
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数のグループに分類された多数の提示
情報を記憶手段に記憶し、この記憶手段に記憶された提
示情報を利用者の端末にネットワークを介して提示する
コンピュータを利用した情報提示方法において、
各利用者と情報記憶手段に記憶されている提示情報との
間の関連性を示す関連情報を予め記憶手段に記憶し、
一の利用者に対する特定グループに属する情報の提示
は、前記記憶手段に記憶された関連情報に基づいて、利
用者と関連性を有する提示情報を全てのグループを抽出
対象として抽出する第１の抽出段階と、この抽出した提
示情報と関連性を有する利用者について全利用者を抽出
対象として抽出する第２の抽出段階と、この抽出した利
用者の中から前記特定グループに属する提示情報と関連
性を有する利用者を抽出する第３の抽出段階と、この抽

出した利用者と関連性を有し且つ前記特定グループに属
する提示情報の中から一以上の提示情報を抽出する第４
の抽出段階と、この抽出した提示情報を利用者に提示す
る段階とを有することを特徴とする情報提示方法。
【請求項２】  前記関連情報に対して所定の計算式で利
用者と提示情報との間の重み付けをするとともに、前記
各抽出段階ではこの重みを用いて抽出の優先度を設定し
この優先度に基づき抽出を行うことを特徴とする請求項
１記載の情報提示方法。
【請求項３】  前記提示情報は利用者に対する商品又は
サービスの提供に関する情報からなることを特徴とする
請求項１又は２何れか１項記載の情報提示方法。
【請求項４】  前記提示情報とともに利用者に対して商
品又はサービスの提供に関する付加情報を提示すること
を特徴とする請求項３記載の情報提示方法。
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【請求項５】  前記付加情報は、商品又はサービスを購
入し又は購入契約した際に利用者が得られるその商品又
はサービスに係る対価の割引情報に関するものを含むこ
とを特徴とする請求項４記載の情報提示方法。
【請求項６】  前記付加情報は、商品又はサービスを購
入し又は購入契約した際に利用者が得られる他の商品又
はサービスに関するものを含むことを特徴とする請求項
４記載の情報提示方法。
【請求項７】  提示した提示情報に応じて利用者がこの
提示情報に関する商品又はサービスを購入し又は購入契
約した場合にその商品又はサービスの購入情報を商品又
はサービスの提供者に対して送信することを特徴とする
請求項３乃至６何れか１項記載の情報提示方法。
【請求項８】  前記購入情報とともに前記付加情報を商
品又はサービスの提供者に送信することを特徴とする請
求項７記載の情報提示方法。
【請求項９】  提示した提示情報に応じて利用者がこの
提示情報に関する商品又はサービスを購入し又は購入契
約した場合にその商品又はサービスの商品提供者に対し
て課金することを特徴とする請求項３乃至８何れか１項
記載の情報提示方法。
【請求項１０】  複数のグループに分類された多数の提
示情報を記憶する記憶手段を備え、この記憶手段に記憶
された提示情報を利用者の端末にネットワークを介して
提示する情報提示ホストにおいて、
各利用者と情報記憶手段に記憶されている提示情報との
間の関連性を示す関連情報を予め記憶手段に記憶する手
段と、
利用者の端末から受信した特定グループに属する情報の
提示要求に応じてこの特定グループに属する提示情報を
提示する手段とを備え、
この情報提示手段は、前記記憶手段に記憶された関連情
報に基づいて、利用者と関連性を有する提示情報を全て
のグループを抽出対象として抽出する第１の抽出手段
と、この抽出した提示情報と関連性を有する利用者につ
いて全利用者を抽出対象として抽出する第２の抽出手段
と、この抽出した利用者の中から特定グループに属する
提示情報と関連性を有する利用者を抽出する第３の抽出
手段と、この抽出した利用者と関連性を有し且つ前記特
定グループに属する提示情報の中から一以上の提示情報
を抽出する第４の抽出手段と、この抽出した提示情報を
利用者に提示する提示手段とを備えたことを特徴とする
情報提示ホスト。
【請求項１１】  前記関連情報に対して所定の計算式で
利用者と提示情報との間の重み付けをするとともに、前
記各抽出手段はこの重みを用いて抽出の優先度を設定し
この優先度に基づき抽出を行うことを特徴とする請求項
１０記載の情報提示ホスト。
【発明の詳細な説明】
【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、蓄積した多数の情
報の中から利用者に適した情報を提示する情報提示方法
及び情報提示ホストに関する。
【０００２】
【従来の技術】この種の情報提示は、例えばいわゆる仮
想商店街や電子モールと呼ばれるようなＷｅｂサイトに
おいて、提供対象となる商品やサービスに関する多数の
情報を蓄積し、このＷｅｂサイトに対してアクセスして
きた利用者に対して商品等の情報を提示する場面などで
用いられる。以下、このような場合における情報提示に
ついて説明する。
【０００３】多数の商品等を取り扱っているＷｅｂサイ
トでは、提供対象となる商品等の商品情報を様々なジャ
ンルに分類して提示したり、特選商品・特価品などに関
する商品情報を個別に提示したり、特選商品・特価品を
さらに分類して商品情報を提示していた。図２２～図２
５に従来の商品販売サイトにアクセスした利用者の端末
に表示され画面イメージの一例を示す。まず、利用者が
この商品販売サイトにアクセスすると図２２に示すよう
に、販売商品の分類が表示される。利用者がこのうちの
一つ（図ではグループＡ）を選択すると、図２３に示す
ように、この分類に属する商品の一覧が表示される。利
用者がこのうちの一つ（図では商品Ａ１）を選択する
と、図２４に示すように、その商品に関する各種情報が
表示され、さらに利用者が購入ボタンを押して購入要求
を送信すると、図２５に示すように、商品販売の確認画
面が表示される。このようなＷｅｂサイトでは、利用者
に対してお勧め商品を提示したり割引クーポンなどの特
典を提供する場合に、如何にして利用者が興味をもちそ
うな商品情報を提示するかが重要な課題としてある。
【０００４】この課題を解決する一般的な方法として、
予め利用者に対して興味のあるジャンルを指定してもら
う方法がある。しかしながら、この方法では、詳細な興
味を把握することが困難であるという問題があった。ま
た、利用者が興味のあるジャンルに含まれる多数の商品
情報の中から個別に商品情報を提示することができない
という問題点があった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】これに対して、個々の
商品へのアクセス履歴を用いて利用者の興味を把握する
方法が知られている。この方法は、商品単位でアクセス
履歴を分析することにより、商品情報を個別に提示でき
ることが特徴である。
【０００６】このような分析方法としてよく知られてい
る方法には、協調フィルタリングの手法が挙げられる。
この協調フィルタリングの手法では、一の利用者のアク
セス履歴を他の利用者のアクセス履歴とを比較し、類似
するアクセス履歴を有する他の利用者を見つけること
で、商品同士の関係性や商品と利用者との関係性を得て
いる。これにより、商品全体の中から幾つかの商品へア
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クセスした履歴があれば個別に商品情報を提示すること
ができる。この協調フィルタリングの概念図を図２６に
示す。
【０００７】しかし、この方法では、商品の分類とは無
関係に商品全体の中から商品情報を提示することにな
り、さらに商品が分類されてしまうと、この分類の中に
提示可能な情報が存在せず結果として利用者に対してお
勧めの商品情報を提示できない場合があった。
【０００８】これを回避する一つの手法として、対象と
する商品の集まりをその個別のグループとみなすものが
あるが、グループ内に含まれる商品が少ないと、そもそ
もそのグループの商品に利用者がアクセスしていない場
合があるため、提示する根拠そのものがなく提示不能に
なっていしまうという問題があった。すなわち、図２７
に示すように、商品情報全体の集合９００に対して各商
品情報がグループ９０１～９０６に分類されており且つ
一の利用者がグループ９０６の商品情報にはアクセスし
ていない場合には、当該利用者に対してグループ９０６
に属する商品情報を提示することはできなかった。
【０００９】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、その目的とするところは、複数の分類に分けら
れた多数の情報の中から、利用者に対して適切な情報を
効率よく提示することができる情報提示方法及び情報提
示ホストを提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明では、複数のグループに分類された多数の提
示情報を記憶手段に記憶し、この記憶手段に記憶された
提示情報を利用者の端末にネットワークを介して提示す
るコンピュータを利用した情報提示方法において、各利
用者と情報記憶手段に記憶されている提示情報との間の
関連性を示す関連情報を予め記憶手段に記憶し、一の利
用者に対する特定グループに属する情報の提示は、前記
記憶手段に記憶された関連情報に基づいて、利用者と関
連性を有する提示情報を全てのグループを抽出対象とし
て抽出する第１の抽出段階と、この抽出した提示情報と
関連性を有する利用者について全利用者を抽出対象とし
て抽出する第２の抽出段階と、この抽出した利用者の中
から前記特定グループに属する提示情報と関連性を有す
る利用者を抽出する第３の抽出段階と、この抽出した利
用者と関連性を有し且つ前記特定グループに属する提示
情報の中から一以上の提示情報を抽出する第４の抽出段
階と、この抽出した提示情報を利用者に提示する段階と
を有することを特徴とするものを提案する。
【００１１】本発明によれば、第１の抽出段階で一の利
用者と関連性を有する提示情報のリストが抽出される。
そして、第２の抽出段階でこの提示情報と関連性を有す
る利用者のリストが抽出される。次に、第３の抽出段階
でこの利用者の中から特定のグループにアクセスしてい
る利用者のリストが抽出される。そして、第４の抽出段

階でこの利用者と関連性を有する提示情報のうち特定の
グループに属する提示情報が抽出される。ここで、第２
の抽出段階で抽出される利用者のリストは、一の利用者
と関連性の強い利用者であると考えられるが、この利用
者のリストは第１の抽出段階で抽出された提示情報に基
づき抽出されるので、抽出量が大きくなってしまう。本
発明の特徴的な点は、前記第４の抽出段階を実施する前
に、この利用者のリストの量を小さくすることにより、
第４の抽出段階の処理時間を大幅に短縮している点にあ
る。これにより、全体として情報提示の処理速度を向上
させることができる。
【００１２】なお、ここで提示情報とは、利用者に対し
て提示すべき情報であればその種類は問わず、例えば商
品又はサービスなどの提供に関する情報からなるものな
どであってもよい。また、関連情報とは、利用者と提示
情報の関連性を示す情報であればその種類は問わず、例
えば利用者が提示情報にアクセスしたことを示す情報
や、利用者が提示情報に係る商品等を購入や購入契約し
たことを示す情報などであってもよい。
【００１３】また、本発明では、前記情報提示方法にお
いて、前記関連情報に対して所定の計算式で利用者と提
示情報との間の重み付けをするとともに、前記各抽出段
階ではこの重みを用いて抽出の優先度を設定しこの優先
度に基づき抽出を行うことを特徴とするものを提案す
る。
【００１４】本発明によれば、各抽出段階において利用
者と提示情報との間の重み付けを用いて抽出の優先度を
設定し、この優先度に基づき抽出を行っているので、抽
出の精度を高めたり、各抽出段階で抽出量を軽減して処
理速度を向上させることができる。
【００１５】さらに、本発明では、前記提示情報として
利用者に対する商品又はサービスの提供に関する情報を
用いる場合に、提示情報とともに利用者に対して商品又
はサービスの提供に関する付加情報を提示することを特
徴とするものを提案する。
【００１６】本発明によれば、商品等の提供に付加価値
を付けることができるので、より効果的な情報の提示が
可能となる。本発明の好適な態様の一例として、前記付
加情報は、商品又はサービスを購入し又は購入契約した
際に利用者が得られるその商品又はサービスに係る対価
の割引情報に関するものを含むことを特徴とするものを
提案する。また、前記付加情報は、商品又はサービスを
購入し又は購入契約した際に利用者が得られる他の商品
又はサービスに関するものを含むことを特徴とするもの
を提案する。
【００１７】さらに、本発明では、提示した提示情報に
応じて利用者がこの提示情報に関する商品又はサービス
を購入し又は購入契約した場合にその商品又はサービス
の購入情報を情報提供者に対して送信することを特徴と
するものを提案する。
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【００１８】本発明によれば、商品提供者は商品等の購
入に関する情報を得ることができるので商品提供者にと
って利便性の高いものとなる。本発明の好適な態様の一
例として、本発明では、購入情報とともに前記付加情報
を商品等の提供者に送信することを特徴とするものを提
案する。
【００１９】さらに、本発明では、前記提示情報として
利用者に対する商品又はサービスの提供に関する情報を
用いるであって、提示した提示情報に応じて利用者がこ
の提示情報に関する商品又はサービスを購入し又は購入
契約した場合にその商品又はサービスの商品提供者に対
して課金することを特徴とするものを提案する。
【００２０】
【発明の実施の形態】（第１の実施の形態）本発明の第
１の実施形態について図面を参照して説明する。本実施
形態では、ネットワークを介して利用者に商品やサービ
スを販売する商品販売システムにおいて、複数のグルー
プ（ジャンル）毎に分類された商品のうち特定のグルー
プの属する商品の利用者にお勧め商品として紹介する場
合について説明する。図１は第１の実施形態に係る商品
販売システムの構成図である。
【００２１】図１に示すように、この商品販売システム
は、商品販売ホスト１００と、利用者の端末２００と、
商品販売に係る決済を行う決済ホスト３００と、商品販
売ホスト１００で販売する商品を提供する商品提供者の
端末４００と、これらを接続するネットワーク５００と
を備えている。
【００２２】商品販売ホスト１００は、ネットワーク５
００との通信インタフェイスである通信制御部１１０
と、利用者に提示すべき販売商品の各種情報（以下「商
品情報」と言う）及び利用者が各商品情報にアクセスし
たアクセス履歴を記憶するデータベース１２０と、利用
者端末２００，決済ホスト３００，商品提供者端末４０
０との間で各種商品の販売情報や管理情報に関する処理
を行う販売管理部１３０と、販売管理部１３０からの要
求により一の利用者に対する特定のグループにおけるお
勧め商品を抽出して結果を販売管理部１３０に返す抽出
部１４０とを備えている。
【００２３】データベース１２０には、販売商品に関す
る商品情報テーブル１２１が記憶されている。この商品
情報テーブル１２１は、図２に示すように、本商品販売
ホスト１１０で取り扱う全ての商品等に関する情報が蓄
積されており、各商品情報にはその商品のグループに関
する情報が含まれている。図２では商品コードの一桁目
をそのグループとして取り扱っている。
【００２４】また、データベース１２０には、各利用者
が商品情報を閲覧したアクセス履歴１２２が記憶されて
いる。このアクセス履歴１２２には、図３に示すよう
に、利用者を一意に識別可能な利用者識別子と、この利
用者がアクセスした商品の商品コードが含まれている。

【００２５】さらに、データベース１２０には、図４に
示すように、各商品について付加情報を記憶した付加情
報テーブル１２３が記憶されている。ここで付加情報と
は、例えば商品の割引情報や商品購入に伴う他商品のプ
レゼント情報など、本システムを利用することによる商
品の付加価値に関する情報を意味する。この付加情報は
各商品コードをキーとして付加情報テーブル１２３に格
納されている。
【００２６】販売管理部１３０は、利用者からのアクセ
スに対して各種商品の商品情報等を提示したり、当該商
品の販売処理を行ったり、商品提供者端末４００との間
で各種商品情報の管理を行ったりする。また、販売管理
部１３０は、利用者のアクセス履歴を前記データベース
１２０のアクセス履歴１２２に格納する。さらに、販売
管理部１３０は、利用者端末２００から特定グループの
商品情報の提示要求があった場合には、前記抽出部１４
０に対して利用者に対するお勧め商品のリストの生成を
依頼する。
【００２７】抽出部１４０は、４つの抽出部１４１～１
４４を直列に接続した構造となっている。第１抽出部１
４１は、販売管理部１３０から受け取った利用者の利用
者識別子及びグループ名を入力としてデータベース１２
０を参照してリストを生成して、これを後段の第２の抽
出部１４２に渡す。第２及び第３抽出部１４２，１４３
は、それぞれ前段の抽出部１４１，１４２の出力リスト
及びデータベース１２０に基づいてリストを生成し、こ
れを後段の抽出部１４３，１４４に渡す。第４抽出部１
４４は、第３抽出部１４３の出力リスト及びデータベー
ス１２０に基づいてリストを生成し、これを販売管理部
１３０に渡す。各抽出部１４１～１４４の詳細な動作に
ついては後述する。
【００２８】利用者端末２００は、ネットワーク５００
との通信インタフェイスである通信制御部２１０と、利
用者に対して各種情報を表示するとともに利用者からの
入力を受け付けるユーザインタフェイス部２２０とを備
えている。
【００２９】決済ホスト３００は、例えば金融機関など
の運営に係るものであり、商品販売ホスト１００の運営
者と商品提供者間の決済や、利用者と商品販売ホスト１
００の運営者との間の決済をネットワーク５００を介し
て行う。
【００３０】商品提供者端末４００は、商品販売ホスト
１００において販売する商品を提供する者が利用する端
末であり、商品販売ホスト１００との間で商品情報など
の各種情報を送受信することができる。
【００３１】次に、本実施形態に係る商品販売システム
の動作について図面を参照して説明する。図５は第１の
実施形態に係る商品販売システムの動作を説明するフロ
ーチャートである。
【００３２】ここでは、利用者識別子として「１」を有
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し、且つ、過去にグループＣに属する商品情報にはアク
セスしていない利用者１が、グループＣの商品情報の提
示を要求した場合に、グループＣからお勧めの商品を抽
出し、これを利用者１に提示する場合を例にとりながら
説明する。
【００３３】まず、商品販売ホスト１００から利用者端
末２００に対してグループの選択を促す画面を送信し、
利用者は利用者端末２００を操作して特定のグループを
選択する（ステップＳ１）。図６にこのグループ選択時
の利用者端末２００の画面イメージの一例を示す。ここ
では、利用者１がグループＣを選択したものとする。
【００３４】次に、商品販売ホスト１００の販売管理部
１３０は、利用者端末２００から選択グループの情報を
受信すると、当該利用者の利用者識別子及びグループ情
報を抽出部１４０に渡して、利用者に対するお勧め商品
のリストの生成を依頼する（ステップＳ２～Ｓ５）。以
下、抽出部１４０における処理について詳述する。
【００３５】まず、第１抽出部１４１は、データベース
１２０のアクセス履歴１２２を参照して当該利用者が過
去にアクセスした商品情報に係る商品コードの一覧リス
トを生成する（ステップＳ２）。図７に第１抽出部１４
１で生成した商品リストの一例を示す。
【００３６】次に、第２抽出部１４２は、第１抽出部１
４１で生成した商品リストの各商品の商品情報にアクセ
スしたことがある他の利用者のリストを生成する（ステ
ップＳ３）。図８に第２抽出部１４２で生成した利用者
リストの一例を示す。
【００３７】次に、第３抽出部１４３は、第２抽出部１
４２で生成した利用者リストの各利用者のうち特定グル
ープにアクセスしたことがある利用者を抽出して利用者
リストを生成する（ステップＳ４）。具体的には、ま
ず、特定グループにアクセスしたことがある利用者のリ
ストを生成する。図９にこの利用者リストの一例を示
す。そして、この利用者リストと第２抽出部１４２で抽
出した利用者リスト（図８参照）とを比較して、合致す
る利用者識別子を有する利用者のみを抽出する。第３抽
出部１４３で抽出された利用者リストの一例を図１０に
示す。
【００３８】次に、第４抽出部１４４は、第３抽出部１
４３で生成した利用者リストの各利用者がアクセスした
ことがある特定グループに属する商品情報に係る商品コ
ードの一覧リストを生成する（ステップＳ５）。この商
品リストは、利用者に対する特定グループのお勧め商品
のリストとなる。図１１にこの商品リストの一例を示
す。
【００３９】次に、販売管理部１３０は、第４抽出部１
４４で抽出された商品リストを受け取ると、この商品リ
ストの各商品の商品情報を、当該商品がお勧め商品であ
ると明示して利用者端末２００に対して送信する（ステ
ップＳ６）。このとき、当該商品に対して必要に応じて

データベース１２０に記憶されてる付加情報テーブル１
２３から付加情報を取り出し、これを付加する。図１２
にお勧め商品が提示された利用者端末２００の画面イメ
ージの一例を示す。ここで、利用者が提示されたお勧め
商品を選択すると、図１３の画面イメージの一例に示す
ように、前記付加情報とともに商品情報が表示される。
利用者がこの商品を購入すると付加情報に示す割引やプ
レゼントが適用される。
【００４０】そして、この商品販売システムにおいて利
用者が商品を購入を選択した場合、その商品が前記お勧
め商品の場合には、決済ホスト３００を利用してその商
品の提供者に対して仲介料の請求を行う（ステップＳ
７，Ｓ８）。このとき、利用者に対して付加情報を提示
していた場合には、商品提供者に対してその付加情報を
送信する。そして、利用者端末２００との間でその商品
に関する購入処理を行う（ステップＳ９）。
【００４１】このように本実施の形態に係る商品販売シ
ステムでは、商品が複数のグループに分類されている場
合に利用者が特定のグループを選択すると、その利用者
がそのグループに対して過去にアクセスしていない場合
であっても、各利用者のアクセス履歴に基づきお勧め商
品の商品情報が提示される。したがって、効果的な商品
情報の提示が可能となる。
【００４２】また、本実施の形態に係る商品販売システ
ムでは、利用者に対するお勧め商品を抽出する処理が極
めて効率的であるという有利な効果がある。すなわち、
本実施の形態では、第１～第４抽出部１４１～１４４に
おいてそれぞれ抽出処理を行っているが、同一の結果を
得ることだけを目的とするならば第３抽出部１４３によ
る利用者リストの絞り込みを行わなくてもよい。しかし
ながら、この場合には第４抽出部１４４に入力される利
用者リストが大きくなるので該抽出部における処理に多
大な時間を要する。本発明は、第２抽出部１４２で生成
された利用者リストに対して第３抽出部１４３で絞り込
みを行うことにより、第４抽出部１４４での処理時間を
大幅に短縮している。これにより、全体として処理時間
を短縮化している。
【００４３】例えば、１００万の商品情報を有し、各グ
ループは１００程度の商品情報を有し、各利用者の平均
アクセス数が１００程度であり、１つの商品情報に対し
て平均１００人の利用者がアクセスしている場合を想定
する。この場合、前記第１抽出部１４１及び第２抽出部
１４２を経て得られる利用者リストは１万人の利用者リ
ストになる。したがって、第３抽出部１４３で得られる
利用者リストの利用者数の期待値は１００人である。こ
のように、第３抽出部１４３における利用者リストの絞
り込みにより、第４抽出部１４４での必要処理は１００
分の１に軽減される。
【００４４】また、本実施の形態では、お勧め商品を提
示する際に付加情報として割引情報やプレゼント情報な
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どを提示している。すなわち、このお勧め商品の提示に
付加価値を設けているので、販売促進などに効果的に利
用することができる。
【００４５】さらに、本実施の形態では、お勧め商品の
購入があった場合には、その商品の商品提供者に対して
仲介料を請求するようにしたので、この商品販売システ
ムを利用したビジネス展開が可能となる。
【００４６】（第２の実施の形態）本発明の第２の実施
形態について図面を参照して説明する。本実施形態で
は、バーチャルショッピングモールのような商品販売を
仲介する商品販売システムにおいて、ショッピングモー
ルの一の商店にアクセスする全ての利用者に商品を１つ
紹介するものとする。
【００４７】この商品販売システムが第１の実施形態に
係るものと相違する点は、抽出部１４０における抽出処
理にある。その他の構成については第１の実施形態と同
様なので、ここではその説明を省略し、相違点のみ説明
する。
【００４８】本実施の形態に係るデータベース１２０の
商品情報テーブル１２１では、各商品の分類としてバー
チャルショッピングモールの商店を基準にして設定し、
第１の実施の形態と同様に商品コードの１桁目において
各商店を識別している。
【００４９】以下に、本実施の形態に係る商品販売シス
テムの動作について説明する。ここでは、利用者識別子
として「１」を有し、且つ、過去に商店Ｓに属する商品
情報にはアクセスしていない利用者１が、商店Ｓにはじ
めてアクセスする場合に、商店Ｓに属する商品からお勧
めの商品を抽出し、これを利用者１に提示する場合を例
にとりながら説明する。
【００５０】まず、商品販売ホスト１００から利用者端
末２００に対して商店の選択を促す画面を送信し、利用
者は利用者端末２００を操作して特定の商店を選択す
る。図１４にこのグループ選択時の利用者端末２００の
画面イメージの一例を示す。ここでは、利用者１が商店
Ｓを選択したものとする。
【００５１】次に、商品販売ホスト１００の販売管理部
１３０は、利用者端末２００から選択商店の情報を受信
すると、当該利用者の利用者識別子及び商店情報を抽出
部１４０に渡して、利用者に対するお勧め商品のリスト
の生成を依頼する。以下、抽出部１４０における処理に
ついて詳述する。
【００５２】まず、第１抽出部１４１は、データベース
１２０のアクセス履歴１２２を参照して当該利用者が過
去にアクセスした商品情報に係る商品コードの一覧リス
トを生成する。ここで、この一覧リストには、各商品毎
に重みを計算して付加する。具体的には、過去にアクセ
スしたアクセス回数を重みとして計算する。図１５に第
１抽出部１４１で生成した商品リストの一例を示す。図
において、例えば一番アクセス回数が多い「商品Ｂ１」

は２回アクセスされているので、重みは２である。
【００５３】次に、第２抽出部１４２は、第１抽出部１
４１で生成した商品リストの各商品の商品情報にアクセ
スしたことがある他の利用者のリストを生成する。この
とき利用者のリストには、利用者が商品情報にアクセス
した回数を重みとして付加する。図１６に第２抽出部１
４２で生成した利用者リストの一例を示す。
【００５４】次に、第３抽出部１４３は、第２抽出部１
４２で生成した利用者リストの各利用者のうち特定商店
にアクセスしたことがある利用者を抽出して利用者リス
トを生成する。具体的には、まず、特定商店にアクセス
したことがある利用者のリストを生成する。図１７にこ
の利用者リストの一例を示す。そして、この利用者リス
トと第２抽出部１４２で抽出した利用者リスト（図１５
参照）とを比較して、合致する利用者識別子を有する利
用者のみを抽出する。このとき、複数存在する利用者に
関しては、各重みを足し併せて計算して、その利用者の
重みとする。第３抽出部１４３で抽出された利用者リス
トの一例を図１８に示す。図において、例えば「利用者
２７」は図１６において２回現れており、それぞれの重
みは２と１であるため、利用者２７の重みは３となる。
【００５５】次に、第４抽出部１４４は、第３抽出部１
４３で生成した利用者リストの各利用者がアクセスした
ことがある特定商店に属する商品情報に係る商品コード
の一覧リストを生成する。ここで、この商品リストには
商品毎に重みを計算して付加する。この商品リストが利
用者に対する特定商店のお勧め商品のリストとなる。図
１９にこの商品リストの一例を示す。図において、例え
ば「商品Ｓ８９」であれば利用者２７及び利用者３２３
の重み３と２とを足して５となる。
【００５６】次に、販売管理部１３０は、第４抽出部１
４４で抽出された商品リストを受け取ると、この商品リ
ストの各商品の商品情報のうち最も重みが大きいもの
を、当該商品がお勧め商品であると明示して利用者端末
２００に対して送信する。このとき、当該商品に対して
必要に応じてデータベース１２０に記憶されてる付加情
報テーブル１２３から付加情報を取り出し、これを付加
する点については、第１の実施の形態と同様である。図
２０にお勧め商品が提示された利用者端末２００の画面
イメージの一例を示す。ここで、利用者が提示されたお
勧め商品を選択すると、図２１の画面イメージの一例に
示すように、前記付加情報とともに商品情報が表示され
る。利用者がこの商品を購入すると付加情報に示す割引
やプレゼントが適用される。以降の動作については第１
の実施の形態と同様なので説明を省略する。
【００５７】このように本実施の形態に係る商品販売シ
ステムでは、抽出部１４０の処理において利用者のアク
セス回数に基づき重み付けを行っているので、第１の実
施の形態と比較して、より利用者に適した商品情報の提
示が可能となる。その他の作用及び効果については第１
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の実施の形態と同様である。
【００５８】なお、本実施の形態では、抽出部１４０に
より生成された重みが付きの商品リストのうち最も重み
が大きい商品情報のみを利用者に提示していたが、複数
の商品情報を提示してもよい。この場合には、重みが大
きいものを優先的に提示すると好適である。さらに、本
実施の形態では、重みに基づく抽出は第４抽出部１４４
により生成された商品リストに対してのみ行っていた
が、他の各抽出部１４１～１４３において生成された各
リストに対して適宜重みに基づく抽出を行ってもよい。
これにより、生成された各リストの量が軽減されるの
で、後段の抽出処理の効率が向上する。
【００５９】以上、本発明の第１及び第２の実施の形態
について説明したが、本発明はこれに限定されるもので
はない。例えば、上記各実施の形態では、ネットワーク
を利用した商品販売において利用者に対してお勧め商品
を提示していたが、利用者に提示する提示情報の内容は
問わない。すなわち、複数のグループに分類された提示
情報の中から特定のグループに属する情報を提示するも
のであれば、どのような形態であってもよい。例えば、
提示情報としては商品情報の他にサービスの提供に関す
る情報などであってもよい。
【００６０】また、上記各実施の形態では、利用者に提
示した商品について当該利用者がその商品を購入した場
合に、商品提供者に対して決済ホスト３００を利用して
仲介料を課金していたが、本発明はこれに限定されるも
のではない。すなわち、サービスの形態によっては、何
ら課金をしなくてもよい。なお、この場合には、決済ホ
スト３００は不要である。また、仲介料という形態では
なく対価として得られるものであれば他のものであって
もよい。
【００６１】さらに、上記各実施の形態では、利用者と
商品情報の関連性を示すものとして各利用者の商品情報
に対するアクセス履歴を利用したが、本発明はこれに限
定されるものではない。すなわち、利用者と提示情報の
間の関連性を示す情報であればどのようなものであって
もよい。例えば、商品の購入履歴などの情報であっても
よい。
【００６２】さらに、上記各実施の形態では、抽出で用
いる重み付けとして各利用者の商品情報に対するアクセ
ス回数を用いたが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。例えば、その商品や情報に予め利用者により好き
・嫌いなどの評価を設定して重み付けを行ってもよく、
また利用者の気に入った商品等をピックアップして保持
したリストを予め利用者から入手し、これを用いて重み
付けを行ってもよい。
【００６３】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、
個々の利用者に対して、大量の提示情報の中から特定の
グループ内の情報を提示する際に、高速且つより興味を

もつと思われる好適な情報を提示することができる。こ
れにより、多数の利用者が使用するサービスにおいて迅
速に利用者へ情報を提示することができ、販売ビジネス
等に大きな効果を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係る商品販売システムの構成
図
【図２】商品情報テーブルの一例を示す図
【図３】アクセス履歴の一例を示す図
【図４】付加情報テーブルの一例を示す図
【図５】第１の実施形態に係る商品販売システムの動作
を説明するフローチャート
【図６】利用者端末に表示される画面イメージの一例を
示す図
【図７】第１抽出部により生成されたリストの一例を示
す図
【図８】第２抽出部により生成されたリストの一例を示
す図
【図９】第３抽出部において生成された中間リストの一
例を示す図
【図１０】第３抽出部において生成されたリストの一例
を示す図
【図１１】第４抽出部において生成されたリストの一例
を示す図
【図１２】利用者端末に表示される画面イメージの一例
を示す図
【図１３】利用者端末に表示される画面イメージの一例
を示す図
【図１４】利用者端末に表示される画面イメージの一例
を示す図
【図１５】第１抽出部により生成されたリストの一例を
示す図
【図１６】第２抽出部により生成されたリストの一例を
示す図
【図１７】第３抽出部において生成された中間リストの
一例を示す図
【図１８】第３抽出部において生成されたリストの一例
を示す図
【図１９】第４抽出部において生成されたリストの一例
を示す図
【図２０】利用者端末に表示される画面イメージの一例
を示す図
【図２１】利用者端末に表示される画面イメージの一例
を示す図
【図２２】従来の商品販売システムにおける利用者端末
に表示される画面イメージの一例を示す図
【図２３】従来の商品販売システムにおける利用者端末
に表示される画面イメージの一例を示す図
【図２４】従来の商品販売システムにおける利用者端末
に表示される画面イメージの一例を示す図
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【図２５】従来の商品販売システムにおける利用者端末
に表示される画面イメージの一例を示す図
【図２６】従来の商品販売システムにおける協調フィル
タリングの概念図
【図２７】本発明の課題を説明する概念図
【符号の説明】

１００…商品販売ホスト、１２０…データベース、１２
１…商品情報テーブル、１２２…アクセス履歴、１２３
…付加情報テーブル、１３０…販売管理部、１４０…抽
出部、１４１…第１抽出部、１４２…第２抽出部、１４
３…第３抽出部、１４４…第４抽出部、２００…利用者
端末、３００…決済ホスト、４００…商品提供者端末

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１５】
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【図５】 【図１４】 【図１６】

【図１７】 【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２７】
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