報を抽出して、更に解析して提供された情報に関する情報を取得することが
できる。
【００４６】
　幾つかの実施順番は、前述した実施順番に制限されなくてもよく、例えば、ステップS1
04におけるユーザー登録の操作、またはステップS105におけるコアサーバーがユーザーと
バックグラウンドサーバーとの関連情報を記録する操作は、異なった応用状況に応じて、
対応の実施順番を調整することができ、例えば、前記ステップS101～S103のうちの何れか
１つを実施する前にも、ユーザー登録、及びコアサーバーに通知して登録関連情報を記録
する操作を行うことができ、更に、例えば、ステップS107またはS108においてバックグラ
ウンドサーバーに関連の要求を送信するとともに、ユーザー登録を行い、コアサーバーに
通知して記録することができる。
【００４７】
　そして、ユーザーは携帯端末を介さずに、他の方式で登録情報をバックグラウンドサー
バーに送信して、その登録ユーザーになることが可能である。例えば、バックグラウンド
サーバーは、携帯端末が送信したサービス提供要求または他の要求を受信したときに、該
携帯端末の幾つかの唯一識別像法（例えば、唯一のIMEI番号、SIMカード番号または携帯
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端末のインターフェィスの物理アドレス）を識別して、ユーザー登録を行う。また、例え
ば、ユーザーは、紙やメール等の方式で直接に登録情報をバックグラウンドサーバーのオ
ペレータに提供してユーザー登録を行う。
【００４８】
　幾つかの例において、ユーザーはバックグラウンドサーバーに登録しないが、２次元コ
ードを識別した後、直接にバックグラウンドサーバーに要求を送信するという方式で、バ
ックグラウンドサーバーが提供するサービスまたはフィードバック情報を取得し、通知を
受けたコアサーバーによって対応の操作に対して属性の記録または調整を行うこともでき
る。
【００４９】
　また、バックグラウンドサーバー、ユーザーまたは携帯端末がユーザーのバックグラウ
ンドサーバー登録に類似する方式で、コアサーバーに登録して該コアサーバーの登録ユー
ザーになって、コアサーバーはその各々に対して属性を記録するためのアカウントを設定
することができる。更に、例えば、コアサーバーは、バックグラウンドサーバーに該バッ
クグラウンドサーバーの唯一識別情報を送信してそのアイデンティティを検証して、それ
が規定に合致するバックグラウンドサーバーであるかを判断することもでき、コアサーバ
ーを、規定に合致したバックグラウンドサーバーのみにサービスを提供するように設定す
ることができる（該サービスは、例えば、２次元コードを生成し、または２次元コードを
送信する自律コード発行権限付与命令であり、例えば、属性変化等を記録する等である）
。
【００５０】
　提供されるサービスの種類によって（例えば、ステップS109において）、バックグラウ
ンドサーバーは独立して携帯端末にサービスを提供することができ、またはバックグラウ
ンドサーバーが、携帯端末にサービスを提供するために、他のバックグラウンドサーバー
または第三者サーバーと協調作業する必要がある。例えば、内容提供サービスであれば、
バックグラウンドサーバーには十分な内容情報さえあれば、該内容提供サービスを独立し
て完成でき、支払サービスであれば、バックグラウンドサーバー自体が支払取引を直接に
完成できる対応の機能を有する可能性があり、さもなければ、バックグラウンドサーバー
は、他の支払サーバー、銀行決済プラットフォーム等の第三者サーバーと協同で支払動作
を完成する必要があるかもしれない。
【００５１】
　更に、または、提供されたサービスの内容によって、携帯端末が送信したサービス提供
要求に基づいて、バックグラウンドサーバーからサービスを最終的に取得した対象は、該
携帯端末ではなく、該バックグラウンドサーバー自体、または第三者サーバー、またはコ
アサーバー、または他のバックグラウンドサーバー、または他の携帯端末等でもよい。
【００５２】
　バックグラウンドサーバーはサービス提供要求を受けたときに、まず設定した条件が満
たされているか否かを判断してもよく、かつ条件が満たさなければ、携帯端末にサービス
を提供しない。応用状況によって、本ステップは強制的なものではなく選択が自由である
。前記設定した条件は、コアサーバー、バックグラウンドサーバー、ユーザーまたはその
携帯端末のうちの何れか自体が設定したものでも、または他の各方と協同で対応の操作を
実施さえすれば満たせる能動条件（例えば、ユーザーが費用の支払を完成すること、また
はユーザーのある属性の数値が要求に達すること等である）でもよく、各方の操作に影響
されていない外界の幾つかの受動条件（例えば、ある時間、期日等に達することである）
でもよく、または、能動条件と受動条件とを組み合わせた条件等でもよい。
【００５３】
　一般的には、後続の実施例において、対応の特徴を排除すると声明しない限り、本例に
おける（ユーザー登録、アカウント開設、様々な２次元コード及び／または対応のハイパ
ーリンクの生成発行、サービスの提供、属性の調整等を含むがそれらに限られていない）
関連の定義、相互作用過程及びその変形例に説明された特徴は、何れも後続の他の実施例
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に応用されることが可能である。
【００５４】
＜実施例２＞
　以下では、統一されたコード発行に基づく情報処理方法が費用を支払って商品を購買す
る複数の例を提供する。図２に示すように、主に１つのコアサーバー、１つのバックグラ
ウンドサーバー、１つの携帯端末との間の相互作用に係わり、他の第三者のサーバーは実
際の応用状況に基づいて配置される。
【００５５】
　ステップS201において、バックグラウンドサーバーは、商品を販売するサービスを提供
し、該バックグラウンドサーバーはコアサーバーに要求を送信して、販売している商品と
対応する２次元コードを取得することを要求する。
【００５６】
　ステップS202において、コアサーバーまたはコアサーバーが権限付与したバックグラウ
ンドサーバーまたは第三者生成装置が、現在最新の符号化規則に基づいて、商品の商品情
報を符号化して、商品情報に対応する２次元コードを生成する。
【００５７】
　商品情報は、商品コード、商品グループ、地域GIS分類情報、取引価格、販売組織、販
売チャネル、支払方法、受取銀行口座番号、第三者受取銀行口座番号等の商品に関する情
報を含めば良い。
【００５８】
　ステップS203において、バックグラウンドサーバーは商品の２次元コードを取得し、そ
れを様々な情報プラットフォームに発行する。
【００５９】
　ステップS204において、携帯端末のユーザーは登録してバックグラウンドサーバーの登
録ユーザーになり、バックグラウンドサーバーはユーザーの登録情報を記憶して、携帯端
末に登録成功メッセージを送信し、コアサーバーは、後続の過程において設定した条件に
合致する操作に基づいて属性の調整を行うことができるように、携帯端末またはバックグ
ラウンドサーバーの通知に基づいて、両者の関連情報を記憶する。
【００６０】
　ステップS205において、携帯端末におけるカメラによって商品の２次元コードを撮影し
、撮影した２次元コードを解析して商品情報に対応する符号化情報を取得する。
【００６１】
　ステップS206において、符号化情報を解析し、２次元コードが予め設定した符号化規則
に基づいて生成したか否かを判断し、２次元コードが予め設定した符号化規則に基づいて
生成し、その中の情報が該バックグラウンドサーバーにより提供される商品情報と対応す
るものであると示せば、本方法の後続のステップを引き続き実行する。２次元コードが予
め設定した符号化規則に基づいて生成したものではなく、即ち、該２次元コードが対応す
るのは、他の業者が提供した商品またはサービスである可能性があり、その場合には、エ
ラーメッセージを提示し、または携帯端末に他の業者の商品またはサービスが対応するウ
ェブページまたは該ウェブページのリンクにリンクし、または設定された他のウェブペー
ジを提供した後、本方法の後続ステップを引き続き実行しない。
【００６２】
　ステップS207において、符号化情報に基づいてバックグラウンドサーバーから商品情報
を抽出し、ユーザーに見られるために携帯端末の表示画面に表示する。
【００６３】
　ステップS208において、ユーザーが商品に満足すれば、携帯端末を介してバックグラウ
ンドサーバーに購買要求メッセージを送信する。該購買要求メッセージは、携帯端末の唯
一の識別情報（例えば、電話番号、携帯端末のIMEI番号、ユーザー名及び携帯端末のイン
ターフェイスの物理アドレスのうちの1つまたは複数である）を含み、他のユーザー情報
。取引メッセージ、例えば、購買数量、支払方式等を更に含めばよい。
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【００６４】
　ステップS209において、バックグラウンドサーバーは、受けた購買要求メッセージに基
づいて、注文を生成する。
【００６５】
　ステップS210において、バックグラウンドサーバーは、第三者の支払サーバーに支払要
求メッセージを送信する。支払サーバーは、銀行の支払サーバー、モバイル事業者の支払
サーバー、アリペイの支払サーバー等でもよい。
【００６６】
　ステップS211において、支払サーバーは支払を処理し、製品に対する支払を完成し、バ
ックグラウンドサーバーに支払成功メッセージを送信する。
【００６７】
　ステップS212において、バックグラウンドサーバーは携帯端末に支払成功メッセージを
送信して、携帯端末の表示画面に表示してユーザーに告知する。
【００６８】
　ステップS213において、コアサーバーは、バックグラウンドサーバーが送信した支払成
功メッセージに基づいて、バックグラウンドサーバー、登録ユーザーまたは登録ユーザー
の携帯端末のアカウントにおいて、対応の属性の調整を行う。
【００６９】
　そのうち、例えば、ステップS212のもう１つの例は、支払サーバーが直接に携帯端末に
支払成功メッセージを送信することである。例えば、ステップS213のもう１つの例は、携
帯端末または支払サーバーによってコアサーバーに支払成功メッセージを送信して、取引
完成の状況を通知して属性の調整を行う。また、例えば、ステップS212の後、バックグラ
ウンドサーバーがメーカーまたは物流会社のサーバーと通信して、ユーザーの配達先住所
に通知することもでき、または、商品は予め既に抽出されてバックグラウンドサーバーに
記憶された電子商品であり（例えば、音楽、電子本等である）、支払が成功した後、バッ
クグラウンドサーバーによって該電子商品または電子商品のリンクを直接にユーザーの携
帯端末またはユーザーの指定した他の携帯端末に送信することができる。
【００７０】
　また、バックグラウンドサーバーは十分に強い支払処理機能を有すれば、第三者の支払
サーバーと相互作用を行う必要がなくてもよく、支払サーバーにより完成された前記操作
を該バックグラウンドサーバー自体またはそれに内蔵された幾つかの機能モジュールによ
って実現される。
【００７１】
　また、もう１つの実施形態において、ステップS201～S209を行う過程は、前記実施形態
またはその変形例の過程と基本的に一致しているが、その後続が以下のステップによって
実現されることが可能である。
【００７２】
　ステップS210’において、バックグラウンドサーバーは、コアサーバーに支払要求メッ
セージを送信し、コアサーバーは第三者の支払サーバーに支払要求メッセージを転送する
。
【００７３】
　ステップS211’において、支払サーバーは支払を処理して、商品に対する支払を完成し
て、コアサーバーに支払成功メッセージを送信する。
【００７４】
　ステップS212’において、コアサーバーはバックグラウンドサーバーと携帯端末にそれ
ぞれ支払成功メッセージを送信する。
【００７５】
　ステップS213’において、コアサーバーはバックグラウンドサーバー、登録ユーザーま
たは登録ユーザーの携帯端末のアカウントにおいて、対応の属性の記憶または調整を行う
。コアサーバーは支払取引の関連の相互作用過程に参与したので、他のサービスからの通
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知を待つ必要がなく、直接に属性の調整を行うことができる。
【００７６】
　または、もう１つの実施形態において、ステップS201～S208を行う過程は、前記実施形
態またはその変形例と基本的に一致しているが、その後続が以下のステップによって実現
されることが可能である。図３に示す通りである。
【００７７】
　ステップS209”において、バックグラウンドサーバーは注文を生成し、コアサーバーに
１つの支払２次元コードを取得し、または該支払２次元コードを自律的に生成する権限付
与を取得することを要求し、該支払２次元コードの符号化情報は、支払要求メッセージ（
例えば、その中に総支払額、支払方式、ユーザー及び業者の各々のアカウント情報等が含
まれている）に対応する。
【００７８】
　ステップS210”において、バックグラウンドサーバーは該支払２次元コードを第三者の
支払サーバーに送信し、またはもう１つの例において、図４に示すように、まず、支払２
次元コードを携帯端末に送信して識別し、その後、携帯端末がその中の取引情報をチェッ
クしてからフィードバックした確認命令を受けたときに、携帯端末またはバックグラウン
ドサーバーが支払２次元コードを支払サーバーに送信する。
【００７９】
　ステップS211”、S212”において、支払サーバーは受けた支払２次元コードを識別した
後、対応の支払要求メッセージを取得して支払処理の操作を行い、商品に対する支払を完
成し、バックグラウンドサーバー、コアサーバー、携帯端末のうちの何れか１つまたは各
方に支払成功メッセージを送信する。
【００８０】
　ステップS213”において、コアサーバーは、支払サーバーまたはバックグラウンドサー
バーまたは携帯端末から送信された支払成功メッセージに基づいて、バックグラウンドサ
ーバー、登録ユーザーまたは登録ユーザーの携帯端末のアカウントにおいて、対応の属性
調整を行う。
【００８１】
　または、以下の実施形態が提供されることも可能である。ステップS201～S207を行う過
程において、前記各実施形態またはその変形例と基本的に一致しており、前記方法ステッ
プS208のもう１つの例において、ユーザーが商品に満足すると仮定すれば、携帯端末を介
して支払サーバーに購買要求メッセージを送信することができる。該購買要求メッセージ
は、携帯端末の唯一の識別情報を含み、他のユーザー情報を含めば良い。該購買要求メッ
セージは、取引情報、例えば、購買数量、支払方式、業者の領収情報等を更に含む。支払
サーバーは購買要求メッセージを受けて商品支払の関連操作を完成した（例えば、支払金
をユーザーの資金口座から業者の資金口座に移転した）後、バックグラウンドサーバー、
コアサーバー、携帯端末等の各方に支払成功メッセージを送信して、バックグラウンドサ
ーバーによって業者または倉庫または物流会社に通知して商品を配達し、コアサーバーに
よって各方の口座における属性を調整する。
【００８２】
　更に、本例における携帯端末は、２次元コードを支払うという形で購買要求メッセージ
を送信することができ、そのため、該携帯端末はコアサーバーに要求して、購買要求メッ
セージに対応する支払２次元コードを取得し、または、該携帯端末が該支払２次元コード
を自律的に生成する権限付与を取得する必要がある。
【００８３】
　本実施例の各実施形態は便利な電子商務を提供できる。ユーザーは、商品の情報に対応
する２次元コードを接触し、この簡単な動作を撮影することだけで、一連の後続の取引を
引き起こして、複雑な電子商務の全フローを実現できる。２次元コードの分布する範囲は
極めて広く、その上、携帯端末が携帯の柔軟性を有するので、ユーザーはいつでもどこで
も購買及び支払を極めて便利に行うことができる。そして、バックグラウンドサーバーの
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登録ユーザーとさえすれば、各情報プラットフォーム上の２次元コードを取得してショッ
ピングできる。よって、各ショッピングウェブサイトに個人情報（特に、支払情報）を重
複に提出することを避けて、リスクを回避できる。
【００８４】
　本実施例の各実施形態は、取引管理に必要である例えば、注文、支払に関する情報を、
支払２次元コードの形で外部に送信して、より安全な支払方法を提供している。２次元コ
ードの送信側により提供された情報に対応する符号化情報、各方が伝達する２次元コード
における実際な符号化情報、及び２次元コード受信側の復号化情報という三者は、同一の
特定の符号化規則に基づいて互いにマッチングするため、三者が同時に同一のウィルスに
より感染されない限り、支払アカウント等の情報の漏れの危険性がない。本発明において
特に全ての２次元コードのコード発行（またはコード発行権限付与）及び全ての符号化規
則は何れもコアサーバーによりいつ様に管理され、同一の特定の符号化規則を取得しなか
ったハッカーが、２次元コードにおけるメッセージを改ざんまたはインターセプトすると
いう問題の発生を有効に避けることができる。
【００８５】
＜実施例３＞
　本実施例において統一されたコード発行に基づく情報処理方法の複数の例が提供されて
おり、主に１つのコアサーバーと、１つのバックグラウンドサーバーと、相互作用プロセ
スにアクセスしたときに特定の物理世界特質を有する携帯端末との間の相互作用に係わり
、他の第三者のサーバーは実際の応用情報に応じて配置される。
【００８６】
　前記携帯端末は他の各方と相互作用したときに有する物理世界特質とは、特定の時間、
特定の位置、特定の環境、特定のユーザーアイデンティティのうちの任意の１つまたは任
意の組み合わせを指してもよく、言及されたこれらの特質に限られていない。実際の応用
状況に基づいて、バックグラウンドサーバーにより設置されたポリシーにより決められ、
一般的にバックグラウンドサーバーにより提供されるサービスと互いに関連している。即
ち、バックグラウンドサーバーは異なった物理世界特質に対して、異なったサービスを提
供する。コアサーバーが該ポリシーに基づいて２次元コードを生成するための符号化規則
を作成または更新するように、バックグラウンドサーバーは予め、または相互作用の過程
において、物理世界特質とサービス関連情報を含む該ポリシーをコアサーバーに送信する
。コアサーバーは、ポリシーに係る物理世界特質を、相互作用中の各方の属性調整の参考
依拠としてもよい。
【００８７】
　バックグランドサーバーは、該ポリシーを含む符号化規則に基づいて生成した２次元コ
ードを取得して発行する。ユーザーは携帯端末によって該２次元コードを符号化し、解析
して、該ユーザーまたはその携帯端末が現在所在する物理世界特質に関連する情報バック
グラウンドサーバーに送信し、該特質に関連する情報が単独に送信されることが可能であ
り、携帯端末によりバックグラウンドサーバーに送信された任意の１種の相互作用情報（
例えば、送信された登録情報、２次元コードの対応するサービス情報にクエリを行う要求
、サービス提供要求等である）につけられてそれとともにバックグラウンドサーバーに送
信されることも可能である。または、特質に関連する情報における幾つかの情報は、携帯
端末により能動的に送信される必要がなく、バックグランドサーバーによって携帯端末と
相互作用する他の情報から取得され、または第三者から取得されてもよい。具体的にはバ
ックグラウンドサーバーにより設置されたポリシーによって決められることが可能である
。
【００８８】
　異なった例において、「現在所在する物理世界特質」における「現在」は、２次元コー
ドを識別する時間のみながらず、携帯端末または他の方式によってバックグラウンドサー
バーに特質関連する情報または他の相互作用情報を送信する時間、またはポリシーにより
規定された他の任意の時間を指しても良い。容易に理解するために、以下では、「現在所
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在する物理世界特質」について、幾つかの例は提供されているが、「現在所在する物理世
界特質」に対する制限にはならない。例えば、携帯端末が２次元コードを識別するときに
、２次元コードを撮影または復号化し、解析する時間をバックグラウンドサーバーに送信
し、または、２次元コードを識別するときに所在する実場所（例えば、あるショッピング
モール、ある広告ボードである）もしくは仮想場所（例えば、あるメディア広告、あるウ
ェブページ）の位置情報を識別し、または、該ユーザーまたはその携帯端末自体の固有特
徴もしくは対応の操作を実行することで一定の程度で変えることができる変動特徴（例え
ば、携帯端末の電話番号のある桁が、所定の数値に合致し、またはユーザーがあるVIPレ
ベルに達すること）、または、ユーザー個人またはサーバー等によって変えられない外部
要素（例えば、環境温度である）等である。
【００８９】
　バックグラウンドサーバーは、携帯端末の「現在所在する物理世界特質」に関連する情
報を受信したときに、該情報によりカバーされた時間、場所、環境またはユーザーのアイ
デンティティ等の特質またはその組み合わせに基づいて、ユーザーに対応の特別サービス
に提供する。また、例えば、特質を組み合わせる以下のような例が提供されている。バッ
クグラウンドサーバーは、携帯端末が２つの関連操作を行うときの特質が、設定された条
件に合致しなければ、サービスを提供しないように要求することができる。例えば、携帯
端末が２次元コードをスキャンしたときの場所が、商品購買要求を送信したときの場所と
一致し、かつ２次元コードをスキャンする時間と支払時間との間隔が、設定された閾値を
満たすことに限り、該携帯端末に対して販売する商品を提供する。
【００９０】
　また、更に「現在物理世界特質」によって、コアサーバーにより設定された、属性を調
整するための規則も異なっており、即ち、コアサーバーは、携帯端末が送信した、または
バックグラウンドサーバーが転送した該特質に関する情報に基づいて、各方のアカウント
において属性に対して対応の調整を行う。
【００９１】
　また、各方は２次元コードの形式で前記任意の１つの特性の関連情報を送信する。即ち
、情報の送信側は、コアサーバーにコード発行を要求し、かつコアサーバーまたは権限付
与された者により生成した該特質の関連情報に対応する２次元コードを取得する。
【００９２】
　以下では、特定の物理世界特質に基づいて、対応のクーポンを取得する具体的な例を提
供する。図５に示すように、本例において、以下のことを仮定する。バックグラウンドサ
ーバーは業者が販売する商品に対して、異なった物理世界特質に応じて異なった割引を提
供し、ユーザーに対応の割引のクーポンを提供する。
【００９３】
　ステップS301において、バックグラウンドサーバーはコアサーバーに要求を送信して、
該バックグラウンドサーバーにより提供されたサービスに対応する2次元コードを取得す
ることを要求する。
【００９４】
　そのため、バックグラウンドサーバーは、コアサーバーが２次元コードを生成するとき
に必要な符号化規則を作成または更新するために、提供された異なったサービスと異なっ
た特質の関連情報（ポリシー）を、単独にまたは前記要求とともに、コアサーバーに送信
することができる。
【００９５】
　ステップS302において、コアサーバー（または、コアサーバーにより権限付与されたバ
ックグラウンドサーバーまたは第三者生成装置）によって、現在最新の符号化規則に基づ
いて、バックグラウンドサーバーに必要な２次元コードを生成し、該２次元コードの符号
化情報は、バックグラウンドサーバーにより提供された対応の特質にマッチングするサー
ビスと対応する。
【００９６】
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　ステップS303において、バックグラウンドサーバーは、該２次元コードを取得し、それ
を様々な情報プラットフォームに発行する。
【００９７】
　ステップS304において、携帯端末は、該２次元コードを識別し、該２次元コードを識別
したときに該携帯端末に表示するシステム時間を識別時間として記録する。
【００９８】
　ステップS305において、携帯端末は２次元コードから識別した情報に基づいてバックグ
ラウンドサーバーに、クーポンを取得することを要求する要求情報を送信する。該要求情
報には、同時に携帯端末の識別時間が含まれている。
【００９９】
　ステップS306において、バックグラウンドサーバーは要求情報を受信して、そのうちの
携帯端末の識別時間に基づいて、該バックグラウンドサーバーの予め設定されたポリシー
に規定された識別時間と比較する。例えば、識別時間が８時前、９時前であれば、それぞ
れ20％オフ、10％オフのクーボンを提供し、識別時間が９時後であれば、クーポンを提供
しないと規定する。
【０１００】
　ステップS307において、バックグラウンドサーバーは比較の結果に基づいて、対応の割
引のクーボン情報を生成する。
【０１０１】
　ステップS308において、バックグラウンドサーバーに対応の割引のクーポン情報を、バ
ックグラウンドサーバーがコアサーバーに送信した２次元コード生成要求に添付して、前
記クーポン情報に対応するクーポン２次元コードを取得することを要求する。
【０１０２】
　ステップS309において、コアサーバー（または、コアサーバーにより権限付与されたバ
ックグラウンドサーバーまたは第三者生成装置）によって、現在最新の符号化規則に基づ
いて所要なクーポン２次元コードを生成する。
【０１０３】
　ステップS310において、携帯端末はコアサーバーが直接に送信した、またはバックグラ
ウンドにより転送された２次元コードを受信して、対応の割引を含むクーポン情報を抽出
して、ユーザーがクエリを行うように展示する。
【０１０４】
　ステップS311において、該クーポン２次元コードは、携帯端末に保存されることが可能
であり、ユーザーが業者で消費するときに、携帯端末によって保存した該クーポン２次元
コードを読み取り、該携帯端末の画面によって業者に展示する。
【０１０５】
　ステップS312において、業者は２次元コードスキャナー、もう１つの携帯端末または他
の任意の類似機能を有する２次元コード識別装置によって、携帯端末上のクーポン２次元
コードを識別して、クーポン情報の対応の割引を取得して、クーポンの真実性を証明する
。
【０１０６】
　ユーザーは対応の割引のクーポンを取得した後、費用を支払って商品を購買する操作に
ついて、実施例２の関連記載または他の従来技術を参照してそれによって実現されること
が可能であり、ここで詳細な説明を控える。
【０１０７】
　携帯端末のユーザーは実際の店に行って消費しなければ、業者はその場でクーポン２次
元コードをスキャンし識別できなければ、もう１つの例のステップS311’～S312’におい
て、ユーザーは携帯端末によってクーポン２次元コードを業者に送信して、業者の２次元
コード識別装置によって識別することができる。
【０１０８】
　業者は同時にクーポン２次元コードのユーザーの使用権限を検証する必要がある可能性
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がある。対応の権限を有しないユーザーは対応の割引を取得できない。そのため、ユーザ
ーはクーポン２次元コードを送信したときに、同時にそのユーザー情報（例えば、該ユー
ザーまたは携帯端末の唯一の識別情報を含み、またはユーザーの携帯端末が該クーポン２
次元コードを送信したときに所在した物理世界特質、携帯端末ユーザーの属性値等を含め
ばよい）をそれとともにバックグラウンドサーバーに送信して検証することができる。
【０１０９】
　好ましくは、２次元コードの形式で、業者に、ユーザー情報、クーポン２次元コードか
ら解析したクーポン情報及び他の所要の情報を送信することができる。更に、以下のプロ
セスによって実現することが可能である。
【０１１０】
　ステップS313’において、ユーザーは携帯端末によってコアサーバーに割引２次元コー
ドを取得することを要求して、該割引２次元コード符号化情報にユーザー情報及びクーポ
ン２次元コードから解析したクーポン情報を含ませる。コアサーバーまたはその権限付与
者（権限付与されたバックグラウンドサーバー、第三者生成装置または携帯端末等）によ
って、現在最新の符号化規則に基づいて、対応の割引２次元コードを生成する。クーポン
情報は、携帯端末によって解析を行ってもよく、コアサーバーによって携帯端末から送信
したクーポン２次元コードを受信して解析して取得してもよい。
【０１１１】
　また、もう１つの例において、割引２次元コードを生成する関連操作を、前記実施例２
における携帯端末が支払２次元コードの形式を採用して購買要求メッセージを送信する例
と組み合わせてもよい。例えば、携帯端末はコアサーバーに購買要求メッセージを送信す
るときに、コアサーバーに解析したクーポンメッセージ、ユーザー情報等を送信して、生
成した支払２次元コードに取引を完成することに必要な情報にくわえて、同時にクーポン
情報を含ませる。業者は携帯端末が送信した支払２次元コードを識別するときに、クーポ
ン情報の対応する割引を使用してユーザーの消費を決済し、商品の販売を完成する。
【０１１２】
　もう１つの実施形態において、他のステップを行うフローは、前記実施形態またはその
変形例と基本的に一致している。ステップS304’～S307’は、以下のフローによって実現
される。携帯端末は、発行した２次元コードを識別し、２次元コードから識別した情報を
バックグラウンドにクーポンを取得することを要求する要求情報を送信する。バックグラ
ウンドサーバーは該要求情報を受信し、該要求情報の送信時間（または、受信時間）を、
該バックグラウンドサーバーにおけるポリシーが規定した時間と比較して、対応の割引の
クーポン情報を与える。例えば、送信時間（受信時間）が８時前、９時前であれば、それ
ぞれ20％オフ、10％オフのクーポンを提供し、識別が９時後であれば、クーポンを提供し
ないと規定した。
【０１１３】
　もう１つの実施形態において、他のステップを行うフローが、前記各実施形態またはそ
の変形例と基本的に一致しており、ステップS304”～S307”が、以下のフローによって実
現される。携帯端末は発行した２次元コードを識別し、内蔵された位置決めモジュールま
たは他のLBS(LBS，Location Based Service、位置によるサービス)によって、該携帯端末
が現在所在する位置情報を取得し、バックグラウンドサーバーがクーポンを取得すること
を要求する要求情報に添付する。バックグラウンドサーバーは、要求情報を受信し、その
中の位置情報と該バックグラウンドサーバーにおけるポリシーにより規定された位置情報
とを比較し、対応の割引のクーポン情報を与える。例えば、位置情報は、携帯端末が購買
要求を識別または送信するときにボンディングエリア内に位置すると示せば、クーポンを
提供し、携帯端末がボンディングエリア内に位置しないと示せば、クーポンを提供しない
と規定した。
【０１１４】
　もう1つの例において、ステップS304”～S307”は、以下のフローによって実現される
。携帯端末は、発行した２次元コードを識別し、２次元コードから識別した情報に基づい
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てバックグラウンドサーバーにクーポンを取得することを要求する要求情報を送信する。
バックグラウンドサーバーは該要求情報を受信し、例えば、携帯端末が要求情報を送信し
たときに使用した基地局に基づいて、バックグラウンドサーバーによって該基地局と相互
作用して、第三者から携帯端末が要求情報を送信したときの時間または位置を取得して、
バックグラウンドが該時間または位置情報に基づいて比較判断を行って、対応のクーポン
を提供する。
【０１１５】
＜実施例４＞
　本実施例において統一されたコード発行に基づく情報処理方法の複数の例が提供されて
いる。図６に示すように、主に１つのコアサーバー、１つのバックグラウンドサーバー、
少なくとも２つの携帯端末の間の相互作用に係わり、それによって、商品の推奨を実現す
る。他の携帯端末、他の第三者のサーバー等は、実際な応用状況に応じて配置されること
が可能である。
【０１１６】
　ステップS401において、バックグラウンドサーバーは、商品の販売のサービスを提供し
、該バックグラウンドサーバーはコアサーバーに要求を送信して、販売している商品に対
応する２次元コードを取得することを要求する。
【０１１７】
　ステップS402において、コアサーバーまたはコアサーバーにより権限付与されたバック
グラウンドサーバーまたは第三者生成装置によって、現在最新の符号化規則に基づいて、
商品の商品情報を符号化し、商品情報に対応する第１の２次元コードを生成する。
【０１１８】
　ステップS403において、バックグラウンドサーバーは商品の第１の２次元コードを取得
し、それをさまざまな情報プラットフォームに発行する。
【０１１９】
　ステップS404において、第１の携帯端末のカメラは、該第１の２次元コードを撮影し、
撮影した第１の２次元コードを復号化して、商品情報に対応する符号化情報を取得し、符
号化情報に基づいてバックグラウンドサーバーから商品情報を抽出し、ユーザーがクエリ
を行うように携帯端末の表示画面に表示する。
【０１２０】
　ステップS405において、第１の携帯端末は、商品の推奨者として、コアサーバーに要求
を送信して、コアサーバーまたは権限付与された者（例えば、コアサーバーが権限付与し
たバックグラウンドサーバー、第三者生成装置または該第１の携帯端末自体である）によ
り現在最新の符号化規則に基づいて推奨２次元コード（第２の２次元コード）を生成する
ことを要求して、該推奨２次元コードの符号化情報に対応する内容には、バックグラウン
ドが販売する商品の情報のみならず、該第１の携帯端末のユーザー情報（例えば、第１の
携帯端末の唯一識別情報である）を更に含ませ、または他のあらゆる所要な情報（例えば
、第１の携帯端末ユーザーの該商品に対する評価情報、第１の携帯端末ユーザーの物理世
界特質、第１の携帯端末ユーザーの属性値等である）を更に含ませるので、第１の携帯端
末を推奨者としたという状況は、該推奨２次元コードと既に緊密に係っており、必要に応
じて該推奨２次元コードを識別する各方により知られることが可能である。
【０１２１】
　そのため、該第１の携帯端末は自体が第１の２次元コードを解析して得られた商品情報
を、単独にまたは前記コード発行要求等の相互作用情報とともにコアサーバーに送信する
ことができ、または、該第１の携帯端末は第１の２次元コードを直接にコアサーバーに送
信し、コアサーバーまたはそれが権限付与した装置により第１の２次元コードを解析して
商品情報を取得して推奨２次元コードを生成する。第１の携帯端末のユーザー情報は、相
互作用前または相互作用中において、第１の携帯端末により単独または他の相互作用情報
とともにコアサーバーに提供されてもよく、または、コアサーバーによりそれと該第１の
携帯端末との他の相互作用情報から、若しくは第１の携帯端末が登録したバックグラウン
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ドサーバーから、若しくは他の任意の第三者サーバー等から該第１の携帯端末のユーザー
情報が取得される。
【０１２２】
　ステップS406において、第１の携帯端末は、生成した推奨２次元コードを取得して、そ
れを第２の携帯端末のユーザーのタッチ可能な箇所に発行する。即ち、第１の携帯端末の
ユーザーは、第２の携帯端末のユーザーに商品の推奨を行う。
【０１２３】
　例えば、第１の携帯端末（またはコアサーバーまたはバックグラウンドサーバー）は、
推奨２次元コードをさまざまな情報プラットフォームに発行し、または、第２の携帯端末
のカメラが直接にスキャンするように、第１の携帯端末は推奨２次元コード、または該推
奨２次元コードを含むページまたは他のメディア（ピクチャー、マルチメディア等）を、
様々なソーシャルネットワークの応用ツール等の様々な方式によって第２の携帯端末に直
接に送信し、または、第１の携帯端末はそれ自体の画面に推奨２次元コードを表示する。
【０１２４】
　ステップS407において、第２の携帯端末は推奨２次元コードを識別して、商品情報に対
応する符号化情報、及び第１の携帯端末のユーザー情報に対応する符号化情報を取得する
。
【０１２５】
　ステップS408において、第２の携帯端末は、ユーザーがクエリを行うために、符号化情
報に基づいて、バックグラウンドサーバーから商品情報を抽出し、該第２の携帯端末の表
示画面に表示する。必要に応じて、第１の携帯端末のユーザー情報またはそれにより提供
された他の情報（例えば、評価情報等）を同時に表示するか否かを選択することができる
。
【０１２６】
　ステップS409において、第２の携帯端末のユーザーは、第１の携帯端末のユーザーが推
奨した商品に満足すれば、第２の携帯端末によってバックグラウンドサーバーに購買要求
メッセージを送信する。バックグラウンドサーバーが商品販売を完成する関連操作は、前
述した各実施例に記載のフローによって実現されることが可能である。
【０１２７】
　バックグラウンドサーバーは商品を販売するときに、商品の購買者が第２の携帯端末で
あり、商品の推奨者が第１の携帯端末であることを知ることができる。本例において、バ
ックグラウンドサーバーが該推奨２次元コードに関連した第１の携帯端末のユーザー情報
を取得する具体的な方式を制限しておらず、例えば、第２の携帯端末によって該推奨２次
元コードから解析した第１の携帯端末のユーザー情報を、単独または購買要求情報ととも
にバックグラウンドサーバーの送信し、または、バックグラウンドサーバーは推奨２次元
コードを受信し、自律的に解析して第１の携帯端末のユーザー情報を取得し、または、バ
ックグラウンドサーバーは購買要求情報を処理するときに、コアサーバーから推奨２次元
コードを生成するためにコアサーバーに格納される情報にクエリを起こって、その中から
該推奨２次元コードを生成することを要求する第１の携帯端末のユーザー情報を取得し、
または、第１の携帯端末は、推奨２次元コードを取得するために、コアサーバーにユーザ
ー情報を提供したのみならず、同時に該第１の携帯端末またはコアサーバーによってバッ
クグラウンドサーバーに第１の携帯端末のユーザー情報を提供した。
【０１２８】
　ステップS410において、第１の携帯端末ユーザーが他のユーザーに商品を推奨したとい
う事実に基づいて、バックグラウンドサーバーは予め設定されたリベート規則に基づいて
推奨リベートを算出して、第１の携帯端末にリベートメッセージを送信し、ユーザーに告
知するために第１の携帯端末の表示画面に表示する。
【０１２９】
　ステップS411において、コアサーバーは第１の携帯端末ユーザーが他のユーザーに商品
を推奨したという事実に基づいて、第１の携帯端末またはそのユーザー（及び／またはバ



(23) JP 2021-7030 A 2021.1.21

10

20

30

40

50

ックグラウンドサーバー、第２の携帯端末またはそのユーザー）の対応のアカウントにお
いて、属性の調整を行う。コアサーバーは第２の携帯端末とバックグラウンドサーバーと
の間に商品売買を完成するために実施した属性調整操作は、前述した複数の実施例におけ
る説明を参照してもよい。
【０１３０】
　もう１つの例として、バックグラウンドサーバーは、第１の携帯端末が第１の携帯端末
に推奨リベートを計算する具体的な操作は、ステップS411において第１の携帯端末に対す
る属性調整を完成してから行われるものである。例えば、バックグラウンドサーバーは、
クエリを行ってコアサーバーから第１の携帯端末またはそのユーザーが推奨を実施し、属
性調整後の属性状態を取得したことを得、その後、最新の属性情報に基づいて第１の携帯
端末に推奨リベートを計算する。
【０１３１】
　設定されたリベート規則によって、バックグラウンドサーバーは第２の携帯端末が推奨
に基づいて購買取引を実際に完成してから第１の携帯端末にリベートを提供してもよく、
第１の携帯端末が推奨の操作さえ実施すれば、バックグラウンドサーバーは第１の携帯端
末にリベートを提供してもよい（例えば、第１の携帯端末は、第２の携帯端末に２次元コ
ードを送信するとともに、バックグラウンドサーバーに知らせ、または第２の携帯端末が
推奨２次元コードを識別し、バックグラウンドサーバーから商品情報を抽出してクエリを
行うときに、バックグラウンドサーバーは第１の携帯端末が推奨操作を実施したことを知
る）。
【０１３２】
　図７に示すように、第１の携帯端末が第１の２次元コードまたは推奨２次元コードを識
別し、第２の携帯端末が第１の２次元コードまたは推奨２次元コードを識別することによ
って、バックグラウンドサーバーと相互作用して商品売買取引を完成し、バックグラウン
ドサーバーが報奨規則に基づいて提供した取引報奨を取得し、及び通知を受けたコアサー
バーにより対応の属性値調整されることが可能である。
【０１３３】
　または、バックグラウンドサーバーは既に報奨及びリベートの規則をコアサーバーに送
信した（例えば、第１の２次元コードを生成することを要求したときに、または単独に送
信した）場合、バックグラウンドサーバー（または第１の携帯端末／第２の携帯端末）が
送信した取引完成及び／または推奨操作の実施の通知に基づいて、コアサーバーにより対
応の取引報奨／推奨リベートを算出して、対応のユーザーに提供する。取引報奨または推
奨リベートの形式は限られておらず、デジタル通貨または実貨幣または属性値調整または
合意した他の任意の形式でもよい。取引報奨または推奨リベートは、ユーザーの１つの属
性として、コアサーバーによりユーザーアカウントにおいて調整され、対応のユーザーに
通知されることが可能である。
【０１３４】
　本実施形態は、１人の推奨者しかいないこと、または推奨２次元コード１回のみを生成
すること、または一対一の推奨のみを行うことに限られていない。実際に異なった応用状
況に応じて、複数の推奨者が存在してもよい。各推奨者は各々新たな２次元コードを何回
も生成することができ、推奨を実施し、または商品の購買が成功した後、バックグラウン
ドサーバーは、予め設定されたリベート規則に基づいて各推奨者または各推奨に対してそ
れぞれリベートを算出し、コアサーバーにより属性の調整が対応に行われる。異なった例
において、規則によって、複数回の各推奨のリベートを同一に設定してもよく、更に推奨
回数を１つの参照項として（該回数を推奨２次元コードに重ね合わせ、またはコアサーバ
ー等に記憶する）、推奨回数が多くの推奨者の次回の推奨により多くのリベートを提供し
てもよい。
【０１３５】
　例えば３つの携帯端末がある場合、第１の携帯端末はコアサーバーに推奨２次元コード
を生成して、それぞれ第２の携帯端末と第３の携帯端末に送信し、該第２、第３の携帯端
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末は該推奨２次元コードを識別するときに、異なった物理世界特質を有してバックグラウ
ンドサーバーから異なったサービスを取得し、予め設定されたリベート規則に基づいて、
バックグラウンドサーバーは第１の携帯端末が第２、第３の携帯端末に対して推奨して最
終に提供した異なったサービスの状況に応じて、第１の携帯端末にリベートを与え、コア
サーバーによって異なった数値の属性調整を行う。または、第１の携帯端末は、推奨２次
元コードを第２の携帯端末に送信するときに該第１の携帯端末が有する特質を発行し、推
奨２次元コードを第３の携帯端末に送信するときに該第１の携帯端末が有する特質と異な
る場合、バックグラウンドサーバーはそれによって第１の携帯端末に異なったリベートを
提供してコアサーバーによって異なった数値の属性調整を行う。または、第１の携帯端末
は、コアサーバーに１番目の推奨２次元コードを生成することを要求したときに提供した
ユーザー情報には第１の携帯端末の１つの特質が含まれており、２番目の推奨２次元コー
ドを生成することを要求したときに提供したユーザー情報には該第１の携帯端末のもう１
つの特質が含まれており、１番目の推奨２次元コードが第２の携帯端末に送信され、２番
目の推奨２次元コードが第３の携帯端末に送信される場合、バックグラウンドサーバーは
、それによって第２、第３の携帯端末に異なった特質に対応する異なったサービスを提供
することができ、第１の携帯端末に異なった特質に対応する異なったリベートを提供する
こともでき、コアサーバーによって異なった数値の属性調整を提供できる。前記複数の実
施形態は、更に１つの推奨者（第１の携帯端末を参照）が３つ以上のユーザーにマルチパ
ーティーによる複数回の推奨を行う状況に広がることができる。
【０１３６】
　３つの携帯端末を有するもう１つの状況では、第１の携帯端末は、コアサーバーに１番
目の２次元コードを生成することを要求し、そのうち商品情報及び第１の携帯端末ユーザ
ー情報に対応する符号化情報が含まれており、第１レベル推奨者としてこの推奨２次元コ
ードを第２の携帯端末に送信する。第２の携帯端末は１番目の推奨２次元コードを識別し
て対応した前記関連情報を取得し、コアサーバーに２番目の２次元コードを生成すること
を要求し、その中に商品情報及び第１、第２の携帯端末ユーザー情報に対応する符号化情
報を含ませ、第２の携帯端末は、第２レベル推奨者として、第３の携帯端末に前記２番目
の２次元コードを送信する。第３の携帯端末は、２番目の推奨２次元コードを識別して、
対応した前記関連情報（商品情報及び第１、第２の携帯端末ユーザー情報を含む）を取得
し、最終的にバックグラウンドサーバーと相互作用して取引を完成する。バックグラウン
ドサーバーは、第１、第２の携帯端末が各々推奨操作を実施した状況に応じて、それぞれ
推奨レベルとマッチングする異なったリベートを与える。そして、第２の携帯端末が更に
１番目の推奨２次元コードに基づいてバックグラウンドサーバーと相互作用して取引を完
成すると仮定すれば、第３の携帯端末に間接的に推奨した情報に応じてリベートを更に取
得できる。そして、各レベルの推奨２次元コードも前述したマルチパーティーによる複数
回の推奨を行う操作を参照してもよい。
【０１３７】
　当然として、コアサーバーは、各レベル推奨２次元コードを生成することを要求したユ
ーザー情報の何れにも記録があれば、バックグラウンドサーバー及び／またはコアサーバ
ーが取引過程の各ステップ、取引対象、推奨者等に対して記録があるため、推奨２次元コ
ードにも直接に推奨する推奨者の情報のみが含まれても良い（例えば、２番目の推奨コー
ドには第１の携帯端末のユーザー情報が含まれておらず、商品情報及び第２の携帯端末の
ユーザー情報のみが含まれても良い）。ひいては、２次元コードには推奨者の情報が含ま
れなくても良く、バックグラウンドサーバーはそれ自体の記録またはコアサーバーの記録
に基づいて、該推奨２次元コードの対応する各レベルの推奨者のユーザー情報を取得して
、予め設定されたリベート規則に基づいてバックグラウンドサーバーによって直接に推奨
する推奨者（例えば、第２の携帯端末）にリベートを与え、または直接に推奨する推奨者
及び間接に推奨する推奨者（例えば、第１、第２の携帯端末）の何れにもリベートを与え
る。
【０１３８】
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　前記複数の実施形態は、更にマルチレベルの推奨者がある状況に広がることができ、即
ち、バックグラウンドサーバーにより提供されたサービスの関連情報を取得した各ユーザ
ー（例えば、バックグラウンドサーバーから知り、または情報発行プラットフォームから
２次元コードをスキャンして知り、または他のユーザーにより推奨されて知る等の方式で
サービス情報を取得する）は、何れもバックグラウンドサーバーと相互作用してサービス
を取得し、または、推奨者として携帯端末によってコアサーバーにサービス情報に該推奨
者自体のユーザー情報を付加した推奨２次元コードを生成して、外部に発行することを要
求することができる。該推奨２次元コードを受けたユーザーは、その中のサービス情報に
基づいてバックグラウンドサーバーと相互作用してサービスを取得し、または下位レベル
推奨者としてコアサーバーにサービス情報に少なくとも該下位レベル推奨者自体のユーザ
ー情報を含むユーザー情報を付加した下位レベル推奨２次元コードを生成し、外部に発行
して推奨することを要求し、例えば、各レベル推奨２次元コードの各方、各レベル推奨２
次元コードを発行する各方、各レベル推奨２次元コードを識別する各方、識別側と相互作
用する各方は、必要なときに何れも各ユーザーがあるレベル推奨者としての状況を知るこ
とができ、もし必要であれば、バックグラウンドサーバーが各レベル推奨者に対応のリベ
ートを付与するために、更に推奨２次元コードに含まれる内容に基づいて、コアサーバー
またはバックグラウンドサーバー等により記録された内容にクエリを行うことで、前のレ
ベルの直接推奨ユーザーの情報、またはその前の幾つかのレベルの推奨ユーザーの情報を
知ることができる。バックグラウンドサーバーは対応の割合を設置して、１つの成功した
取引が関わった複数のレベルの推奨者に対して割合に応じてリベートを割り当てることが
できる。
【０１３９】
　コアサーバーは、バックグラウンドサーバーがリベートを付与する方法と類似な方法で
、複数回の推奨またはマルチレベルのうちの各推奨者のユーザー情報、それが実施した推
奨操作、及び直接または間接に推奨した後に取引が成功したか否かとの関連付け状況を知
ることができ、該コアサーバーにより推奨各方または相互用各方のアカウントにおいて対
応の属性調整を行う。コアサーバーは各方の推奨レベル、異なった推奨操作、推奨の回数
、取引が成功したか否か、推奨された後に成功に購買した回数等の様々な状況に対して異
なった荷重指数を設置し（以下で、具体的に対応の例を説明する）、加重指数に基づいて
それにマッチングする属性調整を行うことができ、調整された属性情報は、バックグラウ
ンドサーバーとして本回のリベートまたは次回のリベートを付与するときに参考とする依
拠の１つとしてもよい。
【０１４０】
　本実施形態の複数の方法は、全国直接販売の新しい販売チャネルとそれに対応する販売
状況の統計解析を提供できる。例えば、微博(weibo)の管理スタッフ、またはあるウェブ
ページにおいてある商品を見つけた通常のウェブページビューアは、自分の携帯端末また
は他のスマートデバイスによって該商品が１回生成した２次元コードを識別し、コアサー
バーまたはそれが権限を与えた者によって再び２回目の２次元コードを生成して、２回目
で生成した２次元コードを広く発行して推奨することさえすれば、誰でも、商品を代弁す
るビッグスターとなる。また、例えば、２次元コードを発行する様々な情報発行プラット
フォームまたは他のバックグランドサーバーまたは第三者サーバー等は、あるレベルの推
奨者として、２回目２次元コードを生成した後、発行した推奨リベートを取得することを
要求することができる。任意の１つの生成した推奨２次元コードには少なくとも推奨者の
ユーザー情報が付加されている（または、少なくともバックグラウンドサーバーまたはコ
アサーバーの記憶記録においてそれに対して対応している）ことで、該推奨２次元コード
を唯一に推奨者とユーザーまたはその携帯端末とバインディング対応を行う。従って、商
品は他の人に購買された後、購買毎に推奨者のユーザー情報が抽出されることで、推奨者
へのリベートを便利に算出し、及び対応の属性調整を便利に行う。
【０１４１】
＜実施例５＞
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　本実施例は、統一されたコード発行に基づく情報処理方法の複数の例を提供している。
主にコアサーバーと、販売商品関連サービスを提供する第１のバックグラウンドサーバー
と、ソーシャルネットワークプラットフォーム関連サービスを提供する第２のバックグラ
ウンドサーバーと、第１のユーザーの携帯端末と、当該ソーシャルネットワークプラット
フォームにおける他の１つまたは複数のユーザーの携帯端末とを備え、それらの相互作用
によってSNS（ソーシャルネットワークサービス）検索を実現する発明に関する。他の携
帯端末や他のバックグラウンドサーバー、他の第三者のサーバーなどは、実際の応用状況
に応じて配置することができる。
【０１４２】
　第１のバックグラウンドサーバーは、その販売している商品について、当該商品の情報
に対応するプロモーション２次元コードをコアサーバーに要求して取得した後、外部に発
行する（プロモーション２次元コードの生成、発行などの過程は、上述の各実施例の説明
を参照することができる）。
【０１４３】
　第１のユーザーは、第２のバックグラウンドサーバーの登録ユーザーであるため、第２
のバックグラウンドサーバーに提供されるソーシャルネットワークプラットフォーム関連
サービスを利用して第２のバックグラウンドサーバーの他の登録ユーザーと情報の相互作
用を行うことができる。ソーシャルネットワークプラットフォームにおける各ユーザーは
さらに、１つまたは複数のモーメンツを生成し、モーメンツにおける他のユーザーをグル
ーピングし、それとよりプライベートでより目標的な拡散を行うことができる。
【０１４４】
　当該第１のユーザーは、携帯端末でプロモーション２次元コードを識別し、対応する商
品情報を抽出してクエリを行い、さらに他のユーザーの商品に対するコメント情報を取得
することを望む。このためには、第１のユーザーの携帯端末は、SNS検索要求を第２のバ
ックグラウンドサーバーに送信し、第１のユーザーは、当該SNS検索要求に基づいて第２
のバックグラウンドサーバーにトピック（例えば、検索される商品名、機種やユーザーが
把握したい事項などを含む）を提出し、第２のバックグラウンドサーバーがソーシャルネ
ットワークプラットフォームでSNS検索を行うように要求する。
【０１４５】
　第２のバックグラウンドサーバーはSNS検索要求を受信し、トピックから抽出されたキ
ーワードに基づいて、少なくとも他のユーザーが当該ソーシャルネットワークプラットフ
ォームを介して発行した情報から検索し、検索されたSNS検索結果を整理して第１のユー
ザーの携帯端末にプッシュする。第１のユーザーが商品のことをよりよく把握するために
、第１のユーザーの携帯端末の画面には、SNS検索の結果が表示されている。その後、第
１のユーザーは、プロモーション２次元コードに基づいて第１のバックグラウンドサーバ
ーと相互作用して、取引を完了して第１のバックグラウンドサーバーに販売されている商
品を取得することができる（第１のバックグラウンドサーバーと相互作用する類似過程は
、上述の各実施例の説明を参照することができる）。
【０１４６】
　この例では、第２のバックグラウンドサーバーの他のユーザー（説明の便宜上、近隣ユ
ーザーと称する）は、ソーシャルネットワークプラットフォームを介してSNS検索のため
に利用可能な情報を発表するが、その形式は限られない。近隣ユーザーがこのトピックに
即時に応答するときに発表した内容であってもよいし、近隣ユーザーが当初発表してソー
シャルネットワークプラットフォームに残されたまたは第２のバックグラウンドサーバー
に保存された内容（例えば、近隣ユーザーが当初他の類似するトピックに応答するときに
発表した内容、または近隣ユーザーが当該ソーシャルネットワークプラットフォームの個
人ホームページに発表した内容、または他人のホームページに発表したメッセージ、また
は近隣ユーザーが当該ソーシャルネットワークプラットフォームを介して直接他人に送信
した内容）であってもよい。
【０１４７】
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　各ユーザー（近隣ユーザーとした場合）は、第２のバックグラウンドサーバーにメッセ
ージを送信し、当該ユーザーが発表した各情報の公開度または公開範囲について権限を設
定することができる。例えば、その発表したある情報をSNS検索に用いることを権限付与
するか否かを決定する、またはその発表したある情報を設定範囲内のみでSNS検索で検索
できるが、設定範囲を超えると、その情報を検索できないように設定する。その設定範囲
の形式は限定されないが、参考として下記のいくつかの例を提示する。例えば、存続期間
中の発表情報のみがSNS検索で検索できるようにその発表した情報の存続期間を限定する
。また、例えば、SNS検索要求を発行するユーザーのアイデンティティ、またはある属性
の数値、または物理的世界特性などを限定する。ある属性値が特定のレベルまたは特定の
範囲にあるユーザー、または関連ユーザー（例えばモーメンツ内のユーザー、相互作用し
たユーザー）、または特定の場所から特定の装置などを介してSNS検索要求を発行するユ
ーザーのみが検索できるが、SNS検索要求を発行する他のユーザーが検索できないように
設定する。また、例えば、その発表した内容について、一部のトピックに限ってSNS検索
できるが、他のトピックなら検索できないようにSNS検索のトピックの内容を限定する。
【０１４８】
　第２のバックグラウンドサーバーの各ユーザー（SNS検索要求を開始した第１のユーザ
ーとした場合）は、所望の検索範囲または所望の検索結果に対して権限を設定することも
できる。例えば、情報の発表時間を限定する。特定の期間内（例えば、１ヶ月以内、１年
以内など）に発表された情報のみを検索元とすることにより、古すぎる情報を除外するこ
とができる。また、例えば、情報を発表する近隣ユーザーのアイデンティティ、または属
性の数値、または物理的世界特性などを限定し、関連ユーザーまたは属性値が特定のレベ
ルに達する近隣ユーザーに発表された内容、または特定の場所からまたは特定の装置など
を介して発表された内容、または設定条件を満たす近隣ユーザー（例えば、実際に当該商
品を購入したユーザーであると示した根拠をバックグラウンドサーバーに提供する）に発
表された内容のみを検索元とするが、他のユーザーに発表された内容から検索しない。
【０１４９】
　前記各権限の設定は、ソーシャルネットワークプラットフォームにおけるユーザーが発
表した情報の本来の使用及び拡散に影響を与えない。第２のバックグラウンドサーバーは
権限に基づき、設定範囲外の検索元または検索結果を除外する。当該第２のバックグラウ
ンドサーバーがSNS検索結果を整理する操作としては、キーワードとの一致度に応じて第
１のユーザーにSNS検索結果を提供すること、または完全に一致するキーワードがない場
合には、さらに連想方法によって近似するキーワードを取得してSNS検索を行った後に第
１のユーザーにプッシュする（例えば、商品名、機種に基づいてマッチングする内容を検
索できない場合には、自動的に商品のメーカー名や類似機種などに基づいて検索する）こ
と、またはソーシャルネットワークプラットフォームでマッチングした内容を検索できな
い場合には、第２のバックグラウンドサーバーがさらにインターネットでより広い範囲の
検索を行うことなどが挙げられる。
【０１５０】
　第１のユーザーは前記各実施例に記載される実施形態に基づいて、相互作用前または相
互作用中に第２のバックグラウンドサーバーのソーシャルネットワークプラットフォーム
の登録ユーザーとなることによって、SNS検索要求を送信することができる。第１のユー
ザーがそれぞれ複数のソーシャルネットワークプラットフォームの登録ユーザーである場
合、携帯端末を介してそのいずれかにログインするか、またはそれぞれ複数のソーシャル
ネットワークプラットフォームにログインして対応するバックグラウンドサーバーにSNS
検索要求を送信することができる。
【０１５１】
　他のいくつかの例では、第１のバックグラウンドサーバーに発行された商品情報に対応
するプロモーション２次元コードに、第２のバックグラウンドサーバーがSNS検索要求を
受信するリンクアドレスの符号化情報をさらに含めることができる。これにより、第１の
ユーザーの携帯端末は、プロモーション２次元コードを識別した後に当該リンクアドレス
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を知ることができ、送信されたSNS検索要求も直接当該リンクアドレスに転じられるので
、第１のバックグラウンドサーバーによってSNS検索要求を受信する特定のソーシャルネ
ットワークプラットフォームが指定される。すなわち、第１のユーザーがSNS検索要求を
送信する操作と第２のバックグラウンドサーバーのソーシャルネットワークプラットフォ
ームとをバインディングする。第１のバックグラウンドサーバーと第２のバックグラウン
ドサーバーが同じオペレータに属する場合、これにより、第１のユーザーが他のソーシャ
ルネットワークプラットフォームに流出することを効果的に防止することができる。
【０１５２】
　別の例では、第１のユーザーは、第１のバックグラウンドサーバーに発行されたプロモ
ーション２次元コードを識別することによって商品情報（及び／またはSNS検索要求を受
信するリンクアドレス情報）を取得するのではなく、他のユーザーに発行された推奨２次
元コードを識別することによって前記関連情報を取得し、推奨ユーザーがコアサーバーに
要求して生成された当該推奨２次元コードにおいて対応する商品情報に当該推奨ユーザー
の情報がさらに付加されている。また、例えば、推奨ユーザーは、第２のバックグラウン
ドサーバーのソーシャルネットワークプラットフォームの登録ユーザーであり、当該ソー
シャルネットワークプラットフォームを介して推奨２次元コードを第１のユーザーに送信
する。この場合、第２のバックグラウンドサーバーが第１のユーザーのSNS検索要求を受
信してそのソーシャルネットワークプラットフォームで検索することをより容易に指定す
るために、第１のユーザーが受信した推奨２次元コードに、第２のバックグラウンドサー
バーがSNS検索要求を受信するリンクアドレスの対応する符号化情報をさらに含めること
ができる。第1のユーザーが他のソーシャルネットワークプラットフォームに流出するこ
とを効果的に防止するために、当該リンクアドレスの符号化情報は、推奨ユーザーが推奨
２次元コードを生成するようにコアサーバーに要求した場合に追加してもよいし、ソーシ
ャルネットワークプラットフォームが推奨２次元コードの転送操作を完了するために、第
２のバックグラウンドサーバーは、第１の推奨２次元コードに含まれる符号化情報に当該
リンクアドレスをさらに付加して第２の推奨２次元コードを形成するようにコアサーバー
に要求した場合に追加してもよい。
【０１５３】
　異なる応用状況において、第１のバックグラウンドサーバーが商品を販売するサービス
、第２のバックグラウンドサーバーがソーシャルネットワークプラットフォームをメンテ
ナンスすること、及びSNS検索を実現するサービスを同時にカバーするために、機能がよ
り強力なバックグラウンドサーバーを設定することができる。または、第２のバックグラ
ウンドサーバーが第１のユーザーのSNS検索要求を受信すると、その要求を第三者サーバ
ーに転送して具体的な検索を行い、第２のバックグラウンドサーバーが第三者サーバーか
らSNS検索の結果を取得した後に第１のユーザーにプッシュする。
【０１５４】
　また、コアサーバーは、SNS検索中の各方の関連操作を把握し、SNS検索を完了する第２
のバックグラウンドサーバー、SNS検索要求を開始する第１のユーザー、発表された情報
がSNS検索に使用される近隣ユーザー、推奨２次元コードを発行する推奨ユーザーなどの
アカウントにおいて、それぞれ対応の属性調整を行う。第１のバックグラウンドサーバー
及び／または第２のバックグラウンドサーバーはユーザーの属性状態に応じて、より適合
的なサービスを提供することができる（例えばサービスを提供するときにより大きな割引
を受けることができたり、ソーシャルネットワークプラットフォームにおけるユーザーの
レベルを上げたりする）。あるユーザーの属性状態は、SNS検索時に、他人が当該ユーザ
ーに発表された内容に対して受信権限を設定するか、または第２のバックグラウンドサー
バーが当該ユーザーに発表された内容を有効なSNS検索結果に用いるための考慮事項の１
つとすることもできる。
【０１５５】
　以下、図８に示すように、飲食店で注文する具体的な例を介して前記実施形態の詳細を
説明する。
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【０１５６】
　ステップS501では、消費者は飲食店に入り、消費者自身または従業員の指示に従って、
携帯電話でテーブル上の２次元コードを識別する。当該２次元コードに対応する符号化情
報には、第１のバックグラウンドサーバーの情報及びSNS検索要求を開始する命令が含ま
れている。当該２次元コードは、コアサーバーまたはそれにより権限付与した者が設定さ
れた符号化規則に基づいて生成するものである。
【０１５７】
　ステップS502では、消費者は、携帯電話内のカメラを開いて２次元コードを撮影し、携
帯電話のハードウェア実体に内蔵されたデコーダ及び符号化情報解析ユニットを介して第
1のバックグラウンドサーバーのアドレス及び関連パラメータを取得し、これにより第１
のバックグラウンドサーバーに接続する。
【０１５８】
　ステップS503では、携帯電話には、２次元コードの符号化規則に対応する復号化クライ
アントソフトウェアがインストールされているか否かを判断する。復号化クライアントソ
フトウェアがインストールされていない場合、復号化クライアントソフトウェアをダウン
ロードしてインストールする。その後、解析された２次元コードに含まれるパラメータを
自動的に起動するクライアントソフトウェアに導入する。復号化クライアントソフトウェ
アが既にインストールされた場合、解析された２次元コードに含まれるパラメータを自動
的に起動するクライアントソフトウェアに直接導入するか、または当該２次元コードに対
応するサービスを直接識別する。当該第１のバックグラウンドサーバーに提供されるサー
ビスに対応する２次元コードではない場合、携帯電話は、設定されるウェブページにリン
クするか、または何らのウェブページ接続も行わない（ユーザーが誤った２次元コードを
スキャンしたことを通知し、正確な２次元コードをスキャンしてくださいなど画面にERRO
R情報のみを示す）。異なる応用状況においては、当該ステップは、１つのオプションと
することができる。
【０１５９】
　ステップS504では、当該飲食店のメニューを消費者の携帯電話（クライアントソフトウ
ェアを起動させる）に表示する。当該メニューは、設定された２次元コードの符号化規則
に基づいて符号化され読み取られて示されるものである。メニューの各項目については、
いずれもSNS検索要求を開始することができる。すなわち、当該消費者がソーシャルネッ
トワークプラットフォームのモーメンツにおいて、当該メニューの料理／当該店に対して
コメントを投稿した友人がいるか否かを確認するように第２のバックグラウンドサーバー
に要求する。例えば、消費者に設定される検索元範囲に基づいて検索する。第１レベルの
モーメンツ（すなわち、当該消費者に関連付けられた友人）には、コメントを投稿した人
がいないと、第２レベルのモーメンツ（すなわち、当該消費者の友人の友人）には、コメ
ントを投稿した人がいるか否かを検索する。このように類推して複数のモーメンツで検索
してコメント情報を取得する。
【０１６０】
　ステップS505では、第２のバックグラウンドサーバーは検索されたコメントを消費者の
携帯電話に送信するとき、消費者が当該コメントの信頼性をよりよく把握するために、当
該コメントの投稿者が有する「評価者指数」を消費者に通知することもできる。
【０１６１】
　当該「評価者指数」は、ユーザーの属性として、コアサーバーまたは第２のバックグラ
ウンドサーバーがコメント投稿者の関連操作または他の属性に基づいて算出し、コメント
投稿者のアカウントに記録することができる。「評価者指数」を算出する操作としては、
設定されるポリシーまたは規則によっては、複数の形式または複数の形式の組み合わせが
考えられる。例えば、コメント投稿者が２次元コードをスキャンして第１のバックグラウ
ンドサーバーからメニューまたは注文する回数を抽出して当該飲食店に来店するまたは消
費に成功した回数を示すことにより、より高い指数値を得るためにより多くの回数を設定
することができる。また、例えば、評価者に投稿されたコメントが類似トピックで有効な
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SNS検索結果として使用される回数が多ければ多いほど、より高い指数値を得ることがで
きるように設定することもできる。
【０１６２】
　位置サービス(LBS)または他の物理的世界特性に基づいて、コメント操作を限定するか
、またはSNS検索結果を選別することが好ましい。例えば、評価者の携帯電話のクライア
ントソフトウェアによって当該飲食店で２次元コードをスキャンし、または当該２次元コ
ードに基づいて注文に成功したからこそコメントを投稿することができる（例えば評価者
の携帯電話が対応するバックグラウンドサーバーと相互作用するとき、この携帯電話の位
置決め情報または取引が成功した証拠を合わせて送信してコメントを投稿する規定や要求
を満たすか否かを決定する）。さらに、大量の無効なコメントを避けるために、このコメ
ントを評価者の携帯電話に関連付けることができる。当該評価者の指数及びそのコメント
の公開度及び公開範囲の設定に応じて、当該コメントは、対応するSNS検索で検索するこ
とができる。また、評価者に投稿された当該コメントは、評価者の個人ホームページまた
はモーメンツに保存できるとともに、ソーシャルネットワークプラットフォームの元の手
段によって拡散することもできる。
【０１６３】
　ステップS506では、消費者はコメントを参照した後、メニューにおける気に入った料理
を注文し、注文情報（注文やテーブル番号、時間などを含む）を、２次元コードに関連付
けられた従業員の携帯電話／飲食店のサービス端末装置などに送信することができる。従
業員の携帯電話／飲食店のサービス端末装置は、クライアントソフトウェアまたはショー
トメッセージまたは他の手段を介して、当該注文情報を直接受信するか、または第１のバ
ックグラウンドサーバーに転送された当該注文情報を受信して、対応のサービスを消費者
に提供する。
【０１６４】
　好ましくは、消費者の携帯電話に表示されるメニューは、クリックしてクーポンを取得
するリンクをさらに含み、このリンクをクリックした後、クーポン情報を含むクーポン２
次元コードを消費者の携帯電話に送信する。さらに、このクーポン２次元コードを取得す
る要求を送信するとき、消費者の携帯電話は現在の時間及びアドレスを提供したため、生
成されるクーポン２次元コードには、要求時間、アドレスなどに対応する割引が含まれて
いる。従業員の携帯電話のクライアントソフトウェアで消費者の携帯電話におけるクーポ
ン２次元コードをスキャンして検証した後、消費者は、クーポンによる割引で消費するこ
とができる。勿論、クーポンの入手方法はこれに限定されず、本発明では特に限定されな
い。
【０１６５】
　ステップS507では、消費者は新しい評価者として、携帯電話のクライアントソフトウェ
アを介して表示されるメニューにコメントを発表投稿したり、ソーシャルネットワークプ
ラットフォームを介してモーメンツまたは他のホームページにコメントを投稿したりする
ことができるとともに、このコメントが第２のバックグラウンドサーバーによってSNS検
索要求を開始する他のユーザーに提示するために使用されるかどうかを決定するためにこ
のコメントの公開度及び公開範囲を設定することもできる。
【０１６６】
　ステップS508では、第２のバックグラウンドサーバーは、コメントを投稿した消費者の
ために、そのコメントを有効なSNS検索結果に使用するための参照として、またはその消
費者に報奨を与える参照として、対応する評価者指数を算出する。
【０１６７】
　本実施形態は、「業者のメニューへの消費者の識別のためのSNS検索及び量化的な推奨
を実現できる」という有利な効果を達成できる。さらには、SNS検索の要求者として、モ
ーメンツの発表内容から検索された結果に基づいて、業者に提供されるサービスを詳しく
把握することができる。一方、コメントを投稿した評価者として、自分の好みを示すこと
ができるだけでなく、ソーシャルネットワークプラットフォームを介して友人を助け、業
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者の報奨を取得することもでき、最終的には個人の評価指数などの各属性値への調整に反
映される。
【０１６８】
＜実施例６＞
　本実施例は、統一されたコード発行に基づく情報処理方法の複数の例でSNS（ソーシャ
ルネットワークサービス）ヘルプを実現する発明を提案している。コアサーバー、第１の
バックグラウンドサーバー、第２のバックグラウンドサーバー、第１のユーザー及び近隣
ユーザーの携帯端末などの配置については、実施例５を参照することができる。実施例５
に記載される多くの構成は本実施例に適用することができる。その逆も同じである。そし
て、ユーザーがSNSヘルプ及びSNS検索を開始する操作は互いに矛盾しない。他の携帯端末
や他のバックグラウンドサーバー、他の第三者のサーバーなどは、実際の応用状況に応じ
て配置することができる。
【０１６９】
　第１のバックグラウンドサーバーは、その販売している商品について、当該商品の情報
に対応するプロモーション２次元コードをコアサーバーに要求して取得した後、外部に発
行する。第１のユーザーは、第２のバックグラウンドサーバーの登録ユーザーであるため
、第２のバックグラウンドサーバーに提供されるソーシャルネットワークプラットフォー
ム関連サービスを利用して第２のバックグラウンドサーバーの他の登録ユーザーまたは友
人グループ内の友人と情報の相互作用を行うことができる。
【０１７０】
　第１のユーザーは、携帯端末で商品情報に対応するプロモーション２次元コードを識別
し、対応する商品情報を抽出して閲覧した後、さらにソーシャルネットワークプラットフ
ォームのユーザー（特にその友人グループ内の友人）の当該商品に対するコメント情報を
取得することを望む。このためには、第１のユーザーの携帯端末は、SNSヘルプ要求を第
２のバックグラウンドサーバーに送信する。すなわち、このSNSヘルプ要求を介して第２
のバックグラウンドサーバーにトピック（例えば、検索される商品名、機種やユーザーが
把握したい事項などを含む）を提出し、ソーシャルネットワークプラットフォームで第２
のバックグラウンドサーバーに転送される当該トピックを受信するユーザー（説明の便宜
上、近隣ユーザーと称する）がこのトピックに応答するように誘う。第１のユーザーが指
定される第２のバックグラウンドサーバーにSNSヘルプ要求を直接送信するために、第１
のバックグラウンドサーバーに発行されたプロモーション２次元コードの符号化情報に、
指定接収SNSヘルプ要求を受信すると指定される第２のバックグラウンドサーバーのリン
クアドレスをさらに含めることができる。
【０１７１】
　トピックを受信した近隣ユーザーが関連商品に対して提供するコメント情報については
、それ自体を検索できるし、様々な拡散手段（私信、メッセージ、ショートメッセージな
ど）を介してそのコメント情報を第１のユーザーに直接送信するか、または第１のユーザ
ーのページに発表することができる。または、第２のバックグラウンドサーバーでそのSN
Sヘルプ要求へのフィードバック情報を付加して第１のユーザーを転送する。第１のユー
ザーの携帯端末の画面にはSNSヘルプの結果が表示されているため、第１のユーザーは、
商品の状況をさらに把握することができる。その後、第１のユーザーは、プロモーション
２次元コードに基づいて第１のバックグラウンドサーバーと相互作用して、取引を完了し
て第１のバックグラウンドサーバーに販売されている商品を取得することができる。第２
のバックグラウンドサーバーまたはコアサーバーが、トピックに応答する近隣ユーザーの
ために、対応の評価者指数などの属性の数値を算出するとともに、そのアカウントに記録
する。第１のバックグラウンドサーバーまたは第２のバックグラウンドサーバーは、当該
指数にクエリを行って対応の報奨を与える（例えば、推奨リベートなどを与える）ことが
できる。
【０１７２】
　各ユーザー（SNSヘルプを開始する第１のユーザーとした場合）は、第２のバックグラ
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ウンドサーバーにメッセージを送信し、そのヘルプの公開度または範囲について権限を設
定し、トピックの応答を希望するのユーザーのアイデンティティ、物理的世界特性などを
限定することもできる。例えば、第２のバックグラウンドサーバーが対応するユーザー状
態にクエリを行った後にSNSヘルプのトピックをすべてのオンラインユーザーに送信する
ように要求する。または、ユーザーの友人関連状況にクエリを行った後にトピックを第１
レベルから第２レベルのモーメンツの友人のみに送信する。または、両者の位置決め情報
を比較した後にトピックを、開始者からの実際の地理的位置が設定距離を超えないユーザ
ーのみに送信する。そして、ユーザーはさらに、第２のバックグラウンドサーバーによっ
てフィードバックされるトピック応答時の内容、物理的世界特性について権限を設定する
ことができる。例えば、一部のキーワードを含む応答内容をブロックしたり、ある時刻よ
り遅く送信された応答内容をブロックしたりする。第２のバックグラウンドサーバーは、
権限設定範囲外の応答結果を除去する。
【０１７３】
　また、各ユーザー（近隣ユーザーとした場合）は、第２のバックグラウンドサーバーに
メッセージを送信し、当該ユーザーが他人に開始されたSNSヘルプ要求の公開度または公
開範囲を受け入れるかどうかについて権限を設定することができる。例えば、すべてのSN
Sヘルプ要求を受信またはブロックするか、または関連付けられたユーザー（例えばモー
メンツの友人または第２レベルのモーメンツの友人、または相互作用したことがあるユー
ザー）に開始されたSNSヘルプ要求のみを受け入れるように設定することができる。当該
ユーザーは、権限設定を満たすSNSヘルプ要求を受信するために、権限設定に基づいてSNS
ヘルプ要求を開始するユーザーのアイデンティティ、またはある属性の数値、または物理
的世界特性などをそれぞれ限定することができるし、SNSヘルプのトピックの内容、開始
時に関連する物理的世界の特性などを限定することもできる。第２のバックグラウンドサ
ーバーは、権限設定範囲外の応答結果を除去する。必要がある場合、ユーザーはさらに、
SNSヘルプ要求のトピックを送信するときに、関連補助情報（例えばトピック開始者のユ
ーザー情報、トピックまたはその開始者に関する物理的世界特性など）も送信するように
第２のバックグラウンドサーバーに要求することができる。ユーザーは、補助情報にクエ
リを行った後に、受信したSNSヘルプに応答する必要があるかどうかを判断する。
【０１７４】
　トピックに応答する近隣ユーザーは推奨者として、符号化情報に商品情報、当該近隣ユ
ーザーのユーザー情報及その商品を評価するコメント情報が含まれる推奨２次元コードを
生成するようにコアサーバーまたはそれが権限付与した者に要求するとともに、トピック
への応答としてこの推奨２次元コードを第１のユーザーに送信するか、または商品推奨の
ために他のユーザーに送信することができる（商品推奨に関する例は、前記各実施例の説
明を参照することができる）。
【０１７５】
　別の例では、第１のユーザーは、他人に発行された推奨２次元コードを識別することに
よって対応する商品情報及び推奨者の情報を取得する。第１のユーザーは推奨２次元コー
ドに基づいて、SNSヘルプ要求をこの推奨者に送信するためには、推奨２次元コードに、
推奨者が所属するソーシャルネットワークプラットフォームの第２のバックグラウンドサ
ーバーがSNSヘルプ要求を受信するリンクアドレスをさらに含めることができる。この要
求が対応する推奨者に正確に送信されて応答されるように、この第２のバックグラウンド
サーバーが受信したSNSヘルプ要求には、推奨者の識別情報がさらに含まれている。
【０１７６】
　コアサーバーはSNSヘルプ中の各方の関連操作を把握し、例えばSNSヘルプを完了する第
２のバックグラウンドサーバー、SNSヘルプ要求を開始する第１のユーザー、SNSヘルプに
応答する近隣ユーザー、推奨２次元コードを発行する推奨ユーザーなどのアカウントにお
いて、それぞれ対応する属性調整を行う。第１のバックグラウンドサーバー及び／または
第２のバックグラウンドサーバーはユーザーの属性状態に応じて、より適合的なサービス
を提供することができる（例えばサービスを提供するときにより大きな割引を受けること
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ができたり、報奨リベートを与えたり、ソーシャルネットワークプラットフォームにおけ
るユーザーのレベルを上げたりする）。あるユーザーの属性状態は、SNSヘルプを開始ま
たは受信するときに権限を設定する参考としてもよい。
【０１７７】
　以下、図９に示すように、飲食店で注文する別の具体的な例を介して前記実施形態の詳
細を説明する。ステップS501～S503と類似する操作を実行した後、ステップS601では、第
１のユーザーの携帯電話を介してこの飲食店のメニューを表示する。このメニューは、設
定された２次元コードの符号化規則に基づいて符号化され読み取られて示されるものであ
る。メニューの各項目については、いずれもSNSヘルプ要求を開始することができる。す
なわち、ソーシャルネットワークプラットフォームにおけるこの消費者の第１レベルから
第２レベルのモーメンツにおいて、その友人がこのメニューの料理／この店に対してコメ
ントを投稿するようにバックグラウンドサーバーに要求する。ステップS602では、SNSヘ
ルプ要求を受信した近隣ユーザーは、トピックに言及の店または料理を把握し、バックグ
ラウンドサーバーに示される開始ユーザーの情報にさらにクエリを行ってそのアイデンテ
ィティを検証した後、対応の店または料理に対するコメント情報を提示してバックグラウ
ンドサーバーに送信する。ステップS603では、バックグラウンドサーバーは、近隣ユーザ
ーが応答したコメントを消費者（開始ユーザー）の携帯電話に転送するとき、消費者の参
考のために、この近隣ユーザーが有する「評価者指数」または近隣ユーザーが公開を権限
付与する他の属性を消費者に通知することができる。
【０１７８】
　その後、消費者は、ステップS506の操作に従って注文し、ステップS507の操作に従って
、他人がSNS検索を開始するときに検索できるようにこの消費者のコメントを発行するか
、またはこの店／料理情報、推奨者としてこの消費者の情報などを含む推奨２次元コード
を他人に送信し、またはステップS508の説明に基づいてバックグラウンドサーバーまたは
コアサーバーによってこの消費者、その近隣ユーザーに対して対応する指数の調整記録を
行う。例えば、これから他のユーザーがSNS検索またはSNSヘルプの要求を開始するときに
、この消費者のコメントを優先して検索するか、またはトピックに応答する誘いをこの消
費者に優先して送信できるように、バックグラウンドサーバーはさらに、この消費者がこ
の飲食店で２次元コードをスキャンしたことがあることや取引を完了したことなどの情報
を記録することができる。
【０１７９】
　消費者の携帯端末がソーシャルネットワークプラットフォームのバックグラウンドサー
バーにSNS検索の要求及びSNSヘルプの要求を送信する動作を協力して行うことができる。
例えば、消費者はまず、ステップS501～S505と同じような操作を行って、ある料理につい
てSNS検索して返されたコメント結果、及びコメント投稿者の評価者指数を消費者の携帯
電話に表示することができる。消費者は、そのうち評価指数が最も高い評価者を複数選択
し、選択された複数の評価者がある料理について詳しく紹介するようなトピックを送信す
るようにバックグラウンドサーバーにSNSヘルプ要求を送信することができる。誘いを受
けた評価者は、そのトピックについてコメントを発表して消費者に応答するか、またはそ
の設定した権限に基づいてその誘いをブロックすることができる。同様に、消費者は、SN
Sヘルプによって返されたコメント結果において対応するキーワードを設定して新しいト
ピックを形成し、新しいトピックについてより広い範囲のユーザーグループでSNS検索を
行うようにバックグラウンドサーバーに要求することができる。
【０１８０】
　また、別の例では、例えば、消費者が、携帯端末の特定クライアントソフトウェアを介
してメニューを表示し、ある料理についてSNS検索、及び／またはSNSヘルプ要求を開始す
るか、または注文要求を発行する場合、対応する要求を受信する方（例えば、他のユーザ
ー／ソーシャルネットワークのバックグラウンドサーバー／飲食店のサービス端末装置な
ど）は、この料理に対する消費者の関心を把握すると、この料理に関する他の商品やサー
ビスを消費者にプッシュする（例えば、脂の多い肉に関心がある料理である場合、脂肪肝
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疾患に対する保険をプッシュする）。そのプッシュされる内容は、この消費者のある物理
的世界の特性または特性の組み合わせに応じてなされたものである。消費者は、プッシュ
メッセージに基づいて保険を購入するか、または保険に関する内容を他のユーザーに推奨
し、推奨チェーンにおける任意の被推奨者が保険を購入したことにより、推奨報奨を取得
するとともに、この消費者の推奨指数の調整に反映される。
【０１８１】
＜実施例７＞
　本実施例は、統一されたコード発行に基づく情報処理方法の複数の例を提供している。
図１０に示すように、主にコアサーバー、それぞれ異なる主題を有する複数のバックグラ
ウンドサーバー、複数のアイデンティフィケーション(ID)を有するユーザーの携帯端末間
の相互作用に関する。他の携帯端末、他の第三者のサーバーなどは、実際の応用状況に応
じて配置することができる。前記または下記の他の各実施例に記載のものは、本実施例に
おける複数のバックグラウンドサーバーの１つ、及び／または本実施例におけるユーザー
またはその携帯端末の複数のIDのいずれかの相互作用であってもよい。
【０１８２】
　ユーザーは１つまたは複数のIDを使用してある対応主題のバックグラウンドサーバーの
登録ユーザーになる。ユーザーの１つの携帯端末は、このユーザーの１つのIDのみに対応
してもよいし、このユーザーの複数のIDに対応して必要に応じてこれらIDの切り替えを実
現してもよい。対応するバックグラウンドサーバーとの相互作用を実現するために、ユー
ザーの１つのIDを異なる携帯端末にログインさせることもできる。ユーザーがいずれかの
IDで携帯端末を介していずれかの対応主題のバックグラウンドサーバーと相互作用する過
程は、前記各実施例の説明を参照することができる。
【０１８３】
　コアサーバーがユーザーごとに１つの属性アカウントを設定する例に基づいて説明する
（例えば、各ユーザーが対応する属性アカウントを１つしか持たないように、実名、ID番
号などの唯一の識別標識を使用してコアサーバーに登録するように要求することができる
。ただし、他の例では、１つのユーザーは対応する複数の属性アカウントを有することが
限定されない）。１つの属性アカウントはいくつかの属性を含み、その一部の属性のそれ
ぞれは複数の主題項目を含み、これら主題項目は複数の主題に対応する。コアサーバーは
、ユーザーの１つまたは複数のIDがある主題に関連付けられていること、または１つまた
は複数のIDが複数の主題にそれぞれ関連付けられていることを把握できる（例えば、ユー
ザーまたは対応するバックグラウンドサーバーは関連状況をコアサーバーに通知する）の
で、ユーザーがあるIDで移動端末を使用するときに行った属性調整設定条件に適合する操
作（前記各実施例を参照することができる。例えば対応主題のバックグラウンドサーバー
と相互作用する操作、及び／またはユーザーの当該IDが重畳された推奨２次元コードを生
成して他のユーザーに推奨する操作、SNS検索要求またはSNSヘルプ要求に応答する操作な
どが考えられるが、これに限定されない）に対して、コアサーバーは、属性アカウントに
おける対応する主題項目で属性値の調整を行うことができる。マッチングする属性調整値
を算出するために、コアサーバーは、異なる主題項目（異なる主題に対応する）に対応す
る加重指数を設定することができる。例えば、ユーザーがあるIDを用いて異なる主題で行
う同一種類の操作について、コアサーバーは主題の加重指数に基づいて算出した後、対応
する属性を調整する異なる数値を取得する可能性がある。
【０１８４】
　他のいくつかの例では、異なる主題のほか、他の事項に対しても対応する加重指数を設
定することができる。例えば、ユーザーが実行する異なる操作に対して対応する加重指数
を設定することができる。また、例えば、ユーザーが同一種類の操作を実行するときの異
なる物理的世界特性に対して対応する加重指数を設定する。１つの項目の加重指数に基づ
いて属性値を個別に算出することができる。例えば、ユーザーが同一の主題で行う異なる
操作について、この操作のために設定される加重指数に基づいて算出した後に対応する属
性の調整値を得る。いくつかの事項の加重指数に基づいて算出される属性値を組み合わせ
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て算出してもよい。例えば、ユーザーのある操作について、まず異なる操作に対応する第
１の加重指数に基づいて算出され、次にこの操作を実行するときの物理的世界特性に対応
する第２の加重指数に基づいて算出され、さらにこの操作を実行するユーザーIDに対応す
る主題で異なる主題に対応する第三加重指数に基づいて算出され、最後に対応属性の調整
値が得られる。
【０１８５】
　以下では、具体的な例を介して本実施例の発明を説明する。複数の特定の話題に基づく
ID（例えば、WeChat ID=WECHAT1、Weibo ID=WEIBO1、Momo ID=MOMO1）をいくつか有する
ユーザーDM1を設定する。WeChat、Weibo、Momoはそれぞれのバックグラウンドサーバーを
介して異なるソーシャルネットワークプラットフォームをメンテナンスし、本実施例にお
けるそれぞれSNS発行拡散機能を有する３つの異なる主題に対応する。三者はコアサーバ
ーまたはそれが権限付与した者を介して各主題に対応する２次元コードを生成してそれぞ
れの協力プラットフォームに発行する。
【０１８６】
　異なる適用状況において、各主題の２次元コードは異なるサービス内容に対応すること
ができる。また、各主題の２次元コードは、同一のサービス内容に対応してもよいが、異
なる主題それぞれの特徴もカバーしている。例えば、異なるコーディング方法を有するの
で、含まれるサービス内容を抽出するために、ある主題にマッチングするソフトウェアし
かによってこの主題の２次元コードを識別することができない。各主題に対応する同一の
サービス内容（商品情報／推奨内容など）は、これら主題とは独立した第三者によって提
供されてもよい。
【０１８７】
　ユーザーDM1はそれぞれ異なるIDを使用し、対応する２次元コードを識別して、対応す
るO2O場面（例えば、特定の時点、特定の物理的場所、や他の物理的世界特性の要素また
はその組み合わせ。具体的にはバックグラウンドサーバーによって予め条件的に定義され
る。）で、例えば主題一のID、すなわちWECHAT1を使用して、いくつかの行為動作を完了
する。
（Wechat-Activity1、Wechat-Activity2…Wechat-ActivityN）
【０１８８】
　また、主題二のID、すなわちWEIBO1を使用して、別のいくつかの行為動作を完了する。
（Weibot-Activity1、Weibo-Activity2…Weibo-ActivityN）
【０１８９】
　さらに、主題三のID、すなわちMOMO1を使用して、他のいくつかの行為動作を完了する
。
（Momot-Activity1、Momo-Activity2…Momo-ActivityN）
【０１９０】
　よって、ユーザーDM1は下記の総合的な評価指標または指数を取得した。
Index1=F(F1(Wechat-Activity1、Wechat-Activity2…Wechat-ActivityN、O2O)、F2(Weibo
t-Activity1、Weibo-Activity2…Weibo-ActivityN、O2O)、F3(Momot-Activity1、Momo-Ac
tivity2…Momo-ActivityN、O2O)、….FN(…))。
【０１９１】
　総合的な評価指数の評価（関数Fシリーズと定義される）は、統一の規則及び／または
協議によって行われる。当該設定された規則及び／または協議は、例えばユーザーの各主
題におけるどの行為動作が評価されるか、またはこれら行為動作が異なる加重指数を有す
るかを決定したり、評価時に対応する行為動作を完成するときの異なるO2O場面を参照す
るか、または異なるO2O場面に対応する加重指数などを決定したりする。例えば、異なる
適用場面では、各主題において評価できる行為動作は、同じに設定されてもよいし、異な
るように設定されてもよい。これら行為動作は、異なる加重指数を有するように設定され
てもよい。評価を得るために、ユーザーが各主題で実現する行為動作は同じでもよいし、
異なってもよい。ユーザーは、ある主題で設定されたすべての行為動作を完了して当該主
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題における評価指数を得るとともに、別の主題で設定された行為動作の一部を完了してそ
の別の主題における評価指数を得ることができる。行為動作を完了した時のO2O場面はさ
らに、各主題のバックグラウンドサーバー及び／またはコアサーバー評価時に参照する根
拠の１つとすることができる。
【０１９２】
　主題一のバックグラウンドサーバーは関数F1を介してその主題での行為動作を評価し、
主題二のバックグラウンドサーバーは関数F2を介してその主題での行為動作を評価し、よ
り多くの主題を有する場合にはこのように類推する。最後にコアサーバーまたはその指定
されるバックグラウンドサーバー、第三者サーバーなどは関数Fを介してすべての主題で
得られる評価指数を総合的に算出する。各主題のバックグラウンドサーバーは、完全な評
価規則（すなわち、シリーズ全体におけるすべての関数F、F1～FN）を知ることができる
か、または少なくとも当該主題に対応する一部の評価規則（すなわち、少なくとも当該主
題に対応する関数FN、Nを含む）を知るべきである。コアサーバーは、完全な評価規則（
すなわち、シリーズ全体におけるすべての関数F、F1～FN）を知ることができるか、また
は少なくとも最後に総合的な評価を行うときに使用される規則（すなわち、少なくとも関
数Fを含む）を知るべきである。
【０１９３】
　各主題のバックグラウンドサーバーが評価するときに使用する規則は、各バックグラウ
ンドサーバーがそれぞれ設定することができる。必要に応じて、他のバックグラウンドサ
ーバー、コアサーバー、サービスプロバイダまたはユーザーに通知することができる。ま
た、別の例では、各主題のバックグラウンドサーバーが評価するときに使用する規則は、
コアサーバーが設定してもよい。そして、それぞれ各バックグラウンドサーバーに通知し
て、必要に応じてユーザーに知らせることができる。また、別の例では、各主題のバック
グラウンドサーバーが評価するときに使用する規則は、各バックグラウンドサーバー（各
主題に対応するソーシャルプラットフォーム）とは独立した第三者（例えばサービスプロ
バイダまたは報奨提供者としての業者など）が設定してもよい。そして、各バックグラウ
ンドサーバーに通知して、必要に応じてコアサーバーまたはユーザーに知らせることがで
きる。
【０１９４】
　類似的に、コアサーバーが最後の評価を行うときに使用する規則は、当該コアサーバー
が設定してもよいし、前記第三者が設定してコアサーバーに通知してもよい。必要に応じ
て、この規則を各バックグラウンドサーバーまたはユーザーに通知することができる。ま
た、各主題のバックグラウンドサーバーはコアサーバーにおいてそれぞれの属性アカウン
トを設定してもよい。コアサーバーは、各バックグラウンドサーバーが規則に設定された
行為動作を完了した後にそれを評価し、その評価指数を算出することができる。異なる行
為動作の加重指数及び／または各行為動作に係る属性を参照することができる。
【０１９５】
　そして、いくつかの例では、コアサーバーは各バックグラウンドサーバーの評価指数に
対して対応の加重指数を設定することができる。この場合、各バックグラウンドサーバー
に送信された各主題でのユーザーの評価指数を受信した後、コアサーバーは総合的な評価
を行うときに、各主題のバックグラウンドサーバー自体が有する評価指数をさらに参照し
て、対応の加重指数で算出した後にユーザーのある属性での最終的な評価指数を得ること
ができる。ユーザーの総合的な評価指数を算出することに係る属性は、算出時に参照する
バックグラウンドサーバーの属性と同じでもよいし、異なってもよい。例えば、ユーザー
の信用レベル、ポイントまたはデジタル通貨の金額を総合的に評価するとき、コアサーバ
ーは、バックグラウンドサーバーの信用レベルを参照して評価を行うか、または対応の加
重指数を設定する。
【０１９６】
　ユーザーがある主題においてある属性について得る評価指数は、当該主題で他の属性を
評価するときに参照する根拠の１つとすることができる。ユーザーがある属性で得る総合
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的な評価指数は、他の属性を評価するときに参照する根拠の１つとすることもできる。ユ
ーザーまたはそのあるIDの１つの属性の総合的な評価指数は、コアサーバーによってこの
ユーザーの属性アカウントに記録される。ユーザー自身、他のユーザー、バックグラウン
ドサーバー、第三者サーバーなどの各方が必要に応じて閲覧してそのユーザーの状況を把
握するためには、この総合的な評価指数を直接デジタル化して表示することができる。こ
れは、例えばこのユーザーの応答情報を採用するかの権限を設定するときに参照する根拠
の１つとすることができる。勿論、ユーザーまたはコアサーバーは、権限を設定すること
によって、ドギらのインタラクティブパーティーはユーザーの総合的な評価指数及び／ま
たはそのユーザーが各主題で得る評価指数を閲覧できるかと限定することもできる。
【０１９７】
　また、ある主題のバックグラウンドサーバーが、同一のユーザーが複数のIDを有するこ
とを把握した場合、バックグラウンドサーバーはまず各IDの行為動作をそれぞれ評価した
後、異なるIDの加重指数（例えば各IDのある属性値（例えばユーザーレベル、ユーザーア
クティビティなど）を参照してこの加重指数を設定する）に応じて、この主題でのユーザ
ーの統一的な評価指数を算出してコアサーバーに送信して総合的な評価を行うことができ
る。また、別の例では、バックグラウンドサーバーが当該ユーザーの複数の異なるIDを把
握するかどうかに関わらず、各IDが行う行為動作をそれぞれ評価し、異なるIDに対応する
評価指数をコアサーバーに送信する。コアサーバーは、ユーザーが同一の主題で複数のID
を有することを把握したとする。この場合、コアサーバーは、これらIDの評価指数（例え
ばある加重指数に基づくもの）を総合的に算出した後、このユーザーの属性アカウントに
記録する。
【０１９８】
　ユーザーが行う評価可能な行為動作は、前記いずれかの実施例に言及のユーザーまたは
その携帯端末を介して行う操作、または他の各方との相互作用操作であってもよい。例え
ば、バックグラウンドサーバーに登録する操作、２次元コードを識別して対応するバック
グラウンドサーバーからサービスに関する情報を得る操作、他のユーザーに推奨する（例
えば、推奨２次元コードを発行）操作、２次元コードに含まれるサービスに対応するバッ
クグラウンドサーバーで取引を完了する操作、他のユーザーのSNS検索要求またはSNSヘル
プ要求に応答する操作、やユーザーがある主題のバックグラウンドサーバーのメンテナン
スするソーシャルネットワークプラットフォームで行う他の従来の操作などを含むが、こ
れら操作に限定されない。各バックグラウンドサーバーがコアサーバーに評価可能な行為
動作は、前記いずれかの実施例に言及のバックグラウンドサーバー自体の操作またはそれ
と携帯端末、コアサーバー、第三者サーバーなどなどとの相互作用操作であってもよいし
、本実施例に記載のユーザーを評価する操作であってもよい。
【０１９９】
　相互作用したいずれか一方（例えば、ユーザー及びその携帯端末、各主題のバックグラ
ウンドサーバー、第三者のサーバー、コアサーバー）が他の各方に送信するデータまたは
情報は、相互作用情報、評価指数、規則通知情報、O2O場面情報などを含むが、これらに
限定されない。いずれも、２次元コードの形式で転送することができる。当該２次元コー
ドの生成については、情報の送信側がコアサーバーに要求し、コアサーバーまたはそれが
権利を付与した者が情報に対応するコードを含む２次元コードを生成する。
【０２００】
　本発明におけるコアサーバーの統一した２次元コードの符号化規則の一実施例は以下の
とおりである。２次元コード生成インターフェイスを設定し、現在の２次元コードのショ
ートコードの長さを８桁から１２桁に調整する（例えばwww.linkon.cn/ABCDEFGHIJKL_UVW
XYZ）。最初の１２桁（A～L）は唯一のもので、プロモーションページの２次元コード及
び入金２次元コードを含み、プロダクションサーバーがインターフェイスとして用いられ
た後にショートコードをプロダクションサーバーに戻し、プロダクションサーバーによっ
て２次元コード画像を生成する。プロモーションページの２次元コードインターフェイス
のパラメータとしては、サーバーID、業者ID、オブジェクトタイプ、オブジェクトID、エ
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リアID、チャネルID、共有先、ユーザーID、ソース２次元コードなどが挙げられる。支払
２次元コードインターフェイスのパラメータとしては、サーバーID、業者ID、管理者ID、
金額、備考などが挙げられる。インターフェイスは、プロダクションサーバーのウェブサ
イト、サーバーID、アプリケーションID、アプリキー、tokenなどを検証する必要がある
。後の６桁（U～Z）は、業者ID、ロケーション、チャネル管理、オブジェクトID、オブジ
ェクトタイプ（CODE TYPE、オブジェクトの複数の属性（例えば、ディスプレイ／プロモ
ーション投資／購入／アンケート／クーポンを入手する／寄付など）を管理することがで
きる。クリックする（例えばWeChatで）／長押しする（例えばWeChat内の２次元コード）
／コードをスキャンする（例えばスキャン可能な環境で）／シェイクする（シーン内で）
ことなどによりアクセスされ、サービスが得られる）、ユーザーID、ソースコードなどで
ある。
【０２０１】
＜実施例８＞
　以下は、評価指数を用いて重みを算出して報奨をユーザーに推奨して提供する例によっ
て説明する。対応する設定は上述した実施例を参照することができる。
【０２０２】
　また、あるユーザーDM1は、複数の特定の主題に基づくいくつかのIDを有するとする。
これら主題（例えばWeChat、Weibo、Momo）それぞれのバックグラウンドサーバーは、異
なるソーシャルネットワークプラットフォームをメンテナンスする。三者はそれぞれ、SN
S発行拡散機能を有し、かつそれぞれ同一のアクセスサーバーに接続され、当該アクセス
サーバーから業者に提供された内容（例えば、サービス内容／商品内容／推奨内容など）
を得て、各主題に対応する協力プラットフォーム（例えば業者、カウンター、ウェブペー
ジなどそれぞれのO2O場面）に符号化内容を発行して当該内容を含む２次元コードでプロ
モーションする。
【０２０３】
　各主題のバックグラウンドサーバーが持つSNS発行拡散機能としては、ユーザーが、個
人ホームページまたは他のページへメッセージを投稿または返信したり、ユーザー間のメ
ッセージ送信を行ったり、SNS検索／SNSヘルプを行ったり、メッセージ送信またはメッセ
ージ受信の権限を設定したりすることを含むが、これに限定されない。ユーザーはSNS発
行拡散機能に基づいて、他のユーザーに推奨内容を送信することができる。ユーザーは推
奨内容を送信するとき、推奨２次元コードの形式を使用することができる。
【０２０４】
　そして、バックグラウンドサーバーは、アクセスサーバーから業者の提供内容を取得し
て各主題に対応する２次元コードを生成することもできる。また、バックグラウンドサー
バーは、アクセスサーバーから前記内容を含むオリジナルの２次元コードを直接取得して
、関連する内容を復号した後に各主題に対応する２次元コードをさらに生成することがで
きる。各２次元コードを生成する操作は、上述した各実施例の説明を参照することができ
る。
【０２０５】
　異なる主題のバックグラウンドサーバーに発行される２次元コードは、内容と様式が一
致してもよいし、異なる主題に発行される２次元コードに対応する符号化内容は、業者に
提供されるサービス内容／商品内容／推奨内容などの内容を有するほか、当該主題または
そのバックグラウンドサーバーの独特の識別情報や他の情報（例えば当該主題に関連する
ソーシャルネットワークプラットフォーム、ウェブページ、クライアントソフトウェアな
どのリンク）をさらに付加することもできる。また、異なる主題に発行される２次元コー
ドは、各主題に対応するコード形式を有することもできる。この場合、主題に対応するク
ライアントソフトウェアでしか識別できない。
【０２０６】
　ユーザーDM1は、その携帯端末で業者に発行されるオリジナルの２次元コードを識別す
るか、またはある主題のバックグラウンドサーバーに発行される２次元コードを識別して
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、その２次元コードに含まれる内容を抽出することにより、業者が「総売上高100万の不
動産の推奨について、共有チェーンにおいて共有する拡散価値は１万元である」という報
奨規則を設定したことを把握する。拡散の報奨を取得するために、当該ユーザーDM1は、
２次元コードに対応する内容に加え、このユーザーまたはその携帯端末の情報をさらに付
加して、対応する推奨２次元コードを取得するようにコアサーバーに要求する。例えば、
業者のオリジナルの２次元コード、各主題のバックグラウンドサーバーに発行される２次
元コードやユーザーの推奨２次元コードの生成、発行、識別などはすべて、前記各実施例
の説明を参照することができるため、ここで詳しい説明を控える。
【０２０７】
　ユーザーDM1は、その携帯端末で業者に発行されるオリジナルの２次元コードを識別ユ
ーザーDM1は、同じ種類の推奨２次元コードまたは異なるID情報が付加された複数の推奨
２次元コードを使用して、同一の主題または異なる主題のソーシャルネットワークプラッ
トフォームでそれぞれ拡散・プロモーションを行うことができる。例えば、ユーザーDM1
は、ある主題のIDを使用して、推奨２次元コードを共有するか、または他の拡散・プロモ
ーション形式で、場面O2O1（すなわち、ある時間、場所や他の物理的世界特性の要素、ま
たはその組み合わせ）で当該主題での他のユーザーに推奨内容BUY1を表示する。この操作
は、「WECHAT1_1のIDでSNS推奨１を完了した」行為動作としてこの主題のバックグラウン
ドサーバー（またはコアサーバーまたは第三者サーバーまたはアクセスサーバーなど）に
記録される。この推奨内容BUY1は例えばWeChatIDがWECHAT1_2の友人に転送され、複数レ
ベルの推奨（前記実施例の説明を参照）によってWeChatIDがWECHAT1_Nのユーザーまで転
送される。そして、当該推奨内容BUY1の転送により、WECHAT1_N+1のユーザーがその推奨
した総額100万の不動産を「購入する」操作を直接招く。複数レベルの推奨の「拡散チェ
ーン」全体は「O2O_CHAIN1」と呼ばれ、第１のレベルの推奨者WEHCAT1_1から取引の完了
を促進する第Nレベルの直接推奨者WECHAT1_Nまでは、業者に設定される１万元のリベート
報奨を共有することができる。
【０２０８】
　評価規則は、RULE1を選択するとする。それには、「拡散チェーン」における拡散の利
益評価重みについて、「フィボナッチ数列（N=10）によって得られる数列=1、1、2、3、5
、8、13、21、34、55、89、N=10」を採用すると規定されている。下表に示すようなもの
である。
【表１】

　すなわち、10（シーケンス）に基づき、各「レベル」に異なる「重み」を付与する（本
例の重み=当該レベルの数字を当該数列の総和で割って得られる割合）。
【０２０９】
　直接に「取引の完了を促進する」WECHAT1_Nは、「前記第１0のレベルのシーケンスで指
す38.53%」の「リベート」を取得する。このリベートの算出方法は以下のとおりである。
WECHAT1_N+1の最終購入者が、「WECHAT1_N」という１つの「上流推奨者」しか有しない場
合、WECHAT1_Nは、１万元×100%×38.53%=3853元の報奨を取得する。この「拡散チェーン
」における他の各レベルの推奨者が取得する報奨を類推することができる。
【０２１０】
　一方、最終購入者がある主題で複数のユーザーにより当該内容が推奨され、別の主題で
別の複数のユーザーにより当該内容が推奨され、最終的に推奨された商品を購入する場合
、これらユーザーはすべて、直接推奨する「上流推奨者」として上表におけるシーケンス
１０に対応する報奨を共有する。
【０２１１】
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　図１１に示すように、例えば、最終購入者WECHA1_N+1の「上流推奨者」は、当該最終購
入者がある主題で３人の推奨者MOTIF1（すなわちWECHAT10）、MOTIF2、MOTIF3により３つ
がすべて推奨１の情報が共有される場合、この３人が「同じ主題の推奨において、時シー
ケンスで数列の購入者に最も近い最初の３つ」となると定義することができる。一方、別
の異なる主題で推奨する七人MOTIF4、MOTIF5、….MOTIF10もすべて、WECHAT_1+Nの直接推
奨者であり、この７人は、「数列の最後の７つ」となる。
【０２１２】
　前記MOTIF1、MOTIF2…..MOTIF10は１０個のノードとなり、WECHAT1_N+1を構成する推奨
1によって達成されるVIPのネットワーク（デジタル人ネットワーク識別）に基づいて分配
の報奨を取得する。報奨の分配方法は以下のとおりである。MOTIF1（すなわちWECHAT1_10
）は、最終購入者に当該内容を推奨する第１の推奨者であるため、「報奨割合がシーケン
ス10で重みが第１の38.53%」に基づいて報奨を取得する。すなわち、１万元×100%×38.5
3%（報奨割合）×38.53%（重み）=1484元の報奨を取得する。MOTIF2は、最終購入者に当
該内容を推奨する第２の推奨者であるため、「報奨割合がシーケンス10で重みが第２の23
.81%」に基づいて報奨を取得する。すなわち、１万元×100%×38.53%（報奨割合）×23.8
1%（重み）=917.4元の報奨を取得する。このように類推すると、この取引の「デジタル人
ネットワーク」における各「ノード」はすべて、前記算出方法によって報奨を取得するこ
とができる。
【０２１３】
　勿論、実際の応用状況に応じて、他の数列を選択して報奨割合または加重指数を算出す
ることができる。また、本例に記載の「１番目」の推奨者は、時間順序によって得られる
ものである。例えば、推奨時間が購入時間に最も近い推奨者を指す。また、別の例では、
最も早く推奨する推奨者を指してもよい。このように「２番目」及びその後の各推奨者の
順位を類推する。本発明では、時間以外の他の特性要素（例えば距離、ポイント）または
特性要素の組み合わせ（例えば距離と時間との組み合わせ）に基づいて各推奨者の順位を
決定することができるが、これに限定されない。
【０２１４】
　具体的な加重指数、報奨割合などの関連算出規則は、第三者（例えば具体的にサービス
を提供し、または報奨を与える業者）が設定し、第三者の内部サーバーがアクセスサーバ
ー、コアサーバーまたは各主題のバックグラウンドサーバーに送信し、各方が２次元コー
ドを生成し、または具体的な属性値、評価指数、報奨額などのパラメータを算出するとき
に使用することができる。また、他の例では、コアサーバー、アクセスサーバーなどは、
第三者（業者）の要求に応じて前記規則を設定し、他の各方が記録することを通知するこ
ともできる。
【０２１５】
　関連する加重指数／報奨割合の算出、または加重指数／報奨割合に基づいて他の属性値
を算出する各方（例えばコアサーバー、アクセスサーバー、各主題のバックグラウンドサ
ーバーなど）に関して、前記算出を行う必要がある場合、規則の設定者または記録者に要
求することができる。業者の内部サーバーや業者に指定されるバックグラウンドサーバー
／第三者サーバーなどはさらに、上述した各実施例の説明を参照して、最終購入者の携帯
端末と相互作用して取引を完了することができる。
【０２１６】
　「拡散チェーン」全体における推奨者に関する情報、特に最終的な取引における異なる
主題からの推奨者の役割は、例えば、推奨２次元コードにおける各レベルの推奨者の情報
を遡って把握することができる。推奨２次元コードはすべてコアサーバーまたは把握した
後に各方に権限を与えて生成されるため、コアサーバーはその各レベルの推奨者の状況を
把握することができる一方、他の各方（業者の内部サーバー、アクセスサーバー、各主題
のバックグラウンドサーバーなど）は必要に応じて、対応の推奨者の状況について当該コ
アサーバーにクエリを行うことができる。異なる例では、例えばコアサーバー、業者の内
部サーバー、アクセスサーバー、各主題のバックグラウンドサーバーはすべて、ユーザー
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の具体的な評価指数、報奨額及び他の各属性値をそれぞれ算出することができる。各方が
独立して算出した属性値はそれぞれ、各々が設立したデータベースに記録したり、他のパ
ラメータを算出するために使用したりすることができる。また、各方が独立して算出した
属性値は、ユーザーの属性アカウントに記録するようにコアサーバーに通知したり、総合
的な算出を行うようにコアサーバーに通知したりすることができる。
【０２１７】
　また、個人ユーザーは、他の各方サーバーによって生成またはプッシュされる内容を推
奨するほか、デジタル化された内容（例えば、文章／音楽／アニメ／動画／ゲームなど）
を作成し、例えば当該デジタル化された内容またはそのリンクアドレスに対応する２次元
コードを生成して他のユーザーに拡散することもできる。このユーザーはサービスプロバ
イダとして、当該デジタル化された内容を宣伝するために対応する使用規則及び／または
報奨ポリシーを設定することができる。例えば、拡散２次元コードの情報を識別すること
で当該デジタル化された内容を取得する最初の1000人のユーザーは無料で使用することが
できるが、1001人目のユーザーから料金を請求し、一回一人あたり１元を請求する。この
ためには、サービスプロバイダは、拡散２次元コードが、ユーザーによって送信された、
デジタル化された内容を取得するような要求を受信するときの順序に従って記録・判断す
る。また、例えば、当該デジタル化された内容を拡散して共有する推奨者に対して、「チ
ェーン全体における取引のリベート・報奨の仕組み」を設定し、配分数が異なる場合に異
なる料金請求規則を設定し、拡散に成功したまたは取引に成功した推奨者に異なる報奨を
与える。例えば、当該宣伝・拡散チェーンにおいて拡散ユーザーが一人増えると、報奨と
して0.1元を与えるが、有料ユーザーが一人増えると、報奨として0.2元を与える。
【０２１８】
　デジタル化された内容を作成したユーザーは、そのオリジナルの作成者としての状況、
使用規則、報奨ポリシーなどをコアサーバーに通知し、拡散２次元コードを生成したり、
各レベルの宣伝中に推奨２次元コードを生成したりするには必要な符号化規則を設定する
ために用いられる。契約によれば、コアサーバー／ソーシャルプラットフォームのバック
グラウンドサーバー／当該デジタル化された内容を記憶する第三者サーバーなどのいずれ
かは、前記対応するポリシーに基づいて推奨者に報奨を与える。例えば拡散２次元コード
、推奨２次元コードはすべて、コアサーバーまたはその権限付与者が設定された符号化規
則に基づいて統一に生成するため、オリジナルの作成者、各レベルの推奨者のユーザー情
報を含めることができるだけでなく、各２次元コードを識別することによって、デジタル
化された内容を取得するようにサービスプロバイダに要求する使用者の情報を把握するこ
ともできる。したがって、拡散チェーンにおけるユーザー情報を追跡できるため、推奨者
に報奨を与え、使用者に料金を請求し、オリジナルの作成者の権益を保護することができ
る。
【０２１９】
＜実施例９＞
　図１２に示すように、本実施例はデジタル人及びこれに基づいて構築されるデジタル人
ネットワーク及び通信方法に関する。
【０２２０】
　本発明に定義される「デジタル人」は、実体の人に付加または依存し、現実世界の人と
それが持ちデジタル化センシングアクセスを行うことができる装置との組み合わせである
と理解することができる。デジタルセンシングアクセス装置は実体の人にデジタル属性を
付与することによって、デジタル人がネットワークの１つのノードとなる。本発明の各実
施例及びその変形例に記載されるユーザーの携帯端末／クライアント／ウェアラブル装置
などは、デジタル化センシングアクセス装置の一種である。ユーザーが対応する装置によ
って実現される本発明の各実施例及びその変形例に記載のそれ自身によって完了される操
作や各方と相互作用する操作などは何れもデジタル人の行為とすることができる。
【０２２１】
　デジタル人は以下のいずれかの行動パターンまたはその任意の組み合わせを有する。デ
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ジタル人は、ある種または一部の符号化媒体（例えば上述したいずれかの２次元コードま
たは対応のハイパーリンク。後の実施例は、他の形式の符号化媒体をさらに説明する）を
識別することによって、当該符号化媒体の符号化情報に対応する内容、または対応の内容
を取得するルートを把握し（当該内容は例えば、通知メッセージ、デジタル化製品、予め
定義された操作フロー、条件ポリシー、操作命令などであり、取得ルートは、内容提供機
構につながるウェブページ、リンクアドレス、識別情報などである）、符号化情報に定義
される対応情報ネットワークにアクセスし、符号化情報に定義される指定機構のサーバー
と通信することができる（情報の相互作用を行ったり、取引を行ったり、サービスを得た
りするためである）。
【０２２２】
　デジタル人は、識別可能なデジタル人標識を有する。異なる例では、デジタル人標識は
、装置情報及び／またはユーザーのアイデンティティ情報であってもよい。ユーザーのア
イデンティティ情報と装置情報をバインディングすることができる。デジタル人標識は、
特定の範囲内で唯一のものであってもよい。識別可能なデジタル人標識に基づいて、デジ
タル人に実行される任意の行為操作は、権限を有する機構によって識別及び記録すること
ができる。デジタル人情報を識別または記録する機構は例えば、識別されたデジタル人情
報に基づいて異なるデジタル人を選別し、対応のデジタル人に対してマッチングした、異
なった操作権限を開放し、デジタル人と相互作用するときにマッチングした、異なる操作
フローを実行し、マッチングした、異なるサービスを提供し、予め定義された操作を実行
する状況に対して属性記録や数値調整を行うことができる。デジタル人は例えば対応する
機構と相互作用するときに、相手が識別、検証するために自身のデジタル人標識を提供す
る。
【０２２３】
　デジタル人の行為は現実の物理的世界と緊密に関連している。デジタル人は対応の機構
と相互作用するときに、相手が識別できるようなその所在する現実の物理的世界の場面の
特性要素または要素の組み合わせ（時間、場所、アイデンティティ、行為など）を提供す
ることができる。この場合、対応の機構は、特性要素を識別し、それを予め規則ポリシー
に定義された要素などと比較して、その比較結果を、デジタル人を選別する／対応する権
限を開放する／マッチングしたサービスを提供する／対応する操作を実行する／対応する
数値を調整するなどの根拠の１つとする。
【０２２４】
　デジタル人の行為の１つは、外部への内容の共有・拡散であってもよい。共有される内
容は、符号化媒体から得られる情報であってもよく、必要に応じて当該デジタル人の標識
及び／または当該デジタル人に新たに追加された情報内容を追加することができる。対応
する機構はその標識を識別することによって、デジタル人が共有操作を行う状況に対して
識別／記録／属性調整などを行う。デジタル人は、共有内容を推奨２次元コードの形式で
外部に発行し、複数のデジタル人の間で複数回の推奨、複数レベルの推奨などを行うこと
ができる。推奨２次元コードまたは他の任意の２次元コードはすべて、地域内の統一され
たコード発行機構によって生成されるか、統一されたコード発行機構により権限を与えた
機構によって生成される。各方（例えば被推奨者が最終的に取引に成功した場合）の貢献
度をより容易に識別し、マッチングした属性値を算出するために、統一されたコード発行
は例えば、複数回／複数レベルの推奨後に共有内容の拡散経路を効果的に追跡することが
できる。
【０２２５】
　デジタル人の行為はさらに、上述した各実施例に説明のSNS検索を行うまたはSNS検索の
ための内容を発行し、及び／またはSNSヘルプを行うまたは他人のSNSヘルプのトピックに
応答することであってもよく、かつ対応する選別条件や公開権限などを設定することを認
める。デジタル人は、その持つ対応のID情報に基づいて、１つまたは複数のソーシャルネ
ットワークにログインし、例えば転送推奨／SNS検索／SNSヘルプなどの行為を行う。デジ
タル人のID情報は、その持つ標識の１つであってもよい。このようにして、当該標識を識
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別する機構は、デジタル人の行為に対して対応の評価を容易に行うことができる（属性値
を記録したり調整したりする）。
【０２２６】
　デジタル人の属性値を評価するとき、対応する属性値を容易に算出するために、予め設
定された規則に基づいて、デジタル人が対応する行為を実行するときの異なる主題（異な
るソーシャルネットワーク、異なる操作、異なる特性要素、推奨レベルなど）に対して異
なる加重指数を分配することができる。一部の属性値（評価指数、特性要素など）は、他
の属性（ポイント、資金割当額など）を調整するときの根拠とする。一部の属性値（評価
指数、特性要素など）は、他のデジタル人または他の機構が必要に応じてクエリを行うこ
とができる。一部の属性値は、デジタル人の間、またはデジタル人と他の機構のアカウン
トとの間で流通交換（例えば資金割当額など）することができる。本文の各実施例には具
体的な説明がある。
【０２２７】
　デジタル人はデジタル化センシングアクセスを有する装置を用いて符号化媒体を識別す
れば、その定義したインタラクティブネットワークにアクセスして情報／サービスを取得
し、または他人にサービス（例えばSNS検索のために情報を推奨、発行したり、SNSヘルプ
のトピックに応答したりする）を提供するために必要な操作を簡略化することができる。
各方の統一した符号化規則及びマッチングした復号化規則に基づいて、各方と（特にその
登録ユーザーとなる）デジタル人との間に実現される相互作用は、閉ループ取引（商品取
引に限られない）を実現して、一致した規則を有しない他方が当該閉ループ取引プロセス
に侵入しにくいので、情報セキュリティを効果的に確保することができる。一方、デジタ
ル人の装置は、対応する規則を有するクライアントソフトウェアを判定かつ自動的にイン
ストールすることによって、対応する操作を簡略化することができる。
【０２２８】
　閉ループ取引コマンドを実行できるシステム（デジタル人装置及び相互作用する各方の
対応する装置）は、そのトリガーされた「コマンド」が「当該システム」の特定の符号化
規則に基づいて作成され、かつ２次元コードなどの符号化媒体が生成されている。例えば
、デジタル人が携帯電話APPとバックグラウンドシステムの登録ユーザーでなければなら
ないことを要求することができる。「バックグラウンドシステム」の「会員」でなければ
、「閉ループ取引」を実行できない。本例における２次元コードはURLアドレスをコード
化することができるだけでなく、例えばO2OBUY12345（標識がO2OBUYサーバーの実行コマ
ンドはO2OBUY12345である）として符号化することもできる。
【０２２９】
　デジタル人がインタラクティブネットワークにアクセスする際の物理的世界特性要素を
把握することは、デジタル人が現実世界で位置する格子空間（格子空間は、物理的世界の
様々な特性の集合（例えば、地域、組織、製品グループ、販売チャネル、営業担当者、報
奨ポリシー、活動範囲など）を表す）を判断するのに役立つ。デジタル人が発行された（
例えば符号化媒体形態の）情報に接することができるかどうかは、当該デジタル人が発行
者の注目する現実世界の環境における特定の格子空間が、情報発行者に設定される拡散ポ
リシー（例えば特定の場所、時点、特定の友人グループ、特定のウェブブラウジング、特
定のテレビ番組の視聴者など）に位置するかどうかにかかる。よって、実体経済は、「O2
O電子商取引時代」により多くの「価値アクセスポイント」を作り出すことができる。し
たがって、デジタル人の行為に現実世界の属性が付与されるため、企業は、「物理的世界
の格子空間」の拡散属性及び効果によって、広告投入全体の「O2Oオムニチャネル」の投
入と産出を定量的評価することができる。
【０２３０】
　なお、本文にいう「O2O」は、従来の意味におけるOnline to Offline（オンラインから
オフライン）ではなく、Offline to Online（オフラインからオンライン）を指す。すな
わち、物理的世界はすべてOffline世界に属する。例えば、店舗、新聞や雑誌、コンピュ
ータページ、携帯端末の画面などの様々な肉眼で見られるものであるが、これらに限定さ
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れない。デジタル人装置は、センシングアクセス能力を有し、すなわち「センサ装置のセ
ンシングアクセス」能力（例えば２次元コードスキャン）を有するとともに、ZIGBEE(登
録商標)／IBEACONなどの無線センシングアクセスしたアドホックネットワークによって、
他の機構のサーバーまたは他のデジタル人と相互作用する機能を有する。
【０２３１】
　デジタル人標識を識別することにより、デジタル人の行為は、対応の機構によって識別
・記録・評価・報奨することができる。また、行為操作実行時の関連物理的世界の特性要
素など更に組み合わせて、独特の評価報奨またはサービスをさらに得ることができる。よ
って、デジタル人は、より高い評価報奨（例えば属性値の増分）を得るために、所定の評
価ポリシーに合致する行為（例えば他のデジタル人が情報／サービスを取得するために、
ソーシャルネットワークで共有拡散する）を行う動機付けがある。推奨レベルなどに応じ
て対応の重みのリベート報奨を得て利益の共有を実現する。大量のデジタル人は喜んで内
容の拡散共有を行うため、「人助けを楽しみとするものは自分のためでもある」という良
好な循環を形成するのに役立つ。
【０２３２】
　異なる主題でのデジタル人IDがソーシャルネットワークで行う内容共有拡散は、デジタ
ル人が符号化媒体のアクセスするインタラクティブネットワークを識別して実現した効果
的な広がりである。一方、共有情報にデジタル人標識を追加することによって、情報の初
期発行者または他の各方は、内容の拡散共有チェーンの各部分（すなわち共有する各デジ
タル人）をより容易に追跡することができる。統一されたコード発行機構またはそれが権
限付与した者は、推奨２次元コードを生成するため、デジタル人標識などの情報をより容
易に付加したり、各方が推奨２次元コードを識別することでデジタル人標識を取得したり
するための効果的な手手段が提供されている。
【０２３３】
　本実施例は、初期機構（企業または個人であってもよい）によって予め定義されたサー
ビス（例えば商品、規則、ポリシー、操作フローなど）からアクセスポイントを発行し、
上述したデジタル人及びデジタル人行為が構築過程に参与するデジタル人ネットワークを
提供している。初期機構は、それが定義している様々な内容を符号化し、２次元コードな
どの様々な符号化媒体の形式で表現し、符号化媒体を実世界に発行する。符号化媒体は、
統一されたコード発行機構またはそれが権限付与した者によって生成されるため、統一し
た符号化規則（予め定義された内容に対応）に基づいて生成されるものであることを確保
できる。マッチングした復号化規則に基づいて符号化媒体を識別したデジタル人でなけれ
ば、当該デジタル人及びその相互作用する各方が定義された操作フローを実行する信号を
トリガーすることができない。
【０２３４】
　実世界は、デジタル人ネットワークによって１つ１つの「O2O格子空間」に仮想的に分
けられ、デジタル人がデジタル人ネットワークにアクセスしてサービスを取得したりサー
ビスを提供したりする１つ１つのアクセスポイントとなる。デジタル人がアクセスすると
きに関わる物理的世界の特性要素は、相互作用する各方（例えばサービスプロバイダ）が
デジタル人の属するO2O格子空間の性質を把握するための効果的な手段を提供している。
よって、異なるO2O格子空間にマッチングする符号化媒体を分布させてアクセスポイント
を形成することにより、実世界は、「オムニチャネルO2O」デジタルアクセス能力を有す
ることになる。したがって、インターネットがカバーできない実体経済までもカバーでき
るとともに、インターネットのウェブページに２次元コードなどの符号化媒体を示すこと
で「インターネット（チャネル１）+実体経済（チャネル２）」の企業にとってのオムニ
チャネルのカバーを実現することができる。「モノのインターネットの余分なハードウェ
アの接続」と比べて、本発明は、符号化媒体を識別さえすればアクセスでき、センシング
アクセス装置（当該装置は普遍的な適用性を有する）以外に余分なハードウェアを必要と
しないので、より広く適用することができる。
【０２３５】
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　オムニチャネルO2Oのアクセスポイントは周辺世界の様々な場面に存在するため、様々
なSNS推奨、SNS検索はいつでもどこにもある。デジタル人がある「電子商取引情報」を見
ることができるのは、そのデジタル人が「ある主題に基づくデジタル人ネットワーク」に
属し、実世界からのオムニチャネルの追跡可能な仕組みのアクセス／推奨／共有によって
こそ情報を得ることができるからである。当該デジタル人は対応の符号化媒体を識別する
と、誰に推奨されるか、どのような社会的評価指標に関わるか、及び「デジタル人行為が
どのような共有利益を得るかの仕組み」を知ることができる。この上で、当該デジタル人
は、「デジタル人行為」を行うことによって、ネットワークにアクセスしたり自分のデジ
タル人ネットワークを構築したりする。
【０２３６】
　従来のインターネットの中心化、情報ベース（Information Based）に基づくという形
式と違って、本発明のデジタル人ネットワークは分散化し、閉ループ取引をベース（Tran
saction Based）にするものであり、各デジタル人自身を中心とするアドホックネットワ
ークシステムである。インターネットの検索はコンピュータ／ブラウザに依存するのに対
し、本発明では、例えばSNS検索、SNSヘルプなどはO2Oアクセスに基づき、検索できるの
は冷たいウェブページではなく、「助けて上げることができるサービス」及び「デジタル
人のソーシャルネットワークに基づいて助けてあげることができる人を見つける」ことを
得るのである。
【０２３７】
　デジタルセンシングアクセス装置にデジタル人標識をバインディングすることによって
、各デジタル人は、現実世界の肉体属性においてデジタル属性を有し、実体の人をモノの
インターネットに接続することに相当する。デジタル人は、そのデジタル人標識を１つの
ネットワークノードとして検索されて「デジタル人ネットワーク」システム全体のビッグ
データの一部となり、いずれのデジタル人も、情報内容の受信ノード（受信サービス）と
して機能するだけでなく、送信ノードとして他人に内容を発行して（サービスを提供する
が、情報を推奨・共有することに限られない）、「社会的影響力」を形成し価値を得るこ
ともできる。デジタル人ネットワークは、デジタル人が実行する行為のために、デジタル
人の行為が予め設定した定義に合致するかどうかを記録して評価し定量的評価を行う仕組
みを構築してある（例えば統一した評価基準に基づいて共有内容の評価指数を算出したり
、対応する報奨を与えたりすると表されている）。
【０２３８】
　デジタル人の行為はいつも、「LOGIN IDを持って、バックグラウンドの特定機能の閉ル
ープ取引を実行する」行為である。すなわち、「デジタル人」は、「バックグラウンドサ
ーバーに定義された機能に基づく閉ループ取引がLOGIN ID（ログインID）によって完了さ
れる」ことを実現でき、毎回の「行為」（フォロー／クリック／拡散／共有／行動など）
は自分のID（DNA）が付加された後にバックグラウンドに転送して記録されるため、全過
程における追跡を実現できるとともに、「ペイ・フォー・パフォーマンスP4P（Pay for P
erformance）」を実現し、「働き多き所得多き、働きなし所得なし」を実現できる。「２
次元コードスキャン」、「モーメンツ回し」、「SNS検索」可能などの様々なソーシャル
ネットワークに基づいて残されるソーシャルネットワークによって記録、検索、評価され
るための跡を含むデジタル人の行動パターンは、インターネットの情報に基づく方式とは
大きく異なっている。
【０２３９】
　すなわち、各デジタル人は、異なる「主題、社会的地位（評価指数）、開放態度（誰に
共有するか、誰が見ることができるかなど）、報奨ポリシー」などに基づいて、「自己」
を中心とするデジタル人ネットワークを構築することができる。各デジタル人は、多次元
で様々な異なる範囲内で唯一に識別されるデジタル人IDを有することにより、様々な人格
属性のデジタル特性を有することができる。各デジタル人IDはデジタル化アクセスかつ拡
散され、その実行する行為がすべて追跡・評価可能であるため、マルチ主題（Motif）の
マトリックス（Matrix）、社会的威信指数（社会的地位ともいう、拡散経路と影響力に対
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する）のマトリックス、及び開放態度のマトリックスに基づいて構築されるソーシャルネ
ットワークを実現することができる。社会的威信指数は、デジタル人の複数の「閉ループ
取引」行為に基づくある期間内の「定量的評価指標」である。その拡散中に他のデジタル
人に対する影響力を有するだけでなく、その「業績に基づいて分配する」ための加重指数
ともなる。
【０２４０】
　以下では、いくつかのデジタル人ネットワークアクセスポイントの例を提供する。オフ
ラインでは、ショッピングモールのサブストアにはアクセスポイントとしての様々な２次
元コードが貼り付けられている。その２次元コードを識別すれば、「スキャンすれば買い
、即時に取引を達成」を実現できるとともに、「デジタル人ネットワーク」のアクセスポ
イント及び体験表示ポイントともなる。ショッピングモールサブストアの周辺に貼り付け
られている「ショッピングモールサービス２次元コード」は、「デジタル人ネットワーク
」のアクセスポイントとなる。ショッピングモールの営業担当者やその親戚及び友人は、
「デジタル人ネットワーク」のコア推奨者となり、それ自身は、サービス２次元コードを
有する飾りを身につけて「デジタル人ネットワークのアクセスポイント」とする。「２次
元コード」を展示できる様々なオフラインアクセスポイントの実世界の場面は、「O2O場
面の設定パラメータ」に基づいて、様々な通過者の拡散効果を統計して分析することがで
きる。「当該アクセスポイント」は、「取引リベートの一環」となってもよい。オンライ
ンでは、例えば様々なウェブページで「サービスアクセス２次元コード」を示すことによ
って、「デジタル人ネットワーク」のアクセスポイントとなる。アクセス２次元コードが
含まれるウェブページは、通常のインターネットの検索対象となってもよいし、SNS検索
の対象となってもよい。
【０２４１】
　よって、テレビ局／視聴率／市場調査などの収入を主とする企業を含む従来の広告／市
場／マーケティング／企画と違って、本発明は、デジタル人ネットワークに基づいて「新
しいビジネスモデル」を実現する。企業は、その潜在的な目標顧客群が現れる場所に「デ
ジタル人ネットワーク」のアクセスポイント（例えばオムニチャネルO2O２次元コード）
を配置することによって、全体的な観点から「各個体」の好み及び行動パターンを把握で
きるので、企業のマーケティングポリシーをよりよく設定することができる。一方、「従
来の広告費用」の代わりに「拡散の全過程」において貢献した各個体（「発行元」、「拡
散個体」及び「管理プラットフォーム」を含む）に支払う。O2Oオムニチャネルマーケテ
ィングシステムの構築に基づいて、「チャネル=場面のアクセス受益権」を得る。最初の
構築は、企業経営者のデジタル人ネットワークによるものであるが、永久的な運営は、「
全員マーケティングを行うことができるデジタル人」によるものである。例えば、会社の
各社員は、当該商品情報に対応する２次元コードを親戚や友人に推奨することができる。
「デジタル人ネットワークサーバー」を構築することによって、１つのサーバーウェブサ
イトで複数のO2O場面を管理し、複数のIDによる複数のO2O場面の総合的な加重評価メカニ
ズムに適用できる。サーバーは、対応するチャネル、販売組織、営業担当者、販売価格、
リベート割合などのポリシーに基づいて、各従業員に与えるリベートを算出し、各チャネ
ルの販売状況を統計解析することができる。
【０２４２】
　デジタル人ネットワークでは、Matrixlinkプロトコルに基づいて、O2OやO2O２次元コー
ドなどでアクセスする。当該Matrixlinkプロトコルは、httpプロトコルと互換して取って
代わる。httpプロトコルはインターネットの基本プロトコルであり、WWWはInternetを転
送媒体とするアプリケーションシステムであり、WWWの最も基本的な転送単位はWebであり
、ページの原理と同じである。MatrixLinkプロトコルも、MatrixLinkネットワーク（デジ
タル人ネットワーク）の基本プロトコルである。その作動原理も、携帯クライアント／サ
ーバーコンピューティングモデルに基づいて、携帯端末のセンシングアクセス装置（例え
ばNFCチップ（NFCリーダを識別する）、また、例えば、カメラ＋識別ソフトウェアユニッ
ト（携帯端末に予め設定してもよいし、その後にインストールしてもよい））によって、
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Webブラウザ(クライアント)及びWebサーバー(サーバー)からなるメカニズムと同じような
メカニズムを実現するものである。両者は、httpプロトコル（しかし、MATRIXLINKの符号
化規則が含まれている）で通信することもできる。MATRIXLINKプロトコルは、TCP/IPプロ
トコルに基づくプロトコルであってもよく、携帯端末とWebサーバー間のアプリケーショ
ン層プロトコルである。ビジネスロジック、暗号化規則、および操作実行フローを含む汎
用のプロトコルであってもよいし、カスタマイズされるプロトコルであってもよい。
【０２４３】
　MATRIXLINKプロトコルの作用原理は以下のものを含む：
【０２４４】
　(１)接続：Webブラウザが.comをクリックしてWebサーバーとの接続を確立すると類似に
、MATRIXLINK接続は、携帯端末でコードをスキャンする及び／または画像コード（人の目
で識別する図形コードではなく、表示画面において携帯端末カメラのカメラモジュールが
画面上の輝点のUV差などで識別するものである）を合わせて、識別によってバックグラウ
ンドサーバーとの接続を確立するものである。
【０２４５】
　(２)要求：Webブラウザがsocketを介してWebサーバーに要求を送信すると類似である。
MATRIXLINKの要求は通常、接続を確立するだけでなく、サーバー指向、予め定義されたビ
ジネスオペレーションロジック及び関連パラメータも含む。
【０２４６】
　(３)応答：Webブラウザが要求を送信した後、httpプロトコルを介してWebサーバーに転
送すると同様に、Webサーバーは、モバイルクライアントのMatrixlinkプロトコルを受信
した後、予め定義された規則に基づいてトランザクション処理を行い、また処理結果をMA
TRIXLINKプロトコルを介してモバイルクライアントに送信し、モバイルクライアントで予
め定義された符号化規則を解析できるクライアントソフトウェアを起動させ、要求される
ページを表示して予め定義された処理フローに基づいて実行するか、または予め定義され
たフローのみを実行して、予め定義された閉ループ取引処理を実現する。
【０２４７】
　よって、MATRIXLINKプロトコルを介して個人の携帯端末で人と物、人と人を接続するネ
ットワーク（MATRIXLINKネットワークという）を構築することができる。インターネット
のすべての内容及びサービスはすべて、「本プロトコルの下で表示（display）を主とす
るサブセット」とすることができる。
【０２４８】
　デジタル人ネットワークの基本的な構成は、アクセス方法を統一して定義し、様々な行
為を記録する複数の互いに接続されたバックグラウンドサーバー、O2Oアクセスポイント
（すなわち、２次元コードのオムニチャネル分布点）、それぞれが任意のセンシングアク
セス装置を有するデジタル人を含む。当該デジタル人は、無線センサによるアドホックネ
ットワークと同じような方法（例えばデジタル人IDでソーシャルネットワークにログイン
する方法）でネットワークの受信及び送信ノードとなり、他のデジタル人との相互作用を
拡大する。デジタル人ネットワークに関わる２次元コードなどの任意の符号化媒体はすべ
て、コアサーバーによって生成される。他の例えばアクセスサーバー、プラットフォーム
サーバーなどの各第三者サーバーはすべて、本発明の各実施例を参照することができ、必
要に応じて配置することができる。
【０２４９】
　本発明の各実施形態を実現するために、デジタル人が具備するデジタルセンシングアク
セス装置は、例えばスマートフォン、パーソナルデジタルアシスタント（PDA）、タブレ
ットなどの携帯端末であり、必要に応じてデジタル人標識をバインディングすることがで
き（所定範囲内で唯一のものであってもよいし、永久的または一時的にバインディングし
てもよい）、符号化媒体を識別する機能及びネットワーキング通信機能を有する。同様の
機能を有する他のクライアント装置であってもよい。携帯端末と１つまたは複数のバック
グラウンド機構のサーバーとの間、複数のバックグラウンド機構のサーバーの間は、無線
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ネットワークまたは有線ネットワークを介して接続することができる。無線ネットワーク
は、GPRSネットワーク、G3ネットワーク、G4ネットワーク、WIFIネットワーク、ブルート
ゥース(登録商標)ネットワークなど、携帯端末とバックグラウンドサーバーとを、ネット
ワーク信号があるところでいつでも通信させることができるネットワークであってもよい
。
【０２５０】
　識別される符号化媒体が２次元コードであることを例とする。図１３に示すように、具
体的な実施例における携帯端末は、他の各ユニットを制御するための信号を生成し、他の
各ユニットがそれぞれの機能を実現するように制御する制御ユニットと、２次元コードを
撮影するためのカメラ（30万画素以上のカメラはすべて、２次元コードをはっきりと撮影
できる）と、撮影された２次元コードを復号化して符号化情報を得るためのデコーダと、
前記符号化情報を解析し、前記２次元コードが所定の符号化規則に基づいて生成されてい
るか否かを判定する符号化情報解析ユニットと、２次元コードが所定の符号化規則に基づ
いて生成されたものである場合、バックグラウンドサーバー、コアサーバーや他のデジタ
ル人などと情報の相互作用を行い、サービスを受けたりサービスを提供したりする送受信
ユニットと、相互作用中に関わる様々な入力情報を入力するための入力ユニットと、２次
元コードを識別することで得られる内容やバックグラウンドサーバーなどの各方と相互作
用するときに表示される様々な情報を表示するための表示ユニットとを備える。
【０２５１】
　具体的な例におけるバックグラウンドサーバーは、図１４に示すように、他の各ユニッ
トを制御するための信号を生成し、他の各ユニットがそれぞれの機能を実現するように制
御する制御ユニットと、携帯端末などのデジタル人装置またはコアサーバーなどの機構と
情報の相互作用を行うための送受信ユニットとを備える。バックグラウンドサーバーには
、デジタル人がデジタル人ネットワークにアクセス時に依拠するアクセス規則などを定義
する（例えばデジタル人や他の機構のサーバーなどが実行する操作フロー、報奨リベート
ポリシーなどを定義する）ためのアクセス定義ユニットが設定されてもよい。バックグラ
ウンドサーバーには、相互作用時の様々な情報データを記憶していつでも使用できること
を権限付与する、内蔵または外付けたデータベースが設定されている。
【０２５２】
　具体的な例におけるコアサーバーは、他の各ユニットを制御するための信号を生成し、
他の各ユニットがそれぞれの機能を実現するように制御する制御ユニットと、携帯端末な
どのデジタル人装置またはコアサーバーなどの機構と情報の相互作用を行うための送受信
ユニットと、バックグラウンドサーバーに提供されるサービスやバックグラウンドサーバ
ーに定義されるアクセス規則などの様々な情報に基づいて、対応する符号化規則を生成し
て対応の符号化情報を生成する符号化情報生成ユニットと、符号化情報に対応する２次元
コードを生成する２次元コード生成ユニットとを備える。
【０２５３】
　いくつかの異なる例では、携帯端末自体は、前記デコーダ及び／または符号化情報解析
ユニットを設定しなくてもよく、撮影された２次元コードなどを、デコーダ及び符号化情
報解析ユニットを有するバックグラウンドサーバーに送信するが、バックグラウンドサー
バーは２次元コードに含まれる情報を識別した後に携帯端末に送信する。
【０２５４】
　携帯端末と相互作用を行う各方とが閉ループ取引を実行するように要求した（すなわち
、２次元コードの符号化情報には、操作フローを実行するコマンドが含まれている）場合
、携帯端末は、送受信ユニットを介してバックグラウンドサーバーに登録情報を送信し、
登録に成功した後に当該バックグラウンドサーバーから登録成功のメッセージを受信する
必要がある。２次元コードが所定の符号化規則に基づいて生成された場合、携帯端末の送
受信ユニットはさらに、バックグラウンドサーバーにサービス提供要求メッセージを送信
し、当該バックグラウンドサーバーからサービスを受信する。２次元コードが所定の符号
化規則に基づいて生成されなかった場合、送受信ユニットはさらに、ウェブページ要求メ
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ッセージをウェブブラウザに送信し、当該ウェブブラウザから符号化情報に対応するウェ
ブページを受信したり、表示ユニットにエラープロンプトなどを出力したりする。
【０２５５】
　携帯端末は、ダウンロード、メモリカードや他の方法によって、設定された操作フロー
を実行するために必要なクライアントソフトウェアを取得することができる。インストー
ルが完了した後、当該クライアントソフトウェアを介してバックグラウンドサーバーと通
信する。バックグラウンドサーバーは、携帯端末には２次元コードの符号化規則に一致す
るクライアントソフトウェアがインストールされているかどうかを監視するためのクライ
アントソフトウェア監視ユニットと、携帯端末にはクライアントソフトウェアがインスト
ールされていないと監視した場合、自動的に携帯端末にクライアントソフトウェアのダウ
ンロード及びインストールを提供するためのクライアントソフトウェアインストールユニ
ットとをさらに備える。
【０２５６】
　コアサーバーは、統一した符号化規則に基づいて２次元コード（推奨２次元コードに限
られない）を自律的に生成するように２次元コード生成ユニットを有する携帯端末または
バックグラウンドサーバーに権限を与えることができる。符号化規則は、コアサーバーに
よって統一して生成され、必要に応じて権限を有する携帯端末またはバックグラウンドサ
ーバーに送信される。閉ループ取引を実行するためには、相互作用フローに関わる各方は
、統一した符号化規則及び復号化規則を有する。例えば取引２次元コード、内容プロモー
ション２次元コード、推奨２次元コードなどは、２次元コードを生成するときに依拠する
符号化規則に定義されたアクセス規則の違いにより、識別後に異なる行為を実行する命令
を提供する。
【０２５７】
　また、図１４、図１５に示すように、検証ユニットが設定されたバックグラウンドサー
バーは、デジタル人などの各方と相互作用する際に、デジタル人標識及び実行する操作な
どを識別し、識別された情報を予め定義された規則と比較して、デジタル人にマッチング
したサービスを提供することができる。バックグラウンドサーバーは、認識されたデジタ
ル人標識情報及びデジタル人が所定の規則に合致する行為を実行することなどを、送受信
ユニットを介してコアサーバーに送信して通知することができる。コアサーバーには、内
蔵または外付けのデータベースに記憶されるデジタル人またはバックグラウンド機構のア
カウントにおける様々な属性を記録し、その数値を調整し、報奨を与えたりデジタル通貨
割当額を振り替えたりすることを実現する属性調整ユニットが設定されている。コアサー
バーは、デジタル人またはバックグラウンドサーバーの対応する標識及び操作を認識して
検証する検証ユニットを設定することができる。バックグラウンドサーバーは、属性調整
ユニットを設定することによって、対応のデータベースで、その開始したデジタル人ネッ
トワークにアクセスするデジタル人に対して属性の記録及び数値の調整を行うこともでき
る。
【０２５８】
　携帯端末は、対応の収集ユニットを設定して、２次元コードに定義された要求に応じて
、対応する場面の物理的世界の特性要素を取得し、相互作用するときにバックグラウンド
サーバーまたはコアサーバーに提供することができる。この場合、バックグラウンドサー
バーまたはコアサーバーの検証ユニットは、デジタル人の物理的世界の特性要素を識別し
、所定のポリシー規則などと比較して、属性調整などの操作の根拠の１つとすることがで
きる。本発明の各実施例に記載の機能に基づいて、携帯端末、バックグラウンドサーバー
、コアサーバーなどに対応のユニットモジュールを配置することができる。
【０２５９】
＜実施例１０＞
　本実施例は、統一されたコード発行に基づく情報処理方法によって食関連モールのプロ
モーションを実現する例を提供している。図16に示すように、主にコアサーバー及びその
指定した第三者機構（２次元コードの符号化規則の作成、２次元コードの統一生成、やデ
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ジタル通貨の発行量、割当額の査定、割当額の発行などを担当する）、プラットフォーム
サーバー（ユーザーまたはアプリケーションサーバーなどに対してサービスを提供する第
１のバックグラウンドサーバーとして、業者の誘致、商業広告の宣伝、電子取引達成への
協力、関連取引フローの管理などを担当する）、１つまたは複数のアプリケーションサー
バー（プラットフォームサーバーに対してユーザーとして、消費者端末に対してサービス
を提供する第２のバックグラウンドサーバーとして、対応する装置を介してアカウントを
申請し、管理者を申請し、プロモーション内容を編集、発行かつ拡散し、取引を達成し、
入金２次元コードを生成し、入金２次元コードを示し、または発行することなどを実施す
る）、消費者のクライアントまたは携帯端末（第１のバックグラウンドサーバー及び／ま
たは第２のバックグラウンドサーバーのユーザーとして、２次元コードを認識することで
他の各方との相互作用にアクセスし、設定された操作フローを実行した後にサービスを取
得したり、他人に共有して報奨を得たりすることができる）に関する。対応のサービスプ
ロバイダとユーザーの相互作用過程は、前記各実施例を参照することができる。
【０２６０】
　（一）食関連モールは、対応するプラットフォームサーバーを設定する。コアサーバー
またはその指定した第三者サーバーなどには、食関連モールのデジタル通貨の金額及びそ
の使用変更状況を記録するための資金アカウントが設定されている。食関連モールは以下
のいずれかの方法またはその組み合わせによってデジタル通貨の使用割当額を取得するこ
とができる。
【０２６１】
　１）有形または無形の資産（例えば不動産、知的財産など）を抵当として、コアサーバ
ーまたはその指定した審査機構に要求を送信し、審査に合格した後に対応するデジタル通
貨を取得する。
【０２６２】
　例えば、食関連モールのプラットフォームサーバーは、「食関連モールの不動産を抵当
にしてデジタル通貨を取得する」という要求をコアサーバーに送信し、コアサーバーまた
はプラットフォームサーバーの通知によって、審査機構は、抵当にされた不動産の価値を
評価し、コアサーバーは、評価状況に応じてプラットフォームサーバーに例えば20億元の
デジタル通貨を発行することを決定し、対応するデジタル通貨をプラットフォームサーバ
ーの資金アカウントに振り込む。
【０２６３】
　２）実質通貨をコアサーバーまたはその指定した第三者機構に支払い、両替してデジタ
ル通貨の金額を取得し、本プラットフォームに対応する資金アカウントにチャージする。
【０２６４】
　例えば、食関連モールは、デジタル通貨に両替する要求を指定銀行のサーバーに送信し
て対応する人民元を支払い、銀行のサーバーは、予め設定された両替率に基づいて例えば
20億元のデジタル通貨を両替できることを確認する。銀行のサーバーは、対応の人民元を
受け取った通知または対応するデジタル通貨を両替できる通知を発行し、コアサーバーは
通知に基づいて、対応のデジタル通貨をプラットフォームサーバーの資金アカウントに振
り込む。
【０２６５】
　前記両替率は、コアサーバーまたは他の指定機構によって設定される。通常、プラット
フォームサーバーに確認されて知られた後に両替される。同一または異なる両替率に基づ
いてデジタル通貨を実質通貨に換金することができる。
【０２６６】
　３）アプリケーションサーバーまたはユーザー端末が当該プラットフォームサーバーに
支払ったデジタル通貨を取得すると、当該金額は、アプリケーションサーバーまたはユー
ザー端末の資金アカウントからプラットフォームサーバーの資金アカウントに振り込まれ
る。プラットフォームサーバーは対応するデジタル通貨を受け取った後、通常、アプリケ
ーションサーバーまたはユーザー端末に等値のサービスまたは商品を提供する必要がある
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。その間に関わる関連操作は、前記各実施例の説明を参照することができる。
【０２６７】
　（二）食関連モールのテナントとなる各業者はそれぞれ、対応のアプリケーションサー
バーを設定している。コアサーバーまたはプラットフォームサーバーまたは他の指定され
た第三者サーバーには、各業者のデジタル通貨の金額及びその使用変更状況を記録するた
めの対応の資金アカウントが設定されている。業者は以下のいずれかの方法またはその組
み合わせによってデジタル通貨を取得することができる。
【０２６８】
　１）実質通貨を支払って両替してデジタル通貨を取得する。
【０２６９】
　例えば、アプリケーションサーバーは、コアサーバー（またはプラットフォームサーバ
ーまたは指定された第三者機構）に要求を送信して実質通貨を支払い、両替されたデジタ
ル通貨を取得すると、本業者に対応する資金アカウントに直接チャージする。両替率は、
コアサーバーまたはプラットフォームサーバーまたは第三者機構によって設定される。通
常、アプリケーションサーバーに確認されて知られた後に両替される。
【０２７０】
　２）デジタル通貨の報奨規則に合致する各操作を実行して、報奨されたデジタル通貨を
取得する。
【０２７１】
　業者は、プラットフォームサーバーや他のアプリケーションサーバーなどの各機構に発
行された２次元コードまたは他の実施形態の推奨内容に対して、発行やプロモーションな
どの操作を行って、対応する機構に報奨されたデジタル通貨を取得する。例えば、アプリ
ケーションサーバーは推奨２次元コードを発行し、加重指数に基づいて算出された対応す
るデジタル通貨の報奨を取得することができる（関連操作は、前記各実施例の説明を参照
することができる）。報奨を発行する機構は、報奨されたデジタル通貨を業者の対応する
資金アカウントに振り込むことをコアサーバーに通知する。
【０２７２】
　３）実質通貨またはデジタル通貨でプラットフォームサーバーに卸されるデジタル通貨
の金額を購入し、購入された金額はプラットフォームの資金アカウントから業者の資金ア
カウントに振り込まれる。業者が当該金額分を購入するときに必要な具体的な相互作用操
作は、前記各実施例における商品を購入するときの対応の操作を参照することができる。
【０２７３】
　４）ユーザー端末がアプリケーションサーバーに支払ったデジタル通貨を取得してユー
ザー端末の資金アカウントから業者の資金アカウントに振り込む。アプリケーションサー
バーは、対応するデジタル通貨を受け取った後、通常、ユーザー端末に等値のサービスま
たは商品を提供する必要がある。対応の相互作用操作も、前記各実施例の記載を参照する
ことができる。
【０２７４】
　（三）消費者は、コアサーバー（またはプラットフォームサーバーまたはアプリケーシ
ョンサーバーまたは他の指定された第三者サーバー）に、消費者のデジタル通貨の金額及
びその使用変更状況を記録するための対応の資金アカウントを設定している。消費者は以
下のいずれかの方法またはその組み合わせによってデジタル通貨を取得することができる
。
【０２７５】
　１）実質通貨を支払ってデジタル通貨を両替して、当該ユーザーの資金アカウントに直
接チャージする。
【０２７６】
　例えば、消費者のクライアントまたは携帯端末は、コアサーバー（またはプラットフォ
ームサーバーまたはアプリケーションサーバーまたは指定された第三者機構）に要求を送
信して実質通貨を支払って、両替されたデジタル通貨を当該消費者の対応する資金アカウ
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ントに直接チャージする。両替率は、コアサーバーまたはプラットフォームサーバーまた
はアプリケーションサーバーまたは第三者機構に設定される。通常、消費者に確認されて
知られた後に両替される。
【０２７７】
　２）実質通貨またはデジタル通貨で、食関連モールプラットフォームから卸されるデジ
タル通貨の金額分を購入するか、または業者からその再販売されるデジタル通貨の金額分
を購入し、対応する金額分は食関連モールプラットフォームまたは業者の資金アカウント
から消費者の資金アカウントに振り込まれる。消費者が当該金額分を購入するときにクラ
イアントや携帯端末などを介してプラットフォームサーバーまたはアプリケーションサー
バーとの間で行う具体的な相互作用操作は、前記商品を購入するときの各実施例を参照す
ることができる。
【０２７８】
　３）デジタル通貨の報奨規則に合致する各操作を実行して、報奨されたデジタル通貨を
取得する。
【０２７９】
　例えば、消費者は、アプリケーションサーバー（またはプラットフォームサーバーまた
は他の各機構）に発行された２次元コードまたは他の形式の推奨内容に対して、発行・プ
ロモーションなどの操作を行って、対応するサーバーまたは機構に報奨されたデジタル通
貨を取得する。例えば、クライアントまたは携帯端末を介して推奨２次元コードを発行す
る操作を行うことによって、加重指数に基づいて算出された対応するデジタル通貨の報奨
を取得する（関連操作は、前記各実施例の説明を参照することができる）。報奨を発行す
るサーバーまたは機構は、報奨されたデジタル通貨を消費者の対応する資金アカウントに
振り込むことをコアサーバーに通知する。
【０２８０】
　１つの具体的な例では、各業者は食関連モールに賃貸料を支払って所定時間内に場所を
使用するサービスを取得し、食関連モールのテナントとなる業者になり、デジタル通貨の
使用及び決済規則に従う。食関連モールプラットフォームと業者との約定に基づいて、当
該賃貸料は、実質通貨やデジタル通貨などで支払うことができる（例えば前記各実施例に
記載の様々な費用支払い方法によって実現される）。
【０２８１】
　各業者は、広告宣伝ポリシーを作成し、デジタル通貨または他の実施形態の報奨規則を
設定し、流通の各環の価値報奨を定義する。プロモーション内容、報奨規則などの内容に
対応するコードは、業者に発行されるプロモーション２次元コードに含まれており、業者
は当該プロモーション２次元コードを発行する。当該プロモーション２次元コードは、コ
アサーバーまたはその権限付与者によって生成される。
【０２８２】
　消費者は、携帯端末を介してプロモーション２次元コードまたは他のユーザーに発行さ
れた推奨２次元コードを識別するか、または、業者や他のユーザーに発行されたプロモー
ション内容のリンクなどを受信し、当該消費者は、対応のプロモーション内容を閲覧する
と、デジタル通貨の使用生態系にアクセスする。消費者は、業者のプロモーション２次元
コードまたはこれに基づいて新たに生成される、当該消費者の情報が付加された推奨２次
元コードを拡散・転送することによって、業者に設定された報奨規則に基づいて、取引リ
ベートに対応するデジタル通貨の報奨を取得する。
【０２８３】
　消費者のデジタル通貨は食関連モールの各業者の間で直接流通して使用することができ
る。消費者は、携帯端末を介して業者のアプリケーションサーバーまたは食関連モールの
プラットフォームサーバーにデジタル通貨を支払って、サービスまたは商品を取得するこ
とができる。このためには、業者のアプリケーションサーバーまたはプラットフォームサ
ーバーは、請求項目に基づいて対応の入金２次元コード（受取人のアカウント情報に対応
する符号化内容が含まれている）を生成するようにコアサーバーまたはそれが権限付与し
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た者に要求することができる。
【０２８４】
　例えば、消費者は、携帯端末に特定のクライアントソフトウェア（銀行カードの代わり
に、例えばWeChat支払いなどを使用する）をインストールし、所定の符号化規則の対応す
る復号化規則に基づいて、業者に発行された入金２次元コード（POSマシンの代わりに）
を現場または遠距離で認識し、対応する入金情報を取得し、業者に対応する費用を支払う
。コアサーバーまたは消費者のデジタル通貨アカウントを記録する他の第三者機構は、デ
ジタル通貨を業者のアカウントに振り込む操作を完了し、決済情報を消費者及び業者に送
信する。業者は決済情報を受信した後、消費者にサービスまたは商品を提供する。
【０２８５】
　また、消費者の資金アカウントはさらに、ショッピングカードなどの記名または匿名の
プリペイドカードの実施形態で実現することができる。消費者は、現金を直接支払うか、
または実質通貨またはデジタル通貨を振り替えることによって、食関連モールプラットフ
ォームまたは業者に発行されたプリペイドカードを取得し、当該プリペイドカードを用い
て店で直接消費するが、消費者のアカウントとバインディングしない。業者は、プリペイ
ドカードにおけるデジタル通貨の金額情報を識別し、対応する金額を受け取る装置を有す
る。あるいは、消費者は、匿名のプリペイドカードを購入し、クライアントソフトウェア
を介してカード中のデジタル通貨の金額を当該消費者がプラットフォームまたは業者に登
録した会員カードまたはアカウントに振り込み、会員カードまたはアカウントの残高で支
払う。
【０２８６】
　他のいくつかの例では、食関連モールのプラットフォームサーバーと業者のアプリケー
ションサーバーは立場を変えることができると理解されてもよい。例えば、プラットフォ
ームサーバーは、アプリケーションサーバーに発行されたプロモーション内容を拡散・推
奨し、アプリケーションサーバーに発行されたデジタル通貨または他の報奨を取得する。
あるいは、プラットフォームサーバーは、アプリケーションサーバーにデジタル通貨を支
払ってアプリケーションサーバーに提供されるサービスまたは商品を取得する。あるいは
、業者は、資産をコアサーバーまたは審査センターに抵当して対応のデジタル通貨を取得
することもできる。
【０２８７】
　前記各実施例では、生成された様々な２次元コード（例えば支払い２次元コード、プロ
モーション２次元コード、推奨２次元コードなど）や２次元コードの内容に対応するハイ
パーリンクなどはすべて、コアサーバーによって生成されるか、またはその権限を受けた
後に生成される。特定の符号化規則に基づいてこれら２次元コードを生成し、マッチング
した復号化規則のみに基づいて解析すれば、関連情報をより確実に保護し、情報が盗まれ
るのを有効に防止することができる。
【０２８８】
　前記各実施例では、デジタル通貨の発行、使用や決済規則などの管理事項は、コアサー
バーから分離され、例えば統一したデジタル通貨発行機構によって管理されてもよい。該
機構は、相互作用中の各方（例えばコアサーバー、審査機構、プラットフォームサーバー
、アプリケーションサーバー、消費者端末など）の通知に基づいて、デジタル通貨の割当
額の調整などの操作を実現する。相互作用を行う各方は、設定された権限に基づいて、当
該デジタル通貨発行機構に自身または他の各方のデジタル通貨の割当額に問い合わせるこ
とができる。いずれか一方のデジタル通貨の割当額や使用情况などは、属性項目としてコ
アサーバー（またはプラットフォームサーバーまたはアプリケーションサーバーまたは他
の第三者機構）に記録され、他の属性の数値を調整するときに参照として使用されたり、
他の属性の数値調整に応じて調整されたりすることができる。
【０２８９】
　１つの例では、コアサーバーの機能は、異なるオペレータに対応するために、異なるプ
ロダクションサーバーに配置されるが、２次元コードを生成したり、プロダクションサー
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バーのポイント割当額を審査したりといったコアサーバーの主な機能は、コアシステムに
統合されている。オペレータのデジタル通貨の割当額は、各プロダクションサーバーがコ
アシステムに申請し、コアシステムの審査に合格した後に各プロダクションサーバーに発
行される。プロダクションサーバーは、業者やユーザーがチャージするときに割当額を消
費し、引き出すときに割当額を開放し、割当額の範囲内で運営する。このためには、コア
システムは、内蔵または外付けたデータベースによって、プロダクションサーバーのリス
トに、各プロダクションサーバーの標識ID、名称、ドメイン名、アプリケーションID、ア
プリキー、Tokenなどの情報、生成されたオブジェクト２次元コード、支払２次元コード
などの数を記録する。各プロダクションサーバーにデジタル通貨の割当額リストを設定し
、例えばプロダクションサーバーが発行可能なデジタル通貨の割当額、業者及びユーザー
に発行可能なデジタル通貨の使用済み割当額（既に引き出された部分を取り除く必要があ
る）などを記録する。
【０２９０】
＜実施例１１＞
　図１７に示すように、本実施例は、統一されたコード発行に基づく情報処理方法によっ
てクラウドファンディングを実現する例を提供している。前記実施例における例えばコア
サーバー、審査機構、プラットフォームサーバー、アプリケーションサーバー、消費者端
末、デジタル通貨発行機構などの各方の設定はすべて、本例に適用することができる。他
の第三者サーバーなどは必要に応じて配置することができる。
【０２９１】
　例えば、前記例では、食関連モールは、20億元（第１の金額分に対応する）をクラウド
ファンディングする必要がある。クラウドファンディングサーバーを設定することにより
第１の金額分のデジタル通貨を１部１万元（第２の金額分に対応する）に分割し、合計20
万部になる。当該クラウドファンディングサーバーまたはプラットフォームサーバーを介
して卸し、他の各方（例えばテナントとなる各業者、消費者、や他の投資機構など）が購
入する。
【０２９２】
　各業者は、アプリケーションサーバーを介してクラウドファンディングサーバーまたは
プラットフォームサーバーから、実質通貨（例えば人民元）で卸されたデジタル通貨の金
額分を購入し、何部かの第２の金額分のデジタル通貨を取得する。あるいは、各業者は、
その持っているデジタル通貨を、設定された比率で卸される幾つかの第２の金額分のデジ
タル通貨に変更する（例えば8000元のデジタル通貨は、１万元のデジタル通貨の金額分を
購入することができる）。
【０２９３】
　消費者も類似の方法により、実質通貨またはデジタル通貨でクラウドファンディングサ
ーバーまたはプラットフォームサーバーから卸されるデジタル通貨の金額分を直接購入す
ることができる。あるいは、業者は、その取得した第２の金額分のデジタル通貨を消費者
に再販売することができる。例えば、消費者は、実質通貨またはデジタル通貨で1000元を
チャージすれば、1050元（第３の金額分に対応する）のデジタル通貨の金額分を取得する
ことができる。
【０２９４】
　食関連モールプラットフォームがクラウドファンディングによって取得した資金（実質
通貨、デジタル通貨など）は、例えば当該食関連モールの更なる開発に使用することがで
きる。業者または消費者が購入したデジタル通貨の金額分は、プラットフォームサーバー
、アプリケーションサーバー、消費者などの各方の間で流通して使用することができる。
あるいは、購入したデジタル通貨の金額分は、ある条件が所望の設定に達したときに（時
間やクラウドファンディング規模、利潤などが所望の設定に達することを含むが、これら
に限定されない）、食関連モールプラットフォーム及び／または業者などに増価報酬を求
めたり、提供されるサービスまたは商品を直接取得したり、後にサービスまたは商品を取
得するための証票に変更したりすることができる。対応の機構（コアサーバー、クラウド
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ファンディングサーバーやデジタル通貨発行機構など）は、デジタル通貨の金額分の数値
または変化状況を各方の資金アカウントに記録したり調整したりする。
【０２９５】
　事前の約定に基づいて、前記証票は、設定条件が満たされたときに、購入者自身が使用
するか、または他のユーザーに譲渡して使用することができる。そして、プラットフォー
ムサーバーまたはアプリケーションサーバーまたは第三者サーバーから、対応のサービス
または商品を両替して取得する。卸業者に発行された証票は、２次元コードの形式で実現
することができる。当該証票２次元コードの符号化情報には、例えば設定条件、取得する
サービスまたは商品に対応する内容が含まれている。購入者を区別して両替者のアイデン
ティティを検証するために、証票を両替するときに、証票２次元コードに対応する内容に
購入者のユーザー情報が付加された両替２次元コードを送信することができる。証票を譲
渡するときにも、証票２次元コードに対応する内容に購入者のユーザー情報が付加された
譲渡２次元コードを送信することができる。また、譲受者を区別して両替者のアイデンテ
ィティを検証するために、当該譲受者が両替するときに、譲渡２次元コードに対応する内
容に譲受者のユーザー情報が付加された両替２次元コードを送信する。事前の約定に基づ
いて、証票を譲渡するときに、譲渡者または譲受者により、当該譲渡事項を記録するよう
にプラットフォームサーバーまたはアプリケーションサーバーまたは第三者サーバーなど
に通知することができる。また、譲渡時に通知せず、両替時に直接両替２次元コードに含
まれる内容によって検証することもできる。前記各２次元コードはすべて、コアサーバー
が生成するか、またはその権限を受けた後に生成しなければならない。
【０２９６】
　また、業者が例えばアプリケーションサーバーを介して食関連モールプラットフォーム
に支払った賃貸料または他の費用について、食関連モールから電子手形が発行され、及び
／または対応の割合のデジタル通貨の金額分が与えられ、業者が当該食関連モールに出資
する根拠となる。食関連モールへの投資で利益を上げるときに、業者は、当該電子手形で
利益の配分を受けたり、デジタル通貨の金額分で利益の配分に対応する実質通貨に変更し
たりことができる。
【０２９７】
　食関連モールの開発者は、前記クラウドファンディングまたはテナントとなる業者の出
資などの方法で、資金を得て土地を購入し不動産を建てると仮定する。この場合、資金の
調達時に対応するデジタル通貨の金額分または証票または電子手形などを取得した業者ま
たは消費者は、（デジタル通貨、実質通貨または他の各形式の）増価報酬を得るために、
開発者が不動産の販売による利益を配分するように要求することができる。また、十分な
金額分で不動産自体に変換したり、不動産を特恵購入する資格に変換したりするように要
求することもできる。
【０２９８】
　支払いを判断するための設定条件では、両替者（購入者）及び／または支払人（例えば
卸し側または調達側のプラットフォームサーバーまたはアプリケーションサーバーまたは
その指定した第三者サーバーなど）に対して、対応する物理的世界特質をさらに約定する
ことができる。支払うとき、支払人は、両替者に提供された当該両替者の購入時または両
替時の物理的世界特質をさらに検証し、及び／または支払人は、当該支払人自身が位置す
る物理的世界特質をさらに検証し、設定条件が満たされたかどうかを判断して、対応する
利益を与える／サービスまたは商品を提供するかどうかを決定する。
【０２９９】
　前記各実施例に記載の例としての拡散推奨などの操作は、上例に記載のデジタル通貨、
設定条件などに関する発明と組み合わせて、新しい拡散管理メカニズムを実現することも
できる。例えば、映画会社の電子商取引ウェブサイトでは、「映画主役の推奨」というイ
ベントを起動する。消費者は、携帯端末やウェブブラウザなどの様々な方法（例えば、対
応の２次元コードを識別するか、またはハイパーリンクをクリックする方法）で、当該イ
ベントの紹介宣伝内容を見ることができる。消費者は、携帯端末にインストールされた対
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応するソフトウェア、コンピュータ装置にインストールされた対応するクライアントやウ
ェブブラウザなどの様々な方法で、電子商取引ウェブサイトのサーバーから関連情報を取
得し、当該サーバーとの情報相互作用やデータ処理などの操作を実行することができる。
【０３００】
　異なる応用状況では、電子商取引ウェブサイトのサーバーと相互作用を行うことによっ
て、消費者は例えば、実質通貨またはその持っているデジタル通貨または新たに両替した
デジタル通貨で、手付金を支払って映画が上映された後にチケットを特恵購入する権利を
取得するか、または総興行収入が１億元に達する株主権によるオプションを取得すること
ができる。この場合、サーバーは、その支払いを受け取った後に対応する領収書を与え、
映画上映または興行収入などの条件が満たされた時に支払う。また、例えば、消費者はイ
ベントに参加し、映画会社に映画の主役を推奨することによって、その推奨した主役が採
用された後にチケットを100枚特恵購入する権利を取得することができる。当該権利は、
２次元コード（コアサーバーによって生成されるか、またはその権限を受けた後に生成さ
れる）の実施形態で他のユーザーに配布し、映画の上映時にサーバーにより支払われる。
例えば、各ユーザーが同一の２次元コードで解読された情報に基づいてサーバーにチケッ
トを求める場合、チケットを求める要求を受信する順序に基づいてチケットを配布する順
序を決定し、かつチケットを求める要求の数が所定の数である100枚を超えるときに停止
する。また、例えば、消費者は予め、対応する数の100個の２次元コード（異なる番号が
含まれる）を生成したが、他のユーザーはそれぞれ、各２次元コードに解読された情報に
基づいてサーバーにチケットを求める。また、例えば、消費者は、ウェブサイトのイベン
トのプロモーション内容や当該消費者が推奨した主役情報などを、当該消費者のユーザー
情報に重畳させ、（コアサーバーまたはその権限によって）推奨２次元コード及び対応す
るハイパーリンクを生成して他のユーザーに発行する。この場合、サーバーは例えば、推
奨２次元コードまたはその下流の推奨２次元コードが認識された回数を統計し、当該消費
者の共有チェーンにおけるすべての拡散者が１万人に達するときに、当該消費者がチケッ
トを100枚特恵購入する権利をトリガーするか、または当該共有チェーンにおける他の拡
散者に対して設定された加重指数などに基づいて異なる数のチケットを購入できる権利を
分配する。
【０３０１】
＜実施例１２＞
　本実施例では、「流通分野余剰価値」に基づいて生成された「デジタル通貨」の具体的
な応用について説明し、派生として「広告配信資産化、拡散流通株式化」の「デジタル人
経済学説」を創立する。
【０３０２】
　マルクスは「資本論」で、最初の貨幣は簡単で、個別的、偶然の物々交換から始まった
と指摘した。生産力の発展、商品生産の拡大に伴い、拡大された価値形式は徐々に形成さ
れてきた。商品世界からあらゆる商品の等価物とされる商品が分離された際、一般的価値
形式は形成される。しかしながら、生産力がさらに発展し、商品交換範囲もさらに拡大さ
れるため、一般的等価物が特別形式の商品に固定されるように要求され、貨幣が出始めた
。しかしながら、どのような形式の価値形式でも、商品の価値は必ず他の実際の商品にな
ければならない。しかしながら、携帯端末の普及及びウェアラブル装置などによるモバイ
ルネットワークの「いつでも、どこでも」という時代において、あらゆる商品の体現形式
に当てられる「デジタル通貨」が生み出される。
【０３０３】
　マルクスの「資本論」が「生産段階」の「余剰価値」と「貨幣交換」の理論を完全に解
釈したと言えば、本技術案で提出した「デジタル人」ネットワーク理論は、「流通共有段
階の価値体系」をさらに解釈し、かつ、「デジタル化追跡可能・定量化可能」の計測基準
は、「デジタル通貨」になることが可能であり、即ち、「一般的な等価物」となる。本発
明に記載のデジタル通貨は、「流通拡散分野」から生じており、「２次元コード体系」に
よって使用される。
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【０３０４】
　以下、デジタル通貨取引所を実現する具体的な例を説明する。「デジタル人取引所」は
、株式分析及び拡散プロモーションページの原始的キャリアーである。各方はコード発行
センターにアクセスすることで、所要のプロモーション内容に対応する拡散２次元コード
を取得でき、株式購入も実現できる。自動車メーカーまたは「デジタル人取引所」の電子
商取引ウェブサイトは、例えば、「新車種」の拡散と予約を実施することで、市場反応を
テストする（最終消費者の新車種購入意図、及び投資者の株式購入意図を含む）。
【０３０５】
　最終消費者は、様々なルートで前記プロモーション内容（例えば、拡散２次元コードを
識別し、または電子商取引ウェブサイトに入る）を知った後、ユーザー端末と電子商取引
ウェブサイトのサーバーとの相互作用によって対応のページに入って予約金の支払い、対
価を支払うことで実質通貨（米ドル／RMB）またはデジタル通貨（様々な方式で取得した
デジタル通貨、特に、流通段階で発生した貨幣価値、例えば、自動車をプロモーションす
ることで報奨されたデジタル通貨である）を選択して、「株価が1000米ドルに達した際、
800米ドル／株または20米ドル／台（自動車）でオプションを購入することをトリガーす
る権利」を獲得し、「拡散段階の余剰価値を定量化し、株主の株価価値にフィードバック
」することで、定量化して「ジョージ・ソロスのポジティブフィードバック理論」の実践
を実現する。
【０３０６】
　自動車メーカー或いは「デジタル人取引所」にとって、前記方式で取得した消費者の注
文が多いほど、得られる規模的効果は大きいので、コストを低減し、限界利益を高め、株
価を値上がりにすることができる。自動車メーカーは総販売額の一部（例えば、10％）を
拡散プロモーションの報奨として、プロモーションのパフォーマンスのための支払いを実
現して、伝統的広告費用を低減できる。そして、支払った広告宣伝、拡散プロモーション
の報奨費用は、報奨されたプロモーション者が株式を購入し、または自動車を購入する費
用の形式で、再び会社利潤としてなる。
【０３０７】
　全段階において、「デジタル通貨」のみが一般的に使用されるようなモデルに設計して
もよい。自動車の価格を20万デジタル通貨／台、拡散プロモーションの報奨費用を10％、
即ち、2万デジタル通貨／台の報奨金とすれば、現在の株価を400デジタル通貨／株、総株
式数を10億株とする場合、その市場価値は4000億デジタル通貨となる。総販売台数が10万
台であり、即ち販売総額は200億デジタル通貨であると予測し、見込み純利益が40％であ
り、即ち80億デジタル通貨であり、P/E比は100倍で、市場価値は8000億デジタル通貨に達
する。この場合、流通拡散段階の余剰価値（定量化指標）は三つの方面に表される。１）
広告拡散費用の削減と有効発信を、総販売額の特定比例範囲内に定量化することができる
。２）会社純利益と何％を報奨として株式（オプション）に変換されるか。３）株価の値
上がりによる市場価値総財産の増加。
【０３０８】
　そのため、デジタル通貨は、「伝統経済理論の生産段階による余剰価値」を超えた「価
値尺度」を有し、流通拡散分野において「定量化デジタル化かつ流通可能な」価値尺度の
測定を行うことで（様々な主要流通商品、例えば、化粧品、大口商品、原料鉱物などを全
部該システム内に収める）、デジタル通貨のシステムを構築して、現在、各中央銀行の貨
幣濫発によるインフレを避ける。デジタル人ネットワークの世界において、取引、流通、
及消費使用し、報奨として取得したのは、デジタル通貨だけであり、その価値尺度が前記
「三つの価値」と繋がる。「デジタル人ネットワーク世界」から離れ、「実世界」に帰る
ときに、為替設定によって、デジタル通貨を「米ドル／人民元など」の実質通貨に両替で
きる。
【０３０９】
　デジタル通貨は、「安定した価値尺度」を意味しただけでなく、流通段階の余剰価値と
つながるため、「現在、各国の貨幣は米ドルと連動し、米ドルはゴールドと連動したが、
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ゴールド不足をひき起こしたため、この場合、米ドル発行が不足してデカップリングした
後」の紙幣氾濫の苦境から脱出する。流通段階で生成され、取引全過程の追跡可能（反マ
ネーロンダリング規制モデルを満たす）、支払い安全、利便性と流通可能の特徴を有する
。かつ、企業の再生産拡大に必要な「伝統モデルでは必ず資金調達が先行する」という要
求を満たしており、本発明の技術案は現在「デジタル人世界のクラウドファンディングモ
デル」を利用して「生産資金＋流通拡散の有効＋前売り＋利益増加による株価上昇のポジ
ティブフィードバック」に達することができる。そのため、企業は、研究開発ミニ実験を
完成するという需要を満たす上に、量産に必要な大規模の生産資金を有しなくても急速に
再生産を拡大させることができる。
【０３１０】
　同じく自動車を例として、最新モデルのグレードアップとミニ実験とを完成し、10万台
まで再生産を拡大する必要があり、販売額が200億と見込む場合、伝統的なモデルであれ
ば、予め生産と販売コスト資金の45％である90億デジタル通貨と、利益40％と、税金15％
と、を予め用意する必要がある。これに対して、本発明の技術案では、自動車が拡散流通
で前売り量が10万台となり、販売額を200億デジタル通貨となることを計算依拠とし、理
論的に10％（即ち、20億）を「流通拡散段階の余剰価値尺度」として出し、「自動車と株
を購入」デジタル通貨を発行し（例えば、自動車が十分な信用を持たないと心配する場合
、一部の株式を出すように要求できる。その前提は、抵当物件とする上場前の株（オプシ
ョン）、または抵当とするための生産用建物、IP知的財産権などがないことである）。コ
ード発行センターは、前記各実施例の原則に基づき、自動車メーカーとの契約をサインし
て、段階的に自動車に関するデジタル通貨を「報奨支出」として拡散者（各レベル推奨者
）に報奨を与える。
【０３１１】
　メーカーまたは電子商取引ウェブサイトは消費者に手付金を支払うようにガイドして、
再生産拡大に必要な資金調達を完成する。1万台ほどの予約を達成すれば、プロモーショ
ン費用の支出も下がるが、株式の総価値も下がるため、より多くの株式を抵当にする必要
がある。対応のアルゴリズムは、コード発行センターと契約した際、「アルゴリズム条項
」として明確にすることができるし、「創設者としてのデジタル人が価値を拡散共用する
見込み収益を抵当とする」を追記して、コード発行センターとの合意をして、今後のプロ
モーション中で段階別に実現して控除することができ、即ち、「個人信用指数と能力を予
め定量化し、現金化する」ことができる。個人信用指数の計算の例は、前記記載の「評価
指数INDEX」を参照することができる。
【０３１２】
　本例では前記方式で「生産販売流通及び株式の発行」のモデルを完成するのは、「デジ
タル人株式発行取引所」と称する。コード発行センターはデジタル人株式取引所の機能を
具備する。自動車メーカーの抵当またはデジタル通貨を交換するための株式は、発行すべ
き株式と見なしても良い（株式の抵当はマーケットメイキングメカニズムに類似しており
、デューデリジェンスは、製品の市場販売に対する予測、創設者のパーソナリティインデ
ックスの有効性、及び製品実験に対する評価、再生産拡大の実行可能性、及び生産／販売
／引渡し段階の信頼性評価を含む）。消費者は、拡散することでデジタル通貨を報奨とし
て取得できるし、自動車購入によってデジタル通貨を消費することもできる。「デジタル
人世界でデジタル通貨で」該メーカーの株式を購入して、その後値上がりした株を売り出
してデジタル通貨を取得することもできる（該株の値上がりの過程に、流通拡散段階での
価値貢献は定量化可能であり、またはその一部が定量化可能である）。そのため、本例に
おいて、デジタル通貨の価値は、自動車の流通拡散の価値とつながり、自動車の市場販売
価格とは間接的につながり、さらに自動車の株式とも繋がるので、デジタル通貨の価値尺
度を実現する。
【０３１３】
　ますます多くの企業が該取引所の方式を選択して株式を発行する際、デジタル通貨の貨
幣価値が安定になる（通貨バスケットのベンチマークスケールとして、伝統貨幣のインフ
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レに抵抗する）。該株式を発行して取得した資金は、全過程において監視されることが可
能であるため、資金の不正使用もなく、所謂「財務報告詐欺」のリスクもない。拡散／予
約指数は、リアルタイムに発生しかつ監視されたものであり、自動車の株式も拡散のプロ
モーション（即ち、拡散指数の上昇）にともなって株式指数を上昇させる。本例記載の株
式の発行は、「企業上場の発行公告」と見なしても良い。この取引所は、「デジタル証券
取引所」である。
【０３１４】
　現在、各金融機構、電子商取引、及び第三者支払機構は、各々の２次元コード支払案を
相次ぎ提出した。多くの技術問題（例えば、場所によらない支払い、アイデンティティ識
別、安全保障など）がまだ解決されていない状態にある。それ以外、今後市場が混乱して
、秩序なしに競争しあう状況になってしまい、消費者は選択し難く、国家レベルのビッグ
データも形成できない。本発明は、２次元コードの応用に対してトッププランを作り、シ
ステム的な解決を行い、重複投資を減少する。システム構造ワークフレームにおいて、「
デジタル人ネットワークデジタル通貨発行センター」である「地域レベル２次元コード発
行センター」と「国家レベル２次元コード支払決済（パブリック）プラットフォーム」を
構築し、コードを統一発行することで、現在、各機構の各々のコード発行に伴う認証困難
による安全問題を解決し、消費者に認められやすい。本発明は、公共の決済プラットフォ
ーム（例えば、銀聯）を構築して、公平に競争する問題を解決するので、全ての金融機構
、電子商取引、第三者支払機構は、統一されて認証された自分の２次元コード支払技術を
使って、国家決済プラットフォームの資源を共用して、重大で戦略的な意義のある、日常
生活の構造性の「ビッグデータ」を取得できる。
【０３１５】
　本例において、提供した報奨付与の方式は「ファン経済」ともいえ、広告配信の資産化
と、購入行為の株式化を実現すると共に、スーパー仮想デジタル通貨のモデルを形成して
現在経済学に存在している下記の重要問題を解決した。資本論では、「生産段階の余剰価
値論」を解釈したが、人間社会の流通段階において、「社会社交型の流通拡散評価」に対
して「定量化し、その価値を評価」していない。本発明は、それを実現する技術手段を提
供する。
【０３１６】
＜実施例１３＞
　本実施例では、信用デジタル通貨の応用例を提供する。図１８に示すように、クラウド
プラットフォーム、該プラットフォームに加盟している多くの業者の内の１つ、デジタル
通貨の割当額の承認機関と係わり、これらは各々対応のサーバーを有してデータ処理及び
情報の相互作用を行う。消費者は、携帯端末などのデジタル人ネットワークにアクセスす
る設備を有する。前記各方の相互作用過程に必要な２次元コードは、コード発行センター
のコアサーバーによって統一された基準に基づいて設定された符号化規則に従って生成さ
れたものである。
【０３１７】
　業者はクラウドプラットフォームにアクセスして、登録業者となり、クラウドプラット
フォームにデジタル通貨を取得することを要求する割当額の申請を提出する。プラットフ
ォームは、該業者が提供した資産証明、及び該業者のクレジット、企業資格などの情報を
、承認機関のサーバーに送信する。
【０３１８】
　承認機関（例えば、銀行、保険会社など）の資産評価、債権評価、株式評価、CDM（ク
リーン開発メカニズム）評価、BOT（建設-経営-譲渡）評価、PPP（公共部門-個人企業-協
力）評価などを経て、対応のデジタル通貨の割当額を業者の口座に移転し、該デジタル通
貨の割当額は分割・追跡可能であり、チケットの裏書も可能である。業者が受け取ったデ
ジタル通貨は、その資産とクレジットに対する評価値に相当する。
【０３１９】
　クラウドプラットフォームは、デジタル通貨の発行流通に対して全過程のデジタル化取
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引管理を行い、取引中に各方の２次元コード発行を発行する必要があるという要求を全て
クラウドプラットフォームに送り、クラウドプラットフォームとコード発行センターとが
相互作用して、コード発行センターが生成した２次元コードを取引各方に戻す。取引に関
わる各方のクライアントは、何れもクラウドプラットフォームの登録ユーザーであるため
、クラウドプラットフォームは各ユーザーに唯一のクライアント２次元コードを提供して
、該ユーザーのアイデンティティ検証及びクレジット評価の情報と対応する。必要なとき
に、クライアント２次元コードを承認機関に提供することができる。
【０３２０】
　また、クラウドプラットフォームは各取引を監視し、取引各方との約定した割合に従っ
てリベートを取る。監視を実現するため、クラウドプラットフォームは、例えば、取引ド
キュメント毎に唯一の取引２次元コード、例えば、注文、倉庫の領収書、インボイス、手
形入金コードを提供する。例えば、商品毎／サービス項目毎に唯一の２次元コードを提供
する。この場合、該商品／該サービス項目を拡散プロモーションするときに、該２次元コ
ードの対応の符号化情報に対する解読結果を、二次生成された推奨２次元コード中に追加
してもよい。クラウドプラットフォームまたはその他の各方は、予め設定された統一され
た符号化規則に従って２次元コードを解読して、そのうちの対応のクライアント情報、取
引情報、商品サービス情報などを取得し、２次元コードのマルチレベル・複数回の生成状
況を知ることができ、追跡可能を実現する。取引時にも、入金２次元コードなどの形式に
よって、デジタル通貨の流通を実現できる。入金２次元コードも、統一されたコード発行
で生成されるため全過程において制御可能という特徴があり、資金安全を確保し、資金コ
ストを低減できる。
【０３２１】
　前記業者は１つの旅行会社を例として、旅行会社はクラウドプラットフォームにアクセ
スして、承認機関から発行したデジタル通貨の割当額を要求して取得し、該デジタル通貨
の割当額は、該旅行会社と国内外各地の業者（実体店舗か電子商取引を制限していない）
と取引するときに流通して良い。観光客は、その携帯端末を介して旅行会社の登録会員と
なり、該旅行会社各地のサブストアでデジタル通貨を購入し、両替し、または他の方法で
その個人のデジタル通貨アカウントにチャージすることができる。各サブストアは、販売
データを旅行会社のサーバー及びクラウドプラットフォームにアップロードし、クラウド
プラットフォームによって各サブストアの販売データを決済し、例えば、月末に対応の金
額を各サブストアに与える。
【０３２２】
　観光客は、携帯端末でサブストアに展示されている関連旅行会社情報または関連観光コ
ース情報を含むプロモーション２次元コードを識別し、クラウドプラットフォームにアク
セスして、間接的にコード発行センターと相互作用して、再生成した、該観光客のユーザ
ー情報を付加した推奨２次元コードを取得し、ソーシャルネットワークなどの各種ルート
によって他のユーザーに推奨することもできる。クラウドプラットフォームは、推奨２次
元コードのシェア転送状況と、業者が定めたポリシーに基づいて観光客に対して報奨（例
えば、デジタル通貨、またはクーポンなど各種報奨）を与える。観光客の物理的世界の特
質によって、該報奨は更に異なってもよい。該特徴は、クラウドプラットフォームと相互
作用したある情報中に付加してもよいし、またはある２次元コードに付加してもよい。
【０３２３】
　クラウドプラットフォームは、推奨２次元コードの追跡可能性を利用して、ユーザーに
社交化電子商取引によるリベートを与えると共に、関連データをまとめて、旅行会社に、
メディアチャネル／地域・ターゲットオーディエンス、各レベルの興味のある人／参加者
／転送者／消費者の状況などを送ることができる。
【０３２４】
　また、観光客は外国観光の際、外貨またはクレジットカードを使う必要がなく、デジタ
ル通貨の支払いを完成するためには、携帯端末で外国店舗が展示している入金２次元コー
ド（ポジマシンの代わりに）をスキャンすることだけで、入金側の口座情報を知ることが
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できる。一般的には、入金金額を確認した後、クラウドプラットフォームまたは旅行会社
が設定した会員管理システムに会員情報と支払情報をアップロードする。なお、店舗も販
売データを、クラウドプラットフォームの店舗管理システムにアップロードし、店舗管理
システムと会員管理システムとのシステム間の決済が行われ、デジタル通貨の移転が実現
される。観光客は帰国後に本人の会員アカウント内のデジタル通貨の割当額を地元貨幣に
両替できる。
【０３２５】
　各店舗がアップロードした販売データは、例えば、販売レシート、注文、出荷シート、
会計ドッキング注文など様々な形式でもよい。クラウドプラットフォームは、さらに、こ
れらのデータをまとめて整理して、店舗・旅行会社・免税店管理者・政府機関など必要な
機構のクエリ用に提供することで、ビッグデータ分析を実現し、企業経営と政府プランな
どに指導作用を発揮する。
【０３２６】
　一部の例の中で、業者は公表予定の情報をクラウドプラットフォームの該業者に割り当
てたクラウド空間に記憶すると共に、その情報を商品・イベント・紹介など複数の情報グ
ループにグルーピングできる。業者は、クラウドプラットフォームまたはコード発行セン
ターなどの機構に、任意の情報グループに関わる内容を２次元コードに生成して、外部に
発行することを要求できる。各方は、２次元コードをスキャンさえすれば、該クラウド空
間に入って対応の情報グループの内容を取得できる。業者がコード発行を要求する際、ス
キャン側のアイデンティティ及びスキャン側に許可する操作範囲を定義することができる
ため、生成された２次元コードの符号化情報中は、これらの定義の検証情報を含めばよい
。従って、スキャン側が２次元コードをスキャンしてクラウドプラットフォームにアクセ
スすることを要求した際も、そのアイデンティティ情報及び／または物理的世界特徴要素
を提供して、クラウドプラットフォームが該スキャン側のアイデンティティを検証し、及
びそれに対して対応の操作権限を開放する必要がある。
【０３２７】
＜実施例１４＞
　本実施例は、サプライチェーン管理（SCM）プラットフォームの例を提供する。図１９
に示すように、電子商取引ネットワークプラットフォーム、該プラットフォームに加盟し
ている多くの業者の１つ、銀行、消費品メーカー、物流サービス提供者に係わり、これら
は各々データ処理及び情報の相互作用を行うための対応のサーバーを有する。消費者は、
携帯端末などデジタル人インターネットワークにアクセスする設備を有する。前記各方は
相互作用中に必要な２次元コードは、コード発行センターのコアサーバーによって統一基
準で設定された符号化規則に基づいて生成される。
【０３２８】
　経営者は、店舗費用を支払うことで、該プラットフォーム上で電子店舗を開設し、取引
プラットフォームなどの関連サービスを使用する権限を取得する。そのため、経営者のサ
ーバーは、プラットフォームのサーバーと相互作用し、例えば、プラットフォームが発行
した支払い２次元コードを識別する形式で、プラットフォームに費用を支払う。銀行、コ
アサーバーなどの経営者の口座情報を記録する機関によって、対応のデジタル通貨／実質
通貨をプラットフォームの口座に移転させる。プラットフォームは、機構が送信した納金
完成通知に基づいて、経営者に対応のサービスを提供する。
【０３２９】
　経営者はメーカーと製品購入契約をサインしており、製品購入に必要な費用について、
銀行に無担保貸付の申請の要求を送信し、更に、経営者とメーカーとの契約のうち製品及
びその製品代金に関する内容を、経営者またはメーカーのサーバーによってプラットフォ
ーム及び銀行のサーバーに送信する。経営者のサーバーからプラットフォーム及び銀行の
サーバーに、所要の貸出割当額を提出する。
【０３３０】
　電子商ネットワークプラットフォームは、銀行に小口融資業務に必要なサービス支持を
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提供する。例えば、プラットフォームのサーバーから、銀行に該経営者のプラットフォー
ムでのクレジット情報記録を送り、経営者のローン取得に手伝う。メーカーと銀行は、リ
スク買戻し契約を結んでいる。銀行は貸し出して、資金を経営者の製品購入代金として直
接製造者に移転する。該プラットフォームは、資金情報プラットフォームとして、銀行、
メーカー、経営者など各方が必要なときにクエリを行うために、貸出割当額、買戻し割当
額、現金流などの情報を提供する。
【０３３１】
　メーカーは、製品代金を収金してから、経営者が購入した製品を監理・監督者に配達す
る。即ち、プラットフォームに登録した経営者は、契約に基づいてメーカーから取得した
製品は、メーカーから直接に銀行により指定された第三者物流（3PL）の倉庫に出荷され
保管される。経営者は、前記各実施例の方式に基づいて、２次元コードなどの形式を利用
して外部に対して商品販売のプロモーションを行う。
【０３３２】
　消費者は、様々なユーザー端末でプラットフォーム上の店舗または経営者によって発行
した２次元コードを閲覧することでそれらの販売商品を知る。消費者は、購入する商品を
確定してから、経営者のサーバーに商品購入のオーダーを提出する。経営者のサーバーは
、オーダーに準じた取引指令を、第三者物流の物流サービス提供者社のサーバーに送り、
物流サービス提供者から当商品を消費者に配達する。
【０３３３】
　プラットフォームは、物流業者のサーバーと相互作用することで、経営者が購入・保管
している品物の品種・数量・価格情報、物流業者管理下の商品取引情報、倉庫の領収書の
管理情報などを取得し、これらの情報に基づいて経営者の財務損益をオンライン分析し、
必要があれば、これらの情報を銀行、製造者、経営者など各方がクエリを行うために提供
することができる。
【０３３４】
　消費者はユーザー端末を介して現物払いをする。例えば、前記実施例中の２次元コード
による携帯端末支払い方法を使い、経営者（またはプラットフォーム、または銀行）に購
入商品の代金を支払う。プロモーション２次元コード、支払２次元コード、推奨２次元コ
ードなどは全てコード発行センターから統一生成されるため、プラットフォームは発行セ
ンターと情報相互作用し、経営者と消費者間との取引全過程を監視できる。例えば、経営
者の入金すべき情報、消費者の支払うべき情報などを、銀行、製造業者、経営者、消費者
など各方が必要に応じてクエリを行って取得できる。プラットフォームから顧客サービス
を提供し、取引上のクレームなどを処理すると共に、経営者のクレジットレベルを記録し
、消費者の評価人指数を記録し、報奨の発行などの操作を行う。
【０３３５】
　品物代金の回収は、指定された監視銀行において、割合に従ってリスクデポジットを支
払う。業者が期限内にローンを返済しなければ、リスク買戻し契約に従って製造業者が物
流サービス提供者に預けられた商品を買戻し、買戻し金が直接に監督銀行に移転されるこ
とで、リスクを回避する。そのため、銀行は、メーカーからの買戻し金を受け取ったとき
に、物流サービス提供者のサーバーに物品を製造業者の指定場所に配送する命令を送信す
る。物流サービス提供者は、関連の操作を実施する。銀行に加えて、プラットフォームも
銀行から送られた経営者の期限内ローンの未返済情報に基づいて、それが記録している該
経営者の信用格付けを引き下げることができる。
【０３３６】
　また、業者も、合法的に有する品物を抵当物件として融資・信用供与業務を行うことが
できる。銀行は、資格を有する物流業社に品物の取引全過程の管理監督を行うように依頼
する。銀行により最小価値が確定された後、銀行により確定された最小価値を超えた部分
について自律的に配送が決められる。
【０３３７】
　本例での電子商取引サービスプラットフォームは、合理かつ有効的な収益モデルの欠如
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の問題、および商品誠実取引に対する監督が弱いという問題を解決でき、高品質の商品供
給と販売のバリューチェーンのプラットフォームを提供し、流量に従って課金するととも
に、優れた企業の良質製品が市場に入ることを確保する。
【０３３８】
　経営者は、直面する資金支援を取得し難く、資金回収が遅く、全面的な物流サービスの
欠如の問題に対して、本例の方案によって、銀行から小額の無担保ローンを取得し、資金
戻りの速度を速めると共に、全面かつVIPレベルの高品質の物流サービスを取得できる。
【０３３９】
　銀行では、小口融資業務の物流監督リスクと、小口融資業務信用の監督リスク問題を解
決できる。プラットフォームと戦略的物流協力パートナーとの協力により、物流管理の倉
庫の領収書の抵当のリスクを下げると共に、プラットフォームを介してクレジット・資金
情報を共用することで、経営者の将来資金流を根拠に、中小企業により多くのローン（担
保）を提供し、信用貸しリスクを下げると共に業務を開拓する。
【０３４０】
　製造業者にとっては、元のチャンネルコストが高いため、収益に影響し、電子商取引の
ルートチャンネルが有効に開拓されにくいが、本例によって、各経営者の消費市場での浸
透力を十分活用し、プラットフォームの力を借りて、電子商取引価値チェーンを経営者と
とも構築して、経営者が２次元コードなどの形式を利用したプロモーションを行うため、
メーカーは製品に専念することができる。
【０３４１】
　消費者は、本例によって高品質の商品を取得でき、高品質の商品にマッチングする高品
質の物流サービスを取得することもできる。消費者は、前記実施例に記載の、報奨ポリシ
ーに合致した操作を行い、例えば、２次元コードを２回生成して他人に推奨して、経営者
またはプラットフォームのサーバーと相互作用して取引等を完成して、経営者またはプラ
ットフォームの報奨を取得できる。
【０３４２】
　また、本例中に記載の貸出割当額、買戻し割当額、商品購入代金の支払金額は、何れも
各方の認めたデジタル通貨で支払われるものである。デジタル通貨の取得方法は、前記実
施例の説明を参照することができる。一方、各方は、地元のデジタル通貨を対応の実質通
貨に両替できる。これは、消費者と製造業者が使用する実質通貨が同一の種類ではないと
きに特に適用する。
【０３４３】
　本実施例は、各方のウィンウィンとなる新たな商業モデルを提供しており、監督品質の
確保、物流サービスの確保を実現し、品物保管、配達に対する統一された管理を実現し、
銀行とサプライヤー側と営業側と間のローン協力契約で確保力を高め、ローンリスクを下
げ、現物払いの安全かつ便利な支払いモデルを実現するため、購入者のユーザーを安心さ
せ、販売者のユーザーの最高級のVIP店舗造りに強く支持する。
【０３４４】
＜実施例１５＞
　本実施例は、情報プラットフォームに基づくファクタリング業務の実現例を提供する。
伝統的なファクタリング業務では、上流側サプライヤーとコア製造者・販売者との間の例
えば、注文、出荷、受理、インボイス、支払いの関連状況、及びコア製造業者／販売者と
店舗クライアントと間の類似な状況は、何れもファクタリング会社または銀行に把握され
難い。従って、情報の収集及び共用不足のため、販売業務情報が不明瞭であり、ファクタ
リング業務に有効なデータサポートを提供し難い。ドキュメント、チケットが統一されて
おらず、偽造証明書類の作成が相対的に容易であり、融資者と最終返済人との両者の分類
によってリスクがもたらされており、重複担保融資のリスクを抱えており、ファクタリン
グ業務期限がマッチングしていないことで、資金が不正使用されるといった問題を有する
ので、ファクタリング業務に大きな操作リスクをもたらしている。
【０３４５】
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　図２０に示すように、本実施例においてファクタリング会社または銀行は１つの情報プ
ラットフォームを利用して、コア製造業者／販売者の企業ERPシステム（企業管理情報プ
ラットフォーム）と深くドッキングすることで、コア製造業者／販売者と上流側サプライ
ヤーまたはクライアントと間の注文物料、資金など販売業務に関わる情報を取得して、フ
ァクタリング会社または銀行に送信することで、ファクタリング会社または銀行は、これ
らの情報を即時に把握でき、それを基にして、ファクタリング会社または銀行から全サプ
ライチェーンに対して、信用融資サービスを提供することができる。
【０３４６】
　情報プラットフォームは、多くのコア製造業者、販売者のERPシステムとそれぞれドッ
キングし、以下はそのうちいずれかの１つのコア製造業者、販売者がファクタリング会社
または銀行に対してファクタリング業務を申請した場合の相互作用操作をさしている。企
業ERPシステムは、ファクタリング業務を申請する要求、及びファクタリング業務の対応
するコア製造業者、販売者と上流側サプライヤー及び／またはクライアント間の契約で約
定した情報を、情報プラットフォームに送信する。契約で約定した情報、例えば、注文中
に明記された品物点数及び金額など、出荷、受理、支払いなど各段階に関わる時効、基準
など、及び各段階の実執行人（契約をサインした一方またはそれが依頼した第三者）など
の様々な具体的な関連操作具体的に関わる操作であるが、それらに限られていない。
【０３４７】
　情報プラットフォームは、取得したファクタリング業務の申請及び前記情報に基づいて
、コード発行センターに該コア製造業者／販売者の該ファクタリング業務の唯一に対応す
る２次元コードを要求して取得する。ファクタリング会社または銀行は、情報プラットフ
ォーム（またはコア製造業者、販売者）が送信してくれた該２次元コードを識別する際、
情報プラットフォームからコア製造業者／販売者の状況及びそれが約定した関連操作を抽
出して、該ファクタリング業務の依頼を受けるか否かを確認する。コード発行センターも
、情報プラットフォームから対応の業務情報を取得して検証することができる。
【０３４８】
　一方、販売の実行過程の各ステップにおいて、情報プラットフォームは契約各方または
それが依頼した第三者から対応のリアルタイムの業務情報を取得し、それを、該情報プラ
ットフォームにおいて該コア製造業者／販売者または該ファクタリング業務に対応して設
置した記録項目に追加することができる。かつ、該コア製造業者／販売者及び当ファクタ
リング業務と唯一に対応する２次元コードの符号化内容に、追加されたリアルタイム業務
情報を含ませる。
【０３４９】
　例えば、該２次元コードは元の申請要求の際に生成された同一の２次元コードでも良い
。但し、（ファクタリング会社または銀行またはその他各類機関）が、異なった段階にあ
るときに、それを識別すれば、情報プラットフォームの異なった段階に対応する記録項目
内容を取得できる。または、ある段階のリアルタイム業務情報が追加された後、情報プラ
ットフォームは、コード発行センターに元の２次元コードの内容を基にリアルタイム業務
情報の内容を付加して、新たな２次元コードの生成することを要求する。一方、（ファク
タリング会社または銀行またはその他各類機構）は新たな２次元コードを識別することで
対応のリアルタイム業務情報を取得して、当ファクタリング業務を検証する。
【０３５０】
　類似的に、契約各社がファクタリングの販売業務中のある段階に対して幾つかの新設し
た関連操作を追加するとともに、情報プラットフォームに通知する場合、情報プラットフ
ォームは新設操作の情報を、該ファクタリング業務の記録項目に記録することで、元の２
次元コードまたは新たに生成された２次元コードを識別することで新設した操作の情報を
取得させることができる。
【０３５１】
　リアルタイム情報の取得は、単純に、コア製造業者／販売者などから情報プラットフォ
ームにアップロードされたチケットだけに依存しない。例えば、出荷完了するか否かを判
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断するに当たり、契約で約定した物流業者または倉庫業者は、それぞれの設備を情報プラ
ットフォームにアクセスして相互作用を行って、情報プラットフォームに出荷済みまたは
受理済みの確認情報を送信した後、情報プラットフォームは出荷段階完了の対応の情報を
記録する。例えば、物流業者または倉庫業者は、リアルタイム業務情報の更新を便利にす
るために、該ファクタリング業務情報を基に、該機構自体の識別情報及びファクタリング
業務の関連段階に対する確認情報を付加した後、コード発行センターに新規２次元コード
を生成して、該新たな２次元コードを情報プラットフォームに送信することを要求する。
【０３５２】
　１つの例において、図２０、図２１に示すように、ユーザーが受け入れた品物のサプラ
イヤーは、情報プラットフォームのフロントエンドのファクタリング業務申請プラットフ
ォームで情報の登録を行い、情報プラットフォームの核心部分が登録された情報をレビュ
ーした後、コードを統一発行するコード発行センターに、該サプライヤー及びそれが申請
したファクタリング業務内容に対応する２次元コードを生成することを要求する。情報プ
ラットフォーム後端のSAPシステム（金融業界ソリューションプラットフォーム）は、該
２次元コードに基づいて含まれている内容に対応するメインデータを生成できる。他の企
業に裏書きすることが必要な場合は、サプライヤーからファクタリング業務申請プラット
フォームに２次元コード及び裏書企業の情報を提供し、ファクタリング業務申請プラット
フォームで事前登録を行い、情報プラットフォームは、サプライヤーの登録した裏書企業
の権限を取得して記録する。該企業は、ファクタリング業務申請プラットフォームに２次
元コード及びその自身の識別情報などを提供することで、ファクタリング業務申請プラッ
トフォームでの裏書登録を行い、情報プラットフォームは、該企業の情報を取得して記録
権限と比較して、一致すると確認するときに、SAPシステムに通知して裏書履歴記録を行
う。該企業がファクタリング会社にファクタリング業務を申請する場合、ファクタリング
会社は該２次元コードの識別した情報に基づいて、ファクタリング業務申請プラットフォ
ームを介してファクタリング申請の関連情報を取得すると共に、情報プラットフォームと
相互作用して、該企業の権限を確認する。間違いのないことが確認された場合は、SAPシ
ステムによってファクタリング業務処理が行われる。
【０３５３】
　情報プラットフォームを使って業務流の承認を行う例において、SAPシステムの基礎的
な設置に、情報プラットフォームはサプライヤー及びファクタリング会社などと相互作用
し、割当額の承認請求の提出、割当額決済、割当額のレビューなどの機能設置を加えた。
SAPシステムの元に有した財務、コスト、購買、販売、プロジェクト管理を基にして、本
例の情報プラットフォームはSAPインターフェイスを介して元のSAPシステムとドッキング
することで、Matrix Linkプロトコルに基づいて情報の相互作用を行う。情報プラットフ
ォームの枠組はアプリケーションデータベースと接続し、メインデータ管理、販売支持、
作業フロー管理、プロジェクト管理、審査管理などのプロジェクト承認割当額の決済管理
の関連操作を実現する。
【０３５４】
　図２２に示すように、企業内部でERPまたはSAPシステムを介して業務フローの設定を完
成できる。例えば、社内の「総経理A1-販売ディレクターA2-セールスマンA3」の審査フロ
ーと、権限設定を完成するものであり、または異なった会社の社員により前後実行された
承認フローB1、B2、B3などを完成するものである。
【０３５５】
　業務フローの設定はO2Oサーバーに提出され、外部の協力パートナーに開放可能である
。O2Oサーバーは、コード発行センターに該設定に基づいて対応の２次元コードを生成す
ることを要求できる。該設定に基づいて生成した２次元コードには、例えば、指定された
人でなければ、前記設定の作業フローA1、A2、A3またはB1、B2、B3に従って設定した業務
フローを完成できないと規定した。
【０３５６】
　対応の人はユーザー端末機器で２次元コードをスキャンしてアクセスしてO2Oサーバー
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と相互作用して、対応の業務フローを知る。相互作用において、O2Oサーバーは、ユーザ
ー端末に提出された唯一アイデンティティ情報によってそれがフローの所定の操作を実行
する権限を有するか否かを検証する。O2Oサーバーは、ユーザー端末の唯一アイデンティ
ティ識別情報に基づいて、デジタル通貨割当額承認センターと相互作用して、デジタル通
貨割当額の決済を行って、業務フローに関わる取引支払の関連操作を完成する。
【０３５７】
　そのため、ユーザーはコードをスキャンさえすれば、規定された各種の「承認／受理／
支払」などのフローを完成できる（幾つかのフローの実行には他の各方と相互作用して協
同する必要がある）。そのため、操作を簡単化して、インターネットのネットワークの安
全性を向上させることができる。
【０３５８】
＜実施例１６＞
　図２３、図２４に示すように、本実施例は以下各方に係る。ユーザーは、各ネットワー
クプラットフォームのユーザー端末において２次元コードのスキャンを行い、及び２次元
コードで識別した内容に基づいて関連情報を他人にシェア、推奨し、デジタル通貨などを
支払って、ショッピングし、イベント等に参加する。２次元コードサーバーは、ユーザー
登録、ログインを支持し、販売組織とチャンネルを設定し、２次元コードを生成し、ユー
ザー端末のアクセスを割当て、リベート取得メカニズムをシェアし、ユーザー端末機能イ
ンターフェイスを実現する。各PPPプラットフォームインターフェイスは、２次元コード
サーバーと各ECプラットフォームとを接続し、各PPPプラットフォームと接続する快速実
施インターフェイスを予め開発し、クライアント端末機能実現インターフェイス、商品イ
ンターフェイス、２次元コードインターフェイス、注文インターフェイス等を実現する。
各PPPプラットフォームは、各PPPプラットフォームのインターフェイスとドッキングして
、O2Oサービスを実現し、ユーザー端末機能を実現し、商品メインデーダーをログインし
、注文を処理する。
【０３５９】
　そのうち、PPPプラットフォームにおいてある商品に関する項目を作成しており、PPP項
目同期インターフェイスを介して２次元コードサーバーに導入し、２次元コードサーバー
が業務範囲を設定して、対応の２次元コードを生成して外部に発行する。ユーザーは２次
元コードをスキャンしてから、２次元コードサーバーに転送して解析し、解析結果に基づ
いてPPPプラットフォームから対応の商品のメインデータを取得し、商品検索インターフ
ェイスを介して、２次元コードサーバーでから読み取った後、商品情報をユーザーのクラ
イアント端末に示す。
【０３６０】
　ユーザーは示されている商品に満足すれば、注文する。２次元コードサーバーはユーザ
ーの注文を記録し、注文情報、取引ユーザー情報などに関連する２次元コードを生成する
。注文生成インターフェイスによって、PPPプラットフォームに送信して注文を生成する
。PPPプラットフォームは注文処理を行い、前後にPPPプラットフォームインターフェイス
及び２次元コードサーバーの注文検索インターフェイスを介して、注文情報をユーザーの
クライアント端末にフィードバックする。PPPプラットフォームにユーザー端末によって
実施する必要がある機能が更に設置されており、前後にPPPプラットフォームインターフ
ェイス及び２次元コードサーバーの機能インターフェイスによって伝送されてクライアン
トに示される。
【０３６１】
　ユーザーはクライアント端末で２次元コードをスキャンし、２次元コードサーバーによ
って解析した後、解析結果に基づいてECプラットフォームから対応の商品のメインデータ
を取得し、ECプラットフォームインターフェイスの商品検索インターフェイスを介して、
２次元コードサーバーで読み取った後、ユーザーのクライアント端末に示す。
【０３６２】
　ユーザーはアライアント端末を介して２次元コードサーバーに共用２次元コードを生成
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して、共用２次元コードを他のユーザーに発行して共用することを要求する。リベートを
与えるために、当共用操作は２次元コードサーバーによって記録される。実際の対応機能
は、クライアント端末とECプラットフォームしかで実現できなく、ECプラットフォームイ
ンターフェイスは主に情報伝送に使われている。
【０３６３】
　本実施例では、PPPプラットフォームインターフェイスと、ECプラットフォームインタ
ーフェイスなど作成することで、対応のプラットフォームと、２次元コードサーバーとド
ッキングして、プラットフォームのために２次元コードによる多くの新規サービス機能を
開拓する。
【０３６４】
＜実施例１７＞
　２次元コードに加え、前記各実施例の任意の相互作用過程において、そのうちの一方が
他の各方に送信した情報は、他の形式の符号化媒体によって実現されることが可能である
。前記符号化媒体は肉眼可視の1次元コード、２次元コード、多次元コードなどバーコー
ドパターンでも良い。またはバーコードイメージまたはその符号化情報または他のいずれ
かの１つの符号化情報を、蛍光ペン制作、明暗光線、可視光、紫外線または赤外線、偏光
、リフレッシュレートなど様々な形式で表した光学光格子図、または特定の規則／周波数
変化などの形式で表したデジタル化音波等でもよく、符号化媒体が送信する必要がある情
報に対応する符号化情報を完全に記憶さえできればよい。1次元コードの情報記憶量は限
られているが、理論上は可能である。光格子図は通常肉眼識別不可能、または識別し難い
ように設計され、デジタル化音波は通常人の耳によって識別されにくいように設計される
が、本発明では必要な場合、それを肉眼可視／人の耳可聴にする状況に限られていない。
【０３６５】
　前記いずれかの１つの符号化媒体を識別し、識別された内容に基づいて、デジタル処理
及び符号化媒体の発行機構が指定したバックグラウンドサーバーなどと行う各種の通信相
互作用操作を行って、符号化媒体の対応する内容／サービスなどを取得する装置は、前記
各実施例で記述した携帯端末（携帯電話・タブレットコンピュータ）、個人コンピュータ
などに加えて、ウェアラブル装置でも良い。前記ウェアラブル装置は、例えば、アクセサ
リー、メガネ、メガネクリップ、ヘッドアクセサリー、帽子、ネクタイピン、ブローチ、
ボウタイ、ブレスレット、腕時計、イヤホン、衣類、靴の一部（例えば、ソフトな情報表
示及び入力パネルを設けるためのもの）など身体に様々な着用可能な部品であるが、これ
に限られていない。あるユーザーは同時に１つまたは複数のウェアラブル装置を着用して
も良い。
【０３６６】
　ウェアラブル装置は、前記各実施例における携帯端末の全ての機能モジュールを有して
、該携帯端末の機能の代わりに対応の操作を実現することができる。または、あるウェア
ラブル装置は、前記携帯端末の一部の機能モジュールのみを有してもよいが、スマートテ
レビ、セットトップボックス、ホームインテリジェントゲートウェイ、携帯端末または残
りの機能モジュールを有する他の１つまたは複数のウェアラブル装置などと互いに協同し
なければ、前記各実施例に記載の１つの携帯端末により完成された操作を実現できない。
前記の機能モジュールは、符号化媒体を取得し、例えば、カメラで可視なバーコードを撮
影し、または対応の類別の取得装置によって、光格子図またはデジタル化音波を受ける取
得装置と、取得された符号化媒体を復号化して符号化情報を取得するデコーダと、前記符
号化情報を解析し、前記符号化媒体が予め設定された符号化規則に従って生成されたか否
かを判断するための符号化情報解析ユニットと、符号化媒体が予め設定された規則に従っ
て生成されたのであれば、バックグラウンドサーバーまたは他の各方と情報の相互作用を
行い、サービスを受け、またはサービスを提供するための発送・接収ユニットと、相互作
用過程に関わった入力情報を入力するための入力ユニットと、識別された内容またはバッ
クグラウンドサーバーとの相互作用過程に表示すると要求される情報等を表示するための
表示ユニットと、を含むが、それらに限られていない。これらの機能モジュールは、同一
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のウェアラブル装置に集められても良いし、複数のウェアラブル装置内に分散しても良く
、またはウェアラブル装置及び携帯端末などの複数の装置中に分散しても良い。乃至、例
えば、デコーダ及び／または符号化情報解析ユニットなどは、コアサーバーまたはバック
グラウンドサーバーまたは第三者サーバー内に設置されても良いが、ウェアラブル装置ま
たは携帯端末などは、取得した符号化媒体をこれらのサーバーに送信して識別を行う。前
記各実施例の携帯端末と各種類のサーバーとの間の通信メカニズムは、すべて本実施形態
のウェアラブル装置と各種類のサーバーとの間の通信に適用する。
【０３６７】
　スマートメガネをウェアラブル装置の例とし、バーコードイメージを識別するためのカ
メラを含めばよい（更に、撮影またはバーコードイメージの送信成功を指示する指示ユニ
ット（例えば、指示ライト）と、撮影速度、解像度などを設置する設置ユニットと、を更
に含んでも良い）。有線方式またはブルートゥース(登録商標)／WIFIなどの無線方式で携
帯端末またはもう１つのウェアラブル装置（例えばスマート腕時計である）と通信接続す
る送信ユニットを更に含む。該送信ユニットは、撮影したバーコードイメージを携帯端末
または腕時計に送信することに用いられる。携帯端末または腕時計中に設けられたデコー
ダ、符号化情報解析ユニットなどによって識別された後、バーコードイメージの対応する
内容がメガネに送り戻され、メガネレンズに設けられたディスプレイに表示される（また
は該内容が携帯端末若しくは腕時計のディスプレイに表示される）。ユーザーは対応の内
容を閲覧した後、携帯端末または腕時計での操作によって、バックグランドサーバーにサ
ービス提供要求を送信し、提供されたサービスを受ける（例えば、商品購入取引を完成す
る）。または、メガネのもう１つの例において、前記デコーダも含まれ、復号化して取得
した符号化情報を携帯端末に送信して解析するが、情報の表示画面は腕時計に位置して、
解析した情報を単独に表示し、または携帯端末と同期に表示する。もう１つの例において
、メガネ自体は、バーコードイメージの取得、識別からバックグランドサーバーとの相互
作用及びサービスの取得などの全部の操作を完成できる。この場合、携帯端末を代替する
ことができる。または、携帯端末を使用してメガネと信号接続してメガネで処理したデー
タを同期にバックアップすることなどができる。勿論、ウェアラブル装置、携帯端末など
は、さらに複数の変形実施形態を有してもよい。理解できるようにこれらの変形実施形態
は全て本発明の保護範囲内にカバーされている。
【０３６８】
　異なった例において、あるウェアラブル装置は、前記１つまたは幾つかの符号化媒体を
識別可能に設計されてもよい。識別できない符号化媒体（あるバーコードイメージを復号
化できなく、または、符号化情報を復号化して取得できるが、その中の規則に基づいて定
義された実行すべき操作を解析できないことを含む）を取得するときに、ウェアラブル装
置またはそれと信号接続している携帯端末などは、例えば、エラーを提示し、コードを改
めてスキャンすることを要求することができ、または、他の指定されたウェブサイトに接
続され、または、何の反応も発生せず、または、識別できない符号化媒体をバックグラウ
ンドサーバーに送信して識別する。符号化媒体を識別することに成功して、その中の規則
によって定義された操作フローを取得したときに、ウェアラブル装置自体またはそれによ
り駆動される携帯端末若しくは他の設備によって各々の対応の操作を実行する。
【０３６９】
　本実施例に記載のウェアラブル装置はデジタル人の１つの装置として、前記の任意の実
施例に記載の携帯端末と類似しても良いものであり、ユーザーは該ウェアラブル装置によ
って（または他の設備端末と協同で）、可視または不可視の符号化媒体に対する識別に基
づいてデジタル人ネットワークにアクセスできると共に、前記任意の実施例中に記載の約
定に合致する操作（統一されたコアサーバー／コード発行センターまたは他の権限付与者
の生成した符号化媒体（例えば、推奨用２次元コード）によって他のユーザーに推奨する
ことで、SNS検索／SNSヘルプ要求を開始し、または他人のSNS検索若しくはSNSヘルプに応
答し、取引を完成するなどを含むが、これらに限らない）を実行することで、コアサーバ
ー／プラットフォームサーバー／バックグラウンドサーバー／第三者サーバーなどの相応
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の機構によって、該ユーザーの属性値（例えば、評価指数）の変化を記録し、対応の報奨
を取得する（例えば、デジタル通貨を取得する）。そして、該ユーザーがウェアラブル装
置によって（または他の設備端末と協同で）、各機構との相互作用を実現する過程におい
て、例えば、符号化媒体を識別して情報を取得して、バックグラウンドサーバーにサービ
ス提供を要求するとき、バックグラウンドサーバーまたは他の機構に該ユーザー自身また
はそれが所在する物理的世界特徴（時間／場所／アイデンティティなど）をアップロード
することで、異なった特徴に対応する独特なサービス体験（例えば、異なった値引き）を
取得できる。
【０３７０】
　図２５に示すように、１つの応用例において、企業Aはバックグランドサーバーを介し
て、市場に出す予定の新製品APのために準備をした。企業のERPサーバー（電子商取引処
理を含む）において、新製品APの販売数量と販売金額とが予め設定されており、予め設定
された規則に従ってコード発行センターによって２次元コードを生成し、テレビ発行チャ
ンネルと店頭発信チャンネルを通じて発行する。
【０３７１】
　また、製品APの販売額の一定比率（AP％）を市場販促の宣伝費用として取り出し、第三
者サーバーと契約して支払った（前支払いでも良いし、段階別の支払いでも良い）。該方
法は、デレビ局などの広告発行プラットフォーム機関、マルチレベルの拡散の組織者、２
次元コードクリエイター及び／または技術制作側及びサーバーの管理側などを含む。
【０３７２】
　２次元コードをテレビ局によって発行し、消費者はテレビ番組を視聴するときに、メガ
ネ、イヤホン、または他のウェアラブル装置を着用している。ユーザーはメガネに内蔵さ
れたカメラを操作することで、ディスプレイ上に表示される２次元コードを撮影すること
ができ、携帯端末を出して撮影を起動する動作をする必要がないため、ユーザーの利便性
を向上させた。
【０３７３】
　肉眼可視の２次元コード以外に、例えば、不可視の２次元コードは、テレビのセットト
ップボックスによって表示周波数を制御することで、ディスプレイ上に放送されることが
可能であり、該不可視の２次元コードが対応する光格子は、肉眼不可視であるが、メガネ
の対応の取得装置によって識別可能であり、対応のクライアントソフトウェアが嵌め込ま
れたデコーダおよび符号化情報解析モジュールにより復号化され、解析されることが可能
である。
【０３７４】
　消費者はテレビ画面を数秒間（他の期間と設定してもよい）さえ見詰めれば、光格子を
自動的に取得し、設定された各操作に対する実行フローを起動することができる。本例に
おけるメガネ、腕時計、携帯端末は全てセンサチップチップエンジンを内蔵することが可
能である。センサチップエンジンは、ソフトウェア／中間パーツであり、光学カメラを駆
動して光格子の光学信号を識別する。読み取られた元の光学情報が、２次元コード符号化
／識別原理を応用して、類別に識別、エラー訂正、マッチング、選別及び／または信号フ
ォーマット変換された後、メガネ、携帯端末、バックグラウンドサーバーなど各方に対応
する操作命令に生成される。該操作命令は、メガネ、携帯端末などを介してバックグラウ
ンドサーバーに伝達され、対応の規則に従って取引管理による更なる処理を行うことで、
ダウンロード、APP開き、電子商取引、取引及び支払いなどの機能を実現する。
【０３７５】
　メガネは、自身と有線または無線接続した携帯端末（または、腕時計・若しくはノード
ブックコンピュータなど）を駆動してバックグラウンドサーバーと通信する。消費者の携
帯端末のクライアントソフトウェアによって、バックグラウンドサーバーから戻された製
品APの紹介を開いて閲覧する（該製品紹介がメガネレンズまたはテレビ画面上に表示され
ても良い）。また、消費者は、携帯端末を介してバックグラウンドサーバーと相互作用し
て、評価を発表し、調査問題を回答し、クーポンを受取る等こともできるし、再びコード
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発行センターによって推奨２次元コードを生成し、他のユーザーに発行することもできる
それによって、携帯端末は、製品APの２次元コードがテレビ局チャンネルによって見つけ
た次のレベルの営業担当者になる。
【０３７６】
　携帯端末またはメガネなどの機器のスキャンによって、テレビ画面または携帯電話画面
に表示された支払２次元コードで注文をする（または、セットトップボックスにより画面
上に表示されたメニューによって注文要求を送信する）が、その符号化情報は、まずサー
バーの解析により解析検証される。検証が完成した後、O2Oサーバー（企業私有）に伝達
されてテレビチャンネル管理等の機能を実現し、さらに企業ERPサーバーに伝達されて注
文処理を完成させる。注文処理結果は、注文処理サーバーにフィードバックされ、サーバ
ーでリベートの計算を完成し、サーバーから前払金から一定比例を抽出して携帯端末（携
帯端末のユーザーは、携帯端末にバインディングした支払い／入金アカウントを有する）
、テレビ局、２次元コード技術制作側、及び第三者サーバーなどの対応の各方に与える。
【０３７７】
　図２６に示すように、もう１つの例において、ユーザーのトレーニングに対して指導で
きるシステムを提供する。ユーザーは、第１のウェアラブル装置（例えばメガネ）を着用
し、メガネレンズまたはテレビ／携帯端末のディスプレイを通じてフィットネスビデオを
視聴するとき、例えばP１に示すように、メガネによってビデオに出た２次元コード（好
ましくは、肉眼不可視の２次元コードであり、またはもう１つの例にビデオにデジタル化
音響波を付けてもよく、該音響波は好ましくは人の耳によって識別できないがイヤホンに
よって識別できるものである）を識別する。該２次元コードの符号化情報は、対応の装置
の実行を要求する操作フローに対応する。
【０３７８】
　本システム中のメガネ、腕時計、イヤホン、携帯端末、テレビセットトップボックスな
ど設備は、互いに有線または無線で接続され、またはホームインテリジェントゲートウェ
イによって情報の相互作用を実現し、そして、携帯端末のクライアント端末ソフトウェア
によって２次元コードの符号化情報に定義された操作フローを解析するときに、該操作フ
ローを前記他の装置に通知して、各々執行すべき操作を知らせる。
【０３７９】
　そのため、メガネまたはメガネと接続している携帯端末が２次元コードを識別した後、
定義されたフローに基づいて、第２のウェアラブル装置中のセンサが検出を行うように駆
動する制御信号を送信する（例えば、P2-1に示すように）。該第２のウェアラブル装置、
例えば、ユーザーが着用したスマート腕時計は、ユーザーの心拍数を検出できる。または
、ユーザーの全身を被覆する衣類の、身体に対応する異なった部位にセンサが内蔵されて
、心拍数、血圧、汗などの身体状況を測定する。
【０３８０】
　第２のウェアラブル装置は２次元コードの符号化に定義された操作フローに基づき、ユ
ーザーがビデオに伴って、運動する過程において、ユーザーの身体状況をリアルタイムに
検出する。検出結果が予め定義された域値（例えば心拍数が高すぎる）に達したときに、
第２のウェアラブル装置はメガネまたは携帯端末に「スマート化を行ってくださいという
プロンプト」の要求を送信する。
【０３８１】
　該要求に基づき、メガネまたは携帯端末の画面（メガネまたは携帯端末は、セットトッ
プボックスにテレビの画面に表示させる）に、「深呼吸、腹部リラックス」などのプロン
プト文またはプロンプトビデオを放送させ、またはメガネ若しくは携帯端末によってるイ
ヤホンに前記プロンプト文（例えばP3-１）を放送させることで、ユーザーが動作を調整
するよう指導する。
【０３８２】
　第２のウェアラブル装置は、ユーザー身体の検出結果がもう１つの閾値であると判断し
た際、定義された操作に基づいて、他の設備にもう１つの文のプロンプトを行わせる要求
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を送信し、または、次のビデオに切り替える命令を出すことなどができる。また、ユーザ
ー身体の検出結果に基づいて命令を出すことに加えて、メガネ、スマート腕時計または携
帯端末などの各設備は、内蔵または外付けのセンサによって他の物理的世界の特質若しく
はその組み合わせ（例えば、携帯端末に内蔵された時計で運動時間過長を表示）を検出し
て、システム中の他の設備（例、テレビセットトップボックスに「ビデオを閉じる」とい
う命令を出す）に指令を出す。またはシステム外の機構と相互作用して制御命令を送信し
、またはユーザーの本回の運動状況のデータなどを送信することができる（例えば、第１
、第２のウェアラブル装置若しくは携帯端末などがバックグラウンドサーバーと相互作用
して、該ユーザーの運動時間をソーシャルメディアネットワークプラットフォームに発行
して、プラットフォームのサーバーまたはコアサーバーサーバーなどによって、ユーザー
のトレーニングの状況と運動時間に対応する報奨を与える）。例えば、P3-2、P3-3、P3-4
、P3-5に示す通りである。
【０３８３】
　幾つかの異なった例において、定義された操作フローの相違によって、採集されたデー
タと設定された域値に対する判断作業は、第２のウェアラブル装置によって実行されても
よいが、第１のウェアラブル装置または携帯端末によって実行されてもよい。判断結果に
基づいて、判断を実施した設備自体または他の設備に所定の後続操作フローを実施させる
。該後続操作フローは、１つの設備で完成されても良いし、他の設備と互いに協同して完
成されてもよい。
【０３８４】
　もう１つの例において、様々な形式の２次元コードは他のセンサに検出させることがで
きる。例えば、光格子形式の２次元コードが、スマート家具に設置されている（例えば、
冷蔵庫の外面に１つのグループの光源が２次元コードの符号化フォーマットに従って、明
暗変化によって光格子を示す）。例えば、まず、光格子形式の初期２次元コードを表示し
、ユーザーはウェアラブル装置（例えば、メガネ）を着用してそれを識別して、符号化内
容により定義されたフローに基づいて、冷蔵庫に検出を行わせる命令を出す。冷蔵庫は、
該命令を受けて、内蔵されたセンサによって冷蔵庫内の各食品の保存量（P2-1のように）
を検出して、コード発行センターの権限付与によって該保存量を示す第２の２次元コード
を生成し、光格子の形式で示す。この場合、ウェアラブル装置は、設定された時間内に冷
蔵庫に示された２次元コードを持続的に自動スキャンし、第２の２次元コードを受けた後
、それを識別して、冷蔵庫内の食品保存量を知る。また、例えば、冷蔵庫はある食品の保
存数がゼロであると検知したときに、生成した第３の２次元コードの符号化情報に、ウェ
アラブル装置に購入を行うことを要求する命令が含まれる。この場合、ウェアラブル装置
は当２次元コードを識別した後、その中に含まれている電子商取引プラットフォームのリ
ンクに基づいて、プラットフォームまたはプラットフォームに加盟している業者のサーバ
ーと相互作用して食品を購入し、電子商取引プラットフォームによって物流企業のサーバ
ーに品物配達を通知する。本例におけるウェアラブル装置の機能は、他の携帯端末または
他の類似的な設備によって完成されてもよい。本例の方法は、店員がウェアラブル装置を
利用して品物在庫を検出する２次元コードを識別する場合にも用いられることが可能であ
る。
【０３８５】
　本発明の内容は前記の好ましい実施例によって詳しく説明されたが、前記説明は本発明
に対する限定であると理解してはいけない。当業者が前記内容を閲覧した後、本発明に対
する複数の修正と差替えは全て自明である。従って、本発明の保護範囲は、添付の特許請
求の範囲で限定されるべきである。
【０３８６】
　また、前述の実施形態は以下のように統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワ
ーク及び情報処理方法、及び適用するセンシングアクセス装置を提供するものとして把握
してもよい。
【０３８７】
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　本願が提供する統一されたコード発行に基づく情報処理方法において、複数のインタラ
クティブパーティーのうちの任意の１つのインタラクティブパーティーは、発行者として
、それが提供する情報とマッチングする符号化媒体を取得することができ、任意の１つの
インタラクティブパーティーはアクセス者として、配置されたセンシングアクセス装置に
よって符号化媒体を識別して、識別された符号化媒体とマッチングする情報を取得して、
識別された符号化媒体の発行者により提供された情報を取得させることができる。
【０３８８】
　異なった例において、任意のインタラクティブパーティーは、発行者のみとして、また
はアクセス者のみとして、または異なった場合で発行者もアクセス者もとすることができ
る。任意の１つのインタラクティブパーティーがアクセス者としたときに識別した符号化
媒体は、該インタラクティブパーティーが発行者としたときに提供した情報に基づいて生
成した符号化媒体でもよく、他のインタラクティブパーティーが発行者としたときに提供
した情報に基づいて生成した符号化媒体でもよい。
【０３８９】
　任意の１つの発行者として、複数のインタラクティブパーティーのうちコア管理者とし
てのインタラクティブパーティーに対応のコード発行要求を送信し、該発行者により提供
された情報とマッチングする符号化媒体を取得するように要求し、前記コア管理者は対応
のコード発行要求を受信し、該コア管理者またはそれが権限付与したコード発行機構によ
って前記符号化媒体を生成する。別の例として、前記コード発行機構は、対応のコード発
行要求を送信する発行者に配置された符号化媒体生成ユニットであり、または、発行者以
外の他のインタラクティブパーティーに配置された符号化媒体生成ユニットであり、また
は、複数のインタラクティブパーティー以外の第三者の符号化媒体生成装置である。
【０３９０】
　好ましくは、符号化媒体のコード発行は、コア管理者に要求して得られるものであり、
コア管理者により生成され、またはたとえコード発行機構で符号化媒体を生成したとして
も、コア管理者の権限付与が必要であるので、コア管理者は符号化媒体の生成に対して統
一して管理できる。
【０３９１】
　別の例として、発行者が符号化媒体を生成するために提供した情報は、発行者が発行し
ようとする情報、発行者の属性状態、発行者に関連するインタラクティブパーティーの属
性状態、発行者に配置されたセンシングアクセス装置によって外の符号化媒体を識別して
得られた情報のうちの任意の１つまたはその任意の組み合わせを含む。よって、センシン
グアクセス装置によってある符号化媒体を識別すれば、該符号化媒体に対応するこれらの
情報を知ることができる。
【０３９２】
　幾つかの例において、ある符号化媒体に対応する情報は、前記幾つかの情報のうちの幾
つかの情報項のみを含めば良い。そのうちの他の幾つかの情報項は、もう１つの符号化媒
体に対応してもよく、または独立してアクセス者等の任意のインタラクティブパーティー
または指定されたインタラクティブパーティーに送信したものでもよく、または該情報項
に対応し、若しくは該情報項に対応していない符号化媒体とともにアクセス者等の任意の
インタラクティブパーティーまたは指定されたインタラクティブパーティーに送信したも
のでもよい。
【０３９３】
　幾つかの例において、サービス情報を発行する必要のあるもののうちの１つの情報とし
て、発行者が符号化媒体を取得するために提供した情報に含まれている。前記サービス情
報は、サービス機構としてのインタラクティブパーティーにより提供されたサービスと対
応し、前記サービス情報に対応するサービスは、１つのサービス機構により独立して提供
され、または複数の機構によって協同して提供され、該サービス情報を知る任意の１つの
インタラクティブパーティーは、例えば、符号化媒体を識別してサービス情報を取得する
アクセス者は、サービス機構にサービス提供要求を送信することで、サービス提供要求を
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送信するインタラクティブパーティー（例えば、アクセス者である）または指定されたイ
ンタラクティブパーティーは、サービス情報に対応するサービスを取得できる。提供され
たサービスの性質によって、コア管理者、発行者、発行者に関連するインタラクティブパ
ーティー、アクセス者、アクセス者に関連するインタラクティブパーティーは、各々サー
ビス機構としてサービスの提供過程に参与することができ、各々すべてまたは一部のサー
ビスを取得する一方とすることもできる。
【０３９４】
　幾つかの例において、サービス機構が提供したサービスまたはそれに対応するサービス
情報は、設定操作の実行状況及び／または設定された属性状態とマッチングし、前記設定
操作は、複数のインタラクティブパーティーのうち指定された１つまたは複数のインタラ
クティブパーティーが各々独立に実行した操作、またはそのうちの指定された幾つかのイ
ンタラクティブパーティーにより協同で実行されると規定する操作を含み、前記設定され
た属性状態は、複数のインタラクティブパーティーのうち指定された１つのインタラクテ
ィブパーティーの対応する１つの属性の状態または複数の属性の状態の重ね合わせであり
、またはそのうちの指定された幾つかのインタラクティブパーティーの各々の対応の属性
状態の重ね合わせである。
【０３９５】
　好ましくは、サービス情報またはサービスの具体的な提供状況は、サービス提供ポリシ
ーによって規定される。例えば、設定操作が指定されたインタラクティブパーティーによ
り正確に実行され、及び／または指定されたインタラクティブパーティーの属性状態また
は設定された属性状態と一致するようになって初めて、サービス機構はサービスを提供す
る。例えば、サービス機構は幾つかの種類のサービスを提供する能力を持っており、ある
状況に属する場合に、そのうちの１種のサービスを提供し、もう１つの状況に属する場合
、異なったもう１種のサービスを提供する。サービスの性質によっては、幾つかの例にお
いて、サービス機構としてのインタラクティブパーティー自体は、（そのうちの１つ）指
定されたインタラクティブパーティーとして、実行操作状況及び／または属性状態がサー
ビス提供ポリシーの規定と一致するか否かを検証して、対応のサービスを提供するかを判
断することができる。
【０３９６】
　任意の１つのインタラクティブパーティーはそれに対応する属性を有する。属性の項目
及び／または属性項の対応状態は、発行する必要のあるもののうちの１つの情報とし、ま
たは発行する必要のある他の情報と組み合わせて、発行者が符号化媒体を取得するために
提供される情報に含まれてもよい。任意のインタラクティブパーティーは、属性状態を直
接に送信し、または含まれた属性状態の対応の情報を発行する符号化媒体によって、他の
インタラクティブパーティーにこれらの情報を提供することができる。
【０３９７】
　好ましくは、属性調整の具体的な状況は、属性調整ポリシーによって規定されることが
可能である。インタラクティブパーティーの属性は、以下の任意の１つまたは任意の組み
合わせを満たす。任意の１つのインタラクティブパーティーのうちの１つまたは幾つかの
属性の状態は、前記任意の１つのインタラクティブパーティーのもう１つまたは他の幾つ
かの属性の状態変化に伴って調整され、任意の１つのインタラクティブパーティーのうち
の１つまたは幾つかの属性状態は、前記任意の１つのインタラクティブパーティーに関連
するインタラクティブパーティーの１つまたは幾つかの属性の状態変化に伴って調整され
、任意の１つのインタラクティブパーティーの中の１つまたは幾つかの属性状態は、前記
任意の１つのインタラクティブパーティーの設定操作の実行状況の変化に伴って調整され
、任意の１つのインタラクティブパーティーの中の１つまたは幾つかの属性の状態は、前
記任意の１つのインタラクティブパーティーに関連するインタラクティブパーティーの設
定操作の実行状況の変化に伴って調整される。
【０３９８】
　前記任意の１つのインタラクティブパーティーの対応する属性は、１つの属性管理機構
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により独立して記録及び状態調整され、または、複数の属性管理機構により協同で記録及
び状態調整され、場合によって、前記属性管理機構は、前記任意の１つのインタラクティ
ブパーティー、前記任意の１つのインタラクティブパーティーに関連するインタラクティ
ブパーティー、コア管理者、コア管理者により指定されたインタラクティブパーティー以
外の第三者管理装置のうちの任意の１つでもよい。
【０３９９】
　任意の１つのインタラクティブパーティーは、それに対応する１つまたは複数の識別情
報を有し、前記任意の１つのインタラクティブパーティーの各識別情報は、発行する必要
のあるもののうちの１つの情報とし、または、発行する必要のある他の情報と組み合わせ
て、発行者が符号化媒体を取得するために提供される情報に含まれても良い。任意のイン
タラクティブパーティーは、属性状態を直接に送信し、または含まれた属性状態の対応の
情報を発行する符号化媒体によって、他のインタラクティブパーティーにこれらの情報を
提供することができる。識別情報は、インタラクティブパーティーの中の１つの属性とし
て、上述した属性に関する性質を有してもよい。
【０４００】
　好ましくは、前記識別情報は以下の任意の１つまたはその任意の組み合わせを満たすこ
とができる。前記任意の１つのインタラクティブパーティーが任意の１つの操作を実行す
るときに対応する識別情報は、該操作の実行状況を該インタラクティブパーティーとバイ
ンディングする。前記任意の１つのインタラクティブパーティーは、外部に発行しようと
する情報に前記任意の１つのインタラクティブパーティーの識別情報を付加した後に直接
に発行し、発行情報を受信するインタラクティブパーティーは、識別情報を識別して発行
情報を提供するインタラクティブパーティーを確定する。前記任意の１つのインタラクテ
ィブパーティーは、発行者とするときに、外部に発行しようとする情報に前記任意の１つ
のインタラクティブパーティーの識別情報を付加した後、コア管理者またはそれが権限付
与したコード発行機構に提供して対応の符号化媒体を生成し、符号化媒体を発行し、アク
セス者は対応の符号化媒体を識別して該符号化媒体と発行者とのバインディング関係を知
る。
【０４０１】
　幾つかの例において、任意の１つのインタラクティブパーティーの識別情報は単独に提
供され、または他の属性または他の情報とともに提供されることが可能である。前記任意
の１つのインタラクティブパーティーは、設定された操作を実行する期間において、発行
者として対応のコード発行要求を送信したとともにコア管理者に提供した情報には、少な
くとも該インタラクティブパーティーの識別情報およびそれが設定操作を実行する情報が
含まれていることで、対応のコード発行要求に基づいて生成した符号化媒体と、該発行者
の設定操作に対する実行状況とをバインディングして、対応の符号化媒体を識別すること
で該バインディング関係を知ることができる。
【０４０２】
　任意の１つのインタラクティブパーティーの中の１つの属性は、上述した属性に関する
性質を有する該インタラクティブパーティーの金額割当てであり、前記任意の１つのイン
タラクティブパーティーの金額割当ての全部または一部が、指定された幾つかのインタラ
クティブパーティーの間に割当てられ、調整されることが可能である。前記任意の１つの
インタラクティブパーティーの金額割当ては、以下の任意の方式またはその任意の組み合
わせによって得または調整される。前記任意の１つのインタラクティブパーティーは、コ
ア管理者または指定された承認機関または指定された他のインタラクティブパーティーに
資産を約束して、マッチングする金額割当てを取得し、前記任意の１つのインタラクティ
ブパーティーは、コア管理者または指定された承認機関または指定された他のインタラク
ティブパーティーに任意の種類の貨幣を支払うことで、両替して対応する割合の金額割当
てを取得し、前記任意の１つのインタラクティブパーティーは、コア管理者または指定さ
れた承認機関または指定された他のインタラクティブパーティーが、前記任意の１つのイ
ンタラクティブパーティーに支払った金額割当てまたは支払った対応の割合の金額割当て
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に両替可能な貨幣を取得し、前記承認機関または他のインタラクティブパーティーに対す
る指定は、前記任意の１つのインタラクティブパーティー、またはコア管理者、または前
記任意の１つのインタラクティブパーティーに関連するインタラクティブパーティーによ
り実施される。インタラクティブパーティーに対する指定と金額割当ての割当て方式等は
、金額割当ての割当てに関する属性調整ポリシーによって規定されることが可能である。
【０４０３】
　幾つかの異なった例において、インタラクティブパーティーが金額割当てを支払うのは
、サービス機構により提供されたサービスを取得するためであり（商品、内容、権限等の
取得に限られていない）、または、インタラクティブパーティーは、ある操作（特に、金
額割当てポリシーにより規定された操作）を実行する状況で、他のインタラクティブパー
ティーがそれに対して支払った金額割当てを報奨金として取得する。好ましい貨幣は、デ
ジタル通貨であり、異なったインタラクティブパーティーの間でその持ち分の割当て（移
転）を行うことができ、ひいては、実世界の異なった地域で発行されている貨幣の代わり
に実際に使用することができる。
【０４０４】
　任意のインタラクティブパーティーの中の１つの属性は、該インタラクティブパーティ
ーと他のインタラクティブパーティーとが互いに関連付けた関連情報であり、前記任意の
１つのインタラクティブパーティーが設定操作を実行し、及び／または設定された属性状
態の調整があるときに、属性管理機構は、関連情報に基づいて、前記任意の１つのインタ
ラクティブパーティーに関連するインタラクティブパーティーの属性状態を調整できる。
幾つかの例において、あるインタラクティブパーティーが、他の１つまたはいくつかのイ
ンタラクティブパーティーの登録ユーザーになることで、両者の間の関連を形成し、また
は、あるインタラクティブパーティーが、協同で相互作用操作を実行するときの相手イン
タラクティブパーティーと互いに関連しており、または、アクセス者が、符号化媒体を識
別して発行者と関連付け、または、いくつかのインタラクティブパーティーが、サービス
機構、またはポリシー作成機構、またはコア管理者等により、関連するインタラクティブ
パーティーと指定されること等がある。
【０４０５】
　任意の１つのインタラクティブパーティーの中の１つの属性は、該インタラクティブパ
ーティーに対応して設定した加重指数であり、属性管理機構は加重指数に基づいて、同一
のインタラクティブパーティーの異なった属性を配合して調整し、または異なったインタ
ラクティブパーティーの同一の属性を配合して調整することができる。金額割当ての割当
てを例として、あるインタラクティブパーティーが操作を実行する異なった状況に応じて
それを順当に調整でき、異なったインタラクティブパーティーが各々操作を実行する状況
に応じてそれを割り当てること等もできる。
【０４０６】
　任意の１つのインタラクティブパーティーの中の１つの属性は、該インタラクティブパ
ーティーの対応する物理世界特質であり、前記物理世界特質は、該インタラクティブパー
ティーが現在所在する実環境及び／または仮想環境の時刻パラメータ、位置パラメータ、
環境パラメータ、該インタラクティブパーティー自体の他の１つまたはいくつかの属性の
状態のうちの任意の１つまたはその任意の組み合わせに対応する。幾つかの例において、
幾つかの物理世界特質は、それ自体が任意のインタラクティブパーティーにより影響され
ていないものであるが（例えば、時間である）、あるインタラクティブパーティーまたは
それに関連するインタラクティブパーティーがある動作または状態を実行することで、該
物理世界特質を測定または算出する起点及び／または終点として、該インタラクティブパ
ーティーに対応した物理世界特質になる。適用の状況によって、物理世界特質は、前記任
意の１つのインタラクティブパーティー、それに関連するインタラクティブパーティー、
コア管理者、外部第三者等の様々なルートによって確定されることが可能である。実環境
及び／または仮想環境は、異なった物理世界特質に基づいて、区画され多くの物理グリッ
ドに形成でき、あるインタラクティブパーティーの対応の物理世界特質によって、該イン
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タラクティブパーティーの所在する実環境及び／または仮想環境が決定され、該インタラ
クティブパーティーの所在する物理グリッドが決定されるのに役立つ。
【０４０７】
　前記コア管理者またはそれが権限付与したコード発行機構が、前記コア管理者またはそ
れが権限付与したコード発行機構により統一された符号化規則に基づいて、対応の符号化
情報を生成し、前記符号化情報に基づいて対応の符号化媒体を生成できるように、コア管
理者は符号化及び符号化規則とマッチングする復号化規則を作成または更新し、マッチン
グする復号化規則に基づくセンシングアクセス装置は、符号化媒体から対応の符号化情報
及び発行者により提供された情報を識別できる。ポリシー発行機構としての任意の１つの
インタラクティブパーティーは、発行者により提供された情報に関連するポリシーを作成
または更新し、前記ポリシーは、発行者により提供されたサービス情報に関連するサービ
ス提供ポリシー、及び／または発行者により提供された属性状態に関連する属性調整ポリ
シーを含むがそれに限られておらず、前記ポリシー発行機構のポリシーに対する指定及び
更新は、設定操作の実行状況及び／または設定された属性状態とマッチングする。
【０４０８】
　好ましい例として、ポリシー発行機構のポリシーにより、複数のインタラクティブパー
ティーのうち指定された１つまたは複数のインタラクティブパーティーの設定操作の実行
ロジックを設定し、前記ポリシーとマッチングする符号化規則に基づいて生成した対応の
符号化媒体において、対応のインタラクティブパーティーを駆動して設定された実行ロジ
ックを実行する命令が含まれており、対応のインタラクティブパーティーのセンシングア
クセス装置は、マッチングする復号化規則に基づいて前記符号化媒体を識別して前記命令
を取得する。好ましくは、あるアクセス者は、符号化媒体の発行者またはそれに関連する
インタラクティブパーティー（例えば、発行者に関連するサービス機構）の登録ユーザー
であるときに、該アクセス者は、符号化規則と一致する復号化規則によって符号化媒体を
復号化解析して対応の命令または情報を取得して、指定された発行者またはそれに関連す
るインタラクティブパーティーと情報の相互作用または相互作用操作を行うときに、外界
により指定されていないインタラクティブパーティーが参与できない閉ループ取引過程に
なることが可能であり、より高い安全性を有する。
【０４０９】
　好ましくは、任意の１つの情報の提供者または任意の１つの符号化媒体の発行者は、何
れもそれ自体を中心とするインタラクティブネットワークを形成することができ、該イン
タラクティブネットワークに自発的にアクセスすることに相当する。任意の１つの情報の
受信側または任意の１つの符号化媒体が識別したアクセス者は、対応の情報を取得するこ
とに加えて、前述したインタラクティブネットワークに受動的にアクセスすることもでき
る。
【０４１０】
　幾つかの応用例において、任意の１つのインタラクティブパーティーは、第１の発行者
として、第１のコード発行要求を送信したときに、提供した情報には少なくとも該第１の
発行者の識別情報を含んでおり、第１のコード発行要求に基づいて生成した第１の符号化
媒体を取得し、任意のもう１つのインタラクティブパーティーはアクセス者として、配置
されたセンシングアクセス装置によって第１の符号化媒体を識別して、少なくとも第１の
発行者の識別情報を取得し、第２の発行者として、第２のコード発行要求を送信したとき
に提供した情報には、少なくとも第１の発行者の識別情報及び第２の発行者の識別情報が
含まれ、第２のコード発行要求に基づいて生成した第２の符号化媒体を、第１の発行者及
び第２の発行者とバインディングして、第２の符号化媒体を識別して該バインディング関
係を知ることができる。
【０４１１】
　幾つかの応用例において、第１の発行者とそれに関連する幾つかの応用例において、第
１の発行者とそれに関連するインタラクティブパーティーとの間には、該第１の発行者を
中心とする第1のアドホックインタラクティブネットワークを構成し、第２の発行者は第
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１の符号化媒体を識別して、第１のアドホックインタラクティブネットワークにアクセス
することで、第２の発行者と第１の発行者とを関連付け、第２の発行者とそれに関連する
インタラクティブパーティーとの間に構成した、第２の発行者を中心とする第２のアドホ
ックインタラクティブネットワークと第１のアドホックインタラクティブネットワークと
を統合し、第２のアクセス者は第２の符号化媒体を識別して、第２のアドホックインタラ
クティブネットワークにアクセスし、同時に第１のアドホックインタラクティブネットワ
ークにアクセスし、第１の発行者及び第２の発行者との関連付けを実現する。
【０４１２】
　幾つかの応用例において、第１のインタラクティブパーティーとそれに関連するインタ
ラクティブパーティーとの間にインタラクティブネットワークを有し、第２のインタラク
ティブパーティーと第３のインタラクティブパーティーがそれぞれ該インタラクティブネ
ットワークにアクセスしてそれぞれ第１のインタラクティブパーティーと関連づけ、第２
のインタラクティブパーティーが第１のインタラクティブパーティーに発行する情報は、
共有情報、検索要求情報、ヘルプ要求情報のうちの任意の１つまたはその任意の組み合わ
せを含み、第１のインタラクティブパーティーは、共有情報をインタラクティブネットワ
ークの中の第３のインタラクティブパーティーに送信し、幾つかの応用例において、第１
のインタラクティブパーティーは、検索要求情報に基づいて、インタラクティブネットワ
ークにおいて検索要求情報に関する返信情報を検索し、返信情報を整理した後、検索結果
を形成して第２のインタラクティブパーティーにプッシュし、前記返信情報が、第３のイ
ンタラクティブパーティーにより第１のインタラクティブパーティーに提供されたもので
あり、第１のインタラクティブパーティーは、ヘルプ要求情報を、インタラクティブネッ
トワークの中の第３のインタラクティブパーティーに送信し、第３のインタラクティブパ
ーティーが検索要求情報に基づいて第１のインタラクティブパーティーに返信情報を提供
するように促す。
【０４１３】
　幾つかの応用例において、同一のテーマまたは複数の異なったテーマに各々対応する複
数の第１のインタラクティブパーティーを有し、第２のインタラクティブパーティーは、
それが有する１つまたはいくつかの識別情報で、対応のテーマの第1のインタラクティブ
パーティーと関連付け、そのうちの1つのテーマの第１のインタラクティブパーティーま
たはそれに関連する第４のインタラクティブパーティーは、第１の発行者として、取得し
た第１の符号化媒体を第２のインタラクティブパーティーに発行し、幾つかの応用例にお
いて、第２のインタラクティブパーティーは第１のアクセス者として第１の符号化媒体に
対応する情報を識別した後、第２の発行者として該第２の発行者により提供された情報に
基づいて生成した第２の符号化媒体を他のテーマの第１のインタラクティブパーティーに
発行する。
【０４１４】
　幾つかの応用例において、複数のテーマの第１のインタラクティブパーティーは各々二
次加重指数に基づいて、それと各々関連付けた第２のインタラクティブパーティーの対応
の識別情報での属性状態を調整し、コア管理者は各第１のインタラクティブパーティーに
より提供された第２のインタラクティブパーティーの対応の識別情報での属性状態を受信
し、総合加重指数に基づいて、第２のインタラクティブパーティーの全ての識別情報での
属性状態を総合に調整する。
【０４１５】
　幾つかの応用例において、複数の第２のインタラクティブパーティーはそれぞれ同一の
第１のインタラクティブパーティーと関連付けられており、第１のインタラクティブパー
ティーが操作の実行ロジックを設定し、実行ロジックが設定された操作は、各第２のイン
タラクティブパーティーの独立操作、複数の第２のインタラクティブパーティーの間の相
互作用の操作、第２のインタラクティブパーティーと第１のインタラクティブパーティー
との間の相互作用の操作、のうちの任意の１つまたはその任意の組み合わせを含み、コア
管理者またはそれが権限付与したコード発行機構が第１のインタラクティブパーティーま
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たは第２のインタラクティブパーティーの対応のコード発行要求に基づいて生成した符号
化媒体には、第１のインタラクティブパーティー及び／または第２のインタラクティブパ
ーティーを駆動して、実行ロジックの設定された対応の操作を実行する命令を含ませるよ
うに、第１のインタラクティブパーティーは実行ロジックをコア管理者に提供し、第１の
インタラクティブパーティーまたは第２のインタラクティブパーティーが各々のセンシン
グアクセス装置によって前記符号化媒体を識別して前記命令を取得する。
【０４１６】
　幾つかの応用例において、複数の第１のインタラクティブパーティーがそれぞれ同一の
第３のインタラクティブパーティーに関連付けられており、統一に第３のインタラクティ
ブパーティーによって第１のインタラクティブパーティーとコア管理者との間の情報相互
作用が実現され、第３のインタラクティブパーティーは、操作された実行ロジックを設定
する。実行ロジックの設定された操作は、各第１のインタラクティブパーティーまたは第
２のインタラクティブパーティーの独立の操作、複数の第１のインタラクティブパーティ
ーの間の相互作用の操作、複数の第２のインタラクティブパーティーの間の相互作用の操
作、第２のインタラクティブパーティーと第１のインタラクティブパーティーとの間の相
互作用の操作、のうちの任意の１つまたは任意の組み合わせを含む。第３のインタラクテ
ィブパーティーは、実行ロジックの設定された操作のために対応の識別情報が設置されて
おり、対応のインタラクティブパーティーが、実行ロジックの設定された操作の任意の工
程を実行するときに、操作の識別情報及び操作を実行するインタラクティブパーティーの
識別情報を、コア管理者に提供することで、生成した符号化媒体に少なくともこれらの識
別情報を含ませて、任意のインタラクティブパーティーが符号化媒体を識別して操作にお
ける各工程の実行状況を知ることができる。
【０４１７】
　好ましくは、前記任意の１つの符号化媒体は、以下の任意の１つの方式またはその任意
の組み合わせによって、発行者によってアクセス者が識別できる少なくとも１つの領域に
発行されることが可能であり、発行者は対応の符号化媒体をアクセス者のセンシングアク
セス装置に送信し、発行者は前記少なくとも１つの領域を提供できる装置を含み、該装置
によって対応の符号化媒体を発行し、発行者は対応の符号化媒体を前記少なくとも１つの
領域に提供できる装置に送信し、該装置によって対応の符号化媒体を発行する。
【０４１８】
　好ましくは、発行者により提供された情報に基づいて、コア管理者またはそれが権限付
与したコード発行機構によってマッチングする符号化媒体を生成し、または符号化媒体及
び対応のハイパーリンクを生成し、前記符号化媒体は、符号化情報を、１次元コード、ま
たは２次元コード、または多次元コードの形式で生成したバーコードイメージと、符号化
情報を、明暗光線またはリフレッシュレートの変化の形式、または可視光または紫外線ま
たは赤外線または偏光の形式で生成した光格子図と、符号化情報を特定の法則または特定
の周波数で変化する方式ように生成したデジタル化音響波または電波と、のうちの任意の
1つまたはその任意の組み合わせであり、センシングアクセス装置は対応の種類の符号化
媒体及び／またはハイパーリンクを識別できる装置を含む。
【０４１９】
　本発明は、前記統一されたコード発行に基づく情報処理方法及び各例に説明した機能を
実現できるためのセンシングアクセス装置を提供している。センシングアクセス装置を使
用したインタラクティブパーティーは、場合によって、発行者、アクセス者、コア管理者
、サービス機構、ポリシー発行機構、コード発行機構、属性管理機構等とするときに、前
述した方法及び例に説明した対応の特徴に従う。
【０４２０】
　前記センシングアクセス装置は、以下の各例の任意の1つまたはその組み合わせを実現
できるようにソフトフェア、ハードウェアまたは両者の組み合わせによって構成される。
【０４２１】
　幾つかの例において、センシングアクセス装置が符号化媒体を識別して、識別された符
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号化媒体とマッチングする情報を取得する。
【０４２２】
　幾つかの例において、センシングアクセス装置によって符号化媒体を識別し、該センシ
ングアクセス装置が配置されたインタラクティブパーティーをアクセス者として符号化媒
体の発行者を中心として構築したアドホックインタラクティブネットワークにアクセスす
ることで、アクセス者がセンシングアクセス装置を介してアドホックインタラクティブネ
ットワークにおける発行者または発行者と関連する他のインタラクティブパーティーと相
互作用できる。
【０４２３】
　幾つかの好ましい例において、センシングアクセス装置が配置されたインタラクティブ
パーティーは実体の人である。
【０４２４】
　幾つかの例において、前記センシングアクセス装置は、対応の種類の符号化媒体を取得
するためであって、取得された符号化媒体が該センシングアクセス装置の復号化ユニット
または他のインタラクティブパーティーの復号化ユニットによって復号化されて符号化情
報を取得させることができ、復号化して取得した符号化情報が、該センシングアクセス装
置の符号化情報解析ユニットまたは他のインタラクティブパーティーの符号化情報解析ユ
ニットによって解析されて前記符号化情報とマッチングする情報を取得させることができ
る取得装置と、センシングアクセス装置が配置されたインタラクティブパーティーと他の
インタラクティブパーティーとを相互作用させるためであって、例えば、サービスを取得
するためにサービス提供要求を送信し、及び／または対応のサービス情報、サービスまた
はサービス提供証票等を取得すること、発行者とするときに、コア管理者にコード発行要
求を送信し、及び情報を提供し、及び／または生成した符号化媒体または自律的にコード
発行の権限付与を受けること、任意の情報／符号化媒体を送受信し、指定された符号化規
則に必要なポリシーを送受信し、またはコアサーバーにより作成または更新された符号化
規則または対応の復号化規則を受信すること、インタラクティブパーティーまたは関連す
るインタラクティブパーティーの属性状態を送受信し、アクセスしたインタラクティブネ
ットワークにおける他のインタラクティブパーティーと情報の相互作用を行って、対応の
情報またはデータをセンシングアクセス装置における他のパーツに送信し、またはこれら
のパーツから既に他のインタラクティブパーティーに送信したものを受信すること等であ
るが、それらに限られておらず、該これらの情報を送受信し、センシングアクセス装置の
対応のモジュールによって更なる処理を行うことで、該センシングアクセス装置が配置さ
れたインタラクティブパーティーに対応の機能を実現させることができる送受信ユニット
と、を備えており、選択できるように、センシングアクセス装置は、相互作用時に係わっ
た入力情報を入力するためである入力ユニットを含めば良い。入力する必要のある情報に
よって、該入力ユニットは、さまざまな形式を有することが可能である。
【０４２５】
　好ましくは、センシングアクセス装置は、符号化媒体から識別された内容、及び相互作
用時に係わった内容を展示するための展示ユニットを備えても良く、それらの内容は視覚
的、聴覚的または他の任意の形式でもよい。
【０４２６】
　好ましくは、センシングアクセス装置は、コア管理者の権限付与によって対応の符号化
媒体を生成し、生成した符号化媒体に該センシングアクセス装置のインタラクティブパー
ティーにより提供された情報を付加する符号化媒体生成ユニットを備えても良い。
【０４２７】
　好ましくは、１つのセンシングアクセス装置の異なったパーツは、同一のインタラクテ
ィブパーティーに配置されており、または複数の信号が接続されているインタラクティブ
デバイスにそれぞれ配置されており、前記インタラクティブデバイスが携帯端末、または
固定端末、またはウェアラブル装置（人体埋め込み設備も含む）であり、前記インタラク
ティブデバイスに内部センサが設けられ、または外部センサと信号接続して、所属のイン
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タラクティブパーティーの属性状態を採集する。
【０４２８】
　幾つかの例において、コア管理者またはそれが権限付与した符号化規則が符号化媒体を
生成したときに依拠した符号化規則とマッチングする復号化規則は、クライアントソフト
ウェア中に設置されており、前記センシングアクセス装置は、前記クライアントソフトウ
ェアによって、符号化規則とマッチングする符号化媒体を復号化して対応の符号化情報を
取得し、対応の符号化情報を解析して前記符号化媒体に含まれるパラメータを取得し、パ
ラメータを自動的に起動したクライアントソフトウェアに自動的に導入し、識別できない
符号化媒体について、センシングアクセス装置は、前記復号化クライアントソフトウェア
を自動的にインストールし、または前記復号化クライアントソフトウェアにおける復号化
規則を更新し、またはエラープロンプトを発行する。
【０４２９】
　幾つかの例において、センシングアクセス装置に該センシングアクセス装置が配置され
たインタラクティブパーティーに対応する少なくとも幾つかの属性状態、例えば、物理世
界特質、識別情報、関連情報、加重指数、金額割当て、実体人のユーザー情報、身体の状
態等であるが、それらに限られていない属性状態を採集できる採集ユニットが設けられて
いる。
【０４３０】
　実体人をオントロジーとするインタラクティブパーティーは、それに対応する１つまた
は複数の識別情報を有し、該インタラクティブパーティーの各識別情報は、以下の任意の
１つまたはその任意の組み合わせを満たし、該インタラクティブパーティーが任意の１つ
の操作を実行するときに対応する識別情報は、該操作の実行状況を該インタラクティブパ
ーティーとバインディングするためであり、該インタラクティブパーティーは外部に発行
しようとする情報に該インタラクティブパーティーの識別情報を付加した後直接に発行し
、発行情報を受信したインタラクティブパーティーは、識別情報を識別して発行情報を提
供する該インタラクティブパーティーを確定し、該インタラクティブパーティーは第２の
発行者とするときに、外部に発行しようとする情報に該インタラクティブパーティーの識
別情報を付加した後、コア管理者またはそれが権限付与したコード発行機構に提供して対
応の第２の符号化媒体を生成し、第２の符号化媒体を発行し、第2の符号化媒体を識別し
て該第２の符号化媒体と第２の発行者としての該インタラクティブパーティーとのバイン
ディング関係を知ることができる。
【０４３１】
　幾つかの例において、実体人をオントロジーとするインタラクティブパーティーは、そ
れに対応する１つまたは複数の識別情報を有し、該インタラクティブパーティーの各識別
情報は、以下の任意の１つまたはその任意の組み合わせを満たす。
【０４３２】
　インタラクティブパーティーが任意の１つの操作を実行するときに対応する識別情報は
、該操作の実行状況を該インタラクティブパーティーとバインディングするためである。
【０４３３】
　該インタラクティブパーティーは外部に発行しようとする情報に該インタラクティブパ
ーティーの識別情報を付加した後、直接に発行し、発行情報を受信したインタラクティブ
パーティーは、識別情報を識別して発行情報を提供する該インタラクティブパーティーを
確定する。
【０４３４】
　該インタラクティブパーティーは第２の発行者とするときに、外部に発行しようとする
情報に該インタラクティブパーティーの識別情報を付加した後、コア管理者またはそれが
権限付与したコード発行機構に提供して対応の第２の符号化媒体を生成し、第２の符号化
媒体を発行し、第２の符号化媒体を識別して該第２の符号化媒体と第２の発行者としての
該インタラクティブパーティーとのバインディング関係を知ることができる。
【０４３５】
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　幾つかの例において、第１の発行者はそれに関連するインタラクティブパーティーとの
間に、該第１の発行者を中心とするアドホックインタラクティブネットワークが構成され
ており、実体人をオントロジーとするインタラクティブパーティーは、第１のアクセス者
としてセンシングアクセス装置によって第１の発行者が発行した第１の符号化媒体を識別
し、第１のアドホックインタラクティブネットワークにアクセスする。
【０４３６】
　実体人をオントロジーとするインタラクティブパーティーは、更に第２の発行者として
第２の符号化媒体を発行しており、第２のアクセス者としてのもう１つのインタラクティ
ブパーティーは、もう１つのセンシングアクセス装置を配置して第２の符号化媒体を識別
し、第２の発行者と関連付け、第２のアクセス者を、第２の発行者とそれに関連するイン
タラクティブパーティーとの間に構成した第２の発行者を中心とする第２のアドホックイ
ンタラクティブネットワークにアクセスし、同時に、第２のアドホックインタラクティブ
ネットワークにアクセスして、第２のアドホックインタラクティブネットワークと第１の
アドホックインタラクティブネットワークとを統合する。
【０４３７】
　本発明が提供する統一されたコード発行に基づく情報処理ネットワークにおいて、前記
統一されたコード発行に基づく情報処理方法及びその各例において説明した機能を実現で
きる。前記情報処理ネットワークは複数のインタラクティブパーティーを備え、そのうち
、受けたコード発行要求に基づいて、コード発行要求とマッチングする符号化媒体を自律
的に生成し、またはコード発行機構の権限を検証した後、コード発行機構がコード発行要
求とマッチングする符号化媒体を生成するように権限付与するコア管理者と、コア管理者
にコード発行要求を送信し、情報を提供し、コア管理者または権限付与したコード発行機
構によって生成し、提供された情報とマッチングする符号化媒体を取得する、発行者とし
ての任意の１つのインタラクティブパーティーと、配置されたセンシングアクセス装置に
よって該アクセス者が識別できる少なくとも１つの領域に発行された符号化媒体を識別し
、識別された符号化媒体とマッチングする情報を取得して、識別された符号化情報の発行
者により提供された情報を取得する、アクセス者としての任意のインタラクティブパーテ
ィーと、が含まれている。
【０４３８】
　好ましくは、任意の１つの情報の提供者または任意の１つの符号化媒体の発行者は、何
れもその自体を中心とするアドホックインタラクティブネットワークに形成することがで
き、該アドホックインタラクティブネットワークに自発的にアクセスすることに相当する
。任意の１つの情報の受信側または任意の1つの符号化媒体が識別したアクセス者は、対
応の情報を取得することに加えて、前述したアドホックインタラクティブネットワークに
受動的にアクセスすることもできる。
【０４３９】
　任意の１つのインタラクティブパーティーは、場合によって、発行者、アクセス者、コ
ア管理者、サービス機構、ポリシー発行機構、コード発行機構、属性管理機構等とすると
きに、上述した方法及びその指令に説明した対応の特徴に従う。そのうち、例えば、アク
セス者としてのインタラクティブパーティーに備えられたセンシングアクセス装置は、上
述したセンシングアクセス装置を利用してもよい。
【０４４０】
　幾つかの例において、任意の１つのインタラクティブパーティーは、必須パーツ及びオ
プションパーツを含む。前記必須パーツは、他のインタラクティブパーティーと相互作用
し、該バックグラウンドサーバーの他のユニットと相互作用するための送受信ユニットを
含み、前記オプションパーツは、センシングアクセス装置と、相互作用過程における各種
の情報データを記憶する内蔵または外付けのデータベースと、該インタラクティブパーテ
ィーにより取得された符号化媒体を復号化して符号化情報を取得する復号化ユニットと、
取得された符号化情報を解析して前記符号化情報とマッチングする情報を取得する符号化
情報解析ユニットと、相互作用時に係わった入力情報を入力するための入力ユニットと、
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符号化媒体から識別された内容、及び相互作用時に係わった内容を出力するための展示ユ
ニットと、コア管理者の権限付与に基づいて符号化媒体を生成する符号化媒体の生成ユニ
ットと、のうちの任意の１つまたはその組み合わせを含む。そのうち、発行者としてのイ
ンタラクティブパーティーに含まれる送受信ユニットは、コア管理者にコード発行要求を
送信し、生成した符号化媒体を受信し、更に、取得された符号化媒体をアクセス者の識別
できる少なくとも１つの領域に発行するためである。
【０４４１】
　コード発行機構としてのインタラクティブパーティーに含まれる送受信ユニットは、コ
ア管理者がそれに対して送信した、該コード発行機構が自律的に符号化媒体を生成するこ
とを許す権限付与を受信するためであり、それによって、コード発行機構の符号化媒体生
成ユニットは、コア管理者の権限付与に基づいて符号化媒体を生成する。
【０４４２】
　ポリシー発行機構としてのインタラクティブパーティーの必須パーツは、発行者により
提供された情報に関連するポリシーを作成または更新し、該ポリシー発行者の送受信ユニ
ットによってコア管理者に送信するためのアクセス定義ユニットを更に備えている。
【０４４３】
　発行者が送信したコード発行要求を受信し、または発行者またはそれにより指定された
インタラクティブパーティーに生成した符号化媒体を発行する、コアサーバーとしてのイ
ンタラクティブパーティーの送受信ユニットと、を更に備え、コアサーバーとのインタラ
クティブパーティーの必須パーツは、発行者により提供された情報をマッチングする符号
化媒体に生成するための符号化媒体生成ユニットを更に備える。
【０４４４】
　コアサーバーとしてのインタラクティブパーティーのオプションパーツは、発行者のコ
ード発行要求に基づいて、コード発行要求の指定したコード発行機構が符号化媒体を自律
的に生成する権限を有するか否かを検証し、指定されたコード発行機構が符号化媒体を自
律的に生成する権限を有するときに、コアサーバーとしてのインタラクティブパーティー
の送受信ユニットが、該指定されたコード発行機構に符号化媒体を自律的に生成すること
を許す権限付与を送信する検証ユニットと、ポリシー発行機構により提供されたポリシー
に基づいて、符号化規則及び符号化規則とマッチングする復号化規則を作成または更新す
る規則管理ユニットと、のうちの何れか１つのまたは任意の組み合わせを含む。
【０４４５】
　例えば、任意のインタラクティブパーティーは、発行者、アクセス者、コア管理者、サ
ービス機構、ポリシー発行機構、コード発行機構、属性管理機構等とするときに、それに
配置されたパーツが、対応のサーバーに設けられ、または、携帯端末、若しくは固定端末
、若しくはウェアラブル装置（人体埋め込み設備等もを含む）等に設けられることが可能
である。
【０４４６】
　幾つかの例において、任意の１つのインタラクティブパーティーは、受信及び／または
送信する任意の情報に対して情報を送受信するときの幾つかの条件を限定する開示権限を
設置することができ、そのうちの幾つかの条件は、該任意の１つのインタラクティブパー
ティーの属性状態、または他のインタラクティブパーティーの属性状態を含む。
【０４４７】
　本発明の好ましい例において、本発明は、「デジタル人ネットワーク」にアクセスする
ことが可能な「携帯端末／ウェアラブル装置」を提供しており、デジタル人ネットワーク
は、特定のテーマに基づいた各ノードに対応の動態の社会地位／社会的威信指数を含み、
及び社会態度／開放態度（どの主題を受けるかを選択し、どの友人に開放するか（例えば
、自分の友人か、それとも、友人を介した友人か、それとも直接の友人にも間接的な友人
にも関わらず、社会的威信指数がどれぐらいに達した友人でなければ、受けないと選択す
るか）を含むソーシャルネットワークシステムである。そのもう１つの主な特定はシーン
（環境）のアクセスであり、アクセスするときのシーンに関するパラメータを採集してア
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ップロードすることであり、アクセスの方式は、様々なセンシングアクセス、例えば、光
を電気の代わりとすること（１次元コード、２次元コード及び多次元コード、非表示２次
元コード等）、音響波、ブルートゥース(登録商標)、脳波等の様々な「デジタル信号送受
信」の方式でもよく、マッチングする生成装置及び識別装置によって実現される。
【０４４８】
　本発明の好ましい実施例において、人間（実体人）の行為は、「アクティブコードスキ
ャンアクセス」と「パッシブコードスキャンアクセス」を有することができ、すなわち、
自分がアクセス行為を実施し、またはアクセス行為を実施した他人と相互作用し、「アク
セス」は、実世界において見た、聞いた、受け取ったという設定規則で符号化した媒体は
、対応の規則で識別されて、関連する動作を実行したものであり、「アクセス」による効
果は、単純に該「物体自体」を表すわけではなく、特定の「場所（環境）」になると、「
特定のテーマ」が生じることであり、該主題は予め定義されたものでもよく、またはある
条件によってトリガーされたものでもよく、例えば「アクセスしたまたはアクセスされた
人のソーシャル検索による道徳的品質指数」を含んで、自分で「判断」を完成して、定量
化可能な「ソーシャルネットワークの拡散チェーンにおいて道徳的品質指数を変化させる
行為」を生じ、または「自体の道徳的品質指数を変化させる行為」をする。
【０４４９】
　前記特徴を有するデジタル人ネットワークに対して、猿またはロボットにセンシングア
クセス装置を着用させると仮定すれば、何れも「実際的な視覚効果」が生じていない。そ
れは、「人間」は環境、時間、ユーザー属性等に基づいて様々なアクセス効果を生じた「
道徳的品質指数とソーシャルサークル」を有するが、猿またはロボットの何れもそれを有
していないからである。それは人間と動物及びロボットとの本質の相違に間違いない。
【０４５０】
　「センシングアクセス」の手は、「センシングアクセス装置」を配置して実体人にデジ
タル人の属性特徴を有させ、及び「デジタル人」の操作動作の特徴を解決できるにのみな
らず、「該装置」は前述した内容及び実施例に説明の様々な「デジタル人」の属性を有し
、ひいては、人体または脳にセンシングアクセス装置の作用を果たせる「ナノオルガン／
ナノチップ」自体を埋め込むときに、メーカー属性を更に付けることで、「人格化属性」
を有させて各インタラクティブパーティーと接続し、属性の変化を完成でき、例えば、あ
るメーカーである華師大附属病院の装置は「心理安定／気分安定人格」などを有するが、
もう１つのメーカーである復旦大学附属病院の装置は「知恵人格」などを有する。それは
、「大量な機器器官は人間の器官の代わりとして形成した半人間半機器自体の人格属性の
区画」と説明することができる。
【０４５１】
　デジタル人は、「センシングアクセス能力を有する装置」によって「デジタル化符号化
する信号を識別してセンシングアクセスを行うことができ、たとえば「2次元コードをス
キャンする」ことで、オフラインからオンラインのO2Oモードを実現して、クラウドサー
ビスバックグラウンドに接続することができる。デジタル人自体の唯一のID（及び各種の
附属属性情報）を新たに開いたデジタル人情報に付加すれば、内容が同一であるが識別用
のIDがすでに異なるようになった他の新たな「デジタル人情報」を生成できる。この行為
は拡散されなくても、バックグラウンドにより記録されて「構造化ビッグデータ」に属し
ており、「情報を開いて読んだことがあるという自分の社会態度」と世間にアピールする
ことができる。
【０４５２】
　デジタル人は、前述した自分のIDを付加することを基にして、新たなデジタル人情報を
「自分のモーメンツにシェアし、またはポイントツーポイントで友人に送信する」ことで
、更に自分の態度を表すことができる。このような「自分の情報を添加して再び送信する
」という符号化情報によってセンシングアクセスした他の人と交流する方式は、「人間社
会」の「価値」の基礎になる。
【０４５３】
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　つまり、各情報（特に広くかつ何度も拡散した情報）に付加したデジタル人IDを識別し
て、各情報の共有などの操作を実行したデジタル人を識別できるため、全過程中の各レベ
ルの拡散者を追跡できる。そして、デジタル定量化できる「価格スケール」、つまり、実
際に流通できる「デジタル通貨」によって、拡散者への報奨を実現する。従来のビットコ
インなどの貨幣の生成は、人間社会の「労働と価値」に基づくものではなく、人為的に「
数量」及び「採掘プロセス」を限定しており、「デジタル通貨」の役割を演じることがで
きない。本発明のいわゆるデジタル通貨は、「流通分野余剰価値」に基づいて生じたもの
であり、「流通共有セクターの価値システム」に属しており、「デジタル化可能、分割可
能、追跡定量化可能」という測定基準を有するので、あらゆる商品の価値を表す「一般的
な同等物」になることが可能である。
【０４５４】
　このような方式によって、情報の拡散は換金されて、その利益で人々の参与にモチベー
ションを与え、社会化された真の電子商取引を実現する。出願人が主張した社会化された
電子商取引は、オンラインのソーシャルネットワークを情報拡散チャネルとして、バック
グラウンド処理によって拡散過程に対する精確な追跡を実現することで、拡散者に転送報
奨を与えることにより、元の発行者の受注増に役立つビジネススキームである。該ビジネ
ススキームにおいて、どの商品を販売するかということは、重要ではない。それは、価値
の生成ソースは、発行者が設定できるからであり、発行者が、拡散が利益をもたらすこと
ができると信じて、一部の利潤を与えることに同意することは、その前提である。ソーシ
ャルネットワークを使用しないこと、ビジネスの重心を拡散自体により作り出された価値
に移転しないことは、いずれも社会化された電子商取引の本質に触れていない。われわれ
の会社化された電子商取引モードにおいて、基準化された商品はもちろん、伝統的な商業
小売に属しないサービス乃至情報自体、例えば、会員募集、人材募集、投資促進なども、
いずれも拡散のオントロジーとしてもよい。社会化された電子商取引において、発行者で
ある情報の需要者への拡散による最終的な受益者は、該モードに対する期待値に基づいて
、取引を形成する拡散行為に対して対価を支払うか否かを自ら決めることができる。拡散
者のIDを識別し、その動作によって調整された動的社会的地位／社会的威信指数などの対
応該流の布者の属性特徴を知ることで、その情報拡散の信頼可能性を判断する依拠とし、
またはそれを、情報を送受信する開放態度を設置する依拠とする。
【０４５５】
　情報の処理は、取得、識別、伝送、処理、記憶の過程を経たものである。携帯電話など
の携帯端末で２次元コードなどのデジタル化した符号化媒体をスキャンし、読み取ること
は、人が実世界で簡単に完成できる動作であり、仮想世界に２次元コードにより代表され
たオンラインリソースを取得することを要求する命令でもある。スマートフォンは、コー
ドリーダー、通信機、プロセッサー、ディスプレイを一体化したものであり、２次元コー
ドをキャッチして、オンライン情報を取得し、展示することができるのみならず、オンラ
インのクラウドサービスと連動して後続の操作相互作用を引き続き行うこともでき、人の
感覚と肢体が仮想世界に伸びることに相当する。
【０４５６】
　２次元コードなどのデジタル化した符号化媒体は、業者、商品、サービスの実体マーク
として存在することができ、現実においてある実体リソースを標記した多くの２次元コー
ドで構成したオフライン実体世界、及び一般的にこれらの２次元コードにより関連付けら
れた情報で構成したオンライン仮想世界は、２次元コードを介して実世界における各シー
ン及び個体と仮想世界の中のデータとが関連付けられる。２次元コードは、十分に大きな
情報容量（複雑な動作の実行命令に対応する符号化情報を更に含むことができる）を同時
に有し、ウェブページリンクの代わりに、仮想世界に入るための鍵になる。
【０４５７】
　有効な「センシングアクセス」手段は、「人間の着用したウェアラブル装置が含んだ埋
め込み植チップ」の視覚聴覚などであり、「唯一のデジタルIDを有し、センシングアクセ
スのクラウドバックグラウンドサービスのデジタル人化方式によってアクセスすることが
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できる」とは、一般的に「生物特徴識別、例えば、指紋識別及び顔識別などのデータベー
スのマッチングによる模擬アクセス」を含んでいない。
【０４５８】
　ウェアラブル装置と人間の目との根本的な相違は、ウェアラブル装置が目のように全て
の光線信号を収集する必要がないことにある。実世界と仮想世界とを繋がる橋として、デ
ジタル符号化媒体を取得する（例えば、２次元コードをスキャンする）機能さえあれば、
基本的に要求に合致することができる（つまり、上述した「センシングアクセス」を実現
することである）。従って、ウェアラブル装置は、主に符号化媒体を取得するユニットモ
ジュール、例えば、メガネデバイスに２次元コードをスキャンするカメラが取り付けられ
、目線が巡って実体リソース上の可視または不可視な２次元コードを迅速にキャッチし、
全過程が１秒内に完成できる。その後、２次元コードをバインディングされた（自分の）
携帯電話などの装置に伝達して解析し、上述したフローに従って、携帯電話で後続の操作
を行うことによって、仮想世界を感知する速度は普段の視覚感知と比較になる程度に向上
される。そして、携帯電話に２次元コードを自動的に開く対応APP(アプリケーション)を
設置して２次元コードの解析結果に対して更に処理する。具体的なAPPと関連する特徴キ
ャラクターを見つけ、その後、APPを自動的に開き、またはAPPをダウンロードすることを
プロンプトする。APP業者と協力して、２次元コードにおけるパラメータを取得すること
ができれば、APPを直接に開いた後、パラメータを直接に導入して、ある機能ウェブペー
ジに入ることができ、処理プロセスを更に短くする。当然、技術の発展に伴って、個人レ
ベルの携帯式光学式スクリーン（光学式タッチスクリーン）、脳波ホログラフィックヘル
メット等の装置は、視覚以外の他の方式でデジタル化符号化した情報を感知することも可
能になる。
【０４５９】
　本発明において、すべての重要な符号化媒体のコード発行過程は、何れもコアサーバー
等により統一して管理されるため、まず、各方が設計した実行フローを制御することがで
き、次に、各方がフローにより規定された具体的な操作を実行したときに、各々の対応の
例えば唯一の識別IDをバインディングしたため、フローの正確な実行を監視できる。
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