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(57)【要約】
【課題】ソーシャルネットワークサービス等で文書を作
成した作成者の属性に係る限定検索サービスを提供する
ことを目的の一つとする。
【解決手段】ユーザの要請に従ってマイクロブログサー
ビス等で検索しようとする文書に対する検索範囲である
検索属性を選択する選択部と、選択された検索属性に従
って検索サービスを提供する検索サービス提供部と、を
含み、選択部は、個人の掲示物を管理するための個人領
域、限定されたグループとのコミュニケーションのため
のコミュニティ領域、またはすべてのユーザのコミュニ
ケーションのための共通領域のうちのいずれか１つの領
域を検索属性として選択し、検索サービス提供部は、ソ
ーシャルネットワークサービス等に登録された文書の中
から検索属性に該当する文書を検索し、文書の検索結果
を提供し、検索結果を複数種のタブに分離して提供する
検索サービスシステムが提供される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの要請に従ってマイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービス
で検索しようとする文書に対する検索範囲である検索属性を選択する選択部と、
　前記選択された検索属性に従って検索サービスを提供する検索サービス提供部と、
　を含み、
　前記選択部は、
　ユーザの要請に従って前記検索文書に対して個人の掲示物を管理するための個人領域、
限定されたグループとのコミュニケーションのためのコミュニティ領域、またはすべての
ユーザのコミュニケーションのための共通領域のうちのいずれか１つの領域を前記検索属
性として選択し、
　前記検索サービス提供部は、
　マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスに登録された文書の中
から前記検索属性に該当する文書を検索し、前記文書の検索結果を前記検索属性を選択し
たユーザに提供し、前記検索結果を前記個人領域のための検索タブ、前記コミュニティ領
域のための検索タブ及び共通領域のための検索タブのうちいずれか２つ以上に分離して提
供する
　ことを特徴とする検索サービスシステム。
【請求項２】
　前記検索サービス提供部は、
　前記検索属性として選択された作成者に対する検索結果を提供する請求項１に記載の検
索サービスシステム。
【請求項３】
　前記検索サービス提供部は、
　前記選択された検索対象に対する検索結果の前記検索された文書の作成時間を基準とし
て提供する請求項１に記載の検索サービスシステム。
【請求項４】
　前記検索サービス提供部は、
　前記検索された文書の作成時間を基準として生成された期間のグラフを提供する請求項
３に記載の検索サービスシステム。
【請求項５】
　前記検索結果を確認したユーザから前記検索対象に対して申告を受けたり、前記検索サ
ービスに対するモニタリング要員から削除要請を受けたりすれば、前記検索対象に対して
警告をするか削除するように管理を行う管理部をさらに含むことを特徴とする請求項１に
記載の検索サービスシステム。
【請求項６】
　ユーザの要請に従ってマイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービス
で検索しようとする文書に対する検索範囲である検索属性をユーザ端末において選択する
結果を、ネットワークを介して検索サービスシステムが受信するステップと、
　前記選択され受信された検索属性に従って前記検索サービスシステムが前記ネットワー
クを介して前記ユーザ端末に検索サービスを提供するステップと、
　を含み、
　前記ユーザの要請に従ってマイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサー
ビスで検索しようとする文書に対する検索範囲である検索属性をユーザ端末において選択
するときには、ユーザの要請に従って検索文書に対して個人の掲示物を管理するための個
人領域、限定されたグループとのコミュニケーションのためのコミュニティ領域、または
すべてのユーザのコミュニケーションのための共通領域のうちのいずれか１つの領域を前
記検索属性として選択し、
　前記検索サービスを提供するステップにおいては、
　マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスに登録された文書の中
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から前記検索属性に該当する文書を検索し、前記文書の検索結果を前記検索属性が選択さ
れたユーザ端末に提供し、前記検索結果を前記個人領域のための検索タブ、前記コミュニ
ティ領域のための検索タブ及び共通領域のための検索タブのうちいずれか２つ以上に分離
して提供する
　ことを特徴とする検索サービス提供方法。
【請求項７】
　前記検索サービスを提供するステップは、
　前記検索属性として選択された作成者に対する検索結果を提供する請求項６に記載の検
索サービス提供方法。
【請求項８】
　前記検索サービスシステムが前記ネットワークを介して前記ユーザ端末に前記検索サー
ビスを提供するステップは、
　前記選択された検索対象に対する検索結果の前記検索された文書の作成時間を基準とし
て提供することを特徴とする請求項６に記載の検索サービス提供方法。
【請求項９】
　前記検索サービスシステムが前記ネットワークを介して前記ユーザ端末に前記検索サー
ビスを提供するステップは、
　前記検索された文書の作成時間を基準として生成された期間のグラフを提供することを
特徴とする請求項８に記載の検索サービス提供方法。
【請求項１０】
　前記検索結果を確認したユーザから前記検索対象に対して申告を受けたり、前記検索サ
ービスに対するモニタリング要員から削除要請を受けたりすれば、前記検索対象に対して
警告をするか削除するように管理を行うステップをさらに含むことを特徴とする請求項６
に記載の検索サービス提供方法。
【請求項１１】
　請求項６乃至１０のいずれか一項に記載のサービス提供方法を実行するためのプログラ
ムが記録されていることを特徴とするコンピュータで読み出し可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検索サービスシステムおよび方法に関し、特にマイクロブログサービスまた
はソーシャルネットワークサービスで文書を作成した作成者の属性に係る限定検索サービ
スを提供する検索サービスシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的にマイクロブログサービス（Ｍｉｃｒｏ　Ｂｌｏｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）はブログ
サービスの一種として短い文章を通して消息を伝え、リアルタイムでアップデートがなさ
れるサービスであり、代表的な例としてツイッター（Ｔｗｉｔｔｅｒ）がある。このよう
なマイクロブログサービスは、１～２文章程の短いメッセージを用いての様々な人と意思
の疎通ができるブログ（ｂｌｏｇ）の一つとしてミニブログ（ｍｉｎｉｂｌｏｇ）とも呼
ばれ、ウェブ上で知人との人間関係を強化し、また新しい人間関係を形成できるようにす
るサービスであるソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ；Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）の一つである。代表的なマイクロブログであるツイッター（ｔｗ
ｉｔｔｅｒ）は、２００６年サンフランシスコのベンチャー企業オブヴィアス（Ｏｂｖｉ
ｏｕｓ）が開設したサービスであり、友人を繋ぐメッセンジャー機能を共に備えており、
一度に使用できる文字数は１４０字に制限されている。ツイッターの他にファンフォウ（
ｆａｎｆｏｕ）、アイラオダオ（ｉＬａｏｄａｏ）等の海外サイトとミートゥデイ（ｍｅ
２ｄａｙ）、ヨジュム（ｙｏｚｍ）等の韓国サイトが代表的なマイクロブログである。こ
のようなマイクロブログは、コンピュータを介してインターネットに直接接続しなくとも
、携帯電話によっても利用することができ、特にスマートフォンが導入されることでモバ
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イルインターネットに対する関心が高まる中で、マイクロブログもより活性化している。
【０００３】
　一般的にソーシャルネットワークサービスとしては、ウェブ上で利用者が人的ネットワ
ークを形成できるようにするサービスとしてツイッター、サイワールド、フェイスブック
などのようなサービスが代表的である。このようなソーシャルネットワークサービスは、
ウェブ上で友人、先輩後輩、同僚などの知人との人脈関係を強化し、また新しい人脈を積
み上げて幅広い人的ネットワーク（人間関係）を形成できるようにするサービスであって
、インターネットで個人の情報を共有できるようにし、コミュニケーションを助ける１人
メディア、または１人コミュニティと言うことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来のマイクロブログまたはソーシャルネットワークサービスは、１～２文章
程度の短いメッセージを用いて様々な人と意思の疎通をすることができるが、登録された
メッセージに対する検索機能を提供することができずユーザが所望する情報を検索するこ
とが容易でないという問題点がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスで文書を作
成した作成者の属性に係る限定検索サービスを提供する検索サービスシステムおよび方法
を提供する。
【０００６】
　また、本発明は、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスで、
ユーザの要請に従って検索しようとする検索文書に対する検索属性を選択し、選択された
検索属性に従って検索サービスを提供する検索サービスシステムおよび方法を提供する。
【０００７】
　また、本発明は、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスにお
いて、特定の文書題材を本、映画、音楽、ＴＶ／ドラマ、グルメ店のような特定分野に対
して作成された文に対して検索が可能な検索サービスシステムおよび方法を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスにお
いて、文の作成位置によって特定地域／範囲内で作成された文に限定して検索が可能な検
索サービスシステムおよび方法を提供する。
【０００９】
　また、本発明は、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスにお
いて、文の作成件数を期間別に提供し、検索された文の作成日時を基準として期間のグラ
フを提供し、該当検索語に対して多くの文章が作成された期間をユーザが容易に認知でき
るようにする検索サービスシステムおよび方法を提供する。
【００１０】
　そこで、本発明の一実施形態に係る検索サービスシステムは、ユーザの要請に従って検
索しようとする検索文書に対する検索属性を選択する選択部と、前記選択された検索属性
に従って検索サービスを提供する検索サービス提供部とを含む。
【００１１】
　本発明の一側面において、前記選択部はユーザと友人関係にあるユーザ、または前記ユ
ーザから指定された特定のユーザを前記検索属性として選択し、前記検索サービス提供部
は前記検索属性として選択されたユーザに対する検索結果を提供してもよい。
【００１２】
　また、本発明の一側面において、前記選択部は登録された文書に対する検索属性として
、限定された分野として選択し、前記検索サービス提供部は前記登録された文書の中から
前記選択された分野に対する検索結果を提供してもよい。
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【００１３】
　また、本発明の一側面において、前記限定された分野は、前記登録された文書が前記ユ
ーザによって登録される時に、他のユーザによって検索されることを所望して登録された
分野であるか、前記登録された文書の主題に対応する分野であってもよい。
【００１４】
　また、本発明の一側面において、前記選択部は前記登録された文書が前記ユーザによっ
て登録された作成位置が前記ユーザによって設定されるか、または自動で登録されるよう
に選択し、前記検索サービス提供部は前記作成位置に係る地域または範囲内で作成された
文書を検索して、前記文書検索結果を提供してもよい。
【００１５】
　また、本発明の一側面において、前記検索サービス提供部は、前記選択された検索対象
に対する検索結果の前記検索された文書の作成時間を基準として提供してもよい。
【００１６】
　また、本発明の一側面において、前記検索サービス提供部は、前記検索された文書の作
成時間を基準として生成された期間のグラフを提供してもよい。
【００１７】
　また、本発明の一側面において、前記選択部は前記検索文書に対して個人の掲示物を管
理するための個人領域、限定されたグループとのコミュニケーションのためのコミュニテ
ィ領域、またはすべてのユーザのコミュニケーションのための共通領域のうちのいずれか
１つの領域を前記検索属性として選択してもよい。
【００１８】
　また、本発明の一側面において、前記サービス検索システムは、前記検索結果を確認し
たユーザから前記検索対象に対して申告を受けたり、前記検索サービスに対するモニタリ
ング要員から削除要請を受けたりすれば、前記検索対象に対して警告をするか削除するよ
うに管理を行う管理部をさらに含んでもよい。
【００１９】
　また、本発明の一側面において、前記選択部は前記ユーザの要請に従って検索しようと
する文書に対する作成者の状態またはポストの状態を選択し、前記検索サービス提供部は
前記選択された作成者の状態またはポストの状態に対する検索対象条件を満足する検索対
象文書を検索した結果を提供してもよい。
【００２０】
　本発明の一実施形態に係るサービス検索方法は、ユーザの要請に従って検索しようとす
る検索文書に対する検索属性を選択するステップと、前記選択された検索属性に従って検
索サービスを提供するステップとを含む。
【００２１】
　本発明の一側面において、前記検索属性を選択するステップはユーザと友人関係にある
ユーザ、または前記ユーザから指定された特定のユーザを前記検索属性として選択し、前
記検索サービスを提供するステップは前記検索属性として選択されたユーザに対する検索
結果を提供してもよい。
【００２２】
　また、本発明の一側面において、前記検索属性を選択するステップは登録された文書に
対する検索属性として、限定された分野として選択し、前記検索サービスを提供するステ
ップは前記登録された文書の中から前記選択された分野に対する検索結果を提供してもよ
い。
【００２３】
　また、本発明の一側面において、前記限定された分野は、前記登録された文書が前記ユ
ーザによって登録される時に、他のユーザによって検索されることを所望して登録された
分野であるか、前記登録された文書の主題に対応する分野であってもよい。
【００２４】
　また、本発明の一側面において、前記検索属性を選択するステップは前記登録された文
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書が前記ユーザによって登録された作成位置が前記ユーザによって設定されるか、または
自動で登録されるように選択し、前記検索サービスを提供するステップは前記作成位置に
係る地域または範囲内で作成された文書を検索して、前記文書に対する検索結果を提供し
てもよい。
【００２５】
　また、本発明の一側面において、前記検索サービスを提供するステップは、前記選択さ
れた検索対象に対する検索結果の前記検索された文書の作成時間を基準として提供しても
よい。
【００２６】
　また、本発明の一側面において、前記検索サービスを提供するステップは、前記検索さ
れた文書の作成時間を基準として生成された期間のグラフを提供してもよい。
【００２７】
　また、本発明の一側面において、前記検索属性を選択するステップは、前記検索文書に
対して個人の掲示物を管理するための個人領域、限定されたグループとのコミュニケーシ
ョンのためのコミュニティ領域、またはすべてのユーザのコミュニケーションのための共
通領域のうちのいずれか１つの領域を前記検索属性として選択してもよい。
【００２８】
　また、本発明の一側面において、検索サービス方法は、前記検索結果を確認したユーザ
から前記検索対象に対して申告を受けたり、前記検索サービスに対するモニタリング要員
から削除要請を受けたりすれば、前記検索対象に対して警告をするか削除するように管理
を行うステップをさらに含んでもよい。
【００２９】
　また、本発明の一側面において、前記検索属性を選択するステップは前記ユーザの要請
に従って検索しようとする文書に対する作成者の状態またはポストの状態を選択し、前記
検索サービスを提供するステップは前記選択された作成者の状態またはポストの状態に対
する検索対象条件を満足する検索対象文書を検索した結果を提供してもよい。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスにお
いて文書を作成した作成者の属性に係る限定検索サービスを提供する検索サービスシステ
ムおよび方法を提供することができる。
【００３１】
　また、本発明によれば、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービ
スにおいて、ユーザの要請に従って検索しようとする検索文書に対する検索属性を選択し
、選択された検索属性に従って検索サービスを提供する検索サービスシステムおよび方法
を提供することができる。
【００３２】
　また、本発明によれば、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービ
スにおいて、特定の文書題材を、本、映画、音楽、ＴＶ／ドラマ、グルメ店のような特定
分野に対して作成された文に対して検索が可能な検索サービスシステムおよび方法を提供
することができる。
【００３３】
　また、本発明によれば、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービ
スにおいて、文の作成位置によって特定地域／範囲内で作成された文に限定して検索が可
能な検索サービスシステムおよび方法を提供することができる。
【００３４】
　また、本発明によれば、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービ
スで、文の作成件数を期間別に提供し、検索された文の作成日時を基準として期間のグラ
フを提供し、該当検索語に対して多くの文章が作成された期間をユーザが容易に認知でき
るようにする検索サービスシステムおよび方法を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係る検索サービスシステムおよびユーザ端末間の連動関係を示す図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係る検索サービスシステムの構成を示す図である。
【図３】本発明に係るブログ検索サービスまたはソーシャルネットワークサービスの一例
を示す図である。
【図４】本発明に係る検索サービスにおいて、検索範囲を選択するための画面の一例を示
す図である。
【図５】本発明に係る検索サービス結果画面の一例を示す図である。
【図６】本発明に係る検索サービスにおいて、全体投稿メッセージに対する検索サービス
結果画面の一例を示す図である。
【図７】本発明に係る検索サービスにおいて、整列オプションの一例を示す図である。
【図８Ａ】本発明に係る検索サービスにおいて、特定対象に対する検索結果ページを示す
図である。
【図８Ｂ】本発明に係る検索サービスにおいて、特定対象に対する検索結果ページを示す
図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る検索サービス方法の動作過程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の好ましい実施形態に係る検索サービスシステムおよび方法を添付する図
面を参照しながら詳細に説明する。
【００３７】
　図１は、本発明の一実施形態に係る検索サービスシステムおよびユーザ端末間の連動関
係を示す図である。
【００３８】
　図１を参照すれば、検索サービスシステム１００は、ネットワーク１１０を介して接続
されたユーザ端末１２０からマイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサー
ビスにおいて検索範囲が選択される。検索範囲は、ユーザが該当サービスで検索しようと
する検索属性として、投稿メッセージを作成した作成者の属性、投稿メッセージを限定す
る分野または投稿メッセージが投稿されたときのメッセージが作成された位置（例えば地
理的な位置を示す情報）を含んでもよい。投稿メッセージは、マイクロブログサービスま
たはソーシャルネットワークサービスを使用するユーザによって作成された文章である。
【００３９】
　検索サービスシステム１００は、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワー
クサービスで選択された検索範囲によって文書を検索する。
【００４０】
　検索サービスシステム１００は、選択された検索範囲によって検索された文書の検索結
果を、ネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０に、送信する。
【００４１】
　ネットワーク１１０は、有線または無線通信網を介して検索サービスシステム１００と
ユーザ端末１２０との間の各種データを送受信する。
【００４２】
　図２は、本発明の一実施形態に係る検索サービスシステムの構成を示す図である。
【００４３】
　図１および図２を参照すれば、本発明の一実施形態に係る検索サービスシステム１００
は、選択部２１０、検索サービス提供部２２０、データベース２３０および管理部２４０
を含む。
【００４４】
　選択部２１０は、ユーザの要請に従って検索しようとする検索文書に対する検索属性を
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選択する。すなわち、選択部２１０は、ネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端
末１２０から受信したユーザの要請に従って検索しようとする検索文書に対する検索属性
を選択する。検索属性は、文書を作成した作成者の属性、文書を限定する分野または文書
が作成された位置を特定する情報を含んでもよい。一例として、文書はマイクロブログま
たはソーシャルネットワークサービスのユーザによって作成され投稿メッセージであって
もよい。一例として、選択部２１０はユーザと友人関係にあるユーザ、またはユーザから
指定された特定のユーザを特定する情報を検索属性として選択してもよい。例えば、選択
部２１０は、ユーザ自身が作成した文書を検索しようとする場合、検索属性をユーザ自身
として選択してもよい。
【００４５】
　他の例として、選択部２１０は、登録された文書に対する検索属性として、文書を限定
する分野を特定する情報として選択してもよい。限定に係る分野は、登録された文書がユ
ーザによって登録される時に、他のユーザによって検索されることを所望して登録した分
野であってもよいし、また、登録された文書の主題に対応する分野であってもよい。例え
ば、選択部２１０は、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスで
掲示された投稿メッセージが、特定の本、映画、音楽、ＴＶ／ドラマ、またはグルメ店な
どのような投稿メッセージの作成分野に限定して選択してもよい。
【００４６】
　また他の例として、選択部２１０は、登録された文書がユーザによって作成された作成
位置を特定する情報がユーザによって設定されるか、または自動で設定されるように選択
してもよい。ユーザがユーザ端末１２０を介して有線／無線環境でユーザが直接作成位置
を特定する情報を登録したり、ユーザ端末１２０に位置認知機能がある場合には、文書が
作成された位置を自動で登録したりしてもよい。
【００４７】
　また他の例として、選択部２１０は、検索文書に対して個人の掲示物を管理するための
個人領域、限定されたグループとのコミュニケーションのためのコミュニティ領域、また
はすべてのユーザのコミュニケーションのための共通領域のうちのいずれか１つの領域を
特定する情報を検索属性として選択してもよい。
【００４８】
　また他の例として、選択部２１０は、ネットワーク１１０を介してユーザ端末１２０か
ら受信したユーザの要請に従って検索しようとする文書に対する作成者の状態またはポス
トの状態を選択してもよい。ポストの状態とは、投稿された文書の状態を表す。例えば、
他人が投稿した文書に対する返信であるのか、他人が投稿した文書をそのまま投稿しなし
た文書（リツイートされた文書）であるのか、などを表す。
【００４９】
　検索サービス提供部２２０は、選択された検索属性に従って検索サービスを提供する。
すなわち、検索サービス提供部２２０は、選択部２１０を介して選択された検索属性によ
って、検索結果を、ネットワーク１１０を介してその検索属性を選択したユーザ端末１２
０のユーザに、提供する。
【００５０】
　一例として、検索サービス提供部２２０は、ユーザから選択された特定のユーザに対す
る検索結果を、ネットワーク１１０を介して、その検索属性を選択したユーザ端末１２０
のユーザに、提供してもよい。例えば、検索サービス提供部２２０は、ユーザが検索属性
を、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサービスにおいて自身が作成
した文書を検索するように、選択すれば、選択されたユーザ自身が作成した文書の検索結
果を、ネットワーク１１０を介してその検索属性を選択したユーザ端末１２０のユーザに
提供してもよい。
【００５１】
　他の例として、検索サービス提供部２２０は、登録された文書の中から選択された分野
に対する検索結果を、ネットワーク１１０を介してその検索属性を選択したユーザ端末１
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２０のユーザに提供してもよい。例えば、検索サービス提供部２２０は、選択部２１０に
よってグルメ店の分野が選択された場合、マイクロブログサービスまたはソーシャルネッ
トワークサービスで作成された文章の中からグルメ店の分野に該当する検索結果を、ネッ
トワーク１１０を介してその検索属性を選択したユーザ端末１２０のユーザに、提供して
もよい。
【００５２】
　また他の例として、検索サービス提供部２２０は、マイクロブログサービスまたはソー
シャルネットワークサービスにおいて、特定の位置に係る地域または範囲にて作成された
文書を検索し、文書検索結果を、ネットワーク１１０を介してその検索属性を選択したユ
ーザ端末１２０のユーザに、提供してもよい。
【００５３】
　また他の例として、検索サービス提供部２２０は、選択された検索対象に対する検索結
果の検索された文書を、文書が作成された時間を基準として、提供してもよい。例えば、
検索サービス提供部２２０は、検索された文書が作成された時間を基準として用いて、作
成された期間のグラフを提供してもよい。
【００５４】
　また他の例として、検索サービス提供部２２０は、選択された作成者の状態またはポス
トの状態に対する検索対象条件を満足する検索対象文書を、ネットワーク１１０を介して
その検索属性を選択したユーザ端末１２０のユーザに、提供してもよい。
【００５５】
　データベース２３０は、ユーザによって作成された文書、ユーザによって選択された検
索属性、選択された検索属性に係る検索結果データを記録して保持する。
【００５６】
　検索サービス提供部２２０は、ユーザによって選択された検索属性に従ってデータベー
ス２３０に記録された文書を検索し、検索結果を、ネットワーク１１０を介してその検索
属性を選択したユーザ端末１２０のユーザに、提供してもよい。
【００５７】
　管理部２４０は、検索結果を確認したユーザからの検索対象に対する申告を受けたり、
検索サービスのモニタリング要員から削除要請を受けたりすれば、検索対象に対して警告
をするか削除するように管理を行う。例えば、申告された文書を作成したユーザに警告を
行なったり、申告された文書を削除したりする。
【００５８】
　図３は、本発明に係るブログ検索サービスまたはソーシャルネットワークサービスの一
例を示す図である。
【００５９】
　図３を参照すれば、ミートゥサービスが、ブログ検索サービスまたはソーシャルネット
ワークサービスの代表的な例として示されている。一例として、ミートゥホーム３１０お
よびマイミートゥ３２０でユーザが検索サービスを要請すれば、デフォルト設定が全体ミ
ートゥタブとして設定されているため、全体ミートゥで検索した結果を新しいウィンドウ
として生成した検索結果ページ３４０に提供してもよい。他の例として、「○○」ミート
ゥ３３０の位置でユーザが検索サービスを要請すれば、デフォルト設定が「○○」ミート
ゥタブとして設定されているためユーザが特定検索属性を設定しなければ、「○○」ミー
トゥ内で検索した結果を新しいウィンドウとして生成した検索結果ページ３４０に提供し
てもよい。
【００６０】
　図４は、本発明に係る検索サービスにおいて、検索範囲を選択するための画面の一例を
示す図である。
【００６１】
　図４を参照すれば、検索サービス画面４００は、検索ウィンドウ領域４１０を含む。検
索ウィンドウ領域４１０は、マイクロブログサービスまたはソーシャルネットワークサー
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ビスにおいて検索しようとする検索対象の範囲をユーザによって選択されてもよい。ある
いは、ユーザによって検索しようとする検索語が選択されて入力されてもよい。一例とし
て、検索ウィンドウ４１０は、マウスクリックによるプルダウンによって検索ウィンドウ
オプションを表示し、全体ミートゥ、マイミートゥ、友人ミートゥ、特定ミートゥ、人ミ
ートゥなどのように検索オプションを表示してもよい。
【００６２】
　図５は、本発明に係る検索サービス結果画面の一例を示す図である。
【００６３】
　図５を参照すれば、検索サービス結果画面５００は、検索ウィンドウ領域５１０、整列
オプション領域５２０、検索タブ領域５３０、タイムライン領域５４０、および検索結果
領域５５０を含む。検索ウィンドウ領域５１０は、検索ウィンドウオプションおよび検索
語入力領域として、ユーザによって検索オプションが選択されてもよい。整列オプション
領域５２０は、検索結果限定（ｒｅｆｉｎｅ）領域に整列オプションが常に広がった状態
で提供され、選択項目間のＡＮＤ検索をすることができる。検索タブ領域５３０は、検索
結果をタブで分離して表示し、検索タブ選択時の検索ウィンドウオプションも共に変化す
る。一例として、「マイミートゥ」タブ選択時の検索ウィンドウオプションも「マイミー
トゥ」に変更されてもよい。また、検索タブ領域５３０は、ログイン状態では全体ミート
ゥ、マイミートゥ、友人ミートゥ、および人探しタブを表示し、非ログイン状態では全体
ミートゥ、および人探しタブを表示してもよい。
【００６４】
　タイムライン領域５４０は、検索結果を時間的にグラフ化したものを表示し、時間的な
ナビゲーション機能を提供する。また、整列オプションの期間項目と連動して、検索結果
領域５５０は、ユーザによって選択された検索属性によって検索された検索結果を表示す
る。
【００６５】
　図６は、本発明に係る検索サービスにおいて、全体投稿メッセージに対する検索サービ
ス結果画面の一例を示す図である。
【００６６】
　図６を参照すれば、全体投稿メッセージに対する検索結果画面６００は、検索ウィンド
ウ領域６１０、整列オプション領域６２０、検索タブ領域６３０、タイムライン領域６４
０、検索結果数６５０、および検索結果領域６６０を含む。検索ウィンドウ領域６１０に
おいては、検索オプションが選択され、マウスクリックでプルダウン検索ウィンドウオプ
ションが表示され、整列オプション領域６２０は（整列）最新順／（対象コンテンツ）全
体／（期間）全体／（位置）全体がデフォルトとして設定されており、必要に応じてユー
ザによって整列オプションが変更されてもよい。検索タブ領域６３０は、全体ミートゥタ
ブが活性化し、タイムライン領域６４０は、検索結果に係るタイムラインを表示してもよ
い。検索結果数領域６５０は、ユーザによって選択された検索属性によって検索された結
果数を例えば３桁の数字を用いて「○○○」件と表記することができ、検索結果領域６６
０は、ユーザによって選択された検索属性によって検索された結果を表示してもよい。検
索結果領域６６０は、検索された結果を表示し、１ページ当りに所定の数だけを表示して
もよい。ページングは、ページングナビゲーションを表示し、ページング時に再検索を実
行せずに既存の検索結果を維持しながらページを移動し、整列オプションを変更した場合
、１ページに移動する。
【００６７】
　図７は、本発明に係る検索サービスにおいて、整列オプションの一例を示す図である。
【００６８】
　図７を参照すれば、整列オプションは、全体ミートゥ、友人ミートゥタブ、およびマイ
ミートゥ、特定ミートゥタブによってデフォルト表示オプションの種類とデフォルトとし
て設定されているオプションとが異なってもよい。整列オプションは、整列方式、対象コ
ンテンツ、期間、または位置が含まれてもよい。一例として、整列方式は、最新順または
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適合度順でなされてもよく、対象コンテンツは全体、ポスト、タグ、フォト、ビデオ、ま
たは題材のうちいずれか一つが選択されてもよい。一例として、期間は、全体、最近３時
間、最近２４時間、最近３日、最近１５日、最近１ヶ月または、期間入力のうちのいずれ
か一つが選択されてもよく、位置は全体または位置指定が選択されてもよい。期間入力は
、クリック時期間入力フィールドが表示され、適用ボタンをクリックすれば検索結果に反
映されてもよい。
【００６９】
　一例として、位置指定のためは、クリック時の地図で位置を指定できるウィンドウが表
示され、取消しボタンをクリック、またはウィンドウを閉じるためのクリックをした際に
は、位置指定の内容設定にならず、デフォルトの「全体」が選択されるようになっていて
もよい。また、位置指定は、地域選択後に地図が閉じて、選択された地域名が整列オプシ
ョンに追加されて再指定しできるように位置変更の項目が表示されてもよく、全体クリッ
ク時にデフォルトの設定に戻ってもよい。
【００７０】
　題材については、該当クエリ対して題材がある場合にのみ検索オプションに題材項目が
表示され、選択時に題材検索領域が表示されて、該当クエリに対してデータを有する題材
のみ表示されてもよい。一例として、題材項目にマウスオーバー時の関連ミートゥ数がツ
ールチップに表示され、下段に基本情報が表示されて題材検索領域ができると同時にタイ
ムライン情報がなくなり、すべてのページの題材検索インタラクションは同一となっても
よい。
【００７１】
　また、題材は、選択時の題材検索領域がバー状に折りたたまれ、題材の種類を選択する
場合には、該当種類が選択された状態で領域が拡がり、そのままバーを選択した場合には
、バー状に折りたたまれていたときの状態の画面が表示されてもよい。
【００７２】
　タイムラインは、デフォルトの設定が全体であり、設定が全体の時には最も古い検索結
果から最も新しい検索結果まで月別に示して、すべてのグラフが選択された状態として表
示される。グラフの両端には、最も古い検索結果が作成された日付と最も新しい検索結果
が作成された日付が表示される。一例として、グラフとしては全体、月別、期間入力が選
択可能であり、月別グラフの場合、最も新しい月を右側に位置させた後に、その月を基準
として一度に２４ヶ月ずつ示してもよい。一例として、タイムラインは、ポストを作成（
作成した文書を投稿）した期間が２４ヶ月を越える場合に左右ナビゲーションを提供し、
左右方向キーをクリックした際にグラフが１ヶ月ずつ移動してもよい。期間入力後の適用
クリックの際にタイムラインに期間入力ウィンドウが表示されてもよい。一例として、期
間入力は、日付クリックの際に他の日付がドロップダウン式で表示してもよい。
【００７３】
　各グラフは、マウスオーバー時にクリックできることを知らせるように枠を強調しても
よく、選択されたグラフだけを活性化（アクティベート）して、すべての期間のオプショ
ンおよびグラフビューモードを選択的に解除してもよい。
【００７４】
　ポストは、検索結果に表示する構成および動作がミートゥデイ内の基本ポスティングの
見方と基本的に構成が同一であるが、申告が追加され、マイミートゥ、友人ミートゥタブ
で申告機能が除外してもよい。
【００７５】
　ポストに書込みが存在する場合、ユーザが書込みをクリック時に書込みが所定の数だけ
広がり、所定の数を越える場合に、前／次のナビゲーションを表示し、すべてのページの
書込みインタラクションは同一である。
【００７６】
　申告は、検索結果ページの全体ミートゥでのみ表示され、「申告」クリック時に申告す
るレイヤポップアップが表示されてもよい。
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【００７７】
　一例として、検索結果ページは、マイミートゥタブの場合、検索ウィンドウオプション
でマイミートゥ設定後の検索時に表示され、マイミートゥタブクリック時に表示され、１
ページ当りの所定の数だけ検索結果が表示されるために、ログインが必要となる。
【００７８】
　他の例として、検索結果ページは、友人ミートゥタブの場合、検索ウィンドウオプショ
ンで友人ミートゥ設定後の検索時に表示され、友人ミートゥタブクリック時に表示され、
１ページ当りの所定の数だけ検索結果が表示されるために、ログインが必要となる。
【００７９】
　また他の例として、検索結果ページは、特定ミートゥタブの場合、検索ウィンドウオプ
ションを介して特定ミートゥ選択時の特定ミートゥタブが生成され、他人のミートゥから
移動する場合、特定ミートゥタブが生成されて、変更クリック時の他の特定ミートゥが選
択され、１ページ当りの所定の数だけ検索結果が表示されてもよい。
【００８０】
　図８Ａおよび図８Ｂは、本発明の一実施形態に係る検索サービスにおいて、特定の対象
に対する検索結果ページを示す図である。
【００８１】
　図８Ａおよび図８Ｂを参照すれば、検索ウィンドウオプションにおいて特定ミートゥク
リック時にニックネーム検索レイヤが表示され（８１０）、表示されたニックネーム検索
レイヤに特定ミートゥが選択され（８２０）、ニックネーム検索時に関連するニックネー
ムリストが表示される（８３０）。
【００８２】
　クリックしたニックネーム「ヘンヤン」ミートゥに検索オプションウィンドウが変更さ
れ（８４０）、検索ボタンクリック時に該当ミートゥの検索結果が表示される（８５０）
。
【００８３】
　図９は、本発明の一実施形態に係る検索サービス方法の動作過程を示す図である。
【００８４】
　図１～図９を参照すれば、ステップＳ９１０において、検索サービスシステム１００は
ユーザの要請に従って検索しようとする検索文書に対する検索属性を選択する。すなわち
、ステップＳ９１０において、検索サービスシステム１００の選択部２１０は、ネットワ
ーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０から受信したユーザの要請に従って検索
しようとする検索文書に対する検索属性を選択する。
【００８５】
　一例として、ステップＳ９１０において、検索サービスシステム１００の選択部２１０
は、ユーザと友人関係にあるユーザ、またはユーザから指定された特定のユーザを検索属
性として選択してもよい。
【００８６】
　他の例として、ステップＳ９１０において、検索サービスシステム１００の選択部２１
０は、ネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０から受信したユーザの要
請によって、登録された文書に対する検索属性を、限定された分野として選択してもよい
。限定された分野は、登録された文書がユーザによって登録される時に、例えば、他のユ
ーザによって検索されることを所望する分野として登録されるか、登録された文書の主題
に対応する分野であってもよい。
【００８７】
　また他の例として、ステップＳ９１０において、検索サービスシステム１００の選択部
２１０は、ネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０から受信したユーザ
の要請によって登録された文書がユーザによって登録された作成位置がユーザによって設
定されるか、または自動で登録されて選択されてもよい。
【００８８】
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　また他の例として、ステップＳ９１０において、検索サービスシステム１００の選択部
２１０は、ネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０から受信したユーザ
の要請によって検索文書に対して個人の掲示物を管理するための個人領域、限定されたグ
ループとのコミュニケーションのためのコミュニティ領域、またはすべてのユーザのコミ
ュニケーションのための共通領域のうちのいずれか１つの領域を検索属性として選択して
もよい。
【００８９】
　また他の例として、ステップＳ９１０において、検索サービスシステム１００の選択部
２１０は、ネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０から受信したユーザ
の要請に従って検索しようとする文書の作成者の状態またはポストの状態を選択してもよ
い。
【００９０】
　ステップＳ９２０において、検索サービスシステム１００は、選択された検索属性に従
って検索サービスを提供する。すなわち、ステップＳ９２０において、検索サービスシス
テム１００の検索サービス提供部２２０は、選択部２１０によって選択された検索属性に
よって検索サービスを、ネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０に、提
供する。
【００９１】
　一例として、ステップＳ９２０において、検索サービスシステム１００の検索サービス
提供部２２０は、検索属性として選択されたユーザに対する検索結果を、ネットワーク１
１０を介して接続されたユーザ端末１２０に、提供してもよい。
【００９２】
　他の例として、ステップＳ９２０において、検索サービスシステム１００の検索サービ
ス提供部２２０は、登録された文書の中から選択された分野に対する検索結果を、ネット
ワーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０に、提供してもよい。
【００９３】
　また他の例として、ステップＳ９２０において、検索サービスシステム１００の検索サ
ービス提供部２２０は、選択された作成位置に係る地域または範囲内において作成された
文書を検索して、検索された結果を、ネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端末
１２０に、提供してもよい。
【００９４】
　また他の例として、ステップＳ９２０において、検索サービスシステム１００の検索サ
ービス提供部２２０は、選択された検索対象に対する検索結果の検索された文書の作成時
間を基準としてネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０に提供してもよ
い。例えば、ステップＳ９２０において、検索サービスシステム１００の検索サービス提
供部２２０は、検索された文書の作成時間を基準として用いて生成された期間のグラフを
、ネットワーク１１０を介して接続されたユーザ端末１２０に、提供してもよい。
【００９５】
　また他の例として、ステップＳ９２０において、検索サービスシステム１００の検索サ
ービス提供部２２０は、選択された作成者の状態またはポストの状態に対する検索対象条
件を満足する検索対象文書を検索した結果を、ネットワーク１１０を介して接続されたユ
ーザ端末１２０に、提供してもよい。
【００９６】
　ステップＳ９３０において、検索サービスシステム１００は、検索結果を確認したユー
ザから検索対象について申告を受けたり、検索サービスに対するモニタリング要員から削
除要請を受けたりすれば、検索対象に対して警告をするか削除するように管理を行う。す
なわち、ステップＳ９３０において、検索サービスシステム１００の管理部２４０は、検
索結果を確認したユーザから検索対象について申告を受けたり、検索サービスに対するモ
ニタリング要員から削除要請を受けたりすれば、データベース２３０に記録された検索対
象の連絡先に警告メッセージを送信したり検索対象を削除するように管理を行う。
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【００９７】
　本発明に係る実施形態は、多様なコンピュータ手段によって行われることができるプロ
グラム命令形態で実現され、コンピュータ読み出し可能媒体に記録されてもよい。前記記
録媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独または組み合わせた
ものを含んでもよい。前記記録媒体及びプログラム命令は、本発明の目的のために特別に
設計されて構成されたものでもよく、コンピュータソフトウェア分野の技術を有する当業
者にとって公知のものであり使用可能なものであってもよい。
【００９８】
　上述したように本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、上
記の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者
であれば、このような実施形態から多様な修正及び変形が可能である。
【００９９】
　したがって、本発明の範囲は、開示された実施形態に限定されて定められるものではな
く、特許請求の範囲及び特許請求の範囲と均等なものなどによって定められるものである
。
【符号の説明】
【０１００】
　　１００：検索サービスシステム
　　２１０：選択部
　　２２０：検索サービス提供部
　　２３０：データベース
　　２４０：管理部

【図１】
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【図３】
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