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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のウェブサイトの第１のサーバによって実行される方法であって、
　１つまたは複数の分類下の第２のウェブサイト上で利用可能な複数の類似製品の製品情
報を第２のサーバから取得するステップであって、前記１つまたは複数の分類は、前記第
１のウェブサイト上で利用可能な製品と関連付けられており、前記第２のウェブサイトは
、前記第１のウェブサイトとは異なる、ステップと、
　前記第１のウェブサイト上で利用可能な前記製品の製品情報と前記第２のウェブサイト
上で利用可能な前記複数の類似製品のそれぞれの製品情報との間の類似度を計算するステ
ップと、
　前記類似度に従って、前記複数の類似製品の中でいくつかの類似製品を表示されること
になる製品として選択するステップと、
　前記表示されることになる製品をウェブページ上に表示するステップであって、前記表
示されることになる製品を表示することは、予め定められた回転速度に少なくとも部分的
に基づいて、予め定められた数の前記表示されることになる製品を表示のために更新する
ことを含む、ステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１のウェブサイト上で利用可能な前記製品の前記製品情報を取得するステップを
さらに備え、
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　前記製品情報を取得する前記ステップは、
　前記第１のウェブサイト上で、前記１つまたは複数の分類の各分類内の各製品の製品キ
ーワード群を取得するステップと、
　複数の製品キーワードを、前記１つまたは複数の分類のそれぞれの分類に対応する分類
キーワード群としてレンダリングするステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のウェブサイト上で利用可能な前記製品の前記製品情報を取得するステップを
さらに備え、
　前記製品情報を取得する前記ステップは、
　前記第１のウェブサイト上で、前記１つまたは複数の分類の各分類内の各製品の製品キ
ーワード群の各製品キーワードに対するそれぞれの重みを判定するステップと、
　複数の重み付けされた製品キーワードを、前記１つまたは複数の分類のそれぞれの分類
に対応する分類キーワード群として選択するステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記製品キーワード群は、製品タイトルキーワードおよび製品属性キーワードのうちの
１つまたは複数を含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記製品情報を取得する前記ステップは、前記製品キーワード群の各製品キーワードを
ランク付けするステップをさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記製品キーワードをランク付けする前記ステップは、それぞれの重みの降順で、前記
製品キーワード群の各製品キーワードをランク付けするステップを含むことを特徴とする
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の重み付けされた製品キーワードを選択する前記ステップは、
　前記それぞれの重みによって前記製品キーワード群の各製品キーワードをランク付けす
るステップと、
　前記製品キーワード群から予め定められた数の上位ランク付け製品キーワードを選択す
るステップと
　を含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記表示されることになる製品からフィルタリング条件を満たす１つまたは複数の製品
をフィルタリングするステップをさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記フィルタリング条件は、利用可能となる製品画像がないことを示す情報、製品故障
を示す情報、または表示品質が基準未満であることを示す情報のうちの１つまたは複数を
含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　１つまたは複数のプロセッサと、
　メモリと、
　第１のウェブサイト上で利用可能な製品と関連付けられた１つまたは複数の分類下の製
品情報を受信する、前記メモリに記憶され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実
行可能な受信モジュールと、
　前記１つまたは複数の分類下の第２のウェブサイト上で利用可能な類似製品のそれぞれ
の製品情報を抽出する、前記メモリに記憶され、前記１つまたは複数のプロセッサによっ
て実行可能な抽出モジュールであって、前記第２のウェブサイトは、前記第１のウェブサ
イトとは異なる、前記抽出モジュールと、
　前記第１のウェブサイト上で利用可能な前記製品の前記製品情報と前記第２のウェブサ
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イト上で利用可能な前記類似製品の前記それぞれの製品情報との間の類似度を計算する、
前記メモリに記憶され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な計算モジュ
ールと、
　前記類似度に従っていくつかの類似製品を選択する、前記メモリに記憶され、前記１つ
または複数のプロセッサによって実行可能な選択モジュールと、
　前記いくつかの類似製品に含まれる製品を、表示されることになる製品としてレンダリ
ングする、前記メモリに記憶され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な
レンダリングモジュールであって、前記表示されることになる製品は、予め定められた回
転速度に少なくとも部分的に基づいて表示のために更新される、前記レンダリングモジュ
ールと、
　前記表示されることになる製品から、フィルタリング条件を満たす製品をフィルタリン
グする、前記メモリに記憶され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行可能なフ
ィルタリングモジュールと
　を備えたことを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　ランク付け要因に少なくとも部分的に基づいて、前記フィルタリングされた製品を順序
付けする、前記メモリに記憶され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な
順序付けモジュールをさらに備えたことを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記レンダリングモジュールはさらに、予め定められた数の上位重み付け製品を、表示
されることになる最終製品としてレンダリングすることを特徴とする請求項１１に記載の
システム。
【請求項１３】
　前記ランク付け要因は、類似度の情報、前記製品の表示品質、前記製品のクリック率ま
たは前記製品の取引複雑性のうちの１つまたは複数を含むことを特徴とする請求項１１に
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ランク付け要因は、ユーザの登録の時間またはユーザの信用性スコアのうちの少な
くとも１つを含むことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　コンピュータ実行可能命令を記憶した１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体であ
って、前記コンピュータ実行可能命令は、第１のウェブサイトの第１のサーバによって実
行されるときに、１つまたは複数のプロセッサに、
　１つまたは複数の分類下の第２のウェブサイト上で利用可能な複数の類似製品の製品情
報を第２のサーバから取得することであって、前記１つまたは複数の分類は、前記第１の
ウェブサイト上で利用可能な製品と関連付けられており、前記第２のウェブサイトは、前
記第１のウェブサイトとは異なる、ことと、
　前記第１のウェブサイト上で利用可能な前記製品の製品情報と前記第２のウェブサイト
上で利用可能な前記複数の類似製品のそれぞれの製品情報との間の類似度を計算すること
と、
　前記類似度に従って、前記複数の類似製品の中でいくつかの類似製品を表示されること
になる製品として選択することと、
　前記表示されることになる製品をウェブページ上に表示することであって、前記表示さ
れることになる製品を表示することは、予め定められた回転速度に少なくとも部分的に基
づいて、予め定められた数の前記表示されることになる製品を表示のために更新すること
を含む、ことと
　を備えた動作を実行させることを特徴とする１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項１６】
　前記動作は、前記第１のウェブサイト上で利用可能な前記製品の前記製品情報を取得す
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ることをさらに備え、
　前記製品情報を取得することは、
　前記第１のウェブサイト上で、前記１つまたは複数の分類の各分類内の各製品の製品キ
ーワード群を取得することと、
　複数の製品キーワードを、前記１つまたは複数の分類のそれぞれの分類に対応する分類
キーワード群としてレンダリングすることと
　を含むことを特徴とする請求項１５に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項１７】
　前記動作は、前記第１のウェブサイト上で利用可能な前記製品の前記製品情報を取得す
ることをさらに備え、
　前記製品情報を取得することは、
　前記第１のウェブサイト上で、前記１つまたは複数の分類の各分類内の各製品の製品キ
ーワード群の各製品キーワードに対するそれぞれの重みを判定することと、
　複数の重み付けされた製品キーワードを、前記１つまたは複数の分類のそれぞれの分類
に対応する分類キーワード群として選択することと
　を含むことを特徴とする請求項１５に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項１８】
　前記製品情報を取得することは、それぞれの重みの降順で、前記製品キーワード群の各
製品キーワードをランク付けすることをさらに含むことを特徴とする請求項１７に記載の
１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１９】
　前記複数の重み付けされた製品キーワードを選択することは、
　前記それぞれの重みによって前記製品キーワード群の各製品キーワードをランク付けす
ることと、
　前記製品キーワード群から予め定められた数の上位ランク付け製品キーワードを選択す
ることと
　を含むことを特徴とする請求項１７に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項２０】
　前記動作は、前記表示されることになる製品からフィルタリング条件を満たす１つまた
は複数の製品をフィルタリングすることをさらに備え、
　前記フィルタリング条件は、利用可能となる製品画像がないことを示す情報、製品故障
を示す情報、または表示品質が基準未満であることを示す情報のうちの１つまたは複数を
含むことを特徴とする請求項１５に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、インターネットデータ処理に関し、より具体的には、ウェブサイト横断情報
を表示する方法およびシステムに関する。
【０００２】
　関連出願の相互参照
　本願は、参照することによってその全体が本明細書に組み込まれる、２０１０年１２月
１４日に出願された、名称が「ウェブサイト横断情報を表示する方法およびシステム（Ｍ
ＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ　ＯＦ　ＤＩＳＰＬＡＹＩＮＧ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩ
ＯＮ　ＡＣＲＯＳＳ　ＷＥＢＳＩＴＥＳ）」の中国特許出願第２０１０１０５８８２１０
．９号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００３】
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　インターネット技術の発達により、インターネットは、ネットワークユーザにとって、
情報および資源を取得する重要な手段となった。通常の状況下では、ネットワークユーザ
は、通常、１つ以上のお気に入りのウェブサイト（例えば、ウェブサイトＡ）を見て回り
、他のウェブサイト（例えば、ウェブサイトＢ）を訪れることはまれである。結果として
、ウェブサイトＡは、ネットワークユーザと関連付けられる活動データの記録（例えば、
ウェブサイトＡの検索、ブラウジング、収集、および購入情報）を含み、一方、ウェブサ
イトＢは、このネットワークユーザと関連付けられる活動データのいかなる記録も含まな
い。
【０００４】
　一例は、電子商取引ウェブサイトである。電子商取引ウェブサイトは、主に供される顧
客グループに基づき、３つの分類、取引の当事者が両方とも企業である、Ｂ２Ｂ（企業対
企業）型電子商取引ウェブサイト、それを通して企業が個々の顧客にオンライン購入サー
ビスを提供する、Ｂ２Ｃ（企業対顧客）型電子商取引ウェブサイト、および購入ユーザが
通常個々の顧客であり、販売ユーザが主に個人であり、一部が小規模の企業である、Ｃ２
Ｃ（顧客対顧客）型電子商取引ウェブサイトに分けられてもよい。通常の状況下では、こ
れらの３つの種類の電子商取引ウェブサイトは、異なるネットワークオペレータによって
運営され、したがって、相互から独立している。これらのウェブサイトのデータもまた、
相互から独立している。
【０００５】
　ウェブサイトＡのユーザが製品をブラウズする際、ユーザが所望する製品の検索パスを
短くし、ウェブサイトＡ上でのユーザのオンラインショッピングの効率を改善するために
、そのウェブページ上で、ユーザが関心があり得る製品および現在ブラウズされている製
品に関連する製品が、ユーザに推奨され、表示される。既存のインターネット電子商取引
ウェブサイトの大部分は、ユーザが、ログインするとそのウェブページ上で人気の製品を
見ることができるように、およびユーザが購入した製品に関連する他の製品の情報を取得
することができるように、知的推奨システムを採用している。
【０００６】
　知的推奨システムの主要動作を実現する２つの方法が存在する。１つは、ウェブサイト
のユーザに、ユーザの具体的な活動記録に基づき、製品を提示することである。具体的に
、この方法は、ウェブサイトが、特定のユーザが行った製品の検索、ブラウジング、収集
、または購入等の活動履歴を記録することと、所定のアルゴリズムを使用して、これらの
活動履歴に基づき、ユーザのニーズおよび製品嗜好を判定すること、すなわち、ユーザの
過去の活動によって反映される、ユーザの特定の製品に対する注目に従って、ユーザに関
連製品情報を提示することとを含む。あるいは、複数のユーザと関連付けられるグループ
活動の特徴に基づき、現在多大な注目を集めている製品に対応する関連製品が、ユーザに
提示される。あるいは、これらのグループのユーザに対する製品の標的提示を実施するた
めに、多くの類似するユーザグループから注目を集めている製品が、関連ユーザに提示さ
れる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　既存の知的推奨システムによって使用される別の実現方法は、ユーザが登録した関心が
ある企業、またはユーザによって比較的頻繁にクリックされている企業に基づき、ユーザ
が現在閲覧しているウェブページ上に、高クリック率、高取引量、または高品質を有する
製品を表示することを含む。これは、新規ユーザまたは限られた活動データを有するユー
ザが、さらなる製品情報の取得に失敗することをある程度解決する。
【０００８】
　それでもなお、既存の推奨システムによってどちらの実現方法が採用されるかに関わら
ず、表示は、基本的にウェブサイト内から実施される。具体的に、ウェブサイトのサーバ
は、そのウェブサイト内に含まれる製品を、そのウェブサイトの登録ユーザに表示する。
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しかしながら、そのウェブサイトの登録ユーザは、そのウェブサイトの製品だけでなく、
他のウェブサイトの製品も所望する。例として、Ｃ２Ｃウェブサイトのユーザを考える。
Ｃ２Ｃウェブサイトのユーザが、Ｂ２Ｂウェブサイトから所望の製品の情報を取得する必
要がある場合、Ｃ２Ｃウェブサイトのユーザは、所望の製品の情報を取得するために、Ｂ
２Ｂウェブサイトにさらにログインまたは登録する必要がある。ウェブサイトのユーザ登
録は、時間を取るだけでなく、サーバ間の対話の数も増加させ、ウェブサイトへの頻繁な
ログインにより、他のユーザに製品を表示する効率に影響を及ぼす。これらの問題は、必
然的に、ユーザ要求に対するサーバの頻繁な、または冗長的な応答をもたらし、結果とし
て、サーバの処理速度および処理性能のさらなる低下をもたらす。
【０００９】
　手短に言えば、当業者が至急解決する必要がある技術的問題は、製品が既存の技術で表
示される際の製品を表示する効率に関する、サーバの処理速度および処理性能の低下の問
題を解決するために、ウェブサイト横断情報を表示する革新的方法をどのように提供する
かということである。
【００１０】
　したがって、本開示は、製品が既存の技術で表示される際の製品を表示する効率に関す
る、サーバの処理速度および処理性能の低下の問題を解決することができる、ウェブサイ
トにわたる情報を表示する方法ならびにシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前述の目標を達成するために、本開示は、以下の技術スキームを提供する。
【００１２】
　一実施形態では、ウェブサイト横断情報を表示する方法は、第１のウェブサイトの第１
のサーバが、第１のユーザの少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報を取得する
ことを含む。第１のサーバは、第２のサーバの製品分類下の類似製品ユニットの情報をさ
らに取得してもよい。一実施形態では、類似製品ユニットは、表示可能製品群を含む。第
１のサーバは、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報と類似製品ユニットのそ
れぞれの製品情報との間の類似度を計算してもよい。少なくとも１つの所望の製品の分類
下の製品情報について、第１のサーバは、類似度の降順で所定の数の上位類似製品ユニッ
トを選択し、所定の数の上位類似製品ユニット内に含まれる製品を、表示製品としてレン
ダリングしてもよい。さらに、第１のサーバは、表示製品を、第１のユーザによって閲覧
される第１のウェブサイトのウェブページ上に表示してもよい。
【００１３】
　別の実施形態では、ウェブサイト横断情報を表示する方法は、第１のウェブサイトの第
１のサーバが、第１のユーザの少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報を取得す
ることと、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報を第２のサーバに送信するこ
ととを含んでもよい。さらに、第１のサーバは、第１のユーザによって閲覧される第１の
ウェブサイトのウェブページ上に表示製品を表示することを促進するために、第２のサー
バから表示製品を受信してもよい。一実施形態では、第２のサーバは、少なくとも１つの
所望の製品の分類下の製品情報と各製品分類下のすべての類似製品ユニットのそれぞれの
製品情報との間の類似度を計算することによって、表示製品を取得してもよい。類似製品
ユニットは、表示可能製品群を含んでもよい。さらに、少なくとも１つの所望の製品の分
類下の製品情報について、第２のサーバは、類似度の降順で所定の数の上位類似製品ユニ
ットを選択し、所定の数の上位類似製品ユニット内に含まれる製品を、表示製品としてレ
ンダリングしてもよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、ウェブサイト横断情報を表示するシステムは、獲得ユニット
と、計算ユニットと、選択ユニットと、表示ユニットとを第１のサーバ内に、作成ユニッ
トを第２のサーバ内に含んでもよい。
【００１５】
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　獲得ユニットは、第１のサーバの第１のユーザの少なくとも１つの所望の製品の分類下
の製品情報、および第２のサーバの製品分類下の類似製品ユニットの情報を取得するよう
に構成され、類似製品ユニットは、表示可能製品群を含む。
【００１６】
　作成ユニットは、第２のサーバの各製品分類下のすべての類似製品ユニットを作成する
ように構成される。
【００１７】
　計算ユニットは、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報と類似製品ユニット
のそれぞれの製品情報との間の類似度を計算するように構成される。
【００１８】
　選択ユニットは、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報について、類似度の
降順で所定の数の上位類似製品ユニットを選択し、所定の数の上位類似製品ユニット内に
含まれる製品を、表示製品としてレンダリングするように構成される。
【００１９】
　表示ユニットは、表示製品を、第１のユーザによって閲覧される第１のウェブサイトの
ウェブページ上に表示するように構成される。
【００２０】
　他の実施形態では、ウェブサイト横断情報を表示するシステムは、獲得ユニットと、第
１の送信ユニットと、表示ユニットとを第１のサーバ内に、計算ユニットと、選択ユニッ
トと、第２の送信ユニットとを第２のサーバ内に含んでもよい。
【００２１】
　獲得ユニットは、第１のユーザの少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報を取
得するように構成される。
【００２２】
　第１の送信ユニットは、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報を計算ユニッ
トに送信するように構成される。
【００２３】
　計算ユニットは、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報と第２のサーバの各
製品分類下のすべての類似製品ユニットのそれぞれの製品情報との間の類似度を計算する
ように構成され、類似製品ユニットは、表示可能製品群を含む。
【００２４】
　選択ユニットは、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報について、類似度の
降順で所定の数の上位類似製品ユニットを選択し、所定の数の上位類似製品ユニット内に
含まれる製品を、表示製品としてレンダリングするように構成される。
【００２５】
　第２の送信ユニットは、表示ユニットが、表示製品を、第１のユーザによって閲覧され
る第１のウェブサイトのウェブページ上に表示することを促進するために、表示製品を表
示ユニットに送信するように構成される。
【００２６】
　上記の技術スキームおよび既存の技術との比較から、本開示は、第１のウェブサイトの
第１のユーザが所望する製品の分類の製品情報を、第２のウェブサイトの類似製品ユニッ
トの製品情報と合致させ、その間の類似度に基づき、表示製品を取得し、表示製品を、第
１のウェブサイトの販売者の顧客に表示することによって、ウェブサイト横断情報を表示
する方法を提供する。したがって、第１のウェブサイトの販売者の顧客は、第２のウェブ
サイトの製品情報をオンタイムに取得することができ、したがって、ウェブサイトにわた
る製品情報を表示することを実現する。ウェブサイトにわたる製品情報を表示することは
、第１のウェブサイトの第１のユーザを、第２のウェブサイトに登録またはログインする
必要性から解放し、第１のサーバおよび第２のサーバが、他のユーザの登録またはログイ
ン要求をより効率的に処理することを可能にし、したがって、サーバの効率を改善する。
さらに、ユーザは、第１のウェブサイト上で第２のウェブサイトの製品情報を取得するこ
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とができ、したがって、所望の製品をより迅速に取得することができる。具体的に、第１
のウェブサイトのサーバがユーザの所望の製品情報要求を処理する効率が改善される。
【００２７】
　本開示によって提供される、ウェブサイト横断情報を表示する別の方法は、ウェブサイ
トにわたる製品情報を表示することを実現し、サーバの処理性能を改善するだけでなく、
第１のサーバと第２のサーバとの間のデータ伝送量を削減し、ネットワークデータ伝送速
度を改善し、それによって、第１のサーバがユーザ要求を処理する効率を改善すると同時
に、サーバの伝送資源を節約する。明らかに、本開示を実現する任意の製品は、すべての
上記の利点を一度に達成する必要はない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　本開示または既存の技術の例示的な実施形態の技術スキームをより明確に理解するため
に、例示的な実施形態または既存の技術の説明に必要とされる添付の図面を、以下に簡単
に紹介する。理解できるように、以下の図面は、本開示のいくつかの例示的な実施形態の
みを構成する。これらの添付の図面に基づき、当業者は、いかなる創造的努力も行うこと
なく、他の図面を取得することができる。
【図１】図１はウェブサイト横断情報を表示する第１の例示的な方法を図示する、フロー
チャートを示す。
【図２】図２は第１の例示的な方法のブロック１０１に定義される動作の一実現形態を図
示する、フローチャートを示す。
【図３】図３は第１の例示的な方法のブロック１０２に定義される動作の一実現形態を図
示する、フローチャートを示す。
【図４】図４は第１の例示的な方法のブロック１０５に定義される動作の一実現形態を図
示する、フローチャートを示す。
【図５】図５はウェブサイト横断情報を表示する第２の例示的な方法を図示する、フロー
チャートを示す。
【図６】図６はウェブサイト横断情報を表示する第３の例示的な方法を図示する、フロー
チャートを示す。
【図７】図７はウェブサイト横断情報を表示する第１の例示的なシステムを図示する、構
造図を示す。
【図８】図８は第１の例示的なシステムの一部を形成する獲得ユニットを図示する、構造
図を示す。
【図９】図９は第１の例示的なシステムの一部を形成する作成ユニットを図示する、構造
図を示す。
【図１０】図１０は第１の例示的なシステムの一部を形成する表示ユニットを図示する、
構造図を示す。
【図１１】図１１はウェブサイト横断情報を表示する第２の例示的なシステムを図示する
、構造図を示す。
【図１２】図１２はウェブサイト横断情報を表示する第３の例示的なシステムを図示する
、構造図を示す。
【図１３】図１３は図７、図１１、および図１２に記載される例示的なサーバをより詳細
に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本開示の例示的な実施形態における技術スキームが、例示的な実施形態における添付の
図面を使用して、以下に明確かつ完全に記載される。理解できるように、本明細書に記載
される例示的な実施形態は、本開示の例示的な実施形態のすべてではなく、一部のみを構
成する。本開示の例示的な実施形態に基づき、当業者は、依然として本開示の範囲内であ
る、すべての他の例示的な実施形態を取得することができる。
【００３０】
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　開示される方法およびシステムは、汎用もしくは専用演算装置（単数または複数）の環
境または構成で使用されてもよい。例には、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュー
タ、携帯用デバイスまたは可搬式デバイス、タブレット型デバイス、マルチプロセッサシ
ステム、および任意の上記の装置またはデバイスを含む分散演算環境が挙げられる。
【００３１】
　開示される方法およびシステムは、コンピュータ実行可能命令、例えば、プログラムモ
ジュールの一般的状況において記載することができる。一般的に、プログラムモジュール
は、特定の機能を実施する、または特定の抽象データ型を実装する、ルーチン、プログラ
ム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造等を含むことができる。また、開示され
る方法およびシステムは、機能が通信ネットワークを通してリンクされる遠隔処理デバイ
スによって実施される、分散演算環境において実践することもできる。分散演算環境では
、プログラムモジュールは、メモリ記憶デバイスを含むローカルおよび／または遠隔コン
ピュータ記憶媒体に置かれてもよい。
【００３２】
　本開示の主概念のうちの１つは、以下を含んでもよい。最初に、第１のウェブサイトの
第１のサーバは、登録ユーザの所望の製品の分類下の製品情報を取得する。製品情報は、
一片であっても複数片であってもよい。次いで、第２のウェブサイトの第２のサーバは、
取引に関与した製品の情報に基づき、第２のウェブサイト上で類似製品ユニットを作成す
る。類似製品ユニットは、表示可能製品群を含む。その後、第１のウェブサイトの製品と
第２のウェブサイトの類似製品ユニットの製品情報との間の類似度に基づき、第１のサー
バは、類似製品ユニット内のより高い類似度を有する製品を取得し、これらの製品を第１
のウェブサイトのウェブページ上に表示し、したがって、第２のウェブサイトの製品を第
１のウェブサイト上に表示する機能性を実現する。これは、第１のウェブサイト上で製品
をブラウズするユーザが、第２のウェブサイトまたは第２のサーバにログインすることな
く、第２のウェブサイトの製品情報を取得することを容易にする。それによって、ユーザ
とサーバとの間の対話の数が削減され、したがって、サーバの性能をさらに改善する。
【００３３】
　図１は、ウェブサイト横断情報を表示する第１の例示的な方法を図示する、フローチャ
ートを示す。この例示的な方法で提供される技術スキームは、以下のブロックを含む。
【００３４】
　ブロック１０１で、第１のウェブサイトの第１のサーバは、第１のユーザの少なくとも
１つの所望の製品の分類下の製品情報を取得する。
【００３５】
　第１のウェブサイトは、任意のＣ２Ｃウェブサイト、Ｂ２Ｂウェブサイト、または他の
ウェブサイトであってもよい。第１のサーバは、第１のウェブサイトに対応するサーバで
ある。実際の実現形態では、本開示は、オンライン売買プラットフォームのショッピング
ウェブサイトだけでなく、一般的な動画ウェブサイト、フォーラムウェブサイト等にも適
用することができることに留意されたい。その場合、ユーザが所望する製品は、動画コン
テンツの特定のセグメント（単数または複数）、または特定の投稿等であってもよい。ユ
ーザが所望する製品は、本開示を実現するウェブサイトが変わるのに応じて変わる。
【００３６】
　本実施形態では、第１のウェブサイトの例として、Ｃ２Ｃウェブサイトが使用される。
第１のウェブサイトの第１のユーザは、Ｃ２Ｃウェブサイトに登録しており、第１のウェ
ブサイト内で製品取引を行うことができるユーザである。Ｃ２Ｃウェブサイトが顧客対顧
客電子商取引ウェブサイトであるため、この登録ユーザが比較的大きい数の製品を所望す
る場合、このＣ２Ｃウェブサイトから取得される製品情報は、ユーザの製品情報要求を満
足することができない。実際の適用では、第１のユーザは、第２のウェブサイト（Ｃ２Ｃ
ウェブサイトまたはＢ２Ｂウェブサイト等の第１のウェブサイトとは異なる任意のウェブ
サイトである）から製品情報を取得する必要がある。このブロックでは、第１のサーバが
、第１のユーザの所望の製品の分類下の製品情報を取得するということが実現される。所
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望の製品は、単一の分類または複数の分類に属していてもよい。第１のウェブサイトへの
登録の後、第１のユーザは、他のユーザが購入または保管するための特定の数の製品を公
開する。販売ユーザとして活動する際、第１のユーザの製品情報は、第１のユーザによっ
て公開される製品情報に対応する。
【００３７】
　第１のウェブサイトの第１のユーザの製品情報が、第１のサーバのデータベースに記憶
される際、第１のサーバは、第１のウェブサイトの第１のユーザが所望する分類の製品情
報を取得するという行為を実施する。
【００３８】
　図２を参照すると、ブロック１０１の具体的な実施形態は、以下のブロックを含んでも
よい。
【００３９】
　ブロック２０１は、第１のウェブサイトの第１のユーザの各分類下の製品量および製品
取引量をカウントする。
【００４０】
　最初に、第１のサーバは、第１のウェブサイトの第１のユーザの各分類下の総製品量お
よび総製品取引量をカウントする。各分類は、ユーザによって公開された製品情報が属す
る分類とは異なる分類と見なされてもよい。製品量は、現在取引することができる、第１
のユーザと関連付けられる製品の総数を表す。製品取引量は、第１のユーザの完了取引に
関与した製品の数を表す。
【００４１】
　各ユーザは、例えば、ユーザ名またはユーザ名に暗号化アルゴリズムを適用すると取得
される文字列であってもよい、一意の本人証明を有することに留意されたい。これは、第
１のサーバが、製品量および製品取引量をカウントする際、ユーザを単位として扱うこと
ができるようにすることを保証することができる。
【００４２】
　ブロック２０２は、製品量および製品取引量に基づき、各分類のスコアを計算する。ス
コアは、単調増加関数であってもよい。第１のユーザと関連付けられる各分類の製品量お
よび製品取引量は、この関数の独立変数であり、一方、各分類のスコアは、従属変数であ
る。所定の数の最高スコアの分類が、第１のユーザの所望の製品が属する分類としてレン
ダリングされる。
【００４３】
　　　第１のサーバは、単調増加関数を設定し、関数の独立変数として、第１のユーザと
関連付けられる各分類下の製品量および製品取引量を使用し、各分類のスコアは、従属変
数である。次いで、第１のサーバは、各分類のスコアを計算するために、この単調増加関
数を採用する。製品量および製品取引量が分類のスコアを計算するために使用される限り
、この単調増加関数の具体的な形態に制限はないことに留意されたい。しかしながら、こ
の単調増加関数は、以下の基準、製品の取引量が多いほど、製品と関連付けられる分類の
スコアは高くなり、特定の分類が含む製品の数が多いほど、その分類のスコアは高くなる
、を満足する必要がある。
【００４４】
　第１のユーザと関連付けられる分類は、それぞれのスコアに従って順序付けされてもよ
い。所定の数の上位スコアの分類が、第１のユーザの所望の製品が属する分類としてレン
ダリングされてもよい。例えば、最初の３つの上位スコアの分類が、第１のユーザの所望
の製品の分類情報としてレンダリングされる。
【００４５】
　ブロック２０３は、所望の製品の各分類について、それぞれの分類の製品情報内の各製
品の第１の製品キーワード群を取得する。第１の製品キーワードは、製品タイトルキーワ
ードおよび／または製品属性キーワードであってもよい。
【００４６】
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　所望の製品の分類を取得すると、所望の製品の各分類下の製品情報がさらに分析される
。キーワードのグループは、各分類下の製品の主要情報、すなわち、第１の製品キーワー
ド群を描写するために使用される。具体的に、第１のユーザの所望の製品の分類を判定す
るのに応えて、各製品の情報と関連付けられるタイトルキーワードおよび属性キーワード
が最初に抽出される。キーワードを抽出する方法は、キーワード抽出に使用される任意の
既存の方法を採用してもよい。したがって、例示的な本実施形態は、キーワードを抽出す
る方法に対するいかなる制限も有さない。
【００４７】
　ブロック２０４は、第１の製品キーワードのそれぞれの重みに基づき、第１の製品キー
ワード群から、所定の数の上位の第１の製品キーワードを選択する。
【００４８】
　タイトルキーワードおよび属性キーワードを取得するのに応えて、各タイトルキーワー
ドまたは属性キーワードは、関連付けられる製品の取引量の単調増加関数として設定され
る。単調増加関数から取得される値は、タイトルキーワードまたは属性キーワードの重み
と称される。タイトルキーワードまたは属性キーワードが多数の製品内に出現する際、そ
れぞれの重みは、それに応じて増加する。最後には、各タイトルキーワードまたは属性キ
ーワードの合計重みが取得される。これらのタイトルキーワードまたは属性キーワードは
、それぞれの重みの降順に配列され、特定の数の最高重みキーワードが、第１の製品キー
ワードに選択される（例えば、最初の１０個のキーワードを選択する）。この単調増加関
数は、タイトルキーワードまたは属性キーワードが製品の間により頻繁に出現すると、そ
のそれぞれの重みがより大きくなるという要件を満たす必要がある。このブロックで、製
品キーワードの重みは、代替えとして、関連付けられる製品の取引量の単調増加関数とし
てレンダリングされてもよい。したがって、第１のユーザが所望する分類下のすべての製
品の製品キーワードのそれぞれの重みは、各製品の取引量から計算されてもよい。
【００４９】
　ブロック２０５は、所望の製品が属するそれぞれの分類に対応するそれぞれの分類キー
ワード群を形成するように、それぞれの所定の数の第１の製品キーワードを共にグループ
化する。
【００５０】
　ブロック２０４での計算結果に基づき、第１のユーザの所望の製品が属する各分類は、
１０個の分類キーワードを含む。このブロックで、これらの１０個の分類キーワードは、
分類キーワード群を形成するために必要とされる。この分類キーワード群は、分類の製品
情報を表現してもよい。第１のユーザの所望の製品の分類の製品情報は、分類キーワード
群を形成する。分類キーワード群内の分類キーワードの具体的な順序関係は必要とされな
くてもよい。このブロックは、実際には、分類のすべての分類キーワードを分類に対応付
ける、すなわち、特定の分類とそのすべての分類キーワードとの間の対応関係を確立する
ことを理解することができる。
【００５１】
　実際の適用では、この分類キーワード群は、第１のユーザの関連付けられる分類下の取
引することができる製品の特徴を描写してもよいことに留意されたい。さらに、第１のユ
ーザの特定の売買可能製品および製品取引量に基づき、この分類キーワード群が計算され
、取得される際、分類キーワード群は、第１のユーザの個別の在庫需要を描写する。
【００５２】
　再び図１を参照すると、ブロック１０２で、第１のサーバは、第２のサーバから、第２
のサーバのすべての類似製品ユニットの情報を取得する。類似製品ユニットは、第２のサ
ーバによって作成される、表示可能製品群を指す。
【００５３】
　第２のウェブサイトは、任意のＣ２Ｃウェブサイト、Ｂ２Ｂウェブサイト、または他の
ウェブサイトであってもよい。第２のサーバは、第２のウェブサイトに対応するサーバで
ある。第１のウェブサイトと同様に、第２のウェブサイトは、一般的な動画ウェブサイト
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、フォーラムウェブサイト等の任意のウェブサイトであってもく、ユーザが所望する製品
は、動画コンテンツのセグメント（単数または複数）、または特定の投稿等であってもよ
い。ユーザが所望する製品は、本開示を実現するウェブサイトが変わるのに応じて変わる
。本実施形態では、第２のウェブサイトの例として、Ｂ２Ｂウェブサイトが使用される。
第１のサーバおよび第２のサーバは、同一の機能性を有する２つのサーバである。第２の
ウェブサイトと関連付けられる製品情報は、第２のサーバのデータベースに記憶される。
したがって、類似製品ユニットの作成は、第２のサーバによって実施される。
【００５４】
　第２のウェブサイトから関連製品情報を取得し、関連製品情報を、第１のウェブサイト
の第１のユーザによってブラウズされる第１のウェブサイトのウェブページ上に表示する
ために、第１のサーバは、第２のウェブサイトのすべての表示可能製品の中から、第１の
ウェブサイトの第１のユーザのニーズを満足する製品情報を見つける必要がある。第２の
ウェブサイトの製品情報が第２のサーバのデータベースに記憶されているため、第２のサ
ーバは、最初に、第２のウェブサイトのすべての表示可能製品を分類し、すべての製品を
異なる群に分割する必要がある。各グループ内の製品は、同一または類似の特徴を保有す
る。そのような分類プロセスは、第２のサーバによる類似製品ユニットの作成と称される
。
【００５５】
　類似製品ユニット（ＳＰＵ）は、複数の類似製品の群である。類似製品ユニット内の製
品は、同一または類似の特徴、例えば、同一または類似のスタイル、製品の材料等を保有
する。類似するということは、例えば、寸法または材料の観点から、製品間の差が所定の
範囲内であることを示す。差の所定の範囲の具体的な値は、当業者が具体的に判定するこ
とができる。
【００５６】
　図３に示されるように、ブロック１０２の実行プロセスの詳細は、以下のブロックを含
む。
【００５７】
　ブロック３０１で、第２のサーバは、分類情報に基づき、第２のウェブサイトの表示可
能製品を分類する。
【００５８】
　このブロックで、複数の製品分類を取得するために、第２のウェブサイト内のすべての
表示可能製品が、従来の製品分類基準に基づいて分類される。
【００５９】
　ブロック３０２で、各分類の各製品から、製品キーワードが抽出される。製品キーワー
ドは、製品タイトルキーワードおよび製品属性キーワードを含む。
【００６０】
　製品キーワードは、従来の方法を使用して、各分類の各製品から抽出される。具体的に
、製品キーワードは、製品タイトルキーワードおよび製品属性キーワード、すなわち、そ
れぞれの製品のタイトルおよび属性から抽出される関連キーワードを含んでもよい。製品
の属性は、タイプ、スタイル、仕様、または材料等に対応する。
【００６１】
　ブロック３０３で、同一または類似の製品タイトルキーワードおよび同一または類似の
製品属性キーワードを有する製品が、類似製品ユニットとしてグループ化される。類似す
るということは、２つの製品の主要属性値の間の差が所定の範囲内であることを指す。
【００６２】
　製品タイトルキーワードおよび製品属性キーワードを抽出すると、同一または類似の製
品タイトルキーワードおよび同一または類似の主要属性キーワードを有する製品を、類似
製品ユニットにグループ化することができる。類似するということは、２つの製品の主要
属性キーワードによって表される主要属性値の間の差が所定の範囲内であること、または
２つの製品のタイトルキーワードが部分的に同一であることを意味する。見ることができ
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るように、類似製品ユニット内の製品は、同一の分類下の製品群である。
【００６３】
　ブロック３０４で、各類似製品ユニットについて、製品キーワードのそれぞれの重みに
基づき、所定の数の第２の製品キーワードが選択される。
【００６４】
　各類似製品ユニットについて、第２のサーバは、それぞれの類似製品ユニットの製品情
報から、少なくとも１つのユニットキーワードをさらに抽出する。具体的に、ユニットキ
ーワード（単数または複数）を抽出する方法は、製品情報の各片の製品キーワード（例え
ば、タイトルコンテンツキーワードおよび主要属性キーワードを含む）の重みを計算する
ことを含んでもよい。製品キーワードの重みは、関連付けられる類似製品ユニット内での
キーワードの発生頻度の単調増加関数に対応する。具体的に、キーワードがより頻繁に出
現するほど、キーワードの重みは大きくなる。キーワードの重みを取得すると、製品キー
ワードのそれぞれの重みに基づき、所定の数の第２の製品キーワードが選択される。例え
ば、最初の１０個のキーワードが、第２の製品キーワードに選択される。
【００６５】
　ブロック３０５で、それぞれの類似製品ユニットに対応するそれぞれのユニットキーワ
ード群を形成するように、それぞれの所定の数の第２の製品キーワードが共にグループ化
される。
【００６６】
　最後に、第２のサーバは、各類似製品ユニットに対応する１０個の第２の製品キーワー
ドを、ユニットキーワード群にグループ化する。ユニットキーワードユニットは、それぞ
れの類似製品ユニットの製品情報を表現してもよい。具体的に、ユニットキーワード群を
形成するように、類似製品ユニットの製品情報を共にグループ化することができる。
【００６７】
　ブロック３０５の後、第２のサーバは、類似製品ユニットを作成している。次いで、第
１のサーバは、第２のサーバのすべての類似製品ユニットの情報を取得してもよい。類似
製品ユニットの情報は、類似製品ユニットにそれぞれ対応する、ユニットキーワード群に
対応する。
【００６８】
　第２のサーバが類似製品ユニットを作成した後、第１のサーバは、第２のサーバに、類
似製品ユニットの情報の取得要求を送信する。類似製品ユニットの情報は、類似製品ユニ
ットのユニットキーワード群を含む。要求を受信すると、第２のサーバは、類似製品ユニ
ットの情報を、第１のサーバに送信してもよい。
【００６９】
　図１に戻り、ブロック１０３で、第１のサーバは、第１のウェブサイトの第１のユーザ
の所望の製品の分類の製品情報と第２のウェブサイトの類似製品ユニットの製品情報との
間の類似度を計算する。
【００７０】
　第１のユーザの所望の製品の分類の製品情報と類似製品ユニットの製品情報との間の類
似度の計算は、第１のサーバまたは第２のサーバによって完了されてもよく、本実施形態
の技術スキームでは、第１のサーバによって完了される。
【００７１】
　具体的に、実際の適用では、分類キーワード群とユニットキーワード群との間の類似度
は、一連の類似度方程式を使用して計算されてもよい。分類キーワード群とユニットキー
ワード群との間の類似度は、所望の製品が属する分類の製品情報と類似製品ユニットの製
品情報との間の類似度を表す。具体的に、類似度を計算するプロセスは、計算に、コサイ
ン類似度、ジャカール係数等の一連の類似度方程式を使用してもよい。
【００７２】
　ブロック１０４で、第１のサーバは、それぞれの類似度に基づき、すべての類似製品ユ
ニットを順序付けし、上位類似製品ユニット内の所定の数の製品を表示製品として設定す
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る。
【００７３】
　分類キーワード群とユニットキーワード群との間の類似度を計算すると、第１のサーバ
は、それぞれの類似度に基づき、すべての類似製品ユニットを順序付けし、上位類似製品
ユニット内の所定の数の製品を表示製品として設定する。具体的に、順序付けされた類似
製品ユニットは、最初の１つから開始して、累積されてもよい。例えば、上位２つの類似
製品ユニットの製品が、製品の累積数が所定の閾値に到達するまで、最初に累積されても
よい。１００個の製品に到達すると、例えば、これらの１００個の製品が、表示製品とし
て設定される。
【００７４】
　ブロック１０５で、第１のサーバは、表示製品を、第１のユーザによって閲覧される該
ウェブサイトのウェブページ上に提示する。
【００７５】
　第１のウェブサイト上に表示されなければならない表示製品を取得すると、第１のサー
バは、表示製品を、第１のユーザによって閲覧される第１のウェブサイトのウェブページ
上で第１のユーザに提示する。
【００７６】
　図４に示されるように、ブロック１０５の実行プロセスの詳細は、以下のブロックを含
んでもよい。
【００７７】
　ブロック４０１は、表示製品から、所定の期間内に第１のユーザによってクリックされ
た製品をフィルタリングする。
【００７８】
　所定の期間の値に関する制限はなく、時間または日数単位であってもよい。サーバは、
第１のユーザの同一の製品のクリック情報を取得してもよく、したがって、ユーザが所定
の期間内に製品をクリックしたか否かを判定してもよい。クリックされた場合、製品は、
表示製品から除外され、したがって、特定の製品があまりに頻繁に表示され、まだ表示さ
れていない他の製品に影響を及ぼすことを防止する。
【００７９】
　ブロック４０２は、フィルタリングされた表示される製品から、製品が属する類似製品
ユニットの類似度の降順で、第１のユーザによって閲覧される第１のウェブサイトのウェ
ブページ上に表示するための製品を選択し、同一の類似製品ユニット内の製品がランダム
に選択される。
【００８０】
　このブロックで、第１のサーバは、類似度の値に基づき、類似製品ユニット内の、第１
のユーザによって閲覧される第１のウェブサイトのウェブページ上に表示するための製品
を選択し、同一の類似製品ユニットの製品が、表示するためにランダムに選択される。本
開示を実現する際、類似度を計算するタスクは、代替えとして、第２のサーバによって完
了されてもよいことに留意されたい。この状況下では、第２のサーバは、最初に、第１の
サーバから、第１のユーザが所望する分類の製品情報を取得し、類似度を計算し、表示製
品を取得すると、表示製品の情報を、表示製品を第１のウェブサイト上に表示する第１の
サーバに送信する。
【００８１】
　したがって、第１のサーバおよび第２のサーバは、同等のサーバである。第１のサーバ
および第２のサーバのそれぞれが完了することができる動作は、第１の例示的な実施形態
に記載されるものに限定されない。当業者は、本開示で提供される技術的概念に基づき、
第１のサーバと第２のサーバとの間での作業の配分に関する詳細を指定することができる
。
【００８２】
　本開示で提供される技術スキームは、第２のウェブサイトの製品情報を、第１のウェブ
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サイトのウェブページ上に表示することを可能にし、したがって、第１のウェブサイトの
第１のユーザが、第２のウェブサイトに登録またはログインすることなく、第２のウェブ
サイトの製品情報を取得することを可能にする。したがって、第２のウェブサイトのサー
バは、他のユーザからの登録またはログイン要求をより効率的に処理することができ、一
方、第１のウェブサイトは、第１のユーザが所望する製品分類のより多くの関連製品情報
を第１のユーザに表示することができ、それによって、第１のウェブサイトが、第１のユ
ーザの製品情報要求を処理する効率を改善する。したがって、例示的な本実施形態は、サ
ーバのユーザの要求に対する応答の数が削減されるため、サーバの処理速度および処理性
能を改善することができる。
【００８３】
　図５は、ウェブサイト横断情報を表示する第２の例示的な方法を図示する、フローチャ
ートを示す。例示的な本実施形態で提供される技術スキームは、以下のブロックを含む。
【００８４】
　ブロック５０１で、第１のウェブサイトの第１のサーバは、第１のユーザの少なくとも
１つの所望の製品の分類下の製品情報を取得する。
【００８５】
　本実施形態では、第１のウェブサイトの例として、Ｃ２Ｃウェブサイトが使用され、第
２のウェブサイトは、例えば、Ｂ２Ｂウェブサイトである。
【００８６】
　このブロックでの処理の具体的な動作は、ブロック１０１が参照されてもよく、本明細
書に重複して記載されない。
【００８７】
　ブロック５０２で、第１のサーバは、第２のサーバの各分類下のすべての類似製品ユニ
ットの製品情報を取得し、類似製品ユニットは、表示可能製品群を含む。
【００８８】
　第２のサーバは、第２のウェブサイトのすべての表示可能製品を分類し、すべての製品
を類似製品ユニットに分割する。次いで、第１のサーバは、第２のサーバから、すべての
類似製品ユニットの情報を取得する。
【００８９】
　ブロック５０３で、第１のサーバは、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報
と類似製品ユニットの製品情報との間の類似度を計算する。
【００９０】
　ブロック５０４で、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報について、第１の
サーバは、類似度の降順で所定の数の上位類似製品ユニットを選択し、所定の数の上位類
似製品ユニット内の製品を、表示製品としてレンダリングする。
【００９１】
　ブロック５０５で、第１のサーバは、表示製品から、フィルタリング条件を満足する製
品をフィルタリングする。フィルタリング条件は、利用可能な製品画像がないことを示す
情報、製品故障を示す情報、および／または製品表示品質が基準未満であることを示す情
報を含んでもよい。
【００９２】
　具体的に、フィルタリング条件は、利用可能な製品画像がないことを示す情報、製品故
障を示す情報、および／または製品表示品質が基準未満であることを示す情報を含んでも
よい。具体的に、これらの３つの条件－利用可能な製品画像がないこと、製品故障、およ
び／または製品表示品質を示す情報のうちのいずれか１つが基準未満である場合、関連付
けられる製品は、除外され、表示されない。
【００９３】
　ブロック５０６で、第１のサーバは、ランキング要因に基づき、フィルタリングされた
製品をランク付けし、最後には、所定の数の上位ランク製品を表示製品に設定する。ラン
キング要因は、類似度の情報、製品の表示品質の情報、製品のクリック率の情報、製品の
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取引複雑性の情報、第１のユーザの登録時間の情報、および／または第１のユーザの信用
性スコアの情報を含む。
【００９４】
　例示的な本方法は、ランキング要因に基づき、フィルタリングされた製品をランク付け
するプロセスをさらに含む。具体的に、ランキング要因は、製品が属する類似製品ユニッ
トと第１のウェブサイトの第１のユーザが所望する分類の製品情報との間の類似度、製品
の表示品質の情報、製品のクリック率、製品の取引複雑性の情報、製品を有するユーザの
登録時間の情報、および／または製品を有するユーザの信用性スコアを含む。製品の表示
品質の情報は、製品をウェブページ上に表示する信号品質と称する。
【００９５】
　製品のランク付けは、製品が保有するランキング要因の数、または製品が保有するラン
キング要因と関連付けられるそれぞれの重みに比例することに留意されたい。ランキング
要因と関連付けられる重みは、回帰および分類モデルを作成することによって取得されて
もよい。異なる製品のランキング要因と関連付けられる重みは、異なってもよい。
【００９６】
　ブロック５０５および５０６でのフィルタリングならびにランク付けを通して、元の表
示製品群から、高品質の表示製品群が選択されてもよい。具体的に、第１のユーザのニー
ズをより良く満足する製品情報が選択される。
【００９７】
　ブロック５０７で、表示製品から、所定の期間内に第１のユーザによってクリックされ
た製品がフィルタリングされる。
【００９８】
　製品を第１のユーザに提示する際、ユーザが見た製品を再度表示する必要はない。した
がって、ユーザが特定の期間内に閲覧した製品をフィルタリングする必要がある。この期
間は、３日間もしくは一週間に設定されてもよく、またはウェブサイトユーザの平均アク
セス率に基づき、当業者によって設定されてもよい。
【００９９】
　ブロック５０８で、フィルタリングされた表示製品から、製品が属する類似製品ユニッ
トの類似度の降順で製品が選択され、第１のユーザによって閲覧される第１のウェブサイ
トのウェブページ上に表示され、同一の類似製品ユニット内の製品が、ランダムに選択さ
れる。
【０１００】
　ブロック５０９で、所定の回転速度に基づき、表示するための所定の数の選択される製
品が更新される。回転速度は、第１のユーザによってブラウズされるウェブページ上の表
示製品を変更する速度に対応する。
【０１０１】
　回転速度は、第１のユーザによってブラウズされるウェブページ上の表示製品を変更す
る速度に対応する。広くは、回転時間は、ユーザがページ上の製品をゆっくり読むことが
できる期間、例えば、３０分間として設定される。回転速度は、回転時間の逆数である。
回転速度および所定の数は、具体的なニーズに基づき、当業者によって判定されてもよく
、本開示において制限されない。
【０１０２】
　例示的な本実施形態は、表示製品群から表示するための製品を選択する際に、資格のな
い製品を排除する。これらの資格のない製品を、第１のウェブサイトのウェブページ上に
表示することは、サーバによる他の製品の表示に影響を及ぼす場合があり、第１のユーザ
が、所望の製品情報をより迅速に取得するのに失敗する原因となる。したがって、本開示
で提供される技術スキームは、第１のサーバが、第１のユーザの製品情報要求を処理する
効率をさらに改善し、第１のウェブサイトの第１のユーザが、第２のウェブサイトに登録
またはログインすることなく、第２のウェブサイトの製品情報を取得することができるよ
うに、第２のウェブサイトの製品情報を、第１のウェブサイトのウェブページ上に表示す
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ることを可能にする。さらに、第２のウェブサイトのサーバは、他のユーザからの登録ま
たはログイン要求をより効率的に処理することができる。さらに、第１のウェブサイトの
第１のユーザは、ユーザのニーズを満足する製品情報をより迅速に取得することができ、
したがって、第１のサーバの第１のユーザからの製品情報要求を処理する効率が改善され
る。
【０１０３】
　図６は、ウェブサイト横断情報を表示する第３の例示的な方法を図示する、フローチャ
ートを示す。第３の実施形態の第１および第２の実施形態との違いは、類似度が、第２の
サーバによって計算されることである。例示的な本実施形態で提供される技術スキームは
、以下のブロックを含む。
【０１０４】
　ブロック６０１で、第１のウェブサイトの第１のサーバは、第１のユーザの少なくとも
１つの所望の製品の分類下の製品情報を取得する。
【０１０５】
　実際の適用では、このブロックでの実現形態プロセスは、第１の実施形態で記載される
ものを参照することができ、本明細書に重複して記載されない。
【０１０６】
　ブロック６０２で、第１のサーバは、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報
を第２のサーバに送信する。
【０１０７】
　本実施形態では、ユーザの所望の製品の分類下の製品情報を取得すると、第１のサーバ
は、第２のサーバが、それに応じて、受信される製品情報に基づき、類似度を計算するこ
とができるように、１つ以上の分類およびそれぞれの製品情報を第２のサーバに送信する
。
【０１０８】
　ブロック６０３で、第２のサーバは、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報
と各製品分類下のすべての類似製品ユニットの製品情報との間の類似度を計算する。類似
製品ユニットは、表示可能製品群を含む。
【０１０９】
　第２のサーバは、データベース内に記憶されているすべての製品情報に基づき、類似製
品ユニットを前もって作成する必要がある。類似製品ユニットは、表示可能製品群を含む
。第２のサーバが類似製品ユニットの作成を実現するプロセスは、第１の実施形態のブロ
ック１０２で記載されるものを参照することができる。
【０１１０】
　第２のサーバは、受信される所望の製品の分類下の製品情報および第２のサーバによっ
て作成された各製品分類下のすべての類似製品ユニット内の製品情報に基づき、第１のサ
ーバの製品情報と第２のサーバの製品情報との間の類似度を計算する必要がある。類似度
の計算を実現するプロセスは、ブロック１０３で記載されるものと一致し、唯一の違いは
、本実施形態では、第２のサーバが、そのような計算を実施するエンティティであるとい
うことに留意されたい。
【０１１１】
　ブロック６０４で、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報について、第２の
サーバは、類似度の降順で所定の数の上位類似製品ユニットを選択し、所定の数の上位類
似製品ユニット内の製品を、表示製品としてレンダリングする。
【０１１２】
　本実施形態では、類似度を取得すると、第２のサーバは、類似度の降順で所定の数の上
位類似製品ユニットを選択し、これらの類似製品ユニット内の製品を、表示製品としてレ
ンダリングする。第２のサーバのデータベースが、すべての製品情報を記憶しているため
、すべての類似製品ユニット内に含まれる製品の数は、極めて大きい。このブロックで、
第２のサーバは、この製品情報を前もってフィルタリングする、すなわち、第１の所望の



(18) JP 6356744 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

製品の分類との高類似度を有する第２のサーバの製品を、表示製品としてレンダリングす
る。したがって、データベース内のすべての製品情報が、第１のサーバに送信される必要
はなく、したがって、データ伝送量を大幅に削減する。
【０１１３】
　ブロック６０５で、第２のサーバは、表示製品を第１のサーバに送信する。
【０１１４】
　ブロック６０６で、第１のサーバは、第１のユーザによってブラウズされる第１のウェ
ブサイトのウェブページ上に、表示製品を提示する。
【０１１５】
　第２のサーバが、表示製品の関連情報を第１のサーバに送信した後、第１のサーバは、
これらの選択された表示製品を提示する。第２のサーバから第１のサーバに送信される表
示製品の情報は、第１のサーバによって実施される提示方法が異なるのに応じて変わって
もよい。例えば、第１のサーバが、表示製品の画像情報を提示する必要がある場合、第２
のサーバは、ブロック６０５で、表示製品の画像情報を第１のサーバに送信してもよい。
第１のサーバが、表示製品の説明情報を提示する必要がある場合、第２のサーバは、ブロ
ック６０５で、表示製品のテキスト情報を第１のサーバに送信する。
【０１１６】
　本実施形態で紹介されるウェブサイト横断情報を表示する方法を使用して、第１および
第２の実施形態に例証されるようにウェブサイト横断情報の表示を実現することができる
だけでなく、サーバ間のデータ伝送も削減することができる。これは、ネットワーク内ま
たはサーバ間のデータ伝送速度を改善し、サーバまたはネットワークのデータ伝送と関連
付けられる資源を節約することができる。
【０１１７】
　図７は、ウェブサイト横断情報を表示する第１の例示的なシステムの構造図を示す。具
体的に、システムは、獲得ユニット７０３と、計算ユニット７０４と、選択ユニット７０
５と、表示ユニット７０６とを第１のサーバ７０１内に、作成ユニット７０７を第２のサ
ーバ７０２内に含む。
【０１１８】
　獲得ユニット７０３は、第１のサーバの第１のユーザの少なくとも１つの所望の製品の
分類下の製品情報、および第２のサーバの製品分類下の類似製品ユニットの情報を取得す
るように構成され、類似製品ユニットは、表示可能製品群を含む。
【０１１９】
　図８に示されるように、獲得ユニット７０３は、分類統計ユニット８０１と、計算ユニ
ット８０２と、分類キーワード抽出ユニット８０３と、キーワード選択ユニット８０４と
、分類キーワード群生成ユニット８０５とを含んでもよい。
【０１２０】
　一実施形態では、分類統計ユニット８０１は、第１のウェブサイトの第１のユーザの各
分類下の製品量および製品取引量をカウントするように構成される。計算ユニット８０２
は、製品量および製品取引量に基づき、各分類のスコアを計算し、スコアは、単調増加関
数であり、第１のユーザの各分類の製品量および製品取引量は、関数の独立変数であり、
各分類のスコアは、従属変数であり、第１のユーザの所望の製品の分類となる所定の数の
最高スコアの分類をレンダリングするように構成される。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、分類キーワード抽出ユニット８０３は、所望の製品の各分類
について、それぞれの分類の製品情報から、各製品の第１の製品キーワード群を取得する
ように構成され、第１の製品キーワードは、製品タイトルキーワードおよび／または製品
属性キーワードを含む。さらに、キーワード選択ユニット８０４は、第１の製品キーワー
ドと関連付けられるそれぞれの重みに基づき、第１の製品キーワード群から、所定の数の
上位の第１の製品キーワードを選択するように構成される。分類キーワード群生成ユニッ
ト８０５は、所望の製品のそれぞれの分類に対応する分類キーワード群を形成するために
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、所定の数の上位の第１の製品キーワードを使用するように構成される。
【０１２２】
　作成ユニット７０７は、第２のサーバの各分類下のすべての類似製品ユニットを作成す
るように構成される。
【０１２３】
　図９に示されるように、作成ユニット７０７は、一次分類ユニット９０１と、二次分類
ユニット９０２と、ユニットキーワード抽出ユニット９０３と、キーワード選択ユニット
９０４と、ユニットキーワード群生成ユニット９０５とを含んでもよい。一次分類ユニッ
ト９０１は、分類情報に基づき、第２のウェブサイトの表示可能製品を分類するように構
成される。二次分類ユニット９０２は、各分類下の各製品から、製品タイトルキーワード
および製品属性キーワードを抽出し、同一または類似の製品タイトルキーワードおよび同
一または類似の主要属性キーワードを有する製品を、類似製品ユニットにグループ化する
ように構成され、類似するということは、２つの製品の主要属性値の間の差が所定の範囲
内であることを表す。ユニットキーワード抽出ユニット９０３は、各類似製品ユニットに
ついて、それぞれの類似製品ユニットの製品情報から、少なくとも１つのユニットキーワ
ードを抽出するように構成される。キーワード選択ユニット９０４は、第１の製品キーワ
ードのそれぞれの重みに基づき、所定の数の製品キーワードを選択するように構成される
。ユニットキーワード群生成ユニット９０５は、それぞれのユニットキーワード群を形成
するために、各類似製品ユニットの少なくとも１つのユニットキーワードを使用するよう
に構成され、ユニットキーワード群は、それぞれの類似製品ユニットの製品情報を表現す
る。
【０１２４】
　計算ユニット７０４は、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報と類似製品ユ
ニットのそれぞれの製品情報との間の類似度を計算するように構成される。
【０１２５】
　具体的に、計算ユニット７０４は、一連の類似度方程式に基づき、分類キーワード群と
ユニットキーワード群との間の類似度を計算するように構成される。
【０１２６】
　選択ユニット７０５は、少なくとも１つの製品の分類下の製品情報について、類似度の
降順で所定の数の上位類似製品ユニットを選択し、所定の数の類似製品ユニット内の製品
を、表示製品としてレンダリングするように構成される。
【０１２７】
　表示ユニット７０６は、表示製品を、第１のユーザによって閲覧される第１のウェブサ
イトのウェブページ上に提示するように構成される。
【０１２８】
　図１０に示されるように、表示ユニット７０６は、表示製品から、所定の期間内に第１
のユーザによってクリックされた製品をフィルタリングするように構成される、二次フィ
ルタリングユニット１００１と、製品が属する類似製品ユニットのそれぞれの類似度に基
づき、フィルタリングされた表示製品から、第１のユーザによって閲覧される第１のウェ
ブサイトのウェブページ上に表示するための製品を選択するように構成される、表示制御
ユニット１００２とを含んでもよく、同一の類似製品ユニット内の製品は、ランダムに選
択される。
【０１２９】
　図１１は、ウェブサイト横断情報を表示する第２の例示的なシステムの構造図を示す。
第１の実施形態と比較して、本システムは、一次フィルタリングユニット１１０１と、順
序付けユニット１１０２と、表示更新ユニット１１０３とをさらに含んでもよい。
【０１３０】
　第１のサーバに置かれ、選択ユニットに連結される、一次フィルタリングユニット１１
０１は、表示製品から、フィルタリング条件を満足する製品をフィルタリングするように
構成され、フィルタリング条件は、利用可能な製品画像がないことを示す情報、製品故障
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を示す情報、および／または製品表示品質が基準未満であることを示す情報を含む。
【０１３１】
　第１のサーバに置かれ、一次フィルタリングユニットおよび表示ユニットに連結される
、順序付けユニット１１０２は、ランキング要因に基づき、フィルタリングされた製品を
順序付けし、所定の数の上位ランク製品を、最終的な表示製品としてレンダリングするよ
うに構成され、ランキング要因は、類似度の情報、製品の表示品質の情報、製品のクリッ
ク率の情報、製品の取引複雑性の情報、第１のユーザの登録時間の情報、および／または
第１のユーザの信用性スコアの情報を含む。
【０１３２】
　表示更新ユニット１１０３は、所定の回転速度に基づき、表示するための所定の数の選
択される製品を変更するように構成され、回転速度は、第１のユーザによってブラウズさ
れるウェブページ上の表示製品を変更する速度に対応する。
【０１３３】
　図１２は、ウェブサイト横断情報を表示する第３の例示的なシステムの構造図を示す。
具体的に、システムは、獲得ユニット７０３と、第１の送信ユニット１２０１と、表示ユ
ニット７０６とを第１のサーバ内に、計算ユニット７０４と、選択ユニット７０５と、第
２の送信ユニット１２０２とを第２のサーバ内に含んでもよい。
【０１３４】
　獲得ユニット７０３は、第１のユーザの少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情
報を取得するように構成される。
【０１３５】
　第１の送信ユニット１２０１は、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報を計
算ユニットに送信するように構成される。
【０１３６】
　計算ユニット７０４は、少なくとも１つの所望の製品の分類下の製品情報と第２のサー
バの各製品分類下のすべての類似製品ユニットの製品情報との間の類似度を計算するよう
に構成され、類似製品ユニットは、表示可能製品群を含む。
【０１３７】
　選択ユニット７０５は、類似度の降順で所定の数の上位類似製品ユニットを選択し、所
定の数の類似製品ユニット内の製品を、表示製品としてレンダリングするように構成され
る。
【０１３８】
　第２の送信ユニット１２０２は、表示ユニットが、表示製品を、第１のユーザによって
閲覧される第１のウェブサイトのウェブページ上に提示することを促進するために、表示
製品を表示ユニットに送信するように構成される。
【０１３９】
　様々な例示的な実施形態が、本開示で漸進的に記載されることが留意される。例示的な
各実施形態の要点は、他の例示的な実施形態とは異なる場合があり、例示的な実施形態の
同一または類似の部分は、相互に参照される場合がある。例示的な装置の記載は、これら
の例示的な装置が、例示的な方法のそれらの同等の実施形態と類似するため、比較的簡易
である。例示的な方法の実施形態において、関連詳細を見出すことができる。
【０１４０】
　上述される例示的な実施形態から、当業者は、開示される方法およびシステムが、不可
欠なユニバーサルハードウェアプラットフォームを用いて、ソフトウェアを使用して実現
されてもよいことを明確に理解することができる。この理解に基づき、本開示または既存
の技術の技術スキームは、不揮発性記憶媒体、例えば、ＲＯＭ／ＲＡＭ、ディスク、また
はコンパクトディスクに記憶されるソフトウェア製品の形態で実現されてもよい。ソフト
ウェアは、コンピューティングデバイス（例えば、パーソナルコンピュータ、サーバ、ま
たはネットワーク接続されたデバイス）が、本開示の例示的な実施形態または例示的な実
施形態の特定の部分に記載される方法を実行するための命令を含む。
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【０１４１】
　例えば、図１３は、上述される第１のサーバおよび／または第２のサーバ等の例示的な
サーバ１３００をより詳細に図示する。一実施形態では、サーバ１３００は、１つ以上の
プロセッサ１３０１と、ネットワークインターフェース１３０２と、メモリ１３０３と、
入力／出力インターフェース１３０４とを含むことができるが、これらに限定されない。
【０１４２】
　メモリ１３０３は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等の揮発性メモリ、および／も
しくは読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）等の不揮発性メモリ、またはフラッシュＲＡＭの形
態のコンピュータ可読媒体を含んでもよい。メモリ１３０３は、コンピュータ可読媒体の
一例である。
【０１４３】
　コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール
、もしくは他のデータなどの情報の記憶のために任意の方法または技術で実装された、揮
発性および不揮発性の、取り外し可能および取り外し不可能な媒体を含む。コンピュータ
記憶媒体の例としては、相変化メモリ（ＰＲＡＭ）、スタティックランダムアクセスメモ
リ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、他の種類のランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去可能でプログ
ラム可能な読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリもしくは他のメモリ
技術、コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、デジタル多用途ディス
ク（ＤＶＤ）もしくは他の光学式記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記
憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、またはコンピューティングデバイスによるアクセ
スのための情報を記憶するために使用することができる任意の他の非伝送媒体が挙げられ
るが、これらに限定されない。本明細書中で定義されるように、コンピュータ可読媒体は
、変調されたデータ信号および搬送波などの一時的な媒体を含まない。
【０１４４】
　メモリ１３０３は、プログラムモジュール１３０５と、プログラムデータ１３０６とを
含んでもよい。一実施形態では、プログラムユニット１３０５は、獲得ユニット１３０６
と、計算ユニット１３０７と、選択ユニット１３０８と、表示ユニット１３０９とを含ん
でもよい。いくつかの実施形態では、プログラムユニット１３０５は、第１の送信ユニッ
ト１３１０と、第２の送信ユニット１３１１と、作成ユニット１３１２とをさらに含んで
もよい。他の実施形態では、これらのユニット１３０６～１３１２のうちの１つ以上は、
上述される前述の実施形態に記載される、１つ以上のサブユニットをさらに含んでもよい
。これらのプログラムモジュールに関する詳細は、上述される前述の実施形態に見出され
得る。
【０１４５】
　最後に、本文献における「第１の」および「第２の」等のいかなる関係語も、１つのエ
ンティティを別のエンティティと区別すること、または１つの動作を別の動作と区別する
ことのみが意味され、これらのエンティティもしくは動作の間のいずれかの現実世界の関
係または順序付けの存在を必ずしも要求あるいは暗示しないことが指摘されるべきである
。さらに、「含む」、「有する」、または任意の他の異形等の用語は、「備える」を非排
他的に含めることが意図される。したがって、特徴の集合を個々に含むプロセス、方法、
物品、またはデバイスは、これらの特徴を含むだけでなく、列挙されていない他の特徴、
またはこれらのプロセス、方法、物品、もしくはデバイスの任意の固有の特徴も含んでも
よい。いかなるさらなる制限もなく、「・・・を含む」という表現内に定義される特徴は
、特徴を列挙するそのプロセス、方法、物品、またはデバイスが、他の均等特徴を有し得
る可能性を排除しない。
【０１４６】
　開示される方法およびシステムの上記の説明は、当業者が、本開示を実現または適用す
ることを可能にする。これらの例示的な実施形態に対する様々な修正が、当業者に明らか
である。本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、他の実施形態で、本開示に記載
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される原理を実現することができる。したがって、本開示は、本開示に記載されるこれら
の実施形態であると解釈されず、本開示で開示される原理および新規性と一致する、最も
広い範囲を網羅する。
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