
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の データベースに接続される第１の検索用サーバと、
　第２の データベースに接続される第２の検索用サーバと、
　前記第１の検索用サーバと第２の検索用サーバに接続された第３のサーバと、
　前記第１の検索用サーバに対応した第１の検索用インターフェースおよび前記第２の検
索用サーバに対応した第２の検索用インターフェースが表示される表示手段と、
　前記第１および第２の検索用サーバへの接続を切替える切替え手段とを有し、
　前記第３のサーバは、第１の検索用インターフェースにより得られた検索結果を第２の
検索用インターフェースに表示するための乗継用データテーブルを生成する手段

特徴とする検索
システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の検索システムにおいて、前記第１の検索用インターフェースにより得
られた検索結果を第２の検索用インターフェースに表示するための切替えボタンが表示さ

10

20

JP 3733912 B2 2006.1.11

文書
文書

と、前記
第１の検索用インターフェースに表示された検索結果の個々の文書に対応する第１の文書
ＩＤと前記検索結果の文書とを読出す文書ＩＤ読出手段と、前記第１の検索用インターフ
ェースに表示された検索結果の個々の文書の第２の検索用インターフェース上における文
書ＩＤに対応する第２の文書ＩＤを前記第２の検索用サーバに問い合わせる文書ＩＤ対応
問合せ手段とを備え、前記乗継データテーブルを生成する手段は、前記第１の文書ＩＤに
対して前記第２の文書ＩＤを対応付けたデータテーブルを生成することを



れることを特徴とする検索システム。
【請求項３】
　請求項 に記載の検索システムにおいて、前記第１の文書ＩＤとして検索結果が存在す
るＵＲＬを用いることを特徴とする検索システム。
【請求項４】
　請求項 に記載の検索システムにおいて、前記第１の検索用インターフェースが第２の
検索用インターフェースに切替えられた場合に前記乗継用データテーブルを前記第２の検
索用サーバに転送する通信手段を備えたことを特徴とする検索システム。
【請求項５】
　第１の データベースおよび第２の データベースに接続されたサーバであって、
前記第１および第２の データベースに対応した第１および第２の検索用インターフェ
ースを生成する手段と、第１の検索用インターフェースにより得られた検索結果を第２の
検索用インターフェースに表示するためのデータテーブルを生成する手段と

を有することを特徴とするサ
ーバ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、文書検索におけるユーザインターフェースに関する。
【０００２】
【従来の技術】
通常、文書検索システムはそれぞれに独自のインターフェースを備えている。ＣＧＩ技術
を利用することにより汎用のＷＷＷブラウザが使用できる場合でも、通常、検索システム
ごとに操作や検索結果の表示方法などが異なるため、検索システム（インターフェース）
としては異なるものといえる。検索システムは個々に、速度、検索結果のグラフィックな
表示方法、検索結果の要約機能等、特徴的な付加価値を備えており、ユーザは検索作業の
内容に応じて、最も効率的に検索作業を手助けする機能を備えた検索システムを選択して
検索を行っていた。
例えば同一の文書データベースを検索する２つの異なる検索システムがあり、検索システ
ムＡはキーワードに加えて各文書の著者、作成日時などのメタ情報も用いて文書検索が行
えるものとする。その一方、検索システムＢはキーワード検索のみ使用可能であるが、検
索結果の概観を作成し表示する機能を備えているものとする。
検索システムＡを用いてこの文書データベースを検索すれば、ユーザは文書のメタ情報を
用いることで検索要求に適合した文書群を効率的に発見することができるが、その概要を
調べるのは容易ではない。この検索システムＡで発見した文書群を検索システムＢを用い
て概観することにより、ユーザは効率的に検索結果全体の傾向を捉えることができ、非常
に有益な情報を得ることができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前述の様に、ユーザがある検索システムＡで得られた検索結果を他の検索システムＢを使
って表示させることが極めて有用である場面がしばしばある。
従来、この様な場合には、検索システムＢに対してユーザが適切な問い合わせを発行する
ことで、その時点で検索システムＡで得られている検索結果を再現させなければならなか
ったが、検索キーの種類が異なる場合、これはあきらかに極めて困難である。仮に検索キ
ーの種類が一致しても、検索条件の指定機能などが異なる場合や、検索アルゴリズムが異
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、前記第１の
検索用インターフェースに表示された検索結果の個々の文書に対応する第１の文書ＩＤと
前記検索結果の文書とを読出す文書ＩＤ読出手段と、前記第１の検索用インターフェース
に表示された検索結果の個々の文書の第２の検索用インターフェース上における文書ＩＤ
に対応する第２の文書ＩＤを前記第２の検索用サーバに問い合わせる文書ＩＤ対応問合せ
手段とを備え、前記データテーブルを生成する手段は、前記第１の文書ＩＤに対して前記
第２の文書ＩＤを対応付けたデータテーブルを生成すること



なる場合など、ある検索システムで得られた検索結果を他の検索システムで再現すること
は一般には難しい。
本発明では、二つの異なる検索システムの間で、一方のシステムにおける検索結果を、他
方の検索システムを用いて表示させ、検索を続行できることを可能にする方法に関する。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明においては、検索システムＡに、ユーザが検索結果を引継がせて乗換える先の検索
システム（のインターフェース）Ｂを指定するための乗換ボタンを表示する。
さらに、検索システムＡに、検索システムＢが理解することができる形式の検索結果の記
事のＩＤのリストを出力する検索引継データ作成手段を持たせる。この、検索引継データ
作成手段は、引継がせる検索結果を乗換先の検索システムＢに伝えるための、検索引継デ
ータを作成する。
検索引継データには、検索結果の記事のリストが記録される。記事の指定は、記事ＩＤ、
ＵＲＬなど、記事を特定できるもので、かつ、乗換先の検索システムＢが受付可能なもの
が使用される。
ユーザが乗換ボタンをクリックすると、検索システムＡに表示されている検索結果を記述
した検索引継データを作成し、乗換先の検索システムＢに渡す。その際、必要ならば、乗
換先の検索システム（のインターフェース）の起動も行う。
乗換先の検索システムは、渡された検索引継データに与えられている記事が検索結果であ
る様に振舞うことで、検索システムＡで検索されていた記事を引継いだ状態を実現する。
本発明では、乗換先の検索システム（のインターフェース）を自動的に起動し、またはそ
れが既に起動されている場合にはそれを指定する手段と、乗換先の検索システム（のイン
ターフェース）に検索引継データを渡す手段が必要となる。
その具体的な方法は、検索システムインターフェースを動作させているプラットフォーム
（ＯＳ）ごとに異なる。本発明では、この様な手段が提供されているプラットフォームで
実施するものとする。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して実施の形態を説明する。
図１は本発明を実現するためのシステム構成の例を示す概略図である。このシステムはユ
ーザが検索要求を入力したり、検索結果を表示したりするためのインターフェースである
検索システムインターフェース２０、３０と、それぞれに対応する検索を実行する検索シ
ステムサーバ４０、５０、さらにそれぞれの通信を仲介するネットワーク１０から構成さ
れる。
乗換元となる検索システムサーバ４０は検索手段、検索対象となる文書データベースおよ
び、文書ＩＤ対応表から構成される。文書ＩＤ対応表は、文書データベース中の文書ＩＤ
を乗換先の検索システムサーバの文書データベース中の対応する文書ＩＤに対応付けるた
めに用いられる。
乗換先となる検索システムサーバ５０は検索手段、概要作成手段および、検索対象となる
文書データベースから構成される。
検索システム４０、５０が備える検索手段４０１、５０１は、検索システムインターフェ
ースの検索要求入力手段２０１、３０１でユーザにより与えられた検索要求に対して関連
度の高い文書群を文書データベース４０から検索し、検索システムインターフェースの検
索結果表示手段２０３、３０４に渡す。ここでの検索手段は例えば公知のキーワード検索
手法により実現できる。つまり、入力である検索要求は重み付きの単語集合であるため、
各単語を重み付きの入力キーワードとみなしてＯＲ検索すれば良い。その際、検索先の文
書の重み（関連度）は次の様に計算することができる。検索要求および検索先の文書両方
に含まれる各単語について、検索要求中での重みと検索先の文書における重み（例えば頻
度）から総合的な重みを計算し（例えば両重みの積）、さらにそのような単語すべてに関
する重みを集計（例えば総和）することで関連度を得る。
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検索システム５０の備える概略作成手段５０２は、検索結果の概略を作成する。ここでの
概略とは検索結果の内容を良くあらわす表示のことである。この例では文書を検索してい
るので、その概略として、文書の内容を良く表す単語集合をもって概略とすることができ
る。概略作成手段としては、特開平９ -６２９６３号公報「確率モデルによる文書分類方
法」などの既存手法が利用できる。
一例を示すと、まず概略を作成しようとする文書群中の全文書を単語に分割して頻度集計
する。一般にある文書群で良く現れる単語ほどその文書群を代表する度合も高いため、文
書群中での出現頻度が高い単語ほど概略に含まれやすいことになる。ただし、「する」な
どの様にどの文書にも良く現れるような一般的な単語は概略単語として適当ではない。よ
って、通常は文章群が属する文書データベース中での出現頻度も考慮して概略単語を選択
する。つまり、指定された文書群での出現頻度が高く、かつ、文書データベース全体での
総出現頻度が低い単語ほどその文書群中でしか現れないという意味で特徴的な単語であり
、その文書群を特徴付ける概略として適切である。具体的には、文書群中のそれぞれの単
語について、文書群中での出現頻度、文書データベース中での出現頻度を入力とする適当
な関数により単語の重みを計算し、ある閾値以上の重みを持つ単語を概略として採用する
。
乗換元となる検索システムインターフェース２０は検索要求入力手段、検索結果表示手段
、検索システム乗換手段および、検索引継データ作成手段から構成される。
図３は乗換元となる検索システムインターフェースの例である。利用者は検索すべき文書
データベースを文書データベースセレクタ２０１３で指定し、キーワード入力ボックス２
０１１に検索要求を入力し、キーワード検索指示ボタン２０１２をクリックすることで検
索を行う。検索結果は検索結果表示手段２０３によって表示される。検索結果の文書は閲
覧ボタン２０２１によりその内容を閲覧することができる。この例では検索対象となる文
書データベースとしてＤＢ１を選択し、検索要求として「キーワード１」を入力した検索
結果を示している。
乗換先となる検索システムインターフェース３０は検索要求入力手段、検索結果表示手段
、概要表示手段および、検索引継データ読込手段から構成される。
図４は乗換先となる検索システムインターフェースの例である。利用者は検索すべき文書
データベースを文書データベースセレクタ３０１３で指定し、キーワード入力ボックス３
０１１に検索要求を入力し、キーワード検索指示ボタン３０１２をクリックすることで検
索を行う。検索結果は検索結果表示手段３０３によって表示され、検索結果の概要が概要
表示手段３０４によって表示される。検索結果の文書は閲覧ボタン３０２１によりその内
容を閲覧することができる。この例では検索対象となる文書データベースとしてＤＢ１を
選択し、検索要求として「キーワード１」を入力した検索結果を示している。
乗換元となる検索システムインターフェース２０において、利用者は乗換先の検索システ
ムインターフェースに対応した検索システム乗換ボタン２０３１を選択してクリックする
ことで、検索システムを乗換えることができる。その際に、検索システムインターフェー
ス２０で表示されている検索結果が乗換先の検索システムインターフェースに引継がれて
表示される。さらに、乗換先の検索システムインターフェースに概要表示機能などの機能
が付いている場合には、その検索システムインターフェースで検索されたかの様に概要な
どが作成されて表示される。
例えば、図３の検索システム乗換ボタン２０３１が、図４で示された検索システムへの乗
換ボタンであったとすると、このボタンを押すことで、図３の検索システムに表示されて
いる検索結果と同じ内容の検索結果が、図４の乗換先検索システムがで表示される。この
例では、図４の検索システムが概要表示手段を持つため、検索結果の概要が概要作成手段
により作成されて表示される。
次に、乗り換えがどの様に行われるかをこの例で説明する。乗り換えはユーザが検索シス
テム乗換ボタン２０３１を押すことで開始される。初めに、検索引継データ作成手段２０
４により、検索対象であるデータベース名と検索結果の文書のＩＤのリストが、文書ＩＤ
読出手段（図９、２０４１）により検索結果表示手段から読み出される。これら読出され

10

20

30

40

50

(4) JP 3733912 B2 2006.1.11



たデータベース名および検索結果の文書のＩＤは、いずれも乗換先の検索システムでの対
応するデータベース名と検索結果の文書ＩＤで記述される。これらのデータベース名や文
書ＩＤの変換には、文書ＩＤ対応問合せ手段２０４２が、検索システムサーバの文書ＩＤ
対応付手段４０２に乗換先のデータベース名とともに変換すべきデータベース名や各文書
のＩＤを渡し、インターフェースは対応する名前を受けとることで実現される。この様に
して、乗換先の検索システムでの対応するデータベース名と文書ＩＤを用いて記述された
、検索引継データが作成される。
文書ＩＤ対応表４０４には、文書データベース１の各記事に対応する文書データベース２
の記事ＩＤが記録されており、検索システムサーバの文書ＩＤ対応付手段４０２は、渡さ
れた乗換先システム名、データベース名、文書ＩＤとから、文書ＩＤ対応表４０４を参照
することで対応する文書データベース２の名前および、各文書について文書データベース
２の対応する記事のＩＤを得ることができる。
検索結果の文書のＩＤは、検索結果表示手段２０２が保持していものを参照することで、
容易に集めることができる。
なお、文書ＩＤ対応表を乗り換先に置くことも可能であり、この場合、検索引継データに
は文書データベース１でのＩＤが記録され、文書ＩＤの変換は検索システムインターフェ
ースＢの検索引継データ読み込み手段が行うことになる。なお、文書ＩＤとして文書デー
タベースに依存しない様な中間ＩＤを使うことも可能であり、検索引継データには常に中
間ＩＤを用いることで容易に実現できる。この場合には文書データベースが使用している
ＩＤが中間ＩＤと異なるシステムにのみ対応表が必要となる。さらに、この特別な場合と
して、文書ＩＤがすべてのシステムで共通であるか、文書ＩＤ対応表を用いずとも対応付
けが可能な場合には、文書ＩＤ対応表を省略することができる。
なお、文書ＩＤからデータベース名が特定可能な場合には検索引継データからデータベー
ス名を省略することができる。
図３に例示したインターフェースの様に、複数の異なるインターフェースに乗換えること
ができる様な運用を行う場合、乗換先ごとに検索引形テーブルの形式や、乗換先のインタ
ーフェースの呼び出し方法は一般に異なる。従って、検索引形データ作成手段は、乗換先
に応じて動作を変更しなければならない。ここで、動作を変更する必要があるのは、文書
ＩＤ対応問合せ手段２０４２および検索引形データ書出手段２０４３である。
検索システム乗換指示手段２０３は、乗換先ごとに、そのサーバと、その起動方法を知っ
ていなければならず、さらに検索引継データ作成手段により作成されたデータを適切な方
法で、乗換先のシステムに渡さなければならない。そのための情報は、乗換指示ボタン２
０３１、２０３２に直接関連付けて記述されており、ユーザがボタンを選ぶことで、適切
な情報およびそれ以降の処理のための処理手段が選択される。
なお、その他の実装方法として、乗換方法を別に記述し、さらに、乗換先ごとにその記述
との対応表を作っておき、乗換指示ボタンが押された時にその対応表から乗換方法の記述
と乗換先を決定してそれを解釈実行する乗換先によらずに共通の手段を用いることでも実
現可能である。
文書ＩＤ対応問合せ手段２０４２は、対応させるＩＤを乗換先に応じて、変えなければな
らない、そのためには、まず、サーバ -データベース対応表（図２、２０５）を参照する
。これにより、例えば乗換先がサーバＢであれば、対応するデータベースは文書データベ
ース２、また、乗換先がサーバＣであれば、対応するデータベースは文書データベース３
であるという様に、乗換先のデータベースを決定することができる。この乗換先サーバと
データベース名を指定し、サーバＡの文書ＩＤ対応付け手段を呼び出すことで、文書ＩＤ
が正しく乗換先のサーバのデータベースでの文書ＩＤに変換される様になる。
同様に検索引継データ書出手段２０４３は、乗換先に応じて適切なデータを書き出すため
の書式を選択しなければならない。本例では、乗換先Ｂ、Ｃそれぞれに特化した書出手段
２０４３２、２０４３３を予じめ準備しておき、２０４３１が乗換先に応じて適切な手段
を選択、実行することで動作の書出動作の変更を実現している。
なお、書出動作の動作を別に定義して記述し、それを解釈、実行する共通の手段を用い、
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動作定義を差し換えることで異なる動作を行わせることでも実装可能である。さらに、引
継データの書式が共通である場合には、乗換先ごとの変更は不要となり、単一の書出し手
段を用いることで実装可能である。
検索システムインターフェースＢは検索引継データ（図５）を起動時に渡された場合、検
索引継データ読み込み手段３０４にそれを渡す。検索引継データ読み込み手段は検索引継
データから記事ＩＤを取り出し、検索手段によって検索された結果と同等の形式に変換す
る。これを検索システムサーバＢ５０に渡す。検索システムサーバＢは検索手段は使用せ
ず、渡された記事ＩＤのリストが検索結果であるとして、それ以降の動作を通常通り行う
。すなわち、この検索結果は概要作成手段５０２に渡され、概要が作成される。最後に検
索結果と概要が再び検索システムインターフェースＢ３０に渡され、検索結果表示手段３
０２および概要表示手段３０３により検索結果と概要が表示され、検索システムの乗換が
完了する。
図９は、検索引継記録テーブル４０５であり、検索システムーサーバＡにより管理される
。この例では、文書データベース１内で閉じた検索と、文書データベース１で検索した結
果を引継いで文書データベース２を提供する検索システムインターフェースＢへ乗換えた
場合の数を計数することができ、それぞれ、前者が行がＤＢ１、列がＤＢ１で示される欄
に、後者が行がＤＢ１、列がＤＢ２で示される欄に記録される。
本例では、検索システムーサーバＡの文書ＩＤ対応表を利用することで、検索引継データ
のＩＤ変換を行っている。このため、検索システムーサーバＡは検索システムインターフ
ェースＡからの要求を監視することで、その動作を知ることができる。すなわち、検索シ
ステムインターフェースＡが通常の検索作業を行った場合には検索手段４０１への検索要
求が、そうでなくて、検索システムインターフェースＡの検索システム乗換ボタン２０３
１が押され、検索システムの乗換を行う場合には文書ＩＤを変換するための、データベー
ス名およびＩＤの対応に関する問い合わせが来ることになる。そこで、前者の要求が来た
場合には文書データベース１内で閉じた検索の回数を保持している欄の数値を、後者の要
求が来た場合には検索システムインターフェースＢへ乗換えた場合の回数を保持している
欄の数値を、それぞれ１増すことで計数を行うことができる。
この例では、引継ＩＤ対応表がサーバＡに置かれているため以上の様な方法で乗換回数を
計数することができるが、ＩＤ対応表が乗換先の検索システムサーバに置かれている実現
方法を取った場合やＩＤ対応表が不要である様な場合にはＩＤの変換のための問い合わせ
が発生しないため、この方法は用いることができない。その場合には、別途検索システム
インターフェースが検索システムサーバに乗換を行った旨を通知する様にすることで実現
可能である。
また、検索システムサーバＢ側でも同様の方法により計数を行い、結果を検索システムイ
ンターフェースＡ側の結果と統合することでより詳細な情報を得ることも可能である。
以上の様にして得られた、検索システムの乗換に関する情報を利用することで、検索シス
テムに関するユーザの好みなどを知ることが可能となり、サービスの向上などにつなげて
行くことが可能となる。
図１０、１１、１２は乗換先の検索システムインターフェースが検索結果の概要を表示す
るシステムを用いた検索サービスに、本発明を応用した例である。図１０に示した検索シ
ステムインターフェースＡ７０が本例で乗換元となる検索サービスであり、この検索シス
テムインターフェースＡは検索結果の文書のタイトルを表示し、それを選択することで本
文を閲覧することができるという単純なものである。
図１０の検索システムインターフェースＡ７０で「インターフェースＢ」とあるボタン７
０１を押すことで、図１１に示す検索システムインターフェースＢ８０が起動される。
図１１においては、図１０の検索システムインターフェースＡ７０で検索されていた１０
件の記事が検索システムインターフェースＢの左半面８０１に引継れて表示されている。
さらに、この検索システムインターフェースでは、その１０件の記事の要約が作成されて
、検索システムインターフェースＢの右半面８０２に表示されている。このサービスでは
、図１１に示した検索システムインターフェースＢは乗換元の検索システムインターフェ
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ースＡ７０から結果を引継いで起動されたものだが、この状態から、この検索システムイ
ンターフェースＢ８０本来の操作を行うことが可能であり、例えば、要約に表示されてい
る「ｃｌｏｎｉｎｇ」、「ｓａｐｉｅｎｓ」、「ｈｏｍｏ」という３単語を選んで（９０
１）それを含む文書の前にチェックマーク（９０２）を表示させた状態が図１２に示した
ものである。
図１０、１３は乗換先の検索システムインターフェースが検索結果をクラスタリングしそ
の結果を階層的に表示するシステムを用いた検索サービスに、本発明を応用した例である
。
図１０に示した検索システムインターフェースＡ７０が本例で乗換元となる検索サービス
であり、この検索システムインターフェースＡは検索結果の文書のタイトルを表示し、そ
れを選択することで本文を閲覧することができるという単純なものである。
図１０の検索システムインターフェースＡ７０で「インターフェースＣ」とあるボタン７
０２を押すことで、図１３に示す検索システムインターフェースＣ１００が起動される。
図１３においては、図１０の検索インターフェースＡ７０で検索されていた１０件の記事
がクラスタリングされ、その階層構造が、検索システムインターフェースＣの左半面１０
１に表示されている。さらに、この例では、「Ｇｅｎｅ」とラベルされたクラスタを選択
（１０３）しており、それに応じて引継がれた１０件の記事のうち、このクラスタに属す
る４件の記事のみが検索システムインターフェースＣの右半面１０２に表示されている。
この様に本発明は、引継先で必ずしも全ての記事が表示されるとは限らない場合にも適用
することができる。
図１４は検索システムサーバＡと検索システムサーバＢが同一の文書データベースを共有
している運用例である。本運用例では、検索システムサーバＡと検索システムサーバＢは
ネットワーク１０上に配された文書データベース１０４３を共有している。文書データベ
ースが同一であることから、文書ＩＤは共通であり、そのため、文書ＩＤ対応付手段Ｎ１
４０２は文書ＩＤ対応問合せ手段（図６、２０４２）に対しては何も変換しない様に指示
するだけで良い。さらに、文書ＩＤ対応付手段Ｎ１４０２を省略することも可能で、その
場合には、検索引継回数を正しく計数するための修正が必要である。この修正は、検索シ
ステムの乗換が発生する都度、その旨を文書ＩＤ対応問合せ手段２０４２が検索システム
サーバＡに通知する様にすることで容易に実現可能である。
【０００６】
【発明の効果】
利用者は、ある検索システムで検索した結果を、異なる特徴を持つ検索システムで表示さ
せることで、同一の検索検索を異なる視点から検討することができる様になる。その結果
、ユーザは単一の検索システムだけでは得られない有益な情報を得ることができ、検索結
果のより深い理解が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の基本構成例。
【図２】サーバ -データベース対応表。
【図３】検索システムインターフェースの構成例。
【図４】概要表示機能を持つ検索システムインターフェースの構成例。
【図５】検索結果を引継ために作成される表。
【図６】検索引継データ作成手段。
【図７】検索引継データ書出手段。
【図８】検索システム乗換指示手段。
【図９】検索引継記録テーブル。
【図１０】乗換元となる検索システムインターフェースＡ。
【図１１】乗換先となる検索システムインターフェースＢ（乗換直後）。
【図１２】乗換先となる検索システムインターフェースＢ（操作後）。
【図１３】乗換先となる検索システムインターフェースＣ。
【図１４】データベースを共有した場合の運用例。
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【図１５】通常の検索システムのプログラムの例。
【図１６】検索システムが起動時に検索引継データを受け取って表示できるようにした例
（部分）。
【図１７】実行中の検索システムが検索引継データを受け取って表示できるようにした例
（部分）。
【符号の説明】
１０　通信ネットワーク
２０　検索システムインターフェース
２０１　検索要求入力手段
２０１１　キーワード入力ボックス
２０１２　キーワード検索指示ボタン
２０１３　文書データベース選択手段
２０２　検索結果表示手段
２０２１　文書選択ボタン
２０３　検索システム乗換指示手段
２０３１　検索システム乗換指示ボタンＢ用
２０３２　検索システム乗換指示ボタンＣ用
２０４　検索引継データ作成手段
２０４１　文書ＩＤ読出手段
２０４２　文書ＩＤ対応問合せ手段
２０４３　検索引継データ書出手段
２０４３１　書出手段選択手段
２０４３２　検索引継データ書出手段Ｂ用
２０４３３　検索引継データ書出手段Ｃ用
２０５　サーバ -データベース対応表
３０　概要表示機能を持つ検索システムインターフェース
３０１　検索要求入力手段
３０１１　キーワード入力ボックス
３０１２　キーワード検索指示ボタン
３０１３　文書データベース選択手段
３０２　検索結果表示手段
３０３　概要表示手段
３０４　検索引継データ読込手段
４０　検索システムサーバ
４０１　検索手段
４０２　文書ＩＤ対応付手段
４０３　文書データベース１
４０４　文書ＩＤ対応表１ -２
４０５　検索引継記録テーブル
５０　概要作成機能を持つ検索システムサーバ
５０１　検索手段
５０２　概要作成手段
５０３　文書データベース
７０　乗換元となる検索システムインターフェースＡ
７０１　検索システムインターフェースＢへの乗換指示ボタン
７０２　検索システムインターフェースＣへの乗換指示ボタン
８０　乗換先となる検索システムインターフェースＢ（乗換直後）
８０１　検索結果表示パネル
８０２　概要表示パネル
９０　乗換先となる検索システムインターフェースＢ（操作後）
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９０１　選択した単語
９０２　チェックマーク
１００　乗換先となる検索システムインターフェースＣ
１０１　クラスタ階層表示パネル
１０２　クラスタメンバ表示パネル
１０３　クラスタ
１４０２　文書ＩＤ対応付手段Ｎ
１４０３　（共有）文書データベース。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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