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(57)【要約】
システムおよび方法が、コンテキスト用語、静的ナレッ
ジグラフ、および時間的ナレッジグラフに基づいて、テ
キストセグメント内の曖昧な用語の意味を決定するため
に本明細書で提供される。これらのシステムおよび方法
は、コンテキスト用語と関連付けられる第１のナレッジ
グラフにアクセスし、未知の用語の意味である潜在的用
語を決定する。未知の用語の意味であり得る、複数の潜
在的用語が第１のナレッジグラフの中にあることを決定
することに応じて、システムおよび方法は、未知の用語
の意味の曖昧性を除去するためのエンティティの間の関
係の時間次元を考慮する。システムおよび方法は、テキ
ストセグメントのタイムスタンプを決定し、第１のコン
テキスト用語と関連付けられ、タイムスタンプに関連す
る第２のナレッジグラフにアクセスして、第１の未知の
用語の意味である潜在的用語を決定することによって、
これを達成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間的ナレッジグラフに基づいて、テキストセグメント内の曖昧な用語の意味を識別す
るための方法であって、前記方法は、
　前記テキストセグメントと関連付けられるタイムスタンプを決定することと、
　前記テキストセグメント内のコンテキスト用語と関連付けられ、前記タイムスタンプに
関連する前記時間的ナレッジグラフにアクセスし、前記曖昧な用語の前記意味である潜在
的用語を決定することによって、前記曖昧な用語の前記意味を決定することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　テキストセグメント内の曖昧な用語の意味を識別するための方法であって、前記方法は
、
　前記テキストセグメント内の第１の未知の用語を識別することと、
　第１のコンテキスト用語に関して前記テキストセグメントを分析することと、
　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられる第１のナレッジグラフにアクセスし、前
記第１の未知の用語の意味である潜在的用語を識別することによって、前記第１の未知の
用語の前記意味を決定することと、
　前記第１のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回る
潜在的用語を含むことを決定することに応答して、
　　前記テキストセグメントと関連付けられるタイムスタンプを決定することと、
　　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられ、前記タイムスタンプに関連する第２の
ナレッジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である潜在的用語を決定
することによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定することと
　を含む、方法。
【請求項３】
　前記第２のナレッジグラフは、特定の時間間隔と関連付けられ、前記特定の時間間隔の
位置は、前記テキストセグメントの前記タイムスタンプに基づいて決定される、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の持続時間は、前記第
１のナレッジグラフと関連付けられる時間間隔の持続時間よりも短い、請求項３に記載の
方法。
【請求項５】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、前記第
２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が前記タイムスタンプと重複す
るようなものである、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプに先行すること、および
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプの後に続くこと
　のうちの１つである、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントを分析することによって識
別される時間インジケータに部分的に基づく、請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントのソースに部分的に基づく
、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
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　前記第１のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定することと、
　前記テキストセグメント内の第２のコンテキスト用語を識別することと、
　前記第２のコンテキスト用語に基づいて、前記第１の未知の用語の前記意味を決定する
ことと
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回る
潜在的用語を含むことを決定することと、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節することと、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第３のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定することと
　をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定することと、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節することと、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第４のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定することと
　をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項１２】
　テキストセグメント内の曖昧な用語の意味を識別するためのシステムであって、前記シ
ステムは、
　制御回路であって、前記制御回路は、
　　前記テキストセグメント内の第１の未知の用語を識別することと、
　　第１のコンテキスト用語に関して前記テキストセグメントを分析することと、
　　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられる第１のナレッジグラフにアクセスし、
前記第１の未知の用語の意味である潜在的用語を識別することによって、前記第１の未知
の用語の前記意味を決定することと、
　　前記第１のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回
る潜在的用語を含むことを決定することに応答して、
　　　前記テキストセグメントと関連付けられるタイムスタンプを決定することと、
　　　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられ、前記タイムスタンプに関連する第２
のナレッジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である潜在的用語を決
定することによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定することと
　　を行うように構成される、制御回路
　を備える、システム。
【請求項１３】
　前記第２のナレッジグラフは、特定の時間間隔と関連付けられ、前記特定の時間間隔の
位置は、前記テキストセグメントの前記タイムスタンプに基づいて決定される、請求項１
２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の持続時間は、前記第
１のナレッジグラフと関連付けられる時間間隔の持続時間よりも短い、請求項１３に記載
のシステム。
【請求項１５】
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　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、前記第
２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が前記タイムスタンプと重複す
るようなものである、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプに先行すること、および
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプの後に続くこと
　のうちの１つである、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントを分析することによって識
別される、時間インジケータに部分的に基づく、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントのソースに部分的に基づく
、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定することと、
　前記テキストセグメント内の第２のコンテキスト用語を識別することと、
　前記第２のコンテキスト用語に基づいて、前記第１の未知の用語の前記意味を決定する
ことと
　を行うように構成される、前記制御回路
　をさらに備える、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記第２のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回る
潜在的用語を含むことを決定することと、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節することと、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第３のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定することと
　を行うように構成される、前記制御回路
　をさらに備える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第２のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定することと、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節することと、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第４のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定することと
　を行うように構成される、前記制御回路
　をさらに備える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２２】
　テキストセグメント内の曖昧な用語の意味を識別するためのシステムであって、前記シ
ステムは、
　前記テキストセグメント内の第１の未知の用語を識別するための手段と、
　第１のコンテキスト用語に関して前記テキストセグメントを分析するための手段と、
　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられる第１のナレッジグラフにアクセスし、前
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記第１の未知の用語の意味である潜在的用語を識別することによって、前記第１の未知の
用語の前記意味を決定するための手段と、
　前記第１のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回る
潜在的用語を含むことを決定することに応答して、
　　前記テキストセグメントと関連付けられるタイムスタンプを決定するための手段と、
　　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられ、前記タイムスタンプに関連する第２の
ナレッジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である潜在的用語を決定
することによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定するための手段と
　を備える、システム。
【請求項２３】
　前記第２のナレッジグラフは、特定の時間間隔と関連付けられ、前記特定の時間間隔の
位置は、前記テキストセグメントの前記タイムスタンプに基づいて決定される、請求項２
２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の持続時間は、前記第
１のナレッジグラフと関連付けられる時間間隔の持続時間よりも短い、請求項２３に記載
のシステム。
【請求項２５】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、前記第
２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が前記タイムスタンプと重複す
るようなものである、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプに先行すること、および
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプの後に続くこと
　のうちの１つである、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントを分析することによって識
別される、時間インジケータに部分的に基づく、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントのソースに部分的に基づく
、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記第１のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定するための手段と、
　前記テキストセグメント内の第２のコンテキスト用語を識別するための手段と、
　前記第２のコンテキスト用語に基づいて、前記第１の未知の用語の前記意味を決定する
ための手段と
　をさらに備える、請求項２２に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記第２のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回る
潜在的用語を含むことを決定するための手段と、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節するための手段と、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第３のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定するための手段と
　をさらに備える、請求項２３に記載のシステム。
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【請求項３１】
　前記第２のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定するための手段と、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節するための手段と、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第４のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定するための手段と
　をさらに備える、請求項２３に記載のシステム。
【請求項３２】
　メモリを備える非一過性の機械可読媒体であって、前記メモリは、テキストセグメント
内の曖昧な用語の意味を識別するための前記メモリ上に符号化された命令を伴い、前記命
令は、
　前記テキストセグメント内の第１の未知の用語を識別する命令と、
　第１のコンテキスト用語に関して前記テキストセグメントを分析する命令と、
　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられる第１のナレッジグラフにアクセスし、前
記第１の未知の用語の意味である潜在的用語を識別することによって、前記第１の未知の
用語の前記意味を決定する命令と、
　前記第１のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回る
潜在的用語を含むことを決定することに応答して、
　　前記テキストセグメントと関連付けられるタイムスタンプを決定する命令と、
　　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられ、前記タイムスタンプに関連する第２の
ナレッジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である潜在的用語を決定
することによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定する命令と
　を備える、非一過性の機械可読媒体。
【請求項３３】
　前記第２のナレッジグラフは、特定の時間間隔と関連付けられ、前記特定の時間間隔の
位置は、前記テキストセグメントの前記タイムスタンプに基づいて決定される、請求項３
２に記載の非一過性の機械可読媒体。
【請求項３４】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の持続時間は、前記第
１のナレッジグラフと関連付けられる時間間隔の持続時間よりも短い、請求項３３に記載
の非一過性の機械可読媒体。
【請求項３５】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、前記第
２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が前記タイムスタンプと重複す
るようなものである、請求項３３に記載の非一過性の機械可読媒体。
【請求項３６】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプに先行すること、および
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプの後に続くこと
　のうちの１つである、請求項３３に記載の非一過性の機械可読媒体。
【請求項３７】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントを分析することによって識
別される時間インジケータに部分的に基づく、請求項３３に記載の非一過性の機械可読媒
体。
【請求項３８】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントのソースに部分的に基づく
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、請求項３３に記載の非一過性の機械可読媒体。
【請求項３９】
　前記第１のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定する命令と、
　前記テキストセグメント内の第２のコンテキスト用語を識別する命令と、
　前記第２のコンテキスト用語に基づいて、前記第１の未知の用語の前記意味を決定する
命令と
　をさらに備える、請求項３２に記載の非一過性の機械可読媒体。
【請求項４０】
　前記第２のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回る
潜在的用語を含むことを決定する命令と、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節する命令と、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第３のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定する命令と
　をさらに備える、請求項３３に記載の非一過性の機械可読媒体。
【請求項４１】
　前記第２のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定する命令と、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節する命令と、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第４のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定する命令と
　をさらに備える、請求項３３に記載の非一過性の機械可読媒体。
【請求項４２】
　テキストセグメント内の曖昧な用語の意味を識別するための方法であって、前記方法は
、
　前記テキストセグメント内の第１の未知の用語を識別することと、
　第１のコンテキスト用語に関して前記テキストセグメントを分析することと、
　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられる第１のナレッジグラフにアクセスし、前
記第１の未知の用語の意味である潜在的用語を識別することによって、前記第１の未知の
用語の前記意味を決定することと、
　前記第１のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回る
潜在的用語を含むことを決定することに応答して、
　　前記テキストセグメントと関連付けられるタイムスタンプを決定することと、
　　前記第１のコンテキスト用語と関連付けられ、前記タイムスタンプに関連する第２の
ナレッジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である潜在的用語を決定
することによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定することと
　を含む、方法。
【請求項４３】
　前記第２のナレッジグラフは、特定の時間間隔と関連付けられ、前記特定の時間間隔の
位置は、前記テキストセグメントの前記タイムスタンプに基づいて決定される、請求項４
２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の持続時間は、前記第
１のナレッジグラフと関連付けられる時間間隔の持続時間よりも短い、請求項４３に記載
の方法。
【請求項４５】
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　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、前記第
２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が前記タイムスタンプと重複す
るようなものである、請求項４３－４４のいずれかに記載の方法。
【請求項４６】
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔の前記位置は、
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプに先行すること、および
　前記第２のナレッジグラフと関連付けられる前記特定の時間間隔が、前記テキストセグ
メントの前記タイムスタンプの後に続くこと
　のうちの１つである、請求項４３－４４のいずれかに記載の方法。
【請求項４７】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントを分析することによって識
別される時間インジケータに部分的に基づく、請求項４３－４６のいずれかに記載の方法
。
【請求項４８】
　前記特定の時間間隔の持続時間は、前記テキストセグメントのソースに部分的に基づく
、請求項４３－４７のいずれかに記載の方法。
【請求項４９】
　前記第１のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定することと、
　前記テキストセグメント内の第２のコンテキスト用語を識別することと、
　前記第２のコンテキスト用語に基づいて、前記第１の未知の用語の前記意味を決定する
ことと
　をさらに含む、請求項４２－４８のいずれかに記載の方法。
【請求項５０】
　前記第２のナレッジグラフが前記第１の未知の用語の前記意味であり得る１つを上回る
潜在的用語を含むことを決定することと、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節することと、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第３のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定することと
　をさらに含む、請求項４３－４９のいずれかに記載の方法。
【請求項５１】
　前記第２のナレッジグラフが、前記第１の未知の用語の前記意味であり得る、いかなる
潜在的用語も含まないことを決定することと、
　前記特定の時間間隔の持続時間および前記特定の時間間隔の前記位置のうちの少なくと
も１つを調節することと、
　前記第１のコンテキスト用語および前記特定の時間間隔と関連付けられる第４のナレッ
ジグラフにアクセスし、前記第１の未知の用語の前記意味である前記潜在的用語を決定す
ることによって、前記第１の未知の用語の前記意味を決定することと
　をさらに含む、請求項４３－４９のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　自然言語テキストの量は、急速に増加している。システムが、自然言語テキストを抽出
し、カタログ化し、そこからの情報を利用するために、システムがテキスト内で提示され
る用語と関連付けられる意味を正しく識別することが必須である。これは、多くの用語が
同一の共通コンポーネントを共有し、その結果として、自然言語テキスト内の多くの用語
が曖昧であるため、困難なタスクである。自然言語テキスト内の曖昧な用語への意味の誤
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った割当は、自然言語処理の効率を減少させ、ユーザ体験に悪影響を及ぼし得る。例えば
、自然言語テキスト内の曖昧な用語への意味の誤った割当は、自然言語処理に大きく依拠
する、自然言語クエリの正確度を減少させ得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　システムおよび方法が、コンテキスト用語、静的ナレッジグラフ、および時間的ナレッ
ジグラフに基づいて、テキストセグメント内の曖昧な用語の意味を決定するために本明細
書で提供される。これらのシステムおよび方法は、テキストセグメント内の未知の用語を
識別することに応じて、コンテキスト用語に関してテキストセグメントを分析する。シス
テムおよび方法は、コンテキスト用語と関連付けられる第１のナレッジグラフ（すなわち
、静的ナレッジグラフ）にアクセスし、未知の用語の意味である潜在的用語を決定する。
システムおよび方法は、未知の用語の意味であり得る、１つを上回る潜在的用語が第１の
ナレッジグラフの中にあることを決定することに応じて、未知の用語が曖昧な用語である
ことを決定する。この場合、システムおよび方法は、未知の用語の意味の曖昧性を除去す
るためのエンティティの間の関係の時間次元を考慮する。システムおよび方法は、テキス
トセグメントのタイムスタンプを決定し、第１のコンテキスト用語と関連付けられ、タイ
ムスタンプに関連する第２のナレッジグラフ（すなわち、時間的ナレッジグラフ）にアク
セスして、第１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定することによって、これを達
成する。
【０００３】
　いくつかの側面では、双方向メディアガイドアプリケーションは、テキストセグメント
内の第１の未知の用語を識別する。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、
ユーザのためにテキストセグメント「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｈａｓ　ｃａｌｌ
ｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉｃｉｔｉｎｇ　ｄｏｎａｔｉｏｎｓ　
ｆｒｏｍ　ｂａｎｋｓ　ａｎｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ」を表示するために生成して
もよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」が、その意
味を提供する、それと関連付けられるメタデータまたは識別子タグを有していないことを
決定してもよい。この場合、双方向メディアガイドアプリケーションは、用語「Ｃｌｉｎ
ｔｏｎ」が未知の用語であることを決定する。双方向メディアガイドアプリケーションは
、第１のコンテキスト用語に関してテキストセグメントを分析する。双方向メディアガイ
ドアプリケーションは、テキストマイニング技法（例えば、名前を付けられたエンティテ
ィ認識、同一指示、感情分析、意味論分析等）を使用し、第１のコンテキスト用語を決定
してもよい。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａ
ｎｄｅｒｓ」を第１のコンテキスト用語として識別する。
【０００４】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキスト用語と関連付けられる
第１のナレッジグラフにアクセスし、第１の未知の用語の意味である潜在的用語を識別す
ることによって、第１の未知の用語の意味を決定する。ナレッジリポジトリは、数百万も
のエンティティおよび他のエンティティとのそれらの関係についての情報を含有する。ナ
レッジリポジトリは、多種多様なソース（例えば、百科事典、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ、ニュ
ース記事、ソーシャルメディア、および他の類似ソース）からのエンティティについての
情報を含有し、エンティティと関連付けられる包括的ナレッジグラフを提供することがで
きる。これらのナレッジグラフは、典型的には、全ての時間周期にわたって蓄積される、
エンティティと他のエンティティとの間の全ての関係を含む。いくつかの実施形態では、
双方向メディアガイドアプリケーションは、潜在的用語と未知の用語との間の類似性に基
づいて、未知の用語の意味であり得る潜在的用語を識別してもよい。例えば、第１のコン
テキスト用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」と関連付けられる第１のナレッジグラフ
は、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ等の一般的ナレッジコーパスから導出されてもよい。双方向メデ
ィアガイドアプリケーションは、未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」へのそれらの類似性によ
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り、用語「Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」、「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」、および
「Ｒｙａｎ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」を潜在的用語として識別してもよい。
【０００５】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のナレッジ
グラフ内の用語のメタデータ記述子を使用し、用語が潜在的用語であるかどうかを決定し
てもよい。例えば、第１のナレッジグラフは、用語「Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ　ｏｆ　Ｓｔａ
ｔｅ」を含んでもよく、関連付けられるメタデータの一部は、「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉ
ｎｔｏｎ」であってもよい。この場合、双方向メディアガイドアプリケーションは、「Ｓ
ｅｃｒｅｔａｒｙ　ｏｆ　Ｓｔａｔｅ」を潜在的用語として決定してもよい。いくつかの
実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のステップとして用語と
第１のコンテキスト用語との間の関連性の強度を使用し、最も可能性の高い潜在的用語を
除外してもよい。関連性の強度は、ナレッジグラフ内の２つの用語の間の正規化された距
離の逆数であってもよい。例えば、「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」と、「Ｂｉｌｌ　
Ｃｌｉｎｔｏｎ」、「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」、「Ｒｙａｎ　Ｃｌｉｎｔｏｎ
」、および「Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ　ｏｆ　Ｓｔａｔｅ」のそれぞれとの間の関連性の正規
化された強度は、それぞれ、０．７、０．７、０．２、および０．２である。関連性の要
求される閾値強度が０．５である場合には、双方向メディアガイドアプリケーションは、
第１のナレッジグラフに基づいて、用語「Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」および「Ｈｉｌｌ
ａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」が第１の未知の用語の意味であり得る潜在的用語であることを
決定してもよい。
【０００６】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のナレッジグラフが第１の未知の用語
の意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むかどうかを決定する。例えば、双方向メ
ディアガイドアプリケーションは、ブール比較関数を使用し、潜在的用語の数に対応する
カウンタの値が１を上回るかどうかを決定してもよい。第１のナレッジグラフが第１の未
知の用語の意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むことを決定するステップに応答
して、双方向メディアガイドアプリケーションは、テキストセグメントと関連付けられる
タイムスタンプを決定する。タイムスタンプは、テキストセグメントの起源およびコンテ
ンツに応じて、任意の時間周期であり得る。例えば、テキストセグメントが２０１０年～
２０１６年の間の選挙運動寄付方針の変更を詳述するレポートである場合、タイムスタン
プは、２０１０年～２０１６年であってもよい。ソーシャルメディアステータス更新（例
えば、Ｔｗｉｔｔｅｒ投稿）または自然言語クエリに関して、タイムスタンプは、更新ま
たはクエリの正確な日付および時間であってもよい。タイムスタンプは、テキストセグメ
ントのコンテンツが関連する時間についての情報を導出するために使用される。
【０００７】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、テキストセグメントと関連付けられるメタ
データを使用し、タイムスタンプを決定してもよい。例えば、オンライン記事は、それら
と関連付けられる起源の日付を有してもよい。代替として、双方向メディアガイドアプリ
ケーションは、テキストマイニング技法を使用し、テキストセグメント自体から時間イン
ジケータを抽出してもよい。例えば、テキストセグメントは、テキストセグメント内で詳
述されるイベントの日付（例えば、「Ｏｎ　Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０１６，　Ｂｅ
ｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉｎｔｏｎ…」）またはタイム
スタンプを推定するために使用され得る他の文脈情報（例えば、「Ｓｐｅａｋｉｎｇ　ｔ
ｏ　ｈｉｓ　ｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｃｏｌｄｅｓｔ　ｗｉｎｔｅｒ　ｄ
ａｙ　ｒｅｃｏｒｄｅｄ　ｉｎ　３０　ｙｅａｒｓ，　Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　
ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉｎｔｏｎ…」）を含有してもよい。例えば、双方向メディ
アガイドアプリケーションは、テキストセグメントと関連付けられるタイムスタンプが２
０１６年１月１１日であることを決定してもよい。
【０００８】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキスト用語と関連付けられ、



(11) JP 2019-526131 A 2019.9.12

10

20

30

40

50

タイムスタンプに関連する第２のナレッジグラフにアクセスし、第１の未知の用語の意味
である潜在的用語を決定することによって、第１の未知の用語の意味を決定する。エンテ
ィティの間の関連性は、経時的に変化する。第２のナレッジグラフは、全ての時間周期で
はなくてタイムスタンプに関連する特定の時間と関連付けられるため、エンティティの間
の関連性の時間次元を捕捉する。例えば、男子生徒「Ｒｙａｎ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」が自分
の昼食代をＢｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓの選挙運動に寄付したというニュースが、特定
の１週間の間にトレンドになっていた場合、用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」と「
Ｒｙａｎ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」との間の関連性は、その１週間と関連付けられるコーパスの
みから導出されるナレッジグラフの中では強いであろう。しかしながら、同一の２つの用
語の間の関連性は、全ての時間周期にわたってコーパスから導出されるナレッジグラフ（
例えば、第１のナレッジグラフ）の中では弱いであろう。
【０００９】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、タイムスタンプに関連する第２のナレッジ
グラフにアクセスすることによって、テキストセグメントに関連する時間周期中に最も重
要であった関連性を決定することができる。例えば、第１のコンテキスト用語「Ｂｅｒｎ
ｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」と関連付けられ、タイムスタンプ２０１６年１月１１日に関連す
る、第２のナレッジグラフは、２０１６年１月１１日までの１週間の間のニュース記事、
ソーシャルメディア、および他のコーパスからの情報を捕捉する、ナレッジグラフであっ
てもよい。前述で議論された、双方向メディアガイドアプリケーションが第２のナレッジ
グラフから第１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定し得る、技法は、ここで適用
可能である。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、第２のナレッジグラフは、その位置がテキストセグメントの
タイムスタンプに基づいて決定される、特定の時間間隔と関連付けられる。例えば、特定
の時間間隔は、１週間であってもよい。特定の時間間隔は、デフォルト時間間隔であって
もよい。特定の時間間隔を使用することによって、双方向メディアガイドアプリケーショ
ンは、ナレッジグラフが導出されるコーパスの量を限定し、トレンド関連性の識別を促進
することができる。特定の時間間隔の位置は、第２のナレッジグラフがテキストセグメン
ト内の曖昧な用語の曖昧性を除去することに役立つ可能性が最も高いコーパスから導出さ
れることを確実にするように、タイムスタンプに基づいて決定される。タイムスタンプが
２０１６年１月１１日であった、前の実施例から、双方向メディアガイドアプリケーショ
ンは、１週間の位置が２０１６年１月１１日までの１週間であると決定してもよい。この
場合、双方向メディアガイドアプリケーションは、２０１６年１月４日～１１日の１週間
からのコーパスから導出される第２のナレッジグラフにアクセスするであろう。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔の持
続時間は、第１のナレッジグラフと関連付けられる時間間隔の持続時間よりも短い。例え
ば、第１のナレッジグラフは、何年にも及ぶコーパスから導出される静的ナレッジグラフ
であってもよい。第２のナレッジグラフは、一方で、ある日と関連付けられるコーパスか
ら導出される時間的ナレッジグラフであってもよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔の位
置は、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔がタイムスタンプと重複す
るようなものである。特定の時間間隔とタイムスタンプとの間の重複は、部分的または完
全であり得る。例えば、タイムスタンプは、２０１６年１月１１日であってもよく、特定
の時間間隔は、２０１６年１月７日～１４日であってもよい。例えば、タイムスタンプは
、２０１６年１月１１日～３月１１日であってもよく、特定の時間間隔は、２０１６年１
月１日～３１日であってもよい。いくつかの実施形態では、第２のナレッジグラフと関連
付けられる特定の時間間隔の位置は、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間
間隔がテキストセグメントのタイムスタンプに先行するようなものである。例えば、曖昧
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な用語を含有するテキストセグメントは、２０１６年１月１１日に受信された過去のイベ
ントについての自然言語クエリであってもよい。この場合、第２のナレッジグラフと関連
付けられる特定の時間間隔は、２０１６年１月３日～６日であってもよい。いくつかの実
施形態では、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔の位置は、第２のナ
レッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔がテキストセグメントのタイムスタンプの
後に続くようなものである。例えば、曖昧な用語を含有するテキストセグメントは、２０
１６年１月１１日午後３時３３分のソーシャルメディア投稿であってもよい。双方向メデ
ィアガイドアプリケーションは、最初のソーシャルメディア投稿に応答して書かれたソー
シャルメディア投稿が、第２のナレッジグラフを導出する最良のコーパスであろうことを
決定してもよい。故に、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔は、２０
１６年１月１１日午後３時３４分～午後６時であってもよい。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、特定の時間間隔の持続時間は、テキストセグメントを分析す
ることによって識別される、時間インジケータに部分的に基づく。例えば、双方向メディ
アガイドアプリケーションは、テキストマイニング技法を使用し、テキストセグメント内
に存在し得、曖昧な用語と関連付けられ得る、時間インジケータ（例えば、今日、１週間
の間、先月の全体、過去２年の間等）を識別してもよい。例えば、双方向メディアガイド
アプリケーションは、自然言語クエリ「Ｗｈａｔ　ｄｉｄ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｓａｙ　ｔ
ｏ　Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ａｔ　ｔｈｅ　ｆｕｎｄ　ｒａｉｓｅｒ　ｔｏｄａ
ｙ？」を分析し、「ｔｏｄａｙ」が曖昧な用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」と関連付けられる時間
インジケータであることを決定してもよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、
時間インジケータ「ｔｏｄａｙ」に基づいて、特定の時間間隔の持続時間が１日であるは
ずであることを決定してもよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、特定の時間間隔の持続時間は、テキストセグメントのソース
に部分的に基づく。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、テキストセグメ
ントのソースが日刊新聞（例えば、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ）であることを決定し
てもよい。この場合、双方向メディアガイドアプリケーションは、日刊新聞が過去数日の
間に起こったイベントを参照する可能性が最も高いため、１週間であるように特定の時間
間隔の持続時間を設定してもよい。テキストセグメントのソースが、議論されている話題
がより頻繁に変化するマイクロブログプラットフォーム（例えば、Ｔｗｉｔｔｅｒ）であ
ることを、双方向メディアガイドアプリケーションが決定する場合、双方向メディアガイ
ドアプリケーションは、１日であるように特定の時間間隔の持続時間を設定してもよい。
ユーザから受信される自然言語クエリに関して、双方向メディアガイドアプリケーション
は、（例えば、ユーザプロファイル情報を使用することによって）ユーザを識別してもよ
い。双方向メディアガイドアプリケーションは、次いで、ユーザと関連付けられる情報（
例えば、ユーザプロファイルと関連付けられるクエリ履歴、メディア消費パターン、およ
び他のそのような情報）を使用し、特定の時間間隔の持続時間を決定してもよい。例えば
、双方向メディアガイドアプリケーションは、クエリがユーザＴｏｍｍｙから受信される
ことを決定してもよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、Ｔｏｍｍｙのユーザ
プロファイルから、彼が主に日刊新聞を読み、これらの新聞の中のイベントに関連する頻
繁なクエリを有することを決定してもよい。この場合、双方向メディアガイドアプリケー
ションは、Ｔｏｍｍｙのクエリの中の曖昧な用語が最近のイベントを指す可能性が最も高
いことを決定し、１週間であるように特定の時間間隔を設定してもよい。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のナレッジ
グラフが、第１の未知の用語の意味であり得る、いかなる潜在的用語も含まないことを決
定する。例えば、テキストセグメント「Ｍｅｇａｎ　Ｋｅｌｌｙ，　Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａ
ｎｄｅｒ，　ａｎｄ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｗｅｒｅ　ａｌｌ　ａｔ　ｔｈｅ　ｄｅｂａｔｅ
」に関して、双方向メディアガイドアプリケーションは、「Ｃｌｉｎｔｏｎ」を未知の用
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語として、「Ｍｅｇａｎ　Ｋｅｌｌｙ」を第１のコンテキスト用語として識別してもよい
。双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキスト用語「Ｍｅｇａｎ　Ｋ
ｅｌｌｙ」と関連付けられる第１のナレッジグラフにアクセスし、未知の用語「Ｃｌｉｎ
ｔｏｎ」の意味であり得る潜在的用語が第１のナレッジグラフの中にないことを決定して
もよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、次いで、テキストセグメント内の第
２のコンテキスト用語を識別してもよい。例えば、双方向メディアガイドアプリケーショ
ンは、「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」を第２のコンテキスト用語として識別してもよ
い。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のコンテキ
スト用語に基づいて、第１の未知の用語の意味を決定する。この場合、双方向メディアガ
イドアプリケーションは、Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓと関連付けられるナレッジグラ
フにアクセスすることによって、第２のコンテキスト用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒ
ｓ」に基づいて第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意味を決定してもよい。用語「Ｃ
ｌｉｎｔｏｎ」が曖昧であると決定することに応じて、双方向メディアガイドアプリケー
ションは、用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」と関連付けられ、テキストセグメント
のタイムスタンプと関連付けられるスタンプに関連する、別のナレッジグラフにアクセス
し、用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意味を決定してもよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のナレッジ
グラフが第１の未知の用語の意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むことを決定し
てもよい。例えば、テキストセグメント「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｈａｓ　ｊｕ
ｓｔ　ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉｃｉｔｉｎｇ　ｄｏｎ
ａｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｂａｎｋｓ　ａｎｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ」に関して、
双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のナレッジグラフが用語「Ｈｉｌｌａｒ
ｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」および「Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」を含有し、その両方が第１の
未知の用語の意味であり得ることを決定してもよい。いくつかの実施形態では、双方向メ
ディアガイドアプリケーションは、特定の時間間隔の持続時間および特定の時間間隔の位
置のうちの少なくとも１つを調節してもよい。双方向メディアガイドアプリケーションは
、位置を一定に保ちながら、特定の時間間隔の持続時間を変更（すなわち、増加または減
少）してもよい。代替として、双方向メディアガイドアプリケーションは、特定の時間間
隔の位置を変更しながら、特定の時間間隔の持続時間を一定に保ってもよい。いくつかの
実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、特定の時間間隔の持続時間お
よび位置の両方を変更してもよい。
【００１８】
　例えば、テキストセグメントのタイムスタンプは、２０１６年１月１１日となっている
場合があり、特定の時間間隔の持続時間は、１週間となっている場合があり、特定の時間
間隔の位置は、その終点がタイムスタンプと一致するようなものとなっている場合がある
。この場合、第２のナレッジグラフは、２０１６年１月５日～１１日のコーパスから導出
されるであろう。本第２のナレッジグラフが、第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意
味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むため、双方向メディアガイドアプリケーショ
ンは、特定の時間間隔がここで、（例えば、外来コーパスの量を限定するために）２０１
６年１月９日～１１日に及ぶように、３日であるように特定の時間間隔の持続時間を減少
させてもよい。代替として、双方向メディアガイドアプリケーションは、特定の時間間隔
の持続時間を７日において一定に保ち、特定の時間間隔の始点がタイムスタンプと一致す
る（すなわち、特定の時間間隔がここで２０１６年１月１１日～１７日である）ように、
位置を変更してもよい。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキ
スト用語および特定の時間間隔と関連付けられる第３のナレッジグラフにアクセスし、第
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１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定することによって、第１の未知の用語の意
味を決定してもよい。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、調節された特
定の時間間隔２０１６年１月９日～１１日と関連付けられる第３のナレッジグラフにアク
セスし、第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意味である潜在的用語を決定してもよい
。前述で議論された、双方向メディアガイドアプリケーションが第３のナレッジグラフか
ら第１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定し得る、技法は、ここで適用可能であ
る。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のナレッジ
グラフが、第１の未知の用語の意味であり得る、いかなる潜在的用語も含まないことを決
定する。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏ
ｎ」に類似する用語が第２のナレッジグラフの中にないことを決定してもよい。双方向メ
ディアガイドアプリケーションは、特定の時間間隔の持続時間および特定の時間間隔の位
置のうちの少なくとも１つを調節してもよい。前の実施例から、特定の時間間隔は、２０
１６年１月５日～１１日であってもよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、特
定の時間間隔の持続時間を２週間まで増加させ、さらなるコーパスを組み込んでもよい。
この場合、特定の時間間隔はここで、２０１５年１２月２９日～２０１６年１月１１日に
及ぶ。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキ
スト用語および特定の時間間隔と関連付けられる第４のナレッジグラフにアクセスし、第
１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定することによって、第１の未知の用語の意
味を決定してもよい。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、調節された特
定の時間間隔２０１５年１２月２９日～２０１６年１月１１日と関連付けられる第４のナ
レッジグラフにアクセスし、第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意味である潜在的用
語を決定してもよい。
【００２２】
　自然言語テキストの量が増加すると、用語と関連付けら得る意味の数が増加し、曖昧な
用語の数の増加をもたらす。これは、曖昧な用語と関連付けられる正しい意味を識別する
タスクをより複雑にする。例えば、システムは、自然言語テキストクエリ「Ｗｈｏ　ａｒ
ｅ　ｔｈｅ　ｍａｊｏｒ　ｄｏｎｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ａｎ
ｄ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｃａｍｐａｉｇｎｓ？」を受信してもよい。この場合、システムが
、間違った回答を提供する確率を最小限にするために、クエリの中で参照されているいず
れかの「Ｃｌｉｎｔｏｎ」を識別することが必要である。同様に、システムがテキストセ
グメント「Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ａ　ｍａｊｏｒ　ｄｏｎａｔｉｏｎ　ｆ
ｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｋｏｃｈ　ｂｒｏｔｈｅｒｓ」を分析している場合、システムは、テキ
ストセグメントの中で参照されているいずれかの「Ｃｌｉｎｔｏｎ」を決定し、「Ｋｏｃ
ｈ　ｂｒｏｔｈｅｒｓ」がクエリ結果の中に含まれるはずであるかどうかを決定しなけれ
ばならない。曖昧な用語への意味の誤った割当は、自然言語処理の効率を減少させ、ユー
ザ体験に悪影響を及ぼし得る。
【００２３】
　従来のシステムは、コンテキスト用語および全ての時間周期と関連付けられるナレッジ
グラフ（例えば、静的ナレッジグラフ）を使用して、テキストセグメント内の曖昧な用語
の意味を識別することに限定される。しかしながら、用語の間の関連性が経時的に変化し
、静的ナレッジグラフが本時間次元を捕捉することができないため、従来のシステムは、
所与の時点で最も関連する関連性を識別することができない。その結果として、従来のシ
ステムは、主要な推論に失敗し、誤った意味を曖昧な用語に頻繁に割り当てる。
【００２４】
　本明細書で提供されるシステムおよび方法は、コンテキスト用語、静的ナレッジグラフ
、および時間的ナレッジグラフを使用し、テキストセグメント内の曖昧な用語の意味を識
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別することによって、本問題に対処する。時間的ナレッジグラフは、特定の時間周期中に
、コンテキスト用語と曖昧な用語の種々の意味との間の関係を捕捉する。テキストセグメ
ントのタイムスタンプに関連する時間的ナレッジグラフを使用することによって、システ
ムおよび方法は、テキストセグメントの時間において最も関連したいずれかの関連性を識
別し、これらの関連性に基づいて曖昧な用語の意味を決定することができる。
【００２５】
　上記に説明されるシステム、方法、装置、および／または側面は、本開示に説明される
他のシステム、方法、装置、および／または側面に適用され得る、もしくはそれらに従っ
て使用され得ることに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　本開示の上記および他の目的ならびに利点は、同様の参照文字が全体を通して同様の部
品を指す、添付図面と併せて解釈される、以下の発明を実施するための形態の考慮に応じ
て、明白となるであろう。
【００２７】
【図１】図１は、本開示のいくつかの実施形態による、双方向メディアガイドアプリケー
ションの例証的表示を描写する。
【００２８】
【図２】図２は、本開示のいくつかの実施形態による、双方向メディアガイドアプリケー
ションの別の例証的表示を描写する。
【００２９】
【図３】図３は、本開示のいくつかの実施形態による、双方向メディアガイドアプリケー
ションのさらに別の例証的表示を描写する。
【００３０】
【図４】図４は、本開示のいくつかの実施形態による、テキストセグメント内の第１のコ
ンテキスト用語と関連付けられるナレッジグラフの一部の例証的実施形態を示す。
【００３１】
【図５】図５は、本開示のいくつかの実施形態による、テキストセグメント内の第１のコ
ンテキスト用語と関連付けられるナレッジグラフの一部の別の例証的実施形態を示す。
【００３２】
【図６】図６は、本開示のいくつかの実施形態による、メディアガイドアプリケーション
一覧および他のメディアガイド情報を提供するために使用され得る、表示画面の例証的実
施形態を示す。
【００３３】
【図７】図７は、本開示のいくつかの実施形態による、メディアガイドアプリケーション
一覧を提供するために使用され得る、表示画面の別の例証的実施形態を示す。
【００３４】
【図８】図８は、本開示のいくつかの実施形態による、例証的ユーザ機器（ＵＥ）デバイ
スのブロック図である。
【００３５】
【図９】図９は、本開示のいくつかの実施形態による、例証的メディアシステムのブロッ
ク図である。
【００３６】
【図１０】図１０は、本開示のいくつかの実施形態による、第１のコンテキスト用語およ
び時間的ナレッジグラフに基づいて、テキストセグメント内の第１の未知の用語の意味を
決定することに関与する例証的ステップのフローチャートである。
【００３７】
【図１１】図１１は、本開示のいくつかの実施形態による、第１のコンテキスト用語と関
連付けられ、テキストセグメントのタイムスタンプに関連する第２のナレッジグラフにア
クセスすることによって、第１の未知の用語の意味を決定するときに、ステップ１０１８
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（図１０）に関与する例証的ステップのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　説明されるシステムおよび方法は、コンテキスト用語、静的ナレッジグラフ、および時
間的ナレッジグラフに基づいて、テキストセグメント内の曖昧な用語の意味を決定するス
テップを提供する。これらのシステムおよび方法は、テキストセグメント内の未知の用語
を識別することに応じて、コンテキスト用語に関してテキストセグメントを分析する。シ
ステムおよび方法は、コンテキスト用語と関連付けられる第１のナレッジグラフ（すなわ
ち、静的ナレッジグラフ）にアクセスし、未知の用語の意味である潜在的用語を決定する
。システムおよび方法は、未知の用語の意味であり得る、１つを上回る潜在的用語が第１
のナレッジグラフの中にあることを決定することに応じて、未知の用語が曖昧な用語であ
ることを決定する。この場合、システムおよび方法は、未知の用語の意味の曖昧性を除去
するためのエンティティの間の関係の時間次元を考慮する。システムおよび方法は、テキ
ストセグメントのタイムスタンプを決定し、第１のコンテキスト用語と関連付けられ、タ
イムスタンプに関連する第２のナレッジグラフ（すなわち、時間的ナレッジグラフ）にア
クセスして、第１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定することによって、これを
達成する。
【００３９】
　本明細書で参照されるように、「双方向メディアガイドアプリケーション」、または「
メディアガイドアプリケーション」、もしくは時として、「ガイドアプリケーション」は
、ユーザが、コンテンツを消費する、および／またはそれにナビゲートすることを可能に
する、アプリケーションである。いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーシ
ョンは、オンラインアプリケーション（すなわち、ウェブサイト上で提供される）として
、またはサーバもしくはユーザデバイス上の独立型アプリケーションとして、提供されて
もよい。いくつかの実施形態では、種々のデバイスおよびプラットフォーム上にインスト
ールされる制御回路は、以下でさらに詳細に説明されるように、メディアガイドアプリケ
ーションを実行してもよい。いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーション
および／または本明細書で議論される実施形態のいずれかを実施するための任意の命令は
、コンピュータ可読媒体上に符号化されてもよい。コンピュータ可読媒体は、データを記
憶することが可能な任意の媒体を含む。コンピュータ可読媒体は、限定されないが、電気
もしくは電磁信号の伝搬を含む、一過性であり得る、または限定されないが、ハードディ
スク、フロッピー（登録商標）ディスク、ＵＳＢドライブ、ＤＶＤ、ＣＤ、メディアカー
ド、レジスタメモリ、プロセッサキャッシュ、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）等
の揮発性および不揮発性コンピュータメモリもしくは記憶デバイスを含む、非一過性であ
り得る。
【００４０】
　図１は、本開示のいくつかの実施形態による、双方向メディアガイドアプリケーション
の例証的表示を描写する。図１は、任意のユーザデバイス（例えば、以下の図９に説明さ
れる、ユーザテレビ機器９０２、ユーザコンピュータ機器９０４、または無線ユーザ通信
デバイス９０６）上に表示され得る、例証的表示１００を描写する。制御回路８０４は、
図１０－１１に説明されるプロセスのうちの１つ以上のものを使用して、表示をディスプ
レイ８１２上に表示させてもよい。
【００４１】
　表示１００は、テキストセグメントをユーザに提示するための双方向メディアガイドア
プリケーションによって生成される表示の実施例である。表示１００は、テキストセグメ
ント「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｈａｓ　ｊｕｓｔ　ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌ
ｉｎｔｏｎ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉｃｉｔｉｎｇ　ｄｏｎａｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｂａｎｋ
ｓ　ａｎｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ」１０２を含む。双方向メディアガイドアプリケ
ーションは、テキストセグメント「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｈａｓ　ｊｕｓｔ　
ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉｃｉｔｉｎｇ　ｄｏｎａｔｉ
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ｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｂａｎｋｓ　ａｎｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ」１０２内で第１の
未知の用語を識別する。双方向メディアガイドアプリケーションは、用語「Ｃｌｉｎｔｏ
ｎ」１０６が、その意味を提供する、それと関連付けられるメタデータまたは識別子タグ
を有していないことを決定してもよい。この場合、双方向メディアガイドアプリケーショ
ンは、用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」１０６が第１の未知の用語であることを決定する。双方向
メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキスト用語に関してテキストセグメン
ト「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｈａｓ　ｊｕｓｔ　ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉ
ｎｔｏｎ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉｃｉｔｉｎｇ　ｄｏｎａｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｂａｎｋｓ
　ａｎｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ」１０２を分析する。双方向メディアガイドアプリ
ケーションは、テキストマイニング技法（例えば、名前を付けられたエンティティ認識、
同一指示、感情分析、意味論分析、および他のテキストマイニング技法）を使用し、第１
のコンテキスト用語を決定してもよい。例えば、双方向メディアガイドアプリケーション
は、「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」１０４を第１のコンテキスト用語として識別する
。表示１００はまた、テキストセグメント「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｈａｓ　ｊ
ｕｓｔ　ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉｃｉｔｉｎｇ　ｄｏ
ｎａｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｂａｎｋｓ　ａｎｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ」１０２と
関連付けられるタイムスタンプ「Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０１６」も含む。
【００４２】
　図２は、本開示のいくつかの実施形態による、双方向メディアガイドアプリケーション
の別の例証的表示を描写する。図２は、任意のユーザデバイス（例えば、以下の図９に説
明される、ユーザテレビ機器９０２、ユーザコンピュータ機器９０４、または無線ユーザ
通信デバイス９０６）上に表示され得る、例証的表示２００を描写する。制御回路８０４
は、図１０－１１に説明されるプロセスのうちの１つ以上のものを使用して、表示をディ
スプレイ８１２上に表示させてもよい。
【００４３】
　表示２００は、テキストセグメント内の第１の未知の用語の意味をユーザに提示するた
めの双方向メディアガイドアプリケーションによって生成される表示の実施例である。双
方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキスト用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａ
ｎｄｅｒｓ」１０４ならびに第１および第２のナレッジグラフを使用して、第１の未知の
用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」２０２の意味が「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」２０４であ
ることを決定してもよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、ユーザがユーザ入
力インターフェース８１０を介して第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」２０２を選択す
るときに、ポップアップ表示として意味「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」２０４を表
示してもよい。双方向メディアガイドアプリケーションはまた、ユーザからいかなる入力
も要求することなく、意味「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」２０４を表示するために
生成してもよい。
【００４４】
　図３は、本開示のいくつかの実施形態による、双方向メディアガイドアプリケーション
の別の例証的表示を描写する。図３は、任意のユーザデバイス（例えば、以下の図９に説
明される、ユーザテレビ機器９０２、ユーザコンピュータ機器９０４、または無線ユーザ
通信デバイス９０６）上に表示され得る、例証的表示３００を描写する。制御回路８０４
は、図１０－１１に説明されるプロセスのうちの１つ以上のものを使用して、表示をディ
スプレイ８１２上に表示させてもよい。
【００４５】
　表示３００は、テキストセグメント内の第１の未知の用語の意味をユーザに提示するた
めの双方向メディアガイドアプリケーションによって生成される表示の別の実施例である
。いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、テキストセグメ
ント「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｈａｓ　ｊｕｓｔ　ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌ
ｉｎｔｏｎ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉｃｉｔｉｎｇ　ｄｏｎａｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｂａｎｋ
ｓ　ａｎｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ」１０２内の第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ
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」１０６を意味「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」３０２と置換してもよい。
【００４６】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキスト用語と関連付けられる
第１のナレッジグラフにアクセスし、第１の未知の用語の意味である潜在的用語を識別す
ることによって、第１の未知の用語の意味を決定する。例えば、第１のコンテキスト用語
「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」１０４と関連付けられる第１のナレッジグラフは、Ｗ
ｉｋｉｐｅｄｉａ等の一般的なナレッジコーパスから導出されてもよい。
【００４７】
　図４は、本開示のいくつかの実施形態による、テキストセグメント内の第１のコンテキ
スト用語と関連付けられるナレッジグラフの一部の例証的実施形態を示す。ナレッジグラ
フおよびそれらの特徴は、参照することによりそれらの全体として本明細書に組み込まれ
る、２０１４年９月３０日に出願された米国特許出願第１４／５０１，５０４号、２０１
４年９月２９、３０日に出願された米国特許出願第１４／５００，３０９号、および２０
１４年７月３１日に米国特許出願第１４／４４８，３０８号でさらに詳細に説明される。
ナレッジグラフ４００は、多数のエンティティおよび他のエンティティとのそれらの関係
についての情報を提供し、多種多様なソースからのコーパスから導出されてもよい。ナレ
ッジグラフ４００は、異なるエンティティの間の関係についての情報を表す、ノードおよ
びエッジから成る。描写されるナレッジグラフ４００は、ノードおよびエッジを備えるが
、これは、例証的実施形態にすぎない。ナレッジグラフ４００は、本発明の範囲から逸脱
することなく、異なるエンティティの間の関係の別の好適な表現モードを備えることがで
きる。例えば、ナレッジグラフ４００は、オブジェクトおよびそれらの関連付けられる関
係を表す、データベース、リスト、および収集を含んでもよい。
【００４８】
　ナレッジグラフ４００は、記憶回路８０８を使用して記憶されてもよい。リンクされた
リスト、ツリー、グラフ、バケット、またはアレイ等のデータ構造は、記憶回路８０８内
のナレッジグラフ４００を表すために使用されてもよい。ナレッジグラフ４００は、ユー
ザ機器デバイス８００上でローカルに記憶されてもよい、または遠隔に記憶され、通信ネ
ットワーク９１４を通してアクセスされてもよい。ナレッジグラフ４００は、１つの場所
に完全に記憶されてもよい、またはセクションに分割されてもよく、各セクションは、複
数の場所のうちの１つに記憶されてもよい。いくつかの実施形態では、ナレッジグラフ４
００は、メディアコンテンツソース９１６およびメディアガイドデータソース９１８から
のコンテンツを使用して、要求に応じて動的に生成されてもよい。
【００４９】
　ナレッジグラフ４００は、双方向メディアガイドアプリケーションによってアクセスさ
れる、第１のコンテキスト用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」１０４と関連付けられ
る第１のナレッジグラフの実施例である。ナレッジグラフ４００は、第１のコンテキスト
用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」１０４に対応するノード「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎ
ｄｅｒｓ」４０２を含む。ナレッジグラフ４００はまた、ノード「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌ
ｉｎｔｏｎ」　４０４と、ノード「Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」４０６と、ノード「Ｒｙ
ａｎ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」４０８と、ノード「Ｖｅｒｍｏｎｔ」４１０と、ノード「Ｓｅｎ
ａｔｏｒ」４１２と、ノード「Ｉｎｃｏｍｅ　ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ」４１４とを含む。
双方向メディアガイドアプリケーションは、ナレッジグラフ４００内で、潜在的用語と未
知の用語との間の類似性に基づいて、未知の用語の意味であり得る潜在的用語を識別して
もよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ
」１０６へのそれらの類似性により、ノード「Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」４０６、ノー
ド「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」４０４、およびノード「Ｒｙａｎ　Ｃｌｉｎｔｏ
ｎ」４０８を潜在的用語として識別してもよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のステップ
として用語と第１のコンテキスト用語との間の関連性の強度を使用し、最も可能性の高い
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潜在的用語を除外してもよい。関連性の強度は、ナレッジグラフ４００内の２つの用語の
間のエッジの正規化された距離の逆数であってもよい。例えば、ノード「Ｂｅｒｎｉｅ　
Ｓａｎｄｅｒｓ」４０２と、ノード「Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」４０６、ノード「Ｈｉ
ｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」４０４、およびノード「Ｒｙａｎ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」４０
８のそれぞれとの間の関連性の正規化された強度は、それぞれ、０．７、０．７、および
０．２である。関連性の要求される閾値強度が０．５である場合には、双方向メディアガ
イドアプリケーションは、ナレッジグラフ４００に基づいて、ノード「Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉ
ｎｔｏｎ」４０６およびノード「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」４０４が第１の未知
の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」１０６の意味であり得る潜在的用語であることを決定してもよ
い。
【００５１】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のナレッジグラフが第１の未知の用語
の意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むかどうかを決定する。例えば、双方向メ
ディアガイドアプリケーションは、ブール比較関数を使用し、ナレッジグラフ４００内の
潜在的用語の数に対応するカウンタの値が１を上回るかどうかを決定してもよい。ナレッ
ジグラフ４００が第１の未知の用語の意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むこと
を決定するステップに応答して、双方向メディアガイドアプリケーションは、テキストセ
グメントと関連付けられるタイムスタンプを決定する。タイムスタンプは、テキストセグ
メントの起源およびコンテンツに応じて、任意の時間周期であり得る。例えば、テキスト
セグメントが２０１０年～２０１６年の間の選挙運動寄付方針の変更を詳述するレポート
である場合、タイムスタンプは、２０１０年～２０１６年であってもよい。ソーシャルメ
ディアステータス更新（例えば、Ｔｗｉｔｔｅｒ投稿）または自然言語クエリに関して、
タイムスタンプは、更新またはクエリの正確な日付および時間であってもよい。タイムス
タンプは、テキストセグメントのコンテンツが関連する時間についての情報を導出するた
めに使用される。
【００５２】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、テキストセグメントと関連付けられるメタ
データを使用し、タイムスタンプを決定してもよい。双方向メディアガイドアプリケーシ
ョンは、テキストセグメントに対応するメタデータに関してデータベース（例えば、メデ
ィアコンテンツソース９１６またはメディアガイドデータソース９１８に位置するデータ
ベース）にクエリを行うことによって、テキストセグメントと関連付けられるメタデータ
を読み出してもよい。代替として、双方向メディアガイドアプリケーションは、テキスト
マイニング技法を使用し、テキストセグメント自体から時間インジケータを抽出してもよ
い。例えば、テキストセグメントは、テキストセグメント内で詳述されるイベントの日付
（例えば、「Ｏｎ　Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０１６，　Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒ
ｓ　ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉｎｔｏｎ…」）またはタイムスタンプを推定するため
に使用され得る他の文脈情報（例えば、「Ｓｐｅａｋｉｎｇ　ｔｏ　ｈｉｓ　ｓｕｐｐｏ
ｒｔｅｒｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｃｏｌｄｅｓｔ　ｗｉｎｔｅｒ　ｄａｙ　ｒｅｃｏｒｄｅｄ
　ｉｎ　３０　ｙｅａｒｓ，　Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　
Ｃｌｉｎｔｏｎ…」）を含有してもよい。この場合、双方向メディアガイドアプリケーシ
ョンは、テキストセグメント１０２と関連付けられるタイムスタンプが「Ｊａｎｕａｒｙ
　１１，　２０１６」１０８であると決定してもよい。
【００５３】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキスト用語と関連付けられ、
タイムスタンプに関連する第２のナレッジグラフにアクセスし、第１の未知の用語の意味
である潜在的用語を決定することによって、第１の未知の用語の意味を決定する。エンテ
ィティの間の関連性は、経時的に変化する。第２のナレッジグラフは、全ての時間周期で
はなくてタイムスタンプに関連する特定の時間と関連付けられるため、エンティティの間
の関連性の時間次元を捕捉する。例えば、男子生徒「Ｒｙａｎ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」が自分
の昼食代をＢｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓの選挙運動に寄付したというニュースが、特定
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の１週間の間にトレンドになっていた場合、用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」と「
Ｒｙａｎ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」との間の関連性は、その特定の１週間と関連付けられるコー
パスのみから導出されるナレッジグラフの中では強く、他の週と関連付けられるコーパス
のみから導出されるナレッジグラフの中には存在しないであろう。しかしながら、全ての
時間周期にわたってコーパスから導出されるナレッジグラフでは、２つの用語が１つの時
点で強い関連性を共有したため、それらの間に弱い関連性があろう。
【００５４】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、タイムスタンプに関連する第２のナレッジ
グラフにアクセスすることによって、テキストセグメントに関連する時間周期中に最も重
要であった関連性を決定することができる。例えば、第１のコンテキスト用語「Ｂｅｒｎ
ｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」１０４と関連付けられ、タイムスタンプ「Ｊａｎｕａｒｙ　１１
，　２０１６」１０８に関連する、第２のナレッジグラフは、２０１６年１月１１日まで
の１週間の間のニュース記事、ソーシャルメディア、および他のコーパスからの情報を捕
捉する、ナレッジグラフであってもよい。第２のナレッジグラフの実施例は、図５で描写
されるナレッジグラフ５００の実施例である。
【００５５】
　図５は、本開示のいくつかの実施形態による、テキストセグメント内の第１のコンテキ
スト用語と関連付けられるナレッジグラフの一部の別の例証的実施形態を示す。ナレッジ
グラフ５００は、タイムスタンプ「Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０１６」１０８に関連す
る時間中の多数のエンティティおよび他のエンティティとのそれらの関係についての情報
を提供する。描写されるナレッジグラフ５００は、例証的実施形態にすぎず、ナレッジグ
ラフ５００は、本発明の範囲から逸脱することなく、異なるエンティティの間の関係の別
の好適な表現モードを備えることができる。
【００５６】
　ナレッジグラフ５００は、記憶回路８０８を使用して記憶されてもよい。リンクされた
リスト、ツリー、グラフ、バケット、またはアレイ等のデータ構造は、記憶回路８０８内
のナレッジグラフ５００を表すために使用されてもよい。ナレッジグラフ５００は、ユー
ザ機器デバイス８００上でローカルに記憶されてもよい、または遠隔に記憶され、通信ネ
ットワーク９１４を通してアクセスされてもよい。ナレッジグラフ５００は、１つの場所
に完全に記憶されてもよい、またはセクションに分割されてもよく、各セクションは、複
数の場所のうちの１つに記憶されてもよい。いくつかの実施形態では、ナレッジグラフ５
００は、メディアコンテンツソース９１６およびメディアガイドデータソース９１８から
のコンテンツを使用して、要求に応じて動的に生成されてもよい。
【００５７】
　特定の時間間隔「Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０１６までの週」（ｗｅｅｋ　ｌｅａｄ
ｉｎｇ　ｕｐ　ｔｏ　Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０１６）５０４と関連付けられるナレ
ッジグラフ５００は、第１のコンテキスト用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」１０４
に対応するノード「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」５０８を含む。ナレッジグラフ５０
０はまた、ノード「Ｉｎｃｏｍｅ　ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ」５０６と、ノード「Ｖｅｒｍ
ｏｎｔ」５１２と、ノード「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」５１０とを含む。双方向
メディアガイドアプリケーションは、前述で議論された技法を使用して、ノード「Ｈｉｌ
ｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」５１０を第１の未知の用語の意味として識別してもよい。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、第２のナレッジグラフは、その位置がテキストセグメントの
タイムスタンプに基づいて決定される、特定の時間間隔と関連付けられる。例えば、特定
の時間間隔は、１週間であってもよい。特定の時間間隔は、デフォルト時間間隔であって
もよい。特定の時間間隔を使用することによって、双方向メディアガイドアプリケーショ
ンは、ナレッジグラフ５００が導出されるコーパスの量を限定し、トレンド関連性の識別
を促進することができる。特定の時間間隔の位置は、第２のナレッジグラフ、すなわち、
ナレッジグラフ５００がテキストセグメント１０２内の曖昧な用語の曖昧性を除去するこ
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とに役立つ可能性が最も高いコーパスから導出されることを確実にするように、タイムス
タンプ１０８に基づいて決定される。例えば、「Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０１６」タ
イムスタンプ１０８に基づいて、双方向メディアガイドアプリケーションは、１週間の位
置が２０１６年１月１１日までの１週間であると決定してもよい。この場合、双方向メデ
ィアガイドアプリケーションは、２０１６年１月５日～１１日の１週間からのコーパスか
ら導出される第２のナレッジグラフ、すなわち、ナレッジグラフ５００にアクセスするで
あろう。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔の持
続時間は、第１のナレッジグラフと関連付けられる時間間隔の持続時間よりも短い。例え
ば、第１のナレッジグラフ、すなわち、ナレッジグラフ４００は、何年にも及ぶコーパス
から導出される静的ナレッジグラフであってもよい。第２のナレッジグラフ（ナレッジグ
ラフ５００）は、一方で、ある日と関連付けられるコーパスから導出される時間的ナレッ
ジグラフであってもよい。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔の位
置は、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔がタイムスタンプと重複す
るようなものである。特定の時間間隔とタイムスタンプとの間の重複は、部分的または完
全であり得る。例えば、タイムスタンプ１０８は、Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０１６で
あってもよく、特定の時間間隔は、２０１６年１月７日～１４日であってもよい。別の実
施例として、タイムスタンプは、２０１６年１月１１日～３月１１日であってもよく、特
定の時間間隔は、２０１６年１月１日～３１日であってもよい。いくつかの実施形態では
、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔の位置は、第２のナレッジグラ
フと関連付けられる特定の時間間隔がテキストセグメントのタイムスタンプに先行するよ
うなものである。例えば、曖昧な用語を含有するテキストセグメントは、２０１６年１月
１１日に受信された過去のイベントについての自然言語クエリであってもよい。この場合
、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔は、２０１６年１月３日～６日
であってもよい。いくつかの実施形態では、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定
の時間間隔の位置は、第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔がテキスト
セグメントのタイムスタンプの後に続くようなものである。例えば、曖昧な用語を含有す
るテキストセグメント１０２は、２０１６年１月１１日午後３時３３分のソーシャルメデ
ィア投稿であってもよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、最初のソーシャル
メディア投稿に応答して書かれたソーシャルメディア投稿が、第２のナレッジグラフ（ナ
レッジグラフ５００）を導出する最良のコーパスであろうことを決定してもよい。故に、
第２のナレッジグラフと関連付けられる特定の時間間隔は、２０１６年１月１１日午後３
時３４分～午後６時であってもよい。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、特定の時間間隔の持続時間は、テキストセグメントを分析す
ることによって識別される、時間インジケータに部分的に基づく。例えば、双方向メディ
アガイドアプリケーションは、テキストマイニング技法を使用し、テキストセグメント内
に存在し得、曖昧な用語と関連付けられ得る、時間インジケータ（例えば、今日、１週間
の間、先月の全体、過去２年の間、および他の好適な時間インジケータ）を識別してもよ
い。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、自然言語クエリ「Ｗｈａｔ　ｄ
ｉｄ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｓａｙ　ｔｏ　Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ａｔ　ｔｈｅ　
ｆｕｎｄ　ｒａｉｓｅｒ　ｔｏｄａｙ？」を分析し、「ｔｏｄａｙ」が曖昧な用語「Ｃｌ
ｉｎｔｏｎ」と関連付けられる時間インジケータであることを決定してもよい。双方向メ
ディアガイドアプリケーションは、時間インジケータ「ｔｏｄａｙ」に基づいて、特定の
時間間隔の持続時間が１日であるはずであることを決定してもよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、特定の時間間隔の持続時間は、テキストセグメントのソース
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に部分的に基づく。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、テキストセグメ
ント１０２のソースが日刊新聞（例えば、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ）であることを
決定してもよい。この場合、双方向メディアガイドアプリケーションは、日刊新聞が過去
数日の間に起こったイベントを参照する可能性が最も高いため、１週間であるように特定
の時間間隔の持続時間を設定してもよい。テキストセグメント１０２のソースが、議論さ
れている話題がより頻繁に変化するマイクロブログプラットフォーム（例えば、Ｔｗｉｔ
ｔｅｒ）であることを、双方向メディアガイドアプリケーションが決定する場合、双方向
メディアガイドアプリケーションは、１日であるように特定の時間間隔の持続時間を設定
してもよい。ユーザから受信される自然言語クエリに関して、双方向メディアガイドアプ
リケーションは、（例えば、文字列またはバイオメトリックデータ等のユーザと関連付け
られる一意の識別子に基づいて）ユーザを識別してもよい。双方向メディアガイドアプリ
ケーションは、次いで、ユーザと関連付けられる情報（例えば、ユーザプロファイルと関
連付けられるクエリ履歴、メディア消費パターン、および記憶装置８０８から読み出され
る他のそのような情報）を使用し、特定の時間間隔の持続時間を決定してもよい。例えば
、双方向メディアガイドアプリケーションは、クエリがユーザＴｏｍｍｙから受信される
ことを決定してもよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、Ｔｏｍｍｙのユーザ
プロファイルから、彼が主に日刊新聞を読み、これらの新聞の中のイベントに関連する頻
繁なクエリを有することを決定してもよい。この場合、双方向メディアガイドアプリケー
ションは、Ｔｏｍｍｙのクエリの中の曖昧な用語が最近のイベントを指す可能性が最も高
いことを決定し、１週間であるように特定の時間間隔を設定してもよい。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のナレッジ
グラフが、第１の未知の用語の意味であり得る、いかなる潜在的用語も含まないことを決
定する。例えば、テキストセグメント「Ｍｅｇａｎ　Ｋｅｌｌｙ，　Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａ
ｎｄｅｒｓ　ａｎｄ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｗｅｒｅ　ａｌｌ　ａｔ　ｔｈｅ　ｄｅｂａｔｅ
」に関して、双方向メディアガイドアプリケーションは、「Ｃｌｉｎｔｏｎ」を未知の用
語として、「Ｍｅｇａｎ　Ｋｅｌｌｙ」を第１のコンテキスト用語として識別してもよい
。双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキスト用語「Ｍｅｇａｎ　Ｋ
ｅｌｌｙ」と関連付けられる第１のナレッジグラフにアクセスし、未知の用語「Ｃｌｉｎ
ｔｏｎ」の意味であり得る潜在的用語が第１のナレッジグラフの中にないことを決定して
もよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、次いで、テキストセグメント内の第
２のコンテキスト用語を識別してもよい。例えば、双方向メディアガイドアプリケーショ
ンは、「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」を第２のコンテキスト用語として識別してもよ
い。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のコンテキ
スト用語に基づいて、第１の未知の用語の意味を決定する。この場合、双方向メディアガ
イドアプリケーションは、Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓと関連付けられるナレッジグラ
フにアクセスすることによって、第２のコンテキスト用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒ
ｓ」に基づいて第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意味を決定してもよい。用語「Ｃ
ｌｉｎｔｏｎ」が曖昧であると決定することに応じて、双方向メディアガイドアプリケー
ションは、用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」と関連付けられ、テキストセグメント
のタイムスタンプと関連付けられるスタンプに関連する、別のナレッジグラフにアクセス
し、用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意味を決定してもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のナレッジ
グラフが第１の未知の用語の意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むことを決定し
てもよい。例えば、テキストセグメント「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｈａｓ　ｊｕ
ｓｔ　ｃａｌｌｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉｃｉｔｉｎｇ　ｄｏｎ
ａｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｂａｎｋｓ　ａｎｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ」に関して、
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双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のナレッジグラフが用語「Ｈｉｌｌａｒ
ｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」および「Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」を含有し、その両方が第１の
未知の用語の意味であり得ることを決定してもよい。いくつかの実施形態では、双方向メ
ディアガイドアプリケーションは、特定の時間間隔の持続時間および特定の時間間隔の位
置のうちの少なくとも１つを調節してもよい。双方向メディアガイドアプリケーションは
、位置を一定に保ちながら、特定の時間間隔の持続時間を変更（すなわち、増加または減
少）してもよい。代替として、双方向メディアガイドアプリケーションは、特定の時間間
隔の位置を変更しながら、特定の時間間隔の持続時間を一定に保ってもよい。いくつかの
実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、特定の時間間隔の持続時間お
よび位置の両方を変更してもよい。
【００６６】
　例えば、テキストセグメントのタイムスタンプは、２０１６年１月１１日となっている
場合があり、特定の時間間隔の持続時間は、１週間となっている場合があり、特定の時間
間隔の位置は、その終点がタイムスタンプと一致するようなものとなっている場合がある
。この場合、第２のナレッジグラフは、２０１６年１月５日～１１日のコーパスから導出
されるであろう。本第２のナレッジグラフが、第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意
味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むため、双方向メディアガイドアプリケーショ
ンは、特定の時間間隔がここで、（例えば、外来コーパスの量を限定するために）２０１
６年１月９日～１１日に及ぶように、３日であるように特定の時間間隔の持続時間を減少
させてもよい。代替として、双方向メディアガイドアプリケーションは、特定の時間間隔
の持続時間を７日において一定に保ち、特定の時間間隔の始点がタイムスタンプと一致す
る（すなわち、特定の時間間隔がここで２０１６年１月１１日～１７日である）ように、
位置を変更してもよい。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキ
スト用語および特定の時間間隔と関連付けられる第３のナレッジグラフにアクセスし、第
１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定することによって、第１の未知の用語の意
味を決定してもよい。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、調節された特
定の時間間隔２０１６年１月９日～１１日と関連付けられる第３のナレッジグラフにアク
セスし、第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意味である潜在的用語を決定してもよい
。前述で議論された、双方向メディアガイドアプリケーションが第３のナレッジグラフか
ら第１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定し得る、技法は、ここで適用可能であ
る。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第２のナレッジ
グラフが、第１の未知の用語の意味であり得る、いかなる潜在的用語も含まないことを決
定する。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏ
ｎ」に類似する用語が第２のナレッジグラフの中にないことを決定してもよい。双方向メ
ディアガイドアプリケーションは、特定の時間間隔の持続時間および特定の時間間隔の位
置のうちの少なくとも１つを調節してもよい。前の実施例から、特定の時間間隔は、２０
１６年１月５日～１１日であってもよい。双方向メディアガイドアプリケーションは、特
定の時間間隔の持続時間を２週間まで増加させ、さらなるコーパスを組み込んでもよい。
この場合、特定の時間間隔はここで、２０１５年１２月２９日～２０１６年１月１１日に
及ぶ。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイドアプリケーションは、第１のコンテキ
スト用語および特定の時間間隔と関連付けられる第４のナレッジグラフにアクセスし、第
１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定することによって、第１の未知の用語の意
味を決定してもよい。例えば、双方向メディアガイドアプリケーションは、調節された特
定の時間間隔２０１５年１２月２９日～２０１６年１月１１日と関連付けられる第４のナ
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レッジグラフにアクセスし、第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」の意味である潜在的用
語を決定してもよい。
【００７０】
　任意の所与のコンテンツ配信システムでユーザに利用可能なコンテンツの量が、膨大で
あり得る。その結果、多くのユーザは、ユーザがコンテンツの選択を効率的にナビゲート
し、所望し得るコンテンツを容易に識別することを可能にする、インターフェースを通し
たメディアガイドの形態を所望している。そのようなガイドを提供するアプリケーション
は、本明細書では、双方向メディアガイドアプリケーションと称されるが、時として、メ
ディアガイドアプリケーションまたはガイドアプリケーションと称されることもある。
【００７１】
　双方向メディアガイドアプリケーションは、ガイドを提供するコンテンツに応じて、種
々の形態をとってもよい。１つの典型的なタイプのメディアガイドアプリケーションは、
双方向テレビ番組ガイドである。双方向テレビ番組ガイド（時として、電子番組ガイドと
称されることもある）は、とりわけ、ユーザが、多くのタイプのコンテンツまたはメディ
アアセット間をナビゲートし、それを特定することが可能である、周知のガイドアプリケ
ーションである。双方向メディアガイドアプリケーションは、ユーザが、コンテンツ間を
ナビゲートし、それを特定および選択することを可能にする、グラフィカルユーザインタ
ーフェース画面を生成してもよい。本明細書で参照されるように、用語「メディアアセッ
ト」および「コンテンツ」は、テレビ番組、ならびに有料番組、オンデマンド番組（ビデ
オオンデマンド（ＶＯＤ）システムにおけるような）、インターネットコンテンツ（例え
ば、ストリーミングコンテンツ、ダウンロード可能コンテンツ、ウェブキャスト等）、ビ
デオクリップ、オーディオ、コンテンツ情報、写真、回転画像、ドキュメント、プレイリ
スト、ウェブサイト、記事、書籍、電子書籍、ブログ、広告、チャットセッション、ソー
シャルメディア、アプリケーション、ゲーム、および／または任意の他のメディアもしく
はマルチメディア、および／またはそれらの組み合わせ等の電子的に消費可能なユーザア
セットを意味すると理解されたい。ガイドアプリケーションはまた、ユーザが、コンテン
ツ間をナビゲートし、それを特定することも可能にする。本明細書で参照されるように、
用語「マルチメディア」とは、上記で説明される少なくとも２つの異なるコンテンツ形態
、例えば、テキスト、オーディオ、画像、ビデオ、または双方向コンテンツ形態を利用す
る、コンテンツを意味すると理解されたい。コンテンツは、ユーザ機器デバイスによって
、録画、再生、表示、またはアクセスされてもよいが、また、ライブパーフォーマンスの
一部であることもできる。
【００７２】
　本明細書で議論される実施形態のうちのいずれかを実施するためのメディアガイドアプ
リケーションおよび／または任意の命令は、コンピュータ可読媒体上に符号化されてもよ
い。コンピュータ可読媒体は、データを記憶することが可能な任意のメディアを含む。コ
ンピュータ可読媒体は、限定されないが、電気もしくは電磁信号の伝搬を含む、一過性で
あり得る、または限定されないが、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、
ＵＳＢドライブ、ＤＶＤ、ＣＤ、メディアカード、レジスタメモリ、プロセッサキャッシ
ュ、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）等の揮発性および不揮発性コンピュータメモ
リもしくは記憶デバイスを含む、非一過性であり得る。
【００７３】
　インターネット、モバイルコンピューティング、および高速無線ネットワークの出現に
伴って、ユーザは、従来は使用しなかったユーザ機器デバイス上でメディアにアクセスす
るようになっている。本明細書で参照されるように、語句「ユーザ機器デバイス」、「ユ
ーザ機器」、「ユーザデバイス」、「電子デバイス」、「電子機器」、「メディア機器デ
バイス」、または「メディアデバイス」は、テレビ、スマートＴＶ、セットトップボック
ス、衛星テレビに対応するための統合型受信機デコーダ（ＩＲＤ）、デジタル記憶デバイ
ス、デジタルメディア受信機（ＤＭＲ）、デジタルメディアアダプタ（ＤＭＡ）、ストリ
ーミングメディアデバイス、ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコーダ、接続型ＤＶＤ、ローカル
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メディアサーバ、ＢＬＵ－ＲＡＹ（登録商標）プレーヤ、ＢＬＵ－ＲＡＹ（登録商標）レ
コーダ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ラップトップコンピュータ、タブレットコン
ピュータ、ウェブＴＶボックス、パーソナルコンピュータテレビ（ＰＣ／ＴＶ）、ＰＣメ
ディアサーバ、ＰＣメディアセンター、ハンドヘルドコンピュータ、固定電話、携帯情報
端末（ＰＤＡ）、携帯電話、ポータブルビデオプレーヤ、ポータブル音楽プレーヤ、ポー
タブルゲーム機、スマートフォン、または任意の他のテレビ機器、コンピューティング機
器、もしくは無線デバイス、および／またはそれらの組み合わせ等の上記で説明されるコ
ンテンツにアクセスするための任意のデバイスを意味すると理解されたい。いくつかの実
施形態では、ユーザ機器デバイスは、正面画面および裏面画面、複数の正面画面、または
複数の角度付き画面を有してもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ機器デバイスは、
正面カメラおよび／または裏面カメラを有してもよい。これらのユーザ機器デバイス上で
、ユーザは、テレビを通して利用可能な同一のコンテンツ間をナビゲートし、それを特定
することが可能であり得る。その結果として、メディアガイドは、これらのデバイス上で
も利用可能であり得る。提供されるガイドは、テレビのみを通して利用可能なコンテンツ
、他のタイプのユーザ機器デバイスのうちの１つ以上のもののみを通して利用可能なコン
テンツ、もしくはテレビおよび他のタイプのユーザ機器デバイスのうちの１つ以上のもの
両方を通して利用可能なコンテンツのためのものであってもよい。メディアガイドアプリ
ケーションは、ユーザ機器デバイス上で、オンラインアプリケーション（すなわち、ウェ
ブサイト上で提供される）として、または独立型アプリケーションもしくはクライアント
として提供されてもよい。メディアガイドアプリケーションを実装し得る、種々のデバイ
スおよびプラットフォームは、以下でさらに詳細に説明される。
【００７４】
　メディアガイドアプリケーションの機能のうちの１つは、メディアガイドデータをユー
ザに提供することである。本明細書で参照されるように、語句「メディアガイドデータ」
または「ガイドデータ」は、コンテンツに関連する任意のデータもしくはガイドアプリケ
ーションを動作させる際に使用されるデータを意味すると理解されたい。例えば、ガイド
データは、番組情報、ガイドアプリケーション設定、ユーザ選好、ユーザプロファイル情
報、メディア一覧、メディア関連情報（例えば、放送時間、放送チャンネル、タイトル、
内容、評価情報（例えば、ペアレンタルコントロール評価、批評家の評価等）、ジャンル
またはカテゴリ情報、俳優情報、放送会社またはプロバイダのロゴのロゴデータ等）、メ
ディア形式（例えば、標準解像度、高解像度、３Ｄ等）、広告情報（例えば、テキスト、
画像、メディアクリップ等）、オンデマンド情報、ブログ、ウェブサイト、およびユーザ
が所望のコンテンツ選択間をナビゲートし、それを特定するために役立つ、任意の他のタ
イプのガイドデータを含んでもよい。
【００７５】
　図６－７は、メディアガイドデータを提供するために使用され得る、例証的表示画面を
示す。図６－７に示される表示画面は、任意の好適なユーザ機器デバイスまたはプラット
フォーム上に実装されてもよい。図６－７の表示は、フル画面表示として図示されている
が、それらはまた、表示されているコンテンツ上に完全または部分的にオーバーレイされ
てもよい。ユーザは、表示画面内に提供された選択可能なオプション（例えば、メニュー
オプション、一覧オプション、アイコン、ハイパーリンク等）を選択することによって、
またはリモートコントロールもしくは他のユーザ入力インターフェースまたはデバイス上
の専用ボタン（例えば、「ガイド」ボタン）を押下することによって、コンテンツ情報に
アクセスする要望を示してもよい。ユーザのインジケーションに応答して、メディアガイ
ドアプリケーションは、グリッド内の時間およびチャンネル別、時間別、チャンネル別、
ソース別、コンテンツタイプ別、カテゴリ別（例えば、映画、スポーツ、ニュース、子供
向け、または他の番組カテゴリ）、または他の所定、ユーザ定義、もしくは他の編成基準
等のいくつかの方法のうちの１つにおいて編成されたメディアガイドデータを表示画面に
提供してもよい。
【００７６】
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　図６は、単一表示内の異なるタイプのコンテンツへのアクセスも可能にする、時間およ
びチャンネル別に配列された番組一覧表示６００の例証的グリッドを示す。表示６００は
、（１）各チャンネル／コンテンツタイプ識別子（列内のセル）が利用可能な異なるチャ
ンネルまたはコンテンツのタイプを識別する、チャンネル／コンテンツタイプ識別子６０
４の列、および（２）各時間識別子（行内のセル）が番組の時間帯を識別する、時間識別
子６０６の行を伴うグリッド６０２を含んでもよい。グリッド６０２はまた、番組一覧６
０８等の番組一覧のセルも含み、各一覧は、一覧の関連チャンネルおよび時間の上に提供
される、番組のタイトルを提供する。ユーザ入力デバイスを用いて、ユーザは、ハイライ
ト領域６１０を移動させることによって番組一覧を選択することができる。ハイライト領
域６１０によって選択される番組一覧に関する情報が、番組情報領域６１２内に提供され
てもよい。領域６１２は、例えば、番組タイトル、番組内容、番組が提供される時間（該
当する場合）、番組が放送されるチャンネル（該当する場合）、番組の評価、および他の
所望の情報を含んでもよい。
【００７７】
　線形番組（例えば、事前決定された時間に複数のユーザ機器デバイスに伝送されるよう
にスケジュールされ、スケジュールに従って提供されるコンテンツ）にアクセスを提供す
ることに加えて、メディアガイドアプリケーションはまた、非線形番組（例えば、任意の
時間においてユーザ機器デバイスにアクセス可能であって、スケジュールに従って提供さ
れないコンテンツ）へのアクセスも提供する。非線形番組は、オンデマンドコンテンツ（
例えば、ＶＯＤ）、インターネットコンテンツ（例えば、ストリーミングメディア、ダウ
ンロード可能メディア等）、ローカルに記憶されたコンテンツ（例えば、上記で説明され
る任意のユーザ機器デバイスもしくは他の記憶デバイス上に記憶されたコンテンツ）、ま
たは他の時間非依存性コンテンツを含む、異なるコンテンツソースからのコンテンツを含
んでもよい。オンデマンドコンテンツは、特定のコンテンツプロバイダ（例えば、「Ｔｈ
ｅ　Ｓｏｐｒａｎｏｓ」や「Ｃｕｒｂ　Ｙｏｕｒ　Ｅｎｔｈｕｓｉａｓｍ」を提供するＨ
ＢＯ　Ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄ）によって提供される映画または任意の他のコンテンツを含ん
でもよい。ＨＢＯ　ＯＮ　ＤＥＭＡＮＤは、Ｔｉｍｅ　Ｗａｒｎｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ　
Ｌ．Ｐ．らによって所有されるサービスマークであり、ＴＨＥ　ＳＯＰＲＡＮＯＳおよび
ＣＵＲＢ　ＹＯＵＲ　ＥＮＴＨＵＳＩＡＳＭは、Ｈｏｍｅ　Ｂｏｘ　Ｏｆｆｉｃｅ，　Ｉ
ｎｃ．によって所有される商標である。インターネットコンテンツは、チャットセッショ
ンまたはウェブキャスト等のウェブイベント、もしくはインターネットウェブサイトまた
は他のインターネットアクセス（例えば、ＦＴＰ）を通して、ストリーミングコンテンツ
またはダウンロード可能なコンテンツとしてオンデマンドで利用可能なコンテンツを含ん
でもよい。
【００７８】
　グリッド６０２は、オンデマンド一覧６１４、録画コンテンツ一覧６１６、およびイン
ターネットコンテンツ一覧６１８を含む、非線形番組のメディアガイドデータを提供して
もよい。異なるタイプのコンテンツソースからのコンテンツのためのメディアガイドデー
タを組み合わせる表示は、時として、「混合メディア」表示と称されることもある。表示
６００とは異なる、表示され得るメディアガイドデータのタイプの種々の順列は、ユーザ
選択またはガイドアプリケーション定義に基づいてもよい（例えば、録画および放送一覧
のみの表示、オンデマンドおよび放送一覧のみの表示等）。例証されるように、一覧６１
４、６１６、および６１８は、これらの一覧の選択が、それぞれ、オンデマンド一覧、録
画一覧、またはインターネット一覧専用の表示へのアクセスを提供し得ることを示すよう
に、グリッド６０２内に表示される時間帯全体に及ぶものとして示されている。いくつか
の実施形態では、これらのコンテンツタイプの一覧は、グリッド６０２に直接含まれても
よい。ユーザがナビゲーションアイコン６２０のうちの１つを選択することに応答して、
付加的メディアガイドデータが表示されてもよい（ユーザ入力デバイス上の矢印キーを押
下することは、ナビゲーションアイコン６２０を選択することと同様に表示に影響を及ぼ
し得る）。
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【００７９】
　表示６００はまた、ビデオ領域６２２、広告６２４、およびオプション領域６２６を含
んでもよい。ビデオ領域６２２は、ユーザが、現在利用可能である、今後利用可能となる
、もしくはユーザに利用可能であった番組を視聴および／またはプレビューすることを可
能にしてもよい。ビデオ領域６２２のコンテンツは、グリッド６０２に表示される一覧の
うちの１つに対応するか、またはそれから独立してもよい。ビデオ領域を含むグリッド表
示は、時として、ピクチャインガイド（ＰＩＧ）表示と称されることもある。ＰＩＧ表示
およびそれらの機能性は、参照することによりそれらの全体として本明細書に組み込まれ
る、２００３年５月１３日に発行されたＳａｔｔｅｒｆｉｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．の米国特
許第６，５６４，３７８号、および２００１年５月２９日に発行されたＹｕｅｎ　ｅｔ　
ａｌ．の米国特許第６，２３９，７９４号でさらに詳細に説明されている。ＰＩＧ表示は
、本明細書に説明される実施形態の他のメディアガイドアプリケーション表示画面に含ま
れてもよい。
【００８０】
　広告６２４は、（例えば、サブスクリプション番組に対する）視聴者のアクセス権に応
じて、現在視聴が利用可能である、将来視聴が利用可能となる、または決して視聴利用可
能とはなり得ない、コンテンツの広告を提供してもよく、グリッド６０２内のコンテンツ
一覧のうちの１つもしくはそれを上回るものに対応してもよい、または無関係であり得る
。広告６２４はまた、グリッド６０２内で表示されるコンテンツに関連する、または無関
係である、製品もしくはサービスに対するものであってもよい。広告６２４は、選択可能
であり、コンテンツについてのさらなる情報を提供すること、製品またはサービスについ
ての情報を提供すること、コンテンツ、製品、またはサービスの購入を可能にすること、
広告に関するコンテンツを提供すること等を行ってもよい。広告６２４は、ユーザのプロ
ファイル／選好、監視されたユーザ活動、提供される表示のタイプ、または他の好適な標
的化された広告基盤に基づいて標的化されてもよい。
【００８１】
　広告６２４は、長方形またはバナー形状として示されているが、広告は、ガイドアプリ
ケーション表示内の任意の好適なサイズ、形状、および場所で提供されてもよい。例えば
、広告６２４は、グリッド６０２に水平に隣接する長方形として提供されてもよい。これ
は、時として、パネル広告と称されることもある。加えて、広告は、コンテンツもしくは
ガイドアプリケーション表示上にオーバーレイされるか、または表示内に埋め込まれても
よい。広告はまた、テキスト、画像、回転画像、ビデオクリップ、または上記で説明され
る他のタイプのコンテンツを含んでもよい。広告は、ガイドアプリケーションを有するユ
ーザ機器デバイス内、ユーザ機器に接続されたデータベース内、遠隔場所（ストリーミン
グメディアサーバを含む）内、または他の記憶手段上、もしくはこれらの場所の組み合わ
せ上に記憶されてもよい。メディアガイドアプリケーション内で広告を提供するステップ
は、例えば、参照することによりそれらの全体として本明細書に組み込まれる、２００３
年１月１７日に出願されたＫｎｕｄｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許出願公開第２００３
／０１１０４９９号、２００４年６月２９日に発行されたＷａｒｄ，ＩＩＩ　ｅｔ　ａｌ
．の米国特許第６，７５６，９９７号、および２００２年５月１４日に発行されたＳｃｈ
ｅｉｎ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許第６，３８８，７１４号で、さらに詳細に議論されてい
る。広告は、本明細書に説明される実施形態の他のメディアガイドアプリケーション表示
画面に含まれ得ることが理解されるであろう。
【００８２】
　オプション領域６２６は、ユーザが、異なるタイプのコンテンツ、メディアガイドアプ
リケーション表示、および／またはメディアガイドアプリケーション特徴にアクセスする
ことを可能にしてもよい。オプション領域６２６は、表示６００（および本明細書に説明
される他の表示画面）の一部であってもよい、または画面上のオプションを選択すること
もしくはユーザ入力デバイス上の専用または割当可能ボタンを押下することによって、ユ
ーザによって呼び出されてもよい。オプション領域６２６内の選択可能オプションは、グ
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リッド６０２内の番組一覧に関連する特徴に関してもよい、またはメインメニュー表示か
ら利用可能なオプションを含んでもよい。番組一覧に関連する特徴は、他の放送時間もし
くは番組の受信方法の検索、番組の録画、番組の連続録画の有効化、番組および／または
チャンネルのお気に入りとして設定、番組の購入、もしくは他の特徴を含んでもよい。メ
インメニュー表示から利用可能なオプションは、検索オプション、ＶＯＤオプション、ペ
アレンタルコントロールオプション、インターネットオプション、クラウドベースのオプ
ション、デバイス同期オプション、第２の画面デバイスオプション、種々のタイプのメデ
ィアガイドデータ表示にアクセスするオプション、プレミアムサービスをサブスクライブ
するオプション、ユーザのプロファイルを編集するオプション、ブラウザオーバーレイに
アクセスするオプション、または他のオプションを含んでもよい。
【００８３】
　メディアガイドアプリケーションは、ユーザの選好に基づいて個人化されてもよい。個
人化されたメディアガイドアプリケーションは、ユーザが、メディアガイドアプリケーシ
ョンを用いて個人化された「体験」を生成するように、表示および特徴をカスタマイズす
ることを可能にする。この個人化された体験は、ユーザがこれらのカスタマイズを入力す
ることを可能にすることによって、および／または種々のユーザ選好を決定するようにメ
ディアガイドアプリケーションがユーザ活動を監視することによって、生成されてもよい
。ユーザは、ログインすることによって、または別様にガイドアプリケーションに対して
自らを識別することによって、それらの個人化されたガイドアプリケーションにアクセス
してもよい。メディアガイドアプリケーションのカスタマイズは、ユーザプロファイルに
従って作製されてもよい。カスタマイズは、提示方式（例えば、表示の色方式、テキスト
のフォントサイズ等）、表示されるコンテンツ一覧の態様（例えば、ＨＤＴＶ番組のみま
たは３Ｄ番組のみ、お気に入りチャンネル選択に基づいたユーザ指定の放送チャンネル、
チャンネルの表示の並び替え、推奨コンテンツ等）、所望の録画特徴（例えば、特定のユ
ーザに対する録画または連続録画、録画品質等）、ペアレンタルコントロール設定、イン
ターネットコンテンツのカスタマイズされた提示（例えば、ソーシャルメディアコンテン
ツ、電子メール、電子的に配信された記事等の提示）、および他の所望のカスタマイズを
変動させるステップを含んでもよい。
【００８４】
　メディアガイドアプリケーションは、ユーザが、ユーザプロファイル情報を提供するこ
とを可能にしてもよい、またはユーザプロファイル情報を自動的にコンパイルしてもよい
。メディアガイドアプリケーションは、例えば、ユーザがアクセスするコンテンツ、およ
び／またはユーザがガイドアプリケーションと有し得る他の相互作用を監視してもよい。
加えて、メディアガイドアプリケーションは、特定のユーザに関連する他のユーザプロフ
ァイルの全体または一部を取得し（例えば、ｗｗｗ．ａｌｌｒｏｖｉ．ｃｏｍ等のユーザ
がアクセスするインターネット上の他のウェブサイトから、ユーザがアクセスする他のメ
ディアガイドアプリケーションから、ユーザがアクセスする他の双方向アプリケーション
から、ユーザの別のユーザ機器デバイスから等）、および／またはメディアガイドアプリ
ケーションがアクセスし得る他のソースから、ユーザについての情報を取得してもよい。
結果として、ユーザは、ユーザの異なるユーザ機器デバイスを横断して統一されたガイド
アプリケーション体験を提供されることができる。本タイプのユーザ体験は、図９に関連
して、以下でさらに詳細に説明される。付加的な個人化されたメディアガイドアプリケー
ション特徴は、参照することによりそれらの全体として本明細書に組み込まれる、２００
５年７月１１日に出願されたＥｌｌｉｓ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許出願公開第２００５／
０２５１８２７号、２００７年１月１６日に発行されたＢｏｙｅｒ　ｅｔ　ａｌ．の米国
特許第７，１６５，０９８号、および２００２年２月２１日に出願されたＥｌｌｉｓ　ｅ
ｔ　ａｌ．の米国特許出願公開第２００２／０１７４４３０号でさらに詳細に説明されて
いる。
【００８５】
　メディアガイドを提供するための別の表示配列が、図７に示されている。ビデオモザイ
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ク表示７００は、コンテンツのタイプ、ジャンル、および／または他の編成基準に基づい
て編成されたコンテンツ情報のための選択可能オプション７０２を含む。表示７００では
、テレビ一覧オプション７０４が、選択され、したがって、一覧７０６、７０８、７１０
、および７１２を放送番組一覧として提供する。表示７００では、一覧は、カバーアート
、コンテンツからの静止画像、ビデオクリップのプレビュー、コンテンツからのライブビ
デオ、または一覧中のメディアガイドデータによって記述されているコンテンツをユーザ
に示す他のタイプのコンテンツを含む、グラフィック画像を提供してもよい。グラフィッ
ク一覧はまた、それぞれ、一覧と関連付けられるコンテンツについてのさらなる情報を提
供するように、テキストを伴ってもよい。例えば、一覧７０８は、メディア部分７１４お
よびテキスト部分７１６を含む、１つを上回る部分を含んでもよい。メディア部分７１４
および／またはテキスト部分７１６は、コンテンツをフル画面で視聴するように、もしく
はメディア部分７１４に表示されるコンテンツに関連する情報を閲覧するように（例えば
、ビデオが表示されるチャンネルの一覧を閲覧するように）、選択可能であり得る。
【００８６】
　表示７００中の一覧は、異なるサイズである（すなわち、一覧７０６は、一覧７０８、
７１０、および７１２より大きい）が、所望される場合、全ての一覧が同一のサイズであ
ってもよい。一覧は、コンテンツプロバイダの所望に応じて、またはユーザ選好に基づい
て、ユーザに関心の程度を示すように、もしくはあるコンテンツを強調するように、異な
るサイズであってもよい、またはグラフィック的に強調されてもよい。コンテンツ一覧を
グラフィック的に強調するための種々のシステムおよび方法は、例えば、参照することに
よりその全体として本明細書に組み込まれる、２００９年１１月１２日に出願されたＹａ
ｔｅｓの米国特許出願公開第２０１０／０１５３８８５号で議論されている。
【００８７】
　ユーザは、そのユーザ機器デバイスのうちの１つ以上のものから、コンテンツおよびメ
ディアガイドアプリケーション（ならびに上記および下記に説明されるその表示画面）に
アクセスしてもよい。図８は、例証的ユーザ機器デバイス８００の一般化実施形態を示す
。ユーザ機器デバイスのより具体的な実装は、図９に関連して以下で議論される。ユーザ
機器デバイス８００は、入出力（以下では「Ｉ／Ｏ」）パス８０２を介して、コンテンツ
およびデータを受信してもよい。Ｉ／Ｏパス８０２は、コンテンツ（例えば、放送番組、
オンデマンド番組、インターネットコンテンツ、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
もしくは広域ネットワーク（ＷＡＮ）を経由して利用可能なコンテンツ、および／または
他のコンテンツ）およびデータを、処理回路８０６ならびに記憶装置８０８を含む制御回
路８０４に提供してもよい。制御回路８０４は、Ｉ／Ｏパス８０２を使用して、コマンド
、要求、および他の好適なデータを送受信するために使用されてもよい。Ｉ／Ｏパス８０
２は、制御回路８０４（具体的には、処理回路８０６）を１つ以上の通信パス（以下で説
明される）に接続してもよい。Ｉ／Ｏ機能は、これらの通信パスのうちの１つ以上のもの
によって提供されてもよいが、図面が複雑になり過ぎることを回避するため、図８では単
一パスとして示されている。
【００８８】
　制御回路８０４は、処理回路８０６等の任意の好適な処理回路に基づいてもよい。本明
細書で参照されるように、処理回路は、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、デジタル信号プロセッサ、プログラマブル論理デバイス、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）等に基づく回路を意
味すると理解されるはずであり、マルチコアプロセッサ（例えば、デュアルコア、クアド
コア、ヘクサコア、もしくは任意の好適な数のコア）またはスーパーコンピュータを含ん
でもよい。いくつかの実施形態では、処理回路は、複数の別個のプロセッサまたは処理ユ
ニット、例えば、複数の同一のタイプの処理ユニット（例えば、２つのＩｎｔｅｌ　Ｃｏ
ｒｅ　ｉ７プロセッサ）または複数の異なるプロセッサ（例えば、Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ
　ｉ５プロセッサおよびＩｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ　ｉ７プロセッサ）を横断して分散されて
もよい。いくつかの実施形態では、制御回路８０４は、メモリ（すなわち、記憶装置８０
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８）に記憶されたメディアガイドアプリケーションに対する命令を実行する。具体的には
、制御回路８０４は、メディアガイドアプリケーションによって、上記および下記で議論
される機能を果たすように命令されてもよい。例えば、メディアガイドアプリケーション
は、制御回路８０４に、メディアガイド表示を生成する命令を提供してもよい。いくつか
の実装では、制御回路８０４によって実施される任意のアクションは、メディアガイドア
プリケーションから受信される命令に基づいてもよい。
【００８９】
　クライアントサーバベースの実施形態では、制御回路８０４は、ガイドアプリケーショ
ンサーバまたは他のネットワークもしくはサーバと通信するための好適な通信回路を含ん
でもよい。上記の機能性を実施するための命令は、ガイドアプリケーションサーバ上に記
憶されてもよい。通信回路は、ケーブルモデム、総合デジタル通信網（ＩＳＤＮ）モデム
、デジタルサブスクライバ回線（ＤＳＬ）モデム、電話モデム、イーサネット（登録商標
）カード、または他の機器との通信用の無線モデム、もしくは任意の他の好適な通信回路
を含んでもよい。そのような通信は、インターネットまたは任意の他の好適な通信ネット
ワークもしくはパスを伴ってもよい（図９に関連してさらに詳細に説明される）。加えて
、通信回路は、ユーザ機器デバイスのピアツーピア通信または相互から遠隔の場所にある
ユーザ機器デバイスの通信を可能にする、回路を含んでもよい（以下でさらに詳細に説明
される）。
【００９０】
　メモリは、制御回路８０４の一部である、記憶装置８０８として提供される、電子記憶
デバイスであってもよい。本明細書で参照されるように、語句「電子記憶デバイス」また
は「記憶デバイス」は、ランダムアクセスメモリ、読取専用メモリ、ハードドライブ、光
学ドライブ、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）レコーダ、コンパクトディスク（ＣＤ）
レコーダ、ＢＬＵ－ＲＡＹ（登録商標）ディスク（ＢＤ）レコーダ、ＢＬＵ－ＲＡＹ（登
録商標）　３Ｄディスクレコーダ、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ、時として、パーソ
ナルビデオレコーダと呼ばれることもある、またはＰＶＲ）、ソリッドステートデバイス
、量子記憶デバイス、ゲームコンソール、ゲームメディア、または任意の他の好適な固定
もしくはリムーバブル記憶デバイス、および／またはそれらの任意の組み合わせ等の電子
データ、コンピュータソフトウェア、もしくはファームウェアを記憶するための任意のデ
バイスを意味すると理解されたい。記憶装置８０８は、本明細書に説明される種々のタイ
プのコンテンツ、ならびに上記で説明されるメディアガイドデータを記憶するために使用
されてもよい。不揮発性メモリもまた、（例えば、ブートアップルーチンおよび他の命令
を起動するために）使用されてもよい。図９に関連して説明される、クラウドベースの記
憶装置が、記憶装置８０８を補完するために、または記憶装置８０８の代わりに使用され
てもよい。
【００９１】
　制御回路８０４は、１つ以上のアナログチューナ、１つ以上のＭＰＥＧ－２デコーダ、
もしくは他のデジタルデコード回路、高解像度チューナ、または任意の他の好適な同調も
しくはビデオ回路、もしくはそのような回路の組み合わせ等のビデオ生成回路および同調
回路を含んでもよい。（例えば、記憶するために、無線、アナログ、またはデジタル信号
をＭＰＥＧ信号に変換するための）符号化回路もまた、提供されてもよい。制御回路８０
４はまた、コンテンツをユーザ機器８００の好ましい出力形式に上方変換および下方変換
するためのスケーラ回路を含んでもよい。回路８０４はまた、デジタル信号とアナログ信
号との間で変換するためのデジタル／アナログ変換回路およびアナログ／デジタル変換回
路を含んでもよい。同調および符号化回路は、コンテンツを受信するために、ならびに表
示する、再生する、または録画するために、ユーザ機器デバイスによって使用されてもよ
い。同調および符号化回路はまた、ガイドデータを受信するために使用されてもよい。例
えば、同調、ビデオ生成、符号化、復号、暗号化、解読、スケーラ、およびアナログ／デ
ジタル回路を含む、本明細書に説明される回路は、１つ以上の汎用もしくは特殊プロセッ
サ上で起動するソフトウェアを使用して実装されてもよい。複数のチューナが、同時同調
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機能（例えば、視聴および録画機能、ピクチャインピクチャ（ＰＩＰ）機能、多重チュー
ナ録画機能等）に対処するように提供されてもよい。記憶装置８０８が、ユーザ機器８０
０とは別のデバイスとして提供される場合、同調および符号化回路（複数のチューナを含
む）は、記憶装置８０８と関連付けられてもよい。
【００９２】
　ユーザは、ユーザ入力インターフェース８１０を使用して、命令を制御回路８０４に送
信してもよい。ユーザ入力インターフェース８１０は、リモートコントロール、マウス、
トラックボール、キーパッド、キーボード、タッチ画面、タッチパッド、スタイラス入力
、ジョイスティック、音声認識インターフェース、または他のユーザ入力インターフェー
ス等の任意の好適なユーザインターフェースであってもよい。ディスプレイ８１２は、独
立型デバイスとして提供されてもよい、またはユーザ機器デバイス８００の他の要素と統
合されてもよい。例えば、ディスプレイ８１２は、タッチスクリーンまたはタッチセンサ
式ディスプレイであってもよい。そのような状況では、ユーザ入力インターフェース８１
０は、ディスプレイ８１２と統合されてもよい、または組み合わせられてもよい。ディス
プレイ８１２は、モニタ、テレビ、モバイルデバイス用の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、
非晶質シリコンディスプレイ、低温ポリシリコンディスプレイ、電子インクディスプレイ
、電気泳動ディスプレイ、アクティブマトリクスディスプレイ、エレクトロウェッティン
グディスプレイ、電気流体ディスプレイ、ブラウン管ディスプレイ、発光ダイオードディ
スプレイ、エレクトロルミネセントディスプレイ、プラズマディスプレイパネル、高性能
アドレッシングディスプレイ、薄膜トランジスタディスプレイ、有機発光ダイオードディ
スプレイ、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）、レーザテレビ、カーボンナ
ノチューブ、量子ドットディスプレイ、干渉変調器ディスプレイ、または視覚画像を表示
するための任意の他の好適な機器のうちの１つ以上のものであってもよい。いくつかの実
施形態では、ディスプレイ８１２は、ＨＤＴＶ対応型であり得る。いくつかの実施形態で
は、ディスプレイ８１２は、３Ｄディスプレイであってもよく、双方向メディアガイドア
プリケーションおよび任意の好適なコンテンツは、３Ｄで表示されてもよい。ビデオカー
ドまたはグラフィックカードは、ディスプレイ８１２への出力を生成してもよい。ビデオ
カードは、３Ｄシーンおよび２Ｄグラフィックのレンダリング加速、ＭＰＥＧ－２／ＭＰ
ＥＧ－４復号、ＴＶ出力、または複数のモニタを接続する能力等の種々の機能を提供し得
る。ビデオカードは、制御回路８０４に関連して上記で説明される任意の処理回路であっ
てもよい。ビデオカードは、制御回路８０４と統合されてもよい。スピーカ８１４は、ユ
ーザ機器デバイス８００の他の要素と統合されたものとして提供されてもよい、または独
立型ユニットであってもよい。ディスプレイ８１２上に表示されるビデオおよび他のコン
テンツのオーディオコンポーネントは、スピーカ８１４を通して再生されてもよい。いく
つかの実施形態では、音声は、スピーカ８１４を介して音声を処理および出力する、受信
機（図示せず）に配信されてもよい。
【００９３】
　ガイドアプリケーションは、任意の好適なアーキテクチャを使用して実装されてもよい
。例えば、これは、ユーザ機器デバイス８００上で完全に実装される独立型アプリケーシ
ョンであってもよい。そのようなアプローチでは、アプリケーションの命令は、ローカル
で（例えば、記憶装置８０８の中に）記憶され、アプリケーションによって使用するため
のデータは、周期的にダウンロードされる（例えば、帯域外フィードから、インターネッ
トリソースから、または別の好適なアプローチを使用して）。制御回路８０４は、記憶装
置８０８からアプリケーションの命令を読み出し、本明細書で議論される表示のうちのい
ずれかを生成する命令を処理してもよい。処理された命令に基づいて、制御回路８０４は
、入力が入力インターフェース８１０から受信されるときに実施するアクションを決定し
てもよい。例えば、表示上のカーソルの上／下への移動は、入力インターフェース８１０
が上／下ボタンが選択されたことを示すときに、処理された命令によって示されてもよい
。
【００９４】
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　いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、クライアントサーバベ
ースのアプリケーションである。ユーザ機器デバイス８００上に実装される、シックまた
はシンクライアントによって使用するためのデータは、ユーザ機器デバイス８００の遠隔
にあるサーバに要求を発行することによって、オンデマンドで読み出される。クライアン
トサーバベースのガイドアプリケーションの一実施例では、制御回路８０４は、遠隔サー
バによって提供されるウェブページを解釈する、ウェブブラウザを起動する。例えば、遠
隔サーバは、記憶デバイス内にアプリケーションのための命令を記憶してもよい。遠隔サ
ーバは、回路（例えば、制御回路８０４）を使用して、記憶された命令を処理し、上記お
よび下記で議論される表示を生成してもよい。クライアントデバイスは、遠隔サーバによ
って生成される表示を受信してもよく、表示のコンテンツを機器デバイス８００上でロー
カルに表示してもよい。このように、命令の処理が、サーバによって遠隔で実施される一
方で、結果として生じる表示は、機器デバイス８００上でローカルに提供される。機器デ
バイス８００は、入力インターフェース８１０を介して、ユーザから入力を受信し、対応
する表示を処理および生成するために、それらの入力を遠隔サーバに伝送してもよい。例
えば、機器デバイス８００は、上／下ボタンが入力インターフェース８１０を介して選択
されたことを示す、通信を遠隔サーバに伝送してもよい。遠隔サーバは、その入力に従っ
て命令を処理し、入力に対応するアプリケーションの表示を生成してもよい（例えば、カ
ーソルを上／下に移動させる表示）。生成された表示は、次いで、ユーザへの提示のため
に、機器デバイス８００に伝送される。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、インタープリタまたは
仮想マシン（制御回路８０４によって起動される）によって、ダウンロードされ、解釈ま
たは別様に起動される。いくつかの実施形態では、ガイドアプリケーションは、ＥＴＶバ
イナリ交換形式（ＥＴＶ　Ｂｉｎａｒｙ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ　Ｆｏｒｍａｔ／ＥＢ
ＩＦ）で符号化され、好適なフィードの一部として制御回路８０４によって受信され、制
御回路８０４上で起動するユーザエージェントによって解釈されてもよい。例えば、ガイ
ドアプリケーションは、ＥＢＩＦアプリケーションであってもよい。いくつかの実施形態
では、ガイドアプリケーションは、制御回路８０４によって実行されるローカル仮想マシ
ンまたは他の好適なミドルウェアによって受信および起動される、一連のＪＡＶＡ（登録
商標）ベースのファイルによって定義されてもよい。そのような実施形態のうちのいくつ
か（例えば、ＭＰＥＧ－２または他のデジタルメディア符号化方式を採用するもの）では
、ガイドアプリケーションは、例えば、番組のＭＰＥＧオーディオおよびビデオパケット
を用いたＭＰＥＧ－２オブジェクトカルーセルにおいて符号化ならびに伝送されてもよい
。
【００９６】
　図８のユーザ機器デバイス８００は、ユーザテレビ機器９０２、ユーザコンピュータ機
器９０４、無線ユーザ通信デバイス９０６、または非携帯用ゲーム機等のコンテンツにア
クセスするために好適な任意の他のタイプのユーザ機器として、図９のシステム９００に
実装されることができる。簡単にするために、これらのデバイスは、本明細書では総称し
て、ユーザ機器またはユーザ機器デバイスと称されてもよく、上記で説明されるユーザ機
器デバイスに実質的に類似し得る。メディアガイドアプリケーションが実装され得る、ユ
ーザ機器デバイスは、独立型デバイスとして機能してもよい、またはデバイスのネットワ
ークの一部であってもよい。デバイスの種々のネットワーク構成が実装されてもよく、以
下でさらに詳細に議論される。
【００９７】
　図８に関連して上記で説明されるシステム特徴のうちの少なくともいくつかを利用する
、ユーザ機器デバイスは、単に、ユーザテレビ機器９０２、ユーザコンピュータ機器９０
４、または無線ユーザ通信デバイス９０６として分類されなくてもよい。例えば、ユーザ
テレビ機器９０２が、あるユーザコンピュータ機器９０４のように、インターネットコン
テンツへのアクセスを可能にするインターネット対応型であり得る一方で、ユーザコンピ
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ュータ機器９０４は、あるテレビ機器９０２のように、テレビ番組へのアクセスを可能に
するチューナを含んでもよい。メディアガイドアプリケーションは、種々の異なるタイプ
のユーザ機器上で同一のレイアウトを有してもよく、またはユーザ機器の表示能力に合わ
せられてもよい。例えば、ユーザコンピュータ機器９０４上では、ガイドアプリケーショ
ンは、ウェブブラウザによってアクセスされるウェブサイトとして提供されてもよい。別
の実施例では、ガイドアプリケーションは、無線ユーザ通信デバイス９０６用に縮小され
てもよい。
【００９８】
　システム９００では、典型的には、各タイプのユーザ機器デバイスが１つを上回って存
在するが、図面が複雑になり過ぎることを回避するように、それぞれ１つだけが図９に示
されている。加えて、各ユーザは、１つを上回るタイプのユーザ機器デバイスと、また、
各タイプのユーザ機器デバイスのうちの１つを上回るものとを利用してもよい。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、ユーザ機器デバイス（例えば、ユーザテレビ機器９０２、ユ
ーザコンピュータ機器９０４、無線ユーザ通信デバイス９０６）は、「第２の画面デバイ
ス」と称されてもよい。例えば、第２の画面デバイスは、第１のユーザ機器デバイス上に
提示されるコンテンツを補完してもよい。第２の画面デバイス上に提示されるコンテンツ
は、第１のデバイス上に提示されるコンテンツを補完する、任意の好適なコンテンツであ
ってもよい。いくつかの実施形態では、第２の画面デバイスは、第１のデバイスの設定お
よび表示選好を調節するためのインターフェースを提供する。いくつかの実施形態では、
第２の画面デバイスは、他の第２の画面デバイスと相互作用するため、またはソーシャル
ネットワークと相互作用するために構成される。第２の画面デバイスは、第１のデバイス
と同一の部屋内に、第１のデバイスと異なる部屋であるが同一の家もしくは建物内に、ま
たは第１のデバイスと異なる建物内に位置することができる。
【０１００】
　ユーザはまた、家庭内デバイスおよび遠隔デバイスを横断して一貫したメディアガイド
アプリケーション設定を維持するように、種々の設定を設定してもよい。設定は、本明細
書に説明されるもの、ならびにお気に入りのチャンネルおよび番組、番組を推奨するため
にガイドアプリケーションが利用する番組選好、表示選好、および他の望ましいガイド設
定を含む。例えば、ユーザが、オフィスのパーソナルコンピュータ上で、例えば、ウェブ
サイトｗｗｗ．ａｌｌｒｏｖｉ．ｃｏｍの上でチャンネルをお気に入りとして設定した場
合、同一のチャンネルが、ユーザの家庭内デバイス（例えば、ユーザテレビ機器およびユ
ーザコンピュータ機器）上で、ならびに所望される場合、ユーザのモバイルデバイス上で
、お気に入りとして表示されるであろう。したがって、同一タイプのユーザ機器デバイス
であるかまたは異なるタイプのユーザ機器デバイスであるかにかかわらず、１つのユーザ
機器デバイス上で行われる変更は、別のユーザ機器デバイス上のガイド体験を変更するこ
とができる。加えて、行われる変更は、ユーザによって入力される設定、ならびにガイド
アプリケーションによって監視されるユーザアクティビティに基づいてもよい。
【０１０１】
　ユーザ機器デバイスは、通信ネットワーク９１４に結合されてもよい。すなわち、ユー
ザテレビ機器９０２、ユーザコンピュータ機器９０４、および無線ユーザ通信デバイス９
０６は、それぞれ、通信パス９０８、９１０、および９１２を介して、通信ネットワーク
９１４に結合される。通信ネットワーク９１４は、インターネット、携帯電話ネットワー
ク、モバイルボイスまたはデータネットワーク（例えば、４ＧもしくはＬＴＥネットワー
ク）、ケーブルネットワーク、公衆交換電話ネットワーク、または他のタイプの通信ネッ
トワーク、もしくは通信ネットワークの組み合わせを含む、１つ以上のネットワークであ
ってもよい。パス９０８、９１０、および９１２は、別個または一緒に、衛星パス、光フ
ァイバパス、ケーブルパス、インターネット通信をサポートするパス（例えば、ＩＰＴＶ
）、フリースペース接続（例えば、放送もしくは他の無線信号用）、または任意の他の好
適な有線もしくは無線通信パス、またはそのようなパスの組み合わせ等の１つ以上の通信
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パスを含んでもよい。パス９１２は、図９に示される例示的実施形態では、無線パスであ
ることを示すように点線で描かれ、パス９０８および９１０は、有線パスであることを示
すように実線として描かれている（但し、これらのパスは、所望される場合、無線パスで
あってもよい）。ユーザ機器デバイスとの通信は、これらの通信パスのうちの１つ以上の
ものによって提供されてもよいが、図９では、図面が複雑になり過ぎることを回避するよ
うに、単一パスとして示されている。
【０１０２】
　通信パスは、ユーザ機器デバイスの間には描かれていないが、これらのデバイスは、パ
ス９０８、９１０、および９１２に関連して上記に説明されるもの、ならびにＵＳＢケー
ブル、ＩＥＥＥ１３９４ケーブル、無線パス（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
、赤外線、ＩＥＥＥ８０２－１１ｘ等）等の他の短距離ポイントツーポイント通信パス、
または有線もしくは無線パスを介した他の短距離通信等の通信パスを介して、相互に直接
通信してもよい。ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＳＩＧ，　
ＩＮＣ．によって所有される認証マークである。ユーザ機器デバイスはまた、通信ネット
ワーク９１４を介した間接パスを通して、相互に直接通信してもよい。
【０１０３】
　システム９００は、それぞれ、通信経路９２０および９２２を介して通信ネットワーク
９１４に結合される、コンテンツソース９１６およびメディアガイドデータソース９１８
を含む。経路９２０および９２２は、経路９０８、９１０、および９１２に関連して上記
で説明される通信パスのうちのいずれかを含んでもよい。コンテンツソース９１６および
メディアガイドデータソース９１８との通信は、１つ以上の通信パスを経由して交信され
てもよいが、図９では、図面が複雑になり過ぎることを回避するように単一パスとして示
される。加えて、コンテンツソース９１６およびメディアガイドデータソース９１８がそ
れぞれ、１つを上回って存在し得るが、図面が複雑になり過ぎることを回避するように、
それぞれ１つだけが図９に示されている。（異なるタイプのこれらのソースがそれぞれ、
以下で議論される。）所望される場合、コンテンツソース９１６およびメディアガイドデ
ータソース９１８は、１つのソースデバイスとして統合されてもよい。ユーザ機器デバイ
ス９０２、９０４、および９０６とのソース９１６および９１８の間の通信は、通信ネッ
トワーク９１４を通したものとして示されるが、いくつかの実施形態では、ソース９１６
および９１８は、経路９０８、９１０、および９１２に関連して上記で説明されるもの等
の通信パス（図示せず）を介して、ユーザ機器デバイス９０２、９０４、および９０６と
直接通信してもよい。
【０１０４】
　コンテンツソース９１６は、テレビ配信施設、ケーブルシステムヘッドエンド、衛星配
信施設、番組ソース（例えば、ＮＢＣ、ＡＢＣ、ＨＢＯ等のテレビ放送会社）、中間配信
施設および／またはサーバ、インターネットプロバイダ、オンデマンドメディアサーバ、
ならびに他のコンテンツプロバイダを含む、１つ以上のタイプのコンテンツ配信機器を含
んでもよい。ＮＢＣは、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ
，　Ｉｎｃ．によって所有される商標であり、ＡＢＣは、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，　ＩＮＣ．によって所有される商標であり、ＨＢＯは
、Ｈｏｍｅ　Ｂｏｘ　Ｏｆｆｉｃｅ，　Ｉｎｃ．によって所有される商標である。コンテ
ンツソース９１６は、コンテンツの発信元であってもよい（例えば、テレビ放送会社、ウ
ェブキャストプロバイダ等）、またはコンテンツの発信元でなくてもよい（例えば、オン
デマンドコンテンツプロバイダ、ダウンロード用放送番組のコンテンツのインターネット
プロバイダ等）。コンテンツソース９１６は、ケーブルソース、衛星プロバイダ、オンデ
マンドプロバイダ、インターネットプロバイダ、オーバーザトップコンテンツプロバイダ
、またはコンテンツの他のプロバイダを含んでもよい。コンテンツソース９１６はまた、
ユーザ機器デバイスのうちのいずれかから遠隔の場所にある、異なるタイプのコンテンツ
（ユーザによって選択されるビデオコンテンツを含む）を記憶するために使用される、遠
隔メディアサーバを含んでもよい。コンテンツの遠隔記憶のため、および遠隔に記憶され
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たコンテンツをユーザ機器に提供するためのシステムならびに方法は、参照することによ
りその全体として本明細書に組み込まれる、２０１０年７月２０日に発行されたＥｌｌｉ
ｓ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許第７，７６１，８９２号に関連して、さらに詳細に議論され
ている。
【０１０５】
　メディアガイドデータソース９１８は、上記で説明されるメディアガイドデータ等のメ
ディアガイドデータを提供してもよい。メディアガイドデータは、任意の好適なアプロー
チを使用して、ユーザ機器デバイスに提供されてもよい。いくつかの実施形態では、ガイ
ドアプリケーションは、データフィード（例えば、継続フィードまたはトリクルフィード
）を介して、番組ガイドデータを受信する、独立型双方向テレビ番組ガイドであってもよ
い。番組スケジュールデータおよび他のガイドデータは、テレビチャンネルのサイドバン
ド上で、帯域内デジタル信号を使用して、帯域外デジタル信号を使用して、または任意の
他の好適なデータ伝送技術によって、ユーザ機器に提供されてもよい。番組スケジュール
データおよび他のメディアガイドデータは、複数のアナログまたはデジタルテレビチャン
ネル上でユーザ機器に提供されてもよい。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、メディアガイドデータソース９１８からのガイドデータは、
クライアントサーバアプローチを使用して、ユーザの機器に提供されてもよい。例えば、
ユーザ機器デバイスは、メディアガイドデータをサーバからプルしてもよい、またはサー
バは、メディアガイドデータをユーザ機器デバイスにプッシュしてもよい。いくつかの実
施形態では、ユーザの機器上に常駐するガイドアプリケーションクライアントは、必要と
されるときに、例えば、ガイドデータが古くなっているときに、またはユーザ機器デバイ
スがデータを受信する要求をユーザから受信するときに、ソース９１８とセッションを開
始し、ガイドデータを取得してもよい。メディアガイドは、任意の好適な頻度で（例えば
、継続的に、毎日、ユーザ規定期間で、システム規定期間で、ユーザ機器からの要求に応
答して等）ユーザ機器に提供されてもよい。メディアガイドデータソース９１８は、ユー
ザ機器デバイス９０２、９０４、および９０６に、メディアガイドアプリケーション自体
、またはメディアガイドアプリケーションのソフトウェア更新を提供してもよい。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、メディアガイドデータは、視聴者データを含んでもよい。例
えば、視聴者データは、現在および／または履歴ユーザアクティビティ情報（例えば、ユ
ーザが典型的に見るコンテンツ、ユーザがコンテンツを見る時刻、ユーザがソーシャルネ
ットワークと相互作用するかどうか、ユーザがソーシャルネットワークと相互作用し、情
報をポストする時間、ユーザが典型的に見るコンテンツのタイプ（例えば、有料ＴＶまた
は無料ＴＶ）、気分、脳の活動情報等）を含んでもよい。メディアガイドデータはまた、
サブスクリプションデータを含んでもよい。例えば、サブスクリプションデータは、所与
のユーザがサブスクライブするソースもしくはサービスおよび／または所与のユーザが以
前にサブスクライブしていたが、後にアクセスを打ち切ったソースもしくはサービス（例
えば、ユーザがプレミアムチャンネルにサブスクライブしているかどうか、ユーザがプレ
ミアムレベルのサービスを追加したかどうか、ユーザがインターネット速度を加速させた
かどうか）を識別してもよい。いくつかの実施形態では、視聴者データおよび／またはサ
ブスクリプションデータは、１年を上回る周期の間の所与のユーザのパターンを識別して
もよい。メディアガイドデータは、所与のユーザがサービス／ソースへのアクセスを打ち
切るであろう可能性を示すスコアを生成するために使用される、モデル（例えば、残存者
モデル）を含んでもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、所与のユーザが
特定のサービスまたはソースへのアクセスを打ち切るであろうかどうかの可能性を示す、
値またはスコアを生成するためのモデルを併用して、サブスクリプションデータとともに
視聴者データを処理してもよい。特に、より高いスコアは、ユーザが特定のサービスまた
はソースへのアクセスを打ち切るであろう、より高いレベルの信頼性を示し得る。スコア
に基づいて、メディアガイドアプリケーションは、ユーザがアクセスを打ち切る可能性が
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高いであろうものとしてスコアによって示される、特定のサービスまたはソースをユーザ
が保持するように勧誘する宣伝および広告を生成してもよい。
【０１０８】
　メディアガイドアプリケーションは、例えば、ユーザ機器デバイス上に実装される独立
型アプリケーションであってもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、記憶
装置８０８内に記憶され、ユーザ機器デバイス８００の制御回路８０４によって実行され
得る、ソフトウェアまたは実行可能命令のセットとして実装されてもよい。いくつかの実
施形態では、メディアガイドアプリケーションは、クライアント－サーバアプリケーショ
ンであってもよく、その場合、クライアントアプリケーションのみが、ユーザ機器デバイ
ス上に常駐し、サーバアプリケーションは、遠隔サーバ上に常駐する。例えば、メディア
ガイドアプリケーションは、部分的にユーザ機器デバイス８００の制御回路８０４上のク
ライアントアプリケーションとして、および遠隔サーバの制御回路上で起動するサーバア
プリケーション（例えば、メディアガイドデータソース９１８）として部分的に遠隔サー
バ上に、実装されてもよい。遠隔サーバの制御回路（メディアガイドデータソース９１８
等）によって実行されると、メディアガイドアプリケーションは、ガイドアプリケーショ
ン表示を生成し、生成された表示をユーザ機器デバイスに伝送するように、制御回路に命
令してもよい。サーバアプリケーションは、ユーザ機器上に記憶するためのデータを伝送
するように、メディアガイドデータソース９１８の制御回路に命令してもよい。クライア
ントアプリケーションは、ガイドアプリケーション表示を生成するように、受信用ユーザ
機器の制御回路に命令してもよい。
【０１０９】
　ユーザ機器デバイス９０２、９０４、および９０６に配信されるコンテンツならびに／
またはメディアガイドデータは、オーバーザトップ（ＯＴＴ）コンテンツであってもよい
。ＯＴＴコンテンツ配信は、上記で説明される任意のユーザ機器デバイスを含む、インタ
ーネット対応型ユーザデバイスが、ケーブルまたは衛星接続を経由して受信されるコンテ
ンツに加えて、上記で説明される任意のコンテンツを含む、インターネットを経由して転
送されるコンテンツを受信することを可能にする。ＯＴＴコンテンツは、インターネット
サービスプロバイダ（ＩＳＰ）によって提供されるインターネット接続を介して配信され
るが、第三者も、コンテンツを配信する。ＩＳＰは、視聴能力、著作権、またはコンテン
ツの再配信に責任がない場合があり、ＯＴＴコンテンツプロバイダによって提供されるＩ
Ｐパケットのみ転送してもよい。ＯＴＴコンテンツプロバイダの実施例は、ＩＰパケット
を介して、オーディオおよびビデオを提供する、ＹＯＵＴＵＢＥ（登録商標）、ＮＥＴＦ
ＬＩＸ、ならびにＨＵＬＵを含む。Ｙｏｕｔｕｂｅは、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．によって
所有される商標であり、Ｎｅｔｆｌｉｘは、Ｎｅｔｆｌｉｘ，　Ｉｎｃ．によって所有さ
れる商標であり、Ｈｕｌｕは、Ｈｕｌｕ，　ＬＬＣ．によって所有される商標である。Ｏ
ＴＴコンテンツプロバイダは、加えて、または代替として、上記で説明されるメディアガ
イドデータを提供してもよい。コンテンツおよび／またはメディアガイドデータに加えて
、ＯＴＴコンテンツのプロバイダは、メディアガイドアプリケーション（例えば、ウェブ
ベースのアプリケーションもしくはクラウドベースのアプリケーション）を配信すること
ができる、またはコンテンツは、ユーザ機器デバイス上に記憶されたメディアガイドアプ
リケーションによって表示されることができる。
【０１１０】
　メディアガイドシステム９００は、いくつかのアプローチまたはネットワーク構成を例
証することを意図しており、これによって、ユーザ機器デバイスならびにコンテンツおよ
びガイドデータのソースは、コンテンツにアクセスし、メディアガイドを提供する目的の
ために、相互に通信してもよい。本明細書に説明される実施形態は、これらのアプローチ
のうちのいずれか１つまたは一部において、もしくはコンテンツを配信し、メディアガイ
ドを提供するための他のアプローチを採用するシステムにおいて、適用されてもよい。以
下の４つのアプローチは、図９の一般化実施例の特定の例証を提供する。
【０１１１】
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　あるアプローチでは、ユーザ機器デバイスは、ホームネットワーク内で相互に通信して
もよい。ユーザ機器デバイスは、上記で説明される短距離ポイントツーポイント通信方式
を介して、ホームネットワーク上に提供されるハブもしくは他の類似デバイスを通した間
接パスを介して、または通信ネットワーク９１４を介して、相互に直接通信することがで
きる。１つの家庭内の複数の個人はそれぞれ、ホームネットワーク上の異なるユーザ機器
デバイスを動作させてもよい。結果として、種々のメディアガイド情報または設定が、異
なるユーザ機器デバイスの間で通信されることが望ましくあり得る。例えば、２００５年
７月１１日に出願されたＥｌｌｉｓ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許公開第２００５／０２５１
８２７号でさらに詳細に説明されるように、ホームネットワーク内の異なるユーザ機器デ
バイス上で、ユーザが一貫したメディアガイドアプリケーション設定を維持することが望
ましくあり得る。ホームネットワーク内の異なるタイプのユーザ機器デバイスもまた、相
互に通信し、コンテンツを伝送してもよい。例えば、ユーザは、ユーザコンピュータ機器
から携帯用ビデオプレーヤまたは携帯用音楽プレーヤにコンテンツを伝送してもよい。
【０１１２】
　第２のアプローチでは、ユーザは、複数のタイプのユーザ機器を有してもよく、これに
よって、コンテンツにアクセスし、メディアガイドを取得する。例えば、一部のユーザは
、家庭内およびモバイルデバイスによってアクセスされる、ホームネットワークを有して
もよい。ユーザは、遠隔デバイス上に実装されるメディアガイドアプリケーションを介し
て、家庭内デバイスを制御してもよい。例えば、ユーザは、オフィスのパーソナルコンピ
ュータ、またはＰＤＡもしくはウェブ対応携帯電話等のモバイルデバイスを介して、ウェ
ブサイト上のオンラインメディアガイドアプリケーションにアクセスしてもよい。ユーザ
は、オンラインガイドアプリケーション上で種々の設定（例えば、録画、リマインダ、ま
たは他の設定）を設定して、ユーザの家庭内機器を制御してもよい。オンラインガイドは
、直接、またはユーザの家庭内機器上のメディアガイドアプリケーションと通信すること
によって、ユーザの機器を制御してもよい。ユーザ機器デバイスが相互から遠隔の場所に
ある、ユーザ機器デバイスの通信のための種々のシステムおよび方法は、例えば、参照す
ることによりその全体として本明細書に組み込まれる、２０１１年１０月２５日に発行さ
れたＥｌｌｉｓ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許第８，０４６，８０１号で議論されている。
【０１１３】
　第３のアプローチでは、家庭内外のユーザ機器デバイスのユーザは、コンテンツソース
９１６と直接通信し、コンテンツにアクセスするために、そのメディアガイドアプリケー
ションを使用することができる。具体的には、家庭内では、ユーザテレビ機器９０２およ
びユーザコンピュータ機器９０４のユーザは、メディアガイドアプリケーションにアクセ
スし、望ましいコンテンツ間をナビゲートし、それを特定してもよい。ユーザはまた、無
線ユーザ通信デバイス９０６を使用して、家庭外のメディアガイドアプリケーションにア
クセスし、望ましいコンテンツ間をナビゲートし、それを特定してもよい。
【０１１４】
　第４のアプローチでは、ユーザ機器デバイスは、クラウドコンピューティング環境内で
動作し、クラウドサービスにアクセスしてもよい。クラウドコンピューティング環境では
、コンテンツ共有、記憶、または配信のための種々のタイプのコンピューティングサービ
ス（例えば、ビデオ共有サイトもしくはソーシャルネットワーキングサイト）が、「クラ
ウド」と称される、ネットワークアクセス可能コンピューティングおよび記憶リソースの
集合によって提供される。例えば、クラウドは、通信ネットワーク９１４を介したインタ
ーネット等のネットワークを介して接続される、種々のタイプのユーザおよびデバイスに
クラウドベースのサービスを提供する、中央に、または分散場所に位置し得る、サーバコ
ンピューティングデバイスの集合を含むことができる。これらのクラウドリソースは、１
つ以上のコンテンツソース９１６および１つ以上のメディアガイドデータソース９１８を
含んでもよい。加えて、または代替として、遠隔コンピューティングサイトは、ユーザテ
レビ機器９０２、ユーザコンピュータ機器９０４、および無線ユーザ通信デバイス９０６
等の他のユーザ機器デバイスを含んでもよい。例えば、他のユーザ機器デバイスは、ビデ
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オの記憶されたコピーまたはストリーミングされたビデオへのアクセスを提供してもよい
。そのような実施形態では、ユーザ機器デバイスは、中央サーバと通信することなく、ピ
アツーピア様式で動作してもよい。
【０１１５】
　クラウドは、ユーザ機器デバイスのために、いくつかある実施例の中でもとりわけ、コ
ンテンツ記憶、コンテンツ共有、またはソーシャルネットワーキングサービス等のサービ
スへのアクセス、ならびに上記で説明される任意のコンテンツへのアクセスを提供する。
サービスは、クラウドコンピューティングサービスプロバイダを通して、またはオンライ
ンサービスの他のプロバイダを通して、クラウド内で提供されることができる。例えば、
クラウドベースのサービスは、コンテンツ記憶サービス、コンテンツ共有サイト、ソーシ
ャルネットワーキングサイト、または他のサービスを含むことができ、それを介して、ユ
ーザ供給コンテンツは、接続されたデバイス上で他者によって視聴するために配信される
。これらのクラウドベースのサービスは、ユーザ機器デバイスが、コンテンツをローカル
に記憶し、ローカルに記憶されたコンテンツにアクセスするのではなく、コンテンツをク
ラウドに記憶し、コンテンツをクラウドから受信することを可能にしてもよい。
【０１１６】
　ユーザは、カムコーダ、ビデオモード付きデジタルカメラ、オーディオレコーダ、携帯
電話、およびハンドヘルドコンピューティングデバイス等の種々のコンテンツ捕捉デバイ
スを使用して、コンテンツを録画してもよい。ユーザは、直接、例えば、ユーザコンピュ
ータ機器９０４から、またはコンテンツ捕捉特徴を有する無線ユーザ通信デバイス９０６
からのいずれかにおいて、クラウド上のコンテンツ記憶サービスにコンテンツをアップロ
ードすることができる。代替として、ユーザは、最初に、コンテンツをユーザコンピュー
タ機器９０４等のユーザ機器デバイスに転送することができる。コンテンツを記憶するユ
ーザ機器デバイスは、通信ネットワーク９１４上のデータ伝送サービスを使用して、コン
テンツをクラウドにアップロードする。いくつかの実施形態では、ユーザ機器デバイス自
体が、クラウドリソースであり、他のユーザ機器デバイスは、ユーザがコンテンツを記憶
したユーザ機器デバイスから直接、コンテンツにアクセスすることができる。
【０１１７】
　クラウドリソースは、例えば、ウェブブラウザ、メディアガイドアプリケーション、デ
スクトップアプリケーション、モバイルアプリケーション、および／またはそれらのアク
セスアプリケーションの任意の組み合わせを使用して、ユーザ機器デバイスによってアク
セスされてもよい。ユーザ機器デバイスは、アプリケーション配信のためにクラウドコン
ピューティングに依拠するクラウドクライアントであってもよい、またはユーザ機器デバ
イスは、クラウドリソースにアクセスすることなく、ある機能性を有してもよい。例えば
、ユーザ機器デバイス上で起動するいくつかのアプリケーションが、クラウドアプリケー
ション、すなわち、インターネットを経由してサービスとして配信されるアプリケーショ
ンであってもよい一方で、他のアプリケーションは、ユーザ機器デバイス上に記憶および
起動されてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザデバイスは、コンテンツを複数のク
ラウドリソースから同時に受信してもよい。例えば、ユーザデバイスは、オーディオを１
つのクラウドリソースからストリーミングする一方で、コンテンツを第２のクラウドリソ
ースからダウンロードすることができる。または、ユーザデバイスは、より効率的なダウ
ンロードのために、コンテンツを複数のクラウドリソースからダウンロードすることがで
きる。いくつかの実施形態では、ユーザ機器デバイスは、図８に関連して説明される処理
回路によって実施される処理動作等の処理動作のために、クラウドリソースを使用するこ
とができる。
【０１１８】
　本明細書で参照されるように、用語「～に応答して」は、「～の結果として開始される
」ことを指す。例えば、第２アクションに応答して実施されている第１のアクションは、
第１のアクションと第２のアクションとの間に介在ステップを含んでもよい。本明細書で
参照されるように、用語「～に直接応答して」は、「～によって引き起こされる」ことを
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指す。例えば、第２アクションに直接応答して実施されている第１のアクションは、第１
のアクションと第２のアクションとの間に介在ステップを含まなくてもよい。
【０１１９】
　図１０は、本開示のいくつかの実施形態による、第１のコンテキスト用語および時間的
ナレッジグラフに基づいて、テキストセグメント内の第１の未知の用語の意味を決定する
ことに関与する例証的ステップのフローチャートである。プロセス１０００は、未知の用
語が曖昧であるかどうかを決定し、未知の用語の意味を決定するために使用されてもよい
。プロセス１０００またはその任意のステップは、図８－９に示されるデバイスのうちの
いずれかの上で実施され得る、もしくはそれによって提供され得ることに留意されたい。
例えば、プロセス１０００は、ユーザ機器９０２、９０４、および／または９０６（図９
）上に実装される双方向メディアガイドアプリケーションによって命令されるように、制
御回路８０４（図８）によって実行されてもよい。加えて、プロセス１０００の１つ以上
のステップは、いずれかの他のプロセスもしくは実施形態の１つ以上のステップに組み込
まれてもよい、もしくはそれと組み合わせられてもよい。
【０１２０】
　プロセス１０００は、制御回路８０４がテキストセグメント内の第１の未知の用語を識
別する、１００２から始まる。例えば、制御回路８０４は、用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」１０
６をテキストセグメント「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ　ｈａｓ　ｊｕｓｔ　ｃａｌｌ
ｅｄ　ｏｕｔ　Ｃｌｉｎｔｏｎ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉｃｉｔｉｎｇ　ｄｏｎａｔｉｏｎｓ　
ｆｒｏｍ　ｂａｎｋｓ　ａｎｄ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ」１０２の第１の未知の用語
として識別してもよい。プロセス１０００は、制御回路８０４が第１のコンテキスト用語
に関してテキストセグメントを分析する、１００４に続く。双方向メディアガイドアプリ
ケーションは、テキストマイニング技法を使用し、テキストセグメント１０２内の第１の
コンテキスト用語を決定してもよい。制御回路８０４は、「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒ
ｓ」１０４を第１のコンテキスト用語として識別してもよい。プロセス１０００は、制御
回路８０４が、第１のコンテキスト用語と関連付けられる第１のナレッジグラフにアクセ
スし、第１の未知の用語の意味である潜在的用語を識別することによって、第１の未知の
用語の意味を決定する、１００６に続く。例えば、制御回路８０４は、ナレッジグラフ４
００にアクセスし、第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」１０６の意味である潜在的用語
を識別してもよい。プロセス１０００は、制御回路８０４が、第１のナレッジグラフが第
１の未知の用語の意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むかどうかを決定する、１
００８に続く。例えば、制御回路８０４は、ブール比較関数を使用し、ナレッジグラフ４
００内の潜在的用語の数に対応するカウンタの値が１を上回るかどうかを決定してもよい
。
【０１２１】
　１００８において、制御回路８０４が、第１のナレッジグラフが第１の未知の用語の意
味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むことを決定する場合、プロセス１０００は、
１０１６上に続く。１０１６において、制御回路８０４は、テキストセグメントと関連付
けられるタイムスタンプを決定する。例えば、制御回路８０４は、テキストセグメント１
０２と関連付けられるタイムスタンプが「Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０１６」１０８で
あると決定してもよい。プロセス１０００は、制御回路８０４が、第１のコンテキスト用
語と関連付けられ、タイムスタンプに関連する第２のナレッジグラフにアクセスし、第１
の未知の用語の意味である潜在的用語を決定することによって、第１の未知の用語の意味
を決定する、１０１８に続く。例えば、制御回路８０４は、第１のコンテキスト用語「Ｂ
ｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」１０４と関連付けられ、タイムスタンプ「Ｊａｎｕａｒｙ
　１１，　２０１６」１０８に関連するナレッジグラフ５００にアクセスし、第１の未知
の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」１０６の意味である潜在的用語を決定してもよい。制御回路８
０４は、前述で議論された技法を使用して、ナレッジグラフ５００内のノード「Ｈｉｌｌ
ａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」５１０を第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」１０６の意味と
して識別してもよい。
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【０１２２】
　１００８において、制御回路８０４が、第１のナレッジグラフが第１の未知の用語の意
味であり得る１つを上回る潜在的用語を含まないことを決定する場合、プロセス１０００
は、１０１０上に続く。１０１０において、制御回路８０４は、第１のナレッジベースが
第１の未知の用語の意味である潜在的用語を含まないかどうかを決定する。１０１０にお
いて、制御回路８０４が、第１のナレッジベースが第１の未知の用語の意味である潜在的
用語を含まないことを決定する場合、プロセス１０００は、１０１２に続く。１０１２に
おいて、プロセス１０１０が終了する。１０１０では、制御回路８０４が、第１のナレッ
ジベースが第１の未知の用語の意味である潜在的用語を含むことを決定する場合、プロセ
ス１０００は、１０１４に続く。１０１４において、制御回路８０４は、潜在的用語が第
１の未知の用語の意味であることを決定する。
【０１２３】
　図１０のステップまたは説明は、本開示の任意の他の実施形態とともに使用され得るこ
とが考慮される。加えて、図１０に関して説明されるステップおよび説明は、本開示の目
的を促進するように、代替的な順序で、または並行して行われてもよい。例えば、これら
のステップはそれぞれ、システムまたは方法の遅延を低減させる、もしくは速度を増加さ
せるように、任意の順序で、または並行して、もしくは同時に実施されてもよい。
【０１２４】
　図１１は、本開示のいくつかの実施形態による、第１のコンテキスト用語と関連付けら
れ、テキストセグメントのタイムスタンプに関連する第２のナレッジグラフにアクセスす
ることによって、第１の未知の用語の意味を決定するときに、ステップ１０１８（図１０
）に関与する例証的ステップのフローチャートである。プロセス１１００またはその任意
のステップは、図８－９に示されるデバイスのうちのいずれかの上で実施され得る、もし
くはそれによって提供され得ることに留意されたい。例えば、プロセス１１００は、ユー
ザ機器９０２、９０４、および／または９０６（図９）上に実装される双方向メディアガ
イドアプリケーションによって命令されるように、制御回路８０４（図８）によって実行
されてもよい。加えて、プロセス１０００の１つ以上のステップは、いずれかの他のプロ
セスもしくは実施形態の１つ以上のステップに組み込まれてもよい、もしくはそれと組み
合わせられてもよい。
【０１２５】
　プロセス１１００は、制御回路８０４が、第１のコンテキスト用語と関連付けられ、タ
イムスタンプに関連する第２のナレッジグラフにアクセスし、第１の未知の用語の意味で
ある潜在的用語を決定することによって、第１の未知の用語の意味を決定するためのプロ
セスを開始する、１１０２から始まる。プロセス１１００は、制御回路８０４が、特定の
時間間隔を決定し、特定の時間間隔の位置が、テキストセグメントのタイムスタンプに基
づいて決定される、１１０４に続く。特定の時間間隔は、デフォルト時間間隔（例えば、
２週間）であってもよい。例えば、制御回路８０４は、「Ｊａｎｕａｒｙ　１１，　２０
１６」タイムスタンプ１０８に基づいて、特定の時間間隔の終点がタイムスタンプ１０６
と一致するはずであることを決定する。特定の時間間隔を使用することによって、双方向
メディアガイドアプリケーションは、ナレッジグラフ５００が導出されるコーパスの量を
限定し、トレンド関連性の識別を促進することができる。プロセス１１００は、１１０６
に続く。
【０１２６】
　１１０６において、制御回路８０４は、特定の時間間隔の持続時間を決定する。制御回
路８０４は、テキストセグメントを分析することによって識別される時間インジケータに
基づいて、特定の時間間隔の持続時間を決定してもよい。代替として、制御回路８０４は
、特定の時間間隔の持続時間がテキストセグメントのソースに部分的に基づくことを決定
してもよい。例えば、制御回路８０４は、１週間であるように特定の時間間隔の持続時間
を設定してもよい。この場合、特定の時間間隔は、２０１６年１月５日～１１日である。
プロセス１１００は、次いで、１１０８に続く。１１０８では、制御回路８０４は、第１



(41) JP 2019-526131 A 2019.9.12

10

20

30

40

50

のコンテキスト用語および特定の時間間隔と関連付けられる第２のナレッジグラフにアク
セスする。例えば、制御回路８０４は、２０１６年１月５日～１１日の１週間からのコー
パスから導出され、第１のコンテキスト用語「Ｂｅｒｎｉｅ　Ｓａｎｄｅｒｓ」１０４と
関連付けられる、ナレッジグラフ５００にアクセスする。プロセス１１００は、制御回路
８０４が、第１の未知の用語の意味であり得る潜在的用語を決定する、１１１０に続く。
前述で議論された、制御回路８０４が本決定を実施し得る技法は、ここで適用可能である
。例えば、制御回路８０４は、ナレッジグラフ５００から、「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎ
ｔｏｎ」５１０が第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」１０６の意味であり得る潜在的用
語であることを決定してもよい。
【０１２７】
　プロセス１１００は、制御回路８０４が、第２のナレッジグラフが第１の未知の用語の
意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むかどうかを決定する、１１１２に続く。制
御回路８０４は、ブール比較関数を使用し、本決定を実施してもよい。１１１２において
、制御回路８０４が、第２のナレッジグラフが第１の未知の用語の意味であり得る１つを
上回る潜在的用語を含まないことを決定する場合、プロセス１１００は、１１１４に続く
。例えば、制御回路８０４は、ナレッジグラフ５００が第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏ
ｎ」１０６の意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含まないことを決定してもよい。
１１１４において、制御回路８０４は、第２のナレッジグラフが、第１の未知の用語の意
味であり得る、いかなる潜在的用語も含まないかどうかを決定する。１１１４において、
制御回路８０４が、第２のナレッジグラフが第１の未知の用語の意味であり得る潜在的用
語を含まないことを決定する場合、プロセス１１００は、１１１６に続く。例えば、ナレ
ッジグラフ５００が「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌｉｎｔｏｎ」５１０を含むため、制御回路８
０４は、ナレッジグラフ５００が第１の未知の用語の意味であり得る潜在的用語を含むこ
とを決定してもよい。１１１６において、制御回路８０４は、潜在的用語が第１の未知の
用語の意味であることを決定する。例えば、制御回路８０４は、「Ｈｉｌｌａｒｙ　Ｃｌ
ｉｎｔｏｎ」５１０が第１の未知の用語「Ｃｌｉｎｔｏｎ」１０６の意味であることを決
定する。
【０１２８】
　１１１４において、制御回路８０４が、第２のナレッジグラフが第１の未知の用語の意
味であり得る潜在的用語を含むことを決定する場合、プロセス１１００は、１１１８に続
く。加えて、１１１２において、制御回路８０４が、第２のナレッジグラフが第１の未知
の用語の意味であり得る１つを上回る潜在的用語を含むことを決定する場合、プロセス１
１００は、１１１８に続く。１１１８において、制御回路８０４は、特定の時間間隔の持
続時間および特定の時間間隔の位置のうちの少なくとも１つを調節する。プロセス１１０
０は、１１１８から１１２０に続く。１１２０において、制御回路８０４は、第１のコン
テキスト用語および特定の時間間隔と関連付けられる第３のナレッジグラフにアクセスし
、第１の未知の用語の意味である潜在的用語を決定する。
【０１２９】
　図１１のステップまたは説明は、本開示の任意の他の実施形態とともに使用され得るこ
とが考慮される。加えて、図１１に関して説明されるステップおよび説明は、本開示の目
的を促進するように、代替的な順序で、または並行して行われてもよい。例えば、これら
のステップはそれぞれ、システムまたは方法の遅延を低減させる、もしくは速度を増加さ
せるように、任意の順序で、または並行して、もしくは同時に実施されてもよい。
【０１３０】
　上記で議論されるプロセスは、例証的であり、限定的ではないことが意図される。当業
者は、本明細書で議論されるプロセスのステップが、本発明の範囲から逸脱することなく
、省略され、修正され、組み合わせられ、および／または並べ替えられ得、任意の付加的
ステップが実施され得ることを理解するであろう。より一般的には、上記の開示は、例示
的であり、限定的ではないことが意図される。続く請求項のみが、本発明が含むものに関
して境界を設定するように意図される。さらに、いずれか１つの実施形態で説明される特
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徴および制限は、本明細書のいずれかの他の実施形態に適用され得、一実施形態に関する
フローチャートまたは実施例は、好適な様式でいずれかの他の実施形態と組み合わせられ
得る、異なる順序で行われ得る、または並行して行われ得ることに留意されたい。加えて
、本明細書に説明されるシステムおよび方法は、リアルタイムで実施されてもよい。また
、上記に説明されるシステムおよび／または方法は、他のシステムならびに／もしくは方
法に適用され得る、またはそれらに従って使用され得ることにも留意されたい。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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