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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品に対応するＵＲＬを生成する商品対応ＵＲＬ生成システムであって、
　商品が完成するまでのプロセスを複数のプロセスに分別して管理する管理手段と、
　前記複数のプロセスと、当該プロセス毎に対応するキーワードとを、関連付けて記憶す
る記憶手段と、
　前記複数のプロセスの中から、所望するプロセスの選択を受け付ける選択手段と、
　前記選択されたプロセスに対応する、前記キーワードを取得する取得手段と、
　前記取得された前記キーワードを利用して、前記商品に対応するＷｅｂコンテンツのＵ
ＲＬを生成する生成手段と、を備える商品対応ＵＲＬ生成システム。
【請求項２】
　前記選択手段は、前記複数のプロセスの中から、所望する少なくとも２以上のプロセス
の選択を受け付け、
　前記取得手段は、前記選択された２以上のプロセスに対応する、それぞれの前記キーワ
ードを取得し、
　前記生成手段は、前記取得されたそれぞれの前記キーワードを組み合わせて、前記商品
に対応するＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成する請求項１に記載の商品対応ＵＲＬ生成シ
ステム。
【請求項３】
　前記Ｗｅｂコンテンツを作成する作成手段を備える請求項１に記載の商品対応ＵＲＬ生
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成システム。
【請求項４】
　前記作成されたＷｅｂコンテンツに、前記選択されたプロセスを記載する記載手段を備
える請求項３に記載の商品対応ＵＲＬ生成システム。
【請求項５】
　商品に対応するＵＲＬを生成する商品対応ＵＲＬ生成システムが実行する商品対応ＵＲ
Ｌ生成方法であって、
　商品が完成するまでのプロセスを複数のプロセスに分別して管理する管理ステップと、
　前記複数のプロセスと、当該プロセス毎に対応するキーワードとを、関連付けて記憶す
る記憶ステップと、
　前記複数のプロセスの中から、所望するプロセスの選択を受け付ける選択ステップと、
　前記選択されたプロセスに対応する、前記キーワードを取得する取得ステップと、
　前記取得された前記キーワードを利用して、前記商品に対応するＷｅｂコンテンツのＵ
ＲＬを生成する生成ステップと、を備える商品対応ＵＲＬ生成方法。
【請求項６】
　商品対応ＵＲＬ生成システムに、
　商品が完成するまでのプロセスを複数のプロセスに分別して管理するステップ、
　前記複数のプロセスと、当該プロセス毎に対応するキーワードとを、関連付けて記憶す
るステップ、
　前記複数のプロセスの中から、所望するプロセスの選択を受け付けるステップ、
　前記選択されたプロセスに対応する、前記キーワードを取得するステップ、
　前記取得された前記キーワードを利用して、前記商品に対応するＷｅｂコンテンツのＵ
ＲＬを生成するステップ、を実行させるためのコンピュータ読み取り可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品に対応するＷｅｂコンテンツのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を生成する商品対応ＵＲＬ生成システム、商品対応ＵＲＬ生成方
法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット上のリソースを特定するための形式的な記号の並びとして、ＵＲ
Ｌ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）が利用されている。例えば、
ＵＲＬをバーコードに変換する際に、ＵＲＬに頻出する文字を符号化して圧縮することで
、バーコードの長さを抑えるＵＲＬ生成方法が提供されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１７７６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のＵＲＬ生成方法は、単純にＵＲＬを生成するのみであって
、製造業等のニーズにはこたえることができない。すなわち、Ｗｅｂページの用途にあわ
せたＵＲＬ作成方法が提供できうることが望ましくなってきている。例えば、一般に、製
造業では、商品が完成するまでのプロセス、すなわち、製造工程に対応した帳票や共有の
ためのＷｅｂページ等が求められる。そこで、商品やサービスのプロセス毎に唯一のＵＲ
Ｌを生成できる方法が求められている。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑み、商品のプロセスから所定のキーワードを取得して、商品に
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対応するＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成する商品対応ＵＲＬ生成システム、商品対応Ｕ
ＲＬ生成方法およびプログラム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】
【０００６】
　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【０００７】
　本発明は、商品に対応するＵＲＬを生成する商品対応ＵＲＬ生成システムであって、商
品が完成するまでのプロセスを複数のプロセスに分別して管理する管理手段と、前記複数
のプロセスと、当該プロセス毎に対応するキーワードとを、関連付けて記憶する記憶手段
と、前記複数のプロセスの中から、所望するプロセスの選択を受け付ける選択手段と、前
記選択されたプロセスに対応する、前記キーワードを取得する取得手段と、前記取得され
た前記キーワードを利用して、前記商品に対応するＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成する
生成手段と、を備える商品対応ＵＲＬ生成システムを提供する。
【０００８】
　さらに、商品に対応するＵＲＬを生成する商品対応ＵＲＬ生成システムが実行する商品
対応ＵＲＬ生成方法であって、商品が完成するまでのプロセスを複数のプロセスに分別し
て管理する管理ステップと、前記複数のプロセスと、当該プロセス毎に対応するキーワー
ドとを、関連付けて記憶する記憶ステップと、前記複数のプロセスの中から、所望するプ
ロセスの選択を受け付ける選択ステップと、前記選択されたプロセスに対応する、前記キ
ーワードを取得する取得ステップと、前記取得された前記キーワードを利用して、前記商
品に対応するＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成する生成ステップと、を備える商品対応Ｕ
ＲＬ生成方法を提供する。
【０００９】
　加えて、商品対応ＵＲＬ生成システムに、商品が完成するまでのプロセスを複数のプロ
セスに分別して管理するステップ、前記複数のプロセスと、当該プロセス毎に対応するキ
ーワードとを、関連付けて記憶するステップ、前記複数のプロセスの中から、所望するプ
ロセスの選択を受け付けるステップ、前記選択されたプロセスに対応する、前記キーワー
ドを取得するステップ、前記取得された前記キーワードを利用して、前記商品に対応する
ＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成するステップ、を実行させるためのコンピュータ読み取
り可能なプログラムを提供する。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、商品に対応するＵＲＬをプロセス毎に生成することが可能となるため
、例えば、ある一定のプロセスでＵＲＬを生成した後に、商品のプロセスが新たに追加さ
れたり、変更された場合であっても、容易に新たなＵＲＬを生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、コンピュータが記憶する商品、プロセス、キーワードの対応テーブルで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。なお、これはあくまでも
一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００１３】
　商品対応ＵＲＬシステムは、商品やサービス（以下、まとめて商品とする）に対応する
ＵＲＬを生成するシステムである。商品対応ＵＲＬシステムは、コンピュータの制御部が
所定のプログラムを読み込むことで実現される、管理手段、記憶手段、選択手段、取得手
段、生成手段、を備える。また同様に、作成手段、記載手段、を備えてもよい。これらは
、オンプレミス型、クラウド型またはその他であってもよい。上述の各手段が、単独のコ
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ンピュータで実現されてもよいし、２台以上のコンピュータ（例えば、サーバと端末のよ
うな場合）で実現されてもよい。
【００１４】
　管理手段は、商品が完成するまでのプロセスを複数のプロセスに分別して管理する。プ
ロセスは、ユーザから入力を受け付けて記憶される。
【００１５】
　プロセスとは、商品が販売されるまでの工程である。例えば、農作物であれば、店舗に
並ぶまでの一連のプロセスであってもよいし、そのプロセスの中の工程であってもよい。
すなわち、農作物の土壌を作るプロセス（土壌プロセス）、農作物を生育するプロセス（
生育プロセス）、農作物を収穫するプロセス（収穫プロセス）、仕分けするプロセス（仕
分けプロセス）、物流するプロセス（物流プロセス）、店舗で販売するプロセス（店舗プ
ロセス）、等であってもよい。
【００１６】
　さらにこのプロセスが細分化されて、例えば、土壌プロセスは、農作物の種が撒かれた
土壌の属性情報や状態等が変化するプロセスであってよいし、生育プロセスは育成された
農作物の属性情報や状態等が変化するプロセスであってよい。さらに、収穫プロセスは収
穫された農作物の属性情報や状態等が変化するプロセスであってよいし、仕分けプロセス
は、仕分けられた農作物の属性情報や状態等が変化するプロセスであってよい。さらに、
物流プロセスは農作物を運ぶ物流の属性情報や状態等の変化を示すプロセスであってよい
し、店舗プロセスは農作物が販売される店舗の属性情報や状態等の変化を示すプロセスと
してもよい。
【００１７】
　一例として、商品として「漆器」が店舗に並ぶまでのプロセスで説明する。漆器は、漆
精製プロセス、器形成プロセス、漆塗りプロセス、仕分けプロセス、物流プロセス、店舗
プロセス、等に分別して管理される。漆精製プロセスは、漆の属性情報や精製手順等の工
程を示すプロセス、器形成プロセスは、器の属性情報や形成手順等の工程を示すプロセス
、仕分けプロセスは、仕分けられた漆器の属性情報や仕分け手順等を示すプロセス、物流
プロセスは、漆器を運ぶ物流の手順等を示すプロセス、店舗プロセスは、漆器が販売され
る店舗の販売手順等を示すプロセスとなる。
【００１８】
　記憶手段は、商品と、複数のプロセスと、当該プロセス毎に対応するキーワードとを、
ユーザからの入力に応じて、図１に示すようなテーブルにして、関連付けて記憶する。
【００１９】
　例えば、図１に示すように、コンピュータは、商品毎に、複数のプロセスとそれに対応
するキーワードを記憶する。図１では、商品Ａのプロセス１に対応するキーワードはＡ１
、商品Ｂのプロセス３に対応するキーワードはＢ３、となっている。キーワードは、プロ
セス毎に対応していれば、図１のように規則性があるキーワードであってもよく、ランダ
ムなキーワードであってもよい。キーワードは、ユーザからの入力を受け付けてもよいし
、プロセスの入力をユーザから受け付けて、それに対応したキーワードをコンピュータが
任意に設定してもよい。
【００２０】
　ここで、キーワードは、コンピュータが、商品名とプロセス名とから任意の文字を抽出
し、抽出した文字を組み合わせて生成してもよい。この場合に、抽出した文字は、同じ文
字列であると、ＵＲＬとして機能しないため、先に決定された文字と、後に決定された文
字との比較を行って、同じキーワードにならないように組み合わせを行う。これは、キー
ワードの順番を変える作業であってもよいし、プロセスの順番で番号等を付与して、異な
るキーワードにしてもよい。
【００２１】
　また、機械学習によって最適なキーワードを学習させて記憶してもよい。すなわち、あ
る商品に対して、プロセス１に対応するキーワードをユーザから受け付けて、入力された
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キーワードとプロセスの組み合わせを学習し、同じ商品で、同じプロセスが入力された場
合には、学習されたキーワードを採用する。
【００２２】
　選択手段は、複数のプロセスの中から所望するプロセスの選択をユーザから受け付ける
。すなわち、ユーザに図１のようなテーブルを表示し、今回、ＵＲＬを生成したいプロセ
スの選択を受け付ける。例えば、商品Ｂに対して所望するプロセス、図１では、プロセス
３の選択を受け付ける。
【００２３】
　取得手段は、選択手段で選択されたプロセスに対応するキーワードを取得する。例えば
、図１を参照すると、商品Ｂに対して選択されたプロセスがプロセス３の場合は、対応す
るキーワードとしてはＢ３を取得する。
【００２４】
　生成手段は、取得手段が取得したキーワードを利用して商品に対応するＷｅｂコンテン
ツのＵＲＬを生成する。
【００２５】
　例えば、図１を参照すると、取得されたキーワードがＢ３であった場合は、商品Ｂに対
応するＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成する際に、Ｂ３を利用して生成する。具体的には
、“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｏｕｈｉｎｋａｎｎｒｉ．ｃｏｍ”というドメインの場
合には、例えば“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｏｕｈｉｎｋａｎｎｒｉ．ｃｏｍ／Ｂ３”
のようにＢ３を利用して商品Ｂに対応するＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成してもよい。
【００２６】
　ＵＲＬの文字列を生成した後に、コンピュータは、Ｗｅｂコンテンツを生成する。これ
は、所定のＨＴＭＬ等のファイルを生成して、このリンク先として、生成したＵＲＬを紐
づける作業であってよい。この処理により、上記ＵＲＬにアクセスすると商品Ｂに対応す
るＷｅｂコンテンツを閲覧することが可能となる。
【００２７】
　また、選択手段は、複数のプロセスの中から所望する少なくとも２以上のプロセスの選
択を受け付け、取得手段は、選択された２以上のプロセスに対応するそれぞれのキーワー
ドを取得し、生成手段は、取得されたそれぞれのキーワードを組み合わせて商品に対応す
るＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成してもよい。
【００２８】
　例えば、図１を参照すると、選択手段が商品Ｂのプロセス２とプロセス３とプロセス４
を受け付けた場合、取得手段はキーワードのＢ２とＢ３とＢ４を取得し、生成手段はＢ２
とＢ３とＢ４を組み合わせてＵＲＬを生成してもよい。具体的には、“ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｓｈｏｕｈｉｎｋａｎｎｒｉ．ｃｏｍ”というドメインの場合には、例えば“ｈｔ
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｏｕｈｉｎｋａｎｎｒｉ．ｃｏｍ／Ｂ２Ｂ３Ｂ４”のようなＢ２
とＢ３とＢ４を順次並べたＵＲＬを生成してもよいし、“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｏ
ｕｈｉｎｋａｎｎｒｉ．ｃｏｍ／４ＢＢ３２Ｂ”のような、Ｂ２とＢ３とＢ４をランダム
に並べたＵＲＬを生成してもよい。上述と同様の処理により、上記ＵＲＬにアクセスする
と、商品Ｂに対応するＷｅｂコンテンツを閲覧できる。
【００２９】
　作成手段は、上述の閲覧できるＷｅｂコンテンツのＵＲＬに対して、ユーザからの入力
に応じて、具体的なＷｅｂコンテンツの入力を受けて、コンテンツを作成する。
【００３０】
　ユーザは、任意に、商品のトレーサビリティーのＷｅｂページや、商品のＷｅｂクーポ
ンや、商品のＷｅｂパンフレット、等を使用して、Ｗｅｂコンテンツを作成する。
【００３１】
　このコンテンツを作成する際に、補助的に、記載手段は、Ｗｅｂコンテンツの任意の場
所または、ユーザからの位置の指定を受け付けて、作成されたＷｅｂコンテンツに、選択
されたプロセスを記載する。例えば、選択されたプロセスが、商品Ｂのプロセス２とプロ
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ス２とプロセス３とプロセス４とを記載する。例えば、農作物のプロセスであれば、プロ
セス毎に表示されることで、選択されたプロセスのトレーサビリティー等に利用できる。
【００３２】
　上述した機械学習の具体的なアルゴリズムとしては、最近傍法、ナイーブベイズ法、決
定木、サポートベクターマシン等を利用してよい。また、ニューラルネットワークを利用
して、学習するための特徴量を自ら生成する深層学習（ディープラーニング）であっても
よい。
【００３３】
　上述した手段、機能は、コンピュータ（ＣＰＵ、情報処理装置、各種端末を含む）が、
所定のプログラムを読み込んで、実行することによって実現される。プログラムは、例え
ば、コンピュータからネットワーク経由で提供される（ＳａａＳ：ソフトウェア・アズ・
ア・サービス）形態であってもよいし、例えば、フレキシブルディスク、ＣＤ（ＣＤ－Ｒ
ＯＭ等）、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ等）等のコンピュータ読取可能な記
録媒体に記録された形態で提供される。この場合、コンピュータはその記録媒体からプロ
グラムを読み取って内部記憶装置または外部記憶装置に転送し記憶して実行する。また、
そのプログラムを、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の記憶装置（
記録媒体）に予め記録しておき、その記憶装置から通信回線を介してコンピュータに提供
するようにしてもよい。
【００３４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述したこれらの実施形態に限
るものではない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好
適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたもの
に限定されるものではない。

 
【要約】
【課題】商品のプロセスから所定のキーワードを取得して、商品に対応するＷｅｂコンテ
ンツのＵＲＬを生成する商品対応ＵＲＬ生成システム、商品対応ＵＲＬ生成方法およびプ
ログラムを提供することを目的とする。
【解決手段】商品に対応するＵＲＬを生成する商品対応ＵＲＬ生成システムであって、商
品が完成するまでのプロセスを複数のプロセスに分別して管理する管理手段と、前記複数
のプロセスと、当該プロセス毎に対応するキーワードとを、関連付けて記憶する記憶手段
と、前記複数のプロセスの中から、所望するプロセスの選択を受け付ける選択手段と、前
記選択されたプロセスに対応する、前記キーワードを取得する取得手段と、前記取得され
た前記キーワードを利用して、前記商品に対応するＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成する
生成手段と、を備える商品対応ＵＲＬ生成システムを提供する。
【選択図】図１



(7) JP 6315742 B1 2018.4.25
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