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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演算制御部と、記憶装置と、通信ネットワークとの通信手段と、を備えたコンピュータ
で実現し、案件情報の登録者及び検索者の用いるユーザ端末に対し前記通信ネットワーク
経由でのアクセスに応じて、案件情報の登録及び検索を受け付けるとともに検索結果を出
力する、案件検索装置において、
　一又は二以上の項目についての値を含む案件情報を前記記憶装置で記憶する案件記憶手
段と、
　前記項目において値ごとに、多次元座標空間上の位置座標を対応付けて前記記憶装置で
記憶した位置記憶手段と、
　ユーザ端末から、一又は二以上の項目についての値を含む案件情報の登録を受け付けて
前記案件記憶手段に記憶させる登録受付手段と、
　ユーザ端末から、一又は二以上の項目について値の指定を含む検索条件の入力を受け付
ける条件受付手段と、
　前記条件受付手段が受け付けた検索条件の全ての項目について値の一致する前記案件情
報を前記案件記憶手段から検索する第一の検索手段と、
　前記第一の検索手段による前記検索の結果がゼロマッチだった場合に、その検索条件に
含まれる項目の値と、その項目の値であって前記案件記憶手段に記憶されている各案件情
報に含まれる値と、の双方の値を、前記位置記憶手段を参照することにより値に対応付け
て記憶されている多次元座標空間上の位置座標に変換するとともに、各位置座標間の距離
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の近さに基いて、検索条件に相対的に近い案件情報を次善のマッチング結果として選択す
る、第二の検索手段と、
　前記第一の検索手段で検索した案件情報、又は前記第二の検索手段で選択した案件情報
を、前記検索条件の入力元である前記ユーザ端末へ送信する、結果出力手段と、
　を前記演算制御部で実現し、
　前記第二の検索手段は、前記検索条件に含まれる各項目又は前記各案件情報の各項目の
うち少なくとも一方が複数の値を含む場合、それら複数の値に対応する各位置座標の重心
の位置座標を算出し、その位置座標を前記距離の近さに基く案件情報の選択に用いる、又
は、前記検索条件に含まれる各項目又は前記各案件情報の各項目のうち少なくとも一方が
複数の値を含む場合、前記検索条件の項目と前記各案件情報の項目の組合せのうち、対応
する位置座標間の距離が最短となるその距離を、前記距離の近さに基く案件情報の選択に
用いる
　ことを特徴とする案件検索装置。
【請求項２】
　前記第二の検索手段は、
　前記検索条件に含まれる各項目ごとに予め定められた所定の重み値を、前記各案件情報
の前記各項目に対応して所定の一時記憶領域に記録し、
　前記各案件情報における前記各項目の値に対応する前記位置座標と、前記検索条件にお
けるその項目の値に対応する前記位置座標と、の距離を算出し、その案件情報のその項目
ごとの前記重み値に対し、算出した前記距離に応じた割合を減算し、
　前記各案件情報ごとに、前記各項目の前記各重み値を加算して合計値を算出し、
　前記合計値の大きい順に基いて、検索条件に相対的に近い案件情報を次善のマッチング
結果として選択する
　ことを特徴とする請求項１記載の案件検索装置。
【請求項３】
　演算制御部と、記憶装置と、通信ネットワークとの通信手段と、を備えたコンピュータ
が実行し、案件情報の登録者及び検索者の用いるユーザ端末に対し前記通信ネットワーク
経由でのアクセスに応じて、案件情報の登録及び検索を受け付けるとともに検索結果を出
力する、案件検索方法において、
　一又は二以上の項目についての値を含む案件情報を前記記憶装置で記憶する案件記憶手
段と、
　前記項目において値ごとに、多次元座標空間上の位置座標を対応付けて前記記憶装置で
記憶した位置記憶手段と、
　を用いて、
　ユーザ端末から、一又は二以上の項目についての値を含む案件情報の登録を受け付けて
前記案件記憶手段に記憶させる登録受付処理ステップと、
　ユーザ端末から、一又は二以上の項目について値の指定を含む検索条件の入力を受け付
ける条件受付処理ステップと、
　前記条件受付処理ステップが受け付けた検索条件の全ての項目について値の一致する前
記案件情報を前記案件記憶手段から検索する第一の検索処理ステップと、
　前記第一の検索処理ステップによる前記検索の結果がゼロマッチだった場合に、その検
索条件に含まれる項目の値と、その項目の値であって前記案件記憶手段に記憶されている
各案件情報に含まれる値と、の双方の値を、前記位置記憶手段を参照することにより値に
対応付けて記憶されている多次元座標空間上の位置座標に変換するとともに、各位置座標
間の距離の近さに基いて、検索条件に相対的に近い案件情報を次善のマッチング結果とし
て選択する、第二の検索処理ステップと、
　前記第一の検索処理ステップで検索した案件情報、又は前記第二の検索処理ステップで
選択した案件情報を、前記検索条件の入力元である前記ユーザ端末へ送信する、結果出力
処理ステップと、
　を前記演算制御部で実行し、
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　前記第二の検索処理ステップにおいて、前記検索条件に含まれる各項目又は前記各案件
情報の各項目のうち少なくとも一方が複数の値を含む場合、それら複数の値に対応する各
位置座標の重心の位置座標を算出し、その位置座標を前記距離の近さに基く案件情報の選
択に用いる、又は、前記検索条件に含まれる各項目又は前記各案件情報の各項目のうち少
なくとも一方が複数の値を含む場合、前記検索条件の項目と前記各案件情報の項目の組合
せのうち、対応する位置座標間の距離が最短となるその距離を、前記距離の近さに基く案
件情報の選択に用いる
　ことを特徴とする案件検索方法。
【請求項４】
　演算制御部と、記憶装置と、通信ネットワークとの通信手段とを備え、案件情報の登録
者及び検索者の用いるユーザ端末に対し前記通信ネットワーク経由でのアクセスに応じて
、案件情報の登録及び検索を受け付けるとともに検索結果を出力する、コンピュータにお
ける前記演算制御部を、
　一又は二以上の項目についての値を含む案件情報を前記記憶装置で記憶する案件記憶手
段、
　前記項目において値ごとに、多次元座標空間上の位置座標を対応付けて前記記憶装置で
記憶した位置記憶手段、
　ユーザ端末から、一又は二以上の項目についての値を含む案件情報の登録を受け付けて
前記案件記憶手段に記憶させる登録受付手段、
　ユーザ端末から、一又は二以上の項目について値の指定を含む検索条件の入力を受け付
ける条件受付手段、
　前記条件受付手段が受け付けた検索条件の全ての項目について値の一致する前記案件情
報を前記案件記憶手段から検索する第一の検索手段、
　前記第一の検索手段による前記検索の結果がゼロマッチだった場合に、その検索条件に
含まれる項目の値と、その項目の値であって前記案件記憶手段に記憶されている各案件情
報に含まれる値と、の双方の値を、前記位置記憶手段を参照することにより値に対応付け
て記憶されている多次元座標空間上の位置座標に変換するとともに、各位置座標間の距離
の近さに基いて、検索条件に相対的に近い案件情報を次善のマッチング結果として選択す
る、第二の検索手段、
　前記第一の検索手段で検索した案件情報、又は前記第二の検索手段で選択した案件情報
を、前記検索条件の入力元である前記ユーザ端末へ送信する、結果出力手段、
　として機能させ、
　前記第二の検索手段は、前記検索条件に含まれる各項目又は前記各案件情報の各項目の
うち少なくとも一方が複数の値を含む場合、それら複数の値に対応する各位置座標の重心
の位置座標を算出し、その位置座標を前記距離の近さに基く案件情報の選択に用いる、又
は、前記検索条件に含まれる各項目又は前記各案件情報の各項目のうち少なくとも一方が
複数の値を含む場合、前記検索条件の項目と前記各案件情報の項目の組合せのうち、対応
する位置座標間の距離が最短となるその距離を、前記距離の近さに基く案件情報の選択に
用いる
　ことを特徴とする案件検索プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、案件情報を検索する技術の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットのウェブサイトなどで、パーソナルコンピュータや携帯端末など
からのアクセスに応じ、飲食店、不動産、求人求職などの案件情報を一方当事者から登録
受付して蓄積し、他方当事者に対し、検索条件の指定を伴う検索要求に応じて案件情報を
検索したマッチング結果を表示する、案件検索のサービスが普及している（例えば、非特
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許文献１，２，３参照）。
【０００３】
　この種の検索では、検索するユーザから、所望の項目と希望の値を含む検索条件の指定
を受け付け、全ての項目と一致する各案件情報を一覧表示するが、案件情報のなかに指定
の全項目と合致する対象物が無く一部不一致のものしかない場合、マッチング結果として
は、該当なし（ゼロマッチ）が出力されることになる。
【０００４】
【非特許文献１】　株式会社カカクコム、「食べログ」、［ｏｎｌｉｎｅ］、［平成２０
年１１月２７日検索］、インターネット〈ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｒ．ｔａｂｅｌｏｇ．
ｃｏｍ／〉
【非特許文献２】　ヤフー株式会社、「Ｙａｈｏｏ！不動産」、［ｏｎｌｉｎｅ］、［平
成２０年１１月２１日検索］、インターネット〈ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｒｅａｌｅｓｔ
ａｔｅ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／〉
【非特許文献３】　ヤフー株式会社、「Ｙａｈｏｏ！リクナビ」、［ｏｎｌｉｎｅ］、［
平成２０年１１月２１日検索］、インターネット〈ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｒｉｋｕｎａ
ｂｉ－ｎｅｘｔ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｒｎｃ／〉
【特許文献１】　特開２００５－２２２３３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記のように従来技術では、検索条件の全項目と合致する案件が無い場合に、
マッチング結果として該当なし（ゼロマッチ）を機械的に出力していたため、一部一致な
ど次善の案件が有ってもそれを検索者は知ることが出来ないという課題があった。
【０００６】
　本発明は、上記のような従来技術の課題を解決するもので、その目的は、検索条件と近
い距離にある対象を事前のマッチング結果として選択することにより、該当なし（ゼロマ
ッチ）を回避することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的をふまえ、本発明の一態様は、演算制御部と、記憶装置と、通信ネットワー
クとの通信手段と、を備えたコンピュータで実現し、案件情報の登録者及び検索者の用い
るユーザ端末に対し前記通信ネットワーク経由でのアクセスに応じて、案件情報の登録及
び検索を受け付けるとともに検索結果を出力する、案件検索装置において、一又は二以上
の項目についての値を含む案件情報を前記記憶装置で記憶する案件記憶手段と、前記項目
において値ごとに、多次元座標空間上の位置座標を対応付けて前記記憶装置で記憶した位
置記憶手段と、ユーザ端末から、一又は二以上の項目についての値を含む案件情報の登録
を受け付けて前記案件記憶手段に記憶させる登録受付手段と、ユーザ端末から、一又は二
以上の項目について値の指定を含む検索条件の入力を受け付ける条件受付手段と、前記条
件受付手段が受け付けた検索条件の全ての項目について値の一致する前記案件情報を前記
案件記憶手段から検索する第一の検索手段と、前記第一の検索手段による前記検索の結果
がゼロマッチだった場合に、その検索条件に含まれる項目の値と、その項目の値であって
前記案件記憶手段に記憶されている各案件情報に含まれる値と、の双方の値を、前記位置
記憶手段を参照することにより値に対応付けて記憶されている多次元座標空間上の位置座
標に変換するとともに、各位置座標間の距離の近さに基いて、検索条件に相対的に近い案
件情報を次善のマッチング結果として選択する、第二の検索手段と、前記第一の検索手段
で検索した案件情報、又は前記第二の検索手段で選択した案件情報を、前記検索条件の入
力元である前記ユーザ端末へ送信する、結果出力手段と、を前記演算制御部で実現し、前
記第二の検索手段は、前記検索条件に含まれる各項目又は前記各案件情報の各項目のうち
少なくとも一方が複数の値を含む場合、それら複数の値に対応する各位置座標の重心の位
置座標を算出し、その位置座標を前記距離の近さに基く案件情報の選択に用いる、又は、
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前記検索条件に含まれる各項目又は前記各案件情報の各項目のうち少なくとも一方が複数
の値を含む場合、前記検索条件の項目と前記各案件情報の項目の組合せのうち、対応する
位置座標間の距離が最短となるその距離を、前記距離の近さに基く案件情報の選択に用い
ることを特徴とする。
【０００８】
　また、上記装置に限らず、同様な方法及びコンピュータ・プログラムも、それぞれ本発
明の態様である。さらに、上記のように構成される本発明の作用及び効果、並びに本発明
の他の各態様における構成、作用及び効果については、実施形態などを通じて後述すると
おりである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、指定された検索条件に不一致の項目がある場合でも、多次元座標空間
上で予め対応付けた項目の値同士の距離の近さに基いて、検索条件に相対的に近い案件情
報を次善のマッチング結果として選択し出力することにより、該当なし（ゼロマッチ）の
マッチング結果を回避することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に、本発明を実施するための最良の形態（以下「本実施形態」と呼ぶ）について、図
に沿って説明する。なお、背景技術や課題などで既に述べた内容と共通の前提事項につい
ては適宜省略する。
【００１１】
〔１．構成〕
　本実施形態は、図１の構成図に示すように、案件情報の登録者及び検索者の用いるユー
ザ端末Ｔ１，Ｔ２（すなわち、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）や各種携帯情報端末など
のクライアントシステム）に対し、インターネットや携帯電話網などに代表される通信ネ
ットワークＮ経由でのアクセスに応じて、案件情報の登録及び検索を受け付けるとともに
検索結果を出力する、案件検索装置（以下「本装置」と呼ぶ）１に関するもので、本装置
１に対応する方法及びコンピュータ・プログラムとしても把握可能である。
【００１２】
　より具体的には、本実施形態では、「案件情報」は、ボランティアに関する情報（「ボ
ランティア情報」と呼ぶ）であり、ボランティア情報には、ボランティア参加者を募集す
る活動や事業の内容（募集案件）を表す事業情報と、ボランティア参加希望者に関する登
録情報などの参加者情報と、がある。また、本実施形態では、「登録者」はボランティア
活動の募集主、「検索者」はボランティア情報について検索や応募を行う者（「応募者」
と総称する）とする。
【００１３】
　このような情報を処理する本装置１は、図１に示すように、ＣＰＵなどの演算制御部５
と、外部記憶装置（ＨＤＤなど）や主メモリ等の記憶装置６と、通信ネットワークＮとの
通信手段７（ＬＡＮアダプタなど）と、を備えたコンピュータでサーバシステムとして実
現される。なお、本装置１で用いるコンピュータは、入出力装置などを含むハードウェア
や基本ソフトウェアについては、一般的なものでよいので、図示や詳説は省略する。
【００１４】
　そして、本装置１は、図１に示す各要素１０～５０を備える。このうち、事業記憶手段
１５並びに参加者記憶手段２５は、一又は二以上の項目についての値を含む案件情報とし
て前記ボランティア情報を前記記憶装置で記憶する案件記憶手段である。具体的には、事
業記憶手段１５は、前記事業情報を記憶し、一件ごとの各事業情報は、図２（データを例
示する図）の（１）に例示するように、募集ＩＤ、募集主ＩＤ、地域、ジャンル、カテゴ
リ、施設名、参加してほしい日、などの情報項目を含む。
【００１５】
　また、参加者記憶手段２５は、前記参加者情報を記憶し、一件ごとの各参加者情報は、
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図２（２）に例示するように、応募ＩＤ、応募者ＩＤ、地域、ジャンル、カテゴリ、参加
希望イベント、参加希望日、などの情報項目を含む。
【００１６】
　また、位置記憶手段４５は、ボランティア情報すなわち事業情報や参加者情報に含まれ
る各情報項目（例えば、地域、ジャンル、カテゴリなど）において値ごとに、多次元（こ
こでは、理解容易な二次元とする）座標空間上の位置座標を対応付けて記憶装置６で予め
記憶した手段である。例えば、図２（３）の例では、項目「ジャンル」について選択され
得る値「経済活動」に対して位置座標（１，５）、値「まちづくり」に対して位置座標（
－６，４）が、それぞれ対応付けられている。
【００１７】
　このような値に対する位置座標の対応付けを、図３の概念図として例示する。この図に
おいて、左右水平方向のＸ軸（水平方向の太い双方向矢印で示す）は、内向き⇔外向きな
どの一つの特徴、上下垂直方向のＹ軸（垂直方向の太い双方向矢印で示す）は、他の一つ
の特徴（例えば、受益者のレンジの広狭）を示し、これら二軸からなる二次元座標空間で
ある特徴空間において、各値の位置座標は菱形（「◆」マーク）で示す。
【００１８】
　図２（３）の対応付けによれば、上記のような二軸からなる特徴空間（図３）において
、項目「ジャンル」の値「経済活動」は、位置座標が（１，５）であり、中心点（０，０
）からみて、Ｘ軸値は「＋１」で若干「外向き」、Ｙ軸値は「＋５」で、受益者のレンジ
はある程度「広い」。
【００１９】
　また、例えば、同じ項目「ジャンル」の別の値「まちづくり」は、位置座標が（－６，
４）であり、値「経済活動」の位置座標（１，５）との距離を算出すれば、
ＳＱＲ（（１－（－６））＾２＋（５－４）＾２）≒７．０７
となる。なお、「ＳＱＲ（）」は平方根、「＾２」は二乗を表す。
【００２０】
　また（図１）、各手段１０，２０，３０，４０，５０は、記憶装置６に予め記憶（イン
ストール）した図示しない所定のコンピュータ・プログラムで演算制御部５を制御するこ
とにより実現するもので、以下のような各機能や処理ステップを実現・実行する処理手段
である。また、各記憶手段１５，２５，４５は、記憶装置２上に各情報を記憶するもので
あるが、ファイルやデータベース、配列等の変数、システム設定値など、任意の形式で実
現する。
【００２１】
〔２．作用〕
　上記のように構成した本装置の作用について、図を参照して説明する。
〔２－１．事業情報の登録と検索〕
　まず、本装置では（図１）、登録受付手段１０が予め、募集主の用いるユーザ端末Ｔ１
から、一又は二以上の項目についての値を含む事業情報の登録を、ウェブサイトの入力フ
ォームなどから受け付けて事業記憶手段１５に記憶させる（登録受付処理ステップ）。実
装では、個々の事業情報とは別に、募集主のプロフィールについて別途登録を受け付ける
構成も考えられるが、本発明の説明に必須ではないのでその点は省略する。
【００２２】
　また、参加者情報については、事業情報に準じて予め登録を受け付けて参加者記憶手段
２５に記憶させることにより、事業者側からの検索も可能となるが、そのような登録や検
索は必須ではないので省略し、以下のような検索条件を入力しての検索のみについて説明
する。
【００２３】
　すなわち、参加者受付手段２０は、応募したいボランティア事業に対する検索条件の指
定を受け付ける条件受付手段を兼ねており、この参加者受付手段２０が、図４のフローチ
ャートに示すように、応募者の用いるユーザ端末Ｔ２から、一又は二以上の項目について
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値の指定を含む検索条件の入力を受け付けると（ステップＳ１。条件受付処理ステップ）
、第一の検索手段３０が、参加者受付手段２０が受け付けた検索条件の全ての項目につい
て値の一致する前記事業情報を事業記憶手段１５から検索する（ステップＳ２。第一の検
索処理ステップ）。
【００２４】
〔２－２．次善のマッチング結果の選択〕
　また、第一の検索手段３０による前記検索の結果がゼロマッチだった場合、すなわち該
当案件がなかった場合（ステップＳ３）、第二の検索手段４０が、検索条件に相対的に近
い案件情報を次善のマッチング結果として選択する（ステップＳ４～６。第二の検索処理
ステップ）。
【００２５】
　この第二の検索処理ステップでは、その検索条件に含まれる項目の値と、その項目の値
であって事業記憶手段１５に記憶されている各事業情報すなわち募集案件側に含まれる値
と、の双方の値を、位置記憶手段４５を参照することにより値に対応付けて記憶されてい
る二次元座標空間上の位置座標に変換するとともに、各位置座標間の距離を算出し（ステ
ップＳ４）、その近さに基いて、後述するポイントの計算を用いて（ステップＳ５）、検
索条件に相対的に近い案件情報を次善のマッチング結果として選択する（ステップＳ６）
。
【００２６】
　ここで、図３の例において、募集側事業情報の項目「ジャンル」の値として、位置座標
（１，５）の値「経済活動」（以下、図に準じて「位置座標」（１，５）のように表す）
を選択している事業情報と、値「学術・文化・芸術・スポーツ」（７，－３）を選択して
いる事業情報との二つ（それぞれ、図３において矩形で囲んで示す）が存在し、一方、応
募者の検索条件における項目「ジャンル」の値が、例えば、図３において円で囲んで示す
「災害救援活動」（－４，６）である場合を考える。
【００２７】
　この場合、前記二つの各事業情報と、検索条件側の「災害救援活動」（－４，６）との
位置座標間の距離は、図３に斜めの実線で結んで示す通りであり、検索条件に相対的に近
くて次善のマッチング結果となる事業情報は、「災害救援活動」（－４，６）に相対的に
近い点で、値「経済活動」（１，５）を持つ方の事業情報となる。
【００２８】
〔２－３．マッチング結果の送信〕
　そして、結果出力手段５０が、第一の検索手段３０で検索した事業情報があればそれに
ついて、又はそれが無い場合は第二の検索手段４０で選択した事業情報について、登録内
容のうち所定の情報項目を事業記憶手段１５から読み出したうえ、検索条件の入力元であ
るユーザ端末Ｔ２へ、送信する（ステップＳ７。結果出力処理ステップ）。
【００２９】
　このような検索結果の送信すなわち提供の態様としては、該当案件の情報を含むマッチ
ング結果メールを生成して応募者の登録した電子メールアドレスに送信してもよいし、そ
の場で検索結果のウェブ画面を表示してもよい。
【００３０】
　なお、マッチング結果メールは、例えば、応募者が、検索条件を予め参加者記憶手段２
５に登録しておき、検索条件に全項目の値が一致する事業情報が登録され次第、その通知
を受けたり、所定間隔（例えば一週間など）でその時点で最も近い次善の事業情報を送信
してもらう場合などに、特に適する。
【００３１】
〔２－４．マッチング結果選択のより具体的説明〕
　ここで、第二の検索手段４０が、検索条件に相対的に近い案件情報を次善のマッチング
結果として選択する処理手順については、図５に例示するような具体例を示すことができ
る。
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【００３２】
（１）すなわち、まず、検索条件に含まれる各項目ごとに予め定められた所定の重み値（
ウェイト）を、各事業情報の各項目に対応して所定の一時記憶領域に記録する。例えば、
図５に示す例は、検索条件との比較しようとする、ある一件の事業情報に係るポイントの
計算例であり、項目「ジャンル」には「１０」というウェイトが、続く項目「やってみた
いこと（ボランティア職種）」には「２０」というウェイトが、それぞれ割り当てられて
いる。
【００３３】
（２）続いて、各事業情報における各項目の値に対応する位置座標と、検索条件における
その項目の値に対応する位置座標と、の距離を算出し、その案件情報のその項目ごとの前
記重み値に対し、算出した前記距離に応じた割合を減算する。例えば、図５に示す事業情
報については、項目「ジャンル」の項目値の位置座標が、検索条件側の項目値の位置座標
と比較的距離が遠く、項目「ジャンル」のウェイト「１０」からは、５０％に相当する「
－５」の減算がされている。
【００３４】
（３）そして、各事業情報ごとに、上記のような減算で残った各項目の前記各重み値を加
算して合計値を算出する。例えば、図５に示す事業情報については、減算値の合計は「－
７」で、残る重み値の合計すなわちマッチ度が「９３」となる。
【００３５】
（４）そのうえで、上記のような合計値（マッチ度）の大きい順に基いて、検索条件に相
対的に近い案件情報を次善のマッチング結果として、一件又は上位所定数、選択する。
【００３６】
　また、この際、第二の検索手段４０は、検索条件に含まれる各項目又は各事業情報の各
項目のうち少なくとも一方が複数の値を含む場合、それら複数の値に対応する各位置座標
の重心の位置座標を公知の計算手法により算出し、その位置座標を前記距離の近さに基く
案件情報の選択に用いる。
【００３７】
　例えば、図６に例示するように、複数の値を選択可能な項目「ジャンル」について、あ
る一件の事業情報では、「経済活動」（１，５）及び「学術・文化・芸術・スポーツ」（
７，－３）という２つの値を選択しており（図中、それぞれ矩形で囲んで示す）、ある検
索条件では、「災害救援活動」（－４，６）、「地域安全活動」（－８，２）、社会教育
（－５，－５）という３つの値を選択している（図中、それぞれ円で囲んで示す）場合を
想定する。
【００３８】
　この場合、事業情報側の２つの値の重心Ｃ１（図６において「☆」マークで示す）と、
検索条件側の３つの値の重心Ｃ２（図６において「★」マークで示す）と、の距離（図６
で太い破線で示す）が位置座標間の距離となり、他の事業情報とも同様の基準で位置座標
間の近さを比較する。
【００３９】
〔３．効果〕
　以上のように、本実施形態によれば、指定された検索条件に不一致の項目がある場合で
も、多次元座標空間上で予め対応付けた項目の値同士の距離の近さに基いて、検索条件に
相対的に近い案件情報（事業情報）を次善のマッチング結果として選択し出力することに
より、該当なし（ゼロマッチ）のマッチング結果を回避することが可能となる。
【００４０】
　特に、本実施形態では、図５を引用して説明したように、検索条件が複数の項目を含む
場合に、項目ごとの重み値をもとに、各案件でその項目の値に対応する多次元座標空間上
での位置座標が、検索条件の同じ項目の値に対応する位置座標から遠いほど大きな割合を
減算し、残った重み値の合計が大きい案件情報を選択するという簡明な処理により、事情
や目的に合った項目ごとの評価割合で、検索条件に相対的に近い案件情報を迅速に選択可
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能となる。
【００４１】
　また、本実施形態では、図６を引用して説明したように、検索条件や事業情報（案件情
報）で項目の値を複数選択可能な場合に、それぞれの値に対応する各位置座標の重心を算
出して、ゼロマッチの場合における案件情報選択の距離の近さの計算に用いることにより
、複数選択されている項目の一部だけでなく全部の趣旨を総合した次善のマッチング結果
を得ることが可能となる。
【００４２】
〔４．他の実施形態〕
　なお、上記実施形態は例示に過ぎず、本発明は、以下に例示するものやそれ以外の他の
実施態様も含むものである。例えば、上記実施形態では、複数の値を選択可能な項目につ
いて、その重心間の距離を基準に判断する例を示したが、判断基準は位置座標同士の距離
が最短の値としてもよい。
【００４３】
　この例では、第二の検索手段は、検索条件に含まれる各項目又は各案件情報の各項目の
うち少なくとも一方が複数の値を含む場合、検索条件の項目と各案件情報の項目の組合せ
のうち、対応する位置座標間の距離が最短となるその距離（例えば、図６の例では、「災
害救援活動」（－４，６）と「経済活動」（１，５））を、距離の近さに基く案件情報の
選択に用いる。
【００４４】
　このように、項目について複数選択可能な値の中で、対応する位置座標間の距離が最短
のものを基準に次善のマッチング結果を選択することにより、同時に選んだ他の値の影響
を捨象し、利用者の納得感に優れた検索結果を提示可能となる。
【００４５】
　また、例えば、各図の内容は例示に過ぎず、各要素の有無、その順序や具体的内容など
は適宜変更可能である。一例として、図３や図６は、ある項目「ジャンル」を例に、二次
元空間を特徴空間として、各軸の設定や各項目値の位置付けを示したが、このような特徴
空間はそもそも概念上のものであって、その次元数（三次元など）、各軸ごとの趣旨設定
、各項目値やその位置座標などは目的や適用分野などに応じて適宜選択可能である。
【００４６】
　もちろん、本発明の適用分野が、ボランティア案件の検索には限定されず、飲食店、不
動産、求人求職、商品検索、人物検索、ニュース等の記事検索、動画や音楽などのコンテ
ンツ検索、ウェブサイト検索など、様々な分野に適用可能であることも、言うまでもない
。また、以上の本発明は、ボランティア参加希望の各募集者が登録した参加者情報を、募
集主側から検索条件の指定により検索する場合にも、同様に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施形態の構成を示す機能ブロック図。
【図２】本発明の実施形態におけるデータを例示する図。
【図３】本発明の実施形態における項目の値と、位置座標との対応関係を示す概念図。
【図４】本発明の実施形態における案件検索の処理手順を示すフローチャート。
【図５】本発明の実施形態におけるポイントの計算を例示する図。
【図６】本発明の実施形態における項目の値と、位置座標との対応関係に関する他の例を
示す概念図。
【符号の説明】
【００４８】
Ｎ　インターネット
Ｔ１，Ｔ２　ユーザ端末
１　案件検索装置
５　演算制御部
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６　記憶装置
７　通信手段
１０　登録受付手段
１５　事業記憶手段
２０　参加者受付手段
２５　参加者記憶手段
３０　第一の検索手段
４０　第二の検索手段
４５　位置記憶手段
５０　結果出力手段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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