
JP 5908656 B2 2016.4.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理方法であって、
　サーバーが第１のユーザより入力された、消費場所に関連する第１の共同購入情報を取
得するステップと、
　前記サーバーが前記消費場所の地理位置に基づいて、他のユーザーより入力された、前
記消費場所に関連する第２の共同購入情報を取得するステップと、
　前記サーバーが、前記第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報が所定のポリシー
に合致するかどかを判定し、合致すれば、前記サーバーが前記第２の共同購入情報を前記
第１のユーザにプッシュするステップと、
　前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入することを決定した場合、前記サ
ーバーが前記第１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情
報を生成するステップと、
　前記サーバーが前記各ユーザの消費情報を前記第１のユーザと他のユーザにプッシュす
るステップとを含み、
　前記消費場所の地理位置は、自動的に前記第１の共同購入情報に含まれて前記サーバー
に伝送され、または、前記サーバーは、ＧＰＳ技術で第１のユーザの現在の位置を取得し
て第１のユーザの消費場所の地理位置を取得する、前記方法。
【請求項２】
　前記サーバーが、前記第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報が所定のポリシー
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に合致するかどかを判定し、合致しなければ、プロセスを終了するステップをさらに含む
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】
　前記所定のポリシーは、前記第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報がそれぞれ
前記消費場所における同一のマーチャントに関連し、又は、前記第２の共同購入情報と前
記第１の共同購入情報がすれぞれ前記消費場所における同一の商品に関連し、又は、前記
第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報がそれぞれ前記消費場所における同一のブ
ランド側に関連することを含むことを特徴とする
　請求項２に記載の情報処理方法。
【請求項４】
　前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入すると決定した場合、当該方法は
、
　前記サーバーが、第１のユーザ又は他のユーザよりＳＮＳインタラクティブプラットフ
ォームを介して送信されたコミュニケーション情報を受信し、そしてコミュニケーション
情報を他のユーザ又は第１のユーザに対応してプッシュするステップと、
前記サーバーが他のユーザ又は第１のユーザよりＳＮＳインタラクティブプラットフォー
ムを介して送信された返信情報を受信し、そして返信情報を第１のユーザ又は他のユーザ
に対応してプッシュするステップと、をさらに含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５】
　複数の前記第２の共同購入情報がある場合、前記サーバーが前記第２の共同購入情報を
前記第１のユーザにプッシュすることは、
　前記サーバーが割引料金に基づいて前記第２の共同購入情報をソーティングし、
　前記サーバーがソーティングされた前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッ
シュすることを特徴とする
　請求項１に記載の情報処理方法。
【請求項６】
　サーバーが前記第１のユーザ及び／又は前記他のユーザに前記消費場所の広告情報をプ
ッシュするステップをさらに含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７】
　前記サーバが前記第１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの
消費情報を生成する前に、当該方法は、
　前記サーバーが、前記他のユーザが前記第１のユーザの加入を許可するかどかを判定し
、許可しなければ、プロセスを終了し、許可すれば、前記サーバーが前記第１の共同購入
情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情報を生成するステップを実行
するステップをさらに含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８】
　共同購入行動が終了した後、当該方法は、
　前記サーバーがＳＮＳインタラクティブプラットフォームにおける前記第１のユーザの
前記他のユーザに対する評価情報を受信するステップ及び／又は
　前記サーバーがＳＮＳインタラクティブプラットフォームにおける前記他のユーザの前
記第１のユーザに対する評価情報を受信するステップをさらに含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９】
　情報処理のサーバーであって、
　第１のユーザより入力された、消費場所に関連する第１の共同購入情報を取得するため
の第１の取得モジュールと、
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　前記消費場所の地理位置に基づいて、他のユーザより入力された、前記消費場所に関連
する第２の共同購入情報を取得するための第２の取得モジュールと、
　前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシュするための第１のプッシュモジ
ュールと、
　前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入することを決定した場合、前記第
１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情報を生成するた
めの処理モジュールと、
　前記各ユーザの消費情報を前記第１のユーザと他のユーザにプッシュするための第２の
プッシュモジュールとを含む
　データ処理プラットフォームを、備え、
　前記第１のプッシュモジュールが前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシ
ュする前に、前記サーバーが、前記第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報が所定
のポリシーに合致するかどかを判定し、合致すれば、前記第１のプッシュモジュールが前
記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシュし、
　前記消費場所の地理位置は、自動的に前記第１の共同購入情報に含まれて前記サーバー
に伝送され、または、前記サーバーは、ＧＰＳ技術で第１のユーザの現在の位置を取得し
て第１のユーザの消費場所の地理位置を取得する、前記サーバー。
【請求項１０】
　第１のユーザ又は他のユーザより送信されたコミュニケーション情報を受信し、そして
コミュニケーション情報を他のユーザ又は第１のユーザにプッシュし、他のユーザ又は第
１のユーザから送信された返信情報を受信し、そして返信情報を第１のユーザ又は他のユ
ーザにプッシュするための情報インタラクティブモジュールと、
　前記第１のユーザの前記他のユーザに対する評価情報、及び／又は前記他のユーザの前
記第１のユーザに対する評価情報を受信するための評価モジュールを含む
　ＳＮＳインタラクティブプラットフォームを、さらに備えることを特徴とする
　請求項９に記載のサーバー。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コミュニケーション技術分野に関し、特に情報処理の方法及びサーバーに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ＬＢＳ（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：位置情報サービス）
は、既に携帯電話を持つ又はインターネットにアクセスできる各々のユーザに次第に向か
い、ＰＤＡ、携帯電話又は他のインターネットデバイスの位置決め機能を利用してユーザ
情報と位置情報を組み合わせて、場所に関連する様々なサービス、例えばマーチャント情
報、位置検索などをユーザに提供することができる。過去２年間、ＬＢＳ＋共同購入モー
ドも既に国内市場に入って、新しいョッピング手段になっている。
【０００３】
　従来の共同購入は、主に共同購入モードに基づいて、共同購入サイトによって開始され
、支払条件即ち１つの固定の商品とバッチ及び当該バッチに達した後の価格が設定された
場合、ユーザが当該共同購入に加入して指定された商品を購入する。しかしながら、従来
の情報処理については、柔軟性および適時性が欠けているので、ユーザの体験効果は低減
されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の技術的問題を解決するために、本発明の実施形態は、ユーザの体験効果を効果的
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に向上可能な情報処理の方法及びサーバーを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するために、本発明の実施形態に係る情報処理の方法は、
　サーバーが第１のユーザより入力された、消費場所に関連する第１の共同購入情報を取
得するステップと、
　前記サーバーが前記消費場所の地理位置に基づいて、他のユーザーより入力された、前
記消費場所に関連する第２の共同購入情報を取得するステップと、
　前記サーバーが前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシュするステップと
、
　前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入すると決定した場合、前記サーバ
ーが前記第１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情報を
生成するステップと、
前記サーバーが前記各ユーザの消費情報を前記第１のユーザと他のユーザにプッシュする
ステップとを含む。
【０００６】
　好ましくは、前記サーバーが前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシュす
る前に、当該方法は、
　前記サーバーが、前記第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報が所定のポリシー
に合致するかどかを判定し、合致すれば、前記サーバーが前記第２の共同購入情報を前記
第１のユーザにプッシュするステップを実行し、合致しなければ、プロセスを終了するこ
とをさらに含む。
【０００７】
　好ましくは、前記所定のポリシーは、前記第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情
報がそれぞれ前記消費場所における同１のマーチャントに関連し、又は、前記第２の共同
購入情報と前記第１の共同購入情報がそれぞれ前記消費場所における同１の商品に関連し
、又は、前記第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報がそれぞれ前記消費場所にお
ける同１のブランドに関連することを含む。
【０００８】
　好ましくは、前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入すると決定した場合
、当該方法は、
　前記サーバーが、第１のユーザ又は他のユーザよりＳＮＳインタラクティブプラットフ
ォームを介して送信されたコミュニケーション情報を受信し、そしてコミュニケーション
情報を他のユーザ又は第１のユーザに対応してプッシュするステップと、
　前記サーバーが他のユーザ又は第１のユーザよりＳＮＳインタラクティブプラットフォ
ームを介して送信された返信情報を受信し、そして返信情報を第１のユーザ又は他のユー
ザに対応してプッシュするステップと、をさらに含む。
【０００９】
　好ましくは、複数の前記第２の共同購入情報がある場合、前記サーバーが前記第２の共
同購入情報を前記第１のユーザにプッシュすることは、
　前記サーバーが割引料金に基づいて前記第２の共同購入情報をソーティングし、
　前記サーバーがソーティングされた前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッ
シュする。
【００１０】
　好ましくは、当該方法は、
　サーバーが前記第１のユーザ及び／又は前記他のユーザに前記消費場所の広告情報をプ
ッシュするステップをさらに含む。
【００１１】
　好ましくは、前記サーバが前記第１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づい
て各ユーザの消費情報を生成する前に、当該方法は、
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　前記サーバーが、前記他のユーザが前記第１のユーザの加入を許可するかどかを判定し
、許可しなければ、情報処理方法のプロセスを終了し、許可すれば、前記サーバーが前記
第１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情報を生成する
ステップを実行するステップをさらに含む。
【００１２】
　好ましくは、共同購入行動が終了した後、当該方法は、
　前記サーバーがＳＮＳインタラクティブプラットフォームにおける前記他のユーザに対
する前記第１のユーザの評価情報を受信するステップ及び／又は
　前記サーバーがＳＮＳインタラクティブプラットフォームにおける前記第１のユーザに
対する前記他のユーザの評価情報を受信するステップをさらに含む。
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明の実施形態に係るデータ処理プラットフォームを
含む情報処理のサーバーが提供されており、前記データ処理プラットフォームは、
　第１のユーザより入力された、消費者場所に関連する第１の共同購入情報を取得するた
めの第１の取得モジュールと、
　前記消費場所の地理位置に基づいて、他のユーザより入力された、前記消費場所に関連
する第２の共同購入情報を取得するための第２の取得モジュールと、
　前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシュするための第１のプッシュモジ
ュールと、
　前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入すると決定した場合、前記第１の
共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情報を生成するための
処理モジュールと、
　前記各ユーザの消費情報を前記第１のユーザと他のユーザにプッシュするための第２の
プッシュモジュールと、
　を含む。
【００１４】
　好ましくは、前記サーバーはＳＮＳインタラクティブプラットフォームを更に備え、前
記ＳＮＳインタラクティブプラットフォームは、
　第１のユーザ又は他のユーザより送信されたコミュニケーション情報を受信し、そして
コミュニケーション情報を他のユーザ又は第１のユーザにプッシュし、他のユーザ又は第
１のユーザから送信された返信情報を受信し、そして返信情報を第１のユーザ又は他のユ
ーザにプッシュするための情報インタラクティブモジュールと、
　前記他のユーザに対する前記第１のユーザの評価情報、及び／又は前記第１のユーザに
対する前記他のユーザの評価情報を受信するための評価モジュールと、
　を含む。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　情報処理方法であって、
　サーバーが第１のユーザより入力された、消費場所に関連する第１の共同購入情報を取
得するステップと、
　前記サーバーが前記消費場所の地理位置に基づいて、他のユーザーより入力された、前
記消費場所に関連する第２の共同購入情報を取得するステップと、
　前記サーバーが前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシュするステップと
、
　前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入することを決定した場合、前記サ
ーバーが前記第１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情
報を生成するステップと、
　前記サーバーが前記各ユーザの消費情報を前記第１のユーザと他のユーザにプッシュす
るステップとを含む方法。
（項目２）
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　前記サーバーが前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシュする前に、当該
方法は、
　前記サーバーが、前記第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報が所定のポリシー
に合致するかどかを判定し、合致すれば、前記サーバーが前記第２の共同購入情報を前記
第１のユーザにプッシュするステップを実行し、合致しなければ、プロセスを終了するス
テップをさらに含むことを特徴とする
　項目１に記載の情報処理方法。
（項目３）
　前記所定のポリシーは、前記第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報がそれぞれ
前記消費場所における同一のマーチャントに関連し、又は、前記第２の共同購入情報と前
記第１の共同購入情報がすれぞれ前記消費場所における同一の商品に関連し、又は、前記
第２の共同購入情報と前記第１の共同購入情報がそれぞれ前記消費場所における同一のブ
ランド側に関連することを含むことを特徴とする
　項目２に記載の情報処理方法。
（項目４）
　前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入すると決定した場合、当該方法は
、
　前記サーバーが、第１のユーザ又は他のユーザよりＳＮＳインタラクティブプラットフ
ォームを介して送信されたコミュニケーション情報を受信し、そしてコミュニケーション
情報を他のユーザ又は第１のユーザに対応してプッシュするステップと、
前記サーバーが他のユーザ又は第１のユーザよりＳＮＳインタラクティブプラットフォー
ムを介して送信された返信情報を受信し、そして返信情報を第１のユーザ又は他のユーザ
に対応してプッシュするステップと、をさらに含むことを特徴とする
　項目１に記載の情報処理方法。
（項目５）
　複数の前記第２の共同購入情報がある場合、前記サーバーが前記第２の共同購入情報を
前記第１のユーザにプッシュすることは、
　前記サーバーが割引料金に基づいて前記第２の共同購入情報をソーティングし、
　前記サーバーがソーティングされた前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッ
シュすることを特徴とする
　項目１に記載の情報処理方法。
（項目６）
　サーバーが前記第１のユーザ及び／又は前記他のユーザに前記消費場所の広告情報をプ
ッシュするステップをさらに含むことを特徴とする
　項目１に記載の情報処理方法。
（項目７）
　前記サーバが前記第１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの
消費情報を生成する前に、当該方法は、
　前記サーバーが、前記他のユーザが前記第１のユーザの加入を許可するかどかを判定し
、許可しなければ、プロセスを終了し、許可すれば、前記サーバーが前記第１の共同購入
情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情報を生成するステップを実行
するステップをさらに含むことを特徴とする
　項目１に記載の情報処理方法。
（項目８）
　共同購入行動が終了した後、当該方法は、
　前記サーバーがＳＮＳインタラクティブプラットフォームにおける前記第１のユーザの
前記他のユーザに対する評価情報を受信するステップ及び／又は
　前記サーバーがＳＮＳインタラクティブプラットフォームにおける前記他のユーザの前
記第１のユーザに対する評価情報を受信するステップをさらに含むことを特徴とする
　項目１に記載の情報処理方法。
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（項目９）
　情報処理のサーバーであって、
　第１のユーザより入力された、消費者場所に関連する第１の共同購入情報を取得するた
めの第１の取得モジュールと、
　前記消費場所の地理位置に基づいて、他のユーザより入力された、前記消費場所に関連
する第２の共同購入情報を取得するための第２の取得モジュールと、
　前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシュするための第１のプッシュモジ
ュールと、
　前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入することを決定した場合、前記第
１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情報を生成するた
めの処理モジュールと、
　前記各ユーザの消費情報を前記第１のユーザと他のユーザにプッシュするための第２の
プッシュモジュールとを含む
　データ処理プラットフォームを、備えるサーバー。
（項目１０）
　第１のユーザ又は他のユーザより送信されたコミュニケーション情報を受信し、そして
コミュニケーション情報を他のユーザ又は第１のユーザにプッシュし、他のユーザ又は第
１のユーザから送信された返信情報を受信し、そして返信情報を第１のユーザ又は他のユ
ーザにプッシュするための情報インタラクティブモジュールと、
　前記第１のユーザの前記他のユーザに対する評価情報、及び／又は前記他のユーザの前
記第１のユーザに対する評価情報を受信するための評価モジュールを含む
　ＳＮＳインタラクティブプラットフォームを、さらに備えることを特徴とする
　項目９に記載のサーバー。
【発明の効果】
【００１５】
　上記の技術的スキームより分かるように、本発明の実施形態は、
サーバーが消費場所の位置に基づいて、他の共同購入者がリアルタイムに見付かられるこ
とをユーザに助けることができ、消費場所の割引キャンペーンを最大限に利用することが
できる（１）、
　情報処理プロセスにおいて、第１のユーザと他のユーザがＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ：ソーシャル　ネットワーキングサイト）インタラ
クティブプラットフォームを介してコミュニケーションし、ユーザの体験効果を効果的に
向上させることができる（２）という有益な効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態における情報処理の方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施形態におけるユーザの組み合わせ購入要求を処理するための方法の
フローチャートである。
【図３】本発明の実施形態における組み合わせ購入方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態におけるサーバーの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の目的、技術的スキーム及び利点がより明らかになるために、以下、実施形態と
図面を組み合わせて、本発明の実施形態をさらに詳しく説明する。ここで、本発明の例示
的実施形態及び説明は、本発明を釈明するが、本発明を限定することではない。
【００１８】
　図１に示すように、本発明の実施形態における情報処理の方法のフローチャートであっ
て、具体的なステップは、以下の通りである。
【００１９】
　ステップ１０１について、サーバーは、第１のユーザより入力された、消費場所に関連
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する第１の共同購入情報を取得する。
【００２０】
　前記第１の共同購入情報は、商品の名称、商品の型番、商品の価格、及び／又は商品の
割引などの情報を含む当該第１のユーザの組み合わせ購入情報を表すことに用いられる。
【００２１】
　消費場所に関する前記第１の共同購入情報とは、当該第１の共同購入情報に関する商品
が当該消費場所に関連付けられ、例えば当該商品を販売する販売店が当該消費場所内に位
置することである。前記消費場所は、ショッピングモール、映画館、飲食店などの場所で
あってもよい。
【００２２】
　ステップ１０２について、サーバーは、消費場所の地理位置に基づいて、他のユーザよ
り入力された、消費場所に関連する第２の共同購入情報を取得する。
【００２３】
　本発明の実施形態において、消費場所の地理位置は、自動的に第１の共同購入情報に含
まれ、第１の共同購入情報によりサーバーに伝送されることができ、または、当該サーバ
ーは、ＧＰＳ技術により第１のユーザの現在の位置を取得し、さらに第１のユーザの消費
場所での地理位置を取得することができる。
【００２４】
　ステップ１０３について、サーバーは、第２の共同購入情報を第１のユーザにプッシュ
する。
【００２５】
　本発明の別の実施形態において、ステップ１０３を実行する前に、当該情報処理方法は
、
　サーバーが、第２の共同購入情報と第１の共同購入情報が所定のポリシーに合致するか
どうかを判定し、合致すれば、ステップ１０３を実行し、合致しなければ、情報処理方法
のプロセスを終了することを含む。
【００２６】
　即ち、第２の共同購入情報と第１の共同購入情報が同１の商品又は販売店の組み合わせ
購入に関するかどうかを判定し、当該所定のポリシーが第１の共同購入情報と第２の共同
購入情報が関連しているかどうかを判定することに用いられる。
【００２７】
　例えば、当該所定のポリシーは、第２の共同購入情報と第１の共同購入情報が消費場所
における同１のマーチャントに関連し、第２の共同購入情報と第１の共同購入情報が消費
場所における同１の商品に関連し、又は第２の共同購入情報と第１の共同購入情報が消費
場所における同１のブランドに関連することを含む。本発明の実施形態において当該所定
のポリシーの具体的な内容を限定しないと説明すべきである。
【００２８】
　本発明の別の実施形態において、複数の第２の共同購入情報がある場合、ステップ１０
３は、
　まず、サーバーが割引料金に応じて第２の共同購入情報をソーティングし、この場合、
当該第２の共同購入情報に割引料金が含まれることと、
　次に、サーバーがソーティングされた第２の共同購入情報を第１のユーザにッシュする
ことと、を含むことができる。
【００２９】
　ステップ１０４について、第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入すると決定
した場合、サーバーは、第１の共同購入情報と第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの
消費情報を生成する。
【００３０】
　本発明の別の実施形態において、ステップ１０４の前に、他のユーザが第１のユーザの
加入を許可するかどうかを判定することができ、この場合に当該処理方法は、
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　サーバーが、他のユーザが第１のユーザの加入を許可するかどうかを判定し、許可しな
ければ、情報処理方法のプロセスを終了し、許可すれば、ステップ１０４を実行すること
をさらに含む。
【００３１】
　本発明の別の実施形態において、第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入する
と決定した場合、第１のユーザと他のユーザがＳＮＳインタラクティブプラットフォーム
を介してコミュニケーションして、待ち合わせ場所などの関連情報を確定し、この場合に
当該情報処理方法は、
　サーバーが第１のユーザ又は他のユーザよりＳＮＳインタラクティブプラットフォーム
を介して送信されたコミュニケーション情報を受信し、そしてコミュニケーション情報を
他のユーザ又は第ｑのユーザにプッシュするステップと、
　サーバーが他のユーザ又は第１のユーザよ１ＳＮＳインタラクティブプラットフォーム
を介して送信された返信情報を受信し、そして返信情報を第１のユーザ又は他のユーザに
プッシュするステップとをさらに含むことができる。
【００３２】
　ステップ１０５について、サーバーは、各ユーザの消費情報を第１のユーザ及び他のユ
ーザにプッシュする。
【００３３】
　本発明の別の実施形態において、サーバーは、さらに当該消費場所で商品を購入したユ
ーザに広告情報を放送することができ、この場合、当該情報処理方法は、
　まず、サーバーが消費場所からの広告情報を受信するステップと、
　次に、サーバーが第１のユーザ及び／又は他のユーザに消費場所の広告情報をプッシュ
するステップとをさらに含む。
【００３４】
　本発明の別の実施形態において、共同購入行動が終了した後、第１のユーザと他のユー
ザは、ＳＮＳインタラクティブプラットフォームにおいて将来のクレジット参照して互い
に評価することができ、当該情報処理方法は、
　サーバーがＳＮＳインタラクティブプラットフォームにおける第１のユーザの他のユー
ザに対する評価情報を受信するステップ及び／又は
　サーバーがＳＮＳインタラクティブプラットフォームにおける他のユーザの第１のユー
ザに対する評価情報を受信するステップをさらに含む。
【００３５】
　以下に図２を組み合わせながら消費場所をショッピングモールとすることを例にして、
本発明の実施形態における組み合わせ購入方法のフローチャートを説明し、具体的なステ
ップが以下の通りである。
【００３６】
　ステップ２０１について、ユーザは、クライアント側を介してこの共同購入システムに
ログインし、そしてサーバーにユーザの存在するショッピングモールの位置を取得する又
はサーバーがユーザの存在するショッピングモールの位置を取得し、ユーザが共同購入、
即ち組み合わせ購入の情報を入力する。
【００３７】
　ステップ２０２について、サーバーは、以上の情報に基づいてまず付近に同じニーズを
持つ組み合わせ購入者が存在するかどうかを確認し、異なる組み合わせ購入者の情報に応
じて割引料金を計算し、そしてソーティングしてクライアントに表示する。
【００３８】
　ステップ２０３について、ユーザは、組み合わせ購入の要求を行うかどうかを確定し、
組み合わせ購入要求を受け、クライアント側を介してＳＮＳインタラクティブプラットフ
ォームにコミュニケーションするのを許可して待ち合わせ場所を確定する。
【００３９】
　ステップ２０４について、支払いに進んだ後、共同購入システムに基づいて各人の支払
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うべき支払額と享受すべきメリットを計算してそれぞれ支払い、同時に今回の共同購入を
、それぞれのクライアント側を介してＳＮＳインタラクティブプラットフォームで評価す
る。
【００４０】
　本発明を実現するための技術的手段がより明らかになるために、以下に図３及び具体的
な実施形態を参照組み合わせながら情報処理プロセスを説明し、その中、当該サーバーが
データ処理プラットフォームとＳＮＳインタラクティブプラットフォームを備え、具体的
な方式が以下の通りである。
【００４１】
　実施形態１
　まず、ユーザ情報を入力し、
　ユーザＡがまずクライアント側を介して共同購入システムにログインし、そしてサーバ
ーに存在するショッピングモールの位置を入力する又はサーバーがＧＰＳ位置決め技術に
より存在するショッピングモールの位置を自動的に取得し、ユーザＡが共同購入、即ち組
み合わせ購入の情報を入力し、そして組み合わせ購入要求を開始する。
【００４２】
　次に、組み合わせ購入者を見つけ、
　サーバーが上記の情報に基づいてまず付近に同じニーズを持つ組み合わせ購入者が存在
するかどうかを確認し、サーバーにおけるデータ処理プラットフォームが異なる組み合わ
せ購入者の情報に基づいて割引料金を計算し、そしてユーザＢ、ユーザＣ、ユーザＤをソ
ーティングしてユーザＡにプッシュしてクライアント側に表示する。
【００４３】
　その後、組み合わせ購入要求を開始し、相手が組み合わせ購入要求を確認することを待
ち、
　ユーザＡがユーザＢを選択して組み合わせ購入要求を開始し、そしてＳＮＳインタラク
ティブプラットフォームを介してユーザＢと友好的なコミュニケーションを行い、ユーザ
Ｂがクライアントに当該組み合わせ購入要求を受けて、双方がＳＮＳインタラクティブプ
ラットフォームを介して待ち合わせ場所を約束して購入及び支払いに進む。
【００４４】
　その後、購入を確定し、そして支払いに進み、
　支払う時にシステムに基づいて各人の支払うべき支払額と享受すべきメリットをを計算
してそれぞれ支払い、同時に今回の共同購入を、それぞれのクライアントを介して将来の
クレジット参照手段としてＳＮＳインタラクティブプラットフォームで評価する。
【００４５】
　実施形態２
　まず、ユーザ情報を入力し、
　ユーザＡがまずクライアント側を介して共同購入システムにログインし、そしてサーバ
ーに存在するショッピングモールの位置を入力する又はサーバーがＧＰＳ位置決め技術に
より存在するショッピングモールの位置を自動的に取得し、ユーザＡが共同購入、即ち組
み合わせ購入の情報を入力し、そして組み合わせ購入要求を開始する。
【００４６】
　次に、サーバーが組み合わせ購入者を見つけ、
　サーバーが上記の情報に基づいてまず付近に同じニーズを持つ組み合わせ購入者が存在
するかどうかを確認し、サーバーにおけるデータ処理プラットフォームが異なる組み合わ
せ購入者の情報に基づいて割引料金を計算し、そしてユーザＢをユーザＡにプッシュし、
そしてユーザＡのクライアントに表示する。
【００４７】
　ユーザＢがユーザＡの期待値に合致しないので、ユーザＡは組み合わせ購入者、共同購
入システムを見つけ続けるのを選択して処理し、この場合、ユーザＣ、ユーザＤの新しい
要求が増加するので、ユーザＣ、ユーザＤ、ユーザＢをソーティングしてユーザＡにプッ
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シュして表示する。
【００４８】
　その後、組み合わせ購入要求を開始し、相手が組み合わせ購入要求を確認することを待
ち、
　ユーザＡがユーザＣを選択して組み合わせ購入要求を開始し、そしてＳＮＳインタラク
ティブプラットフォームを介してユーザＣと友好的なコミュニケーションを行い、ユーザ
Ｃがクライアント側に当該組み合わせ購入要求を受けて、双方がＳＮＳインタラクティブ
プラットフォームを介して待ち合わせ場所を約束して購入及び支払いに進む。
【００４９】
　支払う時にシステムに基づいて各人の支払うべき支払額と享受すべきメリットをを計算
してそれぞれ支払い、同時に今回の共同購入を、それぞれのクライアントを介して将来の
クレジット参照手段としてＳＮＳインタラクティブプラットフォームに評価する。
【００５０】
　実施形態３
　まず、ユーザ情報を入力し、
　ユーザＡがまずクライアント側を介して共同購入システムにログインし、そしてサーバ
ーに存在するショッピングモールの位置を入力する又はサーバーがＧＰＳ位置決め技術に
より存在するショッピングモールの位置を自動的に取得し、ユーザＡが共同購入、即ち組
み合わせ購入の情報を入力し、そして組み合わせ購入要求を開始する。
【００５１】
　次に、サーバーが組み合わせ購入者を見つけ、
　サーバーが上記の情報に基づいてまず付近に同じニーズを持つ組み合わせ購入者が存在
するかどうかを確認し、サーバーにおけるデータ処理プラットフォームが異なる組み合わ
せ購入者の情報に基づいて割引料金を計算し、そしてユーザＢ、ユーザＣ、ユーザＤをソ
ーティングしてユーザＡにプッシュしてクライアントに表示する。
【００５２】
　その後、組み合わせ購入要求を開始し、相手が組み合わせ購入要求を確認することを待
ち、
　ユーザＡがユーザＢを選択して組み合わせ購入要求を開始し、そしてＳＮＳインタラク
ティブプラットフォームを介してユーザＢと友好的なコミュニケーションを行い、ユーザ
Ｂがクライアント側に当該組み合わせ購入要求を拒絶し、又はタイムアウトになって応答
しなく、ユーザＡが組み合わせ購入者を見つけ続けることを選択する。
【００５３】
　実施形態４
　まず、ユーザ情報を入力し、
　ユーザＡがまずクライアントを介して共同購入システムにログインし、そしてサーバー
に存在するショッピングモールの位置を入力する又はサーバーがＧＰＳ位置決め技術によ
り存在するショッピングモールの位置を自動的に取得し、ユーザＡが共同購入、即ち組み
合わせ購入の情報を入力し、そして組み合わせ購入要求を開始する。
【００５４】
　次に、サーバーが組み合わせ購入者を見つけ、
　サーバーが以上の情報に基づいてまず付近に同じニーズを持つ組み合わせ購入者が存在
するかどうかを確認し、サーバーにおけるデータ処理プラットフォームが異なる組み合わ
せ購入者の情報に基づいて割引料金を計算し、そしてユーザＢ、ユーザＣ、ユーザＤをソ
ーティングしてユーザＡにプッシュしてクライアント側に表示する。
【００５５】
　その後、組み合わせ購入要求を開始し、相手が組み合わせ購入要求を確認することを待
ち、
　ユーザＡがユーザＢを選択して組み合わせ購入要求を開始し、そしてＳＮＳインタラク
ティブプラットフォームを介してユーザＢと友好的なコミュニケーションを行い、ユーザ
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Ｂがクライアント側に当該組み合わせ購入要求を受けて、双方がＳＮＳインタラクティブ
プラットフォームを介して待ち合わせ場所を約束して購入と支払いに進む。
【００５６】
　しかし、ユーザが来なかったので、ユーザＡが当該共同購入のユーザＢに悪い評価を与
えて、組み合わせ購入者を見つけ続ける。
【００５７】
　実施形態５
　ショッピングモールはキャンペーンの広告をサーバーインターフェイスに提出する。サ
ーバーは、今回の広告を公開する時に、データベースに当該ショッピングモールで共同購
入を行ったユーザＡ、ユーザＢ、ユーザＣ、ユーザＤを見つけて、彼らのアカウントに広
告プッシュを開始する。
【００５８】
　ユーザＡ、ユーザＢ、ユーザＣ、ユーザＤは、それぞれのクライアント側にログインす
ると、ショッピングモールのキャンペーンの情報をリアルタイムに受信することができる
。
【００５９】
　図４に示すように、本発明の実施形態におけるサーバーの構成を示す図である。当該サ
ーバーはデータ処理プラットフォーム４１を備え、
　前記データ処理プラットフォームは、
　第１のユーザより入力された、消費者場所に関連する第１の共同購入情報を取得するた
めの第１の取得モジュール４１１と、
　前記消費場所の地理位置に基づいて、他のユーザより入力された、前記消費場所に関連
する第２の共同購入情報を取得するための第２の取得モジュール４１２と、
　前記第２の共同購入情報を前記第１のユーザにプッシュするための第１のプッシュモジ
ュール４１３と、
　前記第１のユーザが他のユーザの共同購入行動に加入することを決定した場合、前記第
１の共同購入情報と前記第２の共同購入情報に基づいて各ユーザの消費情報を生成するた
めの処理モジュール４１４と、
　前記各ユーザの消費情報を前記第１のユーザと他のユーザにプッシュするための第２の
プッシュモジュール４１５と、
　を含む。
【００６０】
　本発明の別の実施形態において、前記サーバーはＳＮＳインタラクティブプラットフォ
ーム４２をさらに備え、前記ＳＮＳインタラクティブプラットフォームは、
　第１のユーザ又は他のユーザより送信されたコミュニケーション情報を受信し、そして
コミュニケーション情報を他のユーザ又は第１のユーザにプッシュし、他のユーザ又は第
１のユーザから送信された返信情報を受信し、そして返信情報を第１のユーザ又は他のユ
ーザにプッシュするためのインタラクティブモジュール４２１と、
　前記第１のユーザの前記他のユーザに対する評価情報、及び／又は前記他のユーザの前
記第１のユーザに対する評価情報を受信するための評価モジュール４２２と、を含む。
【００６１】
　本発明の別の実施形態において、当該サーバーは情報公開プラットフォーム４３を、さ
らに備え、前記情報公開プラットフォームは、
　消費場所からの広告情報を受信するための情報受信モジュール４３１と、
　第１のユーザ及び／又は他のユーザに消費場所の広告情報をプッシュするための情報公
開モジュール４３２と、を含む。
【００６２】
　上記の技術的スキームより分かるように、本発明の実施形態は、
　サーバーが消費場所の位置に基づいて、他の共同購入者がリアルタイムに見付けられる
ことをユーザに助けることができ、消費場所の割引キャンペーンを最大限に利用すること
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ができる（１）、
　情報処理プロセスにおいて、第１のユーザと他のユーザがＳＮＳインタラクティブプラ
ットフォームを介してコミュニケーションし、ユーザの体験効果を効果的に向上させるこ
とができる（２）という有益な効果を有する。
【００６３】
　以上は、本発明の最適的な実施例に過ぎなく、本分野の当業者に対して、本発明の原理
から逸脱しない前提で、若干の改良と変更を行うことができ指摘されるべき、これらの改
良と修正も本発明の保護範囲と見なされるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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