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(57)【要約】
　本発明は検索方法、検索システム及び検索装置を提供
し、前記方法は、検索語を受信するステップと、露出さ
れた検索語に基づいて複数の検索結果を取得するととも
に、各検索結果に対応する関連結果を取得するステップ
と、各表示エリア毎に１件ずつの検索結果が表示される
複数の表示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、
ユーザの表示エリアに対する操作を受信したとき露出さ
れた表示エリアに露出された検索結果に対応する関連結
果を表示するステップとを含む。本発明の検索方法は、
検索結果ページの構造を多様化させ、表示形式をより柔
軟にさせ、ユーザの検索行為をそそることができる。ま
た、ユーザとのインタラクションによりより豊かな検索
結果を提供し、多方面にユーザの検索ニーズを満たし、
同時に検索の面白さを高め、ユーザの検索体験を向上さ
せた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検索語を受信するステップと、
　前記検索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、前記各検索結果に対応する
関連結果を取得するステップと、
　各表示エリア毎に１件ずつの前記検索結果が表示される複数の前記表示エリアを含む検
索結果表示ページを提供し、ユーザの前記表示エリアに対する操作を受信したとき前記表
示エリアに前記検索結果に対応する前記関連結果を表示するステップとを含む
　ことを特徴とする検索方法。
【請求項２】
　前記表示エリアは表示カードの形式で前記検索結果表示ページに表示され、前記表示カ
ードに前記検索結果が表示され、前記ユーザの前記表示カードに対する操作が予め設定さ
れた操作と一致する場合、前記表示カードに対応する前記関連結果を表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の検索方法。
【請求項３】
　前記関連結果は前記検索結果と関連するトリガーボタン、及び／又は前記検索結果と関
連する関連コンテンツを含む
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の検索方法。
【請求項４】
　前記検索結果が自然結果である場合、前記関連結果は前記自然結果と関連するお気に入
りトリガーボタン、ユーザコメント内容、個人向けにカスタマイズされたコンテンツ及び
広告コンテンツの中の一種類又は複数種類であり、
　前記検索結果がスポンサードリンク結果である場合、前記関連結果は前記スポンサード
リンク結果と関連する受領トリガーボタン、賞品内容及び広告コンテンツの中の一種類又
は複数種類であり、
　前記検索結果がニュース結果である場合、前記関連結果は前記ニュース結果と関連する
コメント情報、ファーラムへの入り口、コメント入力欄の中の一種類又は複数種類である
ことを特徴とする請求項３に記載の検索方法。
【請求項５】
　前記ユーザが前記表示カードに対してスライド操作を入力するとき、前記表示カードを
スライドするように制御し、
　前記表示カードが予め設定された位置にスライドされたときに、前記表示カードのスラ
イドを停止するように制御し、前記表示カードがスライドされる過程において、前記表示
カードがスライドされて露出されたエリアに前記表示カードに対応する前記関連結果を表
示する
　ことを特徴とする請求項２に記載の検索方法。
【請求項６】
　前記表示カードのスライドが停止した後、
　前記ユーザが前記表示カードをクリックするときに、前記表示カードを初期位置に戻す
ように制御するステップを更に含む
　ことを特徴とする請求項５に記載の検索方法。
【請求項７】
　携帯端末と検索エンジンとを含み、
　前記検索エンジンは、前記携帯端末から検索語を受信し、前記検索語に基づいて複数の
検索結果を取得するとともに、前記各検索結果に対応する関連結果を取得し、各表示エリ
ア毎に１件ずつの前記検索結果が表示される複数の前記表示エリアを含む検索結果表示ペ
ージを提供し、ユーザの前記表示エリアに対する操作を受信し、前記携帯端末がユーザの
前記表示エリアに対する操作を受信したとき前記表示エリアに前記検索結果に対応する前
記関連結果を表示するように構成されている
　ことを特徴とする検索システム。
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【請求項８】
　前記表示エリアは表示カードの形式で前記検索結果表示ページに表示され、前記表示カ
ードに前記検索結果が表示され、前記ユーザの前記表示カードに対する操作が予め設定さ
れた操作と一致する場合、前記表示カードに対応する前記関連結果を表示する
　ことを特徴とする請求項７に記載の検索システム。
【請求項９】
　前記関連結果は前記検索結果と関連するトリガーボタン、及び／又は前記検索結果と関
連する関連コンテンツを含む
　ことを特徴とする請求項７又は請求項８に記載の検索システム。
【請求項１０】
　前記検索結果が自然結果である場合、前記関連結果は前記自然結果と関連するお気に入
りトリガーボタン、ユーザコメント内容、個人向けにカスタマイズされたコンテンツ及び
広告コンテンツの中の一種類又は複数種類であり、
　前記検索結果がスポンサードリンク結果である場合、前記関連結果は前記スポンサード
リンク結果と関連する受領トリガーボタン、賞品内容及び広告コンテンツの中の一種類又
は複数種類であり、
　前記検索結果がニュース結果である場合、前記関連結果は前記ニュース結果と関連する
コメント情報、ファーラムへの入り口、コメント入力欄の中の一種類又は複数種類である
　ことを特徴とする請求項９に記載の検索システム。
【請求項１１】
　前記検索エンジンは、
　前記ユーザが前記表示カードに対してスライド操作を入力するとき、前記表示カードを
スライドするように制御し、
　前記表示カードが予め設定された位置にスライドされたときに、前記表示カードのスラ
イドを停止するように制御し、前記表示カードがスライドされる過程において、前記表示
カードがスライドされて露出されたエリアに前記表示カードに対応する前記関連結果を表
示するように構成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載の検索システム。
【請求項１２】
　前記検索エンジンは、前記表示カードのフリップを制御した後、更に、
　前記ユーザが前記表示カードの第二面をクリックするときに、前記表示カードの第一面
における前記検索結果を表示できるように、前記表示カードのフリップを再び制御するよ
うに構成されている
　ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　検索語を受信するように構成された受信モジュールと、
　前記検索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、前記各検索結果に対応する
関連結果を取得するように構成された取得モジュールと、
　各表示エリア毎に１件ずつの前記検索結果が表示される複数の前記表示エリアを含む検
索結果表示ページを提供し、ユーザの前記表示エリアに対する操作を受信したとき前記表
示エリアに前記検索結果に対応する前記関連結果を表示するように構成された提供モジュ
ールとを含む
　ことを特徴とする検索装置。
【請求項１４】
　前記表示エリアは表示カードの形式で前記検索結果表示ページに表示され、前記表示カ
ードに前記検索結果が表示され、前記ユーザの前記表示カードに対する操作が予め設定さ
れた操作と一致する場合、前記表示カードに対応する関連結果を表示する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の検索装置。
【請求項１５】
　前記関連結果は前記検索結果と関連するトリガーボタン、及び／又は前記検索結果と関
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連する関連コンテンツを含む
ことを特徴とする請求項１３又は請求項１４に記載の検索装置。
【請求項１６】
　前記検索結果が自然結果である場合、前記関連結果は前記自然結果と関連するお気に入
りトリガーボタン、ユーザコメント内容、個人向けにカスタマイズされたコンテンツ及び
広告コンテンツの中の一種類又は複数種類であり、
　前記検索結果がスポンサードリンク結果である場合、前記関連結果は前記スポンサード
リンク結果と関連する受領トリガーボタン、賞品内容及び広告コンテンツの中の一種類又
は複数種類であり、
　前記検索結果がニュース結果である場合、前記関連結果は前記ニュース結果と関連する
コメント情報、ファーラムへの入り口、コメント入力欄の中の一種類又は複数種類である
　ことを特徴とする請求項１５に記載の検索装置。
【請求項１７】
　前記ユーザが前記表示カードに対してスライド操作を入力するとき、前記表示カードを
スライドするように制御し、前記表示カードが予め設定された位置にスライドされたとき
に、前記表示カードのスライドを停止するように制御し、前記表示カードがスライドされ
る過程において、前記表示カードがスライドされて露出されたエリアに前記表示カードに
対応する前記関連結果を表示するように構成された制御モジュールを更に含む
　ことを特徴とする請求項１４に記載の検索装置。
【請求項１８】
　前記制御モジュールは前記表示カードのスライドが停止した後、前記ユーザが前記表示
カードをクリックするときに、前記表示カードを初期位置に戻すように更に制御するよう
に構成されている
　ことを特徴とする請求項１７に記載の検索装置。
【請求項１９】
　一つ又は複数のプロセッサと、メモリと、前記メモリに格納されている一つ又は複数の
プログラムとを含み、
　前記一つ又は複数のプログラムは、前記一つ又は複数のプロセッサによって実行される
とき、
　検索語を受信し、前記検索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、前記各検
索結果に対応する関連結果を取得し、各表示エリア毎に１件ずつの前記検索結果が表示さ
れる複数の前記表示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、ユーザの前記表示エリア
に対する操作を受信したとき前記表示エリアに前記検索結果に対応する前記関連結果を表
示する
　ことを特徴とする端末機器。
【請求項２０】
　一つ又は複数のプログラムを格納しており、前記一つ又は複数のプログラムがデバイス
によって実行されるとき、前記デバイスは、
　検索語を受信し、前記検索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、前記各検
索結果に対応する関連結果を取得し、各表示エリア毎に１件ずつの前記検索結果が表示さ
れる複数の前記表示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、ユーザの前記表示エリア
に対する操作を受信したとき前記表示エリアに前記検索結果に対応する前記関連結果を表
示するように構成されている
　ことを特徴とする不揮発性コンピュータ記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検索技術分野に関し、特に検索方法、検索システム及び検索装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　携帯端末技術の発展に伴い、携帯端末の機能がますます豊かになり、人々の日常生活に
携帯端末が幅広く応用されている。持ちやすいため、携帯端末を利用して検索することは
ユーザ検索の主な方法となっている。しかし、スクリーンサイズの制限により、ほとんど
の携帯端末は一覧表で一部の検索結果を表示する。通常はスクリーンに検索結果を３～４
件しか表示できず、しかも伝統的なパーソナルコンピュータのように完全で豊かな内容の
ある検索結果及びお気に入り、コメント、推奨若しくはその他の機能といった追加機能も
表示できない。それ故、携帯端末を利用して検索するとき、表示された検索結果の内容が
十分ではないし、表示形式が単純でユーザとのインタラクションが少なく、ユーザー体験
がよくない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は先行技術に存在する技術問題点の少なくともある程度までは１つを解決するこ
とを目的とする。
【０００４】
　そのため、本発明は検索方法を提供し、検索結果ページの構造を多様化させ、表示形式
をより柔軟にさせ、より豊かな内容のある検索結果を提供し、ユーザの多種多様の検索ニ
ーズを満たすことを一つ目の目的とする。
【０００５】
　本発明は検索システムを提供することを二つ目の目的とする。
【０００６】
　本発明は検索装置を提供することを三つ目の目的とする。
【０００７】
　本発明は端末機器を提供することを四つ目の目的とする。
【０００８】
　本発明は不揮発性コンピュータ記憶媒体を提供することを五つ目の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の第一方面の実施形態による検索方法は、検索語を受
信するステップと、前記検索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、前記各検
索結果に対応する関連結果を取得するステップと、各表示エリア毎に１件ずつの前記検索
結果が表示される複数の前記表示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、ユーザの前
記表示エリアに対する操作を受信したとき前記表示エリアに前記検索結果に対応する前記
関連結果を表示するステップとを含む。
【００１０】
　本発明の実施形態による検索方法は、検索語に基づいて取得した複数の検索結果を別々
に表示できるように、検索結果表示インターフェースに複数の表示エリアを提供し、更に
、ユーザが表示アリアに対する操作に応じて対応する関連結果を表示することにより、検
索結果ページの構造を多様化させ、表示形式をより柔軟にさせ、ユーザの検索行為をそそ
ることができる。また、ユーザとのインタラクションによりより豊かな検索結果を提供し
、多方面にユーザの検索ニーズを満たし、同時に検索の面白さを高め、ユーザの検索体験
を向上させた。
【００１１】
　本発明の第二方面の実施形態による検索システムは、携帯端末と検索エンジンとを含み
、前記検索エンジンは、前記携帯端末から検索語を受信し、前記検索語に基づいて複数の
検索結果を取得するとともに、前記各検索結果に対応する関連結果を取得し、各表示エリ
ア毎に１件ずつの前記検索結果が表示される複数の前記表示エリアを含む検索結果表示ペ
ージを提供し、ユーザの前記表示エリアに対する操作を受信し、前記携帯端末がユーザの
前記表示エリアに対する操作を受信したとき前記表示エリアに前記検索結果に対応する前
記関連結果を表示するように構成されている。
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【００１２】
　本発明の実施形態による検索システムは、検索語に基づいて取得した複数の検索結果を
別々に表示できるように、検索結果表示インターフェースに複数の表示エリアを提供し、
更に、ユーザが表示アリアに対する操作に応じて対応する関連結果を表示することにより
、検索結果ページの構造を多様化させ、表示形式をより柔軟にさせ、ユーザの検索行為を
そそることができる。また、ユーザとのインタラクションによりより豊かな検索結果を提
供し、多方面にユーザの検索ニーズを満たし、同時に検索の面白さを高め、ユーザの検索
体験を向上させた。
【００１３】
　本発明の第三方面の実施形態による検索装置は、検索語を受信するように構成された受
信モジュールと、前記検索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、前記各検索
結果に対応する関連結果を取得するように構成された取得モジュールと、各表示エリア毎
に１件ずつの前記検索結果が表示される複数の前記表示エリアを含む検索結果表示ページ
を提供し、ユーザの前記表示エリアに対する操作を受信したとき前記表示エリアに前記検
索結果に対応する前記関連結果を表示するように構成された提供モジュールとを含む。
【００１４】
　本発明の実施形態による検索装置は、検索語に基づいて取得した複数の検索結果を別々
に表示できるように、検索結果表示インターフェースに複数の表示エリアを提供し、更に
、ユーザが表示アリアに対する操作に応じて対応する関連結果を表示することにより、検
索結果ページの構造を多様化させ、表示形式をより柔軟にさせ、ユーザの検索行為をそそ
ることができる。また、ユーザとのインタラクションによりより豊かな検索結果を提供し
、多方面にユーザの検索ニーズを満たし、同時に検索の面白さを高め、ユーザの検索体験
を向上させた。
【００１５】
　本発明の第四方面の実施形態による端末機器は、一つ又は複数のプロセッサと、メモリ
と、前記メモリに格納されている一つ又は複数のプログラムとを含み、前記一つ又は複数
のプログラムは、前記一つ又は複数のプロセッサによって実行されるとき、検索語を受信
し、前記検索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、前記各検索結果に対応す
る関連結果を取得し、各表示エリア毎に１件ずつの前記検索結果が表示される複数の前記
表示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、ユーザの前記表示エリアに対する操作を
受信したとき前記表示エリアに前記検索結果に対応する前記関連結果を表示する。
【００１６】
　本発明の第五方面の実施形態による不揮発性コンピュータ記憶媒体は、一つ又は複数の
プログラムを格納しており、前記一つ又は複数のプログラムがデバイスによって実行され
るとき、前記デバイスは、検索語を受信し、前記検索語に基づいて複数の検索結果を取得
するとともに、前記各検索結果に対応する関連結果を取得し、各表示エリア毎に１件ずつ
の前記検索結果が表示される複数の前記表示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、
ユーザの前記表示エリアに対する操作を受信したとき前記表示エリアに前記検索結果に対
応する前記関連結果を表示するように構成されている。
【００１７】
　本発明の付加的方面及びメリットは、以下の説明において部分的に述べられ、この説明
から一部は明らかになるか、または、本発明の実施により理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明の上述又／或いは付加的方面とメリットは、下記の図面を結合した実施例に対す
る説明において、明らかになり、理解されることが容易になる。
【図１】本発明の一実施形態による検索方法を示すフローチャートである。
【図２ａ】本発明の実施形態による自然結果の表示カードを操作する概略図である。
【図２ｂ】本発明の実施形態によるスポンサードリンク結果の表示カードを操作する概略
図である。
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【図２ｃ】本発明の実施形態によるニュース結果の表示カードを操作する概略図である。
【図２ｄ】本発明の一実施形態による表示カードの多面的な概略図である。
【図３】本発明の一実施形態による表示カードを用いて検索結果を表示する検索方法の実
現を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態による検索システムの構造を示すブロック図ある。
【図５】本発明の一実施形態による検索装置の構造を示すブロック図ある。
【図６】本発明の別の実施形態による検索装置の構造を示すブロック図ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。前記実施形態の実例が図面において示され
るが、同一の又は類似する符号が相同又は類似の部品又は相同又は類似の機能を有する部
品を表す。以下、図面を参照しながら説明する実施形態が例示性のものであり、本発明を
一般に理解するために用いられる。実施形態は、本発明を制限するように解釈されてはな
らない。
【００２０】
　本発明の説明には、用語「複数」は二つ又は二つ以上を指し、用語「第一」、「第二」
は単に説明のためのみに用いられ、相対的な重要性に明示的にも暗示的にも関連づけられ
使用されるものではない。
【００２１】
　以下は図面を参照しながら本発明の実施形態による検索方法、検索システム及び検索装
置を説明する。
【００２２】
　本発明の実施形態は、例えばＩＯＳ（ＩＯＳはアップル会社が開発したハンドヘルドオ
ペレーティングシステムである）、アンドロンド（ＡｎｄｒｏｉｄはＬｉｎｕｘ（登録商
標）をベースにした自由でオープンソースのオペレーティングシステムである）、または
、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）Ｐｈｏｎｅ（ＷｉｎｄｏｗｓＰｈｏｎｅはマイクロソフト
が開発した携帯電話オペレーティングシステムである）が搭載されている携帯端末に適用
する好ましいことを理解すべきである。当然ながらパーソナルコンピュータ及びその他の
インテリジェント携帯端末にも適用する。本発明はこれらを制限しない。本発明の実施形
態において、携帯端末は携帯電話、パソコン、タブレットＰＣ、パーソナルデジタルアシ
スタント、電子書籍等の様々なオペレーティングシステムを有するハードウェアであって
もよい。
【００２３】
　表示された検索結果の内容が十分ではなく、表示形式が単純である問題を解決するため
に、本発明は検索方法を提供する。該方法は、検索語を受信するステップと、検索語に基
づいて複数の検索結果を取得するとともに、各検索結果に対応する関連結果を取得するス
テップと、各表示エリア毎に１件ずつの検索結果が表示される複数の表示エリアを含む検
索結果表示ページを提供し、ユーザの表示エリアに対する操作を受信したとき表示エリア
に検索結果に対応する関連結果を表示するステップとを含む。
【００２４】
　図１は本発明の一実施形態による検索方法を示すフローチャートである。図１に示した
ように、本発明の実施形態による検索方法はステップＳ１０１、ステップＳ１０２及びス
テップＳ１０３を含む。
【００２５】
　ステップＳ１０１において、検索語を受信する。
【００２６】
　具体的に、本発明の実施形態において、検索エンジンは端末機器を通じて検索語入力欄
を提供し、該入力欄を通してユーザの入力した検索語を受信する。当然ながら、ユーザが
検索語を入力できるように、検索エンジンはその他の様々なショートカットの入力方法を
提供することもできる。例えば、検索エンジンはユーザに検索語等を推奨することもでき
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る。これについて、本実施形態は制限しない。
【００２７】
　ステップＳ１０２において、検索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、各
検索結果に対応する関連結果を取得する。
【００２８】
　本発明の実施形態において、検索エンジンが取得した検索結果は自然結果、スポンサー
ドリンク結果及びニュース結果等を含むことができる。その中で、自然結果は、検索エン
ジンが検索語に基づいて検索して取得した各ウェブサイトにおける検索語を含む又は検索
語に関連するウェブページ、ドキュメント、動画、画像等の結果であり、スポンサードリ
ンク結果は、ウェブサイト、ウェブページ、プロダクト等に対するスポンサード活動でか
つ検索語と関連するリンク結果であり、ニュース結果は、検索語と関連するニュースであ
る。
【００２９】
　本発明の実施形態において、関連結果は任意の検索結果であることが可能である。しか
し、検索のインタラクション性能を高め、ユーザの検索結果に対する更なる検索行為をそ
そるために、関連結果は検索結果と関連性を持っている内容であってもよい。関連結果は
検索結果と関連するトリガーボタン、及び／又は検索結果と関連する関連コンテンツを含
む。
【００３０】
　本発明の一実施形態において、検索結果が自然結果である場合、関連結果は自然結果と
関連するお気に入りトリガーボタン、ユーザコメント内容、個人向けにカスタマイズされ
たコンテンツ及び広告コンテンツの中の一種類又は複数種類であり、検索結果がスポンサ
ードリンク結果である場合、関連結果はスポンサードリンク結果と関連する受領トリガー
ボタン、賞品内容及び広告コンテンツの中の一種類又は複数種類であり、検索結果がニュ
ース結果である場合、関連結果はニュース結果と関連するコメント情報、ファーラムへの
入り口、コメント入力欄の中の一種類又は複数種類である。
【００３１】
　ステップＳ１０３において、各表示エリア毎に１件ずつの検索結果が表示される複数の
表示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、ユーザの表示エリアに対する操作を受信
したとき表示エリアに検索結果に対応する関連結果を表示する。
【００３２】
　本発明の一実施形態において、表示エリアは表示カードの形式で検索結果表示ページに
表示され、表示カードに検索結果が表示され、ユーザの表示カードに対する操作が予め設
定された操作と一致する場合、表示カードに対応する関連結果を表示することができる。
その中で、予め設定された操作はスライド操作でもよいし、もちろんフリップ操作等でも
かまわない。
【００３３】
　本発明の一実施形態において、ユーザが表示カードに対してスライド操作を入力すると
き、表示カードをスライドするように制御し、表示カードが予め設定された位置にスライ
ドされたときに、表示カードのスライドを停止するように制御し、表示カードがスライド
される過程において、表示カードがスライドされて露出されたエリアに表示カードに対応
する関連結果を表示する。表示カードのスライドが停止した後、ユーザが表示カードをク
リックするときに、表示カードを初期位置に戻すように制御する。
【００３４】
　具体的に、図２ａは本発明の実施形態による自然結果の表示カードを操作する概略図で
ある。図２ｂは本発明の実施形態によるスポンサードリンク結果の表示カードを操作する
概略図である。図２ｃは本発明の実施形態によるニュース結果の表示カードを操作する概
略図である。
【００３５】
　図２ａに示したように、第二の検索結果（該検索結果は自然結果である）の表示カード
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に対して右にスライド操作をするとき、該表示カードが予め設定された位置（例えば、ス
ライド距離がスクリーンの幅の８０％を占める場合、表示カードが幅の２０％しか占めず
、表示カードにおける検索結果はその内容の２０％しか表示できず、又は表示カードにお
ける検索結果を概略図として幅の２０％の表示カードエリアに表示する）にスライドされ
た後、表示カードがスライドしないように制御し、この場合表示カードはわずか一部（Ａ
）しか表示できず、カードの裏の空間を露出させる。表示カードがスライドされる過程に
おいて、、露出可能な空間に対応するお気に入りボタン、ユーザコメントボタン、個人向
けにカスタマイズされたコンテンツ及び広告コンテンツ等（Ｂ）を徐々に表示することが
できる。ユーザは必要に応じて対応するボタン或いはコンテンツをクリックして対応する
リンクをお気に入り追加、コメント、個人向けにカスタマイズされたコンテンツ若しくは
広告コンテンツを閲覧することができる。
【００３６】
　その中で、お気に入りボタンに対応する機能はユーザアカウントと関連付けなければな
らず、ユーザアカウントがある場合、ログイン欄がポップアップされてログインさせるよ
うにし、ユーザアカウントがない場合、ユーザに新規登録するように提示する。お気に入
りに追加されたリンクはクラウドサーバーにおける個人空間に保存されることができる。
また、ログインしたユーザの右上にお気に入り表示ボタンを提供することができ、クリッ
クするとお気に入りの分類及び具体的な名称を表示される。
【００３７】
　コメントボタンの機能は現在の表示カードの検索結果をコメントすることであり、ユー
ザは匿名又はアカウント名でコメントすることができる。コメントの内容はフィードバッ
ク情報として検索エンジンのデータベースに入り、検索エンジンがこれに基づいて検索結
果のランク重みを調整する要素として、ビッグデータ処理を通じて検索結果のランクを徐
々に最適化させる。
【００３８】
　ユーザは個人向けにカスタマイズされたボタンをクリックすると、個人向けにカスタマ
イズされたボタン欄が表示され、検索結果ページのスキン、カードの色及びスタイル（或
いは現在のページをハイライト表示する）等をユーザに提供するように選択してカスタマ
イズすることができる。
【００３９】
　広告コンテンツは広告を配信する戦略に応じて表示し、現在の表示カードの内容と関連
する広告でもよいし、表示カードの内容と関連していない広告でもよい。広告の形式を限
定せず、文字リンクでもスモールピクチャーでもよい。
【００４０】
　図２ｂに示したように、第一の検索結果（該検索結果がスポンサードリンク結果である
）の表示カードに対して右にスライド操作をするとき、該表示カードが予め設定された位
置にスライドされた後、表示カードをスライドしないように制御する（Ｃ）。表示カード
がスライドされる過程において、露出されたエリアに対応する賞品受領ボタンを徐々に表
示する（Ｄ）。賞品は商家のバーゲンクーポン、ギフト券等である。ユーザが該賞品受領
ボタンをクリックすると、商家のページに移って賞品を受領したり、財布類のアプリケー
ションを利用してリチャージする。
【００４１】
　図２ｃに示したように、第一のホットニュースの検索結果の表示カードに対して右にス
ライド操作をするとき、該表示カードが予め設定された位置にスライドされた後、表示カ
ードをスライドしないように制御する（Ｅ）。表示カードがスライドされる過程において
、露出されたエリアに該ホットニュースに対するコメント内容及びコメントボタン（Ｆ）
を徐々に表示する。ユーザはコメント内容を閲覧したり、コメントボタンをクリックして
コメントを投稿したりすることができる。コメントはアカウント名で投稿したり匿名で投
稿したりすることができる。また、ポストバー或いはフォーラムへの入口等のようなコメ
ント入口を表示することもでき、ユーザは該入口を通して対応するウェブサイトにアクセ
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スすることができる。
【００４２】
　本発明の実施形態において、表示カードのスライドが停止した後、ユーザが表示カード
をクリックするときに、表示カードを初期位置に戻すように制御する。当然ながら、他の
制御操作（例えば前に入力されたスライド操作と逆方向のスライド操作の入力）を通して
表示カードを初期位置に戻すように制御することもできる。
【００４３】
　本発明の一実施形態において、表示カードのフリップ効果を表示することによって表示
カードに検索結果及び／又は関連結果を表示するように制御こともできる。具体的には、
表示カードの第一面に検索結果を表示し、第二面に対応する関連結果を表示する。現在表
示カードに検索結果が表示さている場合、表示カードに対して予め設定された操作をする
とき、表示カードをフリップし、第二面の関連結果を表示するように制御することができ
る。表示カードに対するクリック操作又は再び予め設定された操作を受信するとき、表示
カードを再びフリップするように制御する。
【００４４】
　当然ながら、本発明の実施形態による表示カードは複数の面を含むこともできる。例え
ば、図２ｄに示したような多面体の形式について、第一面と第二面は多面体のいずれの二
つの面であってもよいし、複数の面が重なっており、第一面と第二面はそれぞれ第一層の
面と第二層の面であってもよい。本発明は具体的な形式を限定しない。ユーザは上述した
操作を通して表示カードの表示内容を複数の面に切り替えるように制御することができる
。
【００４５】
　表示カードの複数の面は広義的に理解すべきである。複数の表示カードを通して検索結
果と対応する関連結果をそれぞれ表示し、ユーザの操作によって複数の表示カード間の切
り替えを制御する技術案も本発明の保護範囲に入るべきである。
【００４６】
　本発明の実施形態による検索方法は、検索語に基づいて取得した複数の検索結果を別々
に表示できるように、検索結果表示インターフェースに複数の表示エリアを提供し、更に
、ユーザが表示アリアに対する操作に応じて対応する関連結果を表示することにより、検
索結果ページの構造を多様化させ、表示形式をより柔軟にさせ、ユーザの検索行為をそそ
ることができる。また、ユーザとのインタラクションによりより豊かな検索結果を提供し
、多方面にユーザの検索ニーズを満たし、同時に検索の面白さを高め、ユーザの検索体験
を向上させた。
【００４７】
　図３は本発明の一実施形態による表示カードをを用いて検索結果を表示する検索方法の
実現を示すブロック図である。その中で、検索エンジンは検索システムとカードカスタマ
イズシステムの二つの部分を含み、検索システムはユーザが入力したキーワード（検索語
）に基づいて複数の検索結果と各検索結果に対応する関連結果を取得し、カードカスタマ
イズシステムは検索結果と関連結果に基づいて対応する表示カードをカスタマイズし、検
索結果の表示カードと対応する関連結果のカードとを合併し、端末機器に提供し表示する
。
【００４８】
　これにより、本発明の実施形態による検索方法は、より多くの検索結果の表示位置を提
供し、モバイル検索とぴったり契合する。また、付加価値サービスを増加することにより
、検索エンジンの換金能力を高め、ユーザの異なるニーズをよりよく満たす。
【００４９】
　上述したい実施形態を実現するために、本発明は検索システムを更に提供する。
【００５０】
　携帯端末と検索エンジンを含む検索システムにおいて、携帯端末は検索エンジンに検索
語を送信し、検索エンジンの提供した検索結果表示ページを表示し、検索結果表示ページ
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には複数の表示エリアを含み、各表示エリア毎に１件ずつの検索結果が表示され、ユーザ
の表示エリアに対する操作を受信し、検索エンジンは検索語を受信し、検索語に基づいて
複数の検索結果を取得するとともに、各検索結果に対応する関連結果を取得し、検索結果
表示ページを提供し、携帯端末がユーザの表示エリアに対する操作を受信したとき表示エ
リアに検索結果に対応する関連結果を表示する。
【００５１】
　図４は本発明の一実施形態による検索システムの構造を示すブロック図ある。
【００５２】
　図４に示したように、本発明の実施形態による検索システムは携帯端末１００と検索エ
ンジン２００とを含む。
【００５３】
　具体的に、携帯端末１００は、検索エンジンに検索語を送信し、検索エンジンの提供し
た検索結果表示ページを表示し、検索結果表示ページには複数の表示エリアを含み、各表
示エリア毎に１件ずつの検索結果が表示され、ユーザの表示エリアに対する操作を受信す
る。より具体的には、本発明の実施形態において、携帯端末１００はユーザに検索語入力
欄を提供し、該入力欄を通してユーザの入力した検索語を受信する。当然ながら、ユーザ
が検索語を入力できるように、携帯端末１００はその他の様々なショートカットの入力方
法を提供することもできる。例えば、推奨の検索語を表示し、ユーザの選択操作に従って
検索語を判定することもできる。これについて本本法の実施形態は限定しない。
【００５４】
　本発明の一実施形態によれば、表示エリアは表示カードの形式で検索結果の表示ページ
に表示され、表示カードに検索結果が表示される。
【００５５】
　検索エンジン２００は、検索語を受信し、検索語に基づいて複数の検索結果を取得する
とともに、各検索結果に対応する関連結果を取得し、検索結果表示ページを提供し、携帯
端末１００がユーザの表示エリアに対する操作を受信したとき表示エリアに検索結果に対
応する関連結果を表示する。
【００５６】
　本発明の実施形態において、検索エンジン２００が取得した検索結果は自然結果、スポ
ンサードリンク結果及びニュース結果等を含むことができる。その中で、自然結果は、検
索エンジン２００が検索語に基づいて検索して取得した各ウェブサイトにおける検索語を
含む又は検索語に関連するウェブページ、ドキュメント、動画、画像等の結果であり、ス
ポンサードリンク結果は、ウェブサイト、ウェブページ、プロダクト等に対するスポンサ
ード活動でかつ検索語と関連するリンク結果であり、ニュース結果は、検索語と関連する
ニュースである。
【００５７】
　本発明の実施形態によれば、関連結果は検索結果と関連するトリガーボタン、及び／又
は検索結果と関連する関連コンテンツを含む。
【００５８】
　本発明の一実施形態において、検索結果が自然結果である場合、関連結果は自然結果と
関連するお気に入りトリガーボタン、ユーザコメント内容、個人向けにカスタマイズされ
たコンテンツ及び広告コンテンツの中の一種類又は複数種類であり、検索結果がスポンサ
ードリンク結果である場合、関連結果はスポンサードリンク結果と関連する受領トリガー
ボタン、賞品内容及び広告コンテンツの中の一種類又は複数種類であり、検索結果がニュ
ース結果である場合、関連結果はニュース結果と関連するコメント情報、ファーラムへの
入り口、コメント入力欄の中の一種類又は複数種類である。
【００５９】
　本発明の一実施形態において、検索エンジン２００が携帯端末１００に検索結果の表示
ページを提供した後、ユーザが検索結果ページにおける表示カードに対する操作が予め設
定された操作と一致する場合、表示カードに対応する関連結果を表示する。その中で、予
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め設定された操作はスライド操作でもよいし、もちろんフリップ操作等でもかまわない。
【００６０】
　本発明の一実施形態において、ユーザが表示カードに対してスライド操作を入力すると
き、表示カードをスライドするように制御し、表示カードが予め設定された位置にスライ
ドされたときに、表示カードのスライドを停止するように制御し、表示カードがスライド
される過程において、表示カードがスライドされて露出されたエリアに表示カードに対応
する関連結果を表示する。表示カードのスライドが停止した後、ユーザが表示カードをク
リックするときに、表示カードを初期位置に戻すように制御する。
【００６１】
　より具体的に、図２ａは本発明の実施形態による自然結果の表示カードを操作する概略
図である。図２ｂは本発明の実施形態によるスポンサードリンク結果の表示カードを操作
する概略図である。図２ｃは本発明の実施形態によるニュース結果の表示カードを操作す
る概略図である。
【００６２】
　図２ａに示したように、第二の検索結果（該検索結果は自然結果である）の表示カード
に対して右にスライド操作をするとき、該表示カードが予め設定された位置（例えば、ス
ライド距離がスクリーンの幅の８０％を占める場合、表示カードが幅の２０％しか占めず
、表示カードにおける検索結果はその内容の２０％しか表示できず、又は表示カードにお
ける検索結果を概略図として幅の２０％の表示カードエリアに表示する）にスライドされ
た後、表示カードがスライドしないように制御し、この場合表示カードはわずか一部しか
表示できず、カードの裏の空間を露出させる。表示カードがスライドされる過程において
、露出された空間に対応するお気に入りボタン、ユーザコメントボタン、個人向けにカス
タマイズされたコンテンツ及び広告コンテンツ等を徐々に表示することができる。ユーザ
は必要に応じて対応するボタン或いはコンテンツをクリックして対応するリンクをお気に
入り追加、コメント、個人向けにカスタマイズされたコンテンツ若しくは広告コンテンツ
を閲覧することができる。
【００６３】
　その中で、お気に入りボタンに対応する機能はユーザアカウントと関連付けなければな
らず、ユーザアカウントがある場合、ログイン欄がポップアップされてログインさせるよ
うにし、ユーザアカウントがない場合、ユーザに新規登録するように提示する。お気に入
りに追加されたリンクはクラウドサーバーにおける個人空間に保存されることができる。
また、ログインしたユーザの右上にお気に入り表示ボタンを提供することができ、クリッ
クするとお気に入りの分類及び具体的な名称を表示される。
【００６４】
　コメントボタンの機能は現在の表示カードの検索結果をコメントすることであり、ユー
ザは匿名又はアカウント名でコメントすることができる。コメントの内容はフィードバッ
ク情報として検索エンジンのデータベースに入り、検索エンジンがこれに基づいて検索結
果のランク重みを調整する要素として、ビッグデータ処理を通じて検索結果のランクを徐
々に最適化させる。
【００６５】
　ユーザは個人向けにカスタマイズされたボタンをクリックすると、個人向けにカスタマ
イズされたボタン欄が表示され、検索結果ページのスキン、カードの色及びスタイル（或
いは現在のページをハイライト表示する）等をユーザに提供するように選択してカスタマ
イズすることができる。
【００６６】
　広告コンテンツは広告を配信する戦略に応じて表示し、現在の表示カードの内容と関連
する広告でもよいし、表示カードの内容と関連していない広告でもよい。広告の形式を限
定せず、文字リンクでもスモールピクチャーでもよい。
【００６７】
　図２ｂに示したように、第一の検索結果（該検索結果がスポンサードリンク結果である
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）の表示カードに対して右にスライド操作をするとき、該表示カードが予め設定された位
置にスライドされた後、表示カードをスライドしないように制御する。表示カードがスラ
イドされる過程において、露出されたエリアに対応する賞品受領ボタンを徐々に表示する
。賞品は商家のバーゲンクーポン、ギフト券等である。ユーザが該賞品受領ボタンをクリ
ックすると、商家のページに移って賞品を受領したり、財布類のアプリケーションを利用
してリチャージする。
【００６８】
　図２ｃに示したように、第一のホットニュースの検索結果の表示カードに対して右にス
ライド操作をするとき、該表示カードが予め設定された位置にスライドされた後、表示カ
ードをスライドしないように制御する。表示カードがスライドされる過程において、露出
されたエリアに該ホットニュースに対するコメント内容及びコメントボタンを徐々に表示
する。ユーザはコメント内容を閲覧したり、コメントボタンをクリックしてコメントを投
稿したりすることができる。コメントはアカウント名で投稿したり匿名で投稿したりする
ことができる。また、ポストバー或いはフォーラムへの入口等のようなコメント入口を表
示することもでき、ユーザは該入口を通して対応するウェブサイトにアクセスすることが
できる。
【００６９】
　本発明の実施形態において、表示カードのスライドが停止した後、ユーザが表示カード
をクリックするときに、表示カードを初期位置に戻すように制御する。当然ながら、他の
制御操作（例えば前に入力されたスライド操作と逆方向のスライド操作の入力）を通して
表示カードを初期位置に戻すように制御することもできる。
【００７０】
　本発明の一実施形態において、表示カードのフリップ効果を表示することによって表示
カードに検索結果及び／又は関連結果を表示するように制御こともできる。具体的には、
表示カードの第一面に検索結果を表示し、第二面に対応する関連結果を表示する。現在表
示カードに検索結果が表示さている場合、表示カードに対して予め設定された操作をする
とき、表示カードをフリップし、第二面の関連結果を表示するように制御することができ
る。表示カードに対するクリック操作又は再び予め設定された操作を受信するとき、表示
カードを再びフリップするように制御する。
【００７１】
　本発明の実施形態による検索システムは、検索語に基づいて取得した複数の検索結果を
別々に表示できるように、検索結果表示インターフェースに複数の表示エリアを提供し、
更に、ユーザが表示アリアに対する操作に応じて対応する関連結果を表示することにより
、検索結果ページの構造を多様化させ、表示形式をより柔軟にさせ、ユーザの検索行為を
そそることができる。また、ユーザとのインタラクションによりより豊かな検索結果を提
供し、多方面にユーザの検索ニーズを満たし、同時に検索の面白さを高め、ユーザの検索
体験を向上させた。
【００７２】
　上述した実施形態を実現するために、本発明は検索装置を更に提供する。
【００７３】
　前記検索装置は、検索語を受信するように構成された受信モジュールと、検索語に基づ
いて複数の検索結果を取得するとともに、各検索結果に対応する関連結果を取得するよう
に構成された取得モジュールと、各表示エリア毎に１件ずつの検索結果が表示される複数
の表示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、ユーザの表示エリアに対する操作を受
信したとき表示エリアに検索結果に対応する関連結果を表示するように構成された提供モ
ジュールとを含む。
【００７４】
　図５は本発明の一実施形態による検索装置の構造を示すブロック図である。
【００７５】
　図５に示したように、本発明の実施形態による検索装置は受信モジュール２１０、取得
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モジュール２２０及び提供モジュール２３０を含む。
【００７６】
　具体的に、受信モジュール２１０は検索語を受信するように構成されている。より具体
的には、本発明の実施形態において、受信モジュール２１０は端末機器を通じて検索語入
力欄を提供し、ユーザの入力した検索語を受信する。当然ながら、受信モジュール２１０
は更に端末機器が提供したその他の様々なショートカット方法を通してユーザが入力した
検索語を受信することもできる。例えば、検索エンジンがユーザに検索語等を推奨し、受
信モジュール２１０はユーザの選択に従って対応する検索語を確定することができる。こ
れについて本方法の実施形態は限定しない。
【００７７】
　取得モジュール２２０は、検索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、各検
索結果に対応する関連結果を取得するように構成されている。本発明の実施形態において
、取得モジュール２２０が取得した検索結果は自然結果、スポンサードリンク結果及びニ
ュース結果等を含むことができる。その中で、自然結果は、検索エンジンが検索語に基づ
いて検索して取得した各ウェブサイトにおける検索語を含む又は検索語に関連するウェブ
ページ、ドキュメント、動画、画像等の結果であり、スポンサードリンク結果は、ウェブ
サイト、ウェブページ、プロダクト等に対するスポンサード活動でかつ検索語と関連する
リンク結果であり、ニュース結果は、検索語と関連するニュースである。
【００７８】
　本発明の実施形態において、関連結果は検索結果と関連するトリガーボタン、及び／又
は検索結果と関連する関連コンテンツを含む。
【００７９】
　本発明の一実施形態において、検索結果が自然結果である場合、関連結果は自然結果と
関連するお気に入りトリガーボタン、ユーザコメント内容、個人向けにカスタマイズされ
たコンテンツ及び広告コンテンツの中の一種類又は複数種類であり、検索結果がスポンサ
ードリンク結果である場合、関連結果はスポンサードリンク結果と関連する受領トリガー
ボタン、賞品内容及び広告コンテンツの中の一種類又は複数種類であり、検索結果がニュ
ース結果である場合、関連結果はニュース結果と関連するコメント情報、ファーラムへの
入り口、コメント入力欄の中の一種類又は複数種類である。
【００８０】
　提供モジュール２３０は、各表示エリア毎に１件ずつの検索結果が表示される複数の表
示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、ユーザの表示エリアに対する操作を受信し
たとき表示エリアに検索結果に対応する関連結果を表示するように構成されている。
【００８１】
　本発明の一実施形態において、表示エリアは表示カードの形式で検索結果表示ページに
表示され、表示カードに検索結果が表示され、ユーザの表示カードに対する操作が予め設
定された操作と一致する場合、提供モジュール２３０は表示カードに対応する関連結果を
表示することができる。その中で、予め設定された操作はスライド操作でもよいし、もち
ろんフリップ操作等でもかまわない。
【００８２】
　図６は本発明の別の実施形態による検索装置の構造を示すブロック図ある。図６に示し
たように、該検索装置は図５に示した上で更に制御モジュール２４０を含む。
【００８３】
　具体的に、制御モジュール２４０は、ユーザが表示カードに対してスライド操作を入力
するとき、表示カードをスライドするように制御し、表示カードが予め設定された位置に
スライドされたときに、表示カードのスライドを停止するように制御し、表示カードがス
ライドされる過程において、表示カードがスライドされて露出されたエリアに表示カード
に対応する関連結果を表示するように構成されている。制御モジュール２４０は表示カー
ドのスライドが停止した後、ユーザが表示カードをクリックするときに、表示カードを初
期位置に戻すように更に制御するように構成されている。
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【００８４】
　より具体的に、図２ａは本発明の実施形態による自然結果の表示カードを操作する概略
図である。図２ｂは本発明の実施形態によるスポンサードリンク結果の表示カードを操作
する概略図である。図２ｃは本発明の実施形態によるニュース結果の表示カードを操作す
る概略図である。
【００８５】
　図２ａに示したように、第二の検索結果（該検索結果は自然結果である）の表示カード
に対して右にスライド操作をするとき、制御モジュール２４０は、該表示カードが予め設
定された位置（例えば、スライド距離がスクリーンの幅の８０％を占める場合、表示カー
ドが幅の２０％しか占めず、表示カードにおける検索結果はその内容の２０％しか表示で
きず、又は表示カードにおける検索結果を概略図として幅の２０％の表示カードエリアに
表示する）にスライドされた後、表示カードがスライドしないように制御し、この場合表
示カードはわずか一部（Ａに示す）しか表示できず、カードの裏の空間を露出させる。表
示カードがスライドされる過程において、、露出された空間に対応するお気に入りボタン
、ユーザコメントボタン、個人向けにカスタマイズされたコンテンツ及び広告コンテンツ
等（Ｂに示す）を徐々に表示することができる。ユーザは必要に応じて対応するボタン或
いはコンテンツをクリックして対応するリンクをお気に入り追加、コメント、個人向けに
カスタマイズされたコンテンツ若しくは広告コンテンツを閲覧することができる。
【００８６】
　その中で、お気に入りボタンに対応する機能はユーザアカウントと関連付けなければな
らず、ユーザアカウントがある場合、ログイン欄がポップアップされてログインさせるよ
うにし、ユーザアカウントがない場合、ユーザに新規登録するように提示する。お気に入
りに追加されたリンクはクラウドサーバーにおける個人空間に保存されることができる。
また、ログインしたユーザの右上にお気に入り表示ボタンを提供することができ、クリッ
クするとお気に入りの分類及び具体的な名称を表示される。
【００８７】
　コメントボタンの機能は現在の表示カードの検索結果をコメントすることであり、ユー
ザは匿名又はアカウント名でコメントすることができる。コメントの内容はフィードバッ
ク情報として検索エンジンのデータベースに入り、検索エンジンがこれに基づいて検索結
果のランク重みを調整する要素として、ビッグデータ処理を通じて検索結果のランクを徐
々に最適化させる。
【００８８】
　ユーザは個人向けにカスタマイズされたボタンをクリックすると、個人向けにカスタマ
イズされたボタン欄が表示され、検索結果ページのスキン、カードの色及びスタイル（或
いは現在のページをハイライト表示する）等をユーザに提供するように選択してカスタマ
イズすることができる。
【００８９】
　広告コンテンツは広告を配信する戦略に応じて表示し、現在の表示カードの内容と関連
する広告でもよいし、表示カードの内容と関連していない広告でもよい。広告の形式を限
定せず、文字リンクでもスモールピクチャーでもよい。
【００９０】
　図２ｂに示したように、第一の検索結果（該検索結果がスポンサードリンク結果である
）の表示カードに対して右にスライド操作をするとき、制御モジュール２４０は、該表示
カードが予め設定された位置にスライドされた後、表示カードをスライドしないように制
御する（Ｃに示す）。表示カードがスライドされる過程において、露出されたエリアに対
応する賞品受領ボタンを徐々に表示する（Ｄに示す）。賞品は商家のバーゲンクーポン、
ギフト券等である。ユーザが該賞品受領ボタンをクリックすると、商家のページに移って
賞品を受領したり、財布類のアプリケーションを利用してリチャージする。
【００９１】
　図２ｃに示したように、第一のホットニュースの検索結果の表示カードに対して右にス
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ライド操作をするとき、制御モジュール２４０は、該表示カードが予め設定された位置に
スライドされた後、表示カードをスライドしないように制御する（Ｅに示す）。表示カー
ドがスライドされる過程において、露出されたエリアに該ホットニュースに対するコメン
ト内容（Ｆに示す）及びコメントボタンを徐々に表示する。ユーザはコメント内容を閲覧
したり、コメントボタンをクリックしてコメントを投稿したりすることができる。コメン
トはアカウント名で投稿したり匿名で投稿したりすることができる。また、ポストバー或
いはフォーラムへの入口等のようなコメント入口を表示することもでき、ユーザは該入口
を通して対応するウェブサイトにアクセスすることができる。
【００９２】
　本発明の実施形態において、表示カードのスライドが停止した後、ユーザが表示カード
をクリックするときに、表示カードを初期位置に戻すように制御する。当然ながら、他の
制御操作（例えば前に入力されたスライド操作と逆方向のスライド操作の入力）を通して
表示カードを初期位置に戻すように制御することもできる。
【００９３】
　本発明の一実施形態において、表示カードのフリップ効果を表示することによって表示
カードに検索結果及び／又は関連結果を表示するように制御こともできる。具体的には、
表示カードの第一面に検索結果を表示し、第二面に対応する関連結果を表示する。現在表
示カードに検索結果が表示さている場合、表示カードに対して予め設定された操作をする
とき、制御モジュール２４０は、表示カードをフリップし、第二面の関連結果を表示する
ように制御することができる。表示カードに対するクリック操作又は再び予め設定された
操作を受信するとき、制御モジュール２４０は表示カードを再びフリップするように制御
する。
【００９４】
　本発明の実施形態による検索装置は、検索語に基づいて取得した複数の検索結果を別々
に表示できるように、検索結果表示インターフェースに複数の表示エリアを提供し、更に
、ユーザが表示アリアに対する操作に応じて対応する関連結果を表示することにより、検
索結果ページの構造を多様化させ、表示形式をより柔軟にさせ、ユーザの検索行為をそそ
ることができる。また、ユーザとのインタラクションによりより豊かな検索結果を提供し
、多方面にユーザの検索ニーズを満たし、同時に検索の面白さを高め、ユーザの検索体験
を向上させた。
【００９５】
　上述した実施形態を実現するために、本発明は更に端末機器を提供する。
【００９６】
　本発明の実施形態による端末機器は、一つ又は複数のプロセッサと、メモリと、前記メ
モリに格納されている一つ又は複数のプログラムとを含み、前記一つ又は複数のプログラ
ムは、前記一つ又は複数のプロセッサによって実行されるとき、検索語を受信し、前記検
索語に基づいて複数の検索結果を取得するとともに、前記各検索結果に対応する関連結果
を取得し、各表示エリア毎に１件ずつの前記検索結果が表示される複数の前記表示エリア
を含む検索結果表示ページを提供し、ユーザの前記表示エリアに対する操作を受信したと
き前記表示エリアに前記検索結果に対応する前記関連結果を表示する。
【００９７】
　上述した実施形態を実現するために、本発明は不揮発性コンピュータ記憶媒体を更に提
供する。
【００９８】
　本発明の実施形態による不揮発性コンピュータ記憶媒体は、一つ又は複数のプログラム
を格納しており、前記一つ又は複数のプログラムがデバイスによって実行されるとき、前
記デバイスは、検索語を受信し、前記検索語に基づいて複数の検索結果を取得するととも
に、前記各検索結果に対応する関連結果を取得し、各表示エリア毎に１件ずつの前記検索
結果が表示される複数の前記表示エリアを含む検索結果表示ページを提供し、ユーザの前
記表示エリアに対する操作を受信したとき前記表示エリアに前記検索結果に対応する前記
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関連結果を表示するように構成されている。
【００９９】
　フローチャートにおいてまたはここで他の方式で説明された論理またはステップは、一
つ又は複数の論理機能又はステップを実現するための実行可能な命令の符号のモジュール
、断片又は部分であり、並びに本発明の好ましい実施形態は他の形態も含み、例示された
又は議論された順序（関与された機能とほぼ同じ方式又は逆の順序を含む）によらず実行
できることは当業者であれば理解すべきである。
【０１００】
　フローチャートにおいてまたはここで他の方式で説明された論理および／またはステッ
プは、例えば、論理機能を実現するための実行可能な命令の順序リストであると考えられ
ることができ、具体的に任意のコンピュータ読み取り可能な媒体においても実現すること
ができ、命令実行システム、装置、またはデバイス（例えば、コンピュータに基づいたシ
ステムであり、プロセッサのシステム又は他の命令実行システム、装置、またはデバイス
から命令を取得して実行するシステムを含む）により使用されるためのものであり、又は
これらの命令実行システム、装置、またはデバイスと組合せて使用する、ためのものであ
る。本明細書では、「コンピュータ読み取り可能な媒体」は、命令実行システム、装置、
またはデバイスにより使用されるために、又はこれらの命令実行システム、装置、または
デバイスと組合せて使用するために、プログラムを含有、格納、通信、転送または伝送で
きるいずれかの装置であってもよい。コンピュータ読み取り可能な媒体のより具体的な例
示（非包括的リスト）は、一つ又は複数の配線を有する電気連続部（電子装置）、ポータ
ブルコンピュータリール（磁気装置）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専
用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能とプログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ又はフ
ラッシュメモリ）、光ファイバ装置、コンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤＲＯ
Ｍ）等を含む。また、コンピュータ読み取り可能な媒体はその上に前記プログラムを印刷
する紙若しくはその他の相応しい媒体でもよい。というのは紙若しくはその他の媒体を光
学式走査し、その後編集、翻訳、或いは必要に応じてその他の相応しい方式を使って電子
方式によって取得した前記プログラムを処理し、それをコンピュータのメモリに格納する
ことができるためである。
【０１０１】
　本発明の各部分は、ハードウェア、ソフトウエア、ファームウェア、またはそれらの組
み合わせで実現することができる。上記実施形態において、複数のステップ又は方法は、
メモリに格納され且つ適切な命令実行システムにより実行されるソフトウェアまたはファ
ームウェアで実現することができる。例えば、ハードウェアで実現する場合、他の実施形
態と同様に、当該技術分野で公知の以下の技術におけるいずれか１つ又はそれらの組み合
わせで実現することができる。データ信号に論理機能を実現するための論理ゲート回路を
有するディスクリート論理回路、適切な組み合わせ論理ゲート回路を有する専用集積回路
、プログラマブルゲートアレイ（ＰＧＡ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）などである。
【０１０２】
　上述した実施形態の方法を実現する全部又は一部のステップはプログラムによって関連
するハードウェアを指令し完成することができ、前記プログラムがコンピュータ読み取り
専用なメモリに格納され、該プログラムが実行されるとき、方法実施形態のステップの一
つ又はその組み合わせを含む。
【０１０３】
　また、本発明の実施形態に係る各機能ユニットは一つの処理モジュールに統合されても
よいし、各ユニット各自の物理的存在であってもよいし、二つ又は二つ以上のユニットが
一つのモジュールに統合されてもよい。前記統合されたモジュールはハードウェアを利用
してもできるし、ソフトウェアを利用してもできる。前記統合されたモジュールはソフト
ウェアを利用して独立するプロダクトとして販売又は利用されるとき、コンピュータの読
み取り可能な記憶媒体に記憶されてもよい。
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【０１０４】
　上述した記憶媒体は読み取り専用なメモリ、ディスク又はＣＤ等である。
【０１０５】
　本明細書の説明において、用語の「一つの実施形態」、「一部の実施形態」、「例示」
、「具体的な例示」、又は「一部の例示」等の言葉とは、当該実施形態又は例示と合わせ
て説明された具体的な特徴、構成、材料又は特性が本発明の少なくとも一つの実施形態又
は例示に含まれることを意味する。本明細書において、上記の用語の概略表現は必ずしも
同じ実施形態又は例示を指さず、且つ、任意の一つ又は幾つの実施形態や例示において、
説明された具体的な特徴、構成、材料又は特性を適当な方法で組み合わせることもできる
。
【０１０６】
　本発明の実施形態を示して説明したが、当業者にとって理解できるのは、本発明の原理
と要旨から逸脱しない範囲で、これらの実施形態に対し様々な変更、修正、置換および変
形をすることができる。本発明の技術範囲は、特許請求の範囲及びその均等構成を基準に
する。
【０１０７】
　本出願は、百度オンライン網絡技術（北京）有限公司が２０１４年３月１１日に提出し
た発明名称が「検索結果の提供方法及び装置」で、中国出願番号が２０１４１００８８２
８３．Ｘ及び、百度オンライン網絡技術（北京）有限公司が２０１４年７月２８日に提出
した発明名称が「検索方法、検索システム及び検索装置」で、中国出願番号が２０１４１
０３６４１３３．７の中国特許出願の優先権を主張する。

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図２ｃ】
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