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(57)【要約】
【課題】ショップサイトで販売されている商品の販売価
格の様々な統計処理結果を、他社との販売価格の比較結
果に加え提示することのできる価格統計処理システムを
提供する。
【解決手段】価格調査システム１の商品情報収集手段１
３０は、インターネット３上に存在する複数のショップ
サイト３０から商品の販売価格を含む商品情報を周期的
に取得する。統計処理手段１４０は、一定期間ごとに収
集した商品情報に含まれる販売価格を統計処理し、統計
処理結果を統計処理結果ＤＢ１４１に記憶する。統計処
理結果提示手段１０１は、クライアント２から受信した
商品の検索要求に適合した商品の統計処理結果を統計処
理結果ＤＢ１４１から取得し、ユーザの販売価格と対比
付けた情報を表示するウェブページを生成し、生成した
ウェブページをクライアントに送信する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他社で販売されている商品の販売価格を調査する価格調査システムであって、
　インターネット上の定められたショップサイトに周期的にアクセスし、商品の商品特定
情報と販売価格を少なくとも含む商品情報を前記ショップサイトから収集し、収集した前
記商品情報を商品情報データベースに登録する商品情報収集手段と、
　前記価格調査システムのユーザの前記商品情報であるユーザ商品情報が記憶されている
ユーザ商品データベースと、
　前記商品情報データベースに登録された前記商品情報から、前記商品情報に含まれる単
語が記述されたインデックス情報を生成し、生成した前記インデックス情報を前記商品情
報に含まれる前記商品特定情報に関連付けてインデックスデータベースに登録するインデ
ックス生成手段と、
　前記商品情報データベースに登録されている前記商品情報に含まれる販売価格を統計処
理する統計処理モジュールを少なくとも一つ有し、一定期間が経過するごとに、前記統計
処理モジュールを用いて、前記商品特定情報が同じ前記商品情報に含まれる販売価格を統
計処理し、前記商品特定情報に関連付けて統計処理結果を統計処理結果データベースに記
憶する統計処理手段と、
　インターネットを介して前記価格調査システムにアクセスした前記ユーザのクライアン
トから、販売価格を統計処理する商品を検索するための検索条件を取得する検索条件取得
手段と、
　前記インデックスデータベースを参照し、前記検索条件取得手段が取得した検索条件に
適合する前記インデックス情報を検索し、検索した前記インデックス情報に記述された前
記商品特定情報を取得する商品検索手段と、
　前記商品検索手段が取得した前記商品特定情報に関連付られた前記統計処理結果を前記
統計処理結果データベースから取得し、更に、前記商品特定情報に関連付られた前記ユー
ザ商品情報を前記ユーザ商品データベースから取得し、前記商品特定情報ごとに、前記統
計処理結果と前記ユーザ商品情報に含まれる販売価格を対比付けて表示するウェブページ
を生成する統計処理結果提示手段と、
を備えることを特徴とする価格調査システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の価格調査システムであって、前記価格調査システムの前記商品情報収
集手段は、前記ユーザが指定した前記商品特定情報に対応する前記商品情報を記憶すると
き、前記ユーザが指定したことを示すユーザフラグを付与して前記商品情報データベース
に記憶し、前記統計処理手段は、前記ユーザフラグが付与されている前記商品情報に含ま
れている販売価格を統計処理したときに、一定の割合以上の販売価格変動が生じているか
確認し、一定の割合以上の販売価格変動が生じている場合は、前記統計処理結果に販売価
格変動フラグを付与して前記統計処理結果データベースに記憶し、前記統計処理結果提示
手段は、前記クライアントからアクセスがあったときに、前記統計処理結果に前記販売価
格変動フラグが添えられている前記統計処理結果を表示するウェブページを生成すること
を特徴とする価格調査システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の価格調査システムにおいて、前記価格調査システムの
前記商品情報収集手段は、前記ショップサイトから前記商品情報を収集するときに、前記
ショップサイトに商品が新規に登録された前記商品情報には、新着フラグを添えて前記商
品情報データベースに記憶し、前記統計処理手段は、前記新着フラグを添えられた前記商
品情報を統計処理したときに、前記新着フラグを添えて前記統計処理結果を前記統計処理
結果データベースに記憶し、前記統計処理結果提示手段は、前記新着フラグを添えられた
前記統計処理結果を表示する情報に、前記新着フラグが添えられていることを示す文字や
記号を含ませることを特徴とする価格調査システム。
【請求項４】
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　請求項１から請求項３のいずれか一つに記載の価格調査システムであって、前記価格調
査システムの前記統計処理手段は、一定期間において最安値の販売価格を抽出する処理部
、一定期間におい最高値の販売価格を抽出する統計処理モジュール、一定期間において販
売価格の平均値を算出する処理部、最安値の前日の販売価格と販売価格の最安値との差を
算出する前記処理部、販売価格の時系列情報を生成する処理部からなる群から選択される
少なくとも一つの処理部を、前記統計処理モジュールとして備えていることを特徴とする
価格調査システム。
【請求項５】
　他社のショップサイトで販売されている商品の販売価格を調査する価格調査方法であっ
て、
　インターネット上の定められた前記ショップサイトで販売されている商品の商品情報を
収集するクローラサーバが、インターネット上の定められた前記ショップサイトにアクセ
スし、商品の商品特定情報と販売価格を少なくとも含む商品情報を収集し、収集した前記
商品情報を商品情報データベースに登録すると共に、
　前記商品情報に含まれる単語が記述されたインデックス情報を生成するインデックスサ
ーバが、前記商品情報データベースに登録された前記商品情報から、前記商品特定情報で
特定される商品の前記インデックス情報を生成し、生成した前記インデックス情報を前記
商品特定情報に関連付けてインデックスデータベースに登録する商品情報収集工程と、
　前記商品情報データベースに記憶された前記商品情報を統計処理する集計サーバが、一
定期間ごとに、一定期間内に前記商品情報データベースに登録された前記商品情報を抽出
し、前記商品特定情報が同一の前記商品情報に含まれる販売価格を統計処理し、前記商品
特定情報に関連付けて統計処理結果を統計処理結果データベースに記憶する販売価格統計
処理工程と、
　ユーザが操作するクライアントからアクセスを受けるＷｅｂサーバが、前記クライアン
トから取得した商品の検索条件を取得し、前記インデックスデータベースを参照して、前
記検索条件に適合する前記インデックス情報を検索し、検索した前記インデックス情報に
対応する前記商品特定情報に関連付られた前記統計処理結果を前記統計処理結果データベ
ースから取得し、更に、前記ユーザの前記商品情報であるユーザ商品情報が記憶されたユ
ーザ商品データベースから、前記商品特定情報を含む前記ユーザ商品情報を取得し、前記
商品特定情報ごとに、前記統計処理結果と前記ユーザ商品情報に含まれる販売価格を対比
付けて表示するウェブページを生成する統計処理結果送信工程と、を含むことを特徴とす
る価格調査方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の価格調査方法であって、前記クローラサーバは、前記ユーザが指定し
た前記商品特定情報の前記商品情報を記憶するとき、前記ユーザが指定したことを示すユ
ーザフラグを付与して前記商品情報データベースに記憶しておき、前記販売価格統計処理
工程において、前記集計サーバは、前記ユーザフラグが付与されている前記商品情報に含
まれている販売価格を統計処理したときに、一定の割合以上の販売価格変動が生じている
か確認し、一定の割合以上の販売価格変動が生じている場合は、前記統計処理結果に販売
価格変動フラグを付与して前記統計結果データベースに記憶し、前記統計処理結果送信工
程において、前記Ｗｅｂサーバは、前記クライアントからアクセスがあったときに、前記
統計処理結果に前記販売価格変動フラグが付与されている前記商品特定情報を表示するウ
ェブページを生成することを特徴とする価格調査方法。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載の価格調査方法において、前記商品情報収集工程におい
て、前記クローラサーバは、前記ショップサイトから前記商品情報を収集するときに、新
規に前記ショップサイトに登録された商品の前記商品情報に、新着フラグを付与して前記
商品情報データベースに記憶し、前記商品情報統計処理工程において、前記集計サーバは
、前記新着フラグが付与された前記商品情報を統計処理したときに、前記新着フラグを付
与して前記統計処理結果を前記統計処理結果データベースに記憶し、前記統計処理結果送
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信工程において、前記Ｗｅｂサーバは、前記新着フラグが付与された前記統計処理結果を
表示する情報に、前記新着フラグが付与されていることを示す文字や記号を含ませること
を特徴とする価格調査方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット上に開設された様々なＥＣサイトで販売されている商品の販
売価格を調査し、その統計処理結果をユーザに提示するためのシステムおよび方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット上には様々なＥＣサイトが開設され、ECサイトを利用することで、消費
者は、気に入った商品などを容易に購入することが可能になった。人気のある商品は複数
のECサイトで取扱われていることが多く、消費者は、複数のECサイトで同一の商品が取扱
われている場合、最も安いECサイトでその商品を購入したい要望がある。
【０００３】
　消費者に商品の価格を提示する技術としては、例えば、特許文献１において、自社の販
売店とは異なる少なくとも１つの他の販売店における商品の販売価格を予め記録する他店
価格データベースと、顧客による商品の購入に関する情報を入力可能な購入情報入力部と
、この購入情報入力部に入力された情報に基づいて、他店価格データベースを参照して、
顧客が購入した商品と同一の商品についての他の販売店における販売価格を取得する他店
価格情報取得部と、顧客が購入した商品の販売価格情報と他の販売店における販売価格と
の価格差を算出する価格差算出部と、この価格差算出部によって算出された価格差を顧客
に対して提示する提示部とをそなえて構成する価格情報提示システムが開示されている。
【０００４】
　特許文献１で開示されている価格情報提示システムによれば、買い物を行なった顧客に
対して、その購入価格が他の店舗で購入した場合よりも安価であることを容易に知らせる
ことにより、顧客の満足度を向上させることができるようになる。
【０００５】
　消費者が、最安値の商品を購入したい要望があることは、商品を販売するECサイト側で
も、他のECサイトと自社の販売価格を比較し、比較結果に基づいて、自社のECサイトで販
売する商品の価格を決定する必要がある。
【０００６】
　特許文献２では、他のECサイトにおける商品の販売価格を参照して、自分のショップに
おける販売価格を決定する価格決定方法およびシステムが開示されている。特許文献２で
開示されている価格決定方法では、インターネット上に存在するECサイトから、少なくと
も販売価格を収集し、最低価格を抽出して商品の販売価格を決定する。
【特許文献１】ＷＯ２００４／０５７５４９号公報
【特許文献２】特開２００１－１４２９７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献２で開示されている発明では、インターネット上に存在するECサイトから収集
する商品の販売価格は、単に、最低価格の抽出のみに利用されているが、商品の販売価格
は、インターネット上に存在するECサイトの販売戦略によって決定されるため、ECサイト
の運営者は、単に、他社との比較結果のみならず、様々な販売価格の統計処理結果を必要
とするが、他社との販売価格の比較結果に加え、様々な販売価格の統計処理結果をECサイ
トの運営者に提示できる発明は開示されていなかった。
【０００８】



(5) JP 2009-223456 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

　そこで、本発明は、インターネット上に存在する他のECサイトで販売されている商品の
販売価格の様々な統計処理結果を、自社との販売価格の比較結果に加え、ECサイトの運営
者に提示することのできるシステムおよび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】
　上述した課題を解決する第１の発明は、他社で販売されている商品の販売価格を調査す
る価格調査システムであって、インターネット上の定められたECサイトに周期的にアクセ
スし、商品の商品特定情報と販売価格を少なくとも含む商品情報を前記ECサイトから収集
し、収集した前記商品情報を商品情報データベースに登録する商品情報収集手段と、前記
価格調査システムのユーザの前記商品情報であるユーザ商品情報が記憶されているユーザ
商品データベースと、前記商品情報データベースに登録された前記商品情報から、前記商
品情報に含まれる単語が記述されたインデックス情報を生成し、生成した前記インデック
ス情報を前記商品情報に含まれる前記商品特定情報に関連付けてインデックスデータベー
スに登録するインデックス生成手段と、前記商品情報データベースに登録されている前記
商品情報に含まれる販売価格を統計処理する統計処理モジュールを少なくとも一つ有し、
一定期間が経過するごとに、前記統計処理モジュールを用いて、前記商品特定情報が同じ
前記商品情報に含まれる販売価格を統計処理し、前記商品特定情報に関連付けて統計処理
結果を統計処理結果データベースに記憶する統計処理手段と、インターネットを介して前
記価格調査システムにアクセスした前記ユーザのクライアントから、販売価格を統計処理
する商品を検索するための検索条件を取得する検索条件取得手段と、前記インデックスデ
ータベースを参照し、前記検索条件取得手段が取得した検索条件に適合する前記インデッ
クス情報を検索し、検索した前記インデックス情報に記述された前記商品特定情報を取得
する商品検索手段と、前記商品検索手段が取得した前記商品特定情報に関連付られた前記
統計処理結果を前記統計処理結果データベースから取得し、更に、前記商品特定情報に関
連付られた前記ユーザ商品情報を前記ユーザ商品データベースから取得し、前記商品特定
情報ごとに、前記統計処理結果と前記ユーザ商品情報に含まれる販売価格を対比付けて表
示するウェブページを生成する統計処理結果提示手段と、を備えることを特徴とする価格
調査システムである。ECサイトECサイトECサイト
【００１０】
　上述した第１の発明によれば、前記価格調査システムが前記価格情報統計処理手段を備
えることで、インターネット上に存在する他の前記ECサイトで販売されている商品の前記
価格情報を統計処理することが可能になり、他社との販売価格の比較結果に加え、ECサイ
トの運営者に提示することのできるようになる。
【００１１】
　更に、第２の発明は、第１の発明に記載の価格調査システムであって、前記価格調査シ
ステムの前記商品情報収集手段は、前記ユーザが指定した前記商品特定情報に対応する前
記商品情報を記憶するとき、前記ユーザが指定したことを示すユーザフラグを付与して前
記商品情報データベースに記憶し、前記統計処理手段は、前記ユーザフラグが付与されて
いる前記商品情報に含まれている販売価格を統計処理したときに、一定の割合以上の販売
価格変動が生じているか確認し、一定の割合以上の販売価格変動が生じている場合は、前
記統計処理結果に販売価格変動フラグを付与して前記統計処理結果データベースに記憶し
、前記統計処理結果提示手段は、前記クライアントからアクセスがあったときに、前記統
計処理結果に前記販売価格変動フラグが添えられている前記統計処理結果を表示するウェ
ブページを生成することを特徴とする。
【００１２】
　上述した第２の発明によれば、ユーザが重要と認識する商品の前記商品特定情報を前記
価格調査システムに登録しておけば、ユーザが重要と認識する商品の販売価格が大きく変
動したときに、ユーザに通知することが可能になる。
【００１３】
　更に、第３の発明は、第１の発明または第２の発明に記載の価格調査システムにおいて
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、前記価格調査システムの前記商品情報収集手段は、前記ECサイトから前記商品情報を収
集するときに、前記ECサイトに商品が新規に登録された前記商品情報には、新着フラグを
添えて前記商品情報データベースに記憶し、前記統計処理手段は、前記新着フラグを添え
られた前記商品情報を統計処理したときに、前記新着フラグを添えて前記統計処理結果を
前記統計処理結果データベースに記憶し、前記統計処理結果提示手段は、前記新着フラグ
を添えられた前記統計処理結果を表示する情報に、前記新着フラグが添えられていること
を示す文字や記号を含ませることを特徴とする。ECサイトECサイト
【００１４】
　上述した第３の発明によれば、新規に前記ECサイトに登録された商品をユーザに通知す
ることが可能になる。
【００１５】
　更に、第４の発明は、第１の発明から第３の発明のいずれか一つに記載の価格調査シス
テムであって、前記価格調査システムの前記統計処理手段は、一定期間において最安値の
販売価格を抽出する処理部、一定期間におい最高値の販売価格を抽出する統計処理モジュ
ール、一定期間において販売価格の平均値を算出する処理部、最安値の前日の販売価格と
販売価格の最安値との差を算出する前記処理部、販売価格の時系列情報を生成する処理部
からなる群から選択される少なくとも一つの処理部を、前記統計処理モジュールとして備
えていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る前記価格調査システムの前記価格情報統計処理手段に備えられた前記統計
処理モジュールは任意でよいが、商品の前記価格情報を統計処理する方式としては、第４
の発明に記載の処理部から選択するとよい。
【００１７】
　更に、第５の発明は、他社のECサイトで販売されている商品の販売価格を調査する価格
調査方法であって、インターネット上の定められた前記ECサイトで販売されている商品の
商品情報を収集するクローラサーバが、インターネット上の定められた前記ECサイトにア
クセスし、商品の商品特定情報と販売価格を少なくとも含む商品情報を収集し、収集した
前記商品情報を商品情報データベースに登録すると共に、前記商品情報に含まれる単語が
記述されたインデックス情報を生成するインデックスサーバが、前記商品情報データベー
スに登録された前記商品情報から、前記商品特定情報で特定される商品の前記インデック
ス情報を生成し、生成した前記インデックス情報を前記商品特定情報に関連付けてインデ
ックスデータベースに登録する商品情報収集工程と、前記商品情報データベースに記憶さ
れた前記商品情報を統計処理する集計サーバが、一定期間ごとに、一定期間内に前記商品
情報データベースに登録された前記商品情報を抽出し、前記商品特定情報が同一の前記商
品情報に含まれる販売価格を統計処理し、前記商品特定情報に関連付けて統計処理結果を
統計処理結果データベースに記憶する販売価格統計処理工程と、　ユーザが操作するクラ
イアントからアクセスを受けるＷｅｂサーバが、前記クライアントから取得した商品の検
索条件を取得し、前記インデックスデータベースを参照して、前記検索条件に適合する前
記インデックス情報を検索し、検索した前記インデックス情報に対応する前記商品特定情
報に関連付られた前記統計処理結果を前記統計処理結果データベースから取得し、更に、
前記ユーザの前記商品情報であるユーザ商品情報が記憶されたユーザ商品データベースか
ら、前記商品特定情報を含む前記ユーザ商品情報を取得し、前記商品特定情報ごとに、前
記統計処理結果と前記ユーザ商品情報に含まれる販売価格を対比付けて表示するウェブペ
ージを生成する統計処理結果送信工程と、を含むことを特徴とする価格調査方法である。
ECサイトECサイトECサイト
【００１８】
　更に、第６の発明は、第５の発明に記載の価格調査方法であって、前記クローラサーバ
は、前記ユーザが指定した前記商品特定情報の前記商品情報を記憶するとき、前記ユーザ
が指定したことを示すユーザフラグを付与して前記商品情報データベースに記憶しておき
、前記販売価格統計処理工程において、前記集計サーバは、前記ユーザフラグが付与され
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ている前記商品情報に含まれている販売価格を統計処理したときに、一定の割合以上の販
売価格変動が生じているか確認し、一定の割合以上の販売価格変動が生じている場合は、
前記統計処理結果に販売価格変動フラグを付与して前記統計結果データベースに記憶し、
前記統計処理結果送信工程において、前記Ｗｅｂサーバは、前記クライアントからアクセ
スがあったときに、前記統計処理結果に前記販売価格変動フラグが付与されている前記商
品特定情報を表示するウェブページを生成することを特徴とする。
【００１９】
　更に、第７の発明は、第５の発明または第６の発明に記載の価格調査方法において、EC
サイトECサイト前記商品情報収集工程において、前記クローラサーバは、前記ECサイトか
ら前記商品情報を収集するときに、新規に前記ECサイトに登録された商品の前記商品情報
に、新着フラグを付与して前記商品情報データベースに記憶し、前記商品情報統計処理工
程において、前記集計サーバは、前記新着フラグが付与された前記商品情報を統計処理し
たときに、前記新着フラグを付与して前記統計処理結果を前記統計処理結果データベース
に記憶し、前記統計処理結果送信工程において、前記Ｗｅｂサーバは、前記新着フラグが
付与された前記統計処理結果を表示する情報に、前記新着フラグが付与されていることを
示す文字や記号を含ませることを特徴とする。
【００２０】
　上述した第５の発明から第７の発明によれば、上述した第１の発明から第３の発明と同
様の効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　上述した本発明によれば、インターネット上に存在する他のECサイトで販売されている
商品の販売価格の様々な統計処理結果を、自社との販売価格の比較結果に加え、ECサイト
の運営者に提示することのできるシステムおよび方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　ここから、本発明に係る価格調査システム１および方法について、図を参照しながら詳
細に説明する。図１は、本実施形態における価格調査システム１の構成を説明する図であ
る。
【００２３】
　図１に示したように、本実施形態における価格調査システム１は、ＲＯＭ（Read Only 
Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）などのメモリと、ハードディスクなどの大容
量の記憶装置と、演算処理を行うＣＰＵ（Central Processing Unit）と、ネットワーク
通信インターフェースなどを備えた複数のサーバから構成され、本実施形態において、価
格調査システム１は、Ｗｅｂサーバ１０、検索サーバ１１、インデックスサーバ１２、ク
ローラサーバであるクローラサーバ１３、集計サーバ１４、認証サーバ１５およびユーザ
サーバ１６とから構成される。
【００２４】
　本実施形態における価格調査システム１のユーザは、ECサイト３０を開設している者で
、ユーザが開設しているＥＣサイト３０で取扱っている商品の商品情報がユーザサーバ１
６に記憶され、ユーザは、クライアント２を操作することで価格調査システム１にアクセ
スし、自社との販売価格の比較結果に加え、ＥＣサイト３０における商品の販売価格の様
々な統計処理結果を得ることができるようになる。
【００２５】
　図１で図示した価格調査システム１では、商品の販売価格の統計処理結果をユーザに提
示するために、３つの独立した工程される。一つ目の工程は、インターネット上に存在す
る複数のＥＣサイト３０から、ＥＣサイト３０で販売されている商品の商品情報を周期的
に取得し記憶する商品情報収集工程で、二つ目の工程は、商品情報収集工程で収集した商
品情報に含まれる販売価格を統計処理し記憶する販売価格統計処理工程で、三つ目の工程
は、クライアント２の検索要求に適合した商品情報に含まれる販売価格の統計処理結果を
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クライアント２に送信する統計処理結果送信工程である。
【００２６】
　価格調査システム１において商品情報収集工程が実行されるときに作動するサーバは、
クローラサーバ１３とインデックスサーバ１２で、クローラサーバ１３は、インターネッ
ト３上に存在する複数のＥＣサイト３０から、ＥＣサイト３０で販売されている商品に関
連した情報、例えば、商品特定情報となる商品型番、販売価格、商品を説明するテキスト
などを商品情報として周期的に取得し、収集した商品情報をクローラサーバ１３のデータ
ベースに記憶する。
【００２７】
　インデックスサーバ１２は、クローラサーバ１３が商品情報を収集すると、商品を検索
するときに利用するインデックス情報を生成し、生成したインデックス情報をインデック
スサーバ１２のデータベースに記憶する。
【００２８】
　インデックスサーバ１２が生成するインデックス情報には、商品情報に含まれる商品型
番に関連付けて、商品情報に含まれる単語、すなわち、商品の名称、商品が属するカテゴ
リー、商品が販売されているＥＣサイト３０の名称、価格情報の最新の更新日など、商品
を検索するときに利用される情報が記述される。
【００２９】
　価格調査システム１において販売価格統計処理工程が実行されるときに作動するサーバ
は集計サーバ１４で、集計サーバ１４には、予め商品情報に含まれる販売価格を統計処理
する複数の統計処理モジュールが組込まれ、集計サーバ１４は、一定期間間隔ごとに、統
計処理モジュールを用いて、商品ごとにクローラサーバ１３に保存されている商品情報を
統計処理し、一定期間内における最安値、最高価格、平均価格、最安値に関する前日比な
ど、商品の販売価格に関する統計処理結果を、商品の商品型番に関連付けて、集計サーバ
１４のデータサーバに記憶する。
【００３０】
　価格調査システム１において統計処理結果送信工程が実行されるときに作動するサーバ
は、Ｗｅｂサーバ１０、検索サーバ１１、認証サーバ１５およびユーザサーバ１６で、Ｗ
ｅｂサーバ１０は、Ｗｅｂサーバ１０にアクセスしたクライアント２を操作するユーザの
認証情報を取得し、認証サーバ１５に取得した認証情報を認証させ、ユーザの認証情報の
認証に成功すると、商品の販売価格の統計処理結果をユーザの販売価格と対比させて提示
する。
【００３１】
　Ｗｅｂサーバ１０は、商品の販売価格の統計処理結果を提示するために、検索条件とし
て、商品のカテゴリー或いは商品型番などの商品の検索条件をクライアント２から取得し
、検索サーバ１１に検索条件に適合した商品を検索させる。
【００３２】
　Ｗｅｂサーバ１０は、クライアント２に表示させたウェブページを利用して検索条件を
取得すると、Ｗｅｂサーバ１０は取得した検索条件を検索サーバ１１に引渡す。検索サー
バ１１は、インデックスサーバ１２のデータベースから検索条件に適合する商品の商品型
番を検索すると、検索した商品型番をＷｅｂサーバ１０に引渡す。
【００３３】
　Ｗｅｂサーバ１０は、引渡された商品型番に関連付けられた統計処理結果を集計サーバ
１４から取得すると共に、引渡された商品型番に関連付けられたユーザ商品情報をユーザ
サーバ１６から取得し、商品型番ごとに、取得した統計処理結果とユーザ商品情報に含ま
れる販売価格を対比付けて表示するウェブページを生成し、生成したウェブページをクラ
イアント２に送信する。
【００３４】
　上述した内容に加え、クローラサーバ１３は、ユーザが指定した商品型番に対応する商
品情報を記憶するとき、ユーザが指定した商品であることを示すユーザフラグを付与して
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データベースに記憶しておき、集計サーバ１４は、ユーザフラグが付与された商品情報に
含まれる販売価格を統計処理すると、一定割合以上の販売価格変動が生じているか確認し
、一定割合以上の販売価格変動が生じているときは、一定割合以上の販売価格変動が生じ
ていることを示す販売価格変動フラグを付与して統計処理結果を記憶する。そして、Ｗｅ
ｂサーバ１０は、クライアント２からアクセスがあったとき、販売価格変動フラグが付与
された統計処理結果が集計サーバ１４に記憶されているか確認し、販売価格変動フラグが
付与された統計処理結果があったときは、販売価格変動フラグが付与された統計処理結果
をクライアント２に表示させる。
【００３５】
　更に、価格調査システム１には、ＥＣサイト３０で新規に商品が登録されたとき、新規
に商品が登録されたことを知らせる機能をも備えている。
【００３６】
　価格調査システム１が、商品の販売価格を統計処理する集計サーバ１４を備えることで
、ＥＣサイト３０で販売されている商品の販売価格を様々な角度から統計処理した結果を
ユーザに提示することが可能になり、ユーザが、このような機能を備えた価格調査システ
ム１を利用することで、ユーザは、商品の販売価格を様々な角度から統計処理した統計処
理結果を閲覧することが可能になり、自社で販売する商品の価格を戦略的に設定すること
ができるようになる。
【００３７】
　ここから、図１で図示した価格調査システム１に備えられた機能について詳細に説明す
る。図２は、図１で図示した価格調査システム１の機能ブロック図である。
【００３８】
　本発明を実現するために、図１で図示した価格調査システム１には、価格調査システム
１にアクセスしたユーザを認証するユーザ認証手段１５０と、認証に成功したユーザが操
作するクライアント２に表示させたウェブページを利用して、クライアント２から検索条
件を取得する検索条件取得手段１００と、検索条件に適合する商品型番を検索する商品検
索手段１１０と、検索された商品型番に対応する統計処理結果を表示するウェブページを
生成し、生成したウェブページをクライアント２に配信する統計処理結果提示手段１０１
と、商品情報収集手段１３０が収集した商品情報に含まれる販売価格を統計処理する統計
処理手段１４０と、インターネット３上に開設されたＥＣサイト３０から商品情報を収集
する商品情報収集手段１３０と、商品情報収集手段１３０が収集した商品情のインデック
ス情報を生成するインデックス生成手段１２０と、商品情報収集手段１３０が収集した商
品情報を記憶する商品情報データベース１３１（DB: Data Base）と、統計処理手段１４
０が商品の販売価格を統計処理した統計処理結果を記憶する統計処理結果ＤＢ１４１と、
インデックス生成手段１２０が生成したインデックス情報を記憶するインデックスＤＢ１
２１と、ユーザが開設しているＥＣサイト３０で販売している商品のユーザ商品情報を記
憶するユーザ商品ＤＢ１６０を備えている。
【００３９】
　図２で図示した価格調査システム１に備えられた商品情報収集手段１３０として機能す
るコンピュータプログラムは、価格調査システム１を構成するクローラサーバ１３に実装
され、商品情報ＤＢ１３１の機能は、クローラサーバ１３が有する記憶装置で実現される
。
【００４０】
　更に、価格調査システム１に備えられたインデックス生成手段１２０として機能するコ
ンピュータプログラムは、価格調査システム１を構成するインデックスサーバ１２に実装
され、インデックスＤＢ１２１の機能は、インデックスサーバ１２が有する記憶装置で実
現される。
【００４１】
　更に、価格調査システム１に備えられたユーザ認証手段１５０として機能するコンピュ
ータプログラムは、価格調査システム１を構成する認証サーバ１５に実装され、価格調査
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システム１に備えられた検索条件取得手段１００および統計処理結果提示手段１０１とし
て機能するコンピュータプログラムは、価格調査システム１を構成するＷｅｂサーバ１０
に実装されている。
【００４２】
　更に、統計処理手段１４０として機能するコンピュータプログラムは、価格調査システ
ム１を構成する集計サーバ１４に実装され、商品検索手段１１０として機能するコンピュ
ータプログラムは、価格調査システム１を構成する検索サーバ１１に実装されている。
【００４３】
　ここから、価格調査システム１が備えている各々の手段について詳細に説明する。
【００４４】
　インターネット上に設けられたＥＣサイト３０から商品情報を収集する商品情報収集手
段１３０は、商品情報を収集するＥＣサイト３０のインターネット３上の位置を示すＵＲ
Ｌ（Uniform Resource Locator）を記憶し、一定の周期でこのＵＲＬにアクセスし、アク
セスしたＵＲＬで公開されているウェブページや、リンクを辿ることで得られるウェブペ
ージに含まれるテキストを自然言語解析することで、ＥＣサイト３０で販売している商品
に関する情報として、商品型番、販売価格、商品を説明するテキストなどを商品情報とし
て収集する。
【００４５】
　例えば、商品情報収集手段１３０は、ウェブページに記述されているテキストに含まれ
る特徴のある単語、例えば、「ショップ」、「店舗」、「商品名」や「円」などに関連付
けられた単語を参照することで、ＥＣサイト３０名、商品名、商品型番、販売価格を特定
し、商品情報を収集する。
【００４６】
　商品情報収集手段１３０は商品情報を取得すると、取得した商品情報を商品情報ＤＢ１
３１に記憶する。なお、取得した商品情報と同じ商品型番を有する商品情報が商品情報Ｄ
Ｂ１３１に記憶されていなければ、新着フラグを付与して商品情報を商品情報ＤＢ１３１
に記憶する。
【００４７】
　インデックス生成手段１２０は、商品を検索するために利用されるインデックス情報を
、引渡された商品情報のごとに生成し、生成したインデックス情報を商品情報の商品型番
に関連付けてインデックスＤＢ１２１に記憶する。なお、すでに、商品型番に関連付けら
れたインデックス情報がインデックスＤＢ１２１に記憶されているとき、インデックス生
成手段１２１は、インデックスＤＢ１２１に記憶されているインデックス情報に含まれて
おらず、生成したインデックス情報に含まれる単語があれば、この単語をインデックスＤ
Ｂ１２１に記憶されているインデックス情報に追加する。
【００４８】
　インデックス生成手段１２０が生成するインデックス情報には、商品情報に含まれる商
品名、商品型番、商品名から特定される商品のカテゴリー、ショップ名など、商品情報に
含まれる単語や、商品情報に含まれる単語から得られる単語など、商品情報の検索に利用
できる情報が記述されている。
【００４９】
　本実施形態において、価格調査システム１の統計処理手段１４０は、商品情報ＤＢ１３
１に保存されている商品情報から、一定期間内における最安値、最高価格、平均価格、最
安値に関する前日比など、商品情報に含まれる販売価格に関する統計値を商品ごとに集計
し、統計値の集計結果を統計処理結果として記憶する。
【００５０】
　価格調査システム１の統計処理手段１４０は、商品情報を統計処理するための統計処理
モジュールとして、販売価格の最安値を抽出する最安値統計処理モジュール、販売価格の
最高値を抽出する最高値統計処理モジュール、販売価格の平均値を算出する平均値統計処
理モジュール、最安値の販売価格とその前日の販売価格との比を算出する前日比モジュー



(11) JP 2009-223456 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

ル、販売価格の時系列情報を生成する時系列統計処理モジュールを備え、統計処理手段１
４０は、これらのモジュールを利用して、一定期間内における最安値、最高価格、平均価
格、最安値に関する前日比など、販売価格に関する統計値を商品型番ごとに集計し、集計
した統計処理結果を、商品型番に関連付けて統計処理結果ＤＢ１４１に記憶する。
【００５１】
　更に、価格調査システム１の統計処理手段１４０は、商品情報ＤＢ１３１に記憶されて
いる商品情報に、ユーザが登録している商品を示すユーザフラグが付与されているとき、
この商品の統計処理結果を参照し、商品の販売価格の変動が、販売価格を統計処理する一
定期間内に所定の割合（例えば、１０％以上）を超えたとき、所定の割合を超えた販売価
格変動があったことを示す販売価格変動フラグを付与して統計処理結果を統計処理結果Ｄ
Ｂ１４１に記憶させておく。
【００５２】
　加えて、価格調査システム１の統計処理手段１４０は、統計処理する商品情報に新製品
フラグが付与されている場合、その商品型番の統計処理結果に新製品フラグを付与してお
くと、この商品型番で特定される商品が新製品であることがわかるようになる。
【００５３】
　具体的には、価格調査システム１の統計処理手段１４０が、商品情報ＤＢ１３１に記憶
された商品情報に含まれる販売価格を統計処理するとき、商品情報ＤＢ１３１に記憶され
た商品情報を統計処理する時点から一定期間内（例えば、１週間内）に商品情報ＤＢ１３
１に記憶された商品情報を母集合とし、この母集合から、商品型番が同一である商品情報
の小集合を形成する。
【００５４】
　そして、形成した小集合ごとに、すなわち、商品型番が同一である商品情報を対象とし
、統計処理モジュールを用いて商品情報に含まれる販売価格を統計処理し、商品型番に関
連付けて、販売価格を統計処理した期間と統計処理結果を統計処理結果ＤＢ１４１に記憶
する。
【００５５】
　例えば、価格調査システム１の統計処理手段１４０に備えられた最安値統計処理モジュ
ールは、この小集合に含まれる商品情報に含まれる販売価格から、最も値の小さい販売価
格を最安値として抽出し、最高値統計処理モジュールは、この小集合に含まれる商品情報
に含まれる販売価格から、最も値の大きい販売価格を最高値として抽出する。更に、前日
比モジュールは、最安値統計処理モジュールが抽出した最安値の販売価格の日付と、その
前日の販売価格の比を求める。加えて、時系列統計処理モジュールは、この小集合に対応
する商品型番に関連付けられて記憶されている過去の統計処理結果を参照し、最高値、平
均価格、最安値、および、ユーザの販売価格の時系列情報を生成する。
【００５６】
　価格調査システム１のユーザ認証手段１５０は、ユーザＩＤと参照パスワードをユーザ
に入力させるためのウェブページ（ユーザ認証用ページ）が記述されたＨＴＭＬファイル
と、ユーザを識別するユーザＩＤに関連付けて、ユーザの認証情報を認証するときに利用
する参照情報（ここでは、参照パスワード）を記憶している。
【００５７】
　クライアント２から価格調査システム１にアクセスがあると、ユーザ認証手段１５０が
作動し、ユーザ認証用ページをクライアント２に送信し、クライアント２から取得した認
証情報（ここでは、認証パスワード）と、クライアント２から取得したユーザＩＤに関連
付けられた参照パスワードと照合することで、クライアント２を操作するユーザを認証す
る。
【００５８】
　ユーザ認証手段１５０がユーザの認証に成功すると、価格調査システム１の検索条件取
得手段１００が作動する。検索条件取得手段１００は、商品の検索条件をユーザに設定さ
せるためウェブページ（検索条件設定用ページ）が記述されＨＴＭＬファイルを記憶し、
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検索条件設定用ページが記述されＨＴＭＬファイルをクライアント２に送信し、ユーザに
商品の検索条件の入力を促す。
【００５９】
　なお、クライアント２に検索条件設定用ページが記述されＨＴＭＬファイルを送信する
際、検索条件取得手段１００は、統計処理結果提示手段１０１を呼び出し、統計処理結果
提示手段１０１は、検索条件取得手段１００から呼出す。そして、最新の統計処理結果の
中から、販売価格変動フラグが添えられている統計処理結果を抽出し、販売価格変動フラ
グが添えられている統計処理結果を表示するＨＴＭＬ文書を生成し、検索条件取得手段１
００は、検索条件設定用ページが記述されＨＴＭＬファイルにこのＨＴＭＬ文書を含ませ
て、クライアント２に送信する。
【００６０】
　価格調査システム１の検索条件取得手段１００はクライアント２から検索条件を取得す
ると、取得した検索条件を商品検索手段１１０に引渡し、検索条件に適合する商品型番の
検索を商品検索手段１１０に依頼する。
【００６１】
　検索条件取得手段１００から商品検索手段１１０に検索条件が引渡されると、商品検索
手段１１０は、インデックスＤＢ１２１に記憶されたインデックス情報を参照し、検索条
件に適合する商品の商品型番を検索する。例えば、検索条件として商品のカテゴリーが指
定された場合、商品検索手段１１０は、検索条件で示されるカテゴリーが記述されている
インデックス情報を検索し、検索したインデックス情報の商品型番を取得する。
【００６２】
　商品検索手段１１０は、検索条件取得手段１００から引渡された検索条件に適合する商
品型番を検索すると、検索した商品型番を統計処理結果提示手段１０１に引渡し、統計処
理結果提示手段１０１は、引渡された商品型番の統計処理結果ＤＢ１４１から取得し、更
に、この商品型番で特定されるユーザ商品情報がユーザ商品ＤＢ１６０に記憶されている
場合、この商品情報をユーザ商品ＤＢ１６０から取得し、取得したこれらの情報を加工し
て、販売価格の統計処理結果を表示するウェブページ（統計処理結果用ページ）を生成し
、生成した統計処理結果用ページをクライアント２に送信する。
【００６３】
　なお、統計処理結果用ページに表示する統計処理結果に、新製品フラグが付与されてい
るとき、この統計処理結果に新製品フラグが付与されていることを示す記号や文字（例え
ば、「新製品」や「ＵＰ」）を付けて表示するとよい。
【００６４】
　ここから、価格調査システム１で実行される商品情報収集工程、販売価格統計処理工程
および統計処理結果送信工程について、それぞれの工程の手順を追いながら説明する。図
３は、商品情報収集工程で実行される手順を示したフロー図で、図４は、販売価格統計処
理工程で実行される手順を示したフロー図で、図５は、統計処理結果送信工程で実行され
る手順を示したフロー図である。
【００６５】
　まず、図３を参照しながら、商品情報収集工程で実行される手順について説明する。商
品情報収集工程は周期的に繰返し実行される工程で、商品情報収集工程が実行されるとき
、価格調査システム１の商品情報収集手段１３０およびインデックス生成手段１２０が作
動する。
【００６６】
　商品情報収集工程において、定められた周期（例えば、１日）ごとに、価格調査システ
ム１の商品情報収集手段１３０が作動し、商品情報収集手段１３０は、インターネット３
上のＥＣサイト３０から商品情報を収集する商品情報収集処理（Ｓ１）が実行される。
【００６７】
　商品情報収集手段１３０は、商品情報を収集するＥＣサイト３０のＵＲＬを記憶し、商
品情報収集手段１３０は作動すると、記憶したＵＲＬで公開されているウェブページや、
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このウェブページに張られているリンクを辿ることで得られるウェブページに表示されて
いるテキストを自然言語解析することで、ＥＣサイト３０名、商品名、商品型番、販売価
格、商品を説明するテキストなどを含む商品情報を収集し、商品型番に関連付けて、収集
した商品情報とその収集日を商品情報ＤＢ１３１に記憶する。
【００６８】
　インターネット上のＥＣサイト３０から商品情報を収集する商品情報収集処理（Ｓ１）
が実行されると、商品情報を収集したインデックス情報を生成するインデックス生成処理
（Ｓ２）が実行される。
【００６９】
　インデックス生成処理（Ｓ２）においては、価格調査システム１のインデックス生成手
段１２０が作動し、インデックス生成手段１２０は、商品情報収集処理（Ｓ１）で収集さ
れた商品情報のインデックス情報を生成し、生成したインデックス情報をインデックスＤ
Ｂ１２１に記憶し、商品情報収集工程は終了する。
【００７０】
　インデックス生成手段１２０が生成するインデックス情報は、商品の検索に利用される
情報で、インデックス情報には、商品名、商品のカテゴリー、ショップ名など、商品情報
から抽出された単語が含まれ、インデックス生成手段１２０は、インデックス情報を生成
した商品情報に含まれる商品型番に関連付けて、生成したインデックス情報をインデック
スＤＢ１２１に記憶する。
【００７１】
　次に、図４を参照しながら、販売価格統計処理工程で実行される手順について説明する
。販売価格統計処理工程は、商品情報収集工程と同じか、或いは、長い周期的で繰返し実
行される工程で、販売価格統計処理工程が実行されるとき、価格調査システム１の統計処
理手段１４０が作動する。
【００７２】
　定めらた周期（例えば、１週間）ごとに、価格調査システム１の統計処理手段１４０は
作動し、統計処理手段１４０は、商品情報の収集日が、統計処理を開始する時点から、定
めらた期間内（例えば、１週間内）の商品情報を商品情報ＤＢ１３１から検索する商品情
報検索処理（Ｓ１０）が実行される。
【００７３】
　商品情報検索処理（Ｓ１０）において、価格調査システム１の統計処理手段１４０は、
商品情報ＤＢ１３１に保存されている商品情報から、商品情報の収集日が、統計処理を開
始する時点から、定められた期間内（例えば、１週間内）の商品情報を検索し、検索した
商品情報の母集合を形成する。
【００７４】
　商品情報検索処理（Ｓ１０）が終了すると、価格調査システム１の統計処理手段１４０
は、商品情報検索処理（Ｓ１０）で収集した商品情報に含まれる販売価格を統計処理する
販売価格統計処理処理（Ｓ１１）を実行する。
【００７５】
　販売価格統計処理（Ｓ１１）において、統計処理手段１４０は、商品情報検索処理（Ｓ
１０）で形成した商品情報の母集合から、商品型番が同一である商品情報の小集合を形成
し、小集合ごとに、すなわち、商品型番が同一である商品情報ごとに、統計処理手段１４
０に備えられた統計処理モジュールを用いて、小集合に含まれる商品情報の販売価格を統
計処理し、商品型番に関連付けて、販売価格を統計処理した期間と統計処理結果を統計処
理結果ＤＢ１４１に記憶する。
【００７６】
　なお、価格調査システム１の統計処理手段１４０は、上述したユーザフラグが付与され
ている商品情報の販売価格を統計処理したとき、商品の販売価格の変動が、所定の割合を
超えているとき、上述している販売価格変動フラグを添えて統計処理結果を統計処理結果
ＤＢ１４１に記憶させる。加えて、価格調査システム１の統計処理手段１４０は、統計処
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理する商品情報に新製品フラグが付与されている場合、その商品型番の統計処理結果に新
製品フラグを付与しておく。
【００７７】
　価格調査システム１の統計処理手段１４０が、収集日が、統計処理を開始する時点から
、定められた期間内（例えば、１週間内）の商品情報に含まれる販売価格を統計処理する
と、販売価格統計処理工程は終了する。
【００７８】
　次に、図５を参照しながら、統計処理結果送信工程で実行される手順について説明する
。統計処理結果送信工程は、クライアント２から価格調査システム１にアクセスがあるご
とに実行される工程で、統計処理結果送信工程が実行されるとき、価格調査システム１の
ユーザ認証手段１５０、検索条件取得手段１００、商品検索手段１１０および統計処理結
果提示手段１０１が作動する。
【００７９】
　統計処理結果送信工程では、販売価格の統計処理結果の配信を要求するためのアクセス
を、ユーザが操作するクライアント２から価格調査システム１が受けると、価格調査シス
テム１はアクセスしたユーザを認証するユーザ認証処理（Ｓ２０）を実行する。
【００８０】
　ユーザ認証処理（Ｓ２０）を実行するとき、価格調査システム１のユーザ認証手段１５
０が作動し、ユーザ認証手段１５０は、認証用ページが記述されたＨＴＭＬファイルをク
ライアント２に送信する。
【００８１】
　図６は、ユーザ認証するときに、クライアント２に表示される認証用ページ４を説明す
るための図である。ユーザ認証するときに、クライアント２に表示される認証用ページ４
には、ユーザＩＤを入力するフォーム４０と、認証パスワードを入力するフォーム４１と
、認証パスワードを認証するときにクリックされるログインボタン４２が備えられている
。
【００８２】
　図６のログインボタンがクリックされると、入力されたユーザＩＤと認証パスワードが
、クライアント２から価格調査システム１に送信され、ユーザ認証手段１５０は、クライ
アント２からユーザＩＤと認証情報を取得すると、クライアント２から取得した認証情報
を認証する。
【００８３】
　価格情報提統計処理工程では、ユーザ認証処理（Ｓ２０）の認証結果によって処理は分
岐さする（Ｓ２１）。ユーザ認証処理（Ｓ２０）でユーザ認証に成功したときは、価格調
査システム１のサービスをユーザに提供する処理を実行し、ユーザ認証処理（Ｓ２０）で
ユーザ認証に失敗したときは、価格調査システム１のサービスをユーザに提供することな
く、この手順を終了する。
【００８４】
　ユーザ認証処理（Ｓ２０）においてユーザ認証に成功すると、価格調査システム１は、
クライアント２を操作するユーザから商品の検索条件を取得する検索条件取得処理（Ｓ２
２）を実行する。
【００８５】
　商品の検索条件を取得する検索条件取得処理（Ｓ２２）が実行されるとき、価格調査シ
ステム１の検索条件取得手段１００が作動し、検索条件取得手段１００は、統計処理結果
提示手段１０１を呼び出し、統計処理結果提示手段１０１は、検索条件取得手段１００か
ら呼出されると、最新の統計結果の中から、販売価格変動フラグが添えられている統計処
理結果を統計処理結果ＤＢ１４１から取得し、販売価格変動フラグが添えられている統計
処理結果を表示するＨＴＭＬ文書を生成する。
【００８６】
　検索条件取得手段１００は、検索条件設定用ページを表示するＨＴＭＬファイルに、販
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売価格変動フラグが添えられている統計処理結果を表示するＨＴＭＬ文書を含ませてクラ
イアント２に送信し、ユーザの操作に従い、商品のカテゴリー或いは検索キーワードなど
の検索条件を、ユーザが操作するクライアント２から取得する。
【００８７】
　図７は、クライアント２に表示される第１の検索条件設定用ページ５を説明する図であ
る。第１の検索条件設定用ページ５には、価格調査システム１をログアウトするときにク
リックされるログアウトボタン５０と、検索キーワードを入力するフォーム５１と、入力
した検索キーワードを用いて商品を検索するときにクリックされるキーワード検索ボタン
５２と、カテゴリーを用いて商品を検索するときにクリックされるカテゴリー検索ボタン
５３が表示される。更に、第１の検索条件設定用ページ５には、販売価格変動フラグが添
えられている統計処理結果を表示する価格変動情報５４として、商品型番、商品の写真、
商品の最低価格、最高価格、平均価格およびユーザの自社価格、価格の変動率、最低価格
のＥＣサイト３０名称および最高価格のＥＣサイト３０名称、並びに、自社価格と最低価
格の差が表示されている。
【００８８】
　図７で図示した１つのカテゴリーボタンがクリックされると、検索条件取得手段１００
は、クリックされたカテゴリーボタンに対応するカテゴリーの詳細なカテゴリーを選択す
るための第２の検索条件設定用ページをクライアント２に表示させる。
【００８９】
　図８は、第２の検索条件設定ページ６を説明する図である。図８で図示したように、ク
ライアント２に表示される第２の検索条件設定ページには、価格調査システム１をログア
ウトするときにクリックされるログアウトボタン６０と、検索キーワードを入力するフォ
ーム６１と、入力した検索キーワードを用いて商品を検索するときにクリックされるキー
ワード検索ボタン６２と、図７でクリックされたカテゴリーボタンに対応するカテゴリー
の中から、詳細なカテゴリーを選択するときにクリックされる詳細カテゴリー検索ボタン
６３に加え、図７でクリックされたカテゴリーボタン５３に対応するカテゴリーに関連す
る商品の中から、一定価格以上の販売価格変動があった商品に関する価格変動情報６４が
表示される。
【００９０】
　図７で図示した第１の検索条件設定ページ５或いは図８で図示した第２の検索条件設定
ページ６で検索キーワードが入力され、キーワード検索ボタン５２或いは６２がクリック
されると、検索条件取得手段１００は、キーワードを検索条件として取得する。また、図
８で図示した第２の検索条件設定ページ６で詳細カテゴリーボタン６３がクリックされる
と、検索条件取得手段１００は、クリックされた詳細カテゴリーボタン６３に対応する詳
細カテゴリーを検索条件として取得する。
【００９１】
　価格調査システム１の検索条件取得手段１００が、検索条件としてキーワード或いは詳
細カテゴリーなどを取得すると、検索条件に適合する商品を検索する商品検索処理（Ｓ２
３）が実行される。
【００９２】
　価格調査システム１の検索条件取得手段１００は検索条件を取得すると、取得した検索
条件を商品検索手段１１０に引渡し、商品検索手段１１０は、インデックスＤＢ１２１を
参照し、検索条件に適合する商品型番を検索する。
【００９３】
　検索条件に適合する商品を検索する商品検索処理（Ｓ２３）が実行されると、検索され
た商品型番に関連付けられた統計処理結果を表示する検索結果表示処理（Ｓ２４）が実行
される。
【００９４】
　検索結果表示処理（Ｓ２４）では統計処理結果提示手段１０１が作動し、商品検索手段
１１０が検索した商品型番は統計処理結果提示手段１０１に引渡され、統計処理結果提示
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手段１０１は、引渡された商品型番に関連付けられた最新の統計処理結果を統計処理結果
ＤＢ１４１から取得し、取得した統計処理結果を加工することで、検索条件に適合する統
計処理結果を表示するウェブページ（検索結果表示ページ）を記述したＨＴＭＬファイル
を生成し、検索結果表示ページを記述したＨＴＭＬファイルをクライアント２に送信する
。
【００９５】
　図９は、検索結果表示ページを説明する図である。検索結果表示ページ７には、価格調
査システム１をログアウトするときにクリックされるログアウトボタン７０と、検索キー
ワードを入力するフォーム７１と、入力した検索キーワードを用いて商品を検索するとき
にクリックされるキーワード検索ボタン７２と、検索条件に適合した商品のリスト７５と
、リスト７５から絞り込み検索するときに利用するフォーム７３と絞込み検索ボタン７４
が表示される。
【００９６】
　絞り込み検索するときに利用するフォーム７３に検索キーワード等が入力或いは選択さ
れ、絞込み検索ボタン７４がクリックすると、絞り込み検索するときに利用するフォーム
７３のデータが検索条件として、統計処理結果提示手段１０１に引渡され、統計処理結果
提示手段１０１は、商品のリスト７５に表示されている商品の中から、この検索条件に適
合する商品の統計処理結果を表示する。
【００９７】
　更に、検索結果表示ページ７に含まれる商品の一覧に含まれる商品の一つがユーザによ
って選択されると、選択された商品の販売価格の推移を表示する時系列情報表示処理（Ｓ
２５）が実行される。
【００９８】
　統計処理結果提示手段１０１は、選択された商品の商品型番に関連付けられた統計処理
結果の中から、時系列統計処理モジュールが生成した時系列情報を表示するウェブページ
（時系列情報表示ページ）を生成し、生成した時系列情報表示ページをクライアント２に
送信することで、選択された商品の販売価格の推移がクライアント２に表示される。
【００９９】
　図１０は、時系列情報表示ページ８を説明する図である。図１０で図示した時系列情報
表示ページ８には、価格調査システム１をログアウトするときにクリックされるログアウ
トボタン８０と、検索キーワードを入力するフォーム８１と、入力した検索キーワードを
用いて商品を検索するときにクリックされるキーワード検索ボタン８１と、選択された販
売価格に含まれる商品型番で特定される商品の画像８３と、最高値、平均価格、最安値、
および、ユーザの販売価格の推移を示すグラフが表示される。
【０１００】
　図１０では、選択された商品を販売しているショップごとの統計処理結果８５として、
最新の販売価格、最新の販売価格と平均価格との差、最新の販売価格と最低価格との差、
最新の販売価格の更新日、および、商品を販売しているＥＣサイト３０のＵＲＬにリンク
が張られたハイパーテキストが含まれる。
【０１０１】
　本発明は、これまで説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能
である。例えば、上述した実施形態においては、検索条件に係わらず、インデックス情報
を用いて商品型番を検索しているが、商品のカテゴリー、スペックおよび価格など、使用
頻度の高い検索条件に係わる情報ついては、商品型番を検索できるように、予め用意され
たデータベースに記憶しておき、使用頻度の高い検索条件については、このデータベース
を利用して検索すると、インデックス情報を利用するよりも効率的に検索を行えるように
なる。なお、このデータベースの内容は、インデックス情報を利用するときに、インデッ
クス情報に含まれる情報を用いて更新される。
【０１０２】
　このとき、インデックス情報には、キーワード検索に利用される単語が記述され、検索
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サーバは、検索条件がキーワード検索以外のときは、検索サーバに設定されたデータベー
スから、検索条件に適合する商品型番を検索し、検索条件がキーワード検索の時は、イン
デックス情報を用いて、検索条件に適合する商品型番号を検索する。尚、検索条件がキー
ワード検索以外の時で、検索サーバに設定されたデータベースがない場合は、インデック
ス情報を用いて、検索条件に適合する商品型番を検索する。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】価格調査システムの構成を説明する図。
【図２】価格調査システムの機能ブロック図。
【図３】商品情報収集工程で実行される手順を示したフロー図。
【図４】販売価格統計処理工程で実行される手順を示したフロー図。
【図５】統計処理結果送信工程で実行される手順を示したフロー図。
【図６】認証用ページを説明するための図。
【図７】第１の検索条件設定用ページを説明する図。
【図８】第２の検索条件設定用ページを説明する図。
【図９】検索結果表示ページを説明する図。
【図１０】時系列情報表示ページを説明する図。
【符号の説明】
【０１０４】
１　価格情報調査システム
１０　Ｗｅｂサーバ
１１　検索サーバ
１２　インデックスサーバ
１３　クローラサーバ
１４　集計サーバ
１５　認証サーバ
１６　ユーザ商品サーバ
２　クライアント
３　インターネット
３０　ＥＣサイト
１００　検索条件取得手段
１０１　統計処理結果提示手段
１１０　商品検索手段
１２０　インデックス生成手段
１２１　インデックスＤＢ
１３０　商品情報収集手段
１３１　商品情報ＤＢ
１４０　統計処理手段
１４１　統計処理結果ＤＢ
１５０　ユーザ認証手段
１６０　ユーザ商品ＤＢ
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