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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一のクライアントおよび第二のクライアントを含む複数のクライアントと、サーバと
を備えるコミュニケーションサービスシステムであって、
　前記サーバは、
　　コンテンツの利用に関する権限の有無を前記クライアントごとに管理し、
　　前記第二のクライアントに対して、前記コンテンツの利用に関する権限を現に有する
前記第一のクライアントが、前記コンテンツにかかる表示画像のいずれかの座標位置に対
応づけて付されたオブジェクトを送信しようとする際に、前記第二のクライアントが利用
に関する権限を現に有する前記コンテンツがどのような媒体に入っているかを示す媒体種
類情報に基づいて、前記オブジェクトを前記第二のクライアントに提示することを特徴と
するコミュニケーションサービスシステム。
【請求項２】
　第一のクライアントおよび第二のクライアントを含む複数のクライアントと、サーバと
を備えるコミュニケーションサービスシステムであって、
　前記サーバは、
　　コンテンツの利用に関する権限の発生を前記クライアントごとに管理し、
　　前記第二のクライアントに対して、前記コンテンツの利用に関する権限を現に有する
前記第一のクライアントが、前記コンテンツにかかる表示画像のいずれかの座標位置に対
応づけて付されたオブジェクトを送信しようとする際に、前記第二のクライアントが利用
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に関する権限を現に有する前記コンテンツがどのような媒体に入っているかを示す媒体種
類情報に基づいて、前記オブジェクトを前記第二のクライアントに提示することを特徴と
するコミュニケーションサービスシステム。
【請求項３】
　第一のクライアントおよび第二のクライアントを含む複数のクライアントと、サーバと
を備えるコミュニケーションサービスシステムであって、
　前記サーバは、
　　コンテンツの利用に関する権限の発生および消滅を前記クライアントごとに管理し、
　　前記第二のクライアントに対して、前記コンテンツの利用に関する権限を現に有する
前記第一のクライアントが、前記コンテンツにかかる表示画像のいずれかの座標位置に対
応づけて付されたオブジェクトを送信しようとする際に、前記第二のクライアントが利用
に関する権限を現に有する前記コンテンツがどのような媒体に入っているかを示す媒体種
類情報に基づいて、前記オブジェクトを前記第二のクライアントに提示することを特徴と
するコミュニケーションサービスシステム。
【請求項４】
　前記コンテンツは、コンテンツ提供者が有償で配布している、請求項１～３のうちいず
れか一項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項５】
　前記サーバは、ＳＮＳ（Social Network Service）サーバである、請求項１～３のうち
いずれか一項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項６】
　前記サーバは、
　　ユーザー毎に所有するコンテンツを管理し、
　　一方のユーザーと他方のユーザーとが同一または関連するコンテンツを所有している
場合、前記一方のユーザーが操作するクライアント端末に、前記同一または関連するコン
テンツの情報を他のコンテンツの情報よりも優先的に表示させる、請求項１～３のうちい
ずれか一項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項７】
　前記サーバは、
　前記同一または関連するコンテンツを示すコンテンツアイコンの表示色と、他のコンテ
ンツを示すコンテンツアイコンの表示色とを異ならせることにより、前記同一または関連
するコンテンツの情報を他のコンテンツの情報よりも優先的に表示させる、請求項６に記
載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項８】
　前記サーバは、
　前記同一または関連するコンテンツをユーザーが所有していることを表す所有アイコン
を、前記同一または関連するコンテンツを示すコンテンツアイコンに対応づけて表示する
ことにより、前記同一または関連するコンテンツの情報を他のコンテンツの情報よりも優
先的に表示させる、請求項６または７に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項９】
　前記サーバは、
　前記同一または関連するコンテンツを示すコンテンツアイコンを表示して、他のコンテ
ンツを示すコンテンツアイコンを表示しないことにより、前記同一または関連するコンテ
ンツの情報を他のコンテンツの情報よりも優先的に表示させる、請求項６に記載のコミュ
ニケーションサービスシステム。
【請求項１０】
　前記サーバは、
　前記同一または関連するコンテンツを示すコンテンツアイコンを拡大表示することによ
り、前記同一または関連するコンテンツの情報を他のコンテンツの情報よりも優先的に表
示させる、請求項６～８のうちいずれか一項に記載のコミュニケーションサービスシステ
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ム。
【請求項１１】
　前記サーバは、
　　ユーザー毎に所有するコンテンツを管理し、
　　一方のユーザーと他方のユーザーとが同一または関連するコンテンツを所有している
場合、前記一方のユーザーが操作するクライアント端末に、前記同一または関連するコン
テンツを所有するユーザーの情報を他のユーザーの情報よりも優先的に表示させる、請求
項１～３のうちいずれか一項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項１２】
　前記サーバは、
　前記同一または関連するコンテンツを所有するユーザーの表示色と、他のユーザーの表
示色とを異ならせることにより、前記同一または関連するコンテンツを所有するユーザー
の情報を他のユーザーの情報よりも優先的に表示させる、請求項１１に記載のコミュニケ
ーションサービスシステム。
【請求項１３】
　前記サーバは、
　前記同一または関連するコンテンツを所有するユーザーを拡大表示することにより、前
記同一または関連するコンテンツを所有するユーザーの情報を他のユーザーの情報よりも
優先的に表示させる、請求項１１または１２に記載のコミュニケーションサービスシステ
ム。
【請求項１４】
　前記サーバは、
　前記同一または関連するコンテンツをユーザーが所有していることを表す所有アイコン
を、前記同一または関連するコンテンツを所有するユーザーに対応づけて表示することに
より、前記同一または関連するコンテンツを所有するユーザーの情報を他のユーザーの情
報よりも優先的に表示させる、請求項１１～１３のうちいずれか一項に記載のコミュニケ
ーションサービスシステム。
【請求項１５】
　前記サーバは、
　前記同一または関連するコンテンツを所有するユーザーを表示して、他のユーザーを表
示しないことにより、前記同一または関連するコンテンツを所有するユーザーの情報を他
のユーザーの情報よりも優先的に表示させる、請求項１１に記載のコミュニケーションサ
ービスシステム。
【請求項１６】
　前記サーバは、
　第一の前記クライアントが、前記同一または関連するコンテンツを所有していないユー
ザーの第二の前記クライアントに対して、前記コンテンツに関する情報を送信しようとし
た場合、第一の前記クライアントに警告表示を行う、請求項１１～１５のうちいずれか一
項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項１７】
　第一のクライアントおよび第二のクライアントを含む複数のクライアントから、特定の
コンテンツに関する情報を受信し、管理するサーバであって、
　前記特定のコンテンツのうちいずれかの部分に付されたコメントと、そのコメントが付
された部分の前記特定のコンテンツ内の位置を示す位置情報とを、前記第一のクライアン
トから受信し、保持するコメント保持部と、
　前記第二のクライアントを操作するユーザーが入手した前記特定のコンテンツがどのよ
うな媒体に入っているかを示す媒体種類情報に基づいて、前記コメント保持部で保持され
ている位置情報の出力形態を調整し、前記調整後の位置情報および前記コメントを示す情
報を、前記第二のクライアントに対して送信する送信部と、
　を備えるサーバ。
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【請求項１８】
　前記サーバは、
　　ユーザー毎に所有するコンテンツを管理し、
　　一方のユーザーが所有するコンテンツの内容と同一または関連する内容が含まれる媒
体を他方のユーザーが所有している場合、前記コンテンツにおける前記オブジェクトが追
加された部分に関する情報を前記他方のユーザーへ送る、請求項１～３のうちいずれか一
項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項１９】
　前記クライアント端末は、
　　前記媒体を撮影可能な撮影手段と、
　　前記撮影手段から送られる画像の内容を認識し、前記サーバから送られる前記オブジ
ェクトを重畳させる画像マッチング手段とを備えた、請求項１８に記載のコミュニケーシ
ョンサービスシステム。
【請求項２０】
　前記サーバは、
　　ユーザー毎に所有するコンテンツを管理し、
　　一方のユーザーと他方のユーザーとが同一または関連するコンテンツを所有している
場合、前記同一または関連するコンテンツを前記一方のユーザーが所有していることを、
前記他方のユーザーへ開示可能である、請求項１～１６、１８または１９のうちいずれか
一項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項２１】
　前記サーバは、
　　一方のユーザーと他方のユーザーとが同一または関連するコンテンツを所有している
場合、前記同一または関連するコンテンツを前記一方のユーザーが所有していることを、
前記他方のユーザーへ開示するか否かを示す開示可否情報を前記クライアントから受け付
け可能であり、
　　受け付けた前記開示可否情報が開示する旨を示している場合、前記同一または関連す
るコンテンツを前記一方のユーザーが所有していることを、前記他方のユーザーへ開示す
る、請求項２０に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項２２】
　前記サーバは、
　　前記開示可否情報を前記クライアントから受け付けていない場合、または、受け付け
た前記開示可否情報が開示しない旨を示している場合、前記同一または関連するコンテン
ツを前記一方のユーザーが所有していることを、前記他方のユーザーへ開示しない、請求
項２１に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項２３】
　前記サーバは、
　　前記コンテンツの利用に関する権限を前記クライアントが有している場合、前記コン
テンツの利用に関する権限を前記クライアントが現に有する旨を表示させるためのコンテ
ンツ表示情報を、前記クライアントに送信し、
　前記クライアントは、
　　前記コンテンツ表示情報に基づいて、前記コンテンツの利用に関する権限を前記クラ
イアントが現に有する旨を表示することを特徴とする、請求項１～１６、１８～２２のう
ちいずれか一項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項２４】
　前記クライアントは、
　　前記オブジェクトの入力を受け付ける際に前記コンテンツの関連箇所の近傍に前記オ
ブジェクトを表示させる第１の表示形態、および、前記オブジェクトの入力を受け付ける
際に前記オブジェクトを前記コンテンツとは独立して表示させる第２の表示形態のいずれ
か１つを選択するための表示形態選択情報を前記サーバに送信し、
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　前記サーバは、
　　前記表示形態選択情報に基づいて、前記オブジェクトおよび前記オブジェクトが関連
付けられた前記コンテンツの表示形態を決定することを特徴とする、請求項１～１６、１
８～２３のうちいずれか一項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項２５】
　前記第１の表示形態における前記オブジェクトは、前記コンテンツと少なくとも一部が
重畳して表示されることを特徴とする、請求項２４に記載のコミュニケーションサービス
システム。
【請求項２６】
　前記コンテンツが音楽コンテンツである場合、前記オブジェクトが関連付けられた前記
コンテンツは、歌詞情報、楽譜情報および運指情報のうち少なくとも１つを含むことを特
徴とする、請求項１～１６、１８～２５のうちいずれか一項に記載のコミュニケーション
サービスシステム。
【請求項２７】
　前記オブジェクトは、コンテンツまたはコンテンツにおける任意箇所を特定するための
リンク情報を含んでおり、
　前記クライアントは、
　　前記リンク情報が選択されると、前記リンク情報を前記サーバに送信し、
　前記サーバは、
　　前記リンク情報に基づいて、コンテンツまたはコンテンツにおける任意箇所を特定し
て前記クライアントに表示させることを特徴とする、請求項１～１６、１８～２６のうち
いずれか一項に記載のコミュニケーションサービスシステム。
【請求項２８】
　前記サーバは、
　　同一のコンテンツについて前記コンテンツの利用に関する権限を現に有するクライア
ント同士がそれぞれアクセス可能なコミュニティをコンテンツごとに管理しており、
　　前記コミュニティにアクセスした各クライアントに対して、前記コミュニティに対応
するコンテンツに付属する付属コンテンツの利用に関する権限を与えることを特徴とする
、請求項１～１６、１８～２７のうちいずれか一項に記載のコミュニケーションサービス
システム。
【請求項２９】
　請求項１～１６、１８～２８のうちいずれか一項に記載のコミュニケーションサービス
システムを構成するサーバ。
【請求項３０】
　第一のクライアントおよび第二のクライアントを含む複数のクライアント間におけるコ
ミュニケーションサービス方法であって、
　　コンテンツの利用に関する権限の有無を前記クライアントごとに管理し、
　　前記第二のクライアントに対して、前記コンテンツの利用に関する権限を現に有する
前記第一のクライアントが、前記コンテンツにかかる表示画像のいずれかの座標位置に対
応づけて付されたオブジェクトを送信しようとする際に、前記第二のクライアントが利用
に関する権限を現に有する前記コンテンツがどのような媒体に入っているかを示す媒体種
類情報に基づいて、前記オブジェクトを前記第二のクライアントに提示することを特徴と
するコミュニケーションサービス方法。
【請求項３１】
　第一のクライアントおよび第二のクライアントを含む複数のクライアント間におけるコ
ミュニケーションサービス方法であって、
　　コンテンツの利用に関する権限の発生を前記クライアントごとに管理し、
　　前記第二のクライアントに対して、前記コンテンツの利用に関する権限を現に有する
前記第一のクライアントが、前記コンテンツにかかる表示画像のいずれかの座標位置に対
応づけて付されたオブジェクトを送信しようとする際に、前記第二のクライアントが利用
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に関する権限を現に有する前記コンテンツがどのような媒体に入っているかを示す媒体種
類情報に基づいて、前記オブジェクトを前記第二のクライアントに提示することを特徴と
するコミュニケーションサービス方法。
【請求項３２】
　第一のクライアントおよび第二のクライアントを含む複数のクライアント間におけるコ
ミュニケーションサービス方法であって、
　　コンテンツの利用に関する権限の発生および消滅を前記クライアントごとに管理し、
　　前記第二のクライアントに対して、前記コンテンツの利用に関する権限を現に有する
前記第一のクライアントが、前記コンテンツにかかる表示画像のいずれかの座標位置に対
応づけて付されたオブジェクトを送信しようとする際に、前記第二のクライアントが利用
に関する権限を現に有する前記コンテンツがどのような媒体に入っているかを示す媒体種
類情報に基づいて、前記オブジェクトを前記第二のクライアントに提示することを特徴と
するコミュニケーションサービス方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、コミュニケーションサービスシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、コンテンツと広告を流通させながら常に最新の広告を再生させるシステ
ムを開示している。特許文献２は、一般的な注釈サーバを活用して、多種のデジタルコン
テンツに対する注釈付加処理を行うとともに、不特定多数のユーザーと注釈情報を共有す
るシステムを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１８６２１６号公報
【特許文献２】特開２００９－１９９５００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら特許文献１及び２が開示しているシステムでは、ユーザー同士のコミュニ
ケーションを向上させることが困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願に開示するコミュニケーションサービスシステムは、第一のクライアントおよび第
二のクライアントを含む複数のクライアントと、サーバとを備えるコミュニケーションサ
ービスシステムであって、前記サーバは、コンテンツの利用に関する権限の有無を前記ク
ライアントごとに管理し、前記第二のクライアントに対して、前記コンテンツの利用に関
する権限を現に有する前記第一のクライアントが、前記コンテンツにかかる表示画像のい
ずれかの座標位置に対応づけて付されたオブジェクトを送信しようとする際に、前記第二
のクライアントが利用に関する権限を現に有する前記コンテンツの形態に基づいて、前記
オブジェクトを前記第二のクライアントに提示することを特徴とする。
【０００６】
　本願に開示するコミュニケーションサービスシステムは、第一のクライアントおよび第
二のクライアントを含む複数のクライアントと、サーバとを備えるコミュニケーションサ
ービスシステムであって、前記サーバは、コンテンツの利用に関する権限の発生を前記ク
ライアントごとに管理し、前記第二のクライアントに対して、前記コンテンツの利用に関
する権限を現に有する前記第一のクライアントが、前記コンテンツにかかる表示画像のい
ずれかの座標位置に対応づけて付されたオブジェクトを送信しようとする際に、前記第二
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のクライアントが利用に関する権限を現に有する前記コンテンツの形態に基づいて、前記
オブジェクトを前記第二のクライアントに提示することを特徴とする。
【０００７】
　本願に開示するコミュニケーションサービスシステムは、第一のクライアントおよび第
二のクライアントを含む複数のクライアントと、サーバとを備えるコミュニケーションサ
ービスシステムであって、前記サーバは、コンテンツの利用に関する権限の発生および消
滅を前記クライアントごとに管理し、前記第二のクライアントに対して、前記コンテンツ
の利用に関する権限を現に有する前記第一のクライアントが、前記コンテンツにかかる表
示画像のいずれかの座標位置に対応づけて付されたオブジェクトを送信しようとする際に
、前記第二のクライアントが利用に関する権限を現に有する前記コンテンツの形態に基づ
いて、前記オブジェクトを前記第二のクライアントに提示する。
【発明の効果】
【０００８】
　本願のコミュニケーションサービスシステムによれば、ユーザー同士の円滑なコミュニ
ケーションを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、コミュニケーションサービスシステムのブロック図の一例を示す図であ
る。
【図２】図２は、コミュニケーションサービスシステムの基本概念を示す模式図の一例を
示す図である。
【図３】図３は、コミュニケーションサービスシステムの詳細構成を示すブロック図の一
例を示す図である。
【図４】図４は、コミュニケーションサービスシステムの基本動作を示すフローチャート
の一例を示す図である。
【図５】図５は、トップページの模式図の一例を示す図である。
【図６】図６は、コミュニティページの模式図の一例を示す図である。
【図７】図７は、コミュニティページの模式図の一例を示す図である。
【図８】図８は、ＳＮＳサーバが保持している管理表の模式図の一例を示す図である。
【図９】図９は、コンテンツとコミュニティとの関係を示す模式図の一例を示す図である
。
【図１０】図１０は、コンテンツ閲覧画面を示す模式図の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、オブジェクトが書き込まれたコンテンツ閲覧画面を示す模式図の一
例を示す図である。
【図１２】図１２は、チャットモードで動作しているコンテンツ閲覧画面を示す模式図の
一例を示す図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、多くのオブジェクトに対して警告メッセージを表示させた状態
のコンテンツ閲覧画面を示す模式図の一例を示す図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、多くのオブジェクトに対してオブジェクトを重ねた状態のコン
テンツ閲覧画面を示す模式図の一例を示す図である。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、多くのオブジェクトに対してスクロールバーを表示させた状態
のコンテンツ閲覧画面を示す模式図の一例を示す図である。
【図１３Ｄ】図１３Ｄは、多くのオブジェクトに対してオブジェクトを透明または半透明
表示させた状態のコンテンツ閲覧画面を示す模式図の一例を示す図である。
【図１３Ｅ】図１３Ｅは、多くのオブジェクトに対してオブジェクトを縮小表示させた状
態のコンテンツ閲覧画面を示す模式図の一例を示す図である。
【図１３Ｆ】図１３Ｆは、多くのオブジェクトに対してオブジェクトに数値を表示させた
状態のコンテンツ閲覧画面を示す模式図の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、人気度グラフが表示されたコミュニティページの模式図の一例を示
す図である。
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【図１５】図１５は、図１４に示すコミュニティページから遷移したコンテンツ閲覧画面
の模式図の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、コンテンツが動画の場合のコンテンツ閲覧画面の模式図の一例を示
す図である。
【図１７】図１７は、コミュニケーションサービスシステムの他の構成例を示すブロック
図の一例を示す図である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、ユーザーＡの所有コンテンツの一例を示す模式図の一例を示す
図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、ユーザーＢの所有コンテンツの一例を示す模式図の一例を示す
図である。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、ユーザーＣの所有コンテンツの一例を示す模式図の一例を示す
図である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、ユーザーＢのトップページにおいてユーザーＡの所有コンテン
ツを参照した状態を示す模式図の一例を示す図である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、ユーザーＣのトップページにおいてユーザーＡの所有コンテン
ツを参照した状態を示す模式図の一例を示す図である。
【図２０】図２０は、収益システムのブロック図の一例を示す図である。
【図２１】図２１は、受信側ユーザーへメッセージを送信する際の送信側ユーザーの動作
を示すフローチャートの一例を示す図である。
【図２２Ａ】図２２Ａは、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２２Ｂ】図２２Ｂは、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２２Ｃ】図２２Ｃは、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２２Ｄ】図２２Ｄは、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２３】図２３は、受信側ユーザーへメッセージを送信する際の送信側ユーザーの動作
を示すフローチャートの一例を示す図である。
【図２４Ａ】図２４Ａは、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２４Ｂ】図２４Ｂは、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２４Ｃ】図２４Ｃは、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２４Ｄ】図２４Ｄは、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２４Ｅ】図２４Ｅは、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２５】図２５は、受信側ユーザーへメッセージを送信する際の送信側ユーザーの動作
を示すフローチャートの一例を示す図である。
【図２６】図２６は、メッセージ送信画面の模式図の一例を示す図である。
【図２７】図２７は、紙媒体でコンテンツを所有している受信側ユーザーへメッセージを
送信する際のコミュニケーションサービスシステムの動作を示すフローチャートの一例を
示す図である。
【図２８】図２８は、紙媒体でコンテンツを所有している受信側ユーザーへメッセージを
送信することができるコミュニケーションサービスシステムのブロック図の一例を示す図
である。
【図２９】図２９は、紙媒体でコンテンツを所有している受信側ユーザーへメッセージを
送信する際のコミュニケーションサービスシステムの動作を示すフローチャートの一例を
示す図である。
【図３０】図３０は、紙媒体でコンテンツを所有している受信側ユーザーへメッセージを
送信することができるコミュニケーションサービスシステムのブロック図の一例を示す図
である。
【図３１】図３１は、紙媒体でコンテンツを所有している受信側ユーザーへメッセージを
送信する際のコミュニケーションサービスシステムの動作を示すフローチャートの一例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　（実施の形態１）
　　〔１．コミュニケーションサービスシステムの構成〕
　本実施の形態にかかるコミュニケーションサービスシステム（以下、単に「システム」
と称する場合がある）について説明する。
【００１１】
　なお、以下の説明では、当該システムで扱うコンテンツとして主に電子書籍を挙げてい
るが、他の種類のコンテンツ（音楽、動画、新聞、ゲーム等）にも適用が可能な場合があ
る。他の種類のコンテンツへの適用については適宜説明する。
【００１２】
　また、本実施の形態におけるコンテンツは、再生権利があるコンテンツ、視聴権利があ
るコンテンツを含む。本実施の形態では再生権利を持つコンテンツの一例として、有償コ
ンテンツを挙げている。
【００１３】
　図１は、本実施の形態にかかるコミュニケーションサービスシステムの概要を示すブロ
ック図である。図１に示すように、コミュニケーションサービスシステムは、ＳＮＳ（So
cial Network Service）サーバ１、クライアント端末１０、２０、３０を備える。ＳＮＳ
サーバ１とクライアント端末１０～３０は、ネットワーク網４０を介して、互いに通信可
能に接続することができる。なお、図１に示すクライアント端末の数は一例である。
【００１４】
　ＳＮＳサーバ１は、ＳＮＳコミュニティ機能を有する。ＳＮＳコミュニティ機能の一つ
としてコミュニティサイトがある。ＳＮＳサーバ１は、コンテンツ提供者から提供される
コンテンツを、クライアント端末１０～３０からの要求に基づきクライアント端末１０～
３０へ送信することができるコンテンツ管理部２を備えている。ＳＮＳサーバ１は、広告
事業者から提供される広告情報をクライアント端末１０～３０へ送信することができる機
能を有する。ＳＮＳサーバ１は、クライアント端末１０～３０から送信されるオブジェク
トを記憶可能なオブジェクト記憶部３を備えている。
【００１５】
　本実施の形態における「オブジェクト」とは、例えばユーザーがクライアント端末１０
～３０を操作して任意に入力した文字や図形等である。オブジェクトは、文字や図形以外
に、画像や音声等でもよく、その形態は限定しない。また、コンテンツの配布範囲とオブ
ジェクトの配布範囲とは、異なる場合がある。
【００１６】
　クライアント端末１０～３０は、ネットワーク網４０に通信可能に接続可能な通信手段
と、ユーザーが情報を入力可能な入力手段（タッチパネル等）と、コンテンツ等の各種情
報を表示可能な表示手段（ディスプレイパネル等）を備えている。クライアント端末１０
～３０は、例えば情報通信端末、携帯電話端末、通信機能を備えたパーソナルコンピュー
ター等で実現することができる。クライアント端末１０～３０は、ＳＮＳサーバ１におけ
るコミュニティサイトにアクセスするためのブラウザーソフトウェアがインストールされ
ている。
【００１７】
　本実施の形態におけるコンテンツは、例えば電子書籍や新聞や楽譜等の映像情報、音楽
等の音声情報、動画等の映像音声情報、各種ゲームや各種ツール等のアプリケーション等
で構成されているが、これらに限定されるものではない。
【００１８】
　ネットワーク網４０は、ＳＮＳサーバ１とクライアント端末１０～３０とを互いに通信
可能に接続することができるネットワークであり、本実施の形態ではインターネットとし
た。なお、ネットワーク網４０は、少なくともＳＮＳサーバ１とクライアント端末１０～
３０とを互いに通信可能に接続することができればインターネットに限らない。
【００１９】
　図２は、本実施の形態にかかるコミュニケーションサービスシステムの動作の概要を示
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す模式図である。図３は、本実施の形態にかかるＳＮＳサーバ及びクライアント端末の構
成を示すブロック図である。
【００２０】
　なお、図３ではクライアント端末１０のみを図示しているが、図１に示すクライアント
端末２０及び３０も同様の構成を備えている。また、図２は、広告事業者から送信される
広告情報に基づき、クライアント端末１０及び２０が広告画像を表示できる図となってい
るが、広告情報の送信機能及び広告画像の表示機能は必須ではない。また、クライアント
端末１０及び２０とＳＮＳサーバ１とは、インターネットを介して互いに通信可能に接続
されている。
【００２１】
　図３に示すように、ＳＮＳサーバ１は、コンテンツ管理部２、オブジェクト記憶部３、
コンテンツ記憶部４、オブジェクト管理部５、およびコミュニティ管理部６を備えている
。
【００２２】
　コンテンツ管理部２は、コンテンツ提供者から提供されるコンテンツを管理する。具体
的には、コンテンツ管理部２は、コンテンツをコンテンツ記憶部４に書き込む処理、コン
テンツをコンテンツ記憶部４から読み出す処理、クライアント端末１０からのコンテンツ
購入命令を受ける処理、クライアント端末１０からのコンテンツ選択命令を受ける処理、
コンテンツ提供者に対してコンテンツを要求する処理、コンテンツをクライアント端末１
０へ送信する処理等を実行することができる。
【００２３】
　オブジェクト記憶部３は、オブジェクト管理部５から送られるオブジェクトを記憶する
。
【００２４】
　コンテンツ記憶部４は、コンテンツ管理部２から送られるコンテンツを記憶する。
【００２５】
　オブジェクト管理部５は、オブジェクトを管理する。具体的には、オブジェクト管理部
５は、クライアント端末１０から送られるオブジェクトをオブジェクト記憶部３に記憶す
る処理、オブジェクト記憶部３からオブジェクトを読み出す処理、オブジェクトをコミュ
ニティ管理部６へ送る処理等を実行することができる。
【００２６】
　コミュニティ管理部６は、コミュニティサイトを管理する。具体的には、コミュニティ
管理部６は、コンテンツに対応したコミュニティ情報を持ち、クライアント端末からの要
求に基づきそのコミュニティ情報に対応するコミュニティサイトをクライアント端末へ送
信することができる。
【００２７】
　クライアント端末１０は、表示部１１、表示制御部１２、コンテンツ購入部１３、コン
テンツ選択部１４、オブジェクト入力部１５、およびコミュニティ操作部１６を備えてい
る。
【００２８】
　表示部１１は、表示制御部１２からの制御により各種画像を表示することができる。図
２に示すように、表示部１１は、例えばコンテンツ画像１０ａ、オブジェクト１０ｂ、お
よび広告画像１０ｃ等の各種画像を表示することができる。表示部２１は、例えばコンテ
ンツ画像２０ａ、オブジェクト２０ｂ、および広告画像２０ｃ等の各種画像を表示するこ
とができる。表示部１１及び２１は、画像等を表示可能なディスプレイパネルと、ユーザ
ーの指やスタイラスペン等を接触させることで任意の操作を行うことができるタッチパネ
ルとを備えている。表示部１１及び２１に備わるディスプレイパネルは、例えば液晶ディ
スプレイパネルで実現することができる。表示部１１及び２１に備わるタッチパネルは、
例えば静電容量方式や接触圧力検出方式等のタッチパネルで実現することができる。クラ
イアント端末１０及び２０は、ユーザーの指やスタイラスペン等によるタッチパネルの操
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作を検出して、その検出内容を文字や図形等に変換するソフトウェアがインストールされ
ている。すなわち、ユーザーは、表示部１１及び２１を指やスタイラスペンを用いて接触
操作することで、任意の文字や図形等を入力することができる。
【００２９】
　なお、図２に示すように、コンテンツ画像１０ａ（２０ａ）とオブジェクト１０ｂ（２
０ｂ）は、表示部１１（２１）に合成して表示されているが、ＳＮＳサーバ１はコンテン
ツとオブジェクトとを別々に管理している。
【００３０】
　広告画像１０ｃ及び２０ｃは、ユーザーに適した内容の広告に変更可能である。具体的
には、広告画像１０ｃ及び２０ｃは、広告事業者や書籍出版社等が、マーケティングデー
タに基づきユーザーに適した内容の広告に適宜変更することができる。なお、図２に示す
形態では、ユーザーに適した内容の広告をコンテンツの周囲等に広告画像１０ｃ及び２０
ｃとして表示させる形態（いわゆるバナー広告）としたが、雑誌等の電子書籍における広
告ページの内容をユーザーに適した内容に変更する構成としてもよい。
【００３１】
　なお、本実施の形態において、ユーザーが指やスタイラスペンでタッチパネルにおける
任意の位置を短時間接触する動作を「クリック」と称している。一般的に「タッチ」や「
タップ」と称する操作があるが、これらの操作はクリックと同様の操作である。また、ユ
ーザーが指やスタイラスペンでタッチパネルにおける任意の位置を接触したまま、指やス
タイラスペンをスライドさせる動作を「ドラッグ」と称する。また、ドラッグ操作させた
後、指やスタイラスペンをタッチパネルから離間させる操作を「ドロップ」と称する。
【００３２】
　表示制御部１２は、オブジェクト入力部１５から送られるオブジェクト、コンテンツ管
理部２から送られるコンテンツ画像、およびコミュニティ管理部６から送られるコミュニ
ティサイトの画像等を、表示部１１に表示するよう制御することができる。
【００３３】
　コンテンツ購入部１３は、ユーザーによる、コンテンツを購入するための手続操作を受
け付ける。コンテンツ購入部１３で受けた購入手続操作の内容は、コンテンツ管理部２に
送られる。
【００３４】
　コンテンツ選択部１４は、ユーザーによる、任意（閲覧希望等）のコンテンツを選択す
る操作を受け付ける。コンテンツ選択部１４で受けたコンテンツ選択操作の内容は、コン
テンツ管理部２に送られる。
【００３５】
　オブジェクト入力部１５は、ユーザーによる、任意のオブジェクトの入力操作を受け付
ける。具体的には、オブジェクト入力部１５は、表示部１１に備わるタッチパネルを操作
して、表示部１１に表示されているコンテンツ上の任意の位置に、任意の文字や図形等を
入力できる手段である。
【００３６】
　コミュニティ操作部１６は、表示部１１に表示されているコミュニティサイトにおいて
、任意の操作を行うことができる。
【００３７】
　　〔２．コンテンツの閲覧動作〕
　図４は、本実施の形態にかかるシステムの動作フローを示す。
【００３８】
　なお、以下の説明において、コンテンツは、一例として有償配布されている電子書籍を
挙げている。また、本実施の形態では、取り扱うコンテンツの一例として電子書籍を挙げ
ているため、ユーザーがコンテンツの内容を確認する動作を「閲覧」と称しているが、取
り扱うコンテンツが動画などのように映像と音声とを含んでいる場合はユーザーがコンテ
ンツの内容を確認する動作は「視聴」となり、取り扱うコンテンツが音楽などのように音
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声のみの場合はユーザーがコンテンツの内容を確認する動作は「聴取」となる。
【００３９】
　本システムにおいてユーザーがコンテンツを閲覧する場合は、まず、ユーザーは例えば
クライアント端末１０を操作して、任意のコンテンツの購入手続きを実行する。具体的に
は、ユーザーは、コンテンツ購入部１３を操作して、ＳＮＳサーバ１に対して任意のコン
テンツの購入要求を実行する（Ｓ１）。
【００４０】
　なお、本実施の形態において、ユーザーとクライアント端末は、１対１に対応している
ものとして説明する。また、クライアント端末が不特定多数のユーザーによって使用され
ることがある場合には、クライアント端末の使用開始時においてログイン処理を行い、ユ
ーザーを特定する必要がある。例えばログイン処理は、ユーザーが入力したユーザーＩＤ
およびパスワードが正当であるか否かを判定することにより行われる。
【００４１】
　コンテンツ管理部２は、コンテンツ購入部１３から購入要求を受けると、コンテンツ購
入部１３に対してコンテンツのコンテンツ料金に関する情報を送る（Ｓ２）。
【００４２】
　ユーザーは、請求されたコンテンツ料金を支払うことで、任意のコンテンツの閲覧が可
能な状態になる。例えば、ユーザーは、決済処理画面（不図示）においてクレジットカー
ド番号等を入力することにより、コンテンツ料金を支払うことができる。閲覧が可能とな
ったコンテンツは、図５に示すように、ユーザー自身のトップページにリスト形式やアイ
コン形式等で表示される（Ｓ３）。
【００４３】
　なお、図５に示すトップページは、ＳＮＳサーバ１から送信され、クライアント端末１
０の表示部１１に表示される画面であり、クライアント端末１０にインストールされてい
るブラウザーソフトウェア上で動作する。図５に示す例では、ユーザー（例えばユーザー
Ａ）が所有しているコンテンツは、トップページにアイコン形式（符号４１）で表示され
ている。例えば、図５におけるコンテンツアイコン４１ａは、ユーザーが所有している電
子書籍等の書籍コンテンツに対応するアイコンである。コンテンツアイコン４１ｂは、ユ
ーザーが所有している音楽コンテンツに対応するアイコンである。コンテンツアイコン４
１ｃは、ユーザーが所有している映画の動画コンテンツに対応するアイコンである。コン
テンツアイコン４１ｄは、ユーザーが所有しているゲームコンテンツに対応するアイコン
である。なお、「所有」とは、有償コンテンツを、そのコンテンツ料金を支払って閲覧可
能な状態にすることを指している。なお、「コンテンツの利用に関する権限をクライアン
トが有している場合」は、クライアント端末を使用しているユーザーがコンテンツを「所
有」している場合を含む。
【００４４】
　ＳＮＳサーバ１は、例えば、ユーザーが所持するコンテンツに関するコンテンツアイコ
ンを表示させるための情報（コンテンツ表示情報）をクライアント端末１０に送信するこ
とにより、クライアント端末１０の表示部１１にコンテンツアイコン４１ａ～４１ｄ等を
表示させることができる。このように、ユーザーが所有するコンテンツアイコンをクライ
アント端末１０に表示させることにより、コンテンツ購入後において、ユーザーはコンテ
ンツの管理や閲覧等がしやすくなる。特に、ユーザー自身のトップページでコンテンツ管
理を行うことができるようにＳＮＳを構成しておくことにより、ユーザーは、コンテンツ
を閲覧しやすくなり、閲覧中のコンテンツとともに表示されるオブジェクトを介して、他
のユーザーとのコミュニケーションを取りやすくなる。
【００４５】
　また、図５において、並び替えボタン４２は、コンテンツリスト４１に表示されるコン
テンツの一覧を任意の順序に並び替えることができるボタンである。並び替えボタン４２
をクリックすると、例えばプルダウンメニューが表示される。プルダウンメニューには選
択可能な順序が記載され、プルダウンメニューに記載された順序のうち任意の順序を選択
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することで、コンテンツアイコンを任意の順序に並び替えることができる。並び替えの順
序としては、例えばコンテンツ名の５０音順、コンテンツの種類順、コンテンツの購入日
時順、お気に入り順、人気順等がある。人気順は、そのコンテンツに関連付けされたオブ
ジェクトの数やコンテンツの再生履歴に基づき推定される。また、並び替えの順序は、昇
順または降順のうちいずれかを選択可能としてもよい。なお、並び替えボタン４２を備え
ることは必須ではない。
【００４６】
　また、図５において全表示ボタン４３は、所有するコンテンツのうち一部のコンテンツ
のみがコンテンツ一覧４１に表示されている場合にクリックすることで、全てのコンテン
ツアイコンを表示する状態に遷移させることができる。このとき、全てのコンテンツの数
が多く、表示部１１の表示エリアに全てのコンテンツアイコンが表示困難な場合は、コン
テンツアイコンの表示間隔を小さくしたり、コンテンツアイコンの大きさを小さくしたり
、コンテンツの名称のみをリストとして表示したりすることが好ましい。なお、全表示ボ
タン４３を備えることは必須ではない。
【００４７】
　次に、ユーザーは、コミュニティに参加するか否かを選択することができる。具体的に
は、コンテンツの購入手続きが完了すると、コミュニティ管理部６は、コンテンツを購入
したユーザーに対してコミュニティページの閲覧を許可する。図６は、コミュニティペー
ジの一例を示す。図６に示すコミュニティページは、コミュニティの情報４４ａ、コンテ
ンツを購入しコミュニティに参加しているメンバーのリスト４４ｂ、コミュニティに参加
するための入会ボタン４４ｃ、コミュニティを退会するための退会ボタン４４ｄを含む。
ユーザーは、コミュニティに参加する場合、コミュニティ操作部１６を操作して図６に示
す入会ボタン４４ｃをクリックして、任意のコンテンツに関連するコミュニティに参加す
るための操作を実行する。一方、ユーザーは、コミュニティを退会する場合、コミュニテ
ィ操作部１６を操作して図６に示す退会ボタン４４ｄをクリックして、任意のコンテンツ
に関連するコミュニティを退会するための操作を実行する。なお、図６に示すコミュニテ
ィページに記載されている情報は一例である（Ｓ４）。
【００４８】
　ユーザーがコミュニティ操作部１６を操作して図６に示す入会ボタン４４ｃをクリック
すると、コミュニティ管理部６は、当該コミュニティに前記操作を実行したユーザーのユ
ーザー情報を追加する（Ｓ５）。一方、ユーザーがコミュニティ操作部１６を操作して図
６に示す退会ボタン４４ｄをクリックすると、コミュニティ管理部６は、当該コミュニテ
ィから前記操作を実行したユーザーのユーザー情報を削除する（不図示）。
【００４９】
　例えば、クライアント端末１０において入会ボタン４４ｃがクリックされると、クライ
アント端末１０は、ユーザーがコミュニティへの参加意思を有していることを示す情報を
ＳＮＳサーバ１に対して送信する。ユーザーは、入会ボタン４４ｃをクリックしてコミュ
ニティへ参加することにより、同じコンテンツを所有する他のユーザーに対して、そのコ
ンテンツを所有していることを開示することになる。このため、「ユーザーがコミュニテ
ィへの参加意思を有していることを示す情報」とは、同一コンテンツをユーザーが所有し
ていることを、他のユーザーへ開示するか否かを示す開示可否情報として捉えることがで
きる。
【００５０】
　ＳＮＳサーバ１は、受け付けた開示可否情報が開示する旨を示すものである場合、同一
コンテンツをユーザーが所有していることを、他のユーザーへ開示するようにすることが
できる。すなわち、この場合ユーザーは、コミュニティに参加するように設定される。ま
た、ＳＮＳサーバ１は、開示可否情報をクライアント端末１０から受け付けていない場合
や、受け付けた開示可否情報が開示しない旨を示すものである場合、同一コンテンツをユ
ーザーが所有していることを、他のユーザーへ開示しないようにすることができる。すな
わち、この場合ユーザーは、コミュニティに参加しないように設定される。
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【００５１】
　このように、コンテンツに関するコミュニティに参加するか否かをユーザーの意思で選
択できるように構成することにより、ＳＮＳ上でのコミュニケーションを望まないユーザ
ーや、コンテンツを購入したことを他のユーザーに知られたくないユーザー等の要望にも
十分に対応することができる。
【００５２】
　次に、ユーザーによりコンテンツ選択部１４が操作されて、任意のコンテンツが選択さ
れると（Ｓ６）、コンテンツ管理部２は、選択されたコンテンツをコンテンツ提供者へ要
求する。コンテンツ管理部２は、コンテンツ提供者からコンテンツの提供を受けると、提
供されたコンテンツをコンテンツ記憶部４へ一時的に記憶するとともに、クライアント端
末１０へ閲覧を許可する。クライアント端末１０の表示制御部１２は、コンテンツ管理部
２から送信されるコンテンツの映像を表示部１１に表示するよう制御する。これにより、
ユーザーは任意のコンテンツを閲覧することができる。なお、コンテンツ管理部２がコン
テンツをコンテンツ記憶部４へ記憶するのは、クライアント端末１０へ例えばストリーミ
ング送信するための一時的な記憶動作であり、閲覧が完了すればコンテンツ記憶部４から
削除する（Ｓ７）。
【００５３】
　このとき、コミュニティ管理部６は、オブジェクト管理部５に対して、ユーザーが閲覧
しようとしているコンテンツに関連するオブジェクトを読み出すよう制御する。オブジェ
クト管理部５は、ユーザーが閲覧しようとしているコンテンツに関連するオブジェクトが
存在するか否かを確認し（Ｓ８）、存在する場合はオブジェクト記憶部３からオブジェク
トを読み出す。コミュニティ管理部６は、オブジェクト管理部５がオブジェクト記憶部３
から読み出したオブジェクトを、コンテンツの映像に重畳する。表示制御部１２は、コミ
ュニティ管理部６から送信される、オブジェクトが重畳されたコンテンツの映像を、表示
部１１に表示するよう制御する。なお、オブジェクトの表示方法については後述する（Ｓ
９）。
【００５４】
　コンテンツを閲覧している時に、ユーザーがオブジェクト入力部１５を操作してオブジ
ェクトを作成する操作を行うと（Ｓ１０）、ユーザーにより作成されたオブジェクトは、
表示制御部１２によって表示部１１に表示されるとともに、オブジェクト管理部５へ送ら
れる。オブジェクト管理部５は、作成されたオブジェクトをオブジェクト記憶部３に記憶
する。なお、オブジェクトの作成方法としては、例えばタッチパネルを操作して任意の文
字や図形を入力する方法がある（Ｓ１１）。
【００５５】
　このとき、ユーザーが閲覧しているコンテンツと同じコンテンツを、別のユーザーがＳ
ＮＳサーバ１を介して閲覧していた場合、ユーザーが作成したオブジェクトは、別のユー
ザーが閲覧しているコンテンツにも送信される。例えば、図２に示すように、ユーザーＡ
がクライアント端末１０で任意のコンテンツ１０ａを閲覧し、ユーザーＢがクライアント
端末２０でコンテンツ１０ａと同じコンテンツ２０ａを閲覧しているときに、ユーザーＡ
がクライアント端末１０を操作して新たにオブジェクト１０ｂを追加すると、追加された
オブジェクト１０ｂの情報がＳＮＳサーバ１を介してクライアント端末２０に送られる。
クライアント端末２０では、オブジェクト１０ｂと同じ内容のオブジェクト２０ｂが表示
される。同様に、ユーザーＢがクライアント端末２０を操作して新たにオブジェクトを追
加した場合は、クライアント端末１０に、追加されたオブジェクトと同じオブジェクトが
表示される。オブジェクトは、例えばユーザーがクライアント端末１０のタッチパネルを
操作し、任意の形状の枠線や文字等を入力し、表示部１１に表示された送信ボタン（図２
では図示を省略し、図１１等に送信ボタン４６ｔとして図示）をクリックすることで、Ｓ
ＮＳサーバ１へ送信される。なお、オブジェクトは、一方のユーザーが作成した直後また
は作成中に他方のユーザーのクライアント端末へ表示される構成とすることができる。こ
のような構成とすることで、迅速なコメントのやりとりを行うことができる。
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【００５６】
　上記動作を、ユーザーがコンテンツの閲覧終了操作を実行するまで実行する（Ｓ１２）
。
【００５７】
　なお、ユーザーがコミュニティに参加しない場合は（Ｓ４におけるＮＯ判断）、コンテ
ンツ管理部２は、コンテンツ選択部１４からコンテンツの閲覧要求を待つ。ユーザーによ
りコンテンツ選択部１４が操作されて、任意のコンテンツが選択されると（Ｓ１３）、コ
ンテンツ管理部２は、選択されたコンテンツをコンテンツ提供者へ要求する。コンテンツ
管理部２は、コンテンツ提供者からコンテンツの提供を受けると、提供されたコンテンツ
をコンテンツ記憶部４へ記憶するとともに、クライアント端末１０へ閲覧を許可する。ク
ライアント端末１０の表示制御部１２は、コンテンツ管理部２から送信されるコンテンツ
の映像を表示部１１に表示するよう制御する。これにより、ユーザーは任意のコンテンツ
を閲覧することができる。ただし、オブジェクトは、ユーザーがコミュニティに参加して
いないため、閲覧することができない（Ｓ１４）。
【００５８】
　なお、上記説明では、ユーザーがクライアント端末を操作してコンテンツを閲覧する場
合、ＳＮＳサーバ１がコンテンツ提供者にコンテンツを要求し、ＳＮＳサーバ１がコンテ
ンツ提供者から提供されたコンテンツをコンテンツ記憶部４に記憶するとともにクライア
ント端末へ閲覧を許可し、コンテンツの閲覧終了後にコンテンツ記憶部４に記憶されたコ
ンテンツを削除する構成としたが、ＳＮＳサーバ１がコンテンツ提供者から提供されるコ
ンテンツを閲覧終了後もコンテンツ記憶部４に残す構成としてもよい。
【００５９】
　　〔３．コミュニティの構成〕
　ＳＮＳサーバ１は、コンテンツ毎にコミュニティを作成する。図６に示すようにコミュ
ニティの概要が表示されているコミュニティページまでは、コンテンツを所有していない
ユーザーであっても、閲覧することができる。ただし、コミュニティに参加する場合は、
コンテンツを所有していなければならない。
【００６０】
　コンテンツを所有していないユーザーは、コミュニティに参加することはできない。例
えば、コンテンツを所有していないユーザーがクライアント端末を操作し、図６における
入会ボタン４４ｃをクリックすると、ＳＮＳサーバ１は、図７に示すメッセージウインド
ウ４５ａを表示するようクライアント端末を制御する。このメッセージウインドウ４５ａ
が表示された状態においてユーザーが購入ボタン４５ｂをクリックすると、クライアント
端末はＳＮＳサーバ１にコンテンツの購入要求を送り、コンテンツの購入手続に進む。コ
ンテンツの購入が完了すると、ユーザーはコミュニティに参加することができる。一方、
メッセージウインドウ４５ａにおいてキャンセルボタン４５ｃをクリックすると、ＳＮＳ
サーバ１は、メッセージウインドウ４５ａを閉じ、コミュニティへの参加を許可しないま
ま、クライアント端末における表示を図６に示すコミュニティページに戻す。
【００６１】
　なお、ＳＮＳサーバ１は、ユーザーとコンテンツの管理を行う機能を有する。図８は、
ユーザー毎の所有コンテンツとコミュニティへの参加状況を表す管理図である。図８にお
ける「ユーザー名」は、コンテンツを所有しているユーザーの名称である。「コンテンツ
名」は、ＳＮＳサーバ１で管理しているコンテンツの名称である。「購入」は、コンテン
ツの購入有無を示し、「○」が購入済み、「×」が未購入であることを表している。「コ
ミュニティへの参加」は、コンテンツ毎のコミュニティへの参加状況を示し、「○」がコ
ミュニティへ参加中、「×」がコミュニティへ参加していないことを表している。なお、
図８に示す管理図は一例である。ＳＮＳサーバ１は、図８に示す管理図に基づき、ユーザ
ーとコンテンツの管理を行っている。
【００６２】
　また、コミュニティは、コンテンツ毎にＳＮＳサーバ１に存在する構成とすることがで
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きる。したがって、コンテンツを購入したユーザーは、コンテンツ毎のコミュニティに独
立して参加することができる。例えば、ユーザーが図５のコンテンツ一覧４１に示すよう
に複数のコンテンツを所有している場合、各コンテンツ毎に存在するコミュニティへそれ
ぞれ参加することが可能である。
【００６３】
　また、図６に示すように、コミュニティページにメンバーリスト４４ｂを表示すること
で、当該コミュニティに参加しているメンバーを把握することができる。例えば、図６に
示す例では、月刊誌Ａの第５６号のコミュニティには、ユーザーＡ、ユーザーＣ、ユーザ
ーＤ、ユーザーＦが参加していることを表示している。
【００６４】
　また、コミュニティは、メインコミュニティとサブコミュニティとが存在する。図９は
、コミュニティの階層を表す図である。例えば、週刊誌や月刊誌等定期的に刊行される書
籍の場合、号数が存在する。また、小説や漫画本等の書籍には巻数が存在する場合がある
。このように、１種類の書籍で号数や巻数が存在する場合は、ＳＮＳサーバ１は、書籍の
種類毎のメインコミュニティとともに、その号数や巻数毎にサブコミュニティを作成する
。例えば、図９に示す月刊誌Ａのコミュニティは、月刊誌Ａに対応したメインコミュニテ
ィと、月刊誌Ａの号数（例えば第５１号～第５６号）に対応したサブコミュニティとで構
成される。ＳＮＳサーバ１は、ユーザーが複数のサブコミュニティのうち少なくとも一つ
のサブコミュニティに参加していれば、月刊誌Ａのメインコミュニティに参加することを
許可する。しかし、ＳＮＳサーバ１は、ユーザーが所有していない号数のサブコミュニテ
ィへの参加は許可しない。例えば、ユーザーが月刊誌Ａの第５６号を所有している場合は
、月刊誌Ａのメインコミュニティへは参加できるが、月刊誌Ａの第５６号以外のサブコミ
ュニティへは参加できないようになっている。例えば「関連するコンテンツ」は、書籍の
種類が同一であって、その号数や巻数が異なるコンテンツが該当する。
【００６５】
　なお、雑誌やドラマなどの続き物の次回予告のページに対して書き込まれたオブジェク
トは、次号が発売されたときにできた次号のコミュニティに引き継がれて表示することが
できる。
【００６６】
　なお、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
【００６７】
　コンテンツが音楽の場合は、ＳＮＳサーバ１は、例えば曲毎、アルバム毎、歌手毎等に
コミュニティを作成することができる。例えば、アルバムを購入したユーザーは、そのア
ルバムのコミュニティと、そのアルバムに収録されている曲毎のコミュニティに参加する
ことができる。曲を購入したユーザーは、その曲のコミュニティと、その曲が収録された
アルバムのコミュニティには参加できるが、そのアルバムに収録された他の曲のコミュニ
ティには参加できない。
【００６８】
　コンテンツが動画の場合は、ＳＮＳサーバ１は、例えば動画ファイル毎、映画タイトル
毎、映画の出演者毎、映画の製作会社毎等にコミュニティを作成することができる。
【００６９】
　コンテンツが新聞の場合は、ＳＮＳサーバ１は、例えば新聞名毎、刊行日毎、新聞の種
類（地方紙、経済紙、スポーツ紙等）毎等にコミュニティを作成することができる。
【００７０】
　コンテンツがゲームの場合は、ＳＮＳサーバ１は、例えばゲームのタイトル毎、シリー
ズ毎、製作会社毎等にコミュニティを作成することができる。
【００７１】
　　〔４．コンテンツとオブジェクトの表示方法〕
　図１０は、コンテンツの表示例として、電子書籍をクライアント端末の表示部に表示さ
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せた状態を示す模式図である。図１０は、コンテンツ閲覧画面の一例である。
【００７２】
　コンテンツを閲覧する際、ＳＮＳサーバ１は、図１０に示すようにクライアント端末の
表示部に、コンテンツ画像４６ａ、文頭ボタン４６ｂ、ページ戻しボタン４６ｃ、ページ
進みボタン４６ｄ、文末ボタン４６ｅ、ページ指定ボタン４６ｆ、拡大ボタン４６ｇ、縮
小ボタン４６ｈ、およびオブジェクト入力ボタン４６ｋを表示させる。文頭ボタン４６ｂ
は、電子書籍の１ページ目の表示に切り替える操作を行うことができる。ページ戻しボタ
ン４６ｃは、現在表示されているページの１つ前のページの表示に切り替える操作を行う
ことができる。ページ進みボタン４６ｄは、現在表示されているページの１つ後のページ
の表示に切り替える操作を行うことができる。文末ボタン４６ｅは、電子書籍の最終ペー
ジの表示に切り替える操作を行うことができる。ページ指定ボタン４６ｆは、任意のペー
ジ数を指定することができ、指定されたページの表示に切り替える操作を行うことができ
る。拡大ボタン４６ｇは、コンテンツ画像４６ａの全体または任意の一部の表示を拡大す
る操作を行うことができる。縮小ボタン４６ｈは、コンテンツ画像４６ａの全体または一
部の表示を縮小する操作を行うことができる。オブジェクト入力ボタン４６ｋは、ユーザ
ーが任意のコメント等のオブジェクトを入力する際に操作する。なお、図１０に示す各種
ボタンは一例である。
【００７３】
　図１０に示すようにコンテンツ画像４６ａが表示されている状態において、ユーザーが
オブジェクト入力ボタン４６ｋを操作すると、ＳＮＳサーバ１は、コンテンツ閲覧画面を
オブジェクトが入力できるモードへ移行させる。
【００７４】
　オブジェクトの表示方法は、図１１に示すようにコンテンツに重畳するように表示する
方法（直接書き込みモード）と、図１２に示すようにコメントを入力日時順に並べ、コン
テンツを引用表示する方法（チャットモード）とがある。オブジェクトの表示方法は、モ
ード切り換えボタン４６ｍをクリックすることで切り換えることができる。図１１に示す
直接書き込みモードにおいてモード切り換えボタン４６ｍがクリックされると、ＳＮＳサ
ーバ１は、オブジェクトの表示方法を図１２に示すチャットモードへ切り換える。
【００７５】
　例えば、図１１に示す直接書き込みモード（第１の表示形態）においてモード切り換え
ボタン４６ｍがクリックされると、クライアント端末１０は、チャットモード（第２の表
示形態）に切り換えて表示するための表示形態選択情報をＳＮＳサーバ１に送信する。一
方、例えば、図１２に示すチャットモード（第２の表示形態）においてモード切り換えボ
タン４６ｍがクリックされると、クライアント端末１０は、直接書き込みモード（第１の
表示形態）に切り換えて表示するための表示形態選択情報をＳＮＳサーバ１に送信する。
ＳＮＳサーバ１は、クライアント端末１０から送信された表示形態選択情報に基づいて、
オブジェクトおよびコンテンツの表示形態（直接書き込みモードまたはチャットモード）
を決定する。
【００７６】
　　〔４－１．直接書き込みモード〕
　図１１に示す直接書き込みモードは、コンテンツ画像４６ａに重畳する位置に、線４６
ｎや吹き出し４６ｐ等を用いて、オブジェクトを入力することができる。例えば、オブジ
ェクトは、コンテンツ上に重畳して表示される上位レイヤー内に配置される。このように
、上位レイヤー内にオブジェクトを配置してコンテンツとオブジェクトとを重畳させるこ
とにより、オブジェクトはコンテンツの関連箇所の近傍に表示される。コンテンツの表示
領域と上位レイヤーの表示領域とが合致する場合、オブジェクトは、コンテンツにかかる
表示画像のいずれかの座標位置に対応づけて付されている。この場合、ＳＮＳサーバ１は
、オブジェクトを、コンテンツにかかる表示画像の座標位置と関連付けて管理する。この
ため、ユーザーは、コンテンツ上の位置を説明することなく簡単に他のユーザーとコミュ
ニケーションを取ることができる。なお、線４６ｎや吹き出し４６ｐは、オブジェクトの
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一例である。
【００７７】
　線４６ｎ及び吹き出し４６ｐは、例えば線入力ボタン４６ｒをクリックしてから、コン
テンツ画像４６ａ上の任意の位置に対応するタッチパネルを指またはスタイラスペンでト
レースすることで、記載することができる。すなわち、線入力ボタン４６ｒをクリックし
てから入力可能となる線は、自由曲線である。
【００７８】
　吹き出し４６ｐ内に記載するコメントは、ソフトウェアキーボード等を用いて入力する
ことができる。具体的には、ユーザーがテキストボタン４６ｓをクリックし、吹き出し４
６ｐをクリックすることによって、ＳＮＳサーバ１はクライアント端末の表示部にソフト
ウェアキーボードを表示させる。ソフトウェアキーボードは、図示を省略するが、表示部
にキーボードを模した画像を表示し、表示されたキーボード画像における任意のキーをク
リックすることで、任意の文字が入力できるソフトウェアである。
【００７９】
　図１１に示す線４６ｎや吹き出し４６ｐ等のオブジェクトは、ＳＮＳサーバ１を介して
、他のユーザーと共有される。すなわち、線４６ｎや吹き出し４６ｐ等のオブジェクトは
、コンテンツにおける位置の情報（ページ、時間、フレーム、フレーム内座標等の位置情
報）とともに、ＳＮＳサーバ１のオブジェクト記憶部３に記憶されている。当該コンテン
ツを他のクライアント端末で閲覧する場合、ＳＮＳサーバ１は、当該コンテンツとともに
当該オブジェクトを他のクライアント端末へ送るが、その際にオブジェクト記憶部３から
読み出した位置情報に基づいて、当該コンテンツにおける所定の位置（ページ、時間、フ
レーム、フレーム内座標等）にオブジェクトを配置する。これにより、他のクライアント
端末において、同じ位置にオブジェクトが配置されたコンテンツを表示することができる
。なお、オブジェクトの位置情報は、ページ、時間、フレーム等の大きな単位に限らず、
画像、文章等の小さい単位に対する位置とすることにより、ページ等の概念が曖昧であっ
てもコンテンツにオブジェクトを位置合わせすることができる。
【００８０】
　直接書き込みモードによれば、コンテンツにオブジェクトを重畳させて表示することが
できるため、コンテンツとオブジェクトとの結合性を大きくすることができ、オブジェク
トを入力したユーザー以外のユーザーがコンテンツを閲覧したときにオブジェクトの内容
を直感的に理解することができる。
【００８１】
　また、直接書き込みモードによれば、オブジェクトとして図形を用いることができるの
で、オブジェクトの入力の自由度が向上する。例えば、電子書籍の場合、任意のページ中
の任意の箇所を指定する際に線４６ｎで囲むことができるので、明確に任意の箇所を指定
することができる。
【００８２】
　なお、オブジェクトは、文字や図形に限らず、画像や音声で構成されていてもよい。オ
ブジェクトとして音声を用いる場合は、別途作成された音声ファイルへのハイパーリンク
にしたオブジェクトとすることができる。
【００８３】
　また、オブジェクトは、コンテンツ画像４６ａに重畳する位置に限らず記載することが
できる。オブジェクトは、少なくともタッチパネルを操作することができる範囲であれば
コンテンツ画像４６ａが存在しない位置にも記載することができる。
【００８４】
　また、線入力ボタン４６ｒに限らず、円形入力ボタン、四角形入力ボタン、吹き出し入
力ボタン等を備えてもよい。ユーザーは、これらのボタンを選択することにより、自由曲
線のみならず、円形状、矩形形状および吹き出し形状等の図形をオブジェクトとして入力
することができる。
【００８５】
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　また、線４６ｎ、および吹き出し４６ｐの外周を形成している線の線種を、任意の線種
（太線や点線等）に設定できるようにしてもよい。また、線４６ｎの色を任意の色に設定
できるようにしてもよい。その場合、ＳＮＳサーバ１は、例えば線種設定ボタンや線色設
定ボタン等を表示部に表示させる。ユーザーがこれらの設定ボタンをクリックしたとき、
ＳＮＳサーバ１は、クライアント端末を任意の線種や色に設定できるモードに移行させる
。
【００８６】
　また、吹き出し４６ｐ等のオブジェクトの形状は必須ではなく、円形や四角形の中にコ
メントを書き込み可能としてもよい。また、吹き出し４６ｐ等のオブジェクトの色を任意
の色に設定できるようにしてもよい。また、吹き出し４６ｐ等のオブジェクトの大きさは
、例えば吹き出し４６ｐの縁部をユーザーがドラッグ操作することで、任意の大きさに変
更可能であってもよい。
【００８７】
　また、線４６ｎや吹き出し４６ｐ等のオブジェクトは、コンテンツの閲覧の障害となら
ない位置に、自動的に表示させる構成とすることが好ましい。コンテンツの閲覧の障害と
ならない位置とは、例えば、コンテンツが電子書籍の場合は文字情報や画像情報（挿絵等
）に重ならない位置である。コンテンツが動画の場合は、表示された動画に重ならない位
置にオブジェクトを配置することが好ましい。コンテンツが音楽の場合は、その音楽に対
応した歌詞データや楽譜データや運指データにおける文字情報や画像情報に重ならない位
置にオブジェクトを配置することが好ましい。
【００８８】
　また、オブジェクトは、任意の位置へ移動させることができる。移動方法は、例えば移
動したいオブジェクトをクリックした後、クリックしたオブジェクトを任意の位置へドラ
ッグさせる操作を行う方法がある。
【００８９】
　また、文字の入力は、ソフトウェアキーボードを用いた入力方法に限らず、クライアン
ト端末にハードウェアとしてキーボードやテンキー等を備えている場合や、クライアント
端末にキーボードやテンキー等の外部接続可能な場合は、それらのキーボードやテンキー
を用いて文字を入力することができる。
【００９０】
　また、文字の入力は、手書き入力であってもよい。手書き入力は、表示部に手書き入力
エリアを表示させ、その手書き入力エリアにユーザーが指やスタイラスペンで任意の文字
を手書きで入力した後、入力された手書き文字をテキスト情報に変換する入力方法である
。
【００９１】
　また、入力する文字の大きさ、書体、色を任意に設定可能としてもよい。その場合は、
ＳＮＳサーバ１は、クライアント端末の表示部に文字サイズ設定ボタン、書体設定ボタン
、文字色設定ボタン等を表示させる。
【００９２】
　上述したとおり、直接書き込みモードにおいて、ユーザーは、コンテンツ上の位置を説
明することなく簡単に他のユーザーとコミュニケーションを取ることができる。しかしな
がら、コンテンツの一部（例えば１シーン）ではなくストーリー全体についてのコミュニ
ケーションを取りたい場合、複数のコンテンツに跨った内容についてのコミュニケーショ
ンを取りたい場合、または、コンテンツとは関係のない話題についてのコミュニケーショ
ンを取りたい場合等には、コンテンツの位置を特定する必要がないため、直接書き込みモ
ードが必ずしも適しているとはいえない。また、直接書き込みモードでは画面に表示可能
な情報量についても制限がある。そこで、下記に説明するチャットモードに切り換えるこ
とにより、ユーザーは、他のユーザーとより深いコミュニケーションを取ることができる
ようになる。また、チャットモードでは、他のコンテンツを引用することができるため、
コミュニケーションをより活発化させることができる。
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【００９３】
　　〔４－２．チャットモード〕
　図１２に示すチャットモードの場合、ＳＮＳサーバ１は、クライアント端末にコメント
表示エリア４７ａ、コメント入力エリア４７ｇを表示させる。この場合、コメント表示エ
リア４７ａおよびコメント入力エリア４７ｇは、それぞれコンテンツと独立して表示され
る。また、直接入力モードからチャットモードへ切り換えた場合は、図１２に示すように
、直接入力モードへのリンク４７ｍを表示させることが好ましい。これにより、チャット
モードに途中から参加したユーザーが、会話の経緯を容易に把握することができる。
【００９４】
　コメント表示エリア４７ａは、ユーザー自身が入力したコメント４７ｂ、当該コミュニ
ティに参加している他のユーザーが入力したコメント４７ｃが表示されるエリアである。
【００９５】
　また、コメント表示エリア４７ａは、引用画像４７ｄ及び４７ｅが表示される。引用画
像４７ｄ及び４７ｅは、コメント表示エリア４７ａに入力されたコメントに関連した画像
であり、コメントを入力したユーザーが任意に引用することができる。例えば、引用画像
４７ｄは、コメント４７ｃを入力したユーザーＦが引用した画像である。引用画像を引用
する場合は、引用ボタン４７ｆをクリックする。引用ボタン４７ｆをクリックすることに
よって、引用するコンテンツを選択する画面、選択したコンテンツの中から任意の箇所を
特定する画面が表示されるので、ユーザーは引用するコンテンツとその任意箇所を特定す
る。また、ユーザーは、引用可能なコンテンツの任意箇所に予め電子的なしおりを付して
おき、引用するコンテンツに付された電子的なしおりを指定することにより、引用するコ
ンテンツとその任意箇所を特定することもできる。
【００９６】
　ユーザーにより、引用するコンテンツとその任意箇所の特定がなされると、クライアン
ト端末１０は、引用するコンテンツとその任意箇所を特定するためハイパーリンク（リン
ク情報）を作成し、作成したハイパーリンクを含むオブジェクトをＳＮＳサーバ１に送信
する。このオブジェクトの送信を受けたＳＮＳサーバ１は、ハイパーリンクを含むオブジ
ェクトをオブジェクト記憶部３に記録する。これにより、ハイパーリンクを含むオブジェ
クトを別のクライアント端末２０に表示させた場合、ＳＮＳサーバ１は、クライアント端
末２０に表示させたオブジェクト中のハイパーリンクに基づいて、引用されているコンテ
ンツとその任意箇所を容易に特定することができる。
【００９７】
　また、コメント表示エリア４７ａは、入力されたコメントの数が１画面に表示できなく
なった場合、スクロールバー４７ｈが表示される。スクロールバー４７ｈを矢印Ａまたは
Ｂに示す方向へスライドさせることによって、コメント表示エリア４７ａが矢印Ａまたは
Ｂに示す方向へスライドする。これにより、たとえコメント数が多くなったとしても、視
認したいコメントを表示させることができる。
【００９８】
　コメント入力エリア４７ｇは、ユーザーが任意のコメントを入力できるエリアである。
コメントを入力する場合は、コメント入力エリア４７ｇをクリックすることでソフトウェ
アキーボードが表示されるので、それを用いて任意のコメントを入力することができる。
コメントを入力した後、アップボタン４７ｋをクリックすることで、コメント入力エリア
４７ｇに入力されたコメントがコメント表示エリア４７ａへ書き込まれる。コメント表示
エリア４７ａへ書き込まれたコメントは、ＳＮＳサーバ１を介して、他のユーザーと共有
される。すなわち、コメント表示エリア４７ａの内容は、ＳＮＳサーバ１のオブジェクト
記憶部３（コメント保持部）に記憶され、当該コンテンツを他のクライアント端末で閲覧
する際に表示される。なお、コメント表示エリア４７ａの内容とともに、コンテンツ内に
おけるコメントの位置を示す位置情報を、オブジェクト記憶部３に記憶することが好まし
い。
【００９９】
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　チャットモードによれば、長文のコメントを入力することができるので、ユーザー間に
おいて深い議論を行いやすい。
【０１００】
　なお、図１２に示す例では、一つのコメントに一つの引用画像を引用しているが、１つ
のコメントに複数の引用画像を引用することができる。
【０１０１】
　また、コメントに引用できるのは画像（静止画）に限らず、動画、音声ファイルへのハ
イパーリンクなどであってもよい。
【０１０２】
　また、上記説明では、図１１に示す直接入力モードと図１２に示すチャットモードとを
各々独立したモードとしたが、両方のモードを組み合わせてもよい。
【０１０３】
　また、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
【０１０４】
　コンテンツが音楽の場合は、音楽データそのものには視覚情報が無いため、例えばその
音楽データに対応した歌詞データや楽譜データや運指データ等の視覚情報に、オブジェク
トを直接書き込みモードで書き込むことができる。例えば、歌詞データや楽譜データや運
指データは、再生中の音楽データに連動して提供される。これにより、音楽データであっ
ても視覚化することが可能となり、ユーザーは文字や画像によるオブジェクトを任意に追
加することができる。
【０１０５】
　また、音楽データを再生可能なアプリケーションソフトウェアを起動した際に表示され
るタイムラインに、オブジェクトを直接書き込みモードで書き込むことができる。チャッ
トモードにおいてコンテンツの一部を引用する場合は、歌詞データや楽譜データや運指デ
ータの一部を引用することができる。なお、歌詞データ、楽譜データおよび運指データ等
のいずれかを２以上組み合わせたものを視覚情報としてもよい。
【０１０６】
　チャットモードにおいて音楽コンテンツの一部を引用することができる。その場合は、
コメント内に音楽再生ソフトウェアの画面を表示させる。その音楽再生ソフトウェアは、
任意の音楽データの少なくとも一部を再生するように設定されている。ユーザーがその音
楽再生ソフトウェアの画面をクリックすることで、音声が再生されるように構成すること
ができる。
【０１０７】
　コンテンツが動画の場合は、例えば動画ファイルにおける任意の場面に、オブジェクト
を直接書き込みモードで書き込むことができる。具体的には、動画を構成する複数のフレ
ームの中から、任意の連続フレームにオブジェクトを書き込む。チャットモードにおいて
コンテンツの一部を引用する場合は、動画を構成する複数のフレームの中から任意の１フ
レームを静止画として引用してもよいし、連続した複数のフレームを動画として引用して
もよい。
【０１０８】
　コンテンツが新聞の場合は、前述の書籍と同様、任意のページにおける任意の箇所に直
接書き込みモードでオブジェクトを書き込むことができる。チャットモードの場合も、任
意のページまたはその中の任意の部分を引用することができる。
【０１０９】
　コンテンツがゲームの場合は、例えばゲームの映像における任意の部分を画像ファイル
として取り込み、その画像ファイルに直接書き込みモードでオブジェクトを書き込むこと
ができる。チャットモードの場合は、例えばゲームの映像における任意の部分を画像ファ
イルとして取り込み、その画像ファイルを引用することができる。
【０１１０】
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　　〔４－３．直接入力モードにおいてコメント過多になった場合〕
　図１１に示す直接入力モードにおいて、コンテンツ閲覧画面に表示されるオブジェクト
の数が多くなってしまった場合、コンテンツがオブジェクトによって隠れてしまったり、
オブジェクト間の関連性が低下してしまったりする問題がある。「オブジェクト間の関連
性」とは、オブジェクトとして入力されるコメントの内容的なつながりのことである。す
なわち、オブジェクトとして入力されるコメントは、複数のユーザーが会話をしているよ
うな内容となっていることが多いため、コメントの内容を参照する場合はコメントが時系
列に並んでいる方が内容を把握しやすい。したがって、オブジェクト間の関連性を高める
方が好ましい。
【０１１１】
　本実施の形態では、ＳＮＳサーバ１は、同時に表示されるオブジェクトの数または表示
面積が予め設定された値を超えた場合、以下のいずれかの方法で対処することができる。
【０１１２】
　まず、チャットモードへの切り換えを促す方法がある。この方法では、ＳＮＳサーバ１
は、同時に表示されるオブジェクトの数または表示面積が所定値を超えたと判断すると、
クライアント端末に図１３Ａに示すメッセージウインドウ４８ａを表示する。具体的には
、図１３Ａに示すように、コンテンツ画像４６ａに重畳するように表示されたオブジェク
ト４６ｐ、４８ｄ～４８ｇが過多になると、各オブジェクトが入力された順序が不明確に
なるため、ＳＮＳサーバ１は、クライアント端末にメッセージウインドウ４８ａを表示す
る。メッセージウインドウ４８ａには、ユーザーに対してチャットモードへの切り換えを
促すメッセージが記載されている。ここで、ユーザーが移行ボタン４８ｂまたはモード切
り換えボタン４６ｍをクリックすると、ＳＮＳサーバ１は、クライアント端末の表示にお
ける表示を例えば図１２に示すチャットモードへ切り換える。図１２に示すように、チャ
ットモードでは、コメント（オブジェクト）が入力日時の順序に並んで表示されるため、
コメント（オブジェクト）が過多になったとしても各コメント（オブジェクト）の入力順
が明確になり、各コメントの会話的つながりを容易に把握することができる。
【０１１３】
　また、オブジェクトをフィルタリングする方法がある。この方法では、オブジェクトを
所定の条件で絞り込んで表示する方法である。具体的には、ＳＮＳサーバ１は、クライア
ント端末にコンテンツ閲覧画面を表示させている状態において、絞り込み条件を設定可能
なボタン等をコンテンツと同時に表示させる。絞り込み条件としては、例えばコミュニテ
ィメンバー、オブジェクトの入力日時、オブジェクト内で取り上げられている話題等があ
る。例えば、ユーザーがオブジェクトの入力日時の条件を「現時点から過去２４時間以内
」に設定すると、ＳＮＳサーバ１は、その条件に合致するオブジェクトのみをコンテンツ
閲覧画面に表示させ、その条件に合致しないオブジェクトを表示させないように制御する
。これにより、同時に表示されるオブジェクトの数または表示面積を減らすことができ、
コンテンツ及びオブジェクトの内容を視認しやすくすることができる。また、内容的に関
連性が高いオブジェクトのみに絞り込むことができるので、容易にオブジェクトの内容を
把握することができる。
【０１１４】
　また、オブジェクトを時系列に並べる方法がある。この方法では、ＳＮＳサーバ１は、
同時に表示されるオブジェクトの数または表示面積が所定値を超えたと判断すると、クラ
イアント端末に図１３Ｂに示すように関連するオブジェクトを重畳させて表示する。「関
連するオブジェクト」とは、会話的につながっているコメントを有するオブジェクトのこ
とである。例えば、あるコメントに対して他のユーザーがコメントを返信した場合、元の
コメントと返信されたコメントとは関連していることになる。図１３Ｂに示す例では、２
つのオブジェクトグループ４９ａ及び４９ｃに分けられて表示されている。各オブジェク
トグループ４９ａ及び４９ｃにおいては、複数のオブジェクトが重畳して表示されている
。その重畳順序は、上層ほど入力日時が新しく、下層ほど入力日時が古い。したがって、
オブジェクトグループにおいて最上部に表示されているオブジェクト４９ｂ及び４９ｄは
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、最新のオブジェクトである。これにより、同時に表示されるオブジェクトの数または表
示面積を減らすことができ、コンテンツ及びオブジェクトの内容を視認しやすくすること
ができる。
【０１１５】
　なお、図１３Ｂに示す例では最上部のオブジェクト４９ｂ及び４９ｄの内容のみ視認で
き、その下層のオブジェクトの内容は視認できない。下層のオブジェクトの内容を視認す
る場合は、オブジェクトの縁部をクリックすることで、クリックされたオブジェクトを最
上部へ移動させて表示することができ、内容を視認することができる。本実施の形態では
重畳した複数のオブジェクトは、縁部の一部が目視可能なように僅かにずらして表示して
いるため、オブジェクトの縁部をクリックすることができる。
【０１１６】
　また、スライダーを備えてオブジェクトを時系列に表示する方法がある。この方法では
、ＳＮＳサーバ１は、同時に表示されるオブジェクトの数または表示面積が所定値を超え
たと判断すると、クライアント端末に図１３Ｃに示すようにスライド部４９ｅを表示させ
る。スライド部４９ｅの長手方向は、時間軸を表している。スライド部４９ｅは、スライ
ダー４９ｆを備え、スライダー４９ｆを矢印ＣまたはＤに示す方向（スライド部４９ｅの
長手方向）へスライドさせることによって、オブジェクトの表示を時系列に切り替えるこ
とができる。例えば、スライダー４９ｆがスライド部４９ｅの最上部に位置しているとき
は、入力日時が最新のオブジェクトを表示する。スライダー４９ｆを矢印Ｃに示す方向へ
スライドさせるにしたがい、徐々に古いオブジェクトを表示するように切り換えることが
できる。これにより、同時に表示されるオブジェクトの数または表示面積を減らすことが
でき、コンテンツ及びオブジェクトの内容を視認しやすくすることができる。また、スラ
イダー４９ｆをスライドさせるだけで、全てのオブジェクトの内容を一つずつ閲覧するこ
とができる。
【０１１７】
　また、オブジェクトを透明化（もしくは半透明化）して表示する方法がある。この方法
では、ＳＮＳサーバ１は、同時に表示されるオブジェクトの数または表示面積が所定値を
超えたと判断すると、図１３Ｄに示すようにクライアント端末に表示させているオブジェ
クト４９ｇ～４９ｍの枠線で囲まれた領域を透明もしくは半透明で表示させる。枠線は、
オブジェクトの存在を視覚的にユーザーへ知らしめるために、透明表示にしないことが好
ましい。ＳＮＳサーバ１は、このような表示を行っているときに、ユーザーによってオブ
ジェクト４９ｇ～４９ｍのうち任意のオブジェクトがクリック等されたことを検出すると
、クリックされたオブジェクトを透明表示または半透明表示の状態から元の表示状態へ戻
し、オブジェクトの内容を表示させる。このような表示形態とすることにより、オブジェ
クトの表示面積を少なくすることができ、コンテンツの内容を視認しやすくすることがで
きる。
【０１１８】
　また、オブジェクトの表示面積に応じてサイズを調整する方法がある。この方法では、
ＳＮＳサーバ１は、同時に表示されるオブジェクトの表示面積を監視し、その表示面積が
所定値を超えたと判断すると、図１３Ｅに示すようにオブジェクトの表示面積が所定値を
越えないようにオブジェクト４９ｎ～４９ｔのサイズを小さくする。この表示形態では、
オブジェクトの数が増加するにしたがい、一つ当たりのオブジェクトのサイズが小さくな
るため、オブジェクトに記載されたコメントの文字が縮小し視認することが困難になる場
合がある。そこでこの表示形態では、ＳＮＳサーバ１は、オブジェクトが縮小された状態
において、ユーザーによって任意のオブジェクト（例えばオブジェクト４９ｎ）がクリッ
ク等されたことを検出すると、図１３Ｅに示すようにクリックされたオブジェクトを縮小
表示された状態から元のサイズへ戻す。これにより、オブジェクトの表示面積を所定値に
抑えることができ、コンテンツの内容を視認しやすくすることができる。
【０１１９】
　また、会話的に繋がっているオブジェクトの数等をオブジェクトに表示する方法がある
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。この方法では、ＳＮＳサーバ１は、同時に表示されるオブジェクトの数が所定値を超え
たと判断すると、図１３Ｆに示すようにオブジェクト４９ｕ及び４９ｖに数値４９ｗを表
示する。この数値４９ｗは、会話的に繋がっているオブジェクトの数を表している。この
とき、表示されているオブジェクトは、最も新しく入力されたコメントとすることができ
る。ＳＮＳサーバ１は、この表示形態においてユーザーによりオブジェクトがクリック等
されたことを検出すると、クリック操作されたオブジェクトに会話的に繋がっているオブ
ジェクトの全てまたは一部を表示する。これにより、オブジェクトの表示面積を縮小する
ことができ、コンテンツの内容を視認しやすくすることができる。なお、オブジェクトと
ともに表示させる情報は、数値４９ｗに限らず、マーク等を表示させてもよい。
【０１２０】
　また、人物属性や友人関係などに基づいてオブジェクト毎に表示の優先度を設定する方
法がある。この方法では、ＳＮＳサーバ１は、予めユーザーによって設定された他のユー
ザーの属性（「家族」や「友達」等）に基づき、オブジェクト毎にそれを作成したユーザ
ーの人物属性や友人関係を把握する。また、ユーザーは、予め他のユーザーの人物属性や
友人関係について優先度を設定することができる。ＳＮＳサーバ１は、ユーザーにより設
定された人物属性や友人関係の優先度に基づき、例えば優先度が低いオブジェクトを重畳
表示、透明または半透明表示、縮小表示などの表示形態にする。なお、ＳＮＳサーバ１は
、同時に表示されるオブジェクトの表示面積を監視し、表示面積が所定値を超えないよう
に、オブジェクトを重畳表示、透明または半透明表示、縮小表示などの表示形態に切り換
えるよう制御することが好ましい。これにより、オブジェクトの表示面積を縮小すること
ができ、コンテンツの内容を視認しやすくすることができる。
【０１２１】
　なお、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
【０１２２】
　また、上記説明では、チャットモードにおけるコメントにコンテンツを引用する構成に
ついて説明したが、ＳＮＳの日記機能における日記本文、ＳＮＳのメッセージ送信機能に
おけるメッセージ本文、およびＳＮＳのスケジューラー機能における予定内容に、同様に
コンテンツを引用する機能を備えてもよい。
【０１２３】
　　〔５．人気ページ（シーン）の遷移〕
　コンテンツが電子書籍の場合、複数のページを備えていることが多い。そのようなコン
テンツにおいて、任意のページへ遷移させる場合は、例えば図１０に示すページ戻しボタ
ン４６ｃ、ページ進みボタン４６ｄ、ページ指定ボタン４６ｆ等を操作することで遷移さ
せることができる。しかし、電子書籍において人気のページに遷移させる場合は、１ペー
ジ毎にオブジェクトの数等を確認する必要があり、非常に煩雑であった。特に電子書籍は
、ページ数が多いものがあり、非常に煩雑であった。そこで、本実施の形態では、コミュ
ニティページに人気度を表す情報を表示することで、上記のような問題を解消する。
【０１２４】
　図１４は、人気度グラフ５０ａを備えたコミュニティページの模式図である。人気度グ
ラフ５０ａは、横軸が電子書籍のページ数で、縦軸がオブジェクトの数である。オブジェ
クトの数が多いページほど、人気が高いページであることを表している。ユーザーは、人
気度グラフ５０ａを参照することで、人気が高いページを特定することができる。
【０１２５】
　なお、人気度グラフ５０ａの縦軸は、オブジェクト数に限らず、引用回数、参照回数、
およびそれらの複合であってもよい。また、人気度グラフの縦軸を、オブジェクト数や引
用回数等の中からユーザーが任意に選択可能としてもよい。また、図１４に示す人気度グ
ラフ５０ａは棒グラフとしているが、折れ線グラフ等でもよく、グラフの種類は限定され
ない。
【０１２６】
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　図１４に示す人気度グラフ５０ａにおいて、任意のページに対応する部分をクリックす
ることで、そのページの表示に遷移させることができる。例えば、図１４に示す人気度グ
ラフ５０ａにおいて、比較的に人気度が高い６４ページに対応する部分５０ｂをクリック
することで、図１５に示すように月刊誌Ａの６４ページを表示する状態へ遷移させること
ができる。
【０１２７】
　このように、電子書籍のページ毎の人気度を表示し、さらにその人気度の情報から任意
のページへ遷移させることができるので、１ページ毎にオブジェクトの数等を確認する必
要がなくなり、任意のページへのアクセスが容易になる。
【０１２８】
　なお、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
【０１２９】
　コンテンツが音楽の場合は、ＳＮＳサーバ１は、人気度グラフの横軸を例えば１つのア
ルバムに収録された曲とし、縦軸をオブジェクト数や再生回数等とすることができる。こ
れにより、１つのアルバムにおいて、ユーザーに人気がある曲を容易に把握することがで
きる。
【０１３０】
　コンテンツが動画の場合は、ＳＮＳサーバ１は、図１６に示すように人気度グラフの横
軸を例えば１つの動画ファイルの時間軸とし、縦軸をオブジェクト数や再生回数等とする
ことができる。これにより、１つの動画ファイルにおいて、ユーザーに人気がある場面を
容易に把握することができる。
【０１３１】
　コンテンツが新聞の場合は、ＳＮＳサーバ１は、人気度グラフの横軸を例えば一冊の新
聞におけるページや一定期間（例えば１ヶ月）の時間軸とし、縦軸をオブジェクト数や閲
覧回数等とすることができる。これにより、一冊の新聞において、ユーザーに人気がある
ページを容易に特定することができる。また、一定期間（例えば１ヶ月）に刊行された新
聞のうち、ユーザーに人気がある号数を容易に把握することができる。
【０１３２】
　コンテンツがゲームの場合は、ＳＮＳサーバ１は、人気度グラフの横軸を例えばゲーム
中の場面とし、縦軸を例えばオブジェクト数やプレイ数等とすることにより、ユーザーに
人気がある場面を容易に把握することができる。
【０１３３】
　なお、本実施の形態では、人気度の情報をグラフで表示しているが、これは典型例であ
り、グラフ以外の表示方法もある。例えば、コンテンツ内におけるページ毎やシーン毎の
人気度を数値化して、その数値が高い順序にページ数やシーンの情報を並べて表示する方
法がある（ランキング表示）。
【０１３４】
　また、人気度の数値化情報は、再生回数やアクセス数等の他、オブジェクトの属性によ
る集計観点、時間要素を含む集計観点、人間関係要素を含む集計観点、ユーザーの属性を
含む集計観点等がある。オブジェクトの属性による集計観点は、例えばオブジェクトに記
載されたコメントの長さ（文字の多さ）、オブジェクトのサイズの大きさなどを数値化し
集計したものである。時間要素を含む集計観点は、例えばグラフの横軸をオブジェクト作
成日とし、縦軸をオブジェクト数とするものである。この集計により、例えば全てのオブ
ジェクト数は多くは無いが、最近の数日間で突然オブジェクトが多くなっているページ（
シーン）を特定することができる。人間関係要素を含む集計観点は、友達のコメント、友
達が引用した回数、自分と関わりの深い人のコメント（及び引用他）に重みをつけて人気
度の集計をするものである。属性を含む集計観点は、自分と同じ属性（性別、年齢層、所
有コンテンツの類似性）の人物のコメント（及び引用他）に重みをつけて人気度の集計を
するものである。特に、所有コンテンツの類似性は、ユーザー自身の趣味の類似に関わる
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ため、集計観点とすることが好ましい。
【０１３５】
　　〔６．コンテンツの送信方法〕
　コンテンツの送信方法としては、前述したように、ユーザーがコンテンツを購入するこ
とによってＳＮＳサーバ１がユーザーにコンテンツに関する権利を与える方法をとってい
る。したがって、コンテンツのデータ自体は、クライアント端末やユーザーは保持せず、
コンテンツ提供者かＳＮＳサーバ１が保持している。
【０１３６】
　このような送信方法以外に、ユーザーがコンテンツを購入することによって、コンテン
ツをクライアント端末に保存（ダウンロード）する方法がある。
【０１３７】
　図１７は、コンテンツをクライアント端末に保存することができるシステムのブロック
図である。図１７に示すブロック図において、図３に示すブロック図と異なるのは、クラ
イアント端末１０にコンテンツ記憶部１７を追加した点である。コンテンツ記憶部１７は
、クライアント端末１０に内蔵された半導体メモリ等の記憶媒体、クライアント端末１０
に着脱可能な半導体メモリ等の記憶媒体等で実現することができる。なお、記憶媒体の形
態は、半導体メモリに限らず、ディスク状記憶媒体、テープ状記憶媒体であってもよく、
少なくともデジタルデータを書き込み及び読み出し可能な媒体であればその形態は問わな
い。
【０１３８】
　図１７に示すシステムにおいて、ユーザーがクライアント端末１０を操作して任意のコ
ンテンツの購入手続を行うと、コンテンツ提供者またはＳＮＳサーバ１からクライアント
端末１０へコンテンツが送信される。クライアント端末１０へ送信されたコンテンツは、
コンテンツ記憶部１７に記憶される（ダウンロード）。
【０１３９】
　コンテンツを閲覧する場合、ユーザーはコンテンツ選択部１４を操作して閲覧したいコ
ンテンツを選択する。クライアント端末１０は、選択されたコンテンツをＳＮＳサーバ１
やコンテンツ提供者が保持している場合、前述の通り、ＳＮＳサーバ１またはコンテンツ
提供者からコンテンツの送信を受けるが、選択されたコンテンツがコンテンツ記憶部１７
に記憶されている場合は、コンテンツ記憶部１７からコンテンツを読み出す。コンテンツ
記憶部１７から読み出されたコンテンツは、表示制御部１２へ送られ、表示部１１で表示
される。
【０１４０】
　なお、図１７に示すシステムにおいて、オブジェクトはＳＮＳサーバ１が管理している
。したがって、コンテンツ記憶部１７に記憶されているコンテンツに関連するオブジェク
トがＳＮＳサーバ１に存在する場合は、コンテンツ選択部１４がコンテンツ管理部２へ選
択されたコンテンツの情報を送る。コンテンツ管理部２は、コミュニティ管理部６に対し
て、選択されたコンテンツに関連するオブジェクトの有無についてオブジェクト管理部５
を通じて検索する。検索の結果、選択されたコンテンツに関連するオブジェクトが存在す
る場合は、コミュニティ管理部６は表示制御部１２へオブジェクトのデータを送る。表示
制御部１２は、コンテンツ記憶部１７から読み出されたコンテンツデータに基づくコンテ
ンツに、コミュニティ管理部６から送られるオブジェクトデータに基づくオブジェクトを
重畳し、表示部１１に表示させる。
【０１４１】
　なお、オブジェクトデータは、リアルタイム性を問わないのであれば、クライアント端
末１０に備わる記憶媒体に記憶してもよい。また、コンテンツ記憶部１７にオブジェクト
データを記憶する領域を設けてもよい。
【０１４２】
　なお、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
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【０１４３】
　　〔７．コンテンツの閲覧制限〕
　本実施の形態のシステムは、他のユーザーに対して所有コンテンツを開示する機能を有
する。その開示設定としては、開示範囲を限定しない設定、開示範囲を限定した設定、開
示を禁止した設定がある。なお、ここでいう「開示」とは、コンテンツの全ての内容を開
示することではなく、コンテンツの名称、コンテンツへの評価情報、コンテンツへの感想
情報、コンテンツのアイコン等の全てもしくは一部を開示することである。また、「閲覧
」とは、コンテンツの全ての内容を閲覧することではなく、コンテンツの名称、コンテン
ツへの評価情報、コンテンツへの感想情報、コンテンツのアイコン等の全てもしくは一部
を閲覧することである。
【０１４４】
　図１８Ａは、ユーザーＡの所有コンテンツの一覧である。図１８Ｂは、ユーザーＢの所
有コンテンツの一覧である。図１８Ｃは、ユーザーＣの所有コンテンツの一覧である。図
１９Ａは、ユーザーＢが閲覧可能なユーザーＡの所有コンテンツの一覧である。図１９Ｂ
は、ユーザーＣが閲覧可能なユーザーＡの所有コンテンツの一覧である。
【０１４５】
　まず、図１８Ａに示すように、ユーザーＡがコンテンツ５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、５１
ｄを所有していたとする。コンテンツ５１ａは、ユーザーＡが開示範囲を限定していない
コンテンツである。コンテンツ５１ｂ、５１ｃは、ユーザーＡが同様のコンテンツを所有
しているユーザーのみに開示を許可しているコンテンツである。コンテンツ５１ｄは、ユ
ーザーＡが自身以外のユーザーへの開示を禁止しているコンテンツである。
【０１４６】
　また、図１８Ｂに示すように、ユーザーＢは、コンテンツ５１ａ、５１ｂ、５１ｃを所
有している。図１８Ｃに示すように、ユーザーＣは、コンテンツ５１ｅを所有している。
【０１４７】
　この状態で、ユーザーＢがユーザーＡの所有コンテンツを参照しようとした場合、図１
９Ａに示すように、コンテンツ５１ａは、ユーザーＡが開示範囲を限定していないため、
閲覧が可能である。コンテンツ５１ｂ及び５１ｃは、ユーザーＡが同様のコンテンツを所
有しているため、閲覧が可能である。しかし、コンテンツ５１ｄは、ユーザーＡが自身以
外のユーザーへの開示を禁止しているため、ユーザーＢは閲覧できない。
【０１４８】
　次に、ユーザーＣがユーザーＡの所有コンテンツを閲覧しようとした場合、図１９Ｂに
示すように、コンテンツ５１ａは、ユーザーＡが開示範囲を限定していないため、閲覧が
可能である。しかし、コンテンツ５１ｂ及び５１ｃは、ユーザーＣが所有していないため
閲覧できない。また、コンテンツ５１ｄは、ユーザーＡが自身以外のユーザーへの開示を
禁止しているため、ユーザーＣは閲覧できない。
【０１４９】
　このように、ユーザー自らが所有コンテンツを開示することで、自分自身の興味の範囲
を他のユーザーに認識してもらうことが可能となる。したがって、元々コミュニケーショ
ンをとっているユーザーとはさらに深くコミュニケーションを図ることができるようにな
るとともに、過去にコミュニケーションをとったことがないユーザーと新たにコミュニケ
ーションを図ることが可能となる。
【０１５０】
　なお、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
【０１５１】
　　〔８．収益システム〕
　図２０は、当該システムを運用させた際のデータや金銭の流れを示すブロック図である
。なお、図２０は、コンテンツの一例として電子書籍を取り扱う場合の構成を示している
。
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【０１５２】
　図２０に示すように、当該システムは、ＳＮＳサーバ１にエンドユーザー５２ａ、コン
テンツアグリゲータ５２ｃ、コンテンツ提供者５２ｄ、記事掲載企業５２ｅ、広告アグリ
ゲータ５２ｆがアクセス可能である。エンドユーザー５２ａは、コンテンツを購入して閲
覧を行うことができるユーザーである。コンテンツアグリゲータ５２ｃは、コンテンツ提
供者５２ｄからコンテンツを管理する。コンテンツ提供者５２ｄは、コンテンツを保持す
る。コンテンツ提供者５２ｄは、例えば出版社、製作会社、著者等、コンテンツの著作権
を保持している者である。記事掲載企業５２ｅは、電子書籍へ掲載するための記事を提供
する。広告アグリゲータ５２ｆは、広告主からの要望に基づき、広告情報を作成する。
【０１５３】
　まず、電子書籍は、コンテンツ提供者５２ｄが作成する電子書籍としての内容と、記事
掲載企業５２ｅが作成する記事とを含む。コンテンツ提供者５２ｄは、コンテンツを送信
するためにＳＮＳサーバ１を利用する場合、ＳＮＳサーバ１の管理者へ利用料５３ｐを支
払わなければならない。記事掲載企業５２ｅは、電子書籍へ記事を掲載する場合、記事掲
載費用５３ｓをＳＮＳサーバ１の管理者へ支払わなければならない。広告アグリゲータ５
２ｆは、作成した広告情報５３ｕをＳＮＳサーバ１に提供するとともに、広告掲載費用５
３ｔをＳＮＳサーバ１の管理者へ支払う。
【０１５４】
　エンドユーザー５２ａがコンテンツを購入する場合は、まず、エンドユーザー５２ａは
、任意のコンテンツを指定するとともに、コンテンツ費用５３ｃの情報をＳＮＳサーバ１
及びコンテンツアグリゲータ５２ｃを介してコンテンツ提供者５２ｄへ送る。コンテンツ
提供者５２ｄは、コンテンツ費用５３ｋを受領すると、電子書籍５３ｈをコンテンツアグ
リゲータ５２ｃ及びＳＮＳサーバ１を介して、エンドユーザー５２ａへ送信する。このと
き、エンドユーザー５２ａに送信される電子書籍に関連する広告情報がＳＮＳサーバ１に
存在すれば、その広告情報５３ｂもエンドユーザー５２ａへ送信される。
【０１５５】
　エンドユーザー５２ａは、コンテンツを閲覧した回数の情報、コミュニティの閲覧回数
の情報、コミュニティへの参加状況に関する情報等を、閲覧情報５３ｄとしてＳＮＳサー
バ１へ送る。ＳＮＳサーバ１は、エンドユーザー５２ａから送られる閲覧情報５３ｄを集
計及び管理する。具体的には、ＳＮＳサーバ１は、閲覧情報５３ｄをエンドユーザー毎に
集計及び管理し、エンドユーザー５２ａ毎に適切な広告情報５３ｂを提供する。
【０１５６】
　例えば、ＳＮＳサーバ１は、集計した閲覧情報５３ｄを参照してユーザー毎に興味、趣
味、嗜好等を特定し、それに関連した広告情報５３ｂをエンドユーザー５２ａへ送信する
。エンドユーザー５２ａは、自身の興味、趣味、嗜好等に関連した広告が送信されること
で、任意の商品等を入手できる可能性が高まる。
【０１５７】
　また、ＳＮＳサーバ１は、集計した閲覧情報５３ｄを参照してユーザー毎に興味、趣味
、嗜好等を特定し、その情報をマーケティングデータ５３ｎ及び５３ｒとしてコンテンツ
提供者５２ｄ及び記事掲載企業５２ｅへ提供する。コンテンツ提供者５２ｄ及び記事掲載
企業５２ｅは、マーケティングデータ５３ｎの内容に基づき、市場のトレンドを把握する
ことができる。コンテンツ提供者５２ｄは、把握したトレンドに沿ったコンテンツを市場
に提供することで、収益を向上させることができる。また、記事掲載企業５２ｅは、把握
したトレンドに沿った記事を電子書籍に盛り込むようにすることで、その記事に掲載され
た商品等の売上を向上させ、収益を向上させることができる。
【０１５８】
　また、コンテンツ提供者５２ｄは、ＳＮＳサーバ１が管理しているコミュニティに、特
典情報を提供することができる。特典情報とは、例えばコンテンツが電子書籍の場合は著
者の自筆コメント等であり、コンテンツが映画の場合は出演者インタビューの映像や撮影
風景の映像等である。これらの特典情報は、コンテンツを購入しコミュニティに参加して
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いるエンドユーザーのみが、コミュニティを介して閲覧することができる。
【０１５９】
　例えば、ＳＮＳサーバ１は、同一のコンテンツを所有するユーザー同士を１つのコミュ
ニティとして管理する。管理するコミュニティの各ユーザーに対して、特典情報としての
付属コンテンツを提供可能とする場合、ＳＮＳサーバ１は、コミュニティにアクセスして
きた各クライアント端末に対して付属コンテンツへのアクセス権限を与える。つまり、ク
ライアント端末のユーザーに対して付属コンテンツを所有させる。これにより、コンテン
ツそのものを変更することなく、ユーザーに特典を与えることができ、低コストでの特典
提供が可能となる。一方、ユーザーに対して付属コンテンツというインセンティブを与え
ることにより、コミュニティへの積極的な参加を促進することができる。また、特典情報
としての付属コンテンツは、いつでも提供可能とすることができるため、コミュニティ参
加者の興味や動向を考慮しつつ、適切な特典情報を提供することが容易となる。
【０１６０】
　なお、コンテンツ提供者５２ｄは、特典情報をコンテンツ購入者に限らず、コンテンツ
未購入者にも開示するように設定することができる。
【０１６１】
　なお、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
【０１６２】
　　〔９．実施の形態の効果、他〕
　本実施の形態によれば、ＳＮＳサーバ１を介して複数のクライアント端末間でオブジェ
クトのやりとりを行うことができるため、ユーザー間のコミュニケーションを向上するこ
とができる。
【０１６３】
　また、オブジェクトは、文字や図形等を用いてユーザーが自由に入力することができる
。したがって、ユーザーは、他のユーザーに伝えたいことを自由に表現できるため、細か
いニュアンスのコメントを他のユーザーとやりとりすることができる。
【０１６４】
　また、オブジェクトは、コンテンツに重畳入力することができるため、コンテンツの内
容に沿ったオブジェクトを容易に入力することができる。また、オブジェクトは、コンテ
ンツに重畳表示することができるため、オブジェクトの内容を把握しやすい。
【０１６５】
　また、オブジェクトは、コンテンツを購入しかつコミュニティに参加しているユーザー
のみ入力及び閲覧が可能であるため、同様の興味、趣味、嗜好を持ったユーザー同士がコ
ミュニケーションを図ることができる。また、ユーザー間のコミュニケーションを妨害す
るユーザーの参入を制限しやすくすることができるため、円滑なコミュニケーションが図
れる。
【０１６６】
　（実施の形態２）
　　〔１．コミュニケーションサービスシステムの概要〕
　実施の形態２にかかるコミュニケーションサービスシステム（以下、システムと称する
）は、実施の形態１において説明した機能に加えて、メッセージ送受信機能を備えている
。メッセージ送受信機能は、自身のクライアント端末からＳＮＳサーバ１を介して他のク
ライアント端末にメッセージを送信、またはＳＮＳサーバ１に接続している他のクライア
ント端末から送信されるメッセージ（メール）を受信できる機能である。
【０１６７】
　このメッセージは、コンテンツを引用することができる。メッセージに引用されるコン
テンツにオブジェクトが関連付けされている場合は、そのオブジェクトもメッセージに引
用される。また、上記説明では、メッセージにコンテンツを引用する構成としているが、
ＳＮＳの日記機能における日記本文、およびＳＮＳのスケジューラー機能における予定内
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容に、同様にコンテンツを引用する機能を備えてもよい。
【０１６８】
　コンテンツが引用されたメッセージを受信したユーザーは、引用されたコンテンツを所
有している場合はコンテンツを閲覧することができるとともに、そのコンテンツに関連付
けされたオブジェクトも閲覧することができる。しかし、コンテンツが引用されたメッセ
ージを受信したユーザーが、引用されたコンテンツを所有していない場合、そのコンテン
ツを閲覧することができない。この場合、引用されたコンテンツに関連付けされたオブジ
ェクトは、有償情報でないため、メッセージを受信したユーザーにおいて閲覧できてしま
う。つまり、メッセージを受信したユーザーが操作しているクライアント端末は、コンテ
ンツが表示されず、オブジェクトのみ表示された状態になる。このような表示状態では、
オブジェクトの内容を理解するのが困難となる。
【０１６９】
　そこで本実施の形態にかかるシステムは、メッセージの送信先のユーザーがコンテンツ
を所有していない場合に、メッセージを送信しようとしているユーザーに報知する機能を
有する。メッセージの送信方法としては、受信側ユーザーを先に指定する方法と、引用す
るコンテンツを先に指定する方法とがある。
【０１７０】
　　〔２．メッセージ送信方法〕
　　〔２－１．受信側ユーザーを優先指定する場合〕
　図２１は、メッセージを送信しようとしているユーザー（以下、送信側ユーザーと称す
る）における、メッセージ送信時の動作フローである。図２２Ａ～図２２Ｄは、メッセー
ジ送信画面の一例を示す。
【０１７１】
　送信側ユーザーが送信先のユーザー（以下受信側ユーザーと称する）へメッセージを送
信する場合、まず、送信側ユーザーは、自身のクライアント端末を操作して、メッセージ
を送信したい受信側ユーザーを選択する（Ｓ２１）。
【０１７２】
　具体的には、送信側ユーザーがクライアント端末を操作してメッセージ送受信機能を起
動すると、送信側ユーザーのクライアント端末の表示部に例えば図２２Ａに示すメッセー
ジ送信画面が表示される。このメッセージ送信画面は、ＳＮＳサーバ１から送られる。送
信側ユーザーは、図２２Ａに示すメッセージ送信画面において、複数表示されたユーザー
（ユーザーＢ～Ｆ）の中から、メッセージを送信したいユーザーを一つまたは複数選択す
る。図２２Ａに示す例では、「ユーザーＢ」を選択している。
【０１７３】
　ＳＮＳサーバ１は、図２２Ａに示すように送信側ユーザーが受信側ユーザーを選択する
と、選択されたユーザーの所有コンテンツの情報を参照する。ＳＮＳサーバ１は、自身に
接続されたユーザーが所有するコンテンツの情報を例えば図８に示す管理表に基づき管理
しているため、その管理表を参照することでユーザー毎の所有コンテンツを把握すること
ができる。ＳＮＳサーバ１は、選択されたユーザーの所有コンテンツと、送信側ユーザー
の所有コンテンツとを比較し、一致しているコンテンツ（以下共通コンテンツと称する）
をメッセージ送信画面において優先表示させる（Ｓ２２）。
【０１７４】
　「コンテンツの優先表示」には様々な表示方法があるが、図２２Ａに示す例では共通コ
ンテンツをコンテンツアイコンの並び順の先頭側（図示向かって左側）へ表示させている
。例えば、図２２Ａに示す例では、小説Ｂと週刊誌Ａと月刊誌Ａのコンテンツが共通コン
テンツであり、小説ＡがユーザーＢの所有していないコンテンツであるため、小説Ｂに対
応するコンテンツアイコン５４ｂ、週刊誌Ａに対応するコンテンツアイコン５４ｃ、月刊
誌Ａに対応するコンテンツアイコン５４ｃを図示左寄りに表示させ、小説Ａに対応するコ
ンテンツアイコン５４ａを図示右寄りに表示させている。
【０１７５】
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　次に、送信側ユーザーは、メッセージに引用するコンテンツに対応するコンテンツアイ
コンを選択する。メッセージに引用するコンテンツは、１つでもよいし複数でもよい。ま
た、メッセージ送信画面に表示されていないコンテンツアイコンを表示させる場合は、送
りボタン５４ｅをクリックするか、全表示ボタン５４ｆをクリックする。送りボタン５４
ｅをクリックすることで、コンテンツアイコン５４ａに続くコンテンツアイコンを表示さ
せることができる。また、全表示ボタン５４ｆをクリックすることで、全てのコンテンツ
アイコンを表示させることができる（Ｓ２３）。
【０１７６】
　次に、送信側ユーザーは、メッセージ入力部５４ｇに、受信側ユーザーへ送信するため
のメッセージを入力する。クライアント端末は、ハードウェアキーボードを備えていない
場合、ユーザーによりメッセージ入力部５４ｇがクリックされたことを検出すると、表示
部にソフトウェアキーボードを表示させる。ユーザーは、表示部に表示されるソフトウェ
アキーボードを操作して任意のメッセージを入力することができる（Ｓ２４）。
【０１７７】
　最後に、送信側ユーザーは、送信ボタン５４ｈをクリックする。ＳＮＳサーバ１は、送
信ボタン５４ｈがクリックされたことを検出すると、メッセージ入力部５４ｇに入力され
たメッセージと引用されたコンテンツの情報とを、受信側ユーザーへ送信する（Ｓ２５）
。
【０１７８】
　以上のように、送信側ユーザーが受信側ユーザーへコンテンツを引用したメッセージを
送信する際、受信側ユーザーを選択した際に共通コンテンツを優先表示させることで、ユ
ーザーにおいて共通コンテンツを容易に把握することができる。また、ユーザーが、共通
コンテンツを優先的に引用する可能性を高めることができる。
【０１７９】
　なお、優先表示方法は、図２２Ａに示す表示方法に限らず、図２２Ｂ～図２２Ｄに示す
表示方法であってもよい。
【０１８０】
　図２２Ｂは、共通コンテンツに対応するコンテンツアイコン５４ｂ～５４ｄと、共通コ
ンテンツではないコンテンツアイコン５４ａとで、表示色を異ならせた表示方法である。
なお、コンテンツアイコン５４ｂ～５４ｄの表示色を、コンテンツアイコン５４ａの表示
色よりも目立つ色に設定することが好ましい。このような表示方法とすることで、共通コ
ンテンツに対応するコンテンツアイコンを目立たせることができるので、引用すべきコン
テンツに対応するコンテンツアイコンを選択しやすくなる。
【０１８１】
　図２２Ｃは、共通コンテンツに対応するコンテンツアイコン５４ｂ～５４ｄに、受信側
ユーザーが所有していることを表す所有アイコン５４ｍを付加した表示方法である。この
ような表示方法とすることで、共通コンテンツに対応するコンテンツアイコンを目立たせ
ることができるので、引用すべきコンテンツに対応するコンテンツアイコンを選択しやす
くなる。
【０１８２】
　図２２Ｄは、共通コンテンツではないコンテンツに対応するコンテンツアイコンを表示
させず、共通コンテンツに対応するコンテンツアイコン５４ｂ～５４ｄのみを表示させた
表示方法である。このような表示方法によれば、共通コンテンツではないコンテンツをユ
ーザーが選択する可能性がないため、確実に共通コンテンツをメッセージに引用すること
ができる。
【０１８３】
　また、図示は省略するが、コンテンツアイコンの表示方法として、上記以外に、共通コ
ンテンツに対応するコンテンツアイコンのみを拡大表示する表示方法がある。
【０１８４】
　また、上記各表示方法の中から複数の表示方法を組み合わせて表示させてもよい。
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【０１８５】
　また、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
【０１８６】
　　〔２－２．コンテンツを優先指定する場合〕
　図２３は、メッセージを送信しようとしているユーザー（以下、送信側ユーザーと称す
る）における、メッセージ送信時の動作フローである。図２４Ａ～図２４Ｄは、メッセー
ジ送信画面の一例を示す。
【０１８７】
　送信側ユーザーが送信先のユーザー（以下受信側ユーザーと称する）へメッセージを送
信する場合、まず、送信側ユーザーは、自身のクライアント端末を操作して、メッセージ
に引用するコンテンツを選択する（Ｓ３１）。
【０１８８】
　具体的には、送信側ユーザーがクライアント端末を操作してメッセージ送受信機能を起
動すると、クライアント端末の表示部に例えば図２４Ａに示すメッセージ送信画面が表示
される。このメッセージ送信画面は、ＳＮＳサーバ１から送られる。送信側ユーザーは、
図２４Ａに示すメッセージ送信画面において、複数表示されたコンテンツアイコン５５ａ
～５５ｄの中から、メッセージに引用したいコンテンツに対応するコンテンツアイコンを
一つまたは複数選択する。なお、メッセージ送信画面に表示されるコンテンツアイコンは
、ユーザーＡが所有しているコンテンツに対応するコンテンツアイコンである。メッセー
ジ送信画面に表示されていないコンテンツアイコンを表示させる場合は、送りボタン５５
ｅまたは全表示ボタン５５ｆをクリックする。
【０１８９】
　コンテンツアイコンを選択するには、任意のコンテンツアイコンをクリックする。コン
テンツアイコンをクリックすると、図２４Ａに示すようにクリックされたコンテンツアイ
コンに選択枠５５ｇが表示される。
【０１９０】
　ＳＮＳサーバ１は、図２４Ａに示すように送信側ユーザーがコンテンツアイコンを選択
すると、選択されたコンテンツアイコンに対応するコンテンツの情報を参照する。ＳＮＳ
サーバ１は、自身に接続されたユーザーが所有するコンテンツの情報を例えば図８に示す
管理表に基づき管理しているため、その管理表を参照することでユーザー毎の所有コンテ
ンツを把握することができる。したがって、コンテンツ毎の所有ユーザーを把握すること
ができる。ＳＮＳサーバ１は、選択されたコンテンツを所有するユーザーを、メッセージ
送信画面において優先表示させる（Ｓ３２）。
【０１９１】
　「ユーザーの優先表示」には様々な表示方法があるが、図２４Ａに示す例では、ユーザ
ー一覧５５ｈに示すように、選択されたコンテンツを所有するユーザーを、所有していな
いユーザーよりも上位に表示させている。例えば、コンテンツアイコン５５ａに対応する
コンテンツをユーザーＢとユーザーＦとが所有している場合、図２４Ａに示すようにユー
ザーＢとユーザーＦとをユーザーＣ～Ｅよりも上位に表示させる。
【０１９２】
　次に、送信側ユーザーは、ユーザー一覧５５ｈの中から、メッセージを送信するユーザ
ーを選択する。メッセージを送信するユーザーは、一人でもよいし複数人でもよい（Ｓ３
３）。
【０１９３】
　次に、送信側ユーザーは、メッセージ入力部５５ｋに、受信側ユーザーへ送信するため
のメッセージを入力する。クライアント端末は、ハードウェアキーボードを備えていない
場合、ユーザーによりメッセージ入力部５５ｋがクリックされたことを検出すると、表示
部にソフトウェアキーボードを表示させる。ユーザーは、表示部に表示されるソフトウェ
アキーボードを操作して任意のメッセージを入力することができる（Ｓ３４）。
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【０１９４】
　最後に、送信側ユーザーは、送信ボタン５５ｍをクリックする。ＳＮＳサーバ１は、送
信ボタン５５ｍがクリックされたことを検出すると、メッセージ入力部５５ｋに入力され
たメッセージと引用されたコンテンツの情報とを、受信側ユーザーへ送信する（Ｓ３５）
。
【０１９５】
　以上のように、送信側ユーザーが受信側ユーザーへコンテンツを引用したメッセージを
送信する際、引用するコンテンツを選択したときにそのコンテンツを所有するユーザーを
優先表示させることで、選択したコンテンツを所有するユーザーを容易に把握することが
できる。
【０１９６】
　なお、優先表示方法は、図２４Ａに示す表示方法に限らず、図２４Ｂ～図２４Ｄに示す
表示方法であってもよい。
【０１９７】
　図２４Ｂは、ユーザー一覧５５ｈにおいて、選択したコンテンツを所有するユーザーと
選択したコンテンツを所有していないユーザーとで、表示色を異ならせた表示方法である
。図２４Ｂに示す例では、選択したコンテンツを所有するユーザーＢとユーザーＦとに、
着色を行っている。なお、選択したコンテンツを所有するユーザーの表示色を、選択した
コンテンツを所有していないユーザーの表示色よりも目立つ色に設定することが好ましい
。このような表示方法とすることで、選択したコンテンツを所有するユーザーの文字を目
立たせることができるので、メッセージを送信すべきユーザーを選択しやすくなる。
【０１９８】
　図２４Ｃは、選択したコンテンツを所有するユーザーの文字を、選択したコンテンツを
所有していないユーザーの文字よりも大きくした表示方法である。図２４Ｃに示す例では
、ユーザーＢとユーザーＦの文字をユーザーＣ～Ｅの文字よりも大きくした。このような
表示方法とすることで、選択したコンテンツを所有するユーザーの文字を目立たせること
ができるので、メッセージを送信すべきユーザーを選択しやすくなる。
【０１９９】
　図２４Ｄは、選択したコンテンツを所有しないユーザーを表示させず、選択したコンテ
ンツを所有するユーザーのみを表示させた表示方法である。このような表示方法によれば
、選択したコンテンツを所有しないユーザーを選択する可能性がない。
【０２００】
　図２４Ｅは、ユーザー一覧５５ｈにおいて、選択したコンテンツを所有するユーザーに
所有アイコン５５ｎを付加した表示方法である。このような表示方法とすることで、選択
したコンテンツを所有するユーザーを目立たせることができるので、メッセージを送信す
べきユーザーを選択しやすくなる。
【０２０１】
　また、上記各表示方法の中から複数の表示方法を組み合わせて表示させてもよい。
【０２０２】
　また、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
【０２０３】
　　〔２－３．受信側ユーザーが所有していないコンテンツを引用した場合〕
　送信側ユーザーが、受信側ユーザーが所有していないコンテンツを引用して受信側ユー
ザーへメッセージを送信しようとした場合、警告表示を行う。
【０２０４】
　図２５は、送信側ユーザーが、受信側ユーザーが所有していないコンテンツを引用して
受信側ユーザーへメッセージを送信しようとした場合の動作フローである。
【０２０５】
　まず、送信側ユーザーが、例えば図２２Ａに示すメッセージ送信画面において、送信先
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として「ユーザーＢ」を選択し、引用するコンテンツとしてユーザーＢが所有していない
コンテンツ（例えば「小説Ａ」）に対応するコンテンツアイコン５４ａを選択し、メッセ
ージを作成したとする。または、図２４Ａに示すメッセージ送信画面において、引用する
コンテンツとしてユーザーＢが所有していないコンテンツ（例えば「小説Ａ」）に対応す
るコンテンツアイコン５５ｃを選択し、メッセージを作成したとする（Ｓ４１）。
【０２０６】
　次に、送信側ユーザーが送信ボタン５４ｈをクリックすると（Ｓ４２）、ＳＮＳサーバ
１は、選択された受信側ユーザーの情報と、選択されたコンテンツアイコンに対応するコ
ンテンツの情報とを参照する。ＳＮＳサーバ１は、自身に接続されたユーザーが所有する
コンテンツの情報を例えば図８に示す管理表に基づき管理しているため、その管理表を参
照することでユーザー毎の所有コンテンツを把握することができる（Ｓ４３）。
【０２０７】
　ＳＮＳサーバ１は、選択された受信側ユーザーが、引用するコンテンツを所有している
か否かを判断する（Ｓ４４）。
【０２０８】
　ＳＮＳサーバ１は、選択された受信側ユーザーが、引用するコンテンツを所有している
と判断した場合は、受信側ユーザーへメッセージを送信する（Ｓ４５）。
【０２０９】
　一方、ＳＮＳサーバ１は、選択された受信側ユーザーが、引用するコンテンツを所有し
ていないと判断した場合は、送信側ユーザーのクライアント端末へ警告メッセージを表示
させる。図２６は、その警告メッセージ５６ａの表示例である（Ｓ４６）。
【０２１０】
　図２６に示す警告メッセージ５６ａにおいて、送信側ユーザーが許可ボタン５６ｂをク
リックすると（Ｓ４７のＹＥＳ判断）、ＳＮＳサーバ１は、受信側ユーザーへメッセージ
を送信する（Ｓ４５）。この場合、受信側ユーザーにおいては、メッセージで引用されて
いるコンテンツを所有していないため、オブジェクトのみ閲覧することができる。オブジ
ェクトのみの閲覧では内容を把握できないことが考えられるため、ＳＮＳサーバ１が、受
信側ユーザーのクライアント端末に、引用されたコンテンツの購入を促すメッセージを表
示させることが好ましい。
【０２１１】
　一方、図２６に示す警告メッセージ５６ａにおいて、送信側ユーザーが中止ボタン５６
ｃをクリックすると（Ｓ４７のＮＯ判断）、ＳＮＳサーバ１は、受信側ユーザーへのメッ
セージ送信を中止する（Ｓ４８）。
【０２１２】
　なお、コンテンツを所有していないユーザーは、コンテンツの内容を閲覧する場合はコ
ンテンツを購入する必要があるが、購入する前にサンプル画像を閲覧可能としてもよい。
サンプル画像は、内容の把握が困難な程度の解像度を有する画像であり、例えばサムネイ
ルサイズとすることができる。
【０２１３】
　また、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、他のコン
テンツにも適用できる。
【０２１４】
　　〔２－４．受信側ユーザーが紙媒体のコンテンツを所有している場合〕
　前述したように、送信側ユーザーが所有し受信側ユーザーが所有していないコンテンツ
を引用して、送信側ユーザーが受信側ユーザーへメッセージを送信した場合、受信側ユー
ザーでは、コンテンツの閲覧ができず、そのコンテンツに関連付けされたオブジェクトの
みが閲覧できる。しかし、オブジェクトのみを閲覧しても、コンテンツとの関係を理解し
にくいため、オブジェクトの内容を理解するのは困難である。
【０２１５】
　受信側ユーザーが、送信側ユーザーが所有している電子書籍のコンテンツと同じ内容の
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紙媒体（書籍）を所有している場合、すなわち受信側ユーザーが電子書籍を所有していな
い場合、以下の方法で対応する。
【０２１６】
　　〔２－４－１．受信側ユーザーへページ情報を提供する方法〕
　図２７は、受信側ユーザーが紙媒体として書籍を所有している場合のメッセージ送信方
法の第１例を示す。なお、送信側ユーザーは、受信側ユーザーが所有する書籍（紙媒体）
と同じ内容の電子書籍を所有している。例えば、図８に示す管理表において、ユーザーが
所有するコンテンツがいずれの媒体であるかを示す媒体種類情報（例えば電子媒体または
紙媒体を示す情報）をユーザー毎に管理しておくことにより、ＳＮＳサーバ１は、受信側
ユーザーが所有するコンテンツの媒体種類（例えば電子媒体または紙媒体）を取得するこ
とができる。なお、ＳＮＳサーバ１は、受信側ユーザーのクライアント端末に対して問い
合わせを行うことにより、上記媒体種類情報を取得してもよい。
【０２１７】
　まず、送信側ユーザーがクライアント端末を操作して、コンテンツを引用したメッセー
ジを、受信側ユーザーへ送信する。このとき、メッセージに引用されたコンテンツの媒体
（例えば電子媒体）は、受信側ユーザーが所有していないコンテンツの媒体とする（Ｓ５
１）。
【０２１８】
　ＳＮＳサーバ１は、送信側ユーザーから送信されるメッセージに引用されているコンテ
ンツの情報と、そのコンテンツにおいてオブジェクトが追加されているページの情報とを
検出する。コンテンツの情報とページの情報は、電子書籍の場合、コンテンツの管理情報
に書き込まれているため、ＳＮＳサーバ１がこの管理情報を読み出すことでコンテンツの
情報とページの情報とを検出することができる（Ｓ５２）。
【０２１９】
　次に、ＳＮＳサーバ１は、検出したコンテンツの情報とページの情報を、メッセージに
追記して、受信側ユーザーのクライアント端末へ送信する。このとき、メッセージに追記
するコンテンツの情報は、例えばコンテンツの名称（電子書籍名）とすることにより、受
信側ユーザーにおいて紙媒体の書籍を特定しやすいため、好ましい（Ｓ５３）。
【０２２０】
　受信側ユーザーは、受信したメッセージに記載されたコンテンツの名称とページの情報
とに基づき、所有している紙媒体の書籍の該当ページを開き、クライアント端末に表示さ
れるオブジェクトと併せて閲覧する。これにより、紙媒体の書籍とオブジェクトとの関連
性を確立することができ、受信側ユーザーにおいてオブジェクトの内容を容易に理解する
ことができる。
【０２２１】
　上記説明では、コンテンツの名称とページの情報とに基づいてオブジェクトの表示位置
を特定しているが、オブジェクトの表示位置をさらに詳細に特定することもできる。例え
ば、ＳＮＳサーバ１は、受信側ユーザーの操作指示に基づいて、コンテンツ上におけるオ
ブジェクトの表示位置の座標を取得し、取得した座標の最も近傍に存在するコンテンツ要
素（例えばコンテンツを構成する画像や文章等）とオブジェクトとを関連付けてオブジェ
クト記憶部３（コメント保持部）に記憶する。これによりＳＮＳサーバ１は、オブジェク
トと関連付けられたコンテンツ要素の位置が、紙媒体のコンテンツ上でどの位置にあるの
かを特定することにより位置情報の出力形態を調整し、調整したコンテンツ要素の位置情
報を、コンテンツの情報とページの情報とともに受信側ユーザーのクライアント端末へ送
信することもできる。例えば、コンテンツ要素の位置情報は、ページ内の「右上」、「右
下」、「左上」、「左下」等を用いることができる。
【０２２２】
　受信側ユーザーは、受信したメッセージに記載されたコンテンツの名称とページの情報
とコンテンツ要素の位置情報とに基づき、所有している紙媒体の書籍の該当ページを開き
、クライアント端末に表示されるオブジェクトと併せて閲覧する。これにより、紙媒体の
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書籍とオブジェクトとの関連性をより明確に確立することができ、受信側ユーザーにおい
てオブジェクトの内容を容易に理解することができる。
【０２２３】
　また、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、少なくと
も紙媒体で配布可能なコンテンツであれば適用できる。紙媒体で配布可能なコンテンツは
、書籍の他、新聞、楽譜、歌詞カード、運指表等がある。
【０２２４】
　　〔２－４－２．受信側において紙媒体を撮影しオブジェクトを重畳する方法〕
　図２８は、紙媒体を撮影しオブジェクトを重畳する方法を実現するためのシステム構成
を示すブロック図である。図２８において、図３に示すブロック図と同様の構成について
は、同一符号を付与して詳細な説明は省略する。図２８に示すブロック図は、図３に示す
ブロック図に、受信側のクライアント端末２０を追加した。
【０２２５】
　クライアント端末２０は、表示部１１と同様の機能を有する表示部２１１、表示制御部
１２と同様の機能を有する表示制御部２１２、コンテンツ購入部１３と同様の機能を有す
るコンテンツ購入部２１３、コンテンツ選択部１４と同様の機能を有するコンテンツ選択
部２１４、オブジェクト入力部１５と同様の機能を有するオブジェクト入力部２１５、コ
ミュニティ操作部１６と同様の機能を有するコミュニティ操作部２１６、被写体を撮影可
能な撮影部２１７、撮影部２１７から送られる撮影画像とコミュニティ管理部６から送ら
れるオブジェクトとを合成する合成部２１８を備えている。
【０２２６】
　図２９は、当該システムの動作フローである。以下、当該システムの動作について説明
する。なお、受信側ユーザーは、紙媒体として書籍を所有している。また、送信側ユーザ
ーは、受信側ユーザーが所有する書籍（紙媒体）と同じ内容の電子書籍を所有している。
【０２２７】
　まず、送信側ユーザーがクライアント端末を操作して、コンテンツを引用したメッセー
ジを受信側ユーザーへ送信する。このとき、メッセージに引用されるコンテンツは、受信
側ユーザーが電子書籍として所有せず、紙媒体として所有する書籍と同じ内容のコンテン
ツとする（Ｓ６１）。
【０２２８】
　ＳＮＳサーバ１は、送信側ユーザーから送信されるメッセージに引用されているコンテ
ンツの情報と、そのコンテンツにおいてオブジェクトが追加されているページとを検出す
る。コンテンツの情報とページの情報は、電子書籍の場合、コンテンツの管理情報に書き
込まれているため、ＳＮＳサーバ１がこの管理情報を読み出すことでコンテンツの情報と
ページの情報とを検出することができる（Ｓ６２）。
【０２２９】
　次に、ＳＮＳサーバ１は、検出したコンテンツの情報とページの情報を、メッセージに
追記して、受信側ユーザーのクライアント端末へ送信する。メッセージに記載されるコン
テンツの情報は、例えばコンテンツの名称（電子書籍名）とすることにより、受信側ユー
ザーにおいて書籍を特定しやすいため、好ましい。ここで、コミュニティ管理部６は、検
出したコンテンツのページに関連付けされたオブジェクトを、受信側のクライアント端末
２０へ送信する（Ｓ６３）。
【０２３０】
　受信側ユーザーは、受信したメッセージに記載されたコンテンツの名称とページの情報
とに基づき、所有している紙媒体の書籍の該当ページを開き、その該当ページを撮影部２
１７で撮影する（Ｓ６４）。
【０２３１】
　次に、合成部２１８は、撮影部２１７で撮影された紙媒体の該当ページの画像と、コミ
ュニティ管理部６から送られるオブジェクトとを合成し、合成画像を生成する。合成画像
は、表示制御部２１２へ送られる。表示制御部２１２は、合成画像を表示部２１１に表示
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させる（Ｓ６５）。
【０２３２】
　これにより、コンテンツ（紙媒体）とオブジェクトとの関連性を確立することができ、
受信側ユーザーにおいてオブジェクトの内容を容易に理解することができる。
【０２３３】
　なお、合成部２１８における撮影画像とオブジェクトとの合成は、単なる重畳処理でも
よいが、拡張現実感技術を用いて合成してもよい。なお、拡張現実感とは、現実環境にコ
ンピュータを用いて情報を付加提示する技術、および情報を付加提示された環境そのもの
を示す。
【０２３４】
　また、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、少なくと
も紙媒体で配布可能なコンテンツであれば適用できる。紙媒体で配布可能なコンテンツは
、書籍の他、新聞、楽譜、歌詞カード、運指表等がある。
【０２３５】
　　〔２－４－３．送信側において紙媒体を撮影しオブジェクトを重畳する方法〕
　図３０は、送信側において紙媒体を撮影しオブジェクトを重畳する方法を実現するため
のシステム構成を示すブロック図である。図３０に示すシステムは、送信側ユーザーが電
子書籍を所有しておらず紙媒体として書籍を所有し、受信側ユーザーが前記書籍（紙媒体
）と同じ内容の電子書籍を所有している場合に有効なシステムである。
【０２３６】
　図３０において、図２８に示すブロック図と同様の構成については、同一符号を付与し
て詳細な説明は省略する。図３０に示すブロック図は、図２８に示すブロック図から合成
部２１８を消去し、ＳＮＳサーバ１に画像マッチング処理部１０１を追加している。画像
マッチング処理部１０１は、撮影部２１７で撮影された画像を認識して、コンテンツとペ
ージを特定する。なお、図３０では、クライアント端末２０を送信側とし、クライアント
端末１０を受信側としている。
【０２３７】
　図３１は、当該システムの動作フローである。以下、当該システムの動作について説明
する。
【０２３８】
　まず、送信側ユーザーは、クライアント端末２０を操作して、メッセージを送ろうとす
る受信側ユーザーを選択する（Ｓ７１）。
【０２３９】
　次に、送信側ユーザーは、所有している紙媒体の書籍の任意のページを、撮影部２１７
で撮影する。撮影された画像は、ＳＮＳサーバ１の画像マッチング処理部１０１へ送られ
る（Ｓ７２）。
【０２４０】
　次に、送信側ユーザーは、オブジェクト入力部２１５を操作して、任意のオブジェクト
を作成し、ＳＮＳサーバ１へ送る。ＳＮＳサーバ１におけるコミュニティ管理部６は、オ
ブジェクト入力部２１５から送られるオブジェクトを画像マッチング処理部１０１へ送る
（Ｓ７３）。
【０２４１】
　画像マッチング処理部１０１は、撮影部２１７から送られる撮影画像の内容を認識して
、撮影部２１７によって撮影された書籍の名称とページを特定する。書籍名称とページの
特定は、画像マッチング技術を用いる。例えば、撮影された書籍と同じ内容の電子書籍の
コンテンツをＳＮＳサーバ１（コンテンツ記憶部４）が持っていたり、コンテンツ提供者
から提供を受けることが可能であったりすると、そのコンテンツの各ページの内容と撮影
画像とでマッチング処理を行えば、書籍とページを特定することができる。画像マッチン
グ処理部１０１は、マッチング処理の結果をコミュニティ管理部６へ送る（Ｓ７４）。
【０２４２】
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　次に、コミュニティ管理部６は、特定された書籍のページに関連付けされたオブジェク
トを、コンテンツ（電子書籍）における該当ページに重畳させる。コンテンツ（電子書籍
）は、コンテンツ提供者から送信されるコンテンツでもよいし、コンテンツ記憶部４に記
憶されているコンテンツでもよい。コミュニティ管理部６は、受信側ユーザーが当該コン
テンツに関する権利を持っていることを検出すると、オブジェクトが重畳されたコンテン
ツをクライアント端末１０の表示制御部１２へ送る。このとき、コミュニティ管理部６は
、コンテンツにおけるオブジェクトが重畳されたページを開いた状態で、表示制御部１２
へ送ることが好ましい（Ｓ７５）。
【０２４３】
　表示制御部１２は、コミュニティ管理部６から送られるコンテンツを表示部１１に表示
させる。
【０２４４】
　これにより、コンテンツ（紙媒体）とオブジェクトとの関連性を確立することができ、
受信側ユーザーはオブジェクトの内容を容易に理解することができる。
【０２４５】
　なお、画像マッチング処理部１０１は、画像マッチング処理を用いて撮影画像から書籍
のページを特定するが、さらに絞り込むためにこれまでのユーザー間のコメント（オブジ
ェクト）の履歴を用いてもよい。
【０２４６】
　また、送信側のクライアント端末２０において、ユーザーが手動でコンテンツ名とペー
ジを入力する場合は、撮影部２１７における書籍の撮影は必須ではない。
【０２４７】
　また、上記説明では、コンテンツが電子書籍である場合について説明したが、少なくと
も紙媒体で配布可能なコンテンツであれば適用できる。紙媒体で配布可能なコンテンツは
、書籍の他、新聞、楽譜、歌詞カード、運指表等がある。
【０２４８】
　また、上記説明では、受信側ユーザーが紙媒体の書籍を所有している場合の動作につい
て説明したが、通信機能を持たないデバイス、もしくはＳＮＳサーバに接続できないデバ
イスを所有しているユーザーの場合も、紙媒体を所有するユーザーと同じく撮影や拡張現
実感技術を使ってコミュニケーションできる。
【０２４９】
　　〔２－５．コンテンツに関する権利が無くなった場合〕
　本実施の形態では、ユーザーがコンテンツを購入することによりコンテンツに関する権
利（コンテンツの著作権を侵害することのない限度においてコンテンツを利用する権利）
を得ることを前提に説明したが、コンテンツは購入に限らず、視聴期間を制限して視聴可
能としたり譲渡したりすることが可能である。コンテンツの視聴期間を制限したり譲渡し
たりすることにより、そのコンテンツに関する権利が消滅したり移転したりする場合があ
る。例えば、ユーザーが、視聴期間が限定されたコンテンツを視聴する場合は、コンテン
ツ提供者によって予め決められた視聴期間、コンテンツに関する権利がユーザーに帰属す
る。そのコンテンツの視聴期間が満了すると、コンテンツに関する権利は消滅する。また
、コンテンツを購入したユーザーがコンテンツを他人に譲渡すると、コンテンツに関する
権利はユーザーからコンテンツの譲渡を受けた他人に移転する。このように、コンテンツ
に関する権利は、ユーザーの元から消滅したりユーザーから他人へ移転したりする場合が
ある。
【０２５０】
　本実施の形態では、コンテンツに関する権利がユーザーの元から消滅したり、ユーザー
がコンテンツに関する権利を他人へ移転させたりすると、コンテンツを所有しているとき
に行っていたコミュニケーションが継続できなくなる。ＳＮＳサーバ１は、ユーザーにお
いてコンテンツに関する権利が失われた場合、そのコンテンツに関してコミュニケーショ
ンを行っていた他のユーザーに通知を行うことが好ましい。
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【０２５１】
　また、ＳＮＳサーバ１は、ユーザーにおいて一度失ったコンテンツに関する権利を再び
取得した場合、そのコンテンツに関してコミュニケーションを行っていた他のユーザーに
通知を行うことが好ましい。
【０２５２】
　なお、メッセージ機能を用いて他のユーザーと会話中に、コンテンツに関する権利が失
われた場合には、ＳＮＳサーバ１は、ユーザーの会話の相手にその旨を通知する構成とす
ることが好ましい。
【０２５３】
　　〔３．実施の形態の効果、他〕
　本実施の形態によれば、ＳＮＳサーバ１において、ユーザー毎の所有コンテンツの情報
を管理することによって、コンテンツを所有していないユーザーへ誤ってメッセージを送
信してしまうことを防ぐことができる。
【０２５４】
　また、送信側ユーザーが所有するコンテンツを受信側ユーザーが所有せず、受信側ユー
ザーが紙媒体でコンテンツを所有している場合、ＳＮＳサーバ１は、送信側ユーザーがメ
ッセージにおいて引用しているコンテンツの情報とオブジェクトを受信側ユーザーへ送信
する。これにより、受信側ユーザーは、紙媒体のコンテンツと、ＳＮＳサーバ１から送ら
れてくるオブジェクトとを参照することで、オブジェクトの内容を容易に把握することが
できる。
【０２５５】
　また、受信側ユーザーが所有するコンテンツを送信側ユーザーが所有せず、送信側ユー
ザーが紙媒体でコンテンツを所有している場合、ＳＮＳサーバ１は、送信側ユーザーから
送られる紙媒体を撮影した画像に基づき、送信側ユーザーが所有している紙媒体のコンテ
ンツを把握する。ＳＮＳサーバ１は、把握した紙媒体のコンテンツと同じコンテンツ（電
子データ）を、オブジェクトとともに受信側ユーザーへ送る。受信側ユーザーは、コンテ
ンツに関する権利を持っているため、ＳＮＳサーバ１から送られてくるコンテンツとそれ
に関連付けされたオブジェクトとを閲覧することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２５６】
　本願は、コミュニケーションサービスシステムに有用である。
【符号の説明】
【０２５７】
　１　ＳＮＳサーバ
　１０、２０、３０　クライアント端末
　４０　ネットワーク網
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