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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検索のためのキーワードが入力されるキーワード入力手段と、
　入力された前記キーワードの表記の形態を判別する表記判別手段と、
　表記の形態に応じて前記キーワードが表す内容を判別し、前記内容から前記キーワード
の属性を決定する属性決定手段と、
　前記属性に応じたサービスを提供するウェブサイトやコンテンツを検索する検索手段と
、
　検索した前記ウェブサイトや前記コンテンツのリンク先データを表示する表示手段と、
　前記表示手段が表示している前記リンク先データの選択により、対応するウェブサイト
をアクセスするアクセス手段と、
　を備えたウェブ情報提供システム。
【請求項２】
　前記アクセス手段は、アクセスする前記ウェブサイトに対して、前記キーワードの表記
内容が示すサービスの提供を指示することを特徴とする請求項１に記載のウェブ情報提供
システム。
【請求項３】
　前記属性決定手段は、前記キーワードの表記の形態が言語であるとき、前記キーワード
が表す内容が予め保持している名詞と一致していると、一致した前記名詞から前記キーワ
ードの属性を決定することを特徴とする請求項１又は２に記載のウェブ情報提供システム
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【請求項４】
　前記属性決定手段は、前記キーワードの表記の形態が数字であるとき、数字の桁数や特
定の桁の数字から前記キーワードの属性を決定することを特徴とする請求項１又は２に記
載のウェブ情報提供システム。
【請求項５】
　前記属性決定手段は、前記キーワードの表記の形態が数字・記号・アルファベットのう
ちの２つ以上の種類にて構成されているとき、その配列に基づき前記キーワードの属性を
決定することを特徴とする請求項１又は２に記載のウェブ情報提供システム。
【請求項６】
　前記キーワード入力手段に複数の前記キーワードが入力されたとき、前記表記判別手段
は前記キーワード毎にその表記を判別し、前記検索手段は、前記属性決定手段が決定した
前記キーワード毎の前記属性の組み合わせに基づき対応するウェブサイトやコンテンツを
検索することを特徴とする請求項１又は２に記載のウェブ情報提供システム。
【請求項７】
　前記表示手段は、前記検索手段の検索した前記ウェブサイトや前記コンテンツのリンク
先データが複数の場合には、所定の優先順位にて表示することを特徴とする請求項１又は
２に記載のウェブ情報提供システム。
【請求項８】
　前記表示手段は、前記検索手段の検索した前記ウェブサイトや前記コンテンツのリンク
先データとともに、検索エンジンを有する検索サイトのリンク先データも表示することを
特徴とする請求項１又は２に記載のウェブ情報提供システム。
【請求項９】
　前記表示手段は、表示する前記ウェブサイトや前記コンテンツのリンク先データの有無
に係らず、検索エンジンを有する検索サイトのリンク先データも表示することを特徴とす
る請求項１又は２に記載のウェブ情報提供システム。
【請求項１０】
　前記表示手段は、前記リンク先データをカテゴリー化して表示することを特徴とする請
求項１又は２に記載のウェブ情報提供システム。
【請求項１１】
　前記リンク先データはアイコンであることを特徴とする請求項１又は２に記載のウェブ
情報提供システム。
【請求項１２】
　前記属性決定手段が前記キーワードの属性を日付又は時刻と決定したとき、該当する前
記日付又は前記時刻の予定を入力する予定表入力手段を備えた請求項１又は２に記載のウ
ェブ情報提供システム。
【請求項１３】
　入力されたキーワードの表記の形態を判別するステップと、
　表記の形態に応じて前記キーワードが表す内容を判別し、前記内容から前記キーワード
の属性を決定するステップと、
　前記属性に応じたサービスを提供するウェブサイトやコンテンツを検索するステップと
、
　検索した前記ウェブサイトや前記コンテンツのリンク先データを表示するステップと、
　をコンピュータに実行させるためのウェブ情報提供プログラム。
【請求項１４】
　前記検索した前記ウェブサイトや前記コンテンツのリンク先データが複数の場合には、
所定の優先順位にて表示することを特徴とする請求項１３に記載のウェブ情報提供プログ
ラム。
【請求項１５】
　前記キーワードの属性を決定するステップは、前記キーワードの表記の形態が言語であ
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るとき、前記キーワードが表す内容が予め保持している名詞と一致していると、一致した
前記名詞から前記キーワードの属性を決定するステップを含むことを特徴とする請求項１
３に記載のウェブ情報提供プログラム。
【請求項１６】
　前記キーワードの属性を決定するステップは、前記キーワードの表記の形態が数字であ
るとき、数字の桁数や特定の桁の数字から前記キーワードの属性を決定するステップを含
むことを特徴とする請求項１３に記載のウェブ情報提供プログラム。
【請求項１７】
　前記キーワードの属性を決定するステップは、前記キーワードの表記の形態が数字・記
号・アルファベットのうちの２つ以上の種類にて構成されているとき、その配列に基づき
前記キーワードの属性を決定するステップを含むことを特徴とする請求項１３に記載のウ
ェブ情報提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者が検索キーワードを入力すると、そのキーワードに関連したウェブサ
イトやコンテンツへのリンク先データを提供できるようにしたウェブ情報提供システム及
びウェブ情報提供プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、利用者がインターネット上で情報を得たいウェブサイトを検索するには、検索サ
イトを開き検索エンジンを利用して、検索キーワードを入力することで必要なウェブサイ
トにアクセスしている。また、言葉の意味や専門語句を調べたい場合には、辞書サイト等
の情報サイトを開いている。しかし、不特定多数の情報の中から利用者が欲する情報に辿
りつくには適宜、情報を取捨選択しながらウェブサイトを遍歴して行かなければならず手
間を要する場合があった。
【０００３】
　そのため、通信ネットワークを通して、情報端末から検索キーワードを入力すれば、自
動的に候補となるリンク先データを提供する検索サービス提供システムが知られている（
例えば、特許文献１を参照）。この場合、情報検索サーバでは、リンク先データをインデ
ックス量や更新日時などの一定の条件に基づいて決定した順位にて表示することで、利用
者によって選ばれる可能性の高いウェブサイトを候補として上げることができるようにな
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１０７２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、利用者がウェブサイトを検索する動機はまちまちであり、上記の従来技
術では、利用者によっては、その目的に適っていないウェブサイトが候補の上位に上げら
れる不具合がある。例えば、そのとき利用者が、地図情報を知りたい、ホテルを予約した
い、或いは電車の終電情報を知りたい等の目的があって、このようなサービスを提供して
くれるウェブサイトを探しているような場合は比較的緊急性が高いのであるが、上記従来
技術によるウェブサイト検索システムでは、検索キーワードに関連した種々のウェブサイ
トが上げられるために、希望のサービスを提供してくれるウェブサイトに到達するには時
間を要することがあり、利便性の面で問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記点から、利用者が提供してもらいたいサービスに関係するキーワードを
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入力することにより、それに応じたサービスを提供するウェブサイトやコンテンツを検索
し、それへのリンク先データを表示することができるウェブ情報提供システム及びウェブ
情報提供プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明によるウェブ情報提供システムは、検索のためのキ
ーワードが入力されるキーワード入力手段と、入力された前記キーワードの表記の形態を
判別する表記判別手段と、表記の形態に応じて前記キーワードが表す内容を判別し、前記
内容から前記キーワードの属性を決定する属性決定手段と、前記属性に応じたサービスを
提供するウェブサイトやコンテンツを検索する検索手段と、検索した前記ウェブサイトや
前記コンテンツのリンク先データを表示する表示手段と、前記表示手段が表示している前
記リンク先データの選択により、対応するウェブサイトをアクセスするアクセス手段と、
を備えている。
【０００８】
　ここで、前記アクセス手段は、アクセスする前記ウェブサイトに対して、前記キーワー
ドの表記内容が示すサービスの提供を指示することを特徴としている。また、前記リンク
先データはアイコンであることを特徴としている。
【０００９】
　そして、前記属性決定手段は、前記キーワードの表記の形態が言語であるとき、前記キ
ーワードが表す内容が予め保持している名詞と一致していると、一致した前記名詞から前
記キーワードの属性を決定することを特徴としている。また、前記属性決定手段は、前記
キーワードの表記の形態が数字であるとき、数字の桁数や特定の桁の数字から前記キーワ
ードの属性を決定することを特徴としている。また、前記属性決定手段は、前記キーワー
ドの表記の形態が数字・記号・アルファベットのうちの２つ以上の種類にて構成されてい
るときは、その配列に基づき前記キーワードの属性を決定することを特徴としている。
【００１０】
　そして、前記キーワード入力手段に複数の前記キーワードが入力されたとき、前記表記
判別手段は前記キーワード毎にその表記を判別し、前記検索手段は、前記属性決定手段が
決定した前記キーワード毎の前記属性の組み合わせに基づき対応するウェブサイトやコン
テンツを検索することを特徴としている。
【００１１】
　そして、前記表示手段は、前記検索手段の検索した前記ウェブサイトや前記コンテンツ
のリンク先データとともに、検索エンジンを有する検索サイトのリンク先データも表示す
ることを特徴としている。このとき、前記表示手段は、リンク先データが複数ある場合に
は、所定の優先順位に沿って表示する。また、前記表示手段は、表示する前記ウェブサイ
トや前記コンテンツのリンク先データの有無に係らず、前記検索エンジンを有する前記検
索サイトのリンク先データも表示することを特徴としている。また、前記表示手段は、前
記リンク先データをカテゴリー化して表示することを特徴としている。
【００１２】
　そして、前記属性決定手段が前記キーワードの属性を日付又は時刻と決定したとき、該
当する前記日付又は前記時刻の予定を入力する予定表入力手段を備えたことを特徴として
いる。これにより、ウェブ情報提供の処理中に予定表入力の処理も行うことができる。
【００１３】
　本発明によるウェブ情報提供プログラムは、入力されたキーワードの表記の形態を判別
するステップと、表記の形態に応じて前記キーワードが表す内容を判別し、前記内容から
前記キーワードの属性を決定するステップと、前記属性に応じたサービスを提供するウェ
ブサイトやコンテンツを検索するステップと、検索した前記ウェブサイトや前記コンテン
ツのリンク先データを出力するステップと、を備えている。
【００１４】
　そして、前記キーワードの属性を決定するステップは、前記キーワードの表記の形態が
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言語であるとき、前記キーワードが表す内容が予め保持している名詞と一致していると、
一致した前記名詞から前記キーワードの属性を決定することを特徴としている。また、前
記キーワードの表記の形態が数字であるとき、数字の桁数や特定の桁の数字から前記キー
ワードの属性を決定することを特徴としている。また、前記キーワードの表記の形態が数
字・記号・アルファベットのうちの２つ以上の種類にて構成されているとき、その配列に
基づき前記キーワードの属性を決定することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によるウェブ情報提供システム及びウェブ情報提供プログラムは、入力されるキ
ーワードの表記の形態からこのキーワードが表す内容を判別して、その内容に応じてキー
ワードの属性を決定し、属性に応じたサービスを提供するウェブサイトやコンテンツを検
索してリンク先データを表示し、リンク先データが選択されると、対応するウェブサイト
やコンテンツにアクセスすることができるようになっている。
【００１６】
　この構成により、キーワードを入力することで、このキーワードに応じたサービスを提
供するウェブサイトまたはコンテンツを簡単に検索することができ、利用者にとって利便
性の高いウェブ情報提供システム及びウェブ情報提供プログラムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係るウェブ情報提供システムの構成を示すブロック図。
【図２】本発明に係るウェブ情報提供システムの携帯電話機での実施形態を示すブロック
図。
【図３】本発明の携帯電話機での実施形態における動作ステップを示すフローチャート。
【図４】キーワード入力時における携帯電話機の表示画面の説明図。
【図５】検索結果を表示している携帯電話機の表示画面の説明図。
【図６】地図情報を表示している携帯電話機の表示画面の説明図。
【図７】携帯電話機の表示画面上でのスクロール動作の説明図。
【図８】検索結果を表示している携帯電話機の表示画面の説明図。
【図９】検索結果を表示している携帯電話機の表示画面の説明図。
【図１０】アクセスしたウェブサイトのウェブページを表示している携帯電話機の表示画
面の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。図１は、本発明に係るウェブ
情報提供システムの構成を示している。図１に示すウェブ情報提供システム１０は、キー
ワード入力手段１１と、表記判別手段１２と、属性決定手段１３と、検索手段１４と、表
示手段１５と、データベース１６と、データテーブル１７と、ウェブサイト１９にアクセ
スするアクセス手段１８を備えている。
【００１９】
　キーワード入力手段１１には、利用者によって検索のためのキーワードが入力される。
キーワードが入力されると、表記判別手段１２は、キーワードの表記からこのキーワード
の表記は言語（日本語）であるのか、数字であるのか、または数字・記号・アルファベッ
トの組み合わせであるのかの判別を行う。
【００２０】
　属性決定手段１３は、この表記の判別を受けてキーワードが表している内容からその属
性を決定する。すなわち、予め何種類かの属性を定めており、その中から該当する１つま
たは複数の属性を選び出してこのキーワードの属性に決定する。
【００２１】
　表記が言語であれば、キーワードは名詞を表すものとして、属性決定手段１３は、デー
タベース１６の名詞ＤＢに予め保持している名詞との一致を調べる。そして一致している
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と、その名詞の表す内容に応じてキーワードの属性を決定する。名詞ＤＢには著名な地名
，人名，社名，屋号及び国名等の固有名詞や、料理名や職種等の良く使用される一般名詞
を記憶している。従って、属性決定手段１３は、名詞ＤＢに保持している名詞と照合し、
キーワードが「新宿」を表すことを判別すると、予め定めてある属性の中から「地名」や
「駅名」を選び出してこのキーワードの属性に決定する。尚、言語は日本語に限るもので
はなくその他の言語でも良いが、そのときは、その言語に応じた名詞ＤＢを用意する必要
がある。
【００２２】
　表記が数字であれば、その桁数や特定の桁での数字等によってキーワードの数列が表す
内容を判別し、判別した内容からその属性を決定する。例えば、０から始まる数字２桁（
または３桁，４桁，５桁）は市外局番の可能性があり、データベース１６の市外局番デー
タＤＢと照合して一致すれば、その市外局番が示す地域を属性と決定する。また、４桁の
数字であれば株式の銘柄コードの可能性があり、データベース１６の銘柄ＤＢと照合して
一致すれば、予め定めてある属性の中から「株式」や「会社」を選び出してこのキーワー
ドの属性と決定する。さらに、１又は複数桁の数字そのもので屋号等を表わしている場合
もあり、これからも属性を選び出して決定することができる。
【００２３】
　表記が数字・記号・アルファベットのうちの２つ以上の組み合わせであれば、属性決定
手段１３は、その配列から属性を決定できる。例えば、１桁目から３桁目が数字で、その
後にハイフンを置いて、４桁数字が続けば郵便番号の可能性があり、データベース１６の
郵便番号ＤＢと照合して一致すれば、その郵便番号が示す地域や「郵便」を属性と決定す
る。また、１桁目から３桁目が数字のみのキーワードでも郵便番号の可能性がある。
【００２４】
　データベース１６には、上記以外にも、キーワードの属性を決定するために照合する種
々のデータが保持されている。
【００２５】
　検索手段１４は、決定された属性を基にしてデータテーブル１７から対応するウェブサ
イトやコンテンツを検索する。データテーブル１７は、属性の「地名」や「駅名」に対照
させてインターネット上の地図検索サイト，路線検索サイト及びホテル予約サイトのリン
ク先データを記憶している。例えば、キーワードに「新宿」と入力されると、属性決定手
段１３はその属性を「地名」や「駅名」と決定するために、検索手段１４は、地図検索サ
イトと路線検索サイトとホテル予約サイトのリンク先データをデータテーブル１７から読
み取る。
【００２６】
　そして、表示手段１５は、検索手段１４が読み取ったリンク先データを表示し、アクセ
ス手段１８は表示手段１５が表示しているリンク先データが選択されるとリンク先にアク
セスして、そのウェブサイト１９のウェブページを表示手段１５に表示する。
【００２７】
　キーワード入力手段１１に「新宿」と入力した利用者は、「新宿の地図を知りたい」、
「新宿のホテルを予約したい」、「新宿で買い物したい」或いは「新宿の公共交通機関を
調べたい」等の要望があって検索をかけていることが考えられ、利用者は要望内容に応じ
て地図検索サイトや路線検索サイトやホテル予約サイトの何れかを選択することで、アク
セス手段１８は選択されたウェブサイト１９をアクセスして、このウェブサイト１９のウ
ェブページを表示手段１５に表示させる。
【００２８】
　アクセス手段１８が、ウェブサイト１９をアクセスする場合、キーワード入力手段１１
へのキーワードのサービスの提供をウェブサイト１９に指示する。従って、例えば、利用
者が地図検索サイトのリンク先データを選択した場合、アクセス手段１８は、地図検索サ
イトであるウェブサイト１９に対して、キーワードの「新宿」の地図を表示するよう指示
を送り、表示手段１５はウェブサイト１９から送られてくる「新宿」の地図を表示する。



(7) JP 5749626 B2 2015.7.15

10

20

30

40

50

【００２９】
　このように、本発明に係るウェブ情報提供システム１０は、利用者がキーワードを入力
することで、このキーワードに関連する地図提供やホテル予約等のサービスを提供するウ
ェブサイトやコンテンツへのリンク先アドレスを表示して、利用者が提供を受けたいサー
ビスに応じてリンク先アドレスを選択することで必要なサービスを得ることができる。
【００３０】
　かかるウェブ情報提供システム１０は、種々の形態にて実施可能で、その一例として、
情報端末装置にウェブ情報提供システム１０の機能をアプリケーションプログラムとして
組み込み構成することができる。この場合の情報端末装置としては、アプリケーションプ
ログラムが実行可能な情報機器であれば、パソコンは勿論のこと、インターネットに接続
することができる携帯電話機、ＰＤＡ、ＴＶ受像機等が利用できる。
【００３１】
　以下、アプリケーションプログラムが実行可能な情報機器への適用例として、携帯電話
機を用いた実施の形態で本発明を詳述する。
【００３２】
　図２は、携帯電話機１の構成を概略的に示すもので、システムバス２０に、ＣＰＵ２１
，ＲＡＭ２２，ＲＯＭ２３，通信装置２４，表示装置２５及びタッチスクリーン入力装置
２６を接続して構成される。
【００３３】
　タッチスクリーン入力装置２６は、表示装置２５に表示されるタッチスクリーン画面へ
のタッチを容量変化にて感知するもので、駆動回路２６Ａからの駆動ライン及び感知回路
２６Ｂへの入力ラインをマトリクス状にタッチスクリーン画面上に配置して構成される。
【００３４】
　ＲＯＭ２３には、携帯電話機１の基本ＯＳと共にウェブ情報提供のアプリケーションプ
ログラムが格納されており、利用者はこのアプリケーションプログラムを選択して起動し
、終了することができる。また、ＲＡＭ２２には、図１で説明したデータベース１６の格
納データの記憶エリア２２Ａ及びデータテーブル１７の記憶領域２２Ｂがそれぞれ設定さ
れている。
【００３５】
　図３にウェブ情報提供のアプリケーションプログラムの制御フローを示して、ＣＰＵ２
１の動作を説明する。
【００３６】
　ＣＰＵ２１は、ウェブ情報提供のアプリケーションプログラムを起動すると、ステップ
Ｓ１にて表示装置２５にタッチスクリーンを表示し、ステップＳ２にてタッチスクリーン
入力装置２６を制御してキーワードの入力を待機する。図４は、この状態での表示装置２
５の表示画面を示しており、タッチスクリーンによる入力画面３と入力ボックス４と検索
結果表示画面５とが表示されている。尚、このとき、検索結果表示画面５は、検索前であ
るために無表示の状態にある。
【００３７】
　そして、利用者は、入力画面３を操作して入力ボックス４にキーワードを入力するが、
このとき、複数のキーワードを入力する場合には、利用者はキーワード間にスペースを設
けることになっている。そして、利用者による入力ボックスへ４への入力が終了すると、
ステップＳ３にてキーワードを読み取る。次のステップＳ４では、読み取ったキーワード
が言語（日本語）であるかを判別し、言語でない場合はステップＳ５でキーワードが全て
数字で構成されているかを判別し、全て数字で構成されていない場合はステップＳ６でキ
ーワードは全て英文字であるかを判別する。
【００３８】
　ステップＳ４でキーワードが言語であることを判別すると、ステップＳ７に移行して、
キーワードが表す内容を判別する処理となる。ステップＳ７では、データベース記憶エリ
ア２２Ａの格納されている駅名・地名・ホテル名・会社名等の名詞との一致を照合する。
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上記したごとく、キーワードに「新宿」と入力すれば、駅名データや地名データとしての
「新宿」と一致するために、ステップＳ１０にてキーワードの属性を「駅名」や「地名」
と決定する。
【００３９】
　ステップＳ５でキーワードが全て数字であることが判別されると、ステップＳ８に移行
して、キーワードが表す内容を判別する処理となる。ステップＳ８では、数字列の桁数を
カウントし、その桁数や特定の桁での数字等によってキーワードの数列が表す内容を判別
する。そして、ステップＳ１０にて、判別したキーワードの内容からその属性を決定する
。前述した市外局番や銘柄コード以外の例を上げると、数字９桁や１４桁乃至２０桁であ
れば荷物追跡番号の可能性があり、予め定めてある属性の中から「宅配」を選び出してこ
のキーワードの属性に決定し、１３桁であればＪＡＮ（Japanese Article Number）コー
ド又はＩＳＢＮ（International Standard Book Numbering）コードの可能性がそれぞれ
あり、予め定めてある属性の中から「商品」や「書籍」を選び出してこのキーワードの属
性に決定する。
【００４０】
　ステップＳ６でキーワードは全て英文字でないことを判別すると、この場合、キーワー
ドは数字・記号・アルファベットの組み合わせであると判別できる。従って、ステップＳ
９での処理となって、このキーワードが表す内容を判別する。上述の郵便番号以外の例を
上げると、９桁の数字を挟み先頭と最後のそれぞれ２桁をアルファベットの文字列のキー
ワードは上記したのとは別に定められているある荷物追跡番号、＠を含む文字列はメール
アドレスの可能性があり、この判別結果をもとに、ステップＳ１０にて、予め定めてある
何れかの属性と決定する。
【００４１】
　このようにしてステップＳ１０にて属性を決定すると、ステップＳ１１にて、入力ボッ
クス４に半角スペースを置いて入力された全てのキーワードに対して属性が決定されてい
るかを判別し、全てに対して決定していない場合はステップＳ４からの処理に戻る。
【００４２】
　そして、属性を決定するとステップＳ１２の処理となり、決定した属性に応じて、関係
するウェブサイトやコンテンツを決定し、ステップＳ１３ではこのウェブサイトやコンテ
ンツのリンク先データをアイコンで表示する。このとき、リンク先データが複数ある場合
は所定の優先順位で表示する。優先順位は属性に応じて決定されるもので、例えば、属性
が「地名」である場合には、地図情報を提供するウェブサイトやコンテンツのリンク先デ
ータが優先順位のトップとなるようにプログラムされている。
【００４３】
　図５は、ステップＳ１３での処理におけるリンク先データのアイコン表示の具体例を示
している。図５の例では、入力ボックス４に単一のキーワードとして「新宿」が入力され
て、これにより「新宿」に関係するサービスを提供するウェブサイトやコンテンツの検索
結果を検索結果表示画面５に表示している状態を示す。検索結果表示画面５のカテゴリー
表示部５Ａは、そのウェブサイトやコンテンツが提供できるサービスをカテゴリー毎に分
類して表示しており、サービス表示部５Ｂはカテゴリーの分類に沿って、そのサービスを
提供するウェブサイトまたはコンテンツへのリンク先データをアイコンで表示している。
【００４４】
　この例においては、「新宿」のキーワードに関して、属性は上述したように「駅名」や
「地名」であるから、これに基づいて、「地図」のカテゴリーには地図検索サイトＡ及び
Ｂのアイコンａとアイコンｂとを表示し、「ホテル」のカテゴリーにはホテル予約サイト
Ｃ及びＤのアイコンｃとアイコンｄとを表示している。
【００４５】
　また、キーワードの属性に係らず「検索」のカテゴリーを表示して、ステップＳ１３で
は検索エンジンを備えた検索サイトＧ，Ｙのアイコンｇ，ｙも併せて表示するようプログ
ラムされている。キーワードに「新宿」とのみ入力したような場合、利用者は「新宿」に
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ついての一般的な情報や知識の提供を希望することも考えられるために、「検索」のカテ
ゴリーは高い優先順位で表示される。
【００４６】
　そして、表示するウェブサイトやコンテンツのリンク先データの有無に係らず、「検索
」のカテゴリーを表示するようにプログラムしており、これにより、入力されたキーワー
ドに該当するようなリンク先データが見つからない場合には、検索サイトのリンク先デー
タが表示されるために、利用者は検索サイトに直ぐにアクセスすることで次の操作に素早
く移れて利便性が良い。
【００４７】
　また、ステップＳ６にてキーワードが全て英文字であることを判別したときは、ステッ
プＳ１３に移行して、「検索」のカテゴリー表示と検索サイトのリンク先データを表示す
ることで、検索サイトを選択すればこの英文字のキーワードにて検索を行えるようにプロ
グラムしている。
【００４８】
　本実施例では、言語を日本語のみとしているが、英語も可能とするのであれば、
ステップＳ６の処理にてキーワードが全て英文字であることを判別したとき、ステップＳ
７における日本語の場合と同様な、英語でのキーワードが表す内容を判別するステップを
追加する。この場合、英語に応じた名詞ＤＢが必要となる。
【００４９】
　図５の表示状態で、ＣＰＵ２１は、地図検索サイトＡのアイコンａがタップにより選択
されるのをタッチスクリーン入力装置２６からの信号にて検知すると、通信装置２４を制
御してこの地図検索サイトＡをアクセスして新宿の地図を表示するよう指示を送り、表示
手段１５は地図検索サイトＡから送られてくる新宿の地図を表示装置２５に表示する。こ
のとき、携帯電話機１の表示画面は、図６に示すように入力ボックス４を除き地図を表示
している。
【００５０】
　また、図５において、アイコンの表示は、ステップＳ１３の処理にて優先順位の高いカ
テゴリーが入力ボックス４に近く位置するよう配列されている。よって、図７に示すよう
に画面タッチにて画面をスクロールすると、入力画面３が消えて入力ボックス４は下段へ
と移動して検索結果表示画面５の領域が広がり、順位の低い「お買い物」のカテゴリーに
属するウェブサイトやコンテンツＥ，Ｆのアイコンｅとアイコンｆとが表示されており、
更には「その他」のカテゴリーの欄にも「新宿」に関係したサービスを提供するウェブサ
イトやコンテンツＬ，Ｐのアイコンｌとアイコンｐとが表示されている（図８）。このと
き、「その他」のカテゴリーに「新宿」と直接の関係があるウェブサイトやコンテンツが
表示されていない場合、「その他」のカテゴリーは選択不可能としている。
【００５１】
　尚、本実施例においては、ウェブ情報提供のアプリケーションプログラムを実行中に、
便宜上、ユーザーがメール処理を行えるよう、カテゴリー表示部５Ａに「メール」の欄を
設けてメールソフトＭまたはメールソフトＮを選択するアイコンｍ，ｎを表示するようプ
ログラムされている。
【００５２】
　各カテゴリーにおいてもウェブサイトやコンテンツのアイコンは、ステップＳ１３の処
理にて左から優先順位で表示しており、例えば、図８において、「お買い物」のカテゴリ
ーはウェブサイトやコンテンツＥ，Ｆのアイコンｅとアイコンｆを表示しているが、アイ
コンｆの右隣の余白をタップしたり、或いは横方向へのスクロール動作を行うと、低い順
位にあるウェブサイトやコンテンツＨ，Ｉ，Ｊのアイコンｈ，ｉ，ｊも表示される。この
場合、ＣＰＵ２１は余白へのタップまたはスクロールをタッチスクリーン入力装置２６か
らの信号にて検知すると、表示装置２５を制御して、図９に示すように「お買い物」のカ
テゴリー表示を消し、この行の全てにアイコンｅ乃至アイコンｊを表示させる。スクロー
ル動作の場合には、左または右へのスクロールにて一連のアイコンを瞬時に確認できるた
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めに使い勝手が向上する。
【００５３】
　そして、ウェブサイトＥのアイコンｅがタップされると、ＣＰＵ２１は通信装置２４を
制御してウェブサイトＥをアクセスし、そのウェブページを表示装置２５に表示する（図
１０）。このウェブサイトＥは、インターネット上のショッピングサイトであったり、新
宿の有名店のウェブサイトであったりする。
【００５４】
　さらに例を挙げると、ステップＳ８にてキーワードが荷物追跡番号である可能性を判断
し、ステップＳ１０にて属性を「荷物追跡」と決定すると、宅配業者のウェブサイトのア
イコンをステップＳ１３で表示する。そして、ＣＰＵ２１は、宅配業者のウェブサイトの
アイコンがタップにより選択されるのをタッチスクリーン入力装置２６からの信号にて検
知すると、通信装置２４を制御してこの宅配業者のウェブサイトをアクセスする。これに
より、荷物追跡番号に基づき荷物の運搬状況等のデータが表示画面に表示され、利用者は
確認を行うことができる。
【００５５】
　キーワードが複数の場合には、ステップＳ４からステップＳ１１までの処理を繰り返し
てキーワード毎に属性を決定するが、例えば、２つのキーワードが「道玄坂」と「１－１
」であれば、「道玄坂」の属性を「地名」、「１－１」の属性を「番地」と決定して、ス
テップＳ１２ではこの属性の組み合わせにより、地図検索サイトのアイコンを表示する。
そして、このアイコンの選択により表示装置２５は「道玄坂１－１」の地図が表示される
。
【００５６】
　また、入力ボックス４に入力されたキーワードが数字と記号の組み合わせであることを
ステップＳ６で判別すると、例えば、「２０１１／１２／３１」のように数字をスラッシ
ュで繋ぐものであると日付の可能性があり、「１２：００」のように数字をコロンで繋ぐ
ものであれば、ステップＳ９においては属性を「日付」や「時刻」と決定すると、ＣＰＵ
２１は該当する日付又は時刻の予定を表示する。
【００５７】
　具体的には、携帯電話機１は、ＲＯＭ２３にカレンダー機能のプログラムが格納されて
おり、このプログラムのアイコンをステップＳ１３にて表示し、このアイコンが選択され
ると予定表管理のアプリケーションプログラムを起動して当該日付や時刻の管理ページを
表示装置２５に表示する。このように、時刻や日付を表す数字と記号の組み合わせをキー
ワードに入力することで、ウェブ情報提供のアプリケーションプログラムを実行中にカレ
ンダーを起動して、素早く予定表の確認を行うことができる。
【００５８】
　上記した本発明によるウェブ情報提供システム及びウェブ情報提供プログラムは、入力
されたキーワードの表記の形態からこのキーワードが表す内容を判別して、その内容から
キーワードの属性を決定し、そして、その属性に応じたサービスを提供するウェブサイト
やコンテンツへのリンク先データを表示するものである。よって、利用者は、キーワード
を入力すれば、地図情報の提供サービス、ホテル予約サービス、荷物運搬状況の確認サー
ビス、検索サービス等のサービスを提供する種々のウェブサイトを簡単に検索できるため
、あとは所望のリンク先データを選択するだけで、必要なサービスを提供してくれるウェ
ブサイトへ容易にアクセスすることができる。
【００５９】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例え
ば、タッチスクリーンを有する携帯電話機で説明したが、入力装置はタッチスクリーンに
限定されるものではなく、ウェブ情報提供のアプリケーションプログラムを組み込む情報
端末装置が入力装置として備えているマウスやキーボード等の各種デバイスであっても良
く、
　また、上記したごとく、ウェブ情報提供システム１０の機能を、携帯電話機１などの情
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報端末装置にアプリケーションプログラムとして組み込み構成する以外にも、ウェブ情報
提供システム１０における表記判別手段１２，属性決定手段１３，検索手段１４，データ
ベース１６及びデータテーブル１７の機能をサーバに持ち、キー入力手段１１，表示手段
１５及びアクセス手段１８を有する情報端末装置にてこのサーバをアクセスする構成でも
良い。その他も、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施するこ
とが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、利用者が入力したキーワードに応じたサービスを提供するウェブサイトまた
はコンテンツを検索してリンク先データを表示するウェブ情報提供システム及びウェブ情
報提供プログラムであり、産業上の利用可能性を有する。
【符号の説明】
【００６１】
１０　　ウェブ情報提供システム
１１　　キーワード入力手段
１３　　属性決定手段
１４　　検索手段
１５　　表示手段
１６　　データベース
１８　　アクセス手段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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