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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ異なるカテゴリに属する複数の属性が規定されたコンテンツに基づいて、ネッ
トワークを介してユーザに所定の情報を提供するサーバ装置であって、
　前記ユーザ毎に、データベースに予め記憶された複数の前記コンテンツが前記ネットワ
ークを介して利用された利用回数をそれぞれ登録する登録手段と、
　所与のタイミングにて、前記カテゴリ毎及び各カテゴリにおける前記属性毎の少なくと
もいずれか一方のコンテンツの利用回数を、前記ユーザ毎に、集計する集計手段と、
　特定のユーザである特定ユーザの前記利用回数における集計結果と、他のユーザの前記
利用回数における集計結果と、に基づいて、前記特定ユーザに対する前記他のユーザとの
前記コンテンツの利用に関する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する算出手段と、
　前記算出された類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定し、当該特定した類似
度の算出に用いた前記他のユーザを、前記特定ユーザに推薦する推薦ユーザとして、特定
する特定手段と、
　前記特定された推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を前記特定ユーザに提供す
る提供手段と、
　を備え、
　前記類似度には、各ユーザの属性毎におけるコンテンツの利用回数に基づいて算出され
た興味類似度と、各ユーザのカテゴリ毎におけるコンテンツの利用回数と各ユーザの各カ
テゴリにおける１以上の利用回数を有する属性の種別数と、に基づいて算出された興味傾



(2) JP 6287295 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

向類似度と、が含まれており、
　前記算出手段が、
　　前記特定ユーザの各カテゴリにおける属性毎の利用回数と、前記他のユーザの各カテ
ゴリにおける属性毎の利用回数と、に基づいて所定の演算を実行し、前記特定ユーザにお
ける前記他のユーザに対する前記興味類似度をそれぞれ算出し、
　　前記特定ユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、前記他のユ
ーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、に基づいて所定の演算を実
行し、前記特定ユーザにおける前記他のユーザに対する前記興味傾向類似度をそれぞれ算
出し、
　　前記算出した興味類似度及び興味傾向類似度に基づいて、前記特定ユーザに対する前
記他のユーザとの類似度をそれぞれ算出する、サーバ装置。
【請求項２】
　それぞれ異なるカテゴリに属する複数の属性が規定されたコンテンツに基づいて、ネッ
トワークを介してユーザに所定の情報を提供するサーバ装置であって、
　前記ユーザ毎に、データベースに予め記憶された複数の前記コンテンツが前記ネットワ
ークを介して利用された利用回数をそれぞれ登録する登録手段と、
　所与のタイミングにて、前記カテゴリ毎及び各カテゴリにおける前記属性毎の少なくと
もいずれか一方のコンテンツの利用回数を、前記ユーザ毎に、集計する集計手段と、
　特定のユーザである特定ユーザの前記利用回数における集計結果と、他のユーザの前記
利用回数における集計結果と、に基づいて、前記特定ユーザに対する前記他のユーザとの
前記コンテンツの利用に関する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する算出手段と、
　前記算出された類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定し、当該特定した類似
度の算出に用いた前記他のユーザを、前記特定ユーザに推薦する推薦ユーザとして、特定
する特定手段と、
　前記特定された推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を前記特定ユーザに提供す
る提供手段と、
　を備え、
　前記類似度には、各ユーザのカテゴリ毎におけるコンテンツの利用回数と各ユーザの各
カテゴリにおける１以上の利用回数を有する属性の種別数と、に基づいて算出された類似
度が興味傾向類似度として含まれており、
　前記算出手段が、前記特定ユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数
と、前記他のユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、に基づいて
所定の演算を実行し、前記特定ユーザにおける前記他のユーザに対する前記興味傾向類似
度をそれぞれ算出する、サーバ装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のサーバ装置において、
　前記利用回数には、前記ユーザが前記データベースに記憶された各コンテンツを検索し
た検索回数、前記ユーザが当該各コンテンツを閲覧した閲覧回数、前記ユーザが当該各コ
ンテンツに対して評価した評価回数、及び、前記ユーザが当該各コンテンツに対してコメ
ントを投稿して登録した投稿回数の少なくともいずれかが含まれる、サーバ装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のサーバ装置において、
　前記集計手段が、コンテンツの利用に関する種別に基づいて予め定められた重み付けを
用いて前記ユーザ毎に当該コンテンツの利用回数を集計する、サーバ装置。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載のサーバ装置において、
　前記集計手段が、前記予め定められたタイミング前の所定期間内における利用回数を集
計する、サーバ装置。
【請求項６】
　それぞれ異なるカテゴリに属する複数の属性が規定されたコンテンツに基づいて、ネッ
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トワークを介してユーザに所定の情報を提供するコンピュータにおいて用いられるプログ
ラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記ユーザ毎に、データベースに予め記憶された複数の前記コンテンツが前記ネットワ
ークを介して利用された利用回数をそれぞれ登録する登録手段、
　所与のタイミングにて、前記カテゴリ毎及び各カテゴリにおける前記属性毎の少なくと
もいずれか一方のコンテンツの利用回数を、前記ユーザ毎に、集計する集計手段、
　特定のユーザである特定ユーザの前記利用回数における集計結果と、他のユーザの前記
利用回数における集計結果と、に基づいて、前記特定ユーザに対する前記他のユーザとの
前記コンテンツの利用に関する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する算出手段、
　前記算出された類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定し、当該特定した類似
度の算出に用いた前記他のユーザを、前記特定ユーザに推薦する推薦ユーザとして、特定
する特定手段、及び、
　前記特定された推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を前記特定ユーザに提供す
る提供手段、
　として機能させ、
　前記類似度には、各ユーザの属性毎におけるコンテンツの利用回数に基づいて算出され
た興味類似度と、各ユーザのカテゴリ毎におけるコンテンツの利用回数と各ユーザの各カ
テゴリにおける１以上の利用回数を有する属性の種別数と、に基づいて算出された興味傾
向類似度と、が含まれており、
　前記算出手段が、
　　前記特定ユーザの各カテゴリにおける属性毎の利用回数と、前記他のユーザの各カテ
ゴリにおける属性毎の利用回数と、に基づいて所定の演算を実行し、前記特定ユーザにお
ける前記他のユーザに対する前記興味類似度をそれぞれ算出し、
　　前記特定ユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、前記他のユ
ーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、に基づいて所定の演算を実
行し、前記特定ユーザにおける前記他のユーザに対する前記興味傾向類似度をそれぞれ算
出し、
　　前記算出した興味類似度及び興味傾向類似度に基づいて、前記特定ユーザに対する前
記他のユーザとの類似度をそれぞれ算出することを特徴とするプログラム。
【請求項７】
　それぞれ異なるカテゴリに属する複数の属性が規定されたコンテンツに基づいて、ネッ
トワークを介してユーザに所定の情報を提供するコンピュータにおいて用いられるプログ
ラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記ユーザ毎に、データベースに予め記憶された複数の前記コンテンツが前記ネットワ
ークを介して利用された利用回数をそれぞれ登録する登録手段、
　所与のタイミングにて、前記カテゴリ毎及び各カテゴリにおける前記属性毎の少なくと
もいずれか一方のコンテンツの利用回数を、前記ユーザ毎に、集計する集計手段、
　特定のユーザである特定ユーザの前記利用回数における集計結果と、他のユーザの前記
利用回数における集計結果と、に基づいて、前記特定ユーザに対する前記他のユーザとの
前記コンテンツの利用に関する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する算出手段、
　前記算出された類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定し、当該特定した類似
度の算出に用いた前記他のユーザを、前記特定ユーザに推薦する推薦ユーザとして、特定
する特定手段、及び、
　前記特定された推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を前記特定ユーザに提供す
る提供手段、
　として機能させ、
　前記類似度には、各ユーザのカテゴリ毎におけるコンテンツの利用回数と各ユーザの各
カテゴリにおける１以上の利用回数を有する属性の種別数と、に基づいて算出された類似
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度が興味傾向類似度として含まれており、
　前記算出手段が、前記特定ユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数
と、前記他のユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、に基づいて
所定の演算を実行し、前記特定ユーザにおける前記他のユーザに対する前記興味傾向類似
度をそれぞれ算出することを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　それぞれ異なるカテゴリに属する複数の属性が規定されたコンテンツに基づいて、ネッ
トワークを介してユーザに所定の情報を提供する情報提供方法であって、
　前記ユーザ毎に、データベースに予め記憶された複数の前記コンテンツが前記ネットワ
ークを介して利用された利用回数をそれぞれ登録する登録工程と、
　所与のタイミングにて、前記カテゴリ毎及び各カテゴリにおける前記属性毎の少なくと
もいずれか一方のコンテンツの利用回数を、前記ユーザ毎に、集計する集計工程と、
　特定のユーザである特定ユーザの前記利用回数における集計結果と、他のユーザの前記
利用回数における集計結果と、に基づいて、前記特定ユーザに対する前記他のユーザとの
前記コンテンツの利用に関する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する算出工程と、
　前記算出された類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定し、当該特定した類似
度の算出に用いた前記他のユーザを、前記特定ユーザに推薦する推薦ユーザとして、特定
する特定工程と、
　前記特定された推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を前記特定ユーザに提供す
る提供工程と、
　を含み、
　前記類似度には、各ユーザの属性毎におけるコンテンツの利用回数に基づいて算出され
た興味類似度と、各ユーザのカテゴリ毎におけるコンテンツの利用回数と各ユーザの各カ
テゴリにおける１以上の利用回数を有する属性の種別数と、に基づいて算出された興味傾
向類似度と、が含まれており、
　前記算出工程においては、
　　前記特定ユーザの各カテゴリにおける属性毎の利用回数と、前記他のユーザの各カテ
ゴリにおける属性毎の利用回数と、に基づいて所定の演算を実行し、前記特定ユーザにお
ける前記他のユーザに対する前記興味類似度をそれぞれ算出し、
　　前記特定ユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、前記他のユ
ーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、に基づいて所定の演算を実
行し、前記特定ユーザにおける前記他のユーザに対する前記興味傾向類似度をそれぞれ算
出し、
　　前記算出した興味類似度及び興味傾向類似度に基づいて、前記特定ユーザに対する前
記他のユーザとの類似度をそれぞれ算出することを特徴とする情報提供方法。
【請求項９】
　それぞれ異なるカテゴリに属する複数の属性が規定されたコンテンツに基づいて、ネッ
トワークを介してユーザに所定の情報を提供する情報提供方法であって、
　前記ユーザ毎に、データベースに予め記憶された複数の前記コンテンツが前記ネットワ
ークを介して利用された利用回数をそれぞれ登録する登録工程と、
　所与のタイミングにて、前記カテゴリ毎及び各カテゴリにおける前記属性毎の少なくと
もいずれか一方のコンテンツの利用回数を、前記ユーザ毎に、集計する集計工程と、
　特定のユーザである特定ユーザの前記利用回数における集計結果と、他のユーザの前記
利用回数における集計結果と、に基づいて、前記特定ユーザに対する前記他のユーザとの
前記コンテンツの利用に関する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する算出工程と、
　前記算出された類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定し、当該特定した類似
度の算出に用いた前記他のユーザを、前記特定ユーザに推薦する推薦ユーザとして、特定
する特定工程と、
　前記特定された推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を前記特定ユーザに提供す
る提供工程と、
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　を含み、
　前記類似度には、各ユーザのカテゴリ毎におけるコンテンツの利用回数と各ユーザの各
カテゴリにおける１以上の利用回数を有する属性の種別数と、に基づいて算出された類似
度が興味傾向類似度として含まれており、
　前記算出工程においては、
　　前記特定ユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、前記他のユ
ーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、に基づいて所定の演算を実
行し、前記特定ユーザにおける前記他のユーザに対する前記興味傾向類似度をそれぞれ算
出することを特徴とする情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット上に構築された、仮想空間において人物間の交流を支援する
サービスを提供するサーバ装置、プログラム、及び、情報提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）などのネットワーク技術の発展及びス
マートフォンなどに代表される携帯型情報通信端末装置の進歩に伴い、仮想空間上におけ
るコミュニケーションツールとしてソーシャルネットワーキングサービス（以下、「ＳＮ
Ｓ」と略称する。）又は電子掲示板に代表されるインターネットコミュニティが普及し、
利用者（以下、「ユーザ」という。）の数も年々増加している。
【０００３】
　例えば、ＳＮＳは、ＷＷＷなどのネットワーク上の仮想空間において、ユーザが自身の
経歴及び顔写真の他に、お気に入りの写真、趣味嗜好、日記、勤務先、職業、居住地等の
各情報（以下、「ユーザ情報」という。）、を公開すること、公開した情報を他人と共有
すること、及び、公開した情報に基づいて友人を募り、交流を深めるツールとして用いる
ことができるようになっている。また、最近では、ＳＮＳは、動画像、静止画像、音楽ま
たはゲームなど各種のデータ及びニュースその他の情報の共有をも手軽に行えるように構
成されている。
【０００４】
　このようなネットワークザービスにおいては、ユーザ同士のコミュニケーションを活性
化する機能を有し、コミュニケーションの「きっかけ」を与えるための情報として、ユー
ザに関する情報とコミュニケーションの履歴に基づいて、ユーザの特性を抽出し、その情
報を提供するものが知られている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２３５１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されたシステムにあっては、画一的な情報である
ため、ユーザ特性の情報だけでは、各ユーザにおいて自己の嗜好性又は感性が一致又は類
似しているか否かを判断することは難しく、持続的なコミュニケーションを構築するため
の情報としては利用できない場合も多い。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、ユーザ同士の
積極的、かつ、持続的なコミュニケーションを構築させるとともに、ネットワークサービ
スの利用価値を高め、かつ、ネットワーク上のユーザ間のコミュニケーションの活性化、
及び、仮想空間又は現実空間におけるユーザ間の交流を支援することが可能なサーバ装置
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等を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）上述した課題を解決するため、本発明のサーバ装置は、それぞれ異なるカテゴリ
に属する複数の属性が規定されたコンテンツに基づいて、ネットワークを介してユーザに
所定の情報を提供するサーバ装置であって、前記ユーザ毎に、データベースに予め記憶さ
れた複数の前記コンテンツが前記ネットワークを介して利用された利用回数をそれぞれ登
録する登録手段と、所与のタイミングにて、前記カテゴリ毎及び各カテゴリにおける前記
属性毎の少なくともいずれか一方のコンテンツの利用回数を、前記ユーザ毎に、集計する
集計手段と、特定のユーザである特定ユーザの前記利用回数における集計結果と、他のユ
ーザの前記利用回数における集計結果と、に基づいて、前記特定ユーザに対する前記他の
ユーザとの前記コンテンツの利用に関する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する算出
手段と、前記算出された類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定し、当該特定し
た類似度の算出に用いた前記他のユーザを、前記特定ユーザに推薦する推薦ユーザとして
、特定する特定手段と、前記特定された推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を前
記特定ユーザに提供する提供手段と、を備える構成を有している。
【０００９】
　この構成により、本発明のサーバ装置は、ユーザのコンテンツに関する利用回数に基づ
いて、特定ユーザに対する他のユーザとのコンテンツの利用に関する類似傾向を類似度と
して数値化することができるとともに、例えば、当該類似度の数値が高いなどの所定の条
件を有する類似度に基づいて、特定ユーザと興味や当該興味を抱く傾向が類似するユーザ
を当該特定ユーザに推薦することができるので、特定ユーザにおける推薦ユーザとの交流
の発展に寄与することができる。
【００１０】
　したがって、本発明のサーバ装置は、ユーザ同士の積極的、かつ、持続的なコミュニケ
ーションを構築させるとともに、ネットワークサービスの利用価値を高め、かつ、ネット
ワーク上のユーザ間のコミュニケーションの活性化、及び、仮想空間又は現実空間におけ
るユーザ間の交流を支援することができる。
【００１１】
　（２）また、本発明のサーバ装置は、前記類似度には、各ユーザの属性毎におけるコン
テンツの利用回数に基づいて算出された興味類似度と、各ユーザのカテゴリ毎におけるコ
ンテンツの利用回数と各ユーザの各カテゴリにおける１以上の利用回数を有する属性の種
別数と、に基づいて算出された興味傾向類似度と、が含まれており、前記算出手段が、前
記特定ユーザの各カテゴリにおける属性毎の利用回数と、前記他のユーザの各カテゴリに
おける属性毎の利用回数と、に基づいて所定の演算を実行し、前記特定ユーザにおける前
記他のユーザに対する前記興味類似度をそれぞれ算出し、前記特定ユーザの各カテゴリに
おける利用回数及び前記属性の種別数と、前記他のユーザの各カテゴリにおける利用回数
及び前記属性の種別数と、に基づいて所定の演算を実行し、前記特定ユーザにおける前記
他のユーザに対する前記興味傾向類似度をそれぞれ算出し、前記算出した興味類似度及び
興味傾向類似度に基づいて、前記特定ユーザに対する前記他のユーザとの類似度をそれぞ
れ算出する、構成を有している。
【００１２】
　この構成により、本発明のサーバ装置は、特定ユーザに対する他のユーザとのコンテン
ツの利用に関する興味度合いの類似度、及び、当該コンテンツの利用に関する興味傾向の
類似度を算出することができるので、特定ユーザと興味が類似し、かつ、当該興味を抱く
傾向が類似するという双方の観点からユーザを当該特定ユーザに推薦することができる。
【００１３】
　（３）また、本発明のサーバ装置は、前記類似度には、各ユーザの属性毎におけるコン
テンツの利用回数に基づいて算出された類似度が興味類似度として含まれており、前記算
出手段が、前記特定ユーザの各カテゴリにおける属性毎の利用回数と、前記他のユーザの
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各カテゴリにおける属性毎の利用回数と、に基づいて所定の演算を実行し、前記特定ユー
ザにおける前記他のユーザに対する前記興味類似度をそれぞれ算出する、構成を有しても
よい。
【００１４】
　この構成により、本発明のサーバ装置は、特定ユーザに対する他のユーザとのコンテン
ツの利用に関する興味度合いの類似度を算出することができるので、特定ユーザと興味が
類似するユーザを当該特定ユーザに推薦することができる。
【００１５】
　（４）また、本発明のサーバ装置は、前記類似度には、各ユーザのカテゴリ毎における
コンテンツの利用回数と各ユーザの各カテゴリにおける１以上の利用回数を有する属性の
種別数と、に基づいて算出された類似度が興味傾向類似度として含まれており、前記算出
手段が、前記特定ユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、前記他
のユーザの各カテゴリにおける利用回数及び前記属性の種別数と、に基づいて所定の演算
を実行し、前記特定ユーザにおける前記他のユーザに対する前記興味傾向類似度をそれぞ
れ算出する、構成を有していてもよい。
【００１６】
　この構成により、本発明のサーバ装置は、特定ユーザに対する他のユーザとのコンテン
ツの利用に関する興味度合いの類似度を算出することができるので、特定ユーザと興味を
抱く傾向が類似するユーザを当該特定ユーザに推薦することができる。
【００１７】
　（５）また、本発明のサーバ装置は、前記利用回数には、前記ユーザが前記データベー
スに記憶された各コンテンツを検索した検索回数、前記ユーザが当該各コンテンツを閲覧
した閲覧回数、前記ユーザが当該各コンテンツに対して評価した評価回数、及び、前記ユ
ーザが当該各コンテンツに対してコメントを投稿して登録した投稿回数の少なくともいず
れかが含まれる、構成を有している。
【００１８】
　この構成により、本発明のサーバ装置は、コンテンツの検索、閲覧、評価及び投稿に基
づいて特定ユーザに推薦する推薦ユーザを特定することができるので、コンテンツの興味
や当該興味の傾向が類似するユーザを特定ユーザに的確に推薦することができる。
【００１９】
　（６）また、本発明のサーバ装置は、前記集計手段が、コンテンツの利用に関する種別
に基づいて予め定められた重み付けを用いて前記ユーザ毎に当該コンテンツの利用回数を
集計する、構成を有している。
【００２０】
　この構成により、本発明のサーバ装置は、より興味を持ったコンテンツを、当該コンテ
ンツの利用回数に反映させることができるので、コンテンツの興味や当該興味の傾向が類
似するユーザを特定ユーザに的確に推薦することができる。
【００２１】
　（７）また、本発明のサーバ装置は、前記集計手段が、前記予め定められたタイミング
前の所定期間内における利用回数を集計する、構成を有している。
【００２２】
　この構成により、本発明のサーバ装置は、各ユーザの最新の興味や当該興味の傾向に類
似するユーザを特定ユーザに的確に推薦することができる。
【００２３】
　（８）上述した課題を解決するため、本発明のプログラムは、それぞれ異なるカテゴリ
に属する複数の属性が規定されたコンテンツに基づいて、ネットワークを介してユーザに
所定の情報を提供するコンピュータにおいて用いられるプログラムであって、前記コンピ
ュータを、前記ユーザ毎に、データベースに予め記憶された複数の前記コンテンツが前記
ネットワークを介して利用された利用回数をそれぞれ登録する登録手段、所与のタイミン
グにて、前記カテゴリ毎及び各カテゴリにおける前記属性毎の少なくともいずれか一方の
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コンテンツの利用回数を、前記ユーザ毎に、集計する集計手段、特定のユーザである特定
ユーザの前記利用回数における集計結果と、他のユーザの前記利用回数における集計結果
と、に基づいて、前記特定ユーザに対する前記他のユーザとの前記コンテンツの利用に関
する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する算出手段、前記算出された類似度の中から
所定の条件を有する類似度を特定し、当該特定した類似度の算出に用いた前記他のユーザ
を、前記特定ユーザに推薦する推薦ユーザとして、特定する特定手段、及び、前記特定さ
れた推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を前記特定ユーザに提供する提供手段、
として機能させる構成を有している。
【００２４】
　この構成により、本発明のプログラムは、ユーザのコンテンツに関する利用回数に基づ
いて、特定ユーザに対する他のユーザとのコンテンツの利用に関する類似傾向を類似度と
して数値化することができるとともに、例えば、当該類似度の数値が高いなどの所定の条
件を有する類似度に基づいて、特定ユーザと興味や当該興味を抱く傾向が類似するユーザ
を当該特定ユーザに推薦することができるので、特定ユーザにおける推薦ユーザとの交流
の発展に寄与することができる。
【００２５】
　したがって、本発明のプログラムは、ユーザ同士の積極的、かつ、持続的なコミュニケ
ーションを構築させるとともに、ネットワークサービスの利用価値を高め、かつ、ネット
ワーク上のユーザ間のコミュニケーションの活性化、及び、仮想空間又は現実空間におけ
るユーザ間の交流を支援することができる。
【００２６】
　（９）上述した課題を解決するため、本発明の情報提供方法は、それぞれ異なるカテゴ
リに属する複数の属性が規定されたコンテンツに基づいて、ネットワークを介してユーザ
に所定の情報を提供する情報提供方法であって、前記ユーザ毎に、データベースに予め記
憶された複数の前記コンテンツが前記ネットワークを介して利用された利用回数をそれぞ
れ登録する登録工程と、所与のタイミングにて、前記カテゴリ毎及び各カテゴリにおける
前記属性毎の少なくともいずれか一方のコンテンツの利用回数を、前記ユーザ毎に、集計
する集計工程と、特定のユーザである特定ユーザの前記利用回数における集計結果と、他
のユーザの前記利用回数における集計結果と、に基づいて、前記特定ユーザに対する前記
他のユーザとの前記コンテンツの利用に関する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する
算出工程と、前記算出された類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定し、当該特
定した類似度の算出に用いた前記他のユーザを、前記特定ユーザに推薦する推薦ユーザと
して、特定する特定工程と、前記特定された推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報
を前記特定ユーザに提供する提供工程と、を含む構成を有している。
【００２７】
　この構成により、本発明の情報提供方法は、ユーザのコンテンツに関する利用回数に基
づいて、特定ユーザに対する他のユーザとのコンテンツの利用に関する類似傾向を類似度
として数値化することができるとともに、例えば、当該類似度の数値が高いなどの所定の
条件を有する類似度に基づいて、特定ユーザと興味や当該興味を抱く傾向が類似するユー
ザを当該特定ユーザに推薦することができるので、特定ユーザにおける推薦ユーザとの交
流の発展に寄与することができる。
【００２８】
　したがって、本発明の情報提供方法は、ユーザ同士の積極的、かつ、持続的なコミュニ
ケーションを構築させるとともに、ネットワークサービスの利用価値を高め、かつ、ネッ
トワーク上のユーザ間のコミュニケーションの活性化、及び、仮想空間又は現実空間にお
けるユーザ間の交流を支援することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明のサーバ装置、プログラム、及び、情報提供方法は、特定ユーザに対する他のユ
ーザとのコンテンツの利用に関する類似傾向を類似度として数値化することができるとと
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もに、例えば、当該類似度の数値が高いなどの所定の条件を有する類似度に基づいて、特
定ユーザと興味や当該興味を抱く傾向が類似するユーザを当該特定ユーザに推薦すること
ができるので、特定ユーザにおける推薦ユーザとの交流の機会を創出することができるの
で、ネットワーク上のユーザ間のコミュニケーションを活性化させつつ、仮想空間又は現
実空間におけるユーザ間の交流を支援することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態における通信システムの構成を示すシステム構成図である。
【図２】一実施形態における通信システムの動作概要を示す概念図である。
【図３】一実施形態における通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図４】一実施形態のアプリケーション実行部においてアップロードするカタログコンテ
ンツデータの一例を示す図である。
【図５】一実施形態のアプリケーション実行部におけるカタログコンテンツを検索する際
の処理を説明するための図である。
【図６】一実施形態のアプリケーション実行部におけるカタログコンテンツの閲覧又は当
該カタログコンテンツへの評価若しくはコメント情報の投稿を実行する際の処理を説明す
るための図である。
【図７】一実施形態における情報提供サーバ装置の構成を示すブロック図である。
【図８】一実施形態における情報提供サーバ装置内のＳＮＳユーザ管理ＤＢに記録される
データの一例を示す図である。
【図９】一実施形態における情報提供サーバ装置内のカタログコンテンツＤＢに記録され
るデータの一例を示す図である。
【図１０】一実施形態における情報提供サーバ装置内のコメントＤＢに記録されるデータ
の一例を示す図である。
【図１１】一実施形態における情報提供サーバ装置内の利用履歴ＤＢに記録されるデータ
の一例を示す図である。
【図１２】一実施形態の推薦情報特定配信処理部において生成される興味ベクトルの一例
を示す図である。
【図１３】一実施形態の推薦情報特定配信処理部において生成される興味傾向ベクトルの
一例を示す図である。
【図１４】一実施形態の通信システムにおいて実行される推薦情報特定配信処理を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の実施形態
は、通信端末装置と、当該通信端末装置とネットワークを介して接続されるサーバ装置と
、を有する通信システムに対し、本発明に係る、サーバ装置、プログラム及び通信方法を
適用した場合の実施形態である。
【００３２】
［１］通信システムの構成及び概要
　まず、図１及び図２の各図を用いて本実施形態における通信システム１の構成及び概要
について説明する。なお、図１は、本実施形態における通信システム１の構成を示すシス
テム構成図であり、図２は、本実施形態における通信システム１の動作概要を示す概念図
である。また、図が煩雑になることを防止するために、図１及び図２においては、一部の
ユーザのみを示している。すなわち、実際の通信システム１においては、表示するよりも
多数のユーザ、及び、通信端末装置が存在している。さらに、図１及び図２は、現実空間
ＲＳを概念的に示しており、ＳＮＳのユーザが現実空間ＲＳ上に存在している状況を概念
的に示している。
【００３３】
　本実施形態の通信システム１は、ヘアカタログ、料理カタログ、商品カタログ又は図鑑
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などの少なくとも写真や図の画像を有するコンテンツであって、対象となる画像について
それぞれ異なるカテゴリに属する複数の属性が規定された複数のコンテンツ（以下、「カ
タログコンテンツ」ともいう。）を、ＳＮＳにおけるコミュニケーションツールとして利
用するためのシステムである。
【００３４】
　特に、本実施形態の通信システム１は、ユーザのお気に入りの画像（静止画又は動画）
、趣味嗜好、又は、日記等のＳＮＳ用の通常のコンテンツ（以下、「ＳＮＳコンテンツ」
という。）を他のユーザに閲覧可能に投稿し、かつ、投稿した情報に他のユーザが評価又
はコメントその他の情報を投稿することが可能なＳＮＳを提供するためのシステムである
。
【００３５】
　そして、本実施形態の通信システム１は、このように提供されるＳＮＳの各種の機能を
用いることによって、
（１）カタログコンテンツとなるコンテンツの投稿（すなわち、カタログコンテンツのデ
ータ（以下、「カタログコンテンツデータ」又は単に「コンテンツデータ」という。）の
アップロード及び登録）、
（２）各ユーザにおいて閲覧を希望するカタログコンテンツの検索及びその閲覧
（３）カタログコンテンツを含む閲覧したカタログコンテンツの履歴（以下、「閲覧履歴
」ともいう。）の閲覧履歴データとしての登録、
（４）登録されたカタログコンテンツに対する他のユーザのコメントの投稿（すなわち、
コメントデータのアップロード及びその登録）及びその履歴の登録、
（５）登録されたカタログコンテンツに対する他のユーザの評価（すなわち、評価データ
の登録）及びその履歴の登録
を実行し、カタログコンテンツの利用に関する各種の情報（以下、「利用情報」という。
）を収集することができるようになっている。
【００３６】
　そして、本実施形態の通信システム１は、収集した利用情報に基づいて各ユーザに対し
て感性やその傾向が類似するユーザ（以下、「類似ユーザ」ともいう。）を推薦し、その
結果、ユーザ同士のコミュニケーションを活性化させることができるようになっている。
【００３７】
　最近では、自己の成長を促し、かつ、自己の視野を広げる可能性を有するユーザとのコ
ミュニケーションを図る手段としてもネットワークが注目されているものの、このような
ユーザを検索する検索手法又は当該ユーザとのマッチングを行うマッチング手法において
は確立されていない。
【００３８】
　その一方、自己の趣味趣向、嗜好性、又は、感性に近いユーザからは、種々の刺激を受
け、また、その影響を受けやすく、かつ、当該ユーザに共感を得ることが多い。特に、感
性が類似するユーザからは、趣味及び嗜好が類似するため、各種の情報や世界観の共有の
他に、当該ユーザから発信される情報によって自己の視野を広げること及び自己の成長を
促す可能性が高い。
【００３９】
　そこで、本実施形態の通信システム１においては、各ユーザのカタログコンテンツに関
する利用情報（具体的には、後述する利用回数）に基づいて、取得希望ユーザに対する他
のユーザとの類似傾向を類似度として数値化することによって、取得希望ユーザと興味や
当該興味を抱く傾向が類似するユーザを当該取得希望ユーザに推薦するようになっており
、取得希望ユーザにおける推薦ユーザとの交流の機会を創出することができるとともに、
その結果、ネットワーク上のユーザ間のコミュニケーションを活性化させつつ、仮想空間
又は現実空間におけるユーザ間の交流を支援することができるようになっている。
【００４０】
　なお、本実施形態においては、カタログコンテンツについては、ＳＮＳのユーザが投稿
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することによって提供するようになっているが、ＳＮＳの管理者又はＳＮＳを利用する事
業者など提供者によって予め登録されていてもよい。ただし、本実施形態では、カタログ
コンテンツについては、ユーザが投稿することによって提供するものとして説明する。
【００４１】
　具体的には、本実施形態の通信システム１は、図１に示すように、ユーザによって所持
される複数の通信端末装置１０と、ネットワーク２０と、基地局ＢＳを介して接続される
通信端末装置１０に推薦ユーザに関する情報（以下、「推薦情報」という。）を提供する
情報提供サーバ装置３０と、から構成される。
【００４２】
　なお、ネットワーク２０は、例えば、携帯電話網を含む公衆電話網と、ＩＰ（Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ネットワークが相互接続されて構成される。ただし、当該
ネットワーク２０の構成は、これに限られない。
【００４３】
　通信端末装置１０は、撮像機能を有し、例えば、携帯型音楽プレーヤー、携帯型ゲーム
機、タブレット型情報端末装置、スマートフォン、又は、携帯用電話機等のユーザによっ
て携帯可能な通信端末装置である。そして、通信端末装置１０は、基地局ＢＳを介してネ
ットワーク２０に接続される。
【００４４】
　また、通信端末装置１０は、ＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇ
ｕａｇｅ）等のマークアップ言語によって記述されているＷＷＷシステム用のリソースデ
ータと、当該リソースデータのネットワークアドレスを示す固有のＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒ
ｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）とを用いつつ、情報提供サーバ装置３０とのデ
ータ通信を行うブラウジング機能を有している。
【００４５】
　具体的には、通信端末装置１０は、ブラウジング機能を用いて、情報提供サーバ装置３
０から受信したリソースデータによって構成される各種のコンテンツ（カタログコンテン
ツを含む）を、ユーザが閲覧可能に表示するとともに、基地局ＢＳ及びネットワーク２０
を介して情報提供サーバ装置３０と通信接続しつつ、情報提供サーバ装置３０からＳＮＳ
の各種のサービス提供を受けることができるようになっている。
【００４６】
　特に、通信端末装置１０は、図２に示すように、ＳＮＳの各種の機能と、撮像機能、ブ
ラウジング機能及びユーザの操作と、に基づいて、情報提供サーバ装置３０にアクセスし
、ユーザ（以下、「利用ユーザ」ともいう。）における
（１）画像を有するカタログコンテンツの投稿、
（２）既に投稿されたカタログコンテンツの検索及びその閲覧、
（３）既に登録されたカタログコンテンツに対するコメントの投稿、並びに、
（４）既に登録されたカタログコンテンツ対する評価
を含むカタログコンテンツの利用（図２の（１））に関する各種の処理を実行することが
できるように構成されている。
【００４７】
　情報提供サーバ装置３０は、ＳＮＳの各サービスを提供するために用いられるサーバ装
置である。そして、情報提供サーバ装置３０は、ＤＢを有し、ＳＮＳの各ユーザが所持す
る通信端末装置１０を介して入力されたユーザ指示に基づいて、通信端末装置１０と連携
しつつ、予めＤＢに登録されたカタログコンテンツに基づいて、カタログコンテンツの利
用に関する各種の処理を実行するように構成されている。
【００４８】
　また、情報提供サーバ装置３０は、図２に示すように、所与のタイミング（例えば、任
意のユーザ（以下、「取得希望ユーザ」ともいう。）から推薦情報の取得要求を受信した
タイミング（図２の（２））において、所定の演算処理を実行することによって、取得希
望ユーザ以外の他のユーザ（以下、「対象ユーザ」という。）の中から、当該取得希望ユ
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ーザに推薦すべき推薦ユーザを特定してその情報を配信する処理（以下、「推薦情報特定
配信処理」という。）を実行する（図２の（３））ことが可能な構成を有している。
【００４９】
　特に、情報提供サーバ装置３０は、推薦情報特定配信処理としては、
（１）所与のタイミングにて、カテゴリ毎及び各カテゴリにおける属性毎の少なくともい
ずれか一方のカタログコンテンツの利用回数を、ユーザ毎に、集計し、
（２）特定のユーザ（以下、「特定ユーザ」ともいう。）となる取得希望ユーザの利用回
数における集計結果と、他のユーザの利用回数における集計結果と、に基づいて、取得希
望ユーザに対する他のユーザとのコンテンツの利用に関する類似傾向を類似度としてそれ
ぞれ算出し、
（３）算出した類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定するとともに、当該特定
した類似度の算出に用いた対象ユーザを、取得希望ユーザに推薦する推薦ユーザとして、
特定し、
（４）特定した推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を取得希望ユーザに提供する
、
構成を有している。
【００５０】
　特に、本実施形態の類似度には、各ユーザの属性毎におけるコンテンツの利用回数に基
づいて算出された興味類似度と、各ユーザのカテゴリ毎におけるコンテンツの利用回数と
各ユーザの各カテゴリにおける１以上の利用回数を有する属性の種別数と、に基づいて算
出された興味傾向類似度と、が含まれている。
【００５１】
　そして、情報提供サーバ装置３０は、（４）の処理としては、
（４Ａ）取得希望ユーザの各カテゴリにおける属性毎の利用回数と、他のユーザの各カテ
ゴリにおける属性毎の利用回数と、に基づいて所定の演算を実行し、取得希望ユーザにお
ける対象ユーザに対する興味類似度をそれぞれ算出し、
（４Ｂ）取得希望ユーザの各カテゴリにおける利用回数及び属性の種別数と、各対象ユー
ザの各カテゴリにおける利用回数及び属性の種別数と、に基づいて所定の演算を実行し、
特定ユーザにおける他のユーザに対する前記興味傾向類似度をそれぞれ算出し、
（４Ｃ）算出した興味類似度及び興味傾向類似度に基づいて、取得希望ユーザに対する対
象ユーザとの類似度をそれぞれ算出する、
構成を有している。
【００５２】
　なお、本実施形態においては、情報提供サーバ装置３０は、（４Ａ）の処理又は（４Ｂ
）の処理にいずれか一方のみよって類似度を算出してもよい。
【００５３】
　また、本実施形態においては、画像を含む各コンテンツは、それぞれ異なるカテゴリ（
例えば、後述するヘアカタログにおいては、「髪の長さ」、「髪の色」又は「毛量」など
）に属する複数の属性（例えば、後述するヘアカタログにおいては、カテゴリが「髪の長
さ」の場合には、「ショート」や「ロング」及びカテゴリが「髪の色」の場合には、「ブ
ラウン系」や「ブラック系」など）が規定されており、各ユーザは、各属性を指定するこ
とによって各コンテンツを検索することができるようになっている。
【００５４】
　このような構成により、本実施形態の通信システム１においては、ユーザのコンテンツ
に関する利用回数に基づいて、取得希望ユーザに対する対象ユーザとのコンテンツの利用
に関する類似傾向を類似度として数値化することができるとともに、例えば、当該類似度
の数値が高いなどの所定の条件を有する類似度に基づいて、取得希望ユーザと興味や当該
興味を抱く傾向が類似する対象ユーザを当該取得希望ユーザに推薦することができるので
、取得希望ユーザにおける推薦ユーザとの交流の発展に寄与することができるようになっ
ている。
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【００５５】
　そして、本実施形態の通信システム１においては、ユーザ同士の積極的、かつ、持続的
なコミュニケーションを構築させるとともに、ネットワークサービスの利用価値を高め、
かつ、ネットワーク上のユーザ間のコミュニケーションの活性化、及び、仮想空間又は現
実空間におけるユーザ間の交流を支援することができるようになっている。
【００５６】
［２］通信端末装置
　次に、図３～図６の各図を用いて本実施形態の各通信端末装置１０の構成について説明
する。なお、図３は、本実施形態の通信端末装置１０の構成を示す構成図であり、図４は
、本実施形態のアプリケーション実行部１３０においてアップロードするカタログコンテ
ンツデータの一例を示す図である。また、図５は、本実施形態のアプリケーション実行部
１３０におけるカタログコンテンツを検索する際の処理を説明するための図であり、図６
は、本実施形態のアプリケーション実行部１３０におけるカタログコンテンツの閲覧又は
当該カタログコンテンツへの評価若しくはコメント情報の投稿を実行する際の処理を説明
するための図である。
【００５７】
　本実施形態の通信端末装置１０は、図３に示すように、記録部１００と、基地局ＢＳを
介してネットワーク２０に接続するネットワーク通信部１１０と、種々のアプリケーショ
ンを実行するアプリケーション実行部１３０と、を有している。
【００５８】
　また、通信端末装置１０は、所定の画像を表示する表示部１４０と、表示部１４０を制
御する表示制御部１５０と、カメラモジュールとして機能する撮像部１６０と、ユーザの
操作を受け付ける操作部１７０と、装置全体を管理制御する端末管理制御部１８０と、を
有している。
【００５９】
　なお、上記の各部は、バスＢによって相互に接続され、各構成要素間におけるデータの
転送が実行される。
【００６０】
　記録部１００は、例えば、ハードディスクドライブ（以下、「ＨＤＤ」と略す。）、又
は、ＮＡＮＤ型若しくはＮＯＲ型等の不揮発性フラッシュメモリによって構成される。ま
た、記録部１００は、アプリケーション実行部１３０、撮像部１６０及び端末管理制御部
１８０のワークエリアとしてＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）及び
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）も含まれる。
【００６１】
　具体的には、記録部１００は、アプリケーション記録部１０１と、ＳＮＳ利用管理デー
タ記録部１０２と、画像情報記録部１０３と、を少なくとも含む。
【００６２】
　アプリケーション記録部１０１には、アプリケーション実行部１３０、撮像部１６０、
及び、端末管理制御部１８０によって実行される様々なアプリケーションプログラム（以
下「アプリ」という。）が記録されている他に、上記ブラウジング機能を実現するための
プログラム（すなわち、ブラウザ）も記録されている。
【００６３】
　ＳＮＳ利用管理データ記録部１０２には、当該通信端末装置１０のユーザがＳＮＳのサ
ービス提供を受ける際に必要となる各種の管理データ（以下、「ＳＮＳ管理データ」とい
う。）が記録される。
【００６４】
　例えば、ＳＮＳ利用管理データ記録部１０２には、ＳＮＳ管理データとして、例えば、
ＳＮＳのサイトに対応するＵＲＬと、当該ユーザが利用している電子メールのメールアド
レスと、当該ユーザのアカウント及び上記ユーザＩＤと、ログイン用のパスワード（すな
わち、ログインパスワード）と、が記録されている。ただし、これらの情報が記録されず
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に、ＳＮＳへのログイン時に、これらの情報が操作部１７０を介して入力されてもよい。
【００６５】
　画像情報記録部１０３には、撮像部１６０で撮像された画像の画像データ又はネットワ
ーク通信部１１０を介して外部から取得した画像の画像データが画像情報として記録され
る。
【００６６】
　ネットワーク通信部１１０は、基地局ＢＳの準拠する通信規格により、基地局ＢＳと無
線通信チャネルを構築し、ネットワーク２０を経由して、情報提供サーバ装置３０と各種
データの授受を行う。
【００６７】
　なお、基地局ＢＳの準拠する通信規格は、ネットワーク２０の構成によって異なる。例
えば、ネットワーク２０が携帯電話網を含む場合には、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ　Ｐｅｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）、又は、３ＧＰＰ２、又は、ＬＴ
Ｅ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などの通信規格に準拠することになる。
また、ＩＥＥＥ８０２．１１系の各種ワイヤレスＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ
　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）ネットワークを携帯電話網や固定電話網に接続する構成を
採用する場合には、対応する通信規格に準拠することになる。
【００６８】
　アプリケーション実行部１３０は、独立的に設けられた中央演算処理装置（ＣＰＵ）に
よって又は端末管理制御部１８０ともに共通の中央演算処理装置（ＣＰＵ）によって構成
され、アプリケーション記録部１０１に記録された各種アプリに基づいて、各処理を実現
する。
【００６９】
　具体的には、アプリケーション実行部１３０は、操作部１７０に対するユーザの入力操
作を検出すると、ブラウザの所定の機能を実行してネットワーク通信部１１０と連動しつ
つ、情報提供サーバ装置３０に通信接続し、ＳＮＳへのログインを行う。
【００７０】
　そして、アプリケーション実行部１３０は、ログイン状態において、記録部１００、表
示制御部１５０、撮像部１６０、及び、操作部１７０と連動しつつ、情報提供サーバ装置
３０との連携することによって、
（１）新規なカタログコンテンツの投稿、
（２）既に投稿されているカタログコンテンツの検索、
（３）検索した又は直接指定したカタログココンテンツの閲覧、
（４）閲覧したカタログコンテンツに対するコメントの投稿、及び、
（５）閲覧したカタログコンテンツに対する評価
を実行する。
【００７１】
　具体的には、アプリケーション実行部１３０は、新規なカタログコンテンツを投稿する
際には、記録部１００、表示制御部１５０、撮像部１６０、及び、操作部１７０と連動し
つつ、撮像部１６０によって撮像することによって、又は、ブラウザ機能に基づいて、カ
タログコンテンツの画像データ（以下、「カタログ画像データ」という。）を取得すると
ともに、ユーザの操作又は予め設定された画像データに含まれるメタデータに基づいて、
当該カタログ画像データとともに登録すべき、予め定められたカテゴリにおける各属性の
情報（以下、「属性情報」）を取得する。そして、アプリケーション実行部１３０は、取
得したカタログ画像データと属性情報とに基づいて、カタログコンテンツデータを新規に
生成し、生成したカタログコンテンツデータを情報提供サーバ装置３０にアップロードし
て登録する。
【００７２】
　例えば、アプリケーション実行部１３０は、図４に示すように、カタログコンテンツが
ヘアカタログに属する場合には、投稿するユーザ（以下、「投稿ユーザ」ともいう。）の
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ユーザ名と、髪型がセットされた自己又は他人の顔画像、又は、ヘアカタログにおける記
事に含まれるカタログ画像データと、長さ、カラー、毛量、パーマの有無及び顔型の各カ
テゴリから各属性情報と、を有するカタログコンテンツデータを生成し、情報提供サーバ
装置３０にアップロードして登録する。
【００７３】
　一方、アプリケーション実行部１３０は、既に投稿されているカタログコンテンツの検
索を実行する際には、表示制御部１５０、撮像部１６０、及び、操作部１７０と連動しつ
つ、ブラウザ機能によって情報提供サーバ装置３０と通信を実行する。そして、アプリケ
ーション実行部１３０は、ユーザによって入力された検索式（各カテゴリの属性を指定し
た検索式）に基づいてＤＢに記憶されているカタログコンテンツデータを検索し、又は、
検索結果から指定された若しくは直接指定されたカタログコンテンツデータの閲覧を実行
する。
【００７４】
　例えば、アプリケーション実行部１３０は、カタログコンテンツがヘアカタログに属す
るものの場合には、図５に示すように表示された画面に従って、各カテゴリにおける長さ
、カラー、毛量、パーマの有無及び顔型の各カテゴリの属性をユーザに操作部１７０を介
して選択させ、当該選択させた属性情報に基づいて情報提供サーバ装置３０に既に記憶さ
れたカタログコンテンツデータを検索する。そして、アプリケーション実行部１３０は、
該当するカタログコンテンツデータが記憶されている場合には、ユーザの操作に従ってま
たは検出結果として該当するカタログコンテンツのデータを取得し、ユーザに閲覧可能に
表示部１５０に表示する。
【００７５】
　他方、アプリケーション実行部１３０は、カタログココンテンツの閲覧、及び、カタロ
グコンテンツに対するコメントの投稿又はその評価行う際には、記録部１００、表示制御
部１５０、及び、操作部１７０と連動しつつ、入力操作に基づくテキストデータ、又は、
当該入力操作によって選択された所定の評価ボタンに紐付けられた特定の評価内容を示す
データ（以下、「評価データ」という。）を評価データとして情報提供サーバ装置３０に
送信して登録する。
【００７６】
　例えば、アプリケーション実行部１３０は、図６に示すように、カタログコンテンツの
閲覧及び、当該閲覧しているカタログコンテンツに対するコメントの投稿又はその評価行
う際には、操作部１７０を介して選択されたテキストデータをコメント情報として情報提
供サーバ装置３０に送信し、又は、オープングラフプロトコル等に従って、ユーザの操作
に基づいて、情報提供サーバ装置３０から受信したＸＭＬデータ内の「いいね」、「すて
き」又は「きれい」などの複数の評価ボタンの中から選択されたボタンに基づく評価デー
タを情報提供サーバ装置３０に送信する。
【００７７】
　なお、この評価ボタンは、ユーザ毎及びカタログコンテンツ毎に設定可能な複数のボタ
ン（「いいね」、「すてき」又は「きれい」などのボタン）であって、閲覧したユーザに
よって選択可能に提供される。また、この複数の評価ボタンのうち一のボタンがユーザに
よって選択されると、選択されたボタンに割り当てられた「評価」が評価データとして生
成されるようになっている。
【００７８】
　表示部１４０は、例えば、液晶素子又は有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃ
ｅｎｃｅ）素子のパネルによって構成され、表示制御部１５０において生成された表示デ
ータに基づいて所定の画像を表示する。
【００７９】
　表示制御部１５０は、表示部１４０に表示させるために必要な表示データを生成するよ
うになっており、生成された表示データを当該表示部１４０に出力する。
【００８０】
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　撮像部１６０は、光学システムと、該光学システムから入力された光学画像を電気信号
に変換するＣＣＤＩセンサ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｍａｇｅ
　Ｓｅｎｓｏｒ）と、ＣＣＤＩセンサ部において生成された電気信号に基づいて画像に対
応する画像データを生成する生成部と、を有し、カメラモジュールとして機能する。撮像
部１６０は、生成した画像データをアプリケーション実行部１３０に供給する。
【００８１】
　操作部１７０は、各種の確認ボタン、各操作指令を入力する操作ボタン、テンキーなど
の多数のキー及びタッチパネルにより構成され、各操作を行う際に用いられる。
【００８２】
　端末管理制御部１８０は、主に中央演算処理装置（ＣＰＵ）によって構成されるととも
に、キー入力ポート、表示制御ポート等の各種入出力ポートを含み、記録部１００に記録
された各種のアプリケーションを実行することにより、通信端末装置１０の全般的な機能
を総括的に制御する。
【００８３】
［３］サーバ装置
　次に、図７～図１１の各図を用いて本実施形態の情報提供サーバ装置３０の構成につい
て説明する。なお、図７は、本実施形態の情報提供サーバ装置３０の構成を示すブロック
図であり、図８～図１１は、本実施形態における情報提供サーバ装置３０内のＳＮＳユー
ザ管理ＤＢ３３１、カタログコンテンツＤＢ３４２、コメントＤＢ３４３及び利用履歴Ｄ
Ｂ３４４に記録されるデータの一例を示す図である。
【００８４】
　本実施形態の情報提供サーバ装置３０は、図４に示すように、ネットワーク２０に接続
される通信制御部３１０と、各種のメモリとして機能するＲＯＭ／ＲＡＭ３２０と、現在
日時を特定するためのタイマ３３０と、各種のデータベースを有する記録装置３４０と、
装置全体を制御するサーバ管理制御部３５０と、各種の処理を実行するデータ処理部３６
０と、を有する。
【００８５】
　なお、例えば、本実施形態の通信制御部３１０は、登録手段又はその一部を構成し、記
録装置３４０は、本発明のデータベースを構成する。また、例えば、データ処理部３６０
は、登録手段、集計手段、算出手段、特定手段及び提供手段を構成する。
【００８６】
　通信制御部３１０は、所定のネットワークインターフェースであり、通信端末装置１０
と通信チャネルを構築し、各種データの授受を行う。
【００８７】
　ＲＯＭ／ＲＡＭ３２０には、情報提供サーバ装置３０の駆動に必要な各種のプログラム
が記録されている。また、ＲＯＭ／ＲＡＭ３２０は、サーバ管理制御部３５０やデータ処
理部３６０が各種の処理を実行する際のワークエリアとして用いられる。
【００８８】
　記録装置３４０は、ＨＤＤにより構成され、その記録領域内に、少なくとも、ＳＮＳユ
ーザ管理ＤＢ３４１と、カタログコンテンツＤＢ３４２と、コメントＤＢ３４３と、利用
履歴ＤＢ３４４と、が設けられている。
【００８９】
　ＳＮＳユーザ管理ＤＢ３４１は、ＳＮＳの利用登録をした各ユーザを管理するための各
種情報がデータとして格納されるデータベースである。例えば、ＳＮＳユーザ管理ＤＢ３
４１には、図８に示すように、
（１）各ユーザに対応するユーザＩＤと、
（２）当該ユーザのユーザ名と、
（３）当該ユーザを説明する説明文その他のユーザ情報と、
が対応付けて登録（記録）される。
【００９０】
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　例えば、図８に例示する場合には、ＳＮＳユーザ管理ＤＢ３４１には、ユーザＩＤ「０
０１」により特定されるユーザに対して、ユーザ名「ＡＡＡ」と、ユーザ情報「ｕｓｅｒ
Ａ－ｐｒｏｆｉｌｅ」なるユーザ情報が対応付けて記録されている。なお、このユーザ情
報には少なくとも当該ユーザの性別、年齢又は年齢層、及び、自己紹介などのテキストデ
ータが含まれている。
【００９１】
　カタログコンテンツＤＢ３４２は、通信端末装置１０を通じて投稿されたカタログコン
テンツをデータとして管理登録するためのデータベースである。例えば、カタログコンテ
ンツＤＢ３４２には、図９に示すように、
（１）カタログコンテンツを識別するための投稿ＩＤと、
（２）カタログコンテンツを投稿したユーザの投稿ユーザＩＤと、
（３）カタログコンテンツのデータ本体（画像、属性及びカタログコンテンツとして表示
するためのテキスト）と、
が対応付けて登録（記録）される。
【００９２】
　例えば、図９に例示する場合には、カタログコンテンツＤＢ３４２には、ユーザＩＤ「
００１」により特定されるユーザが、「長さ」のカテゴリについて「ショート」、「カラ
ー」のカテゴリについて「ブラウン系」、「毛量」のカテゴリについて「普通」及び「多
い」、「パーマ」のカテゴリについて「かけない」、並びに、「顔型」のカテゴリについ
て「丸型」及び「卵型」のカタログコンテンツデータが登録されている。
【００９３】
　コメントＤＢ３４３は、通信端末装置１０からアップロードされたコメント及び評価を
それぞれコメントデータ又は評価データとして格納するためＤＢである。例えば、コメン
トＤＢ３４３には、図１０に示すように、
（１）各コメントデータ又は評価データを識別するためのＩＤ（以下、「投稿ＩＤ」とい
う。）と、
（２）コメントの投稿又は評価を実行したユーザ（すなわち、投稿ユーザ）のユーザＩＤ
（以下、「投稿ユーザＩＤ」という。）と、
（３）コメント又は評価の対象となっているカタログコンテンツに対応した対象コンテン
ツＩＤと、
（４）コメントデータ（すなわち、テキストデータ）又は評価データのデータ本体と、
（５）タイマ３３０によって得られるコメント投稿日時又は評価日時と、
が対応付けて登録される。
【００９４】
　例えば、図１０に例示する場合には、コメントＤＢ３４３には、投稿ＩＤ「１００００
１」によって特定される投稿がある点が登録（記録）されており、投稿ユーザＩＤ「１０
１」によって特定されるユーザが、対象コンテンツＩＤ「５００１」に対してコメントデ
ータＡで示されるテキストデータを２０１３年１２月６日にコメントの投稿を実行してい
ることが登録されている。
【００９５】
　利用履歴ＤＢ３４４は、既にカタログコンテンツＤＢ３４２に記憶されているカタログ
コンテントを検索した際の検索履歴、当該カタログコンテンツを閲覧した際の閲覧履歴、
当該カタログコンテンツを評価した際の評価履歴、及び、当該カタログコンテンツに対し
てコメントを投稿した際の投稿履歴を履歴情報として格納するためＤＢである。例えば、
利用履歴ＤＢ３４４は、図１１に示すように、ユーザ毎に、
（１）利用の対象となるカタログコンテンツＩＤ（対象コンテンツＩＤ）と、
（２）利用種別と、
（３）検索した際の検索式に含まれる各属性、又は、利用したカタログコンテンツが有す
る各属性と、
（４）タイマ３３０によって得られる検索を実行した日時又はカタログコンテンツを利用
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した日時（以下、「利用日時」という。）、
が対応付けて登録される。
【００９６】
　例えば、図１１に例示する場合には、利用履歴ＤＢ３４４には、ユーザＩＤ「１０１」
を有するユーザについて、「検索」について利用し、カテゴリ「長さ」について「短い」
という属性及びその他の属性で２０１４年１月８日に利用されていることが登録されてい
る。
【００９７】
　サーバ管理制御部３５０は、主に中央演算処理装置（ＣＰＵ）によって構成され、プロ
グラムを実行することによって、情報提供サーバ装置３０の各部を統合制御する。
【００９８】
　データ処理部３６０は、独立的に設けられた中央演算処理装置（ＣＰＵ）によって又は
上記サーバ管理制御部３５０とともに共通の中央演算処理装置（ＣＰＵ）によって構成さ
れる。
【００９９】
　特に、データ処理部３６０は、サーバ管理制御部３５０による制御の下、ＳＮＳに関す
る各種の機能を実行するとともに、ログイン管理を実行し、
（１）通信端末装置１０によるカタログコンテンツの投稿管理、
（２）通信端末装置１０によるカタログコンテンツの検索及びその閲覧の管理
（３）通信端末装置１０によるコメントデータ又は評価データの投稿及管理
（４）該当する通信端末装置１０からの推薦情報における取得要求（以下、「推薦情報取
得要求」という。）に基づく推薦情報特定配信処理の実行
を行う。
【０１００】
　具体的には、データ処理部３６０は、アプリケーションを実行することによって、カタ
ログコンテンツデータの登録管理を実行する登録管理部３６１と、推薦情報特定配信処理
を行う推薦情報特定配信処理部３６２と、を実現する。
【０１０１】
　登録管理部３６１は、通信端末装置１０を介してカタログコンテンツＤＢ３４２に登録
されたカタログコンテンツの検索がユーザによって指示された場合に、当該検索指示され
た際の検索式に含まれる各カテゴリの属性を取得するとともに、当該検索指示したユーザ
ＩＤと、検索結果によって示されたカタログコンテンツＩＤと、現在時刻とを取得し、利
用種別を「検索」としつつ、取得した各情報をデータとして利用履歴ＤＢ３４４に登録す
る。
【０１０２】
　また、登録管理部３６１は、通信端末装置１０によってカタログコンテンツＤＢ３４２
に登録されたカタログコンテンツの閲覧、評価又はコメントの投稿が指示された場合に、
当該閲覧指示、評価指示又はコメント投稿指示（以下、まとめて「利用指示」という。）
により特定されたカタログコンテンツＩＤを取得するとともに、当該利用指示をしたユー
ザＩＤと、利用指示されたカタログコンテンツＩＤに対応付けて登録されている属性情報
と、現在時刻とを取得し、利用種別をそれぞれ該当する「閲覧」、「評価」又は「投稿」
としつつ、取得した各情報をデータとして利用履歴ＤＢ３４４に登録する。
【０１０３】
　推薦情報特定配信処理部３６２は、
（１）所与のタイミング（例えば、薦情報の取得を希望した取得希望ユーザの指示を受信
したタイミング）にて、カテゴリ毎及び各カテゴリにおける属性毎のカタログコンテンツ
データの利用回数を、ユーザ毎に、集計する利用回数集計処理、
（２）取得希望ユーザの利用回数における集計結果と、対象ユーザの利用回数における集
計結果と、に基づいて、取得希望ユーザに対する対象ユーザとのコンテンツデータの利用
に関する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する類似度算出処理、
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（３）算出した類似度の中から所定の条件を有する類似度を特定するとともに、当該特定
した類似度の算出に用いた対象ユーザを、取得希望ユーザに推薦する推薦ユーザとして、
特定する推薦ユーザ特定処理、及び
（４）特定した推薦ユーザ又は当該推薦ユーザに関する情報を取得希望ユーザに提供（す
なわち、該当する通信端末装置１０に配信）する推薦情報提供処理、
を実行する。
【０１０４】
　なお、本実施形態の推薦情報特定配信処理部３６２の詳細及び推薦情報特定配信処理部
３６２によって実行される利用回数集計処理、類似度算出処理、推薦ユーザ特定処理及び
推薦情報提供処理の詳細は後述する。
【０１０５】
［４］推薦情報特定配信処理部
［４．１］推薦情報特定配信処理の原理
　次に、本実施形態の情報提供サーバ装置３０の推薦情報特定配信処理部３６２において
実行される推薦情報特定配信処理ついて説明する。
【０１０６】
　本実施形態の推薦情報特定配信処理部３６２は、上述した利用回数集計処理、類似度算
出処理、推薦ユーザ特定処理及び推薦情報提供処理を実行することによって、取得希望ユ
ーザの嗜好性や感性に類似する対象ユーザを推薦ユーザとして特定してその情報を提供す
る。
【０１０７】
　通常、カタログコンテンツを検索する際に用いた属性、閲覧したカテゴリが有する属性
、又は、評価若しくはコメントを投稿したカタログコンテンツが有する属性は、それぞれ
のユーザが興味を有する属性であると想定される。そして、その属性を用いた数の集計結
果には、各ユーザの興味が的確に現れていると想定される。
【０１０８】
　また、カタログコンテンツの一のカテゴリにおいて、各属性の利用回数の違いには、ユ
ーザの興味傾向が現れると想定される。すなわち、一のカテゴリにおいて、特定の属性の
み利用されている場合には、当該特定の属性に執着があると（すなわち、興味の傾向があ
ると）想定され、全ての属性において満遍なく利用されている場合には、いずれの属性に
も執着がないと想定される。
【０１０９】
　そこで、推薦情報特定配信処理部３６２は、カタログコンテンツに対する検索、閲覧、
評価及び、コメントの投稿など当該カタログコンテンツの属性毎の利用回数を集計すると
ともに、その集計結果を用いて取得希望ユーザと各対象ユーザとの類似度を算出し、当該
類似度に基づいて、取得希望ユーザの嗜好性や感性に類似する対象ユーザを推薦ユーザと
して特定してその情報を提供する。
【０１１０】
　このように、本実施形態においては、取得希望ユーザと興味や当該興味を抱く傾向が類
似する対象ユーザを当該取得希望ユーザに推薦し、取得希望ユーザにおける推薦ユーザと
の交流の発展に寄与することができるので、ユーザ同士の積極的、かつ、持続的なコミュ
ニケーションを構築させることができるとともに、ネットワークサービスの利用価値を高
め、かつ、ネットワーク上のユーザ間のコミュニケーションの活性化、及び、仮想空間又
は現実空間におけるユーザ間の交流を支援することができるようになっている。
【０１１１】
　なお、本実施形態の推薦情報特定配信処理部３６２は、類似度として、各ユーザの属性
毎におけるコンテンツデータの利用回数に基づいて算出された興味類似度と、各ユーザの
カテゴリ毎におけるコンテンツデータの利用回数と各ユーザの各カテゴリにおける１以上
の利用回数を有する属性の種別数と、に基づいて算出された興味傾向類似度と、を算出す
るが、いずれか一方の類似度のみを算出してもよい。



(20) JP 6287295 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

【０１１２】
［４．２］利用回数集計処理
　次に、本実施形態の推薦情報特定配信処理部３６２において実行される利用回数集計処
理について説明する。
【０１１３】
　推薦情報特定配信処理部３６２は、利用回数集計処理として、予め定められたタイミン
グに、利用履歴ＤＢ３３４を検索し、ユーザ毎に、
（１Ａ）該当するユーザにおける各カテゴリの各属性の回数（以下、「属性回数」という
。）と、
（１Ｂ）該当するユーザにおける各カテゴリの全ての属性の回数（以下、「属性総回数」
という。）、
（１Ｃ）該当するユーザにおける各カテゴリの該当する利用種別に用いられた属性の種別
数（以下、「属性種別数」という。）と、
を集計する。
【０１１４】
　具体的には、推薦情報特定配信処理部３６２は、ユーザ毎に、
（１Ａ－１）該当するユーザにおける各カテゴリの各属性が検索に用いられたそれぞれの
属性回数（以下、「属性検索別回数」という。）、
（１Ａ－２）該当するユーザが閲覧した各カタログコンテンツが有する各カテゴリの属性
回数（以下、「属性閲覧別回数」という。）、
（１Ａ－３）該当するユーザが評価した各カタログコンテンツが有する各カテゴリの属性
回数（以下、「属性評価別回数」という。）、
（１Ａ－４）該当するユーザがコメントを投稿した各カタログコンテンツが有する各カテ
ゴリの属性回数（以下、「属性投稿別回数」という。）
を集計するとともに、検索、閲覧、評価及びコメントの投稿の利用種別毎の同一の属性の
属性回数を合算してその総数を各属性の属性回数として算出する。
【０１１５】
　なお、本実施形態においては、推薦情報特定配信処理部３６２は、属性検索回数、属性
閲覧数、属性評価数及び属性投稿数を属性毎に単純に加算することによって各属性の属性
回数を算出するが、利用種別毎に重み付けを付与しつつ、属性回数を算出してもよい。す
なわち、この場合には、推薦情報特定配信処理部３６２は、例えば、属性検索別回数を２
倍にして属性毎に加算してもよい。
【０１１６】
　また、推薦情報特定配信処理部３６２は、ユーザ毎に
（１Ｂ－１）該当するユーザにおける各カテゴリの全ての属性検索回数の総数（以下、「
属性総検索回数」という。）、
（１Ｂ－２）該当するユーザにおける各カテゴリの全ての属性閲覧回数の総数（以下、「
属性総閲覧回数」という。）、
（１Ｂ－３）該当するユーザにおける各カテゴリの全ての属性評価回数の総数（以下、「
属性総評価回数」という。）、
（１Ｂ－４）該当するユーザにおける各カテゴリの全ての属性投稿回数の総数（以下、「
属性総投稿回数」という。）、
を集計するとともに、利用種別毎の同一のカテゴリの属性総回数を合算してその総数を各
カテゴリの属性総回数として算出する。
【０１１７】
　なお、本実施形態においては、推薦情報特定配信処理部３６２、属性総検索回数、属性
総閲覧数、属性総評価数及び属性総投稿数を属性毎に単純に加算することによって各カテ
ゴリの属性総回数を算出するが、利用種別毎に重み付けを付与しつつ、属性総数を算出し
てもよい。
【０１１８】
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　さらに、推薦情報特定配信処理部３６２は、ユーザ毎に、かつ、カテゴリ毎に、該当す
るユーザにおいて、検索、閲覧、評価、及び、投稿する際に利用した属性の種別数を集計
する。
【０１１９】
　なお、例えば、カタログコンテンツとしてヘアカタログに属するもの場合であって、任
意のユーザにおける「長さ」のカテゴリにおいて、
・属性「ショート」における属性検索別回数「５」、閲覧別回数「４」、属性評価別回数
「０」及び属性投稿別回数「１」、
・属性「ミディアム」における属性検索回数「１」、閲覧別回数「１」、属性評価別回数
「０」及び属性投稿別回数「０」、並びに、
・属性「ロング」における属性検索別回数が「０」、閲覧別回数「１」、属性評価別回数
「０」及び属性投稿別回数「０」、
の場合について想定する。
【０１２０】
　このような場合に、推薦情報特定配信処理部３６２は、
・カテゴリ「長さ」における属性「ショート」の属性回数「１０」、属性「ミディアム」
の属性回数「２」及び属性「ロング」の属性回数１、
・カテゴリ「長さ」における属性総回数「１２」、及び、
・カテゴリ「長さ」における属性種別数「３」、
を算出する。
【０１２１】
［４．３］類似度算出処理
　次に、図１２及び図１３を用いて本実施形態の推薦情報特定配信処理部３６２において
実行される類似度算出処理について説明する。なお、図１２は、本実施形態の推薦情報特
定配信処理部３６２において生成される興味ベクトルの一例を示す図であり、図１３は、
本実施形態の推薦情報特定配信処理部３６２において生成される興味傾向ベクトルの一例
を示す図である。
【０１２２】
　推薦情報特定配信処理部３６２は、利用回数集計処理によって算出されたユーザ毎の各
カテゴリにおける属性毎の属性回数、各カテゴリの属性総回数、及び、各カテゴリの属性
種別数に基づいて、取得希望ユーザに対する対象ユーザとのコンテンツデータの利用に関
する類似傾向を類似度としてそれぞれ算出する。
【０１２３】
　すなわち、取得希望ユーザの利用回数における集計結果として、取得希望ユーザのカテ
ゴリにおける属性毎の属性回数、各カテゴリの属性総回数、及び、各カテゴリの属性種別
数と、各対象ユーザの利用回数における集計結果として、各対象ユーザのカテゴリにおけ
る属性毎の属性回数、各カテゴリの属性総回数、及び、各カテゴリの属性種別数と、に基
づいて、取得希望ユーザに対する対象ユーザとのコンテンツデータの利用に関する類似傾
向を類似度としてそれぞれ算出する。
【０１２４】
　具体的には、推薦情報特定配信処理部３６２は、
（２Ａ）取得希望ユーザ及び各対象ユーザにおいて、類似度を算出するための第１の前処
理として、各カテゴリにおける属性毎の属性回数を各要素とするベクトル（以下、「興味
ベクトル」という。）を作成し、
（２Ｂ）取得希望ユーザ及び各対象ユーザにおいて、類似度を算出するための第２の前処
理として、各カテゴリにおける属性総回数と、各カテゴリの属性種別数を各要素とするベ
クトル（以下、「興味傾向ベクトル」という。）を生成し、
（２Ｂ）取得希望ユーザの興味ベクトルと各対象ユーザのそれぞれの興味ベクトルとを用
いて興味類似度を算出し、
（２Ｃ）取得希望ユーザの興味傾向ベクトルと各対象ユーザのそれぞれの興味傾向ベクト
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ルとを用いて興味傾向類似度を算出し
（２Ｄ）取得希望ユーザの各対象ユーザに対する興味類似度と興味傾向類似度とを合算し
て取得希望ユーザの各対象ユーザに対する類似度を算出する。
【０１２５】
（興味ベクトルの生成）
　推薦情報特定配信処理部３６２は、予め定められた順に、カテゴリ毎の各属性の属性回
数を一列に並べることによって各属性の属性回数を各要素とする興味ベクトルを生成する
。
【０１２６】
　例えば、
・「長さ」のカテゴリにおいて、属性「ショート」における全ての属性回数が「６」、属
性「ミディアム」における属性回数が「０」及び属性「ロング」における属性回数「０」
、
・「カラー」のカテゴリにおいて、属性「ブラウン系」における属性回数が「０」、及び
、属性「ブラック系」における属性回数「０」、
・「パーマ」のカテゴリにおいて、属性「かける」における利用回数が「２」、及び、属
性「かけない」における利用回数「０」、及び
・「毛量」のカテゴリにおいて、属性「多い」における属性回数が「０」、属性「普通」
における属性回数が「０」、及び、属性「ブラック系」における属性回数「０」と、
・「顔型」のカテゴリにおいて、属性「丸形」における利用回数が「３」、属性「卵型」
における利用回数が「１」、及び、属性「面長」における利用回数「０」、
の場合を想定する。
【０１２７】
　この場合には、推薦情報特定配信処理部３６２は、図１２に示すように、ベクトルＤＵ
（ＵＳＥＲ３）を生成する。なお、同様に、推薦情報特定配信処理部３６２は、図１２に
示すように、ユーザ１及びユーザ２の各興味ベクトルであるベクトルＤＵ（ＵＳＥＲ１）
及びベクトルＤＵ（ＵＳＥＲ２）をそれぞれ作成する。
【０１２８】
（興味傾向ベクトルの生成）
　推薦情報特定配信処理部３６２は、予め定められた順に、各カテゴリにおける属性総回
数とその属性種別数を一列に並べることによって興味傾向ベクトルを生成する。
　例えば、
・「長さ」のカテゴリにおいて、属性総回数が「６」、属性種別数「１」、
・「カラー」のカテゴリにおいて、属性総回数が「０」、属性種別数「０」、
・「パーマ」のカテゴリにおいて、属性総回数が「２」、属性種別数「１」、
・「毛量」のカテゴリにおいて、属性総回数が「０」、属性種別数「０」、及び、
・「顔型」のカテゴリにおいて、属性総回数が「４」、属性種別数「２」
の場合を想定する。
【０１２９】
　この場合には、推薦情報特定配信処理部３６２は、図１３に示すように、ベクトルＴＵ
（ＵＳＥＲ３）を生成する。なお、同様に、推薦情報特定配信処理部３６２は、図１３に
示すように、ユーザ１及びユーザ２の各興味傾向ベクトルであるベクトルＴＵ（ＵＳＥＲ
１）及びベクトルＴＵ（ＵＳＥＲ２）をそれぞれ作成する。
【０１３０】
（興味類似度の算出）
　推薦情報特定配信処理部３６２は、興味類似度としては、取得希望ユーザＢＡＳＥの興
味ベクトル（ＤＵＢＡＳＥ）と各対象ユーザＴＡＲＧＥＴの興味ベクトル（ＤＵＴＡＲＧ

ＥＴ）に基づいて、例えば、（式１）によって示されるコサイン類似度の手法を用いて類
似度ＷＡを算出する。
【０１３１】
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【数１】

【０１３２】
　上述の図１２の例においては、推薦情報特定配信処理部３６２は、類似度ＷＡ（ユーザ
３,ユーザ１）については、「０．７１５５４１７５３」を算出し、類似度ＷＡ（ユーザ
３,ユーザ２）については、「０．０６７０８２０３９」を算出する。
【０１３３】
（興味傾向類似度の算出）
　推薦情報特定配信処理部３６２は、興味傾向類似度としては、取得希望ユーザＢＡＳＥ
の興味傾向ベクトル（ＴＵＢＡＳＥ）と各対象ユーザＴＡＲＧＥＴの興味傾向ベクトル（
ＴＵＴＡＲＧＥＴ）に基づいて、例えば、（式２）によって示されるコサイン類似度の手
法を用いて類似度ＷＢを算出する。
【０１３４】

【数２】

【０１３５】
　上述の図１３の例においては、推薦情報特定配信処理部３６２は、類似度ＷＢ（ユーザ
３,ユーザ１）については、「０．７７１６８０７６５」を算出し、類似度ＷＡ（ユーザ
３,ユーザ２）については、「０．０６６９２４６４５６」を算出する。
【０１３６】
（興味類似度と興味傾向類似度との合算）
　推薦情報特定配信処理部３６２は、（式３）に基づいて、各類似度に重み付けを付与し
つつ、取得希望ユーザの各対象ユーザに対する興味類似度ＷＡと興味傾向類似度ＷＢとを
合算して取得希望ユーザの各対象ユーザに対する類似度Ｗを算出する。
【０１３７】
【数３】

【０１３８】
　なお、（式３）における「α」及び「β」は、任意の値であり、「ＢＡＳＥ」は、（式
１）及び（式２）と同様に、取得希望ユーザを示し、「ＴＡＲＧＥＴ」は、各対象ユーザ
を示す。
【０１３９】
［４．４］推薦ユーザの特定及び推薦情報としての配信
　推薦情報特定配信処理部３６２は、上述のように、対象ユーザ毎に、算出した類似度が
所定の条件を有する対象ユーザを推薦ユーザとして特定し、特定した推薦ユーザに関する
情報を、取得要求ユーザの通信端末装置１０に配信する。
【０１４０】
　具体的には、推薦情報特定配信処理部３６２は、対象ユーザ毎に、上述のように算出し
た類似度Ｗの高い対象ユーザ（例えば、上位３位までの対象ユーザ）を、推薦ユーザとし
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て、特定し、当該対象ユーザのＳＮＳのページ、電子メールアドレス、または、当該対象
ユーザを紹介するメッセージなどの推薦ユーザに関する情報をリソースデータとして構築
し、通信制御部３１０を介して該当する通信端末装置１０に配信する。
【０１４１】
　特に、推薦情報特定配信処理部３６２は、対象ユーザ毎に、上記（式１）、（式２）及
び（３）によって生成された類似度Ｗをそれぞれ算出し、当該類似度Ｗの数値が高い対象
ユーザ（例えば、最上位又は上位３位）を、推薦ユーザとして決定して該当する通信端末
装置１０に配信する。
【０１４２】
　なお、推薦情報特定配信処理部３６２は、スコアＷが高く推薦ユーザとなるべき対象ユ
ーザであっても、取得要求ユーザとＳＮＳ上において既に一定の関係性を有するユーザ（
例えば、ＳＮＳ上の友人関係）にあっては当該推薦ユーザからは除外する。ただし、推薦
情報特定配信処理部３６２は、当該ユーザを推薦ユーザから除外しなくてもよい。
【０１４３】
［５］通信システムの動作
　次いで、図１４を参照しつつ本実施形態の通信システム１の推薦情報特定配信処理の動
作について説明する。なお、図１４は、本実施形態の通信システム１において実行される
推薦情報特定配信処理を示すフローチャートである。
【０１４４】
　本動作においては、当該動作に先立って、ＳＮＳの利用登録済みの状態、すなわち、Ｓ
ＮＳユーザ管理ＤＢ３３１に各種の情報が登録済みの状態になっているものとする。
【０１４５】
　また、カタログコンテンツＤＢ３４２、コメントＤＢ３４３及び利用履歴ＤＢ３４４に
は、それぞれ、複数のカタログコンテンツ（すなわち、複数のカタログコンコンテンツデ
ータ）、複数のコメントデータ又は評価データ、及び、利用情報が登録されているものと
する。
【０１４６】
　そして、本動作において、通信端末装置１０の端末管理制御部１８０は、表示制御部１
５０を制御し、ユーザによるＳＮＳへのログイン指示を行うための表示を行いつつ、入力
が操作部１７０に対してなされるのを待機しているものとする。
【０１４７】
　まず、通信端末装置１０において、ユーザが操作部１７０に所定の入力操作を実行する
ことによって、端末管理制御部１８０が該操作を検出すると（ステップＳ１０１）、端末
管理制御部１８０は、アプリケーション記録部１０１に記録されたブラウザをアプリケー
ション実行部１３０に起動させ、情報提供サーバ装置３０に対してログインを実行させる
（ステップＳ１０２）。
【０１４８】
　このとき、アプリケーション実行部実行部１３０は、表示制御部１５０及び操作部１７
０と連動し、情報提供サーバ装置３０にアクセスしつつ、ＳＮＳにログインするためのロ
グインパスワードなど、各種ログインに必要な情報の入力を受け付ける。
【０１４９】
　次いで、アプリケーション実行部実行部１３０は、推薦ユーザの取得要求を情報提供サ
ーバ装置３０に送信し、情報提供サーバ装置３０からのデータ受信を待機する（ステップ
Ｓ１０３）。
【０１５０】
　次いで、情報提供サーバ装置３０においては、通信制御部３１０が、推薦ユーザの取得
要求を受信すると（ステップＳ２０１）、推薦情報特定配信処理部３６２は、当該取得要
求をしたユーザ（取得希望ユーザ）のユーザＩＤを含む全てのＳＮＳユーザにおいて、全
期間におけるカタログコンテンツの利用回数（ユーザ毎の属性回数、属性総回数及び属性
種別数）を集計する利用回数集計処理を実行する（ステップＳ２０２）。
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【０１５１】
　次いで、推薦情報特定配信処理部３６２は、当該取得要求ユーザのユーザＩＤを除く他
のＳＮＳユーザ（すなわち、対象ユーザ）毎に、利用回数集計処理の集計結果に基づいて
、興味類似度及び興味傾向類似度を算出する上述した類似度算出処理を実行する（ステッ
プＳ２０３及び２０４）。
【０１５２】
　次いで、推薦情報特定配信処理部３６２は、取得希望ユーザに対する各対象ユーザにお
ける興味類似度及び興味傾向類似度に基づいて、各対象ユーザのスコアを算出し（ステッ
プＳ２０５）、推薦ユーザを特定する（ステップＳ２０６）。
【０１５３】
　次いで、推薦情報特定配信処理部３６２は、特定した推薦ユーザに関する情報を推薦情
報として該当する通信端末装置１０に配信して（ステップＳ２０７）本動作を終了させる
。
【０１５４】
　次いで、通信端末装置１０においては、ネットワーク通信部１１０が推薦情報を受信す
ると（ステップＳ１０４）、アプリケーション実行部１３０は、表示制御部１５０と連動
し、当該受信した推薦情報を表示部１４０に表示させて（ステップＳ１０５）、本動作を
終了させる。
【０１５５】
　このような構成により、本実施形態の通信システム１においては、ユーザのコンテンツ
データに関する利用回数に基づいて、取得希望ユーザに対する対象ユーザとのコンテンツ
データの利用に関する類似傾向を類似度として数値化することができるとともに、例えば
、当該類似度の数値が高いなどの所定の条件を有する類似度に基づいて、取得希望ユーザ
と興味や当該興味を抱く傾向が類似する対象ユーザを当該取得希望ユーザに推薦すること
ができるので、取得希望ユーザにおける推薦ユーザとの交流の発展に寄与することができ
る。
【０１５６】
　そして、本実施形態の通信システム１においては、ユーザ同士の積極的、かつ、持続的
なコミュニケーションを構築させるとともに、ネットワークサービスの利用価値を高め、
かつ、ネットワーク上のユーザ間のコミュニケーションの活性化、及び、仮想空間又は現
実空間におけるユーザ間の交流を支援することができる。
【０１５７】
［６］変形例
［６．１］変形例１
　上記実施形態においては、情報提供サーバ装置３０内に各ＤＢを設け、これらのＤＢを
情報提供サーバ装置３０のみにおいて管理及び制御する構成としたが、各ＤＢの管理、制
御主体は、各々、別個なコンピュータシステムを用いるようにしてもよい。
【０１５８】
［６．２］変形例２
　上記実施形態においては、推薦情報特定配信処理部３６２は、利用履歴ＤＢ３４４に登
録されている利用履歴データを用いて利用回数集計処理を実行しているが、予め定められ
た期間、例えば、取得希望ユーザから取得要求がなされたタイミングから１月以内に利用
された利用履歴データを用いて利用回数集計処理を実行してもよい。
【０１５９】
［６．３］変形例３
　上記実施形態においては、取得要求のタイミングから全期間の利用回数に基づいて利用
回数集計処理を実行しているが、利用された日時に応じて重み付けをしつつ利用回数を集
計するようにしてもよい。例えば、推薦情報の取得要求のタイミングから、近い日時に利
用された利用履歴の重み付けを大きくして集計回数の集計をするようにすればよい。
【０１６０】



(26) JP 6287295 B2 2018.3.7

10

20

30

［６．４］変形例４
　上記実施形態においては、決定した推薦ユーザに関する情報を推薦情報として該当する
通信端末装置１０に直接提供するようになっているが、当該推薦情報を閲覧するためのＵ
ＲＬを電子メールや電子掲示板によって提供し、通信端末装置１００における取得要求ユ
ーザの操作に基づいて、当該ＵＲＬを閲覧することによって当該推薦情報を閲覧させるよ
うにしてもよい。
【符号の説明】
【０１６１】
１　…　通信システム
１０　…　通信端末装置
２０　…　ネットワーク
３０　…　サーバ装置
１００　…　記録部
１０１　…　アプリケーション記録部
１０２　…　ＳＮＳ利用管理データ記録部
１０３　…　画像情報記録部
１１０　…　ネットワーク通信部
１３０　…　アプリケーション実行部
１４０　…　表示部
１５０　…　表示制御部
１６０　…　撮像部
１７０　…　操作部
１８０　…　端末管理制御部
３１０　…　通信制御部
３２０　…　ＲＯＭ／ＲＡＭ
３３０　…　タイマ
３４０　…　記録装置
３４１　…　ＳＮＳユーザ管理ＤＢ
３４２　…　カタログコンテンツＤＢ
３４３　…　コメントＤＢ
３４４　…　利用履歴ＤＢ
３６０　…　データ処理部
３６１　…　登録管理部
３６２　…　推薦情報特定配信処理部
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