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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現実世界で就労の機会が得られない高齢者や障害者等の就労希望者に就労の機会を与え
るための仮想空間の経済データ処理システムであり、
　前記仮想空間を端末にインターネットを介して提供する仮想空間サーバを備え、
　前記仮想空間サーバは、前記仮想空間に、現実世界の労働環境と同じ労働環境であって
、前記就労希望者が就労できる仮想労働環境を構築し、
　前記仮想空間内に、（１）該就労希望者が前記端末から前記仮想空間サーバにアクセス
して仮想空間内で労働契約を締結する仕組みと、（２）締結した労働契約に基づく労働条
件で仮想空間内の仮想労働環境で労働する仕組みと、（３）労働に対する対価を仮想空間
内で使用可能な仮想貨幣で仮想空間内で支払う仕組みと、（４）仮想貨幣を現実貨幣に交
換できるようにする仕組みとを、構築し、
　現実世界で就労の機会が得られない高齢者や障害者等の就労希望者が仮想空間内で締結
した労働契約に基づく労働条件にしたがって得た、仮想空間内での労働に対する対価を現
実世界の貨幣で受け取ることを可能にする、仮想空間の経済データ処理システム。
【請求項２】
　請求項１記載の仮想空間の経済データ処理システムのプログラムを格納した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】



(2) JP 5020426 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

本発明は、仮想空間で経済活動を行う仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、日本をはじめとして欧米各国では人口の高齢化が進み、社会保険等の若年層負担の
限界が指摘されている。かかる現象は高齢化に伴い、働ける高齢者に必ずしも充分な量の
満足のいける働く場の提供がなされなかったことにその原因の一つがある。簡単な肉体労
働等の労働力の提供では、これまで培ってきた経験や知識を生かすことができず、働く意
欲を喪失していくことになる。これからの高齢化社会を展望すれば、高齢者の頭脳を生か
して社会に貢献していただくことがより一層望まれていくことになる。
【０００３】
肉体的なハンデキャップを持つ障害者の就労についても、好ましい労働形態には限界があ
る。人は社会保障だけでは必ずしも生き甲斐を満足させることはできない。人は動けなく
ても持っている知能や知識を活用して社会に貢献し、社会的な価値を生み出すことを望ん
でいる。
【０００４】
インターネットの社会では、無料を前提とした情報提供が多く行われている。米国特許第
５７９４２１０号には、ネットワーク上で特定の画面を見ることで対価を得て、その対価
を、見ることに対価を必要とする画面を見るために消費することが記載されている。しか
し、労働や為替について記載がない。
【０００５】
近年、就職氷河期といわれるほど、新卒者の就職は厳しくなっている。また妥協して就職
しても自分の希望と違っていて直ぐに退職してしまう傾向がある。このためいわゆるフリ
ーターといわれる不定期な不特定アルバイトで生計を立てる人々が増加している。これら
のフリーターの潜在的な創造力は計り知れないものがあり、それが社会参加でなきない現
象をなんとか解決する必要がある。このことは急増する失業者についても共通する課題で
ある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかるに、従来は、必ずしも満足のいける就労はできなかったのである。価値とは経済社
会における対価を受け取れる象徴であり、この象徴は価値を生み出した者にとっては他の
人に役立っているというかけがえのない喜びにつながる証しとなるものである。
【０００７】
従来では、知能や知識があっても物理的に動けない人は仕事に就けない問題があったが、
例えば、仮に人が物理的に動けなくても知能や知識によって仮想空間の社会活動で価値を
生むことができれば、仮想空間で価値を創造する仕事に就くことが出来、働くことができ
る。その結果、その仕事の対価を得ることが出来るのである。即ち、これらのことは、仮
想空間やバーチャルな世界で仕事をしたり、価値を生む行為を行うことが出来ることを意
味するものであり、それらの行為に対価を与えて、仮想空間内に一種の経済の存在する社
会を形成しようとするものである。
【０００８】
これは身体障害者などのハンデキャップを背負った人々や高齢者を含めて人々に生き甲斐
を与え、何よりも眠っている価値の創造能力を目覚めさせて社会参加を促すことができる
点で極めて優れていると言える。
【０００９】
これからの未来社会を展望する時に、価値の創造をあらゆる分野で促し、従来であれば眠
った能力から生まれくることがない潜在的な価値を埋もれさすことなく生まれさせて、そ
れを社会に提供する機会を作り、実際に提供させるそこから生じる価値について現実経済
への関連付ける道をつけることにより、即ち仮想空間内の経済社会の価値と現実経済社会
の価値を変換可能な為替率によってつなげることは極めて重要なことになる。
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【００１０】
仮想空間におけるバーチャル世界での仕事の対価をバーチャル空間で使うことができる。
その価値は現実社会における価値とは必ずしも一致しない。むしろ極めてサービスの価値
に近い納得し得る価値交換になる。仮想空間で流通する電子的通貨は、現実の世界でも、
為替レートに準じて、例えばサービスの形や商品の形として入手できるようにする。これ
によって仮想空間内で労働する価値を保障し、高めることができる。
【００１１】
そこで、本発明は、埋もれる経験や知識を生かす場を提供し、眠っている価値の創造能力
を目覚めさせて社会参加を促すことができる仮想空間の経済データ処理システム及び記録
媒体を提供することを課題とする。
【００１２】
また本発明の他の課題は、フリーターといわれる不定期な不特定アルバイトで生計を立て
る人々や失業者等の創造力を社会に反映させる機会を提供する仮想空間の経済データ処理
システム及び記録媒体を提供することにある。
【００１３】
また本発明の他の課題は、場所と時間、特に場所に拘束されないで何人も仕事に就ける機
会を与える仮想空間を提供する経済データ処理システム及び記録媒体を提供することにあ
る。
【００１４】
また本発明の他の課題は、安全な価値の流通経済を実現できる仮想空間の経済データ処理
システム及び記録媒体を提供することにある。
【００１５】
また本発明の他の課題は、インターネット上の経済活動をインダイレクトに現実社会に反
映させることができる仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供することに
ある。
【００１６】
また本発明の他の課題は、インターネット上の取引を不正のないものとして現実社会に反
映するために間接的な仮想空間の経済データを提供することにある。
【００１７】
また本発明の他の課題は、無料を原則とするインターネット上に提供される情報のうち雑
多で低価値なものを排除し、本当に価値あるものを価値ある形で提供できる基本的には有
料サービスを存在させた仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供すること
にある。
【００１８】
また本発明の他の課題は、人の移動や運送等のエネルギーの消費を伴うことなく何人も社
会的な価値を創造できる仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供すること
にある。
【００１９】
また本発明の他の課題は、仮想空間の経済活動の成果を、ＩＤデータで特定される主体ご
とに迅速にバーチャル貨幣及び／又は現実貨幣として経過と収支結果を表示できる仮想空
間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供することにある。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
上記課題は、以下の発明によって解決される。
【００２１】
第１の発明は、仮想空間を形成する手段と、ＩＤデータで特定される主体による仮想空間
において提供される価値情報を電子的な象徴として保存する保存手段と、該電子的な象徴
を貨幣的な価値に変換する手段とを有し、前記保存手段に前記ＩＤデータで特定される主
体に関連づけて少なくとも前記電子的な象徴を保存することを特徴とする仮想空間の経済
データ処理システムである。
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【００２２】
この発明において、「仮想空間」は、好ましくはメモリ（仮想メモリも含む）上の空間で
あって、サーバ（後述する仮想空間サーバ）内にあっても良いし、複数のサーバや複数の
各端末に分散して存在しても良い。かかる仮想空間は価値の提供に基づく活動及び当該価
値の受納（取得）に基づく活動等の場を提供するものである。
【００２３】
本発明における「仮想空間」は、現実の社会とは別に新たな貨幣を導入したり、新たな価
値基準等を導入してバーチャル経済を実現できるバーチャル空間である。従ってその仮想
空間で実際の社会とは別個の価値の交換、例えば経済行為等を行うことができる。
【００２４】
相場が高スピードで反映するバーチャル空間内の経済は、常に消費者の要望するサービス
とサービス提供側の価格とのバランスが保たれるので、消費者にとっては、競争原理に基
づく適正な価値でのサービスを受ける機会が増加する。逆に、仮想空間での取引が今の現
実社会での取引価格の適正化に好影響を与えることも出来る。
【００２５】
仮想空間での経済で済むことであれば、仮想空間での経済活動を行うことで膨大なエネル
ギー消費なしに経済的な目的を達成することが出来る。地球温暖化防止や公害の発生予防
が可能になる。仮想空間における経済活動はコストダウンも計れ、ペーパーレス化になる
ので好ましい。
【００２６】
前記価値情報を提供するＩＤデータで特定される主体とは、個人或いは法人等主体的な活
動を行うことが可能な個である。
【００２７】
本発明において、価値の提供とは需要と供給のバランスに立つ供給する側からの例えば各
種情報であって、画像情報データ、オンデマンドの必要情報データ、各種プログラムデー
タ等の電子的データ等のことである。仮想空間に価値を提供する主体は、上記の活動を意
図する者であって、実質的にネットワークにつながったコンピュータを操作できれば特に
限定されるわけではない。本発明のシステムは、例えば身体障害者、高齢者、その自由な
活動を阻害されている人で、知能や知識等の価値を保有している者にとって好ましく効果
を発揮する。実際の社会で経済活動が出来ない人が仮想空間で価値を提供し、貨幣的な価
値（お金）を取得出来るようになり、従って実際の社会では仕事に就けなくても仮想空間
で仕事に就くことが出来、働くことができるで、特に好ましい。これは身体障害者などの
ハンデキャップを背負った人々や高齢者に生き甲斐を与え、何よりも眠っている価値の創
造能力を目覚めさせて、社会参加を促すことができる点で優れている。またフリーターと
いわれる人や失業者等にとっても、自分の時間を提供して社会参加を実現でき、現在の失
業問題の解決の一助となり得る。
【００２８】
前記仮想空間に提供される価値情報とは、これらの価値情報には仮想空間内での経済活動
、需要と供給の関係に基づく供給側から提供された例えば電子データや時間的ファクター
を含む電子データ等で価値受納者（需要側）が対価を支払うに値するものである。即ち例
えば、狭義の経済活動、教育的活動、社会的活動、各種相談やともかく時間的な拘束が伴
う活動、仮想空間内で契約に基づく就職等で対価の生じる活動で上記対価を生ずるもの全
てを含む意味である。
【００２９】
仮想空間に提供される価値は電子化され、電子化された情報は不当に取得されないように
電子化する際に、暗号にガードされた電子情報に変換することが好ましい。
【００３０】
かかる電子情報はある特定単位の大きさに分割できる価値であることが好ましい。部分的
に取引に利用できるようにするためである。全体の価格が高すぎる場合、あるいは多数の
細かい価値の販売に便利である。
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【００３１】
本発明において、「貨幣的な価値」とは、例えば仮想空間で通用する貨幣的な価値と、実
際の社会で通用する或いは両者でも通用する貨幣価値があるが、本発明で好ましいのは少
なくとも仮想空間で通用する貨幣的価値である。
【００３２】
仮想空間で通用する貨幣的な価値としては、電子的なバーチャル貨幣（以下、単にバーチ
ャル貨幣という場合がある）で、例えばある特定な創作単位として「１００Ｅクレジット
」（１０円に相当する）等が挙げられるが、特に限定されない。また実際の社会で通用す
る貨幣価値としては、例えば電子的な貨幣価値であり、円、ドル、ユーロ等を電子化した
マネー（以下単に電子マネーという場合がある）が挙げられるが、特に限定されない。好
ましくは円等で裏付けられた電子的な価値であるバーチャル貨幣である。直接の現実的な
貨幣でないために犯罪や詐欺的な仮想空間内の行為に対して現実被害が発生する前に防止
できる。予防的な確認を行うことが可能となるからである。
【００３３】
電子マネーやバーチャル貨幣は、好ましくは改変が不能であり、ある単位に分けて使用で
きることが好ましい。
【００３４】
バーチャル空間は、好ましくはバーチャル貨幣を導入し経済活動を行う社会であり、その
ためにバーチャル空間内では価値の提供と価値の受納という活動において対価を生じさせ
、その対価の支払いに電子化されたバーチャル貨幣を使用する。バーチャル空間で活動を
して対価を蓄積し財を蓄積することもできる。また、その蓄積された財に基づいて更に他
の価値を購入する費用に充てることもできる。
【００３５】
バーチャル空間で蓄積された財は現実の社会でも必ずしも通用するものである必要はない
が、現実の社会の貨幣的価値と交換できることが好ましく、例えばバーチャル貨幣（例え
ば１００Ｅクレジット）と現実の貨幣（円やドル等）の交換が可能な変換手段を設けるこ
とが好ましい。
【００３６】
前記変換する手段は、銀行サーバによって実現可能であり、仮想空間に設立した銀行（バ
ーチャル銀行）によって行うこともできるし、現実社会の銀行を利用してもよい。また仮
想空間の管理者（例えば仮想空間サーバ管理者など）が行ってもよい。変換には定額の返
還手数料を課金しても良い。バーチャル社会が活発化するためにはマーケットやコンビニ
等でも変換できるようにすることが好ましい。
【００３７】
バーチャル経済が活発化し、需要が増大すればバーチャル貨幣の価値も増大するので、現
実の貨幣との間での本発明に係る相場が形成され、バーチャル貨幣自体が現実の経済価値
との関連を持つようになる。相場の形成ではネット上の為替機関が好ましい。
【００３８】
本発明において、仮想空間での活動による価値を貨幣へ変換するにおいては、電子的な象
徴である対価額の評価・決定、対価額の公示のような貨幣的な価値への変換に必要な事前
評価行為も好ましい。
【００３９】
かかる事前評価行為を実施する上では、対価額の決定機関を別に設けたり、対価額の公示
場所を仮想空間（例えばホームページ等）上に設ける等が考えられる。対価額を公示する
と、システムへのアクセス者が安心して購入できる等の利点がある。対価額の決定に際し
ては現実社会の価値評価基準より低めに設定することがシステムを健全に発展させる上で
好ましい。
【００４０】
本発明において、電子化された価値情報について、インターネット上に価格表示する場合
には、価値情報に関するコンサルタントや品質保証機関等を有していれば、価値受納者の
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取引の安全を期す上で好ましい。
【００４１】
また、電子的な貨幣値の価格と並列して実際の現実価格を提示することも好ましい。
【００４２】
本発明において、「ＩＤデータで特定される主体による仮想空間において提供される価値
情報を電子的な象徴として保存する保存手段」は、仮想空間サーバのデータベースに有し
ても良いし、あるいは仮想空間サーバとデータ交流可能な交流サーバのデータベースに保
存することもできる。また、仮想空間サーバや交流サーバ等のサーバや端末のメモリー等
に分散して保存してもよい。好ましくはプロキシサーバ等でのファイヤーウォールで囲ま
れた中で保存することである。
【００４３】
本発明において、「電子的な象徴をＩＤデータで特定される主体と関連づけて保存する」
意義は、電子的象徴としての価値情報を保存する際に特定された価値提供者と関連づけれ
ば価値提供者も安心して価値を提供できるからである。また電子化された価値情報はファ
イヤーウォール等のセキュリティ保護手段でガードされたサーバにＩＤ情報と関連づけら
れて保管されていることが好ましい。この場合、ＩＤ情報の付け替えをすることによって
価値の受け渡しを行うことができるので好ましい。
【００４４】
第２の発明は、仮想空間を形成する手段と、ＩＤデータで特定される主体による仮想空間
において提供される価値情報を電子的な象徴として保存する保存手段と、該電子的な象徴
を貨幣的な価値に変換する手段とを有し、前記保存手段に前記ＩＤデータで特定される主
体に関連づけて少なくとも前記電子的な象徴及び前記仮想空間において生じた前記貨幣的
な価値を保存することを特徴とする仮想空間の経済データ処理システムである。即ち、こ
の発明では前記電子的な象徴のみならず仮想空間において生じた貨幣的な価値を保存する
ことに特徴がある。仮想空間での経済データを保存することにより、蓄積データ（額）が
多くなれば蓄積する意欲を増大し、仮想空間での経済活動を発展させることができる。
【００４５】
第１、２の発明において、好ましい態様としては、前記変換された貨幣的な価値を記録す
る手段を有することである。仮想空間に提供された価値が貨幣的な価値に変換された場合
、その貨幣的な価値は仮想空間で通用する貨幣的な価値であろうと、実際の社会で通用す
る貨幣価値であろうと、いずれの場合でもシステム内で記録する手段を有していることが
好ましい。例えば仮想空間サーバ等のデータベースに保存されたデータから価値提供者の
電子カードに記録されてもよい。
【００４６】
第１、２の発明において、保存した電子的な象徴の価値に相当する貨幣の支払いを保障す
る機関を有することが好ましい。即ち、保存された実際の価値に相当する貨幣の支払いを
保障する機関を有することは好ましいことである。かかる保障機関は、前述の銀行（銀行
サーバ）が行ってもよいが、別途保障サーバを設けることもできる。かかる保障システム
は、例えばシステム参加者の会費によってまかなうか、あるいは補助金によることもでき
る。また一方、本発明システムを管理する企業が保障してもよい。
【００４７】
電子化された貨幣は私的な価値を表すものであり、利用者が被る可能性があるリスクにつ
いても慎重なガードが必要になる。被害を受けた場合の安全対策としては、利用限度額を
設けたり、保険制度を設けたり、有効期限の設定をすることが出来る。
【００４８】
本発明では、偽Ｅクレジット対策が必要である場合がある。例えば、一定期間後に特定の
信号がなければ自動消滅するようにしたりすることもできる。その場合、その信号は時間
差を持ってサーバから一定時間後に自動的に送るようにし、送るまでの間に電子化された
人格からサーバに中止の信号が届いた場合には送らないようにすることが好ましい。
【００４９】
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次に第３の発明は、仮想空間に価値を提供する主体がインターネットと接続するターミナ
ルサーバと、仮想空間を形成する仮想空間サーバと、インターネットから入力された価値
情報に係る仮想空間内でのデータ交流を記録保存する交流サーバとを有し、該交流サーバ
に前記価値情報を貨幣的な価値に変換しその貨幣的な価値を経済データとして実質的に前
記価値情報に対応づけて記録保存することを特徴とする仮想空間の経済データ処理システ
ムであり、好ましい態様としては、１）仮想空間が、ＩＤデータで特定される主体を本発
明の仮想空間の経済データ処理システムに接続を許可するＩＤデータサーバと交流できる
こと、２）前記価値情報が、ＩＤデータで特定される主体と関連づけて交流サーバに記録
保存されること、３）前記交流サーバとは別に、前記価値情報を貨幣的な価値に変換する
サーバを有することである。具体的な説明は後述する。
【００５０】
上記の発明で、前記貨幣的な価値を、仮想空間において通用する貨幣的な価値に変換した
り、あるいは実際の社会で通用する貨幣価値に変換したりする銀行サーバを有することは
好ましい。もちろん銀行サーバを設けず、仮想空間サーバのみで実施することもできる。
【００５１】
上記の発明で、前記貨幣的な価値を、実際の社会で通用する貨幣価値に変換するレートは
、固定式であってもよいし、変動式であってもよい。固定式の場合、仮想空間に提供され
た価値に対して実経済に基づく価値を高くしたり低くしたりすることで、仮想経済の活性
をコントロールできる。また前記変動式レートは、少なくとも仮想空間の経済と実際の経
済の少なくとも一つの経済的指標（それぞれから何んらかの因子）を基礎として自動的に
変動することが好ましい。例えば実経済より仮想経済の需要が多くなればそれに応じて価
格を上昇させるようにすることができる。また実際のそれぞれの通貨の交換の需要と供給
で決まるのが好ましい。
【００５２】
上記の発明で、前記実際の社会で通用する貨幣価値は、少なくとも仮想空間で予告するこ
となく変動することがないことが好ましい。即ち、本発明では、仮想空間で提供された価
値を実際の貨幣価値に変換する場合もあり、その場合には少なくとも仮想空間で予告する
ことなく変動することがないことが好ましい。それはバーチャル空間を利用する人々に対
する納得性に欠けるからである。バーチャル経済は信頼と保障で成り立つものであって、
そのために好ましくはセキュリティについては厳重な制度とシステムが用いられる。
【００５３】
一方、予告なく例えばバーチャル空間の経済指標から自動で貨幣価値が変わることも、利
用する人々の納得が得られるのであれば好ましい。
【００５４】
上記の発明で、仮想空間に提供する価値情報の例としては、物の移動が伴わない業と物の
移動が伴う業があり、物の移動が伴わない業としては、例えば、各種商品広告又は宣伝、
各種サービス広告又は宣伝、各種受験指導、家庭教師の募集、家庭教師の派遣、会社の設
立・運営、写真館に展示する写真の募集、ラボの開設、無体財産権の販売広告又は案内、
労役の募集、労役の提供、自作映画の上映、ペーパーレスの貸本屋、学校、各種メディア
の提供などが挙げられ、本発明の目的を達成する上では、時間的余裕があるものが、その
労働可能な時間を該空間にアクセスして労働を提供することも好ましい。就職契約にもよ
るが、不定期で空いている時間だけの労働も可能となる。これらの労働等はデータとして
好ましくは保存される。また物の移動が伴う業としては、例えば各種ソフト又は自作ソフ
トの販売、各種証券の販売、各種債権の販売、各種商品券の販売、各種ビデオの販売、土
地又は住宅の販売などが挙げられる。本発明を効果的に実現する上では、活動としては、
物の移動が伴わない業であることが好ましい。
【００５５】
また、本発明においては、仮想空間における経済活動の少なくとも１つは、画像に係わる
業であることが好ましい。画像に係わる業としては、上記の業の中で、例えば写真館にお
ける画像展示、ラボの開設、自作映画の上映、各種メディアの提供、各種ソフト制作、各
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種ビデオの制作、撮影画像や創作画像の交換などが挙げられる。
【００５６】
また電子的な象徴の増加としての仮想空間において取得した対価に基づき、▲１▼該仮想
空間でサービスを受ける代金的象徴として使用すること、▲２▼貸し借りすること、▲３
▼投資すること、又は▲４▼貯蓄することのいずれか少なくとも１つの経済活動をするこ
とができることが好ましい。
【００５７】
仮想空間でサービスを受ける代金的象徴として使用することにより、例えば体の不自由な
人が仮想空間で仕事を行い、対価を蓄積しておけば、その対価を現実貨幣に変換して現実
社会でその貨幣を利用して有料介護を受けることが出来る。その出納相殺事実は仮想空間
サーバ等のサーバのデータベースに保存される。また対価を貸し借りすることができれば
、財的な価値が更に向上する。更に仮想空間での仕事によって得た電子的象徴を投資する
ことができれば更に財産を増やすこともできるので好ましい。又、貯蓄することができれ
ば財産を築くことができて好ましい。
【００５８】
上記の発明において、バーチャル経済における経済活動を実体的な経済に変換して実体物
として具現する際に、実体的費用の発生を電子的な象徴による支払いか、実際の貨幣に裏
付けられた取引かを選択する手段を有し、支払い能力の裏付けを電子的に確認後に実体的
経済の実行物への具現プロセスに移行することが好ましい。またバーチャル経済における
経済活動を実体的な経済に変換して画像記録媒体として具現する際に、実体的費用の発生
を電子的な象徴による支払いか、現実的な貨幣に裏付けられた取引かを選択する手段を有
し、支払い能力の裏付けを電子的に確認後に実体的経済の実行物への具現プロセスに移行
することが好ましい。即ち、本発明において、バーチャル経済における経済活動を実体的
な経済に変換して実体物（例えば美しい大自然画像や大海原を行くクジラの映像や美しい
人体美等の画像記録媒体）として具現する際に、実体的費用の発生を電子的な象徴による
支払いか、現実的な貨幣に裏付けられた取引かを選択することができるように構成されて
いることが、システム利用者の便宜のために好ましいのである。
【００５９】
なお本発明では、仮想空間にアクセスしてくる者に対する匿名性を保護することがシステ
ム利用者に魅力ある人を増加させる上で好ましい。かかる匿名性を確保する上で、アノニ
マス匿名サーバを利用することが出来る。またプロクシ（防火壁）又は多段プロクシサー
バを使用することも考えられる。
【００６０】
第４の発明は、仮想空間を形成する仮想空間サーバに、インターネットを介してアクセス
して、該空間内で時間的な拘束を受ける代償として、被拘束者に貨幣的な価値を提供し、
それを該サーバにデータとして保存することを特徴とする仮想空間の経済データ処理シス
テムである。自分の時間的余裕を価値に変換するものである。例えば、自分の空いた時間
に仮想空間におけるバーチャル店の店番をする等が挙げられる。
【００６１】
第５の発明は、仮想空間を形成する仮想空間サーバに、インターネットを介してアクセス
して、該空間内で就職することにより、該就職者は貨幣的な価値を電子的な象徴として得
ることを特徴とする仮想空間の経済データ処理システムである。好ましい態様としては、
１）前記貨幣的な価値は、該仮想空間内で通用する貨幣的な価値であること。２）前記貨
幣的な価値を、現実の社会で通用する貨幣価値に変換すること。３）前記貨幣的な価値の
支払いを保障する機関を有すること。４）前記貨幣的な価値を実際の貨幣価値に変換する
レートは、仮想空間で通用する貨幣的な価値と実際の貨幣価値の交換相場によって変動し
定められることである。
【００６２】
本発明は、宇宙単位、天体単位、町単位、市単位、区単位、村単位、海辺の未開地及び高
原の未開地その他の未開地の少なくとも一つの仮想空間で実現することが好ましい。
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【００６３】
これらの仮想空間は二以上の仮想空間に拡大していくことも好ましい。この場合、二以上
の仮想空間内の貨幣的な価値の関連づけを行うことが好ましい。例えば、通常、一つの仮
想空間での経済活動と別の仮想空間での経済活動は独立しているので、需要も異なってく
ることが考えられ、その場合、需要の多い仮想空間での活動によって生じる貨幣的な価値
は高くなり、互いの貨幣的な価値は相場を形成することになり好ましい。かかる相場はそ
れ自体で経済効果があり、仮想空間同士の競争がより効果的なシステム実現につながるの
で、好ましい。
【００６４】
更に本発明はコミュニティー単位の仮想空間で実現することも好ましい。本明細書で「コ
ミュニティー単位」というのは、本発明でいう価値提供若しくは価値需要のための活動を
行う主体の集合であればよい。
【００６５】
例えば、一つの区、町、村等内に、商店、人材派遣（家庭教師派遣等を含む）、人生相談
の店、写真館、駐車場、空き地、ホテル、健康相談の店、脚本学校、趣味の広場、芸術サ
ークル、ゴルフセンター、バー、仮想学校、仮想の役所等の集合体からなるコミュニティ
ー単位が挙げられる。
【００６６】
また各会社あるいは団体に存在する健康保険組合や互助会なども本発明において好ましい
コミュニティーである。現在の健康保険組合では老人医療が増大し、財政困難な状況にあ
る。かかる組合で本発明の仮想空間を形成し、会社等を退職した人材を活用することで、
財政補填が可能となる。退職した人々は多くのノウハウと知恵を有しており、それらを本
発明の仮想空間内で価値交換を行い、財を取得し、その財の一部から組合財源に充当する
ようにすればよい。
【００６７】
なお、現実社会で国家資格あるいはその他の資格で業を営む者が仮想空間で業を営む場合
には、その資格を仮想空間でも通用にするようにし、その資格を確認することが好ましい
。
【００６８】
第６の発明は、上記の仮想空間の経済データ処理システムのプログラムを格納した記録媒
体である。記録媒体としては、ＦＤ、ＣＤ－Ｒ、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＰＤ、ＤＶＤ－Ｒ
ＡＭ、ＤＡＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、半導体チップ等が挙げられる。
【００６９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００７０】
図１は本発明の仮想空間の経済データ処理システムの一例を示す図であり、同図において
、１は仮想空間を形成する仮想空間サーバであり、本発明のシステムを管理するメインサ
ーバである。
【００７１】
２は仮想空間に価値を提供する主体の管理する端末３Ａ、３Ｂ、３Ｃ及び価値を受納する
主体が管理する端末８がインターネット４へと接続するためのターミナルサーバである。
２Ａは接続を許可するか否かの認証サーバである。５は本発明のシステムにアクセスをし
てくる者の入場を許可するか否かのデータを保存しているＩＤデータサーバである。ＩＤ
データサーバ５での判断は当該サーバのデータベースに登録されているＩＤ等の人格情報
をベースにして行われる。
【００７２】
６はインターネット４から入力された価値情報に係る仮想空間内でのデータ交流を記録保
存する交流サーバである。かかる交流サーバを利用することにより前記価値情報はＩＤデ
ータで特定される主体と関連づけて交流サーバに記録保存される。
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【００７３】
価値情報は貨幣的な価値に変換される必要があり、本発明においては、前記価値情報を貨
幣的な価値に変換するサーバを有することが好ましい。
【００７４】
７は前述のように変換された貨幣的な価値を、仮想空間において通用する貨幣的な価値に
変換したり、あるいは実際の社会で通用する貨幣価値に変換したりする銀行サーバであり
、データベースを該サーバ内に有しても良いし、別に有しても良い。
【００７５】
仮想空間にアクセスする手段としては図に示すように、３面液晶ディスプレイを有する端
末３Ａを使用する態様、携帯パソコン端末3Ｂを使用する態様、携帯電話端末3Ｃを使用す
る態様等が挙げられるが限定されない。携帯電話には通常の携帯電話（ドコモ製の「ｉモ
ード」等も含む）に限らず、ＰＨＳやその他の通信手段も含まれる。
【００７６】
仮想空間に入るためにはインターネットを介してアクセスするが、当初はアクセスする費
用は無料か、あるいは低額に設定することがバーチャル空間への加入を促進する意味で好
ましい。
【００７７】
また仮想空間で経済活動をしようとする者に対してアクセスし易くするために、例えば仮
想空間ＩＤデータ登録者に一定額の補助金（例えば２５０Ｅクレジット）を与えることも
好ましい。
【００７８】
更に仮想空間にアクセスし、例えばコマーシャルや広告を閲覧する場合、アクセス時間に
応じて電子マネーが増加するようなアクセス補助機能を付加すると、仮想空間への参加を
促進する意味で好ましい。電子マネーが増加する根拠はアクセス時間を労働とみなすこと
による。従って仮想空間内での活動が一定時間以上停滞する場合は電子マネーの増加は停
止することが好ましい。得られた電子マネーによって、該空間内でサービスを受けること
が出来る。この場合例えば現実社会の広告を空間内に設けることによる収入を基準にして
労働時間相当の対価として割り当てればよい。
【００７９】
また、バーチャル社会での価値は低めに設定すると、本発明のシステムに入り易いと考え
られる。一方、仮想空間を単に見に来ただけの人でも、仮想空間内で、収入を得る方の経
済活動を行い、該空間からログオフする際は、該空間内に記録されて残しても良いし、銀
行に預けてログオフしてもよい。そして次にログオンすると保存されていた既に有してい
る電子的象徴を手に入れることができ、該仮想空間内で経済活動に入ることができるよう
にしておくことも好ましい。
【００８０】
本発明のシステムにおいて、バーチャル貨幣（Ｅクレジット）を実際のお金でを購入でき
るようにすることはシステム加入者を増加する上で好ましい。
【００８１】
８は仮想空間で価値を受納する主体が管理する端末であり、アクセス方法は価値を提供す
る主体と同様であり、ＩＤによって特定されることが好ましい。
【００８２】
なお、図１の態様で、ターミナルサーバ、交流サーバ、銀行サーバの機能を仮想空間サー
バだけで果たすこともできるが、システムの保守等を考えると、機能別のサーバを有して
いることが好ましい。仮想空間サーバだけで全ての機能を果たす場合には、複数台設置し
ておくことが好ましい。
【００８３】
価値を提供する主体の管理する端末３A,3B,3C、仮想空間で価値を受納する主体が管理す
る端末８は、当該端末を実質的に管理していればよく、その端末が自らの所有物でなくて
も、その者がパスワード等を管理できる状態にあればよい。
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【００８４】
図２は仮想空間サーバとＩＤデータサーバの交流を示す図であり、同図において、仮想空
間サーバ１はWｅｂサーバとして機能し、ＩＤデータサーバ５はデータベースサーバとし
て機能する。５０はデータベースを示している。
【００８５】
データベース５０には、ＩＤ、パスワード、氏名、生年月日、口座番号、電話番号、その
他人格を特定する情報（例えば免許証番号、保険証番号）を電子化して保存する。これら
の電子化された人格の情報欄はいずれも仮想空間内での経済活動等を営む者をシステム自
体が保障する意味で重要である。
【００８６】
図３は仮想空間サーバと交流サーバの交流を示す図であり、同図において、仮想空間サー
バ１はWｅｂサーバとして機能し、交流サーバ６はデータベースサーバとして機能する。
６０はデータベースを示している。
【００８７】
データベース６０には、提供された価値情報は電子的な象徴として保存される。登録保存
する際に、登録番号を付すことが好ましいが、さらに価値情報をテーマ毎に分類し、類別
毎に登録番号を付すことも好ましい。価値情報の類別は日本行政管理庁が発行する日本標
準産業分類を参考にして分類（例えば、大分類Ａ:農業、大分類Ｂ:林業、・・・、大分類
Ｆ:製造業等）してもよいし、独自な分類基準により分類しても良い（例えば、大分類：
商品かサービスか、中分類：個別取引か事業設立による取引か等）。
【００８８】
またデータベース６０には、価値提供者や価値受納者の仮想空間での活動の履歴データを
ＩＤと関連づけて保存する。
【００８９】
価値提供者の活動履歴や出納情報を記録保存するデータベース６０には、図４に示すよう
に、ＩＤ欄６０１、入金欄６０２、出金欄６０３、残高欄６０４に分けられ、各欄は日付
と金額欄に分けられている。これらの保存は電子データとして保存される。
【００９０】
また価値受納者の活動履歴や出納情報をデータベース６０には図５に示すように、ＩＤ欄
６０５、入金欄６０６、出金欄６０７、残高欄６０８に分けられ、各欄は日付と金額欄に
分けられている。これらの保存は電子データとして保存される。
【００９１】
次に本発明の仮想空間のデータ処理システムの一例を図６乃至図１５に示すフローチャー
トに基づいて説明する。
【００９２】
図６は、主体がターミナルサーバ２（図１参照、以下同様）を介してインターネットに接
続するまでのシステムの一例を示すフローチャートである。まず、ターミナルサーバ２に
より、接続ＩＤの質問がある（Ｓ１）。これに対し主体は所定の接続ＩＤを入力する（Ｓ
２）。ターミナルサーバ２によりパスワードの質問がある（Ｓ３）。これに対し主体は所
定のパスワードを入力する（Ｓ４）。次いでターミナルサーバ２はこれらの接続ＩＤとパ
スワードを認証サーバ２Ａ内にあるデータベースに保存された接続ＩＤとパスワードと照
合し（Ｓ５）、確認する（Ｓ６）。これが正しければインターネットに接続許可が出るこ
とにより（Ｓ７）、主体はインターネットに接続が出来る。
【００９３】
図７は主体が仮想空間へ入場する際のシステムの一例を示すフローチャートである。まず
、仮想空間サーバ１（図１参照、以下同様）により本システムへアクセスしてきた主体に
対し、仮想空間への入場の意思確認を行い（Ｓ１０）、次いで、入場希望者にＩＤデータ
の有無を確認する（Ｓ１１）。このＩＤはシステムＩＤで上記接続ＩＤとは異なるもので
ある。ＩＤデータを有している者の場合、主体によりＩＤデータが入力される（Ｓ１２）
。次いで、仮想空間サーバ１はかかる入力されたＩＤデータに対して、データベースを保
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存しているＩＤデータサーバ５とデータ交流を行うことによって入力されたＩＤデータの
照合を行う（Ｓ１３）。これにより仮想空間サーバ１により仮想空間への入場が許可され
、次いで、仮想空間での活動の種類、即ち価値提供か価値受納かの確認をする（Ｓ１４）
。一方、ＩＤデータを有していない者の場合、仮想空間サーバ１によりＩＤ登録をするの
かについて意思確認がなされる（Ｓ１５）。ＩＤ登録する場合には、主体によりＩＤ情報
の登録データが入力される（Ｓ１６ａ）。ＩＤデータサーバ５により入力されたＩＤ情報
は登録され（Ｓ１７ａ）、ＩＤデータが発行される（Ｓ１８ａ）。また、Ｓ１５において
登録を行わない場合は見学をするか否かの意思確認がなされ（Ｓ１６ｂ）、見学を行う場
合は、主体により見学登録のためのデータが入力される（Ｓ１７ｂ）。ＩＤデータサーバ
５により入力された見学登録データは登録され（Ｓ１８ｂ）、仮ＩＤデータが発行される
（Ｓ１９ｂ）。ＩＤ主体は発行されたＩＤまたは仮ＩＤによりＳ２のＩＤデータ確認フロ
ーに戻ることにより仮想空間への入場が許可される。
【００９４】
図８は、価値提供を希望する選択がなされた場合に価値提供を行う際のシステムの一例を
示すフローチャートである。まず、仮想空間サーバ１により提供しようとする価値情報の
送信の要求がなされる（Ｓ２０）。価値提供者側から自己の所有する価値を電子化した価
値情報が送信されると、仮想空間サーバ１によりその送信確認がなされた後（Ｓ２１）、
該価値情報は交流サーバ６に保存される（Ｓ２２）。
【００９５】
次いで、事前評価ソフトの起動により、上記保存された価値情報に対して事前評価を行う
（Ｓ２３）。これにより価値提供者から送信された上記価値情報の評価がなされ、仮想空
間における価格を決定する（Ｓ２４）。事前評価によって決定された価格は、仮想空間サ
ーバ１により価値提供者に確認され（Ｓ２５）、それが了承された場合、他に提供すべき
価値情報の有無を確認する（Ｓ２６）。他に提供すべき価値情報があればＳ２０に戻り、
再度価値情報の送信を受け、他に提供すべき価値情報がなければ、交流サーバ６に保存さ
れた価値提供者からの価値情報は仮想空間サーバ１により仮想空間上に公開される（Ｓ２
７）。更にこれらの活動の記録はＩＤと関連づけられて交流サーバ６に保存され（Ｓ２８
）、終了する。
【００９６】
なお、事前評価によって決定された価格が価値提供者に了承されない場合、他に提供すべ
き価値情報が有無の確認が仮想空間サーバ１によりなされ（Ｓ２９）、あればＳ２０に戻
り、再度価値情報の送信を受け、他に提供すべき価値情報がなければ、終了する。
【００９７】
図９は、仮想空間に入場した主体が、該仮想空間における活動として、仮想空間に提供さ
れた希望のサービス又は価値情報を受納する際の処理システムの一例を示すフローチャー
トである。
【００９８】
まず、入手を希望するサービス又は価値情報の受納に先立ち、主体のＩＤデータ及び該Ｉ
Ｄデータに関連付けられているバーチャル貨幣又は現実の貨幣の残高照会がなされる（Ｓ
３０）。次いで、その照会の結果により、主体が受納適確者であり価値提供者との間で売
買契約が可能であるか否かの判断がなされ（Ｓ３１）、可能であると判断された場合に銀
行サーバソフトが起動する（Ｓ３２）。
【００９９】
次いで、主体から希望するサービス又は価値情報に応じた額の送金がなされ（Ｓ３３）、
送金の有無及び送金額の適否が確認される（Ｓ３４）。送金が確認されると、主体が希望
するサービス又は価値情報が主体側に送信され、それらサービス又は価値情報が主体によ
って受納される（Ｓ３５）。そして、その結果は主体のＩＤデータに関連付けて交流サー
バ６に記録保存される（Ｓ３６）。
【０１００】
図１０は、仮想空間に入場した主体が、該仮想空間における活動として、仮想空間内の店



(13) JP 5020426 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

舗（会社）に就職して労働を行うための処理システムの一例を示すフローチャートである
。
【０１０１】
まず、就職を希望する店舗（会社）との労働契約に先立ち、主体のＩＤデータの照会が行
われる（Ｓ４０）。次いで、その照会の結果により、主体が就職適確者であるか否かの判
断がなされ（Ｓ４１）、適確者であると判断された場合に当該店舗（会社）での労働条件
が主体に提示される（Ｓ４２）。主体は提示された労働条件を判断することにより当該店
舗（会社）との労働契約を結ぶか否かの判断をする（Ｓ４３）。次いで、主体と店舗（会
社）との間で労働契約が結ばれ成立すると、主体の具体的な労働形態の決定がなされる（
Ｓ４４）。これにより主体は仮想空間内の店舗（会社）との就職が決定され、仮想空間で
の労働が可能となる。これらの結果は主体のＩＤデータに関連付けて仮想空間サーバ１に
記録保存される（Ｓ４５）。
【０１０２】
図１１は、仮想空間に入場した主体が、該仮想空間における活動として、仮想空間内の店
舗の店番を行うための処理システムの一例を示すフローチャートである。
【０１０３】
まず、先ず主体のＩＤデータの照会が行われる（Ｓ５０）。次いで、その照会の結果によ
り、主体が適確者であるか否かの判断がなされ（Ｓ５１）、適確者であると判断された場
合に当該店舗での労働するか否かの質問がされる（Ｓ５２）。労働する場合早速店番を行
っていると、音声会話選択（システム上の会話を音声で行うことを選択した場合）のお客
さんが来店した（Ｓ５３a）。「いらっしゃいませ」という信号（音声でもよい）を送信
し（Ｓ５３b）、お客さんから「商品Aのセールスポイントは」という質問があった（Ｓ５
３c）。「使い易さいです」と答えると（Ｓ５３d）、お客さんは商品Ａを買いたいという
メッセージがあった（Ｓ５３e）。店番の主体は「１５００００Ｅですが良いですか」と
尋ねる（Ｓ５３f）。この価格で良い場合にはお客さんは支払いを行い（Ｓ５４）、店番
はそれを確認し（Ｓ５５）、「ありがとうございました」というメッセージを送信する（
Ｓ５６）。
【０１０４】
最後に上記の店番の労働を記録するか否か質問され（Ｓ５７）、記録する場合にはＩＤと
関連づけてＩＤサーバに記録保存され（Ｓ５８）、終了する（Ｓ５９）。
【０１０５】
図１２は、仮想空間におけるバーチャル貨幣の円への為替の処理システムの一例を示すフ
ローチャートである。
【０１０６】
為替機関ソフトの起動により、為替システムが起動すると（Ｓ６０）、最初に現時点での
為替レートが表示され、その確認がなされる（Ｓ６１）。為替レートの確認がなされると
、主体が円への為替を希望するバーチャル貨幣の額の入力表示画面となり、為替希望額の
入力がなされる（Ｓ６２）。為替希望額の入力がなされると、主体のＩＤデータと該ＩＤ
データに関連付けられた主体のバーチャル貨幣の残高照会がなされ、上記入力された希望
額が主体のバーチャル貨幣の残高に照らし適正か否か判断される（Ｓ６３）。残高照会に
より希望額の適正性が判断されると、為替レートに従って円への為替が行われる（Ｓ６４
）。
【０１０７】
次いで、円の処置については、例えば円を仮想空間におけるバーチャル銀行に預金するか
（Ｓ６５ａ）、現実の銀行に送金して預金するか（Ｓ６５ｂ）、そのまま仮想空間におい
てサービス又は価値情報の受納のために使用するか（Ｓ６５ｃ）の選択がなされる。円を
バーチャル銀行に預金する場合はバーチャル銀行への送金により預金がなされ（Ｓ６６ａ
）、現実の銀行に送金して預金する場合は、主体が取引きしている現実の銀行の口座番号
の入力がなされ（Ｓ６６ｂ）、番号の確認により現実の銀行へオンラインで円の送金がな
される（Ｓ６７ｂ）。また、サービス又は価値情報の受納のために使用する場合は、当該
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円をサービス又は価値情報の受納の際の支払いに使用される（Ｓ６６ｃ）。
【０１０８】
図１３は、仮想空間におけるバーチャル貨幣の円への為替における為替レートの決定の処
理システムの一例を示すフローチャートである。
【０１０９】
為替レート決定ソフトの起動により、決定システムが起動する。１日の取引高が１０億Ｅ
以上か否かを最初に確認する（Ｓ７０）。１０億Ｅ以上の場合次式の判断を行う（Ｓ７１
）。
【０１１０】
【式１】

【０１１１】
上記の式の範囲に入る場合には、１００Ｅ=１０円というレートにする（Ｓ７２）。そし
てこのレートを公示する（Ｓ７３）。
【０１１２】
一方、上記式の範囲に入らない場合には、Ｘ≦０．５であるかが確認される（Ｓ７４）。
【０１１３】
Ｘ≦０．5である場合、レートは１００．１Ｅ＝１０円のレートに変更され（Ｓ７５）、
また１．５≦Ｘである場合、９９．９Ｅ＝１０円のレートに変更される（Ｓ７７）。それ
ぞれのレートは公示される（Ｓ７６、Ｓ７８）。
【０１１４】
図１４は、仮想空間におけるバーチャル貨幣の円への為替における為替レートの変更の処
理システムの一例を示すフローチャートである。
【０１１５】
為替レート変更ソフトの起動により、変更システムが起動する。はじめに為替レートを変
更する上で特段の事情がないか否かが判断される（Ｓ８０）。即ち大口の取引等で当然に
アンバランスが生じる場合である。特段の事情が無い場合、１日の取引高が１０億Ｅ以上
か否かを確認する（Ｓ８１）。１０億Ｅ以上の場合次式の判断を行う（Ｓ８２）。
【０１１６】
【式２】

【０１１７】
上記の式の範囲に入る場合には、１００Ｅ=１０円というレートを変更せず維持する（Ｓ
８３）。そしてこのレートを公示する（Ｓ８４）。
【０１１８】
一方、上記式の範囲に入らない場合には、Ｘ≦０．5であるかが確認される（Ｓ８５）。
【０１１９】
Ｘ≦０．５である場合、レートは１００．１Ｅ＝１０円へレートを変更し（８６）、また
１．５≦Ｘである場合、９９．９Ｅ＝１０円へレートを変更する（Ｓ８８）。それぞれ変
更後のレートは公示される（Ｓ８７、Ｓ８９）。
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【０１２０】
図１５は、仮想空間における自分像の決定をする際の処理システムの一例を示すフローチ
ャートである。
【０１２１】
本システムは、例えば仮想空間における学校やサークルに参加する場合において自分像を
作る際に利用できるが、特に限定されない。
【０１２２】
図１５において、まずＩＤデータの照会がなされる（Ｓ９０）。次いで、主体が適格者か
どうかの確認が行われる（Ｓ９１）。人物を作るかどうかの確認が行われる（Ｓ９２ａ）
。人物を作る場合はその入力がなされ（Ｓ９３ａ）、次いでその入力内容の登録の意思確
認がなされ登録される（Ｓ９４ａ）。また、自分像の作製を自動に任せる場合は、再度自
動に任せるかどうかの意思確認がなされ（Ｓ９２ｂ）、自動で作製された自分像を登録す
るかどうかの意思確認がなされ登録される（Ｓ９３ｂ）。一方、人物を選択する場合は、
人物情報を選択するかの意思確認がなされる（Ｓ９２ｃ）。選択する場合は顔は入力する
かの意思確認がなされる（Ｓ９３ｃ）。入力する場合は顔入力ソフトが起動し（Ｓ９４ｃ
）、顔入力ソフトに従って入力し（Ｓ９５ｃ）、登録するかどうかの意思確認がなされ登
録される（Ｓ９６ｃ）。
【０１２３】
【実施例】
以下、本発明の仮想空間の経済データ処理システムの実施例について説明する。
【０１２４】
実施例１
本例は仮想空間で映像に係わる経済活動を行う場合の例である。
【０１２５】
Ａ氏（仮想空間サーバにＩＤが登録されている。）は端末を保有している。仮想空間に入
るためにインターネットにアクセスした。
【０１２６】
最初にターミナルサーバでＩＤを確認されたが、既に登録されているので、直ぐに仮想空
間サーバにつながり、仮想空間に入った。
【０１２７】
Ａ氏は写真屋さんに興味があり、仮想空間のホームページで写真屋さんをさがした。
【０１２８】
最初に図１６（Ａ）に示す画面が表示されていた。同図は分野別の検索画面であり、検索
エンジンを利用して、検索ワード入力部１０に「写真館」というワードを入力すると、同
図（Ｂ）に示す画面が表示された。（Ｂ）の画面は、写真館の入館手続を示す画面で、「
写真鑑賞」、「写真を売りたい」、「写真を買いたい」の選択ワードが表示されている。
【０１２９】
「写真鑑賞」をクリックすると、同図（Ｃ）に示す画面が表示される。（Ｃ）には「入館
料を支払って下さい」と表示され、支払いの方法として、「現金」か、「引き落とし」か
の選択画面が表示され、「現金」をクリックすると、図１７（Ａ）に示すように「円」か
、「バーチャル貨幣」のいずれかの選択画面が表示される。
【０１３０】
「バーチャル貨幣」を選択すると「１００Ｅを支払って下さい。」という画面（図示せず
）が表示される。また現金を選択すると、「５０円を支払って下さい」という画面（図示
せず）が表示される。バーチャル銀行に所定の金額を入金すると、銀行から、「入金され
ました」との画像が返信表示される。
【０１３１】
図１６（Ｃ）において、「引き落とし」を選択すると、「貯蓄口座の入力」画面が表示さ
れる。口座番号を入力すると、管理者から引き落としてよいか、の確認があり、それを確
認すると、交流サーバのデータベースに引き落として、入金、出金、残高の各欄に記入保
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存される。
【０１３２】
以上のようにして、入金が確認されると、画面には「いらっしゃいませ」と表示され、次
いで画面は図１７（Ｂ）に示すような１５枠の写真デジタル画像が表示される。画像数は
１５枠を越える場合は追加の画像枠を表示できるようになっている。表示された画像枠の
中に表示された画像（デジタル画像）の中で、特に興味をひくものがあった場合にはその
画像のみ拡大できる。
【０１３３】
写真鑑賞が終わったら、図１７（Ｂ）中の「終了」の文字部位11をクイックして写真鑑賞
は終了する。表示画面には「どうもありがとうございました。またのご来館を楽しみにし
ております。」との表示がなされる。
【０１３４】
なお図１７（Ｂ）の画面には写真撮影者の名前、撮影年月日、著作権者の名前等が表示さ
れ、さらに写真の更新期日も表示されていることが好ましい。
【０１３５】
以上の各画面の表示は仮想空間サーバや交流サーバ等にインストールされたソフトによっ
て稼働される。
【０１３６】
次に図１６（Ｂ）の画面で、「写真を売りたい」をクリックすると、図１８に示すソフト
が稼働し、そのソフトによって以下のような画面表示がなされる。最初に「売りたい画像
を管理者に送信して下さい」と表示される。次いで「対価は３００Ｅですけどよろしいで
すね」と質問される。「よい」と答えると、「３００Ｅをあなたの口座に振り込みますの
で確認して下さい」と表示され、確認したら「確認した」とのメッセージを送信する。次
いで画像を管理者に送信する。管理者が画像を確認したら終了となる。なお画像の入手を
確認した後、対価を支払うようにしてもよい。
【０１３７】
上記において対価について質問せずに、対価リストを表示して選択させる方法でも良い。
【０１３８】
次に図１６（Ｂ）の画面で、「写真を買いたい」をクリックしたら、写真鑑賞の場合の図
１７（Ｂ）の画面で、買いたい画面を選択して購入する。買いたい画面がなければ、更に
サーチして買いたい画面を探す。対価の額（購入費）はＡ氏と管理者との間で決定される
が、公示価格を決めておけば便利である。この場合の対価の額は実際の経済社会より低め
に設定されることが写真購入者の数を増加させバーチャル経済を活性化する上で好ましい
。
【０１３９】
実施例２
実施例１において、Ａ氏が実際に自分の所有している画像を売る具体例について説明する
。
【０１４０】
管理者のホームページに、デジタル情報の画像を買い取る広告が掲載されていた。Ａ氏は
仮想空間にアクセスし、写真屋さんのホームページにアクセスし、その買い取りの広告を
見つけだした。
【０１４１】
Ａ氏は最近撮影した風景写真のデジタル画像をインターネット管理者に送信した。インタ
ーネット管理者は写真屋さんの端末に送信した。
【０１４２】
デジタル画像の費用は、予め１００単位の電子的象徴（以下、１００Ｅクレジットと呼ぶ
）と決められている。
【０１４３】
支払い方法はインターネット管理者のコンピュータに保存されている電子化されたバーチ



(17) JP 5020426 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

ャル貨幣で支払った。
【０１４４】
交流サーバのデータベースには、Ａ氏の出納情報と写真屋さんの出納情報が保存された。
更にＡ氏の保有する記録媒体（例えばクレジットカード）には収入額が記録された。
【０１４５】
実施例３
Ａ氏は仮想空間内の広場の掲示板に家庭教師募集が掲示されていたので、応募して１時間
の家庭教師をインターネットで行い、その対価として１５０Ｅクレジットを得た。
【０１４６】
実施例４
定年退職したＡ氏は、政治家秘書を行っていて政治家の選挙を経験しており、選挙には一
度も負けたことがない。しかし選挙に同伴するほどの体力がないのでその能力が生かせず
収入を得る途がなかった。
【０１４７】
このシステムを利用するとこのようなＡ氏が収入を得ることが出来る。つまり選挙のノウ
ハウを価値情報としてバーチャル社会に提供するのである。
【０１４８】
Ａ氏の選挙ノウハウを電子化して管理者に送信し、管理者のコンピュータに保存する。そ
のノウハウはある特定のパスワードと暗号を取得している者のみが入手できるようにガー
ドされている。かかるガードがなければノウハウを無料で取得されるおそれがあるからで
ある。ある特定のパスワードと暗号は管理者との契約によって予め予納金を納めて取得で
きる。
【０１４９】
選挙にかかるノウハウは需要が極端に多いので、多額の対価を取得でき、Ａ氏は多額の富
を所得できる。つまり体の不自由な者でも、財産価値のある知識やノウハウを現実の財的
価値に置換出来る点で本発明のシステムは効果的である。
【０１５０】
実施例５
Ａ氏は仮想空間内に株式会社を設立しようとしている。株主をインターネット上で募集し
た。募集条件として、１株２００Ｅクレジットに設定し、総株数を１０００株とした。経
営権は株数に関係なくＡ氏にあるものとした。株主総会は仮想空間で年１回行う。配当金
は利益の３％とした。支払いは全てＥクレジットとする。
【０１５１】
株券は全て電子株券として発行し、バーチャルインターネットで販売する。株の売買は全
てバーチャル貨幣で行う。かかる貨幣は全てバーチャル空間で労働をして得た対価を蓄積
しておいたものを使用する。これによりバーチャル空間で得た対価を元手に更に財を形成
する可能性が生じる。
【０１５２】
実施例６
Ａ氏は、インターネットにアクセスし、ホームページ上の画面で図１９に示す画面を検索
した。図１９に示す画面は本発明のシステムが導入された空間単位を表している。
【０１５３】
Ａ氏は更にＦ町をクリックした。画面は図２０に示す画面に変わった。この画面は駅前の
コミュニティーを表している。この駅前のコミュニティーでは本発明のシステムが導入さ
れている。画面の中央にはマンガの店があり、左の方には家庭教師派遣店（家庭教師を募
集している）ａ、人生相談の店ｂ、写真館（求人を募集している）ｃ、空き地（空き地の
価格が５００Ｅと表示されている）ｄ、ホテルｅが並んでいる。右の方には健康相談の店
Ａ、脚本学校Ｂ、趣味の広場Ｃ、芸術サークルＤ、ゴルフセンターＥ、バーＦが並んでい
る。
【０１５４】
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このコミュニティーの管理者は写真館であり、インターネットを管理するコンピューター
を所有している。インターネット上の銀行と保障機関は図示しない場所に設けられている
。
【０１５５】
Ａ氏はマンガの店に入ろうとして、その部分をクリックした。画面に図２０示すように、
経営者募集の表示Ｘが現れた。早速応募して契約金を支払って経営者となり、商売を始め
た。資本金は過去に貯蓄しておいたバーチャル貨幣（１０００Ｅ）を使用した。
【０１５６】
またＢ氏は芸術サークルに入ろうとして入所条件を確認し、入所してサークル活動を行っ
た。
【０１５７】
実施例７
足の不自由なＢさんは車椅子で日々を過ごしているが、本発明のバーチャル空間にアクセ
スした。アクセスしたところ見学コースと会員コースとの画像上のボタンがあり、見学コ
ースをクリックして仮想空間の中に入った。中に入ったところ国と都市を選択する画面が
あり、更に中に入っていくと仮想町の仮想大学にたどりついた。中に入ってみると大学の
広場には１０名程の人がベンチに座ったり立ち話をしている風に画像上に存在した。Ｂさ
んは画像上の自分の象徴人物をマウスで移動させた。立ち話をしている４人のそばを通過
すると自分のコンピューターのスピーカーから４人の声が聞こえた。アルバイトの話をし
ていた。Ｂさんはこの空間が気に入ったので初期画面に戻り、会員登録ボタンをクリック
して本発明のシステム管理者と契約を画面上で結んだ。そしてＢさんは仮想空間無内にお
ける自分自身を複数のモデルから選択し、顔だけは自己の気に入っている写真を使用して
画像に貼りつけて使用した。Ｂさんは就職情報を検討して仮想空間内のＰ町の車の購入コ
ンサルタント会社に就職した。就職ではＢさんとその車の購入コンサルタント会社と契約
を結び、その際には本発明のシステム管理者から保障をもらってその会社に提出した。勤
務は１時間１００Ｅ（電子的な価値）で、来客者にマニュアルに基づいて車の説明してそ
の結果車の購入に結びつくと５０００Ｅのボーナスが出ることになっていた。仮想空間で
のお客さんはやはり顔写真をつけた画像象徴で現わされ、音声による対面会話でも、ある
いは文字情報でも選択することができる形式で仕事は行われていった。
【０１５８】
Ｂさんは仮想空間で働いた結果、得た７５００Ｅを現実のお金に為替すべくバーチャル銀
行を訪ねて、為替レートの１００Ｅ＝１０円で、手数料の３％をバーチャル銀行に支払い
、727.5円（小数点以下は切り捨て）で７２７円を自分の現実の銀行に振り込んでもらい
、自分が働いて得たお金としてお金を得ることができた。
【０１５９】
【発明の効果】
本発明によれば、埋もれる経験や知識を生かす場を提供し、眠っている価値の創造能力を
目覚めさせて社会参加を促すことができる仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒
体を提供することができる。
【０１６０】
本発明によれば、フリーターといわれる不定期な不特定アルバイトで生計を立てる人々や
失業者等の創造力を社会に反映させる機会を提供することができる仮想空間の経済データ
処理システム及び記録媒体を提供することができる。
【０１６１】
本発明によれば、場所と時間、特に場所に拘束されないで何人も仕事に就ける機会を与え
ることができる仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供することができる
。
【０１６２】
本発明によれば、安全な価値の流通経済を実現できる経済データ処理システム及び記録媒
体を提供することができる仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供するこ
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とができる。
【０１６３】
本発明によれば、インターネット上の経済活動をインダイレクトに現実社会に反映させる
ことができる仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供することができる。
。
【０１６４】
本発明によれば、インターネット上の取引を不正のないものとして現実社会に反映するた
めに間接的な仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供することができる。
【０１６５】
本発明によれば、無料を原則とするインターネット上に提供される情報のうち雑多で低価
値なものを排除し、本当に価値あるものを価値ある形で提供できる基本的には有料サービ
スを存在させた仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供することができる
。
【０１６６】
本発明によれば、人の移動や運送等のエネルギーの消費を伴うことなく何人も社会的な価
値を創造できる仮想空間の経済データ処理システム及び記録媒体を提供することができる
。。
【０１６７】
本発明によれば、仮想空間の経済活動の成果を、ＩＤデータで特定される主体ごとに迅速
にバーチャル貨幣及び／又は現実貨幣として経過と収支結果を表示できる仮想空間の経済
データ処理システム及び記録媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の仮想空間の経済データ処理システムの構成図
【図２】仮想空間サーバとＩＤデータサーバの交流を示す図
【図３】仮想空間サーバと交流サーバの交流を示す図
【図４】交流サーバのデータベースの詳細を示す図
【図５】交流サーバのデータベースの詳細を示す図
【図６】主体がインターネットに接続する際のシステムの一例を示すフローチャート
【図７】主体が仮想空間へ入場する際のシステムの一例を示すフローチャート
【図８】価値提供を行う際のシステムの一例を示すフローチャート
【図９】仮想空間に提供された希望のサービス又は価値情報を受納する際の処理システム
の一例を示すフローチャート
【図１０】仮想空間に入場した主体が、該仮想空間における活動として、仮想空間内の店
舗（会社）に就職して労働を行うための処理システムの一例を示すフローチャート
【図１１】仮想空間内の店舗の店番を行うための処理システムの一例を示すフローチャー
ト
【図１２】仮想空間におけるバーチャル貨幣の円への為替の処理システムの一例を示すフ
ローチャート
【図１３】仮想空間におけるバーチャル貨幣の円への為替における為替レートの決定の処
理システムの一例を示すフローチャート
【図１４】仮想空間におけるバーチャル貨幣の円への為替における為替レートの変更の処
理システムの一例を示すフローチャート
【図１５】仮想空間における自分像の決定をする際の処理システムの一例を示すフローチ
ャート
【図１６】ホームページの画像を示す図
【図１７】ホームページの画像を示す図
【図１８】ホームページの画像を稼働するソフトのフローチャート
【図１９】ホームページの画像を示す図
【図２０】ホームページの画像を示す図
【符号の説明】
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１：仮想空間サーバ（メインサーバ）
２：ターミナルサーバ
２Ａ：認証サーバ
３Ａ、３Ｂ、３Ｃ：価値提供者が実質的に管理する端末
４：インターネット
５：ＩＤデータサーバ
６：交流サーバ
７：銀行サーバ
８：価値受納者が実質的に管理する端末
１０：検索ワード入力部
１１：文字部位
５０：データベース
６０：データベース

【図１】 【図２】



(21) JP 5020426 B2 2012.9.5

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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