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(57)【要約】
　製品説明の照会方法、装置、システム及びクライアン
トであって、使用者は撮影又は他の方法で製品局部のイ
メージ又はビデオを獲得し、イメージ又はビデオから特
徴情報を抽出するとともに、予め保存した説明書のある
部分と対応するイメージ又はビデオから特徴情報を抽出
し、或いは直接に予め保存した特徴情報を抽出して、使
用者が獲得した特徴情報と対照して、製品説明中の特定
部分を照会する。上記の技術方案により、使用者は製品
のある状態又はある部分のイメージ又はビデオのみを使
用して、それと対応する製品説明を照会することができ
、説明書の内容を照会する効率を大幅に高め、使用者が
製品説明で使用者に価値のある情報を獲得することが便
利になった。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品説明の少なくともある一部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を
示す第一視覚データと対応関係を構築し、前記製品説明中の少なくともある部分、第一視
覚データ、及びその対応関係を保存する工程と、
　前記第一視覚データの第一特徴情報を抽出する工程と、
　製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データを獲得し、前記第二視覚データの第
二特徴情報を抽出し、或いは直接に製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データの
第二特徴情報を獲得する工程と、
　前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視覚データと第二視覚データ
が製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明における対応部分を照会し
、照会結果をリターンする工程と、を含み、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有することを特徴とする製品説明の照会方法。
【請求項２】
　前記製品説明が文書、イメージ、サウンドフォーマット又はビデオフォーマットの中の
少なくとも一種であることを特徴とする請求項１に記載の製品説明の照会方法。
【請求項３】
　前記第二視覚データ及び第二特徴情報の直接な獲得方法は、製品のある状態又はある部
分、或いは第二特徴情報を撮影する方法と、第二視覚データ又は第二特徴情報を含むファ
イルを獲得する方法を含むことを特徴とする請求項１に記載の製品説明の照会方法。
【請求項４】
　前記第二視覚データ及び第二特徴情報の直接な獲得方式は、大きいサイズの視覚データ
から第二視覚データを含む局部を選択して第二視覚データとし、或いは大きいサイズの視
覚データから第二特徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報とする方法を更に含むこと
を特徴とする請求項３に記載の製品説明の照会方法。
【請求項５】
　一つのコンピューターシステムに製品説明、第一視覚データ及びその対応関係を保存し
、当該コンピューターシステムで第一特徴情報を抽出し、且つ当該コンピューターシステ
ムで第二視覚データを獲得し第二特徴情報を抽出し、或いは直接に第二特徴情報を獲得し
、且つ依然として当該コンピューターシステムで第二特徴情報と第一特徴情報を対照して
、製品説明における対応部分を照会し、照会結果をリターンすることを特徴とする請求項
１に記載の製品説明の照会方法。
【請求項６】
　前記製品説明の照会方法はインターネットにより実現され、即ち、全部同じ、又は一部
分が同じ、又は全部異なるインターネット位置で実現されており、前記製品説明を保存し
、第一視覚データを保存し、前記製品説明中の少なくともある部分と第一視覚データの対
応関係を保存し、第一特徴情報を抽出し、第二視覚データを獲得し又は直接的に第二特徴
情報を獲得して、第二視覚データから第二特徴情報を抽出し、第二特徴情報と第一特徴情
報を対照しており、異なるインターネット位置はインターネットにより通信連結を行って
、前記視覚データ、特徴情報又は照会結果を伝送することを特徴とする請求項１に記載の
製品説明の照会方法。
【請求項７】
　前記照会結果は、製品説明中のある部分、或いは製品説明中のある部分の位置指示中の
少なくとも一種を含むことを特徴とする請求項１に記載の製品説明の照会方法。
【請求項８】
　予め特定の製品説明を指定した後、指定された製品説明において、その対応する部分を
照会することを特徴とする請求項１に記載の製品説明の照会方法。
【請求項９】
　製品説明中のある部分に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データ
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を新たに構築し、製品説明中の少なくともある部分と前記第一視覚データの対応関係を構
築し、前記製品説明中の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保存
する段階を更に含む請求項１に記載の製品説明の照会方法。
【請求項１０】
　製品説明中の少なくともある部分を新たに構築し、前記製品説明中の少なくともある部
分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データと対応関係を
構築し、前記製品説明中の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保
存する段階を更に含む請求項１に記載の製品説明の照会方法。
【請求項１１】
　製品説明、製品説明中の少なくともある部分に記載された製品のある状態又はある部分
を示す第一視覚データ、及び製品説明中の少なくともある部分と第一視覚データの間の対
応関係を保存する保存モジュールと、
　製品のある状態又はある部分の第二視覚データを獲得し、或いは直接に製品のある状態
又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲得する視覚データ獲得モジュールと、
　第一視覚データから第一特徴情報を抽出し、第二視覚データから第二特徴情報を抽出す
る特徴情報抽出モジュールと、
　前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視覚データと第二視覚データ
が製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明中の対応部分を照会し、照
会結果をリターンする照会モジュールを含み、
前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応関
係を有することを特徴とする製品説明の照会装置。
【請求項１２】
　前記製品説明は文書、イメージ、サウンドフォーマット又はビデオフォーマット中の少
なくとも一種であることを特徴とする請求項１１に記載の製品説明の照会装置。
【請求項１３】
　前記視覚データ獲得モジュールは撮影装置を備え、製品のある状態又はある部分、或い
は第二特徴情報を撮影して、第二視覚データを獲得し或いは直接に前記第二特徴情報を獲
得することを特徴とする請求項１１に記載の製品説明の照会装置。
【請求項１４】
　更に視覚データ処理モジュールを備え、大きいサイズの視覚データから第二視覚データ
を含む局部を選択して第二視覚データとし、或いは大きいサイズの視覚データから第二特
徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報とすることを特徴とする請求項１３に記載の製
品説明の照会装置。
【請求項１５】
前記照会結果は、製品説明中のある部分、或いは製品説明中のある部分の位置指示中の少
なくとも一種であることを特徴とする請求項１１に記載の製品説明の照会装置。
【請求項１６】
　更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分に記載された製品の
ある状態又はある部分を示す第一視覚データを入力し、前記製品説明中の少なくともある
部分と前記第一視覚データとの対応関係を構築し、前記保存モジュールに前記製品説明の
少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保存することを特徴とする請
求項１１に記載の製品説明の照会装置。
【請求項１７】
　更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分を入力し、前記製品
説明中の少なくともある部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を示す第
一視覚データとの対応関係を構築し、前記保存モジュールに前記製品説明中の少なくとも
ある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保存することを特徴とする請求項１１に
記載の製品説明の照会装置。
【請求項１８】
　一つのインターネット設備又はインターネットで連結された複数インターネット設備が
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含まれ、更に、
　製品説明、製品説明の中の少なくともある部分に記載された製品のある状態又はある部
分を示す第一視覚データ、及び製品説明の中の少なくともある部分と第一視覚データの間
の対応関係を、少なくとも一つのインターネット設備に保存する保存モジュールを含み、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚デートと特徴情報は一対一対応
関係を有し、前記インターネット設備はインターネットサーバとクライアントを備えるこ
とを特徴とする製品説明の照会システム。
【請求項１９】
　前記インターネット設備は、更に第一特徴情報抽出モジュールを備え、前記第一視覚デ
ータから第一特徴情報を抽出することを特徴とする請求項１８に記載の製品説明の照会シ
ステム。
【請求項２０】
　第二特徴情報と第一特徴情報を対照して、第一視覚データと第二視覚データが製品の同
じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明中の対応部分を照会し、照会結果をリ
ターンする照会モジュールを更に備え、前記第二特徴情報は、インターネットから発送さ
れ、或いはインターネットから第二視覚データが発送され、第二特徴情報抽出モジュール
で第二視覚データから第二特徴情報を抽出することを特徴とする請求項１９に記載の製品
説明の照会システム。
【請求項２１】
　前記製品説明は、文書、イメージ、サウンドフォーマット又はビデオフォーマットの少
なくとも一種であることを特徴とする請求項１８に記載の製品説明の照会システム。
【請求項２２】
　前記照会結果は、製品説明中のある部分、或いは製品説明中のある部分の位置指示中の
少なくとも一種であることを特徴とする請求項１８に記載の製品説明の照会システム。
【請求項２３】
　更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分に記載された製品の
ある状態又はある部分を示す第一視覚データを入力し、前記製品説明中の少なくともある
部分と前記第一視覚データとの対応関係を構築し、前記保存モジュールに前記製品説明中
の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保存することを特徴とする
請求項１８に記載の製品説明の照会システム。
【請求項２４】
　更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分を入力し、前記製品
説明中の少なくともある部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を示す第
一視覚データとの対応関係を構築し、前記保存モジュールに前記製品説明中の少なくとも
ある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保存することを特徴とする請求項１８に
記載の製品説明の照会システム。
【請求項２５】
　製品のある状態又はある部分の第二視覚データを獲得し、或いは直接に製品のある状態
又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲得する視覚データ獲得モジュールを更
に備え、インターネットで、前記第二視覚データ又は第二特徴情報を根拠として、製品説
明のある部分を照会し、前記製品説明のある部分には第二視覚データが示す製品のある状
態又はある部分が記載され、前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚デー
タと特徴情報は一対一対応関係を有することを特徴とする製品説明の照会クライアント。
【請求項２６】
　更に第二特徴情報抽出モジュールを備え、第二視覚データから第二特徴情報を抽出する
ことを特徴とする請求項２５の記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項２７】
　更に第一特徴情報抽出モジュールを備え、インターネットから第一視覚データをダウン
ロードし、前記第一特徴情報抽出モジュールで前記第一視覚データから第一特徴情報を抽
出することを特徴とする請求項２５に記載の製品説明の照会クライアント。
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【請求項２８】
　前記第一特徴情報抽出モジュールと前記第二特徴情報抽出モジュールは同じモジュール
であることを特徴とする請求項２７に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項２９】
　更に照会モジュールを備え、前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照し、第一視覚デー
タと第二視覚データが製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明中の対
応部分を照会し、照会結果をリターンすることを特徴とする請求項２７に記載の製品説明
の照会クライアント。
【請求項３０】
前記照会結果は、製品説明中のある部分、或いは製品説明中のある部分の位置指示中の少
なくとも一種を含むことを特徴とする請求項２９に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項３１】
　前記製品説明は文書、イメージ、サウンドフォーマット又はビデオフォーマットの少な
くとも一種であることを特徴とする請求項２５に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項３２】
前記視覚データ獲得モジュールは撮影装置を備え、製品のある状態又はある部分、或いは
第二特徴情報を撮影して、前記第二視覚データを獲得し或いは直接に前記第二特徴情報を
獲得することを特徴とする請求項２５に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項３３】
　更に視覚データ処理モジュールを備え、大きいサイズの視覚データから第二視覚データ
を含む局部を選択して第二視覚データとし、或いは大きいサイズの視覚データから第二特
徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報とすることを特徴とする請求項２５に記載の製
品説明の照会クライアント。
【請求項３４】
　更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分に記載された製品の
ある状態又はある部分を示す第一視覚データを入力し、前記製品説明中の少なくともある
部分と前記第一視覚データとの対応関係を構築し、前記製品説明中の少なくともある部分
、第一視覚データ、及びその対応関係を本設備に保存し又はインターネットでアップロー
ドすることを特徴とする請求項２５に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項３５】
　更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分を入力し、前記製品
説明中の少なくともある部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を示す第
一視覚データとの対応関係を構築し、前記製品説明中の少なくともある部分、第一視覚デ
ータ、及びその対応関係を本設備に保存し又はインターネットでアップロードすることを
特徴とする請求項２５に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項３６】
　製品説明の少なくともある部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を示
す第一視覚データの第一特徴情報との対応関係を構築し、前記製品説明の少なくともある
部分、第一特徴情報、及びその対応関係を保存段階と、
　製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データを獲得し、前記第二視覚データの第
二特徴情報を抽出し、或いは直接に製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データの
第二特徴情報を抽出する段階と、
　前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視覚データと第二視覚データ
が製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明における対応部分を照会し
、照会結果をリターンする段階と、を含み、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有することを特徴とする製品説明の照会方法。
【請求項３７】
　前記製品説明は、文書、イメージ、サウンドフォーマット又はビデオフォーマットの中
の少なくとも一種であることを特徴とする請求項３６に記載の製品説明の照会方法。
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【請求項３８】
　前記第二視覚データ及び第二特徴情報を直接に獲得する方法は、
　製品のある状態又はある部分、或いは第二特徴情報を撮影する方法と、
　第二視覚データ又は第二特徴情報を含むファイルを獲得する方法を含むことを特徴とす
る請求項３６に記載の製品説明の照会方法。
【請求項３９】
　前記第二視覚データ及び第二特徴情報の直接な獲得方法は、更に大きいサイズの視覚デ
ータから第二視覚データを含む局部を選択して第二視覚データとし、或いは大きいサイズ
の視覚データから第二特徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報とすることを特徴とす
る請求項３８に記載の製品説明の照会方法。
【請求項４０】
　一つのコンピューターシステムに製品説明、第一特徴情報及びその対応関係を保存し、
当該コンピューターシステムで第二視覚データを獲得し第二特徴情報を抽出し、或いは直
接に第二特徴情報を獲得し、依然として当該コンピューターシステムで第二特徴情報と第
一特徴情報を対照して、製品説明における対応部分を照会し、照会結果をリターンするこ
とを特徴とする請求項３６に記載の製品説明の照会方法。
【請求項４１】
　前記製品説明の照会方法はインターネットにより実現され、即ち、全部同じ、又は一部
分が同じ、又は全部異なるインターネット位置で実現されており、前記製品説明を保存し
、第一特徴情報を保存し、前記製品説明中の少なくともある部分と第一特徴情報の対応関
係を保存し、前記第二視覚データを獲得し、或いは直接に第二特徴情報を獲得して、前記
第二視覚データから第二特徴情報を抽出し、第二特徴情報と第一特徴情報を対照し、異な
るインターネット位置はインターネットにより通信連結を行って、前記視覚データ、特徴
情報又は照会結果を伝送することを特徴とする請求項３６に記載の製品説明の照会方法。
【請求項４２】
　前記照会結果は、製品説明中のある部分、又は製品説明中のある部分の位置指示中の少
なくとも一種を含むことを特徴とする請求項３６に記載の製品説明の照会方法。
【請求項４３】
　特定の製品説明を指定した後、指定された製品説明において、その対応部分を照会する
ことを特徴とする請求項３６に記載の製品説明の照会方法。
【請求項４４】
　製品説明中の少なくともある部分に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一
視覚データの第一特徴情報を新たに構築し、製品説明中の少なくともある部分と前記第一
特徴情報の対応関係を構築し、前記製品説明中の少なくともある部分、第一特徴情報、及
びその対応関係を保存することを特徴とする請求項３６に記載の製品説明の照会方法。
【請求項４５】
　製品説明の中の少なくともある部分を新たに構築し、前記製品説明中の少なくともある
部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴
情報と対応関係を構築し、前記製品説明中の少なくともある部分、第一特徴情報、及びそ
の対応関係を保存することを特徴とする請求項３６に記載の製品説明の照会方法。
【請求項４６】
　製品説明、製品説明中の少なくともある部分に記載された製品のある状態又はある部分
の第一視覚データの第一特徴情報、及び製品説明中の少なくともある部分と第一特徴情報
の間の対応関係を保存する保存モジュールと、
　製品のある状態又はある部分の第二視覚データを獲得し、或いは直接に製品のある状態
又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲得する視覚データ獲得モジュールと、
　第二視覚データから第二特徴情報を抽出する第二特徴情報抽出モジュールと、
　第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視覚データと第二視覚データが製
品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明中の対応部分を照会し、照会結
果をリターンする照会モジュールを含み、
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　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有することを特徴とする製品説明の照会装置。
【請求項４７】
　前記製品説明は、文書、イメージ、サウンドフォーマット又はビデオフォーマット中の
少なくとも一種であることを特徴とする請求項４６に記載の製品説明の照会装置。
【請求項４８】
　前記視覚データ獲得モジュールは撮影装置を備え、製品のある状態又はある部分、或い
は第二特徴情報を撮影して、第二視覚データを獲得し或いは直接に前記第二特徴情報を獲
得することを特徴とする請求項４６に記載の製品説明の照会装置。
【請求項４９】
　更に視覚データ処理モジュールを備え、大きいサイズの視覚データから第二視覚データ
を含む局部を選択して第二視覚データとし、或いは大きいサイズの視覚データから第二特
徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報とすることを特徴する請求項４８に記載の製品
説明の照会装置。
【請求項５０】
　前記照会結果は、製品説明中のある部分、或いは製品説明中のある部分の位置指示中の
少なくとも一種であることを特徴とする請求項４６に記載の製品説明の照会装置。
【請求項５１】
　更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分に記載された製品の
ある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報を入力し、前記製品説明中の
少なくともある部分と前記第一特徴情報との対応関係を構築し、前記保存モジュールに前
記製品説明の少なくともある部分、第一特徴情報、及びその対応関係を保存することを特
徴とする請求項４６に記載の製品説明の照会装置。
【請求項５２】
　更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分を入力し、前記製品
説明中の少なくともある部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を示す第
一視覚データの第一特徴情報との対応関係を構築し、前記保存モジュールに前記製品説明
中の少なくともある部分、第一特徴情報、及びその対応関係を保存することを特徴とする
請求項４６に記載の製品説明の照会装置。
【請求項５３】
　一つのインターネット設備又はインターネットで連結された複数インターネット設備を
備え、更に、
　製品説明、製品説明の中の少なくともある部分に記載された製品のある状態又はある部
分を示す第一視覚データの第一特徴情報、及び製品説明の中の少なくともある部分と第一
特徴情報の間の対応関係を、少なくとも一つのインターネット設備に保存する保存モジュ
ールを備え、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚デートと特徴情報は一対一対応
関係を有し、前記インターネット設備はインターネットサーバとクライアントを備えるこ
とを特徴とする製品説明の照会システム。
【請求項５４】
　第二特徴情報と第一特徴情報を対照し、第一視覚データと第二視覚データが製品の同じ
状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明中の対応部分を照会し、照会結果をリタ
ーンする照会モジュールを更に備え、前記第二特徴情報は、インターネットから発送され
、或いはインターネットから第二視覚データが発送され、第二特徴情報抽出モジュールで
前記第二視覚データから第二特徴情報を抽出することを特徴とする請求項５３に記載の製
品説明の照会システム。
【請求項５５】
　前記製品説明は、文書、イメージ、サウンドフォーマット又はビデオフォーマットの少
なくとも一種であることを特徴とする請求項５３に記載の製品説明の照会システム。
【請求項５６】
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　前記照会結果は、製品説明中のある部分、或いは製品説明中のある部分の位置指示中の
少なくとも一種であることを特徴とする請求項５３に記載の製品説明の照会システム。
【請求項５７】
　更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分に記載された製品の
ある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報を入力し、前記製品説明中の
少なくともある部分と前記第一特徴情報との対応関係を構築し、前記保存モジュールに前
記製品説明の少なくともある部分、第一特徴情報、及びその対応関係を保存することを特
徴とする請求項５３に記載の製品説明の照会システム。
【請求項５８】
　更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分を入力し、前記製品
説明中の少なくともある部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を示す第
一視覚データの第一特徴情報との対応関係を構築し、前記保存モジュールに前記製品説明
中の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保存することを特徴とす
る請求項５３に記載の製品説明の照会システム。
【請求項５９】
　製品のある状態又はある部分の第二視覚データを獲得し、或いは直接に製品のある状態
又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲得する視覚データ獲得モジュールを備
え、インターネットで、前記第二視覚データ又は第二特徴情報を根拠として、製品説明の
ある部分を照会し、該製品説明のある部分は第二視覚データが示す製品のある状態又はあ
る部分を記載し、前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情
報は一対一対応関係を有することを特徴とする製品説明の照会クライアント。
【請求項６０】
　更に第二特徴情報抽出モジュールを備え、第二視覚データから第二特徴情報を抽出する
ことを特徴とする請求項５９に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項６１】
　更に照会モジュールを備え、第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視覚
データと第二視覚データが製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明に
おける対応部分を照会し、照会結果をリターンすることを特徴とする請求項５９に記載の
製品説明の照会クライアント。
【請求項６２】
　前記照会結果は、製品説明中のある部分、又は製品説明中のある部分の位置指示中の少
なくとも一種を含むことを特徴とする請求項６１に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項６３】
　前記製品説明は文書、イメージ、サウンドフォーマット又はビデオフォーマット中の少
なくとも一種であることを特徴とする請求項５９に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項６４】
　前記視覚データ獲得モジュールは撮影装置を備え、製品のある状態又はある部分、或い
は第二特徴情報を撮影して、第二視覚データを獲得し或いは直接に前記第二特徴情報を獲
得することを特徴とする請求項５９に記載の製品説明の照会クライアント。
【請求項６５】
　更に視覚データ処理モジュールを備え、大きいサイズの視覚データから第二視覚データ
を含む局部を選択して第二視覚データとし、或いは大きいサイズの視覚データから第二特
徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報とすることを特徴とする請求項５９に記載の製
品説明の照会クライアント。
【請求項６６】
　更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分に記載された製品の
ある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報を入力し、前記製品説明中の
少なくともある部分と前記第一特徴情報との対応関係を構築し、前記製品説明の少なくと
もある部分、第一特徴情報、及びその対応関係を本設備に保存し又はインターネットでア
ップロードすることを特徴とする請求項５９に記載の製品説明の照会クライアント。
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【請求項６７】
　更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の少なくともある部分を入力し、前記製品
説明中の少なくともある部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を示す第
一視覚データの第一特徴情報との対応関係を構築し、前記製品説明中の少なくともある部
分、第一特徴情報、及びその対応関係を本設備に保存し又はインターネットでアップロー
ドすることを特徴とする請求項５９に記載の製品説明の照会クライアント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデータ照会方法、特に製品説明の照会方法に関する。本発明は、更にデータ照
会装置、特に製品説明の照会装置に関する。本発明は、更に製品説明の照会システムおよ
び製品説明の照会クライアントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用者が新たの製品を使用する場合製品の各機能及び使用方法を理解するために、説明
書を読むことを必要とする。しかしながら、ある製品は機能及び部品が多く、相応する説
明書の内容も多いが、ある機能は使用者にとって必要なものではない。しかし、明細書を
読む時必要な部分のみを読むことができない。現在、コンピューターの普及につれて、た
くさんの製品の説明は、電子ファイルの書式になっており、インターネットからダウンロ
ードすることができる。しかしながら、現在電子ファイルの説明書は、書面説明書に比べ
て、書式の変化のみであり、実質的な変化はない。書面の製品説明に存在する欠点は、電
子ファイルの明細書にも依然として存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明が解決しようとする技術問題は、製品説明の照会方法、製品説明の照会装置、製
品説明の照会システム及び製品説明の照会クライアントを提供することであり、使用者が
簡便に必要な製品説明部分を読むことができ、使用者が開始から最後まで説明を読む面倒
を省いた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の技術問題を解決するための、本発明の製品説明の照会方法の技術方案は、下記の
段階を含む。
【０００５】
　製品説明の少なくともある一部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を
示す第一視覚データと対応関係を構築し、前記製品説明の少なくともある部分、第一視覚
データ、及びその対応関係が保存されており、
　前記第一視覚データの第一特徴情報を抽出しており、
　製品のある状態又はある部分の第二視覚データを獲得し、前記第二視覚データの第二特
徴情報を抽出し、或いは直接に製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データの第二
特徴情報を抽出しており、
　前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視覚データと第二視覚データ
が製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明における対応部分を照会し
、照会結果をリターンしており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【０００６】
　本発明は、更に製品説明の照会方法で採用した製品説明の照会装置を公開した。その技
術方案は下記のものを含む。
　保存モジュールであって、製品説明、製品説明中の少なくともある部分に記載された製
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品のある状態又はある部分を示す第一視覚データ、及び製品説明中の少なくともある部分
と第一視覚データの間の対応関係を保存しており、
　視覚データ獲得モジュールであって、製品のある状態又はある部分の第二視覚データを
獲得し、或いは直接に製品のある状態又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲
得しており、
　特徴情報抽出モジュールであって、第一視覚データから第一特徴情報を抽出し、第二視
覚データから第二特徴情報を抽出しており、
　照会モジュールであって、前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視
覚データと第二視覚データが製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明
中の対応部分を照会し、照会結果をリターンする。
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【０００７】
　本発明は、また製品説明の照会方法が採用できる製品説明の照会システムを公開した。
その技術方案は、一つのインターネット設備又はインターネットで連結された複数インタ
ーネット設備を備え、更に下記のモジュールを備える。
　保存モジュールであって、製品説明、製品説明の中の少なくともある部分に記載された
製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データ、及び製品説明の中の少なくともある
部分と第一視覚データの間の対応関係を、少なくとも一つのインターネット設備に保存し
ており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚デートと特徴情報は一対一対応
関係を有し、前記インターネット設備はインターネットサーバとクライアントを備える。
【０００８】
　本発明は、更に製品説明の照会方法が採用できる製品説明の照会クライアントを公開し
、その技術方案は下記のモジュールを含む。
　視覚データ獲得モジュールであって、製品のある状態又はある部分の第二視覚データを
獲得し、或いは直接に製品のある状態又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲
得しており、
　インターネットにより、前記第二視覚データ又は第二特徴情報を根拠として、製品説明
のある部分を照会し、該製品説明のある部分は前記第二視覚データが示す製品のある状態
又はある部分を記載しており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【０００９】
　本発明は、他の製品説明の照会方法を公開した。その技術方案は下記のものを含む。
【００１０】
　製品説明の中の少なくともある部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分
を示す第一視覚データの第一特情報の対応関係を構築し、前記製品説明の中の説明の少な
くともある部分、第一特徴情報、及びその間の対応関係を保存しており、
　製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データを獲得して、前記第二視覚データの
第二特徴情報を抽出し、或いは、直接に製品のある状態又はある部分の第二視覚データの
第二特徴情報を獲得しており、
　前記第二特徴情と第一特徴情報を対照して、第一視覚データと第二視覚データが製品の
同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明中の対応部分を照会し、照会結果を
リターンしており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【００１１】
　本発明は、更に上記の他の製品説明の照会方法で採用できる製品説明の照会装置を公開
した。その技術方案は下記のモジュールを含む。
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　保存モジュールであって、製品説明、製品説明の中の少なくともある部分に記載された
製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報、及び製品説明の中の
少なくともある部分と第一特徴情報の間の対応関係を保存しており、
　視覚データ獲得モジュールであって、製品のある状態又はある部分の第二視覚データを
獲得し、或いは直接に製品のある状態又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲
得しており、
　第二特徴情報抽出モジュールであって、第二視覚データから第二特徴情報を抽出してお
り、
　照会モジュールであって、前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視
覚データと第二視覚データが製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明
の対応部分を照会し、照会結果をリターンしており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【００１２】
　本発明は、更に上記の他の製品説明の照会方法が採用できる製品説明の照会システムを
公開した。その技術方案は、インターネット設備又はインターネットで連結された複数イ
ンターネット設備を備え、更に下記のモジュールを含む。
　保存モジュールであって、製品説明、製品説明の中の少なくともある部分に記載された
製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報、及び製品説明の中の
少なくともある部分と第一特徴情報の間の対応関係を、少なくとも一つのインターネット
設備に保存しており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚デートと特徴情報は一対一対応
関係を有し、前記インターネット設備はインターネットサーバとクライアントを備える。
【００１３】
　本発明は、更に上記の他の製品説明の照会方法が採用できる製品説明の照会クライアン
トを公開し、その技術方案は、下記のモジュールを含む。
　視覚データ獲得モジュールであって、製品のある状態又はある部分の第二視覚データを
獲得し、或いは直接に製品のある状態又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲
得しており、
　インターネットにより、前記第二視覚データ又は第二特徴情報を根拠として、製品説明
のある部分を照会し、該製品説明のある部分は前記第二視覚データが示す製品のある状態
又はある部分を記載しており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【００１４】
　本発明の上記の技術方案により、使用者が製品のある状態又はある部分のイメージ又は
ビデオのみを使用することで、その対応する製品説明を照会することができ、説明書の内
容の照会効率が大幅に向上され、使用者が使用者にとって価値がある製品説明中の情報を
獲得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は本発明の製品説明の照会装置の一つの実施例のモジュールの説明図である
。
【図２】図２は本発明の製品説明の照会システムの一つの実施例のモジュール説明図であ
る。
【図３】図３は本発明の製品説明の照会クライアントの一つの実施例のモジュール説明図
である。
【図４】図４は本発明の製品説明の照会装置の他の一つの実施例のモジュール説明図であ
る。
【図５】図５は本発明の製品説明の照会システムの他の一つの実施例のモジュール説明図
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である。
【図６】図６は本発明の製品説明の照会クライアントの他の一つの実施例のモジュール説
明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　下記、図面と実施例を組み合わせて、本発明を更に詳しく説明する。
　本発明は製品説明の照会方法を公開し、下記のものを含む。
【００１７】
　製品説明の少なくともある一部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を
示す第一視覚データと対応関係を構築し、前記製品説明の少なくともある部分、第一視覚
データ、及びその対応関係が保存されるしており、
　前記第一視覚データの第一特徴情報を抽出しており、
　製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データを獲得して、前記第二視覚データの
第二特徴情報を抽出し、或いは直接に製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データ
の第二特徴情報を抽出しており、
　前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視覚データと第二視覚データ
が製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明における対応部分を照会し
、照会結果をリターンしており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【００１８】
　特徴情報は第一視覚データと唯一に対応するデータセグメントであり、その対応関係は
、特定の計算方法で視覚データから計算して獲得し、或いは人為的に特徴情報と視覚デー
タの対応関係を構築するなどがある。当該技術は、現在熟知の技術であるため、具体的な
実現過程は詳しく説明しない。
【００１９】
　前記製品説明の照会方法において、前記製品説明は、文書、イメージ、サウンドフォー
マット又はビデオフォーマットの中の少なくとも一種である。伝統的な文書、イメージの
フォーマットの製品説明以外に、本発明は、更にサウンドフォーマット又はビデオフォー
マットの製品説明があり、例えば、一段落のサウンドを作成して、製品の機能及び使用方
法などを説明し、或いは一段落のビデオを作成して、使用者がどのように製品を使用する
かを指導する。
【００２０】
　前記製品説明の照会方法において、前記第二視覚データ及び第二特徴情報の直接な獲得
方式には、下記の二つが含まれる。１）製品のある状態又はある部分、或いは第二特徴情
報を撮影しており、
２）第二視覚データ又は第二特徴情報を含むファイルを獲得する。
【００２１】
　撮影により第二特徴情報を直接に得ることについて、第二特徴情報をラベルとすること
ができる。例えば、文字列又はバーコード、二次元コードなどのフォーマットで、製品の
特定の部位に貼り、撮影した後画像識別技術により、第二特徴情報の内容を読む。
【００２２】
　前記製品説明の照会方法において、前記第二視覚データ及び第二特徴情報の直接な獲得
方式は、大きいサイズの視覚データから第二視覚データを含む局部を選択して第二視覚デ
ータとし、或いは大きいサイズの視覚データから第二特徴情報を含む局部を選択して第二
特徴情報とする。例えば、製品全体の画像から、製品のある局部を示す部分を選択し、該
部分の画像内容で製品の該局部を記載した製品説明部分を照会する。或いは、一段落の製
品のビデオから、製品のある局部を示す部分又は段落を選択し、これに基づいて、製品の
ある局部を記載した製品説明部分を照会する。
【００２３】
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　インターネットがない状況を考慮して、前記製品説明の照会方法は、一つのコンピュー
ターシステムで実現できる。一つのコンピューターシステムに製品説明、第一視覚データ
及びその対応関係を保存し、当該コンピューターシステムで第一特徴情報を抽出し、当該
コンピューターシステムで第二視覚データを獲得し第二特徴情報を抽出し、或いは直接に
第二特徴情報を獲得し、依然として当該コンピューターシステムで第二特徴情報と第一特
徴情報を対照して、製品説明における対応部分を照会し、照会結果をリターンする。
【００２４】
　前記製品説明の照会方法は、インターネットにより実現される。全部同じであるか、一
部分が同じであるか、又は全部異なるインターネット位置で実現される。前記製品説明を
保存し、第一視覚データを保存し、前記製品説明中の少なくともある部分と第一視覚デー
タの対応関係を保存し、第一特徴情報を抽出し、第二視覚データを獲得し、又は直接に第
二特徴情報を獲得して、第二視覚データから第二特徴情報を抽出し、第二特徴情報と第一
特徴情報を対照する。異なるインターネット位置はインターネットにより通信連結を行っ
て、前記視覚データ、特徴情報又は照会結果を伝送する。
【００２５】
　前記製品説明の照会方法において、前記照会結果は製品説明におけるある部分を含むこ
ともでき、製品説明におけるある部分の位置指示を含むこともできる。照会結果は、製品
説明のある部分を使用者に直接に供給することもでき、使用者に必要な製品説明のある部
分がどこにあるかを教えることもできる。例えば、インターネットリンクを提供して使用
者が照会することができ、或いは使用者に明細書のどの章節又はどのページにあるかを教
えることができる。 
【００２６】
　本発明の製品説明の照会方法は実施過程において、予め特定の製品説明を指定した後、
指定された製品説明において、その対応する部分を照会する。異なる製品について、同一
又は類似した外観の部品を有する可能性があるが、このような部品の機能及び使用方法が
異なる可能性もある。本発明の製品説明を更に正確に提供するために、予め一つの特定の
製品説明を指定した後、当該製品説明から使用者に必要な内容を照会する。指定された製
品説明の方法として、使用者が指定することもでき、ハードウェアシステムが自動に指定
することもできる。
【００２７】
　本発明の製品説明の照会方法は、更に下記の段階を含む。つまり、製品説明のある部分
に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データを新たに構築し、製品説
明の少なくともある部分と前記第一視覚データの対応関係を構築し、前記製品説明の少な
くともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保存する。そうすると、使用者の
必要に応じて、使用者は第一視覚データ及び説明書の特定部分の対応関係を添加して、後
の照会が便利になる。
【００２８】
　本発明の製品説明の照会方法は、更に下記の段階を含む。つまり、製品説明の中の少な
くともある部分を新たに構築し、前記製品説明中の少なくともある部分と、ここに記載さ
れた製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データと対応関係を構築し、前記製品説
明中の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保存する。そうすると
、使用者は自分の使用経験によって、説明書に記載されていない部分、又は説明がはっき
りしない部分について、使用者が自分で係る説明を添加し、特定の第一視覚データと対応
させて、後の照会が便利になる。
【００２９】
　本発明は、更に上記の製品説明の照会方法を実現するために採用できる製品説明の照会
装置を公開した。図１に示すように、下記のモジュールを含む。
　保存モジュールであって、製品説明、製品説明中の少なくともある部分に記載された製
品のある状態又はある部分を示す第一視覚データ、製品説明中の少なくともある部分と第
一視覚データの間の対応関係を保存しており、
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　視覚データ獲得モジュールであって、製品のある状態又はある部分の第二視覚データを
獲得し、或いは直接に製品のある状態又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲
得しており、
　特徴情報抽出モジュールであって、第一視覚データから第一特徴情報を抽出し、第二視
覚データから第二特徴情報を抽出しており、
　照会モジュールであって、第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視覚デ
ータと第二視覚データが製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明中の
対応部分を照会し、照会結果をリターンする。
【００３０】
　前記製品説明の照会装置において、前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記
視覚データと特徴情報は一対一対応関係を有する。
　前記製品説明の照会装置において、前記製品説明は文書、イメージ、サウンドフォーマ
ット又はビデオフォーマット中の少なくとも一種である。
【００３１】
　前記製品説明の照会装置において、前記視覚データ獲得モジュールは撮影装置を備え、
製品のある状態又はある部分、或いは第二特徴情報を撮影して、第二視覚データを獲得し
或いは直接に前記第二特徴情報を獲得する。
【００３２】
　前記製品説明の照会装置において、更に視覚データ処理モジュールを備え、大きいサイ
ズの視覚データから第二視覚データを含む局部を選択して第二視覚データとし、或いは大
きいサイズの視覚データから第二特徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報とする。
【００３３】
　前記製品説明の照会装置において、前記照会結果は、製品説明中のある部分、或いは製
品説明中のある部分の位置指示中の少なくとも一種である。
【００３４】
　前記製品説明の照会装置において、更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の少な
くともある部分に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データを入力し
、前記製品説明中の少なくともある部分と前記第一視覚データとの対応関係を構築し、保
存モジュールに前記製品説明の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係
を保存する。 
【００３５】
　前記製品説明の照会装置において、更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の少な
くともある部分を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と、ここに記載された製
品のある状態又はある部分を示す第一視覚データとの対応関係を構築し、前記保存モジュ
ールに前記製品説明中の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を保存
する。
【００３６】
　本発明は、更に前記製品説明の照会方法を実現するために採用できる製品説明の照会シ
ステムを公開した。図２に示したように、一つのインターネット設備又はインターネット
で連結された複数インターネット設備を供え、更に下記のモジュールを備える。
　保存モジュールであって、製品説明、製品説明の中の少なくともある部分に記載された
製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データ、及び製品説明の中の少なくともある
部分と第一視覚データの間の対応関係を、少なくとも一つのインターネット設備に保存し
ており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚デートと特徴情報は一対一対応
関係を有し、前記インターネット設備はインターネットサーバとクライアントを備える。
【００３７】
　前記製品説明の照会システムにおいて、前記インターネット設備は、更に第一特徴情報
抽出モジュールを備え、前記第一視覚データから第一特徴情報を抽出する。前記第一特徴
情報抽出モジュールは、任意の一つのインターネット設備に設置することができる。
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【００３８】
　前記製品説明の照会システムは、更に照会モジュールを備え、第二特徴情報と第一特徴
情報を対照して、第一視覚データと第二視覚データが製品の同じ状態又は同じ部分を示す
かを確定して、製品説明中の対応部分を照会し、照会結果をリターンし、前記第二特徴情
報は、インターネットから発送され、或いはインターネットから第二視覚データが発送さ
れ、第二特徴情報抽出モジュールで第二視覚データから第二特徴情報を抽出する。前記照
会モジュールと第二特徴情報抽出モジュールはいずれも任意の一つのインターネット設備
に設置される。
【００３９】
　前記製品説明の照会システムにおいて、前記製品説明は文書、イメージ、サウンドフォ
ーマット又はビデオフォーマットの少なくとも一種である。
【００４０】
　前記製品説明の照会システムにおいて、前記照会結果は、製品説明中のある部分、或い
は製品説明中のある部分の位置指示中の少なくとも一種である。
【００４１】
　前記製品説明の照会システムにおいて、更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の
少なくともある部分に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データを入
力し、前記製品説明中の少なくともある部分と前記第一視覚データとの対応関係を構築し
、保存モジュールに前記製品説明の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応
関係を保存する。
【００４２】
　前記製品説明の照会システムにおいて、更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の
少なくともある部分を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と、ここに記載され
た製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データとの対応関係を構築し、前記保存モ
ジュールに前記製品説明中の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を
保存する。
【００４３】
　本発明は、更に前記製品説明の照会方法を実現するために採用できる製品説明の照会ク
ライアントを公開した。図３に示すように、下記のモジュールを含む。
【００４４】
　視覚データ獲得モジュールであって、製品のある状態又はある部分の第二視覚データを
獲得し、或いは直接に製品のある状態又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲
得しており、
　インターネットで、前記第二視覚データ又は第二特徴情報を根拠として、製品説明のあ
る部分を照会し、該製品説明のある部分には第二視覚データが示す製品のある状態又はあ
る部分を記載しており、前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと
特徴情報は一対一対応関係を有する。
【００４５】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、視覚データ獲得モジュールが第二視覚デー
タを抽出すると、製品説明の照会クライアントの本設備で第二視覚データから第二特徴情
報を抽出することができ、更に第二特徴情報抽出モジュールを備え、第二視覚データから
第二特徴情報を抽出する。また、第二視覚データをインタネッへアップロードすることが
でき、インターネットのほかの設備で第二特徴情報を抽出する。
【００４６】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に第一特徴情報抽出モジュールを備え、
インターネットから第一視覚データをダウンロードし、前記第一特徴情報抽出モジュール
で前記第一視覚データから第一特徴情報を抽出する。
【００４７】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、第一特徴情報抽出方式と第二特徴情報抽出
方式が同じであってもいいため、システムの資源を節約するように、前記第一特徴情報抽
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出モジュールと前記第二特徴情報抽出モジュールは同じモジュールである。
【００４８】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に照会モジュールを備え、第二特徴情報
と第一特徴情報を対照し、前記第一視覚データと第二視覚データが製品の同じ状態又は同
じ部分を示すかを確定して、製品説明中の対応部分を照会し、照会結果をリターンする。
【００４９】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、前記照会結果は、製品説明中のある部分、
或いは製品説明中のある部分の位置指示中の少なくとも一種を含む。
【００５０】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、前記製品説明は文書、イメージ、サウンド
フォーマット又はビデオフォーマットの少なくとも一種である。
【００５１】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、前記視覚データ獲得モジュールは撮影装置
を備え、製品のある状態又はある部分、或いは第二特徴情報を撮影して、第二視覚データ
を獲得し或いは直接に前記第二特徴情報を獲得する。
【００５２】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に視覚データ処理モジュールを備え、大
きいサイズの視覚データから第二視覚データを含む局部を選択して第二視覚データとし、
或いは大きいサイズの視覚データから第二特徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報と
する。
【００５３】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に第一入力モジュールを備え、製品説明
中の少なくともある部分に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データ
を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と前記第一視覚データとの対応関係を構
築し、前記製品説明の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を本設備
に保存し又はインターネットでアップロードする。
【００５４】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に第二入力モジュールを備え、製品説明
中の少なくともある部分を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と、ここに記載
された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データとの対応関係を構築し、前記製
品説明中の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応関係を本設備に保存し又
はインターネットでアップロードする。
【００５５】
　本発明は、更に他の製品説明の照会方法を公開した。前述の製品説明の照会方法と比べ
て、大きな相違点は、前述の製品説明の照会方法において、第一視覚データと製品説明中
の少なくともある部分を対応させるが、本発明のほかの製品説明の照会方法において、第
一特徴情報と製品説明中の少なくともある部分を対応させる。前述の製品説明の照会方法
に比べて、本発明の製品説明の照会方法は、第一視覚データから第一特徴情報を抽出する
工程を省略した。
【００５６】
　本発明の製品説明の照会方法の技術方案は、下記の工程を含む。
　製品説明の少なくともある一部分と、ここに記載された製品のある状態又はある部分を
示す第一視覚データの第一特徴情報と対応関係を構築し、前記製品説明の少なくともある
部分、第一特徴情報、及びその対応関係を保存しており、
　製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データを獲得し、前記第二視覚データの第
二特徴情報を抽出し、或いは直接に製品のある状態又はある部分を示す第二視覚データの
第二特徴情報を抽出しており、
　前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視覚データと第二視覚データ
が製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明における対応部分を照会し
、照会結果をリターンしており、



(17) JP 2016-535356 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【００５７】
　前記製品説明の照会方法において、前記製品説明は、文書、イメージ、サウンドフォー
マット又はビデオフォーマットの中の少なくとも一種である。
　前記製品説明の照会方法において、前記第二視覚データ及び第二特徴情報を直接に獲得
する方法には、下記のものが含まれる。
　製品のある状態又はある部分、或いは第二特徴情報を撮影しており、
　第二視覚データ又は第二特徴情報を含むファイルを獲得する。
【００５８】
　前記製品説明の照会方法において、前記第二視覚データ及び第二特徴情報の直接な獲得
方法は、更に大きいサイズの視覚データから第二視覚データを含む局部を選択して第二視
覚データとし、或いは大きいサイズの視覚データから第二特徴情報を含む局部を選択して
第二特徴情報とする。
【００５９】
　前記製品説明の照会方法において、一つのコンピューターシステムに製品説明、第一特
徴情報及びその対応関係を保存し、当該コンピューターシステムで第二視覚データを獲得
し第二特徴情報を抽出し、或いは直接に第二特徴情報を獲得し、依然として当該コンピュ
ーターシステムで第二特徴情報と第一特徴情報を対照して、製品説明における対応部分を
照会し、照会結果をリターンする。
【００６０】
　前記製品説明の照会方法において、前記製品説明の照会方法はインターネットにより実
現される。全部同じであるか、一部分が同じであるか、又は全部異なるインターネット位
置で実現される。前記製品説明を保存し、第一特徴情報を保存し、前記製品説明中におけ
る少なくともある部分と第一特徴情報の対応関係を保存し、前記第二視覚データを獲得し
、或いは直接に第二特徴情報を獲得して、第二視覚データから第二特徴情報を抽出し、第
二特徴情報と第一特徴情報を対照する。異なるインターネット位置はインターネットによ
り通信連結を行って、前記視覚データ、特徴情報又は照会結果を伝送する。
【００６１】
　前記製品説明の照会方法において、前記照会結果は、製品説明中のある部分、又は製品
説明中のある部分の位置指示中の少なくとも一種を含む。
【００６２】
　前記製品説明の照会方法において、特定の製品説明を指定した後、指定された製品説明
において、その対応部分を照会する。
【００６３】
　前記製品説明の照会方法において、更に下記の段階を含む。つまり、製品説明のある部
分に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報を新た
に構築し、製品説明の少なくともある部分と前記第一特徴情報の対応関係を構築し、前記
製品説明の少なくともある部分、第一特徴情報、及びその対応関係を保存する。
【００６４】
　本発明の製品説明の照会方法は、更に下記の段階を含む。つまり、製品説明の中の少な
くともある部分を新たに構築し、前記製品説明中の少なくともある部分と、ここに記載さ
れた製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報と対応関係を構築
し、前記製品説明中の少なくともある部分、第一特徴情報、及びその対応関係を保存する
。
【００６５】
　本発明は、更に前記製品説明の照会方法で採用した製品説明照会装置を公開した。図４
のように、下記のものを含む。
　保存モジュールであって、製品説明、製品説明の中の少なくともある部分に記載された
製品のある状態又はある部分の第一視覚データの第一特徴情報、及び製品説明中の少なく
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ともある部分と第一特徴情報の間の対応関係を保存しており、
　視覚データ獲得モジュールであって、製品のある状態又はある部分の第二視覚データを
獲得し、或いは直接に製品のある状態又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲
得しており、
　第二特徴情報抽出モジュールであって、第二視覚データから第二特徴情報を抽出してお
り、
　照会モジュールであって、前記第二特徴情報と第一特徴情報を対照することで、第一視
覚データと第二視覚データが製品の同じ状態又は同じ部分を示すかを確定して、製品説明
中の対応部分を照会し、照会結果をリターンする。
【００６６】
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【００６７】
　前記製品説明の照会装置において、前記製品説明は文書、イメージ、サウンドフォーマ
ット又はビデオフォーマット中の少なくとも一種である。
【００６８】
　前記製品説明の照会装置において、前記視覚データ獲得モジュールは撮影装置を備え、
製品のある状態又はある部分、或いは第二特徴情報を撮影して、第二視覚データを獲得し
或いは直接に前記第二特徴情報を獲得する。
【００６９】
　前記製品説明の照会装置において、更に視覚データ処理モジュールを備え、大きいサイ
ズの視覚データから第二視覚データを含む局部を選択して第二視覚データとし、或いは大
きいサイズの視覚データから第二特徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報とする。
　前記製品説明の照会装置において、前記照会結果は、製品説明中のある部分、或いは製
品説明中のある部分の位置指示中の少なくとも一種である。
【００７０】
　前記製品説明の照会装置において、更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の少な
くともある部分に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特
徴情報を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と前記第一特徴情報との対応関係
を構築し、前記保存モジュールに前記製品説明の少なくともある部分、第一特徴情報、及
びその対応関係を保存する。 
【００７１】
　前記製品説明の照会装置において、更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の少な
くともある部分を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と、ここに記載された製
品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報との対応関係を構築し、
前記保存モジュールに前記製品説明中の少なくともある部分、第一特徴情報、及びその対
応関係を保存する。
【００７２】
　本発明は、更に前記製品説明の照会方法を実現するために採用できる製品説明の照会シ
ステムを公開した。図５に示したように、一つのインターネット設備又はインターネット
で連結された複数インターネット設備が含まれ、更に下記のモジュールが含まれる。
　保存モジュールであって、製品説明、製品説明の中の少なくともある部分に記載された
製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報、及び製品説明の中の
少なくともある部分と第一特徴情報の間の対応関係を、少なくとも一つのインターネット
設備に保存する；
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚デートと特徴情報は一対一対応
関係を有し、前記インターネット設備はインターネットサーバとクライアントを備える。
【００７３】
　前記製品説明の照会システムは、更に照会モジュールを備え、第二特徴情報と第一特徴
情報を対照し、第一視覚データと第二視覚データが製品の同じ状態又は同じ部分を示すか
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を確定して、製品説明中の対応部分を照会し、照会結果をリターンし、前記第二特徴情報
は、インターネットから発送され、或いはインターネットから第二視覚データが発送され
、第二特徴情報抽出モジュールで第二視覚データから第二特徴情報を抽出する。
【００７４】
　前記製品説明の照会システムにおいて、前記製品説明は文書、イメージ、サウンドフォ
ーマット又はビデオフォーマットの少なくとも一種である。
【００７５】
　前記製品説明の照会システムにおいて、前記照会結果は、製品説明中のある部分、或い
は製品説明中のある部分の位置指示中の少なくとも一種である。
【００７６】
　前記製品説明の照会システムにおいて、更に第一入力モジュールを備え、製品説明中の
少なくともある部分に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第
一特徴情報を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と前記第一特徴情報との対応
関係を構築し、保存モジュールに前記製品説明の少なくともある部分、第一特徴情報、及
びその対応関係を保存する。
【００７７】
　前記製品説明の照会システムにおいて、更に第二入力モジュールを備え、製品説明中の
少なくともある部分を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と、ここに記載され
た製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報との対応関係を構築
し、前記保存モジュールに前記製品説明中の少なくともある部分、第一視覚データ、及び
その対応関係を保存する。
【００７８】
　本発明は、更に前記製品説明の照会方法を実現するために採用できる製品説明の照会ク
ライアントを公開した。図６に示すように、下記のモジュールを含む。
　視覚データ獲得モジュールであって、製品のある状態又はある部分の第二視覚データを
獲得し、或いは直接に製品のある状態又はある部分の第二視覚データの第二特徴情報を獲
得しており、
　インターネットで、第二視覚データ又は第二特徴情報を根拠として、製品説明のある部
分を照会し、該製品説明のある部分には第二視覚データが示す製品のある状態又はある部
分を記載しており、
　前記視覚データはイメージ又はビデオであり、前記視覚データと特徴情報は一対一対応
関係を有する。
【００７９】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に第二特徴情報抽出モジュールを備え、
第二視覚データから第二特徴情報を抽出する。
【００８０】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に照会モジュールを備え、第二特徴情報
と第一特徴情報を対照することで、第一視覚データと第二視覚データが製品の同じ状態又
は同じ部分を示すかを確定して、製品説明における対応部分を照会し、照会結果をリター
ンする。
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、前記照会結果は、製品説明中のある部分、
又は製品説明中のある部分の位置指示中の少なくとも一種を含む。
【００８１】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、前記製品説明は文書、イメージ、サウンド
フォーマット又はビデオフォーマット中の少なくとも一種である。
【００８２】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、前記視覚データ獲得モジュールは撮影装置
を備え、製品のある状態又はある部分、或いは第二特徴情報を撮影して、第二視覚データ
を獲得し或いは直接に前記第二特徴情報を獲得する。
【００８３】
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　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に視覚データ処理モジュールを備え、大
きいサイズの視覚データから第二視覚データを含む局部を選択して第二視覚データとし、
或いは大きいサイズの視覚データから第二特徴情報を含む局部を選択して第二特徴情報と
する。
【００８４】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に第一入力モジュールを備え、製品説明
中の少なくともある部分に記載された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データ
の第一特徴情報を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と前記第一特徴情報との
対応関係を構築し、前記製品説明の少なくともある部分、第一視覚データ、及びその対応
関係を本設備に保存し又はインターネットでアップロードする。
【００８５】
　前記製品説明の照会クライアントにおいて、更に第二入力モジュールを備え、製品説明
中の少なくともある部分を入力し、前記製品説明中の少なくともある部分と、ここに記載
された製品のある状態又はある部分を示す第一視覚データの第一特徴情報との対応関係を
構築し、前記製品説明中の少なくともある部分、第一特徴情報、及びその対応関係を本設
備に保存し又はインターネットでアップロードする。
【００８６】
　本発明が提供した製品説明の照会方法、装置、システム及びクライアントを採用するこ
とで、使用者は撮影又は他の方法で製品局部のイメージ又はビデオを獲得し、イメージ又
はビデオから特徴情報を抽出するとともに、予め保存した説明書のある部分と対応するイ
メージ又はビデオから特徴情報を抽出し、或いは直接に予め保存した特徴情報を抽出して
、使用者が獲得した特徴情報と対照して、製品説明中の特定部分を照会した。
【００８７】
　本発明は上記の技術方案により、使用者が製品のある状態又はある部分のイメージ又は
ビデオのみを使用して、それと対応する製品説明を照会することができ、説明書の内容を
照会する効率を大幅に高め、使用者が製品説明で使用者に価値のある情報を獲得すること
が便利になった。
【００８８】
　以上は本発明の好ましい実施例だけであり、本発明の実質的な技術内容の範囲を限定す
るものではなく、本発明の実質的な技術内容は、本発明の特許請求の範囲内に広い意味で
定義されている。任意の他人により完成された技術実態または方法が、本発明の特許請求
の範囲の定義と完全に同じであるか、または等価変更であれば、何れも本発明の特許請求
の範囲内に属する。
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