
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　登録者の端末と通信ネットワークを介して接続したサーバであって、
　登録者の識別情報を含む当該登録者の個人情報と当該登録者と他の登録者との人間関係
の連鎖の程度を表す関係度数とを登録者ごとに記憶している記憶手段と、
　第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセー
ジを第一の登録者の端末（以下、「第一の端末」という）から受信して第二の登録者の端
末（以下、「第二の端末」という）に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人
間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末
に送信する手段と、
　上記第一のメッセージと第二のメッセージを送信したときに、上記記憶手段に記憶され
ている「第一の登録者」と「第二の登録者」との関係度数と、「第一の登録者」と「第二
の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数と、「第二の登録者」と「第一
の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数のそれぞれを更新する手段と、
　第三の登録者の端末（以下、「第三の端末」という）から第四の登録者の識別情報を含
む検索キーワードを受信し、第四の登録者と人間関係の連鎖している登録者（以下、「第
五の登録者」という）の個人情報を上記記憶手段から検索し、検索した第五の登録者の個
人情報を第三の端末に送信する手段と、
を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。
【請求項２】
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　　検索キーワードには関係度数が含まれ、
　第五の登録者を「第四の登録者と人間関係の連鎖している登録者」に代えて「第四の登
録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含まれる関係度数と一致する登録者」
とした請求項１記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項３】
　　検索キーワードには関係度数が含まれ、
　第五の登録者を「第四の登録者と人間関係の連鎖している登録者」に代えて「第四の登
録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含まれる関係度数以上の登録者」とし
た請求項１記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項４】
　　第四の登録者と第五の登録者との関係度数を記憶手段から検索し、検索した関係度数
を第三の端末に送信する手段をさらに備えた請求項１または３に記載の人脈関係登録サー
バ。
【請求項５】
　　登録者の個人情報には当該登録者の専門分野が含まれ、
　検索キーワードには専門分野が含まれ、
　第五の登録者を「第四の登録者と人間関係の連鎖している登録者」に代えて「第四の登
録者と人間関係の連鎖している登録者のうち専門分野が検索キーワードに含まれる専門分
野と一致する登録者」とした請求項１記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項６】
　　検索キーワードには関係度数が含まれ、
　第五の登録者を「第四の登録者と人間関係の連鎖している登録者のうち専門分野が検索
キーワードに含まれる専門分野と一致する登録者」に代えて「第四の登録者との人間関係
の連鎖の程度が検索キーワードに含まれる関係度数と一致する登録者のうち専門分野が検
索キーワードに含まれる専門分野と一致する登録者」とした請求項５記載の人脈関係登録
サーバ。
【請求項７】
　　第五の登録者を「第四の登録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含まれ
る関係度数と一致する登録者のうち専門分野が検索キーワードに含まれる専門分野と一致
する登録者」に代えて「第四の登録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含ま
れる関係度数以上の登録者のうち専門分野が検索キーワードに含まれる専門分野と一致す
る登録者」とした請求項６記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項８】
　　関係度数は数値であって、登録者同士の人間関係の連鎖が間接的になるに従って小さ
い値とした請求項１乃至７のいずれかに記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項９】
　　コンピュータを請求項１乃至８のいずれかに記載の人脈関係登録サーバとして機能さ
せることを特徴とする人脈関係登録プログラム。
【請求項１０】
　　登録者の端末と通信ネットワークを介して接続し、登録者の識別情報を含む当該登録
者の個人情報と当該登録者と他の登録者との人間関係の連鎖の程度を表す関係度数とを登
録者ごとに記憶している記憶手段を備えたサーバにより実行される方法であって、
　上記サーバが、第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の
第一のメッセージを第一の登録者の端末（以下、「第一の端末」という）から受信して第
二の登録者の端末（以下、「第二の端末」という）に送信すると共に、第二の登録者が第
一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信
して第一の端末に送信するステップと、
　上記サーバが、上記第一のメッセージと第二のメッセージを送信したときに、上記記憶
手段に記憶されている「第一の登録者」と「第二の登録者」との関係度数と、「第一の登
録者」と「第二の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数と、「第二の登
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録者」と「第一の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数のそれぞれを更
新するステップと、
　上記サーバが、第三の登録者の端末（以下、「第三の端末」という）から第四の登録者
の識別情報を含む検索キーワードを受信し、第四の登録者と人間関係の連鎖している登録
者（以下、「第五の登録者」という）の個人情報を上記記憶手段から検索し、検索した第
五の登録者の個人情報を第三の端末に送信するステップと、
を有してなることを特徴とする人脈関係登録方法。
【請求項１１】
　　登録者の端末と通信ネットワークを介して接続したサーバであって、
　登録者の識別情報を含む当該登録者の個人情報と当該登録者と他の登録者との人間関係
の連鎖の程度を表す関係度数とを登録者ごとに記憶している記憶手段と、
　第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセー
ジを第一の登録者の端末（以下、「第一の端末」という）から受信して第二の登録者の端
末（以下、「第二の端末」という）に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人
間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末
に送信する手段と、
　上記第一のメッセージと第二のメッセージを送信したときに、上記記憶手段に記憶され
ている「第一の登録者」と「第二の登録者」との関係度数と、「第一の登録者」と「第二
の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数と、「第二の登録者」と「第一
の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数のそれぞれを更新する手段と、
　第一の端末から第二の登録者の識別情報を含む検索キーワードを受信し、第二の登録者
と人間関係の連鎖している登録者（以下、「第三の登録者」という）の個人情報を上記記
憶手段から検索し、検索した第三の登録者の個人情報を第一の端末に送信する手段と、
を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。
【請求項１２】
　　検索キーワードには関係度数が含まれ、
　第三の登録者を「第二の登録者と人間関係の連鎖している登録者」に代えて「第二の登
録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含まれる関係度数と一致する登録者」
とした請求項１１記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項１３】
　　検索キーワードには関係度数が含まれ、
　第三の登録者を「第二の登録者と人間関係の連鎖している登録者」に代えて「第二の登
録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含まれる関係度数以上の登録者」とし
た請求項１１記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項１４】
　　第二の登録者と第三の登録者との関係度数を記憶手段から検索し、検索した関係度数
を第一の端末に送信する手段をさらに備えた請求項１１または１３に記載の人脈関係登録
サーバ。
【請求項１５】
　　登録者の個人情報には当該登録者の専門分野が含まれ、
　検索キーワードには専門分野が含まれ、
　第三の登録者を「第二の登録者と人間関係の連鎖している登録者」に代えて「第二の登
録者と人間関係の連鎖している登録者のうち専門分野が検索キーワードに含まれる専門分
野と一致する登録者」とした請求項１１記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項１６】
　　検索キーワードには関係度数が含まれ、
　第三の登録者を「第二の登録者と人間関係の連鎖している登録者のうち専門分野が検索
キーワードに含まれる専門分野と一致する登録者」に代えて「第二の登録者との人間関係
の連鎖の程度が検索キーワードに含まれる関係度数と一致する登録者のうち専門分野が検
索キーワードに含まれる専門分野と一致する登録者」とした請求項１５記載の人脈関係登
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録サーバ。
【請求項１７】
　　第三の登録者を「第二の登録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含まれ
る関係度数と一致する登録者のうち専門分野が検索キーワードに含まれる専門分野と一致
する登録者」に代えて「第二の登録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含ま
れる関係度数以上の登録者のうち専門分野が検索キーワードに含まれる専門分野と一致す
る登録者」とした請求項１６記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項１８】
　　関係度数は数値であって、登録者同士の人間関係の連鎖が間接的になるに従って小さ
い値とした請求項１１乃至１７のいずれかに記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項１９】
　　コンピュータを請求項１１乃至１８のいずれかに記載の人脈関係登録サーバとして機
能させることを特徴とする人脈関係登録プログラム。
【請求項２０】
　　登録者の端末と通信ネットワークを介して接続し、登録者の識別情報を含む当該登録
者の個人情報と当該登録者と他の登録者との人間関係の連鎖の程度を表す関係度数とを登
録者ごとに記憶している記憶手段を備えたサーバにより実行される方法であって、
　上記サーバが、第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の
第一のメッセージを第一の登録者の端末（以下、「第一の端末」という）から受信して第
二の登録者の端末（以下、「第二の端末」という）に送信すると共に、第二の登録者が第
一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信
して第一の端末に送信するステップと、
　上記サーバが、上記第一のメッセージと第二のメッセージを送信したときに、上記記憶
手段に記憶されている「第一の登録者」と「第二の登録者」との関係度数と、「第一の登
録者」と「第二の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数と、「第二の登
録者」と「第一の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数のそれぞれを更
新するステップと、
　上記サーバが、第一の端末から第二の登録者の識別情報を含む検索キーワードを受信し
、第二の登録者と人間関係の連鎖している登録者（以下、「第三の登録者」という）の個
人情報を上記記憶手段から検索し、検索した第三の登録者の個人情報を第一の端末に送信
するステップと、
を有してなることを特徴とする人脈関係登録方法。
【請求項２１】
　　登録者の端末と通信ネットワークを介して接続したサーバであって、
　登録者の識別情報を含む当該登録者の個人情報と当該登録者と他の登録者との人間関係
の連鎖の程度を表す関係度数とを登録者ごとに記憶している記憶手段と、
　第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセー
ジを第一の登録者の端末（以下、「第一の端末」という）から受信して第二の登録者の端
末（以下、「第二の端末」という）に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人
間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末
に送信する手段と、
　上記第一のメッセージと第二のメッセージを送信したときに、上記記憶手段に記憶され
ている「第一の登録者」と「第二の登録者」との関係度数と、「第一の登録者」と「第二
の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数と、「第二の登録者」と「第一
の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数のそれぞれを更新する手段と、
　第二の端末から第一の登録者の識別情報を含む検索キーワードを受信し、第一の登録者
と人間関係の連鎖している登録者（以下、「第三の登録者」という）の個人情報を上記記
憶手段から検索し、検索した第三の登録者の個人情報を第二の端末に送信する手段と、
を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。
【請求項２２】
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　　検索キーワードには関係度数が含まれ、
　第三の登録者を「第一の登録者と人間関係の連鎖している登録者」に代えて「第一の登
録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含まれる関係度数と一致する登録者」
とした請求項２１記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項２３】
　　検索キーワードには関係度数が含まれ、
　第三の登録者を「第一の登録者と人間関係の連鎖している登録者」に代えて「第一の登
録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含まれる関係度数以上の登録者」とし
た請求項２１記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項２４】
　　第一の登録者と第三の登録者との関係度数を記憶手段から検索し、検索した関係度数
を第二の端末に送信する手段をさらに備えた請求項２１または２３に記載の人脈関係登録
サーバ。
【請求項２５】
　　登録者の個人情報には当該登録者の専門分野が含まれ、
　検索キーワードには専門分野が含まれ、
　第三の登録者を「第一の登録者と人間関係の連鎖している登録者」に代えて「第一の登
録者と人間関係の連鎖している登録者のうち専門分野が検索キーワードに含まれる専門分
野と一致する登録者」とした請求項２１記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項２６】
　　検索キーワードには関係度数が含まれ、
　第三の登録者を「第一の登録者と人間関係の連鎖している登録者のうち専門分野が検索
キーワードに含まれる専門分野と一致する登録者」に代えて「第一の登録者との人間関係
の連鎖の程度が検索キーワードに含まれる関係度数と一致する登録者のうち専門分野が検
索キーワードに含まれる専門分野と一致する登録者」とした請求項２５記載の人脈関係登
録サーバ。
【請求項２７】
　　第三の登録者を「第一の登録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含まれ
る関係度数と一致する登録者のうち専門分野が検索キーワードに含まれる専門分野と一致
する登録者」に代えて「第一の登録者との人間関係の連鎖の程度が検索キーワードに含ま
れる関係度数以上の登録者のうち専門分野が検索キーワードに含まれる専門分野と一致す
る登録者」とした請求項２６記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項２８】
　　関係度数は数値であって、登録者同士の人間関係の連鎖が間接的になるに従って小さ
い値とした請求項２１乃至２７のいずれかに記載の人脈関係登録サーバ。
【請求項２９】
　　コンピュータを請求項２１乃至２８のいずれかに記載の人脈関係登録サーバとして機
能させることを特徴とする人脈関係登録プログラム。
【請求項３０】
　　登録者の端末と通信ネットワークを介して接続し、登録者の識別情報を含む当該登録
者の個人情報と当該登録者と他の登録者との人間関係の連鎖の程度を表す関係度数とを登
録者ごとに記憶している記憶手段を備えたサーバにより実行される方法であって、
　上記サーバが、第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の
第一のメッセージを第一の登録者の端末（以下、「第一の端末」という）から受信して第
二の登録者の端末（以下、「第二の端末」という）に送信すると共に、第二の登録者が第
一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信
して第一の端末に送信するステップと、
　上記サーバが、上記第一のメッセージと第二のメッセージを送信したときに、上記記憶
手段に記憶されている「第一の登録者」と「第二の登録者」との関係度数と、「第一の登
録者」と「第二の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数と、「第二の登
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録者」と「第一の登録者と人間関係の連鎖している登録者」との関係度数のそれぞれを更
新するステップと、
　上記サーバが、第二の端末から第一の登録者の識別情報を含む検索キーワードを受信し
、第一の登録者と人間関係の連鎖している登録者（以下、「第三の登録者」という）の個
人情報を上記記憶手段から検索し、検索した第三の登録者の個人情報を第二の端末に送信
するステップと、
を有してなることを特徴とする人脈関係登録方法。
【請求項３１】
　　コンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体であって、
　上記コンピュータプログラムは請求項９，１９，２９のいずれかに記載の人脈関係登録
プログラムであることを特徴とするコンピュータ読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、より広範で深い人間関係を結ぶための、人脈関係登録システム、人脈関係登録
方法とサーバ、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可
能な記録媒体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、職業等に関する様々な特定分野の専門家を知り、専門的知識や情報を得ようとする
場合に、効率的に知ることのできるシステム・方法はなかった。
また、より広範で深い人間関係を結ぶためには、一人一人の努力に頼るほかはなく、これ
を積極的にサポートするシステムは存在しなかった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、より広範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートする人脈関係登録シス
テム、人脈関係登録方法とサーバ、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録した
コンピュータ読取可能な記録媒体を提供することを目的とする。
本発明はまた、職業等に関する様々な特定分野の専門家を知り、専門的知識や情報を得よ
うとする場合に、人脈関係情報を作成し簡単かつ効率的に知ることのできるような人脈関
係登録システム、人脈関係登録方法とサーバ、人脈関係登録プログラムと当該プログラム
を記録したコンピュータ読取可能な記録媒体を提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明による人脈関係登録システムは、入力部を有する第１
の情報処理装置と、前記入力部から入力された複数の個人名を登録しその各個人情報を記
憶する第２の情報処理装置とを具備し、前記入力部から新規登録者を入力し登録する際に
既登録者の確認に基づいて登録が行われるとともに、その新規登録者が前記既登録者と関
連付けられて前記第２の情報処理装置に人脈関係情報の基礎データとして記憶されること
を特徴とする。
【０００５】
この人脈関係登録システムによれば、新規に登録する者は、既登録者の確認が必要なため
無制限に登録が行われずに人脈関係の信頼性を維持できるとともに、その既登録者と関連
付けられて記憶され、登録者同士の関係が他の登録者に分かり易くなる人脈関係情報を作
成することができる。各情報処理装置として、パーソナルコンピュータ（パソコン装置）
、サーバコンピュータ（サーバ）を使用することにより、多数の登録者による人脈関係情
報を簡単に作成することができる。
【０００６】
また、本発明による別の人脈関係登録システムは、インターネット通信回線に接続され、
入力部を有する第１の情報処理装置と、前記インターネット通信回線を介して前記第１の
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情報処理装置と接続可能であり、前記入力部から入力された複数の個人名を登録しその各
個人情報を記憶する第２の情報処理装置とを具備し、前記通信回線を介して前記第１の情
報処理装置の前記入力部で入力した新規登録者を登録する際に既登録者の確認に基づいて
登録が行われるとともに、その新規登録者が前記既登録者と関連付けられて前記第２の情
報処理装置に人脈関係情報の基礎データとして記憶されることを特徴とする。
【０００７】
この人脈関係登録システムによれば、第１の情報処理装置と第２の情報処理装置とを離れ
た場所に設置し、インターネット通信回線で接続するから、多数の人がどんな地域からで
もアクセスしまた登録を行うことができ、使用上極めて便利なシステムとなる。
【０００８】
上述の場合、前記新規登録者の登録の際に更にその新規登録者の確認に基づいて登録が行
われることにより、本人の確認に基づいて登録することができる。
【０００９】
また、前記新規登録者の登録の際にその新規登録者の職業に関する情報を記憶することが
好ましく、これにより、職業に関する様々な特定分野の専門家を知り、専門的知識や情報
を得ようとする場合に便利であり、人脈関係情報をビジネス遂行上の有効な一手段にでき
る。
【００１０】
また、特定の既登録者相互間の合意によって人間関係が結ばれたとき、合意した当人同士
の関係の程度を表す関係度数と、合意した当人と連鎖する既登録者との関係の程度を表す
関係度数とを記憶することが好ましい。この関係度数を高めるように登録者相互が積極的
に人間関係を結ぶことを促すことができるため、より広範でより深い人間関係を結ぶこと
に貢献し、個々人の社会的影響力の増大および社会的貢献度の増大に寄与することができ
る。
【００１１】
また、関係度数により、登録者同士の関係の程度を知ることができる。これにより、登録
者同士の関係の程度を客観的に知ることができる。
また、特定の既登録者相互間の合意は、メールの交換によって行われるようにするとよい
。例えば、通信ネットワークを通じて花メールを交換することによって相互に人間関係を
結ぶことができるようにしておけば、直接面識がなくても、当人同士で人間関係を結ぶこ
とができ、関係度数を高めることもできる。
【００１２】
また、前記第１の情報処理装置が前記複数の登録者及び前記各個人情報を表示する表示部
を有し、前記複数の登録者同士を関連付けた基礎データから前記人脈関係情報を前記表示
部に表示することにより、簡単に人脈関係情報を表示できる。この場合、前記第１の情報
処理装置の前記入力部で特定の登録者を指定し、その指定された特定の登録者と関連付け
られた登録者を前記特定の登録者とともに前記表示部に前記人脈関係情報を表示すること
が好ましい。
【００１３】
また、本発明による人脈関係登録方法は、インターネット通信回線に接続し、情報入力を
行う第１の情報処理ステップと、前記インターネット通信回線を介して、前記第１の情報
処理ステップで入力された複数の個人名を登録しその各個人情報を記憶する第２の情報処
理ステップとを含み、前記第２の情報入力ステップにおいて、前記通信回線を介して前記
第１の情報処理ステップで入力した新規登録者を登録する際に既登録者の確認に基づいて
登録を行うとともに、その新規登録者を前記既登録者と関連付けて人脈関係情報の基礎デ
ータとして記憶することを特徴とする。
【００１４】
上記人脈関係登録方法は、上述したインターネット通信回線を利用した人脈関係登録シス
テムに対応し、このシステムより実行でき、インターネット通信回線により使用が便利と
なる上述と同様の効果を得ることができる。
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【００１５】
この場合、前記新規登録者の登録の際に、更にその新規登録者の確認に基づいて登録を行
うことが好ましい。また、その新規登録者の職業や専門分野に関する情報を記憶すること
が好ましく、また、特定の既登録者相互間の合意によって人間関係が結ばれたとき、合意
した当人同士の関係の程度を表す関係度数と、合意した当人と連鎖する既登録者との関係
の程度を表す関係度数とを記憶することが好ましい。そして、特定の既登録者相互間の合
意は、メールの交換によって行われるようにすることが好ましい。
【００１６】
また、上述のように登録された人脈関係情報を使用する方法として、前記複数の登録者同
士を関連付けた基礎データから前記人脈関係情報を作成するステップと、前記複数の登録
者及び前記各個人情報を表示する表示ステップと、を更に含み、前記表示ステップで前記
人脈関係情報を表示することが好ましい。この場合、前記第１の情報処理ステップで特定
の登録者を指定し、その指定された特定の登録者と関連付けられた登録者を前記特定の登
録者とともに前記表示ステップで前記人脈関係情報を表示することが好ましい。
【００１７】
また、上述の人脈関係登録方法により登録された人脈関係情報の使用方法は、前記登録の
際に登録者に付与した識別コードを前記第１の情報入力ステップで入力し、この入力した
識別コードにより登録者であることが確認されたときに前記登録者及び各個人情報にアク
セスすることを許可することを特徴とする。これにより、各登録情報及び各個人情報の無
制限な流出を防止でき、各情報を保護可能となる。
【００１８】
また、別の人脈関係情報の使用方法として、上述のように登録された前記特定の職業及び
／または専門分野を指定し、その指定された特定の職業及び／または専門分野と関連する
登録者を表示することができ、これにより、特定の職業または専門分野の登録者を人脈関
係情報から検索し、表示させることができるので、特定の職業または専門分野の人を捜す
のに便利である。
【００１９】
また、別の人脈関係情報の使用方法は、上述のように登録者同士の関係度数を記憶させた
場合における、人脈関係登録方法により登録された登録者及び記憶された各個人情報を使
用する方法であって、前記第１の情報処理ステップで特定の登録者を指定し、その指定さ
れた特定の登録者と関連付けられた登録者を前記特定の登録者とともに前記表示ステップ
で前記人脈関係情報を表示するとともに、前記特定の登録者と前記関連付けられた登録者
との間の前記関係度数を表示することが好ましい。これによれば、登録者同士の関係が簡
単に分かり、また、登録者同士の関係の程度を簡単に知ることができる。そして、例えば
、上述のように検索した特定の職業や専門分野の登録者を、その登録者と関係する他の登
録者とともに表示することができる。この場合、前記特定の登録者と関連付けられた登録
者のうち前記関係度数が一定以上の登録者を表示することにより、特定の登録者に関する
一定関係以上の登録者を簡単に知ることができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による実施の形態の人脈関係登録システムについて図面を用いて説明する。
図１は、人脈関係登録システムを一般回線であるインターネット通信回線により構築した
例を示す概念図である。
【００２１】
図１に示すように、複数の登録者がそれぞれ保有する第１の情報処理装置であるパソコン
装置２、３は、第２の情報処理装置であるサーバ１とインターネット４を介して接続可能
である。なお、パソコン装置とは、パソコン本体、キーボードやマウス等の入力部、表示
部としてのディスプレイ、ＲＡＭ等のメモリ及びハードディスク等を含んだ概念であり、
サーバについても同様である。また、プリンタ装置と接続されて必要な情報を印刷し表示
することができる。
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【００２２】
サーバ１は、人脈関係登録システムを構築するためのＷｅｂサイトを提供し、多数の個人
名を登録し登録者として記憶しかつその登録者の個人情報を記憶するとともに、各登録者
及びその個人情報を検索するためのデータベース機能を備える。サーバ１が提供する人脈
関係登録システムを構築するためのＷｅｂサイトはインターネット上のアドレスを持って
いる。
【００２３】
一方、各登録者が所有するパソコン装置２、３は、そのハードディスク等の記憶装置にイ
ンターネットと接続するためにブラウザを格納しており、このブラウザを起動しアドレス
を指定することにより、サーバ１が提供する人脈関係登録システムのＷｅｂサイトと接続
可能となる。
【００２４】
インターネット４を介してサーバ１にパソコン装置２、３の入力部から登録情報を入力す
ることができ、また、必要な登録情報のキーワード等を入力し、サーバ１において検索す
ることができる。これらの登録情報はパソコン装置２、３のディスプレイに表示すること
ができる。
【００２５】
次に、図１の人脈関係登録システムの使用について図１～図７を参照して説明する。図２
はこの人脈関係登録システムにより作成できる人脈関係情報としての人脈関係図を概念的
に示す図であり、図３は図１のサーバが提供する人脈関係登録システムのＷｅｂサイトの
ホームページ画面の例を示す図、図４は人脈関係登録システムで新規登録する場合のＷｅ
ｂページ画面の例を示す図であり、図５は新規登録時に紹介者がその新規登録者を確認す
る場合のＷｅｂページ画面の例を示す図であり、図６は人脈関係登録システムで検索する
場合のＷｅｂページ画面の例を示す図であり、図７は図６で検索した検索結果を表示する
Ｗｅｂページ画面の例を示す図である。
【００２６】
最初に、図１の人脈関係登録システムにおいて新規に登録者を登録する場合について図３
及び図４により説明する。ここで、説明の便宜上、この人脈関係登録システムにおいて図
１のパソコン装置２の保有者Ａが既登録者であり、パソコン装置３の保有者Ｂが既登録者
Ａにより紹介されて新たに登録する新規登録者とする。
【００２７】
新規登録者Ｂが、自ら登録する場合には、パソコン装置３のブラウザを起動し、人脈関係
登録システムのＷｅｂサイトのアドレスを指定し、インターネット４を介してサーバ１に
接続すると、サーバ１からの受信により図３のような人脈関係登録のホームページの画面
２１がパソコン装置３のディスプレイに表示される。そして、この画面２１の新規登録ボ
タン２５をクリックすると、その信号がサーバ１に送信され、次にサーバ１からの受信に
より図４のような新規登録のＷｅｂページの画面３１が表示される。
図３において、符号２２は識別コード入力欄、２３はパスワード入力欄をそれぞれ示して
いる。これら識別コード入力欄２２、パスワード入力欄２３は、既登録者がサーバ１と通
信を行う場合に入力するもので、これらを入力したあとＯＫボタン２４を押すことによっ
てサーバ１と通信可能となる。
【００２８】
図４の画面３１に従って新規登録者Ｂの名前３２、紹介者の名前３３、職業３４、住所３
５、電話番号３６、電子メールアドレス３７、専門分野３８、及びパスワード４０をそれ
ぞれの欄内に入力する。各入力データを確認してから、図４のＯＫボタン３９をクリック
すると、各入力データが図１のインターネット４を介してサーバ１に送信される。
【００２９】
次に、サーバ１から紹介者（既登録者）Ａのパソコン装置２に対し図５のような電子メー
ルが送信される。図５の確認用の画面４１には新規登録者Ｂの名前４２、職業４３、専門
分野４４等が各欄に表示されており、既登録者Ａはパソコン装置２でこれらのデータを確
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認して画面４１の確認ボタン４５をクリックすると、その確認信号がサーバ１に送られる
。サーバ１でこの確認信号を受信すると、新規登録者Ｂに関する図４の個人情報及びパス
ワードが紹介者（既登録者）Ａと関連付けられてサーバ１に登録され記憶される。なお、
入力する各個人情報の図４の例は、一例であって、更に、年齢、学歴、職歴、保有資格等
を加えてもよいし、また登録後に変更が生じた場合には、新たなデータを入力してサーバ
１に更新登録するようにできる。
【００３０】
また、紹介者（既登録者）Ａが新規登録者Ｂの登録を行うようにしてもよい。例えば、紹
介者（既登録者）Ａがパソコン装置２で図４のような各データを入力してからサーバ１に
送信し、その後、そのデータが電子メールでサーバ１から新規登録者Ｂのパソコン装置３
に送信され、新規登録者Ｂがこのデータを確認し、確認信号をサーバ１に送ることにより
、上述と同様に新規登録者Ｂの登録が行われるようにしてもよい。
あるいはサーバ１が、紹介者（既登録者）Ａから新規登録者Ｂのメールアドレスを受付け
ることで、個人情報の登録を促す電子メールを新規登録者Ｂに対して送信するようにして
もよい。すなわちサーバ１は、当該電子メールを受信した新規登録者Ｂから個人情報を受
付けると、受付けた新規登録者Ｂの個人情報を、例えば紹介者（既登録者）Ａの氏名と共
に登録し記憶する。
【００３１】
以上のようにして、既登録者の確認に基づき新規登録者の登録が行われることにより、新
規登録者と紹介者（既登録者）とが関連付けられて記憶される。サーバ１は、この関係を
基礎データとして後述のように人脈関係情報、人脈関係図を作成することができる。なお
、この登録の際に、登録者毎に識別コード（ＩＤ　Ｎｏ．）が付与される。
【００３２】
上記のようにしてサーバ１に登録されたあと、登録者は、別の登録者との間で人間関係を
結び、人間関係の程度を表す関係度数を獲得することができる。人間関係を結ぶためには
、特定の登録者に例えば花メールを送る。花メールとは、特定の登録者のことを尊敬して
いるとか、賞賛しているというように相手を認めて人間関係を結びたいという内容のメー
ルで、これを例えばサーバ１経由の電子メールで送信する。花メールを受けた相手方が、
花メールの送信者を同様に認めて人間関係を結ぶことに合意すれば、ここにおいて初めて
人間関係が結ばれ、関係度数を獲得することができる。あとで詳細に説明するように、人
間関係を結んだもの同士の関係度数がもっとも大きく、連鎖する人間関係が間接的になる
にしたがって関係度数は小さくなる。この関係度数により登録者同士間の関係の程度を客
観的に知ることができる。
【００３３】
次に、上述のようにして作成された人脈関係登録システムの使用について説明する。図１
のような人脈関係登録システムは、作成された人脈関係図の使用システムを兼ねている。
【００３４】
サーバ１では、上述のような登録者同士を関連付けて登録した登録情報を基礎データとし
、登録者同士で例えば花メールを交換し、人間関係を結ぶことに合意することにより、図
２のような人脈関係図を人脈関係情報として作成し、パソコン装置３に送信し、表示させ
ることができる。図２に示す１１～２０の各符号は、登録者を表し、実線で結ばれている
登録者同士が、例えば花メールの交換によって人間関係を結ぶことに合意することにより
、互いに関連付けられている。このような人脈関係図により、登録者同士の関係を知るこ
とができる。なお、図２において実線で結ばれている登録者同士の相互間の関係度数を併
せてその人脈関係図に表示してもよい。
【００３５】
この場合、登録者同士の相互間の関係度数は、登録者同士で新たな人間関係が結ばれる毎
に更新され、サーバ１に最新のものが更新登録されるように構成されている。これにより
、登録者同士の関係が登録後に変化した場合でも最新の関係を知ることができ、便利であ
る。
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【００３６】
図２の人脈関係図において、登録者１３と関連付けられた複数の登録者１１、１４、１５
、１６、１８を表示し、これらの登録者とそれぞれ更に関連付けられた登録者１２、１７
、１９、２０を表示するようにできる。また、この表示の際、一定の関係度数以上の登録
者をすべて表示するようにしてもよい。また、各登録者の職業や専門分野を表示するよう
にしてもよい。
【００３７】
次に、より具体的な使用について図３、図６、図７により説明する。例えば、図１におい
て登録者Ｂがパソコン装置３のブラウザを起動し、インターネット４を介してサーバ１と
接続する。そして、図３のホームページ画面２１を表示し、パソコン装置３の入力部から
自分の識別コード（ＩＤ　Ｎｏ．）を欄２２に、及びパスワードを欄２３に入力し、ＯＫ
ボタン２４をクリックする。この入力情報がサーバ１に送信され、識別コード（ＩＤ　Ｎ
ｏ．）とパスワードとの一致を確認したら、サーバ１はパソコン装置３に送信し、図６の
ようなＷｅｂページの検索画面５７を表示する。
なお、サーバ１に入力する登録者の識別コードは、サーバ１が付与したものの他に、例え
ば、登録者自身のメールアドレスを用いるようにしてもよい。
【００３８】
図６の検索画面５７で、例えば図２の特定の登録者１３の人脈関係を知りたい場合には、
その登録者をパソコン装置３の入力部から欄５２～５５に入力し、検索ボタン５６をクリ
ックし、サーバ１に送信すると、サーバ１が登録の人脈関係情報を検索し、図７のような
検索結果の画面６１をパソコン装置３に表示することができる。画面６１には、例えば欄
６２に表示された特定の登録者１３の人脈として、各欄６３、６４、６５、６６、６７に
登録者１１、１５、１８、１２、１７、・・・が表示され、各欄７０にその職業が、各欄
７１にその関係度数がそれぞれ表示される。なお、この場合、関係度数が一定以上の登録
者だけを表示するようにしてもよい。また、図６の検索画面５７で検索のキーワードを欄
５２～５５に複数入力することができる。また、図７の画面６１には専門分野等を表示す
るようにしてもよい。
【００３９】
また、図６の検索画面で、例えば、特定の職業や専門分野の登録者等を検索したい場合に
は、その職業または専門分野等のキーワードを複数の欄５２，５３，５４，５５に入力し
サーバ１に送信することにより検索でき、その結果をパソコン装置に表示することができ
る。なお、６３～６７をダブルクリックすると、その登録者の個人情報が表示されるよう
にしてもよい。
さらには、検索のキーワードとして関係度数を用いるようにしてもよい。すなわち、特定
の登録者（検索する登録者自身の場合もある）と、所定の関係度数で関連付けられた登録
者を検索できるようにしてもよい。
【００４０】
以上のように、人脈関係図とともに登録者の職業や専門分野を表示することにより、職業
に関する様々な特定分野の専門家を知ることができため、ビジネス上必要な専門的知識や
情報を得ようとする場合に便利である。このように人脈関係図をビジネス遂行上の有効な
一手段にできる。
【００４１】
また、登録者同士の関係度数を表示することにより、例えば人脈関係図には載っているが
、ある登録者と直接に関係が形成されていない場合に、その登録者に対する適切な紹介者
（別の登録者）を知ることができる。
【００４２】
ここで、以上説明した関係度数について、以下、具体例を挙げて説明する。
図８は、人脈関係情報として作成された人脈関係図の例であり、（ａ）（ｂ）（ｃ）の順
に、登録者間の関係が変化する、つまり登録者間の関係度数が変化する様子を示している
。すなわち登録者間の人脈が、（ａ）の状態から（ｂ）の状態に変化し、さらに（ｃ）の
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状態に変化していく。ここで、図中の符号Ｍ，Ｉ，Ｄ，Ｓ，Ｎは登録者の氏名を示し、人
間関係を結んだ登録者同士を実線で結んで示す。
【００４３】
図８（ａ）は、登録者Ｍ，Ｉ，Ｄ，Ｓの関連付けの様子を示し、登録者Ｍは、登録者Ｉと
は「直接的に」関連付けられ、登録者Ｄ，Ｓとは「間接的に」関連付けられていることを
示す。ここで「直接的に」とは、登録者Ｍが登録者Ｉと例えば花メールを交換して人間関
係を結んでおり、「間接的に」とは、登録者Ｍが登録者Ｄ，Ｓとは人間関係を結んでいな
いことを示す。つまり、登録者Ｍは、登録者Ｄ、Ｓとは、登録者Ｉを介して関連付けられ
ている。
図８（ｂ）は、登録者Ｍと登録者Ｄが、直接的に関連付けられた様子を示す。すなわち登
録者Ｍが、登録者Ｄと例えば花メールを交換して人間関係を結んだ状態となったことを示
す。
図８（ｃ）は、登録者Ｍ，Ｄ，Ｓと人間関係を結んでいない登録者Ｎが、登録者Ｉと例え
ば花メールを交換して人間関係を結んだことで、新たに登録者Ｉ，Ｍ，Ｄ，Ｓと関連付け
られている様子を示す。
【００４４】
図９は、サーバ１内に記憶されている登録者間の関係度数の例を示す。図９（ａ）（ｂ）
（ｃ）は、それぞれ図８（ａ）（ｂ）（ｃ）に対応し、図９中のＩＤ－Ｍ，ＩＤ－Ｉ，Ｉ
Ｄ－Ｄ，ＩＤ－Ｓ，ＩＤ－Ｎは、それぞれ登録者Ｍ，Ｉ，Ｄ，Ｓ，Ｎの識別コードを示す
。つまり、図９（ａ）（ｂ）（ｃ）に示す表において、各行は登録者ごとの各登録者との
関係度数を示している。
ここで関係度数は、人間関係を結んだ登録者同士の関係度数を最も大きい「１．０」とし
、以降、登録者同士の関係の程度が小さくなる（登録者同士の途中に介在する登録者の数
が多くなる）にしたがって、関係度数は小さくなる（半減する）。すなわち、人間関係を
結んだ（直接的に関連付けられた）登録者同士の関係度数を「１．０」、共通の登録者を
介して関連付けられた登録者同士の関係度数を「０．５」、直接的に関連付けられた登録
者の一方とのみ直接的に関連付けられた登録者同士の関係度数を「０．２５」としている
。
【００４５】
つまり図９（ａ）に示すように、図８（ａ）の状態における登録者Ｍの各登録者との関係
度数は、人間関係を結んだ登録者Ｉとの関係度数が「１．０」、登録者Ｉと人間関係を結
んだ登録者Ｄとの関係度数が「０．５」、登録者Ｉとは人間関係を結んでいないが登録者
Ｄと人間関係を結んでいる登録者Ｓとの関係度数が「０．２５」となっている。
ここで図９（ｂ）に示すように、登録者Ｍが、登録者Ｄと人間関係を結んだ（例えば花メ
ールを交換した）図８（ｂ）の状態における登録者Ｍの各登録者との関係度数は、登録者
Ｄとの関係度数が「１．０」に変化し、その結果、登録者Ｄと人間関係を結んでいる登録
者Ｓとの関係度数は「０．５」に変化する。なお、すでに人間関係を結んでいる登録者Ｉ
との関係度数は「１．０」のまま変化しない。
また図９（ｃ）に示すように、登録者Ｎが新たに関連付けられた図８（ｃ）の状態におけ
る登録者Ｎの各登録者との関係度数は、人間関係を結んでいる登録者Ｉとの関係度数が「
１．０」、登録者Ｉを介して登録者Ｄ，Ｍとの関係度数が「０．５」、登録者Ｉ，Ｄを介
して登録者Ｓとの関係度数が「０．２５」となる。
【００４６】
以上説明したように、関係度数の大小により、登録者同士間の関係の程度を客観的に知る
ことができる。ここで、図８（ａ）の状態において、登録者Ｓが、専門分野「法律」をキ
ーワードとした場合を例として登録者の検索について説明する。
【００４７】
図１０は、サーバ１内に記憶された登録者Ｍ，Ｉ，Ｄ，Ｓの個人情報の例を示す。登録者
Ｓからキーワード「法律」を受付けたサーバ１は、図１０に示す個人情報より、専門分野
が「法律」の登録者として登録者Ｍ，Ｉを検索して出力する。その際、図９（ａ）に示す
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関係度数より、登録者Ｓと登録者Ｍ，Ｉとの関係度数を併せて出力するようにしてもよい
。関係度数により、検索を実施した登録者Ｓに、自分自身と関係の程度が高い登録者を確
認させることができる。なおサーバ１は、検索結果として、図８（ａ）に示す登録者Ｓと
登録者Ｍ，Ｉとの人脈関係図を出力するようにしてもよい。人脈関係図により、検索を実
施した登録者Ｓに、自分自身と検索された登録者Ｍ，Ｉとの関連付けを確認させることが
でき、例えば、登録者Ｉとは、互いが共通に人間関係を結んでいる登録者Ｄを介してコン
タクトを取るとよいことを確認させることができる。
【００４８】
なお、以上説明した本発明にかかる人脈関係登録方法を実現するためのコンピュータプロ
グラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体を用いれば、サーバ１以外の図示しな
いコンピュータをサーバ１と同様に機能させることができる。すなわち、サーバ１で動作
する本発明にかかる人脈関係登録方法を実現するコンピュータプログラムをＣＤ－ＲＯＭ
などのコンピュータ読取可能な記録媒体に記録しておき、図示しないコンピュータに当該
記録媒体に記録されたコンピュータプログラムを読取らせて実行させることで、当該コン
ピュータをサーバ１と同様に機能させることができる。
【００４９】
以上のように本発明を実施の形態により説明したが、本発明はこれらに限定されるもので
はなく、本発明の技術的思想の範囲内で各種の変形が可能である。例えば、本実施の形態
ではパソコン装置とサーバとをインターネットを介して接続するようにしたが、サーバと
複数のパソコン装置とをＬＡＮ等の専用回線で接続するようにしてもよい。また、図示し
たホームページ、Ｗｅｂページの各画面は、一例であって、他の別な表示形態があること
は勿論である。
【００５０】
【発明の効果】
本発明によれば、職業等に関する様々な特定分野の専門家を知り、専門的知識や情報を得
ようとする場合に、人脈関係情報を作成し簡単かつ効率的に知ることができる。
また本発明によれば、登録者相互間の合意によって人間関係が結ばれたときにはじめて登
録者相互間の関係度数を獲得することができるため、より広範で深い人間関係を結ぶこと
を積極的にサポートすることができる。
さらに本発明によれば、登録者を検索した場合に、検索した登録者と検索された登録者の
相互の関係の程度を表す関係度数も提示することで、検索した登録者は、検索された登録
者の中から自分と関係の程度の高い登録者を選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による実施の形態の人脈関係登録システムを一般回線（インターネット）
により構築した例を示す概念図である。
【図２】本発明による実施の形態の人脈関係登録システムにより作成できる人脈関係情報
としての人脈関係図を概念的に示す図である。
【図３】図１のサーバが提供する人脈関係登録システムのＷｅｂサイトのホームページ画
面の例を示す図である。
【図４】人脈関係登録システムで新規登録する場合のＷｅｂページ画面の例を示す図であ
る。
【図５】新規登録時に紹介者がその新規登録者を確認する場合のＷｅｂページ画面の例を
示す図である。
【図６】人脈関係登録システムで検索する場合のＷｅｂページ画面の例を示す図である。
【図７】図６で検索した検索結果を表示するＷｅｂページ画面の例を示す図である。
【図８】本発明による実施の形態の人脈関係登録システムにより作成できる人脈関係情報
としての人脈関係図を概念的に示す別の図である。
【図９】サーバ１内に記憶される登録者同士の関係度数の例を示す図である。
【図１０】サーバ１内に記憶される登録者の個人情報の例を示す図である。
【符号の説明】
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２、３　　　　　　　　第１の情報処理装置であるパソコン装置
１　　　　　　　　　　第２の情報処理装置であるサーバ
４　　　　　　　　　　インターネット

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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