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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為を検出する貢献行為検出部と、
　前記ユーザに対して前記貢献行為に応じた貢献度を付与する貢献度付与部と、
　付与された前記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記ユーザと前記対象物
との仮想的な距離である仮想距離を設定する仮想距離設定部と、
　設定された前記仮想距離が前記ユーザの視点を基準に視覚的に表現された貢献度通知画
面の表示を制御する貢献度通知画面表示制御部と、
　少なくとも前記仮想距離が所定の範囲に含まれる複数の前記ユーザに対してコミュニケ
ーションサービスを提供するコミュニケーションサービス提供部と、
　を備え、
　前記貢献度通知画面表示制御部は、前記貢献度の積算値が所定の範囲に含まれる複数の
前記ユーザを表す複数のユーザアイコンを前記貢献度通知画面に表示させる、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記貢献度通知画面表示制御部は、前記仮想距離が、前記ユーザを表すユーザアイコン
と前記対象物が位置する所定の点との距離に対応するように、前記ユーザアイコンを表示
させることにより、前記仮想距離を視覚的に表現する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
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　前記貢献度付与部は、複数のユーザに対して前記貢献度を付与し、
　前記仮想距離設定部は、前記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記仮想距
離を、複数の前記ユーザのそれぞれと前記対象物との相対的な値として設定する、
　請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記コミュニケーションサービス提供部は、複数の前記ユーザ間におけるメッセージの
やり取りを少なくとも提供し、
　前記貢献度通知画面表示制御部は、前記貢献度通知画面において、前記メッセージを複
数の前記ユーザを表すユーザアイコンに対応付けて表示させる、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記貢献度通知画面表示制御部は、前記仮想距離を前記貢献度通知画面の奥行き方向の
距離として視覚的に表現する、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記貢献度通知画面表示制御部は、前記仮想距離がより短い前記ユーザを表すユーザア
イコンを、前記仮想距離がより長い前記ユーザを表すユーザアイコンよりも小さく表示さ
せることにより、前記仮想距離を前記貢献度通知画面の奥行き方向の距離として視覚的に
表現する、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記貢献度通知画面表示制御部は、前記仮想距離の値が所定の値よりも小さい場合に、
前記貢献度通知画面に前記対象物を表す対象物アイコンを表示させる、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記貢献度通知画面表示制御部は、前記ユーザを表すユーザアイコンを前記貢献度通知
画面における奥行き方向の手前側に表示させ、前記対象物が位置する所定の点を前記奥行
き方向の奥側に設定し、前記対象物を表す対象物アイコンの表示の大きさを変化させるこ
とにより、前記仮想距離を前記貢献度通知画面の奥行き方向の距離として視覚的に表現す
る、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記貢献度通知画面表示制御部は、前記ユーザを表すユーザアイコンを前記貢献度通知
画面における奥行き方向の奥側に表示させ、前記対象物が位置する所定の点を前記奥行き
方向の手前側に設定し、前記ユーザアイコンの表示の大きさを変化させることにより、前
記仮想距離を前記貢献度通知画面の奥行き方向の距離として視覚的に表現する、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記対象物は、コンテンツが複数のユーザによって共有されるコンテンツ共有システム
における、当該コンテンツのクリエイタである、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記コミュニケーションサービス提供部は、前記仮想距離の値が所定の値よりも小さい
場合に、前記クリエイタ及び前記ユーザに対してコミュニケーションサービスを提供する
、
　請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記クリエイタの操作入力に基づいて前記貢献行為を設定する貢献行為設定部、
　を更に備える、
　請求項１０又は１１に記載の情報処理装置。
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【請求項１３】
　前記貢献行為は、前記クリエイタへの寄付行為である、
　請求項１０～１２のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為を検出することと、
　前記ユーザに対して前記貢献行為に応じた貢献度を付与することと、
　付与された前記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記ユーザと前記対象物
との仮想的な距離である仮想距離を設定することと、
　設定された前記仮想距離が前記ユーザの視点を基準に視覚的に表現された貢献度通知画
面の表示をプロセッサにより制御することと、
　少なくとも前記仮想距離が所定の範囲に含まれる複数の前記ユーザに対してコミュニケ
ーションサービスを提供することと、
　を備え、
　前記貢献度通知画面には、前記貢献度の積算値が所定の範囲に含まれる複数の前記ユー
ザを表す複数のユーザアイコンが表示される、
　情報処理方法。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為を検出する機能と、
　前記ユーザに対して前記貢献行為に応じた貢献度を付与する機能と、
　付与された前記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記ユーザと前記対象物
との仮想的な距離である仮想距離を設定する機能と、
　設定された前記仮想距離が前記ユーザの視点を基準に視覚的に表現された貢献度通知画
面の表示を制御する機能と、
　少なくとも前記仮想距離が所定の範囲に含まれる複数の前記ユーザに対してコミュニケ
ーションサービスを提供する機能と、
　を実現させ、
　前記貢献度通知画面には、前記貢献度の積算値が所定の範囲に含まれる複数の前記ユー
ザを表す複数のユーザアイコンが表示される、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像及び／又は音声から構成されるコンテンツを、ネットワークを介して多数の
視聴者（ユーザ）に対して提供することが一般的に行われている。提供されたコンテンツ
を評価する１つの方法として、ユーザから当該コンテンツの制作者（クリエイタ）に対し
て寄付を行う技術が提案されている。例えば、特許文献１には、コンテンツ表示画面に寄
付ボタンを設置し、ユーザが当該寄付ボタンを選択することにより、クリエイタに対する
寄付行為が実現される技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３４４５３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、ユーザからクリエイタ（対象物）への寄付行為は、ユーザによる対象物に対す
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る貢献を表す貢献行為の一例であり、その寄付金額は、ユーザによる対象物への貢献度を
示す指標の一例であると言える。例えば対象物への貢献度の大小がユーザに対して提示さ
れることにより、ユーザは自身の貢献度を認識するとともに、当該対象物への貢献行為を
継続するモチベーションを得ることができる。
【０００５】
　このような事情に鑑みれば、ユーザに対して貢献度が提示されるとともに、ユーザが当
該貢献度をより直感的に把握できる技術が求められていた。そこで、本開示では、ユーザ
に対して対象物への貢献度をより直感的に把握させることが可能な、新規かつ改良された
情報処理装置、情報処理方法及びプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為を検出する貢献行為
検出部と、前記ユーザに対して前記貢献行為に応じた貢献度を付与する貢献度付与部と、
付与された前記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記ユーザと前記対象物と
の仮想的な距離である仮想距離を設定する仮想距離設定部と、設定された前記仮想距離が
視覚的に表現された貢献度通知画面の表示を制御する貢献度通知画面表示制御部と、を備
える、情報処理装置が提供される。
【０００７】
　また、本開示によれば、ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為を検出するこ
とと、前記ユーザに対して前記貢献行為に応じた貢献度を付与することと、付与された前
記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記ユーザと前記対象物との仮想的な距
離である仮想距離を設定することと、設定された前記仮想距離が視覚的に表現された貢献
度通知画面の表示をプロセッサにより制御することと、を備える、情報処理方法が提供さ
れる。
【０００８】
　また、本開示によれば、コンピュータに、ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献
行為を検出する機能と、前記ユーザに対して前記貢献行為に応じた貢献度を付与する機能
と、付与された前記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記ユーザと前記対象
物との仮想的な距離である仮想距離を設定する機能と、設定された前記仮想距離が視覚的
に表現された貢献度通知画面の表示を制御する機能と、を実現させる、プログラムが提供
される。
【０００９】
　本開示によれば、ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為が検出され、ユーザ
に対して貢献行為に応じた貢献度が付与される。また、付与された貢献度のユーザごとの
積算値に基づいて、ユーザと対象物との仮想的な距離である仮想距離が設定され、設定さ
れた仮想距離が視覚的に表現された貢献度通知画面の表示が制御されることにより、ユー
ザに対して貢献度が通知される。従って、ユーザは、貢献度通知画面の表示を確認するこ
とにより、自身と対象物との距離感を視覚的に感じることができるため、自身の対象物に
対する貢献度を直感的に把握することが可能となる。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示によれば、ユーザに対して対象物への貢献度をより直感的に
把握させることが可能となる。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記
の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、また
は本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の一実施形態に係る貢献度管理システムの概略構成を示すブロック図であ
る。
【図２】貢献度と仮想距離との関係について説明するための説明図である。
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【図３】本実施形態に係る貢献度管理システムを構成する各装置の機能構成を示す機能ブ
ロック図である。
【図４】本実施形態に係る貢献度通知画面の一表示例を示す図である。
【図５】本実施形態に係る貢献度通知画面の一表示例を示す図である。
【図６】本実施形態に係る貢献度通知画面の一表示例を示す図である。
【図７】本実施形態に係る貢献度通知画面の一表示例を示す図である。
【図８】本実施形態に係る貢献度通知画面の一表示例を示す図である。
【図９】本実施形態に係る貢献度通知画面の一変形例を示す図である。
【図１０】本実施形態に係る貢献度通知画面の一変形例を示す図である。
【図１１】本実施形態に係る貢献度管理システムにおける処理手順を示すフロー図である
。
【図１２】本実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を説明するためのブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．システムの構成
　２．装置の構成
　３．貢献度通知画面の表示例
　４．システムにおける処理手順
　５．ハードウェア構成
　６．補足
【００１４】
　＜１．システムの構成＞
　まず、図１を参照して、本開示の一実施形態に係る貢献度管理システムの概要について
説明する。図１は、本開示の一実施形態に係る貢献度管理システムの概略構成を示すブロ
ック図である。本実施形態に係る貢献度管理システムでは、ユーザによる対象物に対する
貢献度合いを表す貢献度が管理されるとともに、当該貢献度がユーザに対して通知される
。ここで、以下の説明では、本実施形態の一例として、貢献度管理システムが、コンテン
ツが複数のユーザによって共有されるコンテンツ共有システムに適用される場合について
説明する。この場合、例えば対象物はコンテンツのクリエイタであり、貢献度はコンテン
ツの視聴者（ユーザ）からクリエイタに対して行われる貢献の度合いを表す指標である。
ただし、本実施形態はかかる例に限定されず、本実施形態に係る貢献度管理システムは、
対象物への貢献度に応じてユーザが当該対象物に到達する状況が生じ得るシステムであれ
ば、他のシステムに対しても適用可能である。
【００１５】
　図１を参照すると、本開示の一実施形態に係る貢献度管理システム１は、クリエイタ端
末１０と、ユーザ端末２０と、コンテンツ共有サーバ３０と、貢献度管理サーバ４０と、
を備える。クリエイタ端末１０、ユーザ端末２０、コンテンツ共有サーバ３０及び貢献度
管理サーバ４０は、有線又は無線のネットワーク５０によって、各種の情報を互いに送受
信可能に接続される。なお、クリエイタ端末１０、ユーザ端末２０、コンテンツ共有サー
バ３０及び貢献度管理サーバ４０は、いずれも後述する情報処理装置のハードウェア構成
によって実現され得る。
【００１６】
　クリエイタ端末１０は、例えば、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、タブ
レット端末、スマートフォン、ゲーム機、メディアプレーヤ等の各種の端末装置であり得
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る。クリエイタ端末１０は、クリエイタが各種のコンテンツを制作することができるよう
に、例えば動画編集ソフトや音楽編集ソフト等のソフトウェアを実行可能に構成される。
クリエイタは、クリエイタ端末１０を介して、自身が制作したコンテンツをコンテンツ共
有システムに登録することができる。
【００１７】
　ユーザ端末２０は、例えば、ＰＣ、タブレット端末、スマートフォン、ゲーム機、メデ
ィアプレーヤ等の各種の端末装置であり得る。ユーザ端末２０は、ユーザが各種のコンテ
ンツを視聴することができるように、例えば動画再生ソフトや音楽再生ソフト等のソフト
ウェアを実行可能に構成される。ユーザは、ユーザ端末２０を介して、コンテンツ共有シ
ステムにアクセスし、クリエイタによって登録されたコンテンツを視聴することができる
。
【００１８】
　コンテンツ共有サーバ３０は、コンテンツ共有システムを統括的に管理し、当該システ
ムにおける各種の処理を行う。例えば、コンテンツ共有サーバ３０は、クリエイタによっ
て登録されたコンテンツを、当該クリエイタと紐付けて管理する。また、例えば、コンテ
ンツ共有サーバ３０は、ユーザからの所望のコンテンツを視聴したい旨のリクエストを受
信し、当該コンテンツをユーザ端末２０に送信することができる。また、コンテンツ共有
サーバ３０は、クリエイタ及びユーザのアカウント情報（ＩＤやパスワード等、クリエイ
タ及びユーザを特定し得る情報）を管理し、例えば特定のコンテンツを特定のユーザにの
み送信する等の、アカウント情報に応じたコンテンツの管理を行ってもよい。
【００１９】
　貢献度管理サーバ４０は、コンテンツ共有システムによって共有されているコンテンツ
のクリエイタに対する、ユーザによる貢献度合いを表す貢献度を管理する。具体的には、
貢献度管理サーバ４０は、ユーザによるクリエイタに対する貢献を表す貢献行為を検出す
る。また、貢献度管理サーバ４０は、当該貢献行為に基づいてユーザに対して貢献度を付
与する。更に、貢献度管理サーバ４０は、ユーザに対して当該貢献度を通知することがで
きる。
【００２０】
　ここで、ユーザによるクリエイタに対する貢献度の大小は、ユーザとクリエイタとの距
離の遠近に例えることができる。例えば、クリエイタへの貢献度の大きいユーザほど、当
該クリエイタとの距離が近いユーザであると言える。従って、本実施形態では、ユーザに
対して貢献度が通知される際に、貢献度管理サーバ４０によって、当該貢献度に応じたユ
ーザとクリエイタとの仮想的な距離（以下、仮想距離と呼称する。）が設定される。そし
て、貢献度管理サーバ４０によって、当該仮想距離が視覚的に表現された貢献度通知画面
の表示が制御される。ユーザは、貢献度通知画面の表示を確認することにより、自身とク
リエイタとの距離感を視覚的に感じることができるため、自身のクリエイタに対する貢献
度を直感的に把握することが可能となる。なお、貢献度管理サーバ４０の機能構成につい
ては、下記＜２．装置の構成＞で詳しく説明する。
【００２１】
　ここで、図２を参照して、貢献度と仮想距離との関係について詳しく説明する。図２は
、貢献度と仮想距離との関係について説明するための説明図である。図２では、貢献度の
大きさを数直線で表し、当該数直線上に各ユーザを示している。数直線の右側に行くほど
貢献度が大きく、数直線の右端にはクリエイタが位置している。そして、仮想距離とは、
当該数直線上におけるクリエイタから各ユーザへの距離のことであってよい。例えば、ユ
ーザＡは貢献度が比較的小さいため、ユーザＡはクリエイタからより遠くに位置している
と言える。従って、ユーザＡの仮想距離は比較的長く設定される。一方、ユーザＢは貢献
度が比較的大きいため、ユーザＢはクリエイタのより近くに位置していると言える。従っ
て、ユーザＢの仮想距離は比較的短く設定される。このように、本実施形態では、貢献度
が大きいユーザほどクリエイタとの仮想距離が短いユーザであると考える。
【００２２】
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　ここで、各ユーザの仮想距離は、所定の期間内における各ユーザの貢献度の積算値に基
づいて設定される。従って、ユーザＡが貢献行為を行い、貢献度を取得した場合には、そ
の分クリエイタとの仮想距離は短くなる。また、貢献度通知画面の表示も、その仮想距離
の変化に応じて、ユーザがクリエイタに近付いたように変化する。このように、クリエイ
タとの仮想距離が短くなることが視覚的に通知されることにより、ユーザは貢献行為を行
った達成感を得ることができ、更なる貢献行為を行うモチベーションの増加につながる。
【００２３】
　また、貢献度通知画面には、仮想距離が所定の範囲に含まれる他のユーザ（すなわち、
貢献度の積算値が所定の範囲に含まれる他のユーザ）についての情報が表示されてもよい
。例えば、図２に示すユーザＡであれば、自分と同程度の仮想距離に位置するユーザであ
るユーザＣやユーザＤについての情報が、貢献度通知画面に表示されてもよい。例えば、
ユーザＡには、ユーザＣやユーザＤの仮想距離についての情報が通知され得る。このよう
に、本実施形態では、貢献度通知画面において、他のユーザとの仮想距離の大小関係によ
って、クリエイタとの距離感が表現されてもよい。また、自分と同程度の仮想距離に位置
するユーザについての情報が貢献度通知画面に表示されることにより、貢献度の取得に対
して他のユーザと競い合う関係が生まれ、更なる貢献行為を行うことが喚起される。
【００２４】
　また、本実施形態では、仮想距離に応じたコミュニティが形成され、当該コミュニティ
に対してコミュニケーションサービスが提供されてもよい。例えば、仮想距離が所定の範
囲に含まれる複数のユーザに対して、当該ユーザ間でコミュニケーションを取ることが可
能なコミュニケーションサービスが提供されてもよい。当該コミュニケーションサービス
とは、例えばメッセージのやり取りを含む。ここで、貢献度は、クリエイタに対する貢献
行為を行うことによって付与されるものであるため、貢献度の積算値は、ユーザのそのク
リエイタに対する熱意を示す指標の一つとなり得る。本実施形態では、仮想距離に応じた
コミュニティが形成されることにより、同じクリエイタのファンであって、同程度の熱意
を有するファンの間でコミュニティが形成され得る。そして、当該コミュニティに対して
コミュニケーションサービスが提供されることにより、ユーザの間での仲間意識が強まり
、ユーザ間の相乗効果によって更なる貢献行為の実行が誘起される。
【００２５】
また、本実施形態では、仮想距離の値が所定の値よりも小さいユーザ、すなわち、クリエ
イタの比較的近くに位置するユーザとクリエイタに対して、当該ユーザとクリエイタとの
間でコミュニケーションを取ることが可能なコミュニケーションサービスが提供されても
よい。このようなコミュニケーションサービスが提供されることにより、クリエイタと直
接コミュニケーションを取りたいという欲求が動機付けとなり、ユーザによる更なる貢献
行為の実行が促される。
【００２６】
　以上、図２を参照して、本実施形態における貢献度と仮想距離との関係について説明し
た。なお、仮想距離に基づいた貢献度通知画面の具体的な表示や、上述したコミュニケー
ションサービスについては、下記＜３．貢献度通知画面の表示例＞で詳しく説明する。
【００２７】
　＜２．装置の構成＞
　次に、図３を参照して、本開示の一実施形態に係る貢献度管理システム１を構成する各
装置の機能構成について説明する。図３は、本実施形態に係る貢献度管理システム１を構
成する各装置の機能構成を示す機能ブロック図である。なお、図３においては、貢献度管
理システム１を構成する装置のうち、コンテンツ共有サーバ３０については図示を省略し
、クリエイタ端末１０、ユーザ端末２０及び貢献度管理サーバ４０のみを図示している。
コンテンツ共有サーバ３０は、図１及び後述する図１１に示す各処理を実行可能に構成さ
れればよく、例えば一般的なコンテンツ共有システムの管理サーバの機能構成によって実
現され得る。また、図３において図示されている機能構成は本実施形態の説明のために簡
略化されており、各装置は図示されていない機能構成を更に含んでもよい。図示されてい
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ない機能構成は、各装置の一般的な機能構成として既に知られたものであり得るため、詳
細な説明は省略する。例えば、クリエイタ端末１０、ユーザ端末２０及び貢献度管理サー
バ４０の間の各種の情報の送受信は、各装置が備える通信装置（図示せず。）によって、
有線又は無線のネットワーク（図示せず。）を介して行われてもよい。なお、クリエイタ
端末１０、ユーザ端末２０、コンテンツ共有サーバ３０及び貢献度管理サーバ４０、必ず
しも単一の情報処理装置によって実現されなくてもよく、ネットワークによって互いに接
続された複数の情報処理装置の協働によって実現されてもよい。
【００２８】
　まず、貢献度管理サーバ４０の機能構成について説明する。貢献度管理サーバ４０は、
記憶部４１０及び制御部４２０を備える。
【００２９】
　記憶部４１０は、貢献度管理サーバ４０において処理される各種の情報を記憶する記憶
手段である。記憶部４１０は、制御部４２０における各種の処理に用いられる情報及び制
御部４２０における各種の処理の結果を記憶する。制御部４２０は、記憶部４１０に格納
されている各種の情報を取得し、当該情報を利用して各処理を行うことができる。記憶部
４１０は、例えばＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の磁気記憶デバイス、半
導体記憶デバイス、光記憶デバイス等の各種の記憶デバイスによって構成される。本実施
形態では、記憶部４１０は、各ユーザに対して付与された貢献度についての情報を記憶す
る。その際、記憶部４１０は、所定の期間内に各ユーザに対して付与された貢献度につい
ての情報を履歴として記憶していてもよい。貢献度についての情報の履歴は、後述する貢
献度付与部４２３による貢献度の付与結果が所定の期間蓄積されることによって記憶され
得る。
【００３０】
　制御部４２０は、貢献度管理サーバ４０において行われる各種の処理を制御する。制御
部４２０は、貢献行為設定部４２１、貢献行為検出部４２２、貢献度付与部４２３、仮想
距離設定部４２４、貢献度通知画面表示制御部４２５及びコミュニケーションサービス提
供部４２６を有する。これらの機能を含む制御部４２０の機能は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等のプロセッサがメモリに格納されたプロ
グラムに従って動作されることにより実現される。
【００３１】
　貢献行為設定部４２１は、ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為を設定する
。例えば、貢献行為設定部４２１は、貢献行為として、ユーザからクリエイタへの寄付行
為、ユーザがクリエイタが制作したコンテンツを購入する行為、ユーザがソーシャルメデ
ィアにおいてクリエイタが制作したコンテンツを宣伝する行為、ユーザがクリエイタが開
催したイベントに参加する行為等を設定することができる。ただし、本実施形態に係る貢
献行為はかかる例に限定されず、クリエイタに対する貢献を表す行為であれば他の行為が
貢献行為として設定されてもよい。また、本実施形態では、貢献行為設定部４２１は、後
述するクリエイタ端末１０の操作情報取得部１３１によって取得される、クリエイタの操
作入力についての情報である操作情報を受信し、当該操作情報に含まれる貢献行為につい
ての貢献行為情報に基づいて貢献行為を設定してもよい。このようにクリエイタによって
貢献行為の設定が行われることにより、クリエイタにとってより好ましい行為がユーザに
よって行われることが喚起され得る。
【００３２】
　また、本実施形態では、貢献行為設定部４２１は、クリエイタの操作情報以外の各種の
情報に基づいて貢献行為を設定してもよい。例えば、貢献行為設定部４２１は、後述する
ユーザ端末２０の操作情報取得部２３１によって取得される、ユーザの操作入力について
の情報である操作情報の履歴に基づいて、ユーザが興味を示す行為を予測し、当該行為を
貢献行為として設定することができる。具体的には、例えば、貢献行為設定部４２１は、
ユーザの操作情報の履歴に基づいて、コンテンツの音源（例えばＣＤ等）を購入する頻度
が高いユーザに対してはコンテンツの音源を購入することを貢献行為として設定してもよ
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いし、過去に特定の地域で開催されたイベントへの参加経験のあるユーザに対しては、当
該地域でこれから開催されるイベントへの参加を貢献行為として設定してもよい。このよ
うに、貢献行為設定部４２１が、ユーザが興味を示す行為を予測し、当該行為を貢献行為
として設定することにより、ユーザによる貢献行為の実行がより喚起され得る。貢献行為
設定部４２１は、設定した貢献行為についての情報を貢献行為検出部４２２に提供する。
【００３３】
　貢献行為検出部４２２は、設定された貢献行為に基づいて、ユーザによって行われる各
種の行為の中から貢献行為を検出する。具体的には、貢献行為検出部４２２は、後述する
ユーザ端末２０の操作情報取得部２３１によって取得される、ユーザの操作入力について
の情報である操作情報を受信し、当該操作情報の中から設定された貢献行為に該当する行
為を検出する。貢献行為検出部４２２は、検出した貢献行為についての情報を貢献度付与
部４２３に提供する。
【００３４】
　ここで、貢献行為の中でも、例えば寄付行為やコンテンツの購入行為のように、ユーザ
端末２０を介してネットワーク上で行われ得る行為については、当該行為を行った旨の情
報が操作情報に含まれ得るため、貢献行為検出部４２２は、当該操作情報に基づいて、貢
献行為を検出することができる。一方、例えばイベントへの参加行為等、ユーザ端末２０
を介さずに現実世界で行われ得る行為については、当該行為を行った旨の情報が操作情報
に含まれない場合がある。そこで、本実施形態では、ユーザは、ユーザ端末２０を介して
、貢献行為を行った旨を申告してもよい。貢献行為を行った旨の情報が操作情報として貢
献行為検出部４２２に送信されることにより、貢献行為検出部４２２は当該貢献行為を検
出することができる。
【００３５】
　また、本実施形態では、例えばクリエイタに関する物品を他のユーザと共同購入した場
合や、クリエイタが開催するイベントに他のユーザと一緒に参加した場合等、あるユーザ
が他のユーザと一緒に貢献行為を行った場合にも、貢献行為検出部４２２は、当該貢献行
為を当該ユーザが行った貢献行為として検出してもよい。この場合、貢献行為検出部４２
２は、例えば当該貢献行為に関する当該他のユーザの操作情報に基づいて、当該ユーザの
貢献行為を検出してもよい。
【００３６】
　貢献度付与部４２３は、検出された貢献行為に応じた貢献度をユーザに対して付与する
。例えば、貢献行為の内容に応じてユーザに対して付与される貢献度の値が設定されてお
り、貢献度付与部４２３は、検出された貢献行為の内容に応じて、当該貢献行為に対応す
る値を貢献度として付与することができる。なお、貢献行為に応じた貢献度の値は、クリ
エイタによって貢献行為の設定と同時に設定されてもよいし、代表的な貢献行為には所定
の値が予め設定されていてもよい。また、貢献度付与部４２３は、複数のユーザに対して
貢献度を付与してもよく、付与した貢献度の情報を各ユーザと紐付けて記憶部４１０に格
納してもよい。また、貢献度付与部４２３は、ユーザに対して貢献度を付与するとともに
、所定の期間内に付与された貢献度のユーザごとの積算値を算出してもよい。記憶部４１
０には、このような各ユーザに付与された貢献度の履歴が格納され得る。貢献度付与部４
２３は、ユーザに対して付与された貢献度についての情報、例えば所定の期間内にユーザ
に対して付与された貢献度の積算値についての情報を仮想距離設定部４２４に提供する。
【００３７】
　仮想距離設定部４２４は、ユーザに付与された貢献度の積算値に基づいて、当該ユーザ
とクリエイタとの仮想的な距離である仮想距離を設定する。本実施形態では、ユーザのク
リエイタに対する貢献度が高いほど、当該ユーザと当該クリエイタとの距離が近いとみな
される。従って、仮想距離設定部４２４は、ユーザに付与された貢献度の積算値と反比例
するように仮想距離を設定する。仮想距離設定部４２４は、設定した仮想距離についての
情報を貢献度通知画面表示制御部４２５に提供する。
【００３８】
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　ここで、仮想距離設定部４２４による仮想距離の設定についてより詳細に説明する。例
えば、仮想距離設定部４２４は、クリエイタに到達するための貢献度を所定の値に仮に設
定し、当該所定の値と各ユーザの貢献度の積算値との差を算出することにより、当該差を
そのユーザの仮想距離の値として設定してもよい。ユーザの貢献度の積算値が当該所定の
値よりも大きい場合には、仮想距離設定部４２４は、仮想距離の値を所定の値よりも小さ
い値（例えばゼロ）に設定してもよい。当該所定の値とは、クリエイタに到達しているか
どうかを判断するためのしきい値であり、仮想距離の値が当該所定の値よりも小さい値に
設定された状態とはクリエイタに到達している状態のことを意味している。このように、
本実施形態では、仮想距離設定部４２４は、仮想距離を、各ユーザの貢献度の積算値の絶
対評価によって設定されてよい。絶対評価によって設定される仮想距離は、図２に例示し
た貢献度の大小を示す数直線上において、クリエイタの位置から各ユーザの位置までの距
離に対応している。
【００３９】
　ただし、本実施形態はかかる例に限定されず、仮想距離設定部４２４は、仮想距離を、
貢献度の積算値の他のユーザとの相対評価によって設定してもよい。仮想距離が貢献度の
積算値の他のユーザとの相対評価によって設定される場合には、仮想距離設定部４２４は
、例えば貢献度の積算値が最も大きいユーザ又は貢献度の積算値が大きい方から所定の人
数に含まれるユーザの仮想距離の値を、クリエイタに到達しているかどうかを判断するた
めのしきい値である所定の値よりも小さい値に設定する。そして、仮想距離設定部４２４
は、仮想距離の値が当該所定の値よりも小さい値に設定されたユーザを基準として、貢献
度の積算値が大きいユーザほど仮想距離が短くなるように、他のユーザに対して仮想距離
を設定してもよい。
【００４０】
　仮想距離設定部４２４が、仮想距離を、各ユーザの貢献度の積算値の絶対評価によって
設定するか、貢献度の積算値の他のユーザとの相対評価によって設定するかは、貢献度管
理システム１の管理者によって適宜設定され得る。例えば、クリエイタに到達可能なユー
ザの人数が制限されていない場合には絶対評価によって仮想距離が設定されてよい。一方
、クリエイタに到達可能なユーザの人数が制限されている場合には、相対評価によって仮
想距離が設定されることが好ましい。仮想距離が貢献度の積算値の他のユーザとの相対評
価によって設定されることにより、限られた人数だけがクリエイタに到達することが可能
となるため、貢献行為を行うことに対するユーザ間での競争意識が誘発され得る。
【００４１】
　貢献度通知画面表示制御部４２５は、仮想距離が視覚的に表現された貢献度通知画面の
表示を制御する。貢献度通知画面表示制御部４２５は、ユーザ端末２０における貢献度通
知画面の表示を制御することができ、当該貢献度通知画面はユーザによって確認され得る
。貢献度通知画面表示制御部４２５は、例えばクリエイタの位置を表す仮想的な点を画面
内の所定の位置に設定する（以下、当該所定の点のことをクリエイタ設定点とも呼称する
。）。そして、貢献度通知画面表示制御部４２５は、ユーザを表すユーザアイコンとクリ
エイタ設定点との距離が、当該ユーザの仮想距離に対応するように、当該ユーザアイコン
を表示させることにより、貢献度通知画面において仮想距離を視覚的に表現する。クリエ
イタ設定点には、クリエイタを表すクリエイタアイコンが表示されてもよい。このように
、本実施形態では、貢献度通知画面において、ユーザのクリエイタへの貢献度の大小がユ
ーザとクリエイタとの距離の遠近として表現されるため、貢献度通知画面の表示を確認し
たユーザは、自身の貢献度をより直感的に把握することが可能となる。
【００４２】
　また、貢献度通知画面表示制御部４２５は、クリエイタ端末１０における貢献度通知画
面の表示を制御してもよい。クリエイタは、貢献度通知画面の表示を確認することにより
、自分に対して貢献行為を行ってくれたユーザについての情報を確認することができると
ともに、自身への貢献度が大きいユーザを直感的に把握することができる。
【００４３】
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　また、上述したように、本実施形態においては、貢献度付与部４２３が複数のユーザに
対して貢献度を付与してもよい。また、仮想距離設定部４２４は、各ユーザに対して、貢
献度の積算値の他のユーザとの相対評価によって仮想距離を設定してもよい。貢献度通知
画面表示制御部４２５は、貢献度通知画面において、相対評価によって設定された仮想距
離に基づいて、複数のユーザの貢献度を、各ユーザとクリエイタとの相対的な仮想距離と
して表現してもよい。例えば、貢献度通知画面表示制御部４２５は、複数のユーザを表す
複数のユーザアイコンを貢献度通知画面に表示させてもよく、複数のユーザアイコンは、
相対的な仮想距離に応じてクリエイタ設定点からの距離が異なる位置にそれぞれ表示され
得る。このように貢献度の大小に応じて複数のユーザアイコンを異なる位置に表示させる
ことにより、ユーザ同士の相対的な貢献度の大小がクリエイタとの仮想距離として視覚的
に表現され得る。
【００４４】
　コミュニケーションサービス提供部４２６は、少なくとも仮想距離が所定の範囲に含ま
れる他のユーザ（すなわち、貢献度の積算値が所定の範囲に含まれる他のユーザ）に対し
て、コミュニケーションサービスを提供する。当該コミュニケーションサービスとは、例
えばユーザ間によるメッセージのやり取りであってよい。また、当該メッセージのやり取
りは、貢献度通知画面表示制御部４２５によって貢献度通知画面に表示されてもよい。こ
のように、本実施形態では、貢献度通知画面においてユーザ間がコミュニケーションを図
ることができる。また、コミュニケーションサービス提供部４２６は、クリエイタとユー
ザとの間におけるコミュニケーションサービスを提供してもよい。例えば、コミュニケー
ションサービス提供部４２６は、仮想距離の値が所定の値よりも小さいユーザ（すなわち
、クリエイタにより近しいユーザ）とクリエイタとに対してコミュニケーションサービス
を提供してもよい。なお、コミュニケーションサービス提供部４２６が提供するコミュニ
ケーションサービスにおけるメッセージ等の情報は、後述するクリエイタ端末１０及びユ
ーザ端末２０の操作情報取得部１３１、２３１によって取得される操作情報に含まれ得る
。
【００４５】
　以上、貢献度管理サーバ４０の機能構成について説明した。なお、貢献度通知画面の具
体的な表示例及びコミュニケーションサービス提供部４２６によって提供されるコミュニ
ケーションサービスの具体例については、下記＜３．貢献度通知画面の表示例＞で詳しく
説明する。
【００４６】
　次に、ユーザ端末２０の機能構成について説明する。図３を参照すると、ユーザ端末２
０は、操作部２１０、表示部２２０及び制御部２３０を備える。
【００４７】
　操作部２１０は、ユーザによる各種の操作入力が行われる入力インターフェースである
。ユーザは、操作部２１０を介して、ユーザ端末２０に対して各種の情報や指示を入力す
ることができる。操作部２１０は、例えばマウス、キーボード、タッチパネル等の各種の
入力デバイスによって構成される。操作部２１０は、ユーザによる操作入力についての情
報である操作情報を後述する制御部２３０の操作情報取得部２３１に提供する。
【００４８】
　表示部２２０は、各種の情報をテキスト、画像、図表、グラフ等多様な形式で表示画面
に表示することにより、当該情報をユーザに対して視覚的に通知する出力インターフェー
スである。表示部２２０は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ等の各種
の表示装置によって構成される。なお、操作部２１０がタッチパネルを含む場合には、操
作部２１０と表示部２２０とは一体的に構成されてもよい。本実施形態では、表示部２２
０は、後述する制御部２３０の表示制御部２３２によってその表示が制御される。例えば
、表示部２２０は、表示制御部２３２からの制御により、上述した貢献度通知画面を表示
する。また、表示部２２０は、表示制御部２３２からの制御により、コンテンツ共有サー
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バ３０から送信されるコンテンツが再生される再生画面を表示してもよい。
【００４９】
　ここで、表示部２２０によって表示される貢献度通知画面は、ユーザによって各種の操
作入力が行われるためのＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
における表示画面であってよい。例えば、貢献度通知画面には、ユーザとクリエイタとの
仮想距離を視覚的に表現するために、ユーザを表すユーザアイコンやクリエイタを表すク
リエイタアイコンが表示され得る。また、本実施形態では、上述したコミュニケーション
サービス提供部４２６によってユーザに対して他のユーザ及び／又はクリエイタとコミュ
ニケーションを取るためのコミュニケーションサービスが提供されてもよく、例えば貢献
度通知画面には、当該コミュニケーションサービスにおいてやり取りされるメッセージ等
の情報が表示されてもよい。ユーザは貢献度通知画面において所定の操作を行うことによ
り、ユーザアイコンの表示やコミュニケーションサービスに関する各種の情報を入力する
ことができる。
【００５０】
　制御部２３０は、ユーザ端末２０において行われる各種の処理を制御する。制御部２３
０は、操作情報取得部２３１及び表示制御部２３２を有する。これらの機能を含む制御部
２３０の機能は、例えばＣＰＵ等のプロセッサがメモリに格納されたプログラムに従って
動作されることにより実現される。
【００５１】
　操作情報取得部２３１は、操作部２１０を介して入力される、ユーザによる操作入力に
ついての情報である操作情報を取得する。当該操作情報は、例えば、ＧＵＩとして表示さ
れる各種のアイコンに対する移動や選択等の操作を示す情報又はユーザによって入力され
た文字情報を含み得る。ここで、ＧＵＩとして表示される各種のアイコンに対する移動や
選択等の操作は、例えば操作部２１０がマウス等のポインティングデバイスを含む場合に
はＧＵＩに表示されるポインタ（カーソル）等の操作子を介して実行され得る。また、操
作部２１０がタッチパネルを含む場合には、ユーザの指等による接触によって直接的にア
イコンに対する移動や選択等の操作が実行され得る。
【００５２】
　本実施形態においては、操作情報取得部２３１は、貢献度通知画面においてユーザによ
って入力される各種の情報を操作情報として取得する。貢献度通知画面においてユーザに
よって入力される各種の情報とは、例えばユーザアイコンの表示やコミュニケーションサ
ービスに関する各種の情報であってよい。ただし、操作情報取得部２３１が取得する操作
情報は、貢献度通知画面に対する各種の情報の入力に限定されず、操作情報には、ユーザ
がユーザ端末２０に対して行うあらゆる操作入力についての情報が含まれてよい。例えば
、操作情報は、貢献行為を行ったことを表す各種の情報を含む。操作情報取得部２３１は
、取得した操作情報を、貢献度管理サーバ４０の貢献行為検出部４２２及び／又はコミュ
ニケーションサービス提供部４２６に送信する。また、操作情報取得部２３１は、ユーザ
がコンテンツ共有サーバ３０に登録されているコンテンツのうちの１つを選択した旨の情
報を取得し、当該コンテンツに対するリクエストをコンテンツ共有サーバ３０に送信する
ことができる。
【００５３】
　表示制御部２３２は、表示部２２０を制御し、表示部２２０に各種の情報を表示させる
。本実施形態では、表示制御部２３２は、貢献度通知画面を表示部２２０に表示させる。
なお、上述したように、貢献度通知画面の表示は、貢献度管理サーバ４０の貢献度通知画
面表示制御部４２５によって制御され得る。表示制御部２３２は、貢献度通知画面表示制
御部４２５から送信される各種の情報に基づいて、貢献度通知画面を表示部２２０に表示
させることができる。また、表示制御部２３２は、コンテンツ共有サーバ３０から送信さ
れたコンテンツが再生される再生画面を表示部２２０に表示させてもよい。なお、表示制
御部２３２は、例えば操作情報取得部２３１によって取得される操作情報に基づいて、Ｇ
ＵＩにおけるポインタの表示を移動させる等の、一般的な情報処理装置において行われる
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表示制御を更に行ってもよい。
【００５４】
　次に、クリエイタ端末１０の機能構成について説明する。図３を参照すると、クリエイ
タ端末１０は、操作部１１０、表示部１２０及び制御部１３０を備える。
【００５５】
　操作部１１０は、クリエイタによる各種の操作入力が行われる入力インターフェースで
ある。クリエイタは、操作部１１０を介して、クリエイタ端末１０に対して各種の情報や
指示を入力することができる。操作部１１０は、例えばマウス、キーボード、タッチパネ
ル等の各種の入力デバイスによって構成される。操作部１１０は、クリエイタによる操作
入力についての情報である操作情報を後述する制御部１３０の操作情報取得部１３１に提
供する。
【００５６】
　表示部１２０は、各種の情報をテキスト、画像、図表、グラフ等多様な形式で表示画面
に表示することにより、当該情報をクリエイタに対して視覚的に通知する出力インターフ
ェースである。表示部１２０は、例えばＬＣＤ、有機ＥＬディスプレイ等の各種の表示装
置によって構成される。なお、操作部１１０がタッチパネルを含む場合には、操作部１１
０と表示部１２０とは一体的に構成されてもよい。本実施形態では、表示部１２０は、後
述する制御部１３０の表示制御部１３２によってその表示が制御される。例えば、表示部
１２０は、表示制御部１３２からの制御により、上述した貢献度通知画面を表示する。
【００５７】
　ここで、表示部１２０によって表示される貢献度通知画面は、クリエイタによって各種
の操作入力が行われるためのＧＵＩにおける表示画面であってよい。例えば、貢献度通知
画面には、ユーザとクリエイタとの仮想距離を視覚的に表現するために、ユーザを表すユ
ーザアイコンやクリエイタを表すクリエイタアイコンが表示され得る。また、本実施形態
では、上述したコミュニケーションサービス提供部４２６によって、クリエイタに対して
ユーザとコミュニケーションを取るためのコミュニケーションサービスが提供されてもよ
く、例えば貢献度通知画面には、当該コミュニケーションサービスにおいてクリエイタと
ユーザとの間でやり取りされるメッセージ等の情報が表示されてもよい。クリエイタは貢
献度通知画面において所定の操作を行うことにより、クリエイタアイコンの表示やコミュ
ニケーションサービスに関する各種の情報を入力することができる。
【００５８】
　制御部１３０は、クリエイタ端末１０において行われる各種の処理を制御する。制御部
１３０は、操作情報取得部１３１及び表示制御部１３２を有する。これらの機能を含む制
御部１３０の機能は、例えばＣＰＵ等のプロセッサがメモリに格納されたプログラムに従
って動作されることにより実現される。
【００５９】
　操作情報取得部１３１は、操作部１１０を介して入力される、クリエイタによる操作入
力についての情報である操作情報を取得する。当該操作情報は、ユーザ端末２０の操作情
報取得部２３１によって取得される操作情報と同様に、例えば、ＧＵＩとして表示される
各種のアイコンに対する移動や選択等の操作を示す情報又はクリエイタによって入力され
た文字情報を含み得る。本実施形態においては、操作情報取得部１３１は、貢献度通知画
面においてクリエイタによって入力される各種の情報を操作情報として取得する。貢献度
通知画面においてクリエイタによって入力される各種の情報とは、例えばクリエイタアイ
コンの表示やコミュニケーションサービスに関する各種の情報であってよい。ただし、操
作情報取得部２３１が取得する操作情報は、貢献度通知画面に対して入力される各種の情
報に限定されず、操作情報には、クリエイタがクリエイタ端末１０に対して行うあらゆる
操作入力についての情報が含まれてよい。例えば、操作情報は、上述した貢献行為設定部
４２１によって設定され得る貢献行為についての貢献行為情報を含む。操作情報取得部１
３１は、取得した各種の情報を、貢献度管理サーバ４０の貢献行為設定部４２１及び／又
はコミュニケーションサービス提供部４２６に送信する。
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【００６０】
　表示制御部１３２は、表示部１２０を制御し、表示部１２０に各種の情報を表示させる
。本実施形態では、表示制御部１３２は、貢献度通知画面を表示部１２０に表示させても
よい。なお、上述したように、貢献度通知画面の表示は、貢献度管理サーバ４０の貢献度
通知画面表示制御部４２５によって制御され得る。表示制御部１３２は、貢献度通知画面
表示制御部４２５から送信される各種の情報に基づいて、貢献度通知画面を表示部１２０
に表示させることができる。なお、表示制御部１３２は、例えば操作情報取得部１３１に
よって取得される操作情報に基づいて、ＧＵＩにおけるポインタの表示を移動させる等の
、一般的な情報処理装置において行われる表示制御を更に行ってもよい。
【００６１】
　以上、図３を参照して、本開示の一実施形態に係る貢献度管理システム１を構成する各
装置の機能構成について説明した。以上説明したように、本実施形態では、貢献行為検出
部４２２によって、ユーザによるクリエイタに対する貢献を表す貢献行為が検出される。
また、貢献度付与部４２３によって、ユーザに対して貢献行為に応じた貢献度が付与され
、仮想距離設定部４２４によって、付与された貢献度のユーザごとの積算値に基づいて、
ユーザとクリエイタとの仮想的な距離である仮想距離が設定される。そして、貢献度通知
画面表示制御部４２５によって、設定された仮想距離が視覚的に表現された貢献度通知画
面の表示が制御されることにより、ユーザに対して貢献度が通知される。従って、ユーザ
は、貢献度通知画面の表示を確認することにより、自身とクリエイタとの距離感を視覚的
に感じることができるため、自身のクリエイタに対する貢献度を直感的に把握することが
可能となる。
【００６２】
　また、本実施形態では、ユーザが貢献度を取得するための貢献行為が、クリエイタによ
って設定され得る。従って、クリエイタの現状により則した行為が貢献行為として設定さ
れ得るため、ユーザに対して、クリエイタにとってより好ましい行為を貢献行為として行
うことが促される。また、本実施形態では、例えばユーザの操作情報の履歴に基づいて、
ユーザが興味を示す行為が予測され、当該行為が貢献行為として設定され得る。従って、
よりユーザの興味に則した行為が貢献行為として設定され得るため、ユーザが当該貢献行
為を行うことがより促進される。
【００６３】
　＜３．貢献度通知画面の表示例＞
　次に、図４－図８を参照して、本開示の一実施形態に係る貢献度通知画面の一表示例に
ついて説明する。図４－図８は、本実施形態に係る貢献度通知画面の一表示例を示す図で
ある。なお、図４－図８並びに後述する図９及び図１０に示す貢献度通知画面の表示は、
貢献度通知画面表示制御部４２５によって制御され得る。また、図４－図１０では、ユー
ザ端末２０の表示部２２０に表示される貢献度通知画面の一例について図示している。
【００６４】
　図４を参照すると、貢献度通知画面５００は、コンテンツ再生領域５１０と、貢献度通
知領域５２０と、を有する。コンテンツ再生領域５１０には、再生されるコンテンツの画
像が表示されるとともに、当該コンテンツに関する各種の情報が表示される。図４に示す
例では、コンテンツ再生領域５１０には、コンテンツ画像５１１、クリエイタ情報５１２
及びコメント欄５１３が表示される。
【００６５】
　コンテンツ画像５１１は、例えば、ユーザのリクエストに応じて、コンテンツ共有サー
バ３０からユーザ端末２０に送信されたコンテンツの画像である。コンテンツが音楽コン
テンツ等画像を含まない場合には、コンテンツ画像５１１としては、例えば当該音楽コン
テンツに対応してコンテンツ共有サーバ３０から提供されるイメージ画像、又はコンテン
ツ共有サーバ３０若しくはユーザ端末２０で生成される視覚エフェクト画像が表示されて
もよいし、コンテンツ再生領域５１０がコンテンツ画像５１１を含まなくてもよい。
【００６６】
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　クリエイタ情報５１２は、対象としているコンテンツのクリエイタについての情報であ
る。図４に示す例では、クリエイタ情報５１２として、当該クリエイタを表す画像が表示
されている。クリエイタ情報５１２としては、当該クリエイタの名前等、クリエイタに関
する他の情報が表示されてもよい。
【００６７】
　コメント欄５１３には、クリエイタがコンテンツに対して投稿したコメントが表示され
る。当該コメントは、クリエイタの自己紹介、コンテンツの概要の説明及び再生されるコ
ンテンツと関連する他のコンテンツについての情報（例えばクリエイタによって制作され
た他のコンテンツへのリンク等）を含んでもよい。
【００６８】
　貢献度通知領域５２０では、仮想距離が視覚的に表現されることにより、ユーザに対し
て貢献度が通知される。図４に示す例では、例えばスクロールバー５５０を操作すること
により、貢献度通知画面５００の表示をスクロールさせ、表示画面上に主に表示させる領
域を調整することができる。ただし、本実施形態はかかる例に限定されず、コンテンツ再
生領域５１０と貢献度通知領域５２０とが別々の画面（例えばコンテンツ再生画面と貢献
度通知画面）として表示されてもよく、これらの画面の表示が、ユーザの操作に応じて切
り換えられてもよい。以下、図５－図１０では、コンテンツ再生領域５１０については図
示を省略し、貢献度通知領域５２０における表示について主に説明を行う。
【００６９】
　図５を参照すると、貢献度通知領域５２０は、仮想距離表示領域５３０と操作情報表示
領域５４０とを含む。仮想距離表示領域５３０では、例えばクリエイタが位置する所定の
点が領域内に設定され、仮想距離がユーザを表すユーザアイコンと当該所定の点との距離
に対応するように、当該ユーザアイコンが表示されることにより、仮想距離が視覚的に表
現され得る。また、操作情報表示領域５４０には、貢献度通知領域５２０におけるユーザ
の操作入力に関する各種の情報が表示される。ユーザの操作入力に関する各種の情報とは
、例えばユーザアイコンの表示についての情報や、他のユーザ及び／又はクリエイタとの
コミュニケーションにおけるメッセージについての情報等を含む。
【００７０】
　図５は、初期状態における貢献度通知領域５２０の一表示例を示している。ここで、初
期状態とは、ユーザが貢献度管理システム１を利用しておらず、仮想距離表示領域５３０
にユーザが未参加の状態を意味している。図５に示すように、ユーザが未参加の状態にお
いては、仮想距離表示領域５３０には、他のユーザを表すユーザアイコン５２１ｂ、５２
１ｃが表示される。このように、本実施形態では、ユーザは、初期状態においても貢献度
通知画面５００を参照し、例えば他のユーザの動向を確認することができる。
【００７１】
　また、図５に示すように、他のユーザを表すユーザアイコン５２１ｂ、５２１ｃの近傍
には、ユーザ同士によってやり取りされるメッセージが表示されるメッセージ欄５２２ｂ
、５２２ｃが表示される。図５に示す例では、ユーザアイコン５２１ｂ、５２１ｃは動物
を模したアイコンであり、メッセージ欄５２２ｂ、５２２ｃはユーザアイコン５２１ｂ、
５２１ｃが発話している様子を示すように吹き出しの形で表示されている。このように、
本実施形態では、コミュニケーションサービスとして提供され得るユーザ間のメッセージ
が、ユーザアイコン５２１ｂ、５２１ｃと関連付けて表示され得る。ただし、本実施形態
は図５に示す例に限定されず、ユーザアイコン５２１ｂ、５２１ｃはあらゆる図形を含む
アイコンであってよい。また、メッセージ欄５２２ｂ、５２２ｃは、当該メッセージがど
のユーザによって発せられたメッセージかが判断可能であればよく、その表示形式はあら
ゆる形式であってよい。
【００７２】
　また、本実施形態では、クリエイタとユーザとの仮想距離は、貢献度通知画面５００の
奥行き方向の距離として視覚的に表現される。図５に示す例では、クリエイタが位置する
所定の点が仮想距離表示領域５３０の奥行き方向の奥側に設定され、ユーザアイコン５２
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１ｂ、５２１ｃが、仮想距離が当該所定の点とユーザアイコン５２１ｂ、５２１ｃとの距
離に対応するように、仮想距離表示領域５３０の奥行き方向の手前側に表示される。図５
では、ユーザアイコン５２１ｃによって表されるユーザの方が、ユーザアイコン５２１ｂ
によって表されるユーザよりも仮想距離が短い（すなわち、貢献度の積算値が大きい）た
め、ユーザアイコン５２１ｃの方が奥行き方向において奥側に表示されている。
【００７３】
　ここで、図５に示す例では、仮想距離設定部４２４は、各ユーザの仮想距離を、貢献度
の積算値の他のユーザとの相対評価によって設定している。例えば、貢献度の積算値が大
きい方から所定の人数に含まれるユーザの仮想距離の値が、クリエイタに到達しているか
どうかを判断するしきい値である所定の値よりも小さい値に設定されている。そして、仮
想距離設定部４２４は、仮想距離の値が当該所定の値よりも小さい値に設定されたユーザ
を基準として、貢献度の積算値が大きいユーザほど仮想距離が短くなるように、他のユー
ザに対して仮想距離を設定している。各ユーザの仮想距離が貢献度の積算値の他のユーザ
との相対評価によって設定されることにより、限られた人数のユーザだけがクリエイタに
到達し得ることとなり、貢献度を獲得することに対するユーザ間の競争意識が喚起され得
る。
【００７４】
　また、図５に示すように、貢献度通知領域５２０においては、クリエイタのメッセージ
が表示されるメッセージ欄５２４が表示されてもよい。ただし、図５に例示する状態は、
上述したようにユーザが未参加の状態であって、例えばユーザとクリエイタとの仮想距離
は比較的長い状態である。従って、ユーザとクリエイタとの距離は比較的遠く、そのこと
を表すために、図５に示すようにメッセージ欄５２４内にはテキストが明示されなくても
よい。これは、仮想距離が比較的長いために、クリエイタの声がユーザに届き難い状態を
表現している。例えばメッセージ欄５２４内のテキストが小さいフォントで表示される等
、図５に示す例以外の表示によって、クリエイタの声がユーザに届き難い状態が表現され
てもよい。また、仮想距離は比較的長い状態であっても、ユーザの操作入力によって、例
えばカーソル（ポインタ）がメッセージ欄５２４に重畳されたり、カーソルによってメッ
セージ欄５２４が選択されたりすることにより、クリエイタによって発せられたメッセー
ジが明示的に表示されてもよい。なお、メッセージ欄５２２ｂ、５２２ｃ、５２４に表示
されるユーザ及びクリエイタのメッセージは、上述したコミュニケーションサービス提供
部４２６によって提供されるコミュニケーションサービスにおけるメッセージであってよ
い。
【００７５】
　初期状態においては、操作情報表示領域５４０に、ユーザの参加を促す参加ボタン５２
５が表示されてもよい。例えば、ユーザがアカウント情報を登録することにより参加ボタ
ン５２５が表示され得る。上述したように、本実施形態ではユーザアイコン５２１ｂ、５
２１ｃは動物を模したアイコンであるため、ユーザも参加ボタン５２５を押下する際に、
貢献度管理システム１によって用意され得る動物を模したアイコンの中から所望のアイコ
ンを自身のユーザアイコンとして選択することができる。また、図５に示す例では、ユー
ザアイコンが動物を模したアイコンであるため、ユーザアイコンが初めて表示される際に
は、仮想距離表示領域５３０に動物の卵を模したアイコンが表示され、当該卵からユーザ
によって指定されたユーザアイコンに係る動物が誕生するような表示がなされてもよい。
ただし、本実施形態はかかる例に限定されず、ユーザによって用意された任意の画像に基
づいてユーザアイコンが設定されてもよい。
【００７６】
　図６は、ユーザが貢献度管理システム１の利用を開始し、ユーザによって選択されたユ
ーザアイコンが仮想距離表示領域５３０に表示された様子を示している。図６では、図５
に示す状態に対して、仮想距離表示領域５３０にユーザ自身を表すユーザアイコン５２１
ａが表示されている。図６に示す例では、ユーザは貢献度管理システム１に登録した直後
であるため、ユーザアイコン５２１ａは、仮想距離表示領域５３０において最も手前、す
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なわち仮想距離が最も長い位置に表示されている。また、他のユーザアイコン５２１ｂ、
５２１ｃと同様に、ユーザアイコン５２１ａの近傍にも、ユーザアイコン５２１ａが発話
している様子を示すように吹き出しの形でメッセージ欄５２２ａが表示される。
【００７７】
　図６に示すように、ユーザが仮想距離表示領域５３０に参加した状態では、操作情報表
示領域５４０に、コミュニケーション情報５２６及び貢献行為情報５２７が表示されてよ
い。コミュニケーション情報５２６は、例えばメッセージ入力欄５２６ａ及び投稿ボタン
５２６ｂから構成される。メッセージ入力欄５２６ａにはユーザによる操作入力に応じて
文字情報を入力することができ、投稿ボタン５２６ｂが押下されることにより当該メッセ
ージが他のユーザ及び／又はクリエイタに対して送信される。送信されたメッセージは、
ユーザアイコン５２１ａが発したセリフとして、例えばメッセージ欄５２２ａに表示され
る。
【００７８】
　貢献行為情報５２７は、貢献度が付与され得る貢献行為についての情報である。貢献行
為情報５２７としては、貢献行為設定部４２１によって設定された貢献行為がリストの形
式で表示されてよい。本実施形態では、貢献行為はクリエイタによって指定され得る。例
えば、クリエイタは、直近に迫ったイベントへの参加や、最近制作したコンテンツを視聴
すること等、自身のニーズに沿った行為を貢献行為として設定することができる。このよ
うに、クリエイタの意図に沿った行為が貢献行為として設定され、貢献行為情報５２７と
して操作情報表示領域５４０に表示されることにより、ユーザに対して当該行為を行うこ
とを喚起する効果が得られる。なお、コミュニケーション情報５２６及び貢献行為情報５
２７は、操作情報表示領域５４０に常に表示されていなくてもよく、例えば特定の領域を
選択する、特定の領域にカーソルを重畳させる等の操作に応じて表示されてもよい。
【００７９】
　図７は、図６に示す状態に対して、ユーザが所定の貢献行為を行い、ユーザに対して貢
献度が付与された状態における貢献度通知領域５２０の表示を示している。ユーザに対し
て貢献度が付与されたことにより、ユーザの貢献度の積算値が増加し、その分仮想距離が
短く変更される。当該仮想距離の変更に応じて仮想距離表示領域５３０の表示が変更され
る。図７に示す例では、図６に示す状態では同程度の仮想距離であった他のユーザのユー
ザアイコン５２１ｂの表示が消え、仮想距離がより短かった他のユーザのユーザアイコン
５２１ｃの表示が拡大されている。また、図７に示す例では、図６に示す状態では表示さ
れていなかったクリエイタを表すクリエイタアイコン５２３が、クリエイタが位置するこ
とが設定された所定の点に表示されている。このように、本実施形態では、貢献度通知画
面表示制御部４２５が、ユーザの仮想距離の値が所定の値よりも小さい場合に、貢献度通
知画面にクリエイタアイコン５２３を表示させてもよい。本実施形態では、他のユーザの
ユーザアイコン５２１ｂ、５２１ｃの相対的な大きさを変化させたり、クリエイタを表す
クリエイタアイコン５２３の表示を変化させたりすることにより、仮想距離が変化したこ
とが視覚的に表現され得る。ただし、本実施形態はかかる例に限定されず、例えば仮想距
離表示領域５３０に表示される背景の表示が変化することにより、仮想距離が変化したこ
とが視覚的に表現されてもよい。
【００８０】
　図８は、図７に示す状態に対して、ユーザが所定の貢献行為を更に行い、ユーザに対し
て貢献度が更に付与されたことにより、ユーザがクリエイタに到達した状態における貢献
度通知領域５２０の表示を示している。図８では、ユーザがクリエイタに対して到達した
ことを表現するために、図７に示す状態に比べて、クリエイタアイコン５２３が大きく表
示されている。また、本実施形態では、上述したように、コミュニケーションサービス提
供部４２６によって、仮想距離の値がクリエイタに到達しているかどうかを判断するしき
い値である所定の値よりも小さい場合（すなわち、クリエイタに到達した場合）には、ク
リエイタ及びユーザに対してコミュニケーションサービスが提供されてもよい。図８に示
す例では、ユーザとクリエイタとが直接メッセージのやり取りをしている様子が図示され
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ている。また、同じく仮想距離の値が当該所定の値よりも小さい場合には、貢献度通知領
域５２０の一部領域（図８に示す例では操作情報表示領域５４０）に、クリエイタからユ
ーザへの通知であるニュース情報５２８が表示されてもよい。ニュース情報５２８は、例
えばクリエイタに所定の距離以上近付いたユーザのみが知ることのできる情報であってよ
く、クリエイタによって入力され得るいわば秘密の情報であってよい。図８では、ニュー
ス情報５２８としてボタンのみが表示されており、例えば当該ボタンを選択する、当該ボ
タンにカーソルを重畳させる等の操作に応じて詳細な内容が表示され得る。ただし、ニュ
ース情報５２８は、貢献度通知領域５２０に常に表示されていてもよい。
【００８１】
　上述したニュース情報５２８は、仮想距離を縮めた、すなわち貢献度を多く取得したこ
とに対する、クリエイタからユーザへのいわば特典であるとも言える。このように、貢献
度を取得したことに応じてユーザに対して特典が与えられることにより、ユーザの貢献行
為を行うことに対するモチベーションを増加させることができる。このような特典は、ニ
ュース情報５２８以外のものであってもよく、例えばクリエイタによって制作された新し
いコンテンツを他のユーザに先んじて視聴できる権利や当該クリエイタに関するイベント
への優先的な参加権等の無体物であってもよいし、当該クリエイタによって用意され得る
物品等の有体物であってもよい。当該特典は、クリエイタによって適宜設定され得る。
【００８２】
　以上、図４－図８を参照して、本開示の一実施形態に係る貢献度通知画面の一表示例に
ついて説明した。以上説明したように、本実施形態では、貢献度通知画面５００において
、ユーザとクリエイタとの仮想距離が視覚的に表現される。図４－図８に示す例では、仮
想距離が貢献度通知画面５００の奥行き方向の距離として視覚的に表現され得る。具体的
には、仮想距離がより短いユーザを表すユーザアイコンが、仮想距離がより長いユーザを
表すユーザアイコンよりも小さく表示されることにより、仮想距離が貢献度通知画面５０
０の奥行き方向の距離として視覚的に表現される。また、図４－図８に示す例では、ユー
ザを表すユーザアイコン５２１ａ～５２１ｃが貢献度通知画面５００における奥行き方向
の手前側に表示され、クリエイタが位置する所定の点が奥行き方向の奥側に設定され、ク
リエイタを表すクリエイタアイコン５２３の表示の大きさが変化することにより、仮想距
離が貢献度通知画面５００の奥行き方向の距離として視覚的に表現される。また、ユーザ
アイコン５２１ａ～５２１ｃ及び／又はクリエイタアイコン５２３が表示される仮想距離
表示領域５３０の背景の表示が変化することにより、仮想距離が貢献度通知画面５００の
奥行き方向の距離として視覚的に表現されてもよい。このように、貢献度通知画面５００
において、クリエイタに対する貢献度が仮想的な距離として視覚的に表現されるため、ユ
ーザは当該貢献度を直感的に把握することが可能となる。また、貢献度を積み重ねるごと
に、貢献度通知画面５００においてクリエイタアイコン５２３に近付く、すなわち仮想距
離が短くなる表現がされることにより、ユーザは貢献度を得ることに対する達成感を得る
ことができ、更なる貢献行為の実行が促進される。
【００８３】
　また、本実施形態では、仮想距離の値が所定の値よりも小さい場合に、クリエイタ及び
ユーザに対してコミュニケーションサービスが提供され得る。また、本実施形態では、仮
想距離の値が所定の値よりも小さい場合に、ユーザに対してクリエイタからのニュース情
報５２８が提供され得る。従って、仮想距離の値が所定の値よりも小さいユーザ（すなわ
ち、貢献度を所定の値以上蓄積したユーザ）は、当該コミュニケーションサービスや当該
ニュース情報５２８によって、例えばコンテンツの制作過程での出来事や次回作の構想等
、クリエイタしか知り得ない情報を知ることができる。このように、仮想距離の値が所定
の値よりも小さいユーザに対してのみ、クリエイタとのコミュニケーションやクリエイタ
に関する情報が提供されることにより、ユーザによる貢献行為の実行がより促される。
【００８４】
　ここで、図４－図８に示す例では、仮想距離が貢献度通知画面５００の奥行き方向の距
離として視覚的に表現され、クリエイタが当該奥行き方向の奥側の所定の点に位置する場
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合について説明した。この場合、貢献度通知画面５００を参照しているユーザにとっては
、ユーザが貢献度通知画面５００の手前側に位置し、仮想距離が短くなるにつれて画面の
奥に向かって進んでいくような感覚が得られるため、いわばユーザ視点の表示であると言
える。ここで、本実施形態はかかる例に限定されず、例えば、仮想距離が貢献度通知画面
５００の奥行き方向の距離として視覚的に表現され、クリエイタが当該奥行き方向の手前
側の所定の点に位置してもよい。この場合、貢献度通知画面５００を参照しているユーザ
にとっては、ユーザが貢献度通知画面５００の奥側に位置し、仮想距離が短くなるにつれ
て画面の手前に向かって進んでくるような感覚が得られるため、いわばクリエイタ視点の
表示であると言える。
【００８５】
　図９及び図１０を参照して、このようなクリエイタ視点の表示がなされる場合における
、貢献度通知画面の一表示例について説明する。図９及び図１０は、本実施形態に係る貢
献度通知画面の一変形例を示す図である。なお、図９及び図１０に示す変形例においては
、仮想距離表示領域５３０以外の領域における表示は、図４－図８を参照して説明した実
施形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００８６】
　図９を参照すると、仮想距離表示領域５３０に、複数のユーザに対応するユーザアイコ
ン５６１ａ、５６１ｂ、５６１ｃが表示されている。ただし、図９に示す例では、図４－
図８に示す実施形態とは異なり、貢献度通知画面５００を参照しているユーザを表すユー
ザアイコン５６１ａが、仮想距離表示領域５３０の奥行き方向における奥側に表示されて
いる。ユーザアイコン５６１ｂ、５６１ｃは、他のユーザを表している。
【００８７】
　また、図１０は、図９に示す状態に対して、ユーザが所定の貢献行為を行い、ユーザに
対して貢献度が付与された状態における貢献度通知領域５２０の表示を示している。ユー
ザに対して貢献度が付与されたことにより、ユーザの貢献度の積算値が増加し、その分仮
想距離が短く変更される。図１０に示す例では、仮想距離表示領域５３０において、当該
仮想距離の変更に応じて、ユーザを表すユーザアイコン５６１ａのサイズが大きくなるよ
うに表示が変更される。このように、本変形例では、仮想距離が短くなったことが、ユー
ザアイコン５６１ａの大きさ表示が大きくなることによって表現され得る。
【００８８】
　以上、図９、１０を参照して、本実施形態の一変形例として、クリエイタ視点の表示が
なされる場合における、貢献度通知画面の一表示例について説明した。なお、本実施形態
はかかる例に限定されず、仮想距離は、貢献度通知画面５００において、奥行き方向以外
の方向として表現されてもよい。例えば、貢献度通知画面表示制御部４２５は、仮想距離
を、貢献度通知画面５００における縦方向又は横方向の距離として視覚的に表現してもよ
い。仮想距離が、貢献度通知画面５００における縦方向又は横方向の距離として表現され
る場合であっても、自分のユーザアイコンと他のユーザを表すユーザアイコンとの相対的
な表示位置や、自分のユーザアイコンとクリエイタを表すクリエイタアイコンとの相対的
な表示位置、背景の表示等を変化させることにより、仮想距離が変更され、クリエイタに
対して近付いた又はクリエイタから遠ざかったことが表現され得る。このように、貢献度
通知画面５００において仮想距離がクリエイタ視点で表示される場合や貢献度通知画面５
００の奥行き方向以外の方向の距離として仮想距離が表現される場合であっても、上述し
たような、ユーザに自身の貢献度を直感的に把握させるとともに貢献度の取得に対して達
成感を与える効果を得ることができる。
【００８９】
　なお、以上では、貢献度通知画面５００がコンテンツ再生領域５１０と貢献度通知領域
５２０とを有する場合について説明したが、本実施形態に係るかかる例に限定されない。
貢献度通知画面５００はこれら以外の他の領域を有してもよい。例えば、貢献度通知画面
５００は、コンテンツ再生領域５１０で再生されているコンテンツのクリエイタによって
制作された他のコンテンツや、多数のユーザが仮想距離表示領域５３０に参加している他
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のコンテンツ等、他のコンテンツへのリンクが表示される領域を更に有してもよい。当該
他のコンテンツへのリンクが選択された場合、当該他のコンテンツに対する貢献度通知画
面５００がユーザ端末２０の表示部２２０及び／又はクリエイタ端末１０の表示部１２０
に表示されてもよい。
【００９０】
　＜４．システムにおける処理手順＞
　次に、図１１を参照して、図１に示す貢献度管理システム１において行われる各種の情
報処理の処理手順について説明する。図１１は、本実施形態に係る貢献度管理システム１
における処理手順を示すフロー図である。図１１では、クリエイタ端末１０、ユーザ端末
２０、コンテンツ共有サーバ３０及び貢献度管理サーバ４０における各種の情報処理が、
処理が行われる時系列に沿って順に記載されている。なお、各装置間の情報の送受信は、
例えば図１に示すネットワーク５０を介して、各装置が備える通信装置（各装置の機能構
成について示した図３では図示せず。）によって行われ得る。
【００９１】
　本実施形態に係る貢献度管理システム１では、まず、クリエイタ端末１０によって、コ
ンテンツ共有サーバ３０にコンテンツが登録される（ステップＳ１０１）。また、クリエ
イタ端末１０において貢献行為についての操作入力が行われる（ステップＳ１０３）。ス
テップＳ１０３における処理では、例えば図３に示すクリエイタ端末１０の操作部１１０
を介して、操作情報取得部１３１によって、クリエイタによる操作情報として貢献行為に
ついての貢献行為情報が取得され得る。取得された貢献行為情報は貢献度管理サーバ４０
に送信される（ステップＳ１０５）。貢献度管理サーバ４０では、例えば貢献行為設定部
４２１によって、受信した貢献行為情報に基づいて貢献行為が設定される（ステップＳ１
０７）。なお、貢献行為情報は、ステップＳ１０１において登録されたコンテンツと紐付
けられていてもよく、ステップＳ１０７で、貢献行為設定部４２１はコンテンツと紐付け
て貢献行為を設定してもよい。
【００９２】
　次いで、ユーザ端末２０によって、コンテンツ共有サーバ３０に対してコンテンツのリ
クエストが送信される（ステップＳ１０９）。コンテンツ共有サーバ３０は、当該リクエ
ストに応じて、ユーザが所望するコンテンツをユーザ端末２０に対して送信する（ステッ
プＳ１１１）。なお、ステップＳ１０９及びステップＳ１１１に示す処理においては、既
存の一般的な動画共有システムにおけるコンテンツのリクエスト及びコンテンツの送受信
の処理が適用され得る。
【００９３】
　次いで、コンテンツ共有サーバ３０は、ステップＳ１１１でユーザ端末２０に対して送
信したコンテンツについての情報を貢献度管理サーバ４０に送信する（ステップＳ１１３
）。ステップＳ１１３でコンテンツ共有サーバ３０から貢献度管理サーバ４０に送信され
る情報は、例えば当該コンテンツに付された登録番号等、当該コンテンツを特定し得る情
報である。コンテンツについての情報を受信した貢献度管理サーバ４０は、ユーザがリク
エストしたコンテンツと、当該コンテンツに紐付けられている貢献行為とを対応させ、こ
れらの情報を貢献度通知画面に反映させる（ステップＳ１１５、ステップＳ１１７）。例
えば、貢献度管理サーバ４０の貢献度通知画面表示制御部４２５によって、コンテンツ及
び当該コンテンツに紐付けられた貢献行為が貢献度通知画面に表示され、ユーザ端末２０
の表示部２２０及び／又はクリエイタ端末１０の表示部１２０に表示される。当該コンテ
ンツは、例えば図４に示す貢献度通知画面５００のコンテンツ再生領域５１０に表示され
る。また、貢献行為情報は、例えば図６－図８に示すように、貢献行為情報５２７として
貢献度通知画面５００の操作情報表示領域５４０に表示される。
【００９４】
　次いで、ユーザ端末２０においてコンテンツに関する操作入力が行われる（ステップＳ
１１９）。ステップＳ１１９における処理では、例えば図３に示すユーザ端末２０の操作
部２１０を介して、操作情報取得部２３１によって、ユーザによるあらゆる操作情報が取
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得され得る。取得された操作情報は貢献度管理サーバ４０に送信される（ステップＳ１２
１）。貢献度管理サーバ４０では、貢献行為検出部４２２によって、受信した操作情報の
中から貢献行為が検出される（ステップＳ１２３）。ここで、本実施形態では、貢献行為
は、ユーザ端末２０を介して行われる行為に限定されず、例えばクリエイタが開催したイ
ベントへの参加行為等、現実世界におけるユーザの行為であってもよい。従って、ステッ
プＳ１１９における操作入力は、ユーザが貢献行為を行った旨の申告であってもよく、ス
テップＳ１２３においては、当該申告に基づいて貢献行為が検出されてもよい。また、ス
テップＳ１２３においては、例えばクリエイタに関する物品を他のユーザと共同購入した
場合や、クリエイタが開催するイベントに他のユーザと一緒に参加した場合等、あるユー
ザが他のユーザと一緒に貢献行為を行った場合には、当該他のユーザの当該貢献行為に関
する操作情報に基づいて、当該ユーザの貢献行為が検出されてもよい。
【００９５】
　次いで、貢献度管理サーバ４０では、貢献度付与部４２３によって、検出された貢献度
に応じた貢献度がユーザに対して付与される（ステップＳ１２５）。ステップＳ１２５に
おける処理では、貢献度付与部４２３は、ユーザに対して付与した貢献度についての情報
を、当該ユーザと紐付けて記憶部４１０に格納してもよい。記憶部４１０には、所定の期
間内にユーザに対して付与された貢献度の積算値が記憶され得る。
【００９６】
　次いで、貢献度管理サーバ４０では、仮想距離設定部４２４によって、例えば記憶部４
１０に格納されているユーザに付与された貢献度の積算値に基づいて、ユーザとクリエイ
タとの仮想的な距離である仮想距離が設定される（ステップＳ１２７）。そして、貢献度
管理サーバ４０の貢献度通知画面表示制御部４２５によって、ユーザ端末２０及びクリエ
イタ端末１０における仮想距離が視覚的に表現された貢献度通知画面の表示が制御される
（ステップＳ１２９、ステップＳ１３１）。ユーザ端末２０の表示部２２０及び／又はク
リエイタ端末１０の表示部１２０は、貢献度通知画面表示制御部４２５からの制御により
、貢献度通知画面を表示する。
【００９７】
　本実施形態では、貢献度管理サーバ４０のコミュニケーションサービス提供部４２６に
よって、貢献度通知画面においてユーザと他のユーザとの間及び／又はユーザとクリエイ
タとの間におけるコミュニケーションを可能とするコミュニケーションサービスが提供さ
れ得る（ステップＳ１３３）。当該コミュニケーションサービスにおいては、例えばユー
ザとクリエイタとの間においてメッセージのやり取りが行われる。具体的には、ユーザ及
びクリエイタは、操作部１１０、２１０を介して、メッセージとなる文字情報を入力する
ことができる（ステップＳ１３５、ステップＳ１３７）。入力された文字情報は操作情報
として操作情報取得部１３１、２３１によって取得され、コミュニケーションサービス提
供部４２６及び貢献度通知画面表示制御部４２５を介して貢献度通知画面に表示されるこ
とにより、クリエイタ端末１０とユーザ端末２０との間でメッセージとして送受信される
（ステップＳ１３９、ステップＳ１４１）。
【００９８】
　以上、図１１を参照して、本実施形態に係る貢献度管理システム１において行われる各
種の情報処理の処理手順について説明した。以上説明したように、本実施形態では、コン
テンツをリクエストしたユーザに対して、当該コンテンツのクリエイタに対する貢献度通
知画面が表示される。また、貢献度通知画面には、当該クリエイタによって設定され得る
、当該クリエイタに対する貢献行為が表示される。従って、当該コンテンツを視聴して、
そのクリエイタに興味を持ったユーザに対して、貢献行為を行うことが促される。また、
当該貢献行為を行ったユーザには、当該貢献行為に応じた貢献度が付与され、付与された
貢献度は、ユーザとクリエイタとの仮想的な距離である仮想距離として、貢献度通知画面
に視覚的に表現される。貢献度通知画面を視聴したユーザには、自身が取得している貢献
度が直感的に把握され得る形式で通知されるとともに、例えば図４－図８を参照して説明
したように、貢献度の獲得に対して他のユーザとの競争意識が芽生える。ここで、コンテ
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ンツ共有システムにおいてコンテンツをリクエストしたユーザは、当該コンテンツ及びそ
のクリエイタに対して少なからず興味を持っていることが想定される。本実施形態では、
コンテンツ共有システムにおいてコンテンツをリクエストしたユーザに対して、当該コン
テンツのクリエイタに対する貢献度通知画面が表示されることにより、当該クリエイタに
対する貢献行為がより効果的に促進される。
【００９９】
　＜５．ハードウェア構成＞
　次に、図１２を参照しながら、本実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成につ
いて説明する。図１２は、本実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を説明する
ためのブロック図である。なお、図１２に示す情報処理装置９００は、例えば、図１、図
３及び図１１に示すクリエイタ端末１０、ユーザ端末２０、コンテンツ共有サーバ３０及
び貢献度管理サーバ４０を実現し得る。
【０１００】
　情報処理装置９００は、ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
９０３、およびＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）９０５を含む。ま
た、情報処理装置９００は、ホストバス９０７、ブリッジ９０９、外部バス９１１、イン
ターフェース９１３、入力装置９１５、出力装置９１７、ストレージ装置９１９、通信装
置９２１、ドライブ９２３、接続ポート９２５を含んでもよい。情報処理装置９００は、
ＣＰＵ９０１に代えて、又はこれとともに、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒ）若しくはＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）と呼ばれるような処理回路を有してもよい。
【０１０１】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置及び制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９０
５、ストレージ装置９１９又はリムーバブル記録媒体９２９に記録された各種プログラム
に従って、情報処理装置９００内の動作全般又はその一部を制御する。ＲＯＭ９０３は、
ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。ＲＡＭ９０５は、Ｃ
ＰＵ９０１の実行において使用するプログラムや、その実行時のパラメータ等を一次記憶
する。ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０３及びＲＡＭ９０５は、ＣＰＵバス等の内部バスにより
構成されるホストバス９０７により相互に接続されている。更に、ホストバス９０７は、
ブリッジ９０９を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔ
ｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バス等の外部バス９１１に接続されている。
ＣＰＵ９０１は、本実施形態では、例えばクリエイタ端末１０、ユーザ端末２０及び貢献
度管理サーバ４０の制御部１３０、２３０、４２０に対応する。
【０１０２】
　ホストバス９０７は、ブリッジ９０９を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
９１１に接続されている。
【０１０３】
　入力装置９１５は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ及
びレバー等、ユーザによって操作される装置によって構成される。また、入力装置９１５
は、例えば、赤外線やその他の電波を利用したリモートコントロール装置（いわゆる、リ
モコン）であってもよいし、情報処理装置９００の操作に対応した携帯電話やＰＤＡ等の
外部接続機器９３１であってもよい。更に、入力装置９１５は、例えば、上記の操作手段
を用いてユーザにより入力された情報に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ９０１に出力
する入力制御回路などから構成されている。情報処理装置９００のユーザは、この入力装
置９１５を操作することにより、情報処理装置９００に対して各種のデータを入力したり
処理動作を指示したりすることができる。入力装置９１５は、本実施形態では、例えばク
リエイタ端末１０及びユーザ端末２０の操作部１１０、２１０に対応する。
【０１０４】
　出力装置９１７は、取得した情報をユーザに対して視覚的又は聴覚的に通知することが
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可能な装置で構成される。このような装置として、ＣＲＴディスプレイ装置、液晶ディス
プレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ＥＬディスプレイ装置及びランプ等の表示装置
や、スピーカ及びヘッドホン等の音声出力装置や、プリンタ装置等がある。出力装置９１
７は、例えば、情報処理装置９００が行った各種処理により得られた結果を出力する。具
体的には、表示装置は、情報処理装置９００が行った各種処理により得られた結果を、テ
キスト、イメージ、表、グラフ等、様々な形式で視覚的に表示する。当該表示装置は、本
実施形態では、例えばクリエイタ端末１０及びユーザ端末２０の表示部１２０、２２０に
対応する。他方、音声出力装置は、再生された音声データや音響データ等からなるオーデ
ィオ信号をアナログ信号に変換して聴覚的に出力する。
【０１０５】
　ストレージ装置９１９は、情報処理装置９００の記憶部の一例として構成されたデータ
格納用の装置である。ストレージ装置９１９は、例えば、ＨＤＤ等の磁気記憶部デバイス
、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス又は光磁気記憶デバイス等により構成される。こ
のストレージ装置９１９は、ＣＰＵ９０１が実行するプログラムや各種データ及び外部か
ら取得した各種のデータ等を格納する。ストレージ装置９１９は、本実施形態では、例え
ば、貢献度管理サーバ４０の記憶部４１０に対応する。
【０１０６】
　通信装置９２１は、例えば、通信網（ネットワーク）９２７に接続するための通信デバ
イス等で構成された通信インターフェースである。通信装置９２１は、例えば、有線若し
くは無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）又はＷＵＳＢ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢ）用の通信カード等である。また、通信
装置９２１は、光通信用のルータ、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）用のルータ又は各種通信用のモデム等であってもよい
。この通信装置９２１は、例えば、インターネットや他の通信機器との間で、例えばＴＣ
Ｐ／ＩＰ等の所定のプロトコルに則して信号等を送受信することができる。また、通信装
置９２１に接続されるネットワーク９２７は、有線又は無線によって接続されたネットワ
ーク等により構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、ラジオ波
通信又は衛星通信等であってもよい。本実施形態においては、例えば図１１に示す各ステ
ップにおいて処理される各種の情報が、通信装置９２１によってネットワーク９２７を介
して他の装置との間で送受信され得る。
【０１０７】
　ドライブ９２３は、記録媒体用リーダライタであり、情報処理装置９００に内蔵、ある
いは外付けされる。ドライブ９２３は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁
気ディスク又は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体９２９に記録されている情報を読
み出して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９２３は、装着されている磁気ディ
スク、光ディスク、光磁気ディスク又は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体９２９に
情報を書き込むことも可能である。リムーバブル記録媒体９２９は、例えば、ＤＶＤメデ
ィア、ＨＤ－ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）メディア等である。また、リ
ムーバブル記録媒体９２９は、コンパクトフラッシュ（登録商標）（ＣｏｍｐａｃｔＦｌ
ａｓｈ：ＣＦ）、フラッシュメモリ又はＳＤメモリカード（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒｄ）等であってもよい。また、リムーバブル記録媒体９２９は
、例えば、非接触型ＩＣチップを搭載したＩＣカード（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔ　ｃａｒｄ）又は電子機器等であってもよい。本実施形態では、例えば図１１に示
す各ステップにおいて処理される各種の情報が、ドライブ９２３によってリムーバブル記
録媒体９２９から読み出されたり、リムーバブル記録媒体９２９に書き込まれたりしても
よい。
【０１０８】
　接続ポート９２５は、機器を情報処理装置９００に直接接続するためのポートである。
接続ポート９２５の一例として、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）
ポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート及びＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓ
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ｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ポート等がある。接続ポート９２５の別の例として、ＲＳ
－２３２Ｃポート、光オーディオ端子及びＨＤＭＩ（登録商標）（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎ
ｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ポート等がある。この接続ポ
ート９２５に外部接続機器９３１を接続することで、情報処理装置９００は、外部接続機
器９３１から直接各種のデータを取得したり、外部接続機器９３１に各種のデータを提供
したりする。本実施形態では、例えば図１１に示す各ステップにおいて処理される各種の
情報が、接続ポート９２５を介して外部接続機器９３１から取得されたり、外部接続機器
９３１に出力されたりしてもよい。
【０１０９】
　以上、本開示の実施形態に係る情報処理装置９００の機能を実現可能なハードウェア構
成の一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的な部材を用いて構成されていてもよいし
、各構成要素の機能に特化したハードウェアにより構成されていてもよい。従って、本実
施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用するハードウェア構成を変更す
ることが可能である。
【０１１０】
　なお、上述のような本実施形態に係る情報処理装置９００の各機能を実現するためのコ
ンピュータプログラムを作製し、ＰＣ等に実装することが可能である。また、このような
コンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読み取り可能な記録媒体も提供す
ることができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、フ
ラッシュメモリ等である。また、上記のコンピュータプログラムは、記録媒体を用いずに
、例えばネットワークを介して配信されてもよい。
【０１１１】
　＜６．補足＞
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１１２】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１１３】
　例えば、上記実施形態では、貢献度管理システム１がコンテンツ共有システムに適用さ
れ、ユーザによる貢献行為の対象物がコンテンツのクリエイタである場合について説明し
たが、本技術はかかる例に限定されない。本実施形態に係る貢献度管理システムは、対象
物への貢献度に応じてユーザが当該対象物に到達する状況が生じ得るシステムであれば、
他のシステムに対しても適用可能である。例えば、本実施形態に係る貢献度管理システム
１は、所定の条件を満たした場合に所定のアイテムが入手できたり所定のイベントが発生
したりするような、各種のゲームに適用することが可能である。この場合、当該アイテム
や当該イベントが対象物となり、当該アイテムの取得や当該イベントの発生のための条件
を達成することが貢献行為の実行に対応する。貢献度通知画面において、アイテムの取得
やイベントの発生までに必要な条件の達成度（貢献度）が、仮想的な距離として視覚的に
表現されるため、ユーザは当該達成度を直感的に把握することが可能となる。また、達成
度を積み重ねるごとに、貢献度通知画面において対象物に近付く、すなわち仮想距離が短
くなる表現がされることにより、ユーザは達成度を積み重ねることに対する達成感を得る
ことができ、更なる貢献行為の実行が促進される。
【０１１４】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為を検出する貢献行為検出部と、前
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記ユーザに対して前記貢献行為に応じた貢献度を付与する貢献度付与部と、付与された前
記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記ユーザと前記対象物との仮想的な距
離である仮想距離を設定する仮想距離設定部と、設定された前記仮想距離が視覚的に表現
された貢献度通知画面の表示を制御する貢献度通知画面表示制御部と、を備える、情報処
理装置。
（２）前記貢献度通知画面表示制御部は、前記仮想距離が、前記ユーザを表すユーザアイ
コンと前記対象物が位置する所定の点との距離に対応するように、前記ユーザアイコンを
表示させることにより、前記仮想距離を視覚的に表現する、前記（１）に記載の情報処理
装置。
（３）前記貢献度付与部は、複数のユーザに対して前記貢献度を付与し、前記仮想距離設
定部は、前記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記仮想距離を、複数の前記
ユーザのそれぞれと前記対象物との相対的な値として設定する、前記（１）又は（２）に
記載の情報処理装置。
（４）前記貢献度通知画面表示制御部は、前記貢献度の積算値が所定の範囲に含まれる複
数の前記ユーザを表す複数のユーザアイコンを前記貢献度通知画面に表示させる、前記（
１）～（３）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（５）少なくとも前記仮想距離が所定の範囲に含まれる複数の前記ユーザに対してコミュ
ニケーションサービスを提供するコミュニケーションサービス提供部、を更に備える、前
記（１）～（４）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（６）前記コミュニケーションサービス提供部は、複数の前記ユーザ間におけるメッセー
ジのやり取りを少なくとも提供し、前記貢献度通知画面表示制御部は、前記貢献度通知画
面において、前記メッセージを複数の前記ユーザを表すユーザアイコンに対応付けて表示
させる、前記（５）に記載の情報処理装置。
（７）前記貢献度通知画面表示制御部は、前記仮想距離を前記貢献度通知画面の奥行き方
向の距離として視覚的に表現する、前記（１）～（６）のいずれか１項に記載の情報処理
装置。
（８）前記貢献度通知画面表示制御部は、前記仮想距離がより短い前記ユーザを表すユー
ザアイコンを、前記仮想距離がより長い前記ユーザを表すユーザアイコンよりも小さく表
示させることにより、前記仮想距離を前記貢献度通知画面の奥行き方向の距離として視覚
的に表現する、前記（７）に記載の情報処理装置。
（９）前記貢献度通知画面表示制御部は、前記仮想距離の値が所定の値よりも小さい場合
に、前記貢献度通知画面に前記対象物を表す対象物アイコンを表示させる、前記（１）～
（８）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１０）前記貢献度通知画面表示制御部は、前記ユーザを表すユーザアイコンを前記貢献
度通知画面における奥行き方向の手前側に表示させ、前記対象物が位置する所定の点を前
記奥行き方向の奥側に設定し、前記対象物を表す対象物アイコンの表示の大きさを変化さ
せることにより、前記仮想距離を前記貢献度通知画面の奥行き方向の距離として視覚的に
表現する、前記（１）～（９）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１１）前記貢献度通知画面表示制御部は、前記ユーザを表すユーザアイコンを前記貢献
度通知画面における奥行き方向の奥側に表示させ、前記対象物が位置する所定の点を前記
奥行き方向の手前側に設定し、前記ユーザアイコンの表示の大きさを変化させることによ
り、前記仮想距離を前記貢献度通知画面の奥行き方向の距離として視覚的に表現する、前
記（１）～（９）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１２）前記対象物は、コンテンツが複数のユーザによって共有されるコンテンツ共有シ
ステムにおける、当該コンテンツのクリエイタである、前記（１）～（１１）のいずれか
１項に記載の情報処理装置。
（１３）前記仮想距離の値が所定の値よりも小さい場合に、前記クリエイタ及び前記ユー
ザに対してコミュニケーションサービスを提供するコミュニケーションサービス提供部、
を更に備える、前記（１２）に記載の情報処理装置。
（１４）前記クリエイタの操作入力に基づいて前記貢献行為を設定する貢献行為設定部、
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（１５）前記貢献行為は、前記クリエイタへの寄付行為である、前記（１２）～（１４）
のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１６）ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為を検出することと、前記ユーザ
に対して前記貢献行為に応じた貢献度を付与することと、付与された前記貢献度の前記ユ
ーザごとの積算値に基づいて、前記ユーザと前記対象物との仮想的な距離である仮想距離
を設定することと、設定された前記仮想距離が視覚的に表現された貢献度通知画面の表示
をプロセッサにより制御することと、を備える、情報処理方法。
（１７）コンピュータに、ユーザによる対象物に対する貢献を表す貢献行為を検出する機
能と、前記ユーザに対して前記貢献行為に応じた貢献度を付与する機能と、付与された前
記貢献度の前記ユーザごとの積算値に基づいて、前記ユーザと前記対象物との仮想的な距
離である仮想距離を設定する機能と、設定された前記仮想距離が視覚的に表現された貢献
度通知画面の表示を制御する機能と、を実現させる、プログラム。
【符号の説明】
【０１１５】
　１０　　クリエイタ端末
　２０　　ユーザ端末
　３０　　コンテンツ共有サーバ
　４０　　貢献度管理サーバ
　１１０、２１０　　操作部
　１２０、２２０　　表示部
　１３０、２３０、４２０　　制御部
　１３１、２３１　　操作情報取得部
　１３２、２３２　　表示制御部
　４１０　　記憶部
　４２１　　貢献行為設定部
　４２２　　貢献行為検出部
　４２３　　貢献度付与部
　４２４　　仮想距離設定部
　４２５　　貢献度通知画面表示制御部
　４２６　　コミュニケーションサービス提供部
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