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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバ、および
　クライアント端末
　を有し、
　前記クライアント端末は、
　　投稿情報共有プログラムおよび多人数参加型ゲームを実行するためのゲームプログラ
ムを選択的に実行する実行手段
　を有し、
　前記サーバは、
　　ユーザの入力に応じて前記クライアント端末において生成される投稿情報を、グルー
プを識別するグループ識別情報と対応付けて記憶する投稿情報記憶手段と、
　　前記ユーザを識別するユーザ識別情報および前記グループ識別情報を対応付けて記憶
する識別情報記憶手段と、
　　前記投稿情報共有プログラムまたは前記ゲームプログラムを実行している前記クライ
アント端末から、投稿情報の送信要求であって前記グループ識別情報を含む送信要求を受
信すると、前記投稿情報記憶手段に記憶されている投稿情報の中から、当該グループ識別
情報に対応する投稿情報を抽出し、抽出した投稿情報を当該クライアント端末に送信し、
前記投稿情報共有プログラムまたは前記ゲームプログラムを実行している前記クライアン
ト端末からグループ一覧の送信要求を受信すると、前記グループの一覧を当該クライアン
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ト端末に送信する第１送信手段と、
　　前記投稿情報共有プログラムまたは前記ゲームプログラムを実行している前記クライ
アント端末から、前記グループ識別情報を含むマッチング要求を受信すると、前記識別情
報記憶手段に記憶されているユーザ識別情報のうち当該グループ識別情報に対応するユー
ザ識別情報の中からプレイグループを構成するユーザのユーザ識別情報を選択し、選択さ
れたユーザ識別情報をクライアント端末に通知する通知手段と
　を有し、
　　前記クライアント端末は、さらに、
　　前記実行手段が前記投稿情報共有プログラムを実行しているとき、前記サーバから投
稿情報を受信すると、当該投稿情報を表示手段に表示する表示制御手段と、
　　前記グループ一覧の送信要求を前記サーバに送信する一覧要求手段と、
　　受信したグループ一覧の中から選択された一のグループのグループ識別情報を含むマ
ッチング要求を前記サーバに送信するマッチング要求手段と
　を有し、
　前記ゲームプログラムを実行しているとき、前記実行手段は、前記サーバから通知され
たプレイグループに含まれるユーザと前記多人数参加型ゲームを開始する
　投稿情報共有システム。
【請求項２】
　前記投稿情報記憶手段は、前記グループ識別情報を、前記ゲームプログラムを識別する
ためのアプリケーション識別情報と対応付けて記憶し、
　前記クライアント端末から、前記アプリケーション識別情報を含む前記送信要求を受信
すると、前記第１送信手段は、当該アプリケーション識別情報と対応付けられた前記グル
ープの一覧を当該クライアント端末に送信する
　請求項１に記載の投稿情報共有システム。
【請求項３】
　前記クライアント端末は、
　前記識別情報記憶手段からグループ識別情報の一覧を取得する一覧取得手段を有し、
　前記表示制御手段は、前記一覧取得手段により取得した情報に基づいて前記グループ一
覧を前記表示手段において表示し、
　前記表示手段に表示された前記グループ識別情報の一覧から所望のグループ識別情報を
ユーザに選択させる選択手段を有し、
　前記マッチング要求手段は、前記選択手段によって選択されたグループ識別情報を含む
マッチング要求を前記サーバに送信する
　請求項１または２に記載の投稿情報共有システム。
【請求項４】
　前記マッチング要求手段は、前記表示制御手段によって前記グループ識別情報ごとの投
稿情報が表示されている状態においてユーザが所定の操作をしたときに、当該グループ識
別情報を含む前記マッチング要求を送信する
　請求項１ないし３のいずれか一項に記載の投稿情報共有システム。
【請求項５】
　前記クライアント端末は、
　前記多人数参加型ゲームのゲームプレイが終了したときに、ゲーム結果に応じた投稿情
報を自動的に、前記プレイグループに係るマッチング要求に含まれるグループ識別情報に
対応する投稿情報として出力する投稿情報出力手段をさらに備え、
　前記投稿情報記憶手段は、前記投稿情報出力手段によって出力された投稿情報を、前記
投稿情報出力手段から出力されるグループ識別情報に対応する投稿情報として記憶する
　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の投稿情報共有システム。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記多人数参加型ゲームのゲームプレイが終了したときに、前記
プレイグループに係るマッチング要求に含まれるグループ識別情報に対応する投稿情報を
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前記表示手段に表示する
　請求項１ないし５のいずれか一項に記載の投稿情報共有システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投稿情報共有サービスに関する技術である。
【背景技術】
【０００２】
　通信機能を用いて他のユーザとコミュニケーションを行うことのできる情報処理装置が
知られている。例えば、非特許文献１には、投稿情報共有サービスと連携して、友達との
コミュニケーションを行うことのできるゲーム装置が記載されている。具体的には、非特
許文献１は、リアルタイムに自分の近況を更新したり、コメントを投稿、閲覧することを
開示している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】“みんなとオンラインでつながろう － Xbox.com”、［online］、平成
２３年、［２０１２年３月１５日検索］、インターネット＜URL：http://www.xbox.com/j
a-JP/live/stayconnected＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　非特許文献１に記載された技術においては、投稿情報共有サービスの友達とテキスト情
報などを介してコミュニケーションすることしかできなかった。
　これに対し本発明は、投稿情報共有サービスのプレイグループにおけるコミュニケーシ
ョンを活性化する技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、複数のユーザがそれぞれ端末を使用して多人数参加型のゲームアプリケーシ
ョンを実行するゲーム処理手段と、当該ゲームアプリケーションをプレイするプレイグル
ープを形成するためのグループ形成手段と、当該端末からの投稿を受け付けて記憶し、お
よび／または、投稿情報を当該端末に出力する投稿情報共有手段とを有する、情報処理シ
ステムであって、前記投稿情報共有手段は、投稿情報を複数に区分して管理し、前記端末
の入力に基づいて生成される投稿情報を前記区分ごとに管理して記憶する投稿情報記憶手
段と、前記端末からの要求に応じて、前記投稿情報を前記区分ごとに当該端末に表示する
投稿情報表示手段と、前記区分の識別情報を管理する識別情報管理手段とを備え、前記情
報処理システムは、前記端末における入力に応じて、前記区分を指定したプレイグループ
形成要求を前記グループ形成手段に出力するグループ形成要求手段を備え、前記グループ
形成手段は、前記指定された区分に基づいて、同じ区分を指定する端末のユーザ同士をプ
レイグループとして形成する投稿情報共有システムを提供する。
【０００６】
　この投稿情報共有システムは、前記識別情報管理手段の識別情報の一覧を取得する一覧
取得手段と、前記一覧取得手段により取得した情報に基づいて前記区分の一覧を前記端末
において表示する一覧表示手段と、前記一覧表示手段に表示された前記区分の一覧から所
望の区分をユーザに選択させる区分選択手段とをさらに備え、前記グループ形成要求手段
は、前記区分選択手段によって選択された区分を指定して、前記プレイグループ形成要求
を前記グループ形成サーバに出力してもよい。
【０００７】
　前記グループ形成要求手段は、前記投稿情報表示手段によって前記区分ごとの投稿情報
が表示されている状態においてユーザが所定の操作をしたときに、当該区分を指定した前
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記グループ形成要求を前記グループ形成手段に出力してもよい。
【０００８】
　前記ゲーム処理手段は、前記グループ形成手段によって形成されたプレイグループによ
って多人数型ゲームを実行し、前記ゲーム処理手段によってゲームプレイが終了したとき
に、ゲーム結果に応じた投稿情報を自動的に、前記グループ形成手段によるグループ形成
時に前記指定された区分の投稿情報として出力する投稿情報出力手段をさらに備え、前記
投稿情報記憶手段は、前記投稿情報出力手段によって出力された投稿情報を、前記投稿情
報出力手段から出力される区分の投稿情報として記憶してもよい。
【０００９】
　前記ゲーム処理手段は、前記グループ形成手段によって形成されたプレイグループによ
って多人数型ゲームを実行し、前記投稿情報表示手段は、前記ゲーム処理手段によってゲ
ームプレイが終了したときに、前記グループ形成手段によるグループ形成時に前記指定さ
れた区分の投稿情報を表示してもよい。
【００１０】
　また、本発明は、所定の区分ごとに管理して投稿情報を記憶する記憶手段にアクセスし
、当該区分を指定して投稿情報を投稿し、および／または、当該区分を指定して投稿情報
を取得して表示する投稿処理手段と、多人数型のゲームアプリケーションのプレイグルー
プを形成するためのグループ形成手段に対して、前記区分を指定して、グループ形成要求
を送信する送信手段と、前記グループ形成要求に応答して形成されたプレイグループで、
所定のゲームアプリケーションを実行する実行手段とを備える情報処理装置を提供する。
【００１１】
　さらに、本発明は、コンピュータを、所定の区分ごとに管理して投稿情報を記憶する投
稿情報管理手段にアクセスし、当該区分を指定して投稿情報を投稿し、および／または、
当該区分を指定して投稿情報を取得して表示する投稿情報アクセス手段と、多人数型のゲ
ームアプリケーションのプレイグループを形成するためのグループ形成手段に対して、前
記区分を指定して、グループ形成要求を出力する出力手段と、前記グループ形成要求に応
答して形成されたプレイグループで、所定のゲームアプリケーションを実行する実行手段
として機能させるためのプログラムを提供する。
【００１２】
　さらに、本発明は、ユーザにより作成された投稿情報を所定の区分ごとに管理して投稿
情報を記憶し、投稿情報を前記区分ごとにユーザに提供するために表示手段に表示し、前
記区分を指定して、多人数型のゲームアプリケーションのプレイグループを形成し、形成
された前記プレイグループでゲームアプリケーションを実行する情報処理方法を提供する
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、投稿情報共有サービスのプレイグループにおけるコミュニケーション
が活性化される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一実施形態に係る情報処理システム１の構成を示す図。
【図２】情報処理装置１０のハードウェア構成を示す図。
【図３】情報処理装置１０のソフトウェア構成を示す図。
【図４】動作例１に係る情報処理システム１の動作を示すシーケンスチャート。
【図５】動作例２に係る情報処理システム１の動作を示すシーケンスチャート。
【図６】ステップＳ２０４において表示される画面を例示する図。
【図７】情報処理装置１０の動作を示すシーケンスチャート。
【図８】投稿データベース２１２に登録されているデータを例示する図。
【図９】投稿共有情報機能の画面を例示する図。
【図１０】コミュニティの投稿情報を閲覧する処理を示すシーケンスチャート。
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【図１１】生成されたコミュニティ一覧を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
１．構成
　図１は、一実施形態に係る情報処理システム１の構成を示す図である。情報処理システ
ム１は、複数の情報処理装置１０（端末装置の一例）と、投稿サーバ装置２０と、マッチ
ングサーバ装置３０と、ネットワーク４０とを有する。複数の情報処理装置１０は、ネッ
トワーク４０を介して接続されている。ネットワーク４０は、例えばインターネットであ
る。ここでは説明を簡単にするため、２台の情報処理装置１０のみが図示されている。複
数の情報処理装置１０の各々を区別するときは、情報処理装置１０Ａ、情報処理装置１０
Ｂのように添字が用いられる。情報処理システム１において、複数の情報処理装置１０は
、同一のまたは対応するアプリケーションプログラムを実行する。このアプリケーション
プログラムは、複数の情報処理装置１０から共同の処理を行うアプリケーション、例えば
通信対戦ゲームを実現するためのプログラムである。本実施例においては、複数の情報処
理装置の協働処理による情報処理システムがゲーム処理手段に相当し、投稿サーバと複数
の情報処理装置の協働処理による情報処理システムが投稿情報共有手段に相当し、マッチ
ングサーバ装置がグループ形成手段に相当する。
【００１６】
１－１．投稿サーバ装置２０
　投稿サーバ装置２０は、投稿情報共有サービスを提供するためのサーバ装置である。こ
の投稿情報共有サービスにおいて、アプリケーションごとに複数のコミュニティが形成さ
れる。投稿情報は、コミュニティ毎に区分される。コミュニティは、例えば、複数のユー
ザにより構成されるグループ（複数のユーザの集合）である。あるコミュニティに属する
ユーザを、そのコミュニティのメンバーという。この例では、各アプリケーションプログ
ラムについて、１以上のコミュニティが設けられている。すなわち、一のアプリケーショ
ンプログラムには、ｎ個のコミュニティ（ｎはｎ≧１の自然数）が対応する。各コミュニ
ティは、メンバー間でのコミュニケーションを実現するための情報交換ツール（例えば電
子掲示板）を有する。この情報交換ツールを介して、あるコミュニティのメンバーが他の
メンバーとコメントおよびメッセージをやりとりすることができる。投稿サーバ装置２０
は、各コミュニティの識別情報（コミュニティＩＤ）を記憶する。
【００１７】
　投稿情報共有サービスにおいて、複数の情報処理装置１０の各々からの投稿情報は、コ
ミュニティの１つを指定して、投稿サーバ装置２０に送信される。投稿サーバ装置２０は
、ユーザデータベース２１１、投稿情報データベース２１２、およびコミュニティデータ
ベース２１３を記憶した記憶手段２１を有する。投稿サーバ装置２０は、指定されたコミ
ュニティに従って投稿情報を区分して記憶する。投稿サーバ装置２０は、特定の情報処理
装置１０からの要求に応じて、投稿情報データベース２１２に蓄積されている投稿情報を
その要求元の情報処理装置１０に提供する。このとき、情報処理装置１０は、コミュニテ
ィの１つを指定して要求を行う。投稿サーバ装置２０は、指定されたコミュニティについ
ての投稿情報を情報処理装置１０に提供する。投稿情報は、ユーザにより入力されたコメ
ントまたはメッセージとしての、文字列（テキスト）、手書き文字、または画像を含む。
【００１８】
　ユーザデータベース２１１は、複数のユーザＩＤの各々に対応する投稿情報共有サービ
スのユーザ設定情報が登録されたデータベースである。ユーザ設定情報は、そのユーザに
固有の設定情報、例えば、そのユーザが所属しているコミュニティの識別情報のリスト、
各コミュニティにおいて表示させる投稿情報を制限する制限条件、およびそのユーザとフ
レンドであるユーザのユーザＩＤのリストを含んでいる。制限条件は、例えば、時間によ
る制限（例えば、直近１週間の投稿情報のみ表示）、ユーザによる制限（例えば、フレン
ドの投稿情報のみ表示）、または制限なし（すべての投稿情報が表示させる）が用いられ
る。
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【００１９】
　投稿データベース２１２は、複数の投稿情報が登録されたデータベースである。複数の
投稿情報は、各々、複数のアプリケーションプログラムのうち一のアプリケーションプロ
グラムに対応している。
【００２０】
　コミュニティデータベース２１３は、複数のコミュニティの各々について、そのコミュ
ニティに関する情報（属性情報）が登録されたデータベースである。複数のコミュニティ
は、各々、１以上のアプリケーションプログラムと対応している。すなわち、コミュニテ
ィデータベース２１３には、各コミュニティの属性情報としてアプリケーションプログラ
ムの識別情報が記憶される。コミュニティデータベース２１３は、複数のアプリケーショ
ンプログラムの各々について、対応する１以上のコミュニティに関する情報がデータベー
スであるといえる。
【００２１】
　投稿サーバ装置２０は、ＣＰＵ、メモリ、ストレージ（例えばＨＤＤ（Hard Disk Driv
e））および通信インターフェースを有するコンピュータ装置である。ストレージは、コ
ンピュータ装置を投稿サーバ装置２０として機能させるためのプログラムを記憶している
。ストレージは、記憶手段２１の一例である。
【００２２】
１－２．情報処理装置１０
　情報処理装置１０は、アクセス手段１１と、アプリケーション実行手段１２と、識別情
報送信手段１３とを有する。アクセス手段１１は、投稿サーバ装置２０にアクセスし、指
定されたコミュニティに対応する投稿情報を取得する。アプリケーション実行手段１２は
、アプリケーションプログラムを実行する。識別情報送信手段１３は、アプリケーション
実行手段１２が実行しているアプリケーションプログラムに対応する１以上のコミュニテ
ィのうち、対象となるコミュニティを識別するためのコミュニティ識別情報をマッチング
サーバ装置３０に送信する。コミュニティ識別情報は、後述するようにマッチングサーバ
装置３０によって処理される。
【００２３】
　情報処理装置１０は、さらに、結果受信手段１４と、共同処理手段１５とを有する。結
果受信手段１４は、識別情報送信手段１３が送信した識別情報に基づいて行われたマッチ
ングの結果を、マッチングサーバ装置３０から受信する。共同処理手段１５は、結果受信
手段１４が受信した結果に応じて他の情報処理装置１０と共同の処理（通信処理）を行う
。
【００２４】
　図２は、情報処理装置１０のハードウェア構成を示す図である。この例で、情報処理装
置１０は、ビデオゲームを実行するためのゲーム装置である。情報処理装置１０は、ＣＰ
Ｕ（Central Processing Unit）１０１と、メモリ１０２と、外部メモリＩＦ１０３と、
入力部１０４と、表示制御部１０５と、音声出力部１０６と、通信ＩＦ１０７とを有する
コンピュータ装置である。情報処理装置１０は、表示装置５０に接続されている。表示装
置５０は、画像や文字等の情報を表示する装置であり、ディスプレイ（液晶パネル、有機
ＥＬ（Electro-Luminescence）パネル等）、および駆動回路を有する。この例で、情報処
理装置１０はいわゆる据え置き型のゲーム装置であり、表示装置５０を内蔵していない。
表示装置５０は、外付け装置、例えばテレビ受像機である。なお、情報処理装置１０は、
表示装置５０を内蔵していてもよい。
【００２５】
　ＣＰＵ１０１は、情報処理装置１０の各部を制御する装置であり、各種の演算を行う。
メモリ１０２は、プログラムおよびデータを記憶する記憶装置であり、例えばＲＡＭ（Ra
ndom Access Memory）およびＲＯＭ（Read Only Memory）を有する。外部メモリＩＦ１０
３は、プログラムおよびデータを記憶した記憶媒体（例えば光ディスク、磁気ディスク、
または半導体メモリ）との間でプログラムおよびデータの読み書きをするインターフェー
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スである。入力部１０４は、ユーザからの指示または命令をＣＰＵ１０１に入力する入力
装置であり、例えば、キーパッド、ボタン、タッチパネル、またはマイクロフォンを有す
る。表示制御部１０５は、画像や文字等の情報を表示装置に表示させる装置であり、例え
ば、画像処理回路および映像信号出力回路を有する。音声出力部１０６は、音声信号を出
力する装置であり、例えば、音声処理回路および音声信号出力回路を有する。通信ＩＦ１
０７は、所定の通信規格に従って有線または無線のネットワーク（例えばインターネット
）を介した通信をする装置である。
【００２６】
　図３は、情報処理装置１０のソフトウェア構成を示す図である。情報処理装置１０は、
システムソフトウェア５１と、ポータルアプリケーション５２と、ゲームアプリケーショ
ン５３とを有する。
【００２７】
　システムソフトウェア５１は、情報処理装置１０を管理または制御するためのソフトウ
ェアである。システムソフトウェア５１は、情報処理装置１０において各種アプリケーシ
ョンプログラムを実行するのに必須のソフトウェアであり、アプリケーションプログラム
の実行時には、情報処理装置１０に必ず存在するソフトウェアである。この例で、システ
ムソフトウェア５１は、ＯＳ（Operating System）５１１を有する。ＯＳ５１１は、ポー
タルアプリケーション５２およびゲームアプリケーション５３等のアプリケーションプロ
グラムを動作させるための基本ソフトウェアである。
【００２８】
　ポータルアプリケーション５２は、投稿情報共有サービスのクライアントソフトウェア
であり、ユーザに情報を提示し、ユーザからの情報の入力を受け付けるインターフェース
を提供する。ポータルアプリケーション５２は、投稿サーバ装置２０に要求を送信し、そ
の要求に応じて投稿サーバ装置２０から送信されるデータに従って、投稿情報共有サービ
スの画面を表示させる。投稿情報共有サービスの画面は、１以上のユーザの１以上の投稿
情報と、投稿情報を入力および送信するためのＵＩ（User Interface）を含む。
【００２９】
　なお、情報処理装置１０を複数のユーザが共用する場合、いわゆるログイン処理により
、アクティブな一のユーザが特定される。
【００３０】
　ゲームアプリケーション５３は、情報処理装置１０にビデオゲームを実行させるための
アプリケーションプログラム（ソフトウェア）である。情報処理装置１０は、種々のゲー
ムアプリケーション５３を実行可能である。ゲームアプリケーション５３を実現するため
のプログラムは例えば記憶媒体（外部メモリ）に記憶されており、ユーザは、それぞれ異
なるプログラムを記憶した複数の記憶媒体のうち所望の記憶媒体に記憶されているプログ
ラムを情報処理装置１０に読み取らせることにより、所望のゲームアプリケーション５３
を情報処理装置１０に実行させる。別の例では、メモリ１０２に複数のプログラムが記憶
されており、ユーザはこのうち所望のプログラムを起動することにより、所望のゲームア
プリケーション５３を情報処理装置１０に実行させる。
【００３１】
　本実施形態では、システムソフトウェア５１およびポータルアプリケーション５２は、
情報処理装置の販売時点においてメモリ１０２に予め記憶されている。すなわち、システ
ムソフトウェア５１およびポータルアプリケーション５２は、情報処理装置１０のプラッ
トフォームの機能として提供される。ゲームアプリケーション５３は、外部メモリに記憶
されている。なお、ゲームアプリケーション５３は、メモリ１０２に記憶されていてもよ
い。
【００３２】
　ポータルアプリケーション５２を実行しているＣＰＵ１０１は、アクセス手段１１の一
例である。ＯＳ５１１を実行しているＣＰＵ１０１は、アプリケーション実行手段１２の
一例である。ゲームアプリケーション５３を実行しているＣＰＵ１０１は、識別情報送信
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手段１３、結果受信手段１４、および共同処理手段１５の一例である。
【００３３】
１－３．マッチングサーバ装置３０
　再び図１を参照する。マッチングサーバ装置３０は、マッチング手段３１と、結果送信
手段３２とを有する。マッチング手段３１は、同一のコミュニティに属する２台以上の情
報処理装置１０をマッチングし、多人数ゲームを一緒にプレイするプレイグループ（例え
ばコミュニティ）を形成する。結果送信手段３２は、マッチング手段３１によるマッチン
グの結果を、マッチングされた情報処理装置１０に送信する。マッチングサーバ装置３０
は、ＣＰＵ、メモリ、ストレージおよび通信インターフェースを有するコンピュータ装置
である。ストレージは、コンピュータ装置をマッチングサーバ装置３０として機能させる
ためのプログラムを記憶している。このプログラムを実行しているＣＰＵにより、マッチ
ング手段３１および結果送信手段３２が実現される。
【００３４】
２．動作
　次に、情報処理システム１の動作を説明する。この例で、ゲームアプリケーション５３
は、複数のユーザが参加できる対戦型のゲームである。ここでは、特に、このゲームにお
いて対戦に参加するユーザを決定する処理について説明する。この例では、あるコミュニ
ティに属するユーザ同士が、ゲームにおいて対戦する。複数あるコミュニティの中から対
戦のマッチングを行うコミュニティの選択は、ゲームアプリケーション５３またはポータ
ルアプリケーション５２から行われる。以下、ゲームアプリケーション５３からコミュニ
ティが選択される例（動作例１）と、ポータルアプリケーション５２からコミュニティが
選択される例（動作例２）とを、それぞれ説明する。
【００３５】
　さらに、ゲームアプリケーション５３からポータルソフトウェア５２を呼び出してコミ
ュニティにアクセスする例（動作例３）と、ポータルソフトウェア５２からコミュニティ
にアクセスする例（動作例４）とを説明する。
【００３６】
２－１．動作例１
　図４は、動作例１に係る情報処理システム１の動作を示すシーケンスチャートである。
図４のフローの開始時点において、情報処理装置１０Ａおよび情報処理装置１０Ｂでは、
ゲームアプリケーション５３が実行されている。
【００３７】
　ステップＳ１０１において、情報処理装置１０Ａ（詳細には、ゲームアプリケーション
５３。以下、図４の処理はすべて同様）は、コミュニティの一覧の送信要求（以下「一覧
要求」という）を投稿サーバ装置２０に送信する。一覧要求は、ゲームアプリケーション
５３の画面においてユーザが所定の操作をすることによって送信される。一覧要求は、情
報処理装置１０ＡのユーザのユーザＩＤを含んでいる。また、一覧要求には、情報処理装
置１０Ａで実行中のゲームアプリケーションの識別情報が含まれる。
【００３８】
　一覧要求を受信すると、投稿サーバ装置２０は、ユーザデータベース２１１およびコミ
ュニティデータベース２１３を参照して、一覧要求に含まれるアプリケーション識別情報
に対応するコミュニティを抽出する。また、その中でさらにユーザＩＤに対応するコミュ
ニティを抽出する。投稿サーバ装置２０は、抽出したコミュニティの一覧を生成する（ス
テップＳ１０２）。この一覧は、コミュニティの属性情報、例えばコミュニティＩＤ、コ
ミュニティ名、およびコミュニティに所属しているユーザ数を含んでいる。投稿サーバ装
置２０は、生成した一覧を、一覧要求への回答として、一覧要求の送信元の装置（この例
では情報処理装置１０Ａ）に送信する（ステップＳ１０３）。
【００３９】
　コミュニティの一覧を受信すると、情報処理装置１０Ａは、一覧に含まれるコミュニテ
ィの中から、一のコミュニティを選択させるための画面を表示する（ステップＳ１０４）
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。ユーザは、この画面において、一のコミュニティを選択する操作を行う。情報処理装置
１０Ａは、マッチングサーバ装置３０に、ゲームにおける対戦相手の決定（マッチング）
の要求（以下「マッチング要求」という）を送信する（ステップＳ１０５）。マッチング
要求は、ユーザの操作によって選択された一のコミュニティのコミュニティＩＤおよび情
報処理装置１０Ａのユーザの属性情報を含んでいる。マッチング要求に含まれる属性情報
は、例えば、ユーザＩＤ、装置ＩＤ（情報処理装置１０の識別情報）、およびそのゲーム
の進行状況を示す進行情報（例えば、累積プレイ時間、ゲームにおけるレベルなど）であ
る。
【００４０】
　情報処理装置１０Ｂも、情報処理装置１０ＡにおけるステップＳ１０１～Ｓ１０４と同
様の処理を経て、マッチングサーバ装置３０に、マッチング要求を送信する（ステップＳ
１０６）。
【００４１】
　マッチング要求を受信すると、マッチングサーバ装置３０は、そのマッチング要求に含
まれる属性情報を、待機リストに登録する（ステップＳ１０７）。待機リストは、ゲーム
における対戦のマッチングを希望しているユーザの一覧であり、コミュニティ毎に作成さ
れる。すなわち、あるコミュニティの待機リストは、そのコミュニティに所属しているユ
ーザのうち、ゲームにおいて他のユーザとの対戦を希望している１以上のユーザのユーザ
ＩＤを含んでいる。なお、既に説明したように、コミュニティは一のアプリケーションプ
ログラムに対応しているので、コミュニティを特定すればアプリケーションプログラムも
特定される。
【００４２】
　ステップＳ１０８において、マッチングサーバ装置３０は、対戦相手のマッチング処理
を行う。マッチング処理は、待機リストに登録されている複数のユーザの中から、対戦処
理に参加するユーザ（対戦相手）を選択する。前述の通り、待機リストはコミュニティご
とに作成されるので、マッチング要求に含まれるコミュニティＩＤが同じユーザ同士がマ
ッチングされる。ユーザの選択は、所定のアルゴリズムに従って行われる。このアルゴリ
ズムは、例えば、同時に対戦可能なユーザ数の上限、および待機リストに登録されている
ユーザの属性情報を用いて、ユーザ数の上限以下のユーザを選択するものである。なお、
ステップＳ１０８の処理は、所定のタイミング（例えば、定期的に、または、マッチング
サーバ装置３０がいずれかの情報処理装置１０からマッチング要求を受信したときに）で
開始される。
【００４３】
　ステップＳ１０９において、マッチングサーバ装置３０は、ステップＳ１０８において
選択されたユーザの情報処理装置１０に、対戦処理に参加するユーザが決定した旨の通知
を送信する。この通知は、対戦処理に参加するユーザの属性情報を含んでいる。この通知
を送信すると、マッチングサーバ装置３０は、対戦処理に参加することが決定したユーザ
のユーザＩＤを、待機リストから削除する（ステップＳ１１０）。
【００４４】
　対戦処理に参加するユーザが決定した旨の通知を受信すると、情報処理装置１０は、対
戦処理を行う（ステップＳ１１１）。対戦処理は、例えば、対戦に係るパラメーター（例
えば、自キャラクターの動き、または敵に対する自キャラクターからの攻撃を示すパラメ
ーター）をマッチングサーバ装置３０に送信する処理、および他の情報処理装置１０から
送信された対戦に係るパラメーターをマッチングサーバ装置３０から受信する処理を含む
。情報処理装置１０は、こうして他の情報処理装置１０との間で送受信されたパラメータ
ーを用いて、共同の処理を行う。なお、マッチング処理後のゲーム処理は、マッチングサ
ーバ装置３０以外のサーバが行ってもよいし、情報処理装置１０同士が直接情報をやりと
りすることによって行ってもよい。
【００４５】
２－２．動作例２
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　図５は、動作例２に係る投稿情報共有システム１の動作を示すシーケンスチャートであ
る。図５のフローの開始時点において、情報処理装置１０Ａでは、ポータルアプリケーシ
ョン５２が実行されている。なお、以下、一部の処理について、ポータルアプリケーショ
ン５２およびゲームアプリケーション５３というソフトウェアを処理の主体として説明す
るが、これは、ソフトウェアを実行しているＣＰＵ１０１が他のハードウェアと協働して
処理を実行することを意味する。
【００４６】
　ステップＳ２０１において、ポータルアプリケーション５２は、情報処理装置１０Ａの
ユーザが所属しているコミュニティの一覧要求を投稿サーバ装置２０に送信する。一覧要
求は、ポータルアプリケーション５２の画面においてユーザが所定の操作をすることによ
って送信される。一覧要求は、情報処理装置１０ＡのユーザのユーザＩＤを含んでいる。
【００４７】
　一覧要求を受信すると、投稿サーバ装置２０は、ユーザデータベース２１１およびコミ
ュニティデータベース２１３を参照して、一覧要求に含まれるユーザＩＤに対応するコミ
ュニティを抽出する。投稿サーバ装置２０は、抽出したコミュニティの一覧を生成する（
ステップＳ２０２）。この一覧は、コミュニティの属性情報、例えばコミュニティＩＤ、
コミュニティ名、およびコミュニティに所属しているユーザ数を含んでいる。投稿サーバ
装置２０は、生成した一覧を、一覧要求への回答として、一覧要求の送信元の装置（この
例では情報処理装置１０Ａ）に送信する（ステップＳ２０３）。
【００４８】
　コミュニティの一覧を受信すると、情報処理装置１０Ａは、一覧に含まれるコミュニテ
ィの中から、一のコミュニティを選択させるための画面を表示する（ステップＳ２０４）
。
【００４９】
　図６は、ステップＳ２０４において表示される画面を例示する図である。この画面は、
複数のコミュニティの各々について、コミュニティ名８１、タイトル８２、ボタン８３、
およびボタン８４を含む。コミュニティ名８１は、コミュニティの名前を示す。タイトル
８２は、そのコミュニティに対応するゲームのタイトルを示す。ボタン８３は、そのコミ
ュニティの投稿情報の閲覧を指示するためのボタンである。ボタン８４は、そのコミュニ
ティに対応するゲームにおける対戦処理の開始を指示するためのボタンである。図６の例
では、それぞれ「ＸＹＺの伝説」というゲームに対応する、「ＸＹＺの伝説倶楽部」、「
初心者の部屋」および「上級者の部屋」という３つのコミュニティが示されている。
【００５０】
　再び図５を参照する。ボタン８４が押下されると、ポータルアプリケーション５２は、
ゲームアプリケーション５３を起動する（ステップＳ２０５）。詳細には、ポータルアプ
リケーション５２は、ＯＳ５１１に対し、ゲームアプリケーション５３の起動を指示する
。この指示には、起動後、マッチング要求を送信する旨の指示と、押下されたボタンＢが
対応するコミュニティのコミュニティＩＤを含んでいる。ＯＳ５１１は、指示に従って、
ゲームアプリケーション５３を起動する。
【００５１】
　ゲームアプリケーション５３が起動すると、ゲームアプリケーション５３は、マッチン
グサーバ装置３０に、マッチング要求を送信する（ステップＳ２０６）。マッチング要求
には、ステップＳ２０４の画面に従って選択されたコミュニティのＩＤが含まれる。情報
処理装置１０Ｂのユーザも、ステップＳ２０１～Ｓ２０５と同様の処理を経て（またはス
テップＳ１０１～Ｓ１０４と同様の処理を経て）、マッチングサーバ装置３０にマッチン
グ要求を送信する（ステップＳ２０７）。マッチング要求を送信した後の処理は、図４の
フローと同様に行われる。
【００５２】
２－３．動作例３
　この例では、ＯＳ５１１は、ゲームアプリケーション５３の実行中に特定の操作が行わ
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れたとき（例えば、入力部１０４が有する複数のボタンのうち特定のボタンが押下された
とき）、ゲームアプリケーションの実行を一時的に中断するとともに、メニュー画面を呼
び出す。このメニュー画面は、システムソフトウェア５１の一機能として提供される。こ
のメニュー画面は、ポータルソフトウェア５２の起動を指示する項目を含んでいる。ユー
ザが、この項目を選択すると、ＯＳ５１１は、ポータルソフトウェア５２を起動する。ユ
ーザは、ポータルソフトウェア５２を介して、投稿サーバにアクセスする。この例では、
メニュー画面が呼び出されてから、投稿サーバへのアクセスが行われている間、それまで
実行中であったゲームアプリケーション５３は一時中断（一時停止）される。ゲームアプ
リケーション５３が一時停止された状態で特定の操作が行われると、ＯＳ５１１は、再び
ゲームアプリケーション５３を実行する。
【００５３】
　図７は、情報処理装置１０の動作を示すシーケンスチャートである。以下においては、
ＯＳ５１１やポータルソフトウェア５２などのプログラムを処理の主体として説明するが
、これは、これらのプログラムを実行しているＣＰＵ１０１が、他のハードウェアと協働
して処理を実現することを意味する。
【００５４】
　ステップＳ３００において、ＯＳ５１１は、ゲームアプリケーション５３の実行中にメ
ニュー画面の呼び出しが指示されたか判断する。ＯＳ５１１は、ゲームアプリケーション
の実行と並行して入力部１０４による特定の操作を監視しており、入力部１０４において
当該特定の操作が行われた場合、メニュー画面の呼び出しが指示されたと判断する。メニ
ュー画面の呼び出しが指示されたと判断された場合（ステップＳ３００：ＹＥＳ）、ＯＳ
５１１は、処理をステップＳ３０１に移行する。メニュー画面の呼び出しが指示されてい
ないと判断された場合（ステップＳ３００：ＮＯ）、ＯＳ５１１は、ゲームアプリケーシ
ョン５３の実行を継続する。
【００５５】
　ステップＳ３０１において、ＯＳ５１１は、実行状態のゲームアプリケーション５３を
一時停止する。すなわち、ＯＳ５１１は、ゲームアプリケーション５３の実行に用いられ
るデータをメモリ１０２に展開したまま、他のプログラムをアクティブにする。
【００５６】
　ステップＳ３０２において、ＯＳ５１１は、メニュー画面を表示する。このメニュー画
面は、ポータルソフトウェア５２の起動を指示する項目を含んでいる。ユーザが、この項
目を選択すると、ＯＳ５１１は、処理をステップＳ３０３に移行する。
【００５７】
　ステップＳ３０３において、アプリケーション特定モジュール５１２は、メニュー画面
の呼び出しが指示されたときに実行されていたアプリケーションプログラム（この例では
ゲームアプリケーション５３）を特定する。具体的には以下のとおりである。ＯＳ５１１
は、メモリ１０２から、実行状態のアプリケーションプログラムのアプリＩＤを読み出す
。次に、ＯＳ５１１は、アプリケーション特定モジュール５１２を呼び出す。この呼び出
しの際、ＯＳ５１１は、先ほど読み出したアプリＩＤを、アプリケーション特定モジュー
ル５１２に通知する。なお、図７のフローとは独立した処理により、実行状態のアプリケ
ーションプログラムのアプリＩＤがメモリ１０２に記憶されている。詳細には、ＯＳ５１
１は、アプリケーションプログラムを起動する際にそのアプリケーションプログラムから
アプリＩＤを取得し、そのアプリケーションプログラムが終了されるまでの間、実行状態
のアプリケーションプログラムのアプリＩＤをメモリ１０２に記憶している。
【００５８】
　ステップＳ３０４において、識別情報生成モジュール５１３は、アプリケーション特定
モジュール５１２により特定されたアプリＩＤから、対応するコミュニティのＵＲＬ（コ
ミュニティ識別情報の一例）を生成する。識別情報生成モジュール５１３は、アプリＩＤ
をＵＲＬに変換するためのテーブル、関数、または規則情報を有しており、このテーブル
、関数、または規則情報を参照してアプリＩＤからＵＲＬを生成する。
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【００５９】
　ステップＳ３０５において、ＯＳ５１１は、ポータルソフトウェア５２を起動する。こ
のとき、ＯＳ５１１は、起動時にアクセスするコミュニティのＵＲＬとして、識別情報生
成モジュール５１３により生成されたＵＲＬを、ポータルソフトウェア５２に通知する。
【００６０】
　ステップＳ３０６において、ポータルソフトウェア５２は、通知されたＵＲＬにより示
されるコミュニティにアクセスする。すなわち、ポータルソフトウェア５２は、ポータル
ソフトウェア５２の起動が指示されたときに実行されていたアプリケーションプログラム
であるゲームアプリケーション５３に対応するリソース（この例では、投稿サーバ装置２
０上の複数のディレクトリのうち、実行状態のアプリケーションプログラムに対応するデ
ィレクトリ）に、アクセスモジュール５１４を介してアクセスする。
【００６１】
　投稿サーバ装置２０へのアクセスの際、アクセスモジュール５１４は、アプリＩＤおよ
び情報処理装置１０のユーザのユーザＩＤを含むアクセス要求を投稿サーバ装置２０に送
信する。ユーザＩＤは、情報処理装置１０にログインしているユーザ（そのとき情報処理
装置１０を使用しているユーザ）の識別情報である。ユーザＩＤは、例えば、情報処理装
置１０の起動時等の所定のタイミングで、いわゆるログイン処理により特定される。
【００６２】
　図８は、投稿データベース２１２に登録されているデータを例示する図である。投稿デ
ータベース２１２には、複数のデータセットが登録されている。各データセットは、投稿
ＩＤ、タイムスタンプ、アプリＩＤ、ユーザＩＤ、コメント文、バイナリデータ、および
タグを含む。投稿ＩＤは、投稿情報を識別するための識別情報である。投稿ＩＤは、所定
の規則（例えば、投稿サーバ装置２０が投稿情報を受信した順）に従って、投稿サーバ装
置２０により自動的に割り当てられる番号である。タイムスタンプは、その投稿情報が受
け付けられた時刻（または投稿された時刻）を示す。アプリＩＤは、その投稿情報に関連
するアプリケーションプログラム、より詳細には、その投稿情報の投稿が指示されたとき
にその情報処理装置において実行されていたアプリケーションプログラム（実行状態アプ
リケーション）を識別する識別情報である。ユーザＩＤは、その投稿情報を投稿したユー
ザを識別する識別情報である。投稿文は、ユーザにより入力された文字列である。なお、
投稿文に代わり、または投稿文に加えて、ユーザの手書き文字（画像）、システムにより
自動生成された文字列が用いられてもよい。バイナリデータは、対応するアプリＩＤによ
り示されるアプリケーションプログラムで用いられるデータ、より詳細には、そのアプリ
ケーションプログラムで生成されたデータである。タグは、その他の関連する情報を記述
したデータである。この例では、タグは、使用情報を含む。使用情報は、対応するアプリ
ケーションプログラムの使用に応じて累積的に変化または更新される情報（例えばゲーム
の累積プレイ時間）、もしくは不連続に変化する情報（ゲームのセーブポイントの名称）
である。なお、図８はあくまで例示であり、投稿情報に含まれる情報は、これに限定され
ない。図８に示される情報の一部が省略されてもよいし、図８にない情報が追加されても
よい。
【００６３】
　なお、使用情報に代えて（または進行情報に加えて）、アプリケーションプログラムの
進行状況を示す進行情報またはアプリケーションプログラムの実行度合が用いられてもよ
い。使用情報、進行情報、または実行度合は、既に例示した累積プレイ時間またはセーブ
ポイント名に限定されない。アプリケーションプログラムがゲームアプリケーションであ
る場合、使用情報、進行情報、または実行度合は、例えば、ゲームをクリアした回数、ゲ
ームをプレイした回数、ゲームに登場するキャラクターを倒した回数、ゲームに登場する
キャラクターの種別、ゲーム中に発生した所定の事象の種別、ゲームにおいて勝利または
敗北した回数、ゲームにおいて獲得したアイテムの数、クリアしたステージのうち番号の
最も遅いもの、直近のセーブポイント、または実績（アチーブメント。ゲーム毎に設定さ
れた、様々な達成すべき目標の達成度）であってもよい。
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【００６４】
　別の例で、アプリケーションプログラムが動画再生プログラムである場合、使用情報、
進行情報、または実行度合は、動画を最後まで再生した回数、動画の再生時間、または動
画の再生を指示した回数である。さらに別の例で、アプリケーションプログラムが静止画
（電子書籍、料理レシピ等）表示プログラムである場合、使用情報または進行情報は、表
示した頁数、表示した静止画の種別、または静止画の表示を指示した回数である。
【００６５】
　再び図７を参照する。情報処理装置１０から要求を受信すると、投稿サーバ装置２０は
、ユーザ設定情報を参照し、投稿データベース２１２に登録されている投稿情報の中から
、制限条件に適合する投稿情報を抽出する（ステップＳ３０７）。具体的には、例えば、
アクセス要求に含まれるアプリＩＤが「ＡＡＡ００１」である場合、図８の例のうち、投
稿ＩＤが「３５１２４５」、「３５１２４３」、「３５１２４２」、および「３５１２４
１」の投稿情報が抽出される。さらにこの中から、制限条件に適合する投稿情報が抽出さ
れる。例えば、制限条件が、「各ユーザの最新の投稿情報」および「投稿情報の総数は全
体で最大３つ」という条件であった場合、最終的には、投稿ＩＤが「３５１２４５」、「
３５１２４３」、および「３５１２４１」の投稿情報が抽出される。
【００６６】
　投稿サーバ装置２０は、抽出された投稿情報を、所定の順番（例えば時系列）で並べる
。投稿サーバ装置２０は、これらの投稿情報を、所定の書式（例えばＨＴＭＬ（HyperTex
t Markup Language））で記述したデータを生成する（ステップＳ３０８）。ここで生成
されるデータは、アクセスが要求されるコミュニティの識別情報（以下「コミュニティＩ
Ｄ」という。コミュニティＩＤは、例えばコミュニティのＵＲＬの一部である。）を含ん
でいる。投稿サーバ装置２０は、生成されたデータを、アクセス要求の送信元である情報
処理装置１０に送信する（ステップＳ３０９）。
【００６７】
　ステップＳ３１０において、ポータルソフトウェア５２は、投稿サーバ装置２０から受
信したデータに従って画面を表示する。
【００６８】
　図９は、投稿情報共有サービス、より具体的には、あるコミュニティにおけるコミュニ
ケーションツールの画面を例示する図である。この画面は、タイトル９１と、テキストボ
ックス９２と、投稿ボタン８３と、複数の投稿情報９４と、購入ボタン９５とを含んでい
る。すなわち、この画面は掲示板機能のためのユーザインターフェースを含んでいる。タ
イトル９１は、そのコミュニティのタイトルを示す。この例では、アプリケーションプロ
グラムが、ビデオゲームを実現するためのプログラム（ゲームアプリケーション）であり
、タイトル９１は、そのコミュニティが属するアプリケーションプログラムを特定する情
報（文字列および画像の少なくとも一方）を含んでいる。この例では、タイトル９１は、
このコミュニティが「ＸＹＺの伝説」というゲームに対応するものであることを示してい
る。テキストボックス９２は、投稿するコメントの入力に用いられる。投稿ボタン８３は
、テキストボックス９２に入力されたコメント等のデータを投稿情報共有システム（サー
バ）に送信する指示の入力に用いられる。投稿情報９４は、ユーザによる投稿を示してい
る。投稿情報９４の詳細は後述する。購入ボタン９５は、対応するアプリケーションプロ
グラムを購入できるサイトへアクセスする指示の入力に用いられる。
【００６９】
　なお、投稿情報の具体的な表示は、図９に例示したものに限定されない。例えば、図９
では、「５３ｈ」という使用情報がそのまま表示される例を説明した。しかし、ポータル
ソフトウェア５２は、使用情報の大小または有無に応じて、投稿情報に含まれる少なくと
も１つの項目の表示（例えば、形状、色、大きさ）を変化させてもよい。一例として、ポ
ータルソフトウェア５２は、使用情報がある場合（そのゲームをプレイしたことがあるユ
ーザの投稿である場合）と使用情報が無い場合（そのゲームをプレイしたことが無いユー
ザの投稿である場合）とで、ユーザＩＤ９４２を異なる色で表示してもよい。あるいは、
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ポータルソフトウェア５２は、使用情報の有無を示す画像（マークまたはアイコン）を表
示してもよい。
【００７０】
　図７のフローで説明した処理によれば、投稿サーバへのアクセスに係る処理、およびＵ
Ｉを提供する処理は、システムソフトウェアまたはポータルソフトウェアによって実行さ
れる。すなわち、ユーザアプリケーションプログラムにおいて投稿サーバにアクセスする
機能が用意されていなくても、ユーザは、簡単に、このユーザアプリケーションプログラ
ムに対応するコミュニティにアクセスすることができる。例えば、ゲームで遊んでいると
きに、レアなアイテムを手に入れたとか、ステージをクリアしたとか、または行き詰まっ
てしまったとか、嬉しい体験や悲しい体験など種々の体験を、他のユーザと共有すること
ができる。また、アプリケーションプログラムの開発者においては、投稿サーバにアクセ
スする機能およびＵＩを実装する開発コストを低減することができる。
【００７１】
　なお、この例では、ユーザアプリケーションプログラムからメニュー画面を介してポー
タルソフトウェア５２を起動する例を説明したが、ポータルソフトウェア５２は、メニュ
ー画面を介さずに起動されてもよい。この場合、ＯＳ５１１は、ゲームアプリケーション
５３の実行中に特定の操作が行われたとき、ポータルソフトウェア５２を起動する。また
、メニュー画面が呼び出されたときに、それまで実行中であったゲームアプリケーション
５３は一時停止ではなく終了されてもよい。また、ユーザＩＤに代えてデバイスＩＤ（情
報処理装置１０の識別情報）が用いられてもよい。
【００７２】
２－４．コミュニティの投稿情報閲覧
　図１０は、コミュニティの投稿情報を閲覧する処理を示すシーケンスチャートである。
ステップＳ４００において、ポータルソフトウェア５２は、コミュニティ一覧の要求を、
アクセスモジュール５１４を介して投稿サーバ装置２０に送信する。この要求は、情報処
理装置１０のユーザのユーザＩＤを含む。情報処理装置１０からコミュニティ一覧の要求
を受信すると、投稿サーバ装置２０は、コミュニティデータベース２１３に登録されてい
るデータの中から、要求に含まれるユーザＩＤを有するユーザが所属しているコミュニテ
ィの情報を抽出し、抽出したコミュニティの一覧（以下「コミュニティ一覧」という）を
生成する（ステップＳ４０１）。
【００７３】
　図１１は、生成されたコミュニティ一覧を例示する図である。コミュニティ一覧は、コ
ミュニティＩＤと、タイトルと、アプリＩＤと、属性情報とを含む。コミュニティＩＤは
、コミュニティ（以下ここで説明の対象となっているコミュニティを「対象コミュニティ
」という）を識別するための識別情報であり、システム（投稿サーバ装置２０）により自
動的に付与される。タイトルは、対象コミュニティを識別するための識別情報であり、対
象コミュニティの作成者により入力される。アプリＩＤは、対象コミュニティに対応する
アプリケーションプログラムを識別するための識別情報である。属性情報は、対象コミュ
ニティに関する属性を示す。この例で、属性情報は、対象コミュニティの作成者、メンバ
ー数、およびＵＲＬを含む。対象コミュニティの作成者は、対象コミュニティを作成した
ユーザＩＤを示す。この例で、コミュニティには、公式コミュニティとユーザコミュニテ
ィとがある。公式コミュニティは、投稿情報共有システム１の提供事業者（またはそのア
プリケーションプログラムの提供事業者）により作成されるコミュニティである。公式コ
ミュニティについては、作成者の欄には「公式」と記載されている。ユーザコミュニティ
は、ユーザによって作成されたコミュニティである。メンバー数は、対象コミュニティに
属するユーザの数を示す。ＵＲＬは、対象コミュニティが提供されるリソースの所在を示
す。なお、属性情報は、図１１に例示した以外の情報、例えば対象コミュニティへの加入
要件を含んでもよい。
【００７４】
　再び図１０を参照する。投稿サーバ装置２０は、生成したコミュニティ一覧を、要求の
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送信元である情報処理装置１０に送信する（ステップＳ４０２）。コミュニティ一覧を受
信すると、ポータルソフトウェア５２は、コミュニティをユーザに選択させるための画面
を表示装置に表示する。ユーザは、この画面を用いて、閲覧するコミュニティを選択する
（ステップＳ４０３）。コミュニティが選択されると、ポータルソフトウェア５２は、ア
クセス要求を、アクセスモジュール５１４を介して投稿サーバ装置２０に送信する。この
アクセス要求は、情報処理装置１０のユーザのユーザＩＤと、選択されたコミュニティの
コミュニティＩＤとを含む。
【００７５】
　情報処理装置１０からコミュニティへのアクセス要求を受信すると、投稿サーバ装置２
０は、投稿データベース２１２に登録されている投稿情報の中から、制限条件に適合する
投稿情報を抽出する（ステップＳ４０５）。投稿サーバ装置２０は、これらの投稿情報を
、所定の書式で記述したデータを生成する（ステップＳ４０６）。投稿サーバ装置２０は
、生成されたデータを、アクセス要求の送信元である情報処理装置１０に送信する（ステ
ップＳ４０７）。ポータルソフトウェア５２は、アクセスモジュール５１４を介してデー
タを受信する。ポータルソフトウェア５２は、投稿サーバ装置２０から受信したデータに
従って画面を表示する（ステップＳ４０８）。ステップＳ４０５～Ｓ４０８の詳細は、ス
テップＳ３０７～Ｓ３１０と同様である。
【００７６】
２－５．まとめ
　以上で説明したように、本実施形態によれば、投稿情報共有サービスで既に形成された
コミュニティを利用して、ゲームにおける対戦マッチングをすることができる。
【００７７】
３．変形例
　本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能である。以
下、変形例をいくつか説明する。以下の変形例のうち２つ以上のものが組み合わせて用い
られてもよい。
【００７８】
　実施形態においては、動作例１および動作例２の双方において、コミュニティの一覧を
表示した画面から、対戦マッチングを行うコミュニティを選択する例を説明した。しかし
、マッチングを行うコミュニティを選択するための画面は、コミュニティの一覧を表示し
た画面に限定されない。例えば、あるユーザのフレンドの投稿の一覧を表示した画面にお
いて、各投稿情報に対応する領域に、対戦マッチングを指示するためのボタンを設け、こ
のボタンが押下されたときに、その投稿情報に対応するコミュニティが、マッチングを行
うコミュニティとして選択されてもよい。
【００７９】
　動作例および動作例２の双方において、要求を受けた投稿サーバ２０が、そのユーザが
所属しているコミュニティのリストを生成し、ユーザは、一覧の中から一のコミュニティ
を選択する例を説明した。しかし、投稿サーバ２０が、そのユーザが所属しているコミュ
ニティの中から自動的に一のコミュニティを選択し、選択したコミュニティのコミュニテ
ィＩＤおよび属性情報を、要求の送信元の情報処理装置１０に送信してもよい。この場合
、情報処理装置１０は、そのコミュニティにおいてマッチングを行ってよいかユーザに確
認した後で、またはユーザの確認を経ずに自動的に、マッチングサーバ装置３０にマッチ
ング要求を送信する。
【００８０】
　実施形態においては、対戦処理が完了した後の処理について特に説明しなかったが、対
戦処理が完了した後、ゲームアプリケーション５３は、投稿サーバ装置２０に対し、対戦
処理の結果（例えば、対戦の勝者、スコア等）を自動的に投稿してもよい。
【００８１】
　対戦処理が完了した後、ゲームアプリケーション５３は、マッチングが行われたコミュ
ニティ（ステップＳ１０４またはＳ２０４で表示された画面において選択されたコミュニ
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ティ）に自動的にアクセスしてもよい。この場合、ゲームアプリケーション５３は、マッ
チングが行われたコミュニティのコミュニティＩＤを、対戦処理が完了するまで保持して
いる。
【００８２】
　情報処理装置１０は、据え置き型のゲーム装置に限定されない。情報処理装置１０は、
携帯型ゲーム装置、パーソナルコンピュータ、携帯電話機、ＰＤＡ（Personal Digital A
ssistants）、タブレット端末など、ゲーム装置以外の情報処理装置であってもよい。ま
た、情報処理装置１０において実行されるアプリケーションプログラムは、ゲームアプリ
ケーションに限定されない。文書編集アプリケーション、学習アプリケーション、その他
の実用ソフトなど、ゲーム以外の機能を実現させるためのアプリケーションプログラムが
情報処理装置１０において実行されてもよい。
【００８３】
　情報処理装置１０のハードウェア構成は、図７で説明したものに限定されない。図４で
説明した機能を実現できるものであれば、どのようなハードウェア構成を有する装置が用
いられてもよい。
【００８４】
　実施形態で説明したシーケンスチャートはあくまで例示であり、各処理の順番は、シー
ケンスチャートで例示されたものに限定されない。
【００８５】
　情報処理システム１の装置構成および各装置における機能の分担は、実施形態で説明し
たものに限定されない。例えば、実施形態において情報処理装置１０の機能として説明し
たものの少なくとも一部を、サーバが有していてもよい。この場合、情報処理システムの
各手段は、情報処理装置のプロセッサの処理、サーバのプロセッサの処理、または、情報
処理装置のプロセッサとサーバのプロセッサの協働処理により実現される。処理の分担は
当業者の技術常識により適宜設計することができる。また、この情報処理システムのサー
バは、投稿投稿サーバ装置２０と同じ装置でもよいし、異なる装置でもよい。
【００８６】
　また、投稿サーバとマッチングサーバとを単一のサーバ装置で実現してもよい。
【００８７】
　ゲーム処理手段は、複数の端末が直接、通信を行ってゲームアプリケーションを行うも
のであってもよい。あるいは、複数の端末とゲームサーバにより処理を分担してゲームア
プリケーションを行ってもよい。
【００８８】
　グループ形成手段と投稿情報共有手段は、単一のサーバが備えてもよいし、複数のサー
バで分担してもよい。
【００８９】
　グループ形成要求手段は、ゲーム処理手段が備えてもよいし、投稿情報共有手段が備え
てもよい。前者の場合は、ゲームアプリケーション内でグループ形成要求がおこなわれる
。後者の場合は、投稿情報共有アプリケーション内でグループ形成要求が行われる。
【００９０】
　情報処理装置１０により実行されるアプリケーションプログラムは、記憶媒体により提
供されるものに限定されない。アプリケーションプログラムは、インターネット等のネッ
トワークを介したダウンロードにより提供されてもよい。また、情報処理装置１０のシス
テムソフトウェアが、記憶媒体またはダウンロードにより提供されてもよい。
【符号の説明】
【００９１】
１…投稿情報共有システム
　１０…情報処理装置
　　１１…アクセス手段
　　１２…アプリケーション実行手段
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　　１３…識別情報送信手段
　　１４…結果受信手段
　　１５…共同処理手段
　　１０１…ＣＰＵ
　　１０２…メモリ
　　１０３…外部メモリＩＦ
　　１０４…入力部
　　１０５…表示制御部
　　１０６…音声出力部
　　１０７…通信ＩＦ
　　５１…システムソフトウェア
　　　５１１…ＯＳ
　　５２…ポータルアプリケーション
　　５３…ゲームアプリケーション
　２０…投稿サーバ装置
　　２１…記憶手段
　　　２１１…ユーザデータベース
　　　２１２…投稿情報データベース
　　　２１３…コミュニティデータベース
　３０…マッチングサーバ装置
　　３１…マッチング手段
　　３２…結果送信手段
　４０…ネットワーク
　５０…表示装置
　　９１…タイトル
　　９２…テキストボックス
　　９３…投稿ボタン
　　９４…投稿情報
　　９５…購入ボタン
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