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(57)【要約】
【課題】メタタグ情報をコンテンツに自動的に付与する
ことが可能な技術が望まれていた。
【解決手段】本開示によれば、ユーザが有するコンテン
ツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、
基準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツ
から検索するコンテンツ検索部と、関連コンテンツに基
づいて、基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設
定するメタタグ付与部と、を備える、情報処理装置が提
供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、前記基
準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテンツ検索部と、
　前記関連コンテンツに基づいて、前記基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設定
するメタタグ付与部と、を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツに含まれる基準メタ情報と、前記対比コ
ンテンツに含まれる対比メタ情報とに基づいて、前記関連コンテンツを検索する、請求項
１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記基準メタ情報は、前記基準コンテンツが生成された時点である基準コンテンツ生成
時点と、前記基準コンテンツが生成された位置である基準コンテンツ生成位置とのうち、
少なくとも一方を含み、
　前記対比メタ情報は、前記対比コンテンツが生成された時点である対比コンテンツ生成
時点と、前記対比コンテンツが生成された位置である対比コンテンツ生成位置とのうち、
少なくとも一方を含み、
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間と、前記基準コンテンツ生成位置から前記対比コンテンツ生成位置までの距
離と、のうち、少なくとも一方に基づいて、前記関連コンテンツを検索する、請求項２記
載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間が所定範囲内となる前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索す
る、請求項３記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間が所定値となる前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索する、
請求項３記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツの内容に基づいて、前記所定値を決定す
る、請求項５記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成位置から前記対比コンテンツ生成位
置までの距離が所定範囲内となる前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索す
る、請求項３記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間を示す評価値である時間評価値と、前記基準コンテンツ生成位置から前記対
比コンテンツ位置時点までの距離を示す評価値である距離評価値と、の合計値に基づいて
、前記関連コンテンツを検索する、請求項３記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記コンテンツ検索部は、前記対比コンテンツに含まれる人物情報に基づいて、前記関
連コンテンツを検索する、請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツ検索部は、前記ユーザを示す人物情報を含む前記対比コンテンツを、前
記関連コンテンツとして検索する、請求項９記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツを生成した通信装置と近接通信を行った
通信装置により生成された前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索する、請
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求項１記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、前記基
準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索することと、
　前記関連コンテンツに基づいて、前記基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設定
することと、を含む、情報処理方法。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、前記基
準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテンツ検索機能と
、
　前記関連コンテンツに基づいて、前記基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設定
するメタタグ付与機能と、を実現させる、プログラム。
【請求項１４】
　ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、前記基
準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテンツ検索部と、
　前記関連コンテンツに基づいて、前記基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設定
するメタタグ付与部と、を備えるサーバと、
　前記サーバに前記基準コンテンツへのメタタグ情報の付与を要求するユーザ端末と、を
備える、情報処理システム。
【請求項１５】
　前記コンテンツ検索部は、前記関連コンテンツからメタ情報を取得し、前記メタ情報の
一覧情報を生成し、前記メタ情報の一覧情報を前記ユーザ端末に送信し、
　前記ユーザ端末は、前記メタ情報の一覧情報を提示する、請求項１４記載の情報処理シ
ステム。
【請求項１６】
　前記コンテンツ検索部は、前記関連コンテンツと前記基準コンテンツとの関連度を示す
評価値を算出し、前記メタ情報の一覧情報内のメタ情報を、前記評価値に基づいてソート
する、請求項１５記載の情報処理システム。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法、プログラム、及び情報処理システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１に示すように、ユーザがコンテンツをサーバ上にアップロードし、ウ
ェブブラウザ等でコンテンツを閲覧するサービスが増えている。
【０００３】
　このようなサービスでは、複数のユーザの各々が自己のコンテンツを管理する一方で、
ユーザ同士でのコンテンツ公開やコンテンツの一部共有も可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－０６０２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかし、従来のサービスでは、各ユーザは、自己のコンテンツに名称、即ちメタタグ情
報を付与したい場合、メタタグ情報を自ら設定しなければならなかった。そこで、メタタ
グ情報をコンテンツに自動的に付与することが可能な技術が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コン
テンツを、基準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテン
ツ検索部と、関連コンテンツに基づいて、基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設
定するメタタグ付与部と、を備える、情報処理装置が提供される。
【０００７】
　また、本開示によれば、ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関
連コンテンツを、基準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索するこ
とと、関連コンテンツに基づいて、基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設定する
ことと、を含む、情報処理方法が提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、コンピュータに、ユーザが有するコンテンツである基準コンテ
ンツに関連する関連コンテンツを、基準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテン
ツから検索するコンテンツ検索機能と、関連コンテンツに基づいて、基準コンテンツの名
称であるメタタグ情報を設定するメタタグ付与機能と、を実現させる、プログラムが提供
される。
【０００９】
　また、本開示によれば、ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関
連コンテンツを、基準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索するコ
ンテンツ検索部と、関連コンテンツに基づいて、基準コンテンツの名称であるメタタグ情
報を設定するメタタグ付与部と、を備えるサーバと、サーバに基準コンテンツへのメタタ
グ情報の付与を要求するユーザ端末と、を備える、情報処理システムが提供される。
【００１０】
　本開示によれば、関連コンテンツに基づいて、基準コンテンツにメタタグ情報を設定す
ることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本開示によれば、メタタグ情報をコンテンツに自動的に付与するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の実施形態に係る情報処理システムを示す説明図である。
【図２】同実施形態に係るサーバの構成を示すブロック図である。
【図３】制御部の構成を示すブロック図である。
【図４】ユーザ端末の構成を示すブロック図である。
【図５】情報処理システムによる処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】情報処理システムによる処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】情報処理システムによる処理の手順を示すフローチャートである。
【図８】ユーザ端末のディスプレイに表示される画像の一例を示す説明図である。
【図９】ユーザ端末のディスプレイに表示される画像の一例を示す説明図である。
【図１０】ユーザ端末のディスプレイに表示される画像の一例を示す説明図である。
【図１１】ユーザ端末のディスプレイに表示される画像の一例を示す説明図である。
【図１２】ユーザ端末のディスプレイに表示される画像の一例を示す説明図である。
【図１３】ユーザ端末のディスプレイに表示される画像の一例を示す説明図である。
【図１４】ユーザ端末のディスプレイに表示される画像の一例を示す説明図である。
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【図１５】ユーザ端末のディスプレイに表示される画像の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．情報処理システムの構成
　　１－１．全体構成
　　１－２．サーバの構成
　　１－３．ユーザ端末の構成
　２．情報処理システムによる処理の手順
　　２－１．コンテンツ解析処理の手順
　　２－２．クラスタ生成処理の手順
　　２－３．サービス提供処理の手順
【００１５】
　＜１．情報処理システムの構成＞
　［１－１．情報処理システムの全体構成］
　まず、図１を参照して、情報処理システム１の全体構成について説明する。情報処理シ
ステム１は、サーバ１０と、ストレージサーバ２０と、ネットワーク３０と、複数のユー
ザ端末４０（４０ａ～４０ｅ）と、を備える。ユーザ端末４０ａ～４０ｅは、それぞれ異
なるユーザＡ～Ｅによって使用される。図１では、サーバ１０及びストレージサーバ２０
がそれぞれ１つずつ、ユーザ端末４０が５つ示されるが、これらの構成要素の数は、図１
に示す個数に限られない。
【００１６】
　ネットワーク３０は、サーバ１０とユーザ端末４０とを接続する。ストレージサーバ２
０はサーバ１０に接続されている。サーバ１０は、ネットワーク３０を介して各ユーザ端
末４０と通信を行うことが可能となっている。また、サーバ１０は、ネットワーク３０を
介して、図示しない他の通信装置（例えば、テレビジョン受信機、カーナビ、携帯電話機
、デジタルカメラ、ゲーム機、音楽プレーヤ、スマートフォン、スマートタブレット等）
との通信を行うことも可能になっている。
【００１７】
　ストレージサーバ２０には、各ユーザからアップロードされたコンテンツ（実質的には
、コンテンツを示すコンテンツ情報）が格納されている。即ち、各ユーザは、自己が作成
したコンテンツを、自己のユーザ端末４０または上述した他の通信装置を用いてストレー
ジサーバ２０にアップロードすることができる。ストレージサーバ２０にアップロードさ
れるコンテンツは、どのようなものであってもよく、例えば写真コンテンツや動画コンテ
ンツ等の画像コンテンツ、音声コンテンツ、ブログ、ショートブログ（例えばツイート等
）、メモ書き等の文字コンテンツ等となる。
【００１８】
　ストレージサーバ２０に格納されているコンテンツには、そのコンテンツの内容を示す
メタ情報が関連付けられている（付与されている）。メタ情報としては、例えば、ユーザ
情報、時点情報、位置情報、環境情報、イベント情報、通信情報、共有情報、解析メタ情
報等が考えられる。
【００１９】
　ユーザ情報は、コンテンツを生成したユーザを示す。時点情報は、コンテンツが生成さ
れた時点（例えば年月日）、即ち生成時点を示す。位置情報は、コンテンツが生成された
位置（例えば、地名、住所、高度、方位）、即ち生成位置を示す。なお、コンテンツが写
真コンテンツとなる場合、時点情報及び位置情報は、いわゆるＥＸＩＦ情報としてコンテ
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ンツに付与されている。例えば、撮影機能付き携帯電話機やデジタルカメラは、写真情報
を生成した際に、当該写真コンテンツにＥＸＩＦ情報を付与する。
【００２０】
　環境情報は、コンテンツが生成された時点及び位置での環境（例えば天気、カメラパラ
メータ（ズーム率））を示す。イベント情報は、コンテンツが生成された時点及び位置で
行われたイベント（例えば、スキー旅行、バーベキュー等）を示す。通信情報は、コンテ
ンツの生成に使用された装置が携帯通信装置（例えば、撮影機能付き携帯電話機、デジタ
ルカメラ等）であり、かつ、当該携帯通信装置が他の携帯通信装置と近接通信を行った場
合に、コンテンツに付与される。通信情報は、通信相手の携帯通信装置を示すＩＤや、通
信日時等を示す。共有情報は、コンテンツの共有相手となるユーザを示す。
【００２１】
　上述したユーザ情報、時点情報、位置情報、環境情報、及びイベント情報は、ユーザに
よってコンテンツに付与される。即ち、ユーザは、手動で（即ち、ユーザ端末４０やコン
テンツの生成に使用した装置を用いて）コンテンツにメタ情報を付与する。これらの情報
は、コンテンツの生成に使用された装置によって自動的にコンテンツに付与される場合も
ある。通信情報は、コンテンツの生成に使用された装置、即ち携帯通信装置によって自動
的にコンテンツに付与される。共有情報は、サーバ１０によってコンテンツに付与される
。
【００２２】
　解析メタ情報は、サーバ１０がコンテンツを解析することで取得するメタ情報である。
このような解析メタ情報としては、例えば、画像コンテンツに対して顔認識処理を行なう
ことで得られる人物情報（例えば人物の氏名）、画像コンテンツに対してシーン認識処理
を行なうことで得られる被写体情報（例えば被写体の名称）が考えられる。をメタ情報と
してコンテンツに付与する。
【００２３】
　また、解析メタ情報としては、文字コンテンツに対して形態素解析を行なうことで得ら
れる単語情報も考えられる。また、解析メタ情報としては、音声コンテンツに対して音声
認識処理を行うことで得られる人物情報等も考えられる。なお、これらのメタ情報の形態
（文字、画像（動画含む）、音声等）はどのようなものであってもよい。
【００２４】
　［１－２．サーバの構成］
　次に、サーバ１０の構成を、図２及び図３に基づいて説明する。サーバ１０は、ユーザ
に対しコンテンツの提供等を行なう装置であり、通信部１１と、記憶部１２と、制御部１
３とを備える。通信部１１は、ネットワーク３０を介してユーザ端末４０及び他の通信装
置と通信を行なう。例えば、通信部１１は、ユーザ端末４０及び他の通信装置から送信（
アップロード）された各種の情報（例えば、コンテンツ、当該コンテンツに関連付けられ
ているメタ情報等）を制御部１３に出力する。
【００２５】
　記憶部１２は、サーバ１０が処理を行うのに必要なプログラムや各種の情報を記憶する
。例えば、記憶部１２は、ユーザ同士がどのような関係であるかを示すユーザ関係情報を
記憶する。
【００２６】
　ユーザ同士の関係としては、例えば、ユーザ同士が家族または友人（ソーシャルネット
ワーキングサービス（ＳＮＳ）におけるフレンド等）といったグループを形成している、
一方のユーザが他方のユーザのＳＮＳ等に足あとを残している（ＳＮＳを閲覧している）
といったこと等が考えられる。ユーザ関係情報は、各ユーザからサーバ１０に送信される
。また、サーバ１０は、ユーザのコンテンツ閲覧状況等に基づいて、ユーザ関係情報を生
成する。
【００２７】
　制御部１３は、サーバ１０内の各構成要素を制御する他、コンテンツ管理部１３１、コ
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ンテンツ解析部１３２、クラスタ生成部１３３、コンテンツ検索部１３４、共有処理部１
３５、及びメタタグ付与部１３６としても機能する。
【００２８】
　コンテンツ管理部１３１は、コンテンツに関する処理のうち、後述するコンテンツ解析
部１３２、クラスタ生成部１３３、コンテンツ検索部１３４、共有処理部１３５、及びメ
タタグ付与部１３６が行なう処理以外のあらゆる処理を行なう。例えば、コンテンツ管理
部１３１は、通信部１１から与えられたコンテンツ及び当該コンテンツのメタ情報を関連
付けてストレージサーバ２０に格納する。また、コンテンツ管理部１３１は、コンテンツ
及び当該コンテンツのメタ情報をストレージサーバ２０から取得し、通信部１１を介して
各ユーザ端末４０に送信する。また、コンテンツ管理部１３１は、ユーザから送信された
ユーザ関係情報を記憶部１２に記憶させる。また、コンテンツ管理部１３１は、ユーザの
コンテンツ閲覧状況等に基づいて、ユーザ関係情報を生成し、記憶部１２に記憶させる。
例えば、コンテンツ管理部１３１は、ユーザＡがユーザＢのブログを閲覧した場合には、
ユーザＡがユーザＢのコンテンツを閲覧した旨のユーザ関係情報を生成する。
【００２９】
　コンテンツ解析部１３２は、ストレージサーバ２０からコンテンツを取得し、当該コン
テンツを解析することで、コンテンツからメタ情報、即ち上述した解析メタ情報を抽出す
る。例えば、コンテンツ解析部１３２は、コンテンツに画像コンテンツが含まれる場合に
は、画像コンテンツに対して顔認識処理を行なうことで、画像コンテンツに描かれた人物
を特定する。そして、コンテンツ解析部１３２は、特定された人物を示す人物情報（例え
ば氏名）をメタ情報としてコンテンツに付与する。
【００３０】
　また、コンテンツ解析部１３２は、コンテンツに画像コンテンツが含まれる場合には、
画像コンテンツに対してシーン認識処理を行なうことで、画像コンテンツに描かれた被写
体（人物以外）を特定し、特定された被写体を示す被写体情報（例えば被写体の名称）を
メタ情報としてコンテンツに付与する。
【００３１】
　また、コンテンツ解析部１３２は、コンテンツに文字情報が含まれるが含まれる場合に
は、文字情報に対して形態素解析処理を行なうことで、文字情報から単語を抽出する。そ
して、サーバ１０は、抽出された単語をメタ情報としてコンテンツに付与する。
【００３２】
　また、コンテンツ解析部１３２は、コンテンツに音声コンテンツが含まれる場合には、
音声コンテンツに対して音声認識処理を行うことで、音声コンテンツが示す人物を特定し
、特定された人物を示す人物情報をメタ情報としてコンテンツに付与する。
【００３３】
　クラスタ生成部１３３は、ユーザ毎にコンテンツのクラスタリングを行なう。具体的に
は、クラスタ生成部１３３は、あるユーザが所有する全てのコンテンツから時点情報及び
位置情報を取得する。そして、クラスタ生成部１３３は、時点情報に基づいて、同時期に
生成されたコンテンツ同士を１つのクラスタ、即ちイベントクラスタにまとめる（イベン
トクラスタリング）。例えば、クラスタ生成部１３３は、いずれか１つのコンテンツをイ
ベント中心コンテンツとして取得し、当該イベント中心コンテンツと、イベント中心コン
テンツが生成された時点の前後１週間以内に生成されたコンテンツとを１つのイベントク
ラスタにまとめる。
【００３４】
　さらに、クラスタ生成部１３３は、イベントクラスタ毎に以下の処理を行なう。すなわ
ち、クラスタ生成部１３３は、位置情報に基づいて、イベントクラスタを構成するコンテ
ンツのうち、互いに近傍で生成されたコンテンツ同士を１つのクラスタ、即ちイベント・
位置クラスタにまとめる（位置クラスタリング）。例えば、クラスタ生成部１３３は、イ
ベントクラスタから、いずれか１つのコンテンツを位置中心コンテンツとして取得し、位
置中心コンテンツと、イベントクラスタを構成するコンテンツのうち、位置中心コンテン
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ツが生成された位置から半径１ｋｍの領域内で生成されたコンテンツとを１つのイベント
・位置クラスタにまとめる。なお、イベント・位置クラスタを構成するコンテンツが１つ
となる場合もありうる。
【００３５】
　クラスタ生成部１３３は、イベント・位置クラスタをストレージサーバ２０に格納する
。実質的には、クラスタ生成部１３３は、クラスタリングの結果を示すメタ情報をストレ
ージサーバ２０内の各コンテンツに付与する。このメタ情報は、同じイベント・位置クラ
スタを構成するコンテンツを示す。
【００３６】
　コンテンツ検索部１３４は、ストレージサーバ２０からイベント・位置クラスタ（以下
、単に「クラスタ」とも称する）を１つ取得し、これを基準クラスタ（基準コンテンツ）
とする。そして、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタに関連する関連クラスタ（関
連コンテンツ）を、ストレージサーバ２０に格納されている全てのクラスタ（対比コンテ
ンツ）から検索する。
【００３７】
　共有処理部１３４は、基準クラスタと関連クラスタとを複数のユーザ同士で共有させる
処理を行なう。即ち、共有処理部１３４は、基準クラスタと関連クラスタとのそれぞれに
、これらのクラスタを共有するユーザを示すメタ情報を付与する。
【００３８】
　メタタグ付与部１３６は、関連クラスタからメタ情報を抽出し、このメタ情報を基準ク
ラスタの名称（メタタグ情報）として設定する。
【００３９】
　［１－３．ユーザ端末の構成］
　次に、図４に基づいて、ユーザ端末４０の構成について説明する。ユーザ端末４０は、
通信部４０１と、入力部４０２と、記憶部４０３と、表示部４０４と、制御部４０５とを
備える。通信部４０１は、ネットワーク３０を介してサーバ１０と通信を行なう。入力部
４０２は、例えばキーボード及びマウスであり、ユーザの操作に応じた操作情報を制御部
４０５に出力する。記憶部４０３は、制御部４０５による処理に必要な情報、例えばプロ
グラム等を記憶する。表示部４０４は、いわゆるディスプレイであり、各種の情報を表示
する。制御部４０５は、ユーザ端末４０の各構成要素を制御する。
【００４０】
　各ユーザは、自己のユーザ端末４０を用いてコンテンツ（例えばブログやショートブロ
グ等）を生成し、ストレージサーバ２０にアップロードすることができる。例えば、ユー
ザは、入力部４０２を用いてコンテンツ及びメタ情報をユーザ端末４０に入力する。また
、ユーザは、ユーザ端末４０に他の通信装置（例えばデジタルカメラや携帯電話機等）を
接続することで、他の通信装置内のコンテンツ（例えば写真コンテンツ等）及びメタ情報
をユーザ端末４０に入力する。制御部４０５は、メタ情報にユーザ情報（例えばユーザＩ
Ｄ）を含め、コンテンツ及びメタ情報を通信部４０１に出力する。通信部４０１は、コン
テンツ及びメタ情報をサーバ１０に送信する。サーバ１０の通信部１１は、受信したコン
テンツ及びメタ情報をコンテンツ管理部１３１に出力する。コンテンツ管理部１３１は、
コンテンツ及びメタ情報をユーザごとにストレージサーバ２０に格納する。
【００４１】
　また、各ユーザは、自己のコンテンツ及び他のユーザと共有しているコンテンツを閲覧
することもできる。例えば、ユーザは、入力部４０２を用いて、コンテンツの閲覧を要求
する旨のコンテンツ閲覧要求情報を入力する。制御部４０４は、コンテンツ閲覧要求情報
にユーザ情報を付加して通信部４０１に出力する。通信部４０１は、コンテンツ閲覧要求
情報をサーバ１０に送信する。
【００４２】
　サーバ１０の通信部１１は、コンテンツ閲覧要求情報をコンテンツ管理部１３１に出力
する。コンテンツ管理部１３１は、コンテンツ閲覧要求情報に基づいて、ユーザが有する
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コンテンツ、ユーザが他のユーザと共有しているコンテンツ、及びこれらのコンテンツに
付与されたメタ情報をストレージサーバ２０から取得する。なお、コンテンツの検索は、
メタ情報に基づいて行われる。即ち、上述したように、メタ情報にはユーザ情報が含まれ
る。また、メタ情報には、コンテンツを共有するユーザを示す共有情報も含まれる。した
がって、コンテンツ管理部１３１は、メタ情報に基づいて、ユーザが有するコンテンツ及
びユーザが他のユーザと共有しているコンテンツをストレージサーバ２０から取得するこ
とができる。コンテンツ管理部１３１は、取得したコンテンツ及びメタ情報を通信部１１
に出力し、通信部１１は、取得したコンテンツ及びメタ情報をユーザ端末４０に送信する
。ユーザ端末４０の通信部４０１は、受信したコンテンツ及びメタ情報を制御部４０５に
出力する。制御部４０５は、通信部４０１から与えられたコンテンツをクラスタ単位で表
示部４０４に表示する。
【００４３】
　ここで、図８～図１０に基づいて、表示部４０４に表示される画像の例をいくつか説明
する。図８は、ユーザＡの表示部４０４に表示される画像の一例である。この例では、表
示部４０４には、写真クラスタ一覧画像５００が表示されている。
【００４４】
　写真クラスタ一覧画像５００は、複数の写真クラスタ表示エリア５０１に区分される。
各写真クラスタ表示エリア５０１には、１または複数の写真コンテンツ５０３で構成され
る写真クラスタ５０２と、メタタグ情報５０４と、時点情報５０５とが表示される。ユー
ザＡは、写真クラスタ一覧画像５００を参照することで、各写真クラスタ５０２の編集、
閲覧等を行なうことができる。
【００４５】
　図８で拡大表示された例、即ちクラスタ表示エリア５０１ａでは、メタタグ情報５０４
ａは未設定となっている。サーバ１０は、メタタグ情報５０４ａが未設定である場合に、
メタタグ情報の候補を提示し、ユーザにメタタグ情報を設定させることができる。
【００４６】
　また、時点情報５０５ａは、２０１０年３月１２日～２０１０年３月１４日を示す。す
なわち、このクラスタ表示エリア５０１ａに表示される写真クラスタ５０２ａは、２０１
０年３月１２日～２０１０年３月１４日の間に生成された写真コンテンツ５０３ａで構成
されている。また、各コンテンツ５０３ａの位置情報はこの例では表示されないが、いず
れも同じ位置、例えば「新潟市妙高」を示す。
【００４７】
　図９は、ユーザＢの表示部４０４に表示される画像の一例である。この例でも、表示部
４０４には、写真クラスタ一覧画像５００が表示されている。ただし、図９で拡大表示さ
れた例、即ちクラスタ表示エリア５０１ｂでは、メタタグ情報５０４ｂは「スキー旅行」
となっている。
【００４８】
　また、時点情報５０５ｂは、２０１０年３月１０日を示す。すなわち、このクラスタ表
示エリア５０１ｂに表示される写真クラスタ５０２ｂは、２０１０年３月１０日に生成さ
れた写真コンテンツ５０３ｂで構成されている。また、各コンテンツ５０３ｂの位置情報
はこの例では表示されないが、いずれも同じ位置、例えば「新潟市妙高」を示す。即ち、
写真クラスタ５０２ａ、５０２ｂは、互いに同時期かつ近傍で生成されている。そこで、
サーバ１０は、メタタグ情報の候補を生成する際に、写真クラスタ５０２ｂ及び当該クラ
スタ５０２ｂに付与されるメタ情報を参照する。
【００４９】
　図１０は、ユーザＣの表示部４０４に表示される画像の一例である。この例では、表示
部４０４には、複数のショートブログ６００が表示されている。ショートブログ６００は
、ユーザＣのサムネイル画像情報６０１と、ユーザＣの名称情報６０２と、ショートブロ
グ本体情報６０３と、時点情報６０４と、位置情報６０５とを含む。ショートブログ本体
情報６０３は、ユーザＣにより生成されたショートブログの内容を示す。例えば、ショー
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トブログ６００ａでは、時点情報６０４ａは２０１０年３月１４日を示し、位置情報は「
新潟県妙高市」を示す。即ち、写真クラスタ５０２ａとショートブログ６００ａとは、互
いに同時期かつ近傍で生成されている。そこで、サーバ１０は、メタタグ情報の候補を生
成する際に、ショートブログ６００ａ及び当該ショートブログ６００ａに付与されるメタ
情報を参照する。
【００５０】
　＜２．情報処理システムによる処理の手順＞
　［２－１．コンテンツ解析処理の手順］
　次に、情報処理システム１による処理の手順について説明する。情報処理システム１は
、主に、コンテンツ解析処理、クラスタ生成処理、及びサービス提供処理を行なう。まず
、図５に基づいて、コンテンツ解析処理について説明する。
【００５１】
　ステップＳ１０において、コンテンツ解析部１３２は、未解析のコンテンツである未解
析コンテンツをストレージサーバ２０から１つ取得する。ステップＳ２０において、コン
テンツ解析部１３２は、未解析コンテンツを解析することで、未解析コンテンツからメタ
情報、即ち上述した解析メタ情報を抽出する。
【００５２】
　例えば、コンテンツ解析部１３２は、コンテンツに画像コンテンツが含まれる場合には
、画像コンテンツに対して顔認識処理を行なうことで、画像コンテンツに描かれた人物を
特定する。そして、コンテンツ解析部１３２は、特定された人物を示す人物情報（例えば
氏名）をメタ情報としてコンテンツに付与する。例えば、ユーザＢが図９に示す写真コン
テンツ５０３ｂを取得している場合、コンテンツ解析部１３２は、写真コンテンツ５０３
ｂを解析することで、ユーザＢに関する人物情報を取得する。
【００５３】
　また、コンテンツ解析部１３２は、コンテンツに画像コンテンツが含まれる場合には、
画像コンテンツに対してシーン認識処理を行なうことで、画像コンテンツに描かれた被写
体（人物以外）を特定し、特定された被写体を示す被写体情報（例えば被写体の名称）を
メタ情報として取得する。
【００５４】
　また、コンテンツ解析部１３２は、コンテンツに文字情報が含まれるが含まれる場合に
は、文字情報に対して形態素解析処理を行なうことで、文字情報から単語を抽出する。そ
して、コンテンツ解析部１３２は、抽出された単語をメタ情報として取得する。例えば、
ユーザＣが図１０に示すブログ６００ａを有している場合、コンテンツ解析部１３２は、
「妙高高原にスノボに来ていまーす」という文字情報を解析することで、「妙高高原」、
「スノボ」という単語情報を取得する。
【００５５】
　また、コンテンツ解析部１３２は、コンテンツに音声コンテンツが含まれる場合には、
音声コンテンツに対して音声認識処理を行うことで、音声コンテンツが示す人物を特定し
、特定された人物を示す人物情報をメタ情報として取得する。
【００５６】
　ステップＳ３０において、コンテンツ解析部１３２は、解析メタ情報と、解析済みであ
ることを示す解析済みメタ情報とを未解析コンテンツに付与し、ストレージサーバ２０に
格納する。
【００５７】
　ステップＳ４０において、コンテンツ解析部１３２は、ストレージサーバ２０内の全て
のコンテンツを解析したかを判定する。コンテンツ解析部１３２は、全てのコンテンツを
解析したと判定した場合には、コンテンツ解析処理を終了し、未解析コンテンツが残って
いると判定した場合には、ステップＳ１０にもどる。
【００５８】
　［２－２．クラスタ生成処理の手順］
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　次に、クラスタ生成処理の手順を、図６に基づいて説明する。ステップＳ５０において
、クラスタ生成部１３３は、未処理（即ち、ステップＳ６０～ステップＳ１００の処理を
行っていない）ユーザを１人選択する。
【００５９】
　ステップＳ６０において、クラスタ生成部１３３は、選択したユーザのコンテンツをス
トレージサーバ２０から１つ選択する。ステップＳ７０において、クラスタ生成部１３３
は、選択したコンテンツの時点情報及び位置情報を取得する。ステップＳ８０において、
クラスタ生成部１３３は、選択したユーザが有する全てのコンテンツについて、ステップ
Ｓ６０～ステップＳ７０の処理を行ったかを判定する。この結果、クラスタ生成部１３３
は、全てのコンテンツについてステップＳ６０～ステップＳ７０の処理を行ったと判定し
た場合には、ステップＳ９０に進み、未処理のコンテンツが残っていると判定した場合に
は、ステップＳ６０に進む。
【００６０】
　ステップＳ９０において、クラスタ生成部１３３は、イベントクラスタリングを行なう
。即ち、クラスタ生成部１３３は、時点情報に基づいて、同時期に生成されたコンテンツ
同士を１つのクラスタ、即ちイベントクラスタにまとめる。例えば、クラスタ生成部１３
３は、いずれか１つのコンテンツをイベント中心コンテンツとして取得し、当該イベント
中心コンテンツと、イベント中心コンテンツが生成された時点の前後１週間以内に生成さ
れたコンテンツとを１つのイベントクラスタにまとめる。
【００６１】
　ステップＳ１００において、クラスタ生成部１３３は、イベントクラスタ毎に位置クラ
スタリングを行なう。即ち、クラスタ生成部１３３は、位置情報に基づいて、イベントク
ラスタを構成するコンテンツのうち、互いに近傍で生成されたコンテンツ同士を１つのク
ラスタ、即ちイベント・位置クラスタにまとめる（位置クラスタリング）。例えば、クラ
スタ生成部１３３は、イベントクラスタから、いずれか１つのコンテンツを位置中心コン
テンツとして取得し、位置中心コンテンツと、イベントクラスタを構成するコンテンツの
うち、位置中心コンテンツが生成された位置から半径１ｋｍの領域内で生成されたコンテ
ンツとを１つのイベント・位置クラスタにまとめる。なお、イベント・位置クラスタを構
成するコンテンツが１つとなる場合もありうる。
【００６２】
　ステップＳ１１０において、クラスタ生成部１３３は、全てのユーザについてステップ
Ｓ６０～ステップＳ１００の処理を行ったかを判定し、全てのユーザについてステップＳ
６０～ステップＳ１００の処理を行ったと判定した場合には、ステップＳ１２０に進み、
ステップＳ６０～ステップＳ１００の処理を行っていないユーザが存在すると判定した場
合には、ステップＳ５０にもどる。
【００６３】
　ステップＳ１２０において、クラスタ生成部１３３は、イベント・位置クラスタをスト
レージサーバ２０に格納する。実質的には、クラスタ生成部１３３は、クラスタリングの
結果を示すメタ情報をストレージサーバ２０内の各コンテンツに付与する。このメタ情報
は、同じイベント・位置クラスタを構成するコンテンツを示す。
【００６４】
　［２－３．サービス提供処理の手順］
　次に、サービス提供処理の手順を、図７に基づいて説明する。サービス提供処理は、メ
タタグが未設定のクラスタにメタタグを付与するメタタグ付与処理と、コンテンツ（クラ
スタ）を他のユーザと共有させるクラスタ共有処理とのうち、いずれかの処理をユーザの
選択に応じて行なう処理である。なお、ここでは、サービス提供処理の一例として、ユー
ザＡに対するサービス提供処理を説明する。サービス提供処理は、上述したコンテンツ解
析処理、及びクラスタ生成処理が終了した後に行われる。
【００６５】
　ステップＳ１３０において、ユーザＡは、入力部４０２を用いて、コンテンツの閲覧を
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要求する旨のコンテンツ閲覧要求情報を入力する。制御部４０４は、コンテンツ閲覧要求
情報にユーザ情報を付加して通信部４０１に出力する。通信部４０１は、コンテンツ閲覧
要求情報をサーバ１０に送信する。
【００６６】
　サーバ１０の通信部１１は、コンテンツ閲覧要求情報をコンテンツ管理部１３１に出力
する。コンテンツ管理部１３１は、コンテンツ閲覧要求情報に基づいて、ユーザＡが有す
るコンテンツ、ユーザＡが他のユーザと共有しているコンテンツ、及びこれらのコンテン
ツに付与されたメタ情報をストレージサーバ２０から取得する。
【００６７】
　コンテンツ管理部１３１は、取得したコンテンツ及びメタ情報を通信部１１に出力し、
通信部１１は、取得したコンテンツ及びメタ情報をユーザ端末４０に送信する。ユーザ端
末４０の通信部４０１は、受信したコンテンツ及びメタ情報を制御部４０５に出力する。
制御部４０５は、通信部４０１から与えられたコンテンツをクラスタ単位で表示部４０４
に表示する。例えば、制御部４０５は、図８に示す写真クラスタ一覧画像５００を表示部
４０４に表示する。
【００６８】
　ステップＳ１４０において、制御部４０５は、ユーザＡがいずれか１つのクラスタを選
択するまで待機する。一方、ユーザＡは、図示しないマウスポインタを所望のクラスタに
重ね、マウスのボタンを押すことで、いずれか１つのクラスタを選択する。例えば、図８
に示すクラスタ一覧画像５００が表示部４０４に表示されている場合、ユーザＡは、クラ
スタ５０２ａを選択することができる。
【００６９】
　ステップＳ１５０において、制御部４０５は、クラスタに対する処理をユーザＡに選択
させる。例えば、制御部４０５は、図１１に示す処理選択用リスト画像５０６を表示部４
０４に表示する。処理選択用リスト画像５０６は、「メタタグ付与処理」の文字画像、及
び「クラスタ共有処理」の文字画像がリスト形式で描かれた画像である。ユーザＡは、処
理選択用リスト画像５０６を用いて、いずれかの処理を選択する。例えば、ユーザＡは、
図示しないマウスポインタを所望の処理を示す文字画像に重ね、マウスのボタンを押すこ
とで、いずれかの処理を選択することができる。
【００７０】
　ステップＳ１６０において、制御部４０５は、ユーザＡが選択したクラスタ及び処理に
関する処理要求情報を生成し、通信部４０１に出力する。通信部４０１は、処理要求情報
をサーバ１０に送信する。サーバ１０の通信部１１は、処理要求情報を受信し、コンテン
ツ検索部１３４に出力する。コンテンツ検索部１３４は、処理要求情報に基づいて、ユー
ザＡが選択したクラスタを特定し、特定されたクラスタのメタ情報をストレージサーバ２
０から取得する。
【００７１】
　ステップＳ１７０において、コンテンツ検索部１３４は、処理要求情報に基づいて、ユ
ーザＡが選択した処理がメタタグ付与処理であるかを判定する。この結果、コンテンツ検
索部１３４は、ユーザＡがメタタグ付与処理を選択したと判定した場合には、ステップＳ
１８０に進み、ユーザＡがクラスタ共有処理を選択したと判定した場合には、ステップＳ
２４０に進む。
【００７２】
　ステップＳ１８０において、コンテンツ検索部１３４は、ユーザＡが選択したクラスタ
を基準クラスタ、ストレージサーバ２０に格納されたクラスタを対比クラスタとし、対比
クラスタからメタ情報、即ち対比メタ情報を取得する。ここで、対比クラスタには、ユー
ザＡが有するクラスタのうち、基準クラスタ以外のクラスタも含まれる。そして、コンテ
ンツ検索部１３４は、基準コンテンツのメタ情報、即ち基準メタ情報と、対比メタ情報と
に基づいて、基準クラスタに関連する関連クラスタを対比クラスタから検索する。
【００７３】
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　即ち、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタが生成された時点である基準クラスタ
生成時点を特定する。例えば、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタに含まれるコン
テンツ、即ち基準コンテンツの生成時点のいずれかを基準クラスタ生成時点とする。コン
テンツ検索部１３４は、基準コンテンツの生成時点の重心（算術平均値）を基準クラスタ
生成時点としてもよい。
【００７４】
　同様に、コンテンツ検索部１３４は、対比クラスタが生成された時点である対比クラス
タ生成時点を特定する。例えば、コンテンツ検索部１３４は、対比クラスタに含まれるコ
ンテンツ、即ち対比コンテンツの生成時点のいずれかを対比クラスタ生成時点とする。コ
ンテンツ検索部１３４は、対比コンテンツの生成時点の重心を対比クラスタ生成時点とし
てもよい。
【００７５】
　そして、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタ生成時点から対比クラスタ生成時点
までの時間を算出し、算出された時間が所定範囲内（例えば基準クラスタ生成時点から前
後１週間以内）であるかを判定する（時間条件１）。
【００７６】
　さらに、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタ生成時点から対比クラスタ生成時点
までの時間が所定値（または所定値を中心とした所定範囲内の値）となるかを判定する（
時間条件２）。ここで、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタの内容に基づいて所定
値を設定する。例えば、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタがお花見やスキー旅行
に関するコンテンツを含む場合には、所定値を±１年とする。お花見やスキー旅行は１年
毎に行われる可能性が高いので、基準クラスタ生成時点の１年前または１年後に同様のコ
ンテンツが作成される可能性が高いからである。このような判定は、例えばテーブルを用
いて行われる。即ち、基準クラスタの内容と所定値との対応関係を示すテーブルを記憶部
１２に記憶させておく。コンテンツ検索部１３４は、このテーブルを参照することで、所
定値を決定することができる。
【００７７】
　そして、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタ生成時点から対比クラスタ生成時点
までの時間を示す時間評価値Ｅ１を、以下の式（１）に従って算出する。
【００７８】
　Ｅ１＝ａ１×Ｘ１　…（１）
　ここで、Ｘ１は予め設定された正の実数値であり、ａ１は以下の値に設定される。即ち
、ａ１は上述した時間条件１が満たされる場合には１、時間条件１は満たされないが時間
条件２が満たされる場合には０．５、時間条件１、２のいずれも満たされない場合は０と
される。式（１）によれば、時間評価値Ｅ１は、例えば、基準クラスタ生成時点から対比
クラスタ生成時点までの時間が短いほど大きくなる。当該時間が短いほど、基準クラスタ
と対比クラスタとの関連度合い（類似度）が大きくなると考えられるからである。
【００７９】
　なお、時間評価値Ｅ１は、基準クラスタ生成時点から対比クラスタ生成時点までの時間
に応じて連続的に変化するようにしてもよい。この場合、時間評価値Ｅ１は、基準クラス
タ生成時点から対比クラスタ生成時点までの時間が短くなるほど大きくなる。
【００８０】
　さらに、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタが生成された位置である基準クラス
タ生成位置を特定する。例えば、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタに含まれるコ
ンテンツ、即ち基準コンテンツの生成位置のいずれかを基準クラスタ生成位置とする。コ
ンテンツ検索部１３４は、基準コンテンツの生成位置の重心を基準クラスタ生成位置とし
てもよい。
【００８１】
　同様に、コンテンツ検索部１３４は、対比クラスタが生成された位置である対比クラス
タ生成位置を特定する。例えば、コンテンツ検索部１３４は、対比クラスタに含まれるコ
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ンテンツ、即ち対比コンテンツの生成位置のいずれかを対比クラスタ生成位置とする。コ
ンテンツ検索部１３４は、対比コンテンツの生成位置の重心を対比クラスタ生成位置とし
てもよい。
【００８２】
　そして、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタ生成位置から対比クラスタ生成位置
までの距離を算出し、算出された距離が所定範囲内（例えば基準クラスタ生成位置から半
径１ｋｍ以内）であるかを判定する（距離条件）。
【００８３】
　そして、コンテンツ検索部１３４は、基準クラスタ生成位置から対比クラスタ生成位置
までの距離を示す距離評価値Ｅ２を、以下の式（２）に従って算出する。
【００８４】
　Ｅ２＝ａ２×Ｘ２　…（２）
　ここで、Ｘ２は予め設定された正の実数値であり、ａ２は以下の値に設定される。即ち
、ａ２は上述した距離条件が満たされる場合には１、満たされない場合は０とされる。
【００８５】
式（２）によれば、距離評価値Ｅ２は、基準クラスタ生成位置から対比クラスタ生成位置
までの距離が短いほど大きくなる。当該距離が短いほど、基準クラスタと対比クラスタと
の関連度合いが大きくなると考えられるからである。
【００８６】
　なお、距離評価値Ｅ２は、基準クラスタ生成位置から対比クラスタ生成位置までの距離
に応じて連続的に変化するようにしてもよい。この場合、距離評価値Ｅ２は、基準クラス
タ生成位置から対比クラスタ生成位置までの距離が短くなる程大きくなる。
【００８７】
　さらに、コンテンツ検索部１３４は、対比コンテンツに含まれる人物情報に基づいて、
以下の式（３）で表される人物情報評価値Ｅ３を算出する。ここで、人物情報は、対比コ
ンテンツのメタ情報であり、コンテンツ解析部１３２によって取得されるものである。
【００８８】
　Ｅ３＝ａ３×Ｘ３　…（３）
　ここで、Ｘ３は予め設定された正の実数値であり、ａ３は以下の値に設定される。即ち
、ａ３は、対比クラスタに含まれる対比コンテンツのうち、所定割合（例えば８割）以上
の対比コンテンツにユーザＡに関する人物情報が含まれる場合には１、それ以外の場合に
は０とされる。人物情報評価値Ｅ３は、例えば、上述した時間条件１、２、及び距離条件
のいずれも満たされないが、ユーザＡが写っている写真コンテンツを多数含む対比クラス
タを関連クラスタとして検索するための評価値である。人物情報評価値Ｅ３が大きくなる
対比クラスタとしては、例えば、ユーザＡと家族関係にある他のユーザがユーザＡを撮影
することで取得した写真クラスタ等が考えられる。ここで、対比コンテンツに含まれるべ
き人物情報がどのようなものであるかは、ユーザによって設定されてもよい。例えば、ユ
ーザＡは、ユーザＤが写っている写真コンテンツを共有したい場合、人物情報評価値Ｅ３

の判定基準となる人物情報をユーザＤに設定する。具体的には、ユーザＡは、その旨の指
示情報を入力部４０２に入力する。制御部４０５は、指示情報を通信部４０１に出力し、
通信部４０１は、指示情報をサーバ１０に送信する。サーバ１０のコンテンツ検索部１３
４は、指示情報に基づいて、ａ３を以下のように設定する。即ち、ａ３は、対比クラスタ
に含まれる対比コンテンツのうち、所定割合（例えば８割）以上の対比コンテンツにユー
ザＤに関する人物情報が含まれる場合には１、それ以外の場合には０とされる。
【００８９】
　また、コンテンツ検索部１３４は、基準コンテンツのメタ情報及び対比コンテンツのメ
タ情報の双方に通信情報が含まれる場合には、通信情報に基づいて、以下の式（４）で示
される通信情報評価値Ｅ４を算出する。
【００９０】
　Ｅ４＝ａ４×Ｘ４　…（４）
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　ここで、Ｘ４は予め設定された正の実数値であり、ａ４は以下の値に設定される。即ち
、ａ４は、基準コンテンツの作成に使用された携帯通信装置と対比コンテンツの作成に使
用された携帯通信装置との間で通信が行われていた場合には１とされ、それ以外の場合に
は０とされる。これらの携帯通信装置が通信を行った場合、ユーザＡと対比クラスタのユ
ーザとは同じイベントに参加した可能性が非常に高いので、対比クラスタの関連度合いが
大きいといえる。そこで、このような評価値が設定される。
【００９１】
　また、コンテンツ検索部１３４は、ユーザＡと対比コンテンツのユーザとの関係に基づ
いて、以下の式（５）で示されるユーザ関係評価値Ｅ５を算出する。
【００９２】
　Ｅ５＝ａ５×Ｘ５　…（５）
　ここで、Ｘ５は予め設定された正の実数値であり、ａ５は以下の値に設定される。即ち
、ａ５は、ユーザＡと対比クラスタのユーザとが家族関係にある場合には１、ユーザＡと
対比クラスタのユーザとは家族関係にはないが、何らかのグループ（例えばフレンドグル
ープ）を形成している場合を形成している場合には０．７、対比クラスタのユーザがユー
ザＡのブログに足あとを残している場合には０．４、これら以外の場合には０となる。し
たがって、ユーザ同士の関係が親密である程、ユーザ関係評価値Ｅ５が大きくなる。ユー
ザ同士の関係が親密である程、対比クラスタの関連度合いが大きくなると考えられるから
である。
【００９３】
　そして、コンテンツ検索部１３４は、以下の式（６）で示される総合評価値Ｅ０を算出
する。この総合評価値Ｅ０は、関連コンテンツと基準コンテンツとの関連度を示すもので
ある。
【００９４】
　Ｅ０＝Ｅ１＋Ｅ２＋Ｅ３＋Ｅ４＋Ｅ５　…（６）
【００９５】
　そして、コンテンツ検索部１３４は、総合評価値Ｅ０が所定の評価基準値を超えるとい
う条件を検索条件とし、検索条件を満たす対比クラスタを関連クラスタと判定する。これ
により、コンテンツ検索部１３４は、対比クラスタから関連クラスタを検索する。ユーザ
Ｂが図９に示す写真クラスタ５０２ｂを有し、ユーザＣが図１０に示すブログ６００ａを
有していた場合、これらのクラスタは基準クラスタである写真クラスタ５０２ａの近傍か
つ同時期に生成されているので、関連クラスタとされる可能性が高い。
【００９６】
　このように、コンテンツ検索部１３４は、時間評価値Ｅ１等を用いた評価といった比較
的簡易な評価手法を用いて、関連クラスタを検索することができるので、対比クラスタの
詳細な中身まで検討することなく、関連クラスタを検索することができる。したがって、
コンテンツ検索部１３４は、高度な認識技術を用いることなく、関連クラスタを検索する
ことができる。
【００９７】
　なお、コンテンツ検索部１３４は、上述した実数値Ｘ１～Ｘ５を変更することで、各評
価値の重みを変更することができる。例えば、コンテンツ検索部１３４は、距離及び時間
を重視する場合、即ち評価値Ｅ１～Ｅ２を重視する場合には、実数値Ｘ１～Ｘ２を実数値
Ｘ３～Ｘ５よりも相対的に大きくする。実数値Ｘ１～Ｘ５はコンテンツ検索部１３４によ
って自動的に設定されても良いが、ユーザによって設定されてもよい。
【００９８】
　また、評価基準値は複数段階で設定されてもよい。例えば、コンテンツ検索部１３４は
、第１段階の所定値で検索された関連コンテンツからユーザが所望するメタ情報を取得す
ることができなかった場合には、第２段階以降のより低い評価基準値を用いて、関連コン
テンツを検索するようにしてもよい。
【００９９】
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　コンテンツ検索部１３４は、このように重みを変更することで、生成位置が基準クラス
タと共通するが生成時点が基準クラスタと異なる対比クラスタ、生成時点が基準クラスタ
と共通するが生成位置が異なる対比クラスタをそれぞれ関連クラスタとして検索すること
が可能になる。異なるユーザが同じイベントを同時期かつ異なる位置で行った場合（例え
ば、異なるユーザが異なる場所で「日食」の撮影を行った場合）、対比クラスタの生成位
置は基準クラスタの生成位置と異なるが、これらの生成時点は同じとなる。一方、異なる
ユーザが同じイベントを異なる時期かつ同じ位置で行った場合（例えば、異なるユーザが
異なる時間に同じテーパマークで遊んだ場合）、対比クラスタの生成時点は基準クラスタ
の生成時点と異なるが、これらの生成位置は同じとなる。
【０１００】
　ステップＳ１９０において、コンテンツ検索部１３４は、検索条件を満たす対比クラス
タ、即ち関連クラスタが存在するかを判定し、関連クラスタが存在すると判定した場合に
は、ステップＳ２００に進み、関連クラスタが存在しないと判定した場合には、ステップ
Ｓ２２０に進む。ステップＳ２００において、コンテンツ検索部１３４は、関連クラスタ
を構成するコンテンツ、即ち関連コンテンツからメタ情報を取得する。
【０１０１】
　ステップＳ２１０において、コンテンツ検索部１３４は、ステップＳ２１０で取得した
各メタ情報をスコアリングする。各メタ情報のスコア、即ち評価値は、そのメタ情報に関
連付けられた関連コンテンツ（即ち関連クラスタ）の総合評価値Ｅ０となる。
【０１０２】
　ステップＳ２２０において、コンテンツ検索部１３４は、ステップＳ１６０及びステッ
プＳ２００で取得したメタ情報を一覧表示したメタ情報一覧画像を生成する。ここで、コ
ンテンツ検索部１３４は、各メタ情報を評価値の降順でソートする。コンテンツ検索部１
３４は、評価値の付与されていないメタ情報（即ち、ステップＳ１６０で取得したメタ情
報）については、評価値を０とする。また、コンテンツ検索部１３４は、同じ関連クラス
タから複数のメタ情報を取得した場合、これらのメタ情報を組み合わせて１つのメタ情報
としてもよい。この場合、組み合わせ後のメタ情報の評価値は、組み合わせ前のメタ情報
の評価値を総計したものとしてもよい。このように、コンテンツ検索部１３４は、基準ク
ラスタのみならず、関連クラスタからもメタ情報を抽出するので、より多様なメタ情報を
取得することができる。
【０１０３】
　コンテンツ検索部１３４は、メタ情報一覧画像に関するメタ情報一覧画像情報を記憶部
１２に記憶させると共に、通信部１１に出力する。通信部１１はメタ情報一覧画像情報を
ユーザＡのユーザ端末４０に送信する。ユーザ端末４０の通信部４０１は、受信したメタ
情報一覧画像情報を制御部４０５に出力する。制御部４０５は、メタ情報一覧画像情報に
基づいて、メタ情報一覧画像を表示部４０４に表示する。メタ情報一覧画像の一例を図１
２に示す。図１２では、表示部４０４にメタ情報一覧画像５０６が表示されている。メタ
情報一覧画像５０６では、「妙高高原　スキー旅行」というメタ情報、即ちユーザＢの写
真クラスタ５０２ｂから取得したメタ情報が最上位に表示されている。
【０１０４】
　ユーザＡは、メタ情報一覧画像５０６に表示されたメタ情報から、所望のメタ情報を選
択する。制御部４０５は、選択されたメタ情報に関するメタタグ設定要求情報を生成し、
通信部４０１に出力する。通信部４０１は、メタタグ設定要求情報をサーバ１０に送信す
る。サーバ１０の通信部１１は、メタタグ設定要求情報をメタタグ付与部１３６に出力す
る。このように、ユーザ端末４０は、メタ情報一覧画像５０６を表示するので、ユーザＡ
は、メタ情報一覧画像５０６から所望のメタ情報を選択し、これをメタタグ情報とするこ
とができる。即ち、ユーザＡは、所望のメタタグ情報を簡易に設定することができる。特
に、メタ情報一覧画像５０６には、評価値の降順でメタ情報が列挙されているので、ユー
ザＡは、基準クラスタにふさわしいメタタグ情報がどれになるのかを容易に判断すること
ができる。
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【０１０５】
　メタタグ付与部１３６は、メタタグ設定要求情報に基づいて、ユーザＡが選択したメタ
情報を基準クラスタのメタタグ情報（即ち名称）とする。そして、メタタグ付与部１３６
は、メタタグ情報をメタ情報として基準クラスタに付与する。例えば、ユーザＡが「妙高
高原　スキー旅行」というメタ情報を選択した場合には、図１３に示すように、「妙高高
原　スキー旅行」というメタ情報が基準クラスタ５０２ａのメタタグ情報５０４ａとされ
る。
【０１０６】
　一方、ステップＳ２４０において、コンテンツ検索部１３４は、上述したステップＳ１
８０と同様の処理を行なう。ただし、ここでは、対比クラスタは、ユーザＡ以外のユーザ
が有するクラスタとなる。ステップＳ２５０において、コンテンツ検索部１３４は、検索
条件を満たす対比クラスタ、即ち関連クラスタが存在するかを判定し、関連クラスタが存
在すると判定した場合には、ステップＳ２６０に進み、関連クラスタが存在しないと判定
した場合には、サービス提供処理を終了する。
【０１０７】
　ステップＳ２６０において、コンテンツ検索部１３４は、関連クラスタがユーザＡと関
連クラスタのユーザとで共有可能であるかを関連クラスタ毎に判定する。ここで、コンテ
ンツ検索部１３４は、以下の共有条件１～２のいずれかが満たされる関連クラスタをユー
ザＡと関連クラスタのユーザとで共有可能であると判定する。もちろん、コンテンツ検索
部１３４は、共有条件１～２の両方が満たされる場合に、関連クラスタをユーザＡと関連
クラスタのユーザとで共有可能であると判定してもよい。また、共有条件を満たさない関
連クラスタも共有の対象としてもよい。
【０１０８】
　共有条件１：ユーザＡと関連クラスタのユーザとの間でグループが形成されている。
　共有条件２：関連クラスタを構成する関連コンテンツのうち、所定割合以上の関連コン
テンツにユーザＡに関する人物情報が含まれている。
【０１０９】
　コンテンツ検索部１３４は、ユーザＡと関連クラスタのユーザとで共有可能な関連クラ
スタが存在する場合には、ステップＳ２７０に進み、このような関連クラスタが存在しな
い場合には、サービス提供処理を終了する。
【０１１０】
　コンテンツ検索部１３４は、共有可能な関連クラスタを一覧表示した関連クラスタ一覧
画像を生成する。関連クラスタ一覧画像は、共有可能な関連クラスタを共有相手のユーザ
ごとに一覧表示したものである。コンテンツ検索部１３４は、関連クラスタ一覧画像に関
する関連クラスタ一覧画像情報を記憶部１２に記憶させると共に、通信部１１に出力する
。通信部１１は関連クラスタ一覧画像情報をユーザＡのユーザ端末４０に送信する。ユー
ザ端末４０の通信部４０１は、受信した関連クラスタ一覧画像情報を制御部４０５に出力
する。制御部４０５は、関連クラスタ一覧画像情報に基づいて、関連クラスタ一覧画像を
表示部４０４に表示する。
【０１１１】
　関連クラスタ一覧画像の一例を図１４に示す。関連クラスタ一覧画像は、一または複数
のユーザ別関連クラスタ一覧画像７０１で構成される。ユーザ別関連クラスタ一覧画像７
０１は、共有相手のユーザを示すユーザ表示エリア７０２と、関連クラスタを表示する関
連クラスタ表示エリア７０３とを有する。ユーザ表示エリアには、共有相手のユーザの顔
画像や人物情報（例えば氏名、ユーザＩＤ等）が表示される。関連クラスタ表示エリア７
０３には、各種の関連クラスタ、例えば写真クラスタ５０２やブログ６００が表示される
。また、関連クラスタ一覧画像の他、ユーザに関連クラスタの選択を促す説明画像８００
も表示される。
【０１１２】
　また、図１４で拡大表示されるように、各写真クラスタ５０２では、ユーザＡ、即ち基
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準クラスタのユーザが写っている写真コンテンツ５０３ｃが最も上に配置される。これに
より、ユーザＡは、他のユーザが自己の写っている写真コンテンツを有していることを容
易に認識することができる。
【０１１３】
　また、各関連クラスタ表示エリア７０３には、チェックボックス７０７が表示される。
ユーザＡは、共有したい関連クラスタのチェックボックス７０７にチェック７０８を入れ
ることで、共有したい関連クラスタを選択する。
【０１１４】
　制御部４０５は、ユーザＡが選択した関連クラスタに関する共有要求情報を生成し、通
信部４０１に出力する。通信部４０１は、共有要求情報をサーバ１０に送信する。サーバ
１０は、共有要求情報を受信し、共有処理部１３５に出力する。共有処理部１３５は、共
有要求情報に基づいて、ユーザＡが共有したい関連クラスタを、当該関連クラスタのユー
ザと共有させる。具体的には、共有処理部１３５は、関連クラスタを共有するユーザを示
す共有情報を関連クラスタのメタ情報として生成する。なお、共有処理部１３５は、事前
に（即ち、共有情報を生成する前に）関連クラスタのユーザの許可を受けるようにしても
よい。また、共有処理部１３５は、基準クラスタも関連クラスタのユーザと共有するよう
にしてもよい。
【０１１５】
　図１５に関連クラスタ一覧画像の変形例を示す。この変形例では、各関連クラスタの評
価値（スコア）が評価値表示エリア７０９に表示されている。また、ユーザＡとグループ
を形成していないユーザが網掛け表示される。この変形例によれば、ユーザＡは、ユーザ
Ａにとってより関連の深い関連クラスタを容易に選択することができる。
【０１１６】
　以上により、本実施形態では、情報処理システム１は、基準コンテンツに関連する関連
コンテンツを、ストレージサーバ２０に格納されたコンテンツである対比コンテンツから
検索し、関連コンテンツを複数のユーザに共有させる。したがって、情報処理システム１
は、共有の対象となるコンテンツを自動的に検索することができる。
【０１１７】
　さらに、情報処理システム１は、関連コンテンツに基づいて、前記基準コンテンツの名
称、即ちメタ情報を設定するので、メタタグ情報を簡易かつ適切に設定することができる
。特に、関連コンテンツが基準コンテンツよりも多様なメタ情報を有している場合には、
情報処理システム１は、多様なメタ情報からメタタグ情報を設定することができるので、
より適切なメタタグ情報を基準コンテンツに設定することができる。
【０１１８】
　さらに、情報処理システム１は、基準コンテンツに含まれる基準メタ情報と、対比コン
テンツに含まれる対比メタ情報とに基づいて、関連コンテンツを検索するので、関連コン
テンツを容易に検索することができる。
【０１１９】
　さらに、情報処理システム１は、基準コンテンツ生成時点から対比コンテンツ生成時点
までの時間と、基準コンテンツ生成位置から対比コンテンツ生成位置までの距離と、のう
ち、少なくとも一方に基づいて、関連コンテンツを検索する。したがって、情報処理シス
テム１は、基準コンテンツと関連性の高い対比コンテンツを関連コンテンツとして検索す
ることができる。
【０１２０】
　さらに、情報処理システム１は、基準コンテンツ生成時点から対比コンテンツ生成時点
までの時間が所定範囲内となる対比コンテンツを関連コンテンツとして検索する。したが
って、情報処理システム１は、基準コンテンツと関連性の高い対比コンテンツを関連コン
テンツとして検索することができる。
【０１２１】
　さらに、情報処理システム１は、基準コンテンツ生成時点から対比コンテンツ生成時点
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までの時間が所定値となる対比コンテンツを関連コンテンツとして検索する。したがって
、情報処理システム１は、基準コンテンツと関連性の高い対比コンテンツを関連コンテン
ツとして検索することができる。
【０１２２】
　さらに、情報処理システム１は、基準コンテンツの内容に基づいて、所定値を決定する
。したがって、情報処理システム１は、基準コンテンツと関連性の高い対比コンテンツを
より確実に検索することができる。
【０１２３】
　さらに、情報処理システム１は、基準コンテンツ生成位置から対比コンテンツ生成位置
までの距離が所定範囲内となる対比コンテンツを関連コンテンツとして検索する。したが
って、情報処理システム１は、基準コンテンツと関連性の高い対比コンテンツを関連コン
テンツとして検索することができる。
【０１２４】
　さらに、情報処理システム１は、時間評価値と距離評価値との合計値に基づいて、関連
コンテンツを検索する。したがって、情報処理システム１は、基準コンテンツと関連性の
高い対比コンテンツを関連コンテンツとして検索することができる。
【０１２５】
　さらに、情報処理システム１は、対比コンテンツに含まれる人物情報に基づいて、関連
コンテンツを検索する。したがって、情報処理システム１は、基準コンテンツと関連性の
高い対比コンテンツを関連コンテンツとして検索することができる。
【０１２６】
　さらに、情報処理システム１は、基準コンテンツのユーザを示す対比コンテンツを、関
連コンテンツとして検索する。したがって、情報処理システム１は、基準コンテンツと関
連性の高い対比コンテンツを関連コンテンツとして検索することができる。
【０１２７】
　さらに、情報処理システム１は、基準コンテンツを生成した通信装置と近接通信を行っ
た通信装置により生成された対比コンテンツを関連コンテンツとして検索する。したがっ
て、情報処理システム１は、基準コンテンツと関連性の高い対比コンテンツを関連コンテ
ンツとして検索することができる。
【０１２８】
　さらに、情報処理システム１は、ユーザ同士の関係に基づいて、関連コンテンツを検索
する。したがって、したがって、情報処理システム１は、基準コンテンツと関連性の高い
対比コンテンツを関連コンテンツとして検索することができる。
【０１２９】
　さらに、情報処理システム１は、ユーザ同士がグループを形成している場合に、関連コ
ンテンツを複数のユーザに共有させる処理を行う。したがって、情報処理システム１は、
ユーザ同士の関係が親密な場合に、関連コンテンツを共有させることができる。
【０１３０】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１３１】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　一のユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、他
のユーザが有するコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテンツ検索部と、
　前記関連コンテンツを前記一のユーザと前記他のユーザとに共有させる処理を行う共有
処理部と、を備える、情報処理装置。
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（２）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツに含まれる基準メタ情報と、前記対比コ
ンテンツに含まれる対比メタ情報とに基づいて、前記関連コンテンツを検索する、前記（
１）記載の情報処理装置。
（３）
　前記基準メタ情報は、前記基準コンテンツが生成された時点である基準コンテンツ生成
時点と、前記基準コンテンツが生成された位置である基準コンテンツ生成位置とのうち、
少なくとも一方を含み、
　前記対比メタ情報は、前記対比コンテンツが生成された時点である対比コンテンツ生成
時点と、前記対比コンテンツが生成された位置である対比コンテンツ生成位置とのうち、
少なくとも一方を含み、
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間と、前記基準コンテンツ生成位置から前記対比コンテンツ生成位置までの距
離と、のうち、少なくとも一方に基づいて、前記関連コンテンツを検索する、前記（２）
記載の情報処理装置。
（４）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間が所定範囲内となる前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索す
る、前記（３）記載の情報処理装置。
（５）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間が所定値となる前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索する、
前記（３）記載の情報処理装置。
（６）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツの内容に基づいて、前記所定値を決定す
る、前記（５）記載の情報処理装置。
（７）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成位置から前記対比コンテンツ生成位
置までの距離が所定範囲内となる前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索す
る、前記（３）～（６）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（８）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間を示す評価値である時間評価値と、前記基準コンテンツ生成位置から前記対
比コンテンツ位置時点までの距離を示す評価値である距離評価値と、の合計値に基づいて
、前記関連コンテンツを検索する、前記（３）～（７）のいずれか１項に記載の情報処理
装置。
（９）
　前記コンテンツ検索部は、前記対比コンテンツに含まれる人物情報に基づいて、前記関
連コンテンツを検索する、前記（１）～（８）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１０）
　前記コンテンツ検索部は、前記一のユーザを示す人物情報を含む前記対比コンテンツを
、前記関連コンテンツとして検索する、前記（９）記載の情報処理装置。
（１１）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツを生成した通信装置と近接通信を行った
通信装置により生成された前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索する、前
記（１）～（１０）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１２）
　前記コンテンツ検索部は、前記一のユーザと前記他のユーザとの関係に基づいて、前記
対比コンテンツから前記関連コンテンツを検索する、前記（１）～（１１）のいずれか１
項に記載の情報処理装置。
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（１３）
　前記共有処理部は、前記他のユーザが前記一のユーザとグループを形成している場合に
、関連コンテンツを前記一のユーザと前記他のユーザとに共有させる処理を行う、前記（
１）～（１２）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１４）
　一のユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、他
のユーザが有するコンテンツである対比コンテンツから検索することと、
　前記関連コンテンツを前記一のユーザと前記他のユーザとに共有させる処理を行うこと
と、を含む、情報処理方法。
（１５）
　コンピュータに、
　一のユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、他
のユーザが有するコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテンツ検索機能と、
　前記関連コンテンツを前記一のユーザと前記他のユーザとに共有させる処理を行う共有
処理機能と、を実現させる、プログラム。
（１６）
　一のユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、他
のユーザが有するコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテンツ検索部と、
　前記関連コンテンツを前記一のユーザと前記他のユーザとに共有させる処理を行う共有
処理部と、
　前記関連コンテンツを送信する通信部と、を備えるサーバと、
　前記サーバから送信された前記関連コンテンツを前記一のユーザに提示可能な第１のユ
ーザ端末と、
　前記サーバから送信された前記関連コンテンツを前記他のユーザに提示可能な第２のユ
ーザ端末と、を備える、情報処理システム。
（１７）
　ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、前記基
準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテンツ検索部と、
　前記関連コンテンツに基づいて、前記基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設定
するメタタグ付与部と、を備える、情報処理装置。
（１８）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツに含まれる基準メタ情報と、前記対比コ
ンテンツに含まれる対比メタ情報とに基づいて、前記関連コンテンツを検索する、前記（
１７）記載の情報処理装置。
（１９）
　前記基準メタ情報は、前記基準コンテンツが生成された時点である基準コンテンツ生成
時点と、前記基準コンテンツが生成された位置である基準コンテンツ生成位置とのうち、
少なくとも一方を含み、
　前記対比メタ情報は、前記対比コンテンツが生成された時点である対比コンテンツ生成
時点と、前記対比コンテンツが生成された位置である対比コンテンツ生成位置とのうち、
少なくとも一方を含み、
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間と、前記基準コンテンツ生成位置から前記対比コンテンツ生成位置までの距
離と、のうち、少なくとも一方に基づいて、前記関連コンテンツを検索する、前記（１８
）記載の情報処理装置。
（２０）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間が所定範囲内となる前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索す
る、前記（１９）記載の情報処理装置。
（２１）
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　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間が所定値となる前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索する、
前記（１９）記載の情報処理装置。
（２２）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツの内容に基づいて、前記所定値を決定す
る、前記（２１）記載の情報処理装置。
（２３）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成位置から前記対比コンテンツ生成位
置までの距離が所定範囲内となる前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索す
る、前記（１９）～（２２）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（２４）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツ生成時点から前記対比コンテンツ生成時
点までの時間を示す評価値である時間評価値と、前記基準コンテンツ生成位置から前記対
比コンテンツ位置時点までの距離を示す評価値である距離評価値と、の合計値に基づいて
、前記関連コンテンツを検索する、前記（１９）～（２３）のいずれか１項に記載の情報
処理装置。
（２５）
　前記コンテンツ検索部は、前記対比コンテンツに含まれる人物情報に基づいて、前記関
連コンテンツを検索する、前記（１７）～（２４）のいずれか１項に記載の情報処理装置
。
（２６）
　前記コンテンツ検索部は、前記ユーザを示す人物情報を含む前記対比コンテンツを、前
記関連コンテンツとして検索する、前記（２５）記載の情報処理装置。
（２７）
　前記コンテンツ検索部は、前記基準コンテンツを生成した通信装置と近接通信を行った
通信装置により生成された前記対比コンテンツを前記関連コンテンツとして検索する、前
記（１７）～（２６）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（２８）
　ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、前記基
準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索することと、
　前記関連コンテンツに基づいて、前記基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設定
することと、を含む、情報処理方法。
（２９）
　コンピュータに、
　ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、前記基
準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテンツ検索機能と
、
　前記関連コンテンツに基づいて、前記基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設定
するメタタグ付与機能と、を実現させる、プログラム。
（３０）
　ユーザが有するコンテンツである基準コンテンツに関連する関連コンテンツを、前記基
準コンテンツ以外のコンテンツである対比コンテンツから検索するコンテンツ検索部と、
　前記関連コンテンツに基づいて、前記基準コンテンツの名称であるメタタグ情報を設定
するメタタグ付与部と、を備えるサーバと、
　前記サーバに前記基準コンテンツへのメタタグ情報の付与を要求するユーザ端末と、を
備える、情報処理システム。
（３１）
　前記コンテンツ検索部は、前記関連コンテンツからメタ情報を取得し、前記メタ情報の
一覧情報を生成し、前記メタ情報の一覧情報を前記ユーザ端末に送信し、
　前記ユーザ端末は、前記メタ情報の一覧情報を提示する、前記（３０）記載の情報処理
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（３２）
　前記コンテンツ検索部は、前記関連コンテンツと前記基準コンテンツとの関連度合いを
示す評価値を算出し、前記メタ情報の一覧情報内のメタ情報を、前記評価値に基づいてソ
ートする、前記（３１）記載の情報処理システム。
【符号の説明】
【０１３２】
１　　情報処理システム
１０　サーバ
２０　ストレージサーバ
３０　ネットワーク
４０　ユーザ端末
１３　制御部
１３１　コンテンツ管理部
１３２　コンテンツ解析部
１３３　クラスタ生成部
１３４　コンテンツ検索部
１３５　共有処理部
１３６　メタタグ付与部
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