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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置とサーバ装置とを有し、前記端末装置が送信したウェブ検索の検索クエリに対
して検索結果を応答する検索システムにおいて、
　前記サーバ装置は、
　前記検索クエリに該当する検索結果のウェブページの画像情報を前記端末装置に応答す
る応答手段、を有し、
　前記端末装置は、
　前記サーバ装置から前記検索結果の前記ウェブページの画像情報を受信する受信手段と
、
　前記受信手段によって受信された前記ウェブページの画像情報を表示部に表示するとと
もに、当該ウェブページの画像情報に対応するウェブページの表示制御に用いるスクロー
ル量であって、当該ウェブページの画像情報がスクロールされた際のスクロール量を検出
する表示制御手段と
　を有することを特徴とする検索システム。
【請求項２】
　端末装置とサーバ装置とを有し、前記端末装置が送信したウェブ検索の検索クエリに対
して検索結果を応答する検索システムにおいて、
　前記サーバ装置は、
　前記検索クエリに該当する検索結果のウェブページの画像情報を前記端末装置に応答す
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る応答手段、を有し、
　前記端末装置は、
　前記サーバ装置から前記検索結果の前記ウェブページの画像情報を受信する受信手段と
、
　前記受信手段によって受信された前記ウェブページの画像情報を表示部に表示するとと
もに、表示したウェブページの画像情報がスクロールされた際のスクロール量を検出する
表示制御手段と、
　スクロール後のウェブページの画像情報が選択された場合に、当該選択されたウェブペ
ージの画像情報に対応するウェブページを取得し、取得したウェブページを、選択時に検
出されたスクロール量分スクロールさせて、前記表示部に表示するウェブ表示手段と
　を有することを特徴とする検索システム。
【請求項３】
　前記端末装置は、
　前記表示部に表示される前記ウェブページの画像情報が選択された場合に、当該選択さ
れたウェブページの画像情報に対応するウェブページを取得して、前記表示部に表示させ
るウェブ表示手段をさらに有することを特徴とする請求項１又は２に記載の検索システム
。
【請求項４】
　前記端末装置の表示制御手段は、前記表示部に表示される前記ウェブページの画像情報
に対して、前記画像情報を表示画面上で下に移動させるフリック操作を受け付けた場合に
は、当該画像情報を削除し、前記画像情報を表示画面上で上に移動させるフリック操作を
受け付けた場合には、予め設定された処理を当該画像情報に対して実行し、前記画像情報
の所定位置に対する所定操作を受け付けた場合には、当該画像情報を保存することを特徴
とする請求項１乃至３のいずれかに記載の検索システム。
【請求項５】
　前記サーバ装置は、
　前記検索クエリに該当する検索結果のウェブページを、前記検索クエリに対応する検索
サーバにアクセスして取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得された前記ウェブページの画像情報を生成する生成手段と、
をさらに有し、
　前記応答手段は、前記生成手段によって生成された前記ウェブページの画像情報を前記
端末装置に応答することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の検索システム。
【請求項６】
　前記サーバ装置は、前記検索クエリに応じて決定される期間、当該検索クエリに該当す
る検索結果のウェブページをキャッシュ領域に記憶する格納手段をさらに有し、
　前記取得手段は、前記検索クエリに該当する検索結果のウェブページが前記キャッシュ
領域に格納されている場合には、前記キャッシュ領域から前記ウェブページを取得し、前
記キャッシュ領域に格納されていない場合には、前記検索結果のウェブページにアクセス
して取得することを特徴とする請求項５に記載の検索システム。
【請求項７】
　前記サーバ装置の応答手段は、前記端末装置が有する前記表示部のサイズに応じて、前
記ウェブページの画像情報のサイズを変更して前記端末装置に応答することを特徴とする
請求項１乃至６のいずれかに記載の検索システム。
【請求項８】
　前記サーバ装置は、広告を含むウェブページの画像情報が前記端末装置で表示された場
合に、当該広告主に課金する課金手段をさらに有することを特徴とする請求項１乃至７の
いずれかに記載の検索システム。
【請求項９】
　端末装置とサーバ装置とを有し、前記端末装置が送信したウェブ検索の検索クエリに対
して検索結果を応答する検索システムに適した検索方法であって、
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　前記サーバ装置が、
　前記検索クエリに該当する検索結果のウェブページの画像情報を前記端末装置に応答す
る応答工程、を含み、
　前記端末装置が、
　前記サーバ装置から前記検索結果の前記ウェブページの画像情報を受信する受信工程と
、
　前記受信工程によって受信された前記ウェブページの画像情報を表示部に表示するとと
もに、当該ウェブページの画像情報に対応するウェブページの表示制御に用いるスクロー
ル量であって、当該ウェブページの画像情報がスクロールされた際のスクロール量を検出
する表示制御工程と
　を含んだことを特徴とする検索方法。
【請求項１０】
　サーバ装置に対して検索クエリを送信するクエリ送信手段と、
　前記クエリ送信手段によって送信された前記検索クエリの応答として、前記サーバ装置
から前記検索クエリに該当する検索結果のウェブページの画像情報を受信する受信手段と
、
　前記受信手段によって受信された前記ウェブページの画像情報を表示部に表示させると
ともに、当該ウェブページの画像情報に対応するウェブページの表示制御に用いるスクロ
ール量であって、当該ウェブページの画像情報がスクロールされた際のスクロール量を検
出する表示制御手段と
　を有することを特徴とする端末装置。
【請求項１１】
　端末装置に、
　サーバ装置に対して、検索クエリを送信するクエリ送信手順と、
　前記クエリ送信手順によって送信された前記検索クエリの応答として、前記サーバ装置
から前記検索クエリに該当する検索結果のウェブページの画像情報を受信する受信手順と
、
　前記受信手順によって受信された前記ウェブページの画像情報を表示部に表示させると
ともに、当該ウェブページの画像情報に対応するウェブページの表示制御に用いるスクロ
ール量であって、当該ウェブページの画像情報がスクロールされた際のスクロール量を検
出する表示制御手順と
　を実行させることを特徴とする検索プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検索システム、検索方法、端末装置および検索プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パソコン、携帯電話、スマートフォンなどの端末装置を用いてウェブ検索す
ることが行われている。例えば、端末装置は、ユーザから検索キーワードの入力を受け付
けると、入力された検索キーワードを検索サーバに送信する。そして、端末装置は、テキ
ストベースの検索結果を検索サーバから受信して、ディスプレイ等に表示する。その後、
端末装置は、検索結果の中から所望の検索結果の選択を受け付けると、リンク先のウェブ
サーバにアクセスしてウェブページを表示させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１５５７６５号公報
【特許文献２】特開２０１０－２７７４１６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術では、検索結果から実際のウェブページの雰囲気や情報量等
を認識することが難しいことから、所望のウェブページを得るまで、何度も検索結果の選
択を繰り返すことがあり、その度にページの読み込みを待たなければならないため、ユー
ザの利便性が良くない。
【０００５】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザの利便性を向上させること
ができる検索システム、検索方法、端末装置および検索プログラ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】
【０００６】
　本願の開示する検索システムは、一つの態様において、端末装置とサーバ装置とを有し
、前記端末装置が送信したウェブ検索の検索クエリに対して検索結果を応答する検索シス
テムにおいて、前記サーバ装置は、前記検索クエリに該当する検索結果のウェブページの
画像情報を前記端末装置に応答する応答手段、を有し、前記端末装置は、前記サーバ装置
から前記検索結果の前記ウェブページの画像情報を受信する受信手段と、前記受信手段に
よって受信された前記画像情報を表示部に表示する表示制御手段とを有する。
【発明の効果】
【０００７】
　実施形態の一態様によれば、ユーザの利便性を向上させることができる検索システム、
検索方法、端末装置および検索プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施形態に係る検索システムの全体構成例を説明する図である。
【図２】図２は、検索システムを構成する各装置の機能構成を示す機能ブロック図である
。
【図３】図３は、端末装置の画面遷移を説明する図である。
【図４】図４は、検索処理の流れを示すシーケンス図である。
【図５】図５は、キャプチャ画像とウェブページとの連動を説明する図である。
【図６】図６は、キャプチャ画像とウェブページとの連動処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図７】図７は、フリック操作による機能の自動実行を説明する図である。
【図８】図８は、フリック操作による処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】図９は、端末装置の画面サイズに合わせて送信対象のキャプチャ画像のサイズを
動的に変更する例を説明する図である。
【図１０】図１０は、キャプチャ生成サーバが検索サーバから直接検索結果を受信する場
合の処理を説明する図である。
【図１１】図１１は、キャッシュルールの例を示す図である。
【図１２】図１２は、複数台の検索サーバを用いた処理を説明する図である。
【図１３】図１３は、画面表示の例を示す図である。
【図１４】図１４は、広告による課金の一例を説明する図である。
【図１５】図１５は、中間サーバを用いた全体構成例を説明する図である。
【図１６】図１６は、端末装置またはサーバの機能を実現するコンピュータの一例を示す
ハードウェア構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本願の開示する検索システム、検索方法、端末装置および検索プログラムの実
施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定され
るものではない。
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【００１０】
［１．システム構成例］
　まず、実施形態に係る検索システムのシステム構成例を説明する。図１は、実施形態に
係る検索システムの全体構成例を説明する図である。図１に示すように、検索システムは
、端末装置１０、検索サーバ３０、キャプチャ生成サーバ５０を有して構成される。
【００１１】
　端末装置１０は、パソコン、携帯電話、スマートフォンなどの無線ＬＡＮ（Local　Are
a　Network）通信機能や無線ＷＡＮ（Wide　Area　Network）通信機能を有する端末装置
である。また、端末装置１０には、アプリケーションとして検索プログラム（以下、検索
アプリと記載する場合がある）がインストールされている。この端末装置１０は、ユーザ
から検索アプリの実行開始を受け付けると、インターネット等を介してウェブ検索を実行
し、検索結果をタッチパネル等に表示させる。
【００１２】
　検索サーバ３０は、端末装置１０から受信した検索クエリを実行して、ウェブページを
検索するサーバ装置である。キャプチャ生成サーバ５０は、検索サーバ３０が検索したウ
ェブページをキャプチャしてキャプチャ画像を生成するサーバ装置である。また、キャプ
チャ生成サーバ５０は、生成したウェブページのキャプチャ画像を端末装置１０に送信す
る。
【００１３】
　ここで、一例を挙げて、図１に示した検索システムの処理を具体的に説明する。図１に
示すように、端末装置１０は、ウェブ検索の検索キーワードとして「六本木、レストラン
」などの入力をユーザから受け付けると（Ｓ１）、「六本木、レストラン」に該当するウ
ェブページの検索を要求する検索クエリを検索サーバ３０に送信する（Ｓ２）。
【００１４】
　この検索クエリを受信した検索サーバ３０は、検索エンジンを用いて、「六本木、レス
トラン」に該当するウェブページの検索を実行する（Ｓ３）。ここでは、検索サーバ３０
は、検索結果として、「六本木グルメガイド」、「六本木レストランランキング」、「六
本木駅周辺レストラン」の各ウェブページを示すテキスト情報を生成する。なお、各テキ
スト情報には、該当するウェブページのリンク先であるＵＲＬ（Uniform　Resource　Loc
ator）が対応付けられる。
【００１５】
　その後、検索サーバ３０は、検索結果を端末装置１０に送信する（Ｓ４）。すると、端
末装置１０は、検索サーバ３０から送信された検索結果をキャプチャ生成サーバ５０に転
送する（Ｓ５）。例えば、端末装置１０は、検索クエリにリダイレクト先としてキャプチ
ャ生成サーバ３０を記述しておくことで、検索サーバ３０からの応答をキャプチャ生成サ
ーバ５０にリダイレクトする。
【００１６】
　この検索結果を受信したキャプチャ生成サーバ５０は、「六本木グルメガイド」、「六
本木レストランランキング」、「六本木周辺レストラン」のそれぞれに対応付けられる各
ＵＲＬにアクセスしてＨＴＭＬ（Hyper　Text　Markup　Language）を読み込むことでウ
ェブページを取得し、各ウェブページのキャプチャ画像を生成する（Ｓ６）。すなわち、
キャプチャ生成サーバ５０は、検索サーバ３０の検索によって得られた各検索結果に該当
する各ウェブページのキャプチャ画像を生成する。
【００１７】
　その後、キャプチャ生成サーバ５０は、キャプチャ画像一覧を端末装置１０に送信する
（Ｓ７）。このとき、キャプチャ生成サーバ５０は、各キャプチャ画像に、当該キャプチ
ャ画像の元データであるウェブページのＵＲＬを対応付けて送信する。
【００１８】
　そして、端末装置１０は、キャプチャ生成サーバ５０から受信したキャプチャ画像をタ
ッチパネル等に表示する（Ｓ８）。すなわち、端末装置１０は、ユーザが入力した検索キ



(6) JP 5850895 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

ーワード「六本木、レストラン」の検索結果として、各キャプチャ画像をユーザに応答す
る。
【００１９】
　その後、端末装置１０は、表示されるキャプチャ画像がユーザによって選択された場合
、ウェブブラウザを表示して、選択されたキャプチャ画像に対応付けられるＵＲＬにアク
セスし、アクセスしたウェブページをタッチパネル等に表示する（Ｓ９）。
【００２０】
　このように、端末装置１０は、入力された検索キーワードに基づいて検索クエリを検索
サーバ３０に送信し、検索クエリの応答としてキャプチャ画像をキャプチャ生成サーバ５
０から受信して表示する。
【００２１】
［２．検索システムの機能構成］
　次に、検索システムを構成する各装置の機能構成について説明する。図２は、検索シス
テムを構成する各装置の機能構成を示す機能ブロック図である。図２に示すように、検索
システムは、端末装置１０、検索サーバ３０、キャプチャ生成サーバ５０を有して構成さ
れる。各装置は、通信ネットワーク１を介して相互に通信可能に接続される。通信ネット
ワーク１は、例えば、インターネットなどのＷＡＮである。
【００２２】
　例えば、端末装置１０と、検索サーバ３０およびキャプチャ生成サーバ５０とは、無線
ＬＡＮや公衆電話通信網などの無線通信で接続される。また、検索サーバ３０とキャプチ
ャ生成サーバ５０とは、無線通信や有線通信で接続される。なお、ここでは、検索サーバ
３０とキャプチャ生成サーバ５０とが別の筐体で実現される例を説明するが、これに限定
されるものではなく、同じ筐体で実現されてもよい。
【００２３】
［２－１．端末装置の機能構成］
　端末装置１０は、図２に示すように、無線通信部１１、表示部１２、操作部１３、記憶
部１４、制御部１５を有する。
【００２４】
　無線通信部１１は、検索サーバ３０やキャプチャ生成サーバ５０との間で無線通信を実
行する処理部であり、例えば無線インタフェースなどである。具体的には、無線通信部１
１は、図示しない無線ＬＡＮまたは無線ＷＡＮのアクセスポイントや公衆電話通信網の基
地局などを介して、各サーバと無線通信を確立して、各種情報を送受信する。
【００２５】
　例えば、無線通信部１１は、検索サーバ３０に検索クエリを送信し、検索サーバ３０が
送信した検索結果をキャプチャ生成サーバ５０に転送する。また、無線通信部１１は、キ
ャプチャ生成サーバ５０からキャプチャ一覧を受信する。
【００２６】
　表示部１２は、タッチパネル式のディスプレイである。端末装置１０のユーザは、表示
部１２の画面上を指などで操作することで、表示部１２に表示された検索アプリの画面に
対する操作が可能である。かかる表示部１２は、例えば、小型のＬＣＤ（Liquid　Crysta
l　Display）や有機ＥＬディスプレイである。
【００２７】
　操作部１３は、文字、数字およびスペースを入力するためのキー、エンターキーおよび
矢印キーなどを含むキーボードや、電源ボタンなどを有する。
【００２８】
　記憶部１４は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory)、フラッシュメモリ（Flash
　Memory）等の半導体メモリ素子、または、ハードディスク、光ディスク等の記憶装置で
ある。かかる記憶部１４は各種プログラムや設定データなどが記憶される。記憶部１４に
記憶されるプログラムは、例えば、ＯＳ（Operating　System）、検索アプリのプログラ
ムなどである。
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【００２９】
　制御部１５は、例えば、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）や
ＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）等の集積回路により実現される。また、
制御部１５は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）やＭＰＵ（Micro　Proces
sing　Unit）等によって、記憶部１４に記憶されているプログラムが図示しない内部ＲＡ
Ｍを作業領域として実行されることにより後述する情報処理の機能や作用を実現または実
行する。
【００３０】
（検索アプリの機能）
　制御部１５は、記憶部１４にプログラムデータが記憶されている検索アプリを実行する
ことによって、検索処理部１６を機能させる。検索処理部１６は、表示部１２に表示され
る検索アプリのアイコン等がユーザによって選択されると、受付部１６ａ、クエリ送信部
１６ｂ、結果転送部１６ｃ、受信部１６ｄ、表示制御部１６ｅの各機能を実行する。なお
、制御部１５の構成は、かかる構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他
の構成であってもよい。
【００３１】
（受付部１６ａ）
　受付部１６ａは、ユーザからウェブページの検索キーワードの入力を受け付ける処理部
である。例えば、受付部１６ａは、検索アプリのアイコン等が選択されると、検索キーワ
ードを入力する画面を表示部１２に表示させる。そして、受付部１６ａは、表示部１２や
操作部１３等を介して、検索キーワードの入力を受け付ける。受付部１６ａは、入力され
た「六本木、レストラン」などの検索キーワードを、クエリ送信部１６ｂに出力する。
【００３２】
（クエリ送信部１６ｂ）
　クエリ送信部１６ｂは、検索クエリを送信する処理部である。具体的には、クエリ送信
部１６ｂは、無線通信部１１を介して、受付部１６ａによって受け付けられた検索キーワ
ードを含む検索クエリを検索サーバ３０に送信する。
【００３３】
　例えば、クエリ送信部１６ｂは、検索キーワード「六本木、レストラン」およびリダイ
レクト先を含む検索クエリを生成して検索サーバ３０に送信する。リダイレクト先には、
キャプチャ生成サーバ５０のＩＰ（Internet　Protocol）アドレスやキャプチャ生成サー
バ５０を識別できる識別情報などを採用することができる。
【００３４】
（結果転送部１６ｃ）
　結果転送部１６ｃは、検索サーバ３０から受信された検索結果をキャプチャ生成サーバ
５０に転送する処理部である。例えば、結果転送部１６ｃは、無線通信部１１を介して、
検索結果として「六本木グルメガイド」、「六本木レストランランキング」、「六本木周
辺レストラン」などのテキスト情報を受信する。そして、結果転送部１６ｃは、無線通信
部１１を介して、受信した検索結果（テキスト情報）をキャプチャ生成サーバ５０に転送
する。
【００３５】
　転送に際して、結果転送部１６ｃは、検索サーバ３０から受信した検索結果を含むパケ
ットからリダイレクト先を特定し、特定したリダイレクト先に転送する。なお、パケット
にリダイレクト先が含まれていない場合であっても、結果転送部１６ｃは、受信パケット
が検索クエリの応答である場合には、予め指定したキャプチャ生成サーバ５０に転送する
こともできる。なお、受信パケットが検索クエリの応答であるか否かの判定は、検索クエ
リの応答であることを示す識別子がパケットに含まれているか否かによって判定すること
ができる。
【００３６】
（受信部１６ｄ）
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　受信部１６ｄは、キャプチャ生成サーバ５０から、ウェブページのキャプチャ画像を受
信する処理部である。例えば、受信部１６ｄは、検索クエリ「六本木、レストラン」に該
当する検索結果「六本木グルメガイド」のウェブページのキャプチャ画像、検索結果「六
本木レストランランキング」のウェブページのキャプチャ画像、検索結果「六本木駅周辺
レストラン」のウェブページのキャプチャ画像を受信して、表示制御部１６ｅに出力する
。
【００３７】
　なお、各ウェブページのキャプチャ画像は、キャプチャ元のウェブページのＵＲＬが対
応付けられており、受信部１６ｄは、キャプチャ画像とＵＲＬと対応付けて記憶部１４等
に格納する。このため、端末装置１０は、ウェブページのキャプチャ画像から、実際のウ
ェブページを特定することができる。
【００３８】
（表示制御部１６ｅ）
　表示制御部１６ｅは、受信部１６ｄによって受信されたウェブページの画像情報を表示
部１２に表示させる処理部である。上記した例では、表示制御部１６ｅは、検索結果「六
本木グルメガイド」のウェブページのキャプチャ画像、検索結果「六本木レストランラン
キング」のウェブページのキャプチャ画像、検索結果「六本木駅周辺レストラン」のウェ
ブページのキャプチャ画像を、受信した順に表示部１２に表示させる。
【００３９】
　ここで、表示制御部１６ｅは、キャプチャ画像一覧やフリック操作で選択可能な表示形
式など任意の表示形式で表示させることができる。また、表示制御部１６ｅは、表示部１
２の表示領域にサイズにあわせて、レンダリングして表示させることもできる。
【００４０】
　一方で、表示制御部１６ｅは、検索エンジンによる検索順を担保する観点から、検索ク
エリの実行によって検索された順番で、キャプチャ画像を表示させることが好ましい。
【００４１】
　具体的には、検索サーバ３０によって検索された順が「六本木グルメガイド」、「六本
木レストランランキング」、「六本木駅周辺レストラン」であった場合には、表示制御部
１６ｅは、「六本木グルメガイド」のウェブページのキャプチャ画像、「六本木レストラ
ンランキング」のウェブページのキャプチャ画像、「六本木駅周辺レストラン」のウェブ
ページのキャプチャ画像の順で表示させる。
【００４２】
　なお、検索結果の順番を特定する方法は、様々な方法を用いることができる。例を挙げ
ると、システム内の取り決めによって検索順でキャプチャ画像を送信すると決定されてい
る場合には、表示制御部１６ｅは、キャプチャ生成サーバ５０から受信した順番で表示部
１２に表示させることができる。また、表示制御部１６ｅは、受信したキャプチャ画像に
受信順を示す情報が付加されている場合に、当該情報にしたがった順番で表示部１２に表
示させることができる。
【００４３】
　また、表示制御部１６ｅは、表示部１２上でキャプチャ画像に対するフリック操作を受
け付けた場合には、当該フリック操作に従ってキャプチャ画像を遷移させる。例えば、表
示制御部１６ｅは、画面を左に遷移させるフリック操作を受け付けた場合には、表示され
るキャプチャ画像を左に移動させて、次のキャプチャ画像を表示させる。また、表示制御
部１６ｅは、画面を上または下に遷移させるフリック操作を受け付けた場合には、画面サ
イズの関係上未表示となっている部分を表示させる。
【００４４】
　また、表示制御部１６ｅは、拡大や縮小などのフリック操作を受け付けた場合には、キ
ャプチャ画像を拡大または縮小させて表示させる。
【００４５】
　また、表示制御部１６ｅは、例えば「六本木グルメガイド」のウェブページのキャプチ
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ャ画像に対して、選択操作を受け付けた場合には、ウェブアクセスをブラウザ実行部１７
に要求する。例えば、表示制御部１６ｅは、選択されたキャプチャ画像に対応付けられる
ＵＲＬを記憶部１４から読み出してブラウザ実行部１７に通知する。なお、表示制御部１
６ｅは、ダブルクリックや、所定時間連続して押下されている状態いわゆる長押しなどを
検出した場合に、選択操作と判定してウェブアクセスを実行させる。
【００４６】
（ブラウザ実行部１７）
　ブラウザ実行部１７は、ウェブブラウザを実行してウェブページを表示部１２に表示さ
せる処理部である。具体的には、ブラウザ実行部１７は、表示部１２に表示されるキャプ
チャ画像が選択された場合に、ウェブブラウザを表示する。そして、ブラウザ実行部１７
は、無線通信部１１を介して、ウェブアクセスを実行して該当するウェブページを表示部
１２に表示させる。
【００４７】
　例えば、ブラウザ実行部１７は、「六本木グルメガイド」のウェブページのキャプチャ
画像に対するウェブアクセス要求を表示制御部１６ｅから入力された場合に、ウェブブラ
ウザを表示する。そして、ブラウザ実行部１７は、選択されたキャプチャ画像に対応付け
られるＵＲＬにアクセスして、「六本木グルメガイド」の実際のウェブページを取得する
。その後、ブラウザ実行部１７は、取得したウェブページを表示部１２に表示させる。
【００４８】
［２－２．検索サーバの機能構成］
　検索サーバ３０は、図２に示すように、通信部３１、記憶部３２、制御部３３を有する
。ここで示した機能部は例示であり、これに限定されるものではなく、表示部や入力部な
どを有していてもよい。
【００４９】
　通信部３１は、端末装置１０やキャプチャ生成サーバ５０との間で通信を実行する処理
部であり、例えばネットワークインタフェースカードや無線インタフェースなどである。
具体的には、通信部３１は、図示しないアクセスポイントや基地局等を介した無線通信や
各種ケーブル等を用いた有線通信で、端末装置１０やキャプチャ生成サーバ５０と通信を
確立して、各種情報を送受信する。
【００５０】
　例えば、通信部３１は、端末装置１０から検索クエリを受信する。また、通信部３１は
、検索クエリを用いて検索された検索結果をキャプチャ生成サーバ５０に送信する。
【００５１】
　記憶部３２は、例えば、ＲＡＭ、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、または、ハ
ードディスク、光ディスク等の記憶装置である。かかる記憶部３２は各種プログラムや設
定データなどが記憶される。記憶部３２に記憶されるプログラムは、例えば、ＯＳ、後述
する制御部３３が実行するプログラムなどである。
【００５２】
　制御部３３は、例えば、ＡＳＩＣやＦＰＧＡ等の集積回路により実現される。また、制
御部３３は、例えば、ＣＰＵやＭＰＵ等によって、記憶部３２に記憶されているプログラ
ムが図示しない内部ＲＡＭを作業領域として実行されることにより後述する情報処理の機
能や作用を実現または実行する。
【００５３】
　制御部３３は、記憶部３２に記憶されるプログラムデータを実行することによって、ク
エリ受信部３４、クエリ実行部３５、結果送信部３６を機能させる。なお、制御部３３の
構成は、かかる構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他の構成であって
もよい。
【００５４】
（クエリ受信部３４）
　クエリ受信部３４は、検索クエリを端末装置１０から受信する処理部である。例えば、
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クエリ受信部３４は、通信部３１を介して、検索キーワード「六本木、レストラン」およ
びリダイレクト先を含む検索クエリを、端末装置１０から受信する。そして、クエリ受信
部３４は、受信した検索クエリをクエリ実行部３５に出力する。
【００５５】
（クエリ実行部３５）
　クエリ実行部３５は、検索エンジンを実行して、検索クエリに該当する検索結果を検索
する処理部である。具体的には、クエリ実行部３５は、クエリ受信部３４によって受信さ
れた検索クエリに該当するウェブページを検索し、ウェブページのタイトルなどを示すウ
ェブ情報とＵＲＬとを対応付けたテキスト情報を生成する。そして、クエリ実行部３５は
、生成したテキスト情報を検索結果として結果送信部３６に出力する。
【００５６】
　例えば、クエリ実行部３５は、検索クエリに含まれる検索キーワード「六本木、レスト
ラン」に該当するウェブページを検索して、「六本木グルメガイド」、「六本木レストラ
ンランキング」、「六本木駅周辺レストラン」の各ウェブページを取得する。そして、ク
エリ実行部３５は、各ウェブページのタイトルとＵＲＬとを対応付けたテキスト情報を生
成する。ここで、クエリ実行部３５は、検索された順番を示す情報をさらに対応付けても
よい。
【００５７】
（結果送信部３６）
　結果送信部３６は、検索結果を端末装置１０に送信する処理部である。具体的には、結
果送信部３６は、クエリ実行部３５から入力されたテキスト情報と、検索クエリから抽出
したリダイレクト先とを含む検索結果を端末装置１０に送信する。ここで送信された検索
結果は、端末装置１０によって、リダイレクト先であるキャプチャ生成サーバ５０に転送
される。
【００５８】
［２－３．キャプチャ生成サーバの機能構成］
　キャプチャ生成サーバ５０は、図２に示すように、通信部５１、記憶部５２、制御部５
３を有する。ここで示した機能部は例示であり、これに限定されるものではなく、表示部
や入力部などを有していてもよい。
【００５９】
　通信部５１は、端末装置１０や検索サーバ３０との間で通信を実行する処理部であり、
例えばネットワークインタフェースカードや無線インタフェースなどである。具体的には
、通信部５１は、図示しないアクセスポイントや基地局等を介した無線通信や各種ケーブ
ル等を用いた有線通信で、端末装置１０や検索サーバ３０と通信を確立して、各種情報を
送受信する。
【００６０】
　例えば、通信部５１は、検索サーバ３０から検索結果を受信する。また、通信部５１は
、キャプチャ画像一覧を端末装置１０に送信する。
【００６１】
　記憶部５２は、例えば、ＲＡＭ、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、または、ハ
ードディスク、光ディスク等の記憶装置である。かかる記憶部５２は各種プログラムや設
定データなどが記憶される。記憶部５２に記憶されるプログラムは、例えば、ＯＳ、後述
する制御部５３が実行するプログラムなどである。
【００６２】
　制御部５３は、例えば、ＡＳＩＣやＦＰＧＡ等の集積回路により実現される。また、制
御部５３は、例えば、ＣＰＵやＭＰＵ等によって、記憶部３２に記憶されているプログラ
ムが図示しない内部ＲＡＭを作業領域として実行されることにより後述する情報処理の機
能や作用を実現または実行する。
【００６３】
　制御部５３は、記憶部３２に記憶されるプログラムデータを実行することによって、受
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信部５４、キャプチャ生成部５５、キャプチャ応答部５６を機能させる。なお、制御部３
３の構成は、かかる構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他の構成であ
ってもよい。
【００６４】
（受信部５４）
　受信部５４は、検索サーバ３０が検索クエリに基づいて検索した検索結果を受信する処
理部である。例えば受信部５４は、通信部５１を介して、検索サーバ３０から、「六本木
グルメガイド」、「六本木レストランランキング」、「六本木駅周辺レストラン」の各ウ
ェブページのタイトルとＵＲＬとが対応付けられたテキスト情報を含む検索結果を受信す
る。そして、受信部５４は、受信した検索結果をキャプチャ生成部５５に出力する。
【００６５】
（キャプチャ生成部５５）
　キャプチャ生成部５５は、ウェブページのキャプチャ画像を生成する処理部である。具
体的には、キャプチャ生成部５５は、受信部５４によって受信された検索結果に含まれる
各ＵＲＬにアクセスしてウェブページを取得し、各ウェブページのキャプチャ画像を生成
する。
【００６６】
　上記例で説明すると、キャプチャ生成部５５は、検索結果に含まれる「六本木グルメガ
イド」のＵＲＬにアクセスして、「六本木グルメガイド」に対応するウェブページを取得
してキャプチャ画像を生成する。また、キャプチャ生成部５５は、検索結果に含まれる「
六本木レストランランキング」のＵＲＬおよび「六本木駅周辺レストラン」のＵＲＬそれ
ぞれにアクセスして、それぞれに対応するウェブページのキャプチャ画像を生成する。
【００６７】
　そして、キャプチャ生成部５５は、「六本木グルメガイド」、「六本木レストランラン
キング」、「六本木駅周辺レストラン」のそれぞれのＵＲＬと、それぞれのキャプチャ画
像とを対応付けたキャプチャ情報を生成して、キャプチャ応答部５６に出力する。このと
き、キャプチャ生成部５５は、検索された順番を示す情報をさらに対応付けることもでき
る。
【００６８】
　また、キャプチャ生成部５５は、アクセス先のＵＲＬにＪａｖａ（登録商標）スクリプ
トやＦｌａｓｈ　Ｐｌａｙｅｒ（登録商標）等が含まれている場合には、当該Ｊａｖａ（
登録商標）スクリプト等を実行した状態のウェブページをキャプチャすることもできる。
【００６９】
（キャプチャ応答部５６）
　キャプチャ応答部５６は、各ウェブページのキャプチャ画像一覧を端末装置１０に送信
する処理部である。例えば、キャプチャ応答部５６は、通信部５１を介して、キャプチャ
生成部５５によって生成された「ウェブページのキャプチャ画像」と「ウェブページのＵ
ＲＬ」とを対応付けたキャプチャ情報を端末装置１０に送信する。このとき、キャプチャ
応答部５６は、検索サーバ３０が検索した順で送信することもできる。
【００７０】
　つまり、キャプチャ応答部５６は、端末装置１０が検索サーバ３０に対して送信した検
索クエリに応答として、検索サーバ３０によって検索されたＵＲＬ等のテキスト情報では
なく、実際にアクセスしてキャプチャした画像情報を端末装置１０に応答する。
【００７１】
［３．端末装置の画面遷移］
　次に、図３を用いて、端末装置１０に表示される画面遷移の例を具体的に説明する。図
３は、端末装置の画面遷移を説明する図である。図３に示すように、端末装置１０の表示
部１２は、各アプリケーションのアイコンを表示する。
【００７２】
　この状態から、検索処理部１６は、「検索アプリ」のアイコンがユーザによって選択さ
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れたことを契機に「検索アプリ」を起動し、受付部１６ａは、検索キーワードを入力する
検索受付画面を表示部１２に表示させる（Ｓ１０）。
【００７３】
　続いて、受付部１６ａは、検索キーワードの入力欄がユーザによって選択されると、入
力キー操作画面を表示部１２に表示させ、検索キーワード「六本木、レストラン」の入力
を受け付ける（Ｓ１１）。
【００７４】
　そして、クエリ送信部１６ｂが、検索キーワード「六本木、レストラン」を含む検索ク
エリを検索サーバ３０に送信し、受信部１６ｄが、キャプチャ生成サーバ５０からキャプ
チャ情報を受信する。
【００７５】
　その後、表示制御部１６ｅは、キャプチャ生成サーバ５０から受信した「六本木グルメ
ガイド」、「六本木レストランランキング」、「六本木駅周辺レストラン」の各ウェブペ
ージのキャプチャ画像を、この順で表示部１２に表示させる（Ｓ１２）。なお、ここでは
、左から検索順で表示される例を示している。
【００７６】
　この状態で、表示制御部１６ｅは、中央付近に表示される「六本木レストランランキン
グ」に該当するキャプチャ画像を選択して左に移動させるフリック操作を検出する（Ｓ１
３）。すると、表示制御部１６ｅは、各キャプチャ画像を左に移動させて、「六本木レス
トランランキング」の次の検索結果である「六本木駅周辺レストラン」に該当するキャプ
チャ画像を、中央付近に表示させる（Ｓ１４）。このように、表示制御部１６ｅは、ユー
ザのフリック操作にあわせて、画像を遷移させることができる。
【００７７】
　一方で、表示制御部１６ｅは、中央付近に表示される「六本木レストランランキング」
の選択操作を検出する（Ｓ１５）。すると、表示制御部１６ｅは、選択された「六本木レ
ストランランキング」のＵＲＬを記憶部１４等から読み出してブラウザ実行部１７に通知
し、ブラウザ実行部１７は、ウェブブラザを表示して、通知されたＵＲＬにアクセスして
ウェブページを表示部１２に表示させる（Ｓ１６）。
【００７８】
　このように、端末装置１０は、ユーザの各種操作にあわせて、キャプチャ画像の遷移や
実際のウェブページへのアクセスを実行することができる。
【００７９】
［４．検索処理の流れ］
　図４は、検索処理の流れを示すシーケンス図である。図４に示すように、端末装置１０
の検索処理部１６は、ユーザ操作にしたがって検索アプリを起動する（Ｓ１０１）。
【００８０】
　続いて、端末装置１０の受付部１６ａは、検索キーワードの入力画面を表示させて、検
索キーワードの入力を受け付ける（Ｓ１０２）。その後、クエリ送信部１６ｂは、検索キ
ーワードを含む検索クエリを検索サーバ３０に送信する（Ｓ１０３とＳ１０４）。
【００８１】
　検索サーバ３０のクエリ実行部３５は、端末装置１０が送信した検索クエリを実行し、
検索クエリに該当するウェブサーバを検索する（Ｓ１０５）。続いて、結果送信部３６は
、検索されたウェブページのタイトルやＵＲＬを含む検索結果を端末装置１０に送信する
（Ｓ１０６とＳ１０７）。
【００８２】
　ここで、端末装置１０の結果転送部１６ｅは、検索サーバ３０が送信した検索結果を、
リダイレクト等を用いてキャプチャ生成サーバ５０に転送する（Ｓ１０８とＳ１０９）。
【００８３】
　そして、キャプチャ生成サーバ５０のキャプチャ生成部５５は、受信された検索結果に
含まれる各ＵＲＬにアクセスしてウェブページを取得し（Ｓ１１０）、各ウェブページの
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キャプチャ画像を生成する（Ｓ１１１）。その後、キャプチャ応答部５６は、生成された
キャプチャ画像一覧と、キャプチャ元のウェブページのＵＲＬとを含むキャプチャ情報を
端末装置１０に送信する（Ｓ１１２とＳ１１３）。
【００８４】
　続いて、端末装置１０の受信部１６ｄは、キャプチャ生成サーバ５０から受信したキャ
プチャ情報を記憶部１４等に格納する（Ｓ１１４）。そして、表示制御部１６ｅは、キャ
プチャ情報に含まれるキャプチャ画像を表示部１２に表示させる（Ｓ１１５）。
【００８５】
　その後、表示制御部１６ｅは、キャプチャ画像の選択を検出すると（Ｓ１１６）、キャ
プチャ情報をブラウザ実行部１７に通知する（Ｓ１１７）。すると、ブラウザ実行部１７
は、ウェブブラウザを表示し、キャプチャ画像に対応付けられるＵＲＬにアクセスして、
該当ウェブページを表示部１２に表示させる（Ｓ１１８）。
【００８６】
［５．キャプチャ画像とウェブページとの連動］
　次に、端末装置１０は、表示部１２に表示されるキャプチャ画像がスクロールされた場
合、キャプチャ画像に対応するウェブページについても、スクロール後のウェブページを
表示させることもできる。ここでは、キャプチャ画像のスクロールがウェブページにも連
動する例を説明する。
【００８７】
（連動の説明）
　図５は、キャプチャ画像とウェブページとの連動を説明する図である。図５に示すよう
に、端末装置１０が「六本木レストランランキング」のウェブページのキャプチャ画像を
中央付近に表示している例で説明する。
【００８８】
　この状態でキャプチャ画像に対してダブルクリック等がされた場合、端末装置１０のブ
ラウザ実行部１７は、「六本木レストランランキング」のＵＲＬ等を表示制御部１６ｅか
ら受信し、ウェブブラウザを表示して当該ＵＲＬにアクセスしてウェブページを取得して
表示部１２に表示させる。
【００８９】
　これに対して、端末装置１０の表示制御部１６ｅは、「六本木レストランランキング」
のウェブページのキャプチャ画像に対して、上へのスクロール操作を受け付けた場合、キ
ャプチャ画像を上へスクロールして、未表示であるキャプチャ画像の下部分を表示させる
。
【００９０】
　このスクロール後の状態でキャプチャ画像に対してダブルクリック等がされた場合、端
末装置１０のブラウザ実行部１７は、ウェブブラウザを表示して該当ＵＲＬにアクセスし
てウェブページを取得して表示部１２に表示させる。この際、ブラウザ実行部１７は、取
得したウェブページをキャプチャ画像と同様にスクロールさせてから、表示部１２に表示
させる。
【００９１】
（処理の流れ）
　続いて、図５で説明した処理の流れについて説明する。図６は、キャプチャ画像とウェ
ブページとの連動処理の流れを示すフローチャートである。図６に示すように、端末装置
１０の受信部１６ｄは、キャプチャ生成サーバ５０から、キャプチャ画像とＵＲＬとを含
むキャプチャ情報を受信すると（Ｓ２０１：Ｙｅｓ）、受信したキャプチャ情報を記憶部
１４等に保存する（Ｓ２０２）。
【００９２】
　続いて、表示制御部１６ｅは、受信されたキャプチャ画像の一覧を表示部１２に表示す
る（Ｓ２０３）。そして、表示制御部１６ｅは、表示されているキャプチャ画像が選択さ
れると（Ｓ２０４：Ｙｅｓ）、スクロール操作が発生したかを判定する（Ｓ２０５）。



(14) JP 5850895 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

【００９３】
　ここで、表示制御部１６ｅは、スクロール操作を検出しなかった場合（Ｓ２０５：Ｎｏ
）、選択されたキャプチャ画像の情報をブラウザ実行部１７に通知する（Ｓ２０６）。そ
して、ブラウザ実行部１７は、ウェブブラウザを表示し、選択されたキャプチャ画像に対
応するＵＲＬにアクセスする（Ｓ２０７）。その後、ブラウザ実行部１７は、アクセスし
たウェブページを表示部１２に表示させる（Ｓ２０８）。
【００９４】
　一方で、表示制御部１６ｅは、スクロール操作を検出した場合（Ｓ２０５：Ｙｅｓ）、
スクロール後のキャプチャ画像を表示部１２に表示させる（Ｓ２０９）。そして、表示制
御部１６ｅは、スクロールされたスクロール量を記憶部１４等に保存する（Ｓ２１０）。
なお、スクロール量は、公知の様々な手法で取得することができる。その後、表示制御部
１６ｅは、スクロールが終了するまで（Ｓ２１１：Ｎｏ）、Ｓ２０９に戻って、スクロー
ル後のキャプチャ画像表示およびスクロール量の保存を繰り返す。
【００９５】
　そして、表示制御部１６ｅは、スクロールが終了すると（Ｓ２１１：Ｙｅｓ）、スクロ
ールされたキャプチャ画像が選択されたか判定する（Ｓ２１２）。
【００９６】
　ここで、表示制御部１６ｅは、スクロール後のキャプチャ画像が選択された場合（Ｓ２
１２：Ｙｅｓ）、選択されたキャプチャ画像の情報をブラウザ実行部１７に通知する（Ｓ
２１３）。そして、ブラウザ実行部１７は、ウェブブラウザを表示し、選択されたキャプ
チャ画像に対応するＵＲＬにアクセスする（Ｓ２１４）。その後、ブラウザ実行部１７は
、アクセスして取得したウェブページを、記憶部１４に記憶されるスクロール量分スクロ
ールさせる（Ｓ２１５）。そして、表示制御部１６ｅは、スクロール後のウェブページを
表示部１２に表示させる（Ｓ２１６）。
【００９７】
　一方、Ｓ２１２において、表示制御部１６ｅは、スクロール後のキャプチャ画像が選択
されずに（Ｓ２１２：Ｎｏ）、他のキャプチャ画像が選択された場合（Ｓ２１７：Ｙｅｓ
）、Ｓ２０５に戻って、新たに選択されたキャプチャ画像に対して以降の処理を繰り返す
。
【００９８】
　なお、スクロール後のキャプチャ画像が選択されずに、他のキャプチャ画像が選択され
た場合でも、表示制御部１６ｅは、スクロール量を保存し続けることもできる。具体的に
は、表示制御部１６ｅは、キャプチャ画像ごとにスクロール量を記憶する。このようにす
ることで、キャプチャ画像Ａをスクロールしてキャプチャ画像Ｂにフリックされた後、再
度フリックされてキャプチャ画像Ａを表示する際に、前回のスクロール位置で表示させる
ことができる。
【００９９】
［６．キャプチャ画像へのフリック操作と機能］
　端末装置１０は、表示部１２に表示されるキャプチャ画像に対して所定のフリック操作
が実行することで、当該フリック操作に対応付けられる機能を自動で実行することができ
る。ここでは、キャプチャ画像に対するフリック操作と機能について説明する。
【０１００】
（処理内容の説明）
　まず、図７を用いて、フリック操作と機能との関係を説明する。図７は、フリック操作
による機能の自動実行を説明する図である。図７に示すように、端末装置１０が「六本木
レストランランキング」のウェブページのキャプチャ画像を中央付近に表示している例で
説明する。
【０１０１】
　この状態で、端末装置１０の表示制御部１６ｅは、「六本木レストランランキング」の
ウェブページのキャプチャ画像に対して、下へのフリック操作を受け付けると（Ｓ２０）
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、当該キャプチャ画像を表示対象から削除する。
【０１０２】
　また、端末装置１０の表示制御部１６ｅは、「六本木レストランランキング」のウェブ
ページのキャプチャ画像に対して、上へのフリック操作を受け付けると（Ｓ２１）当該キ
ャプチャ画像に対して特定の機能を選択させるアイコンを表示する。例えば、該当キャプ
チャ画像に対応するウェブページへのアクセスを実行するアイコン、該当キャプチャ画像
を印刷するアイコン、該当キャプチャ画像をお気に入り登録するアイコン等を表示させる
。
【０１０３】
　なお、ここでは、移動させて空白になった領域に３つのアイコンを表示させる例を図示
したが、これに限定されるものではない。例えば、任意の領域に任意の数のアイコンを表
示させることができる。また、アイコンと機能との対応付けもユーザが管理者等によって
任意に設定変更できる。
【０１０４】
　また、端末装置１０の表示制御部１６ｅは、「六本木レストランランキング」のウェブ
ページのキャプチャ画像の所定領域が選択された場合（Ｓ２２）、該当キャプチャ画像を
お気に入りに登録する。ユーザは、お気に入りに登録することで、興味を持ったキャプチ
ャ画像を容易に特定することができる。なお、図７では、キャプチャ画像の右上端を選択
する例を説明したが、任意に設定変更することができる。
【０１０５】
　また、通常のウェブブラウザのお気に入り登録に、該当キャプチャ画像を登録すること
もできる。その場合、ブラウザ実行部１７は、お気に入り登録されたキャプチャ画像が選
択されると、当該キャプチャ画像に対応付けられるＵＲＬに自動でアクセスしてウェブペ
ージを表示させることができる。
【０１０６】
（処理の流れ）
　続いて、図７で説明した処理の流れについて説明する。図８は、フリック操作による処
理の流れを示すフローチャートである。図８に示すように、端末装置１０の受信部１６ｄ
は、キャプチャ生成サーバ５０から、キャプチャ情報を受信すると（Ｓ３０１：Ｙｅｓ）
、受信したキャプチャ情報を記憶部１４等に保存する（Ｓ３０２）。
【０１０７】
　続いて、表示制御部１６ｅは、受信されたキャプチャ画像の一覧を表示部１２に表示す
る（Ｓ３０３）。そして、表示制御部１６ｅは、表示されているキャプチャ画像が選択さ
れると（Ｓ３０４：Ｙｅｓ）、下へのフリック操作が発生したかを判定する（Ｓ３０５）
。
【０１０８】
　ここで、表示制御部１６ｅは、下へのフリック操作を検出した場合（Ｓ３０５：Ｙｅｓ
）、フリックされたキャプチャ画像の情報を削除し（Ｓ３０６）、削除後のキャプチャ画
像一覧を表示する（Ｓ３０７）。このとき、表示制御部１６ｅは、記憶部１４等に記憶さ
れるキャプチャ情報から、削除されたキャプチャ画像に対応するキャプチャ情報を削除し
てもよく、削除されたことを示すフラグなどを立てて区別してもよい。
【０１０９】
　一方、表示制御部１６ｅは、下へのフリック操作ではなく場合（Ｓ３０５：Ｎｏ）、上
へのフリック操作を検出した場合（Ｓ３０８：Ｙｅｓ）、予め設定された機能一覧のアイ
コンを表示させる（Ｓ３０９）。その後、表示制御部１６ｅは、表示される機能のアイコ
ンが選択された場合（Ｓ３１０：Ｙｅｓ）、選択された機能を実行する（Ｓ３１１）。
【０１１０】
　さらに、表示制御部１６ｅは、上へのフリック操作でもなく（Ｓ３０８：Ｎｏ）、お気
に入りへの登録操作を検出した場合（Ｓ３１２：Ｙｅｓ）、操作されたキャプチャ画像を
お気に入りへ登録する（Ｓ３１３）。なお、表示制御部１６ｅは、お気に入りへの登録操
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作でもない場合には（Ｓ３１２：Ｎｏ）、処理を終了する。
【０１１１】
［７．キャプチャ画像の動的サイズ変更］
　次に、キャプチャ生成サーバ５０が端末装置１０の画面サイズに合わせてキャプチャ画
像のサイズを動的に変更して送信する例を説明する。図９は、端末装置の画面サイズに合
わせて送信対象のキャプチャ画像のサイズを動的に変更する例を説明する図である。
【０１１２】
　図９に示すように、キャプチャ生成サーバ５０は、画面変更テーブル５０ａを保持する
。画面変更テーブル５０ａは、「ＵＡ、画面サイズ（ＰＸ）、解像度（ＰＰＩ）」を対応
付けて記憶する。ここで記憶される「ＵＡ」は、端末装置１０から送信されるユーザエー
ジェントを示す。「画面サイズ（ＰＸ）」は、送信する画面サイズを示す情報であり、例
えばピクセル表記である。「解像度（ＰＰＩ）」は、送信する画面の解像度を示す情報で
あり、例えばＰＰＩ（Pixel　Per　Inch）表記である。
【０１１３】
　図９の場合、ユーザエージェントが「ＸＸＸ」の端末については、画面サイズが「２０
４８×１５３６ＰＸ」、解像度が「２６４ＰＰＩ」の画像を送信することが定義されてい
る。また、ユーザエージェントが「ＹＹＹ」の端末については、画面サイズが「９６０×
６４０ＰＸ」、解像度が「３２６ＰＰＩ」の画像を送信することが定義されている。
【０１１４】
　このような状態において、キャプチャ生成サーバ５０は、検索サーバ３０が送信した検
索結果を端末装置１０から受信する際に、端末装置１０のユーザエージェントも合わせて
受信する。そして、キャプチャ生成サーバ５０は、受信したユーザエージェントにあわせ
てキャプチャ画像のサイズや解像度を動的に変更して応答する。なお、端末装置１０は、
検索クエリにユーザエージェントを含ませることで、システム内を流通させることができ
る。
【０１１５】
　例えば、図９に示すように、キャプチャ生成サーバ５０は、端末装置１０からユーザエ
ージェント「ＸＸＸ」を含んだ検索結果を受信する（Ｓ４１）。この場合、キャプチャ生
成サーバ５０は、ユーザエージェント「ＸＸＸ」に対応する画面サイズが「２０４８×１
５３６ＰＸ」、解像度が「２６４ＰＰＩ」と特定する。そして、キャプチャ生成サーバ５
０は、キャプチャ画像のサイズを「２０４８×１５３６ＰＸ」、解像度を「２６４ＰＰＩ
」に変更して、端末装置１０に送信する（Ｓ４２）。
【０１１６】
　また、キャプチャ生成サーバ５０は、端末装置５からユーザエージェント「ＹＹＹ」を
含んだ検索結果を受信する（Ｓ４３）。この場合、キャプチャ生成サーバ５０は、ユーザ
エージェント「ＹＹＹ」に対応する画面サイズが「９６０×６４０ＰＸ」、解像度が「３
２６ＰＰＩ」と特定する。そして、キャプチャ生成サーバ５０は、キャプチャ画像のサイ
ズを「９６０×６４０ＰＸ」、解像度を「３２６ＰＰＩ」に変更して、端末装置１０に送
信する（Ｓ４４）。
【０１１７】
　このように、キャプチャ生成サーバ５０は、端末装置の画面サイズに合わせてキャプチ
ャ画像のサイズを動的に変更して送信することができる。この結果、端末装置側では適切
な画面サイズでキャプチャ画像を表示させることができ、ユーザの快適性を維持すること
ができる。
【０１１８】
　なお、キャプチャ生成サーバ５０は、端末装置１０との間の通信速度に応じて、キャプ
チャ画像のサイズや解像度を変更することもできる。例えば、キャプチャ生成サーバ５０
は、検索クエリにアクセスポイントの識別子が含まれている場合には、高速回線利用中と
判定して、高品質のキャプチャ画像を送信する。一方、キャプチャ生成サーバ５０は、検
索クエリに基地局の識別子が含まれている場合には、低速回線利用中と判定して、低品質
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のキャプチャ画像を送信する。
【０１１９】
　また、キャプチャ生成サーバ５０は、低速回線利用中の端末装置１０に、低品質のキャ
プチャ画像を送信した後、当該端末装置１０と複数回パケットの送受信を実行する。そし
て、キャプチャ生成サーバ５０は、端末装置１０が使用する回線が低速回線から高速回線
に移行した場合には、高品質のキャプチャ画像を再度送信することもできる。
【０１２０】
［８．検索結果の経路変更例］
　次に、キャプチャ生成サーバ５０が、端末装置１０からではなく、検索サーバ３０から
直接検索結果を受信する例を説明する。図１０は、キャプチャ生成サーバ５０が検索サー
バ３０から直接検索結果を受信する場合の処理を説明する図である。なお、ここでは、各
装置がキャッシュＤＢを有する例で説明する。
【０１２１】
　具体的には、端末装置１０はキャッシュＤＢ１０ｂを有し、検索サーバ３０はキャッシ
ュＤＢ３０ｂを有し、キャプチャ生成サーバ５０はキャッシュＤＢ５０ｂを有する。また
、各装置は、検索クエリごとにキャッシュ期間を定義したキャッシュルールにしたがって
、キャッシュＤＢを管理する。
【０１２２】
　図１１は、キャッシュルールの例を示す図である。図１１に示すように、キャッシュル
ールは、「クエリ種別、キャッシュ有無、キャッシュ期間」を対応付けて記憶する。「ク
エリ種別」は、検索クエリの種別を示す。「キャッシュ有無」は、キャッシュＤＢに格納
するか否かを示す情報であり、キャッシュ対象である場合に「有り」が設定され、キャッ
シュ対象でない場合は「無し」が設定される。「キャッシュ期間」は、キャッシュとして
保持する期間を示す。なお、ここで記憶される情報は、管理者が任意に設定変更すること
ができる。
【０１２３】
　図１１の場合、検索クエリが「ブログ」である場合には、検索されたウェブページまた
はキャプチャ画像を１日間キャッシュすることを示し、検索クエリが地震速報などの「速
報」である場合には、検索されたウェブページのキャプチャ画像をキャッシュしないこと
を示す。なお、各装置のキャッシュルールは、同一である必要はなく、装置ごとに任意に
設定変更することができる。また、ここでは、「検索クエリ」ごとのルールを例示したが
、これに限定されるものではなく、例えば「検索されたウェブページの種別」ごとにルー
ルを設定してもよい。
【０１２４】
　なお、検索クエリの種別の判定手法としては、例えば、検索クエリに含まれる単語から
判定することができる。例えば、各装置は、検索クエリに「ブログ」が含まれる場合には
、当該検索クエリの種別を「ブログ」と判定する。
【０１２５】
　このような状態において、端末装置１０の受付部１６ａは、検索キーワードの入力画面
を表示させて、検索キーワードの入力を受け付ける（Ｓ５１）。続いて、端末装置１０の
クエリ送信部１６ｂは、検索キーワードを含む検索クエリを検索サーバ３０に送信する（
Ｓ５２）。このとき、クエリ送信部１６ｂは、キャッシュＤＢ１０ｂを参照し、検索結果
がキャッシュされていない場合に検索クエリを送信し、検索結果がキャッシュされている
場合にはキャッシュＤＢ１０ｂからキャプチャ画像を取得する。
【０１２６】
　そして、検索サーバ３０のクエリ実行部３５は、端末装置１０が送信した検索クエリを
実行し、検索クエリに該当するウェブサーバを検索する（Ｓ５３）。端末装置１０と同様
、クエリ実行部３５は、検索結果がキャッシュＤＢ３０ｂに記憶されている場合には、キ
ャッシュＤＢ１０ｂからウェブページを取得する。
【０１２７】
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　その後、検索サーバ３０の結果送信部３６は、検索されたウェブページのタイトリやＵ
ＲＬを含む検索結果をキャプチャ生成サーバ５０に送信する（Ｓ５４）。
【０１２８】
　続いて、キャプチャ生成サーバ５０のキャプチャ生成部５５は、受信された検索結果に
含まれる各ＵＲＬにアクセスしてウェブページを取得し、各ウェブページのキャプチャ画
像を生成する（Ｓ５５）。端末装置１０等と同様、キャプチャ生成部５５は、キャプチャ
画像がキャッシュＤＢ５０ｂに記憶されている場合には、キャッシュＤＢ１０ｂからキャ
プチャ画像を取得する。
【０１２９】
　その後、キャプチャ生成サーバ５０のキャプチャ応答部５６は、生成されたキャプチャ
画像一覧と、キャプチャ元のウェブページのＵＲＬとを含むキャプチャ情報を検索サーバ
３０に送信する（Ｓ５６）。
【０１３０】
　そして、検索サーバ３０の結果送信部３６が、キャプチャ情報を端末装置１０に転送し
（Ｓ５７）、端末装置１０の表示制御部１６ｅは、受信されたキャプチャ画像を表示部１
２に表示させる（Ｓ５８）。
【０１３１】
　このように、検索システムは、任意の経路で検索結果やキャプチャ画像の送受信を実行
することができる。したがって、端末装置１０は、ネットワークの輻輳状況等に応じて、
最適な経路で、検索結果としてのキャプチャ画像を収集することができる。なお、図１０
では、キャプチャ生成サーバ５０が、キャプチャ情報を検索サーバ３０に送信する例を説
明したが、これに限定されるものではなく、キャプチャ情報を端末装置１０に送信するこ
ともできる。
【０１３２】
［９．複数台の検索サーバを用いたシステム例］
　次に、上記例では、１台の検索サーバ３０を用いて検索を実行する例を説明したが、こ
れに限定されるものではなく、複数台の検索サーバを用いて検索を実行することもできる
。図１２は、複数台の検索サーバを用いた処理を説明する図である。なお、ここでは、３
台の検索サーバを例示するが、これに限定されるものではなく、任意の台数を用いること
ができる。
【０１３３】
　図１２に示すように、ここで示すシステムは、端末装置１０、検索サーバ３０ｃ、検索
サーバ３０ｄ、検索サーバ３０ｅ、キャプチャ生成サーバ５０を有する。ここで、各検索
サーバは、処理対象の検索クエリごとに設けられている。具体的には、検索サーバ３０ｃ
は、「レストラン」に対応する検索クエリを処理する検索サーバであり、検索サーバ３０
ｄは、「ブログ」に対応する検索クエリを処理する検索サーバであり、検索サーバ３０ｅ
は、「速報」に対応する検索クエリを処理する検索サーバである。
【０１３４】
　このような状態において、端末装置１０の受付部１６ａは、検索キーワードの入力画面
を表示させて、検索キーワード「六本木、レストラン」の入力を受け付ける（Ｓ６０）。
【０１３５】
　すると、クエリ送信部１６ｂは、入力された検索キーワードに基づいて、検索クエリの
送信先となる検索サーバを特定する（Ｓ６１）。例えば、クエリ送信部１６ｂ、入力され
た検索キーワードに対して文字解析等を行って、単語「六本木」と単語「レストラン」を
抽出する。そして、クエリ送信部１６ｂは、単語「レストラン」を検索対象とする検索サ
ーバ３０ｃを特定する。
【０１３６】
　なお、抽出された単語に該当する検索サーバが複数台特定された場合には、任意の手法
で１台の検索サーバを特定することができる。例えば、検索キーワードとして入力された
順番が早い単語を優先したり、単語の属するカテゴリごとに重みを設定しておき、重みを
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加えた値が一番大きい単語を優先したりすることができる。
【０１３７】
　その後、端末装置１０は、特定した検索サーバ３０ｃに対して検索クエリを送信してキ
ャプチャ画像を取得するＳ６２からＳ６８の処理は、図１で説明したＳ２からＳ８と同様
の処理なので、詳細な説明は省略する。
【０１３８】
［１０．効果］
　上述したように、端末装置１０は、入力された検索キーワードに基づいて検索クエリを
検索サーバ３０に送信し、検索クエリの応答としてキャプチャ画像をキャプチャ生成サー
バ５０から受信する。つまり、上記検索システムは、従来の「テキストを読んで検索」で
はく、「ページを眺めて出会う検索」を実現することができる。
【０１３９】
　この結果、ユーザは、検索結果から実際のウェブページそのものを閲覧することができ
るので、ウェブページの雰囲気や情報量等を認識することができる。したがって、端末装
置１０は、ユーザが所望のウェブページを得るまでの時間を短縮することができ、ユーザ
の利便性を向上させることができる。
【０１４０】
　また、検索システムは、検索結果として、ウェブページのキャプチャ画像をユーザに提
供するので、検索されたウェブページが膨大であっても、ユーザがシステムの利用を敬遠
する原因となるレスポンスの低下を抑制できる。したがって、システムのユーザ増加が期
待できる。
【０１４１】
　また、検索結果を直接操作して、様々な機能を実行することができるので、ユーザが簡
単に操作できるユーザインタフェースを提供することができる。例えば、上下左右のフリ
ック操作などによって機能を分けることもできるので、スマートフォンなどの特性を最大
限に利用できる。
【０１４２】
　また、端末装置１０は、キャプチャ画像を選択するだけで実際のウェブページを取得し
て表示させることができる。このように、例えばお気に入り登録など、一般的なウェブ検
索と同様の機能を簡単な操作で実現できるので、ユーザに快適な操作を提供することがで
きる。
【０１４３】
　さらに、端末装置１０は、検索結果のキャプチャ画像をスクロールさせた場合でも、当
該キャプチャ画像に対応するウェブページを表示させる際に、同様にスクロールさせた後
のウェブページを表示させることができる。このように、ユーザのキャプチャ画像操作と
実際のウェブページとを連動させることができる。
【０１４４】
　つまり、キャプチャ生成サーバ５０は、ウェブページ全体のキャプチャ画像を生成して
端末装置１０に送信するので、端末装置１０は、ウェブページの一部が切り取られたサム
ネイルのような画像を表示するのではなく、ウェブページ全体を表示することができる。
したがって、端末装置１０は、ウェブブラウザを表示させなくても、リンク先のウェブペ
ージの情報全てを表示させることができる。この結果、ユーザは、ウェブブラウザと同様
の情報を得ることができる。さらに、ウェブページ全体のキャプチャ画像を一度に取得で
きるので、通常のウェブページが、画面サイズ等の関係で非表示となっている箇所をウェ
ブサーバから取得するための通信などを抑制することができ、高速な情報取得を実現する
ことができる。
【０１４５】
　また、キャプチャ生成サーバ５０は、端末装置１０の画面サイズに応じてキャプチャ画
像のサイズを変更して送信することができるので、端末に依存することなく、検索システ
ムを提供することができる。
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【０１４６】
　また、端末装置１０、検索サーバ３０、キャプチャ生成サーバ５０が、検索クエリに応
じてキャッシュすることができるので、レスポンスを向上させることができる。さらに、
例えば、店舗情報など更新期間が長いウェブページはキャッシュ期間を長くし、ブログや
ツイッターなどの更新時間が短いウェブページはキャッシュ期間を短くし、緊急速報など
の常に最新情報が要求されるウェブページはキャッシュしないように設定することができ
る。このように、レスポンスの向上とリアルタイム性を両立させることができる。
【０１４７】
　また、検索システムは、検索クエリごとに検索サーバを設けることができるので、検索
サーバの負荷分散を実現することができる。例えば、ユーザが上記検索アプリを起動し、
飲食店の情報とブログとを同時に検索する場合であっても、同時検索によるレスポンスの
低下を抑制でき、検索結果を円滑に表示させることができる。
【０１４８】
［１１．その他の実施形態例］
　以上、本願の実施形態のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例示で
あり、発明の開示の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変形、
改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。また、各実施形態は、矛盾
のない範囲内で適宜組み合わせることもできる。以下では、異なる実施形態を例示する。
【０１４９】
（画面表示例）
　上記実施形態では、端末装置１０がキャプチャ画像を順に表示する例を説明したが、こ
れに限定されるものではなく、例えばキャプチャ画像一覧を表示することもできる。図１
３は、画面表示の例を示す図である。図１３に示すように、端末装置１０は、キャプチャ
画像とともに「一覧」などのアイコンを表示し、アイコン「一覧」が選択されると、キャ
プチャ画像の一覧を表示することができる。同様に、端末装置１０は、キャプチャ画像の
一覧を表示する際には、「戻る」などのアイコンを表示し、アイコン「戻る」が選択され
ると、キャプチャ画像を順に表示することができる。このように、ユーザの任意の形式で
検索結果を表示させることができる。
【０１５０】
（課金例）
　本願の端末装置１０は、ウェブページそのものではなくキャプチャ画像を検索結果とし
て表示するが、キャプチャ画像は実際にウェブページにアクセスしてキャプチャしたもの
であることから、キャプチャ時の広告がキャプチャされており、広告を閲覧することにな
る。このため、本願の場合でも、一般的なウェブ検索と同様に、広告について課金を行う
こともできる。
【０１５１】
　図１４は、広告による課金の一例を説明する図である。図１４に示すように、端末装置
１０は、広告１もあわせてキャプチャされたウェブページのキャプチャ画像を表示させた
場合、広告１を閲覧したことを課金サーバ６０に通知する（Ｓ７０）。この結果、課金サ
ーバ６０は、広告１の広告主に対して課金を行う。
【０１５２】
　さらに、端末装置１０は、広告１が表示されるキャプチャ画像を上にスクロールして、
広告２を表示させた場合（Ｓ７１）、広告２を閲覧したことを課金サーバ６０に通知する
（Ｓ７２）。この結果、課金サーバ６０は、広告２の広告主に対して課金を行う。
【０１５３】
　さらにその後、端末装置１０は、広告２が表示されるキャプチャ画像を左にスクロール
して、広告３もあわせてキャプチャされたウェブページのキャプチャ画像を表示させた場
合（Ｓ７３）、広告３を閲覧したことを課金サーバ６０に通知する（Ｓ７４）。この結果
、課金サーバ６０は、広告３の広告主に対して課金を行う。
【０１５４】
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　このように、検索システムは、ウェブページと一緒にキャプチャされた広告に対しては
、キャプチャ画像を閲覧するたびに、課金することができる。このように、広告主に対し
ても新たな広告手法や課金手法を提供できるので、システムの活性化やユーザ集客に貢献
することができる。
【０１５５】
（中間サーバ）
　上記実施形態で説明した構成以外にも、端末装置１０と検索サーバ３０およびキャプチ
ャ生成サーバ５０との間に中間サーバ７０を設けることもできる。図１５は、中間サーバ
を用いた全体構成例を説明する図である。
【０１５６】
　図１５に示す中間サーバ７０は、端末装置１０から検索クエリを受信して検索サーバ３
０に送信し、検索サーバ３０から受信した検索結果をキャプチャ生成サーバ５０に送信す
る。そして、中間サーバ７０は、キャプチャ生成サーバ５０からキャプチャ情報を受信し
て、端末装置１０に送信する。
【０１５７】
　このように、中間サーバ７０は、端末装置１０の結果送信部１６ｃと同様の機能を有す
ることで、検索結果の中継を端末装置１０に代わって実行する。この結果、端末装置１０
の処理負荷を軽減できる。また、中間サーバ７０が中継機能を代行するので、端末装置１
０の処理性能に依存することなく中継処理を実行でき、検索処理のパフォーマンスの改善
が期待できる。
【０１５８】
（ハードウェア）
　上述した端末装置および各サーバは、例えば図１６に示すような構成のコンピュータ１
００によって実現される。図１６は、端末装置またはサーバの機能を実現するコンピュー
タの一例を示すハードウェア構成図である。コンピュータ１００は、ＣＰＵ５１、ＲＡＭ
（Random　Access　Memory）１０２、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）１０３、ＨＤＤ（Ha
rd　Disk　Drive）１０４、通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）１０５、入出力インタフェー
ス（Ｉ／Ｆ）１０６、およびメディアインタフェース（Ｉ／Ｆ）１０７を備える。
【０１５９】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０３またはＨＤＤ１０４に格納されたプログラムに基づいて
動作し、各部の制御を行う。ＲＯＭ１０３は、コンピュータ１００の起動時にＣＰＵ１０
１によって実行されるブートプログラムや、コンピュータ１００のハードウェアに依存す
るプログラム等を格納する。
【０１６０】
　ＨＤＤ１０４は、ＣＰＵ１０１によって実行されるプログラムおよび当該プログラムに
よって使用されるデータ等を格納する。通信インタフェースｒ１０５は、各種通信回線を
介して他の装置からデータを受信してＣＰＵ１０１へ送り、ＣＰＵ１０１が生成したデー
タを、各種通信回線を介して他の装置へ送信する。
【０１６１】
　ＣＰＵ１０１は、入出力インタフェースｒ１０６を介して、ディスプレイやプリンタ等
の出力装置、および、キーボードやマウス等の入力装置を制御する。ＣＰＵ１０１は、入
出力インタフェースｒ１０６を介して、入力装置からデータを取得する。また、ＣＰＵ１
０１は、生成したデータを、入出力インタフェースｒ１０６を介して出力装置へ出力する
。
【０１６２】
　メディアインタフェース１０７は、記録媒体１０８に格納されたプログラムまたはデー
タを読み取り、ＲＡＭ１０２を介してＣＰＵ１０１に提供する。ＣＰＵ１０１は、当該プ
ログラムを、メディアインタフェース１０７を介して記録媒体１０８からＲＡＭ１０２上
にロードし、ロードしたプログラムを実行する。記録媒体１０８は、例えばＤＶＤ（Digi
tal　Versatile　Disc）、ＰＤ（Phase　change　rewritable　Disk）等の光学記録媒体
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、ＭＯ（Magneto-Optical　disk）等の光磁気記録媒体、テープ媒体、磁気記録媒体、ま
たは半導体メモリ等である。
【０１６３】
　例えば、コンピュータ１００が上記端末装置１０として機能する場合、コンピュータ１
００のＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０２上にロードされたプログラムを実行することにより
、検索処理部１６、ブラウザ実行部１７の各機能を実現する。また、ＨＤＤ１０４には、
記憶部１４に記憶されるデータが格納される。
【０１６４】
　コンピュータ１００のＣＰＵ１０１は、これらのプログラムを、記録媒体１０８から読
み取って実行するが、他の例として、他の装置から、各種通信回線を介してこれらのプロ
グラムを取得してもよい。
【０１６５】
　また、実施形態に記載した「部」は、「手段」や「section、module、unit」や「回路
」などに読み替えることができる。例えば、検索処理部は、検索処理手段や検索処理回路
に読み替えることができる。また、本実施形態について説明したが、上記実施形態は本発
明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない
。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその
等価物も含まれ、各実施形態を組み合わせることもできる。
【０１６６】
　以上、本発明を実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態に記
載の範囲には限定されない。上記実施の形態に多様な変更または改良を加えることが可能
であることが当業者には明らかである。また、そのような変更または改良を加えた形態も
本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【０１６７】
　１０　端末装置
　１１　無線通信部
　１２　表示部
　１３　操作部
　１４　記憶部
　１５　制御部
　１６　検索処理部
　１６ａ　受付部
　１６ｂ　クエリ送信部
　１６ｃ　結果転送部
　１６ｄ　受信部
　１６ｅ　表示制御部
　１７　ブラウザ実行部
　３０　検索サーバ
　３１　通信部
　３２　記憶部
　３３　制御部
　３４　クエリ受信部
　３５　クエリ実行部
　３６　結果送信部
　５０　キャプチャ生成サーバ
　５１　通信部
　５２　記憶部
　５３　制御部
　５４　受信部
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　５５　キャプチャ生成部
　５６　キャプチャ応答部
　７０　中間サーバ

【図２】 【図４】
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【図１３】
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【図１４】
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