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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検索語を受信するステップと、
　前記検索語で検索した複数の検索結果を取得するとともに、前記検索語と関連する少な
くとも一つの第一推奨結果を取得するステップと、
　前記検索語と前記少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報を取得するステップ
と、
　前記複数の検索結果を表示する第一表示部分と、前記少なくとも一つの第一推奨結果及
び対応する第一関係情報を表示する第二表示部分と、を含む検索ページを提供するステッ
プとを含み、
　前記少なくとも一つの第一推奨結果は、前記検索語と関連するコンテンツであり、
　前記検索語が属する実体と関連する少なくとも一つの第二推奨結果を取得するステップ
と、
　前記検索語が属する実体と前記少なくとも一つの第二推奨結果との第二関係情報を取得
するステップとを更に含み、
　前記第二表示部分には、前記少なくとも一つの第二推奨結果及び対応する前記第二関係
情報が表示され、
　前記検索語が属する実体は、前記検索語の属性であり、前記第二推奨結果は、前記検索
語の属性に関連する実体に対応するコンテンツである、
　コンピュータが実行する検索推奨方法。
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【請求項２】
　前記コンテンツは、インターネットユーザー全体の現在の検索語に対する検索履歴を分
析し、前記検索語とともに捜索される頻度の高いコンテンツである請求項１に記載の検索
推奨方法。
【請求項３】
　前記第一表示部分は前記検索ページの左側に位置し、前記第二表示部分は前記検索ペー
ジの右側に位置する請求項１または２に記載の検索推奨方法。
【請求項４】
　前記第一推奨結果または前記第二推奨結果は写真であり、前記第一関係情報または前記
第二関係情報は前記写真に表示される請求項１～３のいずれか一項に記載の検索推奨方法
。
【請求項５】
　前記第一関係情報または前記第二関係情報は検索エンジンによってマイニングされる請
求項１～４のいずれか一項に記載の検索推奨方法。
【請求項６】
　検索語を受信する受信モジュールと、
　前記検索語で検索した複数の検索結果を取得するとともに、前記検索語と関連する少な
くとも一つの第一推奨結果を取得する第一取得モジュールと、
　前記検索語と前記少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報を取得する第二取得
モジュールと、
　前記複数の検索結果を表示する第一表示部分と、前記少なくとも一つの第一推奨結果及
び対応する第一関係情報を表示する第二表示部分と、を含む検索ページを提供する提供モ
ジュールとを含み、
　前記少なくとも一つの第一推奨結果は、前記検索語と関連するコンテンツであり、
　前記検索語が属する実体と関連する少なくとも一つの第二推奨結果を取得する第三取得
モジュールと、
　前記検索語が属する実体と前記少なくとも一つの第二推奨結果との第二関係情報を取得
する第四取得モジュールとを更に含み、
　前記提供モジュールにより提供された前記第二表示部分には、前記少なくとも一つの第
二推奨結果及び対応する前記第二関係情報が表示され、
　前記検索語が属する実体は、前記検索語の属性であり、前記第二推奨結果は、前記検索
語の属性に関連する実体に対応するコンテンツである、
　検索推奨装置。
【請求項７】
　前記コンテンツは、インターネットユーザー全体の現在の検索語に対する検索履歴を分
析し、前記検索語とともに捜索される頻度の高いコンテンツである請求項６に記載の検索
推奨装置。
【請求項８】
　前記第一表示部分は前記検索ページの左側に位置し、前記第二表示部分は前記検索ペー
ジの右側に位置する請求項６または７に記載の検索推奨装置。
【請求項９】
　前記第一推奨結果または前記第二推奨結果は写真であり、前記第一関係情報または前記
第二関係情報は前記写真に表示される請求項６～８のいずれか一項に記載の検索推奨装置
。
【請求項１０】
　前記第一関係情報または前記第二関係情報は検索エンジンによってマイニングされた請
求項６～９のいずれか一項に記載の検索推奨装置。
【請求項１１】
　コンピュータに、請求項１～５のいずれか一項に記載の検索推奨方法を実行させるプロ
グラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット技術分野に関し、特に検索推奨方法及び装置に関する。
【０００２】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、百度オンライン網絡技術（北京）有限公司が２０１４年０３月１７日に提出
し、発明名称が「検索推奨方法及び装置」で、中国特許出願番号が２０１４１００９９５
０２．４の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００３】
　インターネットの急速な発展、ウェブページ情報の増加に伴い、ユーザーが検索エンジ
ンの検索機能に対する要求も高くなっている。ユーザーが検索情報に入力する場合には、
検索エンジンは検索結果を提供すると同時に、ユーザーに現在の検索情報と関連する推奨
結果も提供する。例えば、ユーザーが「周傑倫」を検索場合には、検索エンジンは「
【数１】

　」などを推奨する。しかし、関連する知識背景を持っていないユーザーにとって、これ
らの推奨結果を提供する原因が分からない。これによって、推奨結果によって正確な情報
を取得できなくて、ユーザーに当に有用な検索結果を推奨できなくて、ユーザーエクスペ
リエンスを向上させることができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、少なくともある程度まで、上述の技術問題点を解決することを趣旨とする。
【０００５】
　そのため、本発明は、検索推奨方法を提出することを、一つ目の目的とする。当該検索
推奨方法は、ユーザーに推奨されたコンテンツとユーザーニーズとの関係を迅速かつ明確
に提供することができ、推奨理由をより明確になり、ユーザーが推奨結果に対する興味を
そそり、ユーザーの注目度を高め、クリック率を向上させることができる。
【０００６】
　本発明は検索推奨装置を提供することを二つ目の目的とする。
【０００７】
　本発明は記憶媒体を提供することを三つ目の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するため、本発明の第一方面の実施形態は検索推奨方法を提供する。当
該方法は、検索語を受信するステップと、前記検索語と関連する複数の検索結果を取得す
るとともに、前記検索語と関連する少なくとも一つの第一推奨結果を取得するステップと
、前記検索語と前記少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報を取得するステップ
と、前記複数の検索結果を表示する第一表示部分と前記少なくとも一つの第一推奨結果及
び対応する第一関係情報を表示する第二表示部分とを含む検索ページを提供するステップ
とを含む。
【０００９】
　本発明の実施形態に係る検索推奨方法によれば、検索語と検索結果との関係情報を取得
するとともに、検索結果を表示する場合には、検索結果及び、当該検索結果と検索語との
関係を同時に表示することによって、ユーザーに推奨されたコンテンツとユーザーニーズ
との関係を迅速かつ明確に提供することができ、推奨理由をより明確になり、ユーザーが
推奨結果に対する興味をそそり、ユーザーの注目度を高め、クリック率を向上させること
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ができる。
【００１０】
　本発明の第２方面の実施形態は検索推奨装置を提供する。当該装置は、検索語を受信す
る受信モジュールと、前記検索語と関連する複数の検索結果を取得するとともに、前記検
索語と関連する少なくとも一つの第一推奨結果を取得する第一取得モジュールと、前記検
索語と前記少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報を取得する第二取得モジュー
ルと、前記複数の検索結果を表示する第一表示部分と前記少なくとも一つの第一推奨結果
及び対応する第一関係情報を表示する第二表示部分とを含む検索ページを提供する提供モ
ジュールとを含む。
【００１１】
　本発明の実施形態に係る検索推奨装置によれば、検索語と検索結果との関係情報を取得
するとともに、検索結果を表示する場合には、検索結果及び、当該検索結果と検索語との
関係を同時に表示することによって、ユーザーに推奨されたコンテンツとユーザーニーズ
との関係を迅速かつ明確に提供することができ、推奨理由をより明確になり、ユーザーが
推奨結果に対する興味をそそり、ユーザーの注目度を高め、クリック率を向上させること
ができる。
【００１２】
　本発明の第３方面の実施形態は、アプリケーションが実行されると、前記アプリケーシ
ョンに、本発明第一方面の実施形態に記載の検索推奨方法を実行させるアプリケーション
を記憶する記憶媒体を提供する。
【００１３】
　本発明の付加の方面及び利点が下記の説明において部分的に表れ、一部が下記の説明よ
りより明らかとなり、或は本発明の実行より了解できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明の上述及び／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形態に
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。その中で、
【図１】本発明の一実施形態による検索推奨方法を示すフローチャートである；
【図２】本発明の一実施形態による検索推奨方法を示すフローチャートである；
【図３ａ】本発明の一実施形態による第二表示部分の模式図である；
【図３ｂ】本発明の一実施形態による第二表示部分の模式図である；
【図３ｃ】本発明の一実施形態による第二表示部分の模式図である；
【図４】本発明の一実施形態による検索推奨装置の構造模式図である；
【図５】本発明の別の実施形態による検索推奨装置の構造模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の実施例を詳細に説明する。前記実施例の実例が図面において示される
が、一貫して同一または類似する符号は、相同又は類似の部品、或いは、相同又は類似の
機能を有する部品を表す。以下に、図面を参照しながら説明される実施例が例示性のもの
であり、本発明を解釈するためだけに用いられるものであって、本発明を制限するように
理解されてはならない。
【００１６】
　本発明に対する説明において、用語である「中心」、「縦方向」、「横方向」、「上」
、「下」、「前」、「後」、「左」、「右」、「鉛直」、「水平」、「頂」、「底」、「
内」、「外」などで表れる方位又は位置関係は、図面に示す方位又は位置関係に基づき、
本発明を便利にまたは簡単に説明するために使用されるものであり、指定された装置又は
部品が特定の方位にあり、特定の方位において構造され、操作されると指示又は暗示する
ものではないため、本発明に対する限定と理解してはいけない。なお、用語である「第一
」、「第二」は説明のためだけに用いられるものであり、比較的な重要性を指示又は暗示
するか、或いは示された技術特徴の数を黙示的に明示すると理解してはいけない。
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【００１７】
　なお、本発明の説明において、明確な規定と限定がない限り、用語「取り付け」、「互
いに接続」、「接続」の意味は広く理解されるべきである。例えば、固定接続や、着脱可
能な接続や、あるいは一体的な接続でも可能である。机械的な接続や、電気接続や、ある
いは互いに通信でも可能である。直接的に接続することや、中間媒体を介して間接的に接
続することや、二つの部品の内部が連通することも可能である。当業者にとって、具体的
な状況に応じて上記用語の本発明中の具体的な意味を理解することができる。
【００１８】
　以下に、添付図面を参照しながら本発明の実施形態による検索推奨方法及び装置を説明
する。
【００１９】
　現在、検索結果を推奨する場合には、ユーザーが推奨結果の分かないため正確な情報を
取得できないという問題を解決するために、本発明は検索推奨方法を提出する。当該方法
は、検索語を受信するステップと、検索語と関連する複数の検索結果を取得するとともに
、検索語と関連する少なくとも一つの第一推奨結果を取得するステップと、検索語と少な
くとも一つの第一推奨結果との第一関係情報を取得するステップと、複数の検索結果を表
示する第一表示部分と少なくとも一つの第一推奨結果及び対応する第一関係情報を表示す
る第二表示部分とを含む検索ページを提供するステップとを含む。
【００２０】
　図１は本発明の一実施形態による検索推奨方法を示すフローチャートである。図１に示
したように、当該検索推奨方法は以下のステップを含む。
【００２１】
　ステップＳ１０１：検索語を受信する。
【００２２】
　そのうち、検索語は、様々な言語の符号「例えば、文字、ピンイン、記号及び/または
数字など」の中の一種類またはそれらの組み合わせであることができる。
【００２３】
　ステップＳ１０２：検索語と関連する複数の検索結果を取得するとともに、検索語と関
連する少なくとも一つの第一推奨結果を取得する。
【００２４】
　そのうち、第一推奨結果は、所定の選択規則によってインターネット資源から選択され
た検索語と関連する結果である。例えば、インターネットユーザー全体の現在の検索語に
対する検索履歴を分析することによって、捜索頻度の高い人気コンテンツを取得して推奨
結果とする。本発明の実施形態において、既存のまたは出現する可能性がある推奨検索結
果を取得する方法によって、少なくとも一つの第一推奨結果を取得するができる。本発明
は推奨検索結果を取得する方式を限らない。
【００２５】
　ステップＳ１０３：検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報を取得す
る。
【００２６】
　本発明の実施形態において、検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報
は検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との関連関係であり、検索エンジンによってマ
イニングされる。そのうち、関連関係は、人物関係、語義論理関係、事件関係、人物と他
の実体との関係などの関連性を表す関係であることができる。本発明は、関連関係の形式
を限らない。具体的には、例えば、検索エンジンは、検索語及び少なくとも一つの第一推
奨結果に対して文字認識及び語義分析を行うことができ、これによって、検索語と各第一
推奨結果との関係情報を取得する。例えば、「ａｋｂ４８」と「前田敦子」の関係情報は
、「前田敦子はａｋｂ４８のグループリーダーである」ことである。
【００２７】
　ステップＳ１０４：複数の検索結果を表示する第一表示部分と少なくとも一つの第一推
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奨結果及び対応する第一関係情報を表示する第二表示部分とを含む検索ページを提供する
。
【００２８】
　本発明の一実施形態において、第一表示部分は検索ページの左側に位置し、第二表示部
分は検索ページの右側に位置する。本発明の他の実施形態において、第一表示部分と第二
表示部分との位置関係は、他の形式であってもよい。例えば、第一表示部分は検索ページ
の右側に位置し、第二表示部分は検索ページの左側に位置する。第一表示部分と第二表示
部分との位置は交換されることができるか、当該二つの表示部分はそれぞれ検索ページの
上部及び下部に位置するか、または、第二表示部分はポップアップウィンドウやフローテ
ィングウィンドウの形式で第一表示部分の前面に表示される。
【００２９】
　本発明の一実施形態において、第一関係情報は、対応する推奨結果の前面または周囲の
領域に表示されることができる。
【００３０】
　本発明の一実施形態において、第一関係情報は、文字で表示されるだけでなく、ユーザ
ーにより好適な閲覧エクスペリエンスを提供するように、第一関係情報は、写真で表示さ
れることもでき、これによって、ユーザーが推奨理由をより直感的に理解することができ
る。
【００３１】
　写真と文字との関係は見分けられることが難しいため、本発明の実施形態の検索推奨方
法において、第一推奨結果は写真であり、これによって、ユーザーに推奨された写真と検
索語との間の関係情報を提供することができ、ユーザーが推奨理由を容易に取得する。本
発明の他の実施形態において、第一推奨結果は、コード、文字などのような他の形式のコ
ンテンツであってもよい。
【００３２】
　本発明の実施形態に係る検索推奨方法によれば、検索語と検索結果との関係情報を取得
するとともに、検索結果を表示する場合には、検索結果及び、当該検索結果と検索語との
関係を同時に表示することによって、ユーザーに推奨されたコンテンツとユーザーニーズ
との関係を迅速かつ明確に提供することができ、推奨理由をより明確になり、ユーザーが
推奨結果に対する興味をそそり、ユーザーの注目度を高め、クリック率を向上させること
ができる。
【００３３】
　図２は本発明の一実施形態による検索推奨方法を示すフローチャートである。図２に示
したように、当該検索推奨方法は以下のステップを含む。
【００３４】
　ステップＳ２０１：検索語を受信する。
【００３５】
　そのうち、検索語は、様々な言語の符号「例えば、文字、ピンイン、記号及び/または
数字など」の中の一種類またはそれらの組み合わせであることができる。
【００３６】
　ステップＳ２０２：検索語と関連する複数の検索結果を取得するとともに、検索語と関
連する少なくとも一つの第一推奨結果を取得する。
【００３７】
　そのうち、第一推奨結果は、所定の選択規則によってインターネット資源から選択され
た検索語と関連する結果である。例えば、インターネットユーザー全体の現在の検索語に
対する検索履歴を分析することによって、捜索頻度の高い人気コンテンツを取得して推奨
結果とする。本発明の実施形態において、既存のまたは出現する可能性がある推奨検索結
果を取得する方法によって、少なくとも一つの第一推奨結果を取得するができる。本発明
は推奨検索結果を取得する方式を限らない。
【００３８】
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　ステップＳ２０３：検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報を取得す
る。
【００３９】
　本発明の実施形態において、検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報
は検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との関連関係であり、検索エンジンによってマ
イニングされる。そのうち、関連関係は、人物関係、語義論理関係、事件関係、人物と他
の実体との関係などの関連性を表す関係であることができる。本発明は、関連関係を限ら
ない。具体的には、例えば、検索エンジンは、検索語及び少なくとも一つの第一推奨結果
に対して文字認識及び語義分析を行うことができ、これによって、検索語と各第一推奨結
果との関係情報を取得する。例えば、「ａｋｂ４８」と「前田敦子」の関係情報は、「前
田敦子はａｋｂ４８のグループリーダーである」ことである。
【００４０】
　ステップＳ２０４：検索語が属する実体と関連する少なくとも一つの第二推奨結果を取
得する。
【００４１】
　本発明の一実施形態において例えば概念、人物や物事や事件などの現実世界における客
観的な物事を実体と称することができる。具体的には、例えば、周傑倫やビッグバン理論
、百度公司、高梁の川の戦い、スター、アニメなどである。各検索語はいずれも属する実
体を有する。例えば、「宮崎駿」は「アニメ監督」に属し、「ａｋｂ４８」は「日本のア
ーティストグループ」に属する。そのうち、第二推奨結果は、所定の選択規則によってイ
ンターネット資源から選択された検索語が属する実体に関連する実体に対応するコンテン
ツである。例えば、検索語「宮崎駿」について、第二推奨結果は関連人物や関連アニメ作
品などであることができ、「ａｋｂ４８」について、第二推奨結果は関連アーティストや
他のグループなどであることができる。
【００４２】
　ステップＳ２０５：検索語が属する実体と少なくとも一つの第二推奨結果との第二関係
情報を取得する。そのうち、第二表示部分には少なくとも一つの第二推奨結果及び対応す
る第二関係情報が表示される。
【００４３】
　本発明の実施形態において、検索語と少なくとも一つの第二推奨結果との第二関係情報
は検索語と少なくとも一つの第二推奨結果との関連関係であり、検索エンジンによってマ
イニングされる。そのうち、関連関係は、人物関係、語義論理関係、事件関係、人物と他
の実体との関係などの関連性を表す関係であることができる。具体的には、例えば、検索
エンジンは、検索語及び少なくとも一つの第二推奨結果に対して文字認識及び語義分析を
行うことができ、これによって、検索語と各第二推奨結果との関係情報を取得する。例え
ば、「ａｋｂ４８」と実体「関連アーティスト」に対応する推奨結果「柏木由紀」との第
二関係情報は「コアメンバーの一人」である。
【００４４】
　ステップＳ２０６：複数の検索結果を表示する第一表示部分と、少なくとも一つの第一
推奨結果及び対応する第一関係情報、少なくとも一つの第二推奨結果及び対応する第二関
係情報を表示する第二表示部分とを含む検索ページを提供する。
【００４５】
　本発明の一実施形態において、第一表示部分は検索ページの左側に位置し、第二表示部
分は検索ページの右側に位置する。本発明の他の実施形態において、第一表示部分と第二
表示部分との位置関係は、他の形式であってもよい。例えば、第一表示部分は検索ページ
の右側に位置し、第二表示部分は検索ページの左側に位置する。第一表示部分と第二表示
部分との位置は交換されることができるか、当該二つの表示部分はそれぞれ検索ページの
上部及び下部に位置するか、または、第二表示部分はポップアップウィンドウやフローテ
ィングウィンドウの形式で第一表示部分の前面に表示される。
【００４６】
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　本発明の一実施形態において、第一関係情報及び第二関係情報は、対応する推奨結果の
前面または周囲の領域に表示されることができる。図３ａ、図３ｂ及び図３ｃは本発明の
一実施形態による第二表示部分の模式図である。図３ａに示すように、検索語「ａｋｂ４
８」に対する推奨結果及び「ａｋｂ４８」と各推奨結果との関係情報が表示される。図３
ｂに示すように、検索語「宮崎駿」に対する推奨結果及び「宮崎駿」と各推奨結果との関
係情報が表示される。図３ｃに示すように、検索語「湯唯」に対する推奨結果及び「湯唯
」と各推奨結果との関係情報が表示される。図３ａ、図３ｂ及び図３ｃには推奨結果にお
いて各コンテンツと検索情報との関係がそれぞれマークされるか、または推奨結果に対し
て説明する。これによって、ユーザーは推奨結果と検索情報との関係、推奨理由が明確に
分かり、意思表示が明確となり、ユーザーが推奨結果と検索情報との関連関係をよく了解
するように補助し、ユーザーが推奨結果に対する興味をそそることができる。
【００４７】
　写真と文字との関係は見分けられることが難しいため、本発明の実施形態の検索推奨方
法において、第一推奨結果及び第二推奨結果は写真であり、これによって、ユーザーに推
奨された写真と検索語との間の関係情報を提供することができ、ユーザーが推奨理由を容
易に取得する。本発明の他の実施形態において、第一推奨結果及び第二推奨結果は、コー
ド、文字などのような他の形式のコンテンツであってもよい。
【００４８】
　本発明の実施形態において、第一関係情報及び第二関係情報は、文字で表示されるだけ
でなく、ユーザーにより好適な閲覧エクスペリエンスを提供するように、第一関係情報及
び第二関係情報は、写真で表示されることもでき、これによって、ユーザーが推奨理由を
より直感的に理解することができる。
【００４９】
　本発明の実施形態に係る検索推奨方法によれば、検索語が属する異なる実体によって推
奨結果をそれぞれ取得することができて、これによって、推奨されたコンテンツを区別し
、ユーザーは興味を持っているコンテンツを迅速に測位し、ユーザーの検索エクスペリエ
ンスを更に向上する。
【００５０】
　上述の実施形態を実現するために、本発明は検索推奨装置を更に提出する。
【００５１】
　当該装置は、検索語を受信する受信モジュールと、検索語と関連する複数の検索結果を
取得するとともに、検索語と関連する少なくとも一つの第一推奨結果を取得する第一取得
モジュールと、検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報を取得する第二
取得モジュールと、複数の検索結果を表示する第一表示部分と少なくとも一つの第一推奨
結果及び対応する第一関係情報を表示する第二表示部分とを含む検索ページを提供する提
供モジュールとを含む。
【００５２】
　図４は本発明の一実施形態による検索推奨装置の構造模式図である。
【００５３】
　図４に示すように、本発明の実施形態による検索推奨装置は、受信モジュール１０と、
第一取得モジュール２０と、第二取得モジュール３０と、提供モジュール４０とを含む。
【００５４】
　具体的には、受信モジュール１０は、検索語を受信する。そのうち、検索語は、様々な
言語の符号「例えば、文字、ピンイン、記号及び/または数字など」の中の一種類または
それらの組み合わせであることができる。
【００５５】
　第一取得モジュール２０は、検索語と関連する複数の検索結果を取得するとともに、検
索語と関連する少なくとも一つの第一推奨結果を取得する。そのうち、第一推奨結果は、
所定の選択規則によってインターネット資源から選択された検索語と関連する結果である
。例えば、インターネットユーザー全体の現在の検索語に対する検索履歴を分析すること
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によって、捜索頻度の高い人気コンテンツを取得して推奨結果とする。本発明の実施形態
において、第一取得モジュール２０は、既存のまたは出現する可能性がある推奨検索結果
を取得する方法によって、少なくとも一つの第一推奨結果を取得することができる。本発
明は推奨検索結果を取得する方式を限らない。
【００５６】
　第二取得モジュール３０は検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との第一関係情報を
取得する。本発明の実施形態において、検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との第一
関係情報は検索語と少なくとも一つの第一推奨結果との関連関係であり、検索エンジンに
よってマイニングされる。そのうち、関連関係は、人物関係、語義論理関係、事件関係、
人物と他の実体との関係などの関連性を表す関係であることができる。本発明は、関連関
係を限らない。具体的には、例えば、検索エンジンは、検索語及び少なくとも一つの第一
推奨結果に対して文字認識及び語義分析を行うことができ、これによって、検索語と各第
一推奨結果との関係情報を取得する。例えば、「ａｋｂ４８」と「前田敦子」の関係情報
は、「前田敦子はａｋｂ４８のグループリーダーである」ことである。
【００５７】
　提供モジュール４０は、複数の検索結果を表示する第一表示部分と少なくとも一つの第
一推奨結果及び対応する第一関係情報を表示する第二表示部分とを含む検索ページを提供
する。本発明の一実施形態において、第一表示部分は検索ページの左側に位置し、第二表
示部分は検索ページの右側に位置する。本発明の他の実施形態において、第一表示部分と
第二表示部分との位置関係は、他の形式であってもよい。例えば、第一表示部分は検索ペ
ージの右側に位置し、第二表示部分は検索ページの左側に位置する。第一表示部分と第二
表示部分との位置は交換されることができるか、当該二つの表示部分はそれぞれ検索ペー
ジの上部及び下部に位置するか、または、第二表示部分はポップアップウィンドウやフロ
ーティングウィンドウの形式で第一表示部分の前面に表示される。
【００５８】
　本発明の一実施形態において、第一関係情報は、対応する推奨結果の前面または周囲の
領域に表示されることができる。
【００５９】
　本発明の一実施形態において、第一関係情報は、文字で表示されるだけでなく、ユーザ
ーにより好適な閲覧エクスペリエンスを提供するように、第一関係情報は、写真で表示さ
れることもでき、これによって、ユーザーが推奨理由をより直感的に理解することができ
る。
【００６０】
　本発明の実施形態に係る検索推奨装置によれば、検索語と検索結果との関係情報を取得
するとともに、検索結果を表示する場合には、検索結果及び、当該検索結果と検索語との
関係を同時に表示することによって、ユーザーに推奨されたコンテンツとユーザーニーズ
との関係を迅速かつ明確に提供することができ、推奨理由をより明確になり、ユーザーが
推奨結果に対する興味をそそり、ユーザーの注目度を高め、クリック率を向上させること
ができる。
【００６１】
　図５は本発明の別一つの実施形態による検索推奨装置の構造模式図である。
【００６２】
　図５に示すように、本発明の実施形態による検索推奨装置は、受信モジュール１０と、
第一取得モジュール２０と、第二取得モジュール３０と、提供モジュール４０と、第三取
得モジュール５０と、第四取得モジュール６０とを含む。
【００６３】
　具体的には、第三取得モジュール５０は検索語が属する実体と関連する少なくとも一つ
の第二推奨結果を取得する。本発明の一実施形態において例えば概念、人物や物事や事件
などの現実世界における客観的な物事を実体と称することができる。具体的には、例えば
、周傑倫やビッグバン理論、バイドウ公司、高梁の川の戦い、スター、アニメなどである
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。各検索語はいずれも属する実体を有する。例えば、「宮崎駿」は「アニメ監督」に属し
、「ａｋｂ４８」は「日本のアーティストグループ」に属する。そのうち、第二推奨結果
は、所定の選択規則によってインターネット資源から選択された検索語が属する実体に関
連する実体に対応するコンテンツである。例えば、検索語「宮崎駿」について、第二推奨
結果は関連人物や関連アニメ作品などであることができ、「ａｋｂ４８」について、第二
推奨結果は関連アーティストや他のグループなどであることができる。
【００６４】
　第四取得モジュール６０は、検索語が属する実体と少なくとも一つの第二推奨結果との
第二関係情報を取得する。そのうち、提供モジュール４０により提供された第二表示部分
に少なくとも一つの第二推奨結果及び対応する第二関係情報が表示される。本発明の実施
形態において、検索語と少なくとも一つの第二推奨結果との第二関係情報は検索語と少な
くとも一つの第二推奨結果との関連関係であり、検索エンジンによってマイニングされる
。そのうち、関連関係は、人物関係、語義論理関係、事件関係、人物と他の実体との関係
などの関連性を表す関係であることができる。具体的には、例えば、検索エンジンは、検
索語及び少なくとも一つの第二推奨結果に対して文字認識及び語義分析を行うことができ
、これによって、検索語と各第二推奨結果との関係情報を取得する。例えば、「ａｋｂ４
８」と実体「関連アーティスト」に対応する推奨結果「柏木由紀」との第二関係情報は「
コアメンバーの一人」である。
【００６５】
　本発明の一実施形態において、第一関係情報及び第二関係情報は、対応する推奨結果の
前面または周囲の領域に表示されることができる。図３ａ、図３ｂ及び図３ｃは本発明の
一実施形態による第二表示部分の模式図である。図３ａに示すように、検索語「ａｋｂ４
８」に対する推奨結果及び「ａｋｂ４８」と各推奨結果との関係情報が表示される。図３
ｂに示すように、検索語「宮崎駿」に対する推奨結果及び「宮崎駿」と各推奨結果との関
係情報が表示される。図３ｃに示すように、検索語「湯唯」に対する推奨結果及び「湯唯
」と各推奨結果との関係情報が表示される。図３ａ、図３ｂ及び図３ｃには推奨結果にお
いて各コンテンツと検索情報との関係がそれぞれマークされるか、または推奨結果に対し
て説明する。これによって、ユーザーは推奨結果と検索情報との関係、推奨理由が明確に
分かり、意思表示が明確となり、ユーザーが推奨結果と検索情報との関連関係をよく了解
するように補助し、ユーザーが推奨結果に対する興味をそそることができる。
【００６６】
　本発明の実施形態において、第一関係情報及び第二関係情報は、文字で表示されるだけ
でなく、ユーザーにより好適な閲覧エクスペリエンスを提供するように、第一関係情報及
び第二関係情報は、写真で表示されることもでき、これによって、ユーザーが推奨理由を
より直感的に理解することができる。
【００６７】
　本発明の実施形態に係る検索推奨装置は、ユーザーに推奨されたコンテンツとユーザー
ニーズとの関係を迅速かつ明確に提供することができ、推奨理由をより明確になり、ユー
ザーが推奨結果に対する興味をそそり、ユーザーの注目度を高め、クリック率を向上させ
ることができる。
【００６８】
　写真と文字との関係は見分けられることが難しいため、本発明の実施形態の検索推奨方
法において、第一推奨結果は写真であり、これによって、ユーザーに推奨された写真と検
索語との間の関係情報を提供することができ、これによって、ユーザーが推奨理由を容易
に取得する。本発明の他の実施形態において、第一推奨結果は、コード、文字などのよう
な他の形式のコンテンツであってもよい。
【００６９】
　上述の実施例を実現するために、本発明は、記憶媒体を更に提出する。
【００７０】
　本発明の記憶媒体は、コンピュータに、本発明の実施例に記載の方法を実行させるプロ
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グラムを記憶する。
【００７１】
　フローチャートまたは他の方式で説明したいかなる過程や方法は、一つまたは複数の、
特定ロジック性能または過程のステップの実行できるコマンドのコードのモジュール、セ
クターあるいは部分を含む。本発明の望ましい実施方式の範囲は、他の実現を含み、表示
または討論の順序に従わなくてもよい。述べられた機能に基づいて基本的に同様な方式ま
たは逆の順序で、その機能を実行することができる。これは、本発明実施例の当業者に理
解される。
【００７２】
　フローチャート中で表され、又はその他の方式で記述された論理及び／又はステップは
、例えば、論理機能を実現するための命令実行可能な順序リストであると考えられてよく
、具体的には、いかなるコンピュータ読取可能媒体中でも実現することができ、それによ
って指令実行システム、装置、若しくは設備（例えばコンピュータに基づくシステム、プ
ロセッサを含むシステム又は他の指令実行システム、装置又は設備から指令を取得して指
令を実行することができるシステム等）に使用され、又はこれらの指令実行システム、装
置、若しくは設備を結合して使用される。本明細書について言えば、「コンピュータ読取
可能媒体」は、プログラムを含み、保存し、通信し、伝播し又は伝送して、指令実行シス
テム、装置若しくは設備又はこれらの指令実行システム、装置若しくは設備に使用される
いかなる装置であってもよい。コンピュータ読取可能媒体のさらに具体的な例示（非網羅
的リスト）には、１つ以上の配線を有する電気接続部（電子装置）、ポータブル型コンピ
ュータディスク（磁気装置）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ
（ＲＯＭ）、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＣＯＭ又はフラッシ
ュメモリ）、光ファイバ、及びコンパクト光ディスク読み出し専用メモリ（ＣＤＲＯＭ）
が含まれる。また、コンピュータ読取可能媒体は、その上に前述のプログラムを印刷した
紙又はその他適当な媒質でさえあってよい。なぜなら、例えば、紙又はその他の媒質に対
して光学スキャンを行い、続いて編集、解釈又は必要ならその他適当な方式で処理を行っ
て、電子方式によってプログラムを取得し、その後それをコンピュータメモリ中に保存す
ることができるからである。
【００７３】
　また、理解すべきなのは、本発明の各部分は、ハードウェア、ソフトウェア、部品また
はそれらの組み合わせで実現できる。実施例には、複数のステップまたは方法がメモリに
保存され、適当なコマンド実行システムのソフトウェアまたは部品で実現される。たとえ
ば、ハードウェアで実現する場合、他の実施方式と同じように、本領域周知の下記の任意
一つまたはそれらの組み合わせで実現できる。すなわち、デジタル信号に対してロジック
機能を実現するロジックゲート回路を有する個別のロジック回路、ロジックゲート回路を
組み合わせた適当な専用ＩＣ、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（ＦＰＧＡ）などである。
【００７４】
　実施例の方法にある全部または一部のステップがプログラムにより関連のハードウェア
を実行することで完成されることは、本技術領域の普通技術者に理解される。プログラム
は一つの計算機の読み出し書き込み可能な記憶メディアに記憶される。当プログラムを実
行するとき、実施例方法のステップの一つまたはそれらの組み合わせを含む。
【００７５】
　なお、本発明の各実施例の各機能モジュールを一つの処理モジュールに集中し、または
、単独に存在し、あるいは、二つまたは二つ以上モジュールを一つの処理モジュールに集
中することができる。集成したモジュールは、ハードウェアの形式、または、ソフトウェ
アの形式で実現される。集成したモジュールは、ソフトウェアの形式で実現し、また、独
立の製品として販売や使用するとき、計算機の読み出し書き込み可能な記憶メディアに記
憶されることができる。
【００７６】
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　記憶メディアは、読み出し専用メモリ、ディスク、または、ＣＤなどである。
【００７７】
　本説明書には、用語「一つの実施例」、「いくつかの実施例」、「例示」、「具体的例
示」などは、当実施例や例示の具体的特徴、構造、材料が本発明の少なくとも一つの実施
例や例示に含まれることを意味する。本説明書には、用語の説明が必ずしも同じ実施例や
例示を意味しない。また、説明の中の具体的特徴、構造、材料は、任意の一つやいくつか
の実施例や例示に適当な方式で結合されることができる。
【００７８】
　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
及び主旨から逸脱しない限りこれらの実施形態に対して複種の変化、補正、切り替え及び
変形を行うことができる。本発明の範囲は、特許請求の範囲及びその等価物により限定さ
れる。

【図１】

【図２】

【図３ａ】
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