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(57)【要約】
　検索語リスト提供装置が検索語リストを提供する方法
において、タグ獲得部が、検索語に設定されたタグを獲
得する段階と、エフェクト適用部が、検索語に対して、
タグに相応するエフェクトを適用する段階と、検索語リ
スト提供部が、エフェクトが適用された検索語を含む検
索語リストを表示する段階と、を含む検索語リスト提供
方法である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検索語リスト提供装置が検索語リストを提供する方法において、
　タグ獲得部が、検索語に設定されたタグを獲得する段階と、
　エフェクト適用部が、前記検索語に対して、前記タグに相応するエフェクトを適用する
段階と、
　検索語リスト提供部が、前記エフェクトが適用された前記検索語を含む検索語リストを
表示する段階と、を含む検索語リスト提供方法。
【請求項２】
　前記エフェクトを適用する段階は、
　前記エフェクト適用部が、前記検索語に相応する客体に、前記タグに相応する視覚的効
果を適用することを特徴とする請求項１に記載の検索語リスト提供方法。
【請求項３】
　前記エフェクトを適用する段階は、
　前記エフェクト適用部が、前記検索語に相応する順位記号を、前記タグに相応する色相
に変更することを特徴とする請求項１に記載の検索語リスト提供方法。
【請求項４】
　前記エフェクトを適用する段階は、
　前記エフェクト適用部が、前記検索語の文字列を、前記タグに相応する色相に変更する
ことを特徴とする請求項１に記載の検索語リスト提供方法。
【請求項５】
　前記エフェクトを適用する段階は、
　前記エフェクト適用部が、前記検索語に相応するように、前記タグに相応する客体を、
前記検索語の側に追加することを特徴とする請求項１に記載の検索語リスト提供方法。
【請求項６】
　前記エフェクトを適用する段階は、
　前記エフェクト適用部が、前記検索語の側に前記タグに相応するインフォグラフィック
またはイモティコンを挿入することを特徴とする請求項５に記載の検索語リスト提供方法
。
【請求項７】
　前記検索語リスト提供装置は、追加エフェクト適用部をさらに含み、
　前記検索語リスト提供方法は、
　前記追加エフェクト適用部が、前記検索語に係わる選択信号に基づいて、前記検索語に
対して、追加エフェクトを適用する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
検索語リスト提供方法。
【請求項８】
　前記追加エフェクトを適用する段階は、
　前記追加エフェクト適用部が、前記検索語に相応して提供される検索結果に、前記タグ
に相応する視覚的効果を適用することを特徴とする請求項７に記載の検索語リスト提供方
法。
【請求項９】
　前記追加エフェクトを適用する段階は、
　前記追加エフェクト適用部が、前記検索語に係わる選択信号が入力される場合、前記検
索語に相応する検索結果に、前記タグに相応する色相のテーマを適用することを特徴とす
る請求項８に記載の検索語リスト提供方法。
【請求項１０】
　前記追加エフェクトを適用する段階は、
　前記追加エフェクト適用部が、前記検索語に相応するように、前記タグに相応する客体
を、前記検索語に隣接した位置に追加することを特徴とする請求項７に記載の検索語リス
ト提供方法。
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【請求項１１】
　前記追加エフェクトを適用する段階は、
　前記追加エフェクト適用部が、前記検索語にポインタを載せる信号が入力される場合、
前記タグに相応する案内メッセージを、前記検索語に隣接した位置に挿入することを特徴
とする請求項１０に記載の検索語リスト提供方法。
【請求項１２】
　前記検索語リストを提供する段階は、
　前記検索語リスト提供部が、前記検索語に係わる選択信号に基づいて、前記検索語リス
トに含まれる検索語を変更することを特徴とする請求項１に記載の検索語リスト提供方法
。
【請求項１３】
　前記検索語リストを提供する段階は、
　前記検索語リスト提供部が、前記検索語に相応する順位記号に係わる選択信号が入力さ
れる場合、前記タグと同一タグが設定された検索語のみを含む前記検索語リストを提供す
ることを特徴とする請求項１２に記載の検索語リスト提供方法。
【請求項１４】
　前記検索語リストを提供する段階は、
　前記検索語リスト提供部が、前記検索語に相応するインフォグラフィックまたはイモテ
ィコンに係わる選択信号が入力される場合、前記タグと同一タグが設定された検索語のみ
を含む前記検索語リストを提供することを特徴とする請求項１２に記載の検索語リスト提
供方法。
【請求項１５】
　検索語に設定されたタグを獲得するタグ獲得部と、
　前記検索語に対して、前記タグに相応するエフェクトを適用するエフェクト適用部と、
　前記エフェクトが適用された前記検索語を含む検索語リストを表示する検索語リスト提
供部と、を含む検索語リスト提供装置。
【請求項１６】
　前記エフェクト適用部は、
　前記検索語に相応する客体に、前記タグに相応する視覚的効果を適用することを特徴と
する請求項１５に記載の検索語リスト提供装置。
【請求項１７】
　前記エフェクト適用部は、
　前記検索語に相応するように、前記タグに相応する客体を、前記検索語の側に追加する
ことを特徴とする請求項１５に記載の検索語リスト提供装置。
【請求項１８】
　前記検索語リスト提供装置は、
　前記検索語に対する入力信号に基づいて、前記検索語に対して追加エフェクトを適用す
る追加エフェクト適用部をさらに含むことを特徴とする請求項１５に記載の検索語リスト
提供装置。
【請求項１９】
　コンピュータを利用して、請求項１ないし１４のうちいずれか１項に記載の方法を装置
のコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　請求項１ないし１４のうちいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるコン
ピュータプログラムを配布する配布サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検索語リスト提供装置、及びそれを利用した方法に係り、さらに詳細には、
ユーザが検索語を一つ一つ選択確認せずとも、当該検索語がいかなる内容に係わるもので
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あるかということを把握することができるようにする検索語リスト提供装置、及びそれを
利用した方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　検索サービスを提供する検索サーバは、検索者から検索語が入力されれば、当該キーワ
ードに応答して検索結果を検索者に提供する。
【０００３】
　特定期間にイシューが発生する場合、当該イシューに係わる検索語の入力頻度数が急増
することになるので、検索サーバは、かような検索語を含む検索語リストを生成して提供
する方法により、ユーザに当該期間に発生したイシューに係わる検索語を提案することが
できる。
【０００４】
　前述の背景技術は、発明者が本発明の導出のために保有していた技術情報、又は、本発
明の導出過程で習得したりした技術情報であり、必ずしも本発明の出願前に、一般公衆に
公開された公知技術であるとは限らない。
【０００５】
　例えば、韓国公開特許第１０－２００７－０１１７５２６号（公開日２００７年１２月
１２日）「リアルタイム急上昇キーワード抽出方法及びリアルタイム急上昇キーワード抽
出システム」には、リアルタイム急上昇キーワードを抽出する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２００７－０１１７５２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の実施形態は、タグが設定された検索語を含む検索語リストを提供するための検
索語リスト提供装置、及びそれを利用した方法を提供する。
【０００８】
　また、本発明の実施形態は、検索語に設定されたタグに相応するエフェクトを当該検索
語に適用し、エフェクトが適用された検索語を含む検索語リストを提供することにより、
ユーザをして、検索語それぞれに対して検索結果を一つ一つ確認せずとも、当該検索語が
いかなる内容に係わるものであるかということをさらに容易に把握させるための検索語リ
スト提供装置、及びそれを利用した方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態は、検索語に設定されたタグ（tag）を獲得するタグ獲得部と、前
記検索語に対して、前記タグに相応するエフェクトを適用するエフェクト適用部と、前記
エフェクトが適用された前記検索語を含む検索語リストを表示する検索語リスト提供部と
、を含む検索語リスト提供装置を開示する。
【００１０】
　本発明の他の一実施形態は、タグ獲得部が検索語に設定されたタグを獲得する段階と、
エフェクト適用部が、前記検索語に対して、前記タグに相応するエフェクトを適用する段
階と、検索語リスト提供部が、前記エフェクトが適用された前記検索語を含む検索語リス
トを表示する段階と、を含む検索語リスト提供方法を開示する。
【００１１】
　本発明のさらに他の一実施形態は、コンピュータを利用して、前記方法を実行させるた
めに、媒体に保存されたコンピュータプログラムを開示する。
【００１２】
　本発明のさらに他の一実施形態は、前記方法をコンピュータで実行させるためのプログ
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ラムを配布する配布サーバを開示する。
【００１３】
　前述のところ以外の他の側面、特徴、利点が、以下の図面、特許請求の範囲、及び発明
の詳細な説明から明確になるであろう。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施形態による検索語リスト提供装置、及びそれを利用した方法によって、タ
グが設定された検索語を含む検索語リストを提供することができる。
【００１５】
　また、本発明の実施形態による検索語リスト提供装置、及びそれを利用した方法によっ
て、検索語に設定されたタグに相応するエフェクトを当該検索語に適用し、エフェクトが
適用された検索語を含む検索語リストを提供することにより、ユーザをして、検索語それ
ぞれに対して検索結果を一つ一つ確認せずとも、当該検索語がいかなる内容に係わるもの
であるかということをさらに容易に把握させる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態による検索語リスト提供システムの構成を示した図面である
。
【図２】図１に図示された検索語リスト提供装置の内部構成の一例を示したブロック図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態による検索語リスト提供方法を示した動作フローチャートで
ある。
【図４】図１に図示されたユーザ端末機に検索語リストが提供されている画面の一例であ
る。
【図５】図１に図示されたユーザ端末機に検索語リストが提供されている画面の他の例で
ある。
【図６】図１に図示されたユーザ端末機に検索語リストが提供されている画面のさらに他
の例である。
【図７】図１に図示されたユーザ端末機に検索語リストが提供されている画面のさらに他
の例である。
【図８】図１に図示されたユーザ端末機に検索語リストが提供されている画面のさらに他
の例である。
【図９】図１に図示されたユーザ端末機に、検索語リスト及び検索結果が提供されている
画面の例である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、多様な変換を加えることができ、さまざまな実施形態を有することができる
が、特定実施形態を図面に例示し、詳細な説明によって詳細に説明する。本発明の効果、
特徴、及びそれらを達成する方法は、図面と共に詳細に説明する実施形態を参照すれば明
確になるであろう。しかし、本発明は、以下で開示される実施形態に限定されるものでは
なく、多様な形態に具現される。以下の実施形態において、第１、第２のような用語は、
限定的な意味ではなく、１つの構成要素を他の構成要素と区別する目的に使用された。ま
た、数量を限定していない表現は、文脈上明白に別意を意味しない限り、単数又は複数の
表現を含む。また、「含む」または「有する」というような用語は、明細書上に記載され
た特徴または構成要素が存在するということを意味することにより、１以上の他の特徴ま
たは構成要素が付加される可能性をあらかじめ排除するものではない。また、図面におい
ては、説明の便宜のために、構成要素がその大きさが誇張されていたり縮小されていたり
する。例えば、図面に示された各構成の大きさ及び厚みは、説明の便宜のために任意に示
されており、本発明は、必ずしも図示されたところに限定されるものではない。
【００１８】
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　以下、添付された図面を参照し、本発明の実施形態について詳細に説明するが、図面を
参照して説明するとき、同一であるか、あるいは対応する構成要素は、同一図面符号を付
し、それらに係わる重複説明は省略する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態による検索語リスト提供システム１の構成を示した図面で
ある。図１を参照すれば、本発明の一実施形態による検索語リスト提供システム１は、検
索語リスト提供装置１００及びユーザ端末機３００を含む。また、複数個のユーザ端末機
３００と検索語リスト提供装置１００とを相互連結する通信網４００を含む。
【００２０】
　本発明の一実施形態による検索語リスト提供装置１００は、ユーザ端末機３００に搭載
された端末アプリケーションを介して、ユーザに検索語リストを提供することを特徴とす
る。さらに具体的に、検索語リスト提供装置１００は、タグ（tag）が設定された検索語
に対して、当該タグに相応するエフェクトを適用し、当該検索語を含む検索語リストを、
ユーザ端末機３００の端末アプリケーションを介して、ユーザに提供することを特徴とす
る。
【００２１】
　端末アプリケーションは、ユーザ端末機２００に内蔵された端末アプリケーションや、
アプリケーション配布サーバからダウンロードされ、ユーザ端末機２００にインストール
された端末アプリケーションや、またはユーザ端末機２００に内蔵されたりインストール
されたりするウェブ（web）ブラウザを介して提供されるウェブアプリケーションでもあ
る。
【００２２】
　このとき、配布サーバは、端末アプリケーションを配布するための少なくとも１つの制
御部を含んでもよい。ここで、該制御部は、一種の中央処理装置であり、端末アプリケー
ションのアップロード管理及びダウンロード管理、端末アプリケーションのバージョン管
理などを行うような多様な機能を提供することができる。
【００２３】
　ここで、該制御部は、プロセッサ（processor）のように、データを処理することがで
きる全種の装置を含んでもよい。ここで、「プロセッサ」は、例えば、プログラム内に含
まれたコードまたは命令によって表現された機能を遂行するために、物理的に構造化され
た回路を有する、ハードウェアに内蔵されたデータ処理装置を意味する。このように、ハ
ードウェアに内蔵されたデータ処理装置の一例として、マイクロプロセッサ（microproce
ssor）、中央処理装置（ＣＰＵ：central　processing　unit）、プロセッサコア（proce
ssor　core）、マルチプロセッサ（multiprocessor）、ＡＳＩＣ（application-specific
　integrated　circuit）、ＦＰＧＡ（field　programmable　gate　array）などの処理
装置を網羅することができるが、本発明の範囲は、それらに限定されるものではない。
【００２４】
　ここで、本発明の検索語リスト提供装置１００は、検索語・検索結果以外に、広告提供
、及びその他ユーザの便宜を増進させる多様なサービスを提供することもできる。すなわ
ち、本発明の検索語リスト提供装置１００は、広告サービス、検索、電子メール、ブログ
、ソーシャルネットワークサービス（social　network　service）、ニュース、ショッピ
ング情報提供のような多様なサービスを提供するサーバでもある。
【００２５】
　複数個のユーザ端末機３００は、有無線通信環境において、端末アプリケーションを利
用することができる通信端末機を意味する。ここで、ユーザ端末機３００は、ユーザのパ
ソコン（ＰＣ）３０１でもあり、またはユーザの携帯用端末機３０２でもある。図１にお
いては、携帯用端末機がスマートフォン（smartphone）として図示されているが、本発明
の思想は、それらに制限されるものではなく、前述のように、端末アプリケーションを搭
載した端末であるならば、制限なしに借用される。
【００２６】
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　それについてさらに詳細に説明すれば、ユーザ端末機３００は、コンピュータ（例えば
、デスクトップ、ラップトップ、タブレットなど）、メディアコンピュータプラットホー
ム（例えば、ケーブル、衛星セットトップボックス、デジタルビデオレコーダ）、ハンド
ヘルドコンピュータデバイス（例えば、ＰＤＡ（personal　digital　assistant）、電子
メールクライアントなど）、携帯電話の任意形態、または他種のコンピュータ、またはコ
ミュニケーションプラットホームの任意形態を含んでもよいが、本発明は、それらに限定
されるものではない。
【００２７】
　一方、通信網４００は、複数個のユーザ端末機３００と検索語リスト提供装置１００と
を連結する役割を行う。すなわち、通信網４００は、ユーザ端末機３００が、検索語リス
ト提供装置１００に接続した後、データを送受信することができるように、接続経路を提
供する通信網を意味する。通信網４００は、例えば、ＬＡＮｓ（local　area　networks
）、ＷＡＮｓ（wide　area　networks）、ＭＡＮｓ（metropolitan　area　networks）、
ＩＳＤＮｓ（integrated　service　digital　networks）などの有線ネットワーク；無線
ＬＡＮｓ、ＣＤＭＡ（code　division　multiple　access）、ブルートゥース（登録商標
（Bluetooth））、衛星通信などの無線ネットワークを網羅することができるが、本発明
の範囲は、それらに限定されるものではない。
【００２８】
　図２は、図１に図示された検索語リスト提供装置の内部構成の一例を示したブロック図
である。図２を参照すれば、検索語リスト提供装置１００は、通信部１１０、メモリ１２
０、プログラム保存部１３０、制御部１４０、データベース（ＤＢ）１５０、タグ獲得部
１６０、エフェクト適用部１７０、検索語リスト提供部１８０及び追加エフェクト適用部
１９０を含んでもよい。
【００２９】
　通信部１１０は、通信網４００と連動し、検索語リスト提供装置１００とユーザ端末機
３００との間の送受信信号をパケットデータ形態で提供するのに必要な通信インターフェ
ースを提供する。さらに、通信部１１０は、ユーザ端末機３００に検索語や、検索語に相
応する検索結果を送信したり、ユーザ端末機３００から、検索語や、検索語に相応する客
体に対する入力信号を受信したりする役割を行うことができる。
【００３０】
　ここで、通信部１１０は、他のネットワーク装置と有無線連結を介して、制御信号また
はデータ信号のような信号を送受信するために必要なハードウェア及びソフトウェアを含
む装置でもある。
【００３１】
　メモリ１２０は、制御部１４０が処理するデータを、一時的または永久に保存する機能
を遂行する。ここで、メモリ１２０は、磁気記録媒体（magnetic　storage　media）また
はフラッシュ記録媒体（flash　storage　media）を含んでもよいが、本発明の範囲は、
それらに限定されるものではない。
【００３２】
　プログラム保存部１３０は、検索語に設定されたタグを獲得する作業、タグに相応する
エフェクトを獲得する作業、検索語にタグに相応するエフェクトを適用する作業、エフェ
クトが適用された検索語を含む検索語リストを生成する作業、検索語リストを提供する作
業などを遂行する制御ソフトウェアを搭載している。
【００３３】
　制御部１４０は、一種の中央処理装置であり、タグが設定された検索語を獲得し、検索
語に対してエフェクトを適用し、ユーザ端末機３００にエフェクトが適用された検索語を
送信する全体過程を制御する。すなわち、制御部１４０は、プログラム保存部１３０に搭
載された制御ソフトウェアを駆動し、タグ獲得部１６０、エフェクト適用部１７０及び検
索語リスト提供部１８０を制御し、検索語に設定されたタグを獲得し、検索語に対して、
タグに相応するエフェクトを適用し、ユーザ端末機３００に、エフェクトが適用された検
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索語を送信するというような多様な機能を提供することができる。
【００３４】
　ここで、制御部１４０は、プロセッサのように、データを処理することができる全種の
装置を含んでもよい。ここで、「プロセッサ」は、例えば、プログラム内に含まれたコー
ドまたは命令によって表現された機能を遂行するために、物理的に構造化された回路を有
する、ハードウェアに内蔵されたデータ処理装置を意味する。このように、ハードウェア
に内蔵されたデータ処理装置の一例として、マイクロプロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ
）、プロセッサコア、マルチプロセッサ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡなどの処理装置を網羅する
ことができるが、本発明の範囲は、それらに限定されるものではない。
【００３５】
　データベース１５０は、検索語についての情報、検索語に設定されたタグについての情
報、タグに相応するエフェクトについての情報などを保存することができる。
【００３６】
　選択的実施形態において、データベース１５０は、リアルタイムで入力頻度数が急上昇
した検索語である「リアルタイム急上昇検索語」についての情報をさらに保存することが
できる。
【００３７】
　タグ獲得部１６０は、検索語に設定されたタグを獲得する。例えば、「洪ギルＸ」が死
亡関連検索語である場合、「洪ギルＸ」に対して、当該検索語の内容または状態を識別す
ることができる単語として「謹弔」のような単語がタグとして設定され、タグ獲得部１６
０は、「謹弔」タグを獲得することができる。
【００３８】
　該タグは、検索語による検索結果の内容を示すために既設定のものでもあり、それぞれ
の検索語には、タグが一つも設定されないものもあり、１以上のタグが設定されるものも
ある。
【００３９】
　選択的実施形態において、該タグは、ユーザの検索語入力履歴によって自動的に設定さ
れる。例えば、青少年ユーザから入力頻度が急増した検索語に対しては、自動的に「青少
年」タグが設定される。
【００４０】
　エフェクト適用部１７０は、検索語に対して、タグに相応するエフェクトを適用する。
エフェクト適用部１７０は、特定検索語に対して、タグが一つも設定されない場合、エフ
ェクトを適用しないこともある。エフェクト適用部１７０は、特定検索語に、複数のタグ
が設定された場合、いずれか１つのタグに相応するエフェクトを適用したり、複数のタグ
それぞれに相応するエフェクトを混合して適用したり、当該タグの組み合わせ自体に相応
するエフェクトを適用したりする。
【００４１】
　エフェクト適用部１７０は、検索語に相応する客体に、タグに相応する視覚的効果を適
用することができる。例えば、エフェクト適用部１７０は、特定検索語に相応する検索語
文字列、順位記号、順位変動情報のような、客体に視覚的効果を適用することができる。
【００４２】
　選択的実施形態において、エフェクト適用部１７０は、検索語に相応する順位記号を、
タグに相応する色相に変更することができる。例えば、検索語リストにおいて、３位検索
語である「洪ギルＸ」に「謹弔」タグが設定されている場合、エフェクト適用部１７０は
、「洪ギルＸ」に相応する順位記号である３位順位記号を「謹弔」タグに相応する「黒」
色相に変更することができる。ただし、「黒」は単なる一例であり、例えば「赤」のよう
な別の色であっても良く、より一般的には任意の色であって良い。
【００４３】
　選択的実施形態において、エフェクト適用部１７０は、検索語の文字列を、タグに相応
するフォントに変更することができる。例えば、検索語リストにおいて、３位検索語であ
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る「洪ギルＸ」に「謹弔」タグが設定されている場合、エフェクト適用部１７０は、「洪
ギルＸ」文字列を「謹弔」タグに相応する「赤」色相に変更することができる。タグに相
応するフォント情報は、色相情報に限られず、字体、文字サイズ、下線いかんなどを含ん
でもよい。例えば、エフェクト適用部１７０は、「洪ギルＸ」文字列を「謹弔」タグに相
応する「黒」色相及び「ボールド（bold）」字体に変更することができる。
【００４４】
　選択的実施形態において、エフェクト適用部１７０は、検索語に相応するように、タグ
に相応する客体を追加することができる。例えば、エフェクト適用部１７０は、タグに相
応するインフォグラフィック（infographic）、イモティコンなどの客体を検索語に相応
するように追加することができる。さらに具体的には、検索語リストにおいて、３位検索
語である「洪ギルＸ」に「謹弔」タグが設定されている場合、エフェクト適用部１７０は
、「謹弔」タグに相応するインフォグラフィックとして、
【００４５】

のような謹弔リボン記号を「洪ギルＸ」文字列右側に挿入することができる。
【００４６】
　インフォグラフィックは、特定情報（information）を示すグラフィック（graphic）で
あり、本発明でのインフォグラフィックは、検索語の内容を示す記号またはイメージを意
味する。イモティコンは、感情（emotion）を示すアイコン（icon）であり、本発明での
イモティコンは、検索語の対象になる人物の感情を示したり、検索者の反応を示したりす
る記号またはイメージを意味する。
【００４７】
　検索語リスト提供部１８０は、エフェクトが適用された検索語を含む検索語リストを提
供する。例えば、検索語リスト提供部１８０は、エフェクトが適用されていない一般検索
語、及びエフェクトが適用された検索語を共に含む検索語リストを提供することができる
。
【００４８】
　選択的実施形態において、検索語リスト提供部１８０は、特定検索語に対する入力信号
に基づいて、当該検索語に設定されたタグと同一タグが設定された検索語が含まれた検索
語リストを提供することができる。例えば、検索語リスト提供部１８０は、特定検索語に
相応する順位記号またはインフォグラフィックに係わる選択信号が入力される場合、当該
検索語に設定されたタグと同一タグが設定された検索語が含まれた検索語リストを提供す
ることができる。さらに具体的には、検索語リストにおいて、３位検索語である「洪ギル
Ｘ」に「謹弔」タグが設定されており、３位順位記号に係わる選択信号がある場合、検索
語リスト提供部１８０は、「謹弔」タグが設定された検索語を含む検索語リストを提供す
ることができる。
【００４９】
　追加エフェクト適用部１９０は、検索語に対する入力信号に基づいて、検索語に対して
追加エフェクトを適用する。追加エフェクト適用部１９０は、検索語に相応する検索結果
にタグに相応する視覚的効果を適用することができる。例えば、特定検索語に係わる選択
信号が入力される場合、追加エフェクト適用部１９０は、当該検索語に相応する検索結果
に、タグに相応する色相のテーマを適用することができる。さらに具体的には、検索語リ
ストにおいて、１０位検索語である「李ギュＸ」に「恋愛中」タグが設定されており、「
李ギュＸ」に係わる選択信号が入力される場合、エフェクト適用部１７０は、「李ギュＸ
」に相応する検索結果に「恋愛中」タグに相応する「ピンク」色相のテーマを適用するこ
とができる。例えば、検索結果に、「『恋愛』関連検索語を選択しました」というような
文言を含む「ピンク」色相のテキストボックスを表示することができる。
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【００５０】
　選択的実施形態において、追加エフェクト適用部１９０は、検索語に相応するように、
タグに相応する客体を追加することができる。例えば、特定検索語にポインタを載せる信
号が入力される場合（例えば、特定検索語の上をポインタがホバリングするような場合）
、追加エフェクト適用部１９０は、当該検索語に隣接した位置に、タグに相応する案内メ
ッセージを挿入することができる。さらに具体的には、検索語リストにおいて、１０位検
索語である「李ギュＸ」に「恋愛中」タグが設定されており、「李ギュＸ」にポインタを
載せる信号が入力される場合、追加エフェクト適用部１９０は、「李ギュＸ」文字列の右
側に、「恋愛中」タグに相応する「『恋愛』関連リアルタイム急上昇検索語です」という
ような案内メッセージを提供することができる。
【００５１】
　ここで、ポインタを載せる信号は、パソコン３０１の場合、マウスのような入力ツール
によって、マウスポインタを特定位置に移動させておく信号でもあり、携帯用端末機３０
２の場合、特定位置を既設定時間以上タッチし、特定位置にフォーカスが合わせられる信
号など選択信号と区分される信号でもあるが、かような例示に限定されるものではない。
【００５２】
　このように、本発明の一実施形態による検索語リスト提供装置１００は、検索語に設定
されたタグに相応するエフェクトを、当該検索語に適用し、エフェクトが適用された検索
語を含む検索語リストを提供することにより、ユーザをして、検索語それぞれに対して検
索結果を一つ一つ確認せずとも、当該検索語がいかなる内容に係わるものであるかという
ことをさらに容易に把握させる。
【００５３】
　図３は、本発明の一実施形態による検索語リスト提供方法を示した動作フローチャート
である。図３を参照すれば、本発明の一実施形態による検索語リスト提供方法は、タグ獲
得部１６０が検索語を獲得する段階（Ｓ３１０）、エフェクト適用部１７０が検索語にエ
フェクトを適用する段階（Ｓ３２０）、検索語リスト提供部１８０が、エフェクトが適用
された検索語を含む検索語リストを提供する段階（Ｓ３３０）を含む。
【００５４】
　まず、タグ獲得部１６０が、検索語に設定されたタグを獲得する（Ｓ３１０）。
【００５５】
　次に、エフェクト適用部１７０が、検索語に対してタグに相応するエフェクトを適用す
る（Ｓ３２０）。段階（Ｓ３２０）において、エフェクト適用部１７０は、検索語に相応
する客体に、タグに相応する視覚的効果を適用したり、検索語に相応するように、タグに
相応する客体を追加したりすることができる。
【００５６】
　次に、検索語リスト提供部１８０が、エフェクトが適用された検索語を含む検索語リス
トを提供する（Ｓ３３０）。段階（Ｓ３３０）において、検索語リスト提供部１８０は、
特定検索語に対する入力信号に基づいて、当該検索語に設定されたタグと同一タグが設定
された検索語が含まれた検索語リストを提供することができる。
【００５７】
　図３には図示されていないが、本発明の一実施形態による検索語リスト提供方法は、追
加エフェクト適用部１９０が、検索語に対する入力信号に基づいて、検索語に対して追加
エフェクトを適用する段階をさらに含んでもよい。
【００５８】
　図４は、図１に図示されたユーザ端末機３００に検索語リストが提供されている画面の
一例である。図４を参照すれば、図１に図示された検索語リスト提供装置１００は、検索
語を含む検索語リスト４０１をユーザ端末機３００に提供しているということが分かる。
検索語リスト４０１は、順位によって整列された検索語を含んでもよい。それぞれの検索
語は、順位記号、検索語文字列及び順位変動情報を含んでもよい。
【００５９】
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　該検索語は、タグが設定されていない一般検索語と、タグが設定された検索語４１０，
４２０，４３０と、に区分されてもよい。例えば、３位検索語である「洪ギルＸ」４１０
、５位検索語である「ヤンＸ」４２０、及び１０位検索語である「李ギュＸ」４３０は、
それぞれ「謹弔」タグ、「ミュージシャン」タグ及び「恋愛中」タグが設定された検索語
でもある。
【００６０】
　検索語リスト提供装置１００は、タグが設定された検索語４１０，４２０，４３０の順
位記号４１１，４２１，４３１をタグに相応する色相に変更することができる。例えば、
「謹弔」タグ、「ミュージシャン」タグ及び「恋愛中」タグに相応する色相は、それぞれ
「黒」色相、「緑」色相及び「ピンク」色相でもある。その場合、検索語リスト提供装置
１００は、順位記号４１１，４２１，４３１の色相をそれぞれ「黒」色相、「緑」色相及
び「ピンク」色相に変更することができる。その場合、ユーザは、検索語に適用されたエ
フェクトを確認することにより、当該検索語の検索結果を一つ一つ確認せずとも、当該検
索語がいかなる内容に係わるものであるかということを把握することができる。
【００６１】
　このように、本発明の一実施形態による検索語リスト提供装置は、タグが設定された検
索語に対してエフェクトを適用することにより、ユーザをして、検索語それぞれに対して
検索結果を一つ一つ確認せずとも、当該検索語がいかなる内容に係わるものであるかとい
うことをさらに容易に把握させる。
【００６２】
　図５は、図１に図示されたユーザ端末機３００に検索語リストが提供されている画面の
他の例である。図５を参照すれば、図１に図示された検索語リスト提供装置１００は、検
索語を含む検索語リスト４０１を、ユーザ端末機３００に提供しているということが分か
る。
【００６３】
　該検索語は、タグが設定されていない一般検索語と、タグが設定された検索語５１０，
５２０，５３０と、に区分されてもよい。例えば、３位検索語である「洪ギルＸ」５１０
、５位検索語である「ヤンＸ」５２０、及び１０位検索語である「李ギュＸ」５３０は、
それぞれ「謹弔」タグ、「ミュージシャン」タグ及び「恋愛中」タグが設定された検索語
でもある。
【００６４】
　検索語リスト提供装置１００は、タグが設定された検索語５１０，５２０，５３０の文
字列５１１，５２１，５３１をタグに相応する色相に変更することができる。例えば、「
謹弔」タグ、「ミュージシャン」タグ及び「恋愛中」タグに相応する色相は、それぞれ「
黒」色相、「緑」色相及び「ピンク」色相でもある。その場合、検索語リスト提供装置１
００は、順位記号５１１，５２１，５３１の色相を、それぞれ「黒」色相、「緑」色相及
び「ピンク」色相に変更することができる。また、検索語リスト提供装置１００は、タグ
が設定された検索語５１０，５２０，５３０の文字列５１１，５２１，５３１をタグに相
応するフォントに変更することができる。例えば、検索語リスト提供装置１００は、「洪
ギルＸ」文字列を「謹弔」タグに相応する「黒」色相及び「ボールド（bold）」字体に変
更することができる。その場合、ユーザは、検索語に適用されたエフェクトを確認するこ
とにより、当該検索語の検索結果を一つ一つ確認せずとも、当該検索語がいかなる内容に
係わるものであるかということを把握することができる。
【００６５】
　このように、本発明の一実施形態による検索語リスト提供装置は、タグが設定された検
索語に対してエフェクトを適用することにより、ユーザをして、検索語それぞれに対して
検索結果を一つ一つ確認せずとも、当該検索語がいかなる内容に係わるものであるかとい
うことをさらに容易に把握させる。
【００６６】
　図６は、図１に図示されたユーザ端末機３００に検索語リストが提供されている画面の
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さらに他の例である。図６を参照すれば、図１に図示された検索語リスト提供装置１００
は、検索語を含む検索語リスト４０１をユーザ端末機３００に提供しているということが
分かる。
【００６７】
　該検索語は、タグが設定されていない一般検索語と、タグが設定された検索語６１０，
６２０と、に区分されてもよい。例えば、３位検索語である「ボンテＸ」６１０、及び４
位検索語である「洪ギルＸ」６２０に、それぞれ「恋愛中」タグ及び「謹弔」タグが設定
された検索語でもある。
【００６８】
　検索語リスト提供装置１００は、タグが設定された検索語６１０，６２０に対して、タ
グに相応する客体を追加することができる。例えば、「恋愛中」タグ及び「謹弔」タグに
相応する客体は、
【００６９】

のような記号でもある。その場合、検索語リスト提供装置１００は、検索語６１０，６２
０それぞれの文字列右側に、
【００７０】

を挿入することができる。その場合、ユーザは、検索語に適用されたエフェクトを確認す
ることにより、当該検索語の検索結果を一つ一つ確認せずとも、当該検索語がいかなる内
容に係わるものであるかということを把握することができる。記号の挿入場所は、右側に
限定されず他の場所であっても良いが、検索語との関連性を示唆する等の観点からは、検
索語の近くであることが好ましい。
【００７１】
　このように、本発明の一実施形態による検索語リスト提供装置は、タグが設定された検
索語に対してエフェクトを適用することにより、ユーザをして、検索語それぞれに対して
検索結果を一つ一つ確認せずとも、当該検索語がいかなる内容に係わるものであるかとい
うことをさらに容易に把握させる。
【００７２】
　図７は、図１に図示されたユーザ端末機３００に検索語リストが提供されている画面の
さらに他の例である。図７を参照すれば、図１に図示された検索語リスト提供装置１００
は、それぞれ特定タグが設定された検索語のみを含む検索語リスト７１０，７２０，７３
０をユーザ端末機３００に提供しているということが分かる。
【００７３】
　検索語リスト７１０，７２０，７３０は、それぞれ「恋愛中」７１１タグ、「ミュージ
シャン」７２１タグ及び「謹弔」７３１タグが設定された検索語のみを含んでもよい。
【００７４】
　検索語リスト提供装置１００は、検索語リスト７１０，７２０，７３０のうちいずれか
１以上を、図７のように一画面に共に表示することができる。
【００７５】
　選択的実施形態において、検索語リスト提供装置１００は、特定タグに係わる選択信号
が入力された場合、当該タグが設定された検索語のみを含む検索語リストを提供すること
ができる。例えば、図４に図示されている検索語リスト４０１において、「洪ギルＸ」４
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１０の順位記号４１１に係わる選択信号がある場合、検索語リスト提供装置１００は、「
洪ギルＸ」４１０に設定された「謹弔」７３１タグに係わる選択信号が入力されたとして
、「謹弔」７３１タグが設定された検索語のみを含む検索語リスト７３０を提供すること
ができる。
【００７６】
　図８は、図１に図示されたユーザ端末機３００に検索語リストが提供されている画面の
さらに他の例である。図８を参照すれば、図１に図示された検索語リスト提供装置１００
は、検索語８３０に対して、案内メッセージ８１０を提供しているということが分かる。
【００７７】
　検索語リスト提供装置１００は、検索語８３０にポインタ８００を載せる信号が入力さ
れる場合、検索語８３０に設定されたタグに相応する案内メッセージ８１０を提供するこ
とができる。例えば、「李ギュＸ」８３０にポインタ８００を載せる信号が入力される場
合、検索語リスト提供装置１００は、検索語８３０に設定された「恋愛中」タグに相応す
る「『恋愛』関連リアルタイム急上昇検索語です」というような案内メッセージ８１０を
提供することができる。
【００７８】
　図９は、図１に図示されたユーザ端末機３００に、検索語リスト及び検索結果が提供さ
れている画面の例である。図９を参照すれば、図１に図示された検索語リスト提供装置１
００は、検索語リスト４０１において、検索語９３０に対して選択入力がある場合、それ
に相応した検索結果９０１を提供しているということが分かる。
【００７９】
　検索語リスト提供装置１００は、当該検索語に相応する検索結果に、タグに相応する色
相のテーマを適用することができる。例えば、図９（ａ）のように、検索語リスト４０１
において、１０位検索語である「李ギュＸ」９３０に「恋愛中」タグが設定されており、
「李ギュＸ」９３０に係わる選択信号が入力される場合、図９（ｂ）のように、検索語リ
スト提供装置１００は、「李ギュＸ」９３０に相応する検索結果９０１に、「恋愛中」タ
グに相応する「『恋愛』関連検索語を選択しました」というような文言を含む「ピンク」
色相のテキストボックス９１０を表示することができる。
【００８０】
　かような本発明の実施形態による検索語リスト提供方法によって、１回の対話やり取り
のみで、ユーザ所望の情報をさらに迅速に提供することができ、ユーザが頻繁に利用する
キーワードをテンプレートに挿入して表示することにより、ユーザが頻繁に利用する情報
をさらに容易に提供するという効果を得ることができる。
【００８１】
　以上で説明した本発明による実施形態は、多様なコンピュータ構成要素を介して実行さ
れるプログラム命令語の形態によって具現され、コンピュータ判読可能な記録媒体に記録
される。前記コンピュータ判読可能な記録媒体は、プログラム命令語、データファイル、
データ構造などを単独または組み合わせで含んでもよい。前記コンピュータ判読可能な記
録媒体に記録されるプログラム命令語は、本発明のために特別に設計されて構成されたも
のでもあり、コンピュータソフトウェア分野の当業者に公知されて使用可能なものでもあ
る。該コンピュータ判読可能な記録媒体の例には、ハードディスク、フロッピー（登録商
標）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体；ＣＤ－ＲＯＭ（compact　disc　read　o
nly　memory）及びＤＶＤ（digital　versatile　disc）のような光記録媒体；フロプテ
ィカルディスク（floptical　disk）のような磁気－光媒体（magneto-optical　medium）
；及びＲＯＭ（read-only　memory）、ＲＡＭ（random　access　memory）、フラッシュ
メモリのような、プログラム命令語を保存して実行するように特別に構成されたハードウ
ェア装置が含まれる。該プログラム命令語の例には、コンパイラによって作られるような
機械語コードだけではなく、インタープリタなどを使用し、コンピュータによって実行さ
れる高級言語コードも含まれる。ハードウェア装置は、本発明による処理を行うために、
１以上のソフトウェアモジュールに変更され、その逆も、同様である。



(14) JP 2018-509714 A 2018.4.5

10

【００８２】
　本発明で説明する特定実行は、一実施形態であり、いかなる方法によっても、本発明の
範囲を限定するのではない。明細書の簡潔さのために、従来の電子的な構成、制御システ
ム、ソフトウェア、前記システムの他の機能的な側面の記載は省略される。また、図面に
図示された構成要素間の線の連結または連結部材は、機能的な連結、及び／または物理的
または回路的な連結を例示的に示したものであり、実際の装置においては、代替可能であ
ったり追加されたりする多様な機能的な連結、物理的な連結または回路の連結としても示
される。また、「必須な」、「重要に」のような具体的な言及がなければ、本発明の適用
のために、必ずしも必要な構成要素ではないこともある。
【００８３】
　従って、本発明の思想は、前述の実施形態に限って決められるものではなく、特許請求
の範囲だけではなく、該特許請求範囲と均等であったり、それらから等価的に変更された
りする全ての範囲は、本発明の思想の範疇に属するものである。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明の実施形態は、インターネットを介して検索語リストを提供するモデルに利用さ
れる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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