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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体に記録されている画像の中から、ユーザによる複数の画像の選択を受け付ける
画像選択受付手段と、
　前記画像選択受付手段によって選択を受け付けた前記複数の画像を配置した表示用画像
を生成する表示用画像生成手段と、
　前記表示用画像生成手段によって生成された前記表示用画像を一意に特定するための識
別情報を発行する識別情報発行手段と、
　前記表示用画像と前記識別情報とを関連付けて記録する識別情報記録手段と、
　前記識別情報発行手段によって発行された前記識別情報を用いて、前記表示用画像をＷ
ＥＢページに表示するためのソースコードを生成するソースコード生成手段と、
　前記ソースコード生成手段によって生成された前記ソースコードを出力するソースコー
ド出力手段と、
　前記画像選択受付手段によって選択を受け付けた前記複数の画像のそれぞれに対して、
各画像に含まれる被写体に関連する関連画像の指定を受け付ける関連画像指定受付手段と
、
　前記画像と前記関連画像指定受付手段で指定を受け付けた前記関連画像とを関連付ける
ための関連付け情報を記録する関連付け情報記録手段とを備えることを特徴とする情報提
供システム。
【請求項２】
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　請求項１に記載の情報提供システムにおいて、
　前記関連画像に対して、被写体に関する情報が掲載されたＷＥＢページへのリンク情報
の指定を受け付けるリンク情報指定受付手段と、
　前記リンク情報指定受付手段によって前記リンク情報の指定を受け付けた前記関連画像
と、指定された前記リンク情報とを関連付けたリンク関連付け情報を記録するリンク関連
付け情報記録手段とをさらに備えることを特徴とする情報提供システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の情報提供システムにおいて、
　前記画像は、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投稿された投稿画像
を含み、
　ユーザからの指示に基づいて、前記投稿画像の投稿者に対して、前記投稿画像の利用許
諾を求めるためのメッセージを送信するメッセージ送信手段と、
　前記メッセージ送信手段によってメッセージが送信された前記投稿者から、前記投稿画
像に対する利用許諾があったか否かを判断する判断手段とをさらに備え、
　前記画像選択受付手段は、前記判断手段によって利用が許諾されたと判断された前記投
稿画像の中から、ユーザによる前記投稿画像の選択を受け付けることを特徴とする情報提
供システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報提供システムにおいて、
　前記記憶媒体に記録されている前記投稿画像と、その投稿画像の利用が許諾されている
かを示す情報とを関連付けて表示する投稿画像表示手段をさらに備えることを特徴とする
情報提供システム。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の情報提供システムにおいて、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投稿された投稿画像を取得す
る投稿画像取得手段と、
　前記投稿画像取得手段によって取得された前記投稿画像を前記記憶媒体に記録する投稿
画像記録手段とをさらに備え、
　前記投稿画像取得手段は、前記ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投
稿された前記投稿画像を取得するためのアプリケーションプログラミングインターフェー
スを用いて前記投稿画像を取得することを特徴とする情報提供システム。
【請求項６】
　画像を記録して管理する記録装置と、前記記録装置に記録されている画像を閲覧する閲
覧者が所持する閲覧者端末と、前記記録装置に記録されている前記画像を前記閲覧者に公
開する公開者が所持する公開者端末とを通信回線を介して接続した情報提供システムであ
って、
　前記記録装置は、
　記憶媒体に記録されている画像の中から、前記公開者端末を操作する前記公開者による
複数の画像の選択を受け付ける画像選択受付手段と、
　前記画像選択受付手段によって選択を受け付けた前記複数の画像を配置した表示用画像
を生成する表示用画像生成手段と、
　前記表示用画像生成手段によって生成された前記表示用画像を一意に特定するための識
別情報を発行する識別情報発行手段と、
　前記表示用画像と前記識別情報とを関連付けて前記記憶媒体に記録する識別情報記録手
段と、
　前記識別情報発行手段によって発行された前記識別情報を用いて、前記表示用画像をＷ
ＥＢページに表示するためのソースコードを生成するソースコード生成手段と、
　前記ソースコード生成手段によって生成された前記ソースコードを前記公開者端末へ送
信して出力するソースコード出力手段と、
　前記画像選択受付手段によって選択を受け付けた前記複数の画像のそれぞれに対して、
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各画像に含まれる被写体に関連する関連画像の指定を受け付ける関連画像指定受付手段と
、
　前記画像と前記関連画像指定受付手段で指定を受け付けた前記関連画像とを関連付ける
ための関連付け情報を前記記憶媒体に記録する関連付け情報記録手段とを備え、
　前記公開者端末は、
　前記記録装置から受信した前記ソースコードを表示装置に表示するソースコード表示手
段を備え、
　前記閲覧者端末は、
　前記閲覧者からの指示に基づいて、前記ソースコードが埋め込まれたＷＥＢページを読
み込む読み込み手段と、
　前記ソースコード内の前記識別情報に基づいて、前記記録装置から前記表示用画像を取
得して、取得した表示用画像をＷＥＢページ内の所定位置に配置して表示するＷＥＢペー
ジ表示手段と、
　前記閲覧者によって、前記表示用画像に含まれるいずれかの前記画像が選択されたとき
に、前記関連付け情報を参照して、選択された前記画像に関連する関連画像を特定する関
連画像特定手段と、
　前記関連画像特定手段によって特定された前記関連画像を前記記録装置から取得して表
示する関連画像表示手段とを備えることを特徴とする情報提供システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の情報提供システムにおいて、
　前記記録装置は、
　前記関連画像に対して、被写体に関する情報が掲載されたＷＥＢページへのリンク情報
の指定を受け付けるリンク情報指定受付手段と、
　前記リンク情報指定受付手段によって前記リンク情報の指定を受け付けた前記関連画像
と、指定された前記リンク情報とを関連付けたリンク関連付け情報を前記記憶媒体に記録
するリンク関連付け情報記録手段とをさらに備え、
　前記閲覧者端末は、
　前記閲覧者によって、前記関連画像表示手段によって表示された前記関連画像が選択さ
れたときに、前記リンク関連付け情報を参照して、選択された前記関連画像に対して指定
された前記リンク情報を特定するリンク情報特定手段と、
　前記リンク情報特定手段によって特定された前記リンク情報に基づいて、リンク先のＷ
Ｅページにアクセスするリンク先アクセス手段とをさらに備えることを特徴とする情報提
供システム。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の情報提供システムにおいて、
　前記画像は、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投稿された投稿画像
を含み、
　前記記録装置は、
　ユーザからの指示に基づいて、前記投稿画像の投稿者に対して、前記投稿画像の利用許
諾を求めるためのメッセージを送信するメッセージ送信手段と、
　前記メッセージ送信手段によってメッセージが送信された前記投稿者から、前記投稿画
像に対する利用許諾があったか否かを判断する判断手段とをさらに備え、
　前記画像選択受付手段は、前記判断手段によって利用が許諾された判断された前記投稿
画像の中から、ユーザによる前記投稿画像の選択を受け付けることを特徴とする情報提供
システム。
【請求項９】
　請求項８に記載の情報提供システムにおいて、
　前記記録装置は、
　前記投稿画像と、その投稿画像の利用が許諾されているかを示す情報とを関連付けた許
諾情報を前記記憶媒体に記録する許諾情報記録手段をさらに備え、
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　前記公開者端末は、
　前記許諾情報に基づいて、前記投稿画像と、その投稿画像の利用が許諾されているかを
示す情報とを表示装置に表示する許諾情報表示手段をさらに備えることを特徴とする情報
提供システム。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の情報提供システムにおいて、
　前記記録装置は、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投稿された投稿画像を取得す
る投稿画像取得手段と、
　前記投稿画像取得手段によって取得された前記投稿画像を前記記憶媒体に記録する投稿
画像記録手段とをさらに備え、
　前記投稿画像取得手段は、前記ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投
稿された前記投稿画像を取得するためのアプリケーションプログラミングインターフェー
スを用いて前記投稿画像を取得することを特徴とする情報提供システム。
【請求項１１】
　記憶媒体に記録されている動画の中から、ユーザによる複数の動画の選択を受け付ける
動画選択受付手段と、
　前記動画選択受付手段によって選択を受け付けた前記複数の動画から抽出された画像を
配置した表示用画像を生成する表示用画像生成手段と、
　前記表示用画像生成手段によって生成された前記表示用画像を一意に特定するための識
別情報を発行する識別情報発行手段と、
　前記表示用画像と前記識別情報とを関連付けて記録する識別情報記録手段と、
　前記識別情報発行手段によって発行された前記識別情報を用いて、前記表示用画像をＷ
ＥＢページに表示するためのソースコードを生成するソースコード生成手段と、
　前記ソースコード生成手段によって生成された前記ソースコードを出力するソースコー
ド出力手段と、
　前記動画選択受付手段によって選択を受け付けた前記複数の動画のそれぞれに対して、
各動画に含まれる被写体に関連する関連画像の指定を受け付ける関連画像指定受付手段と
、
　前記動画と前記関連画像指定受付手段で指定を受け付けた前記関連画像とを関連付ける
ための関連付け情報を記録する関連付け情報記録手段とを備えることを特徴とする情報提
供システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の情報提供システムにおいて、
　前記関連画像に対して、被写体に関する情報が掲載されたＷＥＢページへのリンク情報
の指定を受け付けるリンク情報指定受付手段と、
　前記リンク情報指定受付手段によって前記リンク情報の指定を受け付けた前記関連画像
と、指定された前記リンク情報とを関連付けたリンク関連付け情報を記録するリンク関連
付け情報記録手段とをさらに備えることを特徴とする情報提供システム。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の情報提供システムにおいて、
　前記動画は、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投稿された投稿動画
を含み、
　ユーザからの指示に基づいて、前記投稿動画の投稿者に対して、前記投稿動画の利用許
諾を求めるためのメッセージを送信するメッセージ送信手段と、
　前記メッセージ送信手段によってメッセージが送信された前記投稿者から、前記投稿動
画に対する利用許諾があったか否かを判断する判断手段とをさらに備え、
　前記動画選択受付手段は、前記判断手段によって利用が許諾されたと判断された前記投
稿動画の中から、ユーザによる前記投稿動画の選択を受け付けることを特徴とする情報提
供システム。
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【請求項１４】
　請求項１３に記載の情報提供システムにおいて、
　前記記憶媒体に記録されている前記投稿動画と、その投稿動画の利用が許諾されている
かを示す情報とを関連付けて表示する投稿動画表示手段をさらに備えることを特徴とする
情報提供システム。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の情報提供システムにおいて、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投稿された投稿動画を取得す
る投稿動画取得手段と、
　前記投稿動画取得手段によって取得された前記投稿動画を前記記憶媒体に記録する投稿
動画記録手段とをさらに備え、
　前記投稿動画取得手段は、前記ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投
稿された前記投稿動画を取得するためのアプリケーションプログラミングインターフェー
スを用いて前記投稿動画を取得することを特徴とする情報提供システム。
【請求項１６】
　動画を記録して管理する記録装置と、前記記録装置に記録されている動画を閲覧する閲
覧者が所持する閲覧者端末と、前記記録装置に記録されている前記動画を前記閲覧者に公
開する公開者が所持する公開者端末とを通信回線を介して接続した情報提供システムであ
って、
　前記記録装置は、
　記憶媒体に記録されている動画の中から、前記公開者端末を操作する前記公開者による
複数の動画の選択を受け付ける動画選択受付手段と、
　前記動画選択受付手段によって選択を受け付けた前記複数の動画から抽出された画像を
配置した表示用画像を生成する表示用画像生成手段と、
　前記表示用画像生成手段によって生成された前記表示用画像を一意に特定するための識
別情報を発行する識別情報発行手段と、
　前記表示用画像と前記識別情報とを関連付けて前記記憶媒体に記録する識別情報記録手
段と、
　前記識別情報発行手段によって発行された前記識別情報を用いて、前記表示用画像をＷ
ＥＢページに表示するためのソースコードを生成するソースコード生成手段と、
　前記ソースコード生成手段によって生成された前記ソースコードを前記公開者端末へ送
信して出力するソースコード出力手段と、
　前記動画選択受付手段によって選択を受け付けた前記複数の動画のそれぞれに対して、
各動画に含まれる被写体に関連する関連画像の指定を受け付ける関連画像指定受付手段と
、
　前記動画と前記関連画像指定受付手段で指定を受け付けた前記関連画像とを関連付ける
ための関連付け情報を前記記憶媒体に記録する関連付け情報記録手段とを備え、
　前記公開者端末は、
　前記記録装置から受信した前記ソースコードを表示装置に表示するソースコード表示手
段を備え、
　前記閲覧者端末は、
　前記閲覧者からの指示に基づいて、前記ソースコードが埋め込まれたＷＥＢページを読
み込む読み込み手段と、
　前記ソースコード内の前記識別情報に基づいて、前記記録装置から前記表示用画像を取
得して、取得した表示用画像をＷＥＢページ内の所定位置に配置して表示するＷＥＢペー
ジ表示手段と、
　前記閲覧者によって、前記表示用画像に含まれるいずれかの前記画像が選択されたとき
に、前記関連付け情報を参照して、選択された前記画像に関連する関連画像を特定する関
連画像特定手段と、
　前記関連画像特定手段によって特定された前記関連画像を前記記録装置から取得して表
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示する関連画像表示手段とを備えることを特徴とする情報提供システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の情報提供システムにおいて、
　前記記録装置は、
　前記関連画像に対して、被写体に関する情報が掲載されたＷＥＢページへのリンク情報
の指定を受け付けるリンク情報指定受付手段と、
　前記リンク情報指定受付手段によって前記リンク情報の指定を受け付けた前記関連画像
と、指定された前記リンク情報とを関連付けたリンク関連付け情報を前記記憶媒体に記録
するリンク関連付け情報記録手段とをさらに備え、
　前記閲覧者端末は、
　前記閲覧者によって、前記関連画像表示手段によって表示された前記関連画像が選択さ
れたときに、前記リンク関連付け情報を参照して、選択された前記関連画像に対して指定
された前記リンク情報を特定するリンク情報特定手段と、
　前記リンク情報特定手段によって特定された前記リンク情報に基づいて、リンク先のＷ
Ｅページにアクセスするリンク先アクセス手段とをさらに備えることを特徴とする情報提
供システム。
【請求項１８】
　請求項１６または１７に記載の情報提供システムにおいて、
　前記動画は、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投稿された投稿動画
を含み、
　前記記録装置は、
　ユーザからの指示に基づいて、前記投稿動画の投稿者に対して、前記投稿動画の利用許
諾を求めるためのメッセージを送信するメッセージ送信手段と、
　前記メッセージ送信手段によってメッセージが送信された前記投稿者から、前記投稿動
画に対する利用許諾があったか否かを判断する判断手段とをさらに備え、
　前記動画選択受付手段は、前記判断手段によって利用が許諾された判断された前記投稿
動画の中から、ユーザによる前記投稿動画の選択を受け付けることを特徴とする情報提供
システム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の情報提供システムにおいて、
　前記記録装置は、
　前記投稿動画と、その投稿動画の利用が許諾されているかを示す情報とを関連付けた許
諾情報を前記記憶媒体に記録する許諾情報記録手段をさらに備え、
　前記公開者端末は、
　前記許諾情報に基づいて、前記投稿動画と、その投稿動画の利用が許諾されているかを
示す情報とを表示装置に表示する許諾情報表示手段をさらに備えることを特徴とする情報
提供システム。
【請求項２０】
　請求項１８または１９に記載の情報提供システムにおいて、
　前記記録装置は、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投稿された投稿動画を取得す
る投稿動画取得手段と、
　前記投稿動画取得手段によって取得された前記投稿動画を前記記憶媒体に記録する投稿
動画記録手段とをさらに備え、
　前記投稿動画取得手段は、前記ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して投
稿された前記投稿動画を取得するためのアプリケーションプログラミングインターフェー
スを用いて前記投稿動画を取得することを特徴とする情報提供システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、情報提供システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　次のような情報処理システムが知られている。この情報処理システムでは、ユーザの店
舗への来店履歴をＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を通じて自動投稿
することにより、店舗は、積極的な宣伝広告を行わなくても、宣伝広告効果を得ることが
できる（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－８１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の情報処理システムのように、ＳＮＳを活用した宣伝広告は広く行われている。例
えば、商品を扱う店舗では、店舗で販売する商品の画像をＳＮＳに投稿することにより、
ＳＮＳを利用する消費者に対して、商品の宣伝を行うことがある。この場合、複数の画像
を投稿して宣伝効果の向上を狙うことも考えられるが、対象となる消費者はＳＮＳを閲覧
するユーザに限られてしまう。ＳＮＳに投稿した複数の画像を自社サイトや商品の販売サ
イトに掲載することができれば、さらなる宣伝効果が期待できるが、従来は、そのような
仕組みについては、何ら検討されていなかった。また、ＳＮＳに投稿した複数の動画につ
いても、自社サイトや商品の販売サイトに掲載することができれば、さらなる宣伝効果が
期待できるが、従来は、そのような仕組みについても、何ら検討されていなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明による情報提供システムは、記憶媒体に記録されている画像の中から、ユーザに
よる複数の画像の選択を受け付ける画像選択受付手段と、画像選択受付手段によって選択
を受け付けた複数の画像を配置した表示用画像を生成する表示用画像生成手段と、表示用
画像生成手段によって生成された表示用画像を一意に特定するための識別情報を発行する
識別情報発行手段と、表示用画像と識別情報とを関連付けて記録する識別情報記録手段と
、識別情報発行手段によって発行された識別情報を用いて、表示用画像をＷＥＢページに
表示するためのソースコードを生成するソースコード生成手段と、ソースコード生成手段
によって生成されたソースコードを出力するソースコード出力手段と、画像選択受付手段
によって選択を受け付けた複数の画像のそれぞれに対して、各画像に含まれる被写体に関
連する関連画像の指定を受け付ける関連画像指定受付手段と、画像と関連画像指定受付手
段で指定を受け付けた関連画像とを関連付けるための関連付け情報を記録する関連付け情
報記録手段とを備えることを特徴とする。
　本発明による情報提供システムはまた、画像を記録して管理する記録装置と、記録装置
に記録されている画像を閲覧する閲覧者が所持する閲覧者端末と、記録装置に記録されて
いる画像を閲覧者に公開する公開者が所持する公開者端末とを通信回線を介して接続した
情報提供システムであって、記録装置は、記憶媒体に記録されている画像の中から、公開
者端末を操作する公開者による複数の画像の選択を受け付ける画像選択受付手段と、画像
選択受付手段によって選択を受け付けた複数の画像を配置した表示用画像を生成する表示
用画像生成手段と、表示用画像生成手段によって生成された表示用画像を一意に特定する
ための識別情報を発行する識別情報発行手段と、表示用画像と識別情報とを関連付けて記
憶媒体に記録する識別情報記録手段と、識別情報発行手段によって発行された識別情報を
用いて、表示用画像をＷＥＢページに表示するためのソースコードを生成するソースコー
ド生成手段と、ソースコード生成手段によって生成されたソースコードを公開者端末へ送
信して出力するソースコード出力手段と、画像選択受付手段によって選択を受け付けた複
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数の画像のそれぞれに対して、各画像に含まれる被写体に関連する関連画像の指定を受け
付ける関連画像指定受付手段と、画像と関連画像指定受付手段で指定を受け付けた関連画
像とを関連付けるための関連付け情報を記憶媒体に記録する関連付け情報記録手段とを備
え、公開者端末は、記録装置から受信したソースコードを表示装置に表示するソースコー
ド表示手段を備え、閲覧者端末は、閲覧者からの指示に基づいて、ソースコードが埋め込
まれたＷＥＢページを読み込む読み込み手段と、ソースコード内の識別情報に基づいて、
記録装置から表示用画像を取得して、取得した表示用画像をＷＥＢページ内の所定位置に
配置して表示するＷＥＢページ表示手段と、閲覧者によって、表示用画像に含まれるいず
れかの画像が選択されたときに、関連付け情報を参照して、選択された画像に関連する関
連画像を特定する関連画像特定手段と、関連画像特定手段によって特定された関連画像を
記録装置から取得して表示する関連画像表示手段とを備えることを特徴とする。
　本発明による情報提供システムはまた、記憶媒体に記録されている動画の中から、ユー
ザによる複数の動画の選択を受け付ける動画選択受付手段と、動画選択受付手段によって
選択を受け付けた複数の動画から抽出された画像を配置した表示用画像を生成する表示用
画像生成手段と、表示用画像生成手段によって生成された表示用画像を一意に特定するた
めの識別情報を発行する識別情報発行手段と、表示用画像と識別情報とを関連付けて記録
する識別情報記録手段と、識別情報発行手段によって発行された識別情報を用いて、表示
用画像をＷＥＢページに表示するためのソースコードを生成するソースコード生成手段と
、ソースコード生成手段によって生成されたソースコードを出力するソースコード出力手
段と、動画選択受付手段によって選択を受け付けた複数の動画のそれぞれに対して、各動
画に含まれる被写体に関連する関連画像の指定を受け付ける関連画像指定受付手段と、動
画と関連画像指定受付手段で指定を受け付けた関連画像とを関連付けるための関連付け情
報を記録する関連付け情報記録手段とを備えることを特徴とする。
　本発明による情報提供システムはまた、動画を記録して管理する記録装置と、記録装置
に記録されている動画を閲覧する閲覧者が所持する閲覧者端末と、記録装置に記録されて
いる動画を閲覧者に公開する公開者が所持する公開者端末とを通信回線を介して接続した
情報提供システムであって、記録装置は、記憶媒体に記録されている動画の中から、公開
者端末を操作する公開者による複数の動画の選択を受け付ける動画選択受付手段と、動画
選択受付手段によって選択を受け付けた複数の動画から抽出された画像を配置した表示用
画像を生成する表示用画像生成手段と、表示用画像生成手段によって生成された表示用画
像を一意に特定するための識別情報を発行する識別情報発行手段と、表示用画像と識別情
報とを関連付けて記憶媒体に記録する識別情報記録手段と、識別情報発行手段によって発
行された識別情報を用いて、表示用画像をＷＥＢページに表示するためのソースコードを
生成するソースコード生成手段と、ソースコード生成手段によって生成されたソースコー
ドを公開者端末へ送信して出力するソースコード出力手段と、動画選択受付手段によって
選択を受け付けた複数の動画のそれぞれに対して、各動画に含まれる被写体に関連する関
連画像の指定を受け付ける関連画像指定受付手段と、動画と関連画像指定受付手段で指定
を受け付けた関連画像とを関連付けるための関連付け情報を記憶媒体に記録する関連付け
情報記録手段とを備え、公開者端末は、記録装置から受信したソースコードを表示装置に
表示するソースコード表示手段を備え、閲覧者端末は、閲覧者からの指示に基づいて、ソ
ースコードが埋め込まれたＷＥＢページを読み込む読み込み手段と、ソースコード内の識
別情報に基づいて、記録装置から表示用画像を取得して、取得した表示用画像をＷＥＢペ
ージ内の所定位置に配置して表示するＷＥＢページ表示手段と、閲覧者によって、表示用
画像に含まれるいずれかの画像が選択されたときに、関連付け情報を参照して、選択され
た画像に関連する関連画像を特定する関連画像特定手段と、関連画像特定手段によって特
定された関連画像を記録装置から取得して表示する関連画像表示手段とを備えることを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、複数の画像を配置した表示用画像を表示するためのソースコードを出
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力することができるので、ＷＥＢページのソースコードに、表示用画像を表示するための
ソースコードを埋め込むだけで、様々なＷＥＢページ上に、複数の画像を配置した表示用
画像を表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】情報提供システム１０の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】記録装置１００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図３】閲覧者端末２００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図４】公開者端末３００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図５】表示用画像の作成例を模式的に示した図である。
【図６】記録装置１００で実行される投稿画像取得処理の流れを示すフローチャート図で
ある。
【図７】記録装置１００で実行されるソースコード生成処理の流れを示すフローチャート
図である。
【図８】閲覧者端末２００で実行される画像閲覧処理の流れを示すフローチャート図であ
る。
【図９】公開者端末３００で実行される画像公開処理の流れを示すフローチャート図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
―第１の実施の形態―
　図１は、第１の実施の形態における情報提供システム１０の一実施の形態の構成を示す
ブロック図である。情報提供システム１０は、記録装置１００と、閲覧者端末２００と、
公開者端末３００で構成される。本実施の形態では、記録装置１００と閲覧者端末２００
、および記録装置１００と公開者端末３００は、例えばインターネットや携帯電話網等の
通信回線を介してそれぞれ接続される。なお、図１では、情報提供システム１０は、記録
装置１００、閲覧者端末２００、公開者端末３００とがそれぞれ１台ずつで構成される例
を示しているが情報提供システム１０の構成はこれに限定されない。
【０００９】
　図２は、本実施の形態における記録装置１００としてサーバ装置を用いた場合の一実施
の形態の構成を示すブロック図である。記録装置１００は、操作部材１０１と、接続イン
ターフェース１０２と、制御装置１０３と、記憶媒体１０４とを備えている。
【００１０】
　操作部材１０１は、記録装置１００の操作者によって操作される種々の装置、例えばキ
ーボードやマウスを含む。
【００１１】
　接続インターフェース１０２は、記録装置１００をインターネット等の通信回線に接続
するためのインターフェースであり、例えば、インターネットに有線で接続するための有
線ＬＡＮモジュールや、インターネットに無線で接続するための無線ＬＡＮモジュールな
どが用いられる。本実施の形態では、記録装置１００は、この接続インターフェース１０
２を介して外部のサーバや閲覧者端末２００、公開者端末３００と通信する。
【００１２】
　制御装置１０３は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、記録
装置１００の全体を制御する。なお、制御装置１０３を構成するメモリは、例えばＳＤＲ
ＡＭ等の揮発性のメモリである。このメモリは、ＣＰＵがプログラム実行時にプログラム
を展開するためのワークメモリや、データを一時的に記録するためのバッファメモリとし
て使用される。例えば、接続インターフェース１０２を介して読み込まれたデータは、バ
ッファメモリに一時的に記録される。
【００１３】
　記憶媒体１０４は、記録装置１００が蓄える種々のデータや、制御装置１０３が実行す
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るためのプログラムのデータ等を記録するための記憶媒体であり、例えばＨＤＤ（Ｈａｒ
ｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等が用い
られる。なお、記憶媒体１０４に記録されるプログラムのデータは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶ
Ｄ－ＲＯＭなどの記録媒体に記録されて提供されたり、ネットワークを介して提供され、
操作者が取得したプログラムのデータを記憶媒体１０４にインストールすることによって
、制御装置１０３がプログラムを実行できるようになる。
【００１４】
　閲覧者端末２００は、記録装置１００に記録されている画像を閲覧する閲覧者が所有す
る端末である。閲覧者端末２００としては、例えばスマートフォン、タブレット端末、パ
ソコン等の情報端末が用いられる。
【００１５】
　図３は、本実施の形態における閲覧者端末２００としてスマートフォンを用いた場合の
一実施の形態の構成を示すブロック図である。本実施の形態では、スマートフォンに記録
装置１００と通信を行って、以下に説明する処理を実行するための閲覧者端末用ソフトウ
ェアがインストールされることにより、本実施の形態における閲覧者端末２００として動
作する。なお、閲覧者端末用ソフトウェアのプログラムは、インターネットを介して接続
されたサーバ上で公開されることにより提供され、ユーザがこれをダウンロードにより入
手し、閲覧者端末２００にあらかじめインストールされているものとする。あるいは、閲
覧者端末用ソフトウェアのプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に
記録されて提供されるようにしてもよい。
【００１６】
　閲覧者端末２００は、タッチパネル２０１と、通信モジュール２０２と、制御装置２０
３とを備えている。
【００１７】
　タッチパネル２０１は、液晶パネル等の表示装置とタッチパッドのような位置入力装置
を組み合わせた電子部品であり、画面上の表示を押すことで機器を操作することができる
入力装置である。例えば、閲覧者端末２００のユーザは、液晶パネル上に表示されたボタ
ンやメニュー等の表示項目を指やタッチペンを用いてタッチまたはスライドさせることに
より、閲覧者端末２００を操作することができる。タッチパネル２０１は、閲覧者による
タッチやスライドといった操作を検出して、その検出信号を制御装置２０３へ出力する。
【００１８】
　通信モジュール２０２は、無線または有線により、ＬＡＮや携帯電話通信網を介してイ
ンターネットに接続するためのモジュールが用いられる。閲覧者端末２００は、この通信
モジュール２０２を介して記録装置１００と通信を行う。
【００１９】
　制御装置２０３は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、閲覧
者端末２００の全体を制御する。なお、制御装置２０３を構成するメモリは、例えばＳＤ
ＲＡＭ等の揮発性のメモリやフラッシュメモリ等の不揮発性のメモリを含む。揮発性のメ
モリは、ＣＰＵがプログラム実行時にプログラムを展開するためのワークメモリや、デー
タを一時的に記録するためのバッファメモリとして使用される。また、不揮発性のメモリ
には、閲覧者端末２００を動作させるためのファームウェアや種々のアプリケーションを
動作させるためのソフトウェアのプログラムデータが記録される。本実施の形態では、こ
の不揮発性のメモリに、上述した閲覧者端末用ソフトウェアのプログラムが記録されてい
る。
【００２０】
　公開者端末３００は、後述するように、記録装置１００の記憶媒体１０４に記録されて
いる画像を、閲覧者端末２００を所持するユーザに向けて公開する公開者が所持する端末
である。公開者端末３００としては、例えばスマートフォン、タブレット端末、パソコン
等の情報端末が用いられる。
【００２１】
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　図４は、本実施の形態における公開者端末３００としてパソコンを用いた場合の一実施
の形態の構成を示すブロック図である。本実施の形態では、パソコンに記録装置１００と
通信を行って、以下に説明する処理を実行するための公開者端末用ソフトウェアがインス
トールされることにより、本実施の形態における公開者端末３００として動作する。なお
、公開者端末用ソフトウェアのプログラムは、インターネットを介して接続されたサーバ
上で公開されることにより提供され、ユーザがこれをダウンロードにより入手し、公開者
端末３００にあらかじめインストールされているものとする。あるいは、公開者端末用ソ
フトウェアのプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に記録されて提
供されるようにしてもよい。
【００２２】
　公開者端末３００は、操作部材３０１と、接続インターフェース３０２と、制御装置３
０３と、記憶媒体３０４と、表示装置３０５とを備えている。
【００２３】
　操作部材３０１は、公開者端末３００の操作者によって操作される種々の装置、例えば
キーボードやマウスを含む。
【００２４】
　接続インターフェース３０２は、公開者端末３００を他の装置や端末等の外部機器と接
続するためのインターフェースである。例えば、公開者端末３００は、ＬＡＮやインター
ネット等の通信回線に接続するためのインターフェースや、外部の記憶媒体を接続するた
めのインターフェースが含まれる。公開者端末３００は、この接続インターフェース３０
２を介して記録装置１００と通信を行う。
【００２５】
　制御装置３０３は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、公開
者端末３００の全体を制御する。なお、制御装置３０３を構成するメモリは、例えばＳＤ
ＲＡＭ等の揮発性のメモリである。このメモリは、ＣＰＵがプログラム実行時にプログラ
ムを展開するためのワークメモリや、データを一時的に記録するためのバッファメモリと
して使用される。例えば、接続インターフェース３０２を介して読み込まれたデータは、
バッファメモリに一時的に記録される。
【００２６】
　記憶媒体３０４は、公開者端末３００が蓄える種々のデータや、制御装置３０３が実行
するためのプログラムのデータ等を記録するための記憶媒体であり、例えばＨＤＤ（Ｈａ
ｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等が用
いられる。なお、記憶媒体３０４に記録されるプログラムのデータは、ＣＤ－ＲＯＭやＤ
ＶＤ－ＲＯＭなどの記録媒体に記録されて提供されたり、ネットワークを介して提供され
、公開者が取得したプログラムのデータを記憶媒体３０４にインストールすることによっ
て、制御装置３０３がプログラムを実行できるようになる。本実施の形態では、この記憶
媒体３０４に、上述した公開者端末用ソフトウェアのプログラムが記録されている。
【００２７】
　表示装置３０５は、例えば液晶モニタであって、制御装置３０３から出力される種々の
表示用データが表示される。
【００２８】
　本実施の形態における情報提供システム１０では、記録装置１００の記憶媒体１０４に
は、あらかじめ画像が記録されている。本実施の形態では、記憶媒体１０４に記録されて
いる画像は、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下、「ＳＮＳ」と呼ぶ）を利
用して投稿された画像である場合について説明する。このために、記録装置１００の制御
装置１０３は、インターネットを介して、ＳＮＳを利用して投稿された画像を取得して記
憶媒体１０４に記録しておく。
【００２９】
　ＳＮＳにおいては、サービスを利用するために会員登録を行った会員ユーザは、ＳＮＳ
を提供するＷＥＢサイトへアクセスしたり、ＳＮＳを利用するためのソフトウェアを起動
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することにより、ＳＮＳを利用することができる。ＳＮＳの会員ユーザは、ＳＮＳ上でメ
ッセージや画像を投稿したり、他の会員ユーザが投稿したメッセージや画像を閲覧するこ
とができる。
【００３０】
　例えば、商品を販売する企業や店舗の経営者や従業者は、自社または自店舗が取り扱う
商品に関する画像をＳＮＳに投稿して、一般消費者を含む他の会員ユーザに、商品の宣伝
広告を行う場合がある。また、サービスを提供する企業や店舗の経営者や従業者は、自社
または自店舗が提供するサービスに関する画像をＳＮＳに投稿して、一般消費者を含む他
の会員ユーザに、サービスの宣伝広告を行う場合がある。本実施の形態では、記録装置１
００は、ＳＮＳに投稿された投稿画像を収集して記憶媒体１０４に記録しておき、公開者
は、公開者端末３００を操作して、投稿画像を用いた表示用画像を作成し、表示用画像を
ＷＥＢページに表示して、ＷＥＢページにアクセスした閲覧者に向けて表示用画像を公開
する場合を想定する。以下に処理の詳細を説明する。
【００３１】
　本実施の形態における記録装置１００には、記憶媒体１０４にＳＮＳ上に投稿された投
稿画像を取得するための画像取得用ソフトウェアが記録されている。制御装置１０３は、
所定のタイミングにおいて、画像取得用ソフトウェアを起動して、接続インターフェース
１０２を介して、インターネット上のＳＮＳサーバから投稿画像を取得する。本実施の形
態では、例えば、ＳＮＳサーバから投稿画像を取得するためのＡＰＩ（アプリケーション
プログラミングインターフェース）が用意されており、画像取得用ソフトウェアには、該
ＡＰＩが実装されているものとする。
【００３２】
　なお、投稿画像を取得するためにアクセスするＳＮＳサーバの情報は、あらかじめ画像
取得用ソフトウェアまたはＡＰＩ側で定義されているものとする。また、記録装置１００
が投稿画像を取得するＳＮＳの数は限定されず、複数のＳＮＳからそれぞれ投稿画像を取
得することもできる。複数のＳＮＳから投稿画像を取得する場合には、それぞれのＳＮＳ
の仕様に合ったＡＰＩが用意され、それぞれが画像取得用ソフトウェアに実装されている
。また、制御装置１０３がＳＮＳサーバから投稿画像を取得するタイミングは、あらかじ
め設定されており、例えば、１分ごとや５分後といったように、あらかじめ設定された所
定時間間隔でＳＮＳサーバにアクセスして、投稿画像を取得すればよい。ここに示した投
稿画像の取得タイミングは一例であって、このタイミングに限定されるものではない。
【００３３】
　本実施の形態では、画像取得用ソフトウェアに含まれるＡＰＩは、ＳＮＳサーバから投
稿画像を取得するとともに、各投稿画像の投稿者を特定するための情報も取得することが
できる。投稿画像の投稿者を特定するための情報は、ＳＮＳによって異なるが、例えば、
会員ユーザを一意に特定するためのメールアドレス、会員ＩＤ、ユーザ名などを利用した
アカウント情報がこれに該当する。
【００３４】
　制御装置１０３は、ＳＮＳサーバから取得した投稿画像を記憶媒体１０４に記録する。
このとき、制御装置１０３は、ＳＮＳサーバから取得した投稿画像を一意に識別するため
の画像ＩＤとその投稿画像の投稿者を特定するためのアカウント情報とを関連付けて記憶
媒体１０４に記録する。
【００３５】
　本実施の形態では、投稿画像に基づいて表示用画像を作成し公開する公開者は、公開者
端末３００を操作して、記録装置１００の記憶媒体１０４に記録されている投稿画像を表
示装置３０５に一覧表示させ、その中から複数の投稿画像を選択して、選択した投稿画像
を配置した表示用画像を作成することができる。
【００３６】
　制御装置３０３は、公開者によって公開者端末用ソフトウェアの実行が指示されると、
記憶媒体３０４から公開者端末用ソフトウェアのプログラムを読み出して起動することに
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より、表示装置３０５に管理画面を表示する。公開者は、管理画面上で記録装置１００の
記憶媒体１０４に記録されている投稿画像の表示を指示することができる。制御装置３０
３は、公開者によって投稿画像の表示が指示された場合には、記録装置１００にアクセス
して、記憶媒体１０４に記録されている投稿画像を取得し、管理画面上に一覧表示する。
【００３７】
　公開者は、一覧表示された投稿画像を任意の検索条件で絞り込んで表示させることがで
きる。例えば、投稿画像には、画像のタイトルや、投稿画像を投稿した投稿者が画像の利
用を許諾しているか否かを示す情報などの関連情報が関連付けて記録されており、公開者
は、画像のタイトルを検索条件として指定したり、投稿者が画像の利用を許諾している画
像のみを表示するように検索条件を指定したりして、画像の絞り込み指示することができ
る。制御装置３０３は、公開者によって画像の絞り込みが指示された場合には、検索条件
にマッチした投稿画像のみを管理画面上に一覧表示する。
【００３８】
　公開者は、管理画面上に表示されている画像の中から、複数の画像を、表示用画像を作
成するための作成用画像として選択することができる。制御装置３０３は、公開者によっ
て選択された複数の作成用画像を管理画面上に表示する。
【００３９】
　公開者は、管理画面上に表示された作成用画像のそれぞれに対して、投稿画像に含まれ
る被写体に関連する関連画像を指定して紐づけることができる。例えば、公開者は、投稿
画像に写っている商品やサービスに関する被写体に関連する関連画像として、商品を撮影
した商品画像や、サービスの内容を示すサービス画像を指定することができる。
【００４０】
　制御装置３０３は、管理画面上に表示した作成用画像の中から、公開者によっていずれ
かの投稿画像が選択されると、選択された投稿画像を紐付け対象画像として特定するとと
もに、該紐付け対象画像に紐づける関連画像を指定するための関連画像指定画面を表示装
置３０５に表示する。関連画像として指定可能な関連画像用画像は、あらかじめ記録装置
１００の記憶媒体１０４に記録されている。
【００４１】
　また、関連画像用画像には、画像に写っている商品やサービスのカテゴリを示すカテゴ
リ情報、画像に写っている商品やサービスを特定するためのＩＤ情報、画像に写っている
商品やサービスの価格を示す価格情報、画像に写っている被写体に関する情報が掲載され
たＷＥＢページへのリンク先ＵＲＬを示すリンク情報などが関連付けて記憶媒体１０４に
記録されている。
【００４２】
　なお、被写体に関する情報が掲載されたＷＥＢページとしては、例えば、商品を被写体
として撮影した画像の場合は、被写体として写っている商品が販売されているショッピン
グサイトのＷＥＢページや、被写体として写っている商品の商品情報が掲載されたＷＥＢ
ページなどが想定される。一例を挙げると、洋服、バッグ、アクセサリーなどのファッシ
ョンアイテムが被写体として撮影されている画像に対しては、ファッションアイテムを販
売する販売ページが想定される。あるいは、インテリア、雑貨、小物などの商品が被写体
として撮影されている画像に対しては、インテリア、雑貨、小物のジャンルに含まれる商
品を販売する販売ページのＵＲＬが想定される。
【００４３】
　また、サービスに関連する被写体を撮影した画像の場合は、そのサービスを予約するた
めの予約サイトのＷＥＢページや、サービスに関する情報が掲載されたＷＥＢページなど
が想定される。一例を挙げると、エステや美容院などのサービス内容を把握することがで
きるような画像の場合には、その画像に対しては、エステや美容院などの予約を行うため
の予約ページが想定される。あるいは、レストランやホテルにおけるサービス内容を把握
することができるような画像の場合には、その画像に対しては、レストランやホテルの予
約を行うための予約ページが想定される。
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【００４４】
　公開者は、関連画像指定画面上で、カテゴリ情報、ＩＤ情報、価格情報を検索条件とし
て指定して、関連画像用画像を検索することができる。制御装置３０３は、公開者によっ
て関連画像用画像の検索が指示された場合には、指定された検索条件にマッチする関連画
像用情報を画像管理装置１００から取得して、管理画面上に一覧表示する。
【００４５】
　公開者は、管理画面上に一覧表示された関連画像用画像の中から、投稿画像に紐づけた
い画像を選択して紐付けを指示する。制御装置３０３は、公開者によって紐付けが指示さ
れた場合には、紐付け対象となる投稿画像と公開者によって選択された関連画像とを関連
付けるための関連付け情報を記録装置１００へ送信する。記録装置１００では、制御装置
１０３は、公開者端末３００から関連付け情報を受信して、公開者による関連画像の指定
を受け付けると、受信した関連付け情報を記憶媒体１０４に記録する。公開者は、作成用
画像のそれぞれに対して、関連画像の紐付作業を行い、それぞれの作成用画像に対して、
投稿画像と関連画像の関連付けを行う。
【００４６】
　公開者は、管理画面上で所定の操作を行うことにより、作成用画像を用いた表示用画像
の作成を指示することができる。例えば、公開者は、管理画面上に配置された指示用のボ
タンをクリックすることにより、作成用画像を用いた表示用画像の作成を指示することが
できる。制御装置３０３は、公開者によって表示用画像の作成が指示された場合には、記
録装置１００に表示用画像の作成を指示する。記録装置１００では、制御装置１０３は、
公開者端末３００からの表示用画像の作成指示に基づいて、公開者による作成用画像の選
択を受け付け、選択された作成用画像をあらかじめ決められた並びになるように配置して
１つの表示用画像を作成する。例えば、制御装置１０３は、図５に示すように、作成用画
像５ａ～５ｆを横一列に並べて配置した表示用画像５ｇを作成する。
【００４７】
　なお、図５に示した表示用画像における画像の配置はあくまでも一例であって、これに
限定されるものではない。また、表示用画像における画像の配置は、図５に示すように複
数画像を横一列に配置するなど、あらかじめ決められていてもよいし、公開者が複数のレ
イアウト候補の中から選択できるようにしてもよい。
【００４８】
　制御装置１０３は、作成した表示用画像に対してファイル名を付して記憶媒体１０４に
記録するとともに、表示用画像を一意に識別するための識別情報を発行する。識別情報と
しては、例えば、アルファベットや数字などを組み合わせた複数桁のコードが用いられる
。制御装置１０３は、発行した識別情報を表示用画像に関連付けて記憶媒体１０４に記録
する。
【００４９】
　公開者は、作成した表示用画像をＷＥＢページに表示させるためのソースコードを生成
するように指示することができる。制御装置３０３は、公開者によってソースコードの生
成が指示された場合には、記録装置１００にソースコードの生成を指示する。記録装置１
００では、制御装置１０３は、ＷＥＢページのソースコード内に埋め込むだけで、ＷＥＢ
ページ上に表示用画像を表示することができるソースコードを生成して、公開者端末３０
０へ送信することにより出力する。公開者端末３００では、制御装置３０３は、記録装置
１００から受信したソースコードを管理画面上に表示する。
【００５０】
　ソースコードは、例えば、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）などのスクリプト言語を
用いて、記録装置１００から表示用画像を取得してＷＥＢページ上に表示させるためのコ
ードである。ソースコード内では、上述した識別情報を用いて、記録装置１００から取得
する表示用画像が指定される。
【００５１】
　公開者は、管理画面上に表示されたソースコードをコピーして、表示用画像を表示させ
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たい対象ＷＥＢページのソースコード内に、コピーしたソースコードを貼り付けて、サー
バにアップロードする。これによって、対象ＷＥＢページ上の所定位置に表示用画像を表
示させることができる。
【００５２】
　閲覧者は、閲覧者端末２００を用いてＷＥＢページを閲覧することができる。制御装置
２０３は、閲覧対象のＷＥＢページに、表示用画像を表示するためのソースコードが埋め
込まれている場合には、記録装置１００にアクセスしてソースコード内に記載されている
識別情報に関連付けられている表示用画像を特定する。制御装置２０３は、記録装置１０
０の記憶媒体１０４から、特定した表示用画像をダウンロードして、ＷＥＢページの所定
位置に配置する。これによって、閲覧者が閲覧しているＷＥＢページ上に、表示用画像を
表示することができる。
【００５３】
　例えば、公開者は、ＳＮＳユーザによって自社の商品が撮影された投稿画像を複数配置
した表示用画像を作成し、これを自社サイトの商品紹介ページ上に貼り付けておけば、商
品紹介ページに、ＳＮＳ上で自社商品を取り上げたＳＮＳユーザによる投稿写真を複数表
示させることができるので、商品紹介ページにアクセスした閲覧者に対する宣伝効果が期
待できる。また、閲覧者にとっても、実際に購入したＳＮＳユーザによる投稿画像を商品
紹介ページ上で閲覧することができるので、他ユーザによる商品の使用例などを事前に確
認することができるというメリットがある。
【００５４】
　閲覧者は、タッチパネル２０１を操作して、ＷＥＢページ上に表示された表示用画像に
含まれる複数の投稿画像の中から、いずれか一つの画像を選択することができる。制御装
置２０３は、閲覧者によっていずれかの投稿画像が選択された場合には、記録装置１００
にアクセスして、選択された投稿画像に関連付けられている関連画像を取得し、タッチパ
ネル２０１上に表示する。
【００５５】
　制御装置２０３は、閲覧者が、タッチパネル２０１に表示した関連画像にタッチしたこ
とを検出した場合には、記録装置１００にアクセスして、該関連画像に写っている商品や
サービスに関するＷＥＢページのリンク情報を取得し、リンク情報により特定されるＵＲ
ＬにアクセスしてＷＥＢページを表示する。これによって、閲覧者は、表示用画像に含ま
れる投稿画像を選択すれば、関連画像を閲覧したり、商品の販売サイトやサービスの予約
サイトなどにアクセスすることができる。
【００５６】
　図６は、本実施の形態における記録装置１００で実行される投稿画像取得処理の流れを
示すフローチャートである。図６に示す処理は、あらかじめ設定された投稿画像の取得タ
イミングになると起動するプログラムとして、制御装置１０３によって実行される。
【００５７】
　ステップＳ１０において、制御装置１０３は、上述したように、画像取得用ソフトウェ
アを起動してＳＮＳサーバにアクセスし、ＳＮＳを介して投稿された投稿画像を取得する
。その後、ステップＳ２０へ進む。
【００５８】
　ステップＳ２０では、制御装置１０３は、ステップＳ１０で取得した投稿画像を記憶媒
体１０４に記録する。また、制御装置１０３は、ＳＮＳサーバから取得した投稿画像を一
意に識別するための画像ＩＤとその投稿画像の投稿者を特定するためのアカウント情報と
を関連付けて記憶媒体１０４に記録する。その後、処理を終了する。
【００５９】
　図７は、本実施の形態における記録装置１００で実行されるソースコード生成処理の流
れを示すフローチャートである。図７に示す処理は、上述したように、公開者端末３００
から表示用画像の作成が指示されると起動するプログラムとして、制御装置１０３によっ
て実行される。
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【００６０】
　ステップＳ１１０において、制御装置１０３は、公開者端末３００からの指示に基づい
て、公開者によって選択された作成用画像をあらかじめ決められた並びになるように配置
して１つの表示用画像を作成する。その後、ステップＳ１２０へ進む。
【００６１】
　ステップＳ１２０では、制御装置１０３は、作成した表示用画像を記憶媒体１０４に記
録する。その後、ステップＳ１３０へ進む。
【００６２】
　ステップＳ１３０では、制御装置１０３は、作成した表示用画像を一意に識別するため
の識別情報を発行して、発行した識別情報を表示用画像に関連付けて記憶媒体１０４に記
録する。その後、ステップＳ１４０へ進む。
【００６３】
　ステップＳ１４０では、制御装置１０３は、公開者端末３００からソースコードの生成
指示があったか否かを判断する。ステップＳ１４０で肯定判断した場合には、ステップＳ
１５０へ進む。
【００６４】
　ステップＳ１５０では、制御装置１０３は、上述したように、ＷＥＢページのソースコ
ード内に埋め込むだけで、ＷＥＢページ上に表示用画像を表示することができるソースコ
ードを生成する。その後、ステップＳ１６０へ進む。
【００６５】
　ステップＳ１６０では、制御装置１０３は、ステップＳ１５０で生成したソースコード
を公開者端末３００へ送信する。その後、処理を終了する。
【００６６】
　図８は、本実施の形態における閲覧者端末２００で実行される画像閲覧処理の流れを示
すフローチャートである。図８に示す処理は、表示用画像を表示するためのソースコード
が埋め込まれたＷＥＢページへのアクセスを検出すると起動するプログラムとして、制御
装置２０３によって実行される。
【００６７】
　ステップＳ２１０において、制御装置２０３は、記録装置１００にアクセスしてソース
コード内に記載されている識別情報に関連付けられている表示用画像を特定する。その後
、ステップＳ２２０へ進む。
【００６８】
　ステップＳ２２０では、制御装置２０３は、記録装置１００の記憶媒体１０４から、特
定した表示用画像をダウンロードして取得する。その後、ステップＳ２３０へ進む。
【００６９】
　ステップＳ２３０では、制御装置２０３は、取得した表示用画像をＷＥＢページの所定
位置に配置する。その後、処理を終了する。
【００７０】
　図９は、本実施の形態における公開者端末３００で実行される画像公開処理の流れを示
すフローチャートである。図９に示す処理は、上述した公開者端末用ソフトウェアの実行
が指示されると起動するプログラムとして、制御装置３０３によって実行される。
【００７１】
　ステップＳ３１０において、制御装置３０３は、表示装置３０５に管理画面を表示する
。その後、ステップＳ３２０へ進む。
【００７２】
　ステップＳ３２０では、制御装置３０３は、公開者によって投稿画像の表示が指示され
たか否かを判断する。ステップＳ３２０で肯定判断した場合には、ステップＳ３３０へ進
む。
【００７３】
　ステップＳ３３０では、制御装置３０３は、記録装置１００にアクセスして、記憶媒体
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１０４に記録されている投稿画像を取得し、管理画面上に一覧表示する。その後、ステッ
プＳ３４０へ進む。
【００７４】
　ステップＳ３４０では、制御装置３０３は、公開者によって投稿画像の絞り込みが指示
されたか否かを判断する。ステップＳ３４０で肯定判断した場合には、ステップＳ３５０
へ進む。
【００７５】
　ステップＳ３５０では、制御装置３０３は、検索条件にマッチした投稿画像のみを管理
画面上に一覧表示する。その後、ステップＳ３６０へ進む。
【００７６】
　ステップＳ３６０では、制御装置３０３は、管理画面上に表示されている画像の中から
、公開者によって、表示用画像を作成するための作成用画像とする複数の画像が選択され
たか否かを判断する。ステップＳ３６０で肯定判断した場合には、ステップＳ３７０へ進
む。
【００７７】
　ステップＳ３７０では、制御装置３０３は、公開者によって選択された複数の作成用画
像を管理画面上に表示する。その後、ステップＳ３８０へ進む。
【００７８】
　ステップＳ３８０では、制御装置３０３は、上述したように、管理画面上に表示した各
作成用画像に対して、関連画像の紐付が指示されたか否かを判断する。ステップＳ３８０
で肯定判断した場合には、ステップＳ３９０へ進む。
【００７９】
　ステップＳ３９０では、制御装置３０３は、公開者によって紐付けが指示された場合に
は、紐付け対象画像と公開者によって選択された関連画像とを関連付けるための関連付け
情報を記録装置１００へ送信することにより、記録装置１００に紐付け対象画像と関連画
像の関連付けを指示する。その後、ステップＳ４００へ進む。
【００８０】
　ステップＳ４００では、制御装置３０３は、公開者によって表示用画像の作成が指示さ
れたか否かを判断する。ステップＳ４００で肯定判断した場合には、ステップＳ４１０へ
進む。
【００８１】
　ステップＳ４１０では、制御装置３０３は、記録装置１００に表示用画像の作成を指示
する。その後、ステップＳ４２０へ進む。
【００８２】
　ステップＳ４２０では、制御装置３０３は、公開者によってソースコードの生成が指示
されたか否かを判断する。ステップＳ４２０で肯定判断した場合には、ステップＳ４３０
へ進む。
【００８３】
　ステップＳ４３０では、制御装置３０３は、記録装置１００にソースコードの生成を指
示する。その後、ステップＳ４４０へ進む。
【００８４】
　ステップＳ４４０では、制御装置３０３は、記録装置１００からソースコードを受信し
たか否かを判断する。ステップＳ４４０で肯定判断した場合には、ステップＳ４５０へ進
む。
【００８５】
　ステップＳ４５０では、制御装置３０３は、受信したソースコードを管理画面上に表示
する。その後、ステップＳ４６０へ進む。
【００８６】
　ステップＳ４６０では、制御装置３０３は、公開者によって公開者端末用ソフトウェア
の終了が指示されたか否かを判断する。ステップＳ４６０で否定判断した場合には、ステ
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ップＳ３２０へ戻る。これに対して、ステップＳ４６０で肯定判断した場合には、処理を
終了する。
【００８７】
　以上説明した第１の実施の形態によれば、以下のような作用効果を得ることができる。
（１）記録装置１００では、制御装置１０３は、公開者端末３００のユーザである公開者
から、投稿画像の中から複数の投稿画像の選択を受け付け、選択を受け付けた複数の投稿
画像を配置した表示用画像を生成し、生成した表示用画像を一意に特定するための識別情
報を発行し、表示用画像と識別情報とを関連付けて記憶媒体１０４に記録するようにした
。制御装置１０３は、発行した識別情報を用いて、表示用画像をＷＥＢページに表示する
ためのソースコードを生成し、生成したソースコードを公開者端末３００へ出力するよう
にした。これによって、投稿画像を複数配置した表示用画像を表示するためのソースコー
ドを出力することができるので、ＷＥＢページのソースコードに、表示用画像を表示する
ためのソースコードを埋め込むだけで、様々なＷＥＢページ上に、複数の投稿画像を配置
した表示用画像を表示させることができる。
【００８８】
（２）制御装置１０３は、作成用画像として選択を受け付けた複数の投稿画像のそれぞれ
に対して、各投稿画像に含まれる被写体に関連する関連画像の指定を受け付け、投稿画像
と関連画像とを関連付けるための関連付け情報を記憶媒体１０４に記録するようにした。
これによって、公開者は、作成用画像のそれぞれに対して、被写体に関連する関連画像を
関連付けることができる。
【００８９】
（３）記録装置１００で実行される画像取得用ソフトウェアには、ＳＮＳサーバから投稿
画像を取得するためのＡＰＩが実装されており、制御装置１０３は、該ＡＰＩを用いて投
稿画像を取得するようにした。これによって、ＳＮＳから投稿画像を取得するためのプロ
グラムを独自に開発する必要がなく、開発コストを抑えてシステムを運用することができ
る。
【００９０】
―第２の実施の形態―
　上述した第１の実施の形態では、情報提供システム１０では、記録装置１００の記憶媒
体１０４には、ＳＮＳを利用して投稿された投稿画像があらかじめ記録されている例につ
いて説明した。そして、第１の実施の形態では、公開者は、この投稿画像を対象として表
示用画像を作成し、作成した表示用画像をＷＥＢページに表示させるためのソースコード
を生成できる例について説明した。このように、第１の実施の形態では、投稿者が投稿す
る投稿対象は、画像、すなわち静止画である例について説明した。これに対して、第２の
実施の形態では、投稿者が投稿する投稿対象が動画である場合について説明する。すなわ
ち、第２の実施の形態では、公開者は、投稿者によって投稿された動画を対象として表示
用動画を作成し、作成した表示用動画をＷＥＢページに表示させるためのソースコードを
生成するための方法について説明する。なお、第２の実施の形態において、第１の実施の
形態で上述した図１～図４に示したブロック図は同様のため説明を省略する。
【００９１】
　第２の実施の形態における情報提供システム１０では、記録装置１００の記憶媒体１０
４には、あらかじめ動画が記録されているものとする。第２の実施の形態では、記憶媒体
１０４に記録されている動画は、ＳＮＳや動画投稿サイトを利用して投稿された動画であ
るものとする。このために、記録装置１００の制御装置１０３は、インターネットを介し
て、ＳＮＳや動画投稿サイトを利用して投稿された画像を取得して記憶媒体１０４に記録
しておく。
【００９２】
　ＳＮＳや動画投稿サイトにおいては、サービスを利用するために会員登録を行った会員
ユーザは、ＳＮＳや動画投稿サイトを提供するＷＥＢサイトへアクセスしたり、ＳＮＳや
動画投稿サイトを利用するためのソフトウェアを起動することにより、ＳＮＳや動画投稿



(19) JP 6168434 B1 2017.7.26

10

20

30

40

50

サイトを利用することができる。ＳＮＳや動画投稿サイトの会員ユーザは、ＳＮＳ上また
は動画投稿サイトで動画を投稿したり、他の会員ユーザが投稿した動画を閲覧することが
できる。
【００９３】
　例えば、商品を販売する企業や店舗の経営者や従業者は、自社または自店舗が取り扱う
商品に関する動画をＳＮＳや動画投稿サイトに投稿して、動画の閲覧者に商品の宣伝広告
を行う場合がある。また、サービスを提供する企業や店舗の経営者や従業者は、自社また
は自店舗が提供するサービスに関する動画をＳＮＳや動画投稿サイトに投稿して、動画の
閲覧者に、サービスの宣伝広告を行う場合がある。第２の実施の形態では、記録装置１０
０は、ＳＮＳや動画投稿サイトに投稿された投稿動画を収集して記憶媒体１０４に記録し
ておき、公開者は、公開者端末３００を操作して、投稿動画から抽出した画像を用いた表
示用画像を作成し、表示用画像をＷＥＢページに表示して、ＷＥＢページにアクセスした
閲覧者に向けて表示用画像を公開する場合を想定する。
【００９４】
　第２の実施の形態における記録装置１００には、記憶媒体１０４にＳＮＳ上に投稿され
た投稿動画や動画投稿サイトに投稿された投稿動画を取得するための動画取得用ソフトウ
ェアが記録されている。制御装置１０３は、所定のタイミングにおいて、動画取得用ソフ
トウェアを起動して、接続インターフェース１０２を介して、インターネット上のＳＮＳ
サーバや動画投稿サイトのサーバから投稿動画を取得する。本実施の形態では、例えば、
ＳＮＳサーバや動画投稿サイトのサーバから投稿動画を取得するためのＡＰＩ（アプリケ
ーションプログラミングインターフェース）が用意されており、動画取得用ソフトウェア
には、該ＡＰＩが実装されているものとする。
【００９５】
　なお、投稿動画を取得するためにアクセスするＳＮＳサーバや動画投稿サイトのサーバ
の情報は、あらかじめ動画取得用ソフトウェアまたはＡＰＩ側で定義されているものとす
る。また、記録装置１００が投稿動画を取得するＳＮＳまたは動画投稿サイトの数は限定
されず、複数のＳＮＳや動画投稿サイトからそれぞれ投稿動画を取得することもできる。
複数のＳＮＳや動画投稿サイトから投稿動画を取得する場合には、それぞれのＳＮＳや動
画投稿サイトの仕様に合ったＡＰＩが用意され、それぞれが動画取得用ソフトウェアに実
装されている。また、制御装置１０３がＳＮＳサーバから投稿動画を取得するタイミング
は、あらかじめ設定されており、例えば、１分ごとや５分後といったように、あらかじめ
設定された所定時間間隔でＳＮＳサーバや動画投稿サイトのサーバにアクセスして、投稿
動画を取得すればよい。ここに示した投稿動画の取得タイミングは一例であって、このタ
イミングに限定されるものではない。
【００９６】
　本実施の形態では、動画取得用ソフトウェアに含まれるＡＰＩは、ＳＮＳサーバや動画
投稿サイトから投稿動画を取得するとともに、各投稿動画の投稿者を特定するための情報
も取得することができる。投稿動画の投稿者を特定するための情報は、ＳＮＳや動画投稿
サイトによって異なるが、例えば、会員ユーザを一意に特定するためのメールアドレス、
会員ＩＤ、ユーザ名などを利用したアカウント情報がこれに該当する。
【００９７】
　制御装置１０３は、ＳＮＳサーバや動画投稿サイトのサーバから取得した投稿動画を記
憶媒体１０４に記録する。また、制御装置１０３は、ＳＮＳサーバや動画投稿サイトのサ
ーバから取得した投稿動画を構成する複数のフレーム画像の中から、１つのフレーム画像
を投稿動画のサムネイル画像として抽出し、抽出した投稿動画のサムネイル画像を投稿動
画に関連付けて記憶媒体１０４に記録する。このとき、制御装置１０３は、ＳＮＳサーバ
から取得した投稿動画を一意に識別するための動画ＩＤとその投稿動画の投稿者を特定す
るためのアカウント情報とを関連付けて記憶媒体１０４に記録する。なお、制御装置１０
３は、投稿動画を構成する複数のフレーム画像のうちのどのフレーム画像をサムネイル画
像として抽出するかは特に限定されない。例えば、投稿動画を構成する複数のフレーム画
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像のうちの最初のフレーム画像を抽出してもよいし、その他のフレーム画像を抽出しても
よい。
【００９８】
　第２の形態では、投稿動画に基づいて表示用画像を作成し公開する公開者は、公開者端
末３００を操作して、記録装置１００の記憶媒体１０４に記録されている投稿動画を表示
装置３０５に一覧表示させ、その中から複数の投稿動画を選択して、選択した投稿動画の
サムネイル画像を配置した表示用画像を作成することができる。
【００９９】
　制御装置３０３は、公開者によって公開者端末用ソフトウェアの実行が指示されると、
記憶媒体３０４から公開者端末用ソフトウェアのプログラムを読み出して起動することに
より、表示装置３０５に管理画面を表示する。公開者は、管理画面上で記録装置１００の
記憶媒体１０４に記録されている投稿動画の表示を指示することができる。制御装置３０
３は、公開者によって投稿動画の表示が指示された場合には、記録装置１００にアクセス
して、記憶媒体１０４に記録されている投稿動画を取得し、管理画面上に一覧表示する。
なお、管理画面上に投稿動画を一覧表示するに当たっては、制御装置３０３は、投稿動画
そのものを一覧表示させてもよいし、記録装置１００の記憶媒体１０４に記録されている
サムネイル画像を取得して管理画面上に一覧表示するようにしてもよい。
【０１００】
　公開者は、一覧表示された投稿動画を任意の検索条件で絞り込んで表示させることがで
きる。例えば、投稿動画には、動画のタイトルや、投稿動画を投稿した投稿者が動画の利
用を許諾しているか否かを示す情報などの関連情報が関連付けて記録されており、公開者
は、動画のタイトルを検索条件として指定したり、投稿者が動画の利用を許諾している画
像のみを表示するように検索条件を指定したりして、投稿動画の絞り込み指示することが
できる。制御装置３０３は、公開者によって投稿動画の絞り込みが指示された場合には、
検索条件にマッチした投稿動画のみを管理画面上に一覧表示する。
【０１０１】
　公開者は、管理画面上に表示されている投稿動画の中から複数の投稿動画を選択するこ
とができる。制御装置３０３は、公開者によって選択された投稿動画に対応するサムネイ
ル画像を表示用画像を作成するための作成用画像として管理画面上に表示する。
【０１０２】
　公開者は、管理画面上に表示された作成用画像のそれぞれに対して、投稿動画に含まれ
る被写体に関連する関連画像を指定して紐づけることができる。例えば、公開者は、投稿
動画に写っている商品やサービスに関する被写体に関連する関連画像として、商品を撮影
した商品画像や、サービスの内容を示すサービス画像を指定することができる。
【０１０３】
　制御装置３０３は、管理画面上に表示した作成用画像の中から、公開者によっていずれ
かのサムネイル画像が選択されると、選択されたサムネイル画像に対応する投稿動画を紐
付け対象動画として特定するとともに、該紐付け対象動画に紐づける関連画像を指定する
ための関連画像指定画面を表示装置３０５に表示する。関連画像として指定可能な関連画
像用画像は、あらかじめ記録装置１００の記憶媒体１０４に記録されている。
【０１０４】
　また、関連画像用画像には、画像に写っている商品やサービスのカテゴリを示すカテゴ
リ情報、画像に写っている商品やサービスを特定するためのＩＤ情報、画像に写っている
商品やサービスの価格を示す価格情報、画像に写っている被写体に関する情報が掲載され
たＷＥＢページへのリンク先ＵＲＬを示すリンク情報などが関連付けて記憶媒体１０４に
記録されている。
【０１０５】
　なお、被写体に関する情報が掲載されたＷＥＢページとしては、第１の実施の形態と同
様に、例えば、商品を被写体として撮影した画像の場合は、被写体として写っている商品
が販売されているショッピングサイトのＷＥＢページや、被写体として写っている商品の
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商品情報が掲載されたＷＥＢページなどが想定される。一例を挙げると、洋服、バッグ、
アクセサリーなどのファッションアイテムが被写体として撮影されている画像に対しては
、ファッションアイテムを販売する販売ページが想定される。あるいは、インテリア、雑
貨、小物などの商品が被写体として撮影されている画像に対しては、インテリア、雑貨、
小物のジャンルに含まれる商品を販売する販売ページのＵＲＬが想定される。
【０１０６】
　また、サービスに関連する被写体を撮影した画像の場合も、第１の実施の形態と同様に
、そのサービスを予約するための予約サイトのＷＥＢページや、サービスに関する情報が
掲載されたＷＥＢページなどが想定される。一例を挙げると、エステや美容院などのサー
ビス内容を把握することができるような画像の場合には、その画像に対しては、エステや
美容院などの予約を行うための予約ページが想定される。あるいは、レストランやホテル
におけるサービス内容を把握することができるような画像の場合には、その画像に対して
は、レストランやホテルの予約を行うための予約ページが想定される。
【０１０７】
　公開者は、関連画像指定画面上で、カテゴリ情報、ＩＤ情報、価格情報を検索条件とし
て指定して、関連画像用画像を検索することができる。制御装置３０３は、公開者によっ
て関連画像用画像の検索が指示された場合には、指定された検索条件にマッチする関連画
像用情報を画像管理装置１００から取得して、管理画面上に一覧表示する。
【０１０８】
　公開者は、管理画面上に一覧表示された関連画像用画像の中から、投稿動画に紐づけた
い画像を選択して紐付けを指示する。制御装置３０３は、公開者によって紐付けが指示さ
れた場合には、紐付け対象となる投稿動画と公開者によって選択された関連画像とを関連
付けるための関連付け情報を記録装置１００へ送信する。記録装置１００では、制御装置
１０３は、公開者端末３００から関連付け情報を受信して、公開者による関連画像の指定
を受け付けると、受信した関連付け情報を記憶媒体１０４に記録する。公開者は、作成用
画像のそれぞれに対して関連画像の紐付作業を行い、それぞれの作成用画像に対して、投
稿動画と関連画像の関連付けを行う。
【０１０９】
　公開者は、第１の実施の形態と同様に、管理画面上で所定の操作を行うことにより、作
成用画像を用いた表示用画像の作成を指示することができる。制御装置３０３は、公開者
によって表示用画像の作成が指示された場合には、記録装置１００に表示用画像の作成を
指示する。記録装置１００では、制御装置１０３は、公開者端末３００からの表示用画像
の作成指示に基づいて、公開者による作成用画像の選択を受け付け、選択された作成用画
像をあらかじめ決められた並びになるように配置して１つの表示用画像を作成する。なお
、表示用画像の例は、第１の実施の形態で上述した図５と同様のため、説明を省略する。
【０１１０】
　制御装置１０３は、第１の実施の形態と同様に、作成した表示用画像に対してファイル
名を付して記憶媒体１０４に記録するとともに、表示用画像を一意に識別するための識別
情報を発行し、発行した識別情報を表示用画像に関連付けて記憶媒体１０４に記録する。
【０１１１】
　公開者は、作成した表示用画像をＷＥＢページに表示させるためのソースコードを生成
するように指示することができる。制御装置３０３は、公開者によってソースコードの生
成が指示された場合には、記録装置１００にソースコードの生成を指示する。記録装置１
００では、制御装置１０３は、ＷＥＢページのソースコード内に埋め込むだけで、ＷＥＢ
ページ上に表示用画像を表示することができるソースコードを生成して、公開者端末３０
０へ送信することにより出力する。公開者端末３００では、制御装置３０３は、記録装置
１００から受信したソースコードを管理画面上に表示する。なお、生成されるソースコー
ドは、第１の実施の形態と同様のため、説明を省略する。
【０１１２】
　公開者は、管理画面上に表示されたソースコードをコピーして、表示用画像を表示させ
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たい対象ＷＥＢページのソースコード内に、コピーしたソースコードを貼り付けて、サー
バにアップロードする。これによって、対象ＷＥＢページ上の所定位置に表示用画像を表
示させることができる。
【０１１３】
　閲覧者は、閲覧者端末２００を用いてＷＥＢページを閲覧することができる。制御装置
２０３は、閲覧対象のＷＥＢページに、表示用画像を表示するためのソースコードが埋め
込まれている場合には、記録装置１００にアクセスしてソースコード内に記載されている
識別情報に関連付けられている表示用画像を特定する。制御装置２０３は、記録装置１０
０の記憶媒体１０４から、特定した表示用画像をダウンロードして、ＷＥＢページの所定
位置に配置する。これによって、閲覧者が閲覧しているＷＥＢページ上に、表示用画像を
表示することができる。
【０１１４】
　閲覧者は、タッチパネル２０１を操作して、ＷＥＢページ上に表示された表示用画像に
含まれる複数のサムネイル画像の中から、いずれか一つの画像を選択することができる。
制御装置２０３は、閲覧者によっていずれかのサムネイル画像が選択された場合には、記
録装置１００にアクセスして、選択されたサムネイル画像に対応する投稿動画を取得して
タッチパネル２０１上に表示するとともに、選択されたサムネイル画像に関連する関連画
像、すなわち選択されたサムネイル画像に対応する投稿動画に関連付けられている関連画
像を取得し、タッチパネル２０１上に表示する。
【０１１５】
　制御装置２０３は、閲覧者が、タッチパネル２０１に表示した関連画像にタッチしたこ
とを検出した場合には、第１の実施の形態と同様に、記録装置１００にアクセスして、該
関連画像に写っている商品やサービスに関するＷＥＢページのリンク情報を取得し、リン
ク情報により特定されるＵＲＬにアクセスしてＷＥＢページを表示する。
【０１１６】
　なお、第２の実施の形態における処理のフローチャート図は、第１の実施の形態で上述
した図６～図９に示したフローチャート図と同様のため、図示及び説明を省略する。第２
の実施の形態では、図６、図９に示したフローチャートにおける投稿画像は投稿動画と読
み替えればよい。
【０１１７】
　以上説明した第２の実施の形態によれば、以下のような作用効果を得ることができる。
（１）記録装置１００では、制御装置１０３は、公開者端末３００のユーザである公開者
から、複数の投稿動画の選択を受け付け、選択を受け付けた複数の投稿動画から抽出され
たサムネイル画像を配置した表示用画像を生成し、生成した表示用画像を一意に特定する
ための識別情報を発行し、表示用画像と識別情報とを関連付けて記憶媒体１０４に記録す
るようにした。制御装置１０３は、発行した識別情報を用いて、表示用画像をＷＥＢペー
ジに表示するためのソースコードを生成し、生成したソースコードを公開者端末３００へ
出力するようにした。これによって、投稿動画のサムネイル画像を複数配置した表示用画
像を表示するためのソースコードを出力することができるので、ＷＥＢページのソースコ
ードに、表示用画像を表示するためのソースコードを埋め込むだけで、様々なＷＥＢペー
ジ上に、複数のサムネイル画像を配置した表示用画像を表示させることができる。
【０１１８】
（２）制御装置１０３は、作成用画像として選択を受け付けた複数のサムネイル画像に対
応するそれぞれの投稿動画に対して、各投稿動画に含まれる被写体に関連する関連画像の
指定を受け付け、投稿動画と関連画像とを関連付けるための関連付け情報を記憶媒体１０
４に記録するようにした。これによって、公開者は、投稿動画のそれぞれに対して、被写
体に関連する関連画像を関連付けることができる。
【０１１９】
（３）記録装置１００で実行される動画取得用ソフトウェアには、ＳＮＳサーバや動画投
稿サイトから投稿動画を取得するためのＡＰＩが実装されており、制御装置１０３は、該
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ＡＰＩを用いて投稿動画を取得するようにした。これによって、ＳＮＳサーバや動画投稿
サイトから投稿動画を取得するためのプログラムを独自に開発する必要がなく、開発コス
トを抑えてシステムを運用することができる。
【０１２０】
―変形例―
　なお、上述した実施の形態の情報提供システムは、以下のように変形することもできる
。
（１）上述した第１の実施の形態では、公開者は、作成用画像のそれぞれに対して、投稿
画像に含まれる被写体に関連する関連画像を指定して投稿画像に紐づけることができる例
について説明した。また、第２の実施の形態では、公開者は、作成用画像のそれぞれに対
して、投稿動画に含まれる被写体に関連する関連画像を指定して投稿動画に紐づけること
ができる例について説明した。このとき、関連画像用画像には、あらかじめカテゴリ情報
、ＩＤ情報、価格情報、リンク情報などが関連付けられている例について説明した。しか
しながら、これらの情報の関連付けは、公開者が管理画面上で行えるようにしてもよい。
例えば、リンク情報を関連付ける場合は、公開者は、関連画像として選択した画像に対し
て、関連画像に関連するＷＥＢページのリンク先を設定できるようにしてもよい。この場
合、公開者端末３００の制御装置３０３は、設定されたリンク先を示すリンク情報を記録
装置１００に送信する。記録装置１００では、制御装置１０３は、公開者端末３００から
投稿画像または投稿動画に対するリンク情報の指定を受け付け、指定を受け付けた投稿画
像または投稿動画と、指定されたリンク情報とを関連付けたリンク関連付け情報を記憶媒
体１０４に記録すればよい。なお、リンク情報は、被写体に関する情報が掲載されたＷＥ
ＢページのＵＲＬである例について説明した。しかしながら、リンク情報は、閲覧者端末
２００が被写体に関する情報が掲載されたＷＥＢページへのアクセスに利用することがで
きる情報であれば、ＵＲＬに限定されない。例えば、記録装置１００がＷＥＢサーバ機能
も備える場合には、記憶媒体１０４にＷＥＢページを記録しておき、ＷＥＢページまでの
パスをリンク情報としてもよい。
【０１２１】
（２）上述した第１の実施の形態では、投稿画像には、関連情報として、投稿画像を投稿
した投稿者が画像の利用を許諾しているか否かを示す情報が関連付けて記録されており、
公開者は、投稿者が画像の利用を許諾している画像のみを表示するように検索条件を指定
して、画像の絞り込み行うことができる例について説明した。また、上述した第２の実施
の形態では、投稿動画には、関連情報として、投稿動画を投稿した投稿者が動画の利用を
許諾しているか否かを示す情報が関連付けて記録されており、公開者は、投稿者が動画の
利用を許諾している動画のみを表示するように検索条件を指定して、動画の絞り込み行う
ことができる例について説明した。ＳＮＳに投稿された投稿画像や投稿動画については、
投稿者が画像や動画の利用を許諾しているか否かを示す情報については、公開者から投稿
者に許諾を求めることができるようにしてもよい。この場合、例えば、次のように処理を
行う。
【０１２２】
　公開者は、投稿者の管理画面上で、投稿画像や投稿動画の投稿者へ投稿画像や投稿動画
の利用許諾を求めるためのメッセージを作成して送信を指示する。メッセージには、利用
許諾を求める旨と、利用を許諾する場合の返信内容を記載しておく。例えば、あらかじめ
所定の許諾文字列を決めておき、利用を許諾する場合は、その許諾文字列を記載して返信
するように、投稿者に依頼する。
【０１２３】
　制御装置３０３は、公開者からメッセージの送信が指示された場合には、利用許諾を求
める投稿画像の画像ＩＤ、または投稿動画の動画ＩＤとメッセージの内容とを含んだ許諾
要求情報を記録装置１００へ送信して、記録装置１００へメッセージの送信を指示する。
記録装置１００では、制御装置１０３は、公開者端末３００から受信した許諾要求情報に
含まれる画像ＩＤまたは動画ＩＤと、利用許諾状況が未許諾であることを示す情報とを関
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連付けて、記憶媒体１０４に記録する。また、制御装置１０３は、投稿画像の画像ＩＤま
たは投稿動画の動画ＩＤに基づいてＳＮＳ上の投稿画像や投稿動画を特定し、特定した投
稿画像や投稿動画のコメント欄に公開者からのメッセージを書き込む。これによって、投
稿者は、ＳＮＳのコメント機能を利用して、投稿画像や投稿動画に対して利用許諾が求め
られていることを把握することができる。
【０１２４】
　投稿者は、公開者からの求めに応じて投稿画像や投稿動画の利用を許諾する場合は、コ
メントに返信するかたちで、許諾文字列を入力する。記録装置１００は、所定時間間隔で
、ＳＮＳ上で許諾文字列が記載された投稿画像や投稿動画の有無を確認し、記憶媒体１０
４に利用許諾状況が未許諾であることを示す情報が記録されている画像ＩＤまたは動画Ｉ
Ｄに対してコメント欄に許諾文字列が付加されている場合には、該画像ＩＤまたは動画Ｉ
Ｄに関連付けられている利用許諾状況を未許諾から許諾済みに変更する。これによって、
公開者は、投稿者に利用許諾を求めることができ、さらに投稿者が利用を許諾した画像や
動画であるかどうかをシステム上で管理することができる。
【０１２５】
　制御装置１０３は、公開者から表示用画像の作成に用いる投稿画像や投稿動画の選択を
受け付けるに当たっては、投稿者から利用が許諾された投稿画像や投稿動画の中から選択
を受け付けるようにしてもよい。これによって、公開者が、投稿者に無断で画像や動画を
利用してしまうことを防ぐことができる。また、制御装置３０３は、管理画面上に投稿画
像や投稿動画を表示するに当たっては、その投稿画像や投稿動画が利用許諾を受けたもの
であるかを示す情報を、投稿画像や投稿動画と関連付けて表示するようにしてもよい。例
えば、投稿画像や投稿動画の表示位置近傍に、「許諾済み」「未許諾」などの文字列を表
示してもよいし、許諾済みの画像に対しては緑、未許諾の画像に対しては赤といったよう
に色分けしたマークを付してもよい。また、許諾状況を示すステータスは、「許諾済み」
「未許諾」の２段階ではなく、「許諾済み」「未許諾」「許諾依頼中」の３段階としても
よい。
【０１２６】
（３）上述した第１の実施の形態では、閲覧者は、タッチパネル２０１を操作して、ＷＥ
Ｂページ上に表示された表示用画像に含まれる複数の投稿画像の中から、いずれか一つの
画像を選択することにより、投稿画像に関連付けられている関連画像を閲覧することがで
きる例について説明した。これに加えて、閲覧者は、タッチパネル２０１を操作して、Ｗ
ＥＢページ上に表示された表示用画像に含まれる複数の投稿画像の中から、いずれか一つ
の投稿画像を選択して、その投稿画像を投稿した投稿者のプロフィール情報を閲覧できる
ようにしてもよい。この場合、制御装置２０３は、閲覧者によっていずれかの投稿画像が
選択された場合には、記録装置１００にアクセスして、選択された投稿画像に関連付けら
れているＳＮＳのアカウント情報を特定し、ＳＮＳサイトにアクセスして、特定したアカ
ウント情報のユーザプロフィールページをタッチパネル２０１上に表示すればよい。また
、第２の実施の形態についても同様に、閲覧者は、タッチパネル２０１を操作して、ＷＥ
Ｂページ上に表示された表示用画像に含まれる複数のサムネイル画像の中から、いずれか
一つのサムネイル画像を選択して、そのサムネイル画像に対応する投稿動画を投稿した投
稿者のプロフィール情報を閲覧できるようにしてもよい。
【０１２７】
（４）上述した第１の実施の形態では、画像取得用ソフトウェアには、ＳＮＳサーバから
投稿画像を取得するためのＡＰＩが実装されており、制御装置１０３は、該ＡＰＩを用い
て投稿画像を取得するようにした。しかしながら、ＡＰＩの代わりに、ＳＮＳサーバから
投稿画像を取得するために開発された専用プログラムを用いるようにしてもよい。また、
上述した第２の実施の形態では、動画取得用ソフトウェアには、ＳＮＳサーバや動画投稿
サイトから投稿動画を取得するためのＡＰＩが実装されており、制御装置１０３は、該Ａ
ＰＩを用いて投稿動画を取得するようにした。しかしながら、ＡＰＩの代わりに、ＳＮＳ
サーバから投稿動画を取得するために開発された専用プログラムを用いるようにしてもよ
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い。
【０１２８】
（５）上述した第１の実施の形態では、記録装置１００の制御装置１０３は、インターネ
ットを介して、ＳＮＳを利用して投稿された投稿画像を取得して記憶媒体１０４に記録す
るようにした。そして、公開者は、投稿画像の中から表示用画像を作成するための作成用
画像を選択して、表示用画像を作成する例について説明した。しかしながら、公開者が作
成用画像として選択可能な画像は、ＳＮＳに投稿された投稿画像に限定されない。例えば
、記録装置１００の使用者があらかじめ記憶媒体１０４に記録しておいた画像、閲覧者が
閲覧者端末２００を使用して記録装置１００にアップロードすることにより記憶媒体１０
４に記録された画像、公開者が公開者端末３００を使用して記録装置１００にアップロー
ドすることにより記憶媒体１０４に記録された画像などを管理画面上に表示して、作成用
画像として選択できるようにしてもよい。同様に、第２の実施の形態においても、対象は
、ＳＮＳや動画投稿サイトに投稿された投稿動画に限定されず、記録装置１００の使用者
があらかじめ記憶媒体１０４に記録しておいた動画、閲覧者が閲覧者端末２００を使用し
て記録装置１００にアップロードすることにより記憶媒体１０４に記録された動画、公開
者が公開者端末３００を使用して記録装置１００にアップロードすることにより記憶媒体
１０４に記録された動画などを管理画面上に表示して、これらの動画を選択できるように
してもよい。
【０１２９】
（６）上述した第２の実施の形態では、記録装置１００の制御装置１０３は、ＳＮＳサー
バや動画投稿サイトのサーバから投稿動画を取得して記憶媒体１０４に記録するとともに
、投稿動画を構成するフレーム画像を投稿動画のサムネイル画像として抽出し、抽出した
投稿画像のサムネイル画像を投稿動画に関連付けて記憶媒体１０４に記録する例について
説明した。しかしながら、ＳＮＳや動画投稿サイトから投稿動画のサムネイル画像を取得
できる場合は、制御装置１０３は、これらのサーバからサムネイル画像を取得して記憶媒
体１０４に記録するようにしてもよい。
【０１３０】
（７）上述した第１の実施の形態では、情報提供システム１０では、記録装置１００の記
憶媒体１０４には、あらかじめ投稿画像が記録されており、公開者は、この投稿画像を対
象として表示用画像を作成し、作成した表示用画像をＷＥＢページに表示させるためのソ
ースコードを生成できる例について説明した。また、上述した第２の実施の形態では、情
報提供システム１０では、記録装置１００の記憶媒体１０４には、あらかじめ投稿動画が
記録されており、公開者は、この投稿動画を対象として表示用画像を作成し、作成した表
示用画像をＷＥＢページに表示させるためのソースコードを生成できる例について説明し
た。これに加えて、第１の実施の形態で上述した処理内容と第２の実施の形態で上述した
処理内容を組み合わせて、記録装置１００の記憶媒体１０４には、あらかじめ投稿画像と
投稿動画を記録しておき、公開者は、投稿画像と投稿動画を対象として表示用画像を作成
し、作成した表示用画像をＷＥＢページに表示させるためのソースコードを生成できるよ
うにしてもよい。
【０１３１】
　なお、本発明の特徴的な機能を損なわない限り、本発明は、上述した実施の形態におけ
る構成に何ら限定されない。また、上述の実施の形態と複数の変形例を組み合わせた構成
としてもよい。
【符号の説明】
【０１３２】
１０　情報提供システム
１００　記録装置
１０１　操作部材
１０２　接続インターフェース
１０３　制御装置



(26) JP 6168434 B1 2017.7.26

10

20

１０４　記憶媒体
２００　閲覧者端末
２０１　タッチパネル
２０２　通信モジュール
２０３　制御装置
３００　公開者端末
３０１　操作部材
３０２　接続インターフェース
３０３　制御装置
３０４　記憶媒体
３０５　表示装置
【要約】　　　（修正有）
【課題】ソーシャル・ネットワーキング・サービスを介して投稿された画像を利用して表
示用画像を作成し、公開する。
【解決手段】情報提供システム１０は、記録装置１００と閲覧者端末２００と公開者端末
３００とが、通信回線を介して接続される。記録装置は、記憶媒体に記録されている画像
の中から、公開者端末を操作する公開者による複数の画像の選択を受け付け、複数の画像
を配置した表示用画像を生成し、識別情報を発行して記憶媒体に記録する。さらに、識別
情報を用いて、表示用画像をＷＥＢページに表示するためのソースコードを生成し、公開
者端末へ送信して出力する。公開者端末は、受信したソースコードを表示装置に表示する
。閲覧者端末は、閲覧者からの指示に基づいて、ソースコードが埋め込まれたＷＥＢペー
ジを読み込み、識別情報に基づいて、記録装置から表示用画像を取得して、ＷＥＢページ
内の所定位置に配置して表示する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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