
JP 5439620 B1 2014.3.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信可能に接続された端末装置を操作する複数のユーザに対して複数の電子コンテンツ
を提供可能なシステムであって、
　前記複数のユーザ間の親密度を特定可能な親密度情報と、前記複数のユーザそれぞれの
前記電子コンテンツ毎の利用度を特定可能な利用度情報と、を少なくとも記憶する情報記
憶装置と、
　所定のプログラムを実行可能な１又は複数のプロセッサと、を備え、
　前記所定のプログラムは、
　前記親密度情報と前記利用度情報とに基づいて、前記複数の電子コンテンツの中から一
のユーザに対して推奨する電子コンテンツと、前記複数のユーザの中から当該推奨する電
子コンテンツを利用するユーザとして紹介する１又は複数の他のユーザと、を選択する選
択モジュールと、
　前記一のユーザに対して推奨する電子コンテンツを特定可能な情報と、前記紹介する他
のユーザを特定可能な情報と、当該紹介する他のユーザに対してフレンド申請可能なユー
ザ関係画面へのリンクと、を含むコンテンツ推奨画面の画面データを設定する画面設定モ
ジュールと、
　前記画面データを前記一のユーザが操作する端末装置に送信する送信モジュールと、を
備え、
　前記コンテンツ推奨画面は、前記一のユーザが利用する電子コンテンツを特定可能な情
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報を含み、当該一のユーザが当該電子コンテンツを利用する起点となる画面であり、
　前記画面設定モジュールは、前記一のユーザが利用する電子コンテンツのうち、当該一
のユーザに対して推奨する電子コンテンツについて、前記紹介する他のユーザを特定可能
な情報と、前記ユーザ関係画面へのリンクとを含む前記コンテンツ推奨画面の画面データ
を設定する、
　システム。
【請求項２】
　前記コンテンツ推奨画面は、前記推奨する電子コンテンツに関係するコンテンツ関係画
面へのリンクを更に含む請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記画面設定モジュールは、前記推奨する電子コンテンツに関係する複数の画面の中か
ら前記一のユーザの当該推奨する電子コンテンツの利用度に基づいて選択した画面へのリ
ンクを前記コンテンツ関係画面へのリンクとして設定する請求項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記所定のプログラムは、前記一のユーザによって、前記コンテンツ推奨画面に含まれ
る前記コンテンツ関係画面へのリンク及び／又は前記ユーザ関係画面へのリンクが選択さ
れた場合に、当該一のユーザ及び／又は前記紹介する他のユーザに所定の報酬を付与する
報酬付与モジュールを更に備える請求項２又は３記載のシステム。
【請求項５】
　前記親密度情報は、ユーザ間の関係を示すユーザ間関係情報と、ユーザ間のコミュニケ
ーションの度合を特定可能なコミュニケーション情報と、を含む請求項１ないし４いずれ
か記載のシステム。
【請求項６】
　前記コンテンツ推奨画面は、前記一のユーザと前記紹介する他のユーザとの親密度に関
する情報を更に含む請求項１ないし５いずれか記載のシステム。
【請求項７】
　前記コンテンツ推奨画面は、前記紹介する他のユーザの前記推奨する電子コンテンツの
利用度に関する情報を更に含む請求項１ないし６いずれか記載のシステム。
【請求項８】
　前記コンテンツ推奨画面は、前記一のユーザの前記推奨する電子コンテンツの利用度に
関する情報を更に含む請求項１ないし７いずれか記載のシステム。
【請求項９】
　前記選択モジュールは、前記複数のユーザの中から前記一のユーザとの親密度が高いユ
ーザほど優先される傾向で前記紹介する他のユーザを選択する請求項１ないし８いずれか
記載のシステム。
【請求項１０】
　前記選択モジュールは、前記複数のユーザの中から前記推奨する電子コンテンツの利用
度が高いユーザほど優先される傾向で前記紹介する他のユーザを選択する請求項１ないし
９いずれか記載のシステム。
【請求項１１】
　前記選択モジュールは、他のユーザによって利用されている前記複数の電子コンテンツ
のうち、前記一のユーザと当該利用している他のユーザとの親密度が高い電子コンテンツ
ほど優先される傾向で前記推奨する電子コンテンツを選択する請求項１ないし１０いずれ
か記載のシステム。
【請求項１２】
　前記選択モジュールは、他のユーザによって利用されている前記複数の電子コンテンツ
のうち、当該他のユーザの数が多いほど優先される傾向で前記推奨する電子コンテンツを
選択する請求項１ないし１１いずれか記載のシステム。
【請求項１３】
　前記選択モジュールは、他のユーザによって利用されている前記複数の電子コンテンツ
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のうち、当該他のユーザによる利用度が高い電子コンテンツほど、優先される傾向で前記
推奨する電子コンテンツを選択する請求項１ないし１２いずれか記載のシステム。
【請求項１４】
　通信可能に接続された端末装置を操作する複数のユーザに対して複数の電子コンテンツ
を提供可能なシステムであって、
　前記複数のユーザ間の親密度を特定可能な親密度情報と、前記複数のユーザそれぞれの
前記電子コンテンツ毎の利用度を特定可能な利用度情報と、を少なくとも記憶する情報記
憶手段と、
　前記親密度情報と前記利用度情報とに基づいて、前記複数の電子コンテンツの中から一
のユーザに対して推奨する電子コンテンツと、前記複数のユーザの中から当該推奨する電
子コンテンツを利用するユーザとして紹介する１又は複数の他のユーザと、を選択する選
択手段と、
　前記一のユーザに対して推奨する電子コンテンツを特定可能な情報と、前記紹介する他
のユーザを特定可能な情報と、当該紹介する他のユーザに対してフレンド申請を行うユー
ザ関係画面へのリンクと、を含むコンテンツ推奨画面の画面データを設定する画面設定手
段と、
　前記画面データを前記一のユーザが操作する端末装置に送信する送信手段と、
　を備え、
　前記コンテンツ推奨画面は、前記一のユーザが利用する電子コンテンツを特定可能な情
報を含み、当該一のユーザが当該電子コンテンツを利用する起点となる画面であり、
　前記画面設定手段は、前記一のユーザが利用する電子コンテンツのうち、当該一のユー
ザに対して推奨する電子コンテンツについて、前記紹介する他のユーザを特定可能な情報
と、前記ユーザ関係画面へのリンクとを含む前記コンテンツ推奨画面の画面データを設定
する、
　システム。
【請求項１５】
　通信可能に接続された端末装置を操作する複数のユーザに対して複数の電子コンテンツ
を提供可能なシステムを用いた電子コンテンツの推奨方法であって、
（ａ）前記複数のユーザ間の親密度を特定可能な親密度情報と、前記複数のユーザそれぞ
れの前記電子コンテンツ毎の利用度を特定可能な利用度情報と、を少なくとも前記システ
ムに記憶し、
（ｂ）前記親密度情報と前記利用度情報とに基づいて、前記複数の電子コンテンツの中か
ら一のユーザに対して推奨する電子コンテンツと、前記複数のユーザの中から当該推奨す
る電子コンテンツを利用するユーザとして紹介する１又は複数の他のユーザと、を選択し
、
（ｃ）前記一のユーザに対して推奨する電子コンテンツを特定可能な情報と、前記紹介す
る他のユーザを特定可能な情報と、当該紹介する他のユーザに対してフレンド申請を行う
ユーザ関係画面へのリンクと、を含むコンテンツ推奨画面の画面データを設定し、
（ｄ）前記画面データを前記一のユーザが操作する端末装置に送信し、
　前記コンテンツ推奨画面は、前記一のユーザが利用する電子コンテンツを特定可能な情
報を含み、当該一のユーザが当該電子コンテンツを利用する起点となる画面であり、
　前記設定するステップ（ｃ）は、前記一のユーザが利用する電子コンテンツのうち、当
該一のユーザに対して推奨する電子コンテンツについて、前記紹介する他のユーザを特定
可能な情報と、前記ユーザ関係画面へのリンクとを含む前記コンテンツ推奨画面の画面デ
ータを設定する、
　電子コンテンツの推奨方法。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、システム、及びこれを用いた電子コンテンツの推奨方法に関し、詳しくは、
通信可能に接続された端末装置を操作する複数のユーザに対して複数の電子コンテンツを
提供可能なシステム、及びこれを用いた電子コンテンツの推奨方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のシステムとしては、個々の利用者の嗜好に適合したコンテンツを推薦す
ることを意図したシステムが提案されている（例えば、特許文献１参照）。このシステム
では、利用者の嗜好に応じて作成されているＳＮＳ型ネットワークグループ内の利用者間
でコンテンツの推薦情報をやり取りする事により、利用者が自己の嗜好に適合したコンテ
ンツの推薦情報を入手することができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１９１７６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、こうしたシステムでは、コンテンツの推薦が利用者間でやり取りされる
情報に限られるから、利用者間で共通の嗜好を有する他のコンテンツが存在していたとし
ても、各利用者は知ることができない。従って、例えばオンラインゲームのように複数の
ユーザで一緒に楽しむことができるコンテンツについて、共通の嗜好を有することを知ら
ないために各利用者は一緒に楽しむ機会を逸してしまう。さらに、コンテンツを推薦する
側の利用者がそのコンテンツを実際にどの程度利用しているのかが分からないから、推薦
を受けたユーザが推薦した側のユーザと一緒に楽しむことを期待してそのコンテンツの利
用を開始しても、推薦した側のユーザが実際にはそれほど利用していないとコンテンツを
一緒に楽しむことができず期待を裏切られてしまう。従って、複数のユーザが実際に一緒
に楽しめるようなコンテンツを推奨することによって、ユーザ間のコミュニケーションを
活性化させることが望まれる。
【０００５】
　本発明の実施形態は、他のユーザと一緒に楽しむことができるような電子コンテンツを
ユーザに推奨することを目的の一つとする。本発明の他の目的は、本明細書全体を参照す
ることにより明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態に係るシステムは、通信可能に接続された端末装置を操作する複数
のユーザに対して複数の電子コンテンツを提供可能なシステムであって、前記複数のユー
ザ間の親密度を特定可能な親密度情報と、前記複数のユーザそれぞれの前記電子コンテン
ツ毎の利用度を特定可能な利用度情報と、を少なくとも記憶する情報記憶装置と、所定の
プログラムを実行可能な１又は複数のプロセッサと、を備え、前記所定のプログラムは、
前記親密度情報と前記利用度情報とに基づいて、前記複数の電子コンテンツの中から一の
ユーザに対して推奨する電子コンテンツと、前記複数のユーザの中から当該推奨する電子
コンテンツを利用するユーザとして紹介する１又は複数の他のユーザと、を選択する選択
モジュールと、前記一のユーザに対して推奨する電子コンテンツを特定可能な情報と、前
記紹介する他のユーザを特定可能な情報と、を含むコンテンツ推奨画面の画面データを設
定する画面設定モジュールと、前記画面データを前記一のユーザが操作する端末装置に送
信する送信モジュールと、を備える。ここで、「親密度」とは親密の度合を意味し、２以
上の段階で親密の度合を示すあらゆる態様の情報が含まれ得る。例えば、「親密である」
か「親密でない」かを示す情報も親密度に含まれる。また、「利用度」とは利用の度合を
意味し、２以上の段階で利用の度合を示すあらゆる態様の情報が含まれ得る。例えば、「
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利用している」か「利用していない」かを示す情報も利用度に含まれる。さらに、「ユー
ザに対して推奨する電子コンテンツ」には、ユーザが未だ利用していない電子コンテンツ
の利用を推奨する態様、及び、ユーザが既に利用している電子コンテンツの利用を推奨す
る態様、の両方が含まれ得る。また「電子コンテンツ」としては、オンラインゲーム、電
子書籍、動画コンテンツ、及び、音楽コンテンツ等が含まれ得る。
【０００７】
　本発明の一実施形態に係るシステムは、通信可能に接続された端末装置を操作する複数
のユーザに対して複数の電子コンテンツを提供可能なシステムであって、前記複数のユー
ザ間の親密度を特定可能な親密度情報と、前記複数のユーザそれぞれの前記電子コンテン
ツ毎の利用度を特定可能な利用度情報と、を少なくとも記憶する情報記憶手段と、前記親
密度情報と前記利用度情報とに基づいて、前記複数の電子コンテンツの中から一のユーザ
に対して推奨する電子コンテンツと、前記複数のユーザの中から当該推奨する電子コンテ
ンツを利用するユーザとして紹介する他のユーザと、を選択する選択手段と、前記一のユ
ーザに対して推奨する電子コンテンツを特定可能な情報と、前記紹介する他のユーザを特
定可能な情報と、を含むコンテンツ推奨画面の画面データを設定する画面設定手段と、前
記画面データを前記一のユーザが操作する端末装置に送信する送信手段と、を備える。
【０００８】
　本発明の一実施形態に係る電子コンテンツの推奨方法は、通信可能に接続された端末装
置を操作する複数のユーザに対して複数の電子コンテンツを提供可能なシステムを用いた
電子コンテンツの推奨方法であって、（ａ）前記複数のユーザ間の親密度を特定可能な親
密度情報と、前記複数のユーザそれぞれの前記電子コンテンツ毎の利用度を特定可能な利
用度情報と、を少なくとも前記システムに記憶し、（ｂ）前記親密度情報と前記利用度情
報とに基づいて、前記複数の電子コンテンツの中から一のユーザに対して推奨する電子コ
ンテンツと、前記複数のユーザの中から当該推奨する電子コンテンツを利用するユーザと
して紹介する１又は複数の他のユーザと、を選択し、（ｃ）前記一のユーザに対して推奨
する電子コンテンツを特定可能な情報と、前記紹介する他のユーザを特定可能な情報と、
を含むコンテンツ推奨画面の画面データを設定し、（ｄ）前記画面データを前記一のユー
ザが操作する端末装置に送信する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の様々な実施形態によって、他のユーザと一緒に楽しむことができるような電子
コンテンツをユーザに推奨することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係るシステムのネットワーク構成を概略的に示すブロック
図。
【図２】一実施形態における端末装置のアーキテクチャを概略的に示すブロック図。
【図３】一実施形態に係るシステムの機能を示すブロック図。
【図４】一実施形態におけるユーザ間関係管理テーブルにおいて管理される情報の一例を
示す説明図。
【図５】一実施形態におけるコミュニケーション管理テーブルにおいて管理される情報の
一例を示す説明図。
【図６】一実施形態におけるコンテンツ利用管理テーブルにおいて管理される情報の一例
を示す説明図。
【図７】一実施形態における推奨コンテンツ管理テーブルにおいて管理される情報の一例
を示す説明図。
【図８】一実施形態における選択処理の一例を示すフロー図。
【図９】一実施形態における画面設定表示処理の一例を示すフロー図。
【図１０】一実施形態におけるマイページ画面の一例を示す説明図。
【図１１】一実施形態におけるマイゲーム画面の一例を示す説明図。
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【図１２】一実施形態におけるフレンド一覧画面の一例を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、適宜図面を参照し、本発明の様々な実施形態を説明する。なお、図面において共
通する構成要素には同一の参照符号が付されている。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態に係るシステム１０を含むネットワーク構成を概略的に示
すブロック図である。図１に示すように、一実施形態におけるシステム１０は、インター
ネット等の通信網２０を介して、通信機能を備える複数の端末装置３０－１、３０－２、
・・・、３０－Ｎ（以下、「端末装置３０」と総称することがある）と通信可能に接続さ
れており、端末装置３０を操作するユーザに対してオンラインゲーム、電子書籍、動画コ
ンテンツ、及び、音楽コンテンツを含む様々な電子コンテンツを提供したり、ＳＮＳ、通
話・メッセージ交換等の様々なサービスを提供するプラットフォームとして機能する。
【００１３】
　一実施形態に係るシステム１０は、図示のとおり、ＣＰＵ（プロセッサ）１１と、メイ
ンメモリ１２と、ユーザＩ／Ｆ１３と、通信Ｉ／Ｆ１４と、外部メモリ１５と、ディスク
ドライブ１６とを含み、これらの各構成要素がバス１７を介して互いに電気的に接続され
ている。ＣＰＵ１１は、外部メモリ１５からオペレーティングシステムや様々なプログラ
ムをメインメモリ１２にロードし、ロードしたプログラムに含まれる命令を実行する。メ
インメモリ１２は、ＣＰＵ１１が実行するプログラムを格納するために用いられ、例えば
、ＤＲＡＭによって構成される。
【００１４】
　ユーザＩ／Ｆ１３は、例えば、オペレータの入力を受け付けるキーボードやマウス等の
情報入力装置と、ＣＰＵ１１の演算結果を出力する液晶ディスプレイ等の情報出力装置と
を含む。通信Ｉ／Ｆ１４は、ハードウェア、ファームウェア、又はＴＣＰ／ＩＰドライバ
やＰＰＰドライバ等の通信用ソフトウェア又はこれらの組み合わせとして実装され、通信
網２０を介して端末装置３０と通信可能に構成される。
【００１５】
　外部メモリ１５は、例えば磁気ディスクドライブで構成され、ゲーム等の各種サービス
の提供を制御するための制御用プログラム等が記憶される。また、外部メモリ１５には、
各種サービスにおいて用いられる各種データも記憶され得る。外部メモリ１５に記憶され
得る各種データは、システム１０と通信可能に接続されるシステム１０とは物理的に別体
のデータベースサーバに格納されてもよい。ディスクドライブ１６は、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｄ
ＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ等の各種の記憶メディアに格納されたデータを読み込み、又は
、これらの記憶メディアにデータを書き込む。例えば、記憶メディアに格納されたアプリ
ケーションや各種サービスにおいて用いられる各種データは、ディスクドライブ１６によ
り読み込まれ、外部メモリ１５にインストールされる。
【００１６】
　一実施形態において、システム１０は、階層構造の複数のウェブページから成るウェブ
サイトを管理するウェブサーバであり、端末装置３０に対して各種ゲーム、ＳＮＳ、音楽
配信、通話・メッセージ交換等の様々なサービスを提供することができる。端末装置３０
は、ウェブページを表示するためのＨＴＭＬデータをシステム１０から取得し、取得した
ＨＴＭＬデータを解析して、当該ウェブページを端末装置３０のユーザに提示することが
できる。なお、このようなウェブページを介して提供されるゲームは、ブラウザゲームと
称されることがある。外部メモリ１５には、このウェブページを表示するためのＨＴＭＬ
データも記憶される。ＨＴＭＬデータは、ＨＴＭＬ等のマークアップ言語で記述されたＨ
ＴＭＬ文書から成り、このＨＴＭＬ文書には、様々な画像が関連付けられる。また、ＨＴ
ＭＬ文書には、ＡｃｔｉｏｎＳｃｒｉｐｔやＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）等のスク
リプト言語等で記述されたプログラムが埋め込まれ得る。
【００１７】
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　外部メモリ１５には、端末装置３０においてブラウザソフトウェア以外の実行環境上で
実行されるアプリケーションも格納され得る。このアプリケーションには、サービスの提
供を受けるためのプログラムや当該プログラム実行時に参照される画像データ等の各種デ
ータを含めることができる。プログラムは、例えば、Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ－Ｃ、Ｊａｖａ
（登録商標）等のオブジェクト指向プログラミング言語で作成される。作成されたプログ
ラムは、各種データとともに、アプリケーションソフトウェアとして外部メモリ１５に記
憶される。外部メモリ１５に記憶されたアプリケーションソフトウェアは、配信要求に応
じて端末装置３０に配信される。システム１０から配信されたアプリケーションソフトウ
ェアは、端末装置３０において、ＣＰＵ３１の制御に従って通信Ｉ／Ｆ３４を介して受信
され、受信されたプログラムが外部メモリ３５に送信され記憶される。このアプリケーシ
ョンソフトウェアは、ユーザによる端末装置３０の操作に応じて起動され、端末装置３０
に実装されたＮｇＣｏｒｅ（商標）やＡｎｄｒｏｉｄ（商標）等の実行環境上で実行され
る。システム１０は、端末装置３０で実行されているアプリケーションに対してサービス
の提供に必要な各種データを提供する。また、システム１０は、端末装置３０から送信さ
れる各種データをユーザごとに記憶することで、ユーザごとにサービスの提供状況（ゲー
ムの進行等）を管理することができる。
【００１８】
　このように、システム１０は、各種サービスを提供するウェブサイトを管理し、当該ウ
ェブサイトを構成するウェブページを端末装置３０からの要求に応じて配信することによ
り、ユーザに対してサービスを提供することができる。また、システム１０は、このよう
なブラウザを用いたサービスの提供とは代替的に、又は、ブラウザを用いたサービスの提
供に加えて、端末装置３０で実行されるアプリケーションとの通信に基づいてサービスを
提供することができる。システム１０は、いずれの態様でサービスを提供するにしても、
各ユーザを識別する識別情報ごとにサービスの提供に必要なデータを記憶することができ
る。詳細な説明は省略するが、システム１０は、サービスの提供開始時のユーザの認証処
理やサービスの提供に応じて発生する課金処理を行う機能を有することもできる。なお、
システム１０によって提供されるゲームとしては、アクションゲーム、ロールプレイング
ゲーム、野球対戦ゲーム、カードゲーム等の任意のゲームが含まれる。システム１０によ
って実現されるゲームの種類は、本明細書において明示されたものに限られない。
【００１９】
　端末装置３０は、一実施形態において、システム１０から取得したサービス提供用ウェ
ブサイトのウェブページをウェブブラウザ上で表示すると共にアプリケーションを実行す
るための実行環境を実装した任意の情報処理装置である。
【００２０】
　端末装置３０のアーキテクチャについて図２を参照して説明する。図２は、端末装置３
０のアーキテクチャを概念的に示すブロック図である。端末装置３０は、図示のとおり、
ＣＰＵ３１と、メインメモリ３２と、ユーザＩ／Ｆ３３と、通信Ｉ／Ｆ３４と、外部メモ
リ３５と、を含み、これらの各構成要素がバス３６を介して互いに電気的に接続されてい
る。
【００２１】
　ＣＰＵ３１は、外部メモリ３５からオペレーティングシステム等の様々なプログラムを
メインメモリ３２にロードし、ロードしたプログラムに含まれる命令を実行する。メイン
メモリ３２は、ＣＰＵ３１が実行するプログラムを格納するために用いられ、例えば、Ｄ
ＲＡＭによって構成される。
【００２２】
　ユーザＩ／Ｆ３３は、例えば、ユーザの入力を受け付けるタッチパネル、キーボード、
ボタンやマウス等の情報入力装置と、ＣＰＵ３１の演算結果を出力する液晶ディスプレイ
等の情報出力装置とを含む。通信Ｉ／Ｆ３４は、ハードウェア、ファームウェア、又は、
ＴＣＰ／ＩＰドライバやＰＰＰドライバ等の通信用ソフトウェア又はこれらの組み合わせ
として実装され、通信網２０を介してシステム１０と通信可能に構成される。
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【００２３】
　外部メモリ３５は、例えば磁気ディスクドライブやフラッシュメモリ等により構成され
、オペレーティングシステム等の様々なプログラムを記憶する。また、外部メモリ３５は
、システム１０から通信Ｉ／Ｆ３４を介してアプリケーションを受信した場合には、この
受信したアプリケーションを記憶する。
【００２４】
　このようなアーキテクチャを有する端末装置３０は、例えば、ＨＴＭＬ形式のファイル
（ＨＴＭＬデータ）を解釈して画面表示するためのブラウザソフトウェアを備えており、
このブラウザソフトウェアの機能によりシステム１０から取得したＨＴＭＬデータを解釈
して、受信したＨＴＭＬデータに対応するウェブページを表示することができる。また、
端末装置３０は、ブラウザソフトウェアに組み込まれるプラグインソフト（例えば、アド
ビシステムズ社から提供されているＦｌａｓｈ　Ｐｌａｙｅｒ）を備えており、ＨＴＭＬ
データに埋め込まれたＳＷＦ形式のファイルをシステム１０から取得し、当該ＳＷＦ形式
のファイルをブラウザソフトウェア及びプラグインソフトを用いて実行することができる
。
【００２５】
　端末装置３０によってサービスの提供を受ける際には、例えば、プログラムにより指示
されたアニメーションや操作用アイコンが端末装置３０の画面に表示される。ユーザは、
端末装置３０の入力インタフェースを用いてサービスの提供を受けるための指示を入力す
ることができる。ユーザから入力された指示は、端末装置３０のブラウザやＮｇＣｏｒｅ
（商標）等の実行環境の機能を通じてシステム１０に伝達される。
【００２６】
　次に、図１に示した各構成要素によって実現されるシステム１０の機能について説明す
る。前述したように、システム１０は電子コンテンツの提供を含む様々なサービスを提供
可能であるが、本発明の一実施形態の説明に適した例として電子コンテンツとしてのオン
ラインゲームの提供に関連する機能を中心に説明する。図３は、本発明の一実施形態に係
るシステム１０の機能を示すブロック図である。システム１０は、図示するように、ゲー
ムの進行等のサービスの提供を制御するサービス提供制御部５１と、情報を記憶する情報
記憶部５２と、複数のユーザ間の親密度と各ユーザのゲーム（電子コンテンツ）毎の利用
度とに基づいて複数のゲームの中からユーザに対して推奨する推奨ゲームと複数のユーザ
の中から推奨するゲームを利用するユーザとして紹介する１又は複数の紹介ユーザ（他の
ユーザ）とを選択する選択部５３と、推奨ゲームを特定可能な情報と紹介ユーザを特定可
能な情報とを含むコンテンツ推奨画面の画面データを設定する画面設定部５４と、コンテ
ンツ推奨画面の画面データを対応するユーザが操作する端末装置３０に送信する送信部５
５と、コンテンツ推奨画面に含まれるコンテンツ関係画面へのリンクやユーザ関係画面へ
のリンクが選択された場合にリンクを選択したユーザや紹介ユーザに対して報酬を付与す
る報酬付与部５６とを備える。これらの機能は、システム１０のＣＰＵ１１やメインメモ
リ１２、外部メモリ１５に記憶されている各種プログラムやテーブルなどが協働して動作
することによって実現され、例えば、サービス提供制御部５１、選択部５３、画面設定部
５４、送信部５５、報酬付与部５６の各機能に相当する各モジュールの少なくとも一部を
備えるプログラムをプロセッサとしてのＣＰＵ１１が実行することによって実現される。
【００２７】
　サービス提供制御部５１は、各種ゲームの進行等のサービスの提供に必要な様々なデー
タを端末装置３０との間で送受信し、かかるデータをユーザごとに管理することでユーザ
ごとにサービスの提供を制御することができる。例えば、サービス提供制御部５１は、サ
ービスを提供するウェブサイトを構成するウェブページを、端末装置３０からの要求に応
じて端末装置３０に順次表示させる。表示されたウェブページ上のハイパーリンクがユー
ザによって選択されると、サービス提供制御部５１は、当該ハイパーリンクに対応する新
たなＨＴＭＬデータを端末装置３０に送信する。端末装置３０では、この新たなＨＴＭＬ
データに基づいたウェブページが表示される。このように、サービス提供制御部５１によ
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って、システム１０に記憶されているウェブページがユーザの操作に応じて端末装置３０
に順次提供されるので、ユーザは、サービス提供制御部５１の機能により、自らの操作に
基づいてサービスの提供を受けることができ、例えば、ゲームを進行させることができる
。
【００２８】
　端末装置３０でゲームアプリケーションが実行される場合には、サービス提供制御部５
１は、ゲームで用いられる各種データを当該ゲームアプリケーションに対して送信するこ
とができる。サービス提供制御部５１は、例えば、端末装置３０のゲームアプリケーショ
ンから所定のミッションをクリアしたことを示す制御信号を受け付けたときに、クリアさ
れたミッションの次のミッションに関連する各種パラメータを当該ゲームアプリケーショ
ンに対して提供する。ゲームアプリケーションは、システム１０から提供されたデータを
ロードしてゲームを進行させることができる。
【００２９】
　端末装置３０は、ゲームで用いられる各種のパラメータ値を示す情報（ゲームポイント
の獲得数や獲得したアイテムに関する情報等）やステータスを示す情報（達成したミッシ
ョンを特定する情報等）等のゲームの進行に関連する情報を、ブラウザソフトウェアやゲ
ームアプリケーションの機能を利用して、適宜システム１０に送信することができる。サ
ービス提供制御部５１は、複数の端末装置３０から受信したゲームの進行に関連する情報
をユーザごとに記憶することで、ユーザごとにゲームの進行を制御することができる。こ
れにより、ユーザが自らのＩＤを用いてシステム１０にログインしたときに、システム１
０が当該ユーザに対応付けて保持しているゲームの進行に関する情報に基づいて、当該ユ
ーザの進行に応じたステージ（例えば、中断直前のステージ）からゲームが再開される。
ゲームの進行に必要な情報は、サービス提供制御部５１以外にも、システム１０の様々な
機能によって管理され得る。
【００３０】
　情報記憶部５２は、ユーザ間の関係に関する情報（ユーザ間関係情報）を管理するユー
ザ間関係管理テーブル５２ａと、ユーザ間のコミュニケーションに関する情報（コミュニ
ケーション情報）を管理するコミュニケーション管理テーブル５２ｂと、各ユーザによる
各ゲーム（電子コンテンツ）の利用に関する情報を管理するコンテンツ利用管理テーブル
５２ｃと、ユーザに推奨するゲームに関する情報を管理する推奨コンテンツ管理テーブル
５２ｄとを備える。ユーザ間関係管理テーブル５２ａにおいて管理される情報の一例を図
４に示す。ユーザ間関係管理テーブル５２ａは、図示するように、２つのユーザＩＤ（「
ユーザＩＤ１」及び「ユーザＩＤ２」）の組合せに対応付けて、このユーザ間の関係を示
す「関係」等の情報を管理する。「関係」の値としては、一実施形態では、一方のユーザ
のフレンド申請を他方のユーザが承認することによって形成される関係である「フレンド
」、同一のサークルに所属している関係である「サークル仲間」等が設定される。ここで
、サークルとは、特定の話題について掲示板等を介して他のユーザと情報を交換するため
にシステム１０によって提供されるＳＮＳサービスの一つである。また、「フレンド」は
、一実施形態においては、様々な種類のフレンドが設定可能となっており、例えば、対象
となるサービスに応じた種類のフレンド（例えば、ゲームＡのフレンド、音楽コンテンツ
提供サービスのフレンド、プラットフォームのフレンド等）が設定可能となっている。な
お、一実施形態では、フレンドとサークル仲間をユーザ間関係管理テーブル５２ａで管理
するものとしたが、こうした情報を管理するためのテーブル構成はこれに限られない。例
えば、「サークル仲間」については、ユーザに関する情報を管理するテーブルにおいてユ
ーザが所属するサークルを管理しておき、この情報に基づいて、同一のサークルに所属し
ているユーザを特定することもできる。
【００３１】
　コミュニケーション管理テーブル５２ｂにおいて管理される情報の一例を図５に示す。
コミュニケーション管理テーブル５２ｂは、図示するように、２つのユーザＩＤ（「ユー
ザＩＤ１」及び「ユーザＩＤ２」）及びシステム１０において提供されるユーザ間でコミ
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ュニケーションを行うための手段（サービス、機能）である「コミュニケーション手段」
の組合せに対応付けて、このユーザ間でこのコミュニケーション手段を用いて行われたコ
ミュニケーションの回数を示す「回数」等の情報を管理する。「コミュニケーション手段
」の値としては、一実施形態では、「通話」、「メッセージ交換」、「チャット」、「挨
拶」、「表示」等が設定される。ここで「表示」とは、システム１０が提供する各種サー
ビスの提供を受けるための画面上に他のユーザが表示されることを示し、例えば、オンラ
インゲームで用いる画面上において、ゲームランキング上位のユーザとして表示されたり
、対戦相手の候補として表示されたり、協力プレイを行う仲間の候補として表示されるこ
とを示す。また、「コミュニケーション手段」の値が「表示」の場合には、「回数」には
「ユーザＩＤ１」によって識別されるユーザが用いる画面上において「ユーザＩＤ２」に
よって識別されるユーザが表示された回数が設定される（即ち、ユーザＩＤ１のユーザが
ユーザＩＤ２のユーザを画面上で見かけるというコミュニケーションの度合を示す）。な
お、「コミュニケーション手段」が、例えば「通話」や「チャット」の場合には、「回数
」に代えて又は「回数」と共に、コミュニケーションを行った時間の合計を示す「時間」
を管理するようにしても良い。なお、「コミュニケーション手段」の値として「ゲームＤ
での対戦」等の特定のゲーム（電子コンテンツ）におけるアクションの内容を設定しても
良い。このコミュニケーション管理テーブル５２ｂの情報は、一実施形態では、上述した
コミュニケーションが行われる都度、サービス提供制御部５１によって更新される。
【００３２】
　コンテンツ利用管理テーブル５２ｃにおいて管理される情報の一例を図６に示す。コン
テンツ利用管理テーブル５２ｃは、図示するように、ユーザを識別する「ユーザＩＤ」と
ゲームを識別する「ゲームＩＤ」との組合せに対応付けて、このユーザがこのゲームにロ
グインした回数を示す「ログイン回数」、このゲームに連続してログインした日数を示す
「連続ログイン日数」、このゲームの利用時間の合計を示す「利用時間」、このゲームに
おいて取得した特別なアイテムの数を示す「特別アイテム取得数」、このゲームの利用を
開始した日時を示す「利用開始日時」等の情報を管理する。なお、コンテンツ利用管理テ
ーブル５２ｃにおいて、利用を開始していないゲームの情報を管理するようにしても良い
（この場合、「ログイン回数」、「連続ログイン日数」、「利用時間」、「特別アイテム
取得数」、「利用開始日時」には何も設定されない）。
【００３３】
　推奨コンテンツ管理テーブル５２ｄにおいて管理される情報の一例を図７に示す。推奨
コンテンツ管理テーブル５２ｄは、図示するように、ユーザを識別する「ユーザＩＤ」と
ゲームを識別する「ゲームＩＤ」とこのゲームを利用しているユーザとして紹介する紹介
ユーザのユーザＩＤである「紹介ユーザＩＤ」との組合せに対応付けて、ユーザと紹介ユ
ーザとの関連性を示す「関連性」、ユーザと紹介ユーザとの親密さの度合を示す「親密度
」、紹介ユーザのこのゲームの利用の度合を示す「利用度」等の情報を管理する。これら
の情報は、ユーザ間関係管理テーブル５２ａ、コミュニケーション管理テーブル５２ｂ及
びコンテンツ利用管理テーブル５２ｃにおいて管理されている情報に基づいて選択部５３
によって設定、登録される。詳細は後述する。
【００３４】
　次に、こうして構成された本発明の一実施形態としてのシステム１０の動作について説
明する。まず、推奨ゲーム及びこの推奨ゲームを利用するユーザとして紹介する紹介ユー
ザの選択に関する動作について説明し、次に、推奨ゲーム及び紹介ユーザに関する情報を
含むコンテンツ推奨画面の設定・表示に関する動作について説明する。図８は、システム
１０（選択部５３）によって実行される選択処理の一例を示すフロー図である。この選択
処理は、一実施形態では、予め定められたスケジュールに従って定期的に（例えば、１時
間毎、毎日午前１１時等）実行される。
【００３５】
　選択処理では、まず、図示するように、各ユーザ間の親密度を算出する（ステップＳ１
０２）。一実施形態において、親密度の算出は、ユーザ間関係管理テーブル５２ａ及びコ
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ミュニケーション管理テーブル５２ｂにおいて管理されている情報に基づいて算出される
。具体的な算出は多様な方法を用いて行うことができる。例えば、ユーザ間に存在する「
関係」の数（ユーザ間関係管理テーブル５２ａにおいて管理されている）が多いほど親密
度が高くなる傾向の算出方法としたり、ユーザ間で行われたコミュニケーションの回数（
コミュニケーション管理テーブル５２ｂにおいて管理されている）が多いほど親密度が高
くなる傾向の算出方法とすることができる。ユーザ間で行われたコミュニケーションの回
数を用いて親密度を算出する場合において、一のユーザのコミュニケーションの回数の総
数における他のユーザ各々とのコミュニケーションの回数の割合が高いほど（コミュニケ
ーションの回数の総数に占める占有率が高い他のユーザほど）親密度が高くなる傾向の算
出方法とすることもできる。また、例えば、ユーザ間の「関係」の内容に応じて親密度の
算出に重み付けを設定したり（例えば、「フレンド」の方が「サークル仲間」よりも算出
される親密度に対する影響が大きくなるように重み付けを設定する等）、ユーザ間のコミ
ュニケーションの「コミュニケーション手段」の内容に応じて親密度の算出に重み付けを
設定する（例えば、「挨拶」の方が「表示」よりも算出される親密度に対する影響が大き
くなるように重み付けを設定する等）ことができる。さらに、算出される親密度の形式も
様々な形式とすることができ、例えば、数値（例えば、０～１００ポイント）の形式とし
たり、ランク（例えば、Ａ～Ｅの５段階のランク）の形式としたり、「親密である」又は
「親密でない」というブーリアン型の形式とすることもできる。
【００３６】
　次に、各ユーザのゲーム毎の利用度を算出する（ステップＳ１０４）。一実施形態にお
いて、利用度の算出は、コンテンツ利用管理テーブル５２ｃにおいて管理されている情報
に基づいて算出される。具体的な算出は多様な方法を用いて行うことができる。例えば、
「ログイン回数」、「連続ログイン日数」、「利用時間」、「特別アイテム取得数」がそ
れぞれ大きいほど利用度が高くなる傾向の算出方法とすることができる。また、例えば、
「ログイン回数」、「連続ログイン日数」、「利用時間」、「特別アイテム取得数」それ
ぞれの値に重み付けを設定する（例えば、「ログイン回数」よりも「利用時間」の方が算
出される利用度に対する影響が大きくなるように重み付けを設定する等）ことができる。
さらに、前述した親密度と同様に、算出される利用度の形式も様々な形式とすることがで
き、例えば、数値（例えば、０～１００ポイント）の形式としたり、ランク（例えば、Ａ
～Ｅの５段階のランク）の形式としたり、「利用している」又は「利用していない」とい
うブーリアン型の形式とすることもできる。
【００３７】
　こうして各ユーザ間の親密度及び各ユーザのゲーム毎の利用度を算出すると、算出した
親密度及び利用度に基づいて、各ユーザに推奨する推奨ゲームと、この推奨ゲームを利用
する他のユーザとして紹介する紹介ユーザとを選択する（ステップＳ１０６）。一実施形
態において、推奨ゲーム及び紹介ユーザの具体的な選択は、様々な方法を用いて行うこと
ができる。推奨ゲームの選択は、例えば、他のユーザによって利用されているゲーム（例
えば、他のユーザによる利用度が所定の閾値よりも大きいゲーム）のうち、一のユーザ（
推奨ゲームを推奨されるユーザ）とこのゲームを利用する他のユーザとの親密度が高いゲ
ームほど優先して選択される傾向の方法としたり、他のユーザによって利用されているゲ
ームのうち、この他のユーザの数（若しくは、一のユーザとの親密度が所定の閾値よりも
大きい他のユーザの数）が多いゲームほど優先して選択される傾向の方法としたり、他の
ユーザによって利用されているゲームのうち、当該他のユーザによる利用度が高いゲーム
ほど優先して選択される傾向の方法とすることができる。また、紹介ユーザの選択は、例
えば、他のユーザのうち、一のユーザとの親密度が高いユーザほど優先して選択される傾
向の方法としたり、他のユーザのうち、選択した推奨ゲームの利用度が高いユーザほど優
先して選択される傾向の方法とすることができる。なお、一のユーザに対して選択される
推奨ゲームの数はいくつでも良く、特に限定されない。また、１つの推奨ゲームに対して
選択される紹介ユーザの数はいくつでも良く、特に限定されない。
【００３８】
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　そして、推奨ゲーム及び紹介ユーザの選択結果を記憶して（ステップＳ１０８）、この
選択処理を終了する。具体的には、一のユーザの「ユーザＩＤ」、このユーザの推奨ゲー
ムとして選択したゲームの「ゲームＩＤ」、この推奨ゲームに対する紹介ユーザとして選
択したユーザのユーザＩＤ（「紹介ユーザＩＤ」）、このユーザと紹介ユーザとの「関連
性」、このユーザと紹介ユーザとの「親密度」、及び、紹介ユーザの推奨ゲームに対する
「利用度」を推奨コンテンツ管理テーブル５２ｄに記憶する。ここで、「関連性」は、後
述するコンテンツ推奨画面において紹介ユーザに関する情報の１つとして表示される情報
であり、一実施形態においては、ユーザ間関係管理テーブル５２ａ及びコミュニケーショ
ン管理テーブル５２ｂにおいて管理されている情報に基づいて設定される。詳細は後述す
る。
【００３９】
　以上、推奨ゲーム及びこの推奨ゲームを利用するユーザとして紹介する紹介ユーザの選
択に関する動作について説明した。次に、推奨ゲーム及び紹介ユーザに関する情報を含む
コンテンツ推奨画面の設定・表示に関する動作について説明する。図９は、システム１０
（画面設定部５４及び送信部５５）によって実行される画面設定・表示処理の一例を示す
フロー図である。この画面設定・表示処理は、端末装置３０からコンテンツ推奨画面の表
示要求を受信したときに実行される。一実施形態において、コンテンツ推奨画面としては
、システム１０によって提供される様々な画面が含まれ得る。例えば、システム１０によ
って提供される各種サービスをユーザが利用する起点となるマイページ画面、ユーザが各
種ゲームをプレイする起点となるマイゲーム画面、ユーザがフレンドの関係を有する他の
ユーザを一覧表示するフレンド一覧画面等の、推奨ゲーム及び紹介ユーザに関する情報を
含み得る様々な画面が含まれ得る。
【００４０】
　画面設定・表示処理では、まず、図示するように、コンテンツ推奨画面の表示要求を行
った端末装置３０を操作するユーザに対応する推奨ゲーム及び紹介ユーザに関する情報を
推奨コンテンツ管理テーブル５２ｄから取得する（ステップＳ２０２）。具体的には、端
末装置３０を操作するユーザの「ユーザＩＤ」を用いて推奨コンテンツ管理テーブル５２
ｄを検索し、検索されたレコードの「ゲームＩＤ」、「紹介ユーザＩＤ」、「関連性」、
「親密度」、「利用度」等の情報を取得する。
【００４１】
　次に、取得した情報に基づいてコンテンツ推奨画面の画面データを設定し（ステップＳ
２０４）、設定した画面データを端末装置３０に送信して（ステップＳ２０６）、この画
面・設定表示処理を終了する。図１０は、ステップＳ２０６で送信された画面データを受
信した端末装置３０において表示されるコンテンツ推奨画面としてのマイページ画面７０
の一例を示す説明図である。マイページ画面７０は、前述したように、各種サービスをユ
ーザが利用する起点となる画面であり、図１０の例では、ユーザに対する推奨ゲームが「
オススメゲーム」として一覧表示されている。マイページ画面７０は、図示するように、
各推奨ゲームについて、推奨ゲームに関する情報を表示する推奨ゲーム情報表示領域７２
と、その下側に位置し、推奨ゲームに対応する紹介ユーザに関する情報を表示する紹介ユ
ーザ情報表示領域７４とを有する。推奨ゲーム情報表示領域７２は、一実施形態において
は、左側に推奨ゲームに対応する画像が表示され、その右側に推奨ゲームの名称（ゲーム
タイトル）が表示される。紹介ユーザ情報表示領域７４は、一実施形態においては、３人
の紹介ユーザに関する情報が表示されるようになっており、各紹介ユーザについて、左側
に紹介ユーザに対応する画像（例えば、アバター画像）が表示され、その右側上部に端末
装置３０を操作するユーザと紹介ユーザとの関連性に関する情報（図１０の例における「
ゲームＢの友達」、「挨拶仲間」、「プラットフォームの友達」、「ゲームＤのライバル
」、「チャット仲間」、「ゲームＣの仲間」）が表示され、同じく右側下部に紹介ユーザ
の推奨ゲームに対する利用度に関する情報（図１０の例における「←はまっています！」
、「←とてもはまっています！！」）が表示される。なお、マイページ画面７０において
一覧表示される推奨ゲームの数や１つの推奨ゲームに対して表示する紹介ユーザの数はい
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くつでも良く、特に限定されない。
【００４２】
　ここで、紹介ユーザ情報表示領域７４に表示される紹介ユーザとの関連性に関する情報
は、推奨コンテンツ管理テーブル５２ｄの「関連性」から取得した情報が設定される。図
１０において例示した関連性に関する情報のうち「ゲームＢの友達」、「プラットフォー
ムの友達」、「ゲームＣの仲間」は、ユーザ間関係管理テーブル５２ａにおいて「関係」
として管理されている情報が図８に例示した選択処理において推奨コンテンツ管理テーブ
ル５２ｄの「関連性」にそのまま登録されたものである。また、図１０に例示した関連性
に関する情報のうち「挨拶仲間」、「ゲームＤのライバル」、「チャット仲間」は、コミ
ュニケーション管理テーブル５２ｂにおいて管理されている情報に基づいて、同じく選択
処理において設定、登録された情報である。即ち、例えば、コミュニケーション管理テー
ブル５２ｂにおいて「挨拶」の回数が所定の閾値より大きい場合に「挨拶仲間」として設
定され、「チャット」の回数が所定の閾値より大きい場合に「チャット仲間」として設定
され、「ゲームＤでの対戦」の回数が所定の閾値より大きい場合に「ゲームＤのライバル
」として設定される。なお、紹介ユーザとの関連性として設定する候補が複数存在する場
合には、所定のルールで選択した１つを関連性として設定すれば良い。例えば、紹介ユー
ザとの間で複数の「関係」を有する場合に、予め定められた優先順位（例えば、「サーク
ル仲間」よりも「フレンド」を優先する等）に従って選択したり、コミュニケーション管
理テーブル５２ｂの情報に基づいて設定され得る関連性が複数存在する場合に、予め定め
られた優先順位（例えば、「挨拶仲間」よりも「チャット仲間」を優先する等）に従って
選択したり、コミュニケーション管理テーブル５２ｂの情報に基づく関連性よりもユーザ
間関係管理テーブル５２ａの「関係」を優先して選択するようにすれば良い。
【００４３】
　また、紹介ユーザ情報表示領域７４に表示される紹介ユーザの利用度に関する情報は、
推奨コンテンツ管理テーブル５２ｄの「利用度」から取得した情報に基づいて設定されて
いる。即ち、例えば、紹介ユーザの利用度が第１の閾値より大きく第２の閾値以下の場合
に「←はまっています！」と設定され、利用度が第２の閾値より大きい場合には「←とて
もはまっています！！」と設定される。紹介ユーザ情報表示領域７４に紹介ユーザの利用
度に関する情報を含ませる態様はこれに限られず、様々な態様とすることができる。例え
ば、利用度の値を表示する態様としても良いし、利用度に応じて紹介ユーザの画像の表示
態様（例えば、色、大きさ等）を変更する態様としても良いし、利用度に応じて紹介ユー
ザの関連性に関する情報の表示態様（例えば、色、大きさ等）を変更する態様としても良
い。さらに、紹介ユーザ情報表示領域７４において、端末装置３０を操作するユーザと紹
介ユーザとの親密度に関する情報を様々な態様で含ませることもできる。例えば、親密度
の値を表示する態様としても良いし、親密度に応じて紹介ユーザの画像の表示態様（例え
ば、色、大きさ等）を変更する態様としても良いし、親密度に応じて紹介ユーザの利用度
に関する情報の表示態様（例えば、色、大きさ等）を変更する態様としても良いし、親密
度に応じて紹介ユーザの関連性に関する情報の表示態様（例えば、色、大きさ等）を変更
する態様としても良い。
【００４４】
　ここで、マイページ画面７０の推奨ゲーム情報表示領域７２における推奨ゲームの画像
及び名称の少なくとも１つには、その推奨ゲームに関係するコンテンツ関係画面へのリン
クが設定されている。リンク先となるコンテンツ関係画面は、推奨ゲームに関係する様々
な画面（推奨ゲームを利用するための画面や推奨ゲームを紹介する画面等の様々な画面が
含まれ得る）とすることができ、例えば、推奨ゲームを開始する際のトップ画面とするこ
とができる。同様に、マイページ画面７０の紹介ユーザ情報表示領域７４の紹介ユーザの
画像、紹介ユーザとの関連性に関する情報及び紹介ユーザの利用度に関する情報の少なく
とも１つには、その紹介ユーザに関係するユーザ関係画面へのリンクが設定されている。
リンク先となるユーザ関係画面は、紹介ユーザに関係する様々な画面（紹介ユーザに関す
る様々な情報を表示する画面や紹介ユーザと様々なコミュニケーションを行うための画面
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等の様々な画面が含まれ得る）とすることができ、例えば、紹介ユーザのプラットフォー
ムにおけるプロフィール画面とすることができる。また、リンク先となるユーザ関係画面
を動的に変化させても良く、例えば、端末装置３０を操作するユーザと紹介ユーザとの間
で「フレンド」の関係が存在しない場合には、紹介ユーザに対してフレンド申請を行うた
めの画面をリンク先の画面とし、「フレンド」の関係が既に存在する場合には前述した紹
介ユーザのプロフィール画面をリンク先の画面としても良い。また、対応する推奨ゲーム
において、プラットフォームにおけるプロフィール画面とは別にゲーム用のプロフィール
画面が提供されている場合には、そのゲーム用のプロフィール画面をリンク先の画面とし
、ゲーム用のプロフィール画面が提供されていない場合には、プラットフォームにおける
プロフィール画面をリンク先の画面としても良い。
【００４５】
　また、一実施形態では、端末装置３０を操作するユーザによって、コンテンツ関係画面
又はユーザ関係画面へのリンクが選択された場合に、所定の報酬（例えば、システム１０
が提供するプラットフォームにおいて使用可能な仮想通貨や、対応する推奨ゲームで使用
可能なゲーム媒体（カード、アイテム等））を端末装置３０を操作するユーザと紹介ユー
ザに対して付与する。具体的には、前述したリンクが選択された旨の信号を端末装置３０
から受信すると、システム１０の報酬付与部５６によって、端末装置３０を操作するユー
ザ及び紹介ユーザに対して報酬を付与し、情報記憶部５２の図示しないユーザ情報を管理
するテーブル等に報酬の付与を反映する。なお、こうした報酬の付与は、端末装置３０を
操作するユーザ又は紹介ユーザのどちらか一方のみに対して行うようにすることもできる
。
【００４６】
　ここで、図１０に例示したマイページ画面７０においては、「オススメゲーム」として
一覧表示される推奨ゲームは、端末装置３０を操作するユーザが既に利用しているゲーム
は除外されており、端末装置３０を操作するユーザが未だ利用していないゲームのみが表
示されている。一方、図１１に例示するコンテンツ推奨画面としてのマイゲーム画面８０
においては、端末装置３０を操作するユーザが既に利用しているゲームが一覧表示され、
この場合、ユーザが既に利用しているゲームのうち、推奨コンテンツ管理テーブル５２ｄ
において推奨ゲームとして登録されているゲーム（図１１の例ではゲームタイトルＡ）に
ついて、図１０に例示したマイページ画面７０と同様に、推奨ゲーム情報表示領域７２及
び紹介ユーザ情報表示領域７４が表示される。このように、ユーザが既に利用しているゲ
ームであっても、このゲームを利用する紹介ユーザに関する情報を表示することによって
、紹介ユーザと一緒に楽しむことができるようなゲームをユーザに推奨することができる
。なお、この場合、推奨ゲーム情報表示領域７２において推奨ゲームの画像や名称に設定
されているリンク先の画面（コンテンツ関係画面）を、端末装置３０を操作するユーザの
推奨ゲームに対する利用度に応じて変化させてもよい。例えば、ユーザの利用度が所定の
閾値を超える場合には、そのゲームの特別なイベント用の画面をリンク先の画面とし、所
定の閾値を超えない場合には、通常のトップ画面をリンク先の画面としても良い。また、
推奨ゲーム情報表示領域７２において、端末装置３０を操作するユーザの推奨ゲームの利
用度に関する情報を様々な態様で含ませることもできる。例えば、利用度の値を表示する
態様としても良いし、利用度に応じて推奨ゲームの画像又は名称の表示態様（例えば、色
、大きさ等）を変更する態様としても良い。なお、ユーザの推奨ゲームの利用度は、推奨
コンテンツ管理テーブル５２ｄにおいて管理するようにすれば良い。
【００４７】
　図１２は、コンテンツ推奨画面としてのフレンド一覧画面９０の一例を示す説明図であ
る。フレンド一覧画面９０は、図示するように、端末装置３０を操作するユーザと「フレ
ンド」の関係を有するユーザ（ユーザ間関係管理テーブル５２ａで管理されている）が一
覧表示される。一覧表示されるユーザのうち、推奨コンテンツ管理テーブル５２ｄにおい
て端末装置３０を操作するユーザに対する推奨ゲームの紹介ユーザとして登録されている
ユーザ（図１２の例ではユーザａ及びユーザｅ）については、図１０に例示したマイペー
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ジ画面７０及び図１１に例示したマイゲーム画面８０と同様に、推奨ゲーム情報表示領域
７２及び紹介ユーザ情報表示領域７４が表示される。但し、推奨ゲーム情報表示領域７２
には、そのユーザが紹介ユーザとして登録されている推奨ゲームが複数存在する場合には
、その複数の推奨ゲームに関する情報が一覧表示される。このように、ユーザを一覧表示
する際に、推奨ゲームや紹介ユーザに関する情報を表示することによって、一覧表示され
ているユーザと一緒に楽しむことができるようなゲームを、ユーザに推奨する（知らせる
）ことができる。
【００４８】
　なお、一実施形態では、図８に例示した選択処理を予め定められたスケジュールに従っ
て定期的に実行するようにしたが、選択処理を実行するタイミングはこれに限られない。
例えば、図９に例示した画面設定・表示処理の開始時に実行するようにし、コンテンツ推
奨画面の表示要求を行った端末装置３０を操作するユーザに対する推奨ゲーム及び紹介ユ
ーザの選択を、コンテンツ推奨画面の表示要求の都度実行するようにしても良い。
【００４９】
　以上説明した本発明の一実施形態におけるシステム１０によれば、複数のユーザ間の親
密度と各ユーザのゲーム（電子コンテンツ）毎の利用度とに基づいて、複数のゲームの中
から一のユーザに対して推奨するゲームと、複数のユーザの中から推奨するゲームを利用
するユーザとして紹介する他のユーザとを選択し、一のユーザに対して推奨するゲームを
特定可能な情報と、紹介する他のユーザを特定可能な情報とを含むコンテンツ推奨画面の
画面データを設定してユーザが操作する端末装置に送信する。従って、親密度と利用度と
に基づいて選択された推奨ゲーム及び紹介ユーザに関する情報を含むコンテンツ推奨画面
が端末装置において表示されるから、ユーザは、親密なユーザが利用するゲームの情報を
知ることができる。即ち、他のユーザと一緒に楽しむことができるようなゲーム（電子コ
ンテンツ）をユーザに推奨することができる。さらに、コンテンツ推奨画面において、推
奨ゲームに関係する画面へのリンクや紹介ユーザに関係する画面へのリンクが設定されて
いるから、ユーザは、推奨ゲームの利用や紹介ユーザとのコミュニケーションを気軽に開
始することができ、この結果、ユーザ間のコミュニケーションを活性化させることができ
る。
【００５０】
　一実施形態のシステム１０では、オンラインゲームの推奨を例として説明したが、電子
書籍、動画コンテンツ、音楽コンテンツ等のその他の電子コンテンツの推奨にも本発明を
適用することができる。この場合、電子コンテンツの種類に応じて、コンテンツ利用管理
テーブル５２ｃで管理するコンテンツの利用に関する情報を設定すればよい。
【００５１】
　本明細書で説明された処理及び手順は、実施形態中で明示的に説明されたもの以外にも
、ソフトウェア、ハードウェアまたはこれらの任意の組み合わせによって実現される。よ
り具体的には、本明細書で説明される処理及び手順は、集積回路、揮発性メモリ、不揮発
性メモリ、磁気ディスク、光ストレージ等の媒体に、当該処理に相当するロジックを実装
することによって実現される。また、本明細書で説明される処理及び手順は、それらの処
理・手順をコンピュータプログラムとして実装し、各種のコンピュータに実行させること
が可能である。
【００５２】
　本明細書中で説明される処理及び手順が単一の装置、ソフトウェア、コンポーネント、
モジュールによって実行される旨が説明されたとしても、そのような処理または手順は複
数の装置、複数のソフトウェア、複数のコンポーネント、及び／又は複数のモジュールに
よって実行され得る。また、本明細書中で説明されるデータ、テーブル、又はデータベー
スが単一のメモリに格納される旨説明されたとしても、そのようなデータ、テーブル、又
はデータベースは、単一の装置に備えられた複数のメモリまたは複数の装置に分散して配
置された複数のメモリに分散して格納され得る。さらに、本明細書において説明されるソ
フトウェアおよびハードウェアの要素は、それらをより少ない構成要素に統合して、また
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【００５３】
　本明細書において、発明の構成要素が単数もしくは複数のいずれか一方として説明され
た場合、又は、単数もしくは複数のいずれとも限定せずに説明された場合であっても、文
脈上別に解すべき場合を除き、当該構成要素は単数又は複数のいずれであってもよい。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　システム
　２０　通信網
　３０　端末装置
　５１　ゲーム進行制御部
　５２　情報記憶部
　５３　選択部
　５４　画面設定部
　５５　送信部
　５６　報酬付与部
　７０　マイページ画面
　８０　マイゲーム画面
　９０　フレンド一覧画面
【要約】
【課題】　他のユーザと一緒に楽しむことができるような電子コンテンツをユーザに推奨
する。
【解決手段】　一実施形態に係るシステムは、サービスの提供を制御するサービス提供制
御部と、情報を記憶する情報記憶部と、ユーザ間の親密度と各ユーザのゲーム毎の利用度
とに基づいてユーザに対して推奨する推奨ゲームと推奨ゲームを利用するユーザとして紹
介する紹介ユーザとを選択する選択部と、推奨ゲームを特定可能な情報と推奨ゲームに関
係するコンテンツ関係画面へのリンクと紹介ユーザを特定可能な情報と紹介ユーザに関係
するユーザ関係画面へのリンクとを含むコンテンツ推奨画面の画面データを設定する画面
設定部と、コンテンツ推奨画面の画面データを端末装置に送信する送信部と、コンテンツ
推奨画面に含まれるコンテンツ関係画面へのリンクやユーザ関係画面へのリンクが選択さ
れた場合にリンクを選択したユーザや紹介ユーザに対して報酬を付与する報酬付与部とを
備える。
【選択図】　図３
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