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明 細 苫

推 奨，清報 作成 方 法 、

ま支術分野

０００1 本発明は、ユーザに対してコンテシソを推奨するコンテシソ推奨方法、推奨情報作

成方法、コンテンソ推奨プログラム、コンテシソ推奨ザーバおよびコンテシソ提供シス

テムに関する。

背月 支術

０００2 近年、情報技術の発達およびの普及に伴い、パーソナルコンピュータ等の情報処

理装置およびインターネット( n e ne )等のネットワーク通信等の情報技術を用いた

不特定多数のユーザを対象とするコンテシソによる情報の提供が広く行われている。

このようなコンテシソにより、ユーザに対して、例えば、ウェブザイトによる製品のアフタ

ーザービスおける問題解決の Q ( equen Asked Ques ons)や、オンライン環

境やオフライン環境で動作するへルプファイルやトラブルシューティング等が提供さ

０００3 また、このように情報が提供されるコンテシソでは、ユーザが必要とする情報につい

て、例えば、ユーザ自らにコンテンツ内でキーワード検索を行わせることによって提供

０００4 そして、このようなコンテシソでは、検索結果の表示順等の、情報の提供方法が重

要であり、ユーザが求めているコンテシソやユーザにとって有用なコンテシソのリンク

が、検索結果の上位に表示されるように配置して表示する等、ユーザが利用し易いよ

うに提供することが求められる。これを実現するために、ユーザが必要としている情報

のみを高い精度で抽出する必要がある。

０００5 このユーザが必要としている情報の抽出の精度を高めるための手法として、例えば

、コンテスソの更新時刻の情報を用いて新しい情報に限定して検索できるものや、検

索結果をカテゴリ化して表示するもの、検索結果をユーザに最適化するもの等の試



０００6 以上のょぅな、ユーザが必要としている情報を提供する技術に関して、以下の技術

が知られている。

特許文献 1 : 特開 2 ００4 86549号公報

発 明の開示

発 明が解 決 しようとする課題

０００7 しかし、特許文献 記載の技術では、ユーザが、キーワード検索をして検索の結果

表示された Q を見た後、さらに、その Q 内のアンケートで「解決しなかった」を

選択した場合にのみ、「見たいコンテン"ソ」を表示するためのヒント( 質問文例 ) が表示

される。したがって、キーワード検索を開始してから必要とする情報 ( 見たいコンテン

"ソ) が表示されるまでに、ユーザは、キーワード検索を行った後、さらに質問文例を確

認して、その上適切な質問文例を選択しなければならない。このため、ユーザにとっ
て手間が煩雑であるとレづ問題点がある。

０００8 また、ユーザがキーワード検索をした後にアンケートを実施し、そのアンケート結果

に基づいてユーザが「見たいコンテシソ」を決定する。このため、ユーザに対してアン

ケートにょる評価を入力してもらぅ必要があり、同様にユーザにとって手間が煩雑であ

り、評価の入力が省略されてしまぅ可能性があるとレぢ問題点がある。また、アンケート

は、通常は入力する人が少ないことや、アンケートを入力する人に偏りが生じる場合

があること、さらに、例えば評価の意図的な操作や心理的な傾向にょりアンケートの

評価結果そのものに信頼性が低い場合があること等にょり、正確性に欠ける可能，性

があるとレぢ問題点がある。

０００9 本発明はこのょぅな点に鑑みてなされたものであり、ユーザの操作の負担を増加さ

せることなく、ユーザが必要としている情報を提供するコンテン"ソ推奨方法、推奨情

報作成方法、コンテン"ソ推奨プログラム、コンテシソ推奨ザーバおょびコンテシソ提

供システム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

００1０ 開示のコンテシソ推奨方法は、コンピュータが、ユーザに対して提供されるコンテン

ソを検索するために前記ユーザが入力する検索入力情報を取得する検索入力情報

取得ステップと、推奨情報記憶手段に記憶されている前記コンテシソと前記検索入



力情報との細み合わせに対して、前記コンテシソの検索および参照が行われたセッ

ションにおいて検索された前記検索入力情報と前記セッションにおいて参照された

前記コンテシソとに某づいて付与されるボイントと、を関連付けて示す推奨情報を取

得し、前記検索入力情報取得ステップで取得した前記検索入力情報と、前記推奨情

報記憶手段から取得した前記推奨情報の前記検索入力情報と、を比較して前記検

索入力情報が一致する前記推奨情報を前記ボイントに某づいて抽出し、抽出した前

記推奨情報が示す前記コンテシソに接続する推奨コンテシソ情報を作成する推奨コ

ンテシソ情報作成ステップと、前記推奨コンテン"ソ情報作成ステップで作成した前記

推奨コンテシソ情報を前記ュ一ザに対して提供する推奨コンテン"ソ情報提供ステッ

プと、を有する。

００11 開示のコンテシソ推奨方法によれば、検索入力情報取得ステップにより、検索入力

情報が取得される。推奨コンテン"ソ情報作成ステップにより、推奨情報が取得され、

検索入力情報取得ステップで取得した検索入力情報と、推奨情報の検索入力情報

とが比較されて検索入力情報が一致する推奨情報がボイントに某づいて抽出され、

抽出された推奨情報が示すコンテシソに接続する推奨コンテシソ情報が作成される

。推奨コンテンソ情報提供ステップにより、推奨コンテシソ情報作成ステップで作成さ

れた推奨コンテシソ情報がュ一ザに対して提供される。

発明の効果

００12 開示のコンテシソ推奨方法、推奨情報作成方法、コンテシソ推奨プログラム、コンテ

ン"ソ推奨ザーバおよびコンテン"ソ提供システムによれば、ュ一ザが入力した検索入

力情報に某づいてその検索入力情報を入力した他のュ一ザが必要としていた情報

を有するコンテシソを提供することが可能になる。

００13 本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ましい実施

の形態を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろぅ。

図面の簡単な説明

００14 図 本実施の形態の概要を示す図である。

図2 本実施の形態のシステム構成を示す図である。

図3 ウェブザーバのハードウェア構成を示す図である。



図5 推奨テーブルの構成を示す図である。

図6 アクセスログテーブルの構成を示す図である。

図7 コンテン"ソ推奨処理の手順を示すフローチャートである。

図8 コンテン"ソ推奨処理の手順を示すフローチャートである。

図9 推奨情報作成処理の手順を示すフローチャートである。

図1０推奨情報作成処理の手順を示すフローチャートである。

図11 セッション毎の検索ボイントおよび参照ボイントの付与を示す図である。

図12 セッション毎の順番ボイントの付与を示す図である。

図13 各セットの順番ボイントを示す図である。

図14 各セットの目的ボイントを示す図である。

図15 推奨情報の作成を示す図である。

図16 検索ぺ一ジを示す図である。

図17 検索結果表示ぺ一ジを示す図である。

発明を実施するための最良の形態

００15 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。

図 は、本実施の形態の概要を示す図である。図 に示すコンテシソ推奨ザーバ

は、ユーザによって人力された検索入力情報に某づいてユーザに推奨するコンテン

"ソに接続する推奨コンテシソ情報を提供する。コンテシソ推奨ザーバ は、検索入力

情報取得手段 a、推奨コンテシソ情報作成手段 b、推奨コンテン"ソ情報提供手段

c、推奨情報記憶手段 dを有している。また、コンテシソ推奨ザーバ は、コンテン"ソ

推奨プログラムによりコンピュータが、検索入力情報取得手段 a、推奨コンテシソ情

報作成手段 b、推奨コンテシソ情報提供手段 cとして機能することにより実現され、

コンテシソ推奨方法を実行する。

００16 検索入力情報取得手段 aは、ユーザに対して提供されるコンテシソを検索するた

めにユーザが入力する検索入力情報を取得する。ここで、検索入力情報は、例えば

、ユーザが検索のために入力した入力文字列等であり、キーワード等の単語であっ
てもよく、文章であってもよい。また、検索入力情報は、例えば製品コードのよぅに数



字および文字の 以上の連続ならびにこれらの結合を有していてもよい。また、検索

入力情報は、二次元コード等のュ一ザにとって人力可能なその他の情報を一部また

は全部に有していてもよい。

００17 また、提供されるコンテシソは、ウェブ (Web) ぺ一ジであってもよく、テキストファイ

ル、動画ファイル、画像ファイル、音声ファイル、アナログデータ、紙媒体に記録され

た情報等、ュ一ザが利用可能なその他の種類のコンテシソであってもよい。

００18 推奨コンテンソ情報作成手段 b は、推奨情報記憶手段 d に記憶されている推奨

情報を取得し、検索入力情報取得手段 a によって取得された検索入力情報と、推奨

情報記憶手段 dから取得した推奨情報の検索入力情報とを比較して検索入力情報

が一致する推奨情報をボイントに某づいて抽出する。次に、推奨コンテシソ情報作成

手段 b は、抽出した推奨情報が示すコンテシソに接続する推奨コンテシソ情報を作

成する。

００19 推奨コンテン"ソ情報提供手段 c は、推奨コンテシソ情報作成手段 b によって作成

された推奨コンテン"ソ情報をュ一ザに対して提供する。この推奨コンテシソ情報は、

例えば (Un hO m Reso u ce oca o )を含むリンクを有するウェブページを表示さ

せるデータとして通信回線で送信することにより提供することができる。推奨コンテン

ソ情報は、例えばそのコンテシソを表示させるリンクが示された電子メール等、ュ一ザ

がコンテシソに接続可能なその他の情報とすることができる。

００2０ 推奨情報記憶手段 dは、コンテシソと検索入力情報との細み合わせ (セット) に対

して、コンテンソの検索および参照が行われたセッションにおいて検索された検索入

力情報とセッションにおいて参照されたコンテシソとに某づいて付与されるボイントと

、を関連付けて示す推奨情報を記憶する。

００2 1 このよぅなコンテシソ推奨ザーバ によれば、検索入力情報取得手段 a により、検

索入力情報が取得される。推奨コンテンソ情報作成手段 b により、推奨情報が取得

され、検索入力情報取得手段 a によって取得された検索入力情報と、推奨情報の

検索入力情報とが比較されて検索入力情報が一致する推奨情報がボイントに某づ

いて抽出され、抽出された推奨情報が示すコンテシソに接続する推奨コンテシソ情

報が作成される。推奨コンテンソ情報提供手段 c により、推奨コンテシソ情報作成手



段 bで作成された推奨コンテシソ情報がユーザに対して提供される。

００22 このように、コンテシソ推奨ザーバ によれば、ユーザが入力した検索入力情報に

某づいてその検索入力情報を入力した他のユーザが必要としていた情報を有するコ

ンテシソを提供することが可能になる。

００23 以下、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

図2 は、本実施の形態のシステム構成を示す図である。図2 に示すコンテシソ提供

システムは、ユーザの情報処理装置3００ 3００a 3００b に対して、ウェブザーバ ００

がインターネット( n e ne ) 4 ０を介してデータベースザーバ 2００に記，憶されているデ

ータ(例えば、 Q等の情報を提供する情報コンテシソを表示するためのデータ) を

送信することにより、情報を提供するシステムである。

００24 本実施の形態に係るコンテシソ提供システムでは、情報コンテシソを提供するウェ

ブザーバ ００は、インターネット4 ０を介して、情報コンテシソの提供を受けるユーザ

の情報処理装置3００ 3００a 3００b と接続されている。また、ウェブザーバ ００は、

( oca A ea Ne wo k) 5０を介して、情報コンテシソのデータを記，憶しているデー

タベースザーバ 2００と接続されている。

００25 なお、ウェブザーバ ００およびデータベースザーバ 2００は、 5０によって接続

されているが、これに限らず、インターネット、 P (V ua va e Ne wo k) 等のそ

の他の通信回線によって接続してもよい。

００26 ウェブザーバ ００は、ブラウザとして機能するユーザの情報処理装置3００ 3００a

3００b (例えば、情報処理装置3００)からのコンテシソのデータの送信の要求を受け

付け、この要求に応じて、要求されたコンテシソのデータをデータベースザーバ 2００

から読み出し、読み出したデータをそのユーザの情報処理装置3００に送信すること

により、ユーザに対して情報コンテシソを提供する。

００27 また、ウェブザーバ ００は、自己のコンテシソにより提供可能な情報をユーザに検

索させることができる。また、ウェブザーバ ００は、他のユーザによるコンテシソの利

用により取得されたアクセスログに基づいて、ユーザが検索のために入力した入力文

字列等の検索入力情報から推定される、ユーザが必要としている情報が示されてい

る可能，性が高いコンテシソの推奨も行う。



００28 図3 は、ウェブザーバのハードウェア構成を示す図である。図3 に示すウェブザーバ

００は、C P (Cen a ocess ng Un ) ０ によって装置全体が制御されている。C

P ０ には、バス ０7を介してR (Random Access Memo ) ０2 、ハードディス

クドライブ ( : a d D sk D ve) ０3 、グラフィック処理装置 ０4 、入カインタフェ

ース ０5および通信インタフェース ０6が接続されている。

００29 R ０2 には、C P ０ に実行させるO S (Ope a ng s em) のプログラムやア

プリケーシゴノプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、 ０2 に

は、C P ０ による処理に必要な各種データが格納される。 ０3 には、 Sや

アプリケーションプログラムが格納される。

００3０ グラフィック処理装置 ０4 には、モニタ が接続されている。グラフィック処理装置

０4 は、C P ０ からの命令に従って、画像をモニタ の画面に表示させる。入カイ

ンタフェース ０5には、キーボード 2とマウス 3とが接続されている。入カインタフェ

ース ０5は、キーボード 2やマウス 3から送られてくる信号を、バス ０7を介して P

０ に送信する。

００3 1 通信インタフェース ０6 は、インターネット4 ０や 5０等のネットワークに接続され

ている。通信インタフェース ０6は、これらのネットワークを介して、他のコンピュータと

の間でデータの送受信を行う。

００32 なお、データベースザーバ 2００、情報処理装置3００ 3００a 3００bも、ウェブザー

バ ００と同様のハードウェア構成によって実現される。

以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現すること

ができる。

００33 次に、コンテンツ提供システムの構成について説明する。

本実施の形態のコンテンソ提供システム ０は、通信によりユーザの要求に応じて

ユーザが必要とする情報を有するウェブページのコンテンツを提供するシステムであ

る。コンテンツ提供システム ０は、ウェブザーバ ００およびデータベースザーバ 2００

を有する。

００34 ウェブザーバ ００は、ユーザによるコンテンソ提供システム ０で提供されるコンテン



"ソの検索要求に某づいてユーザが必要とする情報を有する可能性が高いコンテン"ソ

を推奨する処理を実行するコンピュータである。ウェブザーバ ００は、検索入力情報

取得部 、推奨コンテスソ情報作成部 2、推奨コンテシソ情報提供部 3、検

索要求受付部 2 、参照要求受付部 22、コンテシソ情報提供部 23、検索部 3

、推奨情報記憶部 5 を有する。コンテシソ推奨方法を実現するウェブザーバ ００

のこれらの機能は、コンピュータがコンテシソ推奨プログラムを実行することにより実

現される。

００35 また、ウェブザーバ ００は、インターネット4０および 5０が接続されている。ウェ

ブザーバ ００は、インターネット4０によりユーザが使用する図2において前述した情

報処理装置3００ 3００a 3００b (例えば、情報処理装置3００) と接続可能である。ま

た、ウェブザーバ ００は、 5０によりデータベースザーバ 2００と接続されている。

００36 検索入力情報取得部 は、検索要求受付部 2 において受け付けられた検索

要求からユーザに対して提供されるコンテシソを検索するためにユーザが入力する

検索入力情報を取得する。ここで、検索入力情報は、例えば、ユーザが検索のため

に入力した入力文字列等であり、キーワード等の単語であってもよく、文章であっても

よい。また、検索入力情報は、例えば製品コードのよぅに数字および文字の 以上の

連続ならびにこれらの結合を有していてもよい。また、検索入力情報は、二次元コー

ド等のユーザにとって人力可能なその他の情報を一部または全部に有していてもよ

００37 また、コンテシソ提供システム ０により提供されるコンテシソはウェブページである

が、これに限らず、テキストファイル、動画ファイル、画像ファイル、音声ファイル、アナ

ログデータ、紙媒体に記録された情報等、ユーザが利用可能なその他の種類のコン

００38 推奨コンテン"ソ情報作成部 2は、推奨情報記憶部 5 に記憶されている推奨情

報を取得する。次に、推奨コンテン"ソ情報作成部 2は、検索入力情報取得部

によって取得された検索入力情報と、推奨情報記憶部 5 から取得した推奨情報の

検索入力情報とを比較して検索入力情報が一致する推奨情報をポイントに墓づいて

抽出する。次に、推奨コンテシソ情報作成部 2は、抽出した推奨情報が示すコン



テシソに接続する推奨コンテシソ情報をュ一ザに対してコンテン"ソの細み合わせ (セ

ット) の出現頻度が高い順に整列して表示されるよぅに作成する。

００39 推奨コンテン"ソ情報提供部 3は、検索部 3 による検索結果を示す検索結果情

報と共に、推奨コンテシソ情報作成部 2によって作成された推奨コンテシソ情報を

、ュ一ザに対して提供する。この推奨コンテシソ情報および検索結果情報は、

を含むリンクを有するウェブページである検索結果表示ぺ一ジ (図 7において後述 )

を表示させるデータとしてインターネット4０を介してュ一ザが使用する情報処理装置

3００に送信することによりュ一ザに対して提供される。推奨コンテシソ情報および検

索結果情報は、例えばそのコンテシソを表示させるリンクが示された電子メール等、

ュ一ザがコンテシソに接続可能なその他の情報としてもよい。

００4０ 検索要求受付部 2 は、ュ一ザが使用する情報処理装置3００からインターネット4

0を介して送信されたュ一ザによって人力された検索入力情報によるコンテシソに対

する検索結果を要求する検索要求を受け付ける。

００4 1 参照要求受付部 22は、ュ一ザが使用する情報処理装置3００からインターネット4

0を介して送信されたュ一ザがコンテシソの提供を要求する参照要求を受け付ける。

推奨情報記憶部 5 は、コンテシソと検索入力情報との細み合わせに対して、コン

テシソの検索および参照が行われたセッションにおいて検索された検索入力情報と

セッションにおいて参照されたコンテシソとに某づいて付与されるボイントと、を関連

付けて示す推奨情報 (図5において後述 )を記憶する。推奨情報は、アクセスログ情

報記憶部252 に記憶されているアクセスログ情報 (図6において後述 ) に某づいて作

成される。

００42 コンテンソ情報提供部 23は、参照要求受付部 22によって受け付けられた参照

要求に応じて、データベースザーバ 2００が有する要求されたコンテシソのデータを、

インターネット4０を介して情報処理装置3００に送信することによりュ一ザに提供する

。なお、これに限らず、コンテシソのデータは、データベースザーバ 2００から直接ュ
一ザに対して提供してもよい。また、コンテシソのデータは、ウェブザーバ ００が有し

てもよい。

００43 検索部 3 は、検索要求受付部 2 によって受け付けられたュ一ザによる検索要



求の検索入力情報について検索を実行する。検索部 3 による検索結果を示す検

索結果情報は、図 7において後述する検索コンテシソ一覧表示領城に示すよぅに、

推奨コンテシソ情報提供部 3により、推奨コンテシソ情報と共にユーザに提供され

る。

００44 データベースザーバ2００は、ウェブザーバ ００で受け付けられたコンテシソの検索

要求および提供されるコンテシソの参照要求に某づいて推奨情報を作成する処理を

実行するコンピュータである。データベースザーバ2００は、アクセスログ情報作成部2

4 、推奨情報作成部242 、アクセスログ情報記憶部252 、コンテシソ情報記憶部26

0を有する。推奨情報作成方法は、コンピュータがプログラムによってデータベースザ

ーバ 2００として機能することにより実現される。

００45 アクセスログ情報作成部24 は、検索要求において検索が要求された検索入力情

報と、参照要求において提供が要求されたコンテン"ソとを取得する。次に、アクセスロ

グ情報作成部24 は、取得した検索入力情報とコンテン"ソとをセッション毎に示すア

クセスログ情報を作成する。次に、アクセスログ情報作成部24 は、作成したアクセス

ログ情報をアクセスログ情報記憶部252 に記憶させる。

００46 推奨情報作成部242 は、アクセスログ情報記憶部252 に記憶されているアクセスロ

グ情報を取得する。次に、推奨情報作成部242 は、取得したアクセスログ情報に示さ

れたセッション内における検索入力情報が検索された順番に応じて検索入力情報に

検索ボイントを付与する。次に、推奨情報作成部242 は、セッションにおけるコンテン

ソが参照された順番に応じてコンテシソに参照ボイントを付与する。次に、推奨情報

作成部242 は、細み合わせの検索入力情報に付与した検索ボイントと細み合わせの

コンテシソに付与した参照ボイントとに某づいて順番ボイントを付与する。

００47 また、推奨情報作成部242 は、取得したアクセスログ情報に示されたセッションにお

いて最初に検索された検索入力情報とセッションにおいて最後に参照されたコンテ

ンソとの細み合わせを抽出する。次に、推奨情報作成部242 は、抽出した細み合わ

せに対して細み合わせの出現頻度に応じた目的ボイントを付与する。

００48 次に、推奨情報作成部242 は、各組み合わせに付与された順番ボイントおよび目

的ボイントをそれぞれの細み合わせについて合計する。次に、推奨情報作成部242



は、細み合わせの検索入力情報とコンテンソと細み合わせについて合計されたボイ

ントとを関連付けて示す推奨情報を作成する。次に、推奨情報作成部242 は、作成

した推奨情報を推奨情報記憶部 5 に記憶させる。

００49 推奨情報作成部242 は、アクセスログ情報記憶部252 に記憶されているアクセスロ

グ情報を取得する。次に、推奨情報作成部242 は、取得したアクセスログ情報に示さ

れたセッション内における検索入力情報が検索された順番に応じて検索入力情報に

検索ボイントを付与する。次に、推奨情報作成部242 は、セッションにおけるコンテン

"ソが参照された順番に応じてコンテン"ソに参照ボイントを付与する。次に、推奨情報

作成部242 は、細み合わせの検索入力情報に付与した検索ボイントと細み合わせの

コンテン"ソに付与した参照ボイントとに某づいて順番ボイントを付与する。次に、推奨

情報作成部242 は、細み合わせの検索入力情報とコンテン"ソと細み合わせに付与さ

れた順番ボイントを含むボイントを示す推奨情報を作成する。次に、推奨情報作成部

242 は、作成した推奨情報を推奨情報記憶部 5 に記憶させる。

００5０ アクセスログ情報記憶部252 は、検索要求受付部 2 で受け付けられたユーザか
らの検索要求の検索入力情報と参照要求受付部 22で受け付けられたユーザから

の参照要求のコンテン"ソとをセッション毎に示すアクセスログ情報を記憶する。

００5 1 コンテン"ソ情報記憶部26０は、コンテン"ソ提供システム ０によって必要な情報を探

しているユーザに対して提供されるコンテン"ソのデータを記憶する。コンテン"ソ提供

システム ０では、例えば、コンテン"ソ提供システム ０を管理するメ一ヵの製品のアフ

ターザービスに関する Q等を提供することができる。

００5 2 なお、本実施の形態のコンテン"ソ提供システム ０では、推奨情報によりユーザに対

してコンテン"ソを推奨するコンテン"ソ推奨機能をウェブザーバ ００が有し、取得した

アクセスログ情報に某づいて推奨情報を作成する推奨情報作成機能をデータベー

スザーバ 2００が有するが、これに限らず、コンテン"ソ推奨機能および推奨情報作成

機能を同一のコンピュータが有してもよい。また、ウェブザーバ ００は、ウェブアプリ

によって本実施の形態のコンテン"ソ提供システム ０が有する任意の機能を、ユーザ

が使用する情報処理装置3００に実現させてもよい。

００5 3 また、本実施の形態では、コンテン"ソ提供システム ０が有する機能をユーザが使



用する情報処理装置3００に対してインターネット4 ０を介して提供するが、これに限ら

ず、一部の機能をユーザに対してオフラインで利用可能に提供してもよい。例えば、

ユーザの必要とする情報を有するコンテシソをへルプファイルとしてオフラインで提供

し、例えばデータベースザーバ 2００がそのへルプファイルの使用ログを収集して推

奨情報を作成し、推奨情報を情報処理装置3００に対して、ヘルプファイルの検索時

において利用できるよぅに配信してもよい。

００5 4 次に、本実施の形態において用いられるテーブルについて説明する。

図5 は、推奨テーブルの構成を示す図である。図5 に示す推奨テーブル 5 a は、

推奨情報記憶部 5 に記憶されており、ウェブザーバ ００によって作成および管理

されている。推奨テーブル 5 a は、必要な情報を有するコンテシソを検索するため

に入力した検索入力情報に基づいてユーザにコンテシソを推奨する推奨情報を記

憶するテーブルである。

００5 5 推奨テーブル 5 a には、項 目として 検索入力情報 、 対象コンテシソ 、 ボイン

ドが設けられている。推奨テーブル 5 a において、各項 目の横方向に並べられた

情報同上が推奨情報として互いに関連付けられている。

００5 6 検索入力情報は、ユーザが必要な情報を有するコンテシソを検索するために入力

する情報であり、例えば、必要とする事項に強く関連するキーワード等の文字列であ

る。

具体的には、例えば、ウェブザーバ ００が、パーソナルコンピュータ (Pe sona Com

p e )メ一力の製品のアフターザービスに関する Qのコンテシソを提供する場合

であって、所有するパーソナルコンピュータのキーボードが故障したユーザであれば

、この場合の検索入力情報の一例としてほ キーボードが操作できない と う文章が

挙げられる。なお、検索入力情報は、文章に限らず、単語、製品コード、二次元コー

ドまたはその他の情報であってもよく、これらの組み合わせであってもよい。さらに、ウ

ェブザーバ ００は、一度に複数個の検索入力情報の入力を受け付けてもよい。

、００5 7 対象コンテンソは、ウェブザーバ ００により提供されるコンテシソのぅち、ウェブザー

バ ００によるユーザへの推奨の対象であるコンテスソを示す。各対象コンテン"ソは、

例えば、ウェブザーバ ００によって提供される対象コンテン"ソの名称である。



００58 ボイントは、検索入力情報と対象コンテシソとの組み合わせ (以後、「セット」とする)

に対して付与されるポイントである。このポイントは、ウェブザーバ ００によりユーザに

対して推奨するコンテシソを決定するために用いられる。このポイントにより、各コンテ

ンツについて検索入力情報を入力したユーザが必要とする情報を提供すると推測さ

れる度合いが示される。

００59 なお、本実施の形態でほ、ウェブザーバ ００によりユーザに対して、ユーザが必要

とする情報が示されている可能性がある対象コンテスソおよび対象でないコンテンツ

(例えば、図6において後述する「任意の画面」等)の両方が提供されるが、これに限
、らず、ウェブザーバ ００によって提供されるすべてのコンテシソを対象コンテンソとし

てもよい。また、ウェブザーバ ００が、ユーザに対する対象コンテシソの推奨を行い、

データベースザーバがユーザに対する対象コンテシソの提供および推奨の分析を行

うが、これに限らず、これらのすべての機能を同一のザーバが有してもよく、複数のザ

ーバに対して典なるように分担させてもよい。

００6０ 図6は、アクセスログテーブルの構成を示す図である。図6に示すアクセスログテー

ブル252a は、アクセスログ情報記憶部252 に記憶されており、データベースザーバ2

００によって作成および管理されている。アクセスログ情報は、ウェブザーバ ００が提

供するコンテシソを利用するユーザによりウェブザーバ ００に対する要求に基づいて

処理が実行されたときに作成され、記，憶される。アクセスログテーブル252a は、ユー

ザが必要な情報を得るために行ったコンテシソの検索、検索結果等に基づくコンテン

"ソの閲覧等の、ユーザの動作を示すアクセスログ情報を記憶するテーブルである。

００6 1 アクセスログテーブル252a には、項 目として セッション 、時刻 、ユーザの動

作 、検索入力情報 、対象コンテシゾが設けられている。アクセスログテーブル2

52a において、各項 目の横方向に並べられた情報同上がアクセスログ情報として互

いに関連付けられている。

００62 セッション(session) は、ユーザによるウェブザーバ ００へのアクセス時に、アクセ

スしているユーザの情報処理装置3００ 3００a 3００b (図2において前述 ) (例えば、

情報処理装置3００)を特定するために剖り当てた符号である。ウェブザーバ ００は、

このセッション を用いてユーザおよびセッションを特定し、各ユーザの同一のセッ



ション毎に動作を分析することにより推奨情報 (図5において前述 )を作成する。

００63 時刻は、ユーザの動作が行われた時刻を示す。この時刻により、同一セッション内

におけるユーザの各動作の順序を特定することができる。

ユーザの動作は、ウェブザーバ ００にアクセスしたユーザによって行われた動作の

内容を示す。ユーザの動作は、セッションが確立している情報処理装置3００から送

信されたユーザによるウェブザーバ ００に対する要求に基づいて取得する。ユーザ

の動作には、例えば、検索入力情報として人力文字列を入力して検索を行ったことを

示ず検索しだ、対象コンテシソ以外のコンテン"ソを表示させたことを示ず任意の

画面を参照した 、対象コンテン"ソであるQ 事例を表示させたことを示す Q

事例を参照した 等がある。ここで、任意の画面とは、対象コンテシソ以外の画面であ

り、具体的には、ヘルプ画面、広告画面、その他の推奨する情報以外の情報を提供

する画面である。

００64 検索入力情報は、ユーザが検索を行った場合に入力された検索入力情報であり、

例えば、文字列等の情報である。対象コンテシソは、ユーザが表示させたコンテンソ

のうちウェブザーバ ００による推奨の対象としているコンテシソである。ウェブザーバ

００は、検索入力情報および対象コンテシソならびにその他のアクセスログ情報が

示す情報に対する分析を了 、刊 、分析結果に基づいてユーザに対して対象コンテンソ

の推奨を行う。

００65 ウェブザーバ ００は、ユーザが情報処理装置3００によりアクセスしてセッションが確

立すると、セッション を割り当てる。また、ウェブザーバ ００は、セッションが確立し

ている情報処理装置3００から送信されたユーザの要求を受信する都度、アクセスロ

グテーブル252aの各行に示すアクセスログ情報を作成する。

００66 次に、本実施の形態における処理の手順について説明する。

図7および図8は、コンテンソ推奨処理の手順を示すフローチヤートである。図7お

よび図8に示すコンテシソ推奨処理は、本実施の形態のウェブザーバ ００(図2にお

いて前述 )およびデータベースザーバ2００(図2において前述 )によって実行される

処理である。コンテシソ推奨処理は、ユーザによる検索要求および表示させるコンテ

ンソの参照要求を受け付け、受け付けた要求に応じた処理を実行すると共に、推奨



する対象コンテシソを提示し、さらに受け付けた要求に応じてアクセスログ情報 (図6

において前述 )を作成する処理である。コンテシソ推奨処理は、ウェブザーバ ００と

の間でセッションが確立している図2において前述したュ一ザが使用する情報処理

装置3００ 3００a 3００b (例えば、情報処理装置3００)から 5０(図2において前

述 )を介して送信されたウェブザーバ ００で提供されるコンテシソ内の検索の要求を

ウェブザーバ ００が有する検索要求受付部 2 (図4において前述 )が受け付けると

、これに某づいてウェブサーバ ００において実行が開始される。このとき、情報処理

装置3００から送信された検索要求と共に、ュ一ザによる検索入力情報も送信される

ものとする。また、このときのュ一ザによる検索要求は、データベースザーバ2００が有

するアクセスログ情報作成部24 (図4 において前述 ) に送信されるものとする。

００67 ステップ 検索入力情報取得部 (図4において前述 ) は、検索要求受付部

2 によって検索要求と共に受け付けられたュ一ザが入力した検索入力情報を取得

する。

００68 ステップS 2 推奨コンテシソ情報作成部 2 (図4 において前述 ) は、推奨情報

記憶部 5 (図4 において前述 ) に記憶されている推奨情報 (図5において前述 )を取

得する。

００69 ステップS 3 推奨コンテシソ情報作成部 2は、ステップS 2で取得した推奨情

報を参照して、推奨情報の検索入力情報と、ステップ で取得したュ一ザによって

人力された検索入力情報とを比較し、入力された検索入力情報と一致する検索入力

情報を有する推奨情報があるか否かについて判定する。一致する検索入力情報を

有する推奨情報があれば、処理はステッ 4 に進められる。一方、一致する検索

入力情報を有する推奨情報がなければ、処理はステップS 7に進められる。

００7０ ここで、検索入力情報の一致には、完全一致の他、例えば、ュ一ザによって人力さ

れた検索入力情報に、推奨情報の検索入力情報が含まれている場合、またはその

逆等、部分一致を含めてもよい。また、その他の検索某準により該当するか否かを判

定してもよい。

００71 ステップS 4 推奨コンデスツ情報作成部 2は、ステップS 3における比較の結

果、検索入力情報がュ一ザによって人力された検索入力情報と一致した推奨情報



の件数を力ウントする。

００72 ステップS 5 推奨コンテンソ情報作成部 2は、ステップS 4における力ウントの

結果、検索入力情報が一致した件数が 以上であるか否かについて判定する。一致

した件数が 以上であれば、処理はステップS 6に進められる。一方、一致した件数

が0であれば、処理はステップS 7に進められる。

００73 ステップS 6 推奨コンテン"ソ情報提供部 3 (図4において前述 )は、ステッ

3の比較により得られた推奨コンデスツ情報作成部 2によって検索入力情報が一

致している推奨コンテン"ソ情報を、検索部 3 (図4において前述 )によるユーザによ

って人力された検索入力情報に基づくコンテン"ソの通常の検索結果と共に情報処理

装置3００に提供する。これらに基づいて、ユーザが使用する情報処理装置3００では

、検索結果表示ぺ一ジ (図 7において後述 )が表示される。その後、処理はステップ

S2 (図8) に進められる。

００74 ステップS 7 推奨コンテン"ソ情報提供部 3は、検索部 3 によるユーザによっ

て人力された検索入力情報に基づくコンテン"ソの通常の検索結果を情報処理装置3

００に提供する。この通常の検索結果に基づいて、ユーザが使用する情報処理装置

3００では、検索結果表示ぺ一ジ (図示省略)が表示される。その後、処理はステップ

S2 に進められる。

００75 ステップS2 参照要求受付部 22 (図4において前述 )は、インターネット4０(図2

において前述 )を介してユーザが使用する情報処理装置3００から送信されたコンテ

ンソの参照要求を受け付ける。このときユーザによる参照要求は、データベースザー

バ2００が有するアクセスログ情報作成部24 に送信されるものとする。

００76 ステップS22 コンテンツ情報提供部 23 (図4において前述 )は、ユーザに対して

参照要求が行われたコンテン"ソを提供する。具体的には、コンテン"ソ情報提供部 2

3は、 5０で接続されたデータベースザーバ2００が有するコンテン"ソ情報記憶部

26０(図4において前述 )に記憶されている、ユーザによる参照要求に基づくコンテン
、ソのコンテ 、ンソ情報を、インターネット4０を介してユーザが使用する情報処理装置3０

0に送信する。

００77 ステップS23 アクセスログ情報作成部24 は、コンテンソ推奨処理の開始時に検



索要求受付部 2 により受け付けられたユーザによる検索要求およびステップS2

で参照要求受付部 22により受け付けられたユーザによるコンテシソの参照要求に

某づいて、これらの動作を示すアクセスログ情報をアクセスログ情報記憶部252に記

憶させる。その後、処理は終了する。

００78 図9および図 ０は、推奨情報作成処理の手順を示すフローチヤートである。図9お

よび図 ０に示す推奨情報作成処理は、本実施の形態のデータベースザーバ2００に

よって実行される処理である。推奨情報作成処理は、図7および図8において前述し

たコンテシソ推奨処理で作成されたアクセスログ情報 (図6において前述 )を分析して

、推奨情報 (図5において前述 )を作成する処理である。推奨情報作成処理は、例え

ば、一定期間毎や、コンテシソの更新があった場合等、予め設定された契機でデー

タベースザーバ2００により実行が開始される。

００79 ステップS3 推奨情報作成部242 (図4において前述 )は、アクセスログ情報記

憶部252 (図4において前述 )に記憶されているアクセスログ情報を取得する。

ステップ532 推奨情報作成部242は、アクセスログ情報が作成されているセッシ

ョンのうち、検索要求を含み、かつ、セッションの最後に対象コンテンソが参照されて

いるアクセスログ情報を抽出する。

００8０ ステップS33 推奨情報作成部242は、抽出されたアクセスログ情報におけるセッ

ション毎に、各セッションで入力された検索入力情報に検索ボイントを付与する。検

索ボイントの付与については、詳しくは図 において後述する。

００8 1 ステップS34 推奨情報作成部242は、抽出されたアクセスログ情報におけるセッ

ション毎に、各セッションで参照された対象コンテンソに参照ボイントを付与する。参

照ボイントの付与については、詳しくは図 において後述する。

００82 ステップS35 推奨情報作成部242は、抽出されたアクセスログ情報におけるセッ

ション毎に、各セッションにおけるセットに対する検索ボイントおよび参照ボイントを合

計し、合計したボイントを表示ぺ一ジ数で剖って各セッションにおけるセットに対する

順番ボイントを算出する。順番ボイントの算出については、詳しくは図 2において後

述する。

００83 ステップS36 推奨情報作成部242は、抽出されたアクセスログ情報における各セ



ツションにおけるセットに対して算出された順番ボイントを合計する。各セットの順番ボ

イントの合計については、詳しくは図 3において後述する。その後、処理はステップ

S4 (図 ０) に進められる。

００84 ステップS4 推奨情報作成部242 は、ステップS32 (図9)で抽出されたアクセス

ログ情報における各セッションにおいてユーザにより最初に入力された検索入力情

報と、最後に参照された対象コンテシソをセットとして選択する。セットの選択につい

ては、詳しくほ図 4において後述する。

００85 ステップS4 2 推奨情報作成部242 は、ステップS4 で各セッションにおいて選択

した各セットに対して、出現頻度に応じた目的ボイントを付与する。日的ボイントの付

与については、詳しくは図 4 において後述する。

００86 ステップS4 3 推奨情報作成部242 は、ステップS36 (図9)で合計した各セットの

順番ボイントおよびステップS42 で付与した各セットの日的ボイントを合計し、合計結

果をそれぞれのセットのポイントとして設定する。このセットのポイントの設定について

は、詳しくは図 5において後述する。

００87 ステップS44 推奨情報作成部242 は、ステッ S43で設定した各セットのポイント

に基づいて、各セットを降順に整列する。このセットの整列については、詳しくは図 5

において後述する。

００88 ステップS4 5 推奨情報作成部242 は、ステッ S44の各セットの整列結果に基づ

いて推奨情報 (図5において前述 )を作成する。この推奨情報の作成については、詳

しくは図 5において後述する。

００89 ステップS4 6 推奨情報作成部242 は、ステップS45 で作成した推奨情報を、ウェ

ブザーバ ００が有する推奨情報記憶部 5 (図4 において前述 ) に記憶させる。その

後、処理は終了する。

００9０ 次に、本実施の形態のコンテシソ提供システムに設けられているデータベースにお

ける、推奨情報の作成時の動作について説明する。

図 は、セッション毎の検索ボイントおよび参照ボイントの付与を示す図である。図

9から図 ０において前述したように、推奨情報作成 図4において前述 ) ほ、

推奨情報 (図5において前述 )を作成するために、まず、アクセスログ情報 (図6にお



いて前述 )を取得する。次に、推奨情報作成部242は、取得したアクセスログ情報か

ら、ユーザによって本コンテシソ提供システム ０(図4において前述 )で提供されるコ

ンテシソについての検索要求が行われ、かつ、セッションの最後に対象コンテシソが

参照されたセッションのみを、図 に示すセッション のアクセスログ242aのように抽

出する。

００9 1 ここで、例えば、ユーザが対象コンテシソを参照した後に、さらにユーザが検索を行

って終了しているセッションがあった場合、このユーザはこのセッションにおいて必要

な情報にたどり若いていなかった可能性が高いと考えられる。したがって、本実施の

形態では、このようなセッションのログを除外するために、アクセスログが抽出されるセ

ッションは、セッションの最後に対象コンテシソが参照されているものに限定するとよ

い０

００92 推奨情報作成部242は、次に、図 のセッション の検索ボイント242bに示すよう

に、セッション のアクセスログ情報に基づく検索ボイントを設定する。具体的には、推

奨情報作成部242は、抽出したアクセスログ242aから、検索要求トユーザの動ィや

に 検索しだが設定されている に対するログに記録されている検索入力情報を

抽出する。そして、抽出した検索入力情報を、時刻 に基づいて検索要求がされた

順番に並べる。そして、推奨情報作成部242は、順番に並べられた各検索入力情報

に対して、

検索ボイント二検索された順番十検索回数

によって算出される検索ボイントを設定する。

００93 例えば、セッション の 入力文字列ドについては、セッション の検索要求のログ

のうち、時刻が最も早いので順番は ドとなり、セッション の検索要求がされた回数

は2回であるので検索回数は 2 となる。これにより、入力文字列 に付与される検索

ボイントは、 2二０・5となる。すなわち、順番が後に検索された検索入力情報に、

大きな検索ボイントが付与される。これは、順番が後に検索された検索入力情報の方

が、ユーザが必要としている情報に近づいている可能性が高いため重要であるとレづ

ボリシーによるものである。

００94 同様にして、推奨情報作成部242は、次に、図 のセッション の参照ボイント242



cに示すように、セッション のアクセスログ情報に基づく参照ボイントを設定する。具

体的には、推奨情報作成部242は、抽出したアクセスログ242aから、対象コンテン"ソ

(例えば、Q 事例 )の参照トユーザの動作 に Q 事例を参照しだが設定さ

れている )に対するログに記録されている対象コンテシソを抽出し、抽出した対象コ

ンテシソに、時刻 に基づいて検索要求がされた順番に並べる。そして、推奨情報

作成部242は、順番に並べられた各対象コンテシソに対して、

参照ボイント二参照された順番十参照数

によって算出される参照ボイントを設定する。

００95 例えば、セッション の Q 事例2 については、セッション の参照の要求のログ

のうち、時刻が2番 目に早いので順番は 2 となり、セッション の参照の要求がされ

た数は2個であるので検索数は 2 となる。これにより、Q 事例2に付与される検

索ボイントは、 二 となる。すなわち、検索ボイントと同様に、順番が後に検索さ

れた対象コンテシソに、大きな参照ボイントが付与される。これは、ユーザが必要とし

ている情報を有するコンテシソを参照した場合、ユーザはそれでコンテシソの参照を

終了して次のコンテシソを参照しないと考えられることから、順番が先に参照されたコ

ンテシソは、ユーザが必要としていた情報ではないと考えられる。これにより、順番が

後に参照された対象コンテシソの方がユーザが必要としている情報を有している可

能性が高いため重要であるというボリシーによるものである。

００96 図 2は、セッション毎の順番ボイントの付与を示す図である。推奨情報作成部242

(図4において前述 )は、次に、図 2のセッション の順番ボイント242dに示すように

、セッション のアクセスログ情報に基づく順番ボイントを設定する。具体的には、推奨

情報作成部242は、図 において前述したように、セッション のアクセスログ情報に

某づいて検索入力情報に付与した検索ボイントおよび対象コンテンソに付与した参

照ボイントから、セッション に含まれている検索入力情報と対象コンテシソとの組み

合わせ (セット)のそれぞれに対して、

各セッションにおけるセットの順番ボイント二 (検索ボイント十参照ボイント)十表示

ぺ一ジ数

によって算出される順番ボイントを設定する。具体的には、推奨情報作成部242は



、そのセノトの検索入力清報に付与された検索ボイントと、そのセノトの対象コンテン

"ソに付与された参昭ボイントとの和を、セノンョン て表示されたぺ一ン数を示す 表

示ぺ一ン数 て剖った結果を、そのセノトの順番ボイントとして投定する。ここて、表示

ぺ一ン数は、そのセノンョン(例えは、セノンョン )のアクセスロク情報に示されてい

る検索要大と、対象コンテンツおよひその他の任首のコンテンツの参昭要大との和と

００97 例えは、セノンョン の 入力文字列 ビQ 事例 とのセノトについては、セノ

ンョン における入力文字列 に付与された検索ボイントは、０・5 てある。また、セノ

ンョン におけるQ 事例 に付与された参昭ボイントは、０・5 てある。したかって

、これらのボイントの和てあるボイント合計は ドとなり、これを表示ぺ一ン数 5 て剖

って得られた ０・2 か、入力文字列 とQ 事例 とのセノトに付与される順番ボイ

００98 図 3は、各セノトの順番ボイントを示す図てある。推奨清報作成部242 (図4におい

て前述 )は、吹に、図 3のすへてのセノンョンの順番ボイント242eに示すように、図

2において前述したセノンョン の順番ボイントと同様にして算出した各セノンョンの順

番ボイントをセノト毎に合計する。この順番ボイントのセノト毎の合計の結果を、図 3

の各セノトの順番ボイント242fに示す。

００99 図 4は、各セノトの目的ボイントを示す図てある。推奨清報作成部242 (図4におい

て前述 )は、吹に、図 4のすへてのセノンョンの目的ボイント242 に示すように、各

セノンョンて付与された目的ボイントをセノト毎に合計する。目的ボイントは、各セノン

ョンにおける最初の検索要大の検索入力清報と、最後の参昭要大の対象コンテンツ

とのセノトに対して付与されるボイントてある。これは、ユーザによって最後に参昭され

た対象コンテシソは、そのユーザか必要としていた清報を有していた可能，性か高いと

考えられ、さらに早い段階てユーザか必要としている清報に到達させるために、ユー

ザか必要としていた清報とユーザか最初に入力した検索入力清報とのセノトを重視

するとレづボリン一に某つくものてある。この目的ボイントのセノト毎の合計の結果を、

図 4の各セノトの目的ボイント242 に示す。

０1００ ここて、図 において前述したか、本実施の形態ては、アクセスロクか抽出される



セッションは、セッションの最後に対象コンテシソが参照されているものに限定すると

よい。

０1０1 図 5は、推奨情報の作成を示す図である。推奨情報作成部242 (図4において前

述 )は、次に、図 5の各セットの順番ボイントおよび 目的ボイントの結合242 に示す

ように、各セットに付与された順番ボイント(図 から図 3において前述 )および 目的

ボイント(図 4において前述 )を結合する。次に、推奨情報作成部242は、この結合

結果に某づいて、各セットについてこれらのポイントを合計し、さらに合計結果に墓づ

いて各セットをボイントについて降順で整列する。次に、推奨情報作成部242は、こ

のようにして得られた各セットおよび各セットに対するボイントを、図5においても前述

したが、図 5に示す推奨テーブル 5 aのように、推奨情報として推奨情報記憶部

5 (図4において前述 )に記憶させる。

０1０2 次に、本実施の形態で表示される表示画面について説明する。

図 6は、検索ぺ一ジを示す図である。図 6に示す検索ぺ一ジ3 ０は、ユーザが

使用する情報処理装置3００(図2において前述 )に接続されているモニタ(図示省略

)上のブラウザにより表示されるウェブページであり、ユーザが必要とする情報にアク

セスするためにコンテシソ提供システム ０(図4において前述 )により提供される対象

コンテシソについて検索する検索入力情報を入力する検索ぺ一ジの一例である。

０1０3 検索ぺ一ジ3 ０は、コンテシソ提供システム ０で提供されている対象コンテシソの

必要な情報にアクセスしようとしているユーザが、検索文字列等の検索入力情報を入

力して検索を行うぺ一ジであり、検索入力情報人力欄3 、検索実行ボタン3 2、既

定コンテシソ一覧表示領域3 3を有する。また、既定コンテシソ一覧表示領城3 3は

、既定コンテンソ接続情報表示領城3 3aを有する。

０1０4 検索入力情報人力欄3 は、対象コンテシソについて検索入力文字列による検索

を行おうとするユーザが検索入力情報を入力する入力欄である。検索実行ボタン3

2は、対象コンテシソについて検索入力文字列による検索を行おうとするユーザが検

索入力情報を入力した後に操作するボタンである。ユーザは、検索入力情報人力欄

3 に検索入力情報を入力した後に検索実行ボ久ノ3 2を操作すると、検索部 3

(図4において前述 )により、ユーザが必要とする情報にアクセスするために対象コン



テシソについて検索することができる。また、ここで入力された検索入力情報に某づ

いて、図7および図8に示すコンテシソ推奨処理によって、図 7において後述する検

索結果表示ぺ一ジに示すようにユーザに対してコンテシソ提供システム ０における

コンテシソの推奨が行われる。

０1０5 既定コンテンソ一覧表示領城3 3には、コンテシソ提供システム ０の管理者により

重要であり利用頻度が高いと思われるコンテシソ、またはユーザによるアクセス数の

取得結果等に某づいて重要と思われるコンテスソに接続するリンクが既定コンテンツ

接続情報表示領城3 3aに表示されている。これによりユーザに対して検索を行うこと

なく直観的に必要としている情報にアクセスする手段が提供されている。なお、既定

コンテシソ接続情報表示領域3 3aで接続されるコンテシソは、ユーザが必要とする

情報を有するコンテシソであってもよく、デイレクトリ構造として複数段階によるユーザ

の選択により必要とする情報にアクセス可能にしてもよい。

０1０6 図 7は、検索結果表示ぺ一ジを示す図である。図 7に示す検索結果表示ぺ一ジ

32０は、ユーザが使用する情報処理装置3００(図2において前述 )に接続されている

モニタ(図示省略)上のブラウザにより表示されるウェブページであり、ユーザが検索

ぺ一ジ3 ０(図 6において前述 )で入力した検索入力情報で、コンテシソ提供システ

ム ０(図4において前述 )により提供される対象コンテシソの検索部 3 (図4におい

て前述 )による検索結果が表示される検索結果表示ぺ一ジの一例である。

０1０7 検索結果表示ぺ一ジ32０は、ユーザによって人力された検索文字列等の検索入

力情報による対象コンテシソの検索結果を表示するぺ一ジであり、検索入力情報人

力欄32 、検索実行ボタン322、推奨コンテン"ソ一覧表示領城323、検索コンテン"ソ

一覧表示領城324を有する。また、推奨コンテシソ一覧表示領城323は、推奨コンテ

ン"ソ接続情報表示領城323aを有する。また、検索コンテシソ一覧表示領城324は、

検索コンテシソ接続情報表示領城324aを有する。

０1０8 検索入力情報人力欄32 は、検索入力情報人力欄3 (図 6において前述 )と同

様、対象コンテンソについて検索入力文字列による検索を行おうとするユーザが検

索入力情報を入カする入力欄である。また、検索入力情報入力欄32 には、ユーザ

が検索を行った検索入力情報を確認するために、ユーザが検索入力情報人力欄3



で入力した検索入力情報が表示される。検索実行ボタン322は、検索実行ボタン3

(図 6において前述 )と同様、対象コンテシソについて検索入力文字列による検

索を行おうとするユーザが検索入力情報を入力した後に操作するボタンである。ユー

ザは、検索結果表示ぺ一ジ32０で表示された検索結果等に満足しない場合、検索

入力情報人力欄32 および検索実行ボタン322により、典なる検索入力情報による

再度の検索を行うことができる。また、同様に、ここで入力された検索入力情報に某

づいて、再度、図7および図8に示すコンテスソ推奨処理によって、ユーザに対してコ

ンテシソ提供システム ０におけるコンテシソの推奨が行われる。

０1０9 推奨コンテン"ソ一覧表示領城323には、コンテシソ提供システム ０が有するコンテ

ン"ソ推奨機能によりユーザに推奨されるコンテン"ソに接続するリンクが、ボイントの降

順に推奨コンテシソ接続情報表示領城323aに表示される。これによりユーザが必要

な情報を検索するために入力した検索入力情報に某づいて、ユーザに対して必要な

情報を有する可能性が高いコンテシソを、検索結果とは別に推奨することができる。

０11０ 推奨コンテンソ一覧表示領城323は、例えば図 7に示すように、「 について検

索している人は、こんな を見ています」というようなメッセージと共に数件のQ

の推奨コンテシソのタイトルによるリンクが表示されている。ユーザはこのタイトルの

リンクを操作することにより、それぞれのコンテシソに接続可能である。

０111 推奨コンテンソ一覧表示領城323は、検索入力情報人力欄32 の下であって、検

索コンテシソ一覧表示領域324の上のように、ユーザにとって見易く目につきやすい
位置に表示するとよい。これによりユーザは推奨コンテシソ一覧表示領城323でユー

ザ 自身が必要としている情報を有するコンテン"ソを発見できた場合に、速やかにその

コンテシソに接続できる。

０112 検索コンテン"ソ一覧表示領城324には、コンテシソ提供システム ０が有する検索

部 3 で検索されたコンテシソに接続するリンクが検索コンテシソ接続情報表示領城

324aに表示される。これによりユーザによる必要な情報の検索に某づいて得られた

コンテシソを提供することができる。

０113 本実施の形態で実現されるコンテンソ推奨機飴は、通常の検索機飴を否定するも

のではなく、行われた他のユーザのコンテシソの検索の利用結果に某づいて、ユ一



ザが必要としている 吉報を有するコンテンツの提供についてより精度を高めるための

システムである。したがって、図 7に示すように、本実施の形態のコンテンツ推奨機

時に並行して表示し、ユーザに提示することも可能である。なお、これに限らず、推奨

コンテシソのみを単独で提示してもよい。また、本実施の形態では推奨コンテシソ接

続情報をウェブページによって提示するが、これに限らず、例えば電子メールやその

他の通信方法、連絡方法を用いてユーザに提示してもよい。

０114 以上のように、本実施の形態によれば、他のユーザが以前検索時に入力した検索

入力情報と、その時最後に参照された対象コンテシソとを抽出してユーザに推奨す

ることにより、ユーザが入力した検索入力情報に基づいてその検索入力情報を入力

した他のユーザが参照した頻度が高いコンテシソを提供することが可能になる。これ

により、ユーザが必要とする情報を有するコンテシソをユーザに対して高い精度で推

奨することができる。

０115 また、ユーザが、途中で検索を断念して、別の手段 (例えば、本実施の形態のコン

テシソ推奨機能や、図 6において前述した既定コンテシソ接続情報表示領城3 3a

等 ) で必要としていた情報を有するコンテシソにたどり若いた場合にも、推奨情報に

反映されるので、検索後のユーザの行動も加味して、最初に検索で入力した検索入

力情報と、最終的にユーザが参照したコンテシソとに基づいてコンテンソを推奨する

ことができる。

０116 また、通常の検索とは典なる基準でユーザに対してコンテシソを推奨するので、必、

要とする情報をユーザが検索によって見つけられなかった場合にも、ユーザに対して

必要な情報を有するコンテシソを推奨できる可能性がある。

０117 なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、

ウェブザーバ ００、データベースザーバ2００が有すべき機能の処理内容を記述した

プログラムが提供される。そのプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処

理機能がコンピュータ上で実現される。

０118 処理内容を記述したプログラムほ、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録

しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体には、磁気記録装置、



光デイスク、光磁気記録媒体、半導体メモり等がある。磁気記録装置には、 、フ

レキシブルデイスク( ) 、磁気テープ ( )等がある。光デイスクには、 (D g a

V e s a e D s c ) C D s c Read O n Memo

) 、C ( R e c o d a b e ) W ( R e W a b e ) 等がある。光磁気記録媒体には、 (

Magneto O p c a d s k ) 等がある。

０1 19 上記プログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録された

等の可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをザーバコンピュ

ータに格納しておき、ネットワークを通じて、ザーバコンピュータから他のコンピュータ

にそのプログラムを伝送することもできる。

０12０ 上記プログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録された

プログラムまたはザーバコンピュータから伝送されたプログラムを、自己の記憶装置に

格納する。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プロ

グラムに従った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プ

ログラムを読み取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コン

ピュータは、ザーバコンピュータからプログラムが転送されるごとに、逐次、受け取っ
たプログラムに従った処理を実行することもできる。

０12 1 以上、開示のコンテシソ推奨方法、推奨情報作成方法、コンテシソ推奨プログラム

、コンテスソ推奨ザーバおよびコンテシソ提供システムを、図示の実施の形態に基づ

いて説明したが、各部の構成は同様の機能を有する任意の構成のものに置換するこ

とができる。また、開示の技術に他の任意の構成物や工程が付加されてもよい。また

０12 2 上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が

当業者にとって可能であり、開示の技術は上記に示し、説明した正確な構成および

応用例に限定されるものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付

の請求項およびその均等物による本発明の範囲とみなされる。

符 号の説 明

０12 3



a 検索入力情報取得手段

b 推奨コンテン"ソ情報作成手段

c 推奨コンテシソ情報提供手段

d 推奨情報記憶手段



請求の範囲
コンピュータが、

ユーザに対して提供されるコンテンソを検索するために前記ユーザが入力する検

索入力情報を取得する検索入力情報取得ステップと、

推奨情報記憶手段に記憶されている、前記コンテシソと前記検索入力情報との細

み合わせに対して、前記コンテシソの検索および参照が行われたセッションにおいて

検索された前記検索入力情報と前記セッションにおいて参照された前記コンテシソと

に某づいて付与されるボイントと、を関連付けて示す推奨情報を取得し、前記検索入

力情報取得ステップで取得した前記検索入力情報と、前記推奨情報記憶手段から

取得した前記推奨情報の前記検索入力情報と、を比較して前記検索入力情報が一

致する前記推奨情報を前記ボイントに某づいて抽出し、抽出した前記推奨情報が示

す前記コンテシソに接続する推奨コンテシソ情報を作成する推奨コンテンソ情報作

前記推奨コンテン"ソ情報作成ステップで作成した前記推奨コンテン、ソ情報を前記

ュ一ザに対して提供する推奨コンテ 、ンソ情報提供ステップと、

を有することを特徴とするコンテン"ソ推奨方法。

2 前記ュ一ザによって人力された前記検索入力情報による前記コンテン"ソに対する

検索結果を要求する検索要求を受け付ける検索要求受付ステップと、

前記ュ一ザが前記コンテン"ソの提供を要求する参照要求を受け付ける参照要求受

前記検索要求において検索が要求された前記検索入力情報と、前記参照要求に

おいて提供が要求された前記コンテシソと、を取得し、取得した前記検索入力情報と

前記コンテシソとを前記セッション毎に示すアクセスログ情報を作成し、作成した前記

アクセスログ情報をアクセスログ情報記憶手段に記憶させるアクセスログ情報作成ス

テップと、

を有し、

前記推奨情報は、前記アクセスログ情報記憶手段に記憶されている前記アクセスロ

グ情報に某づいて作成され、



前記検索入力情報取得ステップは、前記検索要求受付ステップにおいて受け付け

られた検索要求から前記検索入力情報を取得することを特徴とする請求の範囲第

項記載のコンテシソ推奨方法。

3 前記アクセスログ情報記憶手段に記憶されている前記アクセスログ情報を取得し、

取得した前記アクセスログ情報に示された前記セッションにおいて最初に検索された

前記検索入力情報と前記セッションにおいて最後に参照された前記コンテスソとの

前記細み合わせを抽出し、前記細み合わせの出現頻度に応じて抽出した前記細み

合わせに対して前記ボイントを付与し、前記細み合わせの前記検索入力情報と前記

コンテシソと前記細み合わせに付与されたボイントとを関連付けて示す推奨情報を作

成し、作成した前記推奨情報を前記推奨情報記憶手段に記憶させる推奨情報作成

ステップを有することを特徴とする請求の範囲第2項記載のコンテシソ推奨方法。

4 前記アクセスログ情報記憶手段に記憶されている前記アクセスログ情報を取得し、

取得した前記アクセスログ情報に示された前記セッション内における前記検索入力

情報が検索された順番に応じて前記検索入力情報に検索ボイントを付与し、前記セ

ッションにおける前記コンテシソが参照された順番に応じて前記コンテシソに参照ボ

イントを付与し、前記細み合わせの前記検索入力情報に付与した前記検索ボイントと

前記細み合わせの前記コンテスソに付与した前記参照ボイントとに某づいて前記細

み合わせに対して前記ボイントを付与し、前記細み合わせの前記検索入力情報と前

記コンテシソと前記細み合わせに付与されたボイントとを関連付けて示す推奨情報を

作成し、作成した前記推奨情報を前記推奨情報記憶手段に記憶させる推奨情報作

成ステップを有することを特徴とする請求の範囲第2項記載のコンテシソ推奨方法。

5 前記推奨コンテスソ情報作成ステップは、前記推奨情報記憶手段に記憶されてい
る前記推奨情報を取得し、前記検索入力情報取得ステップで取得した前記検索入

力情報と、前記推奨情報記憶手段から取得した前記推奨情報の前記検索入力情報

と、を比較して前記検索入力情報が一致する前記推奨情報を、前記ボイントに某づ

いて前記細み合わせの出現頻度の順に抽出し、抽出した前記推奨情報が示す前記

コンテスソに接続する推奨コンテスソ情報を前記ュ一ザに対して前記コンテスソが前

記細み合わせの出現頻度が高い順に整列して表示されるよぅに作成することを特徴



とする請求の範囲第 項記載のコンテシソ推奨方法。

6 コンピュータが、

ユーザに対して提供されるコンテン"ソに対する検索結果を要求する検索要求にお

いて検索が要求された前記ユーザによって人力された検索入力情報と、前記ユーザ

が前記コンテシソの提供を要求する参照要求において提供が要求された前記コンテ

ン"ソと、を取得し、取得した前記検索入力情報と前記コンテシソとを前記コンテン"ソの

検索および参照が行われたセッション毎に記録したアクセスログ情報を作成し、作成

した前記アクセスログ情報をアクセスログ情報記憶手段に記憶させるアクセスログ情

報作成ステップと、

前記アクセスログ情報記憶手段に記憶されている前記アクセスログ情報を取得し、

取得した前記アクセスログ情報に示された前記セッションにおいて最初に検索された

前記検索入力情報と前記セッションにおいて最後に参照された前記コンテン"ソとの

細み合わせを抽出し、抽出した前記細み合わせに対して前記細み合わせの出現頻

度に応じて前記推奨情報のボイントを付与し、前記細み合わせの前記検索入力情報

と前記コンテン"ソと前記細み合わせに付与された前記ボイントを示す推奨情報を作

成し、作成した前記推奨情報を推奨情報記憶手段に記憶させる推奨情報作成ステッ

プと、

を有することを特徴とする推奨情報作成方法。

7 コンピュータを、

ユーザに対して提供されるコンテンソを検索するために前記ユーザが入力する検

索入力情報を取得する検索入力情報取得手段、

推奨情報記憶手段に記憶されている、前記コンテシソと前記検索入力情報との細

み合わせに対して、前記コンテシソの検索および参照が行われたセッションにおいて

検索された前記検索入力情報と前記セッションにおいて参照された前記コンテシソと

に某づいて付与されるボイントと、を関連付けて示す推奨情報を取得し、前記検索入

力情報取得手段によって取得された前記検索入力情報と、前記推奨情報記憶手段

から取得した前記推奨情報の前記検索入力情報と、を比較して前記検索入力情報

が一致する前記推奨情報を前記ボイントに某づいて抽出し、抽出した前記推奨情報



が示す前記コンテシソに接続する推奨コンテシソ情報を作成する推奨コンテシソ情

報作成手段、

前記推奨コンテンソ情報作成手段によって作成された前記推奨コンテシソ情報を

前記ュ一ザに対して提供する推奨コンテシソ情報提供手段、

として機能させることを特徴とするコンテシソ推奨プログラム。

8 ュ一ザに対して提供されるコンテンソと前記コンテシソを検索するために前記ュ一

ザが入力する検索入力情報との細み合わせに対して、前記コンテシソの検索および

参照が行われたセッションにおいて検索された前記検索入力情報と前記セッションに

おいて参照された前記コンテシソとに某づいて付与されるボイントと、を関連付けて

示す推奨情報を記憶する推奨情報記憶手段と、

前記ュ一ザが入力する前記検索入力情報を取得する検索入力情報取得手段と、

前記推奨情報記憶手段に記憶されている前記推奨情報を取得し、前記検索入力

情報取得手段によって取得された前記検索入力情報と、前記推奨情報記憶手段か

ら取得した前記推奨情報の前記検索入力情報と、を比較して前記検索入力情報が

一致する前記推奨情報を前記ボイントに某づいて抽出し、抽出した前記推奨情報が

示す前記コンテシソに接続する推奨コンテシソ情報を作成する推奨コンテン"ソ情報

作成手段と、

前記推奨コンテン"ソ情報作成手段によって作成された前記推奨コンテシソ情報を

前記ュ一ザに対して提供する推奨コンテシソ情報提供手段と、

を有することを特徴とするコンテシソ推奨ザーバ。

9 ュ一ザに対して提供されるコンテン"ソと前記コンテシソを検索するために前記ュ一

ザが入力する検索入力情報との細み合わせに対して、前記コンテシソの検索および

参照が行われたセッションにおいて検索された前記検索入力情報と前記セッションに

おいて参照された前記コンテシソとに某づいて付与されるボイントと、を関連付けて

示す推奨情報を記憶する推奨情報記憶手段と、

前記ュ一ザが入力する前記検索入力情報を取得する検索入力情報取得手段と、

前記推奨情報記憶手段に記憶されている前記推奨情報を取得し、前記検索入力

情報取得手段によって取得された前記検索入力情報と、前記推奨情報記憶手段か



ら取得した前記推奨情報の前記検索入力情報と、を比較して前記検索入力情報が

一致する前記推奨情報を前記ボイントに某づいて抽出し、抽出した前記推奨情報が

示す前記コンテシソに接続する推奨コンテシソ情報を作成する推奨コンテン"ソ情報

作成手段と、

前記推奨コンテン"ソ情報作成手段によって作成された前記推奨コンテシソ情報を

前記ュ一ザに対して提供する推奨コンテシソ情報提供手段と、

前記検索要求受付手段によって受け付けられた前記検索要求において検索が要

求された前記検索入力情報と前記参照要求受付手段によって受け付けられた前記

参照要求において提供が要求された前記コンテシソとを前記セッション毎に示すアク

セスログ情報を記憶するアクセスログ情報記憶手段と、

前記コンテン"ソと前記検索入力情報との細み合わせに対して、前記コンテシソの検

索および参照が行われたセッションにおいて検索された前記検索入力情報と前記セ

ッションにおいて参照された前記コンテン"ソとに某づいて付与されるボイントと、を関

連付けて示す推奨情報を記憶する推奨情報記憶手段と、

前記検索要求受付手段によって受け付けられた前記検索要求において検索が要

求された前記検索入力情報と、前記参照要求受付手段によって受け付けられた前

記参照要求において提供が要求された前記コンテシソと、を取得し、取得した前記

検索入力情報と前記コンテンソとを前記セッション毎に示す前記アクセスログ情報を

作成し、作成した前記アクセスログ情報を前記アクセスログ情報記憶手段に記憶させ

るアクセスログ情報作成手段と、

前記アクセスログ情報記憶手段に記憶されている前記アクセスログ情報を取得し、

取得した前記アクセスログ情報に示された前記セッションにおいて最初に検索された

前記検索入力情報と前記セッションにおいて最後に参照された前記コンテン、ソとの

前記細み合わせを抽出し、抽出した前記細み合わせに対して前記細み合わせの出

現頻度に応じて前記推奨情報の前記ボイントを付与し、前記細み合わせの前記検索

入力情報と前記コンテンツと前記細み合わせに付与されたボイントを示す推奨情報

を作成し、作成した前記推奨情報を前記推奨情報記憶手段に記憶させる推奨情報

作成手段と、



を有することを特徴とするコンテンツ提供システム。
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