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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アセットを示すアセット情報と当該アセットに関連するメタデータとを対応付けて格納
するアセットデータデータベースと、
　出資者から出資意図を示す出資意図情報を入力する出資情報入力手段と、
　前記出資情報入力手段によって入力された出資意図情報と前記アセットデータデータベ
ースに格納された前記メタデータとを比較することによって、前記出資意図に合致するア
セットを特定するアセット特定手段と、
　１つ以上の端末において実行されたアプリケーションプログラムを特定する情報と当該
アプリケーションプログラムによって利用されたアセット情報とが対応付けられた使用履
歴を入力する使用履歴入力手段と、
　前記使用履歴入力手段によって入力された使用履歴のうち前記アセット特定手段によっ
て特定されたアセットに係る使用履歴に基づいて、前記アプリケーションプログラム毎に
前記出資意図に対するスコアを算出するスコア算出手段と、
　前記スコア算出手段によって算出されたスコアに応じた情報を出力する出力手段と、
を備えるアプリケーション開発支援装置。
【請求項２】
　前記使用履歴入力手段は、前記アプリケーションプログラムによる前記アセット情報の
利用形態を示す情報を入力して、
　前記スコア算出手段は、前記使用履歴入力手段によって入力された前記利用形態を示す
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情報にも基づいて前記スコアを算出する、
請求項１に記載のアプリケーション開発支援装置。
【請求項３】
　前記出資情報入力手段は、前記出資意図情報として特徴語と当該特徴語毎の重みを示す
情報とを入力して、
　前記アセット特定手段は、前記出資情報入力手段によって入力された特徴語が前記メタ
データに含まれるか否かを判断して、当該判断と前記特徴語毎の重みを示す情報とから前
記出資意図に合致するアセットを特定する、
請求項１又は２に記載のアプリケーション開発支援装置。
【請求項４】
　前記出資情報入力手段は、前記出資意図情報として前記端末を利用するユーザの属性を
示す情報を入力して、
　前記使用履歴入力手段は、前記アプリケーションプログラムを実行した端末のユーザの
属性を示す情報を含む前記使用履歴を入力して、
　前記スコア算出手段は、前記出資情報入力手段に入力された情報によって示されるユー
ザの属性に合致する前記使用履歴を用いて前記スコアを算出する、
請求項１～３の何れか一項に記載のアプリケーション開発支援装置。
【請求項５】
　前記アセット特定手段は、前記使用履歴入力手段によって入力された使用履歴にも基づ
いて、前記出資意図に合致するアセットを特定しなおす請求項１～４の何れか一項に記載
のアプリケーション開発支援装置。
【請求項６】
　アセットを示すアセット情報と当該アセットに関連するメタデータとを対応付けて格納
するアセットデータデータベースを備えるアプリケーション開発支援装置によるアプリケ
ーション開発支援方法であって、
　出資者から出資意図を示す出資意図情報を入力する出資情報入力ステップと、
　前記出資情報入力ステップにおいて入力された出資意図情報と前記アセットデータデー
タベースに格納された前記メタデータとを比較することによって、前記出資意図に合致す
るアセットを特定するアセット特定ステップと、
　１つ以上の端末において実行されたアプリケーションプログラムを特定する情報と当該
アプリケーションプログラムによって利用されたアセット情報とが対応付けられた使用履
歴を入力する使用履歴入力ステップと、
　前記使用履歴入力ステップにおいて入力された使用履歴のうち前記アセット特定ステッ
プにおいて特定されたアセットに係る使用履歴に基づいて、前記アプリケーションプログ
ラム毎に前記出資意図に対するスコアを算出するスコア算出ステップと、
　前記スコア算出ステップにおいて算出されたスコアに応じた情報を出力する出力ステッ
プと、
を含むアプリケーション開発支援方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アプリケーションプログラムの開発を支援するアプリケーション開発支援装
置及びアプリケーション開発支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機やスマートフォン等の携帯端末装置を用いて通信網を介して所望のア
プリケーションプログラムをダウンロードし、そのアプリケーションプログラムを起動し
て端末装置を商品検索やコンテンツ検索等の所期の目的に使用するといった活用方法が普
及している。アプリケーションプログラムには一般に有料のアプリケーションプログラム
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と無料のアプリケーションプログラムとが存在する。例えば、特許文献１では、有料のア
プリケーションプログラムと広告とを連動させることが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３２００９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　有料のアプリケーションプログラムは、ユーザがダウンロードする際にユーザに課金す
ることでアプリケーションプログラム提供者は料金を徴収することができる。これにより
、アプリケーションプログラム提供者は、徴収した料金をアプリケーション開発費用等に
充てることが可能である。
【０００５】
　無料のアプリケーションプログラムは、ダウンロードする際にユーザに課金することは
ない。無料のアプリケーションプログラム提供者は、ダウンロードの際にユーザに課金す
ること以外に以下のような方法で料金を徴収しえる。例えば、アプリケーションプログラ
ム起動時に利用できるコンテンツやアイテムに対してユーザに課金するインナップ課金に
よる料金徴収方法やアプリケーションプログラム利用時に広告表示をするといった広告料
金徴収方式がある。
【０００６】
　しかし、コンテンツやアイテムを提供することが目的でないアプリケーションプログラ
ムは、インナップ課金による料金徴収方法を採用することはできない。また、広告料金徴
収方法を採用すると、提供するアプリケーションプログラムに対するユーザの嗜好と広告
内容の嗜好とが必ずしも一致しないことがある。これにより、広告料金の徴収が見込めな
いことや、アプリケーションプログラムが多くのユーザによって利用されてマネタイズが
可能となる時期までに時間がかかることから、アプリケーション開発費用を回収する前に
開発者の開発体力が失われて、アプリケーションプログラムの改善のための開発の継続を
あきらめざるをえない状況ともなりえる。
【０００７】
　一方、アプリケーションプログラム提供開始当初から開発費を出資するアプリケーショ
ンプログラムの出資者の観点からは、優良なアプリケーションプログラムを開発できるア
プリケーションプログラム提供者に対して出資をしたいといった要望がある。また、アプ
リケーションプログラムを利用するユーザが、アプリケーションプログラム出資者が販促
したい商品を利用するユーザであるといった、出資の意図に合ったアプリケーションプロ
グラムを開発できるアプリケーションプログラム提供者に対して出資したいといった要望
がある。例えば、蔵書電子書籍化事業者が、電子書籍関連のアプリケーションプログラム
へ出資し、そのアプリケーションプログラムのユーザに自社サービスの販促をしたいとい
った状況や、アクセサリー販売事業者がアパレル関連のアプリケーションプログラムへ出
資し、そのアプリケーションプログラムのユーザにアクセサリー等の商品の販促をしたい
といった状況が考えられる。
【０００８】
　本発明は、上記の問題点を鑑みてなされたものであり、出資者がアプリケーションプロ
グラムの開発に対して適切に出資を行うと共に開発者（提供者）がアプリケーションプロ
グラムの開発を適切に行うことを可能とするアプリケーション開発支援装置及びアプリケ
ーション開発支援方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成する為に、本発明に係るアプリケーション開発支援装置は、アセット
を示すアセット情報と当該アセットに関連するメタデータとを対応付けて格納するアセッ
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トデータデータベースと、出資者から出資意図を示す出資意図情報を入力する出資情報入
力手段と、出資情報入力手段によって入力された出資意図情報とアセットデータデータベ
ースに格納されたメタデータとを比較することによって、出資意図に合致するアセットを
特定するアセット特定手段と、１つ以上の端末において実行されたアプリケーションプロ
グラムを特定する情報と当該アプリケーションプログラムによって利用されたアセット情
報とが対応付けられた使用履歴を入力する使用履歴入力手段と、使用履歴入力手段によっ
て入力された使用履歴のうちアセット特定手段によって特定されたアセットに係る使用履
歴に基づいて、アプリケーションプログラム毎に出資意図に対するスコアを算出するスコ
ア算出手段と、スコア算出手段によって算出されたスコアに応じた情報を出力する出力手
段と、を備える。
【００１０】
　本発明に係るアプリケーション開発支援装置では、出資者の出資意図に基づいて特定さ
れたアセットに係る使用履歴に基づいて、アプリケーションプログラム毎に出資意図に対
するスコアが算出される。このスコアに応じた情報を参照すれば出資者からの出資を、出
資意図に応じて適切にアプリケーションプログラムの開発者に分配することができる。即
ち、本発明に係るアプリケーション開発支援装置によれば、出資者がアプリケーションプ
ログラムの開発に対して適切に出資を行うと共に開発者がアプリケーションプログラムの
開発を適切に行うことが可能になる。引いては、適切な投資効果が得られることによって
、アプリケーションプログラムの開発への投資を促進させ、アプリケーションプログラム
の開発自体も促進させることが可能になる。
【００１１】
　使用履歴入力手段は、アプリケーションプログラムによるアセット情報の利用形態を示
す情報を入力して、スコア算出手段は、使用履歴入力手段によって入力された利用形態を
示す情報にも基づいてスコアを算出する、こととしてもよい。この構成によれば、例えば
、アプリケーションプログラムによるアセット情報の利用が、別のアプリケーションプロ
グラムの指示によって行われる等のアプリケーションプログラム間の連携を考慮して、よ
り適切にスコアを算出することができる。
【００１２】
　出資情報入力手段は、出資意図情報として特徴語と当該特徴語毎の重みを示す情報とを
入力して、アセット特定手段は、出資情報入力手段によって入力された特徴語がメタデー
タに含まれるか否かを判断して、当該判断と特徴語毎の重みを示す情報とから出資意図に
合致するアセットを特定する、こととしてもよい。この構成によれば、適切かつ確実に出
資意図に合致するアセットを特定することができ、適切かつ確実に本発明を実施すること
ができる。
【００１３】
　出資情報入力手段は、出資意図情報として端末を利用するユーザの属性を示す情報を入
力して、使用履歴入力手段は、アプリケーションプログラムを実行した端末のユーザの属
性を示す情報を含む使用履歴を入力して、スコア算出手段は、出資情報入力手段に入力さ
れた情報によって示されるユーザの属性に合致する使用履歴を用いてスコアを算出する、
こととしてもよい。この構成によれば、ユーザの属性、例えば、年代や性別に応じてスコ
アを算出することができる。
【００１４】
　アセット特定手段は、使用履歴入力手段によって入力された使用履歴にも基づいて、出
資意図に合致するアセットを特定しなおすこととしてもよい。この構成によれば、使用履
歴に応じてより更に適切にスコアを算出することができる。
【００１５】
　ところで、本発明は、上記のようにアプリケーション開発支援装置の発明として記述で
きる他に、以下のようにアプリケーション開発支援方法の発明としても記述することがで
きる。これはカテゴリ等が異なるだけで、実質的に同一の発明であり、同様の作用及び効
果を奏する。
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【００１６】
　即ち、本発明に係るアプリケーション開発支援方法は、アセットを示すアセット情報と
当該アセットに関連するメタデータとを対応付けて格納するアセットデータデータベース
を備えるアプリケーション開発支援装置によるアプリケーション開発支援方法であって、
出資者から出資意図を示す出資意図情報を入力する出資情報入力ステップと、出資情報入
力ステップにおいて入力された出資意図情報とアセットデータデータベースに格納された
メタデータとを比較することによって、出資意図に合致するアセットを特定するアセット
特定ステップと、１つ以上の端末において実行されたアプリケーションプログラムを特定
する情報と当該アプリケーションプログラムによって利用されたアセット情報とが対応付
けられた使用履歴を入力する使用履歴入力ステップと、使用履歴入力ステップにおいて入
力された使用履歴のうちアセット特定ステップにおいて特定されたアセットに係る使用履
歴に基づいて、アプリケーションプログラム毎に出資意図に対するスコアを算出するスコ
ア算出ステップと、スコア算出ステップにおいて算出されたスコアに応じた情報を出力す
る出力ステップと、を含む。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、出資者からの出資を出資意図に応じて適切にアプリケーションプログ
ラムの開発者に分配することができ、出資者がアプリケーションプログラムの開発に対し
て適切に出資を行うと共に開発者がアプリケーションプログラムの開発を適切に行うこと
が可能になる。引いては、適切な投資効果が得られることによって、アプリケーションプ
ログラムの開発への投資を促進させ、アプリケーションプログラムの開発自体も促進させ
ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係るアプリケーション開発支援装置の機能構成を示す図であ
る。
【図２】本実施形態におけるアセットを概念的に示す図である。
【図３】本実施形態におけるアセットの利用を概念的に示す図（画面イメージ）である。
【図４】本実施形態におけるアプリケーションプログラムによるアセットの利用を概念的
に示す図（画面イメージ）である。
【図５】アセットデータデータベースに格納される情報の例を示すテーブルである。
【図６】アプリケーション開発支援装置に入力された出資意図情報の例を示すテーブルで
ある。
【図７】出資意図に合致するアセットの特定、及びアセットデータのアプリケーションプ
ログラムによる利用回数のカウントに用いられる情報の例を示すテーブルである。
【図８】アプリケーションプログラム毎の出資意図に対するスコアの例を示すテーブルで
ある。
【図９】本発明の実施形態に係るアプリケーション開発支援装置のハードウェア構成を示
す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るアプリケーション開発支援装置で実行される処理（ア
プリケーション開発支援方法）を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面と共に本発明に係るアプリケーション開発支援装置及びアプリケーション開
発支援方法の実施形態について詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素に
は同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２０】
　図１に本実施形態に係るアプリケーション開発支援装置１０を示す。アプリケーション
開発支援装置１０は、アプリケーションプログラムの開発を支援する装置である。具体的
には、アプリケーション開発支援装置１０は、アプリケーションプログラムの開発に対す
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る出資者の出資意図に対して、アプリケーションプログラムのスコアを算出する装置であ
る。このスコアは、例えば、出資者の出資意図に対するアプリケーションプログラムの貢
献度を示すものである。この貢献度を用いることによって出資を適切に配分することが可
能になる。
【００２１】
　即ち、本発明に係るアプリケーション開発支援装置１０によれば、出資者側からすると
アプリケーションプログラム開発への出資を適切に行うことができる。一方、アプリケー
ションプログラムの開発者側からするとアプリケーションプログラム開発への出資を適切
に受け取ることができる。これによって、アプリケーションプログラムの開発を促進して
活性化させるものである。
【００２２】
　本実施形態に係るアプリケーション開発支援装置１０では、アセットという概念を利用
して上記を実現する。アセットとは、ユーザが利用可能な現実の資産や物体（例えば、食
品、装飾品、アパレル、家具等のリアル物品）と、ユーザがユーザ端末２０等において利
用可能なデジタルコンテンツ（例えば、テキスト、画像、音楽及び動画のデータ）とを含
む概念である。図２にアセットの例を示す。図２に示すようにアセットは、電子書籍（ｅ
ｂｏｏｋ）、アパレル（ａｐｐａｒｅｌ）、食品（ｆｏｏｄ）等にカテゴリに分類されえ
る。また、食品のカテゴリは、食材、調理器具、レシピ、アプリ、ニュース／ブログ等の
サブカテゴリに分類されえる。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態に係るアプリケーション開発支援装置１０は、移動体通
信網あるいはインターネット等の通信網Ｎを介して通信を行うことができる。アプリケー
ション開発支援装置１０は、当該通信網Ｎを介して１台以上のユーザ端末２０及びアプリ
ケーションデータサーバ３０と接続されており、これらの装置２０，３０との間で情報の
送受信を行うことができる。また、アプリケーション開発支援装置１０は、制御端末４０
と接続されており、制御端末４０との間でも情報の送受信を行うことができる。
【００２４】
　ユーザ端末２０は、ユーザによって用いられる端末であり、アプリケーションプログラ
ムを実行して様々な機能を実現することができる。また、ユーザ端末２０は、通信網Ｎを
介して通信を行うことができ、アプリケーション開発支援装置１０及びアプリケーション
データサーバ３０との間で情報の送受信をすることができる。具体的には、ユーザ端末２
０は、具体的には、携帯電話機やスマートフォン、あるいはＰＣ（Personal Computer）
等、ＣＰＵ（Central ProcessingUnit）やメモリ、通信モジュールを備え、アプリケーシ
ョンを実行できるコンピュータである。
【００２５】
　ユーザ端末２０では、アセットに関連する情報であるアセットデータが利用されえる。
アセットデータは、例えば、アセットの画像や名称等、アセットに関連する任意の情報（
データ）である。例えば、図３に示すように書籍や電子書籍、服、自動車を示すアセット
データが利用されえる。アセットデータは、アセットデータ毎に予め付与されたアセット
データを示すＩＤ等のアセット情報で一意に識別される。なお、アセット情報として、本
実施形態とは独立に予めアセットに付与されている情報、例えばＩＳＢＮ（Internationa
l Standard Book Number）（書籍の場合）等が用いられてもよい。
【００２６】
　これらのアセットデータは、ユーザ端末２０で実行されるアプリケーションプログラム
によって利用される。この利用は、例えば、アセットデータを表示したり、アセットデー
タをユーザ間で共有したり（アセットデータを別のユーザ端末２０によって参照、あるい
は取得可能な状態とする）、あるいはアセットデータを分析したり（例えば、嗜好抽出）
することである。
【００２７】
　例えば、アセットが書籍であった場合、アセットデータを利用するアプリケーションプ



(7) JP 5789481 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

ログラムは、図４（ａ）に画面イメージを示すように、読書量をグラフ化するアプリケー
ションプログラム、自分が所有している書籍を他のユーザと共有するアプリケーションプ
ログラム、ユーザ端末２０を利用しているユーザに対して書籍をレコメンドするアプリケ
ーションプログラム等がある。また、食に関するアセットデータを利用するアプリケーシ
ョンプログラムとして、図４（ｂ）に画面イメージを示すように、料理のレシピを検索す
るアプリケーションプログラム（個々のレシピがアセットである）、食事管理を行うアプ
リケーションプログラム（個々の食品がアセットである）、ユーザ端末２０を利用してい
るユーザに対してレストランをレコメンドするアプリケーションプログラム（個々の店舗
がアセットである）等がある。
【００２８】
　なお、これらのアプリケーションは、図４（ｂ）に示すように、出資者からの広告（「
週末はみんなでビールホール！」「ヘルシーおつまみビールホール！」「ビールホール駅
近にあります」等の表示）が表示されるようになっていてもよい。
【００２９】
　ユーザ端末２０においてのアプリケーションプログラムによるアセットデータの利用は
、複数のアプリケーションプログラム間の連携によっても行われえる。例えば、ニュース
を視聴するためのアプリケーションプログラム（この場合、個々のニュースがアセットに
なる）から、別のユーザに対して今週気になったニュースを紹介するために、当該ニュー
スに係るアセットデータをＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）用のアプ
リケーションプログラムで利用するというものである。あるいは、音楽検索用のアプリケ
ーションプログラム（この場合、個々の音楽がアセットになる）から、別のユーザに対し
て音楽を紹介するために、当該音楽に係るアセットデータをＳＮＳ用のアプリケーション
プログラムで利用するというものである。このように別のアプリケーションプログラムか
ら起動されて、アプリケーションプログラムによってアセットデータが利用されることも
ある。このようにアセットデータの利用は、キュレーションサービスでも用いられえる。
【００３０】
　ユーザ端末２０は、自端末２０において実行されたアプリケーションプログラムを特定
する情報と当該アプリケーションプログラムによって利用されたアセット情報とが対応付
けられた使用履歴（ログ）をアプリケーション開発支援装置１０に送信する。アプリケー
ションプログラムを特定する情報は、例えば、予めアプリケーションプログラムを特定す
るために一意に付与されたＩＤ等の情報である。この送信は、アプリケーションプログラ
ムによってアセットデータが利用される度に行われてもよいし、ユーザ端末２０でためて
おかれた一定期間の情報がまとめて送信されてもよい。
【００３１】
　また、アプリケーション開発支援装置１０の態様によっては、使用履歴には、アセット
データの利用形態が含まれていてもよい。利用形態とは、単独でアセットデータを利用し
たか、別のアプリケーションプログラムから起動されてアセットデータを利用したか（被
起動）、あるいは、別のアプリケーションプログラムにアセットデータを利用させたか（
起動）等である。
【００３２】
　また、アプリケーション開発支援装置１０の態様によっては、使用履歴には、ユーザ端
末２０のユーザの属性を示す情報が含まれていてもよい。ユーザの属性は、例えばユーザ
の年齢や性別、嗜好である。この情報は、例えば、ユーザによって予めユーザ端末２０に
よって入力されており、使用履歴の送信の際に対応付けて送信される。
【００３３】
　アプリケーションデータサーバ３０は、開発されたアプリケーションプログラムを格納
しておくサーバである。アプリケーションデータサーバ３０は、例えば、ユーザ端末２０
からの要求に応じてアプリケーションプログラムをユーザ端末２０に送信する。ユーザ端
末２０に送信されたアプリケーションプログラムは、当該ユーザ端末２０において利用可
能（実行可能）になる。アプリケーションデータサーバ３０は、具体的には例えば、ＣＰ
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Ｕやメモリ、通信モジュールを備えるサーバ装置である。
【００３４】
　制御端末４０は、ユーザ端末２０から取得する以外の情報をアプリケーション開発支援
装置１０に入力するための装置である。制御端末４０から入力される情報として、例えば
、出資者から出資意図を示す出資意図情報がある。より詳細には後述する。制御端末４０
は、具体的には例えば、ＣＰＵやメモリ、通信モジュールを備える通信端末装置である。
【００３５】
　引き続いて、アプリケーション開発支援装置１０の機能について説明する。図１に示す
ように、アプリケーション開発支援装置１０は、アセットデータデータベース１１と、出
資情報入力部１２と、アセット特定部１３と、使用履歴入力部１４と、スコア算出部１５
と、出力部１６とを備えて構成されている。
【００３６】
　アセットデータデータベース１１は、アセットを示すアセット情報と当該アセットに関
連するメタデータとを対応付けて格納するデータベースである。アセットデータデータベ
ース１１は、例えば、図５に示すテーブルに各データを格納する。アセット情報は、各種
のアセットに対して予め付与される、アセットを一意に特定する情報である。アセット情
報は、例えば、図５に示すようなメタデータＩＤが相当する。
【００３７】
　アセットに関連するメタデータは、例えば、図５に示すように、アセット（データ）の
名称を示すアセットデータ名、アセット（データ）の内容を文章で説明したアセットデー
タ概要等の情報のようなテキストで表現される情報である。また、メタデータは、アセッ
ト（データ）の分類を示す情報を示すカテゴリやサブカテゴリの情報も含む。また、メタ
データとしては、それ以外の情報、ＩＳＢＮ、サムネイル画像、位置情報等の任意の情報
が含まれていてもよい。アセットデータデータベース１１に記憶される情報は、予めアプ
リケーション開発支援装置１０の管理者等によってアセットデータデータベース１１に入
力されている。アセットデータデータベース１１は、後述するように必要に応じて参照さ
れる。
【００３８】
　出資情報入力部１２は、出資者から出資意図を示す出資意図情報を入力する出資情報入
力手段である。出資意図は、アプリケーションプログラムの開発への出資者が、どのよう
なアプリケーションプログラムの開発に対して出資を行うかの意図である。出資者が、図
４（ｂ）に示すように開発するアプリケーションプログラムに広告を表示する意図があっ
てもよい。出資意図情報は、制御端末４０において出資者（あるいは出資者の代わりに操
作を行う操作者）から入力されて、制御端末４０からアプリケーション開発支援装置１０
に送信される。出資情報入力部１２は、送信された情報を受信して入力する。
【００３９】
　図６に出資情報入力部１２に入力される出資意図情報の例を示す（図６の１行のデータ
が１つの出資意図情報に相当する）。出資情報入力部１２は、例えば、出資意図情報とし
て特徴語と当該特徴語毎の重みを示す情報とを入力する。この特徴語は、例えば、図６の
例に示すように「ビール」、「食」等の出資特徴語である。これは、例えば、レストラン
を展開する事業者（飲食店事業者）が、出店予定のビアレストランの広告宣伝目的でアプ
リケーションプログラム開発に出資を行う場合の出資意図情報である。また、各出資特徴
語には、重みが付与されていてもよい。図６の例に示すように「ビール」には「１０」の
重み、「食」には「１」の重みが与えられている。この重みは、例えば、その出資特徴語
が、どれだけ出資意図に近い特徴語かを示すものである。
【００４０】
　また、出資情報入力部１２は、出資意図情報としてユーザ端末２０を利用するユーザの
属性を示す情報を入力することとしてもよい。ユーザの属性としては、例えば、図６の例
に示すように「２０代女性」、「３０代男性」といった、ユーザの年齢や性別、あるいは
嗜好を示すものである。出資意図情報は、各出資意図情報を特定するＩＤ（例えば、図６
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に示すＮｏの欄の情報）が付されて、出資意図を識別できるようになっている。
【００４１】
　また、出資意図情報として、出資意図が分かるものであれば、任意のものを用いること
ができる。例えば、図６の例の「出資意図＿商品観点（Ｎｏｔｅ１）」の欄に示すように
出資意図を文章で表したものであってもよい。また、この文章から、上記の出資特徴語及
び重みを抽出することとしてもよい。
【００４２】
　また、出資意図情報には、図６の例の「資本金（円）」の欄に示すように出資金額が対
応対応付けられていて、出資情報入力部１２は、出資金額を示す情報も合わせて入力して
もよい。出資情報入力部１２は、入力した情報をアセット特定部１３に出力する。
【００４３】
　アセット特定部１３は、出資情報入力部１２によって入力された出資意図情報とアセッ
トデータデータベース１１に格納されたメタデータとを比較することによって、出資意図
に合致するアセットを特定するアセット特定手段である。例えば、アセット特定部１３は
、出資意図情報として入力された特徴語がメタデータに含まれるか否かを判断して、当該
判断と特徴語毎の重みを示す情報とから出資意図に合致するアセットを特定する。
【００４４】
　具体的には、アセット特定部１３は、アセットデータデータベース１１に格納されたメ
タデータを取得する。出資意図情報として入力された特徴語が、アセット毎にメタデータ
のアセットデータ名やアセットデータ概要の文章等に含まれているか否かを判断する。特
徴語がメタデータに含まれていた場合、当該特徴語がメタデータに含まれていた出現回数
をカウントする。図７のテーブルは、上述した図６における出資者が飲食店事業者の場合
の例である。まず、アセット毎にそれぞれの特徴語のメタデータ内の出現回数をカウント
する。そして、カウントした特徴語毎の出現回数と、出資意図情報として入力された特徴
語の重みとの積を計算して、それらの和を取ることで出資意図情報（出資意図）に対する
各アセットの期待値（図７のテーブルのＡ欄に示す情報）を算出する。図７に示す例では
、“ビール”の重みは“１０”であり、“食”の重みは、“１”である。
【００４５】
　アセット特定部１３は、各アセットについて、期待値が予め設定した閾値以上であるか
否かを判断する。期待値が閾値以上であると判断されたアセットを、出資意図に合致する
アセットとして特定する。例えば、図７に示す例では、閾値が“５”だとすれば、メタデ
ータＩＤが“Ｃ＃３－１－１”及び“Ｃ＃３－３－４”のアセットが出資意図に合致する
アセットとして特定される。アセット特定部１３は、出資意図に合致するアセットを示す
情報を、出資意図を識別する情報と対応付けて、アセットデータフレームとしてスコア算
出部１５に出力する。アセットデータフレームは、図７に示すような情報である（この段
階では、Ｂ欄に示す情報は入力されていない）。
【００４６】
　なお、アセット特定部１３は、出資意図情報が特徴語以外の情報であっても、アセット
データデータベース１１に格納されたメタデータと比較可能な情報であれば任意の比較を
行って出資意図に合致するアセットを特定することとしてもよい。例えば、出資意図情報
が文章の情報である場合は、アセットデータ概要の文章の文章との類似度を算出して、出
資意図に合致するアセットを特定することとしてもよい。
【００４７】
　また、アセット特定部１３は、後述する使用履歴入力部１４によって入力された使用履
歴にも基づいて、出資意図に合致するアセットを特定しなおすこととしてもよい（より具
体的には後述する）。即ち、アセット特定部１３は、使用履歴に基づいてアセットデータ
フレームを更新することとしてもよい。
【００４８】
　また、アセットデータフレームの情報は、生成された段階、あるいは更新された段階で
制御端末４０に出力されてもよい。この情報を参照することで、出資者が、自身の投資意
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図に合致するアセットがどのようなものであるかを確認することができる。
【００４９】
　使用履歴入力部１４は、１つ以上のユーザ端末２０において実行されたアプリケーショ
ンプログラムを特定する情報と当該アプリケーションプログラムによって利用されたアセ
ット情報とが対応付けられた使用履歴（ログ）を入力する使用履歴入力手段である。使用
履歴は、上述したようにユーザ端末２０からアプリケーション開発支援装置１０に対して
送信され、使用履歴入力部１４は、送信された使用履歴を受信して入力する。
【００５０】
　使用履歴は、具体的には例えば、アプリケーションプログラムのＩＤと、アセット情報
を示すＩＤ（図５及び図７に示される「メタデータＩＤ」）とが対応付けられた情報であ
る。しかしながら、メタデータＩＤについては、ユーザ端末２０において容易に把握でき
ない情報である態様が考えられる。そのような場合、メタデータＩＤ以外でアセットデー
タを特定しえる情報、例えば、商品名や書籍であればＩＳＢＮ等の情報を入力して、アセ
ットデータデータベース１１を参照してメタデータＩＤを特定することとしてもよい。ま
た、ユーザ端末２０においてもアセットデータデータベース１１を予め保持しておき、ユ
ーザ端末２０側でメタデータＩＤが特定されてもよい。
【００５１】
　使用履歴入力部１４は、ユーザ端末２０におけるアプリケーションプログラムによるア
セット情報の利用形態を示す情報を含む使用履歴を入力することとしてもよい。また、使
用履歴入力部１４は、アプリケーションプログラムを実行した端末２０のユーザの属性を
示す情報を含む使用履歴を入力することとしてもよい。使用履歴入力部１４は、入力した
使用履歴の情報をスコア算出部１５に出力する。
【００５２】
　スコア算出部１５は、使用履歴入力部１４によって入力された使用履歴のうち、アセッ
ト特定部１３によって特定されたアセットに係る使用履歴に基づいて、アプリケーション
プログラム毎に出資意図に対するスコアを算出するスコア算出手段である。
【００５３】
　スコア算出部１５は、使用履歴入力部１４によって入力された使用履歴を用いて、アク
セス数をカウントする。アクセス数は、代表的には、アセットデータ及びアプリケーショ
ン毎にアプリケーションによってアセットデータが使用された回数である。
【００５４】
　続いて、スコア算出部１５は、アセット特定部１３によって特定されたアセットについ
てのアクセス数をアプリケーションプログラム毎に集計する（足し合わせる）。本実施例
の場合、アセット特定部１３で特定されたメタデータＩＤが“Ｃ＃３－１－１”及び“Ｃ
＃３－３－４”のアセットデータについてのアクセス数がアプリケーションプログラム毎
に足しあわされる。このように集計された値が、アプリケーションプログラム毎に出資意
図に対するスコア（貢献度）となる。
【００５５】
　また、スコア算出部１５は、使用履歴に含まれる利用形態毎にアクセス数をカウントす
ることとしてもよい。例えば、単独でアセットデータが利用された場合と、被起動又は起
動によって利用された場合とを分けてカウントしてもよい。そして、単独でアセットデー
タが利用された場合のアクセス数と、被起動又は起動によって利用された場合のアクセス
数とを、それぞれ予め設定した重み付けして足し合わせ、足し合わせた値に基づいてスコ
ア（貢献度）を算出することとしてもよい。
【００５６】
　これによって、例えば、被起動又は起動によってアセットデータを利用した場合、即ち
、他のアプリケーションプログラムとの連携によりアセットデータが利用されていた場合
には、アプリケーションプログラムとの連携を強化して、アプリケーションプログラムの
利用を促進するものとして、単独でアセットデータが利用された場合と比べて、出資意図
に対してより大きな貢献をしているという扱いをすることができる。
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【００５７】
　図８にスコア算出部１５によって（図６の飲食店事業者の出資に対して）算出される情
報の例として、アプリケーションプログラム毎の、単独でアセットデータが利用された場
合のアクセス数（Ａ欄の値）、被起動又は起動によって利用された場合のアクセス数（Ｂ
欄の値）、及びそれらを予め設定した重み付けして足し合わせた値（Ｃ欄の値）、Ｃ欄の
値をアセットデータ毎に足し合わせて算出したスコア（貢献度）（Ｄ欄の値）の値を示す
。また、貢献度の全体に対する割合（貢献度率）や、貢献度が最も高いプログラムの情報
（交渉権）等が算出されてもよい。交渉権は、例えば、出資者からの出資を受けることが
できる交渉を行う権利であり、例えば、貢献率の最も高いアプリケーション開発者に与え
られる。また、貢献度率と、当該出資に対して出資情報入力部１２において入力された情
報によって示される出資金額との積を取ることによって、アプリケーションプログラム毎
の出資金額の配分が算出されてもよい。
【００５８】
　また、スコア算出手段は、出資情報入力部１２に入力された情報によって示されるユー
ザの属性に合致する使用履歴を用いてスコアを算出することとしてもよい。即ち、投資意
図に合うユーザのユーザ端末２０によって、アプリケーションプログラムがアセットデー
タを利用した場合のみ、使用された回数としてカウントすることとしてもよい。
【００５９】
　スコア算出部１５によるアクセス数のカウント、及び貢献度の算出は、予め設定した閾
値以上の使用履歴（データ）の数が使用履歴入力部１４から入力されたことをトリガとし
て、あるいは一定時間毎に行われる。
【００６０】
　スコア算出部１５は、算出した情報を、例えば図８のテーブルに示す形式で出力部１６
に出力する。
【００６１】
　また、スコア算出部１５によるスコアの算出に用いられるアクセス数は、アセットデー
タ及びアプリケーション毎にアプリケーションによってアセットデータが使用された回数
にアセットデータ毎の期待値（図７におけるアセットデータフレームのＡ欄の値）を加味
して求めてもよい。例えば、使用回数と期待値の積を取って重み付けされた値としてもよ
い。これにより、出資意図情報（出資意図）に対する各アセットの期待値を加味してアプ
リケーションの貢献度を算出できるため、より出資意図に沿ったアプリケーションの評価
をすることが可能となる。
【００６２】
　また、アセット特定部１３は、スコア算出部１５によって算出されるアセット毎のアク
セス数に基づいて（即ち、使用履歴入力部１４によって入力された使用履歴に基づいて）
、出資意図に合致するアセットを特定しなおすこととしてもよい。即ち、アセットデータ
フレームの更新をすることとしてもよい。
【００６３】
　具体的には、アセット特定部１３は、スコア算出部１５でアセットデータ及びアプリケ
ーション毎にカウントされたアクセス数をアセットデータ毎に集計し、図７に示すアセッ
トデータフレームのＢ欄に格納する。次に、アセットデータフレームに格納されたアクセ
ス数を用いて、アセットデータフレームの更新をする。例えば、それまでに出資意図に合
致するアセットとされたアセットデータであっても、スコア算出部１５によって算出され
るアセット毎のアクセス数（全てのアプリケーションプログラムによるアクセス数の和）
が、予め設定した閾値よりも小さい場合には出資意図に合致するアセットから除外される
。また、それまでに出資意図に合致しないアセットとされたアセットデータであっても、
スコア算出部１５によって算出されるアセット毎のアクセス数（全てのアプリケーション
プログラムによるアクセス数の和）とアセットデータの期待値（図７のＡ欄の値）との積
が、予め設定した閾値よりも大きい場合には出資意図に合致するアセットとされる。
【００６４】
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　アセット特定部１３による出資意図に合致するアセットの特定、及びスコア算出部１５
によるアプリケーションプログラム毎の出資意図に対するスコアの算出は、アセットデー
タ単位で処理を行っていたが、複数のアセットデータの集合を単位として行われてもよい
。例えば、図５に示したようにアセットデータを、カテゴリ及びサブカテゴリに予め分類
分けしておく。これらのカテゴリ又はサブカテゴリ単位で、出資意図に合致するカテゴリ
又はサブカテゴリ（アセットの集合）の特定を行って、それを用いてアプリケーションプ
ログラム毎の出資意図に対するスコアの算出が行われてもよい。アプリケーション開発支
援装置１０において扱われるアセットデータの数が膨大となる場合には有効である。
【００６５】
　出力部１６は、スコア算出部１５から入力した情報に応じた情報を出力する出力手段で
ある。この出力は、例えば、出資された出資金の配分を行う資金配分サーバ（図示せず）
に、出資者からの出資毎に図８のテーブルに示す形式のデータを送信することによって行
われる。あるいは、アプリケーション開発支援装置１０が備える表示装置に表示出力を行
うこととしてもよい。
【００６６】
　これを参照することによって、どのようなアプリケーションプログラムが、どの出資に
対してどの程度貢献しているかを把握することができ、出資金の配分等を適切に行うこと
ができる。
【００６７】
　図９にアプリケーション開発支援装置１０のハードウェア構成を示す。図９に示すよう
にアプリケーション開発支援装置１０は、ＣＰＵ１０１、主記憶装置であるＲＡＭ（Rand
om Access Memory）１０２及びＲＯＭ（Read OnlyMemory）１０３、通信を行うための通
信モジュール１０４、並びにハードディスク等の補助記憶装置１０５等のハードウェアを
備えるコンピュータを含むものとして構成される。これらの構成要素がプログラム等によ
り動作することにより、上述したアプリケーション開発支援装置１０の機能が発揮される
。以上が、アプリケーション開発支援装置１０の構成である。
【００６８】
　引き続いて、図１０のシーケンス図を用いて、本実施形態に係るアプリケーション開発
支援装置１０で実行される処理であるアプリケーション開発支援方法を説明する。
【００６９】
　本処理では、まず、制御端末４０において、出資意図情報である出資特徴語と出資特徴
重みとが入力されて、制御端末４０からアプリケーション開発支援装置１０に送信される
。アプリケーション開発支援装置１０では、出資情報入力部１２によって出資意図情報が
受信される（Ｓ０１、出資情報入力ステップ）。受信された出資意図情報は、出資情報入
力部１２からアセット特定部１３に出力される。なお、制御端末４０における出資意図情
報の入力及び送信は、出資意図を有するアプリケーションプログラム開発の出資者が現れ
た場合に随時行われる。
【００７０】
　アプリケーション開発支援装置１０では、続いて、アセット特定部１３によって、出資
情報入力部１２によって入力された出資意図情報とアセットデータデータベース１１に格
納されたメタデータとが比較されて、出資意図に合致するアセットが特定される（Ｓ０２
、アセット特定ステップ）。具体的には、上述したように出資意図情報とメタデータとの
比較からアセットデータ毎に期待値が算出される。当該期待値が閾値以上のアセットデー
タを含むアセットデータフレーム（図７に示すような情報）が生成される。
【００７１】
　生成されたアセットデータフレームの情報（アセットデータ、期待値）は、アセット特
定部１３から制御端末４０に送信される（Ｓ０３）。この情報を参照することで、出資者
が、自身の投資意図に合致するアセットがどのようなものであるかを確認することができ
る。
【００７２】
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　一方で、ユーザ端末２０によって、アプリケーションデータサーバ３０からユーザが所
望するアプリケーションプログラムがダウンロードされる（Ｓ０４）。ユーザ端末２０で
は、アプリケーションプログラムがユーザの操作等で実行され、また当該アプリケーショ
ンプログラムによって、当該アプリケーションプログラムに応じたアセットデータが利用
される（Ｓ０５）。続いて、ユーザ端末２０では、利用されたアセットデータに係るアセ
ット情報と、利用したアプリケーションプログラムを特定する情報とが検出されて、それ
らが対応付けられた使用履歴がアプリケーション開発支援装置１０に送信される（Ｓ０６
）。
【００７３】
　なお、Ｓ０４～Ｓ０６の処理は、Ｓ０１～Ｓ０３の処理とは独立に行われる。また、Ｓ
０４～Ｓ０６の処理は、複数のユーザ端末２０によって行われてもよい。また、Ｓ０４の
処理は、アプリケーションプログラムが実行される前に１度だけ行われればよい。また、
Ｓ０５及びＳ０６の処理は、ユーザ端末２０においてアプリケーションプログラムが実行
されてアセットデータが使用される度に行われる。
【００７４】
　使用履歴がユーザ端末２０から送信されると、アプリケーション開発支援装置１０では
、使用履歴入力部１４によって送信された使用履歴が受信されて入力される（Ｓ０６、使
用履歴入力ステップ）。使用履歴は、使用履歴入力部１４からスコア算出部１５に出力さ
れる。
【００７５】
　続いて、スコア算出部１５による処理が行われるが、この処理は、例えば、予め設定し
た閾値以上の使用履歴（データ）の数が使用履歴入力部１４から入力された場合、あるい
は一定時間毎に行われる。スコア算出部１５では、アセットデータフレームに基づいて、
使用履歴が用いられてアセットデータ及びアプリケーション毎にアプリケーションによっ
てアセットデータが使用された回数（アクセス数）がカウントされる（Ｓ０７、スコア算
出ステップ）。カウントされるアクセス数は、図７のＢ欄に示す情報に相当する。
【００７６】
　続いて、アセット特定部１３によって、カウントされたアクセス数に基づいて、出資意
図に合致するアセットを特定しなおすこととしてもよい（Ｓ０８、アセット特定ステップ
）。即ち、アセットデータフレームが更新されることとしてもよい。具体的には、上述し
た条件を満たす場合には、出資意図に合致するとされたアセットの除外、及び出資意図に
合致するアセットの追加が行われる。
【００７７】
　続いて、スコア算出部１５によって、カウントされたアクセス数に基づいて、アプリケ
ーションプログラム毎の出資に対する貢献度が算出される（Ｓ０９、スコア算出ステップ
）。算出された貢献度の情報は、スコア算出部１５から出力部１６に出力される。続いて
、出力部１６によって、アプリケーションプログラム毎の出資に対する貢献度の情報が他
の装置に送信される等の所定の出力が行われる（Ｓ１０、出力ステップ）。
【００７８】
　なお、Ｓ０７～Ｓ１０の処理は、Ｓ０１で入力された出資意図情報に係る出資が行われ
ている限り、Ｓ０４～Ｓ０６が引き続き行われることを前提として、繰り返し行われる。
このとき、Ｓ０７で用いられるアセットデータフレーム（出資意図に合致するアセットの
情報）は、Ｓ０８で更新したものが用いられる。また、Ｓ０８で更新されたアセットデー
タフレームは、Ｓ０３の処理と同様にアセット特定部１３から制御端末４０に送信されて
もよい。
【００７９】
　出力部１６から出力された情報を参照することによって、どのようなアプリケーション
プログラムが、どの出資に対してどの程度貢献しているかを把握することができ、出資金
の配分等を適切に行うことができる。従って、本実施形態によれば、アセットデータの使
用に基づくアプリケーションプログラムの評価を通して、出資者からの出資を出資意図に
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施形態によれば、出資者がアプリケーションプログラムの開発に対して適切に出資を行う
と共に開発者がアプリケーションプログラムの開発を適切に行うことが可能になる。引い
ては、適切な投資効果が得られることによって、アプリケーションプログラムの開発への
投資を促進させ、アプリケーションプログラムの開発自体も促進させることが可能になる
。また、アプリケーションプログラムの出資者と開発者との適切なマッチングや連携を取
らせることができる。
【００８０】
　更に、市場に数十万存在するアプリケーションプログラムの提供者の中から新しい市場
の創造や、新しいユーザ価値の向上に対して貢献していることを評価することもできる。
また、アプリケーションプログラムの開発に対して効率的な投資や効率的な開発自体が可
能になれば、真に必要なアプリケーションプログラムのみが開発されるというエコシステ
ムも実現可能である。
【００８１】
　また、本実施形態のように使用履歴にアセット情報の利用形態を示す情報が含められ、
それに基づいてアプリケーションプログラムの貢献度を算出することとしてもよい。この
構成によれば、例えば、アプリケーションプログラムによるアセット情報の利用が、別の
アプリケーションプログラムの指示によって行われる等のアプリケーションプログラム間
の連携を考慮して、より適切にスコアを算出することができる。具体的には例えば、他の
アプリケーションプログラムからアセットデータの利用の起動あるいは被起動される（度
合いが高い）アプリケーションプログラムは、アセットデータの利用の利用においてアプ
リケーションプログラム間の連携を促進するものとしてより貢献度を上げることができる
。
【００８２】
　本実施形態のように特徴語と特徴語毎の重みを出資意図情報として用いることとすれば
、適切かつ確実に出資意図に合致するアセットを特定することができ、適切かつ確実に本
発明を実施することができる。また、ユーザの属性を考慮して貢献度を算出することとし
てもよい。この構成によれば、ユーザの属性、例えば、年代や性別に応じてスコアを算出
することができる。
【００８３】
　また、本実施形態のように使用履歴に基づいて出資意図に合致するアセットを特定しな
おすこととしてもよい。この構成によれば、使用履歴に応じてより更に適切にスコアを算
出することができ、投資効果を向上させることができる。
【符号の説明】
【００８４】
　１０…アプリケーション開発支援装置、１１…アセットデータデータベース、１２…出
資情報入力部、１３…アセット特定部、１４…使用履歴入力部、１５…スコア算出部、１
６…出力部、２０…ユーザ端末、３０…アプリケーションデータサーバ、４０…制御端末
、１０１…ＣＰＵ、１０２…ＲＡＭ、１０３…ＲＯＭ、１０４…通信モジュール、１０５
…補助記憶装置。
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