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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力欄に検索クエリを入力してＷｅｂページの検索を行うＷｅｂページ検索システムに
おいて、
　前記検索の実行後に提示された複数のＷｅｂページの候補のうちユーザにより選択され
たＷｅｂページに係る情報であって、該選択のためにユーザの使用する端末の画面に検索
結果として表示されたものに含まれる単語を抽出する単語抽出手段と、
　前記検索を行うために入力された検索クエリと前記単語抽出手段により抽出された単語
との相関度を記録する相関度記録手段と、
　前記入力欄に検索クエリが入力されたとき、前記相関度記録手段に記録された相関度に
基づき、検索クエリと相関度の強い単語を抽出する推薦クエリ抽出手段と、
　前記検索クエリ及び前記推薦クエリ抽出手段で抽出された前記単語をアンド条件で指定
する推薦クエリを前記入力欄においてユーザが選択可能にユーザの使用する端末に送信す
る推薦クエリ送信手段と、
　を備えるＷｅｂページ検索サーバ。
【請求項２】
　前記相関度記録手段により記録する相関度は、前記検索クエリを入力して行われた検索
における、前記単語抽出手段による前記単語の抽出に係る前記選択の回数であることを特
徴とする請求項１に記載のＷｅｂページ検索サーバ。
【請求項３】
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　前記相関度記録手段により記録する相関度は、前記検索クエリを入力して行われた検索
において前記単語抽出手段により該単語が抽出された個数であることを特徴とする請求項
１に記載のＷｅｂページ検索サーバ。
【請求項４】
　バナー広告を特定する符号と１以上の言葉とを関連づけて記録する広告関連語記録手段
と、
　前記入力された検索クエリが、前記広告関連語記録手段によりバナー広告を特定する符
号と関連づけて記録されている言葉と一致するか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定結果に応じ、前記符号により特定されるバナー広告を前記検索
クエリを入力して行われた検索に係るＷｅｂページに表示するためにユーザの使用する端
末に送信するバナー広告送信手段と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載のＷｅｂペー
ジ検索サーバ。
【請求項５】
　バナー広告を特定する符号と１以上の言葉とを関連づけて記録する広告関連語記録手段
と、
　前記検索クエリと１以上の言葉とを関連づけて記録するクエリ関連語記録手段と、
　前記クエリ関連語記録手段により前記入力された検索クエリと関連づけて記録されてい
る言葉が、前記広告関連語記録手段によりバナー広告を特定する符号と関連づけて記録さ
れている言葉と一致するか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定結果に応じ、前記符号により特定されるバナー広告を前記検索
クエリを入力して行われた検索に係るＷｅｂページに表示するためにユーザの使用する端
末に送信するバナー広告送信手段と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載のＷｅｂペー
ジ検索サーバ。
【請求項６】
　入力欄に検索クエリを入力してＷｅｂページの検索を行うＷｅｂページ検索システムに
おいて、
　コンピュータが、前記検索の実行後に提示された複数のＷｅｂページの候補のうちユー
ザにより選択されたＷｅｂページに係る情報であって、該選択のためにユーザの使用する
端末の画面に検索結果として表示されたものに含まれる単語を抽出する単語抽出ステップ
と、
　コンピュータが、前記検索を行うために入力された検索クエリと前記抽出された単語と
の相関度を記録する相関度記録ステップと、
　前記入力欄に検索クエリが入力されたとき、コンピュータが、前記記録された相関度に
基づき、検索クエリと相関度の強い単語を抽出する推薦クエリ抽出ステップと、
　前記検索クエリ及び前記抽出された前記単語をアンド条件で指定する推薦クエリを前記
入力欄においてユーザが選択可能にユーザの使用する端末に送信する推薦クエリ送信ステ
ップと、
　を含むクエリ推薦方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｗｅｂページ検索サーバ及びクエリ推薦方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年に見られるデータベース技術、インターネットに見られるネットワーク技術等の計
算機技術の発展は、ネットワーク上に分散されたデータベースに蓄積された多種多様な文
書情報（以下、単に「文書」と称する）を、利用者がデータベースの所在を意識すること
なく利用可能にしている。しかし、利用者にとって多種多様な文書すべてが必要となる可
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能性は低く、利用者はそれら多量な文書の中から自分にとって有益な情報を有する文書を
選別する作業を行う必要がある。
【０００３】
　現在インターネット上に分散する多量な文書から有益な文書を選別する作業を支援する
システムとして、クエリ検索機能（キーワード検索機能）を備えたサーチエンジンが多数
提供されている。クエリ検索では、利用可能な文書群の中から利用者によりクエリとして
与えられたキーワードが出現する文書が取り出されて提示される。したがって利用者は、
自分の所望する情報を含む文書をクエリ検索するのに適切なクエリをシステムに入力する
必要がある。しかし目的の文書を得るために必要となる適切なクエリを、利用者が自ら発
想することは利用者にとって負担となる。このため利用者に対して、入力するクエリを推
薦するシステムが有用である。
【０００４】
　クエリを推薦することで利用者のクエリ検索を支援する従来技術として、例えば、ある
クエリを用いて過去に検索を行った結果ある文書あるいは文書群がみつかったとき、その
文書あるいは文書群中に出現する単語はそのクエリに関連する単語であるという仮定に基
づき、その文書中あるいは文書群に出現する多数の単語の出現頻度を利用した評価方法に
基づいて、そのクエリに関連する、クエリとして利用できる関連クエリを抽出し、利用者
がそのクエリに関連するクエリを問い合わせてきたとき、そのようにして抽出された関連
クエリを推薦するという技術の存在が紹介されている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－１１２９６８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、上記の方法においては、文書全体を分析対象とするため、処理の負荷が大きく
なる上、文書によってはクエリに関連しない単語が抽出されてしまう、いわゆるノイズの
混入も予想される。
【０００６】
　そこで、本発明は、文書のタイトルと要約文に基づき、関連クエリを抽出することで、
これらの問題が少ない、関連クエリの推薦を行う技術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】
【０００７】
　本発明者は、クエリ検索においてユーザが選択したＷｅｂページに係る表示情報（タイ
トル及び要約文）と検索したクエリとの関連が強いことに鑑み、これらの相関度を求める
ことにより推薦クエリを提示する仕組みを見出し、本発明を完成するに至った。本発明は
、具体的には次のようなものを提供する。
【０００８】
　（１）クエリを入力してＷｅｂページの検索を行うＷｅｂページ検索システムにおいて
、前記検索の実行後に提示された複数のＷｅｂページの候補のうちユーザにより選択され
たＷｅｂページに係る情報であって、該選択のためにユーザの使用する端末の画面に表示
されたものに含まれる単語を抽出する単語抽出手段と、前記検索を行うために入力された
クエリと前記単語抽出手段により抽出された単語との相関度を記録する相関度記録手段と
、クエリが入力されたとき、前記相関度記録手段に記録された相関度に基づき、推薦クエ
リを抽出する推薦クエリ抽出手段と、前記推薦クエリ抽出手段で抽出された推薦クエリを
ユーザの使用する端末に送信する推薦クエリ送信手段とを備えるＷｅｂページ検索サーバ
。
【０００９】
　本発明のこのような構成によれば、ユーザがＷｅｂページを選択の際に実際に参考とし
た情報に基づいてクエリとの相関度が判断されるため、実質的に意味ある相関度が把握さ
れるとともに、Ｗｅｂページのコンテンツ自体に含まれる単語との相関度を求める場合に
予想されるノイズや、コンピュータ処理の負荷増という問題も軽減される。
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【００１０】
　（２）前記相関度記録手段により記録する相関度は、前記クエリを入力して行われた検
索における、前記単語抽出手段による前記単語の抽出に係る前記選択の回数であることを
特徴とする（１）に記載のＷｅｂページ検索サーバ。
【００１１】
　本発明のこのような構成によれば、選択されたＷｅｂページに関し、ユーザの端末に表
示された情報に同一の言葉が複数含まれる場合にも、その影響を受けずに相関度を求める
ことができるので、表示情報の作成の癖の影響を受けないようにすることができる。
【００１２】
　（３）前記相関度記録手段により記録する相関度は、前記クエリを入力して行われた検
索において前記単語抽出手段により該単語が抽出された個数であることを特徴とする（１
）に記載のＷｅｂページ検索サーバ。
【００１３】
　本発明のこのような構成によれば、選択されたＷｅｂページに関し、ユーザの端末に表
示された情報に同一の言葉が複数含まれる場合には、その個数を反映した相関度を求める
ことができるので、繰り返し表示される重要な言葉との相関度が高くなり、ユーザの選択
判断の実情に近づけることができる。
【００１４】
　（４）バナー広告を特定する符号と１以上の言葉とを関連づけて記録する広告関連語記
録手段と、前記入力されたクエリが、前記広告関連語記録手段によりバナー広告を特定す
る符号と関連づけて記録されている言葉と一致するか否かを判定する判定手段と、前記判
定手段による判定結果に応じ、前記符号により特定されるバナー広告を前記クエリを入力
して行われた検索に係るＷｅｂページに表示するためにユーザの使用する端末に送信する
バナー広告送信手段とをさらに備えることを特徴とする（１）から（３）のいずれかに記
載のＷｅｂページ検索サーバ。
【００１５】
　本発明のこのような構成によれば、検索のために入力したクエリに関連するバナー広告
を、検索に係るＷｅｂページすなわち検索結果を表示する画面に併せて表示することがで
きるので、広告効果を上げることができる。
【００１６】
　（５）バナー広告を特定する符号と１以上の言葉とを関連づけて記録する広告関連語記
録手段と、前記クエリと１以上の言葉とを関連づけて記録するクエリ関連語記録手段と、
前記クエリ関連語記録手段により前記入力されたクエリと関連づけて記録されている言葉
が、前記広告関連語記録手段によりバナー広告を特定する符号と関連づけて記録されてい
る言葉と一致するか否かを判定する判定手段と、前記判定手段による判定結果に応じ、前
記符号により特定されるバナー広告を前記クエリを入力して行われた検索に係るＷｅｂペ
ージに表示するためにユーザの使用する端末に送信するバナー広告送信手段とをさらに備
えることを特徴とする（１）から（３）のいずれかに記載のＷｅｂページ検索サーバ。
【００１７】
　本発明のこのような構成によれば、検索のために入力したクエリに関連する言葉に基づ
いて、掲載すべきバナー広告を決定することができるので、クエリに一致しなくても、ク
エリに関連する概念の言葉に基づいて柔軟にバナー広告の決定を行うことができる。した
がって、言葉の用法が時代とともに変化していくような場合にも、柔軟に対応することが
できる。
【００１８】
　（６）クエリを入力してＷｅｂページの検索を行うＷｅｂページ検索システムにおいて
、コンピュータが、前記検索の実行後に提示された複数のＷｅｂページの候補のうちユー
ザにより選択されたＷｅｂページに係る情報であって、該選択のためにユーザの使用する
端末の画面に表示されたものに含まれる単語を抽出する単語抽出ステップと、コンピュー
タが、前記検索を行うために入力されたクエリと前記抽出された単語との相関度を記録す
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る相関度記録ステップと、クエリが入力されたとき、コンピュータが、前記記録された相
関度に基づき、推薦クエリを抽出する推薦クエリ抽出ステップと、前記抽出された推薦ク
エリをユーザの使用する端末に送信する推薦クエリ送信ステップとを含むクエリ推薦方法
。
【００１９】
　本発明のこのような構成によれば、（１）に記載の発明をコンピュータを用いて実現す
るので、（１）と同様の効果を奏することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　この発明によれば、情報量が膨大でノイズも多く含まれるコンテンツそのものではなく
、タイトル及び要約文というユーザ端末の画面に表示された情報に基づいて推薦クエリを
抽出するため、システムの計算負荷を軽減することができるとともに推薦クエリの精度の
向上が期待できる。その結果、検索サイトの利用率が向上し、広告の増加も期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。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。
【００２２】
（第１の実施形態）
［推薦クエリの表示］
　現在のＷｅｂページ検索システムでは、クエリを入力して検索ボタンを押すと、当該ク
エリに関連するＷｅｂページのリスト（以下、検索結果リスト）が端末の画面に表示され
る。検索結果リストには、複数のＷｅｂページへのリンクが、当該Ｗｅｂページのタイト
ルと要約文で表示されている。
【００２３】
　図１は、ユーザ端末の画面に表示された検索結果リストの例を示す図である。この例は
、「特許」というクエリに基づいて検索実行したものである。
【００２４】
　ここには、候補となるＷｅｂページのタイトル４と要約文５が表示されているが、これ
らは、それぞれ複数の単語からなる語句または文章であるので、形態素解析をすることに
よりそれらを構成する単語を抽出することができる。これは後述の単語抽出手段が行う。
【００２５】
　ユーザは、検索結果リスト１に表示されたタイトル４及び要約文５から、自分の求める
Ｗｅｂページを選択してクリックする。
【００２６】
　このとき、ユーザが入力したクエリと、ユーザが選択したＷｅｂページのタイトル４及
び要約文５を構成する単語との間には一種の相関関係が認められる。通常、タイトル４と
要約文５から形態素解析を通じて抽出した単語は複数個あるので、重複を除きこれをｎ個
（つまりｎ種類）とすると、これらのｎ個の単語と入力されたクエリとの間で、単語相関
度表を作ることができる。この単語相関度表は保存され、更新されていくが、これは後述
の相関度記録手段が行う。
【００２７】
　図２（ａ）は、単語相関度表の例を示す図である。この例では、「特許」というクエリ
が入力され、タイトルが「○○特許事務所」というＷｅｂページを選択した例に基づいて
、タイトルと要約文から抽出した単語を示したものである。
【００２８】
　ここで、数値部６は、この抽出操作が行われるきっかけとなった選択の回数を表す。し
たがって、１回の選択に基づく抽出処理でタイトルと要約文から同一の単語が複数回抽出
された場合でも１とする。同一のコンテンツであっても、要約の仕方によってそこに含ま
れる単語の数が違ってくることを考慮したものである。
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【００２９】
　同じクエリが入力されても、検索結果リスト１から選択されるＷｅｂページはユーザに
よって、また、状況によって必ずしも同じではないので、上記の「クエリの入力－検索実
行－検索結果リストの表示－選択－単語の抽出」というプロセスが繰り返し行われると、
上記の単語相関度表が次第に拡張、更新されていくことになる。
【００３０】
　つまり、最初にこのプロセスが行われたときに、１つのクエリに対して、選択されたＷ
ｅｂページのタイトルと要約文からｎ個の単語が抽出されたとすると、これらのｎ個の単
語について、度数を１とした単語相関度表が作成される。この度数は、単語相関度表の数
値部６に記録される。
【００３１】
　次に、同じクエリで再度、同一ユーザまたは他のユーザにより当該プロセスが行われた
場合、選択されたＷｅｂページのタイトルと要約文から抽出された単語の数がｍ個だとす
ると、このうち先に単語相関度表に登録されている単語については度数を１加算し、それ
以外の単語については、新たに単語相関度表に登録して度数を１とする。
【００３２】
　以下、同じクエリについて当該プロセスが行われる都度、同様の方法で、単語相関度表
に登録される単語を増やしたり、既に登録されている単語の度数を１加算したりする。
【００３３】
　別のクエリで当該プロセスを行うときは、単語相関度表に新たな行を作って、上記と同
じ操作をすればよい。つまり単語相関度表の行は、クエリごとに作成される。
【００３４】
　図２（ｂ）は、異なる複数個のクエリに対応する単語相関度表の例である。「特許」と
いうクエリと「商標」というクエリについて単語相関度表を作成したものである。
【００３５】
　このようにしていくことにより、クエリとそのクエリに関連して選択されるＷｅｂペー
ジのタイトル及び要約文に含まれる単語（構成単語）との相関度を知ることができる。
【００３６】
　そこで、あるクエリが入力されたとき、単語相関度表から、そのクエリと相関度が強い
単語を、相関度が強い順に複数個選び出し、それを推薦クエリとして表示することとする
。但し、クエリと同一の単語は対象から外す。この選び出しと表示は、後述の推薦クエリ
抽出手段及び推薦クエリ送信手段が行う。
【００３７】
　例えば、「特許」というクエリに対して度数が高い順に、「出願」、「権利」、「発明
」であるとき、第１の推薦クエリとして「特許＆出願」、第２の推薦クエリとして「特許
＆権利」、第３の推薦クエリとして「特許＆発明」を表示する。これは、「特許」という
クエリからスタートして選択されたＷｅｂページのタイトル及び要約文に「出願」、「権
利」、「発明」の単語が含まれていたことが多いという実績に基づいて、クエリを絞り込
むための情報をユーザに提供するものである。多くの検索エンジンでは、スペースが「＆
」を意味するので、その場合は「＆」の代わりにスペースを入れてもよい。
【００３８】
　図３は、推薦クエリを表示した例を示す図である。「特許」というクエリが入力された
とき、推薦クエリ７として「特許＆出願」、「特許＆権利」、「特許＆発明」が表示され
ている。
【００３９】
　推薦クエリを表示する仕組みは、現在行われているどのような方法によってもよいが、
例えば、クエリ入力欄２にクエリが入力されたイベントをきっかけとして、Ａｊａｘ等の
手法によりブラウザからサーバに対して入力されたクエリを通知し、サーバが推薦クエリ
を返すことにより行うことができる。
【００４０】
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　このようにすれば、最初は「特許」だけしか思いつかなかったユーザが、自分の所望す
るＷｅｂページを見つけるために、さらに絞り込んだクエリを見つけることが容易となる
。
【００４１】
　次に、ユーザは推薦クエリに従い、例えば、「特許＆出願」を入力し検索を行うと、や
はり検索結果リストが表示される。
【００４２】
　図４は、ユーザ端末の画面に表示された検索結果リストの例を示す図である。この例は
、「特許＆出願」というクエリに基づいて検索実行したものである。
【００４３】
　ここで、再び選択が行われると、選択されたＷｅｂページのタイトル４と要約文５から
抽出された単語と、「特許＆出願」との間で２クエリ用の単語相関度表を作ることができ
る。
【００４４】
　この場合、前述の単語相関度表と異なる点は、行が２つのクエリによって特定されると
いうことである。この場合は、「特許」と「出願」である。アンド条件であるので順番は
問わない。
【００４５】
　図５は、２クエリ用の単語相関度表の例を示す図である。
【００４６】
　ここでは、「特許」と「出願」がアンド条件でクエリとして入力されたときに、検索結
果リストから選択されたＷｅｂページのタイトルと要約文に含まれる単語と、「特許」及
び「出願」との相関度を示すものである。
【００４７】
　その結果、度数の高いものに基づいて、上記と同様に推薦クエリを作成することができ
る。例えば、度数が「手続」、「書類」、「仕方」の順に高いとすると、第１の推薦クエ
リとして「特許＆出願＆手続」、第２の推薦クエリとして「特許＆出願＆書類」、第３の
推薦クエリとして「特許＆出願＆仕方」を表示する。以下、この手続を繰り返すと、ユー
ザが最初に入力したクエリから出発して、ユーザが所望するＷｅｂページに到達するため
に、次第にクエリを絞り込んでいくことができる。
【００４８】
　図６は、推薦クエリを表示した例を示す図である。「特許＆出願」というクエリが入力
されたとき、推薦クエリ７として「特許＆出願＆手続」、「特許＆出願＆書類」、「特許
＆出願＆仕方」が表示されている。
【００４９】
　この方法によれば、過去に入力されたクエリと、そのとき選択されたＷｅｂページのタ
イトル及び要約文に含まれる単語に基づいて、両者の相関度を求めることができるので、
Ｗｅｂページのコンテンツそのものに含まれる単語に基づく場合と比較して、ノイズの少
ない相関度を求めることができる。コンテンツにはいろいろな単語が含まれるのが普通で
あり、必ずしもユーザの入力したクエリとの相関度が高くない単語も含まると考えられる
からである。
【００５０】
　一方、タイトルと要約文はコンテンツに比べ字数も少ないうえ、ユーザが直接、選択の
判断の基準として用いた情報であるので、ノイズが小さいと考えられる。
【００５１】
　また、形態素解析を行う上でも、また、単語相関度表を作成し検索する上でも、含まれ
る単語の数が少ない分、コンピュータ処理の負荷が少なくて済むというメリットがある。
【００５２】
　なお、上記の例では、すべてのユーザによるクエリの入力に基づいて単語相関度表を作
成したが、ユーザ毎に単語相関度表を作成するようにしてもよい。前者によれば、一般ユ
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ーザの検索結果を反映したクエリ推薦が可能となるが、後者によれば、各ユーザについて
パーソナライズされたクエリ推薦を行うことができる。ユーザ毎に単語相関度表を作成す
る場合は、単語相関度表をユーザＩＤにより識別して作成すればよい。
【００５３】
　また、推薦クエリの表示にとどまらず、自動的に検索を実行するようにしてもよい。こ
れはユーザによる１回の検索指示により起動して、２回以上の検索を行うことを意味する
。その結果、最初の検索だけでは到達できなかったＷｅｂ文書に到達することが可能とな
る。
【００５４】
［広告の表示］
　次に、クエリ検索時に、クエリに関連する広告を表示することができる。表示すべき広
告はバナー広告であり、ユーザがそれをクリックすると所定の広告用のコンテンツが表示
される。
【００５５】
　図７は、広告の送信に係る概略図である。クエリがブラウザからサーバに送信されて、
サーバによる広告の選択後、広告が挿入されたＷｅｂページが送信されるまでの流れを示
している。サーバは、Ｗｅｂページを表示する際、広告ＤＢに記録された広告プールから
所定のルールに従い、表示すべきバナー広告を選択する。選択は、次の２段階の手続で行
うことができる。
【００５６】
　選択手続の説明をする前に、まず、選択手続において使用するテーブルについて説明す
る。
【００５７】
　図８は、広告と当該広告に関連する関連語との関係を示す広告関連語テーブルである。
これは、後述の広告関連語記録手段により記録されている。関連語とは、入力されたクエ
リが当該関連語のいずれかと一致する場合、当該広告を表示するというものである。広告
は広告ＩＤで識別され、当該広告を表示する際の優先度の判断に用いるための優先度指標
（契約額）が広告ＩＤに関連づけて保有されている。ここでは、優先度指標として広告の
契約額を用いているが、これに限るものではない。関連語欄には、その広告に関連する関
連語が保有されている。ここで、１は関連語であること、０は関連語でないことを表して
いる。この関連語は形態素解析を用いて広告コンテンツから抽出してもよいが、広告主と
の契約時に広告主が指定するようにしてもよい。
【００５８】
　このような仕組みの下において、クエリが入力され、検索結果リストを表示する際、当
該クエリと同じ言葉を関連語に持つ広告ＩＤを抽出する。もし、クエリが「特許＆採用」
のように、複数個の単語を含むときは、これらの複数個の単語をともに関連語に持つ広告
ＩＤを抽出する。これが第１段階の手続である。図８の例によれば、「特許」と「採用」
がいずれも関連語に持つ広告ＩＤはＡ００１とＢ００１であるので、これらが抽出される
。
【００５９】
　なお、クエリを１つの単語として広告関連語テーブルを調べたが、クエリを複数の単語
に分解して、それらの各単語を関連語に持つ広告ＩＤを抽出するようにしてもよい。この
単語の分解は、形態素解析を用いて行うことができる。例えば、「自動車販売会」のよう
なクエリが入力されたとき、「自動車」と「販売会」の単語に分解できるので、「自動車
」を関連語に持つ広告ＩＤが抽出可能になる。
【００６０】
　このように、上記の第１段階の手続で複数個の広告ＩＤが抽出された場合は、第２段階
の手続に進む。これは抽出された広告ＩＤに係る優先度指標に基づいて判断する。例えば
、Ａ００１とＢ００１の２つの広告ＩＤが抽出された場合、前者の契約額が４００万円で
あり、後者の契約額が１００万円であるので、４：１の比率で表示回数を振り分ける。
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【００６１】
　この場合、０から１までの乱数を発生させ、乱数が０．８以下の場合は契約額がＡ００
１の広告ＩＤ、乱数が０．８超の場合はＢ００１の広告ＩＤを選択するようにすればよい
。抽出された広告ＩＤが３個以上ある場合でも、乱数を用いれば、任意の比率で選択する
ことができる。
【００６２】
　もし、第１段階の手続で抽出された広告ＩＤが１つしかない場合はその広告ＩＤを選択
すればよく、第２段階の手続を行う必要はない。このようにして選択された広告ＩＤによ
って特定されるバナー広告を検索結果リストの出力時に、当該ページに挿入して表示する
。広告関連語テーブルには、バナー広告を表示する場所を示すポジション、当該バナー広
告に対応づけるリンク、及び当該バナー広告の表示内容が保有されているので、Ｗｅｂペ
ージへの挿入は、これらに基づいて行えばよい。このバナー広告の選択とＷｅｂページへ
の表示は、後述の判定手段とバナー広告送信手段が行う。
【００６３】
　図９は、検索結果リストとともにバナー広告８を表示した例を示す図である。
【００６４】
［Ｗｅｂページ検索システムの全体構成図］
　図１０は、Ｗｅｂページ検索システムの全体構成を示す図である。上記で説明した処理
を全体構成図における各手段と対応付けて説明する。
【００６５】
　Ｗｅｂページ検索サーバ１０とユーザ端末３０がインターネット（図示せず）を介して
通信可能となっている。
【００６６】
　ユーザはユーザ端末３０のクエリ入力手段３１に対してクエリの入力を行う。クエリ入
力手段３１に入力されたクエリはＷｅｂページ検索サーバ１０に送信され、Ｗｅｂページ
検索サーバ１０のクエリ受付手段１１が送信されたクエリを受け付ける。
【００６７】
　次に、ユーザはユーザ端末３０の検索実行指示手段３２に対し検索実行の指示の入力を
行う。そうするとユーザ端末３０は、その指示をＷｅｂページ検索サーバ１０の検索実行
手段１２に伝える。検索実行手段１２は、検索実行の指示を受け取ると、先に受け付けた
クエリに基づいて当該クエリを含むＷｅｂページの検索を行う。そして、検索結果送信手
段１３が検索結果をユーザ端末３０に送信する。ユーザ端末３０の検索結果リスト表示手
段３３は、受け取った検索結果をリストにして画面に表示する。
【００６８】
　次に、ユーザはユーザ端末３０の選択入力手段３４に所望するＷｅｂページの選択を入
力する。ユーザ端末３０は、入力された選択結果をＷｅｂページ検索サーバ１０の選択受
付手段１４に送信する。選択受付手段１４で受け付けた選択結果に基づいて、２つの処理
が行われる。まず第１に、選択されたＷｅｂページの情報が読み出されＷｅｂページ送信
手段１５によりユーザ端末３０に送信される。そしてその内容は、ユーザ端末３０のＷｅ
ｂページ表示手段３５により画面に表示される。
【００６９】
　以上の処理は、従来のＷｅｂページ検索システムにおいて一般的に行われているもので
ある。本実施形態では、もう１つの処理が起動される。
【００７０】
　単語抽出手段１６が、選択されたタイトルと要約文から形態素解析により単語を抽出す
る。そして、相関度記録手段１７によって、クエリ受付手段１１で受け付けたクエリと抽
出された単語の相関度が記録される。
【００７１】
　推薦クエリ抽出手段１８は、クエリ受付手段１１でクエリが受け付けられると、既に相
関度記録手段１７により記録されているクエリと単語との相関度に基づき、入力されたク
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エリと相関度の高い単語を所定個数、相関度の高い順に抽出し、推薦クエリを生成する。
そして、推薦クエリ送信手段１９が生成された推薦クエリをユーザ端末３０に送信する。
ユーザ端末３０の推薦クエリ表示手段３６は、推薦クエリを受け取って画面に表示する。
【００７２】
　一方、クエリが入力されて検索実行が指示されると、当該クエリに関連するバナー広告
を表示するため、判定手段２２が、いずれのバナー広告を表示すべきか判定を行う。この
判定は、予めバナー広告を表示するための判定に用いる関連語が広告関連語記録手段２０
に記録されているので、これに基づいて行う。表示すべきバナー広告が決定されると当該
バナー広告に係る情報がバナー広告送信手段２３によりユーザ端末３０に送信される。通
常は、この送信は検索結果とともに行われ、ユーザ端末３０のバナー広告表示手段３７に
より、検索結果リストの表示画面にバナー広告が表示される。
【００７３】
［Ｗｅｂページ検索サーバのハードウェア構成図］
　図１１は、本実施形態に係るＷｅｂページ検索サーバ１０のハードウェア構成を示す図
である。Ｗｅｂページ検索サーバ１０は、制御部５０を構成するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）５１（マルチプロセッサ構成ではＣＰＵ５２等複数
のＣＰＵが追加されてもよい）、バスライン４０、通信Ｉ／Ｆ（Ｉ／Ｆ：インターフェイ
ス）５３、メインメモリ５４、ＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）５５、表示装置５６、Ｉ／Ｏコントローラ５７、並びにキーボード及びマウス
等の入力装置５８を備える。
【００７４】
　制御部５０は、Ｗｅｂページ検索サーバ１０を統括的に制御する部分であり、ハードデ
ィスク６０（後述）に記憶された各種プログラムを適宜読み出して実行することにより、
上述したハードウェアと協働し、本発明に係る各種機能を実現している。
【００７５】
　通信Ｉ／Ｆ５３は、Ｗｅｂページ検索サーバ１０が、インターネット（図示せず）を介
してユーザ端末３０から各種の入力情報を受け取ったり、また画面への表示内容を送信し
たりする場合のネットワーク・アダプタである。通信Ｉ／Ｆ５３は、モデム、ケーブル・
モデム及びイーサネット（登録商標）・アダプタを含んでよい。
【００７６】
　ＢＩＯＳ５５は、Ｗｅｂページ検索サーバ１０の起動時にＣＰＵ５１が実行するブート
プログラムや、Ｗｅｂページ検索サーバ１０のハードウェアに依存するプログラム等を記
録する。
【００７７】
　表示装置５６は、ブラウン管表示装置（ＣＲＴ）、液晶表示装置（ＬＣＤ）等のディス
プレイ装置を含む。
【００７８】
　Ｉ／Ｏコントローラ５７には、ハードディスク６０、及び半導体メモリ６１等の記憶装
置６２を接続することができる。
【００７９】
　入力装置５８は、Ｗｅｂページ検索サーバ１０の管理者による入力の受け付けを行うも
のである。
【００８０】
　ハードディスク６０は、本ハードウェアをＷｅｂページ検索サーバ１０として機能させ
るための各種プログラム、本発明の機能を実行するプログラム及び上述したテーブルを記
憶する。なお、Ｗｅｂページ検索サーバ１０は、外部に別途設けたハードディスク（図示
せず）を外部記憶装置として利用することもできる。
【００８１】
　以上、Ｗｅｂページ検索サーバ１０のハードウェア構成について主に説明したが、コン
ピュータに、プログラムをインストールして、そのコンピュータをＷｅｂページ検索サー
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バ１０として動作させることにより上記で説明した機能を実現することもできる。したが
って、本発明において一実施形態として説明したＷｅｂページ検索サーバ１０により実現
される機能は、上述の方法を当該コンピュータにより実行することによって、あるいは、
上述のプログラムを当該コンピュータに導入して実行することによっても実現可能である
。
【００８２】
　なお、本発明でいうコンピュータとは、記憶装置、制御部等を備えた情報処理装置をい
い、Ｗｅｂページ検索サーバ１０は、記憶装置６２、制御部５０等を備えた情報処理装置
により構成され、この情報処理装置は、本発明のコンピュータの概念に含まれる。
【００８３】
　単語抽出手段１６、推薦クエリ抽出手段１８、推薦クエリ送信手段１９、判定手段２２
及びバナー広告送信手段２３には主に制御部５０が、相関度記録手段１７及び広告関連語
記録手段２０には記憶装置６２が主として対応する。
【００８４】
　以上、Ｗｅｂページ検索サーバ１０のハードウェア構成について説明したが、本発明に
おいて、ユーザ端末３０も同様のハードウェア構成により実現可能である。
【００８５】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態は、単語相関度表（図２）の持ち方が第１の実施形態とは異なる。
【００８６】
　なお、以下の説明及び図面において、前述した第１実施形態と同様の機能を果たす部分
には、同一の符号を付して、重複する説明を適宜省略する。
【００８７】
　選択されたタイトルと要約文から抽出された単語と、クエリとの相関度を表示する単語
相関度表において、第１の実施形態では相関度を示す数字として、抽出操作が行われるき
っかけとなった選択の回数を表した。したがって、同一の単語がタイトル等から複数個抽
出されてもその個数は無視され、抽出の回数のみが反映された。
【００８８】
　しかし、本実施形態では、相関度を示すものとして、抽出された個数を単語相関度表（
図２）の数値部６に持たせることとする。
【００８９】
　これは、タイトルや要約文に同一の単語が複数回出てくるとそれだけそのＷｅｂページ
がその単語に関係が深いＷｅｂページであると考えられるからである。したがって、ユー
ザが選択を行うときも、その影響を受けると考えられるからである。
【００９０】
　また、本実施形態においては、入力されたクエリに基づいて表示すべき広告の選択方法
が異なる。
【００９１】
　第１の実施形態では、広告の選択を行うにあたり、クエリが広告関連語テーブル（図８
）に保有されている広告の関連語に一致するか否かを調べたが、本実施形態では、クエリ
と一致する関連語がない場合であっても、クエリに関連する語（クエリ関連語）が、広告
の関連語に一致する場合は、広告の選択処理を行う。
【００９２】
　図１２は、クエリ関連語テーブルを示す図である。これは、後述のクエリ関連語記録手
段により記録されている。この例では、「自動車」というクエリに対して「車」及び「カ
ー」というクエリ関連語が保有されている。こうすることにより、「自動車」というクエ
リが入力されたとき、「自動車」を関連語として保有していない広告であっても「車」ま
たは「カー」を関連語として保有していれば選択されることになる。
【００９３】
　また、同一対象物の別表現のようなものだけでなく、例えば、「カーアクセサリー」の
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ような、需要者の重複する商品を登録しておくようにしてもよい。
【００９４】
［Ｗｅｂページ検索システムの全体構成図］
　図１３は、本実施形態におけるＷｅｂページ検索システムの全体構成を示す図である。
第１の実施形態におけるＷｅｂページ検索システムの全体構成図と異なる点は、クエリ関
連語記録手段２１があることである。クエリ関連語記録手段２１は、クエリ関連語テーブ
ル（図１２）を記録する。
【００９５】
　クエリが入力されて検索実行されると、判定手段２２は、クエリ関連語記録手段２１に
より記録されているクエリ関連語テーブルから、当該クエリの関連語を求める。そして、
当該クエリと求めた関連語のいずれかが関連語として記録されている広告の有無を、広告
関連語テーブル（図８）で調べる。その後の処理は、第１の実施形態と同様であるので省
略する。
【００９６】
　また、相関度記録手段１７は、相関度の計上の仕方が第１の実施形態と異なるが、既に
説明したので省略する。
【００９７】
　本実施形態によれば、推薦クエリを抽出する際に基準とするクエリと推薦クエリとの相
関度について、第１の実施形態とは異なるバリエーションを持たせることができるため、
より効果的な推薦クエリを抽出できる機会を増やすことができる。
【００９８】
　また、本実施形態によれば、クエリと当該クエリから連想される言葉を用いて関連する
広告を選択することができるので、ビジネスチャンスに結びつく広告機会を増やすことが
できる。
【００９９】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態は、ＬＳＩ（Ｌａｔｅｎｔ　Ｓｅｍａｎｔｉｃ　Ｉｎｄｅｘｉｎｇ）と
いう数学的手法を用いて、入力されたクエリの関連語を抽出する仕組みについて説明する
。
【０１００】
　クエリと、そのクエリによる検索で選択されたＷｅｂ文書のタイトルと要約文から抽出
された単語（名詞句）とを集めると、クエリ集合Ｑと名詞句集合Ｙが把握される。クエリ
Ｑ１による検索で抽出された名詞句ｗ１の抽出頻度をＦ（ｗ１，Ｑ１）とすると、クエリ
集合Ｑに対する名詞句集合Ｙの共起行列Ｍが次のように定義できる。
【数１】

【０１０１】
　行列Ｍは、特異値分解により次のように分解できる。

【数２】

【０１０２】
　Ｕはｐ行ｐ列の直交行列、行列Σはｐ行ｍ列で対角成分以外は零で、対角成分は非負の
行列、Ｖはｍ行ｍ列の直交行列Ｖであり、Ｔは転置行列を意味する。なお、Ｕ、Ｖの各列
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をそれぞれ左特異値ベクトル、右特異値ベクトルと呼ぶ。また、Σの対角成分は、降順に
並べたものとする。
【０１０３】
　これらはｐ、ｍともに通常大きな値となるので、適当なｋをとって、Ｍに近似する行列
Ｍｋを求めることができる。なお、ｋはｐとｍのいずれよりも大きくない正の整数である
。Σｋは、Σから大きい方から数えてｒ個の特異値を残して、それ以外の特異値を零とお
いたものとすると、次のようにして求めたＭｋはＭの近似行列であり、ｋを選ぶことによ
り近似度を調整することができる。ＵｋおよびＶｋの転置行列は、それぞれ最初のｋ個の
ベクトルで構成される。
【数３】

　行列Ｍｋは、行列Ｍの低次元化された近似行列であり、クエリ列ベクトルは、ＬＳＩに
よって意味的に近い名詞句要素（行）が高い頻度になるように再構成される。
【０１０４】
　次に、クエリ集合に含まれるクエリ列ベクトルをクラスタリングすると、概念的に類似
したクエリの部分集合（部分クエリ集合）が得られる。クラスタリングの手法は、Ｋ平均
法等の一般的な手法が利用できる。
【０１０５】
　そして、クラスタリング結果の部分クエリ集合に含まれる頻度の高い名詞句を、その部
分クエリ集合における特徴的なトピックとして抽出することができる。
【０１０６】
　ユーザの入力したクエリが、部分クエリ集合に含まれる名詞句、特にトピックに一致し
たとき、部分クエリ集合に含まれる他のクエリを関連語として把握できる。
【０１０７】
　こうすることで、クエリＡと名詞句Ｂが一度も共起していなくても、ＡかＢを含む別の
ベクトルを組み合わせた計算により、ＡとＢを結び付けることができ、推薦クエリとして
提示することができる。
【０１０８】
　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。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】第１の実施形態に係るユーザ端末の画面に表示された検索結果リストの例を示す
図である。
【図２】第１の実施形態に係る単語相関度表の例を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る推薦クエリを表示した例を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係るユーザ端末の画面に表示された検索結果リストの例を示す
図である。
【図５】第１の実施形態に係る２クエリ用の単語相関度表の例を示す図である。
【図６】第１の実施形態に係る推薦クエリを表示した例を示す図である。
【図７】第１の実施形態に係る広告の送信に係る概略図である。
【図８】第１の実施形態に係る広告関連語テーブルを示す図である。
【図９】第１の実施形態に係る検索結果リストとともにバナー広告を表示した例を示す図
である。
【図１０】第１の実施形態に係るＷｅｂページ検索システムの全体構成を示す図である。
【図１１】第１の実施形態に係るＷｅｂページ検索サーバのハードウェア構成を示す図で
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ある。
【図１２】第２の実施形態に係るクエリ関連語テーブルを示す図である。
【図１３】第２の実施形態に係るＷｅｂページ検索システムの全体構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　　検索結果リスト
　２　　クエリ入力欄
　３　　検索実行ボタン
　４　　タイトル
　５　　要約文　
　６　　数値部（相関度）
　７　　推薦クエリ
　８　　バナー広告
　１０　Ｗｅｂページ検索サーバ
　３０　ユーザ端末
　４０　バスライン
　５０　制御部
　６２　記憶装置　

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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