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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２人のユーザを有するオンラインコミュニティにおいて情報を共有する方法
であって、
　サーバによって実行される、ウェブ上のコンテンツを検索するための第１の検索要求を
第１のユーザから受け取るステップと、
　前記サーバによって実行される、データベースと通信して、前記第１の検索要求にマッ
チする検索結果のリストを取得するステップと、
　前記サーバによって実行される、前記検索結果のリストを前記第１のユーザの画面上に
表示させるステップと、
　前記サーバによって実行される、前記データベースと通信して、前記第１の検索要求の
範囲と少なくとも部分的に重なる範囲をそれぞれが有する検索要求で前記コンテンツを検
索する前記オンラインコミュニティ内の複数の関連するユーザを検索するステップと、
　前記サーバによって実行される、前記関連するユーザのそれぞれに関する複数の選択肢
を前記第１のユーザに提供するステップと、
　前記関連するユーザのリアルタイムの閲覧行為に関する情報のうち、前記関連するユー
ザがアクセスしたカテゴリまたはキーワードを前記第１のユーザにより選択可能に、前記
第１のユーザの前記画面に表示させる、前記サーバによって実行されるステップと、
　前記第１のユーザの前記画面に表示された前記関連するユーザのリアルタイムの閲覧行
為に関する情報のうち、前記関連するユーザがアクセスしたカテゴリまたはキーワードに
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対する前記第１のユーザの選択を受け付ける、前記サーバによって実行されるステップと
、
　前記第１のユーザによって選択された前記関連するユーザがアクセスしたカテゴリまた
はキーワードに関する情報を前記第１のユーザの前記画面に表示させるステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記サーバによって実行される、前記第１のユーザからの要求が前記関連するユーザと
情報を共有するように求めるかどうかを判定するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サーバによって実行される、前記第１のユーザが前記関連するユーザと情報を共有
するように求める前記関連するユーザの表示を提供するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記関連するユーザと情報を共有するように求める前記第１のユーザからの前記要求が
通信チャネルを介して送信される、
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記通信チャネルがテキストメッセージチャネルである、
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記通信チャネルが音声チャネルである、
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記サーバによって実行される、前記データベースと通信して、前記関連するユーザの
閲覧履歴を共有することを通じて前記関連するユーザと情報を共有するように求める前記
第１のユーザからの前記要求に応答して、前記関連するユーザの閲覧履歴を提供するステ
ップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記サーバによって実行される、前記データベースと通信して、前記関連するユーザの
前記閲覧履歴に関する情報を前記第１のユーザの前記画面上に表示させるステップをさら
に含む、
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記サーバによって実行される、前記データベースと通信して、前記関連するユーザの
リアルタイムの閲覧行為を共有することにより前記関連するユーザと情報を共有するよう
に求める前記第１のユーザからの前記要求に応答して、前記関連するユーザの前記リアル
タイムの閲覧行為に関する情報を提供するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サーバによって実行される、前記データベースと通信して、前記関連するユーザの
前記リアルタイムの閲覧行為に関する情報を前記第１のユーザの前記画面上に表示させる
ステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サーバによって実行される、前記第１のユーザ又は前記関連するユーザから前記情
報の前記表示を終了する要求を受け取ったことに応答して、前記関連するユーザの前記リ
アルタイムの閲覧行為に関する情報を前記第１のユーザの前記画面上に表示することを終
了するステップをさらに含む、
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ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記サーバによって実行される、前記第１のユーザからの情報を共有するための前記要
求を受け入れるために前記関連するユーザから同意を受け取るかどうかを判定するステッ
プをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記サーバによって実行される、前記第１のユーザの表示を前記関連するユーザの画面
上に表示させるステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検索結果のリストの表示または前記閲覧行為に関する情報の表示がグラフィック表
示である、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記サーバによって実行される、前記第１のユーザの前記画面をドラッグすることによ
り、前記第１のユーザの前記画面上の検索結果を動かせるようにするステップをさらに含
む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記サーバによって実行される、前記第１の検索要求に関する管理者の告知又はリマイ
ンダーを前記第１のユーザの前記画面上に表示させるステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記サーバによって、前記第１の検索要求に関する広告を前記第１のユーザの前記画面
上に表示させるステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　少なくとも２人のユーザを有するオンラインコミュニティにおける情報共有システムで
あって、
　ウェブ上のコンテンツを作動させ、コンピュータネットワークに結合されたコンピュー
タシステムと、
　データベースと、
を備え、前記コンピュータシステムが、
　　前記コンテンツを検索するための第１の検索要求を第１のユーザから受け取り、
　　前記第１の検索要求にマッチする検索結果のリストを取得し、
　　前記検索結果のリストを前記第１のユーザの画面上に表示させ、
　　前記データベースと通信して、前記第１の検索要求の範囲と少なくとも部分的に重な
る範囲をそれぞれが有する検索要求で前記コンテンツを検索する前記オンラインコミュニ
ティ内の複数の関連するユーザを検索し、
　前記関連するユーザのそれぞれに関する複数の選択肢を前記第１のユーザに提供し、
　前記関連するユーザのリアルタイムの閲覧行為に関する情報のうち、前記関連するユー
ザがアクセスしたカテゴリまたはキーワードを前記第１のユーザにより選択可能に、前記
第１のユーザの前記画面に表示させ、
　前記第１のユーザの前記画面に表示された前記関連するユーザのリアルタイムの閲覧行
為に関する情報のうち、前記関連するユーザがアクセスしたカテゴリまたはキーワードに
対する前記第１のユーザの選択を受け付け、
　前記第１のユーザによって選択された前記関連するユーザがアクセスしたカテゴリまた
はキーワードに関する情報を前記第１のユーザの前記画面に表示させる、
ことを特徴とするシステム。
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【請求項１９】
　前記コンピュータシステムがさらに、前記第１のユーザが前記関連するユーザと情報を
共有するように求めるかどうかを判定する、
ことを特徴とする請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記コンピュータシステムがさらに、前記第１のユーザと前記関連するユーザとの間に
通信チャネルを確立する、
ことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記コンピュータシステムがさらに、前記関連するユーザの閲覧履歴に関する情報を前
記第１のユーザの前記画面上に表示させ、
　前記コンピュータシステムは、前記データベースと通信して、前記関連するユーザの閲
覧履歴に関する情報を前記第１のユーザの前記画面上に表示させるために、前記関連する
ユーザを探す
ことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記コンピュータシステムがさらに、前記関連するユーザのリアルタイムの閲覧行為を
前記第１のユーザの前記画面上に表示させる、
ことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記コンピュータシステムがさらに、前記第１のユーザからの情報を共有するための前
記要求を前記関連するユーザが受け入れることに同意するかどうかを判定する、
ことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２４】
　コンピュータにより実行されたときに、少なくとも２人のユーザを有するオンラインコ
ミュニティにおいて情報を共有する方法を実行する命令を有するコンピュータ可読記録媒
体であって、前記方法が、
　前記コンピュータによって実行される、ウェブ上のコンテンツを検索するための第１の
検索要求を第１のユーザから受け取るステップと、
　前記コンピュータによって実行される、データベースと通信して、前記第１の検索要求
にマッチする検索結果のリストを取得するステップと、
　前記コンピュータによって実行される、前記検索結果のリストを前記第１のユーザの画
面上に表示させるステップと、
　前記コンピュータによって実行される、前記データベースと通信して、前記第１の検索
要求の範囲と少なくとも部分的に重なる範囲をそれぞれが有する検索要求で前記コンテン
ツを検索する前記オンラインコミュニティ内の複数の関連するユーザを検索するステップ
と、
　前記コンピュータによって実行される、前記関連するユーザのそれぞれに関する複数の
選択肢を前記第１のユーザに提供するステップと、
　前記関連するユーザのリアルタイムの閲覧行為に関する情報のうち、前記関連するユー
ザがアクセスしたカテゴリまたはキーワードを前記第１のユーザにより選択可能に、前記
第１のユーザの前記画面に表示させる、前記コンピュータによって実行されるステップと
、
　前記第１のユーザの前記画面に表示された前記関連するユーザのリアルタイムの閲覧行
為に関する情報のうち、前記関連するユーザがアクセスしたカテゴリまたはキーワードに
対する前記第１のユーザの選択を受け付けるステップと、
　前記第１のユーザによって選択された前記関連するユーザがアクセスしたカテゴリまた
はキーワードに関する情報を前記第１のユーザの前記画面に表示させるステップと、
を含むことを特徴とするコンピュータ可読記録媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、オンラインコミュニティにおける広告という名称の、本出願とともに出願さ
れた米国特許出願第１２／１９５，３３２号（代理人整理番号１４０９３／４５３７号）
に関し、該特許出願は、本出願の譲受人に譲渡されるとともにその全体が引用により本明
細書に組み入れられる。
【０００２】
　本発明はオンラインコミュニティに関し、より具体的にはオンラインコミュニティにお
ける方法、システム及びコンピュータ可読記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　インターネットは、情報を配信及び共有するための主要なプラットフォームになってき
ており、オンラインショッピング、オークション、フォトアルバムの共有、及びソーシャ
ルネットワーキングなどに使用されてきた。これらのサービスを使用する場合、ユーザは
、オークションアイテム、特定の範囲内のホテル、又はクラスメートなどの、ユーザが関
心のある商品、サービス又は人物を求めてウェブサイトを検索することができる。現在利
用できるシステムは、供給者と消費者又は購入者と販売者などの、主に相対する目的を持
ったパーティ間のやりとりに焦点を当てている。購入者は、他の購入者が以前に残した製
品又はサービスに関するコメントを見ることはできるが、購入者が他の購入者と直接通信
するための効果的な方法は存在しない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書では、同様の参照数字を使用して機能上同様の要素を示す添付図面を参照しな
がら本発明の実施形態について説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有す
るためのシステムを示す図である。
【図２】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有す
る方法のフロー図である。
【図３】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有す
る方法のフロー図である。
【図４】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有す
る方法のフロー図である。
【図５Ａ】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
する方法のスクリーンショットである。
【図５Ｂ】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
する方法のスクリーンショットである。
【図５Ｃ】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
する方法のスクリーンショットである。
【図５Ｄ】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
する方法のスクリーンショットである。
【図５Ｅ】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
する方法のスクリーンショットである。
【図５Ｆ】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
する方法のスクリーンショットである。
【図５Ｇ】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
する方法のスクリーンショットである。
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【図５Ｈ】本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
する方法のスクリーンショットである。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　インターネットユーザは、ユーザの共通の検索上の関心に基づいて１又はそれ以上のオ
ンラインコミュニティを形成することができる。例えば、旅行のウェブサイト上でニュー
ヨークのダウンタウンにあるホテルを検索するユーザは、「ニューヨーク　ダウンタウン
　ホテル」というオンラインコミュニティを形成することができ、またオークションのウ
ェブサイト上でバッグを検索するユーザは、「バッグ」又は「ハンドバッグ」というオン
ラインコミュニティを形成することができる。製品又はサービスを検索するユーザは、同
様の製品又はサービスを検索する他のユーザから直接話を聞くことができれば、より詳細
な情報に基づく客観的な判断を行うことができる。
【０００７】
　本発明は、ウェブサイト上で同様の製品又はサービスを検索中の、従ってあるオンライ
ンコミュニティに属するユーザが互いに直接通信できるようにする方法を提供する。この
方法を、オンラインショッピング又はオンラインオークションなどの電子商取引で使用す
ることができる。この方法を、ソーシャルネットワーキング及びオンラインフォトアルバ
ムなどのその他の背景で使用することもできる。本発明は、プログラムモジュールなどの
、メモリに記憶されたコンピュータ実行可能命令によって実施することができる。以下の
詳細な説明から本発明の利点が明らかになる。
【０００８】
　図１は、本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
するためのシステムを示している。図示のように、インターネットサーバ１０１が、ネッ
トワーク１０３を介して数多くのユーザ端末１０２－１、１０２－２、．．．１０２－ｎ
と通信することができる。インターネットサーバ１０１はコンピュータシステムとするこ
とができ、オンラインショッピング、オンラインオークション、ソーシャルネットワーキ
ング、又はオンラインフォトアルバムなどのある種のサービスを提供できるウェブサイト
の動作を制御することができる。インターネットサーバ１０１は、画面、入力装置、処理
ユニット１０１１、メモリ装置１０１２、及びコンピュータシステム内の様々な構成要素
を結合するシステムバスのうちの１又はそれ以上を含むことができる。メモリ装置１０１
２の１つには、限定するわけではないが図２～図４に示す処理を含む、処理ユニット１０
１１がオンラインコミュニティにおいて情報共有の処理を行うのを制御するためのコミュ
ニティ情報共有モジュールを記憶することができる。
【０００９】
　インターネットサーバ１０１は、販売されるアイテム、オークションに掛けられるアイ
テム、ソーシャルネットワーク内の人物、又はオンラインフォトアルバム内の写真に関す
る情報などの、ウェブサイトにより提供されるサービスに関するデータを記憶できるデー
タベース１０４にアクセスすることができる。データベース１０４はまた、ユーザ名、グ
ラフィック表現（graphical representations）、閲覧履歴（browsing histories）など
の、ウェブサイトのユーザに関する情報を記憶することもできる。なお、ユーザに関する
情報を別個のデータベースに記憶することもできる。
【００１０】
　ユーザ端末１０２は、パーソナルコンピュータ、ハンドヘルド又はラップトップ装置、
マイクロプロセッサベースのシステム、セットトップボックス、又はプログラム可能な家
庭用電化製品であってもよい。個々のユーザ端末は、テキスト、グラフィックス、マルチ
メディアなどを含み得るウェブページを受け取って表示するように構成されたブラウザア
プリケーションを有することができる。ウェブページは、ハイパーテキストマークアップ
言語（ＨＴＭＬ）又は拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）に基づくことができる。
【００１１】
　当業者には明らかなように、ネットワーク接続は１又はそれ以上の通信プロトコルを使
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用し、有線であっても又は無線であってもよい。
【００１２】
　図２は、本発明の１つの実施形態による、オークションウェブサイトＷのユーザ間で情
報を共有する方法のフロー図を示している。購入者は、図２の方法を使用して、図１に示
すシステム内のオークションアイテムに関する情報を共有することができる。ユーザＡが
、サービスを利用するためにオークションウェブサイトＷに登録したと考えられる。登録
中、ユーザＡは、自身のユーザ名及びグラフィック表現を選択することができる。このよ
うな情報をデータベース１０４に記憶することができる。
【００１３】
　ユーザＡはバッグを購入したいと思い、２０１において、ウェブサイトＷにログインし
て閲覧を開始することができる。図５Ａに示すように、ウェブサイト上でオークションさ
れるアイテムをウェブページ上に表示することができる。
【００１４】
　ユーザが関心のあるアイテムにより早くたどり着くために、２０２において、ユーザＡ
は、ウェブページ上のボタンを押して、オークション対象アイテムのカテゴリを表示する
ことができる。図５Ｂに示すように、ユーザＡが見ているウェブページ上にカテゴリ５０
１を表示することができる。ユーザＡは、このカテゴリを検索して、自身の目的であるバ
ッグのサブカテゴリにたどり着くことができる。
【００１５】
　或いは、ユーザＡは、ウェブページ上の別のボタンを押して検索ボックスを表示するこ
ともできる。図５Ｃに示すように、ユーザＡが見ているウェブページ上に検索ボックス５
０２を表示することができる。ユーザＡは、検索ボックス内に「バッグ」という単語を打
ち込むことができる。
【００１６】
　２０３において、サーバ１０１はデータベース１０４を検索してオークション対象のバ
ッグを取り出し、取り出したバッグを画面上に表示することができる。
【００１７】
　２０４において、サーバ１０１は、ユーザＡがバッグを検索していることをデータベー
ス１０４に記録することができ、またデータベース１０４内のデータにアクセスして、同
様にバッグを検索している他のユーザが存在するかどうかを判定することができる。サー
バは、ユーザＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、及びＦもバッグを検索していると判定する可能性がある。
サーバ１０１は、これらのユーザの名前及びグラフィック表現などの、ユーザＢ、Ｃ、Ｄ
、Ｅ、及びＦに関する情報を取り出すことができる。なお、ユーザＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、及び
Ｆからの検索要求は、ユーザＡからの検索要求と全く同じものである必要はなく、ユーザ
Ａからの検索要求と一部が重複すればよい。例えば、ユーザＣはＬＶのスピーディを検索
しており、またユーザＤはトートを検索しているかもしれない。ＬＶのスピーディ及びト
ートは、両方とも「バッグ」という上位グループに属するので、サーバ１０１は、ユーザ
Ｃ及びＤがバッグを検索していると判定し、これらのユーザをオンラインコミュニティ「
バッグ」のメンバーとみなすことができる。
【００１８】
　２０５において、図５Ｄに示すように、ユーザＡが見ている画面上にユーザＢ、Ｃ、Ｄ
、Ｅ、及びＦのユーザ名又はグラフィック表現５０３を表示することができる。同時に、
ユーザＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、又はＦが見ている画面上にユーザＡのユーザ名又はグラフィック
表現を表示することができる。
【００１９】
　ユーザＡが、ユーザＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、又はＦと情報を共有することに関心がある場合、
２０６において、ユーザＡは、そのユーザのユーザ名又はグラフィック表現をクリックす
ることができる。
【００２０】
　２０７において、選択メニューを表示して、ユーザＡが、ユーザＥなどの選択したユー
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ザとやりとりする方法を選択できるようにすることができる。１つの選択肢はユーザＥを
チャットに招くことであり、これによりユーザＡ及びＥがバッグに関する情報を共有でき
るようになる。別の選択肢は、ユーザＥが使用したキーワード、ユーザＥが検索したブラ
ンドなどの、ユーザＥのバッグに関する閲覧履歴を共有するようにユーザＥに求めること
である。さらなる選択肢は、ユーザＡがユーザＥにフォロー（follow）してユーザＥが見
ているバッグを見ることができるように、ユーザＡをフォロワーとして容認するようにユ
ーザＥに求めることである。
【００２１】
　２０８、２０９、又は２１０において、ユーザＡは選択肢（option）の１つを選択する
ことができ、２１１において、サーバ１０１は、ユーザＥがユーザＡとやりとりすること
に同意したかどうかを判定することができる。ユーザＥがユーザＡの要求を拒否した場合
にはそのようにユーザＡに通知することができ、処理は２０６へ戻って、ユーザＡが情報
を共有するための別のユーザを選択できるようになる。
【００２２】
　ユーザＡが、２０８においてユーザＥとチャットすることを選択し、ユーザＥが２１０
においてこの要求を受け入れた場合、２１２において、サーバ１０１はユーザＡとＥの間
に通信チャネルを確立することができる。１つの実施形態では、２１３においてユーザＡ
及びＥがチャットルームに入り、図５Ｅに示すような、ユーザＡの画面上のテキストメッ
セージウィンドウ５０４を介してチャットを行うことができる。別の実施形態では、ユー
ザＡ及びＥが、サーバ１０１が設定したＩＰ電話接続を介してチャットを行うことができ
る。同様にバッグを検索しているユーザと通信することにより、ユーザＡは、ブランド、
バッグの種類、又は店舗に関するこれらのユーザの意見を得ることができ、より詳細な情
報に基づく客観的な判断を行うことができる。
【００２３】
　ユーザＡが、２０９においてユーザＥのバッグに関する閲覧履歴を共有するように求め
、ユーザＥが２１１において同意した場合、サーバ１０１は、２１４においてユーザＥの
閲覧記録をデータベース１０４から取り出し、２１５において、ユーザＥがアクセスした
カテゴリ、ユーザＥが使用したキーワード、又はユーザＥが閲覧したバッグをユーザＡの
画面上のポップアップウィンドウ内に表示することができる。図５Ｆに示すように、ユー
ザＥが検索したキーワードを吹き出し５０５内に表示することができ、これにＬＶ、ＬＶ
スピーディを含めることができる。ユーザＡが、２１６においてこれらのキーワードのい
ずれかをクリックした場合、処理は２０３へ戻ることができ、サーバ１０１が、ユーザＥ
のキーワードにマッチするオークションアイテムを取り出すことができる。別の実施形態
では、サーバ１０１が、ユーザＥが使用したカテゴリ又はキーワードに関するオークショ
ンアイテムを単純に表示することができる。ユーザＡが選択したサブカテゴリが狭すぎた
り、誤ったキーワードを入力したり、ブランドが違っていたり、或いは検索ボックス内に
入力したキーワードが多すぎたりする場合もある。ユーザＥの閲覧履歴を見ることにより
、ユーザＡは、自身の検索を広げてより多くのバッグを見たり、或いは検索を狭めて本当
に好きなバッグを見たりすることができる。
【００２４】
　２１０において、ユーザＡがユーザＥのフォロワーになることを選択し、２１１におい
てユーザＥが同意した場合、２１７において、サーバ１０１がユーザＥのリアルタイムの
閲覧行為を取り出すことができる。２１８において、サーバ１０１は、ユーザＥが見てい
るバッグをユーザＡの画面上のポップアップウィンドウ内に表示することができる。ユー
ザＡ及びＥは両者ともバッグに関心があるので、ユーザＡは自身の閲覧を中断し、ユーザ
Ｅが見ていたものを単純に見ることができる。また、ユーザＥのほうが経験豊富な場合が
あり、ユーザＡが、自身では発見できなかったアイテムを見ることができることもある。
ユーザＡが２１９において終了を求めた場合、又はユーザＥが２２０において終了を求め
た場合、フォロワーモードは終了することができる。ユーザＡ又はユーザＥがウェブサイ
トＷからログオフした場合にも、フォロワーモードは自動的に終了することができる。そ
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の後、処理は２０５へ戻ることができる。
【００２５】
　ユーザＡが画面上に表示されたバッグに満足すると、ユーザＡはこれをクリックして入
札／購入処理を開始することができる。
【００２６】
　なお、他の処理を使用してより容易に閲覧を行うこともできる。例えば、ユーザＡは、
画面を右にドラッグして新しいオークションアイテムを見ること、或いは画面を左にドラ
ッグして以前に表示されたオークションアイテムに戻ることができる。
【００２７】
　図３は、本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいて情報を共有
する方法のフロー図を示している。図３の方法は、オークションウェブサイトの管理者が
ユーザにリマインダー又は告知を表示するために図１に示すシステムにおいて使用するこ
とができ、また図２に示す方法と併せて使用することができる。
【００２８】
　ユーザＡが関心のあるカテゴリ又はユーザＡが入力した（単複の）キーワードを含み得
るユーザＡの検索要求を２０２において受け取った後、３０１において、サーバ１０１は
、ユーザＡが見ているオークションアイテムに関するサイト告知又はリマインダーを取り
出すことができる。この告知又はリマインダーにより、ユーザに詐欺又は不正行為に注意
するように求めることができる。
【００２９】
　３０２において、サーバ１０１は、取り出した告知又はリマインダーへのリンクをユー
ザの画面上のポップアップウィンドウ内に表示することができる。
【００３０】
　３０３において、ユーザＡがリンクをクリックすると、３０４において、図５Ｇに示す
ような告知又はリマインダー５０６を表示することができる。
【００３１】
　１つの実施形態では、ウェブサイトＷのユーザが広告主と契約を結び、このユーザがウ
ェブサイトＷを閲覧しているときに、広告主の広告を流すことに同意することができる。
この結果、図５Ｄ～図５Ｈに示す画面上に、ユーザのユーザ名又はグラフィック表現とと
もに広告を表示することができる。ユーザに広告を流せるようにして広告を表示する方法
は、オンラインコミュニティにおける広告という名称の同時係属中の米国特許出願１２／
（代理人整理番号１４０９３／４５３７号）に記載されており、該特許出願はその全体が
引用により本明細書に組み入れられる。
【００３２】
　図４は、本発明の１つの実施形態による、オンラインコミュニティにおいてターゲット
広告を表示する方法のフロー図を示している。図４に示す方法は、図１に示すシステムに
おいて使用することができ、図２に示す方法と併せて使用することができる。
【００３３】
　広告主は、ウェブサイトＷのウェブページ上に自社の広告を表示させるようにウェブサ
イトＷと契約を結ぶことができる。広告主、その広告、及びこれらのウェブサイトＷとの
契約期間に関する情報は、データベース１０４に記憶することができる。なお、同様にこ
のような情報を別個のデータベースに記憶することもできる。
【００３４】
　ユーザＡが関心のあるカテゴリ又はユーザＡが入力した（単複の）キーワードを含み得
るユーザＡの検索要求を２０２において受け取った後、４０１において、サーバ１０１は
、データベース１０４を検索してカテゴリ又はキーワードに関する広告が存在するかどう
かを調べ、存在する場合にはその広告を取り出すことができる。
【００３５】
　４０２において、取り出した広告へのリンクをユーザＡの画面上に表示することができ
る。
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【００３６】
　４０３において、ユーザＡがリンクをクリックすると、４０４において、図５Ｈに示す
ような広告５０７を表示することができる。
【００３７】
　この広告は、ユーザＡから提供されたカテゴリ又はキーワードに関するものであるので
、ユーザＡが広告に関心を持つ可能性はより高い。
【００３８】
　特定の実施形態を参照しながら、本発明のいくつかの特徴及び態様を限定ではなく単に
一例として例示し詳細に説明した。当業者であれば、本開示の範囲及び意図に、開示した
実施形態に対する代替の実施構成及び様々な修正が含まれることを理解するであろう。従
って、本発明が添付の特許請求の範囲によってのみ限定されることを意図している。
【符号の説明】
【００３９】
１０１　サーバ
１０２－１　ユーザ端末
１０２－２　ユーザ端末
１０２－３　ユーザ端末
１０３　ネットワーク
１０４　データベース
１０１１　処理ユニット
１０１２　メモリ装置

【図１】 【図２】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図５Ｅ】 【図５Ｆ】
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