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(57)【要約】
【課題】ＳＮＳの会員の利便性を向上させるとともに、
ＳＮＳの広告媒体としての価値を向上させること。
【解決手段】会員の携帯端末４０から利用可能なソーシ
ャルネットワークサービス（ＳＮＳ）提供装置１０にお
いて、位置情報取得部２１は前記携帯端末４０の位置を
取得し、店舗情報送信部２２は前記位置と前記会員の参
加しているＳＮＳとに応じて前記位置周辺の店舗情報を
前記携帯端末４０へ送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　会員の携帯端末からネットワークを介して参加することができる１または２以上のソー
シャルネットワークサービス（ＳＮＳ）を提供するＳＮＳ提供装置であって、
　前記携帯端末の位置を前記ネットワークを介して取得する位置取得部と、
　前記会員が参加するＳＮＳのカテゴリに応じて前記位置の周辺の店舗情報を前記ネット
ワークを介して前記携帯端末へ送信する店舗情報送信部と、を備えたことを特徴とするＳ
ＮＳ提供装置。
【請求項２】
　前記店舗情報を前記会員のマイページへ表示させるマイページ更新部を備えたことを特
徴とする、請求項１に記載のＳＮＳ提供装置。
【請求項３】
　同一カテゴリのＳＮＳに参加する複数の会員の携帯端末位置が所定の距離以内に含まれ
る場合、その旨を前記ネットワークを介してそれぞれの携帯端末へ送信する友人情報送信
部を備えたことを特徴とする、請求項１または２に記載のＳＮＳ提供装置。
【請求項４】
　提供されるコンテンツの利用頻度に応じて前記会員にポイントを付与するポイント付与
部を備えたことを特徴とする、請求項１ないし３のいずれか一に記載のＳＮＳ提供装置。
【請求項５】
　企業から依頼されたアンケートを前記ネットワークを介して所定のカテゴリのＳＮＳに
参加する会員に向けて送信するとともに、返信された前記アンケートを分析した結果を前
記ネットワークを介して前記企業へ送信するアンケート実施部を備えたことを特徴とする
、請求項１ないし４のいずれか一に記載のＳＮＳ提供装置。
【請求項６】
　会員の携帯端末からネットワークを介して参加することができる１または２以上のソー
シャルネットワークサービス（ＳＮＳ）を提供するＳＮＳ提供方法であって、
　前記携帯端末の位置を前記ネットワークを介して取得する工程と、
　前記会員が参加するＳＮＳのカテゴリに応じて前記位置の周辺の店舗情報を前記ネット
ワークを介して前記携帯端末へ送信する工程と、を含むことを特徴とするＳＮＳ提供方法
。
【請求項７】
　前記店舗情報を前記会員のマイページへ表示させる工程を含むことを特徴とする、請求
項６に記載のＳＮＳ提供方法。
【請求項８】
　同一カテゴリのＳＮＳに参加する複数の会員の携帯端末位置が所定の距離以内に含まれ
る場合、その旨を前記ネットワークを介してそれぞれの携帯端末へ送信する工程を含むこ
とを特徴とする、請求項６または７に記載のＳＮＳ提供方法。
【請求項９】
　提供されるコンテンツの利用頻度に応じて前記会員にポイントを付与する工程を含むこ
とを特徴とする、請求項６ないし８のいずれか一に記載のＳＮＳ提供方法。
【請求項１０】
　企業から依頼されたアンケートを前記ネットワークを介して所定のカテゴリのＳＮＳに
参加する会員に向けて送信するとともに、返信された前記アンケートを分析した結果を前
記ネットワークを介して前記企業へ送信する工程を含むことを特徴とする、請求項６ない
し９のいずれか一に記載のＳＮＳ提供方法。
【請求項１１】
　会員の携帯端末からネットワークを介して参加することができる１または２以上のソー
シャルネットワークサービス（ＳＮＳ）を提供する処理をＳＮＳ提供装置に備えたコンピ
ュータに実行させるＳＮＳ提供プログラムであって、
　前記携帯端末の位置を前記ネットワークを介して取得する処理と、
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　前記会員が参加するＳＮＳのカテゴリに応じて前記位置の周辺の店舗情報を前記ネット
ワークを介して前記携帯端末へ送信する処理と、をコンピュータに実行させることを特徴
とするＳＮＳ提供プログラム。
【請求項１２】
　前記店舗情報を前記会員のマイページへ表示させる処理をコンピュータに実行させるこ
とを特徴とする、請求項１１に記載のＳＮＳ提供プログラム。
【請求項１３】
　同一カテゴリのＳＮＳに参加する複数の会員の携帯端末位置が所定の距離以内に含まれ
る場合、その旨を前記ネットワークを介してそれぞれの携帯端末へ送信する処理をコンピ
ュータに実行させることを特徴とする、請求項１１または１２に記載のＳＮＳ提供プログ
ラム。
【請求項１４】
　提供されるコンテンツの利用頻度に応じて前記会員にポイントを付与する処理をコンピ
ュータに実行させることを特徴とする、請求項１１ないし１３のいずれか一に記載のＳＮ
Ｓ提供プログラム。
【請求項１５】
　企業から依頼されたアンケートを前記ネットワークを介して所定のカテゴリのＳＮＳに
参加する会員に向けて送信するとともに、返信された前記アンケートを分析した結果を前
記ネットワークを介して前記企業へ送信する処理をコンピュータに実行させることを特徴
とする、請求項１１ないし１４のいずれか一に記載のＳＮＳ提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はソーシャルネットワーキングサービスの提供装置、提供方法および提供プログ
ラムに関し、特に、会員の位置情報に基づくソーシャルネットワーキングサービスの提供
装置、提供方法および提供プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャルネットワーキングサービス（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ、ＳＮＳ）とは、会員が互いに友人を紹介しあって、新たな友人関係を広げるこ
とを目的に開設されたウェブコミュニティをいう。米国のＭｙＳｐａｃｅや国内のｍｉｘ
ｉ等の提供するＳＮＳは急速に会員を増やしつつある。
【０００３】
　従来のＳＮＳにおいては、ログイン画面を経由してＳＮＳへアクセスしたとき、会員ご
とにカスタマイズされたマイページが表示される。マイページはログイン後最初に表示さ
れるページであるため、会員がＳＮＳを利用する際の起点となっている。マイページには
、友人の日記や自分が参加しているコミュニティの掲示板更新情報など、様々な情報が集
約されて表示されることが多い。
【０００４】
　また、インターネットを介したコミュニケーション用の端末として、従来型の固定端末
（例えば、デスクトップＰＣ）に代わり、携帯電話等の携帯端末が広く利用されるように
なってきている。携帯端末の持ち運び可能な特性に基づいて、携帯端末と広告の配信を希
望する店舗との距離が所定の距離以内となった場合に、携帯端末に向けて広告を配信する
システムが特許文献１において開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２７９１８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　多くの会員を抱えるＳＮＳの場合、ＳＮＳ提供者は、インターネット広告料や会員への
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課金によって事業を継続させることができる。しかし、会員の少ない後発のＳＮＳ提供者
が会員を増やすために、従来のＳＮＳに対する差別化を図るとともに会員や企業に向けた
魅力的なサービスを提供する必要がある。
【０００７】
　従来、会員に提供されるマイページは、会員それぞれが参加するＳＮＳコミュニティの
情報など限られた情報が表示されるだけであって、利便性が乏しいという問題があった。
【０００８】
　また、特許文献１に開示された位置情報に基づく広告配信システムは、顧客セグメント
が不特定であるため、広告としての効果が乏しいという問題があった。
【０００９】
　そこで、ＳＮＳの会員の利便性を向上させつつ、ＳＮＳの広告媒体としての価値を向上
させることが課題となる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の視点に係るＳＮＳ提供装置は、会員の携帯端末からネットワークを介し
て参加することができる１または２以上のソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）を
提供するＳＮＳ提供装置であって、前記携帯端末の位置を前記ネットワークを介して取得
する位置取得部と、前記会員が参加するＳＮＳのカテゴリに応じて前記位置の周辺の店舗
情報を前記ネットワークを介して前記携帯端末へ送信する店舗情報送信部と、を備えたこ
とを特徴とする。
【００１１】
　第１の展開形態のＳＮＳ提供装置は、前記店舗情報を前記会員のマイページへ表示させ
るマイページ更新部を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　第２の展開形態のＳＮＳ提供装置は、同一カテゴリのＳＮＳに参加する複数の会員の携
帯端末位置が所定の距離以内に含まれる場合、その旨を前記ネットワークを介してそれぞ
れの携帯端末へ送信する友人情報送信部を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　第３の展開形態のＳＮＳ提供装置は、提供されるコンテンツの利用頻度に応じて前記会
員にポイントを付与するポイント付与部を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　第４の展開形態のＳＮＳ提供装置は、企業から依頼されたアンケートを前記ネットワー
クを介して所定のカテゴリのＳＮＳに参加する会員に向けて送信するとともに、返信され
た前記アンケートを分析した結果を前記ネットワークを介して前記企業へ送信するアンケ
ート実施部を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の第２の視点に係るＳＮＳ提供方法は、会員の携帯端末からネットワークを介し
て参加することができる１または２以上のソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）を
提供するＳＮＳ提供方法であって、前記携帯端末の位置を前記ネットワークを介して取得
する工程と、前記会員が参加するＳＮＳのカテゴリに応じて前記位置の周辺の店舗情報を
前記ネットワークを介して前記携帯端末へ送信する工程と、を含むことを特徴とする。
【００１６】
　第５の展開形態のＳＮＳ提供方法は、前記店舗情報を前記会員のマイページへ表示させ
る工程を含むことを特徴とする。
【００１７】
　第６の展開形態のＳＮＳ提供方法は、同一カテゴリのＳＮＳに参加する複数の会員の携
帯端末位置が所定の距離以内に含まれる場合、その旨を前記ネットワークを介してそれぞ
れの携帯端末へ送信する工程を含むことを特徴とする。
【００１８】
　第７の展開形態のＳＮＳ提供方法は、提供されるコンテンツの利用頻度に応じて前記会
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員にポイントを付与する工程を含むことを特徴とする。
【００１９】
　第８の展開形態のＳＮＳ提供方法は、企業から依頼されたアンケートを前記ネットワー
クを介して所定のカテゴリのＳＮＳに参加する会員に向けて送信するとともに、返信され
た前記アンケートを分析した結果を前記ネットワークを介して前記企業へ送信する工程を
含むことを特徴とする。
【００２０】
　本発明の第３の視点に係るＳＮＳ提供プログラムは、会員の携帯端末からネットワーク
を介して参加することができる１または２以上のソーシャルネットワークサービス（ＳＮ
Ｓ）を提供する処理をＳＮＳ提供プログラムに備えたコンピュータに実行させるＳＮＳ提
供プログラムであって、前記携帯端末の位置を前記ネットワークを介して取得する処理と
、前記会員が参加するＳＮＳのカテゴリに応じて前記位置の周辺の店舗情報を前記ネット
ワークを介して前記携帯端末へ送信する処理と、をコンピュータに実行させることを特徴
とする。
【００２１】
　第９の展開形態のＳＮＳ提供プログラムは、前記店舗情報を前記会員のマイページへ表
示させる処理をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２２】
　第１０の展開形態のＳＮＳ提供プログラムは、同一カテゴリのＳＮＳに参加する複数の
会員の携帯端末位置が所定の距離以内に含まれる場合、その旨を前記ネットワークを介し
てそれぞれの携帯端末へ送信する処理をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２３】
　第１１の展開形態のＳＮＳ提供プログラムは、提供されるコンテンツの利用頻度に応じ
て前記会員にポイントを付与する処理をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２４】
　第１２の展開形態のＳＮＳ提供プログラムは、企業から依頼されたアンケートを前記ネ
ットワークを介して所定のカテゴリのＳＮＳに参加する会員に向けて送信するとともに、
返信された前記アンケートを分析した結果を前記ネットワークを介して前記企業へ送信す
る処理をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係るＳＮＳ提供システム、提供方法および提供プログラムにより、ＳＮＳの会
員の利便性を向上させるとともに、ＳＮＳの広告媒体としての価値を向上させることがで
きる。
【００２６】
　なぜなら、ＳＮＳの会員は、参加するＳＮＳと位置情報とに基づいた、自身の趣味や嗜
好に応じた近隣の店舗情報を取得することができ、ＳＮＳへ広告を掲載する店舗は、趣味
または嗜好および位置情報によって限定された顧客セグメントに対して、効果的に広告を
配信することができるからである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の実施形態に係るＳＮＳ提供システムについて、図面を参照して、詳細に説明す
る。
【００２８】
　図１を参照すると、ＳＮＳ提供システムは、ＳＮＳ提供装置１０、会員携帯端末４０、
店舗端末５０、企業端末６０およびインターネット７０からなり、ＳＮＳ提供装置１０は
、ＳＮＳサーバ２０と記憶装置３０とからなる。
【００２９】
　また、ＳＮＳサーバ２０は、位置情報取得部２１、店舗情報送信部２２、マイページ更
新部２３、友人情報送信部２４、ポイント付与部２５、アンケート実施部２６からなる。
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【００３０】
　さらに、記憶装置３０は、会員ＤＢ３１、店舗ＤＢ３２、アンケートＤＢ３３からなる
。
【００３１】
　会員は、自身の用いる会員携帯端末４０により、インターネット７０を経由してＳＮＳ
提供装置１０にアクセスすることができる。
【００３２】
　位置情報取得部２１は、会員携帯端４０に備えたＧＰＳ機能に基づいて会員携帯端末４
０の位置情報を取得し、会員ＤＢ３１に会員ＩＤと対応づけて格納する。
【００３３】
　会員ＤＢ３１は、図２（ａ）を参照すると、会員のＩＤと対応づけて、各会員の参加し
ているＳＮＳ、そのカテゴリ、および、会員の現在位置を記録する。会員の位置情報は、
例えば、ＧＰＳによって取得された緯度および経度である。
【００３４】
　図２（ａ）を参照すると、会員ＤＢ３１には、ＩＤ「Ａ」の会員について、参加ＳＮＳ
「パチンコ」、カテゴリ「ギャンブル」、位置「緯度Ｐ経度Ｑ」が記録され、ＩＤ「Ｂ」
の会員について、参加ＳＮＳ「グルメ」、カテゴリ「飲食」、位置「緯度Ｒ経度Ｓ」が記
録され、会員「Ｃ」について、参加ＳＮＳ「パチスロ」、カテゴリ「ギャンブル」、位置
「緯度Ｔ経度Ｕ」が記録されている。
【００３５】
　店舗ＤＢ３２は、図２（ｂ）を参照すると、登録されている店舗のＩＤと対応づけて、
そのカテゴリおよび位置を記録する。
【００３６】
　図２（ｂ）の例では、ＩＤ「ａ」の店舗について、カテゴリ「ギャンブル」、位置「緯
度ｐ経度ｑ」が記録され、ＩＤ「ｂ」の店舗について、カテゴリ「ファッション」、位置
「緯度ｒ経度ｓ」が記録されている。
【００３７】
　店舗情報送信部２２は、会員ＤＢ３１と店舗ＤＢ３２とを参照して、双方のレコードに
おいて、カテゴリが一致し、かつ、距離が所定の距離以内に含まれる会員と店舗の組を検
出した場合、該当する会員の携帯端末に対して、該当する店舗情報を提供する。
【００３８】
　図２を参照すると、ＩＤ「Ａ」の会員とＩＤ「ａ」の店舗との距離が所定の距離以内に
含まれる場合、店舗情報送信部２２によって、ＩＤ「Ａ」の会員の携帯端末にＩＤ「ａ」
の店舗の情報が送信される。
【００３９】
　会員は、現在位置と自身の参加するＳＮＳのカテゴリとに基づいて、周辺の店舗情報を
得ることができる。一方、登録された店舗は、店舗の近くに滞在し、かつ、ＳＮＳのカテ
ゴリで絞り込まれた顧客セグメントに対して、効果的に広告を配信することができる。
【００４０】
　また、上記の店舗情報は、マイページ更新部２３によって、該当する会員のマイページ
に表示してもよい。
【００４１】
　これによって、会員がＳＮＳにログインした際に、周辺の店舗情報を取得することが可
能となる。
【００４２】
　友人情報送信部２４は、会員ＤＢ３１を参照して、各レコードにおいて、カテゴリが一
致し、かつ、距離が所定の距離以内に含まれる会員の組を検出した場合、該当する会員の
携帯端末に対して、該当する他の会員の位置情報を提供する。
【００４３】
　図２（ａ）を参照すると、ＩＤ「Ａ」の会員とＩＤ「Ｃ」の会員とは、参加するＳＮＳ
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のカテゴリがいずれも「ギャンブル」であるため、これらの会員の距離が所定の距離以内
に含まれる場合、両会員の携帯端末に対して、他の会員の位置情報が送信される。
【００４４】
　これによって、趣味や嗜好を共通にする、ＩＤ「Ａ」の会員とＩＤ「Ｃ」の会員とが直
接出会う機会が生まれる。
【００４５】
　ポイント付与部２５は、ＳＮＳ会員が、ＳＮＳによって提供されるコンテンツを利用す
る度にポイントを付与する。ポイントは、コンテンツが利用される都度付与してもよく、
会員のＳＮＳへのログイン時間に比例して付与してもよい。
【００４６】
　付与されたポイントは、ＳＮＳで提供される各種の有料コンテンツにおいて利用できる
ことが好ましい。
【００４７】
　ポイント付与は、会員がＳＮＳを積極的に利用する動機づけとなる。
【００４８】
　アンケート実施部２６は、ＳＮＳの会員に向けて企業から依頼されたアンケートを送信
するとともに、返信されたアンケートをアンケートＤＢ３３に蓄積するとともに分析し、
アンケートを依頼した企業へ送信する。
【００４９】
　アンケート実施部２６は、会員ＤＢ３１を参照して、アンケートを依頼した企業の顧客
セグメントと合致するカテゴリのＳＮＳに参加する会員に向けて、アンケートを送信する
ことが好ましい。
【実施例】
【００５０】
　図３、４を参照して、本発明の実施例について説明する。
【００５１】
　ＳＮＳ提供者は、図３を参照すると、会員の位置情報を利用したＳＮＳを提供する。Ｓ
ＮＳ提供者は、一例として、会員の携帯端末のＧＰＳ機能または基地局情報に基づいて、
会員の位置情報を取得する。
【００５２】
　ＳＮＳへ新規に会員登録を希望する者には、ＳＮＳにすでに会員登録された者による紹
介を義務づけることが好ましい。これによって、ＳＮＳサイトのセキュリティを向上させ
、秩序も保つことができる。
【００５３】
　登録された会員は、各自の携帯端末からＳＮＳにアクセスすることができる。会員は登
録済みのＳＮＳへログイン画面（図４（ａ）参照）を経由して参加する。ログイン後、参
加するＳＮＳごと、および、会員ごとに独自にカスタマイズされたマイページが表示され
るようにする。マイページは会員自身によっても、設定変更ができることが好ましい。
【００５４】
　すべてのコンテンツメニューが表示されるマイページ（図４（ｂ）参照）には、その会
員の位置情報と参加するＳＮＳのカテゴリにあわせた地域店舗の広告を表示する。会員の
ログインしたＳＮＳが「パチンコＳＮＳ」である場合、マイページには、一例として、会
員の現在位置の周辺のパチンコ店の「パチンコ台情報、スロット台情報、最新出玉情報」
等を表示してもよい。
【００５５】
　会員は、様々なＳＮＳのコンテンツ（マイページ、日記、コミュニティ等）を利用する
。ＳＮＳ提供者は、会員がコンテンツを利用する度に、ＳＮＳにおいて使用することがで
きるサイト内マネーを付与する。図４（ｂ）を参照すると、会員が「自己紹介」機能を利
用することによって、マネー「２９８００ポイント」が付与されている。付与されたマネ
ーは、モバイルウォレットに蓄積される。
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【００５６】
　ＳＮＳ提供者は、カテゴリが同一または類似のＳＮＳに参加する会員同士が近くに存在
する場合は、それぞれの会員の携帯端末にその旨の通知を行うようにする。また、マイペ
ージにおいて、そのような会員を検索することができるようにしてもよい（図４（ｂ）参
照）。
【００５７】
　サイト内マネーは、会員が直接購入することもできるようにする。会員は、サイト内マ
ネーを利用してゲーム等のコンテンツを利用する。
【００５８】
　ＳＮＳ提供者は、企業から依頼されたアンケートをＳＮＳの会員に対して実施する。企
業は、特定の趣味や嗜好によって分類されたＳＮＳの会員から、リアルタイムのニーズを
拾いあげることができる。また、ＳＮＳ提供者は返信されたアンケートを分析した結果を
アンケートを依頼した企業へ送信する。
【００５９】
　本発明の実施形態に係るＳＮＳ提供装置によって、ＳＮＳ提供者、会員、店舗、企業は
、それぞれ次のような利益を受けることができる。
【００６０】
　ＳＮＳ提供者は、利用度の高いＳＮＳを維持することができ、地域店舗より、サイト構
築料、従来よりも高い広告料、ＥＣによるアフィリエイト収入を得ることができ、会員か
ら、会員がサービスを利用する際のサイト内マネーの購入代金を得ることができ、企業か
ら、ＳＮＳ参加者に対し企業のアンケートを行うことによりアンケート料金を得ることが
できる。
【００６１】
　地域店舗は、ＧＰＳ等の位置情報より限定された会員に対し、効果的に広告を配信でき
る。また、広告リンクよりそのままＥＣに繋げることができ商品のオンライン販売を行う
ことができる。
【００６２】
　会員は、無料にてＳＮＳによるサービスを受けることができ、ＳＮＳのコミュニティ、
日記等のサービスを積極的に利用することにより、サイト内マネーを得ることができ、そ
のマネーを用いてアバターアイテムの購入、ゲームの参加等行うことができ、
　会員の位置と趣味に応じた地域店舗の情報を得ることができ、近くのＳＮＳ参加者と知
り合う機会が生まれ、登録した参加サイトによって表示内容が異なるオリジナルなマイペ
ージを利用できる。
【００６３】
　企業は、ＳＮＳ提供者を通じて、ＳＮＳ会員に対し、自社商品のアンケート等を行うこ
とができる。ＳＮＳのコミュニティの性格上、クチコミ等の宣伝効果も期待できるため、
費用対効果の高い告知活動も行うことができる。
【００６４】
　ＳＮＳをさらに活況にするため、利用頻度に応じてポイントを付与するなどのインセン
ティブを与えてもよい。また、付与されたポイントの残高に応じて、利用可能なコンテン
ツの種類が増え、希少（レア）なアバターアイテムが利用可能となるなどの特典を会員に
与えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施の形態に係るＳＮＳ提供システムの構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るＳＮＳ提供システムにおける記憶装置に記録された会
員ＤＢ（ａ）および店舗ＤＢ（ｂ）の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るＳＮＳ提供システムにおけるデータフロー図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るＳＮＳ提供システムにおける会員携帯端末において表
示されるログイン画面およびマイページの一例を示す図である。
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【符号の説明】
【００６６】
１０　ＳＮＳ提供装置
２０　ＳＮＳサーバ
２１　位置情報取得部
２２　店舗情報送信部
２３　マイページ更新部
２４　友人情報送信部
２５　ポイント付与部
２６　アンケート実施部
３０　記憶装置
３１　会員ＤＢ
３２　店舗ＤＢ
３３　アンケートＤＢ
４０　会員携帯端末
５０　店舗端末
６０　企業端末
７０　インターネット

【図１】 【図２】
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