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(57)【要約】
　本発明は、連絡先情報を入力し、ネットワークを介し
て相手方が提供する情報を取得する方法を開示するもの
であって、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報を入手する
ステップＡと、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をアド
レス帳に入力するステップＢと、ユーザＡがユーザＢの
連絡先情報をもとに、連絡先情報サーバーに検索要求を
送信するステップＣと、連絡先情報サーバーが、ユーザ
Ａにより提供された連絡先情報をもとに、ユーザＢによ
って当該サーバーに保存された、前記連絡先情報に関連
付けられた情報を検出可能か否かを検索して、検出可能
な場合は関連情報をユーザＡにフィードバックし、検出
不可能な場合はユーザＡに関連情報が存在しない旨を通
知するステップＤとを含む。本発明では、名刺では決ま
った数やサイズの文字、図でしか情報を伝達できないと
の制限が克服され、名刺に掲載される伝達情報量および
情報の表現形式が拡大される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法であっ
て、
　ユーザＡがユーザＢの連絡先情報を入手するステップＡと、
　ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をアドレス帳に入力するステップＢと、
　ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をもとに、連絡先情報サーバーに検索要求を送信する
ステップＣと、
　連絡先情報サーバーが、ユーザＡにより提供された連絡先情報をもとに、ユーザＢによ
って当該サーバーに保存された、前記連絡先情報に関連付けられた情報を検出可能か否か
を検索し、検出可能な場合はステップＥに進み、検出不可能な場合はステップＦに進むス
テップＤと、
　連絡先情報サーバーが、ユーザＢによって当該ウェブサイト上に保存された、前記連絡
先情報に関連付けられた情報をユーザＡにフィードバックするステップＥと、
　連絡先情報サーバーが、前記連絡先情報に関連付けられた提供可能な情報は存在しない
旨をフィードバックするステップＦと、
　終了のためのステップＧとを含むことを特徴とする、連絡先情報を入力しネットワーク
を介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項２】
　前記ステップＢにおいて、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をアドレス帳に入力する方
法としては、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をダイレクトに手入力する方法と、ユーザ
ＡがユーザＢの連絡先情報を含む画像を撮影またはスキャンし、文字認識ソフトを用いて
当該画像中の情報を取り出す方法のいずれかであることを特徴とする、請求項１に記載の
連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項３】
　前記ステップＤにおいて、連絡先情報サーバーは、ユーザＡにより提供された連絡先情
報をもとに、ユーザＢによって当該サーバーに保存された、前記連絡先情報に関連付けら
れたマルチメディア情報を検出可能か否かを検索し、
　連絡先情報サーバーは、ユーザＢが連絡先情報サーバーの登録ユーザであるか否か、ユ
ーザＢが当該名刺に関連付けられた情報を保存しているか否か、ユーザＢが要求を提示し
た他のユーザにこれら情報の取得を許可するか否かを判断する必要があることを特徴とす
る、請求項１に記載の連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を
取得する方法。
【請求項４】
　前記連絡先情報サーバーによるユーザＢの検索方法として、
　連絡先情報サーバーの登録ユーザによって保存された名刺情報を取得するステップＤ１
と、
　ユーザＡにより提供された名刺の文字情報に含まれる氏名、電話番号、携帯電話番号、
ファックス番号、Ｅメール情報と、前記名刺情報における対応項目の情報とをひとつずつ
比較し、情報が完全に一致する項目数と、文字がわずかに一致しないだけの項目数を算出
するステップＤ２と、
　ユーザＡによって提供された名刺の文字情報が前記登録ユーザによって保存された名刺
情報に相当するか否かを判断し、相当する場合はステップＤ４に進み、相当しない場合は
ステップＤ７に進むステップＤ３と、
　当該名刺を保存したユーザが、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報を保存し
ているか否かを判断して、保存していればステップＤ５に進み、保存していなければステ
ップＤ８に進むステップＤ４と、
　当該名刺を保存したユーザが、要求を提示したユーザＡにこれら情報の取得を許可する
か否かを判断して、許可する場合にはステップＤ６に進み、許可しない場合はステップＤ
８に進むステップＤ５と、
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　名刺の持ち主によって当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマ
ルチメディア情報が検出された旨をフィードバックし、終了のためにステップＤ９に進む
ステップＤ６と、
　当該ウェブサイトのすべての登録ユーザによって保存された名刺情報について検索が行
われたか否かを判断し、すべての検索が行われた場合はステップＤ８に進み、すべての検
索が行われていない場合はステップＤ１に戻って、当該ウェブサイトにおける次の登録ユ
ーザによって保存された名刺情報を取得、比較するステップＤ７と、
　検索されなかった旨をフィードバックし、終了のためにステップＤ９に進むステップＤ
８と、
　終了のためのステップＤ９とを含むことを特徴とする、請求項３に記載の連絡先情報を
入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項５】
　前記ステップＤ２における文字がわずかに一致しないだけとは、一致しない文字数が当
該項目における総文字数の８分の１を超えないことであることを特徴とする、請求項４に
記載の、連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法
。
【請求項６】
　前記ステップＤ３において、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報が前記登録ユー
ザによって保存された名刺情報に相当するか否かを判断する方法としては、
　完全に一致する情報項目数が情報項目総数の半分を超える場合、あるいは少なくとも１
項目の情報が完全に一致し、かつ、対応するすべての情報について文字がわずかに一致し
ないだけである場合、ユーザＡによって提供された名刺の文字情報は前記登録ユーザによ
って保存された名刺情報に相当すると認定され、上記条件に当てはまらない場合には前記
登録ユーザによって保存された名刺情報に相当しないと認定されることを特徴とする、請
求項４に記載の連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得す
る方法。
【請求項７】
　前記ステップＥにおいて、連絡先情報サーバーは、名刺の持ち主であるユーザＢによっ
て当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報をユ
ーザＡにフィードバックし、
　前記マルチメディア情報をフィードバックする方法としては、ユーザＡが前記マルチメ
ディア情報と関連したマルチメディアファイルをすべてダウンロードすることによって、
ネットワークに接続しなくとも情報を閲覧可能とするか、あるいは、前記マルチメディア
情報に関連したネットワークリンクをユーザＡにフィードバックし、ユーザＡがネットワ
ークと接続しなければ情報を閲覧できないようにすることを特徴とする、請求項１に記載
の連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項８】
　連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法であっ
て、
　ユーザＡがユーザＢの名刺を入手するステップ１０１と、
　ユーザＡがユーザＢの名刺の情報をアドレス帳に入力するステップ１０２と、
　ユーザＡがユーザＢの名刺中の文字情報に基づき、相手情報を保持するウェブサイトｓ
ｉｔｅＣのサーバーに検索要求を送信するステップ１０３と、
　相手情報を保持するウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーが、ユーザＡにより提供された
名刺の文字情報をもとに、名刺の持ち主であるユーザＢによって当該ウェブサイトに保存
された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報を検出可能か否かを検索し、検出
可能な場合はステップ１０５に進み、検出不可能な場合はステップ１０６に進むステップ
１０４と、
　ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーが、名刺の持ち主であるユーザＢによって当該ウェ
ブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報をユーザＡにフ
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ィードバックするステップ１０５と、
　ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーが、前記名刺に関連付けられた提供可能な情報は存
在しない旨をフィードバックするステップ１０６と、
　終了のためのステップ１０７とを含むことを特徴とする、連絡先情報を入力しネットワ
ークを介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項９】
　前記ステップ１０２において、ユーザＡがユーザＢの名刺の情報をアドレス帳に入力す
る方法としては、ユーザＡがユーザＢの名刺の情報をダイレクトに手入力する方法と、ユ
ーザＡがユーザＢの名刺画像を撮影し、名刺認識ソフトを用いてユーザＢの名刺画像中の
情報を取り出す方法のいずれかであることを特徴とする、請求項８に記載の連絡先情報を
入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項１０】
　前記ステップ１０４において、相手情報を保持するウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバー
は、ユーザＡによって提供された名刺の文字情報をもとに、名刺の持ち主であるユーザＢ
によって当該ウェブサイトに保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報
を検出可能か否かを検出するとともに、ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーは、名刺の持
ち主であるユーザＢがウェブサイトｓｉｔｅＣの登録ユーザであるか否か、名刺の持ち主
であるユーザＢが当該名刺に関連付けられた情報を保存しているか否か、名刺の持ち主で
あるユーザＢが要求をしてきたユーザＡにこれら情報の取得を許可するか否かを判断する
必要があることを特徴とする、請求項８に記載の連絡先情報を入力しネットワークを介し
て相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項１１】
　前記ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーによるユーザＢの検索方法として、
　当該ウェブサイトの登録ユーザによって保存された一枚の名刺の情報を取得するステッ
プ２０１と、
　ユーザＡにより提供された名刺の文字情報に含まれる氏名、電話番号、携帯電話番号、
ファックス番号、Ｅメール情報と、前記名刺の情報における対応項目の情報とをひとつず
つ比較し、何項目の情報が完全に一致し、何項目の情報が文字がわずかに一致しないだけ
なのかを把握するステップ２０２と、
　ユーザＡにより提供された名刺の文字情報が前記登録ユーザによって保存された名刺の
情報に相当するか否かを判断し、相当する場合はステップ２０４に進み、相当しない場合
はステップ２０７に進むステップ２０３と、
　当該名刺を保存したユーザが、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報を保存し
ているか否かを判断し、保存していればステップ２０５に進み、保存していなければステ
ップ２０８に進むステップ２０４と、
　当該名刺を保存したユーザが、要求を提示したユーザＡにこれら情報の取得を許可する
か否かを判断して、許可する場合にはステップ２０６に進み、許可しない場合はステップ
２０８に進むステップ２０５と、
　名刺の持ち主によって当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマ
ルチメディア情報が検出された旨をフィードバックし、終了のためにステップ２０９に進
むステップ２０６と、
　当該ウェブサイトのすべての登録ユーザによって保存された名刺情報について検索が行
われたか否かを判断し、すべての検索が行われた場合はステップ２０８に進み、すべての
検索が行われていない場合はステップ２０１に戻り、当該ウェブサイトにおける次の登録
ユーザによって保存された名刺情報を取得、比較するステップ２０７と、
　検索されなかった旨をフィードバックし、終了のためにステップ２０９に進むステップ
２０８と、
　終了のためのステップ２０９とを含むことを特徴とする、請求項８に記載の連絡先情報
を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項１２】
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　前記ステップ２０２における文字がわずかに一致しないだけとは、一致しない文字数が
当該項目における総文字数の８分の１を超えないことであり、
　前記ステップ２０３において、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報が前記登録ユ
ーザによって保存された名刺情報に相当するか否かを判断する方法としては、完全に一致
する情報項目数が情報項目総数の半分を超える場合、あるいは少なくとも１項目の情報が
完全に一致し、かつ、対応するすべての情報について文字がわずかに一致しないだけであ
る場合、ユーザＡによって提供された名刺の文字情報は前記登録ユーザによって保存され
た名刺情報に相当すると認定され、上記条件に当てはまらない場合には、前記登録ユーザ
によって保存された名刺情報に相当しないと認定されることを特徴とする、請求項９に記
載の連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項１３】
　前記ステップ１０５において、ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーは、名刺の持ち主で
あるユーザＢによって当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマル
チメディア情報をユーザＡにフィードバックし、
　当該マルチメディア情報をフィードバックする方法としては、ユーザＡが前記マルチメ
ディア情報に関連したマルチメディアファイルをすべてダウンロードすることによって、
ネットワークに接続しなくとも情報を閲覧可能とするか、あるいは、前記マルチメディア
情報に関連したネットワークリンクをユーザＡにフィードバックし、ユーザＡがネットワ
ークと接続しなければ情報を閲覧できないようにすることを特徴とする、請求項８に記載
の連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【請求項１４】
　連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法であっ
て、
　ユーザＡがユーザＢの連絡先情報を入手するステップＡと、
　ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をアドレス帳に入力するステップＢと、
　ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をもとに、連絡先情報サーバーに検索要求を送信する
ステップＣと、
　連絡先情報サーバーが、ユーザＡにより提供された連絡先情報をもとに、ユーザＢによ
って当該サーバーに保存された、前記連絡先情報に関連付けられた情報を検出可能か否か
を検索し、検出可能な場合は関連情報をユーザＡにフィードバックし、検出不可能な場合
はユーザＡに関連情報が存在しない旨を通知するステップＤ’を含むことを特徴とする、
連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータネットワーク分野における情報提供方法に関し、特に、連絡先
情報を入力し、ネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　名刺は、連絡方法を記載して伝達するために頻繁に用いられる媒体であり、日常的に、
ビジネス活動においては大量の名刺交換が行われている。人々は、名刺交換によって連絡
方法を伝達し合い、他者とのコネクションを構築する。
【０００３】
　一方、日常生活においては、各種ソーシャルネットワークサイトの利用も非常に普及し
ており、中国国内ではＱＱや開心網が、国外ではｆａｃｅｂｏｏｋやツイッター、ＭＳＮ
等が用いられている。これらソーシャルネットワークサイトを利用するには、ユーザは予
め登録を行い、サイトの登録ユーザとなる必要がある。すべての登録ユーザは連絡先リス
トまたはお友達リストを持ち、連絡先リストの相手とダイレクトにチャットを含む様々な
連絡を行うことができる。すべての登録ユーザは、他のユーザが閲覧できるように、サイ
トへ書き込みをしたり、図のほか、動画や音声を含む様々なマルチメディア情報をアップ
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ロードしたりすることが可能である。自身がアップロードしたマルチメディア情報につい
て、登録ユーザは設定を行うことで、権限のあるユーザにのみ閲覧可能とするか、すべて
のユーザに閲覧可能とするかを規定可能である。
【０００４】
　現在、携帯電話やパソコンに広く使用されている名刺認識技術は、画像処理や光学文字
認識の原理を用いて、カメラ撮影やスキャニングにより得られた名刺画像を自動的に処理
・認識する。そして、自動で名刺の氏名、電話番号、Ｅメール等の有用な情報を取り込ん
でアドレス帳に追加することで、名刺に記載されている連絡先情報を電子機器へ入力する
にあたり、利便性を大幅に高めている。一例としては、多普達社の携帯電話Ｔｏｕｃｈ　
Ｄｉａｍｏｎｄに予めインストールされている名刺認識ソフトがあげられる。
【０００５】
　名刺の大きさや材質によって、名刺の持ち主が名刺に印刷可能な情報の量やその記載形
式は制限される。例えば、会社の経営者は自社の業務紹介を長々と名刺に印刷するわけに
はいかず、動画や音声情報を名刺に掲載することもできない。よって、名刺に掲載される
伝達情報は大きく制限されてしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、名刺では決まった数やサイズの文字や図でしか情報を伝達できないとの制限
を克服し、名刺に掲載される伝達情報量および情報の表現形式を拡大可能な、連絡先情報
を入力し、ネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法を提供することを
解決すべき課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明は以下の技術方案を用いた。
【０００８】
　連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法であっ
て、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報を入手するステップＡと、ユーザＡがユーザＢの連
絡先情報をアドレス帳に入力するステップＢと、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をもと
に、連絡先情報サーバーに検索要求を送信するステップＣと、連絡先情報サーバーが、ユ
ーザＡにより提供された連絡先情報をもとに、ユーザＢによって当該サーバーに保存され
た、前記連絡先情報に関連付けられた情報を検出可能か否かを検索し、検出可能な場合は
ステップＥに進み、検出不可能な場合はステップＦに進むステップＤと、連絡先情報サー
バーが、ユーザＢによって当該ウェブサイト上に保存された、前記連絡先情報に関連付け
られた情報をユーザＡにフィードバックするステップＥと、連絡先情報サーバーが、前記
連絡先情報に関連付けられた提供可能な情報は存在しない旨をフィードバックするステッ
プＦと、終了のためのステップＧとを含む。
【０００９】
　本発明の望ましい方案として、前記ステップＢにおいて、ユーザＡがユーザＢの連絡先
情報をアドレス帳に入力する方法は、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をダイレクトに手
入力する方法と、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報を含む画像を撮影またはスキャンし、
文字認識ソフトを用いて当該画像中の情報を取り出す方法のいずれかである。
【００１０】
　本発明の望ましい方案として、前記ステップＤにおいて、連絡先情報サーバーは、ユー
ザＡにより提供された連絡先情報をもとに、ユーザＢによって当該サーバーに保存された
、前記連絡先情報に関連付けられたマルチメディア情報を検出可能か否かを検索し、連絡
先情報サーバーは、ユーザＢが連絡先情報サーバーの登録ユーザであるか否か、ユーザＢ
が当該名刺に関連付けられた情報を保存しているか否か、ユーザＢが要求を提示した他の
ユーザにこれら情報の取得を許可するか否かを判断する必要がある。
【００１１】
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　本発明の望ましい方案として、前記連絡先情報サーバーによるユーザＢの検索方法は、
連絡先情報サーバーの登録ユーザによって保存された一枚の名刺の情報を取得するステッ
プＤ１と、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報に含まれる氏名、電話番号、携帯電
話番号、ファックス番号、Ｅメール情報と、前記名刺の情報における対応項目の情報とを
ひとつずつ比較し、情報が完全に一致する項目数と、文字がわずかに一致しないだけの項
目数を算出するステップＤ２と、ユーザＡによって提供された名刺の文字情報が前記登録
ユーザによって保存された名刺情報に相当するか否かを判断し、相当する場合はステップ
Ｄ４に進み、相当しない場合はステップＤ７に進むステップＤ３と、当該名刺を保存した
ユーザが、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報を保存しているか否かを判断し
て、保存していればステップＤ５に進み、保存していなければステップＤ８に進むステッ
プＤ４と、当該名刺を保存したユーザが、要求を提示したユーザＡにこれら情報の取得を
許可するか否かを判断して、許可する場合にはステップＤ６に進み、許可しない場合はス
テップＤ８に進むステップＤ５と、名刺の持ち主によって当該ウェブサイト上に保存され
た、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報が検出された旨をフィードバックし、
終了のためにステップＤ９に進むステップＤ６と、当該ウェブサイトのすべての登録ユー
ザによって保存された名刺情報について検索が行われたか否かを判断し、すべての検索が
行われた場合はステップＤ８に進み、すべての検索が行われていない場合はステップＤ１
に戻って、当該ウェブサイトにおける次の登録ユーザによって保存された名刺情報を取得
、比較するステップＤ７と、検索されなかった旨をフィードバックし、終了のためにステ
ップＤ９に進むステップＤ８と、終了のためのステップＤ９とを含む。
【００１２】
　本発明の望ましい方案として、前記ステップＤ２における文字がわずかに一致しないだ
けとは、一致しない文字数が当該項目における総文字数の８分の１を超えないことをいう
。
【００１３】
　本発明の望ましい方案として、前記ステップＤ３において、ユーザＡにより提供された
名刺の文字情報が前記登録ユーザによって保存された名刺情報に相当するか否かを判断す
る方法としては、完全に一致する情報項目数が情報項目総数の半分を超える場合、あるい
は少なくとも１項目の情報が完全に一致し、かつ、対応するすべての情報について文字が
わずかに一致しないだけである場合、ユーザＡによって提供された名刺の文字情報は前記
登録ユーザによって保存された名刺情報に相当すると認定され、上記条件に当てはまらな
い場合には前記登録ユーザによって保存された名刺情報に相当しないと認定される。
【００１４】
　本発明の望ましい方案として、前記ステップＥにおいて、連絡先情報サーバーは、名刺
の持ち主であるユーザＢによって当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付け
られたマルチメディア情報をユーザＡにフィードバックし、前記マルチメディア情報をフ
ィードバックする方法としては、ユーザＡが前記マルチメディア情報に関連したマルチメ
ディアファイルをすべてダウンロードすることによって、ネットワークに接続しなくとも
情報を閲覧可能とするか、あるいは、前記マルチメディア情報に関連したネットワークリ
ンクをユーザＡにフィードバックし、ユーザＡがネットワークと接続しなければ情報を閲
覧できないようにする。
【００１５】
　連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法であっ
て、ユーザＡがユーザＢの名刺を入手するステップ１０１と、ユーザＡがユーザＢの名刺
の情報をアドレス帳に入力するステップ１０２と、ユーザＡがユーザＢの名刺中の文字情
報に基づき、相手情報を保持するウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーに検索要求を送信す
るステップ１０３と、相手情報を保持するウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーが、ユーザ
Ａにより提供された名刺の文字情報をもとに、名刺の持ち主であるユーザＢによって当該
ウェブサイトに保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報を検出可能か
否かを検索し、検出可能な場合はステップ１０５に進み、検出不可能な場合はステップ１
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０６に進むステップ１０４と、ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーが、名刺の持ち主であ
るユーザＢによって当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマルチ
メディア情報をユーザＡにフィードバックするステップ１０５と、ウェブサイトｓｉｔｅ
Ｃのサーバーが、前記名刺に関連付けられた提供可能な情報は存在しない旨をフィードバ
ックするステップ１０６と、終了のためのステップ１０７とを含む。
【００１６】
　本発明の望ましい方案として、前記ステップ１０２において、ユーザＡがユーザＢの名
刺の情報をアドレス帳に入力する方法としては、ユーザＡがユーザＢの名刺の情報をダイ
レクトに手入力する方法と、ユーザＡがユーザＢの名刺画像を撮影し、名刺認識ソフトを
用いてユーザＢの名刺画像中の情報を取り出す方法のいずれかである。
【００１７】
　本発明の望ましい方案として、前記ステップ１０４において、相手情報を保持するウェ
ブサイトｓｉｔｅＣのサーバーは、ユーザＡによって提供された名刺の文字情報をもとに
、名刺の持ち主であるユーザＢによって当該ウェブサイトに保存された、当該名刺に関連
付けられたマルチメディア情報を検出可能か否かを検出するとともに、ウェブサイトｓｉ
ｔｅＣのサーバーは、名刺の持ち主であるユーザＢがウェブサイトｓｉｔｅＣの登録ユー
ザであるか否か、名刺の持ち主であるユーザＢが当該名刺に関連付けられた情報を保存し
ているか否か、名刺の持ち主であるユーザＢが要求をしてきたユーザＡにこれら情報の取
得を許可するか否かを判断する必要がある。
【００１８】
　本発明の望ましい方案として、前記ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーによるユーザＢ
の検索方法は、当該ウェブサイトの登録ユーザによって保存された一枚の名刺の情報を取
得するステップ２０１と、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報に含まれる氏名、電
話番号、携帯電話番号、ファックス番号、Ｅメール情報と、前記名刺の情報における対応
項目の情報とをひとつずつ比較し、何項目の情報が完全に一致し、何項目の情報が文字が
わずかに一致しないだけなのかを把握するステップ２０２と、ユーザＡにより提供された
名刺の文字情報が前記登録ユーザによって保存された名刺情報に相当するか否かを判断し
、相当する場合はステップ２０４に進み、相当しない場合はステップ２０７に進むステッ
プ２０３と、当該名刺を保存したユーザが、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情
報を保存しているか否かを判断し、保存していればステップ２０５に進み、保存していな
ければステップ２０８に進むステップ２０４と、当該名刺を保存したユーザが、要求を提
示したユーザＡにこれら情報の取得を許可するか否かを判断して、許可する場合にはステ
ップ２０６に進み、許可しない場合はステップ２０８に進むステップ２０５と、名刺の持
ち主によって当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディ
ア情報が検出された旨をフィードバックし、終了のためにステップ２０９に進むステップ
２０６と、当該ウェブサイトのすべての登録ユーザによって保存された名刺情報について
検索が行われたか否かを判断し、すべての検索が行われた場合はステップ２０８に進み、
すべての検索が行われていない場合はステップ２０１に戻り、当該ウェブサイトにおける
次の登録ユーザによって保存された名刺情報を取得、比較するステップ２０７と、検索さ
れなかった旨をフィードバックし、終了のためにステップ２０９に進むステップ２０８と
、終了のためのステップ２０９とを含む。
【００１９】
　本発明の望ましい方案として、前記ステップ２０２における文字がわずかに一致しない
だけとは、一致しない文字数が当該項目における総文字数の８分の１を超えないことであ
り、前記ステップ２０３において、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報が前記登録
ユーザによって保存された名刺情報に相当するか否かを判断する方法としては、完全に一
致する情報項目数が情報項目総数の半分を超える場合、あるいは少なくとも１項目の情報
が完全に一致し、かつ、対応するすべての情報について文字がわずかに一致しないだけで
ある場合、ユーザＡによって提供された名刺の文字情報は前記登録ユーザによって保存さ
れた名刺情報に相当すると認定され、上記条件に当てはまらない場合には、前記登録ユー
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ザによって保存された名刺情報に相当しないと認定される。
【００２０】
　本発明の望ましい方案として、前記ステップ１０５において、ウェブサイトｓｉｔｅＣ
のサーバーは、名刺の持ち主であるユーザＢによって当該ウェブサイト上に保存された、
当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報をユーザＡにフィードバックし、当該マル
チメディア情報をフィードバックする方法としては、ユーザＡが前記マルチメディア情報
に関連したマルチメディアファイルをすべてダウンロードすることによって、ネットワー
クに接続しなくとも情報を閲覧可能とするか、あるいは、前記マルチメディア情報に関連
したネットワークリンクをユーザＡにフィードバックし、ユーザＡがネットワークと接続
しなければ情報を閲覧できないようにする。
【００２１】
　連絡先情報を入力しネットワークを介して相手方が提供する情報を取得する方法であっ
て、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報を入手するステップＡと、ユーザＡがユーザＢの連
絡先情報をアドレス帳に入力するステップＢと、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をもと
に、連絡先情報サーバーに検索要求を送信するステップＣと、連絡先情報サーバーが、ユ
ーザＡにより提供された連絡先情報をもとに、ユーザＢによって当該サーバーに保存され
た、前記連絡先情報に関連付けられた情報を検出可能か否かを検索し、検出可能な場合は
関連情報をユーザＡにフィードバックし、検出不可能な場合はユーザＡに関連情報が存在
しない旨を通知するステップＤ’を含む。
【００２２】
　本発明の実現には、相手情報を保持する機能を持つウェブサイトが必要である。当該ウ
ェブサイトの登録ユーザは、ウェブサイト上に名刺の画像や文字情報を含む自身の名刺情
報を保存することができる。当該ウェブサイトの登録ユーザは、さらに、文字、図、動画
、音声を含む各種マルチメディア情報を、保存した自身の名刺情報に関連付けて保存する
ことができる。当該ウェブサイトの登録ユーザは、これらマルチメディア情報に関する権
限を設定し、指定したユーザのみにこれらの情報を取得または閲覧可能とするか、すべて
のユーザに対しこれら情報の取得または閲覧を可能とするかを規定できる。名刺の持ち主
は当該ウェブサイトの登録ユーザである。名刺を入力するユーザは当該ウェブサイトの登
録ユーザであっても、当該ウェブサイトの登録ユーザでなくてもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明では、次の有益な効果を得られる。すなわち、連絡先情報を入力し、ネットワー
クを介して相手方が提供する情報を取得する本発明の方法では、名刺を入手したユーザは
、名刺情報を入力すると特定のウェブサイトに接続され、名刺の持ち主によって予め当該
ウェブサイトに保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報を取得可能と
なる。当該方法によれば、名刺では決まった数やサイズの文字、図でしか情報を伝達でき
ないとの制限が克服され、名刺に掲載される伝達情報量および情報の表現形式が拡大され
る。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の方法を示すフローチャートである。
【図２】図２は、本発明の方法におけるステップ１０４を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に、図面を参照して本発明の望ましい実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００２６】
　図１を参照して、本発明は、連絡先情報（Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
を入力し、ネットワークを介して相手方（Ｃｏｎｔａｃｔ）が提供する情報を取得する方
法を開示する。本方法は、以下のステップを含む。
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【００２７】
　［ステップ１０１］ユーザＡがユーザＢの名刺を入手する。
　ユーザＡがユーザＢの名刺を入手するには、ビジネス会議や友人との集まりにおける名
刺交換、商品営業時の名刺配布など多くのルートがある。
【００２８】
　［ステップ１０２］ユーザＡがユーザＢの名刺の情報をアドレス帳に入力する。
　ユーザＡがユーザＢの名刺の情報をアドレス帳に入力する方法としては、ユーザＡがユ
ーザＢの名刺の情報をダイレクトに手入力する方法と、ユーザＡがユーザＢの名刺画像を
撮影し、名刺認識ソフトを用いてユーザＢの名刺画像中の情報を自動で認識し、取り出す
方法がある。
【００２９】
　［ステップ１０３］ユーザＡはユーザＢの名刺中の文字情報に基づき、相手情報を保持
するウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーに検索要求を送信する。ウェブサイトｓｉｔｅＣ
は相手情報を保持する機能を有する。当該ウェブサイトの登録ユーザは、ウェブサイト上
に名刺の画像や文字情報を含む自身の名刺情報を保存することができる。当該ウェブサイ
トの登録ユーザは、さらに、文字、図、動画、音声を含む各種マルチメディア情報を、保
存した自身の名刺情報に関連付けて保存することができる。
【００３０】
　［ステップ１０４］相手情報を保持するウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーは、ユーザ
Ａにより提供された名刺の文字情報をもとに、名刺の持ち主であるユーザＢによって当該
ウェブサイトに保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報を検出可能か
否かを検索する。そして、ＹＥＳの場合にはステップ１０５に進み、ＮＯの場合はステッ
プ１０６に進む。
【００３１】
　ステップ１０４において、相手情報を保持するウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーは、
ユーザＡによって提供された名刺の文字情報をもとに、名刺の持ち主であるユーザＢによ
って当該ウェブサイトに保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報を検
出可能か否かを検索する。ここで、ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーは、名刺の持ち主
であるユーザＢがウェブサイトｓｉｔｅＣの登録ユーザであるか否か、名刺の持ち主であ
るユーザＢが当該名刺に関連付けられた情報を保存しているか否か、名刺の持ち主である
ユーザＢが要求を提示したユーザＡにこれら情報の取得を許可するか否かを判断する必要
がある。
【００３２】
　図２を参照して、図２はステップ１０４の実現方法として、具体的に以下のステップを
示している。
【００３３】
　ステップ２０１では、当該ウェブサイトの登録ユーザによって保存された一枚の名刺の
情報を取得する。
【００３４】
　ステップ２０２では、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報に含まれる氏名、電話
番号、携帯電話番号、ファックス番号、Ｅメール等の情報と、前記名刺の情報における対
応項目の情報とをひとつずつ比較し、何項目の情報が完全に一致し、何項目の情報が文字
がわずかに一致しないだけなのかを把握する。なお、前記の「文字がわずかに一致しない
だけ」とは、一致しない文字数が当該項目における総文字数の８分の１を超えないことを
いう。
【００３５】
　ステップ２０３では、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報が前記登録ユーザによ
って保存された名刺情報に相当するか否かを判断し、ＹＥＳであればステップ２０４に進
み、ＮＯであればステップ２０７に進む。うち、ユーザＡにより提供された名刺の文字情
報が前記登録ユーザによって保存された名刺情報に相当するか否かを判断する方法として
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は、完全に一致する情報項目数が情報項目総数の半分を超える場合、あるいは少なくとも
１項目の情報が完全に一致し、かつ、対応するすべての情報について文字がわずかに一致
しないだけである場合、ユーザＡによって提供された名刺の文字情報は前記登録ユーザに
よって保存された名刺情報に相当すると認定され、上記条件に当てはまらない場合には、
前記登録ユーザによって保存された名刺情報に相当しないと認定される。
【００３６】
　ステップ２０４では、当該名刺を保存したユーザが、当該名刺に関連付けられたマルチ
メディア情報を保存しているか否かを判断する。そして、ＹＥＳの場合にはステップ２０
５に進み、ＮＯの場合はステップ２０８に進む。
【００３７】
　ステップ２０５では、当該名刺を保存したユーザが要求を提示したユーザＡにこれら情
報の取得を許可するか否かを判断する。そして、ＹＥＳの場合にはステップ２０６に進み
、ＮＯの場合はステップ２０８に進む。
【００３８】
　ステップ２０６では、名刺の持ち主によって当該ウェブサイト上に保存された、当該名
刺に関連付けられたマルチメディア情報が検出された旨をフィードバックし、終了のため
にステップ２０９に進む。
【００３９】
　ステップ２０７では、当該ウェブサイトのすべての登録ユーザによって保存された名刺
情報について検索が行われたか否かを判断し、ＹＥＳであればステップ２０８に進む。ま
た、ＮＯであればステップ２０１に戻り、当該ウェブサイトにおける次の登録ユーザによ
って保存された名刺情報を取得、比較する。
【００４０】
　ステップ２０８では、検索されなかった旨をフィードバックし、終了のためにステップ
２０９に進む。
【００４１】
　ステップ２０９で終了する。
【００４２】
　［ステップ１０５］ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーは、名刺の持ち主であるユーザ
Ｂによってウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報
をユーザＡにフィードバックする。
【００４３】
　前記ステップ１０５において、ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーは、名刺の持ち主で
あるユーザＢによって当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマル
チメディア情報をユーザＡにフィードバックする。当該マルチメディア情報をフィードバ
ックする方法としては、ユーザＡが前記マルチメディア情報に関連したマルチメディアフ
ァイルをすべてダウンロードすることによって、ネットワークに接続しなくとも情報を閲
覧可能としてもよいし、前記マルチメディア情報に関連したネットワークリンクをユーザ
Ａにフィードバックし、ユーザＡがネットワークと接続しなければ情報を閲覧できないよ
うにしてもよい。
【００４４】
　［ステップ１０６］ウェブサイトｓｉｔｅＣのサーバーは、前記名刺に関連付けられた
提供可能な情報は存在しない旨をフィードバックする。
【００４５】
　［ステップ１０７］終了する。
【００４６】
　以上のように、本発明の、連絡先情報を入力し、ネットワークを介して相手方が提供す
る情報を取得する方法では、名刺を入手したユーザは名刺情報を入力すると特定のウェブ
サイトに接続され、名刺の持ち主によって予め当該ウェブサイトに保存された、当該名刺
に関連付けられたマルチメディア情報を取得可能となる。当該方法によれば、名刺では限
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られた数の文字や限られたサイズの図でしか情報を伝達できないとの制限が克服され、名
刺に掲載される伝達情報量および情報の表現形式が拡大される。
【実施例２】
【００４７】
　本実施例は、連絡先情報を入力し、ネットワークを介して相手方が提供する情報を取得
する方法を開示する。本方法は、以下のステップを含む。
【００４８】
　［ステップＡ］ユーザＡがユーザＢの連絡先情報を入手する。
【００４９】
　［ステップＢ］ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をアドレス帳に入力する。
【００５０】
　［ステップＣ］ユーザＡはユーザＢの連絡先情報をもとに、連絡先情報サーバーに検索
要求を送信する。
【００５１】
　［ステップＤ］連絡先情報サーバーは、ユーザＡにより提供された連絡先情報をもとに
、ユーザＢによって当該サーバーに保存された、当該連絡先情報に関連付けられた情報を
検出可能か否かを検索する。そして、ＹＥＳならステップＥに進み、ＮＯならステップＦ
に進む。
【００５２】
　［ステップＥ］連絡先情報サーバーは、ユーザＢによって当該ウェブサイト上に保存さ
れた、当該連絡先情報に関連付けられた情報をユーザＡにフィードバックする。
【００５３】
　［ステップＦ］連絡先情報サーバーは、前記連絡先情報に関連付けられた提供可能な情
報は存在しない旨をフィードバックする。
【００５４】
　［ステップＧ］終了する。
【００５５】
　前記ステップＢにおいて、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をアドレス帳に入力する方
法としては、ユーザＡがユーザＢの連絡先情報をダイレクトに手入力する方法と、ユーザ
ＡがユーザＢの連絡先情報を含む画像を撮影またはスキャンし、文字認識ソフトを用いて
当該画像中の情報を取り出す方法のいずれかである。
【００５６】
　前記ステップＤにおいて、連絡先情報サーバーは、ユーザＡにより提供された連絡先情
報をもとに、ユーザＢによって当該サーバーに保存された、前記連絡先情報に関連付けら
れたマルチメディア情報を検出可能か否かを検索する。ここで、連絡先情報サーバーは、
ユーザＢが連絡先情報サーバーの登録ユーザであるか否か、ユーザＢが当該名刺に関連付
けられた情報を保存しているか否か、ユーザＢが要求を提示した他のユーザにこれら情報
の取得を許可するか否かを判断する必要がある。
【００５７】
　本実施例では、前記連絡先情報サーバーによるユーザＢの検索方法として以下のステッ
プを含む。
【００５８】
　ステップＤ１では、連絡先情報サーバーの登録ユーザによって保存された一枚の名刺の
情報を取得する。
【００５９】
　ステップＤ２では、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報に含まれる氏名、電話番
号、携帯電話番号、ファックス番号、Ｅメール情報と、前記名刺の情報における対応項目
の情報とをひとつずつ比較し、情報が完全に一致する項目数と、文字がわずかに一致しな
いだけの項目数を算出する。
【００６０】
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　ステップＤ３では、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報が前記登録ユーザによっ
て保存された名刺情報に相当するか否かを判断し、ＹＥＳであればステップＤ４に進み、
ＮＯであればステップＤ７に進む。
【００６１】
　ステップＤ４では、当該名刺を保存したユーザが、当該名刺に関連付けられたマルチメ
ディア情報を保存しているか否かを判断する。そして、ＹＥＳであればステップＤ５に進
み、ＮＯであればステップＤ８に進む。
【００６２】
　ステップＤ５では、当該名刺を保存したユーザが、要求を提示したユーザＡにこれら情
報の取得を許可するか否かを判断する。そして、ＹＥＳの場合にはステップＤ６に進み、
ＮＯの場合はステップＤ８に進む。
【００６３】
　ステップＤ６では、名刺の持ち主によって当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺
に関連付けられたマルチメディア情報が検出された旨をフィードバックし、終了のために
ステップＤ９に進む。
【００６４】
　ステップＤ７では、当該ウェブサイトのすべての登録ユーザによって保存された名刺情
報について検索が行われたか否かを判断し、ＹＥＳであればステップＤ８に進む。また、
ＮＯであればステップＤ１に戻り、当該ウェブサイトにおける次の登録ユーザによって保
存された名刺情報を取得、比較する。
【００６５】
　ステップＤ８では、検索されなかった旨をフィードバックし、終了のためにステップＤ
９に進む。
【００６６】
　ステップＤ９で終了する。
【００６７】
　なお、前記ステップＤ２の「文字がわずかに一致しないだけ」とは、一致しない文字数
が当該項目における総文字数の８分の１を超えないことをいう。
【００６８】
　また、前記ステップＤ３において、ユーザＡにより提供された名刺の文字情報が前記登
録ユーザによって保存された名刺情報に相当するか否かを判断する方法としては、完全に
一致する情報項目数が情報項目総数の半分を超える場合、あるいは少なくとも１項目の情
報が完全に一致し、かつ、対応するすべての情報について文字がわずかに一致しないだけ
である場合、ユーザＡによって提供された名刺の文字情報は前記登録ユーザによって保存
された名刺情報に相当すると認定され、上記条件に当てはまらない場合には、前記登録ユ
ーザによって保存された名刺情報に相当しないと認定される。
【００６９】
　前記ステップＥにおいて、連絡先情報サーバーは、名刺の持ち主であるユーザＢによっ
て当該ウェブサイト上に保存された、当該名刺に関連付けられたマルチメディア情報をユ
ーザＡにフィードバックする。当該マルチメディア情報をフィードバックする方法として
は、ユーザＡが前記マルチメディア情報に関連したマルチメディアファイルをすべてダウ
ンロードすることによって、ネットワークに接続しなくとも情報を閲覧可能としてもよい
し、あるいは、前記マルチメディア情報に関連したネットワークリンクをユーザＡにフィ
ードバックし、ユーザＡがネットワークと接続しなければ情報を閲覧できないようにして
もよい。
【００７０】
　なお、本発明における記載および応用は説明のためのものであり、本発明の範囲を上記
実施例に限定する意図はない。また、上記で開示した実施例は変形および変更が可能であ
り、当業者にとって、実施例の置き換えや等価の各部材は公知である。当業者にとって、
本発明は、その趣旨または本質的特徴を逸脱しないことを前提に、他の形式、構造、配置
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、割合、そして他のモジュール、材料および部品の使用によって実現可能であることは明
らかである。よって、本発明の範囲と趣旨を逸脱しなければ、上記で開示した実施例の変
形および変更が可能である。

【図１】 【図２】
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