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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択す
るリンク特徴量選択部と、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択するアイテム選択部と、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御する提示制御部と、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成するリンク作成部と
　を備え、
　前記リンク特徴量選択部は、前記ユーザが作成したアイテムのリンクに用いられた前記
リンク特徴量に基づいて、前記ユーザの各特徴量に対する重要度を求め、求めた重要度に
基づいて前記リンク特徴量を選択する
　情報処理装置。
【請求項２】
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択す
るリンク特徴量選択部と、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択するアイテム選択部と、
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　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御する提示制御部と、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成するリンク作成部と
　を備え、
　前記リンク特徴量選択部は、他のアイテムが有する確率が低いが、前記第１のアイテム
が有している特徴量、他のアイテムが有する確率が高いが、前記第１のアイテムが有して
いない特徴量、又は、前記第１のアイテムの値が全体の平均値から大きく離れている特徴
量の重要度を高く設定し、設定した重要度に基づいて前記リンク特徴量を選択する
　情報処理装置。
【請求項３】
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択す
るリンク特徴量選択部と、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択するアイテム選択部と、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御する提示制御部と、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成するリンク作成部と
　を備え、
　前記提示制御部は、ユーザのアイテムの利用履歴を提示する場合に、前記利用履歴に含
まれるアイテムとリンクを構成する他のアイテムを前記ユーザに提示するように制御する
　情報処理装置。
【請求項４】
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択す
るリンク特徴量選択部と、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択するアイテム選択部と、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御する提示制御部と、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成するリンク作成部と、
　ユーザに推薦する候補となる複数の候補ユーザをそれぞれ提示した場合の前記ユーザの
行動の変化量の期待値を計算し、計算した期待値に基づいて、前記候補ユーザの中から前
記ユーザに推薦する推薦ユーザを選択する推薦ユーザ選択部と
　を備え、
　前記提示制御部は、前記推薦ユーザとともに、前記推薦ユーザが作成した前記アイテム
のリンクを前記ユーザに提示するように制御する
　情報処理装置。
【請求項５】
　前記推薦ユーザ選択部は、前記ユーザが前記候補ユーザを受け入れる確率、及び、前記
候補ユーザのフィードバックが提示されることによる所定のアイテム群に対する前記ユー
ザの評価の予測値の変化量に基づいて、前記期待値を計算する
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記推薦ユーザ選択部は、さらに前記アイテム群に含まれる各アイテムに前記候補ユー
ザがフィードバックを付与する確率に基づいて、前記期待値を計算する
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記リンク特徴量選択部は、前記ユーザが付与した各アイテムに対する評価に基づいて
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、前記ユーザの各特徴量に対する重要度を求め、求めた重要度に基づいて前記リンク特徴
量を選択する
　請求項１乃至６のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記リンク特徴量選択部は、複数の前記リンク特徴量の候補を選択し、
　前記提示制御部は、前記リンク特徴量の候補を前記ユーザに提示するように制御し、
　前記アイテム選択部は、前記ユーザにより選択された前記リンク特徴量に基づいて、前
記第２のアイテムの候補を選択する
　請求項１乃至７のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記提示制御部は、複数の前記第１のアイテムの候補を前記ユーザに提示するように制
御し、
　前記アイテム選択部は、前記ユーザにより選択された前記第１のアイテム、及び、前記
リンク特徴量に基づいて、前記第２のアイテムの候補を選択する
　請求項１乃至８のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記リンク作成部は、前記第１のアイテムと前記ユーザにより選択された前記第２アイ
テムとのリンクを作成する
　請求項１乃至９のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記提示制御部は、作成したユーザの情報とともに前記アイテムのリンクを提示するよ
うに制御する
　請求項１乃至１０のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記提示制御部は、前記アイテムのリンクの作成に用いられた前記リンク特徴量を示す
情報とともに前記アイテムのリンクを提示するように制御する
　請求項１乃至１１のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記提示制御部は、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテ
ムの候補の他の情報処理装置への提示を制御する
　請求項１乃至１２のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　情報処理装置が、
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択す
る場合に、前記ユーザが作成したアイテムのリンクに用いられた前記リンク特徴量に基づ
いて、前記ユーザの各特徴量に対する重要度を求め、求めた重要度に基づいて前記リンク
特徴量を選択し、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成する
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項１５】
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択す
る場合に、前記ユーザが作成したアイテムのリンクに用いられた前記リンク特徴量に基づ
いて、前記ユーザの各特徴量に対する重要度を求め、求めた重要度に基づいて前記リンク
特徴量を選択し、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
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ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１６】
　情報処理装置が、
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択す
る場合に、他のアイテムが有する確率が低いが、前記第１のアイテムが有している特徴量
、他のアイテムが有する確率が高いが、前記第１のアイテムが有していない特徴量、又は
、前記第１のアイテムの値が全体の平均値から大きく離れている特徴量の重要度を高く設
定し、設定した重要度に基づいて前記リンク特徴量を選択し、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成する
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項１７】
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択す
る場合に、他のアイテムが有する確率が低いが、前記第１のアイテムが有している特徴量
、他のアイテムが有する確率が高いが、前記第１のアイテムが有していない特徴量、又は
、前記第１のアイテムの値が全体の平均値から大きく離れている特徴量の重要度を高く設
定し、設定した重要度に基づいて前記リンク特徴量を選択し、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１８】
　情報処理装置が、
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択し
、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成し、
　ユーザのアイテムの利用履歴を提示する場合に、前記利用履歴に含まれるアイテムとリ
ンクを構成する他のアイテムを前記ユーザに提示するように制御する
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項１９】
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択し
、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
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ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成し、
　ユーザのアイテムの利用履歴を提示する場合に、前記利用履歴に含まれるアイテムとリ
ンクを構成する他のアイテムを前記ユーザに提示するように制御する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項２０】
　情報処理装置が、
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択し
、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成し、
　ユーザに推薦する候補となる複数の候補ユーザをそれぞれ提示した場合の前記ユーザの
行動の変化量の期待値を計算し、計算した期待値に基づいて、前記候補ユーザの中から前
記ユーザに推薦する推薦ユーザを選択し、
　前記推薦ユーザとともに、前記推薦ユーザが作成した前記アイテムのリンクを前記ユー
ザに提示するように制御する
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項２１】
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択し
、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成し、
　ユーザに推薦する候補となる複数の候補ユーザをそれぞれ提示した場合の前記ユーザの
行動の変化量の期待値を計算し、計算した期待値に基づいて、前記候補ユーザの中から前
記ユーザに推薦する推薦ユーザを選択し、
　前記推薦ユーザとともに、前記推薦ユーザが作成した前記アイテムのリンクを前記ユー
ザに提示するように制御する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置、情報処理方法、及び、プログラムに関し、特に、アイテムの
リンクを作成又は提示する場合に用いて好適な情報処理装置、情報処理方法、及び、プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、音楽や映画などのコンテンツ配信サービスの急速な発展に伴い、コンテンツを始
めとする各種のアイテムを検索する技術が種々提案されている。
【０００３】
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　例えば、アイテムの特徴量をベクトル化し、ベクトル間のユークリッド距離を用いて、
着目するアイテムに類似するアイテムを検索する方法が知られている。また、例えば、ユ
ーザの評価履歴を利用したアイテムベース協調フィルタリングの手法を応用して、着目す
るアイテムに類似するアイテムを検索する方法が知られている（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－３３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、以上の検索方法を用いた場合、着目するアイテムに平均的に類似するア
イテムを検索することは容易になるが、それ以外の関連するアイテム（例えば、部分的に
類似するアイテム等）の検索は難しい場合がある。
【０００６】
　そこで、本技術は、簡単に関連するアイテムのリンクを作成したり、利用したりするこ
とができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技術の第１の側面の情報処理装置は、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるた
めの特徴量であるリンク特徴量を選択するリンク特徴量選択部と、選択された前記リンク
特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択
するアイテム選択部と、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイ
テムの候補のユーザへの提示を制御する提示制御部と、前記第２のアイテムを選択し、前
記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを作成するリンク作成部とを備え、前
記リンク特徴量選択部は、前記ユーザが作成したアイテムのリンクに用いられた前記リン
ク特徴量に基づいて、前記ユーザの各特徴量に対する重要度を求め、求めた重要度に基づ
いて前記リンク特徴量を選択する。
　本技術の第２の側面の情報処理装置は、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるた
めの特徴量であるリンク特徴量を選択するリンク特徴量選択部と、選択された前記リンク
特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択
するアイテム選択部と、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイ
テムの候補のユーザへの提示を制御する提示制御部と、前記第２のアイテムを選択し、前
記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを作成するリンク作成部とを備え、前
記リンク特徴量選択部は、他のアイテムが有する確率が低いが、前記第１のアイテムが有
している特徴量、他のアイテムが有する確率が高いが、前記第１のアイテムが有していな
い特徴量、又は、前記第１のアイテムの値が全体の平均値から大きく離れている特徴量の
重要度を高く設定し、設定した重要度に基づいて前記リンク特徴量を選択する。
　本技術の第３の側面の情報処理装置は、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるた
めの特徴量であるリンク特徴量を選択するリンク特徴量選択部と、選択された前記リンク
特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択
するアイテム選択部と、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイ
テムの候補のユーザへの提示を制御する提示制御部と、前記第２のアイテムを選択し、前
記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを作成するリンク作成部とを備え、前
記提示制御部は、ユーザのアイテムの利用履歴を提示する場合に、前記利用履歴に含まれ
るアイテムとリンクを構成する他のアイテムを前記ユーザに提示するように制御する。
　本技術の第４の側面の情報処理装置は、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるた
めの特徴量であるリンク特徴量を選択するリンク特徴量選択部と、選択された前記リンク
特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択
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するアイテム選択部と、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイ
テムの候補のユーザへの提示を制御する提示制御部と、前記第２のアイテムを選択し、前
記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを作成するリンク作成部と、ユーザに
推薦する候補となる複数の候補ユーザをそれぞれ提示した場合の前記ユーザの行動の変化
量の期待値を計算し、計算した期待値に基づいて、前記候補ユーザの中から前記ユーザに
推薦する推薦ユーザを選択する推薦ユーザ選択部とを備え、前記提示制御部は、前記推薦
ユーザとともに、前記推薦ユーザが作成した前記アイテムのリンクを前記ユーザに提示す
るように制御する。
【０００９】
　前記リンク特徴量選択部には、前記ユーザが付与した各アイテムに対する評価に基づい
て、前記ユーザの各特徴量に対する重要度を求め、求めた重要度に基づいて前記リンク特
徴量を選択させることができる。
【００１２】
　前記リンク特徴量選択部には、複数の前記リンク特徴量の候補を選択させ、前記提示制
御部には、前記リンク特徴量の候補を前記ユーザに提示するように制御させ、前記アイテ
ム選択部には、前記ユーザにより選択された前記リンク特徴量に基づいて、前記第２のア
イテムの候補を選択させることができる。
【００１３】
　前記提示制御部には、複数の前記第１のアイテムの候補を前記ユーザに提示するように
制御させ、前記アイテム選択部には、前記ユーザにより選択された前記第１のアイテム、
及び、前記リンク特徴量に基づいて、前記第２のアイテムの候補を選択させることができ
る。
【００１４】
　前記リンク作成部には、前記第１のアイテムと前記ユーザにより選択された前記第２ア
イテムとのリンクを作成させることができる。
【００１６】
　前記提示制御部には、作成したユーザの情報とともに前記アイテムのリンクを提示する
ように制御するように制御させることができる。
【００１７】
　前記提示制御部には、前記アイテムのリンクの作成に用いられた前記リンク特徴量を示
す情報とともに前記アイテムのリンクを提示するように制御させることができる。
【００２０】
　前記推薦ユーザ選択部には、前記ユーザが前記候補ユーザを受け入れる確率、及び、前
記候補ユーザのフィードバックが提示されることによる所定のアイテム群に対する前記ユ
ーザの評価の予測値の変化量に基づいて、前記期待値を計算させることができる。
【００２１】
　前記推薦ユーザ選択部には、さらに前記アイテム群に含まれる各アイテムに前記候補ユ
ーザがフィードバックを付与する確率に基づいて、前記期待値を計算させることができる
。
【００２２】
　前記提示制御部には、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイ
テムの候補の他の情報処理装置への提示を制御させることができる。
【００２３】
　本技術の第１の側面の情報処理方法は、情報処理装置が、第１のアイテムに他のアイテ
ムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択する場合に、前記ユーザが作成し
たアイテムのリンクに用いられた前記リンク特徴量に基づいて、前記ユーザの各特徴量に
対する重要度を求め、求めた重要度に基づいて前記リンク特徴量を選択し、選択された前
記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ
以上選択し、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補
のユーザへの提示を制御し、前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第
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２のアイテムとのリンクを作成するステップを含む。
【００２４】
　本技術の第１の側面のプログラムは、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるため
の特徴量であるリンク特徴量を選択する場合に、前記ユーザが作成したアイテムのリンク
に用いられた前記リンク特徴量に基づいて、前記ユーザの各特徴量に対する重要度を求め
、求めた重要度に基づいて前記リンク特徴量を選択し、選択された前記リンク特徴量に基
づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択し、前記第
１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへの提示を
制御し、前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリ
ンクを作成するステップを含む処理をコンピュータに実行させる。
　本技術の第２の側面の情報処理方法は、情報処理装置が、第１のアイテムに他のアイテ
ムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択する場合に、他のアイテムが有す
る確率が低いが、前記第１のアイテムが有している特徴量、他のアイテムが有する確率が
高いが、前記第１のアイテムが有していない特徴量、又は、前記第１のアイテムの値が全
体の平均値から大きく離れている特徴量の重要度を高く設定し、設定した重要度に基づい
て前記リンク特徴量を選択し、選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテ
ムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択し、前記第１のアイテム、前記リン
ク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへの提示を制御し、前記第２のアイ
テムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを作成するステップ
を含む。
　本技術の第２の側面のプログラムは、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるため
の特徴量であるリンク特徴量を選択する場合に、他のアイテムが有する確率が低いが、前
記第１のアイテムが有している特徴量、他のアイテムが有する確率が高いが、前記第１の
アイテムが有していない特徴量、又は、前記第１のアイテムの値が全体の平均値から大き
く離れている特徴量の重要度を高く設定し、設定した重要度に基づいて前記リンク特徴量
を選択し、選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２
のアイテムの候補を１つ以上選択し、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前
記第２のアイテムの候補のユーザへの提示を制御し、前記第２のアイテムを選択し、前記
第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを作成するステップを含む処理をコンピ
ュータに実行させる。
　本技術の第３の側面の情報処理方法は、情報処理装置が、第１のアイテムに他のアイテ
ムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択し、選択された前記リンク特徴量
に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択し、前
記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへの提
示を制御し、前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムと
のリンクを作成し、ユーザのアイテムの利用履歴を提示する場合に、前記利用履歴に含ま
れるアイテムとリンクを構成する他のアイテムを前記ユーザに提示するように制御するス
テップを含む。
　本技術の第３の側面のプログラムは、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるため
の特徴量であるリンク特徴量を選択し、選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１
のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択し、前記第１のアイテム、
前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへの提示を制御し、前記第
２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを作成し、
ユーザのアイテムの利用履歴を提示する場合に、前記利用履歴に含まれるアイテムとリン
クを構成する他のアイテムを前記ユーザに提示するように制御するステップを含む処理を
コンピュータに実行させる。
　本技術の第４の側面の情報処理方法は、情報処理装置が、第１のアイテムに他のアイテ
ムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択し、選択された前記リンク特徴量
に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択し、前
記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへの提
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示を制御し、前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムと
のリンクを作成し、ユーザに推薦する候補となる複数の候補ユーザをそれぞれ提示した場
合の前記ユーザの行動の変化量の期待値を計算し、計算した期待値に基づいて、前記候補
ユーザの中から前記ユーザに推薦する推薦ユーザを選択し、前記推薦ユーザとともに、前
記推薦ユーザが作成した前記アイテムのリンクを前記ユーザに提示するように制御するス
テップを含む。
　本技術の第４の側面のプログラムは、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるため
の特徴量であるリンク特徴量を選択し、選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１
のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択し、前記第１のアイテム、
前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへの提示を制御し、前記第
２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを作成し、
ユーザに推薦する候補となる複数の候補ユーザをそれぞれ提示した場合の前記ユーザの行
動の変化量の期待値を計算し、計算した期待値に基づいて、前記候補ユーザの中から前記
ユーザに推薦する推薦ユーザを選択し、前記推薦ユーザとともに、前記推薦ユーザが作成
した前記アイテムのリンクを前記ユーザに提示するように制御するステップを含む処理を
コンピュータに実行させる。
【００２５】
　本技術の第１の側面においては、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特
徴量であるリンク特徴量を選択する場合に、前記ユーザが作成したアイテムのリンクに用
いられた前記リンク特徴量に基づいて、前記ユーザの各特徴量に対する重要度が求められ
、求められた重要度に基づいて前記リンク特徴量が選択され、選択された前記リンク特徴
量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテムの候補を１つ以上選択し、
前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへの
提示を制御し、前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテム
とのリンクが作成される。
　本技術の第２の側面においては、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特
徴量であるリンク特徴量を選択する場合に、他のアイテムが有する確率が低いが、前記第
１のアイテムが有している特徴量、他のアイテムが有する確率が高いが、前記第１のアイ
テムが有していない特徴量、又は、前記第１のアイテムの値が全体の平均値から大きく離
れている特徴量の重要度が高く設定され、設定された重要度に基づいて前記リンク特徴量
が選択され、選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第
２のアイテムの候補が１つ以上選択され、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び
、前記第２のアイテムの候補のユーザへの提示が制御され、前記第２のアイテムが選択さ
れ、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクが作成される。
　本技術の第３の側面においては、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特
徴量であるリンク特徴量が選択され、選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１の
アイテムに結び付ける第２のアイテムの候補が１つ以上選択され、前記第１のアイテム、
前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへの提示が制御され、前記
第２のアイテムが選択され、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクが作成
され、ユーザのアイテムの利用履歴を提示する場合に、前記利用履歴に含まれるアイテム
とリンクを構成する他のアイテムが前記ユーザに提示される。
　本技術の第４の側面においては、第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特
徴量であるリンク特徴量が選択され、選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１の
アイテムに結び付ける第２のアイテムの候補が１つ以上選択され、前記第１のアイテム、
前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへの提示が制御され、前記
第２のアイテムが選択され、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクが作成
され、ユーザに推薦する候補となる複数の候補ユーザをそれぞれ提示した場合の前記ユー
ザの行動の変化量の期待値が計算され、計算された期待値に基づいて、前記候補ユーザの
中から前記ユーザに推薦する推薦ユーザが選択され、前記推薦ユーザとともに、前記推薦
ユーザが作成した前記アイテムのリンクが前記ユーザに提示される。
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【発明の効果】
【００２６】
　本技術の第１乃至第４の側面によれば、簡単に関連するアイテムのリンクを作成するこ
とができる。また、作成したアイテムのリンクを利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本技術を適用した情報処理システムの一実施の形態を示すブロック図である。
【図２】サーバの機能の構成例を示すブロック図である。
【図３】コンテンツリンク作成処理部の機能の構成例を示すブロック図である。
【図４】推薦ユーザ選択処理部の機能の構成例を示すブロック図である。
【図５】提示内容設定部の機能の構成例を示すブロック図である。
【図６】クライアントの機能の構成例を示すブロック図である。
【図７】コンテンツリンク作成処理を説明するためのフローチャートである。
【図８】ユーザ履歴のデータの構成例を示す図である。
【図９】コンテンツの特徴量の例を示す図である。
【図１０】コンテンツの特徴量から各ユーザのコンテンツに対する評価値への回帰係数の
計算結果の例を示す図である。
【図１１】コンテンツリンク作成画面の例を示す図である。
【図１２】ユーザ推薦学習処理を説明するためのフローチャートである。
【図１３】ＣＵＦタプルの特徴量の例を示す図である。
【図１４】CBFによる受け入れモデルに用いる各特徴量に対する重みの例を示す図である
。
【図１５】コンテンツリンク共有処理を説明するためのフローチャートである。
【図１６】推薦ユーザ選択処理の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１７】予測評価値の計算結果の例を示す図である。
【図１８】ユーザ受入確率の計算結果の例を示す図である。
【図１９】フィードバック予測評価値の計算結果の例を示す図である。
【図２０】提示コンテンツ選択処理の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図２１】コンテンツの再生回数の履歴の例を示す図である。
【図２２】コンテンツの特徴量の例を示す図である。
【図２３】各コンテンツ間のユークリッド距離の計算結果の例を示す図である。
【図２４】推薦ユーザリストの表示例を示す図である。
【図２５】コンテンツリンクリストの表示例を示す図である。
【図２６】コンテンツリンクリストの他の表示例を示す図である。
【図２７】履歴関連リストの表示例を示す図である。
【図２８】コンピュータの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態という）について説明する。な
お、説明は以下の順序で行う。
１．実施の形態
２．変形例
【００２９】
＜１．実施の形態＞
［情報処理システム１の構成例］
　図１は、本技術を適用した情報処理システムの一実施の形態を示すブロック図である。
【００３０】
　情報処理システム１は、サーバ１１及びクライアント１２－１乃至１２－ｎを含むよう
に構成される。サーバ１１とクライアント１２－１乃至１２－ｎは、ネットワーク１３を
介して相互に接続されている。
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【００３１】
　なお、以下、クライアント１２－１乃至１２－ｎを個々に区別する必要がない場合、単
に、クライアント１２と称する。
【００３２】
　サーバ１１は、各クライアント１２に対して、各種のアイテムの一種であるコンテンツ
の配信や推薦等を行うサービス（以下、コンテンツ配信サービスと称する）を提供する。
【００３３】
　なお、このコンテンツ配信サービスでは、コンテンツの配信や推薦以外にも、それらに
付随する各種のサービスが提供される。
【００３４】
　例えば、このコンテンツ配信サービスでは、ユーザがコンテンツに対してコメントや評
価等のフィードバックを付与するのを支援したり、付与されたフィードバックを収集し、
ユーザ間で共有したりするサービスが提供される。
【００３５】
　また、例えば、このコンテンツ配信サービスでは、関連するコンテンツのリンクである
コンテンツリンクの作成を支援したり、作成したコンテンツリンクをユーザ間で共有した
りするサービスが提供される。
【００３６】
　さらに、例えば、このコンテンツ配信サービスは、ソーシャルサービスの機能を備えて
おり、各ユーザは、他のユーザとコミュニケーションをとることができる。例えば、各ユ
ーザは、他のユーザをフォローしたり、他のユーザと友人関係を結んだりすることが可能
である。
【００３７】
　ここで、ユーザが他のユーザをフォローするとは、例えば、フォロー元のユーザがフォ
ロー先のユーザのコンテンツ配信サービス上でのアクティビティ（例えば、発言、各種コ
ンテンツへのフィードバック等）に関する情報を自動的に取得できるように設定すること
である。また、友人関係を結ぶとは、例えば、２人のユーザがお互いをフォローする関係
を結ぶことである。
【００３８】
　なお、以下、フォロー元のユーザをfollowerと称し、フォロー先のユーザをfolloweeと
称する。従って、友人関係にある２人のユーザは、お互いがfollowerでもあり、followee
でもある。
【００３９】
　また、例えば、このコンテンツ配信サービスでは、コンテンツだけでなく、他のユーザ
を推薦するサービスが提供される。
【００４０】
　なお、以下、サーバ１１が、コンテンツの一種である音楽の配信や推薦等を行う例を中
心に説明する。
【００４１】
　クライアント１２は、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末、携帯電話機、
スマートフォン、動画プレイヤー、オーディオプレイヤー等、サーバ１２が提供するコン
テンツ配信サービスの利用が可能な装置により構成される。
【００４２】
［サーバ１１の構成例］
　図２は、サーバ１１の機能のうち、主にコンテンツリンクに関わる処理、及び、他のユ
ーザの情報の提示に関わる処理を行う部分の機能の構成例を示している。
【００４３】
　サーバ１１は、通信部３１、情報処理部３２及び保存部３３を含むように構成される。
　
【００４４】
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　なお、通信部３１と情報処理部３２の各部は、相互にアクセスすることが可能である。
また、情報処理部３２の各部は、保存部３３の各部にアクセスすることが可能である。
【００４５】
　通信部３１は、ネットワーク１３を介して各クライアント１２と通信を行い、コンテン
ツ配信サービスに関わる各種の情報や指令等の送受信を行う。
【００４６】
　情報処理部３２は、コンテンツ配信サービスに関わる各種の処理を行う。情報処理部３
２は、コンテンツリンク作成処理部４１、推薦ユーザ選択処理部４２、及び、提示制御部
４３を含むように構成される。
【００４７】
　コンテンツリンク作成処理部４１は、コンテンツリンクの作成に関わる処理を実行する
。例えば、コンテンツリンク作成処理部４１は、コンテンツリンクのリンク元及びリンク
先のコンテンツの候補、並びに、２つのコンテンツを結び付けるための特徴量の候補を選
択し、表示制御部５２に供給する。
【００４８】
　なお、以下、コンテンツリンクのリンク元及びリンク先のコンテンツを、それぞれリン
ク元コンテンツ及びリンク先コンテンツと称する。また、以下、リンク元コンテンツとリ
ンク先コンテンツを結び付ける特徴量をリンク特徴量と称する。
【００４９】
　また、例えば、コンテンツリンク作成処理部４１は、通信部３１を介してクライアント
１２から受信したユーザからの指令等に基づいて、リンク元コンテンツ、リンク先コンテ
ンツ、及び、リンク特徴量を決定することにより、コンテンツリンクを作成する。コンテ
ンツリンク作成処理部４１は、作成したコンテンツリンクを示すコンテンツリンク情報を
、保存部３３のコンテンツリンク保存部６４に保存する。
【００５０】
　推薦ユーザ選択処理部４２は、ユーザに推薦する推薦ユーザの選択に関わる処理を実行
する。推薦ユーザ選択処理部４２は、推薦ユーザの選択結果を示す情報を、提示制御部４
３の提示内容設定部５１に供給する。
【００５１】
　提示制御部４３は、各クライアント１２への各種の情報の提示を制御する。提示制御部
４３は、提示内容設定部５１及び表示制御部５２を含むように構成される。
【００５２】
　提示内容設定部５１は、各クライアント１２に提示する情報の内容を設定する。提示内
容設定部５１は、設定した内容を示す情報を表示制御部５２に供給する。
【００５３】
　表示制御部５２は、各種の情報を表示するための表示制御データを生成し、通信部３１
を介して各クライアント１２に送信することにより、各クライアント１２における各種の
情報の表示を制御する。例えば、表示制御部５２は、コンテンツリンクを作成するための
画面や、コンテンツリンクや推薦ユーザを提示するための画面等のクライアント１２にお
ける表示を制御する。
【００５４】
　保存部３３は、コンテンツ配信サービスで使用する各種の情報を保存する。保存部３３
は、コンテンツ情報保存部６１、ユーザ関係保存部６２、ユーザ履歴保存部６３、コンテ
ンツリンク保存部６４、及び、パラメータ保存部６５を含むように構成される。
【００５５】
　コンテンツ情報保存部６１は、コンテンツ配信サービスで提供される各コンテンツに関
するコンテンツ情報（例えば、特徴量、メタデータ等）を保存する。
【００５６】
　ユーザ関係保存部６２は、コンテンツ配信サービスを利用する各ユーザ間の関係、例え
ば、友人関係、followee/followerの関係等に関する情報を保存する。
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【００５７】
　ユーザ履歴保存部６３は、コンテンツ配信サービスにおける各ユーザのアクティビティ
の履歴を示すユーザ履歴を保存する。ユーザ履歴は、例えば、各ユーザのコンテンツの利
用履歴や、コンテンツに対するフィードバックに関する情報等を含む。
【００５８】
　コンテンツリンク保存部６４は、各ユーザにより作成されたコンテンツリンクに関する
コンテンツリンク情報を保存する。
【００５９】
　パラメータ保存部６５は、各ユーザに推薦する推薦ユーザの選択に用いる学習モデルの
パラメータを保存する。
【００６０】
［コンテンツリンク作成処理部４１の構成例］
　図３は、サーバ１１のコンテンツリンク作成処理部４１の機能の構成例を示している。
コンテンツリンク作成処理部４１は、リンク元コンテンツ選択部１０１、特徴量重要度計
算部１０２、リンク特徴量選択部１０３、リンク先コンテンツ選択部１０４、及び、コン
テンツリンク作成部１０５を含むように構成される。
【００６１】
　リンク元コンテンツ選択部１０１は、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履
歴等に基づいて、リンク元コンテンツの候補を１つ以上選択する。リンク元コンテンツ選
択部１０１は、選択したリンク元コンテンツの候補を示す情報をコンテンツリンク作成部
１０５及び表示制御部５２に供給する。
【００６２】
　特徴量重要度計算部１０２は、コンテンツ情報保存部６１に保存されているコンテンツ
情報、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴等に基づいて、コンテン
ツの各特徴量の重要度を計算する。特徴量重要度計算部１０２は、各特徴量の重要度の計
算結果を示す情報をリンク特徴量選択部１０３に供給する。
【００６３】
　リンク特徴量選択部１０３は、特徴量重要度計算部１０２により計算された重要度に基
づいて、リンク特徴量の候補を１つ以上選択する。リンク特徴量選択部１０３は、選択し
たリンク特徴量の候補を示す情報を、コンテンツリンク作成部１０５及び表示制御部５２
に供給する。
【００６４】
　リンク先コンテンツ選択部１０４は、リンク特徴量、及び、コンテンツ情報保存部６１
に保存されているコンテンツ情報等に基づいて、リンク先コンテンツの候補を１つ以上選
択する。リンク先コンテンツ選択部１０４は、選択したリンク先コンテンツの候補を示す
情報を、コンテンツリンク作成部１０５及び表示制御部５２に供給する。
【００６５】
　コンテンツリンク作成部１０５は、通信部３１を介してクライアント１２から受信した
ユーザからの指令等に基づいて、各候補の中からリンク元コンテンツ、リンク特徴量、及
び、リンク先コンテンツをそれぞれ決定し、コンテンツリンクを作成する。コンテンツリ
ンク作成部１０５は、作成したコンテンツリンクを示すコンテンツリンク情報をコンテン
ツリンク保存部６４に保存する。
【００６６】
　また、コンテンツリンク作成部１０５は、リンク元コンテンツ又はリンク特徴量が決定
した場合、決定したリンク元コンテンツ又はリンク特徴量を示す情報を、リンク元コンテ
ンツ選択部１０１、特徴量重要度計算部１０２、リンク特徴量選択部１０３、リンク先コ
ンテンツ選択部１０４、及び、表示制御部５２に供給する。さらに、コンテンツリンク作
成部１０５は、リンク先コンテンツが決定した場合、決定したリンク先コンテンツを示す
情報を表示制御部５２に供給する。
【００６７】
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［推薦ユーザ選択処理部４２の構成例］
　図４は、サーバ１１の推薦ユーザ選択処理部４２の機能の構成例を示している。推薦ユ
ーザ選択処理部４２は、学習部１３１、予測部１３２、変化量期待値計算部１３３、及び
、推薦ユーザ選択部１３４を含むように構成される。
【００６８】
　学習部１３１は、各ユーザに推薦する推薦ユーザの選択に用いるパラメータを予測する
ためのモデルを学習する。学習部１３１は、評価予測学習部１４１、ユーザ関係予測学習
部１４２、フィードバック予測学習部１４３、及び、フィードバック評価予測学習部１４
４を含むように構成される。
【００６９】
　評価予測学習部１４１は、コンテンツ情報保存部６１に保存されているコンテンツ情報
、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴等に基づいて、各ユーザのコ
ンテンツに対する評価値を予測するためのモデル（以下、評価予測モデルと称する）を生
成する。評価予測学習部１４１は、生成した評価予測モデルを表すパラメータをパラメー
タ保存部６５に保存する。
【００７０】
　ユーザ関係予測学習部１４２は、ユーザ関係保存部６２に保存されているユーザ関係情
報、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴等に基づいて、各ユーザが
他のユーザを受け入れる確率を予測するためのモデル（以下、ユーザ関係予測モデルと称
する）を生成する。ユーザ関係予測学習部１４２は、生成したユーザ関係予測モデルを表
すパラメータをパラメータ保存部６５に保存する。
【００７１】
　フィードバック予測学習部１４３は、コンテンツ情報保存部６１に保存されているコン
テンツ情報、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴等に基づいて、各
ユーザが各コンテンツにコメントや評価等のフィードバックを付与する確率を予測するた
めのモデル（以下、フィードバック予測モデルと称する）を生成する。フィードバック予
測学習部１４３は、生成したフィードバック予測モデルを表すパラメータをパラメータ保
存部６５に保存する。
【００７２】
　フィードバック評価予測学習部１４４は、コンテンツ情報保存部６１に保存されている
コンテンツ情報、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴等に基づいて
、他のユーザによるフィードバックとともに提示された場合の各コンテンツに対する各ユ
ーザの評価値を予測するためのモデル（以下、フィードバック評価予測モデルと称する）
を生成する。すなわち、フィードバック評価予測モデルとは、任意のユーザＡによるフィ
ードバックとともに提示されたコンテンツに対するユーザＡ以外の任意のユーザＢの評価
値を予測するモデルである。フィードバック評価予測学習部１４４は、生成したフィード
バック評価予測モデルを表すパラメータをパラメータ保存部６５に保存する。
【００７３】
　予測部１３２は、学習部１３１により生成されたモデルを用いて、各ユーザに推薦する
推薦ユーザの選択に用いるパラメータの予測を行う。予測部１３２は、評価予測部１５１
、ユーザ関係予測部１５２、フィードバック予測部１５３、及び、フィードバック評価予
測部１５４を含むように構成される。
【００７４】
　評価予測部１５１は、パラメータ保存部６５に保存されている評価予測モデルを用いて
、各ユーザの各コンテンツに対する評価値を予測する。評価予測部１５１は、予測した結
果を示す情報を変化量期待値計算部１３３に供給する。
【００７５】
　ユーザ関係予測部１５２は、パラメータ保存部６５に保存されているユーザ関係予測モ
デルを用いて、各ユーザが他のユーザを受け入れる確率を予測する。ユーザ関係予測部１
５２は、予測した結果を示す情報を変化量期待値計算部１３３に供給する。
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【００７６】
　フィードバック予測部１５３は、パラメータ保存部６５に保存されているフィードバッ
ク予測モデルを用いて、各ユーザが各コンテンツにコメントや評価等のフィードバックを
付与する確率を予測する。フィードバック予測部１５３は、予測した結果を示す情報を変
化量期待値計算部１３３に供給する。
【００７７】
　フィードバック評価予測部１５４は、パラメータ保存部６５に保存されているフィード
バック評価予測モデルを用いて、他のユーザによるフィードバックとともに提示された場
合の各コンテンツに対する各ユーザの評価値を予測する。フィードバック評価予測部１５
４は、予測した結果を示す情報を変化量期待値計算部１３３に供給する。
【００７８】
　変化量期待値計算部１３３は、予測部１３２の各部による予測結果に基づいて、各ユー
ザに他のユーザを推薦する前と後の行動の変化量の期待値（以下、変化量期待値と称する
）を計算する。ここで、ユーザの行動とは、例えば、コンテンツを利用する／しないの選
択や、コンテンツに対する評価等である。変化量期待値計算部１３３は、計算結果を示す
情報を推薦ユーザ選択部１３４に供給する。
【００７９】
　推薦ユーザ選択部１３４は、変化量期待値の計算結果に基づいて、各ユーザに推薦する
推薦ユーザを選択する。また、推薦ユーザ選択部１３４は、選択した推薦ユーザを変化量
期待値が大きい順に並べた推薦ユーザランキングを作成する。推薦ユーザ選択部１３４は
、作成した推薦ユーザランキングを示す情報を提示内容設定部５１に供給する。
【００８０】
［提示内容設定部５１の構成例］
　図５は、サーバ１１の提示内容設定部５１の機能の構成例を示している。提示内容設定
部５１は、推薦ユーザリスト作成部１７１、コンテンツリンクリスト作成部１７２、履歴
関連リスト作成部１７３、及び、提示コンテンツ選択部１７４を含むように構成される。
【００８１】
　推薦ユーザリスト作成部１７１は、推薦ユーザランキングに基づいて、推薦ユーザのリ
ストである推薦ユーザリストを作成する。なお、推薦ユーザリストの詳細については後述
する。推薦ユーザリスト作成部１７１は、作成した推薦ユーザリストを、コンテンツリン
クリスト作成部１７２、履歴関連リスト作成部１７３、提示コンテンツ選択部１７４、及
び、表示制御部５２に供給する。
【００８２】
　コンテンツリンクリスト作成部１７２は、コンテンツリンク保存部６４に保存されてい
るコンテンツリンク情報に基づいて、コンテンツリンクのリストであるコンテンツリンク
リストを作成する。なお、コンテンツリンクリストの詳細については後述する。コンテン
ツリンクリスト作成部１７２は、作成したコンテンツリンクリストを提示コンテンツ選択
部１７４及び表示制御部５２に供給する。
【００８３】
　履歴関連リスト作成部１７３は、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴、
及び、コンテンツリンク保存部６４に保存されているコンテンツリンク情報に基づいて、
ユーザのコンテンツの利用履歴にコンテンツリンクを融合した履歴関連リストを作成する
。なお、履歴関連リストの詳細については後述する。履歴関連リスト作成部１７３は、作
成した履歴関連リストを提示コンテンツ選択部１７４及び表示制御部５２に供給する。
【００８４】
　提示コンテンツ選択部１７４は、コンテンツ情報保存部６１に保存されているコンテン
ツ情報、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴等に基づいて、ユーザ
に他のユーザの情報を提示する場合に、その他のユーザのコンテンツの利用履歴として提
示するコンテンツ（以下、提示コンテンツと称する）を選択する。提示コンテンツ選択部
１７４は、提示コンテンツの選択結果を示す情報を表示制御部５２に供給する。
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【００８５】
［クライアント１２の構成例］
　図６は、クライアント１２の機能の構成例を示している。クライアント１２は、通信部
２０１、再生部２０２、出力制御部２０３、出力部２０４、入力部２０５、及び、コンテ
ンツリンク作成部２０６を含むように構成される。
【００８６】
　通信部２０１は、ネットワーク１３を介してサーバ１１と通信を行い、コンテンツ配信
サービスに関わる各種の情報や指令等の送受信を行う。
【００８７】
　再生部２０２は、ネットワーク１３及び通信部２０１を介して、サーバ１１からコンテ
ンツを受信し、受信したコンテンツを再生する。再生部２０２は、再生の結果得られた再
生データを出力制御部２０３に供給する。
【００８８】
　出力制御部２０３は、ネットワーク１３及び通信部２０１を介して、コンテンツに関す
る情報やコンテンツに付与されたコメント等、ユーザに提示する情報やコンテンツの再生
とともに表示する情報をサーバ１１から受信する。また、出力制御部２０３は、再生デー
タに基づいて、出力部２０４における動画や静止画の表示、音声の出力等を制御する。さ
らに、出力制御部２０３は、サーバ１１から受信した各種の情報の出力部２０４における
表示を制御する。
【００８９】
　出力部２０４は、例えば、ディスプレイ等の各種の表示デバイス、及び、スピーカ、音
声出力端子等の各種の音声出力デバイスにより構成される。
【００９０】
　入力部２０５は、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル、マイクロフォン等の各
種の入力デバイスにより構成される。入力部２０５は、ユーザにより入力された情報や指
令等を、再生部２０２、出力制御部２０３及びコンテンツリンク作成部２０６に供給する
。
【００９１】
　コンテンツリンク作成部２０６は、ネットワーク１３及び通信部２０１を介して、サー
バ１２と情報や各種の指令等の送受信を行いながら、コンテンツリンクの作成に関わる処
理を行う。
【００９２】
［情報処理システム１の処理］
　次に、図７乃至図２７を参照して、情報処理システム１の処理について説明する。
【００９３】
（コンテンツリンク作成処理）
　まず、図７のフローチャートを参照して、サーバ１１により実行されるコンテンツリン
ク作成処理について説明する。
【００９４】
　なお、この処理は、例えば、ネットワーク１３を介して、クライアント１２のうちの１
つからサーバ１１にコンテンツリンクの作成の要求が送信されたとき開始される。
【００９５】
　なお、以下、この処理において、コンテンツリンクの作成を行うユーザをアクティブユ
ーザと称する。
【００９６】
　ステップＳ１において、コンテンツリンク作成処理部４１のリンク元コンテンツ選択部
１０１は、リンク元コンテンツの候補を選択する。例えば、リンク元コンテンツ選択部１
０１は、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴に基づいて、アクティブユー
ザの嗜好に合うコンテンツをリンク元コンテンツの候補として選択する。アクティブユー
ザの嗜好に合うコンテンツとは、例えば、アクティブユーザの利用頻度や評価が高いコン
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テンツ等である。
【００９７】
　ここで、図８を参照して、リンク元コンテンツの候補の選択方法の具体例について説明
する。
【００９８】
　図８は、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴のデータの一部の構成例を
示している。この例において、ユーザ履歴は、各ユーザの各コンテンツに対する評価値、
及び、コンテンツの再生回数を含んでいる。
【００９９】
　例えば、リンク元コンテンツの候補を選択する条件を再生回数が１０回以上のコンテン
ツに設定した場合、アクティブユーザがユーザＵ１であるとき、コンテンツＣ１、Ｃ２及
びＣ４がリンク元コンテンツの候補に選択される。
【０１００】
　そして、リンク元コンテンツ選択部１０１は、選択したリンク元コンテンツの候補を示
す情報を、コンテンツリンク作成部１０５及び表示制御部５２に供給する。
【０１０１】
　ステップＳ２において、サーバ１１は、リンク元コンテンツの候補を提示する。具体的
には、表示制御部５２は、リンク元コンテンツの候補を表示するための表示制御データを
生成し、通信部３１を介して、アクティブユーザのクライアント１２に送信する。
【０１０２】
　アクティブユーザのクライアント１２の出力制御部２０３は、ネットワーク１３及び通
信部２０１を介して、サーバ１１から表示制御データを受信する。出力制御部２０３は、
表示制御データに基づいて、リンク元コンテンツの候補を出力部２０４に表示させる。こ
れにより、アクティブユーザにリンク元コンテンツの候補が提示される。
【０１０３】
　ステップＳ３において、サーバ１１は、リンク元コンテンツを決定する。
【０１０４】
　例えば、アクティブユーザは、クライアント１２の入力部２０５を操作して、提示され
たリンク元コンテンツの候補の中から所望のものを１つ選択する。なお、このとき、アク
ティブユーザが、提示された候補以外のコンテンツからもリンク元コンテンツを選択でき
るようにしてもよい。コンテンツリンク作成部２０６は、リンク元コンテンツの選択結果
を示す情報を入力部２０５から取得し、通信部２０１を介してサーバ１１に送信する。
【０１０５】
　サーバ１１の通信部３１は、ネットワーク１３を介して、リンク元コンテンツの選択結
果を示す情報をクライアント１２から受信し、コンテンツリンク作成部１０５に供給する
。コンテンツリンク作成部１０５は、アクティブユーザにより選択されたコンテンツをリ
ンク元コンテンツに決定する。
【０１０６】
　なお、コンテンツリンク作成部１０５が、アクティブユーザの選択によらずに、各候補
の中からリンク元コンテンツを選択するようにしてもよい。
【０１０７】
　例えば、コンテンツリンク作成部１０５が、各候補の中から、候補を選択する基準の充
足率が最も高いコンテンツをリンク元コンテンツに選択するようにしてもよい。例えば、
図８を参照して上述した例において、ユーザＵ１がアクティブユーザの場合、再生回数が
最も多いコンテンツＣ１がリンク元コンテンツに選択される。
【０１０８】
　あるいは、例えば、コンテンツリンク作成部１０５が、各候補の中からランダムにリン
ク元コンテンツを選択するようにしてもよい。
【０１０９】
　コンテンツリンク作成部１０５は、決定したリンク元コンテンツを示す情報を、リンク
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元コンテンツ選択部１０１、特徴量重要度計算部１０２、リンク特徴量選択部１０３、リ
ンク先コンテンツ選択部１０４、及び、表示制御部５２に供給する。
【０１１０】
　ステップＳ４において、特徴量重要度計算部１０２は、アクティブユーザ及びリンク元
コンテンツの少なくとも一方を基準にして、各特徴量の重要度を計算する。
【０１１１】
　まず、アクティブユーザを基準にして、各特徴量の重要度を計算する方法の例について
説明する。
【０１１２】
　例えば、アクティブユーザのコンテンツに対する評価値を予測するのに効果的な特徴量
は、アクティブユーザのコンテンツに対する評価に与える影響が大きく、アクティブユー
ザにとって重要度の高い特徴量であると考えられる。そこで、特徴量重要度計算部１０２
は、コンテンツ情報保存部６１に保存されているコンテンツ情報、及び、ユーザ履歴保存
部６３に保存されているユーザ履歴に基づいて、コンテンツの特徴量からアクティブユー
ザのコンテンツに対する評価値への回帰分析を行う。そして、特徴量重要度計算部１０２
は、求めた回帰係数を、アクティブユーザの各特徴量に対する重要度に設定する。このと
き、回帰分析にL1正則化を適用すると（例えば、非特許文献１参照）、評価値の予測に寄
与しない特徴量の回帰係数を０にすることができる。
【０１１３】
　非特許文献１：Tibshirani, R., "Regression Shrinkage and Selection via the Lass
o", Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 58, No. 1, 1996
【０１１４】
　ここで、図９及び図１０、並びに、上述した図８を参照して、回帰分析を用いて特徴量
の重要度を求める方法の具体例について説明する。
【０１１５】
　図９は、コンテンツ情報保存部６１に保存されているコンテンツ情報に含まれる、コン
テンツの特徴量の具体例を示している。この例では、各コンテンツについて、テンポ、音
の密度、リズム楽器比の３種類の特徴量が求められている。
【０１１６】
　図１０は、図８のユーザ履歴及び図９のコンテンツ特徴量に基づいて、コンテンツの特
徴量から各ユーザのコンテンツに対する評価値への回帰分析を行うことにより得られる回
帰係数の例を示している。なお、図８及び図９にはユーザ履歴及びコンテンツ特徴量の一
部しか表示されていないため、図８及び図９に示されているデータと図１０の計算結果は
完全には対応していない。
【０１１７】
　そして、図１０に示される各回帰係数が、各ユーザの各特徴量に対する重要度に設定さ
れる。例えば、この例の場合、ユーザＵ１にとっては、テンポが最も重要度が高い特徴量
となり、音の密度が最も重要度が低い特徴量となる。ユーザＵ２にとっては、音の密度が
最も重要度が高い特徴量となり、リズム楽器比が最も重要度が低い特徴量となる。ユーザ
Ｕ３にとっては、リズム楽器比が最も重要度が高い特徴量となり、テンポが最も重要度が
低い特徴量となる。
【０１１８】
　また、例えば、ユーザがすでに作成したコンテンツリンクをユーザの類似性の基準と考
え、それを元に特徴量の重要度を学習するようにしてもよい。
【０１１９】
　例えば、複数の類似ペアを与えた場合に、マハラノビス距離等を学習する手法が知られ
ている（例えば、非特許文献２参照）。
【０１２０】
　非特許文献２：Yang, L., “Distance Metric Learning: A Comprehensive Survey”，
 Michigan State University, 2006
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【０１２１】
　この非特許文献２の手法において、共分散行列を対角行列に制限すると、共分散行列の
各特徴量に対応する要素を、各特徴量の重要度としてそのまま用いることができる。
【０１２２】
　あるいは、例えば、アクティブユーザがコンテンツリンクを作成する際に用いたリンク
特徴量の履歴に基づいて、アクティブユーザの各特徴量に対する重要度を設定するように
してもよい。例えば、アクティブユーザが過去に作成したコンテンツリンクにおいて、リ
ンク特徴量に用いられた頻度が高い特徴量ほど重要度を高く設定し、リンク特徴量に用い
られた頻度が低い特徴量ほど重要度を低く設定することが可能である。
【０１２３】
　次に、リンク元コンテンツを基準にして、各特徴量の重要度を計算する方法の例につい
て説明する。
【０１２４】
　例えば、リンク元コンテンツの特徴を顕著に表す特徴量ほど重要度を高く設定し、そう
でない特徴量の重要度を低く設定することが考えられる。
【０１２５】
　ここで、リンク元コンテンツの特徴を顕著に表す特徴量とは、例えば、他のコンテンツ
が有する確率が低いが、リンク元コンテンツが有している特徴量や、逆に、他のコンテン
ツが有する確率が高いが、リンク元コンテンツが有していない特徴量等である。例えば、
リンク元コンテンツが非常に稀なジャンルに属している場合、特徴量の１つであるジャン
ル情報の重要度を高く設定することが考えられる。
【０１２６】
　また、特徴量が連続量で表される場合、リンク元コンテンツの特徴を顕著に表す特徴量
とは、例えば、リンク元のコンテンツの値が全体の平均値から大きく離れている特徴量等
である。例えば、リンク元コンテンツのテンポが、他の平均的なコンテンツと比較して著
しく速い又は遅い場合、特徴量の１つである楽曲のテンポの重要度を高く設定することが
考えられる。
【０１２７】
　なお、以上の特徴量の重要度の計算方法は、その一例であり、他の方法を用いるように
してもよい。また、アクティブユーザとリンク元コンテンツの両方を基準にして、特徴量
の重要度を計算するようにしてもよい。
【０１２８】
　そして、特徴量重要度計算部１０２は、各特徴量の重要度の計算結果を示す情報をリン
ク特徴量選択部１０３に供給する。
【０１２９】
　ステップＳ５において、リンク特徴量選択部１０３は、リンク特徴量の候補を選択する
。具体的には、リンク特徴量選択部１０３は、ステップＳ４の処理で求められた重要度が
高いものから順に所定の数の特徴量をリンク特徴量の候補として選択する。リンク特徴量
選択部１０３は、選択したリンク特徴量の候補を示す情報を、コンテンツリンク作成部１
０５及び表示制御部５２に供給する。
【０１３０】
　ステップＳ６において、ステップＳ２の処理と同様にして、アクティブユーザのクライ
アント１２において、リンク特徴量の候補が提示される。
【０１３１】
　ステップＳ７において、サーバ１１は、リンク特徴量を決定する。
【０１３２】
　例えば、アクティブユーザは、クライアント１２の入力部２０５を操作して、提示され
たリンク特徴量の候補の中から所望のものを１つ又は複数選択する。なお、このとき、ア
クティブユーザが、直接テキストデータを入力する等の方法により、提示された候補以外
の特徴量をリンク特徴量に選択できるようにしてもよい。また、このとき、アクティブユ
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ーザが、リンク特徴量を説明するための情報を入力できるようにしてもよい。この情報は
、例えば、後述する図２５の吹き出し４２２ａ等に表示することができる。
【０１３３】
　コンテンツリンク作成部２０６は、リンク特徴量の選択結果を示す情報を入力部２０５
から取得し、通信部２０１を介してサーバ１１に送信する。
【０１３４】
　サーバ１１の通信部３１は、ネットワーク１３を介して、リンク特徴量の選択結果を示
す情報をクライアント１２から受信し、コンテンツリンク作成部１０５に供給する。コン
テンツリンク作成部１０５は、アクティブユーザにより選択された特徴量をリンク特徴量
に決定する。
【０１３５】
　なお、コンテンツリンク作成部１０５が、アクティブユーザの選択によらずに、各候補
の中からリンク特徴量を選択するようにしてもよい。
【０１３６】
　例えば、コンテンツリンク作成部１０５が、各候補の中から、重要度が高い順に１つ又
は複数の特徴量をリンク特徴量に選択するようにしてもよい。
【０１３７】
　あるいは、例えば、コンテンツリンク作成部１０５が、各候補の中からランダムにリン
ク特徴量を選択するようにしてもよい。
【０１３８】
　コンテンツリンク作成部１０５は、決定したリンク特徴量を示す情報を、リンク元コン
テンツ選択部１０１、特徴量重要度計算部１０２、リンク特徴量選択部１０３、リンク先
コンテンツ選択部１０４、及び、表示制御部５２に供給する。
【０１３９】
　ステップＳ８において、リンク先コンテンツ選択部１０４は、リンク先コンテンツの候
補を選択する。
【０１４０】
　具体的には、リンク先コンテンツ選択部１０４は、決定したリンク特徴量のみに基づい
て、リンク元コンテンツと他のコンテンツとの類似度を計算する。例えば、リンク先コン
テンツ選択部１０４は、コンテンツ情報保存部６１に保存されているコンテンツ情報に基
づいて、リンク特徴量のみを用いて、リンク元コンテンツと他の各コンテンツとの間のユ
ークリッド距離を計算する。そして、リンク先コンテンツ選択部１０４は、求めたユーク
リッド距離をリンク元コンテンツと各コンテンツとの類似度に設定する。また、リンク先
コンテンツ選択部１０４は、リンク元コンテンツとの類似度が高い順に所定の数のコンテ
ンツを、リンク先コンテンツの候補に選択する。
【０１４１】
　なお、このとき、アクティブユーザが選択しやすいように、アクティブユーザが利用し
たことがあるコンテンツの中からリンク先コンテンツの候補を選択するようにしてもよい
。この場合、リンク先コンテンツの候補の選択範囲を、対象とする利用のレベルに応じて
任意に設定することができる。例えば、アクティブユーザが再生したことがあるコンテン
ツを含む集合を選択範囲に設定したり、或いは、アクティブユーザが情報を閲覧したこと
があるコンテンツを含む集合まで選択範囲を広げたりすることができる。
【０１４２】
　そして、リンク先コンテンツ選択部１０４は、選択したリンク先コンテンツの候補を示
す情報を、コンテンツリンク作成部１０５及び表示制御部５２に供給する。
【０１４３】
　ステップＳ９において、ステップＳ２の処理と同様にして、アクティブユーザのクライ
アント１２において、リンク先コンテンツの候補が提示される。
【０１４４】
　ステップＳ１０において、サーバ１１は、リンク先コンテンツを決定する。
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【０１４５】
　例えば、アクティブユーザは、クライアント１２の入力部２０５を操作して、提示され
たリンク先コンテンツの候補の中から所望のものを１つ選択する。なお、このとき、アク
ティブユーザが、提示された候補以外のコンテンツからもリンク先コンテンツを選択でき
るようにしてもよい。コンテンツリンク作成部２０６は、リンク先コンテンツの選択結果
を示す情報を入力部２０５から取得し、通信部２０１を介してサーバ１１に送信する。
【０１４６】
　サーバ１１の通信部３１は、ネットワーク１３を介して、リンク先コンテンツの選択結
果を示す情報をクライアント１２から受信し、コンテンツリンク作成部１０５に供給する
。コンテンツリンク作成部１０５は、アクティブユーザにより選択されたコンテンツをリ
ンク先コンテンツに決定する。
【０１４７】
　なお、コンテンツリンク作成部１０５が、アクティブユーザの選択によらずに、各候補
の中からリンク先コンテンツを選択するようにしてもよい。
【０１４８】
　例えば、コンテンツリンク作成部１０５が、各候補の中から、リンク元コンテンツとの
間のリンク特徴量に基づく類似度が最も高いコンテンツをリンク先コンテンツに選択する
ようにしてもよい。
【０１４９】
　あるいは、例えば、コンテンツリンク作成部１０５が、各候補の中からランダムにリン
ク先コンテンツを選択するようにしてもよい。
【０１５０】
　そして、コンテンツリンク作成部１０５は、決定したリンク先コンテンツを示す情報を
表示制御部５２に供給する。
【０１５１】
　ステップＳ１１において、コンテンツリンク作成部１０５は、作成したコンテンツリン
クを保存する。具体的には、コンテンツリンク作成部１０５は、作成したコンテンツリン
クを構成するリンク元コンテンツ及びリンク先コンテンツ、使用したリンク特徴量、並び
に、コンテンツリンクを作成したアクティブユーザに関する情報（例えば、ユーザＩＤ等
）を対応付けて、コンテンツリンク保存部６４に保存する。
【０１５２】
　その後、コンテンツリンク作成処理は終了する。
【０１５３】
　以上のようにして、アクティブユーザの嗜好や行動等に応じて、リンク元コンテンツ、
リンク特徴量、リンク先コンテンツの候補がそれぞれ提示されるので、簡単に満足度が高
いコンテンツリンクを作成することが可能になる。また、選択したリンク特徴量に基づい
てリンク元コンテンツに類似するコンテンツがリンク先コンテンツの候補として提示され
るので、アクティブユーザは、様々な視点に基づいて、リンク元コンテンツに関連するリ
ンク先コンテンツを見つけることができる。その結果、適切なコンテンツの組み合わせか
らなるコンテンツリンクを簡単に作成することが可能になる。
【０１５４】
　なお、以上の説明では、リンク元コンテンツ、リンク特徴量、リンク先コンテンツの候
補を順番に提示し、順番に決定していく例を示したが、これらを一度に提示して、一度に
決定するようにすることも可能である。
【０１５５】
　図１１は、リンク元コンテンツ、リンク特徴量、及び、リンク先コンテンツの候補を一
度に提示して、一度に決定するようにした場合に、クライアント１２において表示される
コンテンツリンク作成画面の例を示している。なお、図内の点線は、説明のために追加し
た補助線であり、実際には表示されない。
【０１５６】
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　このコンテンツリンク作成画面は、リンク元コンテンツ表示領域３０１、リンク特徴量
表示領域３０２、リンク先コンテンツ表示領域３０３に分かれる。また、リンク先コンテ
ンツ表示領域３０３の下に、決定ボタン３０４が配置されている。
【０１５７】
　リンク元コンテンツ表示領域３０１には、アイコン３１１－１乃至３１１－７、及び、
ボタン３１２Ｌ，３１２Ｒが表示されている。アイコン３１１－１乃至３１１－７は、リ
ンク元コンテンツの各候補を表すものであり、例えば、対応するコンテンツ（楽曲）を含
むアルバムやシングルのジャケット又はアーティストの画像等が用いられる。
【０１５８】
　なお、以下、アイコン３１１－１乃至３１１－７を個々に区別する必要がない場合、単
にアイコン３１１と称する。
【０１５９】
　ボタン３１２Ｌが押下されると、各アイコン３１１が左方向にスクロールする。このと
き、左端に表示されているアイコン３１１が消え、画面内に表示されていないリンク元コ
ンテンツの候補がある場合には、そのコンテンツに対応するアイコン３１１が右端に現れ
る。一方、ボタン３１２Ｒが押下されると、各アイコン３１１が右方向にスクロールする
。このとき、右端に表示されているアイコン３１１が消え、画面内に表示されていないリ
ンク元コンテンツの候補がある場合には、そのコンテンツに対応するアイコン３１１が左
端に現れる。なお、タッチスクリーンに表示される場合には、フリック操作によりアイコ
ン３１１をスクロールできるようにしてもよい。
【０１６０】
　また、中央に大きく表示されているアイコン３１１に対応するコンテンツが、その時点
でリンク元コンテンツに選択されているコンテンツとなる。従って、アイコン３１１を左
又は右にスクロールし、中央に表示されるアイコン３１１を変更することにより、リンク
元コンテンツの選択を切り替えることができる。また、中央に表示されているアイコン３
１１の下に、そのアイコンに対応するコンテンツのタイトル及びアーティスト名が表示さ
れる。
【０１６１】
　リンク特徴量表示領域３０２には、アイコン３１３－１乃至３１３－３、及び、ボタン
３１４Ｌ，３１４Ｒが表示されている。アイコン３１３－１乃至３１３－３は、リンク特
徴量の各候補を表すものであり、例えば、リンク特徴量を表す文字列が表示されている。
【０１６２】
　なお、以下、アイコン３１３－１乃至３１３－３を個々に区別する必要がない場合、単
にアイコン３１３と称する。
【０１６３】
　ボタン３１４Ｌが押下されると、各アイコン３１３が左方向にスクロールする。このと
き、左端に表示されているアイコン３１３が消え、画面内に表示されていないリンク特徴
量の候補がある場合には、そのリンク特徴量に対応するアイコン３１３が右端に現れる。
一方、ボタン３１４Ｒが押下されると、各アイコン３１３が右方向にスクロールする。こ
のとき、右端に表示されているアイコン３１３が消え、画面内に表示されていないリンク
特徴量の候補がある場合には、そのリンク特徴量に対応するアイコン３１３が左端に現れ
る。なお、タッチスクリーンに表示される場合には、フリック操作によりアイコン３１３
をスクロールできるようにしてもよい。
【０１６４】
　また、中央に大きく表示されているアイコン３１３に対応する特徴量が、その時点でリ
ンク特徴量に選択されている特徴量となる。従って、アイコン３１３を左又は右にスクロ
ールし、中央に表示されるアイコン３１３を変更することにより、リンク特徴量の選択を
切り替えることができる。
【０１６５】
　リンク先コンテンツ表示領域３０３には、アイコン３１５－１乃至３１５－７、及び、
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ボタン３１６Ｌ，３１６Ｒが表示されている。アイコン３１５－１乃至３１５－７は、リ
ンク先コンテンツの各候補を表すものであり、例えば、対応するコンテンツ（楽曲）を含
むアルバムやシングルのジャケット又はアーティストの画像等が用いられる。
【０１６６】
　なお、以下、アイコン３１５－１乃至３１５－７を個々に区別する必要がない場合、単
にアイコン３１５と称する。
【０１６７】
　ボタン３１６Ｌが押下されると、各アイコン３１５が左方向にスクロールする。このと
き、左端に表示されているアイコン３１５が消え、画面内に表示されていないリンク先コ
ンテンツの候補がある場合には、そのコンテンツに対応するアイコン３１５が右端に現れ
る。一方、ボタン３１６Ｒが押下されると、各アイコン３１５が右方向にスクロールする
。このとき、右端に表示されているアイコン３１５が消え、画面内に表示されていないリ
ンク先コンテンツの候補がある場合には、そのコンテンツに対応するアイコン３１５が左
端に現れる。なお、タッチスクリーンに表示される場合には、フリック操作によりアイコ
ン３１５をスクロールできるようにしてもよい。
【０１６８】
　また、中央に大きく表示されているアイコン３１５に対応するコンテンツが、その時点
でリンク先コンテンツに選択されているコンテンツとなる。従って、アイコン３１５を左
又は右にスクロールし、中央に表示されるアイコン３１５を変更することにより、リンク
先コンテンツの選択を切り替えることができる。また、中央に表示されているアイコン３
１５の下に、そのアイコンに対応するコンテンツのタイトル及びアーティスト名が表示さ
れる。
【０１６９】
　そして、例えば、リンク元コンテンツの選択を切り替えると、その時点で選択されてい
るリンク元コンテンツ及びリンク特徴量に基づいて、リンク先コンテンツの候補が変更さ
れる。これに伴い、リンク先コンテンツ表示領域３０３のアイコン３１５が、変更後のリ
ンク先コンテンツの候補を表すアイコンに更新される。
【０１７０】
　なお、このとき、リンク特徴量の候補がリンク元コンテンツを基準に選択されている場
合、リンク元コンテンツの変更に合わせて、リンク特徴量の候補の表示も更新するように
してもよい。そして、リンク元コンテンツ及びリンク特徴量の変更に合わせて、リンク先
コンテンツの候補の表示を更新するようにしてもよい。
【０１７１】
　同様に、例えば、リンク特徴量の選択を切り替えると、その時点で選択されているリン
ク元コンテンツ及びリンク特徴量に基づいて、リンク先コンテンツの候補が変更される。
これに伴い、リンク先コンテンツ表示領域３０３のアイコン３１５が、変更後のリンク先
コンテンツの候補を表すアイコンに更新される。
【０１７２】
　そして、アクティブユーザは、リンク元コンテンツ、リンク特徴量、及び、リンク先コ
ンテンツを個々に変更しながら、所望の組合せになった時点で、決定ボタン３０４を押下
する。そうすると、その時点に選択しているリンク元コンテンツ、リンク特徴量、及び、
リンク先コンテンツの組み合わせからなるコンテンツリンクが作成される。
【０１７３】
　これにより、アクティブユーザは、リンク元コンテンツ、リンク特徴量、及び、リンク
先コンテンツの組み合わせを一画面で確認しながら、コンテンツリンクを作成することが
できる。また、決定ボタンを押下するまでは、リンク元コンテンツ、リンク特徴量、及び
、リンク先コンテンツを自由に変更することができる。従って、より簡単に所望のコンテ
ンツリンクを作成することが可能になる。
【０１７４】
（ユーザ推薦学習処理）
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　次に、図１２のフローチャートを参照して、サーバ１１により実行されるユーザ推薦学
習処理について説明する。
【０１７５】
　なお、この処理は、例えば、定期的、または、所定の条件が満たされたとき実行される
。ここで、所定の条件とは、例えば、ユーザの追加又は削除が発生したとき、サーバ１１
にユーザ推薦学習処理の実行の指令が入力されたとき等である。
【０１７６】
　ステップＳ１０１において、評価予測学習部１４１は、評価予測学習を行う。すなわち
、評価予測学習部１４１は、コンテンツ情報保存部６１に保存されているコンテンツ情報
、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴等に基づいて、所定の学習方
法を用いて、各ユーザのコンテンツに対する評価値（例えば、好き嫌いや５段階評価等）
を予測するための評価予測モデルを生成する。
【０１７７】
　なお、評価予測学習部１４１の学習方法には、例えば、以下の非特許文献３に記載され
ている方法等、任意の方法を採用することができる。
【０１７８】
　非特許文献３：Su, X., Khoshgoftaar, T. M., "A Survey of Collaborative Filterin
g Techniques", Advances in Artificial Intelligence, vol. 2009, 2009
【０１７９】
　評価予測学習部１４１は、生成した評価予測モデルを表すパラメータをパラメータ保存
部６５に保存する。
【０１８０】
　ステップＳ１０２において、ユーザ関係予測学習部１４２は、ユーザ関係予測学習を行
う。すなわち、ユーザ関係予測学習部１４２は、ユーザ関係保存部６２に保存されている
ユーザ関係情報、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ履歴等に基づいて
、所定の学習方法を用いて、各ユーザが他のユーザを受け入れる確率を予測するためのー
ザ関係予測モデルを生成する。
【０１８１】
　ここで、ユーザＡがユーザＢを受け入れる確率とは、例えば、コンテンツ配信サービス
上で、ユーザＡがユーザＢと友人関係を結ぶか、又は、ユーザＢをフォローする確率であ
る。換言すれば、ユーザＡがユーザＢのfollowerになる確率である。
【０１８２】
　なお、ユーザ関係予測学習部１４２の学習方法には、例えば、以下の非特許文献４に記
載されている方法等、任意の方法を採用することができる。
【０１８３】
　非特許文献４：Hasan, M. A., Zaki, M. J., "A Survey of Link Prediction in Socia
l Networks", Social Network Data Analytics, Springer, 2011
【０１８４】
　ユーザ関係予測学習部１４２は、生成したユーザ関係予測モデルを表すパラメータをパ
ラメータ保存部６５に保存する。
【０１８５】
　ステップＳ１０３において、フィードバック予測学習部１４３は、フィードバック予測
学習を行う。すなわち、フィードバック予測学習部１４３は、コンテンツ情報保存部６１
に保存されているコンテンツ情報、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存されているユーザ
履歴等に基づいて、所定の学習方法を用いて、各ユーザが各コンテンツにコメントや評価
等のフィードバックを付与する確率を予測するためのフィードバック予測モデルを生成す
る。
【０１８６】
　なお、フィードバック予測学習部１４３の学習方法には、例えば、以下の非特許文献５
に記載されている方法等、任意の方法を採用することができる。
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【０１８７】
　非特許文献５：Zhang, Y., et al.， "Sentiment Analysis for Online Reviews Using
 an Author-Review-Object Model"， Asia Information Retrieval Societies Conferenc
e，2011
【０１８８】
　フィードバック予測学習部１４３は、生成したフィードバック予測モデルを表すパラメ
ータをパラメータ保存部６５に保存する。
【０１８９】
　ステップＳ１０４において、フィードバック評価予測学習部１４４は、フィードバック
評価予測学習を行う。すなわち、フィードバック評価予測学習部１４４は、コンテンツ情
報保存部６１に保存されているコンテンツ情報、及び、ユーザ履歴保存部６３に保存され
ているユーザ履歴等に基づいて、所定の学習方法を用いて、他のユーザによるフィードバ
ックとともに提示された場合の各コンテンツに対する各ユーザの評価値を予測するための
フィードバック評価予測モデルを生成する。
【０１９０】
　なお、フィードバック評価予測学習部１４４の学習方法には、例えば、本願と同一の出
願人により出願された特願２０１１－１６８９７５号（以下、特許文献２と称する）に記
載されている方法等、任意の方法を採用することができる。
【０１９１】
　ここで、特許文献２に記載されている方法について簡単に説明する。
【０１９２】
　例えば、フィードバック評価予測学習部１４４は、コンテンツとともに当該コンテンツ
に対するフィードバック及びフィードバックを付与したユーザを提示した場合に、提示さ
れた組み合わせ（以下、ＣＵＦタプルと称する）に対して、提示されたユーザが付与した
フィードバック（以下、メタフィードバックと称する）のデータを収集する。また、フィ
ードバック評価予測学習部１４４は、収集したメタフィードバックがポジティブなものか
ネガティブなものかの判別を行う。
【０１９３】
　そして、フィードバック評価予測学習部１４４は、ユーザの特徴量、コンテンツの特徴
量、フィードバックの特徴量を１つのベクトルとし、メタフィードバックのポジティブ又
はネガティブの判別結果をそれぞれ正例または負例として、サポートベクターマシンやロ
ジスティック回帰などの判別手法（例えば、非特許文献６参照)を適用することにより、
ＣＵＦタプルに対する受け入れモデルを生成する。
【０１９４】
　非特許文献６：Bishop C. M., "Pattern Recognition and Machine Learning", Spring
er-Verlag, 2006
【０１９５】
　例えば、ＣＵＦタプルの特徴量ベクトルは、図１３のように表現される。図１３の各欄
の値は、１列目に示される評価対象タプルに含まれるコンテンツ、ユーザ、フィードバッ
クの２列目以降に示される各項目に対する特徴量を示している。例えば、図１３の１番目
のレコードは、評価対象タプルである（Ｃ１、Ｕ２、Ｆ２）タプルに含まれるコンテンツ
、ユーザ、フィードバックの特徴量を示している。具体的には、コンテンツＣ１の”ジャ
ンル　ロック”、”ジャンル　ポップス”、”ジャンル　ジャズ”、”テンポ”、”音の
大きさ”、”リズム楽器の比”の各項目に対する特徴量は、それぞれ1，0，0，40，55，4
0である。ユーザＵ１の”男”、”女”、”２０代以下”、”３０代”、”４０代以上”
の各項目に対する特徴量は、1，0，0，1，0である。フィードバックＦ１の”かっこいい
”、”！”、特徴量４、特徴量５の各項目に対する特徴量は、それぞれ1，1，0，0である
。
【０１９６】
　そして、メタフィードバックの判別結果に基づいて、ロジスティック回帰等を用いて学
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習することにより、各ユーザのＣＵＦタプルに対する予測受け入れ度を計算するための特
徴量毎の重みが、図１４に示されるように求まる。
【０１９７】
　なお、図１４の各欄の値は、１列目に示されるユーザの２列目以降に示される各項目に
対する重みを示している。例えば、図１４の１番目のレコードは、ユーザＡ１の各項目に
対する重みを示している。具体的には、ユーザＡ１のコンテンツに関する”ジャンル　ロ
ック”、”ジャンル　ポップス”、”ジャンル　ジャズ”、”テンポ”、”音の大きさ”
、”リズム楽器の比”の各項目に対する重みは、0.85，0.20，-0.42，0.021，0.152，0.0
02である。ユーザＡ１のユーザに関する”男”、”女”、”２０代以下”、”３０代”、
”４０代以上”の各項目に対する重みは、0.51，0.22，0.11，0.53，0.33である。ユーザ
Ａ１のフィードバックに関する”かっこいい”、”！”、”特徴量４”、”特徴量５”の
各特徴に対する重みは、0.79，0.35，1.24，0.80である。
【０１９８】
　そして、図１４の各重みを用いた加算式が受け入れモデルとなる。すなわち、ＣＵＦタ
プルに含まれるコンテンツ、ユーザ、フードバックの各特徴量にそれぞれ対応する図１４
の重みを乗じて加算した値が、そのＣＵＦタプルに対するユーザの予測受け入れ度となる
。
【０１９９】
　そして、この各ユーザのＣＵＦタプルに対する受け入れモデルを、各ユーザのフィード
バック評価予測モデルとして用いることができる。
【０２００】
　なお、メタフィードバックの判別結果が５段階など３値以上で表される場合には、上述
したサポートベクターマシンやロジスティック回帰の代わりに、例えば、線形回帰等を用
いるようにすればよい。
【０２０１】
　そして、フィードバック評価予測学習部１４４は、生成したフィードバック評価予測モ
デルを表すパラメータをパラメータ保存部６５に保存する。
【０２０２】
　その後、ユーザ推薦学習処理は終了する。
【０２０３】
（コンテンツリンク共有処理）
　次に、図１５のフローチャートを参照して、サーバ１１により実行されるコンテンツリ
ンク共有処理について説明する。
【０２０４】
　なお、この処理は、例えば、ネットワーク１３を介して、クライアント１２のうちの１
つからサーバ１１に、コンテンツリンクを含む画面の表示の要求が送信されたとき開始さ
れる。
【０２０５】
　なお、以下、この処理において、コンテンツリンクを含む画面の表示を要求したユーザ
をアクティブユーザと称する。
【０２０６】
　ステップＳ２０１において、サーバ１１は、推薦ユーザランキング作成処理を実行する
。ここで、図１６のフローチャートを参照して、推薦ユーザランキング作成処理の詳細に
ついて説明する。
【０２０７】
　ステップＳ２３１において、評価予測部１５１は、各コンテンツに対するアクティブユ
ーザの評価値を予測する。すなわち、評価予測部１５１は、パラメータ保存部６５に保存
されている評価予測モデルを用いて、各コンテンツｃに対するアクティブユーザｕの予測
評価値ｒｕｃを計算する。評価予測部１５１は、計算結果を示す情報を変化量期待値計算
部１３３に供給する。
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【０２０８】
　ステップＳ２３２において、予測部１３２は、アクティブユーザがフォローしていない
ユーザ（以下、未フォローユーザと称する）の中から、まだ対象ユーザに選択されていな
いユーザを１人選択する。ここで、対象ユーザとは、ステップＳ２３３乃至Ｓ２３５の処
理の対象となるユーザのことである。
【０２０９】
　ステップＳ２３３において、ユーザ関係予測部１５２は、アクティブユーザが対象ユー
ザを受け入れる確率を予測する。すなわち、ユーザ関係予測部１５２は、パラメータ保存
部６５に保存されているユーザ関係予測モデルを用いて、アクティブユーザｕが対象ユー
ザｖを受け入れる確率であるユーザ受入確率Ｐ（ｖ｜ｕ）を計算する。ユーザ関係予測部
１５２は、計算結果を示す情報を変化量期待値計算部１３３に供給する。
【０２１０】
　ステップＳ２３４において、フィードバック予測部１５３は、対象ユーザが各コンテン
ツにフィードバックを付与する確率を予測する。すなわち、フィードバック予測部１５３
は、パラメータ保存部６５に保存されているフィードバック予測モデルを用いて、対象ユ
ーザｖが各コンテンツｃにフィードバックｆを付与する確率であるフィードバック付与確
率Ｐ（ｃ，ｆ｜ｖ）を計算する。フィードバック予測部１５３は、計算結果を示す情報を
変化量期待値計算部１３３に供給する。
【０２１１】
　ステップＳ２３５において、フィードバック評価予測部１５４は、対象ユーザによるフ
ィードバックとともに提示された場合の各コンテンツに対するアクティブユーザの評価値
を予測する。すなわち、フィードバック評価予測部１５４は、パラメータ保存部６５に保
存されているフィードバック評価予測モデルを用いて、対象ユーザｖによるフィードバッ
クｆとともに提示された場合の各コンテンツｃに対するアクティブユーザｕのフィードバ
ック予測評価値ｒｕｃ（ｆ，ｖ）を計算する。フィードバック評価予測部１５４は、計算
結果を示す情報を変化量期待値計算部１３３に供給する。
【０２１２】
　ステップＳ２３６において、予測部１３２は、アクティブユーザがフォローしていない
ユーザの中に、まだ対象ユーザに選択されていないユーザが残っているか否かを判定する
。アクティブユーザがフォローしていないユーザの中に、まだ対象ユーザに選択されてい
ないユーザが残っていると判定された場合、処理はステップＳ２３２に戻る。
【０２１３】
　その後、ステップＳ２３６において、アクティブユーザがフォローしていないユーザの
中に、対象ユーザに選択されていないユーザが残っていないと判定されるまで、ステップ
Ｓ２３２乃至Ｓ２３６の処理が繰り返し実行される。これにより、アクティブユーザｕの
各未フォローユーザｖについて、上述したユーザ受入確率Ｐ（ｖ｜ｕ）、フィードバック
付与確率Ｐ（ｃ，ｆ｜ｖ）、フィードバック予測評価値ｒｕｃ（ｆ，ｖ）が計算される。
【０２１４】
　一方、ステップＳ２３６において、アクティブユーザがフォローしていないユーザの中
に、対象ユーザに選択されていないユーザが残っていないと判定された場合、処理はステ
ップＳ２３７に進む。
【０２１５】
　ステップＳ２３７において、変化量期待値計算部１３３は、変化量期待値を計算する。
【０２１６】
　一般的に、ある刺激を与えることによるユーザの行動の変化量の期待値は、刺激を受け
入れる確率×刺激による行動の変化量により求められる。そして、argmax刺激（刺激を受
け入れる確率×刺激による行動の変化量）となる刺激をユーザに与えることにより、ユー
ザの行動の変化量の期待値を最大化することができる。
【０２１７】
　そこで、変化量期待値計算部１３３は、次式（１）及び（２）を用いて、アクティブユ
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ーザｕの各未フォローユーザｖに対する変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）を計算する。
【０２１８】
【数１】

【０２１９】
　式（１）において、Ｐ（ｖ｜ｕ）が、アクティブユーザｕが刺激（ユーザｖ）を受け入
れる確率となり、ΣｃＰ（ｃ,ｆ｜ｖ）Δ（ｒｕｃ,ｒｕｃ（ｆ,ｖ））が、刺激によるア
クティブユーザの行動の変化量となる。また、変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）は、ユーザｖ（
の推薦）という刺激を与えない場合と与えた場合のアクティブユーザｕの行動の差分を表
している。従って、変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）の絶対値が大きくなるほど、ユーザｖを推
薦した後にアクティブユーザｕの行動が変化する可能性が高くなる。一方、変化量期待値
Ｅ（ｖ｜ｕ）の絶対値が小さくなるほど、ユーザｖを推薦した後にアクティブユーザｕの
行動が変化する可能性が低くなる。
【０２２０】
　また、Δ（ｒｕｃ,ｒｕｃ（ｆ,ｖ））は、ユーザｖのフィードバックが提示されること
によるアクティブユーザｕのコンテンツｃに対する予測評価値の変化量を表している。従
って、変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）は、ユーザｖという刺激を与えた場合に、アクティブユ
ーザｕの各コンテンツに対する評価値が変化する量の期待値を表している。従って、変化
量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）が正の値をとる場合、その絶対値が大きくなるほど、ユーザｖを推
薦した後に、アクティブユーザのコンテンツに対する評価値が全体的に上昇する可能性が
高くなる。一方、変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）が負の値をとる場合、その絶対値が大きくな
るほど、ユーザｖを推薦した後に、アクティブユーザのコンテンツに対する評価値が全体
的に下降する可能性が高くなる。
【０２２１】
　そして、変化量期待値計算部１３３は、計算結果を示す情報を推薦ユーザ選択部１３４
に供給する。
【０２２２】
　ステップＳ２３８において、推薦ユーザ選択部１３４は、推薦ユーザランキングを作成
する。まず、推薦ユーザ選択部１３４は、アクティブユーザの未フォローユーザを候補ユ
ーザとして、候補ユーザの中からアクティブユーザに推薦する推薦ユーザを選択する。具
体的には、推薦ユーザ選択部１３４は、アクティブユーザの未フォローユーザの中から、
変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）が所定の閾値以上のユーザ、或いは、変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ
）が大きい方から順に所定の人数のユーザを推薦ユーザに選択する。
【０２２３】
　次に、推薦ユーザ選択部１３４は、選択した推薦ユーザを変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）の
大きい順に並べた推薦ユーザランキングを作成する。推薦ユーザ選択部１３４は、作成し
た推薦ユーザランキングを示す情報を、提示内容設定部５１の推薦ユーザリスト作成部１
７１に供給する。
【０２２４】
　その後、推薦ユーザランキング作成処理は終了する。
【０２２５】
　例えば、典型的なソーシャルサービスにおいてアクティブユーザｕに他のユーザｖを推
薦した場合、以下のようなアクションの流れが発生することが予想される。
【０２２６】
１．アクティブユーザｕが、推薦されたユーザｖを受け入れる。すなわち、アクティブユ
ーザｕが、ユーザｖをフォローしたり、ユーザｖと友人関係を結んだりする。
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２．ユーザｖが、あるコンテンツｃに対してフィードバックｆを付与する。
３．アクティブユーザｕが、ユーザｖによるフィードバックｆを見て、コンテンツｃを受
け入れる。例えば、アクティブユーザｕが、コンテンツｃを視聴又は再生したり、購入し
たりする。
【０２２７】
　上述したように、変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）が大きい（正の値で、かつ絶対値が大きい
）ユーザｖを推薦するほど、アクティブユーザｕがユーザｖを受け入れ、その後、アクテ
ィブユーザｕの各コンテンツに対する評価値が上昇する可能性が高くなる。その結果、ア
クティブユーザｕが新たなコンテンツを受け入れる可能性が高くなる。従って、推薦ユー
ザランキングの上位のユーザをアクティブユーザｕに推薦することにより、より効率的に
アクティブユーザｕに新たなコンテンツを受け入れさせることが可能になる。
【０２２８】
　なお、上述した式（１）の代わりに、次式（３）により変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）を計
算することも可能である。
【０２２９】
【数２】

【０２３０】
　なお、式（３）のＣｖは、ユーザｖがフィードバックを付与しているコンテンツの集合
を表す。
【０２３１】
　この変形例では、フィードバック付与確率Ｐ（ｃ，ｆ｜ｖ）を用いずに、ユーザｖが実
際にフィードバックを付与したコンテンツの集合のみを用いて変化量期待値Ｅ（ｕ，ｖ）
が計算される。従って、図１２のステップＳ１０３のフィードバック予測学習、及び、図
１６のステップＳ２３４のフィードバック付与確率Ｐ（ｃ，ｆ｜ｖ）の計算を省略するこ
とが可能になる。
【０２３２】
　ここで、図１７乃至図１９を参照して、式（３）の変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）を用いて
推薦ユーザを選択する場合の具体例について説明する。
【０２３３】
　図１７は、アクティブユーザｕの予測評価値ｒｕｃの計算結果の例を示している。この
例では、コンテンツＣ１１乃至Ｃ１４に対するアクティブユーザｕの予測評価値ｒｕｃは
、それぞれ4.13、2.21、5.46、3.30となっている。
【０２３４】
　図１８は、アクティブユーザｕのユーザｖに対するユーザ受入確率Ｐ（ｖ｜ｕ）の計算
結果の例を示している。この例では、ユーザＵ１１乃至Ｕ１４に対するアクティブユーザ
ｕのユーザ受入確率Ｐ（ｖ｜ｕ）は、それぞれ0.49、0.11、0.63、0.61となっている。
【０２３５】
　図１９は、ユーザｖのフィードバックが付与されているコンテンツｃに対するアクティ
ブユーザｕのフィードバック予測評価値ｒｕｃ（ｆ，ｖ）の計算結果の例を示している。
この例では、ユーザＵ１１のフィードバックが付与されているコンテンツＣ１１、Ｃ１２
、Ｃ１４に対するアクティブユーザｕのフィードバック予測評価値ｒｕｃ（ｆ，ｖ）は、
それぞれ5.24、2.54、3.02となっている。また、ユーザＵ１２のフィードバックが付与さ
れているコンテンツＣ１２、Ｃ１３に対するアクティブユーザｕのフィードバック予測評
価値ｒｕｃ（ｆ，ｖ）は、それぞれ5.73、5.31となっている。
【０２３６】
　なお、値がＮ／Ａになっているフィードバック予測評価値ｒｕｃ（ｃ，ｖ）は、対象と
なるコンテンツにユーザｖのフィードバックが付与されていないため、変化量期待値Ｅ（
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ｖ｜ｕ）の計算に用いられない。
【０２３７】
　例えば、アクティブユーザｕのユーザＵ１１に対する変化量期待値Ｅ（Ｕ１１｜ｕ）は
、式（３）を用いて、0.568（＝0.49×（5.24－4.13＋2.54－2.21＋3.02－3.30））とな
る。一方、アクティブユーザｕのユーザＵ１２に対する変化量期待値Ｅ（Ｕ１２｜ｕ）は
、式（３）を用いて、0.371（＝0.11×（5.73－2.21＋5.31－5.46））となる。
【０２３８】
　従って、ユーザＵ１１とユーザＵ１２を比較した場合、ユーザＵ１１の方が、アクティ
ブユーザｕに推薦するのに相応しいユーザであると言え、いずれか一方から推薦ユーザに
選択する場合、ユーザＵ１１が推薦ユーザに選択される。
【０２３９】
　図１５に戻り、ステップＳ２０２において、推薦ユーザリスト作成部１７１は、推薦ユ
ーザランキングに基づいて、推薦ユーザリストを作成する。具体的には、推薦ユーザリス
ト作成部１７１は、所定の基準に従って、推薦ユーザランキングに含まれるユーザの中か
ら実際にアクティブユーザに推薦する推薦ユーザを選択する。
【０２４０】
　なお、推薦ユーザの選択基準は、任意に設定することが可能である。例えば、推薦ユー
ザランキングのトップから所定の順位までのユーザを推薦ユーザに選択するようにしたり
、推薦ユーザランキングに含まれるユーザの中から、アクティブユーザのfolloweeのみを
推薦ユーザに選択したりするようにすることが可能である。
【０２４１】
　そして、推薦ユーザリスト作成部１７１は、選択した推薦ユーザを所定の基準に従って
並べた推薦ユーザリストを作成する。例えば、推薦ユーザリスト作成部１７１は、推薦ユ
ーザを変化量期待値Ｅ（ｖ｜ｕ）が大きい順に並べることにより、推薦ユーザリストを作
成する。推薦ユーザリスト作成部１７１は、作成した推薦ユーザリストを、コンテンツリ
ンクリスト作成部１７２、履歴関連リスト作成部１７３、提示コンテンツ選択部１７４、
及び、表示制御部５２に供給する。
【０２４２】
　なお、以下、アクティブユーザのfolloweeや推薦ユーザリストに含まれるユーザなど、
アクティブユーザに提示する対象となるユーザを提示ユーザと称する。
【０２４３】
　ステップＳ２０３において、コンテンツリンクリスト作成部１７２は、コンテンツリン
クリストを作成する。具体的には、コンテンツリンクリスト作成部１７２は、提示ユーザ
が作成したコンテンツリンクをコンテンツリンク保存部６４から読み出し、読み出したコ
ンテンツリンクを所定の基準に従って並べることによりコンテンツリンクを作成する。
【０２４４】
　なお、コンテンツリンクを並べる基準は、任意に設定することが可能である。例えば、
作成日時が新しい順又は古い順に時系列にコンテンツリンクを並べるようにしてもよい。
また、例えば、特徴量が類似する提示ユーザが作成したコンテンツリンクを隣接するよう
に並べたり、逆に、特徴量が類似しない提示ユーザが作成したコンテンツリンクを隣接す
るように並べたりするようにしてもよい。
【０２４５】
　コンテンツリンクリスト作成部１７２は、作成したコンテンツリンクリストを提示コン
テンツ選択部１７４及び表示制御部５２に供給する。
【０２４６】
　ステップＳ２０４において、履歴関連リスト作成部１７３は、履歴関連リストを作成す
る。例えば、履歴関連リスト作成部１７３は、ユーザ履歴保存部６３に保存されているア
クティブユーザのユーザ履歴に基づいて、アクティブユーザが所定の期間前から現在まで
に利用したコンテンツを抽出する。
【０２４７】
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　このとき、コンテンツを抽出する範囲を、対象とする利用のレベルに応じて任意に設定
することができる。例えば、アクティブユーザが再生したことがあるコンテンツを含む集
合を抽出範囲に設定したり、或いは、アクティブユーザが情報を閲覧したコンテンツを含
む集合まで抽出範囲を広げたりすることができる。
【０２４８】
　また、履歴関連リスト作成部１７３は、コンテンツリンク保存部６４に保存されている
コンテンツリンク情報に基づいて、抽出したコンテンツのうち、提示ユーザが作成したコ
ンテンツリンクのリンク元コンテンツ又はリンク先コンテンツになっているコンテンツ、
及び、そのコンテンツリンクを抽出する。
【０２４９】
　そして、履歴関連リスト作成部１７３は、抽出したコンテンツ及びコンテンツリンクに
基づいて、履歴関連リストを作成する。履歴関連リスト作成部１７３は、作成した履歴関
連リストを提示コンテンツ選択部１７４及び表示制御部５２に供給する。
【０２５０】
　なお、履歴関連リストの詳細については後述する。
【０２５１】
　ステップＳ２０５において、提示コンテンツ選択部１７４は、提示コンテンツ選択処理
を行う。ここで、図２０のフローチャートを参照して、提示コンテンツ選択処理の詳細に
ついて説明する。
【０２５２】
　ステップＳ２６１において、提示コンテンツ選択部１７４は、提示ユーザの中から提示
コンテンツを選択していないユーザを１人選択する。
【０２５３】
　なお、以下、この処理において、ステップＳ２６１で選択されたユーザを対象ユーザと
称する。
【０２５４】
　ステップＳ２６２において、提示コンテンツ選択部１７４は、提示する候補となるコン
テンツ群を選択する。例えば、提示コンテンツ選択部１７４は、ユーザ履歴保存部６３に
保存されているユーザ履歴に基づいて、対象ユーザのコンテンツの利用履歴において上位
にランクされ、かつ、アクティブユーザのコンテンツの利用履歴に含まれるコンテンツ群
（以下、提示候補コンテンツ群と称する）を抽出する。
【０２５５】
　なお、対象ユーザのコンテンツの利用履歴において上位にランクされるコンテンツとは
、対象ユーザにとって重要度が高いコンテンツであり、例えば、対象ユーザの利用回数や
、対象ユーザが付与した評価値等により決められる。
【０２５６】
　また、アクティブユーザのコンテンツの利用履歴に含まれるコンテンツとは、過去にア
クティブユーザが利用したコンテンツのことである。
【０２５７】
　なお、このとき使用する対象ユーザ及びアクティブユーザの利用履歴に含めるコンテン
ツの利用のレベルは、任意に設定することができる。例えば、再生したことがあるコンテ
ンツのみを利用履歴に含めるようにしてもよいし、或いは、情報を閲覧したことがあるコ
ンテンツまで利用履歴に含めるようにしてもよい。
【０２５８】
　ここで、図２１を参照して、コンテンツの再生回数に基づいて提示候補コンテンツ群を
抽出する場合の例について説明する。図２１は、アクティブユーザＵ１と対象ユーザＵ１
１の各コンテンツの再生回数の履歴を示している。
【０２５９】
　例えば、提示候補コンテンツ群の抽出条件を、対象ユーザＵ１１の再生回数が１０回以
上、かつ、アクティブユーザが過去に再生したことがあるという条件に設定した場合、コ
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ンテンツＣ１１、Ｃ１２、Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１７が抽出される。
【０２６０】
　なお、以下、提示候補コンテンツ群に含まれるコンテンツを、提示候補コンテンツとも
称する。
【０２６１】
　ステップＳ２６３において、提示コンテンツ選択部１７４は、抽出したコンテンツ群に
含まれる各コンテンツ（すなわち、提示候補コンテンツ）間の距離を計算する。
【０２６２】
　コンテンツｃｉとコンテンツｃｊとの間の距離をｄ（ｃｉ，ｃｊ）とすると、距離ｄ（
ｃｉ，ｃｊ）の計算方法には、任意の方法を採用することができる。例えば、コンテンツ
の特徴量空間におけるユークリッド距離や、ユーザの評価履歴に基づくコサイン類似度等
を、距離ｄ（ｃｉ，ｃｊ）に用いることができる。
【０２６３】
　ここで、図２２および図２３を参照して、コンテンツ間の距離の計算方法の具体例につ
いて説明する。図２２は、先に説明した図２１の例において抽出されたコンテンツＣ１１
、Ｃ１２、Ｃ１４、Ｃ１６、Ｃ１７の特徴量の例を示している。この例では、テンポ、音
の密度、リズム楽器比の３種類の特徴量が用いられている。例えば、コンテンツＣ１１の
テンポの値は55であり、音の密度の値は39であり、リズム楽器比の値は26である。
【０２６４】
　図２３は、図２２の特徴量に基づいて、各コンテンツ間のユークリッド距離を計算した
結果を示している。例えば、コンテンツＣ１１と、コンテンツＣ１２、コンテンツＣ１４
、コンテンツＣ１６、コンテンツＣ１７の各コンテンツとの間の距離は、それぞれ、23.5
、41.8、35.6、33.3である。
【０２６５】
　ステップＳ２６４において、提示コンテンツ選択部１７４は、先頭に提示するコンテン
ツを選択する。具体的には、提示コンテンツ選択部１７４は、所定の方法により、提示候
補コンテンツ群の中から、対象ユーザとともに先頭に提示するコンテンツ（以下、先頭提
示コンテンツと称する）を１つ選択する。提示コンテンツ選択部１７４は、選択した先頭
提示コンテンツを、対象ユーザの提示コンテンツ群に追加する。
【０２６６】
　なお、提示コンテンツ群とは、対象ユーザの情報とともにアクティブユーザに提示され
る提示コンテンツに、提示候補コンテンツ群の中から選択されたコンテンツの集合のこと
である。
【０２６７】
　なお、先頭提示コンテンツの選択方法には、任意の方法を採用することができる。例え
ば、提示候補コンテンツ群の中から、対象ユーザのコンテンツの利用履歴の最上位にラン
クされるコンテンツを選択するようにしてもよいし、或いは、ランダムに選択するように
してもよい。
【０２６８】
　例えば、図２１の例において、再生回数に基づいて、対象ユーザＵ１１の先頭提示コン
テンツを選択する場合、提示候補コンテンツ群において最も再生回数が多いコンテンツＣ
１２が先頭提示コンテンツに選択される。
【０２６９】
　なお、先頭提示コンテンツは、まだ他の提示ユーザの提示コンテンツに選択されていな
いコンテンツの中から選択するようにすることが望ましい。
【０２７０】
　ステップＳ２６５において、提示コンテンツ選択部１７４は、提示コンテンツ群に非類
似なコンテンツを選択する。具体的には、提示コンテンツ選択部１７４は、まだ提示コン
テンツに選択されていない提示候補コンテンツの中から、提示コンテンツ群との間の距離
が最大となるコンテンツを１つ選択する。
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【０２７１】
　例えば、提示候補コンテンツのうち、まだ提示コンテンツに選択されてないコンテンツ
をｃａｉ（ｉ＝１，２，・・・，Ｍ）とし、すでに提示コンテンツに選択されているコン
テンツをｃｂｊ（ｊ＝１，２，・・・，Ｎ）とした場合、提示コンテンツ選択部１７４は
、argmaxｉΣｊd（ｃａｉ，ｃｂｊ）を満たすコンテンツｃａｉを選択する。その結果、
選択済みの提示コンテンツと互いに似ていないコンテンツが選択されるようになる。
【０２７２】
　例えば、いまの例の場合、すでに提示コンテンツに選択されているコンテンツＣ１２か
らの距離が最大となるコンテンツＣ１４が選択される。また、コンテンツＣ１２とコンテ
ンツＣ１４が提示コンテンツに選択されている場合、コンテンツＣ１２とコンテンツＣ１
４からの距離の平均値が最大になるコンテンツＣ１６が提示コンテンツに選択される。
【０２７３】
　なお、このとき、距離の算出に用いる提示コンテンツ群に、すでに選択済みの他の提示
ユーザの提示コンテンツを含めるようにしてもよい。これにより、対象ユーザの提示コン
テンツだけでなく、他の提示ユーザの提示コンテンツとも互いに似ていないコンテンツが
選択されるようになる。
【０２７４】
　ステップＳ２６６において、提示コンテンツ選択部１７４は、選択したコンテンツと他
の提示ユーザの（選択済みの）提示コンテンツとの間の重複判定を行う。
【０２７５】
　ステップＳ２６７において、提示コンテンツ選択部１７４は、ステップＳ２６６の判定
結果に基づいて、選択したコンテンツが他の提示ユーザの提示コンテンツと重複するか否
かを判定する。選択したコンテンツが他の提示ユーザの提示コンテンツと重複しないと判
定された場合、処理はステップＳ２６８に進む。
【０２７６】
　ステップＳ２６８において、提示コンテンツ選択部１７４は、選択したコンテンツを、
対象ユーザの提示コンテンツ群に追加する。
【０２７７】
　その後、処理はステップＳ２６９に進む。
【０２７８】
　一方、ステップＳ２６７において、選択したコンテンツが他の提示ユーザの提示コンテ
ンツと重複すると判定された場合、ステップＳ２６８の処理はスキップされ、処理はステ
ップＳ２６９に進む。すなわち、選択したコンテンツは、対象ユーザの提示コンテンツ群
に加えられない。また、選択したコンテンツは、対象ユーザの提示候補コンテンツ群から
除外される。
【０２７９】
　ステップＳ２６９において、提示コンテンツ選択部１７４は、対象ユーザの提示コンテ
ンツが所定の数に達したか否かを判定する。対象ユーザの提示コンテンツが所定の数に達
していないと判定された場合、処理はステップＳ２６５に戻る。
【０２８０】
　その後、ステップＳ２６９において、提示コンテンツが所定の数に達したと判定される
まで、ステップＳ２６５乃至Ｓ２６９の処理が繰り返し実行される。これにより、対象ユ
ーザの利用履歴において上位にランクされ、かつ、アクティブユーザの利用履歴に含まれ
るコンテンツの中から、他の提示ユーザの提示コンテンツと一致しないコンテンツが、所
定の数だけ対象ユーザの提示コンテンツとして選択される。また、選択された提示コンテ
ンツは、可能な限り互いに似ていないものとなる。従って、１人の提示ユーザについて提
示される提示コンテンツの種類が多様なものになる。
【０２８１】
　一方、ステップＳ２６９において、提示コンテンツが所定の数に達したと判定された場
合、処理はステップＳ２７０に進む。
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【０２８２】
　ステップＳ２７０において、提示コンテンツ選択部１７４は、全ての提示ユーザの提示
コンテンツを選択したか否かを判定する。まだ全ての提示ユーザの提示コンテンツを選択
していないと判定された場合、処理はステップＳ２６１に戻る。
【０２８３】
　その後、ステップＳ２７０において全ての提示ユーザの提示コンテンツを選択したと判
定されるまで、ステップＳ２６１乃至Ｓ２７０の処理が繰り返し実行される。これにより
、全ての提示ユーザの提示コンテンツが所定の数ずつ選択される。
【０２８４】
　一方、ステップＳ２７０において、全ての提示ユーザの提示コンテンツを選択したと判
定された場合、処理はステップＳ２７１に進む。
【０２８５】
　ステップＳ２７１において、提示コンテンツ選択部１７４は、各提示ユーザの提示コン
テンツの選択結果を示す情報を表示制御部５２に供給する。
【０２８６】
　その後、提示コンテンツ選択処理は終了する。
【０２８７】
　図１５に戻り、ステップＳ２０６において、サーバ１１は、コンテンツリンク等を提示
する。具体的には、表示制御部５２は、推薦ユーザリスト、コンテンツリンクリスト、及
び、履歴関連リストを少なくとも１つを含む画面を表示するための表示制御データを生成
する。なお、推薦ユーザリスト、コンテンツリンクリスト、履歴関連リストをどのように
組み合わせて表示するかは、クライアント１２からの要求等により変化する。表示制御部
５２は、通信部３１を介して、生成した表示制御データをアクティブユーザのクライアン
ト１２に送信する。
【０２８８】
　アクティブユーザのクライアント１２の出力制御部２０３は、ネットワーク１３及び通
信部２０１を介して、サーバ１１から表示制御データを受信する。出力制御部２０３は、
表示制御データに基づいて、推薦ユーザリスト、コンテンツリンクリスト、及び、履歴関
連リストを少なくとも１つを含む画面を出力部２０４に表示させる。
【０２８９】
　ここで、図２４乃至図２７を参照して、クライアント１２において表示される推薦ユー
ザリスト、コンテンツリンクリスト、及び、履歴関連リストの具体例について説明する。
【０２９０】
　図２４は、推薦ユーザリストの表示例を示している。なお、図内の点線は、説明のため
に追加した補助線であり、実際には表示されない。
【０２９１】
　この例では、ユーザＡ乃至ユーザＣが、推薦ユーザとして縦に並べて提示されている。
【０２９２】
　ユーザ画像４０１ａ乃至４０１ｃは、それぞれユーザＡ乃至ユーザＣを表す画像であり
、例えば、各ユーザの写真やアバター等が用いられる。また、ユーザ画像４０１ａの右に
は、ユーザＡの名前又はニックネーム等が表示されている。
【０２９３】
　ユーザ画像４０１ａの右、かつ、ユーザＡの名前等の下に、提示コンテンツ表示領域４
０２が設けられている。提示コンテンツ表示領域４０２には、ユーザＡの提示コンテンツ
を表す画像が横に並べて表示されている。このコンテンツを表す画像には、例えば、各コ
ンテンツを含むアルバムやシングルのジャケット又はアーティストの写真等が用いられる
。これは、図２４乃至図２７の他のコンテンツを表す画像についても同様である。
【０２９４】
　提示コンテンツ表示領域４０２の下には、コンテンツリンク表示領域４０３ａ１が設け
られている。コンテンツリンク表示領域４０３ａ１内には、ユーザＡが作成したコンテン
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ツリンクが表示されている。具体的には、右向きの矢印の左には、リンク元コンテンツを
表す画像が表示され、矢印の右には、リンク先コンテンツを表す画像が表示されている。
　
【０２９５】
　コンテンツリンク表示領域４０３ａ１の左には、フィードバックボタン４０４－１が表
示されている。フィードバックボタン４０４－１は、コンテンツリンク表示領域４０３ａ
１内のコンテンツリンクをアクティブユーザが気に入った場合等に、その意思を表明する
フィードバックを付与するために押下されるボタンである。フィードバックボタン４０４
－１の右には、コンテンツリンク表示領域４０３ａ１内のコンテンツリンクに対して、こ
れまでにフィードバックを付与したユーザの数（以下、フィードバックユーザ数と称する
）が表示されている。
【０２９６】
　コンテンツリンク表示領域４０３ａ１の下には、コンテンツリンク表示領域４０３ａ１
内のコンテンツリンクとは別の、ユーザＡにより作成されたコンテンツリンクを表示する
ためのコンテンツリンク表示領域４０３ａ２が設けられている。
【０２９７】
　また、コンテンツリンク表示領域４０３ａ２の左には、フィードバクボタン４０４－１
と同様のフィードバックボタン４０４－２が表示されている。さらに、フィードバックボ
タン４０４－２の左には、コンテンツリンク表示領域４０３ａ２内のコンテンツリンクに
対するフィードバックユーザ数が表示されている。
【０２９８】
　ユーザ画像４０１ｂの右には、コンテンツリンク表示領域４０３ｂが設けられている。
コンテンツリンク表示領域４０３ｂには、ユーザＢにより作成されたコンテンツリンクが
表示されている。
【０２９９】
　ユーザ画像４０１ｃの右には、コンテンツリンク表示領域４０３ｃが設けられている。
コンテンツリンク表示領域４０３ｃには、ユーザＣにより作成されたコンテンツリンクが
表示されている。
【０３００】
　なお、推薦ユーザの表示順は、任意に設定することが可能である。例えば、変化量期待
値Ｅ（ｖ｜ｕ）の大きい順に並べることが可能である。また、例えば、特徴量が類似する
ユーザを隣接するように並べたり、逆に、特徴量が類似しないユーザを隣接するように並
べたりすることが可能である。
【０３０１】
　図２５は、コンテンツリンクリストの表示例を示している。なお、図内の点線は、説明
のために追加した補助線であり、実際には表示されない。
【０３０２】
　この例では、アクティブユーザのfolloweeであるユーザＡ乃至ユーザＣが作成したコン
テンツリンク、及び、ユーザＡ乃至Ｃに関する情報等が、縦方向に３段に並べて表示され
ている。
【０３０３】
　１段目の左には、コンテンツリンク表示領域４２１ａが設けられている。コンテンツリ
ンク表示領域４２１ａ内の表示内容は、図２４のコンテンツリンク表示領域４０３ａ１乃
至４０３ｃとほぼ同様であるが、各コンテンツを表す画像の下に、各コンテンツのアーテ
ィスト名が表示されている点が異なっている。
【０３０４】
　コンテンツリンク表示領域４２１ａの右には、吹き出し４２２ａが表示されている。吹
き出し４２２ａ内には、コンテンツリンク表示領域４２１ａ内のコンテンツリンクに用い
られているリンク特徴量を示す情報、換言すれば、コンテンツリンクを構成する２つのコ
ンテンツの関係を表す情報が表示されている。なお、この情報には、例えば、サーバ１１
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から提供されるリンク特徴量のラベル等を用いるようにしてもよいし、コンテンツリンク
を作成したユーザが作成した情報を用いるようにしてもよい。また、吹き出し４２２ａ内
には、コンテンツリンク表示領域４２１ａ内のコンテンツリンクに対するフィードバック
ボタン４２３ａが表示されている。
【０３０５】
　吹き出し４２２ａの右には、コンテンツリンク表示領域４２１ａ内のコンテンツリンク
を作成したユーザを表すユーザ画像４２４ａが表示されている。ユーザ画像４２４ａの右
には、ユーザＡの名前又はニックネーム等が表示されている。
【０３０６】
　ユーザ画像４２４ａの右、かつ、ユーザＡの名前等の下に、図２４の提示コンテンツ表
示領域４０２と同様の提示コンテンツ表示領域４２５ａが設けられている。提示コンテン
ツ表示領域４２５ａには、ユーザＡの提示コンテンツを表す画像が表示されている。
【０３０７】
　２段目には、ユーザＢにより作成されたコンテンツリンク、及び、ユーザＢに関する情
報が、１段目と同様の構成により表示されている。３段目には、ユーザＣにより作成され
たコンテンツリンク、及び、ユーザＣに関する情報が、１段目及び２段目と同様の構成に
より表示されている。
【０３０８】
　なお、コンテンツリンクの表示順は、任意に設定することが可能である。例えば、作成
日時が新しい順又は古い順に時系列に並べることが可能である。また、例えば、特徴量が
類似するユーザが作成したコンテンツリンクを隣接するように並べたり、逆に、特徴量が
類似しないユーザが作成したコンテンツリンクを隣接するように並べたりすることが可能
である。
【０３０９】
　また、図２６に示されるように、アクティブユーザのfolloweeだけでなく、推薦ユーザ
のコンテンツリンクを混ぜて表示するようにしてもよい。
【０３１０】
　具体的には、図２６のコンテンツリンクリストには、図２５のコンテンツリンクの２段
目と３段目のコンテンツリンクの間に、斜線で示される段が挿入されている。そして、そ
の段に推薦ユーザであるユーザＤのコンテンツリンク、及び、ユーザＤに関する情報が、
他の段と同様の構成により表示されている。また、ユーザＤを表す画像４２４ｄの左上に
は、ユーザＤが推薦ユーザであることを表す星印が表示されている。
【０３１１】
　なお、この図のように、推薦ユーザのコンテンツリンクをfolloweeのコンテンツリンク
と識別できるようにしてもよいし、識別できないようにしてもよい。また、例えば、推薦
ユーザのコンテンツリンクを特徴量が最も類似するfolloweeのコンテンツリンクに隣接す
るように表示してもよい。
【０３１２】
　図２７は、履歴関連リストの表示例を示している。履歴関連リストには、アクティブユ
ーザの過去のコンテンツの利用履歴とともに、利用履歴に含まれるコンテンツ（以下、履
歴コンテンツと称する）を含むコンテンツリンク等が表示される。
【０３１３】
　具体的には、この例では、履歴コンテンツに関する情報等が２段に並べて表示されてい
る。なお、履歴コンテンツの表示順は、任意に設定することができる。例えば、利用した
日時が新しい順に並べるようにしてもよいし、利用回数（この例の場合、再生回数）が多
い順に並べるようにしてもよい。
【０３１４】
　１段目の左上には、履歴コンテンツ表示領域４５１ａが設けられている。履歴コンテン
ツ表示領域４５１ａには、履歴コンテンツのうちの１つに関する情報が表示されている。
具体的には、履歴コンテンツを表す画像、履歴コンテンツのタイトル、アーティスト名、
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評価値、再生回数が表示されている。なお、評価値として、アクティブユーザが付与した
評価値を表示するようにしてもよいし、各ユーザが付与した評価値の平均値を表示するよ
うにしてもよい。また、再生回数として、アクティブユーザの再生回数を表示するように
してもよいし、全ユーザの再生回数の合計を表示するようにしてもよい。
【０３１５】
　履歴コンテンツ表示領域４５１ａの下には、リンクコンテンツ表示領域４５２ａ１及び
４５２ａ２が縦に並べて設けられている。リンクコンテンツ表示領域４５２ａ１及び４５
２ａ２には、履歴コンテンツ表示領域４５１ａに表示されている履歴コンテンツとコンテ
ンツリンクを構成するコンテンツに関する情報が表示されている。
【０３１６】
　具体的には、右向きの矢印が表示されているリンクコンテンツ表示領域４５２ａ１には
、履歴コンテンツ表示領域４５１ａに表示されている履歴コンテンツのリンク先となるコ
ンテンツを表す画像、及び、アーティスト名が表示されている。これにより、履歴コンテ
ンツ表示領域４５１ａ内の履歴コンテンツがリンク元となり、リンクコンテンツ表示領域
４５２ａ１内のコンテンツがリンク先となるコンテンツリンクが、アクティブユーザに提
示される。
【０３１７】
　リンクコンテンツ表示領域４５２ａ１の右には、吹き出し４５３ａ１が表示されている
。吹き出し４５３ａ１内には、履歴コンテンツ表示領域４５１ａ内の履歴コンテンツとリ
ンクコンテンツ表示領域４５２ａ１内のコンテンツからなるコンテンツリンクに用いられ
ているリンク特徴量を示す情報が表示されている。
【０３１８】
　吹き出し４５３ａ１の右には、履歴コンテンツ表示領域４５１ａ内の履歴コンテンツと
リンクコンテンツ表示領域４５２ａ１内のコンテンツからなるコンテンツリンクを作成し
たユーザＢを表すユーザ画像４５４ａ１が表示されている。また、ユーザ画像４５４ａ１
の右には、ユーザＢの名前又はニックネーム等が表示されている。
【０３１９】
　ユーザ画像４５４ａ１の右、かつ、ユーザＢの名前等の下に、図２４の提示コンテンツ
表示領域４０２と同様の提示コンテンツ表示領域４５５ａ１が設けられている。提示コン
テンツ表示領域４５５ａ１には、ユーザＢの提示コンテンツを表す画像が表示されている
。
【０３２０】
　一方、左向きの矢印が表示されているリンクコンテンツ表示領域４５２ａ２には、履歴
コンテンツ表示領域４５１ａに表示されている履歴コンテンツのリンク元となるコンテン
ツを表す画像、及び、アーティスト名が表示されている。これにより、リンクコンテンツ
表示領域４５２ａ２内のコンテンツがリンク元となり、履歴コンテンツ表示領域４５１ａ
内の履歴コンテンツがリンク先となるコンテンツリンクが、アクティブユーザに提示され
る。
【０３２１】
　リンクコンテンツ表示領域４５２ａ２の右には、吹き出し４５３ａ２が表示されている
。吹き出し４５３ａ２内には、履歴コンテンツ表示領域４５２ａ２内の履歴コンテンツと
リンクコンテンツ表示領域４５２ａ２内のコンテンツからなるコンテンツリンクに用いら
れているリンク特徴量を示す情報が表示されている。
【０３２２】
　吹き出し４５３ａ２の右には、履歴コンテンツ表示領域４５１ａ内の履歴コンテンツと
リンクコンテンツ表示領域４５２ａ２内のコンテンツからなるコンテンツリンクを作成し
たユーザＣを表すユーザ画像４５４ａ２が表示されている。また、ユーザ画像４５４ａ２
の右には、ユーザＣの名前又はニックネーム等が表示されている。
【０３２３】
　ユーザ画像４５４ａ２の右、かつ、ユーザＣの名前等の下に、図２４の提示コンテンツ
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表示領域４０２と同様の提示コンテンツ表示領域４５５ａ２が設けられている。提示コン
テンツ表示領域４５５ａ２には、ユーザＣの提示コンテンツを表す画像が表示されている
。
【０３２４】
　２段目には、１段目と同様の構成により、アクティブユーザの別の履歴コンテンツに関
する情報、その履歴コンテンツを含むコンテンツリンク、コンテンツリンクを作成したユ
ーザに関する情報等が表示されている。
【０３２５】
　なお、履歴コンテンツとともに提示するコンテンツリンクは、アクティブユーザのfoll
oweeにより作成されたものだけに限定するようにしてもよいし、推薦ユーザにより作成さ
れたものも含めるようにしてもよい。
【０３２６】
　そして、例えば、図２４乃至図２７の画面が１つ以上、アクティブユーザのクライアン
ト１２において組み合わせて表示される。
【０３２７】
　その後、コンテンツリンク共有処理は終了する。
【０３２８】
　以上のようにして、アクティブユーザは、他のユーザが作成したコンテンツリンクを利
用することができる。その結果、アクティブユーザは、他のユーザの視点に基づいて、互
いに関連するコンテンツを見つけることができる。特に、履歴関連リストでは、アクティ
ブユーザは、自分の利用したコンテンツに関連するコンテンツを見つけることができる。
また、アクティブユーザは、他のユーザが作成したコンテンツリンクを通じて、コンテン
ツに関する見識を広げたり、自分の嗜好に合うコンテンツを見つけたりすることが容易に
なる。
【０３２９】
　また、アクティブユーザの行動に変化を起こす可能性が高いユーザが推薦されるので、
アクティブユーザが、そのユーザを受け入れ、さらに新たなコンテンツを受け入れる可能
性が高くなる。さらに、単にアクティブユーザと類似するユーザ（例えば、同様のコンテ
ンツの利用履歴を持つユーザ）が推薦されても、アクティブユーザにとってあまり新しい
発見はない。これに対して、アクティブユーザの行動に変化を起こす可能性が高いユーザ
を推薦することにより、アクティブユーザが新しい発見（例えば、新たなジャンルのコン
テンツに触れる等）をする可能性が高くなる。
【０３３０】
　さらに、提示ユーザとともに提示されるコンテンツの利用履歴（すなわち、提示コンテ
ンツ）において、互いに似ていないコンテンツが提示されるので、提示ユーザの嗜好を偏
ることなく正確に伝えることができる。これにより、アクティブユーザは、各提示ユーザ
の嗜好を把握しやすくなり、自分との類似点や相違点を認識しやすくなる。その結果、ア
クティブユーザは、より他のユーザとの類似性を感じやくなり、自分の嗜好と合うユーザ
を見つけやすくなる。また、アクティブユーザは、より多様なコンテンツに触れる機会を
得ることができる。
【０３３１】
　さらに、各提示ユーザ間で提示されるコンテンツの重複が抑制されるので、各提示ユー
ザ間の嗜好の類似点及び相違点をより明確に伝えることができる。また、アクティブユー
ザは、より多様なコンテンツに触れる機会を得ることができる。
【０３３２】
＜２．変形例＞
　以下、上述した本技術の実施の形態の変形例について説明する。
【０３３３】
［変形例１：コンテンツリンクに関する変形例］
　以上の説明では、作成したコンテンツリンクをユーザ間で共有する例を示したが、本技
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術は、例えば、ユーザが、自分のローカルの環境内でコンテンツリンクを作成し、個人で
利用する場合にも適用することができる。
【０３３４】
　また、本技術は、コンテンツの一部（例えば、楽曲のイントロ部分やサビの部分等）同
士を結び付けたコンテンツリンクや、コンテンツ全体と他のコンテンツの一部を結び付け
たコンテンツリンクを作成する場合にも適用することができる。また、コンテンツの一部
同士のリンクを作成する場合には、同じコンテンツ内の異なる部分を結び付けたコンテン
ツリンクを作成することも可能である。
【０３３５】
　さらに、以上の説明では、コンテンツリンクともに、コンテンツリンクを作成したユー
ザの情報を提示する例を示したが、作成したユーザの情報を省略することも可能である。
【０３３６】
　また、本技術は、１対１の組み合わせからなるコンテンツリンクだけでなく、１対多又
は多対１の組み合わせからなるコンテンツリンクや、多対多からなるコンテンツリンクを
作成する場合にも適用することができる。
【０３３７】
　さらに、本技術は、３連結以上のコンテンツリンクを作成する場合にも適用することが
できる。
【０３３８】
　また、本技術は、上述した音楽や動画以外にも、書籍、ゲーム、ソフトウエア、ウエブ
サイト、ニュース、広告等の、文字、音声、画像等の各種のコンテンツのリンクを作成す
る場合にも適用することができる。
【０３３９】
　さらに、本技術は、コンテンツ以外の各種のアイテム、例えば、各種の商品、ソーシャ
ルサービス上のユーザ、著名人等のリンクを作成する場合にも適用することができる。
【０３４０】
［変形例２：ユーザ及びコンテンツの提示に関する変形例］
　以上の説明では、複数の提示ユーザを提示する例を示したが、本技術は、１人の提示ユ
ーザを提示する場合にも適用することができる。すなわち、１人の提示ユーザとともに複
数の提示コンテンツを提示する場合に、互いに似ていない提示コンテンツを提示すること
により、上述した効果を得ることができる。
【０３４１】
　また、以上の説明では、各提示ユーザにつき複数の提示コンテンツを提示する例を示し
たが、本技術は、１つの提示コンテンツを提示する場合にも適用することができる。すな
わち、例えば、複数の提示ユーザを提示する場合に、各提示ユーザにつき１つずつ提示コ
ンテンツを提示する場合に、互いに提示コンテンツが重複しないようにすることにより、
上述した効果を得ることができる。
【０３４２】
　さらに、以上の説明では、提示ユーザ間で提示コンテンツの重複を禁止する例を示した
が、所定の範囲内で提示コンテンツの重複を許可するようにしてもよい。換言すれば、提
示ユーザ間で重複する提示コンテンツの数を所定の範囲内に制限するようにしてもよい。
【０３４３】
　例えば、提示コンテンツ全体で、重複して提示されるコンテンツの数を所定の範囲内に
制限するようにしてもよい。これは、例えば、全提示ユーザ分を合わせて１０個の提示コ
ンテンツを提示する場合、全部で２個まで重複を許可する場合等である。
【０３４４】
　あるいは、例えば、１人の提示ユーザにつき他の提示ユーザと重複する提示コンテンツ
の数を所定の範囲内に制限するようにしてもよい。これは、例えば、１人の提示ユーザに
つき３個の提示コンテンツを提示する場合、１個までは他の提示コンテンツと重複を許可
する場合等である。
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【０３４５】
　あるいは、例えば、１つの提示コンテンツにつき重複して提示される提示ユーザの数を
制限するようにしてもよい。これは、例えば、１つの提示コンテンツが、２人の提示ユー
ザまで重複して提示されることを許可する場合等である。
【０３４６】
　また、以上の説明では、提示ユーザとともに提示ユーザが作成したコンテンツリンク及
び提示コンテンツを提示する例を示したが、いずれか一方のみを提示するようにしてもよ
い。すなわち、提示ユーザとともにコンテンツリンクのみを提示したり、提示ユーザとと
もに提示コンテンツを提示したりするようにしてもよい。
【０３４７】
　さらに、本技術は、上述した音楽や動画以外にも、書籍、ゲーム、ソフトウエア、ウエ
ブサイト、ニュース、広告等の、文字、音声、画像等の各種のコンテンツを提示ユーザと
ともに提示する場合にも適用することができる。
【０３４８】
　また、本技術は、コンテンツ以外の各種のアイテム、例えば、各種の商品、ソーシャル
サービス上のユーザ等を提示ユーザとともに提示する場合にも適用することができる。
【０３４９】
［変形例３：その他の変形例］
　なお、本技術におけるアイテムの利用の定義は、対象とするアイテムの種類等により異
なる。例えば、アイテムが音楽である場合、再生等がアイテムの利用に該当し、動画の場
合、視聴等がアイテムの利用に該当する。また、例えば、アイテムが商品である場合、購
入や情報の閲覧等がアイテムの利用に該当する。さらに、例えば、アイテムが他のユーザ
である場合、そのユーザとのコミュニケーション等がアイテムの利用に該当する。
【０３５０】
　また、以上の説明では、変化量期待値として、ユーザのコンテンツに対する評価値の変
化量の期待値を用いる例を示したが、その他のユーザの行動を表すパラメータの変化量の
期待値を用いるようにしてもよい。
【０３５１】
［コンピュータの構成例］
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コン
ピュータには、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラ
ムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソ
ナルコンピュータなどが含まれる。
【０３５２】
　図２８は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエ
アの構成例を示すブロック図である。
【０３５３】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）６０１，ROM（Read Only Mem
ory）６０２，RAM（Random Access Memory）６０３は、バス６０４により相互に接続され
ている。
【０３５４】
　バス６０４には、さらに、入出力インタフェース６０５が接続されている。入出力イン
タフェース６０５には、入力部６０６、出力部６０７、記憶部６０８、通信部６０９、及
びドライブ６１０が接続されている。
【０３５５】
　入力部６０６は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部６０７は
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記憶部６０８は、ハードディスクや不揮発性の
メモリなどよりなる。通信部６０９は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドラ
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イブ６１０は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリ
ムーバブルメディア６１１を駆動する。
【０３５６】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU６０１が、例えば、記憶部６０８に記
憶されているプログラムを、入出力インタフェース６０５及びバス６０４を介して、RAM
６０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０３５７】
　コンピュータ（CPU６０１）が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等
としてのリムーバブルメディア６１１に記録して提供することができる。また、プログラ
ムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線
または無線の伝送媒体を介して提供することができる。
【０３５８】
　コンピュータでは、プログラムは、リムーバブルメディア６１１をドライブ６１０に装
着することにより、入出力インタフェース６０５を介して、記憶部６０８にインストール
することができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部３
５９で受信し、記憶部６０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、
ROM６０２や記憶部６０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０３５９】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０３６０】
　また、本明細書において、システムとは、複数の構成要素（装置、モジュール（部品）
等）の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがっ
て、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、１
つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている１つの装置は、いずれも、システムで
ある。
【０３６１】
　さらに、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技
術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０３６２】
　例えば、本技術は、１つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処
理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
【０３６３】
　また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、１つの装置で実行する他、複数
の装置で分担して実行することができる。
【０３６４】
　さらに、１つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その１つのステップに含ま
れる複数の処理は、１つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができ
る。
【０３６５】
　また、例えば、本技術は以下のような構成も取ることができる。
【０３６６】
（１）
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択す
るリンク特徴量選択部と、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択するアイテム選択部と、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御する提示制御部と、
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　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成するリンク作成部と
　を備える情報処理装置。
（２）
　前記リンク特徴量選択部は、前記ユーザ及び前記第１のアイテムのうち少なくとも一方
を基準にして、前記リンク特徴量を選択する
　前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記リンク特徴量選択部は、前記ユーザが付与した各アイテムに対する評価に基づいて
、前記ユーザの各特徴量に対する重要度を求め、求めた重要度に基づいて前記リンク特徴
量を選択する
　前記（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記リンク特徴量選択部は、前記ユーザが作成したアイテムのリンクに用いられた前記
リンク特徴量に基づいて、前記ユーザの各特徴量に対する重要度を求め、求めた重要度に
基づいて前記リンク特徴量を選択する
　前記（２）に記載の情報処理装置。
（５）
　前記リンク特徴量選択部は、前記第１のアイテムの特徴を顕著に表す特徴量を前記リン
ク特徴量に選択する
　前記（２）に記載の情報処理装置。
（６）
　前記リンク特徴量選択部は、複数の前記リンク特徴量の候補を選択し、
　前記提示制御部は、前記リンク特徴量の候補を前記ユーザに提示するように制御し、
　前記アイテム選択部は、前記ユーザにより選択された前記リンク特徴量に基づいて、前
記第２のアイテムの候補を選択する
　前記（１）乃至（５）のいずれかに記載の情報処理装置。
（７）
　前記提示制御部は、複数の前記第１のアイテムの候補を前記ユーザに提示するように制
御し、
　前記アイテム選択部は、前記ユーザにより選択された前記第１のアイテム、及び、前記
リンク特徴量に基づいて、前記第２のアイテムの候補を選択する
　前記（１）乃至（６）のいずれかに記載の情報処理装置。
（８）
　前記リンク作成部は、前記第１のアイテムと前記ユーザにより選択された前記第２アイ
テムとのリンクを作成する
　前記（１）乃至（７）のいずれかに記載の情報処理装置。
（９）
　前記提示制御部は、さらに作成されたアイテムのリンクのユーザへの提示を制御する
　前記（１）乃至（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１０）
　前記提示制御部は、作成したユーザの情報とともに前記アイテムのリンクを提示するよ
うに制御する
　前記（９）に記載の情報処理装置。
（１１）
　前記提示制御部は、前記アイテムのリンクの作成に用いられた前記リンク特徴量を示す
情報とともに前記アイテムのリンクを提示するように制御する
　前記（９）又は（１０）に記載の情報処理装置。
（１２）
　前記提示制御部は、ユーザのアイテムの利用履歴を提示する場合に、前記利用履歴に含
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まれるアイテムとリンクを構成する他のアイテムを前記ユーザに提示するように制御する
　前記（９）乃至（１１）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１３）
　ユーザに推薦する候補となる複数の候補ユーザをそれぞれ提示した場合の前記ユーザの
行動の変化量の期待値を計算し、計算した期待値に基づいて、前記候補ユーザの中から前
記ユーザに推薦する推薦ユーザを選択する推薦ユーザ選択部を
　さらに備え、
　前記提示制御部は、前記推薦ユーザとともに、前記推薦ユーザが作成した前記アイテム
のリンクを前記ユーザに提示するように制御する
　前記（９）乃至（１２）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１４）
　前記推薦ユーザ選択部は、前記ユーザが前記候補ユーザを受け入れる確率、及び、前記
候補ユーザのフィードバックが提示されることによる所定のアイテム群に対する前記ユー
ザの評価の予測値の変化量に基づいて、前記期待値を計算する
　前記（１３）に記載の情報処理装置。
（１５）
　前記推薦ユーザ選択部は、さらに前記アイテム群に含まれる各アイテムに前記候補ユー
ザがフィードバックを付与する確率に基づいて、前記期待値を計算する
　前記（１４）に記載の情報処理装置。
（１６）
　前記提示制御部は、前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテ
ムの候補の他の情報処理装置への提示を制御する
　前記（１）乃至（１５）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１７）
　情報処理装置が、
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択し
、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成する
　ステップを含む情報処理方法。
（１８）
　第１のアイテムに他のアイテムを結び付けるための特徴量であるリンク特徴量を選択し
、
　選択された前記リンク特徴量に基づいて前記第１のアイテムに結び付ける第２のアイテ
ムの候補を１つ以上選択し、
　前記第１のアイテム、前記リンク特徴量、及び、前記第２のアイテムの候補のユーザへ
の提示を制御し、
　前記第２のアイテムを選択し、前記第１のアイテムと前記第２のアイテムとのリンクを
作成する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０３６７】
　１　情報処理システム,　１１　サーバ，　１２－１乃至１２－ｎ　クライアント，　
３２　情報処理部，　３３　保存部，　４１　コンテンツリンク作成処理部，　４２　推
薦ユーザ選択処理部，　４３　提示制御部，　５１　提示内容設定部，　５２　表示制御
部，　６１　コンテンツ情報保存部，　６２　ユーザ関係保存部，　６４　コンテンツリ
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ンク保存部，　６５　パラメータ保存部，　１０１　リンク元コンテンツ選択部，　１０
２　特徴量重要度計算部，　１０３　リンク特徴量選択部，　１０４　リンク先コンテン
ツ選択部，　１０５　コンテンツリンク作成部，　１３１　学習部，　１３２　予測部，
　１３３　変化量期待値計算部，　１３４　推薦ユーザ選択部，　１４１　評価予測学習
部，　１４２　ユーザ関係予測学習部，　１４３　フィードバック予測学習部，　１４４
　フィードバック評価予測学習部，　１５１　評価予測部，　１５２　ユーザ関係予測部
，　１５３　フィードバック予測部，　１５４　フィードバック評価予測部，　１７１　
推薦ユーザリスト作成部，　１７２　コンテンツリンクリスト作成部，　１７３　履歴関
連リスト作成部，　１７４　提示コンテンツ選択部，　２０３　出力制御部，　２０４　
出力部，　２０５　入力部，　２０６　コンテンツリンク作成部

【図１】 【図２】
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