
JP 6756809 B2 2020.9.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子商店街を介して取引対象を販売する販売者と関連する複数種別の評価を示す評価値
をそれぞれ取得する取得部と、
　評価の種別ごとに設定された所定の閾値と、前記取得部により各種別の評価ごとに取得
された評価値との比較結果に基づいて、前記複数種別の評価のそれぞれが電子商店街にお
いて当該販売者に対して所定の利益を提供するための条件を満たすか否かを判定する判定
部と、
　前記販売者と関連する複数種別の評価を示す複数の評価値と共に、前記判定部による判
定結果と、前記閾値と、前記判定結果に基づいて前記販売者に対して最終的に提供される
所定の利益の内容とを前記販売者に対して提示する提示部と
　を有することを特徴とする提示装置。　
【請求項２】
　前記判定部は、前記販売者と関連する評価が、前記販売者によって販売される取引対象
に関する情報を利用者に提供する際の優先度を増加させるための条件を満たすか否かを判
定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の提示装置。　
【請求項３】
　前記判定部は、前記取引対象の購入を契機として前記販売者から電子商店街の運営者に
対して支払われる費用の前記取引対象の販売価格に対する割合であって、前記取引対象に
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関する情報を利用者に提供する際の優先度の指標となる割合である販促割合の値を、仮想
的に増加させるための条件を満たすか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の提示装置。　
【請求項４】
　前記提示部は、前記販売者と関連する評価が前記条件を満たし、かつ、前記販売者によ
り前記販促割合の値が登録されていない場合は、前記判定部による判定結果とともに、販
促割合の登録を促すための情報を提示する
　ことを特徴とする請求項３に記載の提示装置。　
【請求項５】
　前記判定部は、前記電子商店街において当該販売者に対して所定の利益を提供するため
の増加条件となる閾値、および、前記電子商店街において当該販売者に対して所定のペナ
ルティを提供するための減少条件となる閾値と、前記評価値との比較結果に基づいて、前
記条件が満たされるか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１～４のうちいずれか１つに記載の提示装置。　
【請求項６】
　前記判定部は、前記取引対象の配送に関する評価が所定の条件を満たすか否かを判定す
る
　ことを特徴とする請求項１～５のうちいずれか１つに記載の提示装置。　
【請求項７】
　前記判定部は、前記取引対象が購入されてから当該取引対象を発送するまでの期間が所
定の期間を超えた回数に基づく評価が所定の条件を満たすか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項６に記載の提示装置。　
【請求項８】
　前記判定部は、前記取引対象が購入されてから当該取引対象が配送先に配送されるまで
の期間に基づく評価が所定の条件を満たすか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項６または７に記載の提示装置。　
【請求項９】
　前記判定部は、前記販売者により販売された取引対象に関する評価が所定の条件を満た
すか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１～８のうちいずれか１つに記載の提示装置。　
【請求項１０】
　前記判定部は、前記取引対象に対して所定の閾値よりも低い値の評価値が付与された回
数に基づく評価が所定の条件を満たすか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項９に記載の提示装置。　
【請求項１１】
　前記判定部は、前記取引対象に対する評価値の平均値が所定の条件を満たすか否かを判
定する
　ことを特徴とする請求項９または１０に記載の提示装置。　
【請求項１２】
　前記判定部は、前記販売者に対する評価が所定の条件を満たすか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１～１１のうちいずれか１つに記載の提示装置。　
【請求項１３】
　前記判定部は、前記販売者に対して所定の閾値よりも低い値の評価値が付与された回数
に基づく評価が所定の条件を満たすか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の提示装置。　
【請求項１４】
　前記判定部は、前記販売者に対する評価値の平均値が所定の条件を満たすか否かを判定
する
　ことを特徴とする請求項１２または１３に記載の提示装置。　
【請求項１５】
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　前記判定部は、前記取引対象の販売を取りやめた回数に基づく評価値が所定の条件を満
たすか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１～１４のうちいずれか１つに記載の提示装置。　
【請求項１６】
　提示装置が実行する提示方法であって、
　電子商店街を介して取引対象を販売する販売者と関連する複数種別の評価を示す評価値
をそれぞれ取得する取得工程と、
　評価の種別ごとに設定された所定の閾値と、前記取得工程により各種別の評価ごとに取
得された評価値との比較結果に基づいて、前記複数種別の評価のそれぞれが電子商店街に
おいて当該販売者に対して所定の利益を提供するための条件を満たすか否かを判定する判
定工程と、
　前記販売者と関連する複数種別の評価を示す複数の評価値と共に、前記判定工程による
判定結果と、前記閾値と、前記判定結果に基づいて前記販売者に対して最終的に提供され
る所定の利益の内容とを前記販売者に対して提示する提示工程と
　を含むことを特徴とする提示方法。　
【請求項１７】
　電子商店街を介して取引対象を販売する販売者と関連する複数種別の評価を示す評価値
をそれぞれ取得する取得手順と、
　評価の種別ごとに設定された所定の閾値と、前記取得手順により各種別の評価ごとに取
得された評価値との比較結果に基づいて、前記複数種別の評価のそれぞれが電子商店街に
おいて当該販売者に対して所定の利益を提供するための条件を満たすか否かを判定する判
定手順と、
　前記販売者と関連する複数種別の評価を示す複数の評価値と共に、前記判定手順による
判定結果と、前記閾値と、前記判定結果に基づいて前記販売者に対して最終的に提供され
る所定の利益の内容とを前記販売者に対して提示する提示手順と
　をコンピュータに実行させるための提示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、提示装置、提示方法および提示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種商品や役務等の取引対象を販売する販売者から取引対象の販売に関するコン
テンツの登録を受付けると、受付けたコンテンツを利用者に提供し、利用者から取引対象
の購入を受付ける電子商店街の技術が知られている。このような技術の一例として、利用
者が入力した検索クエリと対応する取引対象のうち、販売者が予め設定する費用の額に応
じた優先度で、取引対象の販売に関するコンテンツを配信する技術等が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－０６７２８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術では、好適なサービスの提供を促しているとは言えな
い場合がある。
【０００５】
　例えば、上述した技術では、予め設定された費用の額がより多い店舗の取引対象を優先
的に利用者に提供する。このため、設定された費用の額によっては、利用者からの評価が
あまり高くないが、予め設定された費用の額が多い店舗の取引対象の情報を、利用者から
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の評価が高いが、予め設定された費用の額が少ない店舗の取引対象の情報よりも優先的に
提供してしまう恐れがある。この結果、各販売者に対して、利用者からの評価を改善させ
る動機づけを与えることができない。
【０００６】
　本願は、上記に鑑みてなされたものであって、電子商店街における好適なサービスの提
供を促進することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願に係る提示装置は、電子商店街を介して取引対象を販売する販売者と関連する評価
が、電子商店街において当該販売者に対して所定の利益を提示するための条件を満たすか
否かを判定する判定部と、前記販売者と関連する評価と共に、前記判定部による判定結果
を前記販売者に対して提示する提示部とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　実施形態の一態様によれば、電子商店街における好適なサービスの提供を促進すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施形態に係る情報提供装置の一例を示す図である。
【図２】図２は、実施形態に係る情報提供装置の構成例を示す図である。
【図３】図３は、実施形態に係る取引対象データベースの一例を示す図である。
【図４】図４は、実施形態に係る店舗データベースに登録される情報の一例を示す図であ
る。
【図５】図５は、実施形態に係る条件データベースに登録される情報の一例を示す図であ
る。
【図６】図６は、実施形態に係る提示処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図７】図７は、実施形態に係る提供処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図８】図８は、ハードウェア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本願に係る提示装置、提示方法および提示プログラムを実施するための形態（
以下、「実施形態」と記載する。）について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、こ
の実施形態により本願に係る提示装置、提示方法および提示プログラムが限定されるもの
ではない。また、以下の各実施形態において同一の部位には同一の符号を付し、重複する
説明は省略する。
【００１１】
[実施形態]
〔１－１．情報提供装置の一例について〕
　まず、図１を用いて、実施形態に係る提供装置の一例である情報提供装置１０の一例に
ついて説明する。図１は、実施形態に係る情報提供装置の一例を示す図である。なお、図
１では、情報提供装置１０が実行する処理の一例として、電子商店街の店舗に対して電子
商店街における利益に関する情報を提供する提示処理と、電子商店街の利用者に対して取
引対象に関する情報を提供する提供処理の一例について示した。
【００１２】
　図１に示す情報提供装置１０は、提示処理及び提供処理（以下、「提供処理」と総称す
る場合がある。）を行う情報処理装置であり、例えば、サーバ装置やクラウドシステム等
により実現される。例えば、情報提供装置１０は、電子商店街に関するサービスを利用者
や店舗に対して提供する機能を有し、電子商店街に関するサービスの一環として、提供処
理の実行を行う。例えば、情報提供装置１０は、４Ｇ（Generation）、５Ｇ、ＬＴＥ（Lo
ng　Term　Evolution）、Ｗｉｆｉ（登録商標）若しくは無線ＬＡＮ（Local　Area　Netw
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ork）等といった各種の無線通信網若しくは各種の有線通信網といったネットワークＮ（
例えば、図２参照）を介して、利用者が使用する利用者端末２００や店舗が利用する店舗
端末１００との間で通信を行う。なお、情報提供装置１０は、任意の数の利用者に対し、
任意の数の店舗が販売する取引対象の情報を提供し、各利用者および各店舗間における取
引対象の電子商取引を実現する各種の機能を有するものとする。
【００１３】
　店舗端末１００は、情報提供装置１０が提供する電子商店街のサービスを介して、取引
対象を利用者に対して販売する店舗が利用する端末装置であり、例えばＰＣやサーバ装置
により実現される。すなわち、店舗端末１００は、電子商店街において取引対象を販売す
る販売者が利用する端末装置である。例えば、店舗端末１００は、電子商店街に取引対象
を出品した店舗等に配置される。そして、店舗端末１００は、販売対象となる取引対象に
関する各種の情報を情報提供装置１０に対して登録する。なお、取引対象を販売する販売
者は、電子商店街における仮想的な店舗を有していてもよく、有していなくともよい。ま
た、販売者は、実際の店舗を有していてもよく、有していなくともよい。
【００１４】
　利用者端末２００は、利用者により利用されるＰＣ（Personal　Computer）やスマート
フォン等の情報処理端末である。例えば、利用者端末２００は、インターネット等のネッ
トワークＮ（例えば、図２参照）を介して、情報提供装置１０と通信可能である。なお、
図１での図示は省略しているが、情報提供装置１０は、さらに任意の数の利用者端末２０
０と通信可能であってもよい。
【００１５】
　例えば、店舗端末１００は、販売者による操作に従い、電子商店街で販売する取引対象
の情報（例えば、画像、価格、送料、在庫数等）の登録を受付ける。そして、情報提供装
置１０は、利用者から取引対象の検索クエリを受付けた場合は、出品された取引対象のう
ち、検索クエリと対応する取引対象を抽出し、抽出した取引対象の画像や価格等を示す取
引対象コンテンツを利用者に対して配信する。そして、情報提供装置１０は、利用者がい
ずれかの取引対象コンテンツを選択した場合は、選択された取引対象と対応する取引対象
を購入するためのコンテンツである購入コンテンツを利用者に対して配信する。
【００１６】
　また、情報提供装置１０は、購入コンテンツを介して利用者が取引対象を購入した場合
は、取引対象の発送先となる住所や受取人の氏名、希望の配達日時等の登録を受付ける。
なお、情報提供装置１０は、このような配送先となる利用者に関する情報（以下、「配送
先情報」と記載する場合がある。）の登録をあらかじめ受付けておき、利用者の認証が行
われた場合は、予め登録された配送先情報を用いて、以下の処理を実行してもよい。そし
て、情報提供装置１０は、配送先情報を店舗端末１００に送信し、利用者に対して取引対
象の配送等を実行させる。
【００１７】
〔１－２．電子商取引の一例について〕
　ここで、情報提供装置１０が提供する電子商店街のサービスの一例について説明する。
例えば、情報提供装置１０は、取引対象を販売する販売者から、販売対象となる取引対象
の取引対象情報を受付ける。このような場合、情報提供装置１０は、取引対象情報を所定
のデータベースに登録する。
【００１８】
　ここで、情報提供装置１０が提供する電子商店街においては、取引対象の管理や配送を
各店舗が独自に行ってもよく、複数の店舗が共用する所定の倉庫から配送を行ってもよい
。例えば、販売者は、取引対象の管理や配送を店舗で行う場合、取引対象情報として、配
送元となる店舗の住所や在庫数を登録する。一方、販売者は、取引対象の管理や配送を所
定の倉庫で行う場合は、取引対象を所定の倉庫へ納品するとともに、納品先となる倉庫を
示す情報を取引対象情報として登録する。
【００１９】
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　一方、情報提供装置１０は、利用者端末２００から所望する取引対象と対応する検索ク
エリの入力や選択を受付ける。例えば、情報提供装置１０は、利用者から、検索クエリと
して、取引対象名や取引対象の属性等を受付ける。このような場合、情報提供装置１０は
、データベースを参照し、販売対象として登録された取引対象、すなわち、出品された取
引対象の中から受付けた検索クエリと対応する取引対象を検索する。
【００２０】
　また、情報提供装置１０は、検索クエリと対応する取引対象に関する各種の情報や、検
索を行った利用者の属性等に基づいて、各取引対象の取引対象コンテンツを表示する優先
度（例えば、各取引対象コンテンツを並べる順番）を決定する。例えば、情報提供装置１
０は、取引対象の価格、送料等に基づいて、各取引対象コンテンツを表示するスコア（以
下、「優先度」と記載する。）を優先度として算出する。そして、情報提供装置１０は、
優先度が高い順に取引対象コンテンツを並べた検索結果を生成し、生成した検索結果を利
用者端末２００へと送信する。
【００２１】
　例えば、情報提供装置１０は、取引対象の価格、送料、人気度（例えば、販売数やアク
セス数、コンテンツのＣＴＲ（Click　Through　Rate）やＣＶＲ（Conversion　Rate）等
に基づいて、優先度を算出する。また、例えば、情報提供装置１０は、取引対象に対して
販売者があらかじめ付与していたタグ情報と検索クエリとの関連性や、タグ情報と利用者
との間の関連性に基づいて、優先度を算出してもよい。また、例えば、情報提供装置１０
は、利用者の住所等といった配送先と、店舗が取引対象を発送する発送元との距離に基づ
いて、優先度を算出してもよい。
【００２２】
　また、情報提供装置１０は、検索クエリと各取引対象との関連度、検索クエリを入力し
た利用者の属性（例えば、デモグラフィック属性やサイコグラフィック属性）と取引対象
の属性とのマッチング結果、検索クエリを入力した時刻や利用者端末２００の位置等、各
種の情報に基づいて、取引対象コンテンツを表示する優先度を算出してもよい。
【００２３】
　なお、情報提供装置１０は、各取引対象または各取引対象コンテンツのコンバージョン
に応じた優先度を算出してもよい。例えば、情報提供装置１０は、取引対象の販売総数、
購入コンテンツのＣＴＲ（Click　Through　Rate）、ＣＰＡ（Cost　Per　Action/Cost　
Per　Acquisition）、取引対象を購入するためのウェブコンテンツの閲覧回数、取引対象
コンテンツの選択回数等、取引対象について所定のコンバージョンを示す各種の数値に基
づいて、優先度を算出する。
【００２４】
　なお、上述した指標以外にも、情報提供装置１０は、任意の指標に基づいて、優先度を
算出してよい。例えば、情報提供装置１０は、価格が安い取引対象ほど高い値の優先度を
算出してもよい。また、情報提供装置１０は、配送料が無料の取引対象ほど高い値の優先
度を算出してもよい。
【００２５】
　ここで、情報提供装置１０は、取引対象の販売を促進するために販売者に対して課金さ
れる費用である販売促進費や、価格に対する販売促進費の割合である販促割合に関する情
報に基づいて、優先度を算出する場合がある。例えば、情報提供装置１０は、各取引対象
ごと若しくは店舗ごとに、価格に対する販売促進費の割合である販促割合の登録を受付け
る。
【００２６】
　ここで、販売促進費とは、取引対象が実際に購入された際に、取引対象の販売者から電
子商店街を運営する運営者に対して提供される報酬である。例えば、情報提供装置１０は
、取引対象が販売された場合は、あらかじめ登録された販売価格から販売促進費を減算し
た額を店舗へと提供する。すなわち、販売促進費とは、取引対象の購入を契機として、購
入された取引対象を販売する販売者から電子商店街の運営者に対して支払われる費用であ
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る。また、販促割合とは、前記取引対象の販売価格に対する販促費用の割合である。なお
、情報提供装置１０は、電子商店街を運営する運営者の主導により、販売促進費の範囲内
で取引対象のセールやクーポンの発行を自動的に行ってもよい。すなわち、販売促進費と
は、広告費用としての性質のみならず、電子商店街における店舗の出店料や、電子商店街
における各種運営において用いられる費用としての側面を有する。
【００２７】
　情報提供装置１０は、このような販売促進費や販促割合の値を指標として、取引対象コ
ンテンツを表示するための優先度を算出する。情報提供装置１０は、販促割合の値や販売
促進費の値が大きい程、より高い値の優先度を算出する。そして、情報提供装置１０は、
優先度の値が高い方から順に取引対象コンテンツを並べた検索結果を生成する。
【００２８】
　また、情報提供装置１０は、利用者が検索結果からいずれかの取引対象コンテンツを選
択した場合は、取引対象コンテンツと対応する取引対象に関する情報が配置されるととも
に、その取引対象の購入を受付けるための購入コンテンツを配信する。そして、情報提供
装置１０は、利用者端末２００から取引対象の購入操作を受付けた場合は、その取引対象
を販売した販売者に対して取引対象を販売した旨の通知を行うとともに、各種の課金処理
を実行する。
【００２９】
　例えば、情報提供装置１０は、所定の課金処理を行う課金サーバ（図示は、省略）等と
連携し、購入された取引対象の価格を請求する。また、情報提供装置１０は、取引対象の
価格に対して販促割合を積算した額、すなわち、販売促進費用の額を算出し、購入された
取引対象の価格から算出された販売促進費用の額を減算した額を販売者に対して提供する
。
【００３０】
　なお、情報提供装置１０は、電子商店街における取引対象の価値に基づいて、優先度を
算出してもよい。例えば、同一の取引対象が異なる店舗から出品されていたとしても、い
ずれかの店舗が出品した取引対象の評価やその店舗の評価が高い場合には、他の店舗が出
品した取引対象よりもその取引対象の価値が高いと考えられる。また、ある店舗が出品し
た取引対象について、その取引対象の販売数、取引対象と関連する検索クエリの入力回数
、購入コンテンツのインプレッション数や選択数、他の取引対象との価格差、取引対象が
出品されてから経過した日数、他の店舗が出品した取引対象の販売数等は、その取引対象
の価値の指標となる。そこで、情報提供装置１０は、上述した各種の情報に基づいて、取
引対象の価値を示す価値スコアを算出し、算出した価値スコアに基づいて、購入コンテン
ツを表示する優先度を算出してもよい。
【００３１】
　また、情報提供装置１０は、検索結果を表示する際において最初に画面内に表示される
範囲や、検索結果が複数のコンテンツにより構成される際において最初に表示されるコン
テンツ等、検索結果のうち視認性が所定の閾値を超える領域に、所定の優先領域を設定す
る。そして、情報提供装置１０は、販売促進費や販促割合の値が所定の閾値を超える取引
対象の取引対象コンテンツを、販売促進費や販促割合の値に応じた順序で優先領域内に配
置して表示してもよい。また、情報提供装置１０は、優先領域以外の領域に、販売促進費
や販促割合以外の指標に基づいて算出された優先度順に、取引対象コンテンツを並べて表
示してもよい。
【００３２】
〔１－３．各処理の概要について〕
　以下、情報提供装置１０が実行する提示処理および提供処理について説明する。以下の
説明では、情報提供装置１０が取引対象コンテンツを利用者に対して提供する際に実行す
る提供処理を先に説明し、その後、取引対象コンテンツを提供する際に販売者に対して提
供される利益の情報を販売者に対して提供する提示処理について説明する。
【００３３】
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〔１－３－１．提供処理の概要〕
　例えば、販売促進費や販促割合に基づいた優先度で取引対象コンテンツを配信した場合
、利用者にとって有用な取引対象の情報を提供しているとは言えない場合がある。例えば
、利用者からの評価があまり高くない第１店舗が、利用者からの評価が高い第２店舗より
も高い販売促進費を設定していた場合、第１店舗の取引対象コンテンツが、第２店舗の取
引対象よりも優先的に表示されてしまう。このため、利用者が、同じ取引対象を出品する
複数の店舗のうち、あまり評判が良くない店舗の取引対象を購入してしまい、取引対象や
電子商店街に対する印象が悪化する恐れがある。
【００３４】
　そこで、情報提供装置１０は、取引対象コンテンツの配信を行う際に、以下の提供処理
を実行する。まず、情報提供装置１０は、電子商店街を介して取引対象を販売する販売者
と関連する評価を示す評価情報を取得する。そして、情報提供装置１０は、評価情報に基
づく順序で、販売者によって販売される取引対象に関する情報を利用者に提供する。
【００３５】
　すなわち、情報提供装置１０は、第１販売者によって販売される取引対象に関する情報
を、評価情報が示す評価が第１販売者よりも低い第２販売者によって販売される取引対象
に関する情報よりも優先的に提供する。より具体的な例を挙げると、情報提供装置１０は
、評価情報が示す評価が所定の条件を満たすか否かを判定する。そして、情報提供装置１
０は、評価が所定の条件を満たすと判定された販売者により販売される取引対象に関する
情報を、評価が所定の条件を満たさないと判定された販売者により販売させる取引対象よ
りも優先的に提供する。例えば、情報提供装置１０は、判定結果に基づいて、販売者によ
って販売される取引対象に関する情報を提供する優先度を算出し、算出された優先度に応
じて、販売者によって販売される取引対象に関する情報を利用者に提供する。
【００３６】
　このように、利用者からの評価がより高い販売者により販売される取引対象の取引対象
コンテンツを優先的に表示するため、情報提供装置１０は、以下の処理を実行する。例え
ば、情報提供装置１０は、評価が所定の条件を満たすと判定された場合は、販促費用の割
合を仮想的に増加させ、仮想的に増加させた販促割合の値に基づいて、優先度の算出を行
う。すなわち、情報提供装置１０は、評価が高い販売者により販売される取引対象につい
ては、優先度の指標となる販促割合の値をかさ上げした状態で優先度の算出を行う。
【００３７】
　ここで、販促割合の値を仮想的に増加させるとは、実際に販促割合の値を増加させるの
ではなく、優先度の算出においてのみ販促割合の値を増加させる処理を示すものとする。
すなわち、情報提供装置１０は、ある取引対象について販促割合の値を仮想的に増加させ
た状態で取引対象コンテンツを表示し、その後、その取引対象が購入された場合は、仮想
的に増加させる前の販促割合の値、すなわち、販売者が実際に登録した販促割合の値に基
づいた販売促進費用を、販売者に対して課金する。
【００３８】
　このような処理の結果、情報提供装置１０は、利用者からの評判がよい店舗の取引対象
コンテンツを優先的に提供することができる。このため、情報提供装置１０は、利用者に
対して適切な情報を提供することができる。また、情報提供装置１０は、単に評判が良い
店舗の取引対象コンテンツを優先的に提供するのではなく、販促割合や販売促進費の額を
かさ上げすることにより、利用者からの評判がよい店舗の取引対象コンテンツを優先的に
提供するように、優先度を調整する。このような処理の結果、情報提供装置１０は、販促
割合や販売促進費の額を考慮しつつ、各店舗に対する利用者からの評価に応じた優先度で
、各取引対象コンテンツを提供することができる。
【００３９】
〔１－３－２．提示処理の概要〕
　続いて、提示処理の概要について説明する。上述したように、販売促進費や販促割合に
基づいた優先度で取引対象コンテンツを配信した場合、より高い値の販売促進費や販促割
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合を登録した販売者の取引対象コンテンツが優先的に提供されてしまう。このため、各販
売者に対し、単純に販売促進費や販促割合の額を増加させようとする動機づけを与えてし
まい、利用者からの評価を改善させる動機づけを与えているとは言えない。
【００４０】
　そこで、情報提供装置１０は、以下の提示処理を実行する。まず、情報提供装置１０は
、電子商店街を介して取引対象を販売する販売者と関連する評価が、電子商店街において
販売者に対して所定の利益を提供するための条件を満たすか否かを判定する。そして、情
報提供装置１０は、販売者と関連する評価と共に、判定結果を販売者に対して提供する。
【００４１】
　例えば、情報提供装置１０は、販売者と関連する評価が、販売者によって販売される取
引対象に関する情報を利用者に提供する際の優先度を増加させるための条件を満たすか否
かを判定し、判定結果を販売者に対して提供する。より具体的には、情報提供装置１０は
、優先度の指標となる販促割合の値を仮想的に増加させるための条件を満たすか否かを判
定し、判定結果を販売者に対して提供する。すなわち、情報提供装置１０は、提示処理と
して、提供処理において販促割合の値を仮想的に増加させるというインセンティブを得る
ための条件を満たすか否かの判定結果を販売者に対して提供する。
【００４２】
　このような処理を実行した場合、情報提供装置１０は、各販売者に対し、電子商店街に
おける所定の利益を得るために利用者からの評価を改善しようとする動機づけを与えるこ
とができる。より具体的には、情報提供装置１０は、販促割合や販売促進費の額を増加さ
せようとする動機づけのみならず、利用者からの評価を向上させようとする動機づけを与
えることができる。この結果、情報提供装置１０は、各販売者による取引行為の態様を改
善させることができる結果、利用者にとって有用な取引対象の情報を提供することができ
る。
【００４３】
〔１－４．提示処理および提供処理の一例〕
　以下、図１を用いて、情報提供装置１０が実行する提供処理の流れの一例について説明
する。まず、情報提供装置１０は、店舗端末１００を介して取引対象の出品等を受付ける
とともに、販促割合の設定要求を受付ける（ステップＳ１）。このような場合、情報提供
装置１０は、提示処理を実行することで、販促割合に対するインセンティブの条件を示す
条件情報を店舗端末１００に提示する（ステップＳ２）。
【００４４】
　なお、図１に示す例では、店舗端末１００から販促割合の設定要求を受付けた際に条件
情報を提供する処理の一例について説明したが、実施形態は、これに限定されるものでは
ない。例えば、情報提供装置１０は、店舗端末１００から条件情報の提示要求を受付けた
場合に条件情報を提示してもよく、所定のタイミングで条件情報を店舗端末１００にプッ
シュ通知してもよい。
【００４５】
〔１－４－１．提示処理の一例〕
　例えば、情報提供装置１０は、店舗端末１００を利用する販売者（すなわち、店舗）を
特定し、特定した販売者に対する各種の評価を特定する。具体的な例を挙げると、情報提
供装置１０は、特定した販売者により販売された取引対象の配送に関する評価（以下、「
配送評価」と記載する場合がある。）を特定し、特定した評価が所定の条件を満たすか否
かを判定する。より具体的には、情報提供装置１０は、特定した評価が、販促割合を仮想
的に増加させるための所定の条件（以下、「増加条件」と記載する。）、もしくは、販促
割合を仮想的に減少させるための所定の条件（以下、「減少条件」と記載する。）を満た
すか否かを判定する。
【００４６】
　例えば、電子商店街に出品された取引対象には、注文の翌日に到着する「あすつく」の
対象になるものも存在する。このような「あすつく」の対象となる商品について、発想が



(10) JP 6756809 B2 2020.9.16

10

20

30

40

50

遅れた場合には、利用者からの評価が低下すると予測される。そこで、情報提供装置１０
は、取引対象が購入されてから、購入された取引対象を発送するまでの期間（以下、「発
送期間」と記載する場合がある。）が所定の期間を超えた回数を特定する。そして、情報
提供装置１０は、特定した回数に基づく配送評価が所定の条件を満たすか否かを判定する
。
【００４７】
　例えば、情報提供装置１０は、発送期間が２４時間を超えた回数を、販売者が取引対象
を発送した全回数で除算した値を出荷遅延率として算出する。そして、情報提供装置１０
は、算出した出荷遅延率が所定の閾値を下回る場合は、配送評価が所定の条件を満たすと
判定する。例えば、情報提供装置１０は、出荷遅延率が「１パーセント」を下回る場合は
、出荷遅延率が増加条件を満たすと判定する。また、情報提供装置１０は、出荷遅延率が
「１０％」を上回る場合は、出荷遅延率が減少条件を満たすと判定する。
【００４８】
　なお、情報提供装置１０は、発送期間が２４時間を超えた回数を特定し、特定した回数
が所定の閾値を下回る場合は、配送評価が所定の条件を満たすと判定してもよい。また、
情報提供装置１０は、出荷遅延率が所定の閾値を超える場合や、発送期間が所定の閾値を
超えた回数が所定の回数を超える場合は、配送評価が所定の条件を満たさないと判定して
もよい。
【００４９】
　また、取引対象を購入してから到着までの時間が長い場合には、利用者の印象が低下す
ると考えられる。そこで、情報提供装置１０は、取引対象が購入されてから取引対象が配
送先に配送されるまでの期間（以下、「配送期間」と記載する場合がある。）に基づく評
価が所定の条件を満たすか否かを判定する。
【００５０】
　例えば、情報提供装置１０は、配送期間の平均値を平均配送期間として算出し、算出し
た平均配送期間が５日を下回る場合は、平均配送期間が増加条件を満たすと判定し、平均
配送期間が１０日を上回る場合は、平均配送期間が減少条件を満たすと判定してもよい。
また、情報提供装置１０は、配送期間が所定の閾値を超える回数を算出し、算出した回数
が所定の閾値を下回る場合や、配送期間が所定の閾値を超える回数の割合が所定の閾値を
下回る場合は、配送評価が所定の増加条件を満たすと判定してもよい。また、情報提供装
置１０は、平均配送期間が所定の閾値を超える場合や、配送期間が所定の閾値を超えた回
数が所定の回数を超える場合は、平均配送期間が減少条件を満たすと判定してもよい。
【００５１】
　また、取引対象のそのもに対する評価は、その取引対象を販売した販売者に対する評価
であると考えられる。そこで、情報提供装置１０は、販売者により販売された取引対象に
関する評価（以下、「取引対象評価」と記載する場合がある。）が所定の条件を満たすか
否かを判定する。
【００５２】
　例えば、電子商店街においては、購入した取引対象に関する段階的な評価を受付ける機
能を有する場合がある。そこで、情報提供装置１０は、取引対象に対して付与された評価
値の平均値に基づく評価（以下、「平均レビュー」と記載する場合がある。）が所定の条
件を満たすか否かを判定する。例えば、情報提供装置１０は、平均レビューの値が４以上
となる場合は、平均レビューが増加条件を満たすと判定し、平均レビューの値が２を下回
る場合は、平均レビューが減少条件を満たすと判定してもよい。
【００５３】
　ここで、評価値の平均値に基づく評価を行った場合、販売者や販売者と関連する利用者
によって高い評価値が付与されることにより、不正な評価値の操作が行われる結果、イン
センティブが付与されてしまう恐れがある。そこで、情報提供装置１０は、取引対象に対
して所定の閾値よりも低い値の評価値（以下、「低評価レビュー」と記載する場合がある
。）が付与された回数に基づく評価が所定の条件を満たすか否かを判定する。
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【００５４】
　例えば、情報提供装置１０は、低評価レビューの割合が１パーセントを下回る場合は、
低評価レビューが増加条件を満たすと判定し、低評価レビューの割合が１０パーセントを
超える場合は、低評価レビューが減少条件を満たすと判定する。なお、情報提供装置１０
は、低評価レビューの回数が所定の閾値を下回るか否かを判定してもよい。
【００５５】
　また、電子商店街においては、各店舗に対する段階的な評価を受付ける場合がある。そ
こで、情報提供装置１０は、販売者に対する評価（以下、「店舗評価」と記載する場合が
ある。）が所定の条件を満たすか否かを判定する。
【００５６】
　例えば、情報提供装置１０は、店舗に対して付与された評価値の平均値に基づく評価（
以下、「平均ストア評価」と記載する場合がある。）が所定の条件を満たすか否かを判定
する。例えば、情報提供装置１０は、平均ストア評価の値が４を上回る場合は、平均スト
ア評価が増加条件を満たすと判定し、平均ストア評価の値が２を下回る場合は、平均スト
ア評価が減少条件を満たすと判定する。
【００５７】
　また、情報提供装置１０は、店舗に対して所定の閾値よりも低い値の評価値（以下、「
低ストア評価」と記載する場合がある。）が付与された回数に基づく評価が所定の条件を
満たすか否かを判定する。例えば、情報提供装置１０は、低ストア評価の割合が１パーセ
ント下回る場合は、低ストア評価が増加条件を満たすと判定し、低ストア評価の割合が１
０パーセントを超える場合は、低ストア評価が減少条件を満たすと判定する。なお、情報
提供装置１０は、低ストア評価の数が所定の条件を満たすか否かを判定してもよい。
【００５８】
　また、情報提供装置１０は、販売者側の都合により購入後に取引対象の販売がキャンセ
ルされた回数に基づく評価が所定の条件を満たすか否かを判定する。例えば、情報提供装
置１０は、販売者側の都合により購入後に取引対象の販売がキャンセルされた割合をスト
ア都合キャンセル率として算出する。そして、情報提供装置１０は、ストア都合キャンセ
ル率が１パーセントを下回る場合は、ストア都合キャンセル率が所定の増加条件を満たす
と判定し、ストア都合キャンセル率が０パーセントを上回る場合は、ストア都合キャンセ
ル率が減少条件を満たすと判定する。
【００５９】
　なお、上述した各種の評価以外にも、情報提供装置１０は、各販売者による販売履歴が
各種の条件を満たすか否かを判定してもよい。また、情報提供装置１０は、発送期間や配
送期間がどのような期間を超えた場合に遅延が生じたと見做すか、各評価がどのような閾
値を超えた場合、あるいは、どのような閾値を下回る場合に条件を満たすと判定するかに
ついては、任意の閾値が採用可能である。
【００６０】
　そして、情報提供装置１０は、販売者の各評価内容と、各評価が所定の条件を満たすか
否かを示す情報をまとめたコンテンツＣ１０を生成する。例えば、情報提供装置１０は、
店舗端末１００を利用する店舗である店舗ＡへのコンテンツＣ１０として、図１に示すよ
うに、「店舗Ａ様のインセンティブ情報」といったコンテンツＣ１０を生成する。そして
、情報提供装置１０は、コンテンツＣ１０内に、店舗Ａにおける出荷遅延率、平均配送期
間、低評価レビューの割合、平均レビューの値、低ストア評価の割合、平均ストア評価の
値、ストア都合キャンセル率の値等を配置する。さらに、情報提供装置１０は、各評価項
目が増加条件を満たすか否か、および、各評価項目が減少条件を満たすか否かを示す情報
をコンテンツＣ１０内に配置する。すなわち、情報提供装置１０は、各評価項目が所定の
条件を満たした場合に店舗Ａに対して付与される利益、すなわち、インセンティブを示す
情報やペナルティを示す情報をコンテンツＣ１０内に配置する。
【００６１】
　例えば、図１に示す例では、情報提供装置１０は、店舗Ａの出荷遅延率「１．２パーセ
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ント」をコンテンツＣ１０内に配置する。ここで、提示処理においては、出荷遅延率が「
１パーセント」以下の場合に、販促割合が仮想的に増加され、出荷遅延率が「１０パーセ
ント」以上の場合に、販促割合が仮想的に減少されるものとする。このような場合、情報
提供装置１０は、出荷遅延率「１．２パーセント」が増加条件および減少条件のいずれも
満たさないと判定する。そして、情報提供装置１０は、増加条件および減少条件のいずれ
も満たさない旨の表示をコンテンツＣ１０中に配置する。
【００６２】
　また、情報提供装置１０は、店舗Ａの平均配送期間「３日」をコンテンツＣ１０内に配
置する。ここで、提示処理においては、平均配送期間が「５日」以下の場合に、販促割合
が仮想的に増加させ、平均配送期間が「１０日」以上の場合に、販促割合が仮想的に減少
されるものとする。このような場合、情報提供装置１０は、平均配送期間が増加条件を満
たすと判定し、平均配送期間が増加条件を満たす旨の表示をコンテンツＣ１０内に配置す
る。
【００６３】
　また、情報提供装置１０は、店舗Ａの低評価レビュー、平均レビュー、低ストア評価、
平均ストア評価、およびストア都合キャンセル率のそれぞれの値をコンテンツＣ１０内に
配置するとともに、各評価項目に対する増加条件や減少条件、各評価項目が増加条件を満
たすか否か、および、減少条件を満たすかいなかを示す情報をコンテンツＣ１０内に配置
する。
【００６４】
　さらに、情報提供装置１０は、店舗に対する各評価項目のうち、所定の条件を満たす評
価項目の数に応じたインセンティブの内容をコンテンツＣ１０内に配置する。例えば、提
示処理においては、増加条件を満たす項目の数から減少条件を満たす項目の数を減算した
値が２つ以上で、販促割合を仮想的に１．５倍にするものとする。このような場合、情報
提供装置１０は、店舗Ａの各評価項目のうち、増加条件を満たす項目が３つであり、減少
条件を満たす項目が２つであるので、店舗Ａのインセンティブとして販促割合が１．５倍
となる旨を配置する。
【００６５】
　そして、情報提供装置１０は、コンテンツＣ１０を販売者となる店舗に提示する。この
ようなコンテンツＣ１０を提示された店舗は、販促割合を増加させるというインセンティ
ブ、すなわち、取引対象コンテンツを優先的に提示するというインセンティブを得るため
に、条件情報に応じた施策を実行することとなる（ステップＳ３）。例えば、店舗Ａは、
販促割合をさらに向上させるため、出荷遅延率や平均配送期間の改善を行う。そして、情
報提供装置１０は、店舗情報の更新を行うことで（ステップＳ４）、改善結果を得ること
ができる。
【００６６】
〔１－４－２．提供処理の一例〕
　続いて、提供処理の一例について説明する。例えば、情報提供装置１０は、利用者端末
２００から検索クエリを受付ける（ステップＳ５）。このような場合、情報提供装置１０
は、販売されている取引対象の中から検索クエリと関連する取引対象を検索し、検索され
た取引対象の販促割合を特定する（ステップＳ６）。例えば、情報提供装置１０は、検索
クエリと対応する取引対象＃Ａ～＃Ｃを特定する。そして、情報提供装置１０は、取引対
象＃Ａ～＃Ｃを販売する店舗と、取引対象の価格と、販促割合とを特定する。
【００６７】
　例えば、情報提供装置１０は、取引対象＃Ａを販売する店舗＃Ａ、取引対象＃Ａの価格
「１５００円」、および取引対象＃Ａの販促割合「１０パーセント」を特定する。また、
情報提供装置１０は、取引対象＃Ｂを販売する店舗＃Ｂ、取引対象＃Ｂの価格「１４００
円」、および取引対象＃Ｂの販促割合「１２パーセント」を特定する。また、情報提供装
置１０は、取引対象＃Ｃを販売する店舗＃Ｃ、取引対象＃Ｃの価格「１５００円」、およ
び取引対象＃Ｃの販促割合「１２パーセント」を特定する。
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【００６８】
　ここで、単純に各取引対象＃Ａ～＃Ｃに対する販売促進費を算出した場合、取引対象＃
Ａの販売促進費は「１５０円」となり、取引対象＃Ｂの販売促進費は「１６８円」となり
、取引対象＃Ｃの販売促進費は「１８０」円となる。この結果、単純に各販売促進費の値
を優先度とすると、取引対象＃Ｃ、取引対象＃Ｂ、取引対象＃Ａの順番で、取引対象コン
テンツが提供されることとなる。
【００６９】
　しかしながら、例えば、店舗＃Ｂや店舗＃Ｃよりも店舗＃Ａの方が評価が高い場合、取
引対象＃Ａの取引対象コンテンツを優先的に提示した方がよいと考えられる。そこで、情
報提供装置１０は、評価が高い店舗の販促割合を仮想的に上乗せした状態で、販売促進費
を算出する（ステップＳ７）。
【００７０】
　例えば、情報提供装置１０は、店舗＃Ａ～＃Ｃの配送履歴等から、出荷遅延率、平均配
送期間、低評価レビュー、平均レビュー、低ストア評価、、平均ストア評価、およびスト
ア都合キャンセル率のそれぞれが、所定の条件を満たすか否かを判定する。例えば、情報
提供装置１０は、各評価項目が所定の増加条件および減少条件を満たすか否かを判定する
。そして、情報提供装置１０は、各評価項目のうち各条件を満たすと判定された項目や、
条件を満たす項目の数に応じて、販促割合の値を調整する。すなわち、情報提供装置１０
は、評価が所定の増加条件を満たすと判定された場合は、取引対象コンテンツを表示する
優先度を増加させ、評価が所定の減少条件を満たすと判定された場合は、取引対象コンテ
ンツを表示する優先度を低下させる。
【００７１】
　例えば、図１に示す例では、店舗＃Ａについては、平均配送期間、低ストア評価、およ
び平均ストア評価が増加条件をみたし、ストア都合キャンセル率が減少条件を満たしてい
る。この結果、情報提供装置１０は、店舗＃Ａにおいては、販促割合「１０パーセント」
を「１．５倍」にした値「１５パーセント」を適用割合として算出する。そして、情報提
供装置１０は、適用割合と価格との積である「２２５」を販促スコアとして算出する。
【００７２】
　一方、情報提供装置１０は、店舗＃Ｂおよび店舗＃Ｃが各評価項目を満たさなかった場
合、販促割合の値をそのまま適用割合とすることで、販促スコアの値を算出する。例えば
、情報提供装置１０は、店舗＃Ｂの取引対象＃Ｂについては、販促スコア「１６８」を算
出し、店舗＃Ｃの取引対象＃Ｃについては、販促スコア「１８０」を算出する。
【００７３】
　そして、情報提供装置１０は、販促スコアに応じた順序でコンテンツを並べた検索結果
を生成する（ステップＳ８）。例えば、情報提供装置１０は、取引対象＃Ａ、取引対象＃
Ｃ、および取引対象＃Ｂの順で取引対象コンテンツを並べた検索結果ＳＲを生成する。そ
して、情報提供装置１０は、検索結果ＳＲを利用者端末２００に送信することで、価値が
高い店舗の取引対象を優先的に提示する（ステップＳ９）。また、情報提供装置１０は、
取引対象が購入された場合は、設定された販促割合に応じた販売促進費を販売者に対して
課金する（ステップＳ１０）。例えば、情報提供装置１０は、取引対象＃Ａが購入された
場合は、適用割合に係わらず、店舗＃Ａが設定した販売促進費「１５０円」を販売者に対
して課金する。
【００７４】
〔１－５．評価項目について〕
　なお、情報提供装置１０は、提示処理における評価項目と同一の評価項目について、店
舗が各評価項目を満たすか否かの判定結果を提供するのであれば、任意の内容の評価項目
を採用してよい。また、情報提供装置１０は、任意の内容の評価項目について、各店舗が
評価項目を満たすか否かを判定し、判定結果に応じて、販促割合の値を調整すればよい。
【００７５】
　なお、情報提供装置１０は、上述した各種評価項目のうち、一部のみを採用してもよい
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。また、情報提供装置１０は、上述した評価項目以外にも、電子商店街において各店舗に
対する評価を示すと考えられる任意の評価項目を満たすか否かを判定してもよい。
【００７６】
〔１－６．インセンティブについて〕
　また、上述した説明では、情報提供装置１０は、検索結果の提供時における販促割合の
値を仮想的に増加させることをインセンティブとし、販促割合の値の仮想的に減少させる
ことをペナルティとした。ここで、情報提供装置１０は、任意の手法により販促割合の値
を増加あるいは減少させてもよい。
【００７７】
　例えば、情報提供装置１０は、増加条件を満たす度に、販促割合の値を１以上の値で定
数倍し、減少条件を満たす度に販促割合の値を１以下の値で定数倍してもよい。また、情
報提供装置１０は、増加条件を満たす項目数だけ、販促割合に加算を行い、減少条件を満
たす項目数だけ、販促割合からの減算を行ってもよい。すなわち、情報提供装置１０は、
所定の条件を満たすと判定された評価項目の数に応じたインセンティブを採用してもよい
。例えば、情報提供装置１０は、評価項目のうち所定の増加条件を満たす項目の数が多け
れば多い程、販促割合の値をより高い値に増加させてもよい。
【００７８】
　また、情報提供装置１０は、販売促進費や販促割合の値以外にも、各種の指標に基づい
て優先度を算出し、各販売者の評価に応じて、算出した優先度を調整してもよい。例えば
、情報提供装置１０は、評価が良いほどより高い値となるように優先度の調整を行っても
よい。
【００７９】
　また、情報提供装置１０は、販売者と関連する複数種別の評価を示す評価情報を取得し
、評価情報が示す評価のうち、所定の条件を満たすと判定された評価の種別に応じた割合
で、販促割合の値を仮想的に増加させてもよい。例えば、情報提供装置１０は、出荷遅延
率のみが所定の条件を満たす場合、販促割合を１．２倍にした値を適用割合とし、出荷遅
延率と平均配送期間とが所定の条件を満たす場合、販促割合を１．５倍にした値を適用割
合としてもよい。また、情報提供装置１０は、評価項目ごとに異なるインセンティブを採
用してもよい。平均レビューの値が所定の条件を満たす場合は、販促割合を１．１倍にし
、低ストア評価の値が所定の条件を満たす場合、販促割合を１．２倍にしてもよい。
【００８０】
　また、情報提供装置１０は、各評価項目が所定の条件を満たすか否かではなく、各評価
項目の値そのものに応じた内容のインセンティブを設定してもよい。例えば、情報提供装
置１０は、出荷遅延率の値が低ければ低い程、販促割合の値をより高い値に仮想的に増加
させてもよい。また、情報提供装置１０は、低評価レビューの件数や低ストア評価の件数
が少なければ少ない程、販促割合の値をより高い値に仮想的に増加させてもよい。
【００８１】
　また、情報提供装置１０は、各評価項目のうち、対応する増加条件を満たす項目の数に
応じて、販促割合の値を増加させてもよい。例えば、情報提供装置１０は、各評価項目の
うち増加条件を満たす項目の数を、販促割合に加算した値を適用割合としてもよい。また
、情報提供装置１０は、各評価項目のうち減少条件を満たす項目の数を、販促割合に減算
した値を適用割合としてもよい。
【００８２】
〔１－７．インセンティブの付与条件について〕
　なお、情報提供装置１０は、提示処理や提供処理を実行するか否かに条件を設定しても
よい。例えば、情報提供装置１０は、販売者による販売履歴が所定の条件を満たし、かつ
、評価情報が所定の条件を満たす場合は、販促割合の値を仮想的に増加させてもよい。例
えば、情報提供装置１０は、販売者による売上の総額が所定の閾値を超える場合にのみ、
販売者に対する評価が所定の条件を満たすか否かを判定し、評価が所定の条件を満たす場
合にのみ、販促割合の値を仮想的に増加させてもよい。
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【００８３】
　また、情報提供装置１０は、販売者による売り上げの総額が所定の閾値を超える場合に
のみ、販売者に対する評価が所定の条件を満たすか否かの判定結果を提供してもよい。例
えば、情報提供装置１０は、売上総額が所定の閾値を超える場合は、図１に示すコンテン
ツＣ１０を提供し、売上総額が所定の閾値を超えない場合は、コンテンツＣ１０に、各評
価項目の現状のみを配置し、各評価項目が所定の条件を満たすか否か等の情報は、配置せ
ずともよい。
【００８４】
〔１－８．条件情報の提示条件について〕
　なお、情報提供装置１０は、販売者と関連する評価が条件を満たし、かつ、販売者によ
り販促割合の値が登録されていない場合は、判定結果とともに、販促割合の登録を促すた
めの情報を提示してもよい。例えば、情報提供装置１０は、販促割合の登録を行っていな
い場合にのみ、図１に示す様なコンテンツＣ１０を提示してもよい。すなわち、情報提供
装置１０は、販促割合の登録を行ってない場合にのみ、各評価項目や各評価項目を満たす
か否かの判定結果、評価項目を満たす場合のインセンティブ等を提示してもよい。このよ
うな処理を実行することで、情報提供装置１０は、各販売者に対して販促割合を登録した
場合の利益を提示することができるので、販促割合の設定を促進することができる。
【００８５】
　なお、情報提供装置１０は、各評価項目が増加条件や減少条件を満たすか否かや、増加
条件や減少条件の閾値以外にも、任意の情報を利用者に対して提供してもよい。例えば、
情報提供装置１０は、他の販売者と比較した場合の出荷の速さや出荷遅延率を示す情報を
提供してもよい。例えば、情報提供装置１０は、平均配送期間や平均的な発送期間が全ス
トア中で何位であるか、出荷遅延率が全ストア中で何位であるかを示すグラフを表示して
もよい。
【００８６】
　また、情報提供装置１０は、各種評価項目を改善するために一般的に用いられる施策を
示すテキストや、このような施策を示すコンテンツへのリンクが設定された情報をコンテ
ンツＣ１０内に配置して表示してもよい。このように、情報提供装置１０は、販売者と関
連する評価が条件を満たしていない場合は、評価が条件を満たすための施策を示す情報を
さらに提供するので、各販売者に対して評価を改善させる動機づけをさらに提供すること
ができる。
【００８７】
〔２．情報提供装置の構成〕
　以下、上記した情報提供装置１０が有する機能構成の一例について説明する。図２は、
実施形態に係る情報提供装置の構成例を示す図である。図２に示すように、情報提供装置
１０は、通信部２０、記憶部３０、および制御部４０を有する。
【００８８】
　通信部２０は、例えば、ＮＩＣ（Network　Interface　Card）等によって実現される。
そして、通信部２０は、ネットワークＮと有線または無線で接続され、店舗端末１００や
利用者端末２００との間で情報の送受信を行う。
【００８９】
　記憶部３０は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory)、フラッシュメモリ（Flash
　Memory）等の半導体メモリ素子、または、ハードディスク、光ディスク等の記憶装置に
よって実現される。また、記憶部３０は、取引対象データベース３１、店舗データベース
３２、および条件データベース３３を記憶する。
【００９０】
　取引対象データベース３１には、電子商店街に出品された取引対象に関する情報が登録
される。例えば、図３は、実施形態に係る取引対象データベースの一例を示す図である。
図３に示す例では、取引対象データベース３１には、「店舗ＩＤ（Identifier）」、「取
引対象ＩＤ」、「カテゴリ情報」、「価格情報」、「送料」、および「販促割合」が対応
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付けて登録されている。なお、図３に示す情報以外にも、取引対象データベース３１には
、例えば、取引対象の画像や説明文となる取引対象コンテンツ、購入コンテンツ、取引対
象コンテンツのＣＴＲ、ＣＶＲ等といった取引対象に関する各種の情報が登録されていて
よい。
【００９１】
　ここで、「店舗ＩＤ」とは、取引対象を出品した店舗を示す識別子、すなわち、販売者
を示す識別子である。また、「取引対象ＩＤ」とは、取引対象を示す識別子である。また
、「カテゴリ情報」とは、対応付けられた「取引対象ＩＤ」が示す取引対象が属するカテ
ゴリを示す情報である。また、「価格情報」とは、対応付けられた「取引対象ＩＤ」が示
す取引対象の価格を示す情報である。また、「送料」とは、対応付けられた「取引対象Ｉ
Ｄ」が示す取引対象を配送する際の総量を示す情報である。また、「販促割合」とは、対
応付けられた「取引対象ＩＤ」が示す取引対象に対して設定された販促割合の値である。
【００９２】
　例えば、図３に示す例では、店舗ＩＤ「店舗＃１」、取引対象ＩＤ「取引対象＃１－１
」、カテゴリ情報「カテゴリ＃Ａ－Ｂ－Ｃ」、価格情報「価格情報＃１－１」、送料「送
料＃１－１」、および販促割合「販促割合＃１－１」といった情報が登録されている。こ
のような情報は、店舗ＩＤ「店舗＃１」が示す店舗に関する情報が店舗情報「店舗情報＃
１」であり、この店舗により出品された取引対象であって、取引対象ＩＤ「取引対象＃１
－１」が示す取引対象が、カテゴリ情報「カテゴリ＃Ａ－Ｂ－Ｃ」が示すカテゴリに属し
ている旨を示す。また、このような情報は、取引対象ＩＤ「取引対象＃１－１」が示す取
引対象の価格が価格情報「価格情報＃１－１」が示す価格であり、送料が送料「送料＃１
－１」が示す送料である旨を示す。また、このような情報は、取引対象ＩＤ「取引対象＃
１－１」が示す取引対象に対し、販促割合「販促割合＃１－１」が設定されている旨を示
す。　
【００９３】
　なお、図３に示す例では、各項目に対応する情報として、「店舗＃１」、「取引対象＃
１－１」、「カテゴリ＃Ａ－Ｂ－Ｃ」、「価格情報＃１－１」、「送料＃１－１」、およ
び「販促割合＃１－１」といった概念的な値を記載した。ここで、取引対象データベース
３１には、実際には、店舗や取引対象を識別するための数値や文字列、取引対象が属する
カテゴリの階層を示す数値や文字列、価格や送料を示す数値、販促割合を示す数値等が登
録される。
【００９４】
　図２に戻り、説明を続ける。店舗データベース３２には、店舗に関する各種の情報が登
録される。例えば、図４は、実施形態に係る店舗データベースに登録される情報の一例を
示す図である。図４に示すように、店舗データベース３２には、「店舗ＩＤ」、「販売履
歴」、「評価情報」、「発送態様情報」、「配送結果履歴」、「販売総額」、および「イ
ンセンティブ」といった情報が対応付けて登録されている。
【００９５】
　ここで、「販売履歴」とは、対応付けられた店舗ＩＤが示す店舗による取引対象の販売
履歴を示す情報である、また、「評価情報」とは、対応付けられた店舗ＩＤが示す店舗や
、店舗が販売した取引対象対する評価を示す情報である。また、「発送態様情報」とは、
対応付けられた店舗ＩＤが示す店舗による発送の態様を示す情報である。また、「配送結
果履歴」とは、対応付けられた店舗ＩＤが示す店舗による配送の結果を示す情報である。
また、「販売総額」とは、対応付けられた店舗ＩＤが示す店舗における取引対象の販売総
額である。また、「インセンティブ」とは、対応付けられた店舗ＩＤが示す店舗に対して
付与されるインセンティブの内容を示す情報である。
【００９６】
　例えば、図４に示す例では、店舗ＩＤ「店舗＃１」、販売履歴「販売履歴＃１」、評価
情報「評価＃１」、発送態様情報「発送態様＃１」、配送結果履歴「配送結果＃１」、販
売総額「販売総額＃１」、およびインセンティブ「１．３」が対応付けて登録されている
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。このような情報は、店舗ＩＤ「店舗＃１」が示す店舗の販売履歴が「販売履歴＃１」で
あり、評価情報が「評価＃１」であり、発送態様情報が「発送態様＃１」であり、配送結
果履歴が「配送結果＃１」であり、販売総額が「販売総額＃１」であり、およびインセン
ティブが「１．３倍」となる旨を示す。
【００９７】
　なお、図４に示す例では、「店舗＃１」、「販売履歴＃１」、「評価＃１」、「発送態
様＃１」、「配送結果＃１」、および「販売総額＃１」といった概念的な値を記載したが
、実際には、各店舗を示す文字列や数値、販売履歴を示すデータ、各利用者からの評価を
示す数値、発送期間の履歴を示すデータ、配送期間の履歴を示すデータ、および販売総額
を示す数値等が登録されることとなる。
【００９８】
　図２に戻り、説明を続ける。条件データベース３３には、各種の増加条件および減少条
件が登録される。例えば、図５は、実施形態に係る条件データベースに登録される情報の
一例を示す図である。図５に示すように、条件データベース３３には、「条件ＩＤ」、「
条件内容」、および「対応処理」といった項目を有する情報が登録される。
【００９９】
　ここで、「条件ＩＤ」とは、各条件を示す識別子である。また、「条件内容」とは、ど
の評価項目がどのような条件を満たすか否かを示す情報、すなわち、条件の内容である。
また、「対応処理」とは、対応付けらられた条件の内容が満たされた場合に、どのような
処理を実行するかを示す情報である。
【０１００】
　例えば、図５に示す例では、条件データベース３３には、条件ＩＤ「条件＃１」、条件
内容「出荷遅延率＜閾値＃１」、および対応処理「販促割合×１．２」が対応付けて登録
されている。このような情報は、条件ＩＤ「条件＃１」が示す条件が、「出荷遅延率が閾
値＃１未満となる」か否かという内容の条件であり、条件が満たされた場合に、販促割合
の値が「１．２倍」される旨を示す。なお、図５に示す例では、各評価項目と比較される
閾値を「閾値＃１」といった概念的な表示で示したが、実際には、閾値をとなる数値が登
録されることとなる。
【０１０１】
　図２に戻って説明を続ける。制御部４０は、例えば、コントローラ（controller）であ
り、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）やＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）等によ
って、情報提供装置１０内部の記憶装置に記憶されている各種プログラム（通知プログラ
ムの一例に相当）がＲＡＭを作業領域として実行されることにより実現される。また、制
御部４０は、コントローラであり、例えば、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integra
ted　Circuit）やＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）等の集積回路により実
現される。
【０１０２】
　図２に示すように、制御部４０は、取得部４１、判定部４２、提示部４３、検索部４４
、提供部４５、および設定部４６を有する。
【０１０３】
　取得部４１は、電子商店街を介して取引対象を販売する販売者と関連する評価を示す評
価情報を取得する。例えば、取得部４１は、店舗端末１００から条件情報の提示要求を受
付けた場合は、利用者端末２００から検索クエリを受付けた場合等は、各店舗の販売履歴
や発送に関する履歴、配送に関する履歴、各店舗や各店舗により販売された取引対象に対
する評価等を取得する。そして、取得部４１は、取得した情報に基づいて、各種の評価項
目の値を生成する。例えば、取得部４１は、出荷遅延率、平均配送期間、低評価レビュー
、平均レビュー、低ストア評価、平均ストア評価、およびストア都合キャンセル率の算出
を行う。
【０１０４】
　判定部４２は、評価情報が示す評価が所定の条件を満たすか否かを判定する。より具体
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的には、判定部４２は、評価情報が示す評価が所定の増加条件と所定の減少条件とを満た
すか否かを判定する。例えば、判定部４２は、取得部４１により算出された各評価項目の
値を取得するとともに、取得した各評価項目の値が、条件データベース３３に登録された
各条件を満たすか否かを判定する。
【０１０５】
　例えば、判定部４２は、提示処理および提供処理において、電子商店街を介して取引対
象を販売する販売者と関連する評価が、電子商店街において販売者に対して所定の利益を
提供するための条件を満たすか否かを判定する。例えば、判定部４２は、販売者と関連す
る評価が、販売者によって販売される取引対象に関する情報を利用者に提供する際の優先
度を増加させるための条件、すなわち、増加条件を満たすか否かを判定する。
【０１０６】
　より具体的には、判定部４２は、取引対象の購入を契機として販売者から電子商店街の
運営者に対して支払われる費用の取引対象の販売価格に対する割合であって、取引対象に
関する情報を利用者に提供する際の優先度の指標となる割合である販促割合の値を、仮想
的に増加させるための増加条件を満たすか否かを判定する。また、判定部４２は、所定の
条件として、電子商店街において当該販売者に対して所定のペナルティを提供するための
条件、すなわち、販促割合の値を仮想的に減少させるための減少条件を満たすか否かを判
定する。
【０１０７】
　例えば、判定部４２は、販売者と関連する複数の評価が所定の条件を満たすか否かを判
定する。より具体的には、判定部４２は、取引対象の配送に関する評価が所定の条件を満
たすか否かを判定する。例えば、判定部４２は、取引対象が購入されてから取引対象を発
送するまでの期間が所定の期間を超えた回数に基づく評価、すなわち、出荷遅延率が所定
の条件を満たすか否かを判定する。また、例えば、判定部４２は、取引対象が購入されて
から取引対象が配送先に配送されるまでの期間に基づく評価、すなわち、平均配送期間が
所定の条件を満たすか否かを判定する。
【０１０８】
　また、判定部４２は、販売者により販売された取引対象に関する評価が所定の条件を満
たすか否かを判定する。例えば、判定部４２は、取引対象に対して所定の閾値よりも低い
値の評価値が付与された回数に基づく評価、すなわち、低評価レビューが所定の条件を満
たすか否かを判定する。また、判定部４２は、取引対象に対する評価値の平均値、すなわ
ち、平均レビューが所定の条件を満たすか否かを判定する。
【０１０９】
　また、判定部４２は、販売者に対する評価が所定の条件を満たすか否かを判定する。例
えば、判定部４２は、販売者に対して所定の閾値よりも低い値の評価値が付与された回数
に基づく評価、すなわち、低ストア評価が所定の条件を満たすか否かを判定する。また、
判定部４２は、販売者に対する評価値の平均値、すなわち、平均ストア評価が所定の条件
を満たすか否かを判定する。また、判定部４２は、取引対象の販売を取りやめた回数に基
づく評価値、すなわち、ストア都合キャンセル率が所定の条件を満たすか否かを判定する
。
【０１１０】
　提示部４３は、販売者と関連する評価と共に、判定結果を販売者に対して提示する。例
えば、提示部４３は、取得部４１により取得された各評価項目の値と、判定部４２による
判定結果を示すコンテンツＣ１０を生成する。また、提示部４３は、判定部４２による判
定結果に基づいて、店舗に対するインセンティブやペナルティの内容を特定する。そして
、提示部４３は、特定したインセンティブの内容やペナルティの内容をコンテンツＣ１０
中に配置し、コンテンツＣ１０を店舗に対して提示する。
【０１１１】
　なお、提示部４３は、販売者と関連する評価が条件を満たし、かつ、販売者により販促
割合の値が登録されていない場合は、販促割合の登録を促すための情報を提示してもよい
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。例えば、提示部４３は、販売者により販促割合の値が登録されていない場合は、コンテ
ンツＣ１０を生成し、生成したコンテンツＣ１０の提供を行ってもよい。また、提示部４
３は、販売者の販売総額が所定の閾値を超える場合にのみ、各評価項目が増加条件や減少
条件を満たすか否かの判定結果を店舗に提示してもよい。
【０１１２】
　検索部４４は、検索クエリと対応する取引対象を検索する。例えば、検索部４４は、利
用者端末２００から検索クエリを受付けた場合は、検索クエリと対応する取引対象を取引
対象データベース３１から検索する。そして、検索された取引対象を提供部４５に通知す
る。
【０１１３】
　提供部４５、評価情報に基づく順序で、販売者によって販売される取引対象に関する情
報を利用者に提供する。例えば、提供部４５は、検索された取引対象を販売する店舗につ
いて判定部４２による各評価項目の判定結果を取得する。そして、提供部４５は、判定結
果に応じて、各取引対象の取引対象コンテンツを表示するための優先度を算出する。
【０１１４】
　例えば、提供部４５は、第１販売者によって販売される取引対象に関する情報を、評価
情報が示す評価が第１販売者よりも低い第２販売者によって販売される取引対象に関する
情報よりも優先的に提供する。例えば、提供部４５は、評価が所定の条件を満たすと判定
された販売者により販売される取引対象に関する情報を、評価が所定の条件を満たさない
と判定された販売者により販売させる取引対象よりも優先的に提供する。
【０１１５】
　例えば、提供部４５は、判定結果に基づいて、販売者によって販売される取引対象に関
する情報を提供する優先度を算出し、算出された優先度に応じて、販売者によって販売さ
れる取引対象に関する情報を利用者に提供する。より具体的には、提供部４５は、評価が
所定の条件を満たすと判定された場合は、取引対象に関する情報を利用者に提供する際の
優先度の指標となる割合である販促割合の値を、仮想的に増加させ、仮想的に増加させた
販促割合の値に基づいて、優先度を算出する。
【０１１６】
　例えば、提供部４５は、出荷遅延率、平均配送期間、低評価レビュー、平均レビュー、
低ストア評価、平均ストア評価、若しくはストア都合キャンセル率といった各評価項目が
所定の増加条件を満たす販売者により販売される取引対象に関する情報を、各評価項目が
所定の増加条件を満たさないと判定された販売者により販売させる取引対象よりも優先的
に提供する。また、提供部４５は、各評価項目が所定の減少条件を満たさない販売者によ
り販売される取引対象に関する情報を、各評価項目が所定の減少条件を満たすと判定され
た販売者により販売させる取引対象よりも優先的に提供する。
【０１１７】
　すなわち、提供部４５は、評価が所定の増加条件を満たすと判定された場合は、販売者
により販売される取引対象に関する情報を表示する優先度を増加させ、評価が所定の減少
条件を満たすと判定された場合は、販売者により販売される取引対象に関する情報を表示
する優先度を減少させる。例えば、提供部４５は、増加条件を満たす評価項目の数に応じ
て値だけ、販促割合を仮想的に増加させ、減少条件を満たす評価項目の数に応じて値だけ
、販促割合を仮想的に減少させる。そして、提供部４５は、仮想的に増加あるいは減少さ
せた販促割合の値に基づいて、販促スコアを算出し、販促スコアの順に取引対象コンテン
ツを並べた検索結果ＳＲを生成する。そして、提供部４５は、生成した検索結果ＳＲを利
用者端末２００に配信する。
【０１１８】
　なお、提供部４５は、販売者による販売履歴が所定の条件を満たし、かつ、評価情報が
所定の条件を満たす場合は、販促割合の値を仮想的に増加させてもよい。例えば、提供部
４５は、販売者による販売総額が所定の閾値を超える場合にのみ、販促割合の値を仮想的
に増加もしくは減少させてもよい。また、提供部４５は、評価情報が示す評価のうち、所
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定の条件を満たすと判定された評価の種別に応じた割合で、販促割合の値を仮想的に増加
させてもよい。例えば、提供部４５は、増加条件や減少条件を満たす評価項目の組み合わ
せや数に応じた値だけ、販促割合の値を増加もしくは減少させてもよい。
【０１１９】
　設定部４６は、取引対象が購入された場合は、仮想的に増加させる前の販促割合の値に
基づいた販売促進費用を設定する。例えば、設定部４６は、ある取引対象が購入された場
合は、その取引対象の取引対象購入する際に増加あるいは減少させた販促割合の値によら
ず、あらかじめ店舗が設定した販促割合の値に基づいて、販売促進費を算出する。そして
、設定部４６は、図示を省略した外部の決済サーバ等と連携して、算出された販売促進費
を販売者に対して課金する。
【０１２０】
〔３．処理手順〕
　次に、図６、図７を用いて、実施形態に係る情報提供装置１０による処理の手順につい
て説明する。図６は、実施形態に係る提示処理の流れの一例を示すフローチャートである
。また、図７は、実施形態に係る提供処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【０１２１】
　まず、図６を用いて、提示処理の流れの一例を説明する。まず、情報提供装置１０は、
店舗の情報を取得する（ステップＳ１０１）。そして、情報提供装置１０は、店舗の情報
に基づいて、店舗の価値に関する各評価項目が所定の条件を満たすか否かを判定する（ス
テップＳ１０２）、その後、情報提供装置１０は、判定結果を、各条件を満たした際のイ
ンセンティブとともに、店舗に対して提示し（ステップＳ１０３）、処理を終了する。
【０１２２】
　続いて、図７を用いて、提供処理の流れの一例を説明する。まず、情報提供装置１０は
、検索クエリを受付ける（ステップＳ２０１）、そして、情報提供装置１０は、検索クエ
リと対応する取引対象を検索する（ステップＳ２０２）。その後、情報提供装置１０は、
インセンティブに関する条件を満たしているか否かに応じて、取引対象コンテンツを提供
する優先度を算出する（ステップＳ２０３）。例えば、情報提供装置１０は、各増加条件
や減少条件に応じて、販促割合の値を調整し、調整後の値に基づいて、各取引対象コンテ
ンツを表示する優先度を算出する。そして、情報提供装置１０は、算出した優先度で取引
対象の情報を提供し（ステップＳ２０４）、処理を終了する。
【０１２３】
〔４．変形例〕
　上述した情報提供装置１０は、上記実施形態以外にも種々の異なる形態にて実施されて
もよい。そこで、以下では、情報提供装置１０の他の実施形態について説明する。
【０１２４】
〔４－１．処理態様について〕
　また、上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明
した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、逆に、手動的に行われるものとし
て説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上
記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報
については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した
各種情報は、図示した情報に限られない。
【０１２５】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示の
ものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単
位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。
【０１２６】
　また、上記してきた各実施形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせるこ
とが可能である。
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【０１２７】
〔４－２．プログラム〕
　また、上述した実施形態に係る情報提供装置１０は、例えば図８に示すような構成のコ
ンピュータ１０００によって実現される。図８は、ハードウェア構成の一例を示す図であ
る。コンピュータ１０００は、出力装置１０１０、入力装置１０２０と接続され、演算装
置１０３０、一次記憶装置１０４０、二次記憶装置１０５０、出力ＩＦ（Interface）１
０６０、入力ＩＦ１０７０、ネットワークＩＦ１０８０がバス１０９０により接続された
形態を有する。
【０１２８】
　演算装置１０３０は、一次記憶装置１０４０や二次記憶装置１０５０に格納されたプロ
グラムや入力装置１０２０から読み出したプログラム等に基づいて動作し、各種の処理を
実行する。一次記憶装置１０４０は、ＲＡＭ等、演算装置１０３０が各種の演算に用いる
データを一次的に記憶するメモリ装置である。また、二次記憶装置１０５０は、演算装置
１０３０が各種の演算に用いるデータや、各種のデータベースが登録される記憶装置であ
り、ＲＯＭ(Read　Only　Memory)、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）、フラッシュメモリ等
により実現される。
【０１２９】
　出力ＩＦ１０６０は、モニタやプリンタといった各種の情報を出力する出力装置１０１
０に対し、出力対象となる情報を送信するためのインタフェースであり、例えば、ＵＳＢ
（Universal　Serial　Bus）やＤＶＩ（Digital　Visual　Interface）、ＨＤＭＩ（登録
商標）（High　Definition　Multimedia　Interface）といった規格のコネクタにより実
現される。また、入力ＩＦ１０７０は、マウス、キーボード、およびスキャナ等といった
各種の入力装置１０２０から情報を受信するためのインタフェースであり、例えば、ＵＳ
Ｂ等により実現される。
【０１３０】
　なお、入力装置１０２０は、例えば、ＣＤ（Compact　Disc）、ＤＶＤ（Digital　Vers
atile　Disc）、ＰＤ（Phase　change　rewritable　Disk）等の光学記録媒体、ＭＯ（Ma
gneto-Optical　disk）等の光磁気記録媒体、テープ媒体、磁気記録媒体、または半導体
メモリ等から情報を読み出す装置であってもよい。また、入力装置１０２０は、ＵＳＢメ
モリ等の外付け記憶媒体であってもよい。
【０１３１】
　ネットワークＩＦ１０８０は、ネットワークＮを介して他の機器からデータを受信して
演算装置１０３０へ送り、また、ネットワークＮを介して演算装置１０３０が生成したデ
ータを他の機器へ送信する。
【０１３２】
　演算装置１０３０は、出力ＩＦ１０６０や入力ＩＦ１０７０を介して、出力装置１０１
０や入力装置１０２０の制御を行う。例えば、演算装置１０３０は、入力装置１０２０や
二次記憶装置１０５０からプログラムを一次記憶装置１０４０上にロードし、ロードした
プログラムを実行する。
【０１３３】
　例えば、コンピュータ１０００が情報提供装置１０として機能する場合、コンピュータ
１０００の演算装置１０３０は、一次記憶装置１０４０上にロードされたプログラムを実
行することにより、制御部４０の機能を実現する。
【０１３４】
〔５．効果〕
　上述してきたように、情報提供装置１０は、電子商店街を介して取引対象を販売する販
売者と関連する評価を示す評価情報を取得する。そして、情報提供装置１０は、評価情報
に基づく順序で、販売者によって販売される取引対象に関する情報を利用者に提供する。
このため、情報提供装置１０は、販売者の評価に応じた順序で取引対象コンテンツを利用
者に提供することができるので、利用者にとって有用な取引対象の情報を提供することが
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できる。
【０１３５】
　また、情報提供装置１０は、第１販売者によって販売される取引対象に関する情報を、
評価情報が示す評価がその第１販売者よりも低い第２販売者によって販売される取引対象
に関する情報よりも優先的に提供する。例えば、情報提供装置１０は、評価情報が示す評
価が所定の条件を満たすか否かを判定し、評価が所定の条件を満たすと判定された販売者
により販売される取引対象に関する情報を、評価が所定の条件を満たさないと判定された
販売者により販売させる取引対象よりも優先的に提供する。より具体的には、情報提供装
置１０は、判定結果に基づいて、販売者によって販売される取引対象に関する情報を提供
する優先度を算出し、算出された優先度に応じて、販売者によって販売される取引対象に
関する情報を利用者に提供する。
【０１３６】
　また、情報提供装置１０は、評価が所定の条件を満たすと判定された場合は、取引対象
の購入を契機として販売者から電子商店街の運営者に対して支払われる販売促進費用の取
引対象の販売価格に対する割合であって、取引対象に関する情報を利用者に提供する際の
優先度の指標となる割合である販促割合の値を、仮想的に増加させ、仮想的に増加させた
販促割合の値に基づいて、優先度を算出する。また、情報提供装置１０は、取引対象が購
入された場合は、仮想的に増加させる前の販促割合の値に基づいた販売促進費用を設定す
る。
【０１３７】
　ここで、情報提供装置１０は、販売者による販売履歴が所定の条件を満たし、かつ、評
価情報が所定の条件を満たす場合は、販促割合の値を仮想的に増加させる。また、情報提
供装置１０は、販売者と関連する複数種別の評価を示す評価情報を取得し、評価情報が示
す評価のうち、所定の条件を満たすと判定された評価の種別に応じた割合で、販促割合の
値を仮想的に増加させる。また、情報提供装置１０は、販売者と関連する複数種別の評価
を示す評価情報を取得し、評価情報が示す評価のうち、所定の条件を満たすと判定された
評価の数に応じた割合で、販促割合の値を仮想的に増加させる。
【０１３８】
　ここで、情報提供装置１０は、取引対象の配送に関する評価を示す評価情報を取得する
。例えば、情報提供装置１０は、取引対象が購入されてからその取引対象を発送するまで
の期間が所定の期間を超えた回数に基づく評価が所定の条件を満たす販売者により販売さ
れる取引対象に関する情報を、その評価がその所定の条件を満たさないと判定された販売
者により販売させる取引対象よりも優先的に提供する。また、情報提供装置１０は、取引
対象が購入されてからその取引対象が配送先に配送されるまでの期間が所定の期間を超え
た回数に基づく評価が所定の条件を満たす販売者により販売される取引対象に関する情報
を、その評価がその所定の条件を満たさないと判定された販売者により販売させる取引対
象よりも優先的に提供する。
【０１３９】
　また、情報提供装置１０は、販売者により販売された取引対象に関する評価を取得する
。例えば、情報提供装置１０は、取引対象に対して所定の閾値よりも低い値の評価値が付
与された回数に基づく評価が所定の条件を満たす販売者により販売される取引対象に関す
る情報を、その評価がその所定の条件を満たさないと判定された販売者により販売させる
取引対象よりも優先的に提供する。また、情報提供装置１０は、取引対象に対する評価値
の平均値が所定の条件を満たす販売者により販売される取引対象に関する情報を、その評
価値の平均値がその所定の条件を満たさないと判定された販売者により販売させる取引対
象よりも優先的に提供する。
【０１４０】
　また、情報提供装置１０は、販売者に対する評価を取得する。例えば、情報提供装置１
０は、販売者に対して所定の閾値よりも低い値の評価値が付与された回数に基づく評価が
所定の条件を満たす販売者により販売される取引対象に関する情報を、その評価がその所



(23) JP 6756809 B2 2020.9.16

10

20

30

40

50

定の条件を満たさないと判定された販売者により販売させる取引対象よりも優先的に提供
する。また、情報提供装置１０は、販売者に対する評価値の平均値が所定の条件を満たす
販売者により販売される取引対象に関する情報を、その評価値の平均値がその所定の条件
を満たさないと判定された販売者により販売させる取引対象よりも優先的に提供する。
【０１４１】
　また、情報提供装置１０は、取引対象の販売を取りやめた回数に基づく評価値が所定の
条件を満たすと判定された販売者により販売される取引対象に関する情報を、取引対象の
販売を取りやめた回数に基づく評価値が所定の条件を満たさないと判定された販売者によ
り販売される取引対象に関する情報よりも優先的に提供する。また、情報提供装置１０は
、評価情報が示す評価が所定の増加条件と所定の減少条件とを満たすか否かを判定し、評
価が所定の増加条件を満たすと判定された場合は、販売者により販売される取引対象に関
する情報を表示する優先度を増加させ、評価が所定の減少条件を満たすと判定された場合
は、販売者により販売される取引対象に関する情報を表示する優先度を減少させ、各販売
者によって販売される取引対象に関する情報を、優先度に応じた順序で利用者に提供する
。
【０１４２】
　上述した各種の提供処理により、情報提供装置１０は、各種の評価がより高い販売者に
より販売される取引対象の取引対象コンテンツを利用者に対して優先的に提供するので、
利用者にとって有用な情報を提供することができる。
【０１４３】
　また、情報提供装置１０は、電子商店街を介して取引対象を販売する販売者と関連する
評価が、電子商店街においてその販売者に対して所定の利益を提供するための条件を満た
すか否かを判定する。そして、情報提供装置１０は、販売者と関連する評価と共に、判定
部による判定結果を販売者に対して提示する。このような処理の結果、情報提供装置１０
は、販売者に対して評価を改善しようとする動機づけを与えることができるので、電子商
店街における好適なサービスの提供を促進することができる。
【０１４４】
　また、情報提供装置１０は、販売者と関連する評価が、販売者によって販売される取引
対象に関する情報を利用者に提供する際の優先度を増加させるための条件を満たすか否か
を判定する。そして、情報提供装置１０は、取引対象の購入を契機として販売者から電子
商店街の運営者に対して支払われる費用の取引対象の販売価格に対する割合であって、取
引対象に関する情報を利用者に提供する際の優先度の指標となる割合である販促割合の値
を、仮想的に増加させるための条件を満たすか否かを判定する。
【０１４５】
　また、情報提供装置１０は、販売者と関連する評価が条件を満たし、かつ、販売者によ
り販促割合の値が登録されていない場合は、判定結果とともに、販促割合の登録を促すた
めの情報を提示する。また、情報提供装置１０は、所定の条件として、電子商店街におい
てその販売者に対して所定の利益を提供するための増加条件、および、電子商店街におい
てその販売者に対して所定のペナルティを提供するための減少条件を満たすか否かを判定
する。
【０１４６】
　ここで、情報提供装置１０は、販売者と関連する複数の評価が所定の条件を満たすか否
かを判定する。例えば、情報提供装置１０は、取引対象の配送に関する評価が所定の条件
を満たすか否かを判定する。例えば、情報提供装置１０は、取引対象が購入されてからそ
の取引対象を発送するまでの期間が所定の期間を超えた回数に基づく評価が所定の条件を
満たすか否かを判定する。また、情報提供装置１０は、取引対象が購入されてからその取
引対象が配送先に配送されるまでの期間に基づく評価が所定の条件を満たすか否かを判定
する。
【０１４７】
　また、情報提供装置１０は、販売者により販売された取引対象に関する評価が所定の条
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値よりも低い値の評価値が付与された回数に基づく評価が所定の条件を満たすか否かを判
定する。また、情報提供装置１０は、取引対象に対する評価値の平均値が所定の条件を満
たすか否かを判定する。
【０１４８】
　また、情報提供装置１０は、販売者に対する評価が所定の条件を満たすか否かを判定す
る。例えば、情報提供装置１０は、販売者に対して所定の閾値よりも低い値の評価値が付
与された回数に基づく評価が所定の条件を満たすか否かを判定する。また、情報提供装置
１０は、販売者に対する評価値の平均値が所定の条件を満たすか否かを判定する。また、
情報提供装置１０は、取引対象の販売を取りやめた回数に基づく評価値が所定の条件を満
たすか否かを判定する。
【０１４９】
　上述した各種の提示処理により、情報提供装置１０は、販売者に対するインセンティブ
の情報を提示することができる結果、販売者に対して評価を改善しようする動機づけを与
えることができる。この結果、情報提供装置１０は、電子商店街における好適なサービス
の提供を促進することができる。
【０１５０】
　以上、本願の実施形態を図面に基づいて詳細に説明したが、これは例示であり、発明の
開示の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変形、改良を施した
他の形態で本発明を実施することが可能である。
【０１５１】
　また、上述してきた「部（section、module、unit）」は、「手段」や「回路」などに
読み替えることができる。例えば、取得部は、取得手段や取得回路に読み替えることがで
きる。
【符号の説明】
【０１５２】
　１０　情報提供装置
　２０　通信部
　３０　記憶部
　３１　取引対象データベース
　３２　店舗データベース
　３３　条件データベース
　４０　制御部
　４１　取得部
　４２　判定部
　４３　提示部
　４４　検索部
　４５　提供部
　４６　設定部
１００　店舗端末
２００　利用者端末
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