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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検索者の端末機と通信網を介して連絡された地域情報検索結果提供システムによって地
域情報の検索結果を提供するための情報処理方法において、前記地域情報検索結果提供シ
ステムは、地域情報処理部、検索要求受信部、格納部、検索遂行部及び検索結果提供部を
含み、前記情報処理方法は、
　前記地域情報処理部が検索者の検索地域情報を前記格納部に維持する段階と、
　前記地域情報処理部がネットワーク情報提供者の複数の検索項目を含むデータベースを
前記格納部に維持する段階であって、検索語の中で所定の地域検索語をあらかじめ選定し
、前記検索項目が前記地域検索語と前記ネットワーク情報提供者の地域情報とを含んでい
る、段階と、
　前記検索要求受信部が前記検索者から検索要求を受信し、前記検索要求に相応する検索
語が前記地域検索語であるのかを判断する段階と、
　前記検索要求に相応する検索語が前記地域検索語の場合、前記検索遂行部が前記地域検
索語を有する前記ネットワーク情報提供者の検索項目を識別し、前記識別された検索項目
の中で前記検索者の前記検索地域情報と一致する前記ネットワーク情報提供者の地域情報
、または前記検索者の前記検索地域情報と密接な関連がある前記ネットワーク情報提供者
の地域情報を有する前記ネットワーク情報提供者の検索項目を選択する段階と、
　前記検索結果提供部が前記選択された検索項目を配列することにおいて、少なくとも一
部の検索項目を所定の検索項目配列方法に従って配列する段階と、
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　を含み、
　前記地域検索語は、地域ごとに異なって選定されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記少なくとも一部の検索項目を所定の検索項目配列方法に従って配列する前記段階は
、前記選択された検索項目を優先的に配列する段階を含むことを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　少なくとも一部の検索項目を所定の検索項目配列方法に従って配列する前記段階は、前
記検索者の前記検索地域情報と一致する地域情報を有する前記ネットワーク情報提供者の
検索項目を優先的に配列し、続いて前記検索者の前記検索地域情報と密接な地域情報を有
する前記ネットワーク情報提供者の検索項目を配列することを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記検索者の検索地域情報を前記格納部に維持する前記段階は、前記検索者の前記検索
地域情報を前記検索者の検索環境設定情報として保存する段階を含み、
　検索者から検索要求を受信する前記段階は、前記格納された検索環境設定情報から前記
検索地域情報を獲得する段階とを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記検索者の前記検索地域情報を前記検索者の検索環境設定情報として格納する前記段
階および検索者から検索要求を受信する前記段階は、前記検索者のログイン過程を含むこ
とを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記検索者の検索地域情報を前記格納部に維持する前記段階は、前記検索者から受信し
た検索地域情報を前記検索者端末機にクッキーファイルで保存する段階を含み、
　検索者から検索要求を受信する前記段階は、前記クッキーファイルにアクセスして前記
検索者の前記検索地域情報を獲得する段階とを含むことを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　前記検索者の検索地域情報を前記格納部に維持する前記段階は、クライアントプログラ
ムを前記検索者の端末機に設置する段階を含み、
　検索者から検索要求を受信する前記段階は、前記検索者端末機に設置されたクライアン
トプログラムを用いて前記検索者の前記検索地域情報を受信する段階とを含むことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記データベースを前記格納部に維持する前記段階は、ネットワーク情報提供者の地域
情報を前記ネットワーク情報提供者から受信する段階を含むことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
　前記データベースを前記格納部に維持する前記段階は、ネットワーク情報提供者の地域
情報を前記ネットワーク情報提供者のウェブサイトから抽出する段階を含むことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記データベースを前記格納部に維持する前記段階は、ネットワーク情報提供者の地域
情報を前記ネットワーク情報提供者の環境設定情報から抽出する段階を含むことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ネットワーク情報提供者の地域情報を抽出する前記段階は、
　電話番号の局番および前記局番に対応した地域情報を電話番号データベースで維持する
段階と、
　前記環境設定情報は、ネットワーク情報提供者の電話番号の局番を含み、前記電話番号



(3) JP 4350744 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

の局番を獲得する段階と、
　前記電話番号データベースを参照して前記ネットワーク情報提供者の電話番号の局番と
一致する地域情報を識別する段階とを含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記データベースを前記格納部に維持する前記段階は、ネットワーク情報提供者からネ
ットワーク情報を受信して前記ネットワーク情報をデータベースに登録し、前記登録され
たネットワーク情報を前記複数の検索項目に用いる段階を含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記地域情報検索結果提供システムがネットワーク情報提供者から地域広告に対する申
請を受信する段階を更に含み、
　ネットワーク情報提供者の複数の検索項目を含むデータベースを前記格納部に維持する
前記段階は、前記地域広告に対する申請を行なったネットワーク情報提供者の検索項目を
前記データベースに維持することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記地域情報検索結果提供システムが地域広告に対して所定の広告料を決定する段階を
さらに含み、
　前記広告料は、前記地域広告の地域情報によって異なることを特徴とする請求項１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記地域情報検索結果提供システムが地域広告に対して所定の広告料を決定する段階を
さらに含み、
　前記広告料は、前記選択された検索項目のページビューまたは照会の回数により変動し
て決定されることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　請求項１～請求項１５のいずれか１項に記載の方法をコンピュータで具現するプログラ
ムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信網を介した検索者の検索要求に応答し、検索者と連関した地域の情報を
参照して検索結果を効果的に提供するためのシステムおよび方法に関し、より詳しくは、
インターネット検索エンジンにおいて検索者が入力した検索語に応答してインターネット
検索結果を提供することにおいて、検索者の検索地域情報と連関した検索項目を選択し、
これを効果的に配列するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、インターネットなどの通信網の急激な発展と共に、通信網を介した情報検索が非
常に一般化されている。図１は、検索者の検索要求に従って検索結果画面を提供するため
の一般的なネットワーク構成図を示したものである。検索者は、ＰＣなどの端末機（１１
０、１２０）でインターネット（１３０）などの通信網を介して検索エンジンサーバ（１
４０）に接続し、検索語を入力することによって検索語に相応する検索結果を得ることが
できる。ネットワーク情報提供者は、検索者が必要とする情報を提供する企業または個人
であって、ネットワーク情報提供者ウェブサーバ（１６０、１７０）を介してインターネ
ットに接続される。検索データベース（１５０）は、ネットワーク情報提供者に対する複
数の検索項目を格納しており、検索項目のそれぞれは、ウェブサイトの題目、ウェブサイ
トのネットワークアドレスとしてのＵＲＬ、ウェブサイトに対する説明、検索語などを含
む。検索者が検索要請した検索語と検索項目に含まれた検索語が一致する場合、検索エン
ジンサーバ（１４０）は、該当する検索項目を検索結果として検索者に提供する。今日、
広く使用されている代表的な検索エンジンサーバとして、ネイバー（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ
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ｗ．ｎａｖｅｒ．ｃｏｍ）がある。
【０００３】
　インターネットが我々の生活全般と密接な関係を持ちながら、我々が住んでいる地域と
関連のある地域生活情報をインターネットを介して検索することは既に非常に頻繁なこと
である。しかし、インターネットを介して検索者に提供されるウェブサイト情報はあまり
にも膨大であるため、検索者が本当に必要とする地域に関する情報が格納されたウェブサ
イトを検索結果内からどのように探すかを決定することは非常に困難である。
【０００４】
　例えば、“ソウル市江南区三成洞”に住んでいる検索者が、歯科治療を受けるために歯
科病院を検索するため、インターネット検索エンジンにて“歯科”という検索語を入力し
た場合、従来技術によるインターネット検索エンジンサーバでは前記検索者の地域情報が
不明であるため、前記検索者の地域情報が反映されていない検索結果を前記検索者に提供
するようになる。すなわち、前記検索者に提供される検索結果には“ソウル市鍾路区”の
歯科病院はもちろん、釜山または済州道に位置した歯科病院までもが検索結果として提供
される。さらに、前記検索結果には地域情報が全く反映されていないため、前記検索者が
住んでいる場所と遠く離れた位置の歯科病院に対する検索項目が上位検索結果として配置
され、前記検索者が住んでいる場所の近くにある歯科病院に対する検索項目が下位に配置
されることもある。
【０００５】
　また、前記検索者が家の近くにある歯科病院を探すため、インターネット検索エンジン
の入力ウィンドウに“歯科＜ＡＮＤ＞江南区”という検索語を入力したと仮定しよう。こ
の時、検索者に提供される検索結果画面には、“歯科”および“江南区”という検索語と
連関した多数の検索項目が表示される。検索項目の中には、実際に江南区に位置している
歯科病院に関する検索項目もあるが、キーワード検索の限界によって江南区と比較的無関
係な歯科病院に関する検索項目も多数含まれることがある。また、実際には江南区に位置
した歯科の場合でも、前記歯科のウェブページに“江南区”という情報を含んでいない場
合は、インターネット検索によって検索されないこともある。
【０００６】
　従って、検索者は本人が所望する地域に関する情報を探すために少なからずの努力を傾
け、前記検索項目１つ１つを照会して確認しなければならないという煩わしさがある。
【０００７】
　そのため、検索者自身が所望する地域に関する情報を、より簡単かつ迅速に検索するこ
とができるよう、多数の検索項目を効果的に検索して配列する多くの方法が提案されてい
る。
【０００８】
　図２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄは、インターネット検索エンジンサーバを用いて検索者の地
域と連関した地域生活情報を検索する方法の一例を示したものである。まず、図２ａは、
検索者に提供される地域生活情報と連関したカテゴリリストの例を示したものである。図
２ａのように、検索者に地域情報として意味のあるウェブサイトをカテゴリ別に分類して
表示する方法が、ＮＨＮ社のネイバー検索エンジンサーバで用いられている。
【０００９】
　検索者は、図２ａのカテゴリリストの中からカテゴリの名称を参照して所望するカテゴ
リを照会（ｃｌｉｃｋ）する場合、カテゴリに属したより詳細なサブカテゴリリストが次
の画面に表示される。図２ｂは、図２ａの上位カテゴリリストの中から“健康、医療”と
いうカテゴリを照会した場合、検索者に提供されるサブカテゴリリストの一例を示したも
のである。図２ｂのサブカテゴリリストにて再び“歯科病院”というサブカテゴリを選択
すると、検索者に“歯科病院”と連関した膨大な量のウェブサイト検索結果が図２ｃのよ
うに提供される。図２ｃは、全国に散在した歯科病院と連関したウェブサイト検索結果を
配列している。
【００１０】
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　従来技術によると、前記ウェブサイト検索結果の中から検索者が所望する地域情報を検
索できるようにするために、図２ｃの画面で検索者が所望する検索地域情報を、市、区別
に分けて入力し、前記入力された検索地域情報と連関したウェブサイト情報のみを選別し
て地域情報検索結果として提供する方法が提案されている。図２ｄは、図２ｃで“ソウル
市”“江南区”を地域情報として入力した時に提供される地域情報検索結果画面の一例で
ある。
【００１１】
　すなわち、従来技術によると、ユーザが所定の地域情報と連係したインターネット情報
検索をするためには、検索する情報が属するカテゴリ（例えば、不動産、病院など）を選
択した後、再び地域情報をインターネット検索エンジンに伝達する方法が用いられていた
。
【００１２】
　しかし、このような従来技術による地域情報検索結果の提供方法は、いくつかの段階を
経て地域情報を検索しなければならないという不便さがあるだけでなく、検索者が所望す
る検索地域情報を検索するごとに検索語と共に入力しなければならなかった。従って、同
一の地域に対して異なった検索語で情報検索を反復したり、地域情報を随時検索しようと
する検索者にとっては、検索ごとに検索地域を指定しなければならないという煩わしさが
あった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、検索者にインターネット検索結果を提供する時、前記検索者と連関した地域
情報を参考して検索結果を提供することによって、前記検索者により有用な情報を提供す
ることを目的とする。
【００１４】
　また、前記検索者が地域情報と連関した情報を検索するごとに地域情報を入力しなくて
も、容易に地域情報と連関した情報を検索できるようにすることを他の目的とする。
【００１５】
　また、関心のある地域と連関した地域に関する情報を、検索者がより簡単かつ迅速に検
索できるようにすることを他の目的とする。
【００１６】
　また、検索者に検索語と連関した地域情報検索を、多様な検索項目配列方法を介して提
供することを他の目的とする。
【００１７】
　また、地域情報検索結果を介してネットワーク情報提供者に効果的な地域広告効果を提
供することを他の目的とする。
【００１８】
　また、検索者の地域特性に相応する特注型の地域情報を提供することを他の目的とする
。
【００１９】
　また、ウェブサイトがない地域のネットワーク情報提供者にも、地域情報検索結果を介
した広告の機会を提供することを他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　前記目的を達成して前記従来技術の問題点を解決するため、本発明は、通信網を介した
検索要求に応答し、検索者があらかじめ指定しておいた検索地域情報を参照して前記検索
地域情報と連関した検索結果を多様な配列方法で提供するための地域情報検索結果の提供
方法およびシステムが提供される。
【００２１】
　また、検索者と連関した検索地域情報を維持する段階と、ネットワーク情報提供者と連
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関した複数の検索項目を含むデータベースを維持する段階であって、前記検索項目を検索
語および前記ネットワーク情報提供者と連関した地域情報と連関させる段階と、前記検索
者から検索要求を受信する段階と、前記検索要求に相応する検索語と連関した少なくとも
１つ以上の検索項目を識別し、前記識別された検索項目の中で前記検索地域情報と相応す
る地域情報と連関した検索項目を選択する段階と、前記選択された検索項目を配列するこ
とにおいて、少なくとも一部の検索項目を所定の検索項目配列方法に従って配列する段階
とを含むことを特徴とする地域情報検索結果の提供方法が提供される。
【００２２】
　また、検索者から検索地域情報を受信し、前記受信された検索地域情報を格納する段階
と、ネットワーク情報提供者から地域情報と連関した地域広告に対する申請を受信する段
階と、検索語と連関した複数の検索項目を維持する段階であって、前記地域広告に対する
申請に応答して前記検索項目を地域情報および前記ネットワーク情報提供者と連関させる
段階と、前記検索者から検索要求を受信する段階と、前記検索要求に相応する検索語と連
関した少なくとも１つ以上の検索項目を識別し、前記識別された検索項目の中で前記検索
地域情報および前記ネットワーク情報提供者と連関した検索項目を選択する段階と、前記
選択された検索項目を配列することにおいて、少なくとも一部の検索項目を所定の検索項
目配列方法に従って配列する段階とを含むことを特徴とする地域情報検索結果のリスト生
成方法が提供される。
【００２３】
　また、検索者から検索地域情報を受信し、前記受信された検索地域情報を格納する段階
と、ネットワーク情報提供者と連関した複数の検索項目を含むデータベースを維持する段
階であって、検索語の中から所定の地域検索語を選定して前記検索項目を前記地域検索語
および前記ネットワーク情報提供者と連関した地域情報と連関させる段階と、前記検索者
から検索要求を受信する段階と、前記検索要求に相応する検索語が地域検索語である場合
、前記地域検索語と連関した検索項目を識別し、前記識別された検索項目の中から前記検
索地域情報と相応する地域情報と連関した検索項目を選択する段階と、前記選択された検
索項目を配列することにおいて、少なくとも一部の検索項目を所定の検索項目配列方法に
従って配列する段階とを含むことを特徴とする地域情報検索結果の提供方法が提供される
。
【００２４】
　また、検索者から検索地域情報を受信し、前記受信した地域情報を格納する地域情報処
理部と、前記検索者から検索要求を受信する検索要求受信部と、ネットワーク情報提供者
と連関した複数の検索項目を格納し、前記検索項目を検索語および前記ネットワーク情報
提供者と連関した地域情報と連関させる格納部と、前記検索要求に応答して、前記検索要
求に相応する検索語と連関した検索項目を識別し、前記識別された検索項目の中から前記
格納された検索地域情報と相応する地域情報と連関した検索項目を選択する検索遂行部と
、前記選択された検索項目を所定の検索項目配列方法によって配列する検索結果提供部と
を含むことを特徴とする地域情報検索結果提供システムが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、添付された図面を参照して、本発明の好ましい実施例による地域情報検索結果の
提供方法およびシステムに対して詳しく説明する。
【００２６】
　図３ａおよび３ｂは、本発明によって、検索者がインターネット検索エンジンサーバに
接続して検索要求を入力した場合、検索者と連関した地域情報を参照して前記検索者にイ
ンターネット検索結果を提供するための過程を示す流れ図である。
【００２７】
　まず、段階（Ｓ３１０）では、検索者から検索地域情報を受信し、前記受信された検索
地域情報を格納する。
【００２８】



(7) JP 4350744 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

　本発明によると、検索者が関心のある検索地域情報を検索するごとに毎回入力するので
はなく、初めの一回のみ検索地域情報を入力すると、前記入力された情報は地域情報検索
結果提供システムによって格納され、検索者と連関した検索地域情報として継続して維持
される。従って、検索者が次に地域情報検索結果提供システムに接続し、検索地域情報を
入力せずに検索語のみを入力しても、地域情報検索結果提供システムが前記格納された検
索地域情報を自動的に参照し、多様な地域情報検索サービスを検索者に提供するようにな
る。
【００２９】
　段階（Ｓ３１０）で、検索者から検索地域情報を受信して格納する方法を詳しく説明し
たものが図３ｂである。以下では、図３ｂ、図４および図５を参照して、検索者から検索
地域情報を受信して格納する方法を説明した後、続いて段階（Ｓ３２０）以下を説明する
。
【００３０】
　段階（Ｓ３１１）で、地域情報検索結果提供システムは、検索結果に対する様々な検索
環境を設定することができる検索環境設定画面を検索者に提供する。
【００３１】
　前記検索環境設定画面の例が図４に示されている。
【００３２】
　図４に示されたように、検索者は検索エンジンを用いて検索を遂行する場合、必要な検
索結果ページの表記方法、検索結果表示数、検索語リスト格納の可否、検索地域情報、ハ
ングル入力設定方式、およびアダルト情報フィルタリングに関する検索環境を設定する。
【００３３】
　図４に示されたように、検索環境設定情報は検索地域情報を含み、段階（Ｓ３１２）で
、検索者は検索地域情報を入力して地域情報検索結果提供システムに送る。段階（Ｓ３１
３）で、地域情報検索結果提供システムは、検索者から受信した検索地域情報を検索者の
端末機にクッキーファイルで格納する。
【００３４】
　地域情報検索結果提供システムが検索者から受信した検索地域情報を検索者の端末機に
クッキーファイルで保存する方法を説明するためのネットワーク構成図が図５に示されて
いる。検索者はインターネット（５３０）と連結された検索者端末機（５１０）を介して
地域情報検索結果提供システム（５４０）に接続する。クッキーファイル（ｃｏｏｋｉｅ
　ｆｉｌｅ）（５２０）は、検索者端末機（５１０）が地域情報検索結果提供システム（
５４０）または他のウェブサイトに接続した場合、前記地域情報検索結果提供システム（
５４０）または他のウェブサイトがクライアント端末機（５１０）のハードディスクに格
納しておく特別なテキストファイルである。ウェブサイトの接続に用いられるＨＴＴＰプ
ロトコルからウェブサイトに対するそれぞれの要求は、他の要求と全て独立的（ｉｎｄｅ
ｐｅｎｄｅｎｔ）である。従って、地域情報検索結果提供システムは、検索者端末機（５
１０）に以前にどのようなページを送ったのか、または以前にどんな作業を共に遂行した
のかに関するいずれの情報をも有することができない。従って、このように独立的に処理
されるそれぞれの要求間の関連を結ぶためにクッキーファイルが提供され、このようなク
ッキーファイルは、地域情報検索結果提供システム（５４０）に検索者に関する情報を検
索者の端末機に格納できるようにする役割を担う。本発明においても、検索者と連関した
検索地域情報を検出するためにクッキーファイルを用いる。
【００３５】
　このように、検索者の端末機にクッキーファイル形態で検索地域情報を格納することに
よって、検索者は普通のインターネット検索と同一の方式で検索要請をしても、インター
ネット検索エンジンが前記検索者の端末機のクッキーファイルに格納された検索地域情報
を参照し、前記検索者により有用な情報を提供することができる。すなわち、本実施例に
よると、ログインなどの追加的な手順を経なくてもよいため、検索者に透明かつ有用な地
域情報を提供することができる。
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【００３６】
　本発明のさらに他の実施例によると、前記のような検索地域情報を含む検索環境定は、
検索者が地域情報検索結果提供システムにログインした後に遂行が可能である。検索者が
地域情報検索結果提供システムにログインした後に前記検索者と連関した地域情報を入力
するものであるため、地域情報検索結果提供システムは前記検索者に関する情報を知るこ
とができるため、前記検索者の情報と連関して前記地域情報を所定のデータベースに格納
する。また、検索者が地域情報検索結果提供システムにログインした後に検索を遂行する
と、地域情報検索結果提供システムはログイン過程を介して検索者を識別し、前記識別さ
れた検索者の検索環境設定情報として格納された検索地域情報を獲得できるようになるた
め、検索結果を検索者に提供する時に前記検索地域情報を反映することができる。
【００３７】
　但し、本実施例は、検索者がログインをした後に検索要請をした場合のみ検索地域情報
を反映することができるが、検索者が一度だけ検索地域情報を設定しておけば、検索者が
互いに異なるＰＣを用いて検索を要請した場合（例えば、インターネットカフェを使用す
る場合）でも、前記地域情報を検索結果提供に反映することができるという長所がある。
【００３８】
　検索情報を格納するための本発明のさらに他の実施例として、所定のクライアントプロ
グラムを検索者端末機に設置しておき、前記プログラムにて検索者の関心地域を検索地域
情報として設定する方法がある。検索者が前記端末機で地域情報検索結果提供システムに
接続して検索する場合、クライアントプログラムが前記検索者の検索地域情報を検索エン
ジンサーバに提供することによって、検索エンジンサーバが前記検索地域情報を獲得する
ことができるようになる。
【００３９】
　以上の３種類の実施例は、検索者から検索者の地域情報の入力を受ける場合に関するも
のであるが、検索者が検索者の地域情報を明示的に入力しない場合でも、前記検索者の他
の情報から前記検索者の地域情報を抽出して、地域情報検索結果提供システム、検索者の
端末機のクッキーファイルまたは検索者の端末機に設置されたクライアントプログラムと
連関したファイルに格納しておくことができる。
【００４０】
　前記において、検索者が入力する地域情報は、検索者が今後の検索時に検索エンジンサ
ーバが考慮してほしいと所望する地域に関する情報である。例えば、１日の大部分を職場
で過ごす会社員の場合は職場の地域情報を入力したり、１日の大部分を家庭で過ごす主婦
の場合には家庭の地域情報を入力することもある。
【００４１】
　例えば、検索者が検索環境設定画面で自分の電話番号（図４にて未図示）を入力した場
合、前記電話番号に基づいて検索者の地域情報を抽出して格納することができる。電話番
号の局番は地域によって決められるため、前記局番による地域情報を含んだデータベース
を含み、前記検索者から入力された電話番号を比較して前記検索者に対する地域情報を得
ることができる。
【００４２】
　同様の方法で、前記検索者が入力した職場名などに基づいて地域情報を抽出することも
できる。例えば、各会社別の所在地に関するデータベースを備え、前記検索者から入力さ
れた職場名に基づいて前記検索者の地域情報を抽出する。本実施例によると、検索者が地
域情報を明示的に入力しなくても、前記検索者に前記検索者と連関した地域情報を反映し
た検索結果を提供することができる。
【００４３】
　以下では、図３ａの段階（Ｓ３２０）以下を説明する。
【００４４】
　段階（Ｓ３２０）では、ネットワーク情報提供者と連関した複数の検索項目を含むデー
タベースを維持する。本段階では、ネットワーク情報提供者のウェブサイトを検索項目と
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連関させる。
【００４５】
　図６は、本発明による検索項目の構成に関する一例を示したものであり、それぞれの検
索項目（６００）は、検索語領域（６１０）、ネットワーク上の位置領域（６２０）、広
告説明領域（６３０）、検索項目配列方法領域（６４０）、地域情報領域（６５０）を含
む。検索語領域（６１０）は、多数の検索項目から特定検索項目を識別するための識別子
としての検索語を含んでおり、１つまたは多数の検索語を含む。ネットワーク上の位置領
域（６２０）は、ネットワーク情報提供者と連関したＵＲＬアドレスを含んでおり、検索
者が検索項目から提供されるハイパーリンクをクリックする時、検索者のブラウザープロ
グラムとしてＵＲＬが提供される。広告説明領域（６３０）は、ネットワーク情報提供者
のウェブサイトの内容の簡略な説明であって、検索項目で広告の一部として画面に表示さ
れる。検索項目配列方法（６４０）は、検索項目を表示するための所定の方法を指定する
ものであって、本発明の好ましい実施例によると、検索項目配列方法は、現在ＮＨＮ社に
よって提供されている検索語バナー、知識検索結果、スポンサーリンク、カテゴリ、プラ
スサイトの中のいずれか１つである。
【００４６】
　地域情報領域（６５０）は、検索項目と連関したネットワーク情報提供者のウェブサイ
トと連関した地域情報を含む。検索者が指定した検索地域情報と前記検索項目内の地域情
報が互いに相応する場合、このような地域情報を含む検索項目は、検索者の検索要求に相
応する検索項目として識別される。
【００４７】
　地域情報を指定するための一実施例として、ネットワーク情報提供者は、地域情報検索
結果提供システムの格納部にウェブサイトを登録する時、自分のウェブサイトと連関した
地域情報を入力し、地域情報検索結果提供システムは前記入力された地域情報を検索項目
の地域情報領域に格納することができる。
【００４８】
　さらに他の実施例として、ネットワーク情報提供者から地域情報を明示的に入力されな
くても、地域情報検索結果提供システムがネットワーク情報提供者のウェブサイトの内容
を参照して適切な地域情報を抽出し、これを検索項目の地域情報領域に格納できるものが
ある。例えば、ネットワーク情報提供者が“歯科病院”であり、前記歯科病院のウェブサ
イトに病院の位置情報が記載されていると、地域情報検索結果提供システムが前記位置情
報を自動的に抽出し、これを地域情報領域に格納することができる。さらに、ネットワー
ク情報提供者が、電話番号、商号、住所などの地域と関連のある情報を入力し、前記入力
された情報が地域情報検索結果提供システムに格納されていると、これに基づいて前記ネ
ットワーク情報提供者の地域情報を抽出することもできる。例えば、電話番号の局番は地
域によって決められているため、前記局番による地域情報を含んだデータベースを含み、
前記ネットワーク情報提供者から入力された電話番号を比較して、前記ネットワーク情報
提供者に対する地域情報を得ることができる。
【００４９】
　本発明のさらに他の実施例として、段階（Ｓ３２０）で、地域が意味のある所定の検索
語を“地域検索語”としてあらかじめ選定しておく。例えば、“心理学”“ＨＴＭＬ”な
どのような検索語は、地域情報とあまり関連がないが、“幼稚園”“不動産”“病院”お
よび“自動車整備”などのような検索語は、地域情報と関連の高い検索語と見なすことが
できるため、このような検索語を地域検索語として選定して所定のデータベースに格納し
ておく。検索者が“心理学”という検索語を入力した場合には、前記検索者の地域情報を
反映した検索結果を検索者に提供することはないが、検索者が“病院”という地域検索語
を入力した場合は、前記検索者の地域情報を反映して、前記検索者と同一の地域および隣
接地域にある病院という順に検索結果を検索者に提供することができる。
【００５０】
　本発明の一実施例によると、地域的特性を考慮し、地域ごとに地域検索語が異なって決
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められることがある。例えば、塩辛漬けの産地として有名な全羅南道江景地方の場合、前
記“江景”地方に対しては“塩辛漬け”が意味のある地域検索語となるが、他の地方にお
いて前記“塩辛漬け”という検索語が地域検索語として選定されることは適切でないこと
もある。“江景”地方には“塩辛漬け”に関する業社の数が多いため、“江景”地方のユ
ーザは“塩辛漬け”という検索語を用いた検索を多数実施し、これによって地域別に細分
化して検索者の地域情報を反映した結果を前記検索者に提供する必要があるが、その他の
地方の場合には、このような必要性が低いことがあるためである。従って、地域ごとに地
域の特性を考慮し、地域検索語を異なって選定することがより好ましい。
【００５１】
　段階（Ｓ３３０）では、地域情報検索結果提供システムが検索者から検索要求を受信す
るようになる。検索者が地域情報検索結果提供システムに接続して検索語または検索語と
連関した情報を入力すると、前記検索語などが検索要請パケットで地域情報検索結果提供
システムに伝達する。
【００５２】
　段階（Ｓ３４０）では、検索者からの検索要求に応答し、地域情報検索結果提供システ
ムは、検索要求に相応する検索語と連関した少なくとも１つ以上の検索項目を識別するよ
うになる。検索者から受信した検索語と一致する検索項目を検索する時、段階（Ｓ３１０
）で格納された検索者の検索地域情報を参照する。すなわち、クッキーファイルに前記検
索地域情報が格納されている場合には前記クッキーファイルを参照する。ログインに基づ
いた実施例としては、地域情報検索結果提供システムに前記検索者と連関して格納されて
いる検索地域情報を参照する。検索者端末機にクライアントプログラムが設置された場合
は、前記クライアントプログラムが前記検索要請を地域情報検索結果提供システムに提供
する時、検索地域情報も共に提供する。
【００５３】
　さらに他の実施例として、段階（Ｓ３２０）で地域が意味のある所定の検索語を地域検
索語として選定して、前記地域検索語に対して検索項目を連関させておいた場合には、段
階（Ｓ３４０）では、検索者の検索要求に相応する検索語が地域検索語に該当するか否か
を判断し、判断結果、地域検索語である場合には、地域検索語と連関した検索項目を識別
することができる。すなわち、検索者から入力された検索語が地域検索語ではない場合は
、従来と同様に検索結果を提供し、地域検索語である場合は、前記検索者の検索地域情報
を参照して検索結果を提供する。
【００５４】
　地域情報検索結果提供システムは、識別された検索項目の中で、段階（Ｓ３４０）にて
格納された検索地域情報と相応する地域情報と連関した検索項目を選択するようになる。
好ましい実施例として、“検索地域情報と相応する地域情報”は、検索地域情報と一致す
る地域情報だけではなく、検索地域と密接な地域情報も共に含むことができる。すなわち
、検索地域情報が“ソウル市江南区”である場合、“ソウル市江南区”だけでなく、その
隣接地域である“ソウル市瑞草区”と連関した検索項目も共に選択されることができる。
また、例えば、特定検索語に対して“ソウル市江南区”の地域情報と連関した検索項目が
ない場合、その隣接地域である“ソウル市瑞草区”の地域情報と連関した検索項目が表示
されるようになる。また、“密接した地域情報”とは、位置的に隣接した地域に関する地
域情報だけをいうのではなく、文化的、社会的または環境的などの他の理由によって密接
な関連がある地域情報を全て含む。
【００５５】
　段階（Ｓ３５０）では、段階（Ｓ３４０）で選択された検索項目を配列する段階であっ
て、所定の検索項目配列方法によって配列される。本発明によると、選択された検索項目
は、多様な配列方法によって配列可能である。検索者から検索要請を受信した場合、前記
検索者と連関した検索地域情報に基づいて検索結果を前記検索者に提供する。検索者から
“歯科”という検索語の入力を受けた場合、前記検索者と連関した検索地域情報が“ソウ
ル市江南区”である場合、検索語を“歯科”として検索し、検索された検索項目の中で地
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域情報が“ソウル市江南区”である検索項目を上位に表示し、残り地域と連関した“歯科
”に関連する検索項目をその下に表示する。
【００５６】
　本発明のさらに他の実施例によると、“ソウル市江南区”と一致する地域情報を有する
検索項目を表示した後、続いて前記“ソウル市江南区”と隣接した地域（例えば、ソウル
市瑞草区）と連関した“歯科”情報を表示する。従って、本実施例によると、検索者がイ
ンターネット検索サーバに検索を要請する場合、地域情報を別途で入力しなくても（すな
わち、“歯科”とのみ入力する場合でも）、前記検索者の地域情報が反映された検索結果
を得ることができる。
【００５７】
　本発明の一実施例によると、検索者の検索要請に対して地域情報が一致する検索項目内
においても、ユーザの評価が高かったり、広告料を高く支払ったネットワーク情報提供者
のウェブページの順に配列して前記検索者に提供する。
【００５８】
　図７は、本発明の好ましい実施例による検索項目配列方法を説明するための一例を示し
たものである。図７で示されたように、配列方法に関する一例として、検索語バナー（７
１０）、知識検索結果（７２０）、スポンサーリンク（７３０）、カテゴリ（７４０）、
プラスサイト（７５０）などがある。
【００５９】
　“検索語バナー（７１０）”配列方法は、図７の右側領域に示されたように、特定検索
語の検索項目が表示される初めのページにフラッシュやイメージで製作された所定の大き
さを有するバナー形態で表示するものであって、１つまたはいくつかの業社のバナーのみ
を独占的に掲載することによって広告効果を高める。
【００６０】
　“知識検索結果”（７２０）配列方法は、サイトおよびネットワーク情報提供者である
業社の特徴を質問形式で表現し、提示語および質問自体に対して該当業社サイトにリンク
することができる。統合検索結果の最上段に位置し、検索語別に一定順位まで広告領域を
提供する。
【００６１】
　“スポンサーリンク（７３０）”配列方法は、特定検索語検索結果の初めのページにサ
イトの題目とサイトの説明を表示する。統合検索およびディレクトリ検索結果の上段に位
置し、検索語別に一定順位まで広告領域を提供するようになる。
【００６２】
　“カテゴリ（７４０）”配列方法は、検索語と連関した多数の検索項目を表示すること
において、検索項目と連関したウェブページの内容によって複数のカテゴリに分類して前
記検索カテゴリのリストを表示する。例えば、“歯科”という検索語を入力すると、“歯
医学”“歯科”“歯科病院”などのように該当地域の情報をカテゴリ形態で表示する。
【００６３】
　“プラスサイト（７５０）”配列方法は、検索結果にてウェブページの付加情報とイメ
ージを共に示すものであって、ネットワーク情報提供者が直接記述した広報内容を紹介し
、登録過程を迅速に処理することによって、容易かつ迅速な登録サービスを提供する。
【００６４】
　好ましい実施例として、検索項目と連関したウェブページのネットワーク情報提供者に
よって検索項目配列方法を選択するようにし、前記選択された配列方法に従って検索項目
を配列することができる。
【００６５】
　図３ａに示された地域情報検索結果の提供方法に対するさらに他の実施例として、ネッ
トワーク情報提供者から地域情報と連関した地域広告申請を受信する段階をさらに含む。
すなわち、所定の地域情報に関してネットワーク情報提供者から地域広告申請を受け、検
索項目を前記地域広告申請をしたネットワーク情報提供者と連関させる。また、地域情報
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検索結果に地域広告申請をしたネットワーク情報提供者のウェブサイトを選択して配列す
ることによって、ネットワーク情報提供者のウェブサイトを地域生活情報に基づいて広告
し、その広告効果をより倍化することができるようになる。
【００６６】
　選択された検索項目を配列する方法は、上記で説明した検索語バナー、知識検索結果、
スポンサーリンク、カテゴリ、プラスサイトの中のいずれか１つとなる。
【００６７】
　地域広告を含む本実施例は、地域広告に対して所定の広告料を決定する段階をさらに含
み、前記広告料は、前記地域広告申請と連関した地域情報によって差等を設けて決定され
る。例えば、“整形外科”という検索語の場合、整形外科病院がより密集している“江南
区”の地域情報に対する検索頻度が他の都市または他の区に対する検索頻度より遥かに多
いと予想されるため、地域別で広告効果を考慮して広告料が決定される。さらに他の実施
例として、地域広告と連関した地域の大きさによって広告料が差等を設けて決められる。
例えば、区に対する地域広告であるのか、洞に対する地域広告であるのかによって広告料
が異なって定められる。本発明のさらに他の実施例によると、検索結果を検索者に提供す
る場合、洞単位に対する地域広告がない場合には、その洞が属する区単位に対する地域広
告を表示する。
【００６８】
　また、検索項目配列方法によって広告効果が異なることがあるため、前記広告料は、検
索項目配列方法によって差等を設けて決定される。
【００６９】
　広告料を決定するためのさらに他の一例として、前記広告料は、配列のために選択され
た検索項目のページビューまたは照会回数を考慮して決定される。
【００７０】
　本発明の好ましい一実施例によると、識別された検索項目の中で少なくとも一部の検索
リスト順に対してのみ、本発明による検索項目配列方法に従って優先的に配列され、残り
検索項目は、前記方法と独立した配列方法で配列される。独立した配列方法の一例として
、検索項目と連関したネットワーク情報提供者のウェブサイトの照会回数、サイトに掲示
された情報の有用性、サイトの完成度、ウェブサイト名のあいう順、ユーザの評価などが
考慮される。
【００７１】
　本発明のさらに他の実施例によると、ネットワーク情報提供者のウェブサイトがない場
合にも、ネットワーク情報提供者から“ネットワーク情報”を受信してデータベースに登
録し、前記登録されたネットワーク情報を検索項目と連関させる。前記ネットワーク情報
の一例として、ネットワーク情報提供者の商号、電話番号、カテゴリ、住所、地図検索情
報、事業説明、イメージ情報、各種付加情報などが含まれる。検索者の検索要求時に前記
ネットワーク情報提供者の地域情報と検索者の検索地域情報が互いに相応する場合、検索
者に前記ネットワーク情報を提供することができるであろう。従って、本発明によると、
ウェブサイトがない地域の零細なネットワーク情報提供者にも、地域情報検索結果を介し
た広告の機会を提供することができる。
【００７２】
　図８は、本発明による地域情報検索結果提供システムの内部構成を示したブロック図で
ある。
【００７３】
　図８で示されたように、地域情報検索結果提供システム（８００）は、地域情報処理部
（８１０）、検索要求受信部（８２０）、格納部（８３０）、検索遂行部（８４０）、検
索結果提供部（８５０）を含む。
【００７４】
　地域情報処理部（８１０）は、検索者から検索地域情報を受信し、前記受信した地域情
報を格納部（８３０）に格納する。本発明の実施例によると、検索者から検索地域情報を
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受信するため、地域情報処理部（８１０）で検索環境設定画面を検索者に提供し、検索者
から入力される検索地域情報を検索環境設定情報として格納することができる。さらに他
の実施例として、検索者の端末機に格納されたクッキーファイルを用いたり、検索者の端
末機に設置されるクライアントプログラムを用いることができる。これに対する詳細な内
容は、上記した実施例で詳しく説明したため、その部分を参照すればよい。
【００７５】
　検索要求受信部（８２０）は、検索者から検索要求を受信する。インターネットなどの
通信網を介して、検索要求受信部（８２０）は検索者のＰＣと連結される。本発明による
と、検索者は検索要求時に地域情報の入力をせず、検索語のみを入力することによって地
域情報検索が可能となる。
【００７６】
　格納部（８３０）は、ネットワーク情報提供者と連関した複数の検索項目を含む。複数
の検索項目は検索語と連関し、かつネットワーク情報提供者と連関した地域情報と連関す
る。
【００７７】
　格納部（８３０）は、ネットワーク提供者から地域情報の入力を直接受けたり、ネット
ワーク情報提供者のウェブページ、環境設定情報からネットワーク情報提供者と連関した
地域情報を抽出し、これを地域情報として格納する。
【００７８】
　検索遂行部（８４０）は、検索者から受信した検索要求に応答して、検索要求に相応す
る検索語と連関した検索項目を識別する。また、識別された検索項目の中で検索地域情報
と相応する地域情報と連関した検索項目を選択する。
【００７９】
　検索結果提供部（８５０）は、検索遂行部（８４０）にて選択した検索項目を所定の検
索項目配列方法に従って配列させる。検索項目配列方法に対する実施例として、検索語バ
ナー、知識検索結果、スポンサーリンク、カテゴリ、プラスサイトの中の１つとなる。
【００８０】
　本発明の実施例は、多様なコンピュータで具現される動作を遂行するためのプログラム
命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体を含む。前記コンピュータ読み取り可能媒体は
、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独または組み合わせて含む。前
記媒体は、プログラム命令は本発明のために特別に設計されて構成されたものであったり
、コンピュータソフトウェア当業者に公知されて使用可能なものであったりする。コンピ
ュータ読み取り可能記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー（登録商標）デ
ィスクおよび磁気テープのような磁気媒体（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｍｅｄｉａ）、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体（ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）、フロプティカルディ
スク（ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）のような磁気－光媒体（ｍａｇｎｅｔｏ－ｏｐｔ
ｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）、およびロム（ＲｅａｄＯｎｌｙＭｅｍｏｒｙ）（ＲＯＭ）、ラ
ム（ＲＡＭ）、フラッシュメモリなどのようなプログラム命令を格納して遂行するように
特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。前記媒体は、プログラム命令、データ構
造などを指定する信号を伝送する搬送波を含む光または金属線、導波管などの伝送媒体で
あることもある。プログラム命令の例としては、コンパイラによって生成されるもののよ
うな機械語コードだけではなく、インタプリタなどを用いてコンピュータによって実行さ
れる高級言語コードを含む。
【００８１】
　図９は、本発明による地域情報検索結果の提供方法を遂行するのに採用される汎用コン
ピュータ装置の内部ブロック図である。
【００８２】
　コンピュータ装置（９００）は、ラム（ＲＡＭ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）（９０２）と、ロム（ＲＯＭ：Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）（９３０）
を含む主記憶装置と連結される１つ以上のプロセッサ（９１０）を含む。プロセッサ（９
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１０）は、中央処理装置（ＣＰＵ）ともいわれる。本技術分野において広く知られている
ように、ロム（９３０）はデータ（ｄａｔａ）と命令（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）を単方
向性でＣＰＵに伝達する役割をし、ラム（９２０）は通常、データと命令を両方向性で伝
達するのに用いられる。ラム（９２０）およびロム（９３０）は、コンピュータ読み取り
可能媒体のいかなる適切な形態をも含む。大容量記憶装置（Ｍａｓｓ　Ｓｔｏｒａｇｅ）
（９４０）は、両方向性でプロセッサ（９１０）と連結されて追加的なデータ格納能力を
提供し、上記したコンピュータ読み取り可能記録媒体の中のいかなるものにも該当する。
大容量記憶装置（９４０）は、プログラム、データなどを格納するのに用いられ、通常、
主記憶装置よりも速度が遅いハードディスクのような補助記憶装置である。ＣＤロム（９
６０）のような特定大容量記憶装置が用いられることもある。プロセッサ（９１０）は、
ビデオモニタ、トラックボール、マウス、キーボード、マイクロフォン、タッチスクリー
ン型ディスプレイ、カード読み取り機、磁気または紙テープ読み取り機、音声または手書
き文字認識機、ジョイスティック、またはその他の公知されたコンピュータ入出力装置の
ような１つ以上の入出力インターフェイス（９５０）と連結される。最後に、プロセッサ
（９１０）は、ネットワークインターフェイス（９７０）を介して有線または無線通信ネ
ットワークに連結される。このようなネットワーク連結を介して、上記した方法の手順を
遂行することができる。上記した装置および道具は、コンピュータハードウェアおよびソ
フトウェア技術分野の当業者に広く知られている。
【００８３】
　上記したハードウェア装置は、本発明の動作を遂行するために１つ以上のソフトウェア
モジュールとして作動するように構成される。
【００８４】
　以上のように、本発明による具体的な実施例に関して説明したが、本発明の範囲から逸
脱しない範囲内で、様々な変形が可能であることは言うまでもない。
【００８５】
　そのため、本発明の範囲は、説明された実施例に限定されてはならず、添付の特許請求
の範囲だけでなく、この特許請求の範囲と均等なものによって定められなければならない
。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　以上のように、本発明によると、検索者が検索地域情報を反復的に入力しなくても、地
域生活情報を容易に検索することができる。
【００８７】
　また、地域情報検索結果を、ネットワーク情報提供者が選択した多様な配列方法を介し
て配列することができる。
【００８８】
　また、ネットワーク情報提供者に効果的な地域広告マーケティングを提供することがで
きる。
【００８９】
　また、地域別の特性に相応した地域検索結果を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】検索者のインターネット検索要求に従ってインターネット検索結果を検索者に提
供するための一般的なネットワーク構成図である。
【図２ａ】従来技術によって、インターネット検索サーバを用いて、検索者が地域生活情
報を検索する方法の一例を示す図である。
【図２ｂ】従来技術によって、インターネット検索サーバを用いて、検索者が地域生活情
報を検索する方法の一例を示す図である。
【図２ｃ】従来技術によって、インターネット検索サーバを用いて、検索者が地域生活情
報を検索する方法の一例を示す図である。
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【図２ｄ】従来技術によって、インターネット検索サーバを用いて、検索者が地域生活情
報を検索する方法の一例を示す図である。
【図３ａ】本発明によって、検索者と連関した地域情報を参考して検索者にインターネッ
ト検索結果を提供するための過程を示す流れ図である。
【図３ｂ】本発明によって、検索者と連関した地域情報を参考して検索者にインターネッ
ト検索結果を提供するための過程を示す流れ図である。
【図４】本発明によって、検索者から検索者と連関した検索地域情報を受信して格納する
ための検索環境設定画面の一例を示す図である。
【図５】検索地域情報を検索者の端末機にクッキーファイルで保存するための一例を示す
図である。
【図６】本発明による検索項目の構成に関する一例を示す図である。
【図７】本発明の好ましい実施例によって、検索者に提供される検索項目の配列方法を説
明するための一例を示す図である。
【図８】発明による地域情報検索システムの内部構成を示すブロック図である。
【図９】本発明による地域情報検索結果の提供方法を遂行するのに採用される汎用コンピ
ュータ装置の内部ブロック図である。

【図１】 【図３ａ】

【図３ｂ】
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