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(57)【要約】
【課題】ユーザが外出先で関心を持った物品に関する情
報をウェブページから取得し、取得した情報をユーザの
携帯端末装置へ提供すること。
【解決手段】サーバ２０は、ユーザが外出先で関心を持
った物品の物品情報を受信し、受信した物品情報に基づ
いてキーワードを決定し、物品情報及びキーワードを物
品情報テーブル２９１に登録し、決定されたキーワード
を検索条件として、物品情報に関する情報をウェブペー
ジから検索し、物品情報及び検索された検索結果をキー
ワードテーブル２９２に登録し、検索結果を物品情報に
関する情報として送信する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品情報を携帯端末装置から受信する受信手段と、
　前記物品情報に基づいてキーワードを決定する決定手段と、
　前記物品情報及び前記キーワードを物品情報テーブルに登録する物品情報登録手段と、
　キーワードテーブルを参照し、前記決定手段により決定されたキーワードが存在する場
合には、前記キーワードテーブルに登録された検索結果を出力し、前記決定手段により決
定されたキーワードが存在しない場合には、当該キーワードを検索条件として前記物品情
報に関する情報をウェブページから検索した検索結果を出力する検索手段と、
　前記キーワードをインデックスとして前記検索手段により検索された検索結果とともに
、前記キーワードテーブルに登録する検索結果登録手段と、
　前記検索結果を前記物品情報に関する情報として送信する送信手段と、
　前記携帯端末装置からの検索結果送信要求を受信する要求受信手段と、
　前記検索結果送信要求に対応する検索結果を前記物品情報テーブルから読み出し、前記
携帯端末装置へ送信する要求送信手段とを備えることを特徴とする情報提供サーバ。
【請求項２】
　携帯端末装置と情報提供サーバが通信回線を介して通信可能なシステムにおいて、
　前記携帯端末装置は、
　物品情報を取得する物品情報取得手段と、
　前記物品情報取得手段により取得された物品情報を前記情報提供サーバへ送信する端末
送信手段とを備え、
　前記情報提供サーバは、
　前記物品情報を前記携帯端末装置から受信する受信手段と、
　前記物品情報に基づいてキーワードを決定する決定手段と、
　前記物品情報及び前記キーワードを物品情報テーブルに登録する物品情報登録手段と、
　キーワードテーブルを参照し、前記決定手段により決定されたキーワードが存在する場
合には、前記キーワードテーブルに登録された検索結果を出力し、前記決定手段により決
定されたキーワードが存在しない場合には、当該キーワードを検索条件として前記物品情
報に関する情報をウェブページから検索した検索結果を出力する検索手段と、
　前記キーワードをインデックスとして前記検索手段により検索された検索結果とともに
、キーワードテーブルに登録する検索結果登録手段と、
　前記検索結果を前記物品情報に関する情報として送信する送信手段とを備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記送信手段により送信された前記検索結果を受信する端末受信手段と、
　前記端末受信手段により受信された検索結果を出力する出力手段と、
　前記情報提供サーバに前記物品情報に対応する検索結果を要求する要求手段とを備え、
　前記情報提供サーバは、
　前記携帯端末装置からの検索結果送信要求を受信する要求受信手段と、
　前記検索結果送信要求に対応する検索結果を前記物品情報テーブルから読み出し、前記
携帯端末装置へ送信する要求送信手段とを備えることを特徴とする情報提供システム。
【請求項３】
　物品情報を携帯端末装置から受信する受信ステップと、
　前記物品情報に基づいてキーワードを決定する決定ステップと、
　前記物品情報及び前記キーワードを物品情報テーブルに登録する物品情報登録ステップ
と、
　前記決定ステップにより決定されたキーワードを検索条件として、前記物品情報に関す
る情報をウェブページから検索する検索ステップと、
　キーワードテーブルを参照し、前記決定ステップにより決定されたキーワードが存在す
る場合には、前記キーワードテーブルに登録された検索結果を出力し、前記決定ステップ
により決定されたキーワードが存在しない場合には、当該キーワードを検索条件として前
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記物品情報に関する情報をウェブページから検索した検索結果を出力する検索ステップと
、
　前記キーワードをインデックスとして前記検索ステップにより検索された検索結果とと
もに、前記キーワードテーブルに登録する検索結果登録ステップと、
　前記検索結果を前記物品情報に関する情報として送信する送信ステップと、
　前記携帯端末装置からの検索結果送信要求を受信する要求受信ステップと、
　前記検索結果送信要求に対応する検索結果を前記物品情報テーブルから読み出し、前記
携帯端末装置へ送信する要求送信ステップとを備えることを特徴とする情報提供方法。
【請求項４】
　携帯端末装置と通信回線を介して通信可能な情報提供サーバ内のコンピュータによって
実行されるプログラムであって、
　物品情報を携帯端末装置から受信する受信ステップと、
　前記物品情報に基づいてキーワードを決定する決定ステップと、
　前記物品情報及び前記キーワードを物品情報テーブルに登録する物品情報登録ステップ
と、
　前記決定ステップにより決定されたキーワードを検索条件として、前記物品情報に関す
る情報をウェブページから検索する検索ステップと、
　キーワードテーブルを参照し、前記決定ステップにより決定されたキーワードが存在す
る場合には、前記キーワードテーブルに登録された検索結果を出力し、前記決定ステップ
により決定されたキーワードが存在しない場合には、当該キーワードを検索条件として前
記物品情報に関する情報をウェブページから検索した検索結果を出力する検索ステップと
、
　前記キーワードをインデックスとして前記検索ステップにより検索された検索結果とと
もに、前記キーワードテーブルに登録する検索結果登録ステップと、
　前記検索結果を前記物品情報に関する情報として送信する送信ステップと、
　前記携帯端末装置からの検索結果送信要求を受信する要求受信ステップと、
　前記検索結果送信要求に対応する検索結果を前記物品情報テーブルから読み出し、前記
携帯端末装置へ送信する要求送信ステップとをコンピュータに実行させるプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが外出先で取得した物品情報を用いて、この物品情報に関する情報を
ユーザに提供する情報提供サーバ、システム、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、顧客（ユーザ）の関心や嗜好が反映された情報を取得し、取得した情報に基づい
て、ユーザに関する情報を収集する技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、商店や博物館等でユーザが関心を持ったものの情報を自動的
に収集する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００５－３１７３３号公報
【発明の開示】
【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の技術では、ユーザが関心を持った物品に関する情報を、物
品を提供する側は得ることができるが、ユーザに対して物品に関する情報を提供するもの
ではない。
【０００５】
　そこで、本発明は、ユーザが関心をもった物品に関する情報をインターネット上のウェ
ブページから取得し、取得した情報をユーザの携帯端末装置へ提供することを目的とする
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。
【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】
　（１）物品情報を携帯端末装置（例えば、後述の携帯端末装置１０）から受信する受信
手段（例えば、後述の物品情報受信手段２１０）と、前記物品情報に基づいてキーワード
を決定する決定手段（例えば、後述のキーワード決定手段２２０）と、前記物品情報及び
前記キーワードを物品情報テーブル（例えば、後述の物品情報テーブル２９１）に登録す
る物品情報登録手段（例えば、後述の物品情報登録手段２３０）と、キーワードテーブル
（例えば、後述のキーワードテーブル２９２）を参照し、前記決定手段により決定された
キーワードが存在する場合には、前記キーワードテーブルに登録された検索結果を出力し
、前記決定手段により決定されたキーワードが存在しない場合には、当該キーワードを検
索条件として前記物品情報に関する情報をウェブページから検索した検索結果を出力する
検索手段（例えば、後述の検索手段２４０）と、前記キーワードをインデックスとして前
記検索手段により検索された検索結果とともに、前記キーワードテーブルに登録する検索
結果登録手段（例えば、後述の検索結果登録手段２５０）と、前記検索結果を前記物品情
報に関する情報として送信する送信手段（例えば、後述の検索結果送信手段２６０）と、
前記携帯端末装置からの検索結果送信要求を受信する要求受信手段（例えば、後述の要求
受信手段２７０）と、前記検索結果送信要求に対応する検索結果を前記物品情報テーブル
から読み出し、前記携帯端末装置へ送信する要求送信手段（例えば、後述の要求送信手段
２８０）とを備えることを特徴とする情報提供サーバ（例えば、後述のサーバ２０）。
【０００８】
　（１）の構成によれば、ユーザが外出先で関心を持った物品の物品情報を携帯端末装置
から受信し、物品情報に基づいてキーワードを決定し、物品情報及びキーワードを物品情
報テーブルに登録し、キーワードテーブルを参照し、決定されたキーワードが存在する場
合には、キーワードテーブルに登録された検索結果を出力し、キーワードが存在しない場
合には、キーワードを検索条件として物品情報に関する情報をウェブページから検索した
検索結果を出力し、キーワードをインデックスとして検索された検索結果とともに、キー
ワードテーブルに登録し、検索結果を物品情報に関する情報として送信し、携帯端末装置
からの検索結果送信要求を受信し、検索結果送信要求に対応する検索結果を物品情報テー
ブルから読み出し、携帯端末装置へ送信する。
【０００９】
　（１）このようにして、ユーザが関心を持った物品の物品情報をキーワードとして、こ
の物品についての情報をユーザに対して提供することができる。したがって、ユーザは、
ユーザ自身の記憶や、特定の店舗やメーカ等の情報に頼ることなく、この物品についての
詳細な情報を得ることができる。また、このような情報提供を行うことにより、情報提供
サーバの利用率が向上し、広告の増加も期待できる。
【００１０】
　また、ユーザは過去に取得した物品情報に関する詳しい情報を再度取得することができ
る。また、それぞれのユーザの携帯端末装置により取得され、情報提供サーバへ送信され
たキーワードごとに検索結果が格納されるため、過去に検索されたキーワードについて検
索を実行する際に、キーワードテーブルに格納された検索結果を読み出して、携帯端末装
置に送信することにより検索速度を向上させることができる。
【００１１】
　（２）携帯端末装置と情報提供サーバが通信回線を介して通信可能なシステムにおいて
、前記携帯端末装置は、物品情報を取得する物品情報取得手段と、前記物品情報取得手段
により取得された物品情報を前記情報提供サーバへ送信する端末送信手段とを備え、前記
情報提供サーバは、前記物品情報を前記携帯端末装置から受信する受信手段と、前記物品
情報に基づいてキーワードを決定する決定手段と、前記物品情報及び前記キーワードを物
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品情報テーブルに登録する物品情報登録手段と、キーワードテーブルを参照し、前記決定
手段により決定されたキーワードが存在する場合には、前記キーワードテーブルに登録さ
れた検索結果を出力し、前記決定手段により決定されたキーワードが存在しない場合には
、当該キーワードを検索条件として前記物品情報に関する情報をウェブページから検索し
た検索結果を出力する検索手段と、前記キーワードをインデックスとして前記検索手段に
より検索された検索結果とともに、キーワードテーブルに登録する検索結果登録手段と、
前記検索結果を前記物品情報に関する情報として送信する送信手段とを備え、前記携帯端
末装置は、前記送信手段により送信された前記検索結果を受信する端末受信手段と、前記
端末受信手段により受信された検索結果を出力する出力手段と、前記情報提供サーバに前
記物品情報に対応する検索結果を要求する要求手段とを備え、前記情報提供サーバは、前
記携帯端末装置からの検索結果送信要求を受信する要求受信手段と、前記検索結果送信要
求に対応する検索結果を前記物品情報テーブルから読み出し、前記携帯端末装置へ送信す
る要求送信手段とを備えることを特徴とする情報提供システム。
【００１２】
　（３）物品情報を携帯端末装置から受信する受信ステップと、前記物品情報に基づいて
キーワードを決定する決定ステップと、前記物品情報及び前記キーワードを物品情報テー
ブルに登録する物品情報登録ステップと、前記決定ステップにより決定されたキーワード
を検索条件として、前記物品情報に関する情報をウェブページから検索する検索ステップ
と、キーワードテーブルを参照し、前記決定ステップにより決定されたキーワードが存在
する場合には、前記キーワードテーブルに登録された検索結果を出力し、前記決定ステッ
プにより決定されたキーワードが存在しない場合には、当該キーワードを検索条件として
前記物品情報に関する情報をウェブページから検索した検索結果を出力する検索ステップ
と、前記キーワードをインデックスとして前記検索ステップにより検索された検索結果と
ともに、前記キーワードテーブルに登録する検索結果登録ステップと、前記検索結果を前
記物品情報に関する情報として送信する送信ステップと、前記携帯端末装置からの検索結
果送信要求を受信する要求受信ステップと、前記検索結果送信要求に対応する検索結果を
前記物品情報テーブルから読み出し、前記携帯端末装置へ送信する要求送信ステップとを
備えることを特徴とする情報提供方法。
【００１３】
　（４）携帯端末装置と通信回線を介して通信可能な情報提供サーバ内のコンピュータに
よって実行されるプログラムであって、物品情報を携帯端末装置から受信する受信ステッ
プと、前記物品情報に基づいてキーワードを決定する決定ステップと、前記物品情報及び
前記キーワードを物品情報テーブルに登録する物品情報登録ステップと、前記決定ステッ
プにより決定されたキーワードを検索条件として、前記物品情報に関する情報をウェブペ
ージから検索する検索ステップと、キーワードテーブルを参照し、前記決定ステップによ
り決定されたキーワードが存在する場合には、前記キーワードテーブルに登録された検索
結果を出力し、前記決定ステップにより決定されたキーワードが存在しない場合には、当
該キーワードを検索条件として前記物品情報に関する情報をウェブページから検索した検
索結果を出力する検索ステップと、前記キーワードをインデックスとして前記検索ステッ
プにより検索された検索結果とともに、前記キーワードテーブルに登録する検索結果登録
ステップと、前記検索結果を前記物品情報に関する情報として送信する送信ステップと、
前記携帯端末装置からの検索結果送信要求を受信する要求受信ステップと、前記検索結果
送信要求に対応する検索結果を前記物品情報テーブルから読み出し、前記携帯端末装置へ
送信する要求送信ステップとをコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ユーザが関心を持った物品の物品情報をキーワードとして、この物品
についての情報をユーザに対して提供することができる。したがって、ユーザは、ユーザ
自身の記憶や、特定の店舗やメーカ等の情報に頼ることなく、この物品についての詳細な
情報を得ることができる。また、このような情報提供を行うことにより、情報提供サーバ
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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】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　［用語の定義］
　「物品」とは、店舗や美術館等に陳列・展示された物品・展示物等を示し、有償無償を
問わない。また、「物品情報」とは、物品の画像、物品名、物品の規格、物品の識別番号
、物品の略称、物品の通称等であり、店舗や美術館等に陳列・展示される物品や物品の包
装に付されたバーコード、二次元コード、ＩＣタグ等の後述する携帯端末装置１０が有す
る物品情報取得手段１１０により取得可能なものであればよい。
【００１７】
　［システムの全体構成］
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。図１は、本発明に係る
システム１の全体構成を示すブロック図である。システム１は、携帯端末装置１０、サー
バ２０及び端末装置４０を含んで構成される。携帯端末装置１０、サーバ２０及び端末装
置４０は、それぞれ通信回線３０を介して接続されている。携帯端末装置１０は、携帯電
話機、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ：登録商標）
、モバイル、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）携帯端
末装置等を代表とするものであり、通信回線３０を介して、サーバ２０から送信される情
報を参照できるものであればどのようなものでもよい。また、サーバ２０は、必要に応じ
てＷｅｂサーバ、ＤＢサーバ、アプリケーションサーバを含んで構成してよく、１台のサ
ーバで構成しても、それぞれ別のサーバで構成してもよい。
【００１８】
　［携帯端末装置１０のハードウェア構成］
　図２は、本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１０のハードウェア構成の
一例を示す図である。図２に示すように、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）１１、メモリ１２、操作部１３、表示部１４、通信部１５、撮像部１６ａ
、ＲＦＩＤ通信部１６ｂ、スピーカ１７及びマイク１８がバスラインＢＵＳにより接続さ
れて携帯端末装置１０を構成する。
【００１９】
　ＣＰＵ１１は、携帯端末装置１０を統括的に制御する部分であり、メモリ１２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。
【００２０】
　操作部１３は、各種設定や入力操作を行う操作ボタン群、決定操作ボタン等を備えてお
り、操作部１３による入力情報はＣＰＵ１１の制御下で処理される。表示部１４は、ＬＣ
Ｄ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｏｒｏ　
Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）によって構成され、各種情報を表示する。
【００２１】
　通信部１５は、通信回線３０を介してサーバ２０から送信される各種情報を受信し、通
信回線３０を介して各種情報を送信する。通信部１５は、無線通信に必要なアンテナ及び
アンテナ信号処理回路等を含んで構成される。撮像部１６ａは、図示しないカメラ部を含
んで構成される。カメラ部は、レンズ部と、撮像素子と、を有する。レンズ部を介して撮
像素子に撮像された撮像画像は、ＣＰＵ１１に出力される。ＲＦＩＤ通信部１６ｂは、Ｉ
Ｃタグの無線通信に必要なアンテナ及びアンテナ信号処理回路等を含んで構成される。ま
た、スピーカ１７は、音声情報を出力し、マイク１８は音声情報を入力する。スピーカ１
７及びマイク１８により入出力される音声情報はＣＰＵ１１の制御下で処理される。
【００２２】
　［サーバ２０のハードウェア構成］
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　図３は、本発明の好適な実施形態の一例に係るサーバ２０のハードウェア構成の一例を
示す図である。図３に示すように、ＣＰＵ２１（マルチプロセッサ構成ではＣＰＵ２２等
複数のＣＰＵが追加されてもよい）、通信Ｉ／Ｆ（Ｉ／Ｆ：インターフェイス）２３、メ
インメモリ２４、表示装置２５、Ｉ／Ｏコントローラ２６、並びにキーボード及びマウス
等の入力装置２７がバスラインＢＵＳにより接続されてサーバ２０を構成する。
【００２３】
　ＣＰＵ２１は、サーバ２０を統括的に制御する部分であり、後述するハードディスク２
８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。
【００２４】
　通信Ｉ／Ｆ２３は、サーバ２０が、通信回線３０を介して携帯端末装置１０から各種の
入力情報を受け取ったり、また表示装置２５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／Ｆ２３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。
【００２５】
　表示装置２５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。Ｉ／Ｏコントローラ２６には、ハードディスク２８、及び半導体メモ
リ２９等の記憶装置３１を接続することができる。入力装置２７は、サーバ２０の管理者
による入力の受け付けを行うものである。ハードディスク２８は、本ハードウェアをサー
バ２０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
後述するテーブルを記憶する。なお、サーバ２０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。
【００２６】
　以上の例は、サーバ２０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サーバ装置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
サーバ２０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
により、或いは、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。
【００２７】
［携帯端末装置１０及びサーバ２０の機能構成］
　図４は、本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１０及びサーバ２０の機能
ブロック図である。
【００２８】
　携帯端末装置１０は、物品情報取得手段１１０と、送信手段１２０と、受信手段１３０
と、表示手段１４０と、要求手段１５０とを含んで構成される。
【００２９】
　物品情報取得手段１１０は、店舗等に陳列・展示される物品や物品の包装に付されたバ
ーコード、二次元コード、ＲＦＩＤタグ等により示された又は記録された、物品情報を撮
像又は無線通信を行うことにより取得する。
【００３０】
　図５は、物品情報取得手段１１０により取得される物品情報の具体例を示した図である
。図５の具体例１－１では、物品５０に付加された二次元コード５１に符号化された物品
情報を、携帯端末装置１０の撮像部１６ａ（物品情報取得手段１１０）により取得する例
を示している。図５の具体例１－２では、物品５３に付加されたＲＦＩＤタグに記録され
た物品情報を携帯端末装置１０のＲＦＩＤ通信部１６ｂ（物品情報取得手段１１０）によ
り取得される例を示している。このように、ユーザは外出先で関心を持った物品の物品情
報を物品情報取得手段１１０により取得する。
【００３１】
　図４に戻って、送信手段１２０は、物品情報取得手段１１０により取得された物品情報
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を通信回線３０を介してサーバ２０へ送信する。
　受信手段１３０は、サーバ２０から送信された、物品情報に関する情報としての検索結
果を受信する。
　表示手段１４０は、受信手段１３０により受信された検索結果を所定の態様で表示する
。これにより、ユーザは物品情報取得手段１１０で取得した物品情報に関する情報を閲覧
することができる。
【００３２】
　要求手段１５０は、操作部１３による入力に応じてサーバ２０へ検索結果の送信を要求
する。これにより、ユーザは過去に取得した物品情報に関する情報を再度閲覧することが
できる。
【００３３】
　サーバ２０は、物品情報受信手段２１０と、キーワード決定手段２２０と、物品情報登
録手段２３０と、検索手段２４０と、検索結果登録手段２５０と、検索結果送信手段２６
０と、要求受信手段２７０と、要求送信手段２８０と、記憶手段２９０とを含んで構成さ
れる。
【００３４】
　物品情報受信手段２１０は、携帯端末装置１０から送信された物品情報を受信する。
　キーワード決定手段２２０は、物品情報受信手段２１０で受信した物品情報からキーワ
ードを決定する。具体的には、キーワード決定手段２２０は、検索エンジンを用いて受信
した物品情報をウェブページから検索し、最も的確なものをキーワードとして決定する。
なお、検索エンジンは公知の技術を用いることができる。又は、キーワード決定手段２２
０は、受信した物品情報のテキストデータを形態素解析して単語に分割し、分割した単語
をキーワードとして決定してもよい。ここで、形態素解析の方法には既存の技術を用いる
ことができる。
【００３５】
　物品情報登録手段２３０は、キーワード決定手段２２０により決定されたキーワードを
ユーザごとに物品情報テーブル２９１に格納する。なお、物品情報テーブル２９１につい
ては後述する。
【００３６】
　検索手段２４０は、キーワードテーブル２９２を参照し、キーワード決定手段２２０に
より決定されたキーワードが存在する場合には、このキーワードに関連付けられる検索結
果を出力する。また、キーワードが存在しない場合には、キーワード決定手段２２０によ
り決定されたキーワードを検索条件として外部サーバやウェブページデータベース等から
検索し、キーワードに対応する検索結果を取得する。なお、検索手段２４０は、公知の検
索エンジンを用いてよい。
【００３７】
　検索結果登録手段２５０は、キーワード決定手段２２０により決定されたキーワード及
び検索手段２４０により検索された検索結果をキーワードテーブル２９２に登録する。な
お、キーワードテーブル２９２については後述する。
【００３８】
　検索結果送信手段２６０は、検索手段２４０により取得された検索結果を所定の態様で
通信回線３０を介して携帯端末装置１０へ送信する。なお、所定の態様とは、検索結果を
携帯端末装置１０の表示手段１４０で表示可能な態様であり、電子メール、ＨＴＭＬ等で
ある。
【００３９】
　要求受信手段２７０は、携帯端末装置１０から送信された検索結果要求を受信する。
　要求送信手段２８０は、要求受信手段２７０により受信された検索結果要求に対応する
ユーザのキーワードを物品情報テーブル２９１から読み出し、このキーワードに対応する
検索結果をキーワードテーブル２９２から読み出し、読み出した検索結果を携帯端末装置
１０へ送信する。
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　記憶手段２９０は、物品情報テーブル２９１と、キーワードテーブル２９２とを格納す
る。
【００４０】
　なお、上述の実施形態では検索結果送信手段２６０及び要求送信手段２８０は、検索結
果を物品情報が送信された、若しくは検索結果要求が送信された携帯端末装置１０へ送信
したがこれに限られない。例えば、検索結果を同一のユーザＩＤで認証された他の携帯端
末装置１０や端末装置４０へ送信してもよい。これにより、ユーザが外出先で関心を持っ
た物品情報に関する情報（検索結果）をユーザの所有する他の携帯端末装置１０や自宅の
端末装置４０でも閲覧することができる。
【００４１】
　図６に示すように物品情報テーブル２９１は、物品情報受信手段２１０により受信され
た物品情報と、キーワード決定手段２２０により決定されたキーワードとがユーザＩＤと
ともに物品情報登録手段２３０により関連付けて格納されている。キーワードはユーザＩ
Ｄごとに格納され、管理されている。物品情報テーブル２９１に格納された情報は、要求
送信手段２８０により読み出される。
【００４２】
　図７に示すようにキーワードテーブル２９２は、キーワード決定手段２２０により決定
されたキーワードをインデックス化して、検索手段２４０により得られた検索結果（ＵＲ
Ｌ１、ＵＲＬ２、・・・）と、検索履歴とが検索結果登録手段２５０により関連付けて格
納されている。このようにキーワードをインデックス化して検索結果と関連付けて登録す
ることにより、異なるユーザが同一のキーワードを検索条件とした場合、キーワードテー
ブル２９２に格納された検索結果を参照することにより検索速度を向上させることができ
る。また、検索履歴はキーワードが検索された履歴である。例えば、図７に示すようにキ
ーワードを検索した回数や最後に検索した時間、最後に検索された場所等を記憶すること
ができる。これにより、検索された回数が少ない場合に再度同一のキーワードを探し出す
ことが容易になる。さらに、ユーザやサーバの管理者はキーワードが取得される時間や場
所の傾向を知ることができる。
【００４３】
　［サーバ２０の処理の流れ］
　図８は、サーバ２０の処理の流れを示すフローチャートである。先ず、物品情報受信手
段２１０は、携帯端末装置１０から送信された物品情報を受信する（ステップＳ１）。キ
ーワード決定手段２２０は、ステップＳ１で受信した物品情報からキーワードを決定し（
ステップＳ２）、物品情報登録手段２３０は、受信した物品情報及び決定したキーワード
を物品情報テーブル２９１に登録する（ステップＳ３）。
【００４４】
　検索手段２４０は、キーワードテーブル２９２を参照し、ステップＳ２で決定されたキ
ーワードが存在するか否かを判定する（ステップＳ４）。キーワードが存在する場合（Ｙ
ｅｓ）には、ステップＳ７へ移る。一方、キーワードが存在しない場合（Ｎｏ）には、ス
テップＳ５へ移る。
【００４５】
　ステップＳ５では、検索手段２４０は、ステップＳ２で決定されたキーワードを検索条
件として外部サーバやウェブページデータベース等から検索を実行し、検索結果を取得す
る。検索結果登録手段２５０は、ステップＳ２で決定されたキーワード及びステップＳ４
で取得した検索結果をキーワードテーブル２９２に格納する（ステップＳ６）。ステップ
Ｓ７では、検索手段２４０は、キーワードテーブル２９２からステップＳ２で決定したキ
ーワードに対応する検索結果を取得する。
【００４６】
　検索結果送信手段２６０は、検索手段２４０により得られた検索結果を所定の態様で携
帯端末装置１０へ送信する（ステップＳ８）。
【００４７】
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　このようにして、ユーザは店舗等で関心を持った物品の物品情報を取得することにより
、ウェブページから検索されたこの物品に関する詳細な情報を携帯端末装置１０で閲覧す
ることができる。したがって、ユーザは自身が感心を持った物品の情報を個人の記憶に頼
ることなく、また特定の店舗やメーカ等の情報に頼ることなく、その物品の詳しい情報を
得ることができる。
【００４８】
　また、物品情報テーブル２９１には、ユーザごとに物品情報及びキーワードが格納され
るため、ユーザの個人情報であるユーザＩＤ、物品情報及びキーワードを保護するととも
に、携帯端末装置１０からの要求に応じて過去に取得した物品情報に関する詳しい情報を
再度取得することができる。
【００４９】
　また、キーワードテーブル２９２には、それぞれのユーザの携帯端末装置１０により取
得され、サーバ２０へ送信されたキーワードごとに検索結果が格納されるため、過去に検
索されたキーワードについて検索を実行する際に、キーワードテーブル２９２に格納され
た検索結果を読み出して、携帯端末装置１０に送信することにより検索速度を向上させる
ことができる。
【００５０】
　なお、上述の実施形態では物品情報取得手段１１０としてバーコード、二次元コード、
ＲＦＩＤタグを用いた例を示したが、これに限られず、例えば、赤外線通信やＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）を用いて物品情報を取得してもよい。
【００５１】
　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、本発明の実施例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】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態に係るシステム１の全体構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る携帯端末装置１０のハードウェア構成の一例を示す図で
ある。
【図３】本発明の実施形態に係るサーバ２０のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る携帯端末装置１０及びサーバ２０の機能ブロック図であ
る。
【図５】携帯端末装置１０により物品情報を取得する例を示す図である。
【図６】物品情報テーブル２９１を示す図である。
【図７】キーワードテーブル２９２を示す図である。
【図８】サーバ２０の処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５３】
　　　１　システム
　　１０　携帯端末装置
　　２０　サーバ
　　３０　通信回線
　２１０　物品情報受信手段
　２２０　キーワード決定手段
　２３０　商品情報登録手段
　２４０　検索手段
　２５０　検索結果登録手段
　２６０　検索結果送信手段
　２７０　要求受信手段
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　２８０　要求送信手段
　２９０　記憶手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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