
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】取引上の売り手を構成する第１のノード装
置についての所定の取引対象に関する信用度情報を、買
い手を構成する第２のノード装置に送出する相互予信サ
ーバ装置であって、
前記第２のノード装置が直接行った取引の履歴情報に基
づいて前記第１のノード装置のそれぞれについて定めら
れた直接取引信用度の情報を記憶する第１の記憶手段
と、
前記第２のノード装置のうちの自身以外の他のノード装
置から得られる情報に基づいて定められた買い手間信用
度の情報を記憶する第２の記憶手段と、
前記第２のノード装置から信用照会の要求を受け付けた
場合に、該要求で指定された第１のノード装置につい
て、前記直接取引信用度の情報および前記買い手間信用

度の情報に基づいて、該要求した第２のノード装置につ
いての該指定された第１のノード装置に対する総合的な
信用度の情報を求める処理手段とを具備したことを特徴
とする相互与信サーバ装置。
【請求項２】前記処理手段は、前記他のノード装置が前
記指定された第１のノード装置について定めた前記直接
取引信用度の情報と、前記直接取引信用度を定めた前記
他のノード装置について定められた前記要求した第２の
ノード装置についての前記買い手間信用度の情報とに基
づいて得られた間接取引信用度に基づいて、前記総合的
な信用度の情報を求めることを特徴とする請求項１に記
載の相互与信サーバ装置。
【請求項３】前記処理手段は、前記直接取引信用度の情
報に公的信用度の情報を加味して、前記総合的な信用度
の情報を求めることを特徴とする請求項２に記載の相互

1 2

1010



与信サーバ装置。
【請求項４】取引上の売り手を構成する第１のノード装
置についての所定の取引対象に関する信用度情報を、買
い手を構成する第２のノード装置群が獲得するための分
散相互予信システムであって、
前記第２のノード装置のうち、起点となる一のノード装
置から他のノード装置を中継して該一のノード装置に戻
る閉ループが形成され、
前記各ノード装置は、前記一のノード装置が定めた固有
情報と、相互与信に供される自身が保持する所定の相互
与信情報とに基づいて算出された結果を、前記閉ループ
を構成する次のノード装置に送出し、
前記一のノード装置は、閉ループを介して得られた結果
から前記固有情報の影響を除去して得られた情報に基づ
いて所望の前記第１のノード装置についての信用度情報
を獲得することを特徴とする分散相互与信システム。
【請求項５】取引上の売り手を構成する第１のノード装
置についての所定の取引対象に関する信用度情報を、買
い手を構成する第２のノード装置群が獲得するための分
散相互予信システムであって、
前記第２のノード装置夫々は、
自身が直接行った取引の履歴情報に基づいて前記第１の
ノード装置のそれぞれについて定められた直接取引信用
度の情報および該第２のノード装置群に属する自身以外
の他のノード装置から得られる情報に基づいて該他のノ
ード装置のそれぞれについて定めたられた買い手間信用
度の情報を、外部から取得されないように記憶する記憶
手段と、
自身が要求元のノード装置となる場合に、自身を起点お
よび終点とし前記他のノード装置夫々を中継点とするよ
うに定めた情報の受け渡しの経路の順番に従って、該他
のノード装置夫々に、受信先となるノード装置および送
信先となるノード装置を指定する情報を送信するととも
に、該他のノード装置夫々に、自身が定めた該他のノー
ド装置に対する前記買い手間信用度に第１の固有情報を
乗じて得た重みを指定する情報を送信する第１の処理手
段と、
自身が前記要求元のノード装置である場合に、前記第１
の処理手段による送信が完了した後、自身を受信先とす
るノード装置に、所望の前記第１のノード装置を指定す
る識別情報と、初期値として第２の固有情報を設定した
中間結果との対を送信する第２の処理手段と、
自身が前記他のノード装置となる場合に、指定された受
信先のノード装置から受信した前記中間結果と、該中間
結果と対になる受信した前記識別情報により指定される
第１のノード装置について前記記憶手段に記憶されてい
る前記直接取引信用度に、指定された前記重みを乗じて
得た値とを加算し、これを該第１のノード装置に対応す
る新たな中間結果とする第３の処理手段と、
自身が前記他のノード装置である場合に、指定された受

信先のノード装置から受信した前記第１のノード装置を
指定する識別情報と、前記第３の処理手段により得られ
た該第１のノード装置に対する前記中間結果との対を、
指定された送信先に送信する第４の送信手段と、
自装置が前記要求元のノード装置である場合に、前記第
２の処理手段による送信が完了した後、自身を送信先と
するノード装置から受信した識別情報により指定される
第１のノード装置についての総合的な信用度の情報を、
受信した対応する中間結果から対応する前記第２の固有
情報を減じて得た値をさらに前記第１の固有情報で割っ
てなる間接取引信用度をもとにして求める第５の処理手
段とを備えたことを特徴とする分散相互与信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ネットワークを用
いてビジネス活動を行うための取引先の信用を相互に照
会するための相互与信サーバ装置及び分散相互与信シス
テムに関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、インターネットが急速に普及し、
インターネットによるビジネス活動が関心を集めてい
る。特に、ＷＷＷを用いて世界中に情報を発信すること
が容易となり、広報・宣伝活動が低コストでできるた
め、個人でもネットワークを用いたビジネスへの参入が
可能となっている。
【０００３】通常、商取引では、取引相手との信用がベ
ースとなっている。例えば、企業間の取引においては、
予め協力関係の契約を結び、取引先を限定する商習慣が
とられている。また、個人ベースの商取引においても、
クレジットカードにおける信用照会により不良顧客を識
別したり、顧客カード等を用いた顧客の囲い込みによ
り、信用のある顧客を確保する方策が取られている。従
って、このような信用をネットワーク社会においてどの
ように取り扱うかがネットワーク上のビジネスを行う上
で将来重要な問題となる。
【０００４】信用には、売り手に対する買い手の信用
と、買い手に対する売り手の信用とがある。売り手に対
する買い手の信用は一般に買い手の支払い能力に関する
信用であり、クレジットカードにおける買い手の信用照
会のように、買い手の過去の支払い状況をチェックする
ことにより信用照会が可能である。
【０００５】一方、買い手に対する売り手の信用は商品
そのものの信用、あるいはサービスに関する信用であ
り、買い手が店頭にて実際に商品を見ることにより判断
する、あるいはマスコミ等により情報を得て判断する方
策が取られている。このような方策は買い手の選択範囲
が狭い場合にはそれほど問題とならないが、ネットワー
ク社会においては商圏が世界中に広がり、また個人でも
容易にビジネスに参入でき、売り手になりうるため、売
り手の数が膨大となる。さらに、ネットワーク上での仮
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想店舗では実際に商品を見ることが不可能なため、買い
手に対する売り手の信用を照会する新しい手法が必要と
なる。
【０００６】この解決策として、公的機関がすべての売
り手の信用情報を提供する方法が考えられるが、信用の
評価には個々の機関により異なる可能性があり、画一的
な評価は必ずしも買い手にとって望ましいものではな
い。
【０００７】また、買い手が連合して相互に過去の取引
に基づいて信用情報を交換する方法も考えられるが、企
業間では過去の取引情報は機密であり、それを全面的に
開示することがマイナス面が大きいため、現実的ではな
い。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】以上のようにネットワ
ークを用いた商取引においてもその基礎となる信用を取
り扱うメカニズムが必要となるが、従来の技術では買い
手に対する売り手の信用を照会することが困難であっ
た。
【０００９】本発明は、上記事情を考慮してなされたも
ので、ネットワークビジネスにおける買い手に対する売
り手の信用を照会するため、買い手が個々の取引より売
り手の信用度を個別に評価し、その評価結果を直接開示
することなく、全体の評価のみを開示して売り手の信用
度を得る相互与信サーバ装置及び分散相互与信システム
を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明（請求項１）は、
取引上の売り手を構成する第１のノード装置についての
所定の取引対象に関する信用度情報を、買い手を構成す
る第２のノード装置に送出する相互予信サーバ装置であ
って、前記第２のノード装置が直接行った取引の履歴情
報に基づいて前記第１のノード装置のそれぞれについて
定められた直接取引信用度の情報を記憶する第１の記憶
手段と、前記第２のノード装置のうちの自身以外の他の
ノード装置から得られる情報に基づいて定められた買い
手間信用度の情報を記憶する第２の記憶手段と、前記第
２のノード装置から信用照会の要求を受け付けた場合
に、該要求で指定された第１のノード装置について、前
記直接取引信用度の情報および前記買い手間信用度の情
報に基づいて、該要求した第２のノード装置についての
該指定された第１のノード装置に対する総合的な信用度
の情報を求める処理手段とを具備したことを特徴とす
る。
【００１１】好ましくは、前記処理手段は、前記他のノ
ード装置が前記指定された第１のノード装置について定
めた前記直接取引信用度の情報と、前記直接取引信用度
を定めた前記他のノード装置について定められた前記要
求した第２のノード装置についての前記買い手間信用度
の情報とに基づいて得られた間接取引信用度に基づい

て、前記総合的な信用度の情報を求めることを特徴とす
る。
【００１２】好ましくは、前記処理手段は、前記直接取
引信用度の情報に公的信用度の情報を加味して、前記総
合的な信用度の情報を求めることを特徴とする。本発明
（請求項４）は、取引上の売り手を構成する第１のノー
ド装置についての所定の取引対象に関する信用度情報
を、買い手を構成する第２のノード装置群が獲得するた
めの分散相互予信システムであって、前記第２のノード
装置のうち、起点となる一のノード装置から他のノード
装置を中継して該一のノード装置に戻る閉ループが形成
され、前記各ノード装置は、前記一のノード装置が定め
た固有情報（マジックナンバー）と、相互与信に供され
る自身が保持する所定の相互与信情報とに基づいて算出
された結果を、前記閉ループを構成する次のノード装置
に送出し、前記一のノード装置は、閉ループを介して得
られた結果から前記固有情報の影響を除去して得られた
情報に基づいて所望の前記第１のノード装置についての
信用度情報を獲得することを特徴とする。
【００１３】本発明（請求項５）は、取引上の売り手を
構成する第１のノード装置についての所定の取引対象に
関する信用度情報を、買い手を構成する第２のノード装
置群が獲得するための分散相互予信システムであって、
前記第２のノード装置夫々は、自身が直接行った取引の
履歴情報に基づいて前記第１のノード装置のそれぞれに
ついて定められた直接取引信用度の情報および該第２の
ノード装置群に属する自身以外の他のノード装置から得
られる情報に基づいて該他のノード装置のそれぞれにつ
いて定めたられた買い手間信用度の情報を、外部から取
得されないように記憶する記憶手段と、自身が要求元の
ノード装置となる場合に、自身を起点および終点とし前
記他のノード装置夫々を中継点とするように定めた情報
の受け渡しの経路の順番に従って、該他のノード装置夫
々に、受信先となるノード装置および送信先となるノー
ド装置を指定する情報を送信するとともに、該他のノー
ド装置夫々に、自身が定めた該他のノード装置に対する
前記買い手間信用度に第１の固有情報（第１のマジック
ナンバー）を乗じて得た重みを指定する情報を送信する
第１の処理手段と、自身が前記要求元のノード装置であ
る場合に、前記第１の処理手段による送信が完了した
後、自身を受信先とするノード装置に、所望の前記第１
のノード装置を指定する識別情報と、初期値として第２
の固有情報（第２のマジックナンバー）を設定した中間
結果との対を送信する第２の処理手段と、自身が前記他
のノード装置となる場合に、指定された受信先のノード
装置から受信した前記中間結果と、該中間結果と対にな
る受信した前記識別情報により指定される第１のノード
装置について前記記憶手段に記憶されている前記直接取
引信用度に、指定された前記重みを乗じて得た値とを加
算し、これを該第１のノード装置に対応する新たな中間
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結果とする第３の処理手段と、自身が前記他のノード装
置である場合に、指定された受信先のノード装置から受
信した前記第１のノード装置を指定する識別情報と、前
記第３の処理手段により得られた該第１のノード装置に
対する前記中間結果との対を、指定された送信先に送信
する第４の送信手段と、自装置が前記要求元のノード装
置である場合に、前記第２の処理手段による送信が完了
した後、自身を送信先とするノード装置から受信した識
別情報により指定される第１のノード装置についての総
合的な信用度の情報を、受信した対応する中間結果から
対応する前記第２の固有情報（第２のマジックナンバ
ー）を減じて得た値をさらに前記第１の固有情報（第１
のマジックナンバー）で割ってなる間接取引信用度をも
とにして求める第５の処理手段とを備えたことを特徴と
する。
【００１４】好ましくは、前記第５の処理手段は、求め
られた前記間接取引信用度に所定の係数を乗じた第１の
値と、自身が前記識別子により指定される第１のノード
装置について定めた前記直接取引信用度に所定の係数を
乗じた第２の値とを加算することにより、前記総合的な
信用度の情報を求めるようにしても良い。
【００１５】好ましくは、前記第５の処理手段は、求め
られた前記間接取引信用度に所定の係数を乗じた第１の
値と、自身が前記識別子により指定される第１のノード
装置について定めた前記直接取引信用度に所定の係数を
乗じた第２の値と、予め所定の公的機関により定められ
た公的信用度に所定の係数を乗じた第３の値とを加算す
ることにより、前記総合的な信用度の情報を求めるよう
にしても良い。
【００１６】好ましくは、前記要求元となるノード装置
を起点および終点とし前記他のノード装置夫々を中継点
とするように定めた情報の受け渡しの経路を複数設ける
ようにしても良い。
【００１７】また、本発明は、取引上の売り手を構成す
る第１のノード装置について相互与信を行う第２のノー
ド装置群に属する予め定められた複数の買い手夫々に対
応して設けられたノード装置であって、取引上の売り手
を構成する第１のノード装置についての所定の取引対象
に関する信用度情報を、買い手を構成する第２のノード
装置群が獲得するための該買い手を構成するノード装置
であって、自身が直接行った取引の履歴情報に基づいて
前記第１のノード装置のそれぞれについて定められた直
接取引信用度の情報および該第２のノード装置群に属す
る自身以外の他のノード装置から得られる情報に基づい
て該他のノード装置のそれぞれについて定めたられた買
い手間信用度の情報を、外部から取得されないように記
憶する記憶手段と、自身が要求元のノード装置となる場
合に、自身を起点および終点とし前記他のノード装置夫
々を中継点とするように定めた情報の受け渡しの経路の
順番に従って、該他のノード装置夫々に、受信先となる

ノード装置および送信先となるノード装置を指定する情
報を送信するとともに、該他のノード装置夫々に、自身
が定めた該他のノード装置に対する前記買い手間信用度
に第１の固有情報を乗じて得た重みを指定する情報を送
信する第１の処理手段と、自身が前記要求元のノード装
置である場合に、前記第１の処理手段による送信が完了
した後、自身を受信先とするノード装置に、所望の前記
第１のノード装置を指定する識別情報と、初期値として
第２の固有情報を設定した中間結果との対を送信する第
２の処理手段と、自身が前記他のノード装置となる場合
に、指定された受信先のノード装置から受信した前記中
間結果と、該中間結果と対になる受信した前記識別情報
により指定される第１のノード装置について前記記憶手
段に記憶されている前記直接取引信用度に、指定された
前記重みを乗じて得た値とを加算し、これを該第１のノ
ード装置に対応する新たな中間結果とする第３の処理手
段と、自身が前記他のノード装置である場合に、指定さ
れた受信先のノード装置から受信した前記第１のノード
装置を指定する識別情報と、前記第３の処理手段により
得られた該第１のノード装置に対する前記中間結果との
対を、指定された送信先に送信する第４の送信手段と、
自装置が前記要求元のノード装置である場合に、前記第
２の処理手段による送信が完了した後、自身を送信先と
するノード装置から受信した識別情報により指定される
第１のノード装置についての総合的な信用度の情報を、
受信した対応する中間結果から対応する前記第２の固有
情報を減じて得た値をさらに前記第１の固有情報で割っ
てなる間接取引信用度をもとにして求める第５の処理手
段とを備えたことを特徴とする。
【００１８】好ましくは、前記第５の処理手段は、求め
られた前記間接取引信用度に所定の係数を乗じた第１の
値と、自身が前記識別子により指定される第１のノード
装置について定めた前記直接取引信用度に所定の係数を
乗じた第２の値とを加算することにより、前記総合的な
信用度の情報を求めるようにしても良い。
【００１９】好ましくは、前記第５の処理手段は、求め
られた前記間接取引信用度に所定の係数を乗じた第１の
値と、自身が前記識別子により指定される第１のノード
装置について定めた前記直接取引信用度に所定の係数を
乗じた第２の値と、予め所定の公的機関により定められ
た公的信用度に所定の係数を乗じた第３の値とを加算す
ることにより、前記総合的な信用度の情報を求めるよう
にしても良い。
【００２０】好ましくは、前記要求元となるノード装置
を起点および終点とし前記他のノード装置夫々を中継点
とするように定めた情報の受け渡しの経路を複数設ける
ようにしても良い。
【００２１】また、本発明は、取引上の売り手を構成す
る第１のノード装置についての所定の取引対象に関する
信用度情報を、買い手を構成する第２のノード装置に送
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出する相互予信サーバ装置の与信情報提供方法であっ
て、前記第２のノード装置が直接行った取引の履歴情報
に基づいて前記第１のノード装置のそれぞれについて定
められた直接取引信用度の情報を記憶するとともに、前
記第２のノード装置のうちの自身以外の他のノード装置
から得られる情報に基づいて定められた買い手間信用度
の情報を記憶しておき、前記第２のノード装置から信用
照会の要求を受け付けた場合に、該要求で指定された第
１のノード装置について、前記直接取引信用度の情報お
よび前記買い手間信用度の情報に基づいて、該要求した
第２のノード装置についての該指定された第１のノード
装置に対する総合的な信用度の情報を求めることを特徴
とする。
【００２２】また、本発明は、取引上の売り手を構成す
る第１のノード装置についての所定の取引対象に関する
信用度情報を、買い手を構成する第２のノード装置群が
獲得するための分散相互予信システムによる分散相互与
信方法であって、前記第２のノード装置のうち、起点と
なる一のノード装置から他のノード装置を中継して該一
のノード装置に戻る閉ループが形成され、前記各ノード
装置は、前記一のノード装置が定めた固有情報と、相互
与信に供される自身が保持する所定の相互与信情報とに
基づいて産出された結果を、前記閉ループを構成する次
のノード装置に送出し、前記一のノード装置は、閉ルー
プを介して得られた結果から前記固有情報の影響を除去
して得られた情報に基づいて所望の前記第１のノード装
置についての信用度情報を獲得することを特徴とする。
【００２３】また、本発明は、取引上の売り手を構成す
る第１のノード装置についての所定の取引対象に関する
信用度情報を、買い手を構成する第２のノード装置群が
獲得するための分散相互予信システムによる分散相互与
信方法であって、前記第２のノード装置夫々は、自身が
直接行った取引の履歴情報に基づいて前記第１のノード
装置のそれぞれについて定められた直接取引信用度の情
報および該第２のノード装置群に属する自身以外の他の
ノード装置から得られる情報に基づいて該他のノード装
置のそれぞれについて定めたられた買い手間信用度の情
報を、外部から取得されないように記憶しておき、自身
が要求元のノード装置となる場合に、自身を起点および
終点とし前記他のノード装置夫々を中継点とするように
定めた情報の受け渡しの経路の順番に従って、該他のノ
ード装置夫々に、受信先となるノード装置および送信先
となるノード装置を指定する情報を送信するとともに、
該他のノード装置夫々に、自身が定めた該他のノード装
置に対する前記買い手間信用度に第１の固有情報を乗じ
て得た重みを指定する情報を送信し、自身が前記要求元
のノード装置である場合に、前記送信が完了した後、自
身を受信先とするノード装置に、所望の前記第１のノー
ド装置を指定する識別情報と、初期値として第２の固有
情報を設定した中間結果との対を送信し、自身が前記他

のノード装置となる場合に、指定された受信先のノード
装置から受信した前記中間結果と、該中間結果と対にな
る受信した前記識別情報により指定される第１のノード
装置について前記記憶されている前記直接取引信用度
に、指定された前記重みを乗じて得た値とを加算し、こ
れを該第１のノード装置に対応する新たな中間結果と
し、自身が前記他のノード装置である場合に、指定され
た受信先のノード装置から受信した前記第１のノード装
置を指定する識別情報と、前記得られた該第１のノード
装置に対する前記中間結果との対を、指定された送信先
に送信し、自装置が前記要求元のノード装置である場合
に、前記送信が完了した後、自身を送信先とするノード
装置から受信した識別情報により指定される第１のノー
ド装置についての総合的な信用度の情報を、受信した対
応する中間結果から対応する前記第２の固有情報を減じ
て得た値をさらに前記第１の固有情報で割ってなる間接
取引信用度をもとにして求めることを特徴とする。
【００２４】以上の各発明において、好ましくは、一度
に複数の売り手についての総合的な信用度の情報を得ら
れるようにしても良い。また、好ましくは、前記記憶手
段あるいは記憶装置は、前記直接取引信用度の情報およ
び前記買い手間信用度の情報の更新履歴をも記憶し、要
求に応じて過去の前記総合的な信用度を求めるようにし
ても良い。
【００２５】なお、以上の各装置に係る発明は方法に係
る発明としても成立し、各方法に係る発明は方法に係る
装置としても成立する。また、上記の発明は、相当する
手順あるいは手段をコンピュータに実行させるためのプ
ログラムを記録した機械読取り可能な媒体としても成立
する。
【００２６】本発明によれば、買い手の機密情報を開示
することなく、該機密情報をもとにした買い手からみた
売り手の信用度を求めることができる。また、直接取引
のない売り手についても信用度の指標を得ることができ
る。
【００２７】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら発明の
実施の形態を説明する。最初に、売り手の信用度、その
求め方等について説明する。まず、複数の「売り手」と
複数の「買い手」が存在し、それぞれネットワーク接続
された端末装置を用いて、ネットワークを通じて相互に
情報を交換して商取引を行うものとする。例えば、イン
ターネットビジネスがこの商取引に該当する。
【００２８】本実施形態では、上記のような場合におい
て、複数の事業者などの買い手が集まって、売り手の信
用照会を相互に行うためのグループを形成する。グルー
プに属する買い手は、売り手との商取引の履歴に基づい
て売り手ごとに信用の評価を行い、その結果を数値化す
る。そして、各買い手は、自身が直接評価した売り手の
信用度だけではなく、グループ内の他の買い手の評価し
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た当該売り手の信用度に自身からみた当該他の買い手に
対する当該評価の信用度を表す重みを付けた間接的な信
用度をも考慮し、これによって得た総合的な売り手の信
用度を利用するもので、グループ内において総合的な売
り手の信用照会を相互に行うようにする。
【００２９】しかも、本実施形態では、各買い手の評価
した個別の売り手の信用度や上記の重み等の情報を開示
することなくあるいは他の買い手に知得されることな
く、グループ内で相互に信用照会を利用できるようにす
るものである。
【００３０】本実施形態では、以下の概念を定義する。
「公的信用度」とは、何らかの公的機関が認定した個々
の事業者の信用度で、ネットワーク社会を円滑に運用す
るために一般に公表されるものとする。この主たる目的
はすべての買い手にとって共通となる信用度を規定する
ことにあり、例えば公的信用度を低く公表することがネ
ットワーク上の犯罪行為に対する罰則的な役割を果たす
等の意義を持つ。
【００３１】売り手ｙの公的信用度を、ｐｕｂｌｉｋ
（ｙ）で表すこととする。取引信用度とは、売り手と買
い手の間の取引の履歴により決まる信用度と定義する。
これは取引金額の規模や、顧客満足度に相当する。取引
信用度には、直接取引信用度と間接取引信用度がある。
【００３２】「直接取引信用度」は、ある買い手が、当
該買い手自身と売り手との間の過去の直接取引により決
定する信用度である。買い手ｘと売り手ｙとの間の直接
取引信用度（買い手ｘからみた売り手ｙの直接取引信用
度）を、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）で表すこととする。
【００３３】「間接取引信用度」は、買い手自身と売り
手との間での取引とは独立し、第３者を通じて決まる信
用度である。ここで第３者とは、信用照会を行うために
あらかじめ設定されたグループに属する他の買い手とす
る。
【００３４】買い手ｘから仲介する第３者を介した売り
手ｙの間接取引信用度を、ｉｎｄｉｒｅｃｔｓ（ｘ，
ｙ）で表すものとする。本実施形態では、買い手ｘから
みた売り手ｙの間接取引信用度ｉｎｄｉｒｅｃｔｓ
（ｘ，ｙ）を次のようにして求めるものとする。
【００３５】ｉｎｄｉｒｅｃｔｓ（ｘ，ｙ）＝Σ  ｗｅ
ｉｇｈｔ（ｘ，ｚ）×ｄｉｒｅｃｔ（ｚ，ｙ）
ｚについて総和を取る範囲はグループ内の他の買い手
ここで、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｚ）は、「買い手ｘからみ
た買い手ｚの評価結果に対する信用度」であり、仲介す
る第３者ｚの売り手ｙに対する評価結果すなわち直接取
引信用度ｄｉｒｅｃｔ（ｚ，ｙ）の自分にとっての信用
度を重みとして表したものである。
【００３６】さて、本実施形態では、総合信用度を、公
的信用度と取引信用度の和として表すものとする。買い
手ｘからみた売り手ｙの総合的な信用度ｃｒｅｄｉｔ
（ｘ，ｙ）は、次のようにして求める。

ｃｒｅｄｉｔ（ｘ，ｙ）＝Ｋ×ｐｕｂｌｉｋ（ｙ）＋Ｌ
×ｉｎｄｉｒｅｃｔｓ（ｘ，ｙ）＋Ｍ×ｄｉｒｅｃｔ
（ｘ，ｙ）
ｉｎｄｉｒｅｃｔｓ（ｘ，ｙ）＝Σ  ｗｅｉｇｈｔ
（ｘ，ｚ）×ｄｉｒｅｃｔ（ｚ，ｙ）
ただし、Ｋ，Ｌ，Ｍは定数
ｚについて総和を取る範囲はグループ内の他の買い手
ところで、上記の式は、次のように変形できる。すなわ
ち計算の便宜上、買い手ｘからみた売り手ｙの直接取引
信用度ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）を、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，
ｙ）×ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｘ）（ただしｗｅｉｇｈｔ
（ｘ，ｘ）＝Ｍ／Ｌ）として上記のｉｎｄｉｒｅｃｔｓ
（ｘ，ｙ）に含め、これをｉｎｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）
とする。
【００３７】ｃｒｅｄｉｔ（ｘ，ｙ）＝Ｋ×ｐｕｂｌｉ
ｋ（ｙ）＋Ｌ×ｉｎｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）
ｉｎｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）＝Σ  ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，
ｚ）×ｄｉｒｅｃｔ（ｚ，ｙ）
ただし、Ｋ，Ｌは定数
ｚについて総和を取る範囲はグループ内の他の買い手お
よび自分自身
なお、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｘ）としては、例えばｗｅｉ
ｇｈｔの取り得る最大値を設定する。
【００３８】以下では、この計算式を用いるものとす
る。従って、以下で用いる間接取引信用度ｉｎｄｉｒｅ
ｃｔ（ｘ，ｙ）は、この広義の間接取引信用度であり、
ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｙ）はｙ＝ｘの場合を含む買い手間
の評価結果に対する信用度（以下、重み係数と呼ぶ）で
ある。
【００３９】ここで、具体例を用いて総合信用度ｃｒｅ
ｄｉｔ（ｘ，ｙ）を求める例について説明する。本具体
例では、図２に示すように、売り手が４事業者（Ａ、
Ｂ、Ｃ、Ｄ）、買い手が３事業者（Ｅ、Ｆ、Ｇ）あるも
のとする。
【００４０】また、直接取引信用度ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，
ｙ）と重み係数ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｙ）は以下のようで
あるとする。
direct(E,A)=3 、direct(E,B)=2 、direct(E,C)=1 、di
rect(E,D)=0 
direct(F,A)=2 、direct(F,B)=3 、direct(F,C)=0 、di
rect(F,D)=1 
direct(G,A)=0 、direct(G,B)=2 、direct(G,C)=1 、di
rect(G,D)=3 
weight(E,E)=3 、weight(E,F)=2 、weight(E,G)=1 
weight(F,E)=1 、weight(F,F)=3 、weight(F,G)=2 
weight(G,E)=2 、weight(G,F)=1 、weight(G,G)=3
図２において、実線の近傍に示した数値が直接取引信用
度である。また、点線の近傍に示した数値が、矢印の起
点のノードに位置する買い手からみた矢印の終点のノー
ドに位置する買い手の評価結果に対する信用度である。
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【００４１】上記の数値を次の式に代入することにより
間接取引信用度ｉｎｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）が求まる。
ｉｎｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）＝Σ  ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，
ｚ）×ｄｉｒｅｃｔ（ｚ，ｙ）

上記データを代入すると、買い手Ｅからみた売り手Ａ～
Ｄ夫々に対する間接取引信用度ｉｎｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，
ｙ）は次のようになる。

                  Ｅ経由    Ｆ経由    Ｇ経由    合計  
  indirect(E,A) ＝３×３＋  ２×２＋  １×０  ＝１３  
  indirect(E,B) ＝３×２＋  ２×３＋  １×２  ＝１４  
  indirect(E,C) ＝３×１＋  ２×０＋  １×１  ＝  ４  
  indirect(E,D) ＝３×０＋  ２×１＋  １×３  ＝  ５

また、買い手Ｆからみた売り手ｙの間接取引信用度ｉｎ ｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，ｙ）は次のようになる。
                  Ｅ経由    Ｆ経由    Ｇ経由    合計  
  indirect(F,A) ＝１×３＋  ３×２＋  ２×０  ＝  ９  
  indirect(F,B) ＝１×２＋  ３×３＋  ２×２  ＝１５  
  indirect(F,C) ＝１×１＋  ３×０＋  ２×１  ＝  ３  
  indirect(F,D) ＝１×０＋  ３×１＋  ２×３  ＝  ９  

また、買い手Ｇからみた売り手ｙの間接取引信用度ｉｎ ｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，ｙ）は次のようになる。
                  Ｅ経由    Ｆ経由    Ｇ経由    合計  
  indirect(G,A) ＝２×３＋  １×２＋  ３×０  ＝  ８  
  indirect(G,B) ＝２×２＋  １×３＋  ３×２  ＝１３  
  indirect(G,C) ＝２×１＋  １×０＋  ３×１  ＝  ５  
  indirect(G,D) ＝２×０＋  １×１＋  ３×３  ＝１０

これを用いて、
ｃｒｅｄｉｔ（ｘ，ｙ）＝Ｋ×ｐｕｂｌｉｋ（ｙ）＋Ｌ
×ｉｎｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）
の計算を行うと総合信用度ｃｒｅｄｉｔ（ｘ，ｙ）は次
のようになる。ただし、計数Ｋ＝１、Ｌ＝１とし、公的
信用度は以下のように定義する。

ｐｕｂｌｉｃ（Ａ）＝５
ｐｕｂｌｉｃ（Ｂ）＝０
ｐｕｂｌｉｃ（Ｃ）＝０
ｐｕｂｌｉｃ（Ｄ）＝２
買い手Ｅからみた売り手Ａ～Ｄ夫々に対する総合信用度
ｃｒｅｄｉｔ（Ｅ，ｙ）は次のようになる。

                  ｐｕｂｌｉｃ    ｉｎｄｉｒｅｃｔ    合計  
  credit(E,A) ＝        ５＋          １３          ＝１８  
  credit(E,B) ＝        ０＋          １４          ＝１４  
  credit(E,C) ＝        ０＋          ４            ＝  ４  
  credit(E,D) ＝        ２＋          ５            ＝  ７

また、買い手Ｆからみた売り手Ａ～Ｄ夫々に対する総合 信用度ｃｒｅｄｉｔ（Ｆ，ｙ）は次のようになる。
                  ｐｕｂｌｉｃ    ｉｎｄｉｒｅｃｔ    合計  
  credit(F,A) ＝        ５＋          ９            ＝１４  
  credit(F,B) ＝        ０＋          １５          ＝１５  
  credit(F,C) ＝        ０＋          ３            ＝  ３  
  credit(F,D) ＝        ２＋          ９            ＝１１  

また、買い手Ｇからみた売り手Ａ～Ｄ夫々に対する総合 信用度ｃｒｅｄｉｔ（Ｇ，ｙ）は次のようになる。
                  ｐｕｂｌｉｃ    ｉｎｄｉｒｅｃｔ    合計  
  credit(G,A) ＝        ５＋          ８            ＝１３  
  credit(G,B) ＝        ０＋          １３          ＝１３  
  credit(G,C) ＝        ０＋          ５            ＝  ５  
  credit(G,D) ＝        ２＋          １０          ＝１２

この結果、買い手Ｅにとって売り手Ａが、買い手Ｆによ
っては売り手Ｂが、買い手Ｇにとっては売り手ＡとＢが
最も信頼度が高いという結果が得られる。
【００４２】ところで、直接取引信用度ｄｉｒｅｃｔや
買い手ｘからみた買い手ｚの評価結果に対する信用度ｗ
ｅｉｇｈｔは個々の買い手（上記した例における事業者

の機密に関するものであり、これらのデータを公開しな
いことが前提となる。
【００４３】ｄｉｒｅｃｔやｗｅｉｇｈｔについて機密
の保持し、かつ各買い手が上記の総合信用度を得ること
ができるようにする第１の方法は、ｄｉｒｅｃｔやｗｅ
ｉｇｈｔのデータ全てを安全な公的サイトに格納し、公
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的サイトが各買い手の問い合わせに対して総合信用度の
みを返す方法である。
【００４４】第２の方法は、機密データであるｄｉｒｅ
ｃｔやｗｅｉｇｈｔは各買い手が自サイトに保持し、あ
らかじめグループを設定した買い手間でこのデータ自体
が開示されないように、マジックナンバーを含んだ途中
計算結果をリレーすることにより、総合信用度ｃｒｅｄ
ｉｔ（ｘ，ｙ）を求める方法である。
【００４５】すなわち、買い手ｘが売り手ｙの総合信用
度を求めるものとすると、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｙ）の情
報を買い手ｘより他の各買い手ｚに直接個別に送信し、
ｉｎｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）の計算は買い手ｘを起点と
して他の各買い手ｚを巡回しながら和を加え、最後に買
い手ｘに戻ることにより行う。このとき、ｗｅｉｇｈｔ
やｄｉｒｅｃｔの内容を開示しないようにするため、買
い手ｘではｃｒｅｄｉｔの初期値にマジックナンバーｍ
１を送り、ｗｅｉｇｈｔにはマジックナンバーｍ２を掛
けて送る。ｘでは各ｚを一巡して受け取った結果からｍ
１を減じ、ｍ２で割ることにより、正しい結果を得るこ
とができる。
【００４６】本実施形態によれば、買い手の機密情報を
開示することなく、該機密情報をもとにした買い手から
みた売り手の信用度を求めることができる。また、直接
取引のない売り手についても信用度の指標を得ることが
できる。
【００４７】以下では、より詳しく本実施形態について
説明する。まず、本発明の第１の実施形態に係る相互与
信システムについて説明する。本実施形態は、前述した
ようにｄｉｒｅｃｔやｗｅｉｇｈｔのデータ全てを安全
な公的サイトに格納し、公的サイトが各買い手の問い合
わせに対して総合信用度のみを返す場合の一実施形態で
ある。
【００４８】図１に本実施形態に係る相互与信システム
の構成を示す。本システムは、サーバ装置６と複数のク
ライアント装置（端末装置）２とサーバ・クライアント
間を接続するための通信網４を備えている。
【００４９】クライアント装置２は、前述のあるグルー
プに属する買い手側の端末装置である。本実施形態で
は、１つの買い手と１つのクライアント装置２が対応す
るものとする。
【００５０】ここでは、買い手Ｅ，Ｆ，Ｇで１つのグル
ープを形成するものとする。図１には、買い手Ｅ，Ｆ，
Ｇにそれぞれ対応する３台のクライアント装置２を示し
てある。なお、１つのグループを形成するメンバーの数
によって、このクライアント装置の台数は変動する。
【００５１】サーバ装置６は、上記の公的サイトに相当
し、所定の公的機関側に設置される。通信網４は、売り
手と買い手が商取引のために情報通信するネットワーク
と同一のものであっても良いし、別のネットワークであ
っても良い。例えば、売り手と買い手が商取引のために

情報通信するネットワークがインターネットである場合
に、通信網４はインターネットであっても良いし、他の
いかなるネットワークであっても良い。なお、通信網４
は、少なくとも１部または全部が無線によるネットワー
クであっても構わない。
【００５２】なお、サーバ装置６とクライアント装置２
との間の通信には、暗号通信を用いるのが好ましい。ま
た、データの受け渡しに際しては、通信相手が正当なも
のであることを認証するのが好ましい。
【００５３】図３に本実施形態に係るクライアント装置
の動作の一例を示す。図４にクライアント装置からサー
バ装置に送信する通知メッセージの一例を示す。図５に
クライアント装置からサーバ装置に送信する要求メッセ
ージの一例を示す。
【００５４】また、図６に本実施形態に係るサーバ装置
の動作の一例を示す。図７にサーバ装置からクライアン
ト装置に送信する返答メッセージの一例を示す。まず、
各クライアント装置からサーバ装置へのデータの通知に
ついて説明する。
【００５５】グループに属する各買い手側のクライアン
ト装置２は、所定のタイミングで直接取引信用度ｄｉｒ
ｅｃｔや重みｗｅｉｇｈｔのデータをサーバ装置６に通
知する（ステップＳ１２）。
【００５６】例えば、図４のように、サーバ装置を宛先
とし、自装置を送信元とし、自身の買い手ＩＤと、デー
タの通知を示すコードと、各売り手に対するｄｉｒｅｃ
ｔやｗｅｉｇｈｔのデータとを含む通知メッセージを作
成して、通信網４を通じてサーバ装置６に送信する。
【００５７】なお、ここでは、買い手Ｘの買い手ＩＤ＝
Ｘ、買い手Ｙの買い手ＩＤ＝Ｙ、買い手Ｚの買い手ＩＤ
＝Ｚとする。また、売り手Ａの買い手ＩＤ＝Ａ、売り手
Ｂの買い手ＩＤ＝Ｂ、売り手Ｃの買い手ＩＤ＝Ｃ、売り
手Ｄの買い手ＩＤ＝Ｄとする。
【００５８】例えば、図２の例の場合、買い手Ｅは、ｄ
ｉｒｅｃｔ（ｘ，Ａ）として３、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，
Ｂ）として２、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，Ｃ）として１、ｄｉ
ｒｅｃｔ（ｘ，Ｄ）として０、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，Ｅ）
として３、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，Ｆ）として２、ｗｅｉｇ
ｈｔ（ｘ，Ｇ）として１を送信する。
【００５９】通知メッセージにおけるデータ部のフォー
マットとしては、データを定められた順に並べたもので
あっても良いし、データ毎にそのデータＩＤ（例えばｄ
ｉｒｅｃｔ（ｘ，Ａ）は１、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，Ｆ）は
６）を付加しても良い。
【００６０】なお、データ毎にそのデータＩＤを付加す
る場合には、前回に通知した内容に変更のあったデータ
のみを通知するようにしても良い。送信するタイミング
は、例えば、一定間隔（例えば１日に１回あるいは１週
間に１回）、あるいはデータの内容が変更されたときに
随時、などが考えられる。
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【００６１】なお、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｘ）の値は、サ
ーバ装置６内で固定値とし、クライアント装置２からサ
ーバ装置６には転送しないようにしても構わない。一
方、所定の公的機関側のサーバ装置６は、各クライアン
ト装置２からのメッセージを随時受付けているものとす
る（ステップＳ２１）。
【００６２】もし受信したメッセージが通知メッセージ
であった場合（ステップＳ２２）、通知されたデータを
格納する（ステップＳ２３）。本実施形態では、サーバ
装置６は、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）とｗｅｉｇｈｔ
（ｘ，ｚ）を図８に示すようなテーブルで管理するもの
とする。図８（ａ）はｉｎｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）のテ
ーブルの一例であり、図８（ｂ）はｗｅｉｇｈｔ（ｘ，
ｚ）のテーブルの一例を示す。
【００６３】例えば、図２で説明したような場合におい
て、買い手Ｅから、買い手ＩＤとしてＥ、ｄｉｒｅｃｔ
（ｘ，Ａ）として３、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，Ｂ）として
２、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，Ｃ）として１、ｄｉｒｅｃｔ
（ｘ，Ｄ）として０、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，Ｅ）として
３、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，Ｆ）として２、ｗｅｉｇｈｔ
（ｘ，Ｇ）のデータを受信し、買い手Ｆから、買い手Ｉ
ＤとしてＦ、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，Ａ）として２、ｄｉｒ
ｅｃｔ（ｘ，Ｂ）として３、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，Ｃ）と
して０、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，Ｄ）として１、ｗｅｉｇｈ
ｔ（ｘ，Ｅ）として１、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，Ｆ）として
３、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，Ｇ）として２のデータを受信
し、買い手Ｇから、買い手ＩＤとしてＧ、ｄｉｒｅｃｔ
（ｘ，Ａ）として０、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，Ｂ）として
２、ｄｉｒｅｃｔ（ｘ，Ｃ）として１、ｄｉｒｅｃｔ
（ｘ，Ｄ）として３、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，Ｅ）として
２、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，Ｆ）として１、ｗｅｉｇｈｔ
（ｘ，Ｇ）として３のデータを受信した場合に、ｄｉｒ
ｅｃｔ（ｘ，ｙ）のテーブルの内容は図８（ａ）に示す
ようになり、ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｚ）のテーブルの内容
は図８（ｂ）に示すようになる。
【００６４】なお、ステップＳ２３において、変更のあ
った一部のデータのみが送信されてくることがあるよう
な場合には、当該受信した変更されたデータのみ格納
（更新）する。
【００６５】一方、サーバ装置６は、各売り手ｙの公的
信用度ｐｕｂｌｉｋ（ｙ）を管理するテーブルを持ち、
公的信用度ｐｕｂｌｉｋ（ｙ）が更新された場合、その
テーブルにおいて該当するデータを更新するものとす
る。
【００６６】なお、サーバ装置６は、各買い手から取得
したｄｉｒｅｃｔとｗｅｉｇｈｔの情報は、ネットワー
ク外部から取得されないように、アクセス不能な記憶装
置に格納しおよび／または暗号化して格納するものとす
る。
【００６７】次に、クライアント装置からサーバ装置へ

の総合信用度の問い合わせと、これに応答してのサーバ
装置からクライアント装置への返答について説明する。
グループに属する各買い手は、クライアント装置２によ
り、所望のタイミングで、サーバ装置６へ、買い手の総
合信用度を問い合わせるための要求メッセージを送信す
る（ステップＳ１３）。
【００６８】例えば、図５のように、サーバ装置を宛先
とし、自装置を送信元とし、自身の買い手ＩＤと、信用
度情報の要求を示すコードと、信用度情報を得たい１ま
たは複数の売り手の売り手ＩＤとを含む要求メッセージ
を作成して、通信網４を通じてサーバ装置６に送信す
る。
【００６９】例えば、買い手Ｅは、売り手ＩＤとして、
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを要求する。一方、サーバ装置６は、受
信したメッセージが通知メッセージであった場合（ステ
ップＳ２２）、通知メッセージ中に記載された買い手Ｉ
Ｄの買い手ｘからみた各売り手ＩＤの売り手ｙの総合信
用度ｃｒｅｄｉｔ（ｘ，ｙ）それぞれを、前述したよう
にして求め、要求元のクライアント装置２に送信する。
【００７０】例えば、図７のように、要求元のクライア
ント装置を宛先とし、自装置を送信元とし、要求された
売り手ＩＤとその総合信用度ｃｒｅｄｉｔの対を含む返
答メッセージを作成して、通信網４を通じてサーバ装置
６に送信する。
【００７１】例えば、買い手Ｅから売り手ＩＤとして
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄが要求された場合、ｄｉｒｅｃｔとｗｅ
ｉｇｈｔの各テーブルの内容が図８のようであるとする
と、売り手ＩＤ＝Ａとｃｒｅｄｉｔ＝１８の対、売り手
ＩＤ＝Ｂとｃｒｅｄｉｔ＝１４の対、売り手ＩＤ＝Ｃと
ｃｒｅｄｉｔ＝４の対、売り手ＩＤ＝Ｄとｃｒｅｄｉｔ
＝７の対を含む返答メッセージを、買い手Ｅのクライア
ント装置２に送信する。
【００７２】なお、上記では、買い手ｘはサーバ装置２
に送信する要求メッセージ中に総合信用度を要求する買
い手ＩＤを個別に記載する例を示したが、この場合にお
いて、対象とする売り手すべてについての総合信用度ｃ
ｒｅｄｉｔを要求する場合には、買い手ＩＤとしてその
旨を示すコード（例えば買い手ＩＤ＝ＡＬＬ）を記載す
るようにしても良い。
【００７３】また、上記では、買い手ｘはサーバ装置２
に送信する要求メッセージ中に総合信用度を要求する買
い手ＩＤを個別に記載する例を示したが、その代わりに
要求メッセージ中に買い手ＩＤを記載せず、サーバ装置
２からは常に対象とする売り手すべてについての総合信
用度ｃｒｅｄｉｔを送信するようにしても良い。この場
合に、返答メッセージ中で、総合信用度ｃｒｅｄｉｔに
対応して売り手ＩＤを記載する代わりに、売り手ＩＤを
記載せず、総合信用度ｃｒｅｄｉｔを予め定められた売
り手順に並べて送信するようにしても良い。
【００７４】以上のように、買い手の機密情報を一般に
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開示することなく、該機密情報をもとにした買い手から
みた売り手の信用度を求めることができる。これによっ
て、健全なネットワークビジネスの発展に寄与すること
ができる。
【００７５】次に、本発明の第２の実施形態に係る分散
相互与信システムについて説明する。本実施形態は、前
述したように各売り手は自身のｄｉｒｅｃｔやｗｅｉｇ
ｈｔのデータは自サイトに格納し、要求元となる売り手
を起点および終点としてマジックナンバーを含んだ途中
計算結果を売り手間で次々とリレーすることにより、前
述した総合信用度ｃｒｅｄｉｔをネットワーク上で分散
して実行し、これによって要求元が所望の総合信用度ｃ
ｒｅｄｉｔを得られるようにした場合の一実施形態であ
る。
【００７６】図９に本実施形態に係る分散相互与信シス
テムの構成を示す。本システムは、複数のノード装置
（端末装置）１２とノード装置間を接続するための通信
網１４を備えている。
【００７７】ノード装置１２は、前述のあるグループに
属する買い手側の端末装置である。本実施形態では、１
つの買い手と１つのノード装置１２が対応するものとす
る。ここでは、買い手Ｅ，Ｆ，Ｇで１つのグループを形
成するものとする。図９には、買い手Ｅ，Ｆ，Ｇにそれ
ぞれ対応する３台のノード装置１２を示してある。な
お、１つのグループを形成するメンバーの数によって、
このノード装置の台数は変動する。
【００７８】通信網１４は、売り手と買い手が商取引の
ために情報通信するネットワークと同一のものであって
も良いし、別のネットワークであっても良い。例えば、
売り手と買い手が商取引のために情報通信するネットワ
ークがインターネットである場合に、通信網１４はイン
ターネットであっても良いし、他のいかなるネットワー
クであっても良い。なお、通信網１４は、少なくとも１
部または全部が無線によるネットワークであっても構わ
ない。
【００７９】なお、ノード装置１２間の通信には、暗号
通信を用いるのが好ましい。また、データの受け渡しに
際しては、通信相手が正当なものであることを認証する
のが好ましい。
【００８０】本実施形態では、直接取引信用度ｄｉｒｅ
ｃｔ（ｘ，ｙ）と重み係数ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｚ）は買
い手ｘのサイトに保持されているとし、これらは他のサ
イトから参照できないとする。そのために、例えば、各
ノード装置１２は、その買い手自身のｄｉｒｅｃｔとｗ
ｅｉｇｈｔのデータを、ネットワーク外部から取得され
ないように、アクセス不能な記憶装置に格納しおよび／
または暗号化して格納するものとする。
【００８１】また、各ノード装置では、例えば一定間隔
（例えば１日に１回あるいは１週間に１回）にデータを
更新し、あるいは随時データを更新するものとする。図

１０（ａ）と（ｂ）に買い手Ｅのノード装置１２の保持
する直接取引信用度ｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，ｙ）と重み係数
ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，ｚ）のデータをそれぞれ示す。
【００８２】図１１（ａ）と（ｂ）に買い手Ｆのノード
装置１２の保持する直接取引信用度ｉｎｄｉｒｅｃｔ
（Ｆ，ｙ）と重み係数ｗｅｉｇｈｔ（Ｆ，ｚ）のデータ
をそれぞれ示す。
【００８３】図１２（ａ）と（ｂ）に買い手Ｇのノード
装置１２の保持する直接取引信用度ｉｎｄｉｒｅｃｔ
（Ｇ，ｙ）と重み係数ｗｅｉｇｈｔ（Ｇ，ｚ）のデータ
をそれぞれ示す。
【００８４】なお、図１０～図１２の各テーブル中の数
値は、第１の実施形態における図８の各テーブル中の数
値と同様のものを示してある。以下、本実施形態に係る
各ノード装置１２の動作について説明する。
【００８５】なお、ここでは、図１５に例を示すように
送信元ノード装置を起点および終点とする１つのメッセ
ージ・リレー・ループを形成する例について説明する。
図１３（ａ）に本実施形態に係る送信元となるノード装
置（以下、送信元ノード装置）の動作の一例を、図１３
（ｂ）に本実施形態に係る送信元ノード装置以外のグル
ープメンバーのノード装置（以下、中継ノード装置）の
動作の一例を示す。
【００８６】まず、送信元ノード装置は、すべての中継
ノード装置に、途中計算結果を含むメッセージをリレー
すべき受信先（前段のノード装置）、送信先（後段のノ
ード装置）、マジックナンバー（ｋ）を乗じた重み係数
ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｚ）×ｋを含むメッセージを送信す
る（ステップＳ３１）。なお、受信先と送信先について
は、そのノード装置を特定可能な識別子でも良いし、そ
のノード装置のアドレスでも良い。
【００８７】図１４（ａ）に送信元ノード装置から各中
継ノード装置に送信するメッセージの一例を示す。マジ
ックナンバーｋは送信元ノード装置（買い手ｘ）以外で
はその値を知ることができないので、中継ノード（買い
手ｚ）ではｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｚ）×ｋからｗｅｉｇｈ
ｔ（ｘ，ｚ）の値を知ることはできない。すなわち、買
い手ｚは、買い手ｘからみた買い手ｚの評価結果に対す
る信用度を知ることはできない。
【００８８】次に、送信元ノード装置は、先頭の中継ノ
ード装置に、総合信用度を得たいｎ個（１または複数）
の売り手の売り手ＩＤと初期値としてマジックナンバー
αｉ（１～ｎ）を代入した中間結果との対を含むメッセ
ージを送信する（ステップＳ３２）。マジックナンバー
αｉは売り手ＩＤごとに設定するものとし、また各マジ
ックナンバーαｉは送信元ノード装置（買い手ｘ）以外
ではその値を知ることができないものとする。
【００８９】図１４（ｂ）にノード装置間で転送される
メッセージの一例を示す。次に、送信元ノード装置は、
最後尾の中継ノード装置からのメッセージの返送を待つ
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（ステップＳ３３）。
【００９０】一方、すべての中継ノード装置夫々は、ま
ず、送信元ノード装置から途中計算結果を含むメッセー
ジをリレーすべき受信先（前段のノード装置）、送信先
（後段のノード装置）、マジックナンバー（ｋ）を乗じ
た重み係数ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｚ）×ｋを含むメッセー
ジを送信し、各データを保持する（ステップＳ４１）。
【００９１】次に、各中継ノード装置は、指定された受
信先からのメッセージが到着するのを待つ（ステップＳ
４２）。そして、指定された受信先からの図１４（ｂ）
のようなメッセージを受信した中継ノード装置は、メッ
セージ中に記載されている売り手ＩＤに対応する直接取
引信用度ｄｉｒｅｃｔの値にステップＳ４１で受信した
ｗｅｉｇｈｔ×ｋを乗じたｗｅｉｇｈｔ×ｋ×ｄｉｒｅ
ｃｔをステップＳ４２で受信した中間結果に加え、これ
を新たな中間結果とする（ステップＳ４３）。
【００９２】そして、ステップＳ４３で求められた新た
な中間結果を含む図１４（ｂ）のようなメッセージを、
指定された送信先に送信する（ステップＳ４４）。この
ようにすると、最後尾の中継ノード装置から転送されて
きたメッセージに含まれるｉ番目の売り手に対応する中
間結果は、Σ  ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｚ）×ｋ×ｄｉｒｅ
ｃｔ（ｚ，ｙ）＋αｉ＝ｉｎｄｉｒｅｃｔｓ（ｘ，ｙ）
×ｋ＋αｉとなる。
【００９３】さて、送信元ノード装置は、自身を起点と
して中継ノード装置間で次々とリレーされ最後尾の中継
ノード装置から転送されてきたメッセージを受信する
と、受信したメッセージに含まれるｎ個の売り手につい
ての中間結果それぞれについて、まずマジックナンバー
α１～αｎのうち該当するものを減じ、次にマジックナ
ンバーｋで割ることによって、マジックナンバーｋやα
１～αｎ夫々の影響を除去して間接取引信用度ｉｎｄｉ
ｒｅｃｔｓ（ｘ，ｙ）を復元し、この間接取引信用度ｉ
ｎｄｉｒｅｃｔｓ（ｘ，ｙ）に重み係数を乗じた自身の
直接取引信用度ｗｅｉｇｈｔ（ｘ，ｘ）×ｄｉｒｅｃｔ
（ｘ，ｙ）を加えて（広義の）間接取引信用度ｉｎｄｉ
ｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）を求め、これと公的信用度ｐｕｂｌ
ｉｋ（ｙ）とをもとに、ｃｒｅｄｉｔ（ｘ，ｙ）＝Ｋ×
ｐｕｂｌｉｋ（ｙ）＋Ｌ×ｉｎｄｉｒｅｃｔ（ｘ，ｙ）
により、各売り手ｙについての総合信用度ｃｒｅｄｉｔ
（ｘ，ｙ）を求める（ステップＳ３４）。
【００９４】以上のようにすれば、マジックナンバー
ｋ，αｉの働きにより、送信元ノード装置では総合信用
度ｃｒｅｄｉｔを得ることができるが、送信元ノード装
置を含めてすべてのノード装置では他のノード装置に保
持されている（他の買い手の）ｗｅｉｇｈｔとｄｉｒｅ
ｃｔを中間結果から抽出することはできない、というよ
うにすることができる。
【００９５】以上のように、買い手の機密情報を開示す
ることなく、該機密情報をもとにした買い手からみた売

り手の信用度を求めることができる。これによって、健
全なネットワークビジネスの発展に寄与することができ
る。
【００９６】以下では、具体例を用いて本実施形態を説
明する。本具体例では、第１の実施形態と同じように、
買い手Ｅ，Ｆ，Ｇで１つのグループを形成し、売り手と
してＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを対象とするものとする。また、買
い手Ｅのノード装置を送信元ノード装置とする。
【００９７】図１５に本具体例に係るネットワーク上で
のメッセージの流れを示す。まず、ＥからＦへ、受信先
＝Ｅ、送信先＝Ｇ、重みｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）×ｋを
送るとともに（図１５中ｐ１）、ＥからＧへ、受信先＝
Ｆ、送信先＝Ｅ、重みｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｇ）×ｋを送
る（図１５中ｐ２）。図１６（ａ）にノードＥからノー
ドＦに送信するメッセージの一例を示す。また、図１６
（ｂ）にノードＥからノードＧに送信するメッセージの
一例を示す。
【００９８】なお、前述したように、ｋはマジックナン
バーであり、Ｅ以外のサイトでは値を知らない。したが
って、Ｆではｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）の値は分からず、
またＧではｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｇ）の値は分からない。
【００９９】次に、ＥからＦへ、中間結果としてｍａｇ
ｉｃ  ｎｕｍｂｅｒ（α１，α２，α３，α４）を送る
（図１５中ｐ３）。α１，α２，α３，α４はＥ以外の
サイトでは値を知らない。図１６（ｃ）にノードＥから
ノードＦに送信するメッセージの一例を示す。
【０１００】なお、ここでは、売り手Ａに対応する中間
結果をＲＡ、売り手Ｂに対応する中間結果をＲＢ、売り
手Ｃに対応する中間結果をＲＣ、売り手Ｄに対応する中
間結果をＲＤと表すものとする。
【０１０１】次に、Ｆでは受信した中間結果に直接取引
信用度×重みを加えてＧへ送る（図１５中ｐ４）。図１
６（ｄ）にノードＦからノードＧに送信するメッセージ
の一例を示す。
【０１０２】ここで、Ｆが送る売り手Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの
各々に対応する中間結果の値は次のようになる。
ＲＡ＝ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）×ｋ×ｄｉｒｅｃｔ
（Ｆ，Ａ）＋α１
ＲＢ＝ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）×ｋ×ｄｉｒｅｃｔ
（Ｆ，Ｂ）＋α２
ＲＣ＝ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）×ｋ×ｄｉｒｅｃｔ
（Ｆ，Ｃ）＋α３
ＲＤ＝ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）×ｋ×ｄｉｒｅｃｔ
（Ｆ，Ｄ）＋α４
次に、Ｇでは受信した中間結果に直接取引信用度×重み
を加えてＥに返す。図１６（ｅ）にノードＧからノード
Ｅに送信するメッセージの一例を示す。
【０１０３】ここで、Ｇが送る売り手Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの
各々に対応する中間結果の値は次のようになる。
ＲＡ＝ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｇ）×ｋ×ｄｉｒｅｃｔ
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（Ｇ，Ａ）＋ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）×ｋ×ｄｉｒｅｃ
ｔ（Ｆ，Ａ）＋α１
ＲＢ＝ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｇ）×ｋ×ｄｉｒｅｃｔ
（Ｇ，Ｂ）＋ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）×ｋ×ｄｉｒｅｃ
ｔ（Ｆ，Ｂ）＋α２
ＲＣ＝ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｇ）×ｋ×ｄｉｒｅｃｔ
（Ｇ，Ｃ）＋ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）×ｋ×ｄｉｒｅｃ
ｔ（Ｆ，Ｃ）＋α３
ＲＤ＝ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｇ）×ｋ×ｄｉｒｅｃｔ
（Ｇ，Ｄ）＋ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｆ）×ｋ×ｄｉｒｅｃ
ｔ（Ｆ，Ｄ）＋α４
次に、Ｅでは、受信データのマジックナンバーを元に戻
し、自分の直接取引信用度×重み係数を加えて最終結果
を得る。すなわち、以下のようになる。
ｉｎｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ａ）＝（（ＲＡ－α１）／ｋ）
＋ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｅ）×ｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ａ）
ｉｎｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ｂ）＝（（ＲＢ－α２）／ｋ）
＋ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｅ）×ｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ｂ）
ｉｎｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ｃ）＝（（ＲＣ－α３）／ｋ）
＋ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｅ）×ｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ｃ）
ｉｎｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ｄ）＝（（ＲＤ－α４）／ｋ）
＋ｗｅｉｇｈｔ（Ｅ，Ｅ）×ｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ｄ）
そして、得られたｉｎｄｉｒｅｃｔと公的信用度ｐｕｂ
ｌｉｋとをもとに、次のように各売り手ｙについての総
合信用度ｃｒｅｄｉｔ（ｘ，ｙ）を求める。
ｃｒｅｄｉｔ（Ｅ，Ａ）＝Ｋ×ｐｕｂｌｉｋ（Ｅ）＋Ｌ
×ｉｎｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ａ）
ｃｒｅｄｉｔ（Ｅ，Ｂ）＝Ｋ×ｐｕｂｌｉｋ（Ｅ）＋Ｌ
×ｉｎｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ｂ）
ｃｒｅｄｉｔ（Ｅ，Ｃ）＝Ｋ×ｐｕｂｌｉｋ（Ｅ）＋Ｌ
×ｉｎｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ｃ）
ｃｒｅｄｉｔ（Ｅ，Ｄ）＝Ｋ×ｐｕｂｌｉｋ（Ｅ）＋Ｌ
×ｉｎｄｉｒｅｃｔ（Ｅ，Ｄ）
ところで、上記では図１５に例を示すように送信元ノー
ド装置を起点および終点とする１つのメッセージ・リレ
ー・ループを形成する例について説明したが、送信元ノ
ード装置を起点および終点とする複数のメッセージ・リ
レー・ループを形成して総合信用度を求めるようにして
も良い。
【０１０４】この場合、１つのメッセージ・リレー・ル
ープに２以上の中継ノード装置が存在すること、および
１つの中継ノード装置は、ただ１つのメッセージ・リレ
ー・ループに属することが必要な条件となる。
【０１０５】また、この場合、上記した１つのメッセー
ジ・リレー・ループを形成する場合と相違する点は、送
信元ノード装置が、各メッセージ・リレー・ループにつ
いて、図１３（ａ）のステップＳ３１～ステップＳ３２
の手順を実行する点と、ステップＳ３４においてまず複
数の最後尾の中継ノード装置から転送された中間結果の
総和を求める手順が追加される点ち、総和から各メッセ

ージ・リレー・ループに対応するマジックナンバーを夫
々減ずる点である。なお、この中間結果の総和は、前述
した１つのメッセージ・リレー・ループを形成する場合
において最後尾の中継ノード装置から転送された中間結
果と等価であり、以降の手順は、前述した場合と同様で
ある。
【０１０６】中継ノード装置の手順は、図１３（ｂ）の
手順と同様である。なお、以上の説明において、公的信
用度の値を加算しないようにしても（公的信用度を用い
ないようにしても）構わない。
【０１０７】また、第１の実施形態および第２の実施形
態において、サーバ装置側で集中管理され（第１の実施
形態）あるいはノード装置側で分散管理される（第２の
実施形態）、ｄｉｒｅｃｔとｗｅｉｇｈｔのデータにつ
いて、各データを管理する装置はデータの更新履歴（例
えば、更新日時と更新後データの対、あるいは一定間隔
毎におけるその時点での全データの内容など）を保存
し、要求に応じて過去の総合信用度あるいは総合信用度
の経時変化の情報を求め、これを要求元が得られるよう
にしても良い。
【０１０８】また、第１の実施形態および第２の実施形
態において、相互与信を行うグループのメンバーあるい
は対象となる売り手の追加や削除については、第１の実
施形態においてはサーバ装置がこれを管理し、第２の実
施形態においては例えばメンバーの変更前後とも存在す
るいずれかのノード装置がホストとなってメンバーの追
加または削除を他のメンバーに通知する。
【０１０９】第１の実施形態においてメンバーの追加ま
たは削除がある場合、サーバ装置内ではｄｉｒｅｃｔの
テーブルとｗｅｉｇｈｔのテーブルが変更される。ま
た、メンバーの追加がある場合に、既存のクライアント
装置は、対応するｗｅｉｇｈｔの情報をサーバ装置に通
知する。
【０１１０】第１の実施形態において対象となる売り手
の追加または削除がある場合、サーバ装置内ではｄｉｒ
ｅｃｔのテーブルが変更される。また、メンバーの追加
がある場合に、クライアント装置は、対応するｄｉｒｅ
ｃｔの情報をサーバ装置に通知する。
【０１１１】第２の実施形態においてメンバーの追加ま
たは削除がある場合、ノード装置内ではｗｅｉｇｈｔの
テーブルが変更される。メンバーの追加がある場合に
は、対応するｗｅｉｇｈｔの情報を新たに設定する。
【０１１２】第２の実施形態において対象となる売り手
の追加または削除がある場合、ノード装置内ではｄｉｒ
ｅｃｔのテーブルが変更される。売り手の追加がある場
合に、ノード装置は、対応するｄｉｒｅｃｔの情報を新
たに設定する。
【０１１３】また、第１および第２の実施形態において
メンバーの追加または削除がある場合、総合信用度を用
いる際の定数Ｋ，Ｌを必要に応じて修正する。例えば、
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Ｌをｉｎｄｉｒｅｃｔの正規化のために用いている場合
には、グループのメンバー数に応じてＬを増減する。
【０１１４】なお、以上の各機能は、ソフトウェアとし
ても実現可能である。また、上記した各手順あるいは手
段をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録
した機械読取り可能な媒体として実施することもでき
る。本発明は、上述した実施の形態に限定されるもので
はなく、その技術的範囲において種々変形して実施する
ことができる。
【０１１５】
【発明の効果】本発明によれば、買い手の機密情報を開
示することなく、該機密情報をもとにした買い手からみ
た売り手の信用度を求めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る相互与信システ
ムの構成を示す図
【図２】売り手と買い手間および買い手間の信用度につ
いて説明するための図
【図３】本実施形態に係るクライアント装置の動作の一
例を示すフローチャート
【図４】クライアント装置からサーバ装置に送信する通
知メッセージの一例を示す図
【図５】クライアント装置からサーバ装置に送信する要
求メッセージの一例を示す図

【図６】本実施形態に係るサーバ装置の動作の一例を示
すフローチャート
【図７】サーバ装置からクライアント装置に送信する返
答メッセージの一例を示す図
【図８】データを管理するテーブルの一例を示す図
【図９】本発明の第２の実施形態に係る分散相互与信シ
ステムの構成を示す図
【図１０】データを管理するテーブルの一例を示す図
【図１１】データを管理するテーブルの一例を示す図
【図１２】データを管理するテーブルの一例を示す図
【図１３】本実施形態に係る送信元となるノード装置お
よび送信元となるノード装置以外のグループメンバーの
ノード装置の動作の一例を示すフローチャート
【図１４】送信元ノード装置から中継ノード装置に送信
するメッセージおよびノード装置間で転送されるメッセ
ージの一例を示す図
【図１５】メッセージの流れの具体例を示す図
【図１６】メッセージの具体例を示す図
【符号の説明】
２…クライアント装置（端末装置）
１２…ノード装置（端末装置）
４，１４…通信網
６…サーバ装置
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【図７】 【図８】
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【図３】 【図６】

【図９】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
【図１４】

【図１５】
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