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(57)【要約】
　電子文書コレクションを効率的かつ効果的にサーチす
るための方法、システム及び物品が提供される。コレク
ション内の各文書をサブセクションにあらかじめ分割す
る。１つ又は複数のプロファイルを作成し、各プロファ
イルは、コレクション内の文書のセクションのうちの少
なくとも１つのセクションの選択を含む。更に、プロフ
ァイル内の選択されたセクションのそれぞれに重みを割
り当てる。プロファイルのクエリと選択のパラメータに
基づいて、各文書の選択サブセクションを使用して、ク
エリデータを、基となる文書コレクションと比較する。
クエリデータと一致するデータによって文書集約物を作
成し、集約物内の各文書の関連性スコアを計算する。次
に、関連性スコアを使用して、クエリ送信に関連性を伝
達するように文書をソートする。



(2) JP 2012-533817 A 2012.12.27

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子文書コレクションのサーチの結果に関連性を割り当てるための、コンピュータによ
り実施される方法であって、
　知財文書のコレクションを集約し索引付けするステップであって、前記コレクション内
の前記文書のそれぞれが複数のセクションを有するステップと、
　前記コレクション内の各文書の前記セクションのそれぞれを識別するステップと、
　前記文書コレクションのためのサーチプロファイルを編成するステップであって、前記
サーチプロファイルが、前記集約されたコレクション内の各文書の前記識別されたセクシ
ョンのうちの少なくとも１つのセクションの選択を含むステップと、
　前記編成されたサーチプロファイル内で、前記識別され選択されたセクションのそれぞ
れに重みを割り当てるステップと、
　クエリ時に、前記特許文書コレクションにクエリを送信するステップであって、少なく
とも１つのサーチプロファイルを選択するステップと、割り当てられた重みを有する前記
コレクション内の前記選択されたプロファイルの各前記文書セクション内のデータとクエ
リデータを比較するステップと、を含むステップと、
　前記クエリ送信から生成された文書の集約物内に返された各文書のための関連性スコア
を計算するステップと、
　前記計算された関連性スコアに基づいて前記集約物内の前記文書を順位付けするステッ
プと、
　前記順位付けに基づいて前記集約物内の結果を動的に限定するステップと、
　前記集約物に適用された前記動的な限定に基づくソートされた関連文書の第１の集約物
と、を有する方法。
【請求項２】
　前記集約物の前記ソートに基づいて前記集約物の文書を階層に分割するステップを更に
有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　要求された階層の選択に基づいてクエリ結果の表現を限定するステップを更に有する請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　隣接層を前記順位付けに存在する変曲点で分割するステップを更に有する請求項２に記
載の方法。
【請求項５】
　前記第１の文書集約物に二次順位因子を適用し、前記ソートされた集約物を前記二次因
子に基づいて順位付けするステップを更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記二次因子が、出願日、公開日、外国優先日、名称のアルファベット順リスト、譲受
人、及びこれらの組み合わせから成るグループから選択される請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の集約物の部分集合として第２の文書集約物を更に含み、前記サーチプロファ
イル内にある二次基準に基づいて、前記部分集合の第２の関連性スコアを計算するステッ
プを有する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　文書の各部分集合を別々にソートするステップを更に有する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ソートされた部分集合に関連性限定を動的に割り当てて、前記割り当てられた関連
性限定に基づいてクエリ結果の返しを限定するステップを更に有する請求項８に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記計算された関連性スコアと、様々な計算されたスコアで表された前記集約物内の文
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書の量とに基づいて、前記第１の集約物の図形表現を作成するステップを更に有する請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記図形表現上に、前記集約物を含む区分線を表すためのスライダを更に有し、前記線
の一方の側で参照される全ての文書を含め、前記線の他方の側で参照される全ての文書を
除外するステップを更に有する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の集約物に曲線当てはめルーチンを適用するステップを更に有し、前記ルーチ
ンが、前記第１の集約物のデータに対して論理関数を計算し、前記関数の少なくとも１つ
の導関数を計算する請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記集約物内の結果を動的に限定するステップが、前記関数の導関数を選択し、前記関
数から前記選択された導関数内に入ったデータを返すステップを含む請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　メモリ及び記憶媒体と通信するプロセッサと、
　前記記憶媒体上に保持された知財文書のコレクションであって、前記コレクション内の
前記文書のそれぞれが複数のセクションを有するコレクションと、
　前記プロセッサと通信し、前記文書のコレクションを集約し索引付けするディレクタと
、
　前記ディレクタと通信し、前記コレクション内の各文書の各セクションを識別するドキ
ュメントマネージャと、
　前記ドキュメントマネージャと通信し、前記文書コレクションのためのサーチプロファ
イルを編成するプロファイルマネージャであって、前記サーチプロファイルが、前記集約
されたコレクション内の各文書の前記識別されたセクションの少なくとも１つのセクショ
ンの選択を含むプロファイルマネージャと、
　前記編成されたサーチプロファイルを有する前記識別され選択されたセクションのそれ
ぞれに重みを割り当てる前記プロファイルマネージャと、
　クエリ時に、前記文書コレクションにクエリを送信するクエリマネージャであって、前
記クエリが、少なくとも１つのサーチプロファイルの選択と、割り当てられた重みを有す
る前記コレクション内の前記選択されたプロファイルの各前記文書セクション内のデータ
とクエリデータの比較とを含み、前記クエリによって、前記クエリ送信から生成され前記
クエリマネージャから返された関連文書の集約物が得られ、各文書が、割り当てられた重
みと関連性スコアとを有する少なくとも１つの識別されたプロファイルセクション内のデ
ータとの前記クエリの一致を有するクエリマネージャと、
　前記クエリマネージャと通信し、前記関連性スコアに基づいて前記集約物内の前記文書
を順位付けし、前記順位に基づいて前記集約物内の結果を動的に限定する関連性ナビゲー
タと、
　前記集約物に適用される前記動的な限定に基づくソートされた関連文書の第１の集約物
と、
を備えたシステム。
【請求項１５】
　前記第１の文書集約物に適用される二次順位因子であって、前記二次因子に基づいて前
記ソートされた第１の集約物を順位付けする前記二次順位因子を更に備えた請求項９に記
載のシステム。
【請求項１６】
　前記二次因子が、出願日、公開日、外国優先日、名称のアルファベット順リスト、譲受
人、及びこれらの組み合わせから成るグループから選択される請求項１５に記載のシステ
ム。
【請求項１７】
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　前記第１の集約物の部分集合として集約された第２の文書集約物と、前記サーチプロフ
ァイル内にある各二次基準に基づく前記部分集合のための第２の関連性スコアと、を更に
備えた請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記関連性ナビゲータと通信し、前記第２の関連性スコアに基づいて各集約物をソート
するソートマネージャを更に備えた請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記集約物の前記ソートに基づいて前記第１の文書集約物を階層に分割し、階層の選択
に基づいてクエリ結果の表現を限定する請求項１４に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記関連性ナビゲータは、前記順位内にある変曲点で隣接層を分割する請求項１９に記
載のシステム。
【請求項２１】
　前記計算された関連性スコアと、様々な計算されたスコアで提示された前記集約物内の
文書の量とに基づく、前記第１の集約物の図形表現を更に備えた請求項１４に記載のシス
テム。
【請求項２２】
　前記図形表現と通信するように構成されたツールを備え、前記ツールが、集約結果の区
分の線を、前記線の第１の側で参照される全ての文書を含め、前記線の第２の側で参照さ
れる全ての文書を除外するよう動的に設定する請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記プロセッサ上で前記第１の集約物に曲線当てはめルーチンを実行する命令を更に備
え、前記ルーチンが、前記第１の集約物のデータに対して論理関数を計算し、前記関数の
少なくとも１つの導関数を計算する請求項１４に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記関連性ナビゲータは、前記関数の選択された導関数内の第１の集約物内の結果を限
定し、前記選択された関数導関数内に入ったデータを返す請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　コンピュータメモリ上の電子特許文書コレクションのサーチの結果に関連性を割り当て
るよう構成された物品であって、
　関連性の割り当てを行うコンピュータプログラム命令を含むコンピュータ読み取り可能
な担体であって、
　前記命令は、
　知財文書のコレクションを集約し索引付けする命令であって、前記コレクション内の前
記文書のそれぞれが複数のセクションを有する命令と、
　前記コレクション内の各文書の前記セクションのそれぞれを識別する命令と、
　前記文書コレクションのためのサーチプロファイルを編成する命令であって、前記サー
チプロファイルが、前記集約されたコレクション内の各文書の前記識別されたセクション
のうちの少なくとも１つのセクションの選択を含む命令と、
　前記編成されたサーチプロファイル内で、前記識別され選択されたセクションのそれぞ
れに重みを割り当てる命令と、
　クエリ時に、前記特許文書コレクションにクエリを送信する命令であって、少なくとも
１つのサーチプロファイルを選択することと、割り当てられた重みを有する前記コレクシ
ョン内の前記選択されたプロファイルの各前記文書セクション内のデータとクエリデータ
を比較することと、を含む命令と、
　前記クエリ送信から生成された文書の集約物内に返された各文書のための関連性スコア
を計算し、前記計算された関連性スコアに基づいて前記集約物内の前記文書を順位付けす
る命令と、
　前記順位付けに基づいて前記集約物内の結果を動的に限定する命令と、
　前記集約物に適用された前記動的な限定に基づくソートされた関連文書の第１の集約物
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と、
を含む物品。
【請求項２６】
　前記第１の文書集約物に二次順位因子を適用し、前記二次因子に基づいて前記ソートさ
れた第１の集約物を順位付けする命令を更に含む請求項２５に記載の物品。
【請求項２７】
　前記二次因子が、出願日、公開日、外国優先日、名称のアルファベット順リスト、譲受
人、及びこれらの組み合わせから成るグループから選択される請求項２６に記載の物品。
【請求項２８】
　前記サーチプロファイル内にある二次基準に基づいて、前記第１の集約物の部分集合と
して第２の文書集約物を集約する命令を更に含む請求項３３に記載の物品。
【請求項２９】
　前記部分集合のための第２の関連性スコアを計算するコンピュータへの命令を更に含む
請求項２８に記載の物品。
【請求項３０】
　前記第２の関連性スコアに基づいて前記第２の文書集約物をソートする命令を更に含む
請求項２８に記載の物品。
【請求項３１】
　前記集約物の前記ソートに基づいて前記文書集約物を階層に分割し、階層の選択に基づ
いて前記クエリ結果の表現を限定する命令を更に含む請求項２５に記載の物品。
【請求項３２】
　隣接層を前記順位付けに存在する変曲点で分割する命令を更に含む請求項２５に記載の
物品。
【請求項３３】
　前記計算された関連性スコアと、様々な計算されたスコアで表された前記集約物内の文
書の量とに基づいて、前記第１の集約物の図形表現と、前記図形表現と通信する命令と、
を更に含み、
　前記命令が、集約結果の区分の線を、前記線の第１の側で参照される全ての文書を含め
、前記線の第２の側で参照される全ての文書を除外するよう動的に設定する請求項２５に
記載の物品。
【請求項３４】
　前記第１の集約物に曲線当てはめルーチンを実行する命令を更に含み、前記ルーチンが
、前記第１の集約物のデータに対して論理関数を計算し、前記関数の少なくとも１つの導
関数を計算する請求項２５に記載の物品。
【請求項３５】
　前記関数の選択された導関数内で前記第１の集約物内の結果を限定し、前記選択された
関数導関数内に入ったデータを返す命令を更に含む請求項３４に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子文書コレクション、コレクションへのクエリの送出、及びクエリ結果の
提示に関する。より具体的には、本発明は、サーチされる知財文書の各セクションに重点
を置くことによってサーチプロファイルを作成し、サーチプロファイルの少なくとも１つ
に対して返されたクエリ結果の関連性（relevancy）に基づいてクエリ結果を提示するこ
とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　審査のために提出される全ての知財文書は、世界中のどの特許局（以下では、特許庁又
は特許局）かを選択する以前に、各知財文書が、新規で有用で非自明であると考えられる
ことを含む、特定の要件を満たさなければならない。審査のための知財文書を適切に作成
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するには、一発明に一特許だけが与えられるというような、関連技術分野の従来における
知財文書（すなわち、先行技術）の知識を有することが有用である。先行技術を確認する
プロセスは、サーチとして知られる。サーチの結果は、一般に、その後の知的財産権出願
の作成者が、特許可能又は別の方法で保護可能な内容と考えられまた発明者又は知的財産
権の所有者の目的を達成するのに妥当な戦略の策定を支援するものに労力を集中させるの
に役立つ。
【０００３】
　現在の電子情報時代における技術の発展前は、知的財産権サーチが手作業で行われたこ
とは知られている。サーチャは、開示を調査し、分類体系に基づいて、その開示が分類さ
れているはずの場所を確認し、その後で分類内の文書と記録のサーチを行う。サーチャが
、行われるサーチの定義範囲に基づいて知財文書の適切なセクションを視覚的に調査する
ことは認識されている。情報技術の出現により、ほとんどの知的財産権付与と公開出願が
、電子的形態でしか利用できなくなったため、ほとんどの管轄範囲で手作業のサーチが利
用できなくなった。電子形式の知財文書の出現により、電子知的財産権データベースのサ
ーチに、手動サーチに使用されたものと類似の戦略が使用されることがある。
【０００４】
　様々な結果を得るために様々な分類のサーチが依頼されることがある。例えば、知的財
産権資産の出願をすべきかどうかを確認するために、新規性サーチが依頼されることがあ
る。製品が現行の知的財産権資産のクレームの対象かどうかを確認するために、製品クリ
アランスサーチが依頼されることがある。知的財産権資産の発行クレームが有効かどうか
を判定するために、無効性サーチが依頼されることがある。従来の電子知財文書サーチツ
ールは、様々な分類のサーチに対応していなかった。より正確に言うと、サーチを行う人
（サーチャとして知られる）には、サーチで調査する知財文書のセクションをサーチ範囲
に基づいて限定する負担がかかる。データベースの付与済み知的財産権と公開済みで係属
中の知的財産権出願の量が増えており、各サーチでより多くの関連文書を調査しなければ
ならないので、サーチャの負担が増大した。
【０００５】
　従って、クエリ送信の結果を編成して結果を評価することと関連した負担を軽減し、か
つ電子形式の知財文書を利用するためにサーチャよって使用されるツールが必要である。
このツールは、サーチャが、サーチ中に知財文書の様々なセクションを活用して、正確で
、妥当で、望ましいサーチ結果を効率的かつ効果的に決定することを可能にしなければな
らない。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、特許文書のコレクションを効率的かつ効果的にサーチするために方法、シス
テム及び物品を含む。
【０００７】
　本発明の一様相では、電子文書コレクションのサーチの結果に関連性を割り当てるため
にコンピュータで実施される方法が提供される。特許文書のコレクションを集約し索引付
けし、コレクション内の各特許文書は、複数のセクションからなる。コレクション内の各
特許の各セクションを識別する。文書コレクションのサーチプロファイルを編成する。サ
ーチプロファイルは、コレクション内に各文書の識別された各セクションの選択を含む。
各プロファイルに関して、特定のセクションのそれぞれに重みを割り当てる。コレクショ
ンへのクエリの送信時に、サーチプロファイルが選択され、クエリデータが、選択された
プロファイル内の重みが識別され割り当てられたような文書コレクションの各セクション
内のデータと比較される。関連性スコアは、クエリ送信から生成された文書の集約物（co
mpilation）内の返された文書ごとに計算される。集約物内の文書は、計算された関連性
スコアに基づいて順位付けされる。その後で、集約物の結果は、順位付けに基づいて動的
に限定される。適用された動的限定に基づいて、ソートされた関連文書の第１の集約物が
生成される。
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【０００８】
　本発明の別の態様では、コンピュータシステムは、記憶媒体と通信するプロセッサと、
記憶媒体上に維持される電子文書コレクションとを備える。電子文書コレクションは、知
財文書の集約物である。知財文書の特性に基づいて、コレクション内の各文書は、複数の
セクションを有する。文書のコレクションを索引付けし集約するためにディレクタが使用
される。ディレクタは、コレクション内の文書の各セクションを識別するドキュメントマ
ネージャと通信する。更に、文書コレクションのサーチプロファイルを編成するプロファ
イルマネージャが提供される。プロファイルマネージャは、ドキュメントマネージャと通
信し、サーチプロファイルを使用して、集約されたコレクション内の各文書の特定の各セ
クションの選択を含める。プロファイルに含める特定のセクションを選択することに加え
て、プロファイルマネージャは、各プロファイル内の選択された各セクションに重みを割
り当てる。重みは、関連付けられたセクションへの重点の反映である。クエリ時に、クエ
リマネージャは、文書コレクションにクエリを送信する。クエリは、少なくとも１つのサ
ーチプロファイルの選択を含み、クエリデータを、プロファイル内で反映されたような文
書の各セクション内のデータと比較する。クエリマネージャによって送信された後で、関
連する特許文書の集約物が生成され返される。返された集約物内の各文書は、割り当てら
れた重みと関連性スコアとを有する少なくとも１つの特定のプロファイルセクション内の
データに対するクエリの一致を含む。クエリマネージャと通信し、集約物内の文書を順位
付けし、順位に基づいて集約物の結果を動的に限定する関連性ナビゲータが提供される。
適用される動的限定に基づいて、第１のソート関連文書集約物が作成される。
【０００９】
　本発明の更に別の態様では、コンピュータメモリ上の電子文書コレクションのサーチの
結果に関連性を割り当てるように構成されたコンピュータプログラム命令を含むコンピュ
ータ可読キャリアを備えた物品が提供される。コンピュータ可読キャリアは、関連性の割
り当てを行うコンピュータプログラム命令を含む。知財文書のコレクションを集約し索引
付けする命令が提供される。コレクション内の特許文書はそれぞれ、複数のセクションに
分割される。コレクションを索引付けした後、コレクション内の各文書の各セクションを
識別する命令が提供される。文書のセクションを識別した後で、文書コレクションのサー
チプロファイルを編成する命令が提供される。サーチプロファイルは、コレクション内の
各文書の識別された各セクションの選択物である。更に、サーチプロファイル内の識別さ
れた各セクションに重みを割り当てる命令が提供される。文書コレクションにクエリを送
信した後で、少なくとも１つのサーチプロファイルを選択し、クエリデータを、プロファ
イル内の識別されたコレクション内の文書のセクション内のデータと比較する命令が提供
される。次に、クエリ送信から生成された文書の集約物内の返された各文書の関連性スコ
アを計算し、スコアに基づいてコレクション内の文書を順位付けする命令が提供される。
順位付けが完了した後で、順位に基づいて集約物内の結果を動的に限定する命令が提供さ
れる。集約物に適用される動的限定に基づいて、第１のソート関連文書集約物が生成され
返される。
【００１０】
　本発明の他の特徴及び利点は、添付図面と関連して行われる本発明の現在の好ましい実
施形態の以下の詳細な説明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本明細書で参照した図面は、明細書の一部を構成する。図面に示された特徴は、明示的
に示されない限り、本発明の全ての実施形態ではなく本発明の一部の実施形態だけを示す
ものである。その他の場合にはこれと逆の意味は含まれない。
【００１２】
【図１】１つ又は複数のプロファイルを生成するために特許文書のセクションを識別する
プロセスを示すフローチャートである。
【００１３】
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【図２】１つ又は複数のプロファイルのための二次重みを作成するプロセスを示すフロー
チャートである。
【００１４】
【図３】二次重みを使用して各プロファイルセクション内の文字列一致が起こる場所を反
映させるプロセスを示すフローチャートである。
【００１５】
【図４】二次プロファイルを作成し、クエリ送信からのサーチ結果に重みを割り当てるプ
ロセスを示すフローチャートである。
【００１６】
【図５】クエリ結果セットに二次プロファイルを適用するプロセスを示すフローチャート
である。
【００１７】
【図６】クエリ結果をソートするプロセスを示すフローチャートである。
【００１８】
【図７】本発明の好ましい実施形態による返されソートされた結果に関連性を割り当てる
プロセスを示すフローチャートであり、発行特許の最初のページに印刷するように提案さ
れる。
【００１９】
【図８】基となる文書コレクションのクエリ結果の表現を動的に限定するプロセスを示す
フローチャートである。
【００２０】
【図９】基となる文書コレクションのクエリ結果に対する限定を動的に設定するツールと
してグラフィカルユーザインタフェースを使用するプロセスを示すフローチャートである
。
【００２１】
【図１０】グラフィカルユーザインタフェースの例を示すブロック図である。
【００２２】
【図１１】基となる文書コレクションのクエリ結果をソートし解析するために使用される
１組のツールのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本明細書に概略的に述べられ示されたような本発明の構成要素が、様々な異なる構成で
構成され設計されてもよいことを容易に理解されよう。したがって、図に示されたような
本発明の装置、システム及び方法の実施形態の以下の詳細な説明は、請求されたような本
発明の範囲を限定するものではなく、単に発明の特定の実施形態を表すものである。
【００２４】
　本明細書に記述された機能ユニットは、マネージャとディレクタとして示された。マネ
ージャ及び／又はディレクタは、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブ
ルアレイロジック、プログラマブルロジックデバイスなどのプログラマブルハードウェア
デバイスで実現されてもよい。また、マネージャ及び／又はディレクタは、様々なタイプ
のプロセッサによって実行されるソフトウェアで実現されてもよい。たとえば、実行可能
コードの特定のマネージャ及び／又はディレクタは、たとえば、オブジェクト、プロシー
ジャ、関数又は他の構造として編成されてもよいコンピュータ命令の１つ又は複数の物理
又は論理ブロックからなってもよい。しかしながら、特定のマネージャ及び／又はディレ
クタの実行可能ファイルは、物理的に一緒に配置されなくてもよいが、論理的に結合され
たときに、マネージャ及び／又はディレクタを構成しかつマネージャ及び／又はディレク
タの規定の目的を達成する、異なる場所に記憶された個別の命令からなってもよい。
【００２５】
　実際には、実行可能コードのマネージャ及び／又はディレクタは、単一の命令でも多数
の命令でもよく、いくつかの異なるコードセグメントにわたって、様々なアプリケーショ
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ン間で、またいくつかのメモリ素子にわたって分配されてもよい。同様に、運用データは
、本明細書ではマネージャ及び／又はディレクタ内に特定され示されてもよく、任意の適
切な形で実施され、任意の適切なタイプのデータ構造内に編成されてもよい。運用データ
は、単一のデータセットとして収集されてもよく様々な記憶装置を含む様々な場所に分配
されてもよく、また少なくとも部分的にシステム又はネットワーク上の電子信号として存
在してもよい。
【００２６】
　本明細書全体にわたって参照する「特定の実施形態」、「一実施形態」又は「実施形態
」は、実施形態と関連して記述される特定の特徴、構造又は特性が、本発明の少なくとも
１つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、本明細書全体にわたる様々な場
所に現れる語句「特定の実施形態」、「一実施形態では」、又は「実施形態では」は、必
ずしも同じ実施形態を指すとは限らない。
【００２７】
　更に、説明した特徴、構造又は特性は、１つ又は複数の実施形態において任意の適切な
仕方で組み合わされてもよい。以下の説明では、本発明の実施形態の完全な理解を提供す
るために、多数の特定の詳細が提供される。しかしながら、当業者は、本発明を、１つ又
は複数の特定の詳細なしに、又は他の方法、構成要素、材料などにより、実施できること
を理解するであろう。他の例では、本発明の態様を不明瞭にしないように、周知の構造、
材料又は操作は詳細に示されず説明されない。
【００２８】
　本発明の示された実施形態は、図面を参照することによって最もよく理解され、全体に
わたって同じ部品は同じ番号によって示される。以下の説明は、単なる例として意図され
、本明細書で請求される発明と適合する装置、システム及びプロセスの特定の選択された
実施形態を単に示す。
【００２９】
［概要］
　知財文書コレクションは、発行され公開された出願の集約物である。特許文書コレクシ
ョンは、知財文書コレクションの部分集合（サブセット）である。特許文書は、発行特許
許可と公開特許出願の形で来る。２つのカテゴリの文書間の違いが、それらの実施可能値
を識別する。より具体的には、特許許可は、法廷で執行することができる実際の財産権で
あり、一方、公開特許出願は、係属中の特許権である係属出願である。各特許文書は、複
数のセクションに解析され、各セクションは、文字列データとしても知られる記述された
単語と句を含む。コレクションのサーチに適応するために、コレクション内の各文書が、
各文書内のセクションに基づいて解析され、知財文書の解析されたセクションのそれぞれ
に重みが割り当てられる。重みは、文書の１つ又は複数の特定のセクションに、クエリの
ために置かれる重点の数値尺度である。文書セクションの選択が、特定のセクションに割
り当てられた重みと共に、サーチプロファイルを作成する。サーチの範囲に応じて、サー
チは、文書の特定セクションに限定されることもあり、文書の各セクション内の適合クエ
リデータに異なる重点が置かれてもよい。クエリ送信からのクエリ結果の表現に適応する
ために、結果の関連性が動的に限定されることがある。より具体的には、結果と関連付け
られた関連性は、結果の統計解析、クエリ結果の全体、及び／又はサーチプロファイルの
特性に基づいて動的に修正されてもよい。従って、サーチプロファイルの作成と選択は、
サーチ結果の定量化と表現に直接関連する。
【００３０】
［技術的詳細］
　実施形態の次の説明では、実施形態の一部分を構成し、本発明を実施することができる
特定の実施形態を説明図によって示す添付図面を参照する。本発明の範囲から逸脱するこ
となく構造的な変更を行うことができるので、他の実施形態を利用できることが理解され
る。
【００３１】
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　発行され公開された知財文書を示す文書は、複数のセクションに分けられることが理解
される。各セクションは、完成した出願を提出するのに必要とされ、各セクションには目
的がある。基となる知的財産権の各セクションの詳細は、本明細書では考察されない。し
かしながら、開示のために、知財文書の例として、特許の様々なセクションを特定する。
ほとんどの場合、各特許出願は、名称、優先権出願日、要約、背景の説明、サマリ、図面
の簡単な説明（ある場合）、図面（ある場合）、発明の詳細な説明、及び特許請求の範囲
を含む。
【００３２】
　特許業界では、サーチの目的により様々なサーチカテゴリが使用されている。例えば、
侵害及び／又は製品クリアランスサーチは、特許請求の範囲の文言と関係し、したがって
、本質的に文書コレクション内にある特許請求の範囲を対象とすべきである。妥当性及び
／又は無効性サーチは、既知の先行技術と関係し、特許文書の優先権出願日の特定を必要
とする。発明者が、特許出願の提出前又は後にその発明の新規性を判定しようとするとき
は、発明者その代理人又は代表者が、新規性サーチを依頼することがある。そのようなサ
ーチは、特許請求の範囲を重視せず、発明の詳細な説明に注目することがある。従って、
本明細書に示されたように、各サーチは、文書コレクション内の特許文書の様々なセクシ
ョンに重点を置く。
【００３３】
　図１は、１つ又は複数のプロファイルを作成するために特許文書のセクションを識別す
るプロセスを示すフローチャート（１００）である。例えば米国特許商標局に関しては、
現行の施行規則の下で、米国特許商標局に提出された各特許文書は、名称、技術分野と従
来技術の説明を含む背景、発明の要約、図面の簡単な説明、図面、好ましい実施形態の詳
細な説明、特許請求の範囲、及び要約を含む。一実施形態では、全ての特許文書が、化学
的実施例、いくつかの外国特許、特許文書などに、図面を含むとは限らない。同様に、他
の国々、地方事務所及び従来の国内慣例では、特許文書に異なる量のセクションがあるこ
とがあり、セクションが異なる順位で示されることがある。従って、クエリでコレクショ
ン内の特許文書の１つ又は複数のセクションに重点を置く前に、文書の出所、文書の様々
なセクション、及びコレクション内のセクションの編成順位を識別しなければならない。
【００３４】
　最初に、特許文書のコレクションを集約し索引付けする（１０２）。当該技術分野では
、特許及び特許公報が、複数のセクションからなることが理解される。文書の集約に続い
て、文書のコレクション内の各特許の各セクションを識別する（１０４）。特許文書内の
セクションの数に変数ＮＴｏｔａｌを割り当てる（１０６）。様々なサーチ要求に対処す
るために様々なプロファイルを作成する。プロファイルは、特許文書のセクションの様々
な組み合わせに重点を置き、かつ／又はセクションに値０を割り当てることによってサー
チ自体の際に文書の１つ又は複数のセクションを検討から外すことによって作成される。
プロファイル式サーチを支援するために、少なくとも１つのプロファイルが作成される。
しかしながら、一実施形態では、プロファイルの選択に対応して特定のサーチの要求に応
えるために、複数のプロファイルが作成される。ステップ（１０６）で、特許文書のセク
ションが識別された後で、プロファイル指定と関連付けられたカウント変数Ｘが、初期化
され、整数１に割り当てられ（１０８）、特許文書のセクションに関係するカウント変数
Ｎが、整数１に割り当てられる（１１０）。特許文書コレクションのセクションＮから始
めて、セクションＮが、作成されるプロファイル（プロファイルＸ）の一部として使用さ
れるどうかが判定される（１１２）。ステップ（１１２）の判定で肯定応答の場合、セク
ションＮがプロファイルＸに接続される（１１４）。セクションＮの選択により、セクシ
ョンＮに一次重み（primary weight）が割り当てられる（１１６）。一次重みは、プロフ
ァイルＸにとってのセクションＮの重要度を示す数値であり、この重要度は、任意の予め
選択されたセクションと、プロファイルに結合されるかプロファイルから外される他のセ
クションとを含む、特許文書コレクションの他のセクションに対するものである。ステッ
プ（１１６）の後、又はステップ（１１２）の判定に否定応答した後で、特許文書のセク
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ションと関連付けられた変数Ｎが、増分される（１１８）。次に、集約され索引付けされ
たコレクション内の特許文書の識別された全てのセクションが、プロファイルＸに結合す
るかプロファイルＸから外すことに関して評価されたかどうか判定される（１２０）。ス
テップ（１２０）の判定で肯定応答の場合、プロファイルＸのプロファイル作成プロセス
を終了する（１２２）。これと反対に、ステップ（１２０）の判定で否定応答の場合は、
次にステップ（１１２）に戻り、プロファイルＸに関してコレクション内の更に別のセク
ションを検討する。次に、文書コレクションのために作成すべき更に別のプロファイルが
あるかどうかを判定する（１２４）。ステップ（１２４）の判定で肯定応答の場合は、次
にカウント変数Ｘが増分され（１２６）、ステップ（１１０）に戻る。これと反対に、ス
テップ（１２４）の判定で否定応答の場合、Ｘと関連付けられた数を変数ＸＴｏｔａｌに
割り当てることによりプロファイルの作成を終える（１２８）。従って、特許文書コレク
ションのために１つ又は複数のプロファイルを作成することができ、各プロファイルは、
特許文書コレクション内の１つ又は複数の特定されたセクションに重点を置く。
【００３５】
　図１に示されたように、サーチプロセス中に特許文書の選択セクションの採用を重視す
るか重視しないために１つ又は複数のプロファイルが作成されてもよい。図２は、各作成
プロファイルに追加されることがある追加次元の重点を示すフローチャート（２００）で
ある。より具体的には、各プロファイルの選択セクション内の一致文字列の量に基づいて
、重みスコアに加えるか重みスコアから減じるために、二次重み（secondary weight）の
形の付加的な重みが使用されることがある。変数ＸＴｏｔａｌは、図１に示されたような
作成プロファイルの量を表すために割り当てられ（２０２）、カウント変数Ｘは、整数１
に割り当てられる（２０４）。その後で、変数ＹＴｏｔａｌは、図１に示されたように、
プロファイルＸ内のセクションの量を重み割り当てで表すために割り当てられる（２０６
）。プロファイルの個々のセクションを評価するために、カウント変数Ｙは、整数１に割
り当てられる（２０８）。次に、プロファイルＸのセクションＹに二次重みが追加される
かどうか判定される（２１０）。ステップ（２１０）の判定で否定応答の場合は、次にス
テップ（２３０）にジャンプし、必要に応じてプロファイル内の次のセクションを評価す
る。これと反対に、ステップ（２１０）の判定で肯定応答の場合は、次に第２のクエリが
行われ、二次重み割り当てが層状構造（tiered structure）になるかどうかを判定する（
２１２）。より具体的には、各プロファイルは、選択されたプロファイルによるサーチプ
ロセス中に返されたデータ文字列一致の量に依存する重み値の階層を含むことがある。ス
テップ（２１２）の判定で否定応答の場合は、次にセクションＹへの二次重み割り当てを
使用するために返さなければならないデータ文字列一致の最小しきい値を設定する（２１
４）。ステップ（２１４）に続いて、プロファイルＸ，セクションＹの二次重み値が設定
される（２１６）。ステップ（２１４）及び（２１６）の入力は、二次重み構造に適合す
るパラメータを、ステップ（２１２）で確立された通りに設定することである。従って、
各プロファイルセクションに関して、一致のしきい値を超えたときにサーチ結果に重点を
置くように二次重み値が設定されてもよい。
【００３６】
　単一の二次重み値の設定に加えて、プロファイルの各選択セクションは、二次重みしき
い値の階層に対応するように構成されてもよい。ステップ（２１２）の判定で肯定応答の
後で、変数ＺＴｏｔａｌは、プロファイルＸ，セクションＹに割り当てられる階層しきい
値の量に割り当てられ（２１８）、層カウント変数Ｚが、整数０に設定される（２２０）
。ステップ（２２０）の後で、プロファイルＸ，セクションＹ，層（tier）Ｚに対する二
次重み割り当てを使用するために返されなければならないデータ文字列一致の最小しきい
値が設定され（２２２）、プロファイルＸ，セクションＹ，層Ｚの二次重み値が設定され
る（２２４）。選択された層Ｚに重み値が設定された後、層カウント変数Ｚが増分され（
２２６）、続いて、プロファイルＸ，セクションＹの全ての層に関して全ての重み値が設
定されたかどうかが判定される（２２８）。ステップ（２２８）の判定で否定応答の後、
ステップ（２２２）に戻る。これと反対に、（２２８）の判定で肯定応答の後又はステッ
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プ（２１６）に続いて、カウント変数Ｙが増分され、選択プロファイルの次のセクション
の評価に移る（２３０）。次に、二次重みしきい値の階層の割り当てのために、選択プロ
ファイルの全てのセクションが評価されかどうかを判定する（２３２）。ステップ（２３
２）の判定で否定応答の場合は、次にステップ（２１０）に戻り、ステップ（２３２）の
判定で肯定応答の場合は、次にプロファイルカウント変数Ｘが増分される（２３４）。ス
テップ（２３４）に続いて、二次重みの割り当てに関して作成プロファイルがすべて評価
されたかどうか判定される（２３６）。ステップ（２３６）の判定での否定応答に続いて
、ステップ（２０６）に戻り、ステップ（２３６）の判定での肯定応答は、作成プロファ
イルの選択くセクションに二次重みしきい値の階層を割り当てることで終わる（２３８）
。従って、各プロファイルは、二次重みの階層により、各プロファイルの選択セクション
とプロファイル内の一致文字列の量の両方に重点を置くように構成されてもよい。
【００３７】
　図２に示されたように、二次重みの階層（すなわち、層）は、解析される文書コレクシ
ョン内のクエリ文字列とデータの一致の量に関する１つ又は複数のしきい値に基づく二次
重みにより、プロファイルの個々の各セクションに適用されてもよい。別の実施形態では
、図３に示されたように、二次重みは、１つ又は複数のプロファイルセクション内の文字
列一致が起こる場所を反映してもよい。この二次重みは、図２に示された二次重みと別で
もよく追加でもよい。図１に示されたように、変数ＸＴｏｔａｌは、作成プロファイルの
量を表すように割り当てられ（３０２）、カウント変数Ｘは、整数１に割り当てられる（
３０４）。その後で、変数ＹＴｏｔａｌは、重み割り当てでプロファイルＸ内のセクショ
ンの量を表すように割り当てられ（３０６）、カウント変数Ｙが、整数１に割り当てられ
る（３０８）。次に、プロファイルＸ，セクションＹに二次重みが追加されたかどうか判
定される（３１０）。ステップ（３１０）の判定で肯定応答の後、プロファイルＸ，セク
ションＹが複数のサブセクションに分割される（３１２）。ステップ（３１２）での分割
には様々な実施形態が使用できる。例えば、一実施形態では、最初の文に限定される第１
のサブセクション、最後の文に限定される第３のサブセクション、及び第１と第３のサブ
セクション間にある全てのデータに限定される第２のサブセクションを含む３つのサブセ
クションがあってもよい。同様に、別の実施形態では、プロファイルＸ，セクションＹが
複数のセクションに分割されてもよく、各セクションの長さは、全体としてプロファイル

Ｘ，セクションＹの割合に関係する。サブセクションの量の決定に使用される方法に関係
なく、各プロファイルＸ，セクションＹは、プロファイルＸ，セクションＹ内だけでなく
選択サブセクション内の一致の場所の一致文字列を反映させるために割り当てられた二次
重みを有する２つ以上のサブセクションに分割されてもよい。
【００３８】
　ステップ（３１２）に続いて、変数ＺＴｏｔａｌが、プロファイルＸ，セクションＹの
ために作成されたサブセクションの量に割り当てられ（３１４）、カウント変数Ｚが、整
数１に割り当てられる（３１６）。プロファイルＸ，セクションＹ，サブセクションＺに
は二次重みが割り当てられる（３１８）。ステップ（３１８）での割り当てに続いて、カ
ウント変数Ｚが増分され（３２０）、次にプロファイルＸ，セクションＹ内に、二次重み
割り当てに関して評価されなかったサブセクションが他にないかどうか判定される（３２
２）。ステップ（３２２）の判定で否定応答の後、ステップ（３１８）に戻る。これと反
対に、ステップ（３２２）の判定で肯定応答又はステップ（３１０）の判定で否定応答の
後で、カウント変数Ｙが増分される（３２４）。次に、プロファイルＸ内に、二次重みの
割り当てに関して評価されなかったセクションがあるかどうか判定される（３２６）。ス
テップ（３２６）の判定で否定応答の後、ステップ（３１０）に戻る。これと反対に、ス
テップ（３２６）の判定で肯定応答の後、カウント変数Ｘが増分され（３２８）、全ての
プロファイルが、二次重み割り当てに関して評価されたかどうか判定される（３３０）。
ステップ（３３０）の判定で否定応答の後、ステップ（３０６）に戻り、肯定応答の場合
は、二次重み割り当てプロセスを終える。これにより、プロファイルセクションは、１つ
又は複数の特定のサブセクションに割り当てられた二次重みにより、物理的な場所に基づ
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いて複数のサブセクションに細分されてもよい。
【００３９】
　図１～図３では、特許文書を一致文字列セットに関してサーチし、一致を有する各文書
の様々なセクションに重みを適用するための一次プロファイルを作成した。また、一致文
字列セットを有する文書の集約物に基づいて二次プロファイルを使用してもよい。より具
体的には、結果をサーチャに提示する前に、二次的検討に基づいて結果に二次重みを適用
するために二次プロファイルを使用してもよい。優先日及び／また公開日を含むがこれら
に限定されない特許文書の様々な特徴が二次重みの使用に利用されてもよい。特許業界で
は、優先日は、特許ファミリ内の最も早い日付を表す。より具体的には、優先日は、発明
を詳細に記述した特許出願を最初に出願するときに発明に設定される。特許文書の公開日
は、発行特許が許可される日付を表し、特許公開の公開日は、係属中の特許出願が公開さ
れた日付を表す。これらの日付のうちの１つ又は全てから日付を利用する二次プロファイ
ルが作成されてもよい。
【００４０】
　図４は、クエリ送信から返された文書データと関連付けられた日付因子に基づいて重み
をサーチ結果に割り当てる、二次プロファイルを作成するプロセスを示すフローチャート
（４００）である。一実施形態では、日付因子には、公開日、出願日及び外国優先日が限
定なし挙げられる。最初に、二次プロファイル（SecondaryProfile）を設定する（４０２
）。クエリ送信からの文書の量を変数ＮＴｏｔａｌに割り当て（４０４）、カウント変数
Ｎを整数１に設定する（４０６）。１組の返された文書内の文書Ｎに関して、優先日を取
得し（４０８）、続いて変数Ｎを増分する（４１０）。次に、１組の返された文書に関し
て因子SecondaryProfileの取得が完了したかどうかが判定される（４１２）。ステップ（
４１２）の判定で否定応答の後、ステップ（４０８）に戻る。これと反対に、ステップ（
４１２）の判定で肯定応答の後、抽出されたSecondaryProfile因子に基づいてサーチ結果
内の文書をソートするソートアルゴリズムを実行する（４１４）。使用できるソートアル
ゴリズムには多くの様々な形態があり、したがって、本発明は、いかなる特定のソートア
ルゴリズムにも限定されない。コレクション内の文書のソートが完了した後で、変数文書

OLDを、組内の最も昔のSecondaryProfile日付を有する文書に割り当て（４１６）、変数
文書NEWを、組内の最も新しいSecondaryProfile日付を有する１つの文書に割り当てる（
４１８）。変数日付範囲を変数文書NEWと文書OLDとの差に割り当て（４２０）、日付範囲
を複数のセクションに分割する（４２２）。ステップ（４２２）での日付範囲の分割に使
用できる様々な実施形態がある。例えば、一実施形態では、文書NEWと関連付けられた日
付に最も近い文書に限定する第１のサブセクション、文書OLDと関連付けられた日付に最
も近い文書に限定する第３のサブセクション、及び第１と第３のサブセクションの間にあ
る日付を有する全ての文書に限定する第２のサブセクションを含む３つのサブセクション
がある。同様に、別の実施形態では、日付範囲は、複数のセクションに分割されてもよく
、各セクションが、コレクションからの文書の等しい分布を有する。従って、使用される
方法に関係なく、文書セット内の各サブセクションは、二次重みに基づくクエリ結果の関
連性により二次重みが適用されてもよい。
【００４１】
　少なくとも１つの二次データ基準に基づいてクエリ結果から文書をソートした後で、日
付範囲内のセクションの量に変数ＺＴｏｔａｌを割り当て（４２４）、カウント変数Ｚを
整数１に割り当てる（４２６）。日付範囲Zに重みを割り当て（４２８）、次に変数Ｚを
増分する（４３０）。ステップ（４３０）に続いて、各サブセクションの重みの割り当て
が完了したかどうかを判定する（４３２）。ステップ（４３２）の判定で否定応答に続い
て、ステップに戻る（４２８）。これと反対に、ステップ（４３２）の判定で肯定応答の
場合は、作成された各サブセクションの重み割り当てを終える。従って、データを表示す
る前に二次因子を更に強調するために、結果セットに二次重みを適用する二次プロファイ
ルが作成されてもよい。
【００４２】
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　文書コレクションのクエリ結果に対する二次因子の適用は、日付に限定されない。図５
は、特許文書のどれかと関連付けられた日付を使用しない結果セットに対する二次プロフ
ァイルの適用を示すフローチャート（５００）である。サーチを開始したとき、クエリに
対応するために１つ又は複数の文書コレクションを選択する（５０２）。一実施形態では
、文書コレクションは、知財文書コレクションの形でよい。同様に、一実施形態では、文
書コレクションは、米国特許商標局、日本特許庁、欧州特許庁などによって発行された文
書のコレクションなどの様々な状態の形でよい。文書コレクションを選択した後で、サー
チのためのプロファイルを選択する（５０４）。プロファイルの例は、前に図１～図３に
示された。ステップ（５０２）と（５０４）で選択が完了した後、クエリを入力してプロ
ファイル及び選択文書コレクションに送信する（５０６）。一実施形態では、クエリは、
文字列である。コレクション内のクエリの少なくとも１つの発生を有する文書の量のカウ
ントを決定し、変数ＸＴｏｔａｌに割り当て（５０８）、一致文書のためのカウント変数
Ｘを整数１に割り当てる（５１０）。更に、変数ＮＴｏｔａｌをクエリ送信用に選択した
プロファイル内のセクションの量に割り当て（５１２）、選択されたプロファイルのカウ
ント変数Ｎを整数１に割り当てる（５１４）。各文書Ｘ，セクションＮのスコアを計算す
る。一実施形態では、セクションＮ内のクエリの一致の数とセクションＮに割り当てられ
たポイントの量の積としてスコアを計算する（５１６）。一実施形態では、セクションＮ

へのポイント割り当ては、コレクション内の特定のセクションの値を示す。
【００４３】
　ステップ（５１６）に続いて、変数Ｎを増分し（５１８）、次にプロファイル内の全て
のセクションの評価が完了したかどうかを判定する（５２０）。ステップ（５２０）の判
定で否定応答の後、ステップに戻る（５１６）。これと反対に、ステップ（５２０）の判
定で肯定応答の後、変数Ｘを増分する（５２２）。次に、カウント内の全ての文書の評価
が完了したかどうか判定する（５２４）。ステップ（５２４）の判定で肯定応答の場合、
返された文書のスコア評価が終わる（５２６）。これと反対に、ステップ（５２４）の判
定で否定応答の後、ステップ（５１６）に戻り、プロファイルセクション全体にわたって
次の文書のスコアを評価する。
【００４４】
　全ての文書と選択プロファイルにスコアを割り当てた後、クエリ送信から返された文書
と選択プロファイルのそれぞれに関して総スコアを計算する（５２６）。前に図５に示さ
れたように、集約物内の各文書は、プロファイルで指定されたような一致文字列の量及び
それと関連した重みに基づく数値の形のスコアを含む。
【００４５】
　特許サーチを行うプロセスでは、どのサーチ結果がより関連性が高いかを決定すること
が重要であることは理解される。したがって、スコアは、クエリへの寄与因子であること
に加えて、一致文書の順位付けを提供するためにも使用される。順位付けは、返されたど
の文書が、返された他の文書より関連性が高いと思われるかを示す。順位付けと一緒に使
用される様々な因子があり、そのような因子には、スコアに基づく順位及び／又は順位と
二次因子の組み合わせが挙げられる。
【００４６】
　図６は、クエリから返された文書を、返された文書１個当たりとプロファイル内のセク
ション１個当たりのスコア割り当てに基づいてソートするプロセスを示すフローチャート
（６００）である。図５で計算されたように、変数ＸＴｏｔａｌは、クエリ送信の少なく
とも１つの発生を有するクエリ内の返された文書の総量に割り当てられる（６０２）。次
に、ソートアルゴリズムを呼び出して文書をソートする（６０４）。一実施形態では、文
書は、最高スコアから最低スコアの順序でソートされてもよく、最低スコアから最高スコ
アの順序でソートされてもよい。様々な形のソートアルゴリズムを使用することができ、
したがって、本発明は、如何なる特定のソートアルゴリズムにも限定されない。コレクシ
ョン内の文書のソート全体が完了した後で、クエリで選択されたプロファイル内の文書コ
レクションもそれぞれソートし、各セクション内の文書のソートを作成する。一実施形態
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では、返された文書をソートするプロセスは、スコア結果の順位付けと考えることができ
る。変数ＮＴｏｔａｌは、サーチに選択されたプロファイル内のセクションの量を表す（
６０６）。セクションカウント変数Ｎを整数１に初期化し（６０８）、文書カウント変数
Ｘを変数１に初期化する（６１０）。セクションＮに関して、クエリ入力の少なくとも１
つの発生を有する各文書Ｘを、最初の文書Ｘから最後の文書ＸＴｏｔａｌまでソートする
（６１２）。セクションＮのソートを完了した後で、変数Ｎを増分し（６１４）、続いて
選択プロファイル内の全てのセクションがソートに関して評価されたかどうかを判定する
（６１６）。ステップ（６１６）の判定で否定応答の後、（６１２）に戻る。これと反対
に、ステップ（６１６）の判定で肯定応答の場合は、特定プロファイル内の全てのセクシ
ョンが、ソートされた文書の総数を有することを示す。従って、クエリ結果のソートは、
２つのレベルで行われ、第１のレベルは、全体のクエリであり、第２のレベルは、プロフ
ァイルを含む特定セクションによるソートである。
【００４７】
　文書コレクションのソートが完了した後、ソートされたクエリ結果を伝えるために様々
なツールを起動することができる。より具体的には、クエリが完了しクエリ結果をソート
する際に、クエリ送信者に伝えられるデータは、全体としてクエリからの結果の関連性及
び／又は送信クエリプロファイル内のセクション１個当たりの関連性に基づく。図７は、
返されソートされたサーチ結果に関連性を割り当てるプロセスを示すフローチャート（７
００）である。サーチ結果を返した層の量を変数ＴＴｏｔａｌに割り当てる（７０２）。
一実施形態では、変数ＴＴｏｔａｌは、静的変数である。しかしながら、別の実施形態で
は、変数ＴＴｏｔａｌは、動的変数でもよい。関連性の評価は、２つのレベルで行われて
もよく、第１のレベルは、クエリ結果内の全ての文書に基づき、第２の評価は、各プロフ
ァイル文書コレクションに基づく。変数ＸＴｏｔａｌは、クエリから返されソートされた
全ての文書を表し（７０４）、各層Ｔに割り当てられるクエリ結果の量ＱＳを計算するた
めに、層ＴＴｏｔａｌの量によって割られる（７０６）。クエリ結果を層Ｔに割り当てる
ために、層カウント変数Ｔを整数１に初期化し（７０８）、層に割り当てられる文書を表
すカウント変数Ｘを整数１に初期化する（７１０）。ステップ（７０８）及び（７１０）
の初期化の後、文書Ｘを層Ｔに割り当てる（７１２）。ステップ（７１２）での割り当て
の後、変数Ｘを増分し（７１４）、層Ｔが、割り当てられたクエリ結果で満杯かどうかを
判定する（７１６）。ステップ（７１６）の判定で否定応答の後、ステップ（７１２）に
戻る。これと反対に、ステップ（７１６）の判定で肯定応答の後で、層Ｔに関するクエリ
結果の割り当てが完了する。次に、変数Ｔを増分し（７１８）、続いて層へのクエリ結果
の割り当てがすべて完了したかどうかを判定する（７２０）。ステップ（７２０）の判定
で否定応答の後、ステップ（７１０）に戻る。これと反対に、ステップ（７２０）の判定
で肯定応答の場合は、確立された層へのクエリ結果への割り当てを完了する。層へのクエ
リ結果のソートリストの割り当てが、最も関連性の高いものから最も関連性の低いものに
ソートする降順形式でもよく、最も関連性の低いものから最も関連性の高いものへの昇順
形式でもよいことに注意されたい。同様に、一実施形態では、ソート結果と順位付け結果
に変曲点があり、隣り合った層は変曲点で分割される。したがって、クエリ結果は、選択
ソート文書の関連性を強調するために層に割り当てられる。
【００４８】
　前述のように、クエリ結果は、クエリ送信のプロファイルに関係なく粗ベース（coarse
 basis）でソートされてもよい。しかしながら、層割り当ては、粒ベース（granular bas
is）としても知られるプロファイルベースで行われてもよい。より具体的には、クエリ送
信における各プロファイルは、プロファイルの特徴を考慮した返された文書の関連性の順
にソートされてもよい。プロファイルの使用を支援するために、プロファイルに割り当て
られた各組の文書は、図７に示されたように層に編成されてもよい。この粒プロファイル
の層割り当ては、プロファイルの特性に基づいてクエリ結果を更に伝達することを可能に
する。
【００４９】
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　前述のように、文書コレクションのクエリ結果内の各特許を解析して、関連性に基づい
て結果を提示することができる。一実施形態では、結果は、知財文書の返された集約物の
指定セクション内のデータ一致の値を強調するか強調しないように提示されてもよい。同
様に、一実施形態では、関連性に基づいてサーチ結果の表現が限定されもよい。クエリ結
果への層の割り当てに関して、選択層だけが表示に利用可能でもよく、選択層は、より関
連性の高いクエリ結果を含むと考えられる層でよい。同様に、クエリ結果のスコア付けに
関して、送信されたクエリに対して定義されたスコア内の結果だけを提示できるように限
定を割り当ててもよい。クエリ結果の表示を特定の関連性スコアを有する結果だけに限定
する他の形態を実施することができるので、クエリ結果の表示の限定は、本明細書に示さ
れた例に限定されるべきでない。
【００５０】
　一実施形態では、ソートされたクエリ結果は、関連文書の集約物として静的に提示され
る。しかしながら、別の実施形態では、文書コレクションの返しは、返された文書の順位
付けに基づいて動的に限定されてもよい。動的態様は、クエリ結果を反映させる関連性基
準の変更を支援する。図８は、クエリ結果の表示を動的に限定するための一実施形態を示
すフローチャート（８００）である。前述のように、クエリから返された各文書は、クエ
リ送信因子に対する関連性の数値因子に基づいてソートされる（８０２）。曲線当てはめ
ルーチン（curve fitting routine）は、数値データ、すなわち返された各文書に割り当
てられた関連性の数値因子に基づいて、返された文書の集約物に適用される（８０４）。
曲線当てはめルーチンは、集約物のデータに対する理論関数を計算する。より具体的には
、曲線当てはめルーチンは、この論理関数を未処理の関連性数値因子に基づいて決定する
。曲線当てはめルーチンに基づいて、集約物内の文書のいくつかは、論理関数の曲線上又
はその曲線近くであることがある（８０６）。論理関数の１つ又は複数の導関数が計算さ
れる（８０８）。集約物の結果を動的に制限するために、関数の導関数の量を選択する（
８１０）。より具体的には、集約の結果を最も関連性の高い文書に限定するには、動的選
択は、曲線当てはめルーチンの関数の一次導関数内に限定されることなる。同様に、集約
の結果を拡張するには（得られる文書の量が多くなる）、動的選択が、二次導関数（又は
もっと高次）に拡張される。選択する導関数の量に基づいて、導関数選択内にある文書の
集約物を返す（８１２）。従って、返された文書の集約物は、曲線当てはめルーチンの論
理関数に対する文書の近さに基づいて動的に修正される。
【００５１】
　図８に示された動的選択プロセス及びツールは、集約結果を限定する一実施形態を示す
。別の実施形態では、ソートされた集約物の全体結果とのユーザ対話及び修正を支援する
ために、ソースコード上の装飾として、グラフィカルユーザインタフェースが適用される
。図９は、グラフィカルユーザインタフェースの使用によって集約結果を動的に限定する
プロセスを示すフローチャート（９００）である。前述のように、クエリから返された各
文書を、クエリ送信因子に対する関連性の数値因子に基づいてソートする（９０２）。サ
ーチ結果をグラフ上にプロットする（９０４）。様々な形のグラフを使用することができ
る。一実施形態では、グラフは、返された文書の量を１つの軸上に有し、数値関連性因子
を別の軸に有する二次元グラフの形でよい。インタフェース上に、文書の量を特定の関連
性値に限定することができる機構が提供される（９０６）。一実施形態では、ユーザイン
タフェース上にスライダが提供され、ポインティングツールによって、スライダをグラフ
上に提供された任意の関連性値に移動させることができる（９０８）。スライダの移動に
基づいて、関連文書の量と、関連すると考えられる特定の文書が動的に変化する。より具
体的には、スライダは、区分線として働き、スライダ位置より上の関連性割り当てと関連
付けられた全ての文書は、関連あるものとして返され（９１０）、スライダ位置より下の
関連割り当てと関連付けられた文書はすべて返されない（９１２）。一実施形態では、ス
ライダ位置に割り当てられた関連性の全ての文書は、関連性があるものとして返される。
これと反対に、一実施形態では、スライダ位置に割り当てられた関連性の全ての文書は、
関連すると考えられないので、返されない。従って、グラフィカルユーザインタフェース
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上のスライダを移動させて、集約物内の関連すると考えられ返される文書を調整すること
ができる。
【００５２】
　図９で前述したように、グラフィカルユーザインタフェースを使用して、関連文書の動
的選択を容易にするツールを提供することができる。図１０は、グラフィカルユーザイン
タフェースの例を示すブロック図（１０００）である。より具体的には、コンピュータシ
ステム（１０００）は、バス構造（１００８）によってメモリ（１００６）に結合された
処理装置（１００２）を備える。１つの処理装置（１００４）だけが示されているが、一
実施形態では、拡張設計でより多くの処理装置が提供されてもよい。システム（１００２
）は、文書コレクション（１０４２）を収容するように構成された記憶媒体（１０４０）
と通信するように示された。一実施形態では、電子文書コレクションは、発行特許と公開
特許出願を含む特許文書の集約物を含む。記憶媒体（１０４０）は、処理装置（１００４
）と通信する。更に、システムは、画像データを表すために表示装置（１０５０）と通信
するように示された。表示装置（１０５０）と通信するために入力装置（１０５２）が使
用される。キーボード、マウス、トラックボール、電子ペンなどを含むがこれらに限定さ
れない様々な形の入力装置を使用することができる。表示装置（１０５０）上には、個々
の結果に付けられた計算された関連性スコアと、集約物を構成する文書の量の両方に基づ
いて、クエリ結果の集約の図形表現を伝達するグラフィカルユーザインタフェース（１０
５４）が提供される。一実施形態では、グラフィカルユーザインタフェース（１０５４）
は、プロセッサ（１００４）上で実行されるソースコード上の装飾として働く。グラフィ
カルユーザインタフェース内には、クエリ結果の部分集合の動的選択を支援するために、
入力装置（１０５２）によってアクセス可能な図形機構（１０６０）が提供される。一実
施形態では、図形機構（１０６０）は、クエリ結果の図形表現内で区切り線を表すスライ
ダの形である。図形機構（１０６０）が図形表現を横切って移動されるとき、集約物に入
れられる特定のクエリ結果が修正される。一実施形態では、一方の側で参照された全ての
文書及び／又は図形機構（１０６０）上に含まれる全ての文書は、クエリ結果に含めるよ
うに選択され、図形機構（１０６０）の別の側で参照された全ての文書は、除外される。
従って、グラフィカルユーザインタフェースの図形機構（１０６０）は、クエリ結果の集
約物に動的修正を適用するツールである。
【００５３】
　図１～図９に示されたように、文書コレクションにクエリを送信し、クエリに応じてコ
レクションを解析するプロセス及び／又は命令が使用される。しかしながら、本発明は、
プロセス又は１組の命令に限定されるべきでない。一実施形態では、本発明は、文書コレ
クションと通信するハードウェア要素からなってもよい。図１１は、クエリ送信によるサ
ーチプロファイルの送信に基づくクエリ結果を１つ又は複数の層内にソートし解析するた
めの１組のツールを示すブロック図（１１００）であり、このツールは、サーチプロファ
イル内の特定された知財文書の様々なセクションへの重みの割り当てを含む。図示された
ように、コンピュータシステム（１１０２）は、バス構造（１１０８）によってメモリ（
１１０６）に結合された処理装置（１１０４）を備える。１つの処理装置（１１０４）だ
けが示されているが、一実施形態では、拡張設計でより多くの処理装置が提供されてもよ
い。システム（１１０２）は、文書コレクション（１１４２）を収容するように構成され
た記憶媒体（１１４０）と通信するように示された。一実施形態では、電子文書コレクシ
ョンは、発行特許と公開特許出願を含む特許文書の集約物を含む。記憶媒体（１１４０）
は、処理装置（１１０４）と通信する。更に、システムは、画像データを表すための表示
装置（１１５０）と通信するように示された。本明細書で図示され説明される因子はそれ
ぞれ、文書コレクション（１１４２）に対するクエリ送信を支援する。
【００５４】
　コンピュータシステム（１１０２）に対してローカルに、メモリ（１１０６）及びプロ
セッサ（１１０４）と通信するディレクタ（１１６０）が提供される。ディレクタ（１１
６０）は、文書コレクション（１１４２）を集約し索引付けする役割をする。ディレクタ
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（１１６０）は、コレクション内の各文書の各セクションを識別するドキュメントマネー
ジャ（１１６２）と通信する。前述のように、特許文書コレクションの場合、各特許又は
公開特許出願は、特定の均一なセクションからなる。しかしながら、全ての特許文書コレ
クションが、均一な配置を有するとは限らない。したがって、ドキュメントマネージャ（
１１６２）は、コレクション内の文書のセクションを識別し、一実施形態では、識別した
セクションを表現する順位を識別するために使用される。ドキュメントマネージャ（１１
６２）と通信するプロファイルマネージャ（１１６４）が提供される。プロファイルマネ
ージャ（１１６４）は、文書コレクション（１１４２）のためのサーチプロファイルを編
成する。より具体的には、プロファイルマネージャ（１１６４）は、クエリに含めるため
にドキュメントマネージャ（１１６２）によって識別されるような文書の１つ又は複数の
セクションの選択を容易にし、選択された各セクションに重みを割り当てる。一実施形態
では、重みは、選択されたセクション内の一致データの重要性を識別する数値である。従
って、プロファイルマネージャ（１１６４）によって編成されるようなサーチプロファイ
ルは、クエリに関係する文書コレクションのセクションの概略を提供する。
【００５５】
　プロファイルマネージャ（１１６４）と通信するクエリマネージャ（１１６６）が、や
はりコンピュータシステム（１１０２）に対してローカルで、メモリ（１１０６）と通信
するように提供される。クエリマネージャ（１１６６）は、文書コレクション（１１４２
）へのクエリの送信により少なくとも１つのサーチプロファイルを選択する役割をする。
より具体的には、クエリマネージャ（１１６６）は、クエリデータを、プロファイル内で
識別されかつ重みが割り当てられた文書コレクション（１１４２）のセクション内のデー
タと比較する。クエリマネージャ（１１６６）は、関連性ナビゲータ（１１６８）と通信
し、集約物内の文書を関連性スコアに基づいて順位付けし、集約物内の結果を順位に基づ
いて動的に限定する働きをする。関連性ナビゲータ（１１６８）の使用と共にクエリマネ
ージャ（１１６６）によって行われるような比較により、適用された動的限定に基づいて
関連特許文書の集約物が得られる。一実施形態では、集約物は、表示装置（１１５０）に
提示される。同様に、一実施形態では、集約物は、記憶装置に一時的又は永続的に保持さ
れてもよい。クエリ送信者への伝達を容易にするために、クエリマネージャは、ソートマ
ネージャと通信して、文書ソートに基づいてクエリ送信の結果を順位付けする。
【００５６】
　一実施形態では、ディレクタ（１１６０）、ドキュメントマネージャ（１１６２）、プ
ロファイルマネージャ（１１６４）及びクエリマネージャ（１１６６）が、コンピュータ
システム（１１０２）に対してローカルなメモリ（１１０６）にあってもよい。しかしな
がら、本発明は、この実施形態に限定されない。例えば、一実施形態では、ディレクタ、
ドキュメントマネージャ、プロファイルマネージャ及びクエリマネージャ（１１６０）～
（１１６６）がそれぞれ、ローカルメモリ（１１０６）の外部のハードウェアツールとし
てあってもよく、あるいはハードウェアとソフトウェアの組み合わせとして実現されても
よい。同様に、一実施形態では、ディレクタ及びマネージャ（１１６０）～（１１６６）
が、記憶媒体（１１４０）と通信するリモートシステム上にあってもよい。従って、ディ
レクタとマネージャは、関連特許文書の集約物を得るために、電子特許文書コレクション
への１つ又は複数のクエリの送信を支援するソフトウェアツール又はハードウェアツール
として実現されてもよい。
【００５７】
　一実施形態では、本発明は、ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコードなど
を含むがこれらに限定されないソフトウェアで実現される。本発明は、コンピュータ又は
任意の命令実行システムによって使用するか又はそれらと関連して使用するためのプログ
ラムコードを提供するコンピュータ可用又はコンピュータ可読媒体からアクセス可能なコ
ンピュータプログラム製品の形をとることができる。この説明のため、コンピュータ可用
又はコンピュータ可読媒体は、命令実行システム、装置又は装置によって使用するか又は
それらと関連して使用するためのプログラムを含むか、記憶するか、通信するか、伝搬す
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るか、搬送することができる任意の装置でよい。
【００５８】
　本発明の範囲内の実施形態は、また、符号化されたプログラムコードを有するプログラ
ム記憶手段を含む製造物品を含む。そのようなプログラム記憶手段は、汎用又は専用コン
ピュータによってアクセスすることができる任意の入手可能な媒体でよい。限定ではなく
例として、そのようなプログラム記憶手段には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－
ＲＯＭ若しくは他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置若しくは他の磁気記憶
装置、又は所望のプログラムコード手段を記憶するために使用することができかつ汎用又
は専用コンピュータによってアクセスすることができる他の媒体を挙げることができる。
上記のものの組み合わせも、プログラム記憶手段の範囲に含まれるべきである。
【００５９】
　媒体は、電子、磁気、光学、電磁気、赤外線、又は半導体システム（又は、装置若しく
は素子）でよい。コンピュータ可読媒体の例には、半導体又は固体記憶装置、磁気テープ
、取外し可能なコンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出
し専用メモリ（ＲＯＭ）、剛性磁気ディスク、及び光ディスクがある。光ディスクの現在
の例には、コンパクトディスクＢ読み出し専用（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスクＢ
読書き（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）及びＤＶＤがある。
【００６０】
　プログラムコードを記憶しかつ／又は実行するのに適したデータ処理システムには、シ
ステムバスによってメモリ要素に直接又は間接に結合された少なくとも１つのプロセッサ
がある。メモリ要素には、プログラムコードの実際の実行中に使用されるローカルメモリ
、大容量記憶装置、及び実行中に大容量記憶装置からコードを取得しなければならない回
数を減らすために少なくとも一部分のプログラムコードの一時的記憶を提供するキャッシ
ュメモリを挙げることができる。
【００６１】
　入出力又はＩ／Ｏ装置（キーボード、表示装置、ポインティングデバイスなどを含むが
これに限定されない）は、システムに直接結合されてもよく、介在Ｉ／Ｏコントローラを
介して結合されてもよい。システムには、データ処理システムを、介在する専用又は公衆
ネットワークを介して他のデータ処理システム又はリモートプリンタ又は記憶装置に結合
することを可能にするネットワークアダプタが結合されてもよい。
【００６２】
　ソフトウェア実装は、コンピュータ又は任意の命令実行システムにより使用するか又は
それらと関連して使用するためのプログラムコードを提供するコンピュータ可用又はコン
ピュータ可読媒体からアクセス可能なコンピュータプログラム製品の形を取ってもよい。
【００６３】
［先行技術に対する利点］
　各知財文書は、当技術分野では、法令申告義務を満たすために必要なセクションの概要
が定義されていることが知られている。文書コレクションへのクエリの送信を容易にする
ために１つ又は複数のプロファイルが作成される。各プロファイルは、文書内の１つ又は
複数の特定のセクションに重みを与える。重みは、識別セクションの重要性を表し、返さ
れた集約物内の各文書の価値を高める。全てのクエリが同じとは限らない。例えば、化学
技術における知財文書が、必要に応じて、限られた数の図面を有することを理解されたい
。したがって、化学技術におけるクエリは、図面を重視せず、記述された文字をより重視
することがある。様々な結果を得るために様々なクエリがコレクションに送信される。従
って、識別セクションの異なる選択をそれぞれ使用し、また様々な選択セクションに様々
な重みをそれぞれ与える複数のプロファイルを作成することによって、クエリ送信を効率
的かつ効果的に処理して、文書結果の焦点の合った集約物を得ることができる。
【００６４】
　プロファイルが作成され、クエリ送信のために少なくとも１つのプロファイルが選択さ
れた後、次のステップは、選択されたプロファイルを並列にするようにクエリ結果の表現
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に対処する。一実施形態では、クエリは、ソートされ層の階層分類に位置付けられた文書
の集約物を作成する。これにより、クエリ結果の提示により関連性を直接示すことができ
る。別の実施形態では、クエリ結果は、更に、プロファイル内の選択されたセクションに
基づいて伝達されてもよく、第２組のクエリ結果は、プロファイルに表された個別のセク
ション及びそれぞれのセクション内の文書のソートに基づいて提示される。従って、プロ
ファイル選択は、クエリ結果を生成し、クエリ結果を関連性に基づいて、選択されたプロ
ファイルを並列にするように提示するために使用される。
【００６５】
［代替実施形態］
　本発明の特定の実施形態は、本明細書で例示のために述べられたが、本発明の精神及び
範囲から逸脱することなく様々な修正を行うことができることを理解されよう。詳細には
、特許、商標及び著作権を含む様々な形態の知財文書がある。特許文書の分類には、発行
特許、公開特許出願、特許要約及び実用新案登録を含む文書の更なる細分類がある。その
ような文書のいくつかは、同じ量のセクションを同じ順序で含むことがあり、他の文書は
、様々な量のセクション及び／又は様々な順序を有する。プロファイルは、存在するセク
ションに基づいて独立に作成され、必ずしも基となる文書に現われる順序でなくてもよい
。
【００６６】
　更に、電子文書コレクションは、特に、発行特許と公開特許出願、商標登録及び出願、
並びに著作権登録及び出願を含む知財文書に関して具体的に記述された。しかしながら、
本発明は、これらの特定のカテゴリの電子文書に限定されるべきでない。一実施形態では
、電子文書コレクションは、定義された複数のセクションを有する任意のタイプの文書を
含んでもよい。これにより、マネージャは、定義されたセクション内に文書を解析し、１
つ又は複数の定義されたセクションのために関連重みを有する複数のプロファイルを作成
し、特定のプロファイルを有する文書コレクションにクエリを送信することができる。前
述のように、クエリプロファイルの選択は、動的に修正されてもよい。一実施形態では、
クエリ内容を維持しながらクエリプロファイルを修正することにより、集約物内の返され
た文書を変更し、また集約物内の文書が提示される関連性の順序を変更することができる
。従って、本発明の保護の範囲は、以下の特許請求の範囲とその等価物によってのみ限定
される。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月22日(2011.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子文書コレクションのサーチの結果に関連性を割り当てるための、コンピュータによ
り実施される方法であって、
　知財文書のコレクションを集約し索引付けするステップであって、前記コレクション内
の前記文書のそれぞれが複数のセクションを有するステップと、
　前記コレクション内の各文書の前記セクションのそれぞれを識別するステップと、
　前記文書コレクションのためのサーチプロファイルを編成するステップであって、前記
サーチプロファイルが、前記集約されたコレクション内の各文書の前記識別されたセクシ
ョンのうちの少なくとも１つのセクションの選択を含むステップと、
　前記編成されたサーチプロファイル内で、前記識別され選択されたセクションのそれぞ
れに重みを割り当てるステップと、
　クエリ時に、前記特許文書コレクションにクエリを送信するステップであって、少なく
とも１つのサーチプロファイルを選択するステップと、割り当てられた重みを有する前記
コレクション内の前記選択されたプロファイルの各前記文書セクション内のデータとクエ
リデータを比較するステップと、を含むステップと、
　前記クエリ送信から生成された文書の集約物内に返された各文書のための関連性スコア
を計算するステップと、
　前記計算された関連性スコアに基づいて前記集約物内の前記文書を順位付けするステッ
プと、
　前記順位付けに基づいて前記集約物内の結果を動的に限定するステップと、
　前記集約物に適用された前記動的な限定に基づくソートされた関連文書の第１の集約物
を生成するステップと、を有する方法。
【請求項２】
　前記集約物の前記ソートに基づいて前記集約物の文書を階層に分割するステップを更に
有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　要求された階層の選択に基づいてクエリ結果の表現を限定するステップを更に有する請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　隣接層を前記順位付けに存在する変曲点で分割するステップを更に有する請求項２に記
載の方法。
【請求項５】
　前記第１の文書集約物に二次順位因子を適用し、前記ソートされた集約物を前記二次因
子に基づいて順位付けするステップを更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記二次因子が、出願日、公開日、外国優先日、名称のアルファベット順リスト、譲受
人、及びこれらの組み合わせから成るグループから選択される請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の集約物の部分集合として第２の文書集約物を更に含み、前記サーチプロファ
イル内にある二次基準に基づいて、前記部分集合の第２の関連性スコアを計算するステッ
プを有する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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　文書の各部分集合を別々にソートするステップを更に有する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ソートされた部分集合に関連性限定を動的に割り当てて、前記割り当てられた関連
性限定に基づいてクエリ結果の返しを限定するステップを更に有する請求項８に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記計算された関連性スコアと、様々な計算されたスコアで表された前記集約物内の文
書の量とに基づいて、前記第１の集約物の図形表現を作成するステップを更に有する請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記図形表現上に、前記集約物を含む区分線を表すためのスライダを更に有し、前記線
の一方の側で参照される全ての文書を含め、前記線の他方の側で参照される全ての文書を
除外するステップを更に有する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の集約物に曲線当てはめルーチンを適用するステップを更に有し、前記ルーチ
ンが、前記第１の集約物のデータに対して論理関数を計算し、前記関数の少なくとも１つ
の導関数を計算する請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記集約物内の結果を動的に限定するステップが、前記関数の導関数を選択し、前記関
数から前記選択された導関数内に入ったデータを返すステップを含む請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　メモリ及び記憶媒体と通信するプロセッサと、
　前記記憶媒体上に保持された知財文書のコレクションであって、前記コレクション内の
前記文書のそれぞれが複数のセクションを有するコレクションと、
　前記プロセッサと通信し、前記文書のコレクションを集約し索引付けするディレクタと
、
　前記ディレクタと通信し、前記コレクション内の各文書の各セクションを識別するドキ
ュメントマネージャと、
　前記ドキュメントマネージャと通信し、前記文書コレクションのためのサーチプロファ
イルを編成するプロファイルマネージャであって、前記サーチプロファイルが、前記集約
されたコレクション内の各文書の前記識別されたセクションの少なくとも１つのセクショ
ンの選択を含むプロファイルマネージャと、
　前記編成されたサーチプロファイルを有する前記識別され選択されたセクションのそれ
ぞれに重みを割り当てる前記プロファイルマネージャと、
　クエリ時に、前記文書コレクションにクエリを送信するクエリマネージャであって、前
記クエリが、少なくとも１つのサーチプロファイルの選択と、割り当てられた重みを有す
る前記コレクション内の前記選択されたプロファイルの各前記文書セクション内のデータ
とクエリデータの比較とを含み、前記クエリによって、前記クエリ送信から生成され前記
クエリマネージャから返された関連文書の集約物が得られ、各文書が、割り当てられた重
みと関連性スコアとを有する少なくとも１つの識別されたプロファイルセクション内のデ
ータとの前記クエリの一致を有するクエリマネージャと、
　前記クエリマネージャと通信し、前記関連性スコアに基づいて前記集約物内の前記文書
を順位付けし、前記順位に基づいて前記集約物内の結果を動的に限定する関連性ナビゲー
タと、
　前記集約物に適用される前記動的な限定に基づくソートされた関連文書の第１の集約物
と、
を備えたシステム。
【請求項１５】
　前記第１の文書集約物に適用される二次順位因子であって、前記二次因子に基づいて前
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記ソートされた第１の集約物を順位付けする前記二次順位因子を更に備えた請求項１４に
記載のシステム。
【請求項１６】
　前記二次因子が、出願日、公開日、外国優先日、名称のアルファベット順リスト、譲受
人、及びこれらの組み合わせから成るグループから選択される請求項１５に記載のシステ
ム。
【請求項１７】
　前記第１の集約物の部分集合として集約された第２の文書集約物と、前記サーチプロフ
ァイル内にある各二次基準に基づく前記部分集合のための第２の関連性スコアと、を更に
備えた請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記関連性ナビゲータと通信し、前記第２の関連性スコアに基づいて各集約物をソート
するソートマネージャを更に備えた請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記集約物の前記ソートに基づいて前記第１の文書集約物を階層に分割し、階層の選択
に基づいてクエリ結果の表現を限定する請求項１４に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記関連性ナビゲータは、前記順位内にある変曲点で隣接層を分割する請求項１９に記
載のシステム。
【請求項２１】
　前記計算された関連性スコアと、様々な計算されたスコアで提示された前記集約物内の
文書の量とに基づく、前記第１の集約物の図形表現を更に備えた請求項１４に記載のシス
テム。
【請求項２２】
　前記図形表現と通信するように構成されたツールを備え、前記ツールが、集約結果の区
分の線を、前記線の第１の側で参照される全ての文書を含め、前記線の第２の側で参照さ
れる全ての文書を除外するよう動的に設定する請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記プロセッサ上で前記第１の集約物に曲線当てはめルーチンを実行する命令を更に備
え、前記ルーチンが、前記第１の集約物のデータに対して論理関数を計算し、前記関数の
少なくとも１つの導関数を計算する請求項１４に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記関連性ナビゲータは、前記関数の選択された導関数内の第１の集約物内の結果を限
定し、前記選択された関数導関数内に入ったデータを返す請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　コンピュータメモリ上の電子特許文書コレクションのサーチの結果に関連性を割り当て
るよう構成された物品であって、
　関連性の割り当てを行うコンピュータプログラム命令を含むコンピュータ読み取り可能
な担体であって、
　前記命令は、
　知財文書のコレクションを集約し索引付けする命令であって、前記コレクション内の前
記文書のそれぞれが複数のセクションを有する命令と、
　前記コレクション内の各文書の前記セクションのそれぞれを識別する命令と、
　前記文書コレクションのためのサーチプロファイルを編成する命令であって、前記サー
チプロファイルが、前記集約されたコレクション内の各文書の前記識別されたセクション
のうちの少なくとも１つのセクションの選択を含む命令と、
　前記編成されたサーチプロファイル内で、前記識別され選択されたセクションのそれぞ
れに重みを割り当てる命令と、
　クエリ時に、前記特許文書コレクションにクエリを送信する命令であって、少なくとも
１つのサーチプロファイルを選択することと、割り当てられた重みを有する前記コレクシ
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ョン内の前記選択されたプロファイルの各前記文書セクション内のデータとクエリデータ
を比較することと、を含む命令と、
　前記クエリ送信から生成された文書の集約物内に返された各文書のための関連性スコア
を計算し、前記計算された関連性スコアに基づいて前記集約物内の前記文書を順位付けす
る命令と、
　前記順位付けに基づいて前記集約物内の結果を動的に限定する命令と、
　前記集約物に適用された前記動的な限定に基づくソートされた関連文書の第１の集約物
と、
を含む物品。
【請求項２６】
　前記第１の文書集約物に二次順位因子を適用し、前記二次因子に基づいて前記ソートさ
れた第１の集約物を順位付けする命令を更に含む請求項２５に記載の物品。
【請求項２７】
　前記二次因子が、出願日、公開日、外国優先日、名称のアルファベット順リスト、譲受
人、及びこれらの組み合わせから成るグループから選択される請求項２６に記載の物品。
【請求項２８】
　前記サーチプロファイル内にある二次基準に基づいて、前記第１の集約物の部分集合と
して第２の文書集約物を集約する命令を更に含む請求項２５に記載の物品。
【請求項２９】
　前記部分集合のための第２の関連性スコアを計算するコンピュータへの命令を更に含む
請求項２８に記載の物品。
【請求項３０】
　前記第２の関連性スコアに基づいて前記第２の文書集約物をソートする命令を更に含む
請求項２８に記載の物品。
【請求項３１】
　前記集約物の前記ソートに基づいて前記文書集約物を階層に分割し、階層の選択に基づ
いて前記クエリ結果の表現を限定する命令を更に含む請求項２５に記載の物品。
【請求項３２】
　隣接層を前記順位付けに存在する変曲点で分割する命令を更に含む請求項２５に記載の
物品。
【請求項３３】
　前記計算された関連性スコアと、様々な計算されたスコアで表された前記集約物内の文
書の量とに基づいて、前記第１の集約物の図形表現と、前記図形表現と通信する命令と、
を更に含み、
　前記命令が、集約結果の区分の線を、前記線の第１の側で参照される全ての文書を含め
、前記線の第２の側で参照される全ての文書を除外するよう動的に設定する請求項２５に
記載の物品。
【請求項３４】
　前記第１の集約物に曲線当てはめルーチンを実行する命令を更に含み、前記ルーチンが
、前記第１の集約物のデータに対して論理関数を計算し、前記関数の少なくとも１つの導
関数を計算する請求項２５に記載の物品。
【請求項３５】
　前記関数の選択された導関数内で前記第１の集約物内の結果を限定し、前記選択された
関数導関数内に入ったデータを返す命令を更に含む請求項３４に記載の物品。
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