
JP 5379239 B2 2013.12.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動的に判定された関係に基づいて情報を提供するコンピュータで実施される方法であ
って、
　用語間の自動的に判定された関係に基づいて勧告情報を提供するように構成された、１
つまたは複数のコンピューティングシステムの制御下で、
　　コンテンツが対象の関心ある範囲を表す、複数のコンテンツ項目のグループの１つま
たは複数の指示を受信するステップであって、前記コンテンツは複数の用語を含むステッ
プと、
　　前記グループの前記複数のコンテンツ項目を自動的に分析して、前記複数の用語の少
なくともある用語間の関係を識別するステップであって、第１の前記識別された関係は、
前記複数の用語の１つまたは複数の第２の用語に対する前記複数の用語の１つまたは複数
の他の第１の用語の関連性の評価された程度を示すステップと、
　　第１のユーザが、選好を有する、１つまたは複数の指示された用語に関する情報を取
得するステップであって、前記指示された用語は、前記第１の用語のうちの少なくとも１
つを含むが、前記第２の用語のいずれも含まないステップと、
　　前記第２の用語のうちの１つまたは複数のそれぞれに関して、前記指示された用語内
に含まれる前記少なくとも１つの用語、および前記１つまたは複数の第２の用語に対する
前記１つまたは複数の第１の用語の前記関連性の評価された程度に、少なくとも一部基づ
いて、前記第２の用語が前記第１のユーザにとって関心があるものである可能性を自動的
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に判定するステップと、
　　前記少なくとも１つの第２の用語に基づいて、１つまたは複数の勧告を、前記第１の
ユーザに提供することを可能にするために選択された、前記１つまたは複数の第２の用語
のうちの少なくとも１つの指示を提供するステップであって、
前記少なくとも１つの第２の用語を、前記少なくとも１つの第２の用語の前記判定された
可能性を評価する１つまたは複数の判定された基準に基づいて選択するステップと
　を備えたことを特徴とするコンピュータで実施される方法。
【請求項２】
　前記自動的に分析するステップによって識別された前記関係は、前記複数の用語のうち
の少なくとも２つの間にある用語間の複数の関係をそれぞれ含み、前記自動的に分析する
ステップは、前記用語間の複数の関係のそれぞれに関して、前記用語間の関係に関する前
記少なくとも２つの用語間の初めの関連性の程度を自動的に評価するステップをさらに含
み、前記グループの前記複数のコンテンツ項目を前記自動的に分析するステップは、前記
少なくともある識別された関係に関する前記評価された関連性の程度に少なくとも一部基
づいて、前記用語間の複数の関係のうちの少なくともある確率の表示を生成するステップ
をさらに含み、前記確率の表示は、前記用語間の関係に関する前記少なくとも２つの用語
間の前記関係の可能性に関する、前記少なくともある用語間の関係のそれぞれに関する情
報を含み、および前記１つまたは複数の第２の用語のそれぞれに関する前記可能性を前記
自動的に判定するステップは、前記確率の表示内に含まれる前記情報の使用に基づくこと
を特徴とする請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項３】
　前記確率の表示は、前記少なくともある用語間の関係のそれぞれに関して、前記用語間
の関係に関する前記少なくとも２つの用語間の影響の方向を指示して、および前記少なく
ともある用語間の関係のそれぞれに関する、条件付きの確率情報を指示する情報を含むベ
イジアンネットワークを含むことを特徴とする請求項２に記載のコンピュータで実施され
る方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの選択された第２の用語の前記指示を提供するステップの後に、
　前記複数の用語に関するフィードバックをユーザから取得するステップと、
　前記取得された追加のフィードバックに少なくとも一部基づいて、１つまたは複数の用
語間の関係に関して前記ベイジアンネットワーク内に含まれる前記情報内で指示された前
記条件付きの確率情報を自動的に更新するステップと、
　前記ベイジアンネットワーク内に含まれる前記更新された条件付きの確率情報を使用し
て、１人または複数の追加のユーザが、前記複数の用語の１つまたは複数の追加用語に関
心を持つ可能性を自動的に判定するステップと
　をさらに備えたことを特徴とする請求項３に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項５】
　前記確率の表示は、前記少なくともある用語間の関係のうちの１つまたは複数をそれぞ
れ表して、ならびに少なくとも１つの決定ノードおよび複数の終端ノードを含む、１つま
たは複数の決定木を含み、前記終端ノードのそれぞれは、前記１つまたは複数の表された
用語間の関係のうちの１つに関する、前記少なくとも用語のうちの１つに関心をユーザが
持っている確率を表すことを特徴とする請求項２に記載のコンピュータで実施される方法
。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの選択された第２の用語の前記指示を前記提供するステップの後に
、
　前記複数の用語に関するフィードバックをユーザから取得するステップと、
　前記取得された追加のフィードバックに少なくとも一部基づいて、前記決定木のうちの
１つまたは複数の、１つまたは複数の終端ノードによって表された前記確率を自動的に更
新するステップと、



(3) JP 5379239 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

　前記１つまたは複数の決定木の前記更新され表された確率を使用して、１人または複数
の追加のユーザが前記複数の用語の１つまたは複数の追加用語に関心を持っている可能性
を自動的に判定するステップと
　をさらに備えたことを特徴とする請求項５に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項７】
　前記自動的に分析するステップは、前記複数の用語間関係に関する前記少なくとも２つ
の用語間の前記初めの評価された関連性の程度を表す、用語関連性のニューラルネットワ
ークを生成するステップと、前記複数の用語に対応する選択を実行するユーザから取得さ
れたフィードバックに基づいて、前記用語関連性のニューラルネットワークによって表さ
れる前記用語間の複数の関係に関する前記評価された関連性の程度を繰り返し更新するス
テップとをさらに含み、および前記少なくともある用語間関係の前記確率の表示を前記生
成するステップは、前記少なくともある識別された関係に関する前記更新され評価された
関連性の程度に基づくことを特徴とする請求項２に記載のコンピュータで実施される方法
。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの選択された第２の用語の前記指示を前記提供するステップの後に
、
　前記複数の用語に関する追加のフィードバックをユーザから取得するステップと、
　前記取得された追加のフィードバックに少なくとも一部基づいて、１つまたは複数の追
加の用語間の関係を自動的に識別するステップと、
　前記識別された１つまたは複数の追加の用語間の関係に関する初めの評価された関連性
の程度を表して、および前記複数の用語間の関係のうちの１つまたは複数に関する前記更
新され評価された関連性の程度を表す、新しい用語関連性のニューラルネットワークを自
動的に生成するステップと、
　前記少なくともある用語間の関係、および前記追加の用語間の関係のうちの少なくとも
１つの新しい確率の表示を自動的に生成するステップと、
　前記生成された新しい確率の表示内に含まれる情報を使用して、１人または複数の追加
のユーザが前記複数の用語の１つまたは複数の追加用語に関心を持っている可能性を自動
的に判定するステップと
　をさらに備えたことを特徴とする請求項７に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項９】
　前記少なくともある識別された関係に関する前記評価された関連性の程度に少なくとも
一部基づいて、前記少なくともある用語間の関係の前記確率の表示を前記生成するステッ
プの後に、
　前記複数の用語に関するフィードバックをユーザから取得するステップと、
　前記取得された追加のフィードバックを、前記グループの前記複数のコンテンツ項目を
前記自動的に分析するステップからの前記評価された関連性の程度と組み合わせることに
よって、１つまたは複数の用語間の関係に関する前記生成された確率の表示内に含まれる
前記情報を自動的に更新するステップであって、前記組み合わせることは、前記取得され
た追加のフィードバック、および前記グループの前記複数のコンテンツ項目を前記自動的
に分析するステップからの前記評価された関連性の程度に関して異なる重みを使用するこ
とを含むステップと、
　前記更新され含まれる情報を使用して、１人または複数の追加のユーザが前記複数の用
語の１つまたは複数の追加用語に関心を持っている可能性を自動的に判定するステップと
　をさらに備えたことを特徴とする請求項２に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項１０】
　前記更新され含まれる情報を使用して、前記１人または複数の追加のユーザが前記１つ
または複数の追加用語に関心を持っている前記可能性を自動的に判定する前記ステップの
後に、前記複数の用語に関する追加のフィードバックをユーザから取得するステップと、
１人または複数の他のユーザが１つまたは複数の用語に関心を持っているさらなる可能性
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を自動的に判定することの一部として、前記グループの前記複数のコンテンツ項目を前記
自動的に分析するステップからの前記評価された関連性の程度の代わりに、前記ユーザか
らの前記取得された追加のフィードバックを使用することを自動的に判定するステップと
をさらに備えたことを特徴とする請求項９に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項１１】
　複数のユーザの実際の選好に関して取得された情報に少なくとも一部基づいて、前記少
なくともある用語間の関係のうちの１つまたは複数の第２の確率の表示を自動的に生成す
るステップをさらに備え、前記第２の確率の表示は、前記用語間の関係に関する前記少な
くとも２つの用語間の前記関係の可能性に関する前記１つまたは複数の用語間の関係のそ
れぞれに関する情報を含み、および前記１つまたは複数の第２の用語のうちの少なくとも
１つに関する前記可能性を前記自動的に判定するステップは、前記第２の確率の表示内に
含まれる前記情報の使用にさらに基づくことを特徴とする請求項２に記載のコンピュータ
で実施される方法。
【請求項１２】
　前記第１のユーザが選好を有する、前記１つまたは複数の指示された用語は、前記第１
のユーザによって指定された検索用語であり、および前記少なくとも１つの選択された第
２の用語の前記指示を前記提供するステップは、前記少なくとも１つの選択された第２の
用語に少なくとも一部基づく検索結果を生成するステップと、前記生成された検索結果を
表示のために前記第１のユーザに提供するステップとを含み、前記提供され生成された検
索結果は、前記１つまたは複数の勧告を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュ
ータで実施される方法。
【請求項１３】
　前記生成された検索結果は、前記グループの前記複数のコンテンツ項目のうちの１つま
たは複数を含むことを特徴とする請求項１２に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項１４】
　前記生成された検索結果は、前記対象の関心ある範囲に関するが、コンテンツ項目の前
記グループの一部ではない、１つまたは複数のコンテンツ項目を含むことを特徴とする請
求項１２に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項１５】
　前記第１のユーザが選好を有する、前記１つまたは複数の指示された用語は、前記第１
のユーザによって指定され、前記１つまたは複数の勧告は、前記少なくとも１つの選択さ
れた第２の用語のうちの１つまたは複数を含み、および前記少なくとも１つの選択された
第２の用語の前記指示を前記提供するステップは、前記少なくとも１つの選択された第２
の用語を表示のために前記第１のユーザに提供して、前記第１のユーザが、前記第１のユ
ーザのさらなる選好であるとして、前記少なくとも１つの選択された第２の用語のうちの
１つまたは複数を選択することを可能にするステップを含むことを特徴とする請求項１に
記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項１６】
　前記第１のユーザが選好を有する、前記１つまたは複数の指示された用語は、前記第１
のユーザによって指定され、前記１つまたは複数の勧告は、前記少なくとも１つの選択さ
れた第２の用語のうちの１つまたは複数を含み、前記少なくとも１つの選択された第２の
用語の前記表示を前記提供するステップは、前記少なくとも１つの選択された第２の用語
を表示のために前記第１のユーザに提供して、前記対象の関心ある範囲に関する前記１つ
または複数の指示された用語と共に共通の複数用語のテーマの一部であるとして、前記少
なくとも１つの選択された第２の用語のうちの１つまたは複数を、前記第１のユーザが、
選択することを可能にするステップを含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュー
タで実施される方法。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数の第２の用語が前記第１のユーザにとって関心があるものである前
記可能性を前記自動的に判定するステップは、前記複数のコンテンツ項目を前記自動的に
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分析するステップからの前記１つまたは複数の第２の用語に対する前記１つまたは複数の
第１の用語の前記評価された関連性の程度に基づき、および前記１つまたは複数の第２の
用語に関する任意のユーザの任意の実際の選好に関する任意の情報を使用せずに実行され
ることを特徴とする請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項１８】
　第２のグループの複数のコンテンツ項目を自動的に分析して、前記第２のグループの前
記複数のコンテンツ項目が関係する、第２の対象の関心ある範囲に関する１つまたは複数
の追加の用語間関係を識別するステップであって、前記第２の対象の関心ある範囲は、前
記対象の関心ある範囲とは異なっており、および前記第２のグループの前記複数のコンテ
ンツ項目は、前記グループの前記複数のコンテンツ項目とは異なっており、前記識別され
た追加の関係は、前記１つまたは複数の第１の用語と、前記複数の用語の一部ではない１
つまたは複数の他の第３の用語との間の第２の関係を含むステップと、
　選択された、前記第３の用語のうちの少なくとも１つの指示を提供して、前記少なくと
も１つの第３の用語に基づいて、１つまたは複数の追加の勧告を前記第１のユーザに提供
することを可能にするステップであって、前記少なくとも１つの第３の用語は、前記１つ
または複数の第３の用語に関する、任意のユーザの任意の実際の選好に関する任意の情報
を使用せずに選択されるステップと
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項１９】
　第２の対象の関心ある範囲に関する第２のグループの複数のコンテンツ項目を自動的に
分析して、前記選択された少なくとも１つの第２の用語に関係する前記複数のコンテンツ
項目のうちの１つまたは複数を識別するステップと、前記１つまたは複数の勧告を前記第
１のユーザに提供するステップとをさらに備え、前記１つまたは複数の勧告は、前記選択
された少なくとも１つの第２の用語に関する前記識別された１つまたは複数のコンテンツ
項目を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの第２の用語を選択して、前記第１のユーザの表明されていない選
好を表すことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項２１】
　前記１つまたは複数の判定された基準は、前記選択された１つまたは複数の第２の用語
が、規定のしきい値を超える、判定された可能性を有するような、前記少なくとも１つの
第２の用語の前記判定された可能性に関する前記規定のしきい値と、前記選択された１つ
または複数の第２の用語が、規定の数量のものであり、および他の選択されていない第２
の用語よりも高い、判定された可能性を有するような、前記少なくとも１つの第２の用語
の前記規定の数量と、前記選択された１つまたは複数の第２の用語は、規定の割合のもの
であり、および他の選択されていない第２の用語よりも高い判定された可能性を有するよ
うな、前記少なくとも１つの第２の用語の前記規定の割合とのうちの少なくとも１つに基
づくことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項２２】
　前記グループの前記コンテンツ項目は、テキストが、前記複数の用語、音声情報、画像
情報、ビデオ情報、生物学的情報、英数字データ構造、記号データ構造、および数学的デ
ータ構造のうちの少なくともいくつかを含むテキスト文書のうちの少なくとも１つを含み
、および前記１つまたは複数の構成されたコンピューティングシステムは、前記自動的に
判定された用語間の関係に基づいて、前記勧告情報を前記提供するステップを実行する、
関連性判定システムの一部であることを特徴とする請求項１に記載のコンピュータで実施
される方法。
【請求項２３】
　自動的に判定された関係に基づいて情報を提供するための関連性判定システムのコンピ
ューティングシステムを、自身のコンテンツが構成するコンピュータ可読媒体であって、
　前記構成されたコンピューティングシステムの制御下で、
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　　複数の関連コンテンツ項目のコンテンツを自動的に分析して、前記コンテンツ内に含
まれる複数の用語のうちの少なくともいくつかの間の関係を識別するステップであって、
前記識別された関係のうちの第１の関係が、前記複数の用語の１つまたは複数の第２の用
語に対する前記複数の用語の他の第１の用語の評価された関連性を示すステップと、
　第１のユーザにとって関心がある、１つまたは複数の指示された用語に関する情報を取
得するステップであって、前記指示された用語が、前記第１の用語を含むが、前記第２の
用語のいずれも含まないステップと、
　前記１つまたは複数の第２の用語に対する前記第１の用語の前記評価された関連性に少
なくとも一部基づいて、前記第２の用語のうちの１つが、前記第１のユーザにとって関心
があるものである可能性を自動的に判定するステップと、
　前記１つの第２の用語、および前記判定された可能性の指示を提供して、１つまたは複
数の推奨を、前記１つの第２の用語に基づいて前記第１のユーザに関して判定することを
可能にするステップと
　を備えた方法を実行することによって、前記コンピューティングシステムを構成するこ
とを特徴とするコンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
　前記複数の関連コンテンツ項目の前記コンテンツは、対象の関心ある範囲を表して、前
記１つまたは複数の用語は、前記第１のユーザが選好するとして、前記第１のユーザによ
って指示され、前記可能性を前記自動的に判定するステップを、複数の第２の用語のそれ
ぞれに関して実行して、前記１つの第２の用語を、前記複数の第２の用語の前記判定され
た可能性を評価するための１つまたは複数の判定された基準に基づいて選択して、および
前記１つの第２の用語および前記判定された可能性の前記指示を前記提供するステップは
、前記１つの第２の用語に基づいて、前記１つまたは複数の推奨を判定するステップと、
前記判定された推奨のうちの少なくとも１つを勧告として前記第１のユーザに提供するス
テップとを含むことを特徴とする請求項２３に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　前記提供された勧告は、前記１つの第２の用語であることを特徴とする請求項２４に記
載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　前記コンピュータ可読媒体は、前記コンテンツを格納する、前記コンピューティングシ
ステムのメモリであり、および実行すると前記コンテンツが前記コンピューティングシス
テムに前記方法を実行させる命令であることを特徴とする請求項２３に記載のコンピュー
タ可読媒体。
【請求項２７】
　自動的に判定された関係に基づいて、情報を提供するように構成されたコンピューティ
ングシステムであって、
　１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサのうちの少なくとも１つによって実行されたとき、
　　対象の関心ある範囲に関する複数のコンテンツ項目を自動的に分析して、前記複数の
コンテンツ項目に関する複数の用語間の用語間の関係を識別するステップであって、前記
用語間の関係のそれぞれが、前記複数の用語の少なくとも１つの第２の用語に対する前記
複数の用語の少なくとも１つの他の第１の用語の評価された関連性を指示するステップと
、
　　前記選択された用語間の関係に関して前記評価された関連性に少なくとも一部基づい
て、選択された用語間の関係の確率の表示を自動的に生成するステップであって、前記確
率の表示が、記選択された用語間の関係のそれぞれに関する、前記少なくとも１つの第１
の用語と前記少なくとも１つの第２の用語との間の関係の判定された可能性に関する情報
を含むステップと、
　　前記選択された用語間の関係の少なくとも１つに関する、前記少なくとも１つの第１
の用語と前記少なくとも１つの第２の用語との間の前記関係の前記判定された可能性に関
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する情報を提供して、１つまたは複数の推奨を、前記少なくとも１つの選択された用語間
の関係に関する前記少なくとも１つの第１の用語に関心を持つユーザに関して判定するこ
とを可能にするステップと
　によって自動的に判定された関係に基づいて、情報を提供するように構成された関連性
判定システムと
　を備えたことを特徴とするコンピューティングシステム。
【請求項２８】
　前記複数の関連コンテンツ項目が、前記対象の関心ある範囲を表して、および前記複数
の用語を、前記複数の関連コンテンツ項目のコンテンツ内に含み、ならびに前記少なくと
も１つの選択された用語間の関係に関する、前記少なくとも１つの第１の用語と前記少な
くとも１つの第２の用語との間の前記関係の前記判定された可能性に関する前記情報を前
記提供するステップは、
　　前記ユーザが前記少なくとも１つの選択された用語間の関係の前記少なくとも１つの
第１の用語に関する選好を有することに関する情報を取得した後に、前記生成された確率
の表示内に含まれる前記情報を使用して、前記少なくとも１つの選択された用語間の関係
に関する前記判定された可能性に少なくとも一部基づいて、前記少なくとも１つの選択さ
れた用語間の関係の前記少なくとも１つの第２の用語も前記ユーザに関心があるものであ
ることを自動的に判定するステップと、
　　前記少なくとも１つの選択された用語間の関係の前記少なくとも１つの第２の用語に
少なくとも一部基づいて、前記ユーザに関する前記１つまたは複数の推奨を判定するステ
ップと、
　　前記判定された１つまたは複数の推奨を前記ユーザに提供するステップと
　を含むことを特徴とする請求項２７に記載のコンピューティングシステム。
【請求項２９】
　前記選択された用語間の関係のうちの少なくとも１つに関する、前記少なくとも１つの
第１の用語と前記少なくとも１つの第２の用語との間の前記関係の前記判定された可能性
に関する前記提供された情報を受信するように構成され、ならびに複数のユーザのそれぞ
れに関して、
　前記ユーザの選好であるとして、前記ユーザによって指示された１つまたは複数の用語
に関する情報を取得して、
　前記受信され提供された情報に少なくとも一部基づいて、前記ユーザにとって関心があ
るものである可能性がある、１つまたは複数の第２の用語を自動的に判定して、
　前記判定された１つまたは複数の第２の用語に少なくとも一部基づいて、前記ユーザに
関する１つまたは複数の勧告を自動的に判定して、および
　前記判定された１つまたは複数の勧告を前記ユーザに提供するように構成された１つま
たは複数のシステムをさらに備えたことを特徴とする請求項２７に記載のコンピューティ
ングシステム。
【請求項３０】
　前記複数のユーザのうちの１人に関して、前記１人のユーザにとって関心があるもので
ある可能性がある、前記１つまたは複数の第２の用語を前記自動的に判定するステップは
、複数の第２の用語のそれぞれに関して、前記１人のユーザが、前記第２の用語に関心を
持つ確率を判定するステップと、前記複数の第２の用語の前記判定された確率を評価する
１つまたは複数の判定された基準に基づいて、前記判定された１つまたは複数の第２の用
語を、前記複数の第２の用語から選択するステップとを含むことを特徴とする請求項２９
に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３１】
　前記関連性判定システムは、前記少なくとも１つのプロセッサによる実行のためのソフ
トウェア命令を含むことを特徴とする請求項２７に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３２】
　前記関連性判定システムは、
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　対象の関心ある範囲に関する複数のコンテンツ項目を自動的に分析して、前記複数のコ
ンテンツ項目に関する複数の用語間の、用語間の関係を識別するステップであって、前記
用語間の関係のそれぞれが、前記複数の用語の少なくとも１つの他の第２の用語に対する
前記複数の用語の少なくとも１つの第１の用語の評価された関連性を指示するステップと
、
　前記選択された用語間の関係に関して前記評価された関連性に少なくとも一部基づいて
、選択された用語間の関係の確率の表示を自動的に生成するステップであって、前記確率
の表示は、前記選択された用語間の関係のそれぞれに関する、前記少なくとも１つの第１
の用語と前記少なくとも１つの第２の用語との間の関係の判定された可能性に関する情報
を含むステップと、
　前記選択された用語間の関係のうちの少なくとも１つに関する、前記少なくとも１つの
第１の用語と前記少なくとも１つの第２の用語との間の前記関係の前記判定された可能性
に関する情報を提供して、１つまたは複数の推奨を、前記少なくとも１つの選択された用
語間の関係に関する前記少なくとも１つの第１の用語に関心を持つユーザに関して判定す
ることを可能にするステップと
　によって、自動的に判定された関係に基づいて、情報を提供する手段を含むことを特徴
とする請求項２７に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３３】
　自動的に判定された関係に基づいて情報を提供するコンピュータで実施される方法であ
って、
　関連性判定サービスを提供するように構成された１つまたは複数のコンピューティング
システムの制御下で、関連性情報を自動的に判定して、
　第１の関心ある領域に関する複数の文書のコンテンツを自動的に分析して、前記文書の
前記コンテンツ内に存在する複数の用語のうちの少なくともいくつかの用語の間の複数の
用語間の関係を識別するステップであって、前記識別された関係のそれぞれが、前記用語
のうちの少なくとも１つと前記用語のうちの少なくとも１つの他の用語との間の初めの評
価された関連性を示すステップと、
　前記識別された関係の前記評価された関連性を形成する用語関連性のニューラルネット
ワークを自動的に生成して、前記用語関連性のニューラルネットワークが、前記評価され
た初めの関連性を初めに形成して、および前記複数の用語に対応する選択を実行するユー
ザから取得されたフィードバックに基づいて、前記用語関連性のニューラルネットワーク
によって形成された前記評価された関連性を繰り返して更新するステップと、
　前記識別された関係のうちの少なくともいくつかの関係の前記更新され評価された関連
性に基づいて、確率的ベイジアンネットワークを自動的に生成するステップであって、前
記確率的ベイジアンネットワークが、前記複数の用語のうちの少なくともいくつかの用語
の間の関係に関する確率を指示する情報を含むステップと、
　前記確率的ベイジアンネットワーク内に含まれる前記情報を使用して、複数のユーザの
それぞれに関して、
　　前記ユーザが選好を表明した前記複数の用語のうちの１つまたは複数の、第１のグル
ープに関する情報を取得するステップと、
　　前記第１のグループ内に存在しない前記複数の用語の、１つまたは複数の対象用語の
それぞれに関して、前記対象用語が前記ユーザの表明されていない選好である確率を動的
に判定するステップであって、前記判定された確率は、前記第１のグループの前記１つま
たは複数の用語に関する前記ユーザの前記選好に基づき、および前記第１のグループの前
記１つまたは複数の用語と、前記確率的ベイジアンネットワーク内に含まれる前記情報内
に指示された前記対象用語との間の１つまたは複数の関係に基づくステップと、
　　前記対象用語のうちの少なくとも１つの用語の選択された第２のグループに基づく、
前記第１の関心ある領域に関する、１つまたは複数の勧告を前記ユーザに提供するステッ
プであって、前記第２のグループの前記対象用語は、それらの対象用語が前記ユーザの表
明されない選好であるという前記判定された確率に基づいて選択されており、および前記
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選択された第２のグループの前記対象用語が、前記複数のユーザのうちの少なくとも１人
に関して、前記複数のユーザのうちの少なくとも１人の他のユーザに関する前記選択され
た第２のグループの前記対象用語とは異なるステップと
　によって、前記第１の関心ある領域に関する勧告を提供するステップと
　によって、勧告するステップを備えたことを特徴とするコンピュータで実施される方法
。
【請求項３４】
　前記確率的ベイジアンネットワークを前記自動的に生成するステップは、前記少なくと
もいくつかの識別された関係のそれぞれに関して、前記識別された関係の前記少なくとも
１つの用語と前記少なくとも１つの他の用語との間の影響の方向を判定するステップと、
前記識別された関係の前記少なくとも１つの用語と前記少なくとも１つの他の用語との間
の前記影響の強さを表す、１つまたは複数の条件付きの確率を判定するステップとを含み
、ならびに前記確率的ベイジアンネットワーク内に含まれる前記情報は、前記判定された
影響の方向、および前記判定された条件付きの確率を含むことを特徴とする請求項３３に
記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項３５】
　前記確率的ベイジアンネットワークを前記自動的に生成するステップは、それぞれが、
前記確率的ベイジアンネットワーク内に含まれる前記情報の一部に対応する複数の決定木
を生成するステップをさらに含み、前記複数のユーザのうちの１人に関する前記対象用語
のそれぞれに関する前記確率を前記自動的に判定するステップを、前記生成された複数の
決定木を使用して実行することを特徴とする請求項３４に記載のコンピュータで実施され
る方法。
【請求項３６】
　前記確率的ベイジアンネットワーク内に含まれる前記情報を前記使用して、前記第１の
関心ある領域に関する勧告を、前記複数のユーザに提供するステップは、前記第１の関心
ある領域に関する勧告を、前記複数のユーザのうちの１人または複数に提供するために、
前記確率的ベイジアンネットワーク内に含まれる前記情報を使用した後に、
　前記複数の用語に関する追加のユーザの実際の選好に関する情報を取得するステップで
あって、前記追加のユーザは、前記複数のユーザとは異なるステップと、
　前記確率的ベイジアンネットワーク内に含まれる前記情報を更新して、前記追加のユー
ザの前記実際の選好に関する前記取得された情報を反映するステップとをさらに含み、
　および前記確率的ベイジアンネットワーク内に含まれる前記情報を前記使用して、前記
第１の関心ある領域に関する勧告を、前記１人または複数のユーザ以外の前記複数のユー
ザに提供するステップは、前記更新された情報を使用するステップを含むことを特徴とす
る請求項３３に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項３７】
　前記第１の関心ある領域に関する前記複数の用語間の関係に関する第２の確率を指示し
て、および前記複数の用語に関する複数のユーザの実際の選好に関する取得された情報に
基づく第２の確率的ベイジアンネットワークを自動的に生成するステップと、
　前記複数のユーザのうちの１人または複数のそれぞれに関して、前記ユーザが選好を表
明した前記１つまたは複数の用語の前記第１のグループに関する前記情報を前記取得する
ステップの後に、前記第２の確率的ベイジアンネットワークを使用して、前記対象用語が
前記ユーザの表明されない選好である前記１つまたは複数の対象用語のそれぞれに関して
、第２の確率を自動的に判定するステップであって、前記対象用語のうちの少なくとも１
つに関する前記判定された第２の確率は、前記用語関連性のニューラルネットワークを使
用して生成された前記確率的ベイジアンネットワークに基づいて判定された、前記ユーザ
に関するその対象用語に関する前記確率とは異なっているステップと
　をさらに備え、前記１人または複数のユーザのうちの少なくとも１人に勧告を提供する
ために使用される対象用語の前記選択された第２のグループは、前記第２の確率的ベイジ
アンネットワークから前記判定された第２の確率に基づいて選択され、および前記用語関
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連性のニューラルネットワークを使用して生成された前記確率的ベイジアンネットワーク
から前記判定された確率に基づいて選択されない、少なくとも１つの対象用語をさらに含
むことを特徴とする請求項３３に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項３８】
　勧告するために前記関連性情報を前記自動的に判定するステップは、
　第２の関心ある領域に関する他の文書のコンテンツを自動的に分析して、前記他の文書
の前記コンテンツ内に存在する第２の複数の用語間の複数の追加の関係を識別するステッ
プであって、前記第２の複数の用語は、前記第１の関心ある領域に関する前記文書の前記
コンテンツ内に存在する前記複数の用語の一部である１つまたは複数の第１の用語を含み
、および前記第１の関心ある領域に関する前記文書の前記コンテンツ内に存在する前記複
数の用語の一部ではない１つまたは複数の他の第２の用語を含み、および前記識別された
複数の追加の関係は、前記第２の用語のうちの１つまたは複数に対する前記第１の用語の
うちの１つまたは複数の初めの評価された関連性を指示するステップと、
　前記確率的ベイジアンネットワークを自動的に更新して、前記追加の関係のうちの少な
くとも１つに対応する確率を指示する追加情報を含むステップであって、前記自動的に更
新するステップを、前記１つまたは複数の第２の用語に対する前記１つまたは複数の第１
の用語の前記初めの評価された関連性に少なくとも一部基づいて実行するが、前記１つま
たは複数の第２の用語に関する任意のユーザの選好の任意の情報を含まないステップと、
　第１のユーザが選好するが、前記第２の用語のうちのいずれも含まない、１つまたは複
数の用語の第１のグループに関する情報を取得するステップの後に、前記第２の用語のう
ちの少なくとも１つに基づいて、１つまたは複数の勧告を前記第１のユーザに提供するス
テップであって、前記少なくとも１つの第２の用語を、前記少なくとも１つの第２の用語
が、前記第１のユーザの表明されていない選好であるという、判定された確率に基づいて
自動的に選択して、前記少なくとも１つの第２の用語が、前記第１のユーザの表明されて
いない選好であるという、前記判定された確率を、前記更新された確率的ベイジアンネッ
トワーク内に含まれる前記追加の情報に基づいて判定するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項３３に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項３９】
　前記複数のユーザのうちの１人に関して、前記関連性判定サービスは、情報の欠如に基
づくコールドスタート勧告問題を有して、前記１人のユーザに類似する任意の他のユーザ
の識別を可能にして、前記関連性判定サービスが、前記他のユーザに関する利用可能な情
報に基づいて、前記第１の関心ある領域に関する前記１人のユーザに勧告を提供すること
を可能にして、および前記第１の関心ある領域に関する前記文書の前記コンテンツを前記
自動的に分析するステップからの前記識別された関係を、前記関連性判定サービスによっ
て使用して、前記１つまたは複数の勧告を、前記１人のユーザに前記提供するステップに
関する前記コールドスタート勧告問題を克服することを特徴とする請求項３３に記載のコ
ンピュータで実施される方法。
【請求項４０】
　前記１人のユーザに提供された前記１つまたは複数の勧告は、前記第１の関心ある領域
に関する前記複数の文書のうちの１つまたは複数、および前記１人のユーザの前記第２の
グループに関して選択された前記対象用語の１つまたは複数、のうちの少なくとも１つを
含むことを特徴とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記複数のユーザに前記勧告を少なくともいくつか提供するステップが、それらの勧告
に基づく情報を、それらのユーザにさらに提供する１つまたは複数の加入サービスに、そ
れらの勧告を提供するステップを含むように、前記関連性判定サービスが、前記加入サー
ビスを経由してユーザにアクセス可能であり、ならびに前記関連性判定サービスは、前記
加入サービスからおよび／またはそれらのユーザから手数料を取得する手数料ベースのサ
ービスであることを特徴とする請求項３３に記載のコンピュータで実施される方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、ユーザに関する情報を自動的に判定することに関する。
【０００２】
関連出願の相互参照
　本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、２００８年１２月１２
日に出願し、「Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　Ｒｅｌｅｖａｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｆｏｒ　Ｄｏｍａｉｎｓ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ」という表題の米国特許仮出願第６１
／１２２，２８２号明細書の利益を主張するものである。
【背景技術】
【０００３】
　現在、利用可能な情報が豊富にあることにより、ユーザの関心に一致する文書および他
の情報の位置を突き止めることは困難な場合がある。文書の位置を突き止める１つのオプ
ションは、様々なＷｅｂベースの検索エンジンを使用して検索を実行することを含む。典
型的なＷｅｂ検索は、ユーザが１つまたは複数の検索用語を含む検索クエリを検索エンジ
ンに提供することを含み、この検索クエリは、場合によっては、それぞれがそれらの検索
用語のうちの１つまたは複数に関係する、１つまたは複数の論理検索演算子（例えば、「
ＡＮＤ」、「ＯＲ」、「ＮＯＴ」、特定の検索用語を必要とする指示など）も含む。この
ような検索クエリを受信した後で、検索エンジンは、コンテンツが（例えば、このコンテ
ンツが、要求される検索用語のそれぞれを含む）検索クエリと一致する、少なくともいく
つかの利用可能な文書を通常識別して、識別された文書のうちの１つまたは複数へのリン
クを含む１つまたは複数のＷｅｂページを生成して、およびそれらの生成されたＷｅｂペ
ージのうちの１つまたは複数を、その検索クエリに関する検索結果としてユーザに提供す
る。加えて、同じ検索文字列を入力している様々なユーザは、通常、同じ検索結果を受信
する。
【０００４】
　様々な技術を検索エンジンによって使用し、コンテンツが特定の検索用語に一致する文
書を識別する。例えば、ある検索エンジンは、検索要求を受信する前に、自動化された前
処理を行ない、コンテンツがある用語を含むＷｅｂページに、それらの用語をマッピング
するインデックスを生成する。このような前処理は、通常、Ｗｅｂをクロールする(crawl
、インデックス生成のためＷｅｂページなどにアクセスする)「Ｗｅｂスパイダ」と呼ば
れる自動化されたプログラムを使用し、既知のＷｅｂページから新しいＷｅｂページへの
リンクをトラバースすることによるなどし、インデックスに対する文書を識別する。加え
て、ある検索エンジンは、文書のマニュアル分類化を使用し、分類および下位分類の階層
的なディレクトリ介するなどし、どのＷｅｂページが指定された分類および／または用語
に関係するかを追跡する。したがって、検索エンジンからの検索結果は、場合によっては
、自動的に予め生成されたインデックスからの情報、および／または手動で予め生成され
た分類ディレクトリからの情報に基づくことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願第１２／３３４，３８９号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１２／３３４，４１６号明細書
【特許文献３】米国特許出願第１２／３９２，９３３号明細書
【特許文献４】米国特許出願第１２／３９２，９０８号明細書
【特許文献５】米国特許出願第１２／３９２，９００号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、ユーザにとって関心のある情報を識別する既存の検索エンジンおよび他の技術
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には様々な問題がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】関心領域に関する関連性情報を判定する技術の実施例を示す図である。
【図１Ｂ】関心領域に関する関連性情報を判定する技術の実施例を示す図である。
【図１Ｃ】関心領域に関する関連性情報を判定する技術の実施例を示す図である。
【図２Ａ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｂ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｃ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｄ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｅ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｆ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｇ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｈ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｉ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｊ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｋ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｌ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図２Ｍ】一関心領域例に関する関連性情報を自動的に判定して、および使用する技術の
実施例を示す図である。
【図３】関心領域に関する関連性情報の判定において使用するコンピューティングシステ
ムの実施例を示すブロック図である。
【図４】領域特定の関連性判定サービスルーチンの一実施形態例を示すフロー図である。
【図５】領域分析マネージャルーチンの一実施形態例を示すフロー図である。
【図６】用語間関連性判定マネージャルーチンの一実施形態例を示すフロー図である。
【図７】関連文書判定マネージャルーチンの一実施形態例を示すフロー図である。
【図８Ａ】用語関係勧告生成マネージャルーチンの一実施形態例を示すフロー図である。
【図８Ｂ】用語関係勧告生成マネージャルーチンの一実施形態例を示すフロー図である。
【図９Ａ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｂ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｃ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｄ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
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に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｅ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｆ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｇ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｈ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｉ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｊ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｋ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｌ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｍ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【図９Ｎ】関心領域例のうちの少なくとも１つに関係して自動的に判定された関連性情報
に基づくなど、１つまたは複数の関心領域例に対する特定のユーザにとって関心がある可
能性があるユーザ特有の情報を自動的に判定する技術の実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本明細書において、関心領域とも呼ばれる、関心のあるトピックおよび主題分野に関係
する関連性情報を判定して、および使用するための技術を記述する。少なくともある実施
形態では、これらの技術は、１つまたは複数の関心関連領域に関する文書および他のコン
テンツ項目を自動的に分析し、特定の用語に関連するコンテンツを有するコンテンツ項目
を判定することと同様に、特定の用語間の関係を判定するなど、その領域内の関連用語に
関する情報を自動的に判定することを含む。（１つまたは複数の）領域に関する、このよ
うな自動的に判定された関連性情報を、次いで、ユーザが、それらのユーザにとって肯定
的関心があると考えられる情報（例えば、ユーザ特有の用語、および／もしくはそれらの
ユーザ特有の用語に十分関係すると判定される他の用語に関連するコンテンツを有するコ
ンテンツ項目）を取得するのを支援すること、ならびに／またはユーザが、それらのユー
ザにとって否定的関心があると考えられる情報を回避するのを支援することを含めて、様
々な方式で使用することができる。例えば、少なくともある実施形態では、１つもしくは
複数用語、および／またはユーザに特定の他の情報に関する、ユーザの特定の選好(prefe
rence)に関する情報を使用し、ユーザ特有の勧告または他の推奨をそのユーザに提供する
ことにおいて使用するなど、他の特定の用語も、そのユーザにとって関心があり得る確率
を自動的に判定することができるように、（１つもしくは複数の）領域に関する、この自
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動的に判定された関連性情報を使用し、ベイジアンネットワークまたは特定の用語間の関
係の他の確率表示を生成することができる。以下でより詳細に議論されるように、用語、
選好、およびコンテンツ項目は、様々な実施形態において、様々な方式を有することがで
きる。さらに、少なくともいくつかの状況では、これらの技術を、関心領域に関係する関
連性情報を自動的に判定し、および／またはこのような判定された関連性情報を使用する
、コンピュータで実施される領域特定の関連性判定(Domain-Specific Relevance Determi
nation)（ＤＳＲＤ）サービスの一実施形態と共に使用し、以下でより詳細に記述される
ように、ユーザ特有の勧告もしくは特定のユーザにとって関心がある可能性がある、他の
情報の推奨を提供することができる。
【０００９】
　少なくともある実施形態では、記述される技術は、関心領域に関する文書および／また
は他のコンテンツ項目を自動的に分析することを含み、特定の用語間の関連関係を判定す
るため（例えば、その領域内の多用語テーマを判定するために、またはより一般的には、
それぞれが、１つもしくは複数の用語を含むことができる、またはそうでない場合、１つ
もしくは複数の用語と関連付けられることができる、その領域内の概念を判定するため）
など、その領域内の関連用語に関する情報を自動的に判定する。少なくともある実施形態
では、用語間の関係を、少なくとも一部、関心領域に関係するコンテンツ項目内の様々な
用語の使用に基づいて、自動的に判定することができ、および様々なコンテンツ項目の分
析は、特定の用語に対する特定のコンテンツ項目のコンテンツに関係するインデックスを
生成することを含むことができる。様々な以下の議論は、「文書」であるとしてコンテン
ツ項目を参照するが、記述される技術を、例えば、テキスト文書（例えば、Ｗｅｂページ
、ワード処理文書、スライドショーおよび他のプレゼンテーション、電子メールおよび他
の電子メッセージなど）、画像、ビデオファイル、音声ファイル、ソフトウェアコード、
ファームウェアおよび他のロジック、それぞれが遺伝情報の１つまたは複数のシーケンス
を伴う遺伝コード、他の生物学的データなどを含めて、様々なタイプのコンテンツ項目と
共に使用することができることを理解されよう。さらに、これらのコンテンツ項目は、文
書の断片、あるいはより大きな文書または他のコンテンツ項目の他の断片もしくは部分を
含む、１つもしくは複数のファイルタイプまたは他のデータ構造（例えば、ストリーミン
グデータ）のものであってよく、およびこのようなコンテンツ項目のコンテンツは、テキ
ストおよび／または様々な他のタイプのデータ（例えば、音声情報の２進符号化、ビデオ
情報の２進符号化、画像情報の２進符号化、物理的特性の測定値、数学方程式および数学
データ構造、他のタイプの英数字データ構造および／または記号データ構造、暗号化デー
タなど）を含むことができる。したがって、コンテンツ項目のコンテンツ内に含まれた用
語、またはそうでない場合、コンテンツ項目に関連する用語は、様々な実施形態において
、個々のテキスト語、複数のテキスト語の組合せ（例えば、多用語語句。例えば、主題、
目的語、および主語と目的語との間の選好関係を含む、語義の３つの組など、定義された
関係における複数の語のタプルなど）を含めて様々な方式を有することができ、または、
ある実施形態では、他のところでより詳細に議論されるように、それらのコンテンツ項目
のコンテンツの一部であるか、またはそうでない場合、それらのコンテンツ項目に関連す
る、任意の他のタイプの認識可能なデータ、特徴、プロパティ、もしく他の属性を含めて
様々な方式を有することができる。さらに、以下の議論のうちの少なくともいくつかでは
、特定の関係が、（例えば、１つもしくは複数の関連用語を有する第１の概念に関するか
、またはそうでない場合、複数の他の用語の指定された文字列もしくは他の組合せからな
る第１の多語テーマまたは第１の集約用語に関する）１つもしくは複数の第１の用語の第
１のグループと、（例えば、１つもしくは複数の関連用語を有する第２の概念に関するか
、またはそうでない場合、第２のテーマもしくは第２の集約用語に関する）１つまたは複
数の第２の用語の第２のグループとの間のものであり得るように、他の指示がない限り、
１つまたは複数の用語のグループを網羅することが意図される用語間の関係が一般に参照
される。加えて、以下でより詳細に記述されるように、ある実施形態では、これらの記述
された技術は、ユーザの既知の選好を反映する１つまたは複数の用語を識別することと、
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および少なくとも一部が、既知の選好用語と考えられる追加の用語選好との間の関係に基
づいてなど、明示的に識別されていない、ユーザの追加の選好を反映する追加用語を識別
することを自動的に試みることとを含む。このような、既知の選好用語および／または考
えられる追加の用語選好は、様々な実施形態において、様々な方式を有してよく（例えば
、上で述べたように、用語は、それらの関心コンテンツの一部であるか、またはそうでな
い場合、そのコンテンツに関連する任意のタイプの認識可能なデータ、特徴、プロパティ
、もしくは他の属性を反映することができる）、特定の用語に関する肯定的関心（例えば
、肯定的選好）および／または特定の用語に対する否定的関心（例えば、否定的選好）を
反映することができる。さらに、ユーザの既知の選好は、肯定的関心または否定的関心が
あるとして、ユーザによって明示的に識別された用語を含むことができるだけでなく、あ
る実施形態では、それに関して、（例えば、特定の用語を検索すること、もしくはそうで
ない場合、特定の用語を選択することなど、ユーザの動作に基づいて）、ある肯定的関心
または否定的関心が特定のユーザに関して推定されることができる用語を含むこともでき
るか、またはより一般的には、特定のユーザに関して既知の任意の情報、もしくはそうで
ない場合、特定のユーザに関連する任意の情報（例えば年齢、性別、ジェンダーなど、ユ
ーザに関する人口学的情報、またはユーザの業績もしくは活動など）を含むこともできる
。
【００１０】
　少なくともある実施形態では、ＤＳＲＤサービスの一実施形態によって、領域特有の複
数の文書のグループを選択し、および自動的に分析する。この文書のグループは、例えば
、特定の領域に関するすべての利用可能な文書を含む集成であってよく、またはその領域
を表すのに十分な文書を含む集成であってもよい。加えて、分析されることになる文書を
、１つまたは複数の領域特有の包括的情報を含むＷｅｂサイト（例えば、野球に関する包
括的情報を含む仮定に基づいた「ａｌｌ－ｂａｓｅｂａｌｌ－ｎｏｗ．ｃｏｍ」Ｗｅｂサ
イト、様々なスポーツに関する様々な情報を含む「ｅｓｐｎ．ｃｏｍ」Ｗｅｂサイト、様
々な映画およびテレビ番組に関する様々な情報を含む「ｉｍｄｂ．ｃｏｍ」Ｗｅｂサイト
、「ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ」におけるＷｉｋｉｐｅｄｉａ（登録商標）百科事典Ｗ
ｅｂサイトおよび「ｃｏｍｍｏｎｓ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ」におけるＷｉｋｉｐ
ｅｄｉａ　ＣｏｍｍｏｎｓメディアコレクションＷｅｂサイト、ならびに多数の領域に関
する様々な情報を含む「ｗｉｋｉｎｅｗｓ．ｏｒｇ」におけるＷｉｋｉｎｅｗｓニュース
ソースＷｅｂサイトなど）からなど、１つまたは複数のソースから取得することできる。
ある実施形態では、これらの文書のそれぞれは、少なくとも一部、分析されたテキスト情
報であるコンテンツを有する。
【００１１】
　領域に関する文書の自動化された分析は、それらの文書のコンテンツを分析することを
含み、少なくともある実施形態において、データ検索技術または他の技術を使用すること
によってなど、その領域に関連するテーマまたは他の概念を識別するある実施形態を含め
て、その領域に関連する用語間の関係を判定することができる。例えば、分析されている
文書が野球領域に関係する場合、用語は、特定の選手、特定のチーム、特定のリーグ（例
えば、大リーグ野球、１部大学野球など）、特定の事象もしくは状況（例えば、特定の年
度のオールスターゲームもしくはワールドシリーズ、ステロイド使用の議論など）、特定
のシーズン、特定の記録（例えば、累積ホームラン記録）などに特有とすることができる
。さらに、用語間の関係は、所与のチームの複数の選手に対応する関係、過去の対立関係
を有する複数のチームに対応する関係、特定の事象もしくは記録に関連する特定の選手ま
たはチームに対応する関係を識別するためになど、少なくともいくつかのこのような情報
を反映することができる。
【００１２】
　少なくともある実施形態では、関連する用語を識別するための、領域に関する文書の自
動化された分析は、それらの文書を索引付けし、それらの文書のそれぞれの中にどんな用
語が存在するかを判定することと、および、次いで、それらの文書に対するいくつかのま
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たはすべてのこのような用語の重要性を分析することとを含む。例えば、少なくともある
実施形態では、その文書に対するその文書内のそれぞれの用語の関連性の程度の初めの判
定は、用語頻度－逆文書頻度(term frequency-inverse document frequency)（「ＴＦ－
ＩＤＦ」）分析を使用することによってなど、その文書のコンテンツに対するその用語の
特殊性に基づいて行われる。加えて、以下でより詳細に議論されるように、文書のグルー
プの全体にわたって使用される、１つまたは複数の関連用語の組合せを選択し、最も関連
する用語および／もしくは用語間の関係に関してなど、その領域のテーマまたは他の概念
を表すことができ、および１つもしくは複数の文書に対するテーマまたは概念に関する１
つもしくは複数の関連用語の関連性の判定された程度を使用し、テーマまたは概念に対す
る１つもしくは複数の文書の関連性の程度を判定することができる。以下のある実施例お
よびある実施形態は、様々な方式で多用語テーマの使用を議論するが、このような議論は
、他のところでより詳細に議論されるように、１つまたは複数の関連用語を有する、判定
された概念の使用に同様に適用することを理解されよう。さらに、他でより詳細に議論さ
れるように、文書もしくは他のコンテンツ項目に関連し、および分析される用語または他
の情報は、ある実施形態では、コンテンツ項目に関連するメタデータおよび／またはその
コンテンツ項目が対応する１人もしくは複数のユーザに関連する情報など、コンテンツ項
目のコンテンツ内に含まれない情報を含めて、他のタイプの情報を含むことができる。
【００１３】
　加えて、ある実施形態では、関連する用語を識別するための、領域に関する文書の自動
化された分析は、ＴＦ－ＩＤＦ分析もしくは類似の技術を使用することの代わりであろう
と、またはＴＦ－ＩＤＦ分析もしくは類似の技術を使用することに加えてであろうと、１
つもしくは複数の他の技術を含み、それらの文書コンテンツに対する文書内のそれぞれの
用語の関連性の程度を判定することができる。例えば、１つもしくは複数の文書のコンテ
ンツの自動化された分析は、ある実施形態では、統計的分析を実行し、統計的な外れ値（
例えば、他の用語と比べて、高い信号対雑音比を有すると見なされる可能性がある用語）
を識別するために、またはそうでない場合、他の用語と比べて、関連する用語を識別する
ためになど、（例えば、その領域内の他の文書、その領域を表すために使用されるコンテ
ンツの基線セットなど）他のコンテンツと比べて、その１つもしくは複数の文書のコンテ
ンツ内において特徴的である用語を識別することを含むことができる。加えて、（例えば
、現在のニュースまたは他の最近利用可能な情報を反映するためなどで、利用可能になっ
ている新しい文書に基づいて）領域に関する文書が変更している状況において、変更して
いる文書の自動化された分析を使用し、ある実施形態において、新しく関連する用語（例
えば、変更している文書内に導入された新しい関連する用語、変更している文書内でその
関連性が強まっている既存用語など）を識別することができる。このような新しく関連す
る用語は、ある状況では、関心のある「注目の話題」を反映することができ、およびこの
ような新しく関連する用語を識別するために使用される変更している文書は、様々な実施
形態において、様々な方式（例えば、ニュースフィード、ソーシャルネットワーキングサ
イトページ、ブログ投稿、Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）など、選択情報を共有しているシ
ステムなど）を有してよい。さらに、以下でより詳細に議論されるように、特定の用語が
（例えば、新しく関連する用語に対して）関連しているとして識別されたとき、これらの
記述される技術は、このような特定の用語が関連する特定のユーザを識別して、および（
例えば、その識別されたコンテンツのそれらの特定のユーザに勧告を推奨すること、また
はそうでない場合、当該勧告を提供することによって、それらの特定のユーザからの要求
に応答して、それらの特定のユーザに提供される情報の一部として、その識別されたコン
テンツを含めることによってなど）それらの特定のユーザに対してそれらの特定の用語が
関係しているとして識別される文書または他のコンテンツを提供することができる。特定
の用語が関連する特定のユーザの識別は、様々な実施形態において、その既知の選好がそ
れらの特定の用語を含む特定のユーザを識別することによって、１人または複数のユーザ
（例えば、すべてのユーザ）の既知のユーザ選好に関する情報を分析し、それらの特定の
用語が、それらのユーザの知られていないユーザ選好を反映する追加用語である可能性を
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判定することによってなど、様々な方式で実行することができる。
【００１４】
　上で述べられたように、文書用語分析情報の生成を、様々な実施形態において、様々な
方式で実行することができ、およびある実施形態では、ＴＦ－ＩＤＦ分析を使用する。こ
のようなＴＦ－ＩＤＦ分析は、分析されることになる文書のベクトル空間表示を使用し、
この場合、それぞれの文書は、文書内の用語の役割を考慮することなく（例えば、文法、
文の構造、段落の構造、句読点などを考慮することなく）「単語の集合(bag of words)」
に類似しているとして扱われる。このような状況において、この文書表示は、文書内の用
語の用語頻度（「ＴＦ」）を主に、または単に反映することができ、これは文書を数学的
に簡単な高次元ベクトル空間に効率的にマッピングすることができる。加えて、特定の用
語が、集成または文書の他のグループの中の文書内でどの程度ユビキタスであるかを考慮
することによってなど、文書に対する用語の関連性を判定するときに、領域に関する様々
な文書と比較して特定の用語の特殊性を考慮および使用することができる。特に、文書ｄ
内の用語ｉの用語頻度、および領域の文書全体の用語ｉの逆文書頻度（「ＩＤＦ」）を、
少なくともある実施形態では、以下のように表現することができる。
【００１５】
【数１】

【００１６】
　次いで、当該用語および当該文書に関するこの用語頻度－逆文書頻度（「ＴＦ－ＩＤＦ
」または「ＴＦ．ＩＤＦ」）得点を、用語および文書に関するＴＦ得点および用語に関す
るＩＤＦ得点を乗算することによって、判定することができる。特定の用語ｉおよび特定
の文書ｄに関する（「ＴＦ－ＩＤＦi、d」または「ＴＦ．ＩＤＦi、d」としても示される
）このようなＴＦ－ＩＤＦ（ｉ、ｄ）得点を、
その文書に対するその用語の関連性の程度を反映するためなど、その集成内のその文書の
指数を記述する際に、その用語がそのベクトル空間表示においてどのくらい重要かの測定
値として使用することができる。特定の文書内で頻繁に発生するが、全体として、集成内
でほとんど発生しない用語を高く評価することが測定基準である。
【００１７】
　領域に関する文書の自動化された分析は、少なくともある実施形態では、選択された文
書のコンテンツを分析することを含み、どの文書が、その領域に関して識別された用語お
よび／または判定されたテーマに関連するコンテンツを有するかを判定することができる
。例えば、少なくともある実施形態では、以下でより詳細に議論されるように、選択され
た文書の関連性の初めの判定を実行し、特定の文書のコンテンツに対する、あるテーマ内
の特定の用語の関連性に基づいてなど、いくつかのもしくはすべての用語またはテーマの
それぞれに対する、それぞれの文書の関連性の程度を判定することができる。加えて、あ
る実施形態では、文書関連性判定の一環として分析されるために選択される文書は、用語
間関係を判定するために予め分析されたのと同じ文書である一方、（例えば、その文書関
連性判定文書が先の用語間関連性判定の間に利用可能でなかった新しい文書を含む場合。
その用語間関連性判定文書が、ある領域を表していることからなど、トレーニング目的で
選択された文書の専門化されたサブセットである場合、など）他の実施形態では、選択さ
れた文書関連性判定文書の一部またはすべては、用語間関連性判定文書とは異なる。さら
に、少なくともある実施形態および状況では、分析目的のために複数の関連文書を単一の
文書として扱うことによってなど、複数の関連文書のグループを、いくつかのもしくはす
べての用語および／またはテーマに関して共に分析することができる一方、他の状況では
、特定の文書を、分析のために、それぞれがいくつかのもしくはすべての用語および／ま
たはテーマに関して別個の文書として扱われる複数の部分に分割することができる。識別
された用語および／または判定されたテーマに関連する文書を判定する目的で、領域の文
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書を分析することに関する追加の詳細を以下に含む。
【００１８】
　ある領域に関する文書を自動的に分析し、特定の用語に対するそれらの用語の関連性を
判定した後で、少なくともある実施形態では、このような関連性情報を使用し、特定の用
語間の関係をさらに識別することができる。例えば、少なくともある実施形態では、２つ
の用語間の関係を（例えば、両方とも、１つまたは複数の共通の文書に対して非常に関連
する２つの用語が、互いに非常に関連する可能性があると判定できるように、両方とも、
同じ文書のいずれにもあまり関連しない２つの用語が、互いにほとんど関連しない可能性
があると判定できるように）様々な文書に対するそれらの用語の個々の関連性に少なくと
も一部基づいて判定することができる。したがって、特定の用語に対する特定の文書の関
連性がＴＦ－ＩＤＦ得点に少なくとも一部基づいて識別される実施形態では、用語間の関
係の判定は、同様に、ＴＦ－ＩＤＦ得点に少なくとも一部基づいてよい。ＴＦ－ＩＤＦ得
点に基づく以外の方式を含めて、用語の関係の関連性の得点または他の表示を生成する特
定の方式を、以下でより詳細に議論する。
【００１９】
　関連性情報が、１つもしくは複数の領域内のまたは１つもしくは複数の領域全体の用語
間の関係に関するＤＳＲＤサービスによって、自動的に判定された後で、このような自動
的に判定された関連性情報を、次いで、様々な実施形態において、様々な方法で使用する
ことができる。例えば、少なくともある実施形態では、１つもしくは複数の領域に関する
用語間関係に関する関連性情報を使用し、最も深く結びついている、またはそうでない場
合、最も関連しているとして識別された関係に関するなど、ベイジアンネットワークまた
は選択された用語間の関係の他の確率表示を自動的に生成する。確率表示情報のこのよう
な生成を、以下でより詳細に議論されるように、様々な方式で実行することができ、およ
びそれぞれが、他の第２の用語に対して十分評価された関連性の程度を有する様々な特定
の第１の用語から対応する第２の用語への影響が表される、それらの第１の用語を選択す
ることを含むことができ、およびそれらの表された影響の強さを表す確率情報を生成する
ことを含むことができる。特に、ベイジアンネットワークの構造は、それぞれのノードの
確率依存を反映し、および、以下でより詳細に議論されるように、それぞれのノードの状
態に関する推定を実行するためのフレームワークを提供する。確率表示情報が生成された
後で、この情報を使用し、１つもしくは複数の他の用語へのある特定のユーザの既知の肯
定的選好もしくは否定的選好、または（肯定的であれ、否定的であれ）他の関心を考慮し
て、そのユーザが特定の対象用語への肯定的選好もしくは否定的選好、または（肯定的で
あれ、否定的であれ）他の関心を持つ確率もしくは他の可能性の測定値を自動的に判定す
ることができる。したがって、特定のユーザの特定の用語へのこのような既知の選好また
は関心を、そこから特定の対象用語に関する特定の表現されない選好または関心を推定す
ることができる、このような対象用語におけるそのユーザの他の表現されない選好または
関心（例えば、そのユーザは自覚しているが、ＤＳＲＤサービスには知られていない、他
の選好もしくは関心、そのユーザが明示的に自覚していない、他の選好もしくは関心など
）の確定(evidence)として扱うことができる。
【００２０】
　ある実施形態では、確定として使用される、１つもしくは複数の他の用語における特定
のユーザの既知の関心または推測される関心に基づく、１つもしくは複数の対象用語にお
ける特定のユーザの考えられる関心の判定は、（例えば、以下でより詳細に議論されるよ
うに、ユーザフィードバック技術および自動化された学習技術に基づく）協同フィルタリ
ング技術に類似した形でなど、確定用語および対象用語の両方への既知の関心または推測
される関心レベルを有する他のユーザに関する情報にさらに少なくとも一部基づいてよい
。しかし、他の実施形態では、１つもしくは複数の他の確定用語における特定のユーザの
既知の関心または推測される関心に基づく、１つもしくは複数の対象用語における特定の
ユーザの考えられる関心のこのような判定は、他のユーザの確定用語および対象用語の両
方への関心レベルに関する任意の情報の使用なしに実行されるか、または、場合によって
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は、より一般的に、他のユーザの対象用語のうちのいずれかへの関心レベルに関する任意
の情報を使用せずに実行され、このような実施形態では、これらの記述される技術を、通
常、ユーザの関心範囲の選好に関するデータの不足が原因で、協同フィルタリング技術お
よび他の勧告技術について、当初、推定できない、いわゆる「コールドスタート(cold st
art)」勧告問題に対処する際に特に使用することができる。領域関連文書の分析からのこ
のような自動的に生成された関連性情報の使用を、ある実施形態および状況においてさら
に使用し、以下でより詳細に議論されるように、新しい領域と少なくとも一部重複する、
１つもしくは複数の他の領域に関して利用可能な選好情報を活用することによってなど、
わずかなユーザ選好情報が依然として利用可能であるか、またはまったく利用可能でない
、新しい関心領域に有意義なユーザ特有の勧告もしくは他の推奨を提供するために能力を
拡張することができる。さらに、他の確定用語への既知の関心に基づく、対象用語への考
えられる関心初めの判定を、確定用語および対象用語の両方へのユーザの実際の関心レベ
ルに関する任意の情報の使用なしに実行する場合ですら、以下で議論されるように、後続
の判定を更新し、確定用語および対象用語の両方へのユーザの実際の関心レベルに関して
学習された情報を組み込むことができる。
【００２１】
　１つもしくは複数の領域内または当該領域全体の用語間の確率関係に関する、（例えば
、それらの用語間関係の確率表示を使用して表現されるような）このような関連性情報が
判定された後で、この関連性情報を、人間のユーザ（または、他のエンティティ）が、そ
のユーザの特定の用語に関する選好または特定の用語に関係する関心に関する情報に基づ
いて、そのユーザにとって関心がある可能性がある文書および／もしくは他の情報の勧告
または他の推奨を取得することを支援することを含めて、様々な方式で使用することがで
きる。例えば、ユーザの選好が知られていない１つまたは複数の特定の対象用語を、判定
された確率的用語間関係の使用、および所与のそれらの既知の関心に基づき関心判定され
た確率もしくは他の可能性が規定のしきい値を超えるか、またはそうでない場合、１つも
しくは複数の指定された基準を満たす、対象用語などそのユーザの既知の関心に基づいて
、そのユーザにとって関心がある可能性があるとして、自動的に選択することができる。
このような自動的に選択された対象用語は、次いで、そのユーザに勧告もしく他の推奨、
または関心情報の指示（例えば、それらの選択された対象用語に関連する文書の指示、そ
の対象用語への関心もしくは無関心を示すため、または共通のテーマの一部として、特定
の対象用語が、選択された対象用語が特に関連する他の既知の用語と組み合わされるべき
であることを示すための、ユーザによる選択のためなど、それらの選択された対象用語の
指示、など）を提供することを含めて、様々な方式で使用することができる。加えて、こ
の自動的に判定された関連性情報を、様々な実施形態において、ユーザから１つまたは複
数の用語を受信して、関係する情報（例えば、受信された用語を含むテーマなど）をその
ユーザに提示することによって、自動的に判定されたテーマまたは他の用語間関係のリス
トを、ブラウジングもしくは選択、または他のフィードバックなどのために、ユーザに提
示することによってなど、様々な他の方式で使用することができる。したがって、領域内
の文書に基づいて自動的に判定された関連性情報を、（例えば、情報を受信することに関
して予め指定された選好に基づいて）明示的に要求されない関連性情報をユーザに推奨す
ることによって、またはそうでない場合、当該情報をユーザに提供することによって、検
索クエリに応答してなど、人間のユーザもしくはＤＳＲＤサービスの外部の他のエンティ
ティ（例えば、自動化されたプログラム）が、明示的な関心または推定された関心１つも
しくは複数の用語に関係するコンテンツを取得することを支援するために、ＤＳＲＤサー
ビスまたは他の関連サービスによって使用することができる。さらに、様々な用語の相互
関連性に関する情報を、様々な実施形態において、様々な方式でユーザに表示することが
できる。
【００２２】
　加えて、少なくともある実施形態では、自動的に判定された用語間関連性情報および／
または文書関連性情報が、ユーザまたは他のエンティティによってどのように使用される
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かに関する情報を、様々な方法で追跡して、および使用する。例えば、少なくともある実
施形態では、自動的に判定された用語間情報および／または文書情報の使用に関する情報
を、自動的に判定された用語間関連性情報および／または文書関連性情報に関するフィー
ドバックとして、ＤＳＲＤサービスによって使用することができる。このようなフィード
バックを使用し、例えば、特定の用語および用語間関係の関連性の初めの判定を訂正し、
ならびに／または判定された用語に対する特定の文書の関連性の初めの判定を訂正するこ
とができ、およびこのような訂正され、判定された関連性情報を、次いで、当初判定され
た関連性情報に類似した方式で、ＤＳＲＤサービスまたは他の関連サービスによって使用
することができる。同様に、このようなフィードバックを使用し、例えば、ベイジアンネ
ットワーク、決定木、および／または用語間関係の他の確率表示を訂正することができ、
およびこのような訂正され、判定された用語間関係の確率表示は、次いで、当初判定され
た確率表示情報に類似した方式で、ＤＳＲＤサービスまたは他の関連サービスによって使
用することができる。このように、一度だけのフィードバック発生、または代わりに、連
続的なフィードバックループもしくは他の繰り返されたフィードバックループを使用し、
ＤＳＲＤサービスによって実行された自動的関連性判定を繰り返して改善することができ
る。以下でより詳細に記述されるように、ある実施形態では、このフィードバックを使用
し、構成されたニューラルネットワークまたは他の適応モデルもしくは適応システムの使
用によって、および／または構成されたベイジアンネットワークもしく決定木または他の
確率表示データ構造を更新することによってなど、自動的に判定された用語間関係情報お
よび／もしくは文書関連性情報を学習または訂正する。さらに、少なくともある実施形態
および状況では、この構成されたニューラルネットワークまたは他の適応システムを、様
々な方式で自動的に拡張し、利用可能になった新しい文書および／または判定された新し
い用語間関係に関する情報を使用することができる。
【００２３】
　図示のために、特定のタイプの情報が特定の形で分析され、特定の領域に関して判定さ
れた情報が特定の形で使用されるある実施例および実施形態を、以下に記述する。これら
の実施例を、図示のために提供し、および簡潔にするために簡素化し、および本発明の技
術を、そのうちのいくつかが以下でより詳細に記述される、様々な他の状況で使用するこ
とができることを理解されよう。例えば、特定のテキスト文書の分析を以下で記述するが
、他の形の情報を同様に分析および使用することができる。加えて、１つもしくは複数の
領域内または１つもしくは複数の領域全体の関連用語間関係および／またはテーマを判定
するために、用語および／またはテーマに関連する特定の文書を判定するために、ならび
に実際の使用および他のフィードバックに基づいて改善された関連性を学習するために使
用されているとして、特定のアルゴリズムおよび技術を図示するが、他のアルゴリズムお
よび技術を他の方式で使用することもできる。
【００２４】
　図１Ａ～１Ｃは、記述される技術を使用し、関心領域に関する関連性情報を判定して、
および関連情報および機能性をユーザまたは他のエンティティに提供する、自動化された
領域特定の関連性判定サービスの実施例を図示する。特に、図１Ｂは、ＤＳＲＤサービス
１０５へのデータフロー例、およびＤＳＲＤサービス１０５からのデータフロー例のハイ
レベルな記述と共に、ＤＳＲＤサービス１０５の一実施形態を、関連領域特定の情報を判
定して、使用することの一環として、図示する。本実施例では、ＤＳＲＤサービス１０５
は、１つまたは複数の関心領域に関する様々な文書１６０にアクセスして、およびこれら
を分析し、領域のそれぞれに関する関連性情報を判定する。本実施例でＤＳＲＤサービス
１０５によって生成された、判定された関連性情報は、１つまたは複数の領域のそれぞれ
の中の関連用語間関係に関する情報１７０（例えば、多用語テーマに関する情報）、およ
び様々な用語に関連するコンテンツを有する文書に関する情報１８０を含むが、他の実施
形態では、これらのタイプの関連性関連情報のうちの１つだけを判定することができる。
図１Ｃに関して、を含めて、他のところでより詳細に議論されるように、判定された用語
間関連性情報１７０は、１つもしくは複数の用語間ニューラルネットワーク、用語間の関
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係の１つもしくは複数のベイジアンネットワーク、または用語間関係の他の確率表示、特
定の用語間の確率または他の関係に関する情報をカプセル化する１つもしくは複数の決定
木などを含めて、様々な形で格納されたデータを含むことができる。
【００２５】
　本実地例では、ＤＳＲＤサービス１０５は、ユーザが指定したクエリ用語に関連する文
書を示すことによって、ユーザが指定した用語に関連する可能性がある他の用語の推奨を
表示することによってなど、判定された関連用語間関係情報１７０のうちの少なくともい
くつか、および／または判定された関連文書情報１８０のうちの少なくともいくつかを、
様々なユーザ１４０に使用のために提供する。本明細書に示されないが、他の実施形態で
は、ＤＳＲＤサービス１０５は、代わりに、１つもしくは複数の中間の他のサービス（例
えば、ＤＳＲＤサービス１０５から関連領域特定の情報を取得して、および様々な方法で
それを使用する他のサービス）を介してなど、判定された関連用語間関係情報１７０およ
び／または判定された関連文書情報１８０を、ユーザ１４０および／または他のエンティ
ティに、１つもしくは複数の他の方式で提供することができる。さらに、本実施例では、
ＤＳＲＤサービス１０５は、ユーザ１４０から直接的であろうと、または代わりに１つも
しくは複数の中間の他のサービスからであろうと、判定された関連領域特定の情報１７０
および／もしくは１８０のユーザ１４０（または、他のエンティティ）による使用に関す
る様々なフィードバックまたは他の情報１９０を取得することができ、およびそのフィー
ドバックを使用し、判定された関連領域特定の情報１７０および／または１８０を精緻化
することができる。フィードバック情報を受信することおよび／または判定された関連領
域特定の情報に対して受信されたフィードバック情報を使用することは、様々な実施形態
および状況において、増分的な動的な方式で、または代わりに、（例えば、このような情
報を収集して、それを周期的にＤＳＲＤサービス１０５に提供する中間の他のサービスか
ら）バッチ方式を含めて、様々な方式で発生する可能性があることを理解されよう。図２
Ａ～２Ｍおよび図９Ａ～９Ｎにおいて議論される実施形態例に関して、を含めて、ＤＳＲ
Ｄサービス１０５の様々なデータフローおよび動作に関する追加の詳細は、他のところで
より詳細に記述される。
【００２６】
　図１Ａは、図１ＢのＤＳＲＤサービス１０５の一実施形態に関する、追加の実施例の詳
細を図示する。特に、図１Ａの本実施例では、ＤＳＲＤサービス例１０５の文書によって
アクセスされて、および分析される文書は、ネットワーク１００を介してアクセス可能な
（例えば、１つもしくは複数のＷｅｂサイトまたは他の情報ソースから公にアクセス可能
な）領域文書１６０、および／またはＤＳＲＤサービス１０５が専門アクセスを有するオ
プションの領域文書１３５（例えば、生成された領域文書、またはそうでない場合、サー
ビス１０５によって提供された領域文書、支払われたアクセスに関して利用可能である場
合、またはサービス１０５と第３者ソースとの間の規定の関係に基づいて利用可能である
場合など、第３者のソースから利用可能であるが、公にアクセス可能でない領域文書など
）を含むことができる。さらに、１つまたは複数の領域に関する関連性情報を判定した後
で、ＤＳＲＤサービス１０５は、ネットワーク１００を介して、様々なユーザ１４０とお
よび／または１つもしくは複数のオプションの他のサービス１５０（例えば、ユーザ１４
０と相互に作用し、ＤＳＲＤサービス１０５によって提供された情報を使用する他の関連
サービス）とさらに相互に作用する。
【００２７】
　加えて、本実施例では、ＤＳＲＤサービス１０５は、領域分析マネージャモジュール１
１０と、関連文書判定マネージャモジュール１２０と、用語間関連性判定マネージャモジ
ュール１３０と、用語関係勧告生成マネージャモジュール１２５とを含めて、それぞれが
ＤＳＲＤサービス１０５の機能性のうちのいくつかを提供する、いくつかのモジュールを
含む。特に、領域分析マネージャモジュール１１０は、様々な動作を実行し、領域関連文
書のコンテンツを取得して、および自動的に分析し、そのように分析された情報をモジュ
ール１２０および１３０によって使用するために利用可能にするなどする。関連文書判定
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マネージャモジュール１２０は、分析された文書情報を使用し、（図１Ａには図示されな
いが、やはり図１Ａに図示されない１つまたは複数の記憶デバイス上に格納可能な）図１
Ｂの領域文書関連性情報１８０を生成するためなど、特定の用語または他のテーマに関連
する文書を判定する。同様に、用語間関連性判定マネージャモジュール１３０は、分析さ
れた文書情報を使用し、その領域に関連する用語間関係を判定し、（図１Ａには図示され
ないが、やはり図１Ａに図示されない、１つまたは複数の記憶デバイス上に格納可能な）
図１Ｂの領域用語間関連性情報１７０を生成するなどするが、他の実施形態では、文書関
連情報に基づく以外の方式で、用語間関係情報のうちの少なくともいくつかを判定するこ
とができる。用語関係勧告生成マネージャモジュール１２５は、次いで、用語間関係に基
づいて、ユーザ特有の勧告または他の推奨を判定する際に使用するための情報を生成し、
（図１Ａには図示されないが、やはり図１Ａに図示されない、１つまたは複数の記憶デバ
イス上に格納可能な）図１Ｃの用語間関係情報の確率表示１７０ａおよび／または１７０
ｂを生成するなどする。モジュール１２５によって生成された情報は、モジュール１３０
からの判定された用語間関係情報に少なくとも一部基づき、およびモジュール１２５は、
その生成された情報をオプションでさらに使用し、ある実施形態では、ユーザのためにユ
ーザ特有の勧告または他の推奨を判定することができる。この図示される実施形態では、
モジュール１２０、１３０および／または１２５は、次いで、ユーザがインタラクティブ
に使用することが可能な提供されたＧＵＩを経由して、および／またはそれを介して、ソ
フトウェアプログラムがプログラマティックに相互に作用することが可能な提供されたＡ
ＰＩを介してなど、生成された領域特定の関連性情報および／または判定されたユーザ特
有の勧告もしくは他の推奨を、ユーザ１４０またはオプションの他のサービス１５０に提
供することができる。他の実施形態では、特定の表示された関心用語に関連するコンテン
ツ項目を判定するモジュール１２７（図示せず）、または、代わりに、１つもしくは複数
のＧＵＩおよび／または（モジュール１１０～１３０の他方の代わりになど）ＤＳＲＤサ
ービス１０５によって提供された１つもしくは複数のＡＰＩを介してユーザ１４０および
／またはオプションの他のサービス１５０と相互に作用することが可能な、ＤＳＲＤサー
ビス１０５の１つもしくは複数の他のモジュール（図示せず）など、他のモジュールが存
在する場合がある。
【００２８】
　ＤＳＲＤサービス１０５を、（図１Ａに図示されない）１つまたは複数のコンピューテ
ィングシステム上で実行するためのソフトウェア命令を有する１つまたは複数のソフトウ
ェアモジュールを用いることを含めて、様々な方式で実装することができ、および（図示
されない）１つもしくは複数のローカル記憶デバイス上またはリモート記憶デバイス上に
様々な情報を格納することができる。例えば、ある実施形態では、ＤＳＲＤサービス１０
５を、単一のコンピューティングシステム上で実装することができ、一方、他の実施形態
では、ＤＳＲＤサービス１０５は、クラウドコンピューティング技術を使用して、および
／またはピアツーピア方式でなど、（例えば、それぞれが、異なるコンピューティングシ
ステム上で実行しているが、直接的に、または共有されたデータ格納位置を介して相互に
作用している、異なるモジュール１１０～１３０を用いて。例えば、同じモジュールの他
の代替的実装形態と比べて、データの別個のセット上で動作する異なるコンピューティン
グシステム上でモジュールの複数の代替的実装形態を有するためになど、それぞれが複数
のコンピューティングシステム全体で分散されているモジュール１１０～１３０のうちの
１つまたは複数を用いて、など）分散された方式で実装することができる。同様に、ユー
ザ１４０、他のサービス１５０、および領域文書１６０を、使用し、またはコンピューテ
ィングデバイスもしくはコンピューティングシステム（図示せず）と関連付け、様々な記
述される情報を格納し、および／または様々な記述される相互作用を実行することができ
る。加えて、ＤＳＲＤサービス１０５および他のサービス１５０は、ある実施形態では、
関連しないエンティティによって提供することができるが、他の実施形態では、ＤＳＲＤ
サービス１０５および１つまたは複数の他のサービス１５０を、代わりに、（例えば、互
いに関連する）単一のオペレータによって提供することができる。さらに、図１Ａに示さ
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れるネットワーク１００は、例えば、場合によっては、様々な別個の当事者によって操作
される、結合されたネットワークの公にアクセス可能なネットワーク（例えば、インター
ネット）など、様々な方式を有することができる。他の実施形態では、ネットワーク１０
０は、例えば、特権を有さないユーザに全体的にもしくは部分的にアクセスできない企業
ネットワークまたは大学ネットワークなど、プライベートネットワークとすることができ
る。さらに他の実施形態では、ネットワーク１００は、インターネットに対するアクセス
および／またはインターネットからのアクセスを有する、１つもしくは複数のプライベー
トネットワークを含むことができ、および少なくともある実施形態では、ネットワーク１
００のうちの一部もしくはすべては、ブロードバンド有線リンクもしくはブロードバンド
無線リンクまたはブロードキャスト有線リンクもしくはブロードキャスト無線リンク（例
えば、携帯電話接続、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、Ｗｉ－ＭＡＸ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）、ブロードキャストアナログテレビもしくはブロードキャストデジ
タルテレビ、ＥＶＤＯ、衛星無線ネットワーキングプロトコルもしくは他の無線ネットワ
ーキングプロトコルまたは衛星無線通信プロトコルもしくは他の無線通信プロトコルなど
を使用する無線コンピュータ接続）をさらに含むことができる。
【００２９】
　加えて、様々なユーザ１４０および他のエンティティは、様々な方式でＤＳＲＤサービ
ス１０５と相互に作用し、要求を行い、および様々な情報を指定することができる。例え
ば、ユーザは、ＤＳＲＤサービス１０５および／もしくはオプションの他のサービス１５
０に登録して、またはそれらのサービスに加入して、様々な用語関連選好、および後の要
求において使用できる他の情報を供給するなどできる。このような実施形態では、ユーザ
が、ＤＳＲＤサービス１０５と相互に作用し、登録した後で、指定されたクエリに関する
検索結果の要求など、他の要求が行われたとき、ユーザに関連付けられ、および後で使用
される、１つまたは複数の識別子（例えば、鍵、トークン、ユーザ名など）をそのユーザ
に発行することができる。加えて、ある実施形態では、オプションの他のサービス１５０
は、ＤＳＲＤサービス１０５に登録して、またはそうでない場合、ＤＳＲＤサービス１０
５と相互に作用して、関連する関係を確立して、他のサービス１５０が、ＤＳＲＤサービ
ス１０５によって生成された、少なくともいくつかの領域特定の関連性情報に対するアク
セスを取得することを可能にするなどできる。さらに、様々な手数料をＤＳＲＤサービス
の使用と関連付け、加入者によって支払われた手数料と引き換えに、ＤＳＲＤサービスが
少なくともいくつかの要求に応答することができるようにし、他のサービス１５０からの
手数料と引き換えに、領域特定の関連性情報をオプションの他のサービス１５０に提供す
るか、またはユーザ１４０からの手数料と引き換えに、領域特定の関連性情報をそのユー
ザに提供するなどできる。他の実施形態では、ＤＳＲＤサービス１０５は、領域特定の文
書および他のコンテンツのプロバイダからなど、他の方式で手数料を取得し、そのコンテ
ンツに関係する関連性判定を実行して、および／またはこのような領域特定の文書および
他のコンテンツのユーザ特有の勧告を、広告主および小売業者など、他の第３者から、（
例えば、少なくとも何人かのユーザ１４０に広告または他の指示されたコンテンツを提供
するために）特定のユーザに提供することができる。
【００３０】
　図１Ｃは、図１Ａおよび１ＢのＤＳＲＤサービス１０５によって実行可能な動作の一実
施形態に関する追加の実施例の詳細を図示する。特に、図１Ｂは、ＤＳＲＤサービス１０
５の一実施形態が、１つもしくは複数の領域に関する様々な領域文書１０５を分析して、
様々なユーザ１４０からのフィードバックに基づいて、オプションで変更および／または
補完することが可能な様々な領域用語間関係の関連性情報１７０を生成することを図示す
る。図１Ｃの追加の詳細において示されるように、少なくともある実施形態では、生成さ
れた領域用語間関連性情報１７０は、用語のうちの少なくともいくつかの間の関係のうち
の少なくともいくつかの確率表示１７０ａ（例えば、ベイジアンネットワーク）を含むこ
とでき、およびさらに、情報１７０ａの生成は、前処理活動の一環としてオプションで発
生して、生成された情報の後のランタイム使用を可能にすることができる。したがって、
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本実施例では、情報１７０ａの生成は、第１の時間において発生することができ、および
後の第２の時間において、生成された情報１７０ｂに一部基づいて、ユーザ特有の勧告ま
たは他の推奨を生成することを含むランタイム活動のために、生成された情報１７０ａの
うちの少なくともいくつかのコピー１７０ｂを使用することができる。コピー１７０ｂは
、例えば、図９Ａ～９Ｎに関してより詳細に議論されるように、様々な部分を表す多数の
決定木のそれぞれの中で、生成されたベイジアンネットワーク１７０ａの特定の部分を符
号化することによってなど、ランタイム使用のために構成して、または最適化することが
できる。さらに、ユーザ特有の勧告または他の推奨を判定する際および提供する際に生成
された情報１７０の使用を、ＤＳＲＤサービス１０５によって、および／または１つもし
くは複数の他のサービスによって、を含めて、様々な方式で実行することができる。
【００３１】
　本実施例では、ランタイム処理の間に、情報１９５を、特定のユーザ１４５のために取
得して、領域文書１６０が対応する１つまたは複数の領域に関する１つまたは複数の用語
に関するユーザ１４５の選好を示すなどする。ユーザ１４５は、図１Ｂに関して議論され
るように、情報１７０ａを生成する一環として、オプションでフィードバックを提供した
ユーザ１４０のうちの１人とすることができ、または代わりに、無関係のユーザとするこ
ともできる。加えて、特定の用語に関するユーザの既知の選好（または、他の関心）に関
する情報１９５を、検索クエリの一部として、ユーザによって表示された用語、ユーザに
よって選択され、ユーザにとって関心がある主題を表した用語、関心を持つとしてユーザ
が指定する文書の一部である用語、ユーザのプロファイルまたはユーザに関する他の情報
から抽出された用語などに基づいてなど、様々な方式で取得することができる。ランタイ
ム処理活動を実行しているサービス（図示せず）は、次いで、ユーザ特有の用語選好情報
１９５および非ユーザ特有の用語間関係情報１７０ｂを使用し、追加用語のそれぞれが特
定のユーザ１４５にとって関心があるものであろうという、対応する確率を表示するため
の情報をオプションで用いて、様々な用語間関係に基づいて、ユーザが関心あると推定さ
れる、１つまたは複数の追加のユーザ特有の用語１７５を識別することができる。
【００３２】
　（１つまたは複数の）追加用語１７５を識別した後で、これらの用語を、ユーザ特有の
勧告または他の推奨１８５をユーザ１４５にオプションで提供するためを含めて、様々な
方式で使用することができる。これらのユーザ特有の勧告または他の推奨は、様々な実施
形態において、様々な方式を有することができる。例えば、少なくともある実施形態では
、ユーザ特有の勧告／推奨のうちの一部またはすべては、追加の推定される用語１７５の
うちの一部またはすべてとすることができ、ユーザ１４５が、追加の推定される用語のう
ちの特定の用語が実際に関心用語であるか否かを指定することを可能にして、追加の推定
される用語のうちの特定の用語を、共通のテーマの一部として、既知の関心用語１９５と
組み合わすべきであることを指定するなどできる。他の実施形態では、ユーザ特有の勧告
／推奨のうちの一部またはすべては、追加の推定される関心用語１７５のうちの一部また
はすべてに基づいて、候補領域文書１６５のグループから選択された特定の領域文書また
は他のコンテンツ項目とすることができ、ユーザ１４５に提供された検索結果の一部とし
て、それらの選択された領域文書を含めて、またはそうでない場合、ユーザ１４５が選択
された領域文書に対するアクセスを取得するのを可能にするなどできる。他のところでよ
り詳細に議論されるように、候補領域文書１６５は、様々なタイプのものとすることがで
き、用語間関係情報１７０ａおよび１７０ｂを生成するために使用された領域文書１６０
のうちの一部またはすべてを含めて、領域文書１６０のいずれかも含まないが、領域文書
１６０が対応する同じ１つまたは複数の領域に関する他の文書を含めて、領域文書１６０
が対応する、１つまたは複数の初めの領域とは異なる、１つまたは複数の追加の領域に関
する文書（例えば、初めの領域の用語と少なくとも一部重複する用語を有する文書を含み
、初めの領域に関して自動的に判定された用語間関係を拡張して、追加の領域に関する実
際のユーザの関心について限定された情報を有するか、もしくは何の情報も有さないにも
かかわらず、追加の領域に初めの勧告または他の推奨を提供するなどする追加の領域）を
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含めるなどできる。図１Ｃには明示的に図示されないが、ある実施形態では、（例えば、
ユーザ特有の勧告１８５をオプションで提供することに応答して、ユーザの選択または他
の指示に基づいて）、（１つまたは複数の）追加の推定される関心用語のうちの１つもし
くは複数へのユーザの肯定的関心または否定的関心を反映する追加の情報をユーザから取
得することでき、および取得される場合、オプションのフィードバック１８７を使用し、
そのユーザから取得された追加の情報に基づいて、ユーザの既知の（１つまたは複数の）
関心用語１９５を更新することができる。他の実施形態では、追加用語がユーザにとって
関心がある確率が規定のしきい値を超える場合、またはそうでない場合、その確率が十分
高い場合など、ユーザからの特定の確認または他の指示がない場合ですら、ユーザ特有の
情報１９５を、時折、更新することができる。さらに、図１Ｃに図示されないが、ある実
施形態では、図１Ｂに関してより詳細に議論されるように、ユーザおよび他のエンティテ
ィからのフィードバックを同様に使用し、領域用語間関連性情報１７０ａおよび１７０ｂ
を更新することができる。
【００３３】
　図１Ｃは、単一のユーザ１４５に関して自動的に判定された用語間関係情報１７０の使
用を図示するが、ユーザ特有の勧告または他の推奨情報の生成および提供を、様々な時点
で様々なユーザに提供することができることを理解されよう。同様に、生成された情報１
７０ａおよび／または１７０ｂを、生成された情報１７０ｂの最近のバージョンを使用し
、特定のユーザ１４５に情報を提供するように、（例えば、周期的に、新しい領域文書１
６０が利用可能になったときに、受信されたユーザフィードバックに基づいてなど）様々
な時点で更新することができる。加えて、自動的に判定された用語間関係情報１７０を、
他のところでより詳細に議論されるように、他の実施形態において、（例えば、検索クエ
リ用語の拡張、一般的な綴り違いの補正の識別、ユーザ特有の選好の明確化、領域特定の
多用語テーマの判定など）様々な他の方式で使用することができる。
【００３４】
　図９Ａ～９Ｎは、領域例に関する用語間関係の確率表示を生成する技術、ならびにこの
ような生成された確率表示情報を、ＤＳＲＤサービスの一実施形態によって一部または全
部自動的に実行することができるような様々な方式で使用する技術の実施例を図示する。
【００３５】
　特に、図９Ａは、本実施例では、１つの関心領域例に関する領域特定の文書の集成例の
分析に基づいて生成されている、判定された用語間関係の関連性情報を形成するニューラ
ルネットワーク９９５ｅ例を図示する。特に、初めの関心領域は、本実施例では野球に関
係し、および利用可能な領域特定の文書の集成例は、図２Ａ例および図２Ｂ例に関してよ
り詳細に議論されるように、様々なタイプの文書（例えば、ニュース記事、選手の経歴、
チームの概要など）を含む。さらに、図２Ｃ～２Ｍに関してより詳細に議論されるように
、図１Ａ～１Ｃに関して議論されたのと類似した領域文書関連性情報および領域用語間関
連性情報を判定するためを含めて、様々な方式で（例えば、その集成内の文書に対する用
語の関係を示すＴＦ－ＩＤＦ値に一部基づいて）これらの集成文書からの領域特定の情報
例を分析および使用することができる。図２Ｃ～２Ｍの実施例は、用語間関係に関して自
動的に判定された関連性情報の使用例に関する詳細をさらに提供し、自動的に判定された
用語間関係情報に基づいて勧告を提供して、および／またはユーザフィードバックに基づ
いて、自動的に判定された用語間関係情報を更新するなどする。
【００３６】
　本実施例では、図９Ａの用語間ニューラルネットワーク９９５ｅは、その構成が図２Ｋ
に関してより詳細に議論される、図２Ｋの用語間ニューラルネットワーク２９５ｃ例に基
づく。例えば、図９Ａの用語間ニューラルネットワーク９９５ｅは、図２Ｋの用語ベース
の入力ノード２８０および出力ノード２８３に類似した方式で、様々な用語ベースの入力
ノード９８０および用語ベースの出力ノード９８３を含み、および図９Ａは、用語間関連
性情報９９９をさらに図示して、図２Ｋに関して図示される類似の用語間関連性値２９８
に基づく方式で、特定の選択された入力ノード例９８０に基づいて、特定の出力ノード９
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８３に関する特定の用語間関連性値を示す。本実施例では、図２Ｋの選択された入力ノー
ド２８０ａおよび２８０ｃに類似した方式で、用語「ボンズ」および「ステロイド」に対
応する入力ノード９８０ａおよび９８０ｃを選択している。図２Ｋに関して、特定の出力
用語に関する用語間関連性値２９８は、選択された領域文書についてのその出力用語に関
する平均の非正規化されたＴＦ－ＩＤＦ値に基づき、それらの領域文書は（１つまたは複
数の）選択された入力用語に特に関連すると判定されていることに基づいて選択されてい
る。したがって、図２Ｋの用語間ニューラルネットワーク２９５ｃ例は、特定の領域文書
を表す、図２Ｋの内部ノード２９０に一部反映されるように、その集成内の選択された文
書に対する用語の関連性に少なくとも一部基づいて、用語間の関連性を判定する。逆に、
図９Ａの用語間ニューラルネットワーク９９５ｅ例は、任意の対応する特定の文書ベース
の内部ノードを明示的に示さない。したがって、ある実施形態では、図９Ａの内部ノード
９８５は、出力ノード９８３に関して判定された関連性値９９９が集成文書に対する用語
の関連性に基づく場合など、図２Ｋの内部ノード２８５および２９０の組合せに対応する
ことができる、他の実施形態では、図９Ａの出力ノード９８３に関する用語間関連性判定
は、様々な用語が対応する文書に基づかなくてよく、ならびに／または互いに対する、お
よび／もしくは文書に対する用語の関連性を、ＴＦ－ＩＤＦ値に基づく以外の方式で判定
することができる。さらに、図９Ａの出力ノードに関する用語間関連性判定が、様々な用
語を判定して、対応される文書に当初基づく場合、および／またはＴＦ－ＩＤＦ値を使用
して判定された関連性情報に当初基づく場合ですら、このような用語間ニューラルネット
ワークのリンク、それらの関連する重み、および結果として生じる出力ノード値を、用語
間ニューラルネットワークの現在のバージョンが、それらの初めの判定にもはや基づかな
いように、フィードバックに基づいて後で変更することができることを理解されよう。よ
り一般的には、および図２Ｉを参照してより詳細に議論されるように、図９Ａの内部ノー
ド９８５の１つまたは複数のレイヤは、特定の選択された入力用語９８０に基づいて、特
定の出力ノード９８３に関する用語間関連性数９９９を生成する一環として実行される様
々な計算を表すことができる。したがって、図９Ａでは、説明を簡単にするために、内部
ノード９８５の単一のセットだけが図示されるが、いくつかのこのようなニューラルネッ
トワークは、内部ノードの追加レイヤを有することができることを理解されよう。加えて
、図９Ａの用語間ニューラルネットワーク９９５ｅは、様々なノード間リンク９８２およ
び９８８をさらに含み、および図２Ｉ～２Ｌの議論は、用語間ニューラルネットワークの
一部として、このようなリンクをどのように判定して、および使用するか（例えば、いく
つかのまたはすべてのこのようなリンクに関連する重みをどのように判定するか、ならび
に、重みおよび／またはフィードバックを使用して、リンクをどのように更新するか）に
関する追加の詳細を含む。
【００３７】
　図９Ｂは、図９Ａのニューラルネットワーク９９５ｅに類似した用語間ニューラルネッ
トワーク９９５ｆを図示するが、（用語「ステロイド」に対応する）単一の入力ノード９
８０ｃだけを選択している。したがって、図９Ｂの用語間関連性値９０５は、図９Ｂにお
ける（用語「ハンク・アーロン」および「ホームラン」に対応する）出力ノード９８３ｂ
および９８３ｄに関する値が著しく下がり、および図９Ｂの（用語「起訴」に対応する）
関連性値９０５ｅが著しく上がったことにより、図９Ａの関連性値９９９と異なる。これ
らの関連性値の変更を、著しく下がった出力ノード９８３ｂおよび９８３ｄに対する、予
め選択された（用語「ボンズ」に対応する）入力用語９８０ａの比較的高い関連性に基づ
いて、および著しく上がった出力ノード９８３ｅに対する、予め選択された（用語「ボン
ズ」に対応する）入力用語９８０ａの比較的低い関連性に基づいて、直感的に理解するこ
とができる。これらの用語間関連性値が、（１つまたは複数の）選択された入力用語に最
も関連する、選択された文書に対する出力用語の関連性に基づく実装形態では、用語間関
連性値９０５の変更は、（例えば、図２Ａ～２Ｂの文書例３および４だけが、図２Ｅおよ
び図９Ｄに関して議論されるように、図９Ａに関して、選択された入力用語「ステロイド
」および「ボンズ」の先の組合せに関する文書例１～４のすべてではなく、図９Ｂの単一
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の選択された入力用語「ステロイド」に関して特に関連しているとして選択されるように
）図９Ａに関する、選択された入力用語「ステロイド」および「ボンズ」の先の組合せと
比べて、図９Ｂに関する、単一の選択された入力用語「ステロイド」に関連しているとし
て選択された文書の異なるグループに少なくとも一部基づくことができる。加えて、図９
Ｂの実施例では、関連性値９０５ａを、（用語「ボンズ」に対応する）出力ノード９８３
ａに関して示すが、情報２９８内の対応する関連性値は、入力ノード２８０ａが図９Ａの
選択された入力ノードのうちの１つであることに基づいてなど、類似の出力ノード２８３
ａに関して図２Ｋに示さない（とはいえ、他の実施形態では、複数の入力用語／入力ノー
ドが選択されている場合、代わりに、すべての出力ノードに関して、このような関連性値
を計算して、および示すことができる）。加えて、図９Ｂは、（図２Ｅの行２７４ｆおよ
び列２７２ｅに示されるように）図９Ａに関して議論された用語「ボンズ」および「ステ
ロイド」の組合せに関して特に関連する用語ではないが、単一の入力用語「ステロイド」
に関して非常に関連する用語「カンセコ」に対応する追加の入力ノード９８０ｆおよび出
力ノード９８３ｆを含む。
【００３８】
　図９Ｃは、表された有効な用語間関係の確率表示を含むベイジアンネットワークの一部
として使用可能であるように、図９Ａ～９Ｂおよび２Ａ～２Ｍに関して議論された領域例
に関する少なくともいくつかの有効な用語間関係を表す１つの簡素化された有向非循環グ
ラフ（「ＤＡＧ」）例９９０を図示する。ＤＡＧおよび対応するベイジアンネットワーク
を、領域例に関してどのように自動的に生成することができるかかに関して、様々な詳細
が続くが、これらの実施例で示されるネットワーク構造および他の確率表示情報は、野球
領域に関する関心ある様々な情報を完全に捕捉する実際の文書集成を正確に反映すること
は意図しておらず、代わりに、本実施例で使用される情報は、図２Ａ～２Ｂに関して議論
される領域文書例１～５に一部基づき、これは、データの量が限定されていることにより
、ネットワーク構造および他の確率表示情報の両方に関して、実際の野球領域からの相違
を生み出す場合があることを理解されよう。
【００３９】
　図９Ｃの実施例では、図９Ｂに図示された７つの用語例、ならびに追加の用語例「アト
ランタブレーブス」に対応する様々なグラフノード９９０ａ～９９０ｈを示す。グラフ例
９９０において、（用語「ボンズ」に対応する）グラフノード９９０ａを、（それぞれ、
用語「ハンク・アーロン」、「ステロイド」、「ホームラン」、「起訴」、および「ジャ
イアンツ」に対応する）グラフノード９９０ｂ、９９０ｃ、９９０ｄ、９９０ｅ、および
９９０ｇである、５つの他のグラフノードに直接的に依存しているか、またはそうでない
場合、それらのグラフノードの影響を受けているとして図示する。これらの他のノードの
うちのいくつかは、それ自体が、他のグラフノードに直接的に依存するか、またはそうで
ない場合、他のグラフノードの影響を受ける場合（例えば、グラフノード９９０ｂの影響
を受けるグラフノード９９０ｄ、グラフノード９９０ｅの影響を受けるグラフノード９９
０ｃなど）がある一方、他のグラフノード（例えば、グラフノード９９０ｂ、９９０ｅ、
９９０ｇなど）は、いずれのこのような影響も受けない。加えて、本実施例では、グラフ
ノード９９０ａ～９９０ｈのそれぞれは、事前確率情報９２２および条件付きの確率情報
９９４など、グラフノードに関して判定され、グラフノードに関連する、関連確率情報９
９２または９９４をさらに有することができるが、ある実施形態では、このような事前確
率情報９９２を使用しない場合がある。さらに、本実施例では、様々なグラフノード９９
０ａ～９９０ｈをすべて、それぞれが２つの可能値のみを有する離散確率変数であるとし
て扱うが、他の実施形態では、グラフノードは、他のタイプの値（例えば、３つ以上の離
散値、指定された範囲にわたって連続する値など）を表す場合がある。図９Ｆおよび９Ｇ
は、このような判定された確率情報および考えられるノード値の実施例に関する追加の詳
細を提供する。他の実施形態では、構成されるグラフ９９０は、代わりに他の方式を有し
て、（例えば、１つまたは複数の循環を含むために）ＤＡＧにならず、ノードのうちの少
なくともいくつかを連続する確率変数とするか、またはそうでない場合、離散確率変数以
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外の形を有するなどすることができ、およびより一般的には、これらの用語間関係を、グ
ラフ以外の方式で表すことができる。
【００４０】
　本実施例で、グラフ例９９０を構成するために、領域例の用語のそれぞれは、領域例を
表す用語間ニューラルネットワーク（例えば、図９Ｂの用語間ニューラルネットワーク９
９５ｆ）に関する個々の入力ノードとして、まず連続的に選択され、および最高の関連す
る用語間関連性値を有する出力ノードを、選択された出力ノードに対応する用語が、選択
された入力ノードに関する用語の影響を受ける可能性があり得るように、選択された入力
ノードとの有効な用語間関係を表す候補として、選択する。用語間関連性が集成内の文書
に対する用語の関連性に、少なくとも当初基づく実施形態では、様々な入力用語の個々の
選択は、図９Ａおよび９Ｂに関して議論されるように、結果として、それらの選択された
入力用語に最も関連しているとして異なる文書を選択させる場合がある。加えて、図９Ｄ
は、８つの用語例のそれぞれと共に使用するために選択可能な文書例１～５のうちの特定
の文書を示す情報例９１０を図示するが、様々な他の集成文書を、図示されない用語例の
一部またはすべてに関して同様に選択することができ、および図示されない様々な他の用
語例に関して文書を同様に選択することができる。他のところでより詳細に議論されるよ
うに、使用すべき特定の文書を、例えば、様々な実施形態、例えば以下など、様々な方式
で選択することができる。すなわち、文書に対して選択された入力用語のＴＦ－ＩＤＦ関
連性値によって、対応するネットワーク（例えば、図２Ｌのニューラルネットワーク２９
５ａ）によって判定された文書対用語関連性値によって、または他の方式でランク付けら
れたような（例えば、１０、１０００など）固定数または固定割合の文書、固定されたこ
のようなＴＦ－ＩＤＦ値、固定されたこのような文書対用語関連性もしくは他の値を超え
る、またはこのようなＴＦ－ＩＤＦ値の割合、このような文書対用語関連性値もしくは集
成文書のすべてに関して選択された入力用語の他の値の割合を超える文書のすべて、（例
えば、選択された入力用語および文書に関するＴＦ－ＩＤＦ値に基づいて、対応するネッ
トワークによって判定された文書対用語関連性値に基づいて、または、代わりに、他の形
でなど、選択された入力用語に対する文書の関連性によって、最も関連する候補の他の用
語に対するそれぞれの文書の寄与を重み付けすることによって）集成文書のすべてを選択
するが、その影響を変えるために、などである。他のところで議論されるように、ＴＦ－
ＩＤＦ値を、図２Ａ～２Ｍに関する例の一部として使用して、対応するネットワークに関
する文書対用語関連性値を初期化するなどするが、他の実施形態では、文書対用語関連性
および／または他の用語に対する用語の関連性は、他の方式で判定することができる。本
実施例では、これらの関連する文書を、例えば、選択された入力用語に関して、０．４０
０を超えるＴＦ－ＩＤＦ値または文書対用語関連性値を有することに基づいて選択するこ
とができる。選択された入力用語のそれぞれに関して関連する文書が選択された（および
／または、いくつかのもしくはすべての考えられる文書のそれぞれに関して使用されるこ
とになる相対的な重みが選択された）後で、選択された入力用語に対するそれぞれの他の
出力用語の関連性を、例えば、このようなＴＦ－ＩＤＦ値または文書対用語関連性の平均
に基づいてなど、ＴＦ－ＩＤＦ値、またはそれらの選択された関連文書に対する他の用語
に関する文書対用語関連性を使用することによって判定することができる。このような情
報を形成する用語間関連性ニューラルネットワークの作成に関する追加の詳細を、（様々
な用語間関連性値を、集成文書分析だけに基づいて当初判定されたＴＤＦ－ＩＦ値とは異
なるものにする可能性がある）様々なユーザフィードバックを反映させるための初めの作
成の後で、このような用語間ニューラルネットワークを変更することを含めて、図２Ｉ～
２Ｌに関して含む。さらに、複数の関連文書に対する特定の出力用語の関連性を、出力用
語のＴＦ－ＩＤＦ値、またはそれらの文書に関する文書対用語関連性値の平均以外の様々
な方式で判定することができる。
【００４１】
　したがって、本実施例のために、および５つの文書例１～５だけを使用して、図９Ｅの
選択された入力用語「起訴」９２４ｂに対する図９Ｅのもう１つの出力用語「ホームラン
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」９２２ａの関連性は、０．２６７（図９Ｄの行９１４ｂに図示されるように、５つの文
書例のうち、入力用語「起訴」に関連しているとして選択された唯一の文書である文書例
３に対する用語「ホームラン」に関するＴＦ－ＩＤＦ値または文書対用語関連性値）とす
ることができる一方、選択された入力用語「ホームラン」９２４ａに対するもう１つの用
語「起訴」９２２ｂの関連性は、０．０００（図９Ｄの列９１４ａに図示されるように、
入力用語「ホームラン」に関連しているとして選択された文書例である文書例１および２
に対する用語「起訴」に関する平均ＴＦ－ＩＤＦ値または文書対用語平均関連性値）とす
ることができる。このように、このような用語間情報を表す、予め構成された用語間ニュ
ーラルネットワークを使用し、図２Ｅの情報例９２０に図示されるように、個々に選択さ
れた入力用語９２４のそれぞれに関する他の用語９２２に関して判定された用語間関連性
値を提供することができる。さらに、ある実施形態では、様々な判定された用語間関連性
値は、（例えば、０と１との間になるように）正規化されるが、このような正規化を、図
９Ｅの実施例に図示しない。
【００４２】
　様々な用語間関連性値を、選択された入力用語のそれぞれに関する様々な出力用語に関
して判定した後で、それらの様々な入力用語に最も関連する出力用語を、十分に高い用語
間関連性値を有していることに基づいて、選択することができる。さらに、本実施例では
、それぞれが互いに関連しているとして、２つの用語を両方とも選択する場合、より高い
用語間関連性値を有する関係だけを選択して、それらの２つの用語間の最大の影響の方向
を提供できるように、グラフ内に表す。このようにして、図９Ｅの表９２０内の情報を使
用し、便宜上、太字で示されている、用語間の影響関係を識別するために選択された用語
間関連性値とともに、図９Ｃのグラフ９９０の構造（図９Ｅに列挙されない用語「アトラ
ンタブレーブス」を除く）を識別することができる。非循環グラフが所望される実施形態
では、必要な場合、追加の措置をとることができ、循環を防ぎ、循環の一部である、１つ
または複数の影響リンク（例えば、循環に関して最低の、対応する用語間関連性値を有す
る影響リンク）を除去するなどして、または、他の実施形態では、代わりに、他の方式で
、追加の措置をとることができることを理解されよう。さらに、他のところでより詳細に
議論されるように、グラフに関して使用されることになる入力用語と出力用語との間の特
定の用語間関係を、様々な実施形態において、例えば、以下など、様々な方式で選択する
ことができる。すなわち、用語間関連性値によってランク付けされるような、それぞれの
入力用語に対する（例えば、１０、１０００など）固定数または固定割合の出力用語、固
定されたこのような用語間関連性値を超える、または選択された入力用語に関するこのよ
うな用語間関連性値の割合を超える出力用語のすべて、ならびに考えられる出力用語のす
べて、などである。本実施例では、説明を簡単にするために、０．４００を越える用語間
の正規化されていない関連性値を有する出力用語を選択している。加えて、グラフ内の任
意の特定の出力用語に影響を及ぼすことができる入力用語は、様々な実施形態において、
例えば、それぞれの出力用語に影響を及ぼす（例えば、１０、１０００など）固定数また
は固定割合のこのような入力用語など、様々な方式でさらに限定することができる。
【００４３】
　図９Ｃの用語間関係グラフ例９９０の構成を、このように判定した後で、確率情報例９
９２および／または９９４を様々な方式で判定することができる。図９Ｆは、本実施例で
は、両方とも、その用語に関する選好もしくは他の関心を持つ、または代わりに、その用
語に関する選好もしくは他の関心を持たない（または、否定的な選好もしくは関心を持つ
）ユーザに対応する２つの値だけを有する離散確率変数として扱われる、（それぞれ、用
語「ハンク・アーロン」および「ジャイアンツ」に対応する）事前確率情報９９２ｂおよ
び９９２ｇの実施例を図示する。前述のように、他の実施形態では、事前確率情報は、（
例えば、３つ以上の離散値を有する離散確率変数、指定された範囲にわたって連続的な値
を有する連続的な確率変数など）２つの値を有する離散確率変数以外の形を有することが
できる。したがって、例えば、用語「ハンク・アーロン」に関心を持っていないことに対
応する確率値は９５％であると同時に、用語「ハンク・アーロン」に関心を持つ所与のユ
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ーザの事前確率９９２ｂを、本実施例では、５％であるとして識別する。用語「ジャイア
ンツ」に関心を持っている所与のユーザの事前確率９９２ｇを、本実施例では、１０％で
ある（およびしたがって、簡潔にするために図示されない、用語「ジャイアンツ」に関心
を持っていないことに対応する確率値９０％を有する）として識別する。（例えば、最低
ＩＤＦ値を有する用語に、予め定めた最大事前確率など、最高の関心事前確率を与えるた
め、および増大するＩＤＦ値を有する他の用語に、比例的により低い関心事前確率を与え
るために）このような事前確率情報を、ユーザにとってのその用語の考えられる関心逆表
示として集成文書全域の用語のＩＤＦ値を使用することによって、または、代わりに他の
方式でなど、様々な方式で、自動的に評価することができる。他の実施形態では、このよ
うな事前確率情報を判定しなくてよく、および使用しなくてもよい。
【００４４】
　図９Ｇは、本実施例では、両方とも２つの値だけを有する離散確率変数として扱われる
、（それぞれ、用語「ボンズ」および「ホームラン」に対応する）条件付きの確率情報９
９４ａおよび９９４ｄの実施例をさらに図示する。したがって、例えば、本実施例では、
用語「ハンク・アーロン」によってだけ影響を受ける、用語「ホームラン」に関する条件
付きの確率情報９９４に関して、条件付きの確率情報９９４ｄは、所与のユーザの用語「
ハンク・アーロン」への関心それぞれの考えられる値に対する、用語「ホームラン」に関
心を持っているそのユーザの確率を図示する。本実施例では、所与のユーザが用語「ハン
ク・アーロン」に関心を持つ場合、その所与のユーザが用語「ホームラン」にも関心を持
つことになる確率８８％が存在するが、所与のユーザが用語「ハンク・アーロン」に関心
を持たない場合、その所与のユーザが用語「ホームラン」に関心を持つことになる確率は
２３％に下がる。同じように、本実施例では、用語「ハンク・アーロン」、「ジャイアン
ツ」、「ホームラン」、「ステロイド」、および「起訴」のそれぞれによって、直接的に
影響を受ける、用語「ボンズ」に関する条件付きの確率情報９９４ａに関して、条件付き
の確率情報９９４ｄは、用語「ボンズ」が依存するか、またはそうでない場合、（用語「
ステロイド」および「起訴」に関する情報が示されずに、考えられる組合せのサブセット
だけが図示されるが）用語「ボンズ」に影響を受ける他の５つの用語への所与のユーザの
関心値のそれぞれの考えられる組合せに関する、用語「ボンズ」に関心を持っているその
ユーザの確率を図示する。
【００４５】
　このような条件付きの確率情報９９４ａおよび９９４ｄを、様々な方式で自動的に判定
することができる。例えば、考えられる用語値のそれぞれの組合せを、出力用語「ボンズ
」に関する様々な対応する関連性値を追跡している状態で、その領域を表す、構成された
用語間関連性ニューラルネットワーク（例えば、図９Ｂの用語間関連性ニューラルネット
ワーク９９５ｆ）に対する入力として、個々に連続的に選択して、および使用することが
できる。それらの対応する関連性値を、次いで、（例えば、出力用語「ボンズ」に関する
最高の対応する用語間関連性値を有する入力用語値の組合せに対して、予め定めた最大確
率など、最高の関心確率を与えるために、および出力用語「ボンズ」に関して、対応する
用語間関連性値が減少している入力用語値の他の組合せに、比例的により低い関心確率を
与えるために）様々な方式で、または代わりに、他のところでより詳細に議論されるよう
に、他の方式で、確率値に変換することができる。例えば、１つの特定の実施形態では、
用語間ニューラルネットワークを、以下の形で、用語空間(term space)全体にわたってマ
ルコフブランケットを定義することと考える。
【００４６】
【数２】

【００４７】
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式中、ｄは出力用語であり、式中、Ｕ、Ｖ、α、γ、およびΕ(d)は、図２Ｉ～２Ｌに関
してより詳細に議論される用語間ニューラルネットワークのパラメータである。例えば、
Ε(d)は、以下のように、用語間関連性ニューラルネットワークのコスト関数である。
【００４８】
【数３】

【００４９】
用語間ニューラルネットワークに関するパラメータＵ、Ｖ、α、およびγの判定性セット
を考慮すると、固定値は、推定問題を用語ノードｄの親であると仮定されるｔの値に対す
る積分として残して、ディラックのデルタ関数によって与えられる確率密度関数を用いて
、積分で仮定される。ニューラルネットワークパラメータの固定値を仮定すると、この積
分を、確定的に解決することができ、結果として以下をもたらす。
【００５０】
【数４】

【００５１】
式中、方程式６の確率密度関数の正規化は、結果として、範囲０から１の確率を確実にす
るシグモイド関数またはソフトマックス関数をもたらす。したがって、用語ｄに関する条
件付きの確率表は、（例えば、肯定的関心を表すために数字１を使用して、および否定的
関心または中性を表すために数字０もしくは－１を使用することによって）親ノードｔの
値のそれぞれの組合せに関してｐ（ｄ｜ｔ）によって与えられる。さらに、用語のグルー
プに関して、親ノードの完全なセットに対する用語セットの複合確率を計算することがで
きる。他のところでより詳細に議論されるように、ランタイム効率のために（ならびに、
大きなユーザ選好セットからモデルへの確定の埋込みを可能にするために）、パラメータ
化された生成モデルとして決定木を生成して、および使用することができる。
【００５２】
　加えて、規定の確定セット（選好用語）を有する所与のユーザの場合、そのユーザが別
の用語Ｘに関する選好を有する可能性を、その確定にわたるサブグラフ内、ならびにその
選好内および用語Ｘ内の１つまたは複数の特定用語において推定を実行することによって
判定することができる。Ｘを、判定されたネットワーク構造内のすべての確定ノードから
切り離す場合、結果なしの表示を戻すことができる。確定および用語Ｘにわたるグラフが
存在する場合、概算推定をグラフ内で実行して（例えば、マルコフ連鎖モンテカルロサン
プリングシミュレーションに基づいて、ギブスサンプリングを使用して、変化性の方法を
使用してなど）、そのユーザに関する確定を考慮して、不確定の初期化されたノードの全
体にわたる用語Ｘの周辺確率を推定することができる。他の実施形態では、生成されたベ
イジアンネットワークが十分小さい場合、および／または応答時間の速度が重要でない場
合など、少なくともいくつかの状況では、代わりに、正確な推定を実行することができる
。
【００５３】
　したがって、用語間グラフ構造および確率情報を、図９Ｃのグラフ９９０に関して判定
すると、（１つまたは複数の）関心領域に関する有効な用語間関係の確率表示であるベイ
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ジアンネットワークの情報として、このグラフを使用することができる。したがって、図
９Ｈは、図９Ｃのグラフ９９０に類似した形で、このようなベイジアンネットワークのサ
ブセット９７０を図示する。本実施例では、ベイジアンネットワークサブセット９７０に
追加されている、それぞれ、新しいユーザ特有の確定ノード９９３ｂ、９９３ｄ、および
９９３ｇに反映されるように、用語「ハンク・アーロン」および「ホームラン」に関する
肯定的選好を含み、ただし、用語「ジャイアンツ」に関して否定的選好（または非選好）
も含む、所与のユーザ例（ユーザＸ）の選好に関する確定を取得している。さらに、本実
施例では、対象用語「ボンズ」および利用可能な確定に関連のあるベイジアンネットワー
クのサブセットだけを示す。すなわち、それぞれ、用語「起訴」および「ステロイド」に
対応するノード９９０ｅおよび９９０ｃを、このような状況では、使用せずに、それらの
用語へのユーザＸの関心確率値の欠如に基づいて、ユーザＸの用語「ボンズ」への関心確
率を判定することができる（が、他の実施形態では、ユーザＸによって選好されているそ
れらのノードの確率に影響を及ぼす場合がある、事前確率情報９９２ｅおよび／または条
件付きの確率情報９９４ｃに関する情報を考慮することができる）。したがって、ユーザ
特有の確定９９３ｂ、９９３ｄ、および９９３ｇを考慮して（ノード９９０ｅおよび９９
０ｃの影響を無視して）、本実施例では、判定された選好確率値９９６ａによって図示さ
れるように（この場合も、本実施例のために、ノード９９０ｅおよび９９０ｃの影響を無
視して、図９Ｇの情報９９４ａの行９９４ａ～ｆに反映されるように、）ユーザＸが対象
用語「ボンズ」を選好する９２％の確率を有するというユーザ特有の判定を下す。（用語
「アトランタブレーブス」に対応する）ノード９９０ｈおよび／または他のノードに関し
てなど、ユーザＸの選好の利用可能な確定を考慮すると、完全なベイジアンネットワーク
内で、ユーザＸの他の用語ノードに関する選好の確率の類似の判定を下すことも可能であ
るが、このような判定は、図９Ｈに図示されない。１つまたは複数のこのような対象ノー
ドに関する選好確率を判定すると、特定の対象ノードを、（例えば、選好確率もしくは他
の判定された可能性に関して規定のしきい値を超えることに基づいて、またはそうでない
場合、１つもしくは複数の判定された基準を満たしていることに基づいて）十分可能性が
あるとして、選択し、本実施例では、用語「ボンズ」に関して表明されない選好を有する
ためになど、特定のユーザによってまだ表明されていない、またはＤＳＲＤサービスに利
用可能にされていない、その特定のユーザの追加の選好を表すことができる。このような
特定の対象ノードを、例えば、以下のようになど、様々な方式で選択することができる。
すなわち、判定された選好確率値によってランク付けされたような、固定数または固定割
合のこのような対象用語、考えられる対象用語のすべてに関して固定されたこのような判
定された選好確率値、またはこのような判定された選好確率値の割合を超える対象用語の
すべて、などである。
【００５４】
　既に議論されたように、１つもしくは複数の決定木を生成して、それぞれ、用語間関係
情報のベイジアンネットワーク、または他の確率表示のサブセットを表すことができる。
図９Ｉは、（この場合も、他のノード９９０ｅおよび９９０ｃは、本実施例では、用語「
ボンズ」に対応するノード９９０ａに影響を及ぼさないという簡単な仮定を用いて、ノー
ド９９０ａ、９９０ｂ、９９０ｄ、および９９０ｇである）図９Ｈに図示されたベイジア
ンネットワーク９７０の一部を表すように構成された決定木９１５の一実施例を図示する
。決定木の様々な８つの終端ノード９１７ｈ～９１７ｏは、図９Ｇの８つの行９９４ａ－
ｈから９９４ａ－ａに対応し、およびそれぞれのこのような終端ノードは、図９Ｇの情報
９９４ａの列９９４ａ－４に示されるように、用語「ボンズ」に対応するグラフノード９
９０ａに関する対応する選好確率値を有する。決定木の追加の決定ノード９１５ａ～９１
５ｇは、本実施例では、グラフノード９９０ａに関する選好確率値に影響を及ぼすとして
扱われる、３つのノード９９０ｂ、９９０ｄ、および９９０ｇに関する変動値に対応する
。したがって、ユーザＸに関して、図９Ｈのユーザ特有の確定９９３ｂ、９９３ｄ、およ
び９９３ｇを使用して、決定木９１５は、以下のように、示されるような方式でトラバー
スされることになる。すなわち、決定ノード９１５ａから（用語「ハンク・アーロン」に
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関する肯定的選好に対応する）左矢印をとることによって、次に、決定ノード９１５ｂか
ら（用語「ジャイアンツ」に関する否定的選好または中性選好に対応する）右矢印をとる
ことによって、次いで、決定ノード９１５ｅから（用語「ホームラン」に関する肯定的選
好に対応する）左矢印をとることによって、これにより、用語「ボンズ」に関する９２％
の選好確率値を示す終端ノード９１７ｊに到着する。このような決定木を様々な方式で生
成して、符号化して、およびコンパイルして、特定のユーザに関する所与の特定の選好確
定をランタイム処理する速度を高めることができることを理解されよう。
【００５５】
　加えて、他のところで議論されるように、ある実施形態では、（例えば、１つもしく複
数の第１の領域に関する文書分析および／またはそれらの第１の領域に対応するユーザフ
ィードバックによって取得された）１つまたは複数の第１の領域に関して判定された用語
間関連性情報を、限定されたユーザ選好情報だけが利用可能であるか、またはユーザ選好
情報が利用可能でない、１つまたは複数の第２の領域に拡張することができる。図９Ｊは
、図９Ｃのグラフ９９０に類似するが、本実施例では、新しい第２の関心領域からの新し
い用語に対する用語間関連性情報を識別するために拡張されている、１つのグラフ例９６
０を図示する。特に、本実施例では、アメリカ映画の領域に対応する様々な文書または他
のコンテンツ項目が分析されており、映画領域内の新しい用語と、野球領域内の既存の用
語との間の様々な有効な用語間確率関係が識別されている。本実施例では、拡張されたグ
ラフ９６０が、グラフノード９９０ａ～９９０ｈだけでなく、９つの映画例に対応する新
しいグラフノード９６０ａ～９６０ｉも含む（さらに、本実施例の一部として使用するた
めに、図示されるように、既に存在するノード９９０ｇおよび９９０ｆに影響を及ぼす用
語「オークランドアスレチックス」および「マーク・マグワイア」に対応する２つの追加
の野球領域関連ノード９９０ｉおよび９９０ｊが追加されている）ベイジアンネットワー
クであるように、映画関連用語は映画の題名に対応する。
【００５６】
　特に、この拡張された例では、（用語「ホームラン」に対応する）既存のグラフノード
９９０ｄから、本実施例では、映画「さよならゲーム」、「ナチュラル」および「ハンク
・アーロン、チェーシングザドリーム」を含む、ホームランが筋書きの重要な部分である
複数の野球関連の映画に対する影響を自動的に識別する。映画の筋書きの概要および／ま
たは評論家の映画評論を含むコンテンツ項目を分析して、およびそれらの映画に対する用
語「ホームラン」の有効な関連性を識別することによるなど、既に議論された方式と類似
の方式で、影響のこのような自動識別を判定することができ、さらに、他のところでより
詳細に議論されるように、用語「ホームラン」および表示された映画のいずれかの両方を
選好した任意のユーザに関する任意の情報なしに（または、より一般的には、任意の映画
に関する任意のユーザの選好に関する任意の情報なしに）追加の影響のこの自動識別を、
オプションで実行することができる。加えて、本実施例では、以下のような、様々な他の
有効な用語間確率関係をさらに判定している。すなわち、（例えば、両方の映画とも、最
高のスポーツ関連映画のリストに載っている、またはそうでない場合、第２の領域および
／または第１の領域に関するコンテンツ項目内で比較されている映画であることに基づい
て）野球関連の映画「さよならゲーム」とバスケット関連の映画「勝利への旅立ち」との
間で、（例えば、両方とも主演男優がロバート・レッドフォードであることに基づいて）
「ナチュラル」と「明日に向かって撃て！」との間で、（例えば、それらの２つの映画の
両方の主演男優が後者の映画にも出演していることに基づいて）「ナチュラル」および「
勝利への旅立ち」のそれぞれから「白銀のレーサー」に対して、（例えば、ロバート・レ
ッドフォードが、一方では俳優であり、もう一方では監督であることに基づいて）「ナチ
ュラル」と「普通の人々」との間で、（例えば、両方とも、同じ年の最優秀作品にノミネ
ートされていることに基づいて、および／またはそうでない場合、共に議論されているこ
とに基づいて）「普通の人々」と「レイジングブル」との間で、などである。映画間の関
係、および野球関連用語と映画との間の関係を、様々な実施形態において、様々な方式で
識別することができることを理解されよう。さらに、このような拡張されたベイジアンネ
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ットワークを考慮すると、野球関連領域における所与のユーザの選好を使用し、そのユー
ザがやはり選好することになる可能性がある対象映画を識別することができる。例えば、
用語「ハンク・アーロン」および「ホームラン」に関する選好を有することを含めて、図
９Ｈにおいて議論されたユーザＸの確定を考慮すると、ユーザＸが「ハンク・アーロン、
チェーシングザドリーム」、「ナチュラル」、および「さよならゲーム」などの映画に関
して、場合によっては、（例えば、「勝利への旅立ち」、「普通の人々」など）他の関連
映画に関しても同様に選好を有する可能性があることを推定することができる。
【００５７】
　図９Ｆ～Ｇに関して、および他のところで議論されるように、１つもしくは複数の領域
に関係するベイジアンネットワークまたは他の判定された確率関係データ構造において使
用する確率情報を、様々な実施形態において、（１つまたは複数の）領域に関する文書の
分析に基づいて、およびオプションで、ユーザの特定の用語間関係への実際の関心いずれ
のフィードバックも伴わないこと含めて、様々な方式で判定することができる。さらに、
前述のように、このような実際のユーザの関心情報を利用することができる場合、その実
際のユーザの関心情報を、（例えば、確率情報の初めの作成の一環として、自動化された
文書分析だけに基づいて、当初判定された確率情報を更新するために、など）様々な時点
で、自動化された文書分析から自動的に判定された用語間関係情報と組み合わせることが
でき、およびある状況および実施形態では、使用し（例えば、十分な実際のユーザの関心
情報が利用可能になった場合）自動化された文書分析から自動的に判定された用語間関係
情報を置き換えることができる。図９Ｋは、確率情報９９２ｂおよび９９４ａの初めのバ
ージョンを、自動化された文書分析から自動的に判定された用語間関係情報に基づいて生
成する場合、ならびに確率情報９９２ｂおよび９９４ａの更新されたバージョンが、実際
のユーザの関心情報に少なくとも一部基づく場合など、図９Ｆの事前確率情報９９２ｂお
よび図９Ｇの条件付きの確率情報９９４ａの更新された例を図示する。例えば、図９Ｋは
、ユーザの用語「ハンク・アーロン」への関心に関する更新された事前確率情報９９２ｂ
が、所与のユーザの用語「ハンク・アーロン」への関心５％だけの以前の事前確率から更
新された、所与のユーザの用語「ハンク・アーロン」への関心１８％の現在の事前確率を
反映することを図示する。加えて、図９Ｋの更新された条件付きの確率情報９９４ａは、
行９９４ａ－ａ（０．１２から０．０９）および９９４ａ－ｆ（０．９２から０．８７）
関して、所与のユーザの用語「ボンズ」への関心確率９９４ａ－４に更新が行われている
ことを示して、および利用可能になっているそれらの行に関する入力値の組合せについて
の実際のユーザの関心に関する他の行の値を同様に更新することができる。図９Ｌおよび
９Ｍに関してより詳細に記述されるように、対応するベイジアンネットワークおよび／ま
たは決定木の更新されたバージョンと共にこのような更新された確率情報をさらに使用す
ることができる。
【００５８】
　したがって、少なくともある実施形態では、領域に関する用語間関係に関して自動的に
判定された情報を（例えば、その領域に関する文書の分析に基づいて）取得して、および
使用することができ、ならびにその領域に関する用語間関係を反映する別個の実際のユー
ザの関心情報を取得して、および使用することができる。これらのタイプの情報の両方が
利用可能な状況では、これらのタイプの情報を、様々な方式で組み合わせることができる
。例えば、既に議論されたように、図９Ａおよび９Ｃは、領域の文書の自動化された解析
に基づいて生成することができ、およびユーザフィードバックに基づいてオプションで変
更することができる用語間ネットワークの実施例を図示する。ここでは図示されないが、
ある実施形態では、実際のユーザの関心情報を反映するが、オプションで、自動化された
文書解析から生成された用語間ネットワークとは、１つまたは複数の形で異なる場合があ
る、１つまたは複数の類似の用語間ネットワークを生成することが可能である。例えば、
図９Ｃと比較して、類似の用語間ネットワークを実際のユーザの関心情報に基づいて生成
することができるが、それは、図９Ｃにおける、（例えば、それらの用語の両方に関して
共に、肯定的関心および／もしくは否定的関心を実際に示したユーザがあまり存在しない
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こと、またはまったく存在しないことに基づいてなど）用語「起訴」９９０ｅから「ボン
ズ」９９０ａへの図９Ｃの既存のリンクが欠如しており、およびそれは、図９Ｃと比べて
、（例えば、ホセ・カンセコがホームランを打つ能力に少なくとも一部基づいてなど、そ
れらの用語の両方に関して共に、肯定的関心および／または否定的関心を示した１人もし
くは複数のユーザが存在していることに基づいて）用語「カンセコ」９９０ｆから「ボン
ズ」９９０ａに対する新しいリンクをさらに含む。加えて、このような類似の実際のユー
ザの関心の用語間ネットワークは、自動化された文書解析用語間ネットワークに比べて、
実際のユーザの関心用語間ネットワーク内の１つもしくは複数の構造的な違いの代わりで
あれ、またはこのような違いに加えてであれ、（例えば、条件付きの確率表において、お
よび／または実際のユーザの関心の用語間ネットワークに関する事前確率情報において反
映されるような）特定の用語の異なる程度の適合度を含むことができる。同じ領域に関す
る、自動化された文書解析用語間ネットワークと実際のユーザの関心用語間ネットワーク
の両方に対応するデータが利用可能である場合、そのデータを様々な方式で使用すること
ができる。例えば、既知のユーザ選好の特定のセットを考慮して、勧告の特定のセットを
生成するために、ある実施形態では、それらの既知のユーザ選好を使用して、両方のタイ
プのネットワークを独立して評価することができ、それらの２つのネットワークからの結
果を共に集約することができる。あるいは、２つのタイプのグラフに対応するデータを使
用して、様々な方式で単一の集約用語間ネットワークを構築して、およびその単一の集約
用語間ネットワークを使用して、既知のユーザ選好の特定のセットに対応する勧告を提供
することができる。単一の集約用語間ネットワークの構築は、例えば、実際のユーザの関
心の用語間ネットワークの構造に関する情報、および自動化された文書解析用語間ネット
ワークからのデータを使用して、用語間の適合度の程度を指定することを含むことができ
、またはより一般的には、それらのネットワークのうちの１つからのデータを使用して、
他のネットワークの構造を簡潔にし、かつ／または補強することを含むことができ、およ
び／またはより一般的には、それらのネットワークのうちの１つからのデータを使用して
、他のネットワークに関する用語間関係の強さもしくは影響を調整することを含むことが
できる。したがって、上記で議論されたように、ある実施形態では、集成文書の自動化さ
れた解析から取得された用語間適合度情報を、（例えば、協力的フィルタリングなど）他
の方式で取得されたユーザ関連の用語間適合度データと自動的に統合することができ、こ
れは、このような技術だけを使用することと比べて、潜在的に利益をもたらす。
【００５９】
　判定された確率情報に対する更新を、様々な実施形態において、様々な方式で実行する
ことができ、および様々な要因を反映することができることを理解されよう。例えば、用
語「ハンク・アーロン」に関する事前確率情報９９２ｂに対する更新は、実際のユーザの
少なくとも何人かの過去の選手に対する現在の関心が、分析された領域集成文書によって
示されることになる関心よりもより高くなる場合があるように、当初分析された領域集成
文書が対応する時期と比べて、用語「ハンク・アーロン」への関心が最近高まっているこ
とを反映することができるようになど、当初分析された領域集成内の文書が主に現在のニ
ュースに重点を置いていることを反映することができる。実際のユーザの関心情報を、領
域集成文書の自動化された分析に基づいて、自動的に判定されたユーザの関心情報に組み
合わせるとき、この組合せを、（例えば、より正確であると思われる情報のタイプにより
大きな重みを与えるために、より最近の情報のタイプにより大きな重みを与えるために、
など）１つのタイプまたは両方のタイプのユーザの関心情報を重み付けることによってな
ど、様々な方式で実行することができる。１つの単純化された実施例として、領域集成文
書の自動化された分析に基づいて自動的に判定されたユーザの関心情報を、２０人の実際
のユーザのうちの５人が用語「ハンク・アーロン」に関心を持つと判定された場合、更新
された事前確率情報がこの実施例で示されるように（すなわち、（５＋０．０５*１０）
／（２０＋１０）＝０．１８３）、１０人のユーザからの実際のユーザの関心情報の同等
物として扱うことができる。あるいは、実際のユーザの関心情報に与えられた重みは、実
際のユーザの数に基づいて変化して、（例えば、その情報が組み合わされた確率情報に異
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なる影響を与えるのを防ぐために）限定された重みだけを第１の少数のユーザの実際のユ
ーザの関心に与えて、ユーザの数が増大するにつれて、重みを急激に増大させて、実際の
ユーザの数が十分な数量に達すると、領域集成文書の自動化された分析に基づいて、自動
的に判定されたユーザの関心情報をオプションで最終的に破棄もしくは無視する（または
、非常に低い相対的な重みを与える）などできる。出力用語「ボンズ」に関する条件付き
の確率情報９９４ａに対する更新を、事前確率情報９９２ｂの更新に類似した方式で更新
することができる。例えば、行９９４ａ－ｆに関する用語「ボンズ」に関する確率９９４
ａ－４の変更に関して、その確率の減少は、（行９９４ａ－ｆに関する列９９４ａ－１お
よび９９４ａ－３内の「はい」値に対応する）用語「ハンク・アーロン」および「ホーム
ラン」に実際の関心を持ち、および（行９９４ａ－ｆに関する列９９４ａ－２内の「いい
え」値に対応する）用語「ジャイアンツ」への関心が実際に欠如し（または、否定的関心
を持ち）、およびさらに用語「ボンズ」への関心が実際に欠如する（または、否定的関心
を持つ）と判定された、１人もしくは複数のユーザに基づくことができる。
【００６０】
　図９Ｌは、同じ決定ノード９１５ａ～９１５ｇを有するが、図９Ｌに図示される終端ノ
ード９１８ｈ～９１８ｏが用語「ボンズ」に対応する現在の条件付きの確率情報を反映し
ている、図９Ｉの決定木９１５に類似した、更新された決定木９１８データ構造を図示す
る。特に、本実施例では、ノード９１８ｊおよび９１８ｏを、図９Ｉのノード９１７ｊお
よび９１７ｏに関して更新しており、ノード９１８ｊは、本実施例では図９Ｋの列９９４
ａ－４および行９９４ａ－ｆの更新された確率値８７％を図示し、およびノード９１８ｏ
は、本実施例では図９Ｋの列９９４ａ－４および行９９４ａ－ａの更新された確率値９％
を図示する。したがって、実際のユーザの関心情報が（図９Ｋの情報９９４ａなど）確率
情報を更新するために利用可能になると、今後使用するために（決定木９１５に関してな
ど）対応する決定木情報を更新することができる。したがって、例えば、用語「ハンク・
アーロン」および「ホームラン」に関する選好または他の関心を持つが、用語「ジャイア
ンツ」に関する選好もしくは他の関心に欠ける（または、否定的選好または否定的関心を
持つ）と判定される追加のユーザを、更新された決定木９１８のノード９１８ｊに従って
、用語「ボンズ」に関する選好または他の関心を持つ８７％の確率を有すると判定するこ
とになる。
【００６１】
　図９Ｌの方式と類似の方式で、図９Ｍは、同じグラフノード９９０ａ～９９０ｅおよび
９９０ｇを有するが、図９Ｍに図示される確定ノード９９７ｂ、９９７ｄおよび９９７ｇ
は、図９Ｈのユーザ例Ｘと同じ選好情報を示した新しいユーザ（本実施例では、ユーザＹ
）に関する確定を反映する、図９Ｈのベイジアンネットワーク部分９７０に類似した、更
新されたベイジアンネットワーク部分９７０ｂデータ構造を図示する。特に、本実施例で
は、図９Ｍの（用語「ボンズ」に対応する）グラフノード９９０ａに関する条件付きの確
率表情報９９４ａ（図示せず）は、図９Ｈの同じノードに関する条件付きの確率表情報に
関して更新されており、本実施例では、図９Ｋの列９９４ａ－４および行９９４ａ－ｆの
更新された確率値８７％（ならびに、図９Ｋの列９９４ａ－４および行９９４ａ－ａの更
新された確率値９％）を反映するなどする。図９Ｍの（用語「ハンク・アーロン」に対応
する）グラフノード９９０ｂに関する事前確率情報９９２ｂ（図示せず）を、図９Ｈの同
じグラフノードに関して同様に更新して、図２Ｋの更新された事前確率情報９９２ｂを反
映するなどできるが、本実施例では使用しない。したがって、実際のユーザの関心情報が
利用可能になり、（図９Ｋの情報９９４ａなど）確率情報を更新すると、（ベイジアンネ
ットワーク部分９７０ｂなど）対応するベイジアンネットワーク情報を、今後使用するた
めに更新することができる。したがって、本実施例では、（確定ノード９９７ｂおよび９
９７ｄに示されるように）用語「ハンク・アーロン」ならびに「ホームラン」に関する選
好または他の関心を持つが、（確定ノード９９７ｇに示されるように）用語「ジャイアン
ツ」に関する選好もしくは他の関心に欠ける（または、否定的選好または否定的関心を持
つ）と判定されるユーザＹを、図９Ｍの判定された選好確率値９９６ｂによって示される
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ように、用語「ボンズ」に関する選好または他の関心を持つ確率を８７％有すると判定す
ることになる。
【００６２】
　したがって、少なくとも一部、領域に関する文書の自動化された分析に関して判定され
得るような、用語間関係の確率表示に対応する情報を、更新して、図９Ｋ～９Ｍに関して
図示される方式でなど、利用可能になった実際のユーザの関心情報を反映することができ
る。さらに、ある状況では、このような実際のユーザの関心情報は、予め利用可能であっ
た情報だけに基づいて、予め十分関連すると判定されなかった追加の用語間関係を識別す
ることができ、および識別された場合、用語間関係の生成された確率表示を更新して、そ
れらの追加の用語間関係を反映することができる。一実施例として、用語間関連性ニュー
ラルネットワークまたは用語間関連性情報の他の表示を更新して、実際のユーザの関心情
報を反映することができ、および用語間関係の確率表示を、その更新された用語間関連性
情報に基づいて、新たに生成することができる。他の実施形態および状況では、代わりに
、少なくともいくつかのタイプの生成された用語間関係の確率表示情報を、他の方式で更
新することもできる。
【００６３】
　前述のように、図２Ａ～２Ｍは、ＤＳＲＤサービスの一実施形態によって自動的に実行
することができるような、関心領域例に関する関連性情報を判定して、および使用する技
術例を示し、ならびに図９Ａ～９Ｊで議論された様々な実施例に関係する追加の詳細を含
む。
【００６４】
　例えば、図２Ａおよび２Ｂは、領域に関係する文書に関するＤＳＲＤサービスの一実施
形態によって生成可能な用語分析情報例と共に、特定の関心領域例の一部である、いくつ
かの文書に関する概要情報の実施例を図示する。特に、概要情報例２００に関して示され
るように、関心領域例は、野球に関係し、および本実施例では、その領域に関して利用可
能な領域特定の文書の集成は、１０００個の文書（例えば、ニュース記事、選手の経歴、
チームの概要など）を含む。
【００６５】
　本実施例では、情報２００は、その集成内に存在する少数の用語例に関するＩＤＦ情報
と共に、それらの用語の概要を含む。特に、それぞれが一意な用語ＩＤ２０２ｂと、その
用語を含む集成内の文書の数の表示２０２ｃと、その用語およびその集成文書に関する、
対応するＩＤＦ値２０２ｄと共に、いくつかの用語２０２ａを示す。様々な他の概要情報
を生成および格納することもできるが、本実施例には示さない。加えて、表例２００のそ
れぞれの行２０４は、集成内の１０００個の文書のすべての中に存在して、およびしたが
ってゼロのＩＤＦ値を有する共通の用語「ｔｈｅ」に対応する行２０４ａに関してなど、
別個の用語を反映する。本実施例では、行２０４は、後続の用語ほどＩＤＦ値が増えてお
り、前の用語よりも、それらの用語がその集成の文書内により少なく存在することを反映
し、およびしたがって、それらの用語が存在するそれらの文書に関してより特徴的である
ように、ＩＤＦ値に基づいて分類される。ＩＤＦ値を計算することに関する追加の詳細を
、他のところに含む。加えて、ある実施形態では、ある共通の用語または他の表示される
用語（例えば、用語「ｔｈｅ」）を、文書用語分析の一環として除去することができ、お
よびしたがって、このような概要情報２００に示されない場合があるか、または関連性関
連情報の後の判定において使用されない場合がある。さらに、本実施例では、用語２０２
ａのうちのいくつかは、「ホームラン」および「ハンク・アーロン」など、複数の関連用
語を含む語句である一方、時々共に使用される場合がある他の用語（例えば、「バリー・
ボンズ」および「ボビー・ボンズ」）を、別個の用語として示す。このような多語の集約
用語を、それらの用語の繰り返して行われる共の使用、および別々の使用の欠如に自動的
に基づいて、その領域または他の類似の情報に関する共通用語の辞書内への当該用語の包
括に自動的に基づいて、ＤＳＲＤサービスのオペレータからの入力に基づいて少なくとも
一部手動でなど、様々な方式で判定することができることを理解されよう。他の実施形態
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では、それぞれの語を、少なくとも当初、別個の用語として扱うことができ、他のところ
でより詳細に議論されるように、ユーザによって繰り返し共に使用されている用語から、
それらの用語の相互関連性の学習された関連性に基づいて、共通の多用語テーマの一部と
して、それぞれの語を、オプションで、後で共にグループ化することができる。
【００６６】
　図２Ａおよび２Ｂに図示される、他の表例２１０、２２０、２３０、２４０、および２
５０はそれぞれ、集成内の文書例を反映し、およびそれらの文書内の用語例、ならびにそ
れらの用語およびそれらの文書に関して、対応する用語関連性情報に関する様々な情報を
含む。特に、情報２１０は、本実施例では、バリー・ボンズが２００７年に、サンフラン
シスコジャイアンツでプレイしている間に、ハンク・アーロンが維持していたそれまでの
記録を超えて、通算ホームラン（「ＨＲ」）記録を作ったことに関するニュース記事であ
る、文書例１に対応する。ボンズがホームラン記録を達成しようとしていた間、大リーグ
野球選手の間でステロイドの議論に関するニュース報道がかなり進んでおり、およびボン
ズは、後に自らのステロイドの使用疑惑に関する発言に関して起訴された。
【００６７】
　表２１０内の様々な記入項２１４はそれぞれ、記入項２１４ａ内の用語「ボンズ」、記
入項２１４ｃ内の用語「ハンク・アーロン」など、１５００語の文書１内に存在する用語
２１２ａの１つのサブセット例に対応する。文書１内のそれぞれの用語の発生の数２１２
ｂも図示され、および対応する用語頻度値２１２ｃを示す。ＩＤＦ値２１２ｄは、ここで
、それらの用語に関しても複製され、情報２００内の同じ値２０２ｄに対応する。さらに
、それぞれの記入項２１４は、用語頻度値２１２ｃおよびＩＤＦ値２１２ｄに基づくＴＦ
－ＩＤＦ値２１２ｅを含む。例えば、記入項２１４ａ内の用語「ボンズ」は、文書１内で
３５回発生することが示され、これは結果として、その文書の１５００語内で２．３３％
の頻度になる。用語「ボンズ」に関するＩＤＦ値２１２ｄは、情報２００の記入項２０４
ｄの情報２０２ｄに対応するように１．１０であり、および本実施例では、記入項２１４
ａ内のボンズに関するＴＦ－ＩＤＦ値２１２ｅは２．５５９である。本実施例では、記入
項２１４は、ＴＦ－ＩＤＦ値の減少値の順に図示され、図示されるこの文書に関して、用
語「ボンズ」が最も限定用法的な(descriptive)用語である一方、それぞれ、記入項２１
４ｉおよび２１４ｊ内の「ｔｈｅ」および「起訴」など、他の用語は、（例えば、用語「
ｔｈｅ」は集成のすべての文書内に存在しており、およびしたがって、ゼロのＩＤＦ値を
有するため、ならびに用語「起訴」はこの文書例では発生しておらず、およびしたがって
、ゼロの用語頻度値２１２ｃを有するため）この文書について限定用法的でないことを示
す。用語「起訴」は、本実施例では、説明のために、文書１に関して含まれるが、他の実
施形態では、この用語は、文書１内に存在しないので、この用語は情報２１０内に含まれ
ないことになる。ＴＦ値およびＴＦ－ＩＤＦ値を計算することに関する追加の詳細は、他
のところに含まれる。
【００６８】
　表２２０、２３０、２４０、および２５０は、類似の情報、例えば、それぞれ、文書２
、３、４、および５を含む。特に、文書例２は、ボンズの様々な業績に重点を置き、およ
び様々な記入項２２４に示されるように、対応する用語２２２ａを含む、バリー・ボンズ
の概略経歴である。文書例３は、考えられるステロイド関連の乱用に関する根拠に基づく
、ボンズの起訴に対応するニュース記事であり、および様々な記入項２３４に示されるよ
うに、対応する用語２３２ａを含む。文書例４は、ボンズの起訴、および大リーグ野球に
おけるステロイド関連の議論のうちの初めの一部に先立って発生して、ならびに特に、元
大リーグ野球選手のホセ・カンセコが議会の前で、大リーグ野球でのステロイド使用疑惑
に関して証言したことに対応して、対応する用語２４２ａが様々な記入項２４４内に示さ
れる。文書例５は、２００８年大リーグ野球シーズンの半ばのニュース記事であり、およ
び２００７年のシーズン後、ボンズがプレイを中止したサンフランシスコジャイアンツチ
ームの現状に重点を置き、対応する用語２５２ａが様々な記入項２５４内に示される。図
２Ｃ～２Ｍに関してより詳細に議論されるように、これらの文書例に関する用語情報例を
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に、特定の用語、本実施例では、野球関連領域に関する関連文書を判定するという点から
、記述される技術のうちのいくつかを図示することになる。
【００６９】
　図２Ｃおよび２Ｄは、ユーザによって指定された検索クエリの一実施例を図示し、この
場合、集成の文書例１～５に関して図２Ａおよび２Ｂに示された用語分析情報例を、ＤＳ
ＲＤサービスによって使用して、そのクエリに関連する特定の情報を判定することができ
る。特に、図２Ｃは、本実施例では、クエリ用語２６５ａ「ボンズ」および「ステロイド
」を含む、ユーザによって指定されているクエリを図示する。文書例２６２のそれぞれに
関して生成され、正規化され、集約された文書関連性得点、すなわち文書関連性数２６４
ｘを含めて、文書例１～５のそれぞれに対する２つのクエリ用語のそれぞれの評価された
関連性の程度を示す様々な情報２６１ａを示す。以下でより詳細に記述されるように、正
規化された文書関連性数を、それぞれの用語２６４およびそれぞれの文書２６２に関して
生成することができ、文書に関するそれぞれの用語に関して正規化された得点を、本実施
例では、平均化して、２つのクエリ用語の組合せに基づいて、その文書に関する文書関連
性数２６４ｘを生成する。特に、本実施例では、文書に対する用語の関連性は、その用語
および文書に関するＴＦ－ＩＤＦ値に一部基づき、および集成内のすべての文書を通した
その用語に関する最大ＴＦ－ＩＤＦ値および最低ＴＦ－ＩＤＦ値を一部使用して正規化さ
れる。２つのクエリ用語に関する最低ＴＦ－ＩＤＦ値および最大ＴＦ－ＩＤＦ値の実施例
を、本実施例では、情報２６７ａ～２６７ｄに示すが、少なくともある実施形態では、こ
のような情報２６７および／または表２６１ａを、そのクエリを指定したユーザに対して
図示しない場合がある。文書関連性数例の生成に関係する追加の詳細を、以下に含む。
【００７０】
　本実施例では、ボンズのステロイド関連起訴に関する文書３の内容がクエリ用語２６５
ａの両方に非常に関連するので、文書例３は、そのクエリ用語に関して最高の生成された
文書関連性値を有する。文書例１および４はそれぞれ、情報２６１ａの記入項２６４ａお
よび２６４ｂ内の文書１に関する列２６２ａ、および文書４に関する列２６２ｄに示され
るように、それらの文書例のそれぞれが、それらのクエリ用語のうちの１つに非常に関連
しており、およびもう一方のクエリ用語にはわずかにだけ関連していること（すなわち、
文書例１は、「ボンズ」用語に非常に関連しており、および「ステロイド」用語にはわず
かにだけ関連しており、ならびに文書４例は、「ステロイド」用語に非常に関連しており
、および「ボンズ」用語にわずかにだけ関連していること）に基づいて、クエリ用語２６
５ａの組合せに適度に関連する。他の文書例２および５は、他の３つの文書例よりも、ク
エリ用語２６５ａへの関連がより少ない。
【００７１】
　前述のように、テーマの一部である複数の関連用語など、１つまたは複数の指定された
用語（例えば、検索クエリの一部である用語）に対する特定の文書の関連性の判定を、様
々な実施形態において、様々な方式で実行することができる。１つの特定の実施例として
、指定された用語および文書のそれぞれに関するＴＦ－ＩＤＦ得点を、様々な方式で組み
合わせ、平均または合計を生成するなどできる。特に、少なくともある実施形態では、様
々な指定された用語に関するＴＦ－ＩＤＦ得点の平均を生成して、および（例えば、関連
性割合または０と１との間の他の数を表すために）さらに正規化して、文書間の比較を促
し、および人間が文書関連性（「ＤＲ」）得点を理解するのを促す、指定された用語に関
して正規化されたＤＲ得点を生成することができる。１つまたは複数の指定された用語ｉ
のグループｇに対する文書ｄに関するＤＲ得点を、少なくともある実施形態において、以
下のように判定することができる。
【００７２】
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【数５】

【００７３】
　この場合、ｇ内の用語ｉのそれぞれに対して合計を実行して、ＮＴｅｒｍｓ（ｇ）は、
グループｇ内の用語ｉの数量を反映して、および特定の用語ｉに関する最低ＴＦ－ＩＤＦ

i得点および最高ＴＦ－ＩＤＦi得点は、それぞれ、領域に関するすべての文書ｋを通した
その用語に関する最低得点および最高得点を反映する。
【００７４】
　図２Ｄは、図２Ｃにおいて示されたクエリ用語２６５ａ「ボンズ」および「ステロイド
」に応答して、ユーザに表示可能であるか、またはそうでない場合、ユーザに提供可能で
ある情報２６０の一実施例を図示する。情報２６０は、例えば、表示のために、生成され
て、およびユーザのクライアントデバイスに提供されるＷｅｂページの一部とすることが
でき、またはそうでない場合、ユーザに提示された情報画面の一部とすることができる。
【００７５】
　特に、本実施例では、情報２６０は、指定されたクエリ用語２６５ａの視覚的表示２６
６を含み、および対応する検索結果のリスト２６９を、生成された文書関連性の順に示す
。さらに、本実施例では、リスト２６９内の記入項のそれぞれは、対応する関連文書の表
示（例えば、その文書にアクセスするためにユーザによって選択可能なユーザ選択可能な
リンクとして表示可能であるなどの文書の名称または他の識別子）だけでなく、対応する
、その文書に関して生成された、正規化された文書関連性数の表示も含み、特定の文書に
関するさらなる情報を取得するかどうか、またはそうでない場合、クエリ用語２６５ａに
関連しているとしてその文書を選択するかどうかを評価する際にユーザに情報を提供する
などする。表示された、正規化された文書関連性数は、本実施例では、それぞれ、正規化
された文書関連性数の関連性の程度のテキスト評価も含むが、他の実施形態では、正規化
された文書関連性数および関連するテキスト評価のうちの１つだけを示すことができる（
または示さなくてもよい）。加えて、特定の検索結果の選択および表示を、様々な実施形
態において、指定された数量のクエリ結果を示すため、指定された最低文書関連性値を超
えるいくつかのまたはすべてのクエリ結果を示すためなどを含めて、様々な方式で実行す
ることができる。
【００７６】
　加えて、本実施例では、ユーザによって可能な選択のために、追加の情報およびユーザ
選択可能な制御２６８を提供するが、他の実施形態では、このような追加の情報を示さな
い場合もある。本実施例では、追加の情報２６８は、予め指定された検索クエリを拡張す
ることを望むかどうかを尋ねて、その領域に関する関連テーマをさらに記述して、そのユ
ーザがより特定のテーマ、またはそうでない場合、クエリ用語２６５ａよりもユーザの関
心をより良好に表す、異なるテーマを指定することによって、それらの検索結果の精度を
改善するなどする。１つの考えられる実施例として、それぞれ、指定されたクエリ用語の
うちの１つに非常に関連するが、もう一方の指定されたクエリ用語には少ししか関連しな
い、文書１および４例に関して既に議論されたように、ユーザは、（例えば、その検索結
果がボンズだけでなく、他の選手にも関係するため）ユーザが大リーグ野球におけるステ
ロイド関連議論に主に関心があるか、または代わりに、ボンズのステロイドの使用疑惑に
一部だけ関係する、ボンズに関する情報（例えば、ボンズによって作られた通算ホームラ
ン記録）に主に関心があるかを明確にすることによって、それらの検索結果の精度を改善
することが可能であり得る。より一般的には、ユーザの現在の関心に特に関連する追加用
語を識別することによって、結果として生じる、拡張されたクエリ用語は、初めのクエリ
内の用語に関連し得る、様々な考えられるテーマの曖昧さをより良好に除去することがで
きる。
【００７７】
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　図２Ｄの情報２６８内のユーザ選択可能な「はい」制御の選択は、ＤＳＲＤサービスに
よる様々な追加の動作を促すことができ、１つのこのような実施例を図２Ｅおよび２Ｆに
関してより詳細に記述する。特に、図２Ｅは、判定され、指定されたクエリ用語２６５ａ
に対する他の用語の関連性の評価された程度の表示と共に、指定されたクエリ用語２６５
ａ「ボンズ」および「ステロイド」に関係し得る他の用語２７４に関する情報２７０を図
示する。他の実施形態では、（例えば、情報２６８の代わりであれ、または情報２６８に
加えてであれ、１つもしくは複数の他の用語の考えられる関連性に関して、図２Ｄの情報
２６０を用いて追加の情報を表示するために）一部もしくはすべての状況において、それ
を一部のまたはすべてのユーザに関して自動的に実行する場合など、用語間関連性情報の
使用を、他の方式で促すことができる。
【００７８】
　図２Ｅの様々な情報２７０を、当初指定されたクエリ用語２６５ａに一部基づく、精緻
化された検索クエリにおいて使用するために、またはそうでない場合、ユーザの一般的な
関心を識別するために、特定のテーマをさらに定義する一環としてなど、様々な方法で使
用することができる。例えば、ある実施形態では、このような情報２７０のうちの一部ま
たはすべてを、クエリ用語２６５ａを指定したユーザに対して図示することができるが、
この図示される実施形態では、情報２７０を、ユーザに表示することができない。本実施
例では、情報２７０は、それぞれ、クエリ用語２６５ａとの考えられる組合せに関する候
補の追加用語に対応するいくつかの用語記入項２７４ａ～２７４ｆを含み、および文書列
２７２ａ～２７２ｄは、文書例１～４に対するそれらの用語の関連性の評価された程度を
示す。列２７２ｅは、クエリ用語２６５ａに関するそれぞれの記入項２７４内の候補用語
に関する集約用語関連性得点を示して、クエリ用語２６５ａによって表される用語組合せ
に対する候補用語の関連性の評価された程度を反映するなどする。様々な文書例２７２お
よび候補の追加用語２７４を、様々な実施形態において、様々な方式で選択することがで
きる。例えば、これらの候補の追加用語を、図２Ｃに図示される、正規化された文書関連
性数２６４ｘに基づいてなど、クエリ用語２６５ａに最も関連すると判定された集成の文
書のサブセットをまず選択することによって選択することができる。最も関連する文書を
、様々な方式で選択して、最高の文書関連性数を有する、指定された数量の文書を選択し
て、最高の文書関連性数を有する、指定された割合の文書を選択して、その文書関連性数
が指定されたしきい値を超える文書、またはそうでない場合、１つもしくは複数の規定の
基準（例えば、最低文書関連性数しきい値などの事前に定義されたしきい値、または類似
の文書関連性数値を有する文書をグループ化することが、最も関連する文書のグループと
他の文書との間で当然発生するしきい値点を提供する場合など、動的に判定されたしきい
値）を満たす文書のうちの一部またはすべてを選択するなどできる。図２Ｅの本実施例で
は、文書例５を、本実施例では図２Ｃ内の記入項２６４ｘに関する列２６２ｅ内で示され
るように、その低い文書関連性数２％に基づいて、さらなる使用のために最も関連する文
書として選択していないが、他の文書１～４例を、関連文書として使用するために選択し
ている。
【００７９】
　本実施例では、クエリ用語２６５ａに関して最も関連する文書を選択すると、それらの
選択された文書に少なくとも一部基づいて、クエリ用語２６５ａに関する候補の追加用語
を選択する。例えば、これらの候補の追加用語を、選択された文書に関するそれらの他の
用語のＴＦ－ＩＤＦ値に基づいて、および／または選択された文書に関するそれらの他の
用語に関する用語頻度値に基づいてなど、それらの選択された文書に最も関連するクエリ
用語２６５ａ以外の選択された文書内の用語に基づいて選択することができる。本実施例
では、それぞれの用語記入項２７４および文書例２７２に関する情報２７０内で図示され
る数は、その用語およびその文書に関するＴＦ－ＩＤＦ値を反映する。例えば、用語「ホ
ームラン」に対応する記入項２７４ａに関して、文書例１に関するその用語の用語関連性
値２７２ａを、（図２Ａの情報２１０の記入項２１４ｂ内および列２１２ｅ内に予め表示
されたように）ＴＦ－ＩＤＦ値１．３３３として示して、および文書例２に関する記入項
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２７４ａ内の用語「ホームラン」に関する用語関連性値２７２ｂを、（図２Ａの情報２２
０の列２２４ｂ内および列２２２ｅ内に予め表示されたように）ＴＦ－ＩＤＦ値１．１２
５として示す。
【００８０】
　さらに、本実施例では、用語２７４のそれぞれに関する用語関連性値を、次いで、それ
らの個々のＴＦ－ＩＤＦ文書特定値を平均化することによってなど、選択された文書を通
して集約して、結果として生じる、それぞれの候補の追加用語２７４に関して判定された
集約用語関連性得点、すなわち集約用語関連性数を列２７２ｅに反映する。本実施例では
、候補用語２７４を、記入項２７４ａ内の候補用語「ホームラン」を、指定されたクエリ
用語に関して最も関連する候補の追加用語であると判定するように、および記入項２７４
ｆ内の候補の追加用語「カンセコ」を、示された、指定されたクエリ用語に関して最も関
連しない候補の追加用語であると判定するように、クエリ用語２６５ａに関して、それら
の判定された集約関連性値が減少する順に示す。選択された文書のグループに基づく要件
に関して選択された特定の候補の追加用語を、それぞれの文書から、または最も潜在的に
関連すると判定されたすべての文書から指定された数量の他の用語を使用することによっ
て（例えば、ＴＦ－ＩＤＦ値、用語頻度値、または他の個々の文書用語関連性値を使用す
ることによって）、それぞれの文書からまたはすべての文書からの指定された割合の最も
潜在的に関連する他の用語を使用することによって、そのＴＦ－ＩＤＦ値（もしくは、他
の個々の文書用語関連性値）が、選択された文書のうちの少なくとも１つに関して、もし
くは選択された文書のすべてに関して、または最も関連する文書のある指定された最小サ
ブセットに関して指定されたしきい値を超えるか、あるいはそうでない場合、１つもしく
は複数の規定の基準（例えば、最低用語関連性数しきい値などの予め定義されたしきい値
、または類似の用語関連性数値を有する用語をグループ化することが、最も関連する用語
のグループと他の用語との間で当然発生するしきい値を提供する場合など、動的に判定さ
れたしきい値）を満たす、他の用語のうちの一部もしくはすべてを使用することによって
など、様々な方法で識別することができる。他の実施形態では、候補の追加用語および／
または関連文書を、他の方式で選択することができ、ならびに個々の用語関連性値および
／または集約用語関連性値を、他の方式で判定することができる。用語関連性得点例また
は他の値の生成に関係する追加の詳細は、他のところに含まれる。
【００８１】
　図２Ｆは、図２Ａ～２Ｅの実施例を継続して、およびユーザに表示され、またはそうで
ない場合、ユーザに提供され、選択のために考えられる、他の用語に関する情報を含み、
ならびに図２Ｄの視覚的表示２６６と共に示された、および図２Ｆの視覚的表示２７６と
共に示される、予め表示されたクエリ用語２６５ａと共に使用することができる情報２７
５の一実施例を図示する。前述のように、情報２７５の提供を、図２Ｄ内の情報２６０の
情報２６８内の「はい」ユーザ選択可能な制御の選択に応答して、または代わりに、他の
方式でなど、様々な方式で促すことができる。加えて、図２Ｄの情報２６０に類似した方
式で、図示される情報２７５を、例えば、生成されて、および表示のためにユーザのクラ
イアントデバイスに提供されたＷｅｂページの一部として、またはそうでない場合、ユー
ザに提示される情報画面の一部として（例えば、ＤＳＲＤサービスと共に使用するために
、ＤＳＲＤサービスのオペレータによって提供された、または代わりに、第３者によって
提供された、ソフトウェアアプリケーションなど、ユーザのコンピューティングデバイス
上で実行しているソフトウェアアプリケーションのＧＵＩの一部として）など、様々な方
式でユーザに提供することができる。
【００８２】
　この例で情報画像２７５は、この例において、図２Ｅの候補の追加用語２７４のうちの
少なくともいくつかに基づいて生成されるような、指定されたクエリ用語２６５ａに関し
て考えられる他の関連用語のリスト２７９を含む。特に、関連する他の用語例２７９は、
指定されたクエリ用語２６５ａと候補の追加用語２７４との間の用語間関係に基づいて、
ユーザが関心を持っている可能性があるとして選択されている、いくつかの記入項２７９
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ａ～２７９ｅを含み、および、図２Ｅの集約関連性得点２７２ｅに基づいて、判定された
用語間関連性が減少する順に示される。加えて、本実施例では、含まれた、考えられる他
の用語のそれぞれの用語間関連性の表示を示すが、他の実施形態では、このような用語間
関連性情報を、含まなくてよく、または他の方式で示すことができ、本実施例では、図２
ｅの列２７２ｅからの判定された用語関連性得点を、０から１０の尺度に変換して、最も
関連すると判定される、考えられる他の用語は、１０の可能値を有し、およびより少なく
関連すると判定される、考えられる他の用語はより低い値を有する。ここでは図示されな
いが、考えられる他の用語のそれぞれは、ユーザ選択可能なリンクとすることができ、ま
たはそうでない場合、１つもしくは複数の関連するユーザ選択可能な制御を有して、訂正
されたクエリの一部として、その選択された用語を含むことを指定するために、またはそ
うでない場合、ユーザの関心の間にあるとしてその用語を扱うためになど、ユーザが、関
心があるとしてその用語を選択すること、またはそうでない場合、指定することをできる
ようにすることができる。他の実施形態では、用語間関連性情報を表示して、図２Ｅから
実際に判定された用語関連性得点２７２ｅを示して、（文書関連性得点に関して、図２Ｄ
に関して既に記述された方式と類似した方式で）このような用語関連性得点の正規化され
たバージョンを表示するなどできる。加えて、これらの用語関連性値のテキスト記述を、
図２Ｆにおいて、図２Ｄのテキスト記述に類似した方式で示さないが、他の実施形態では
、このような用語関連性値を示すことができる。
【００８３】
　図２Ｇおよび２Ｈは、図２Ａ～２Ｆの実施例を続け、特に、ユーザが、図２Ｆに表示さ
れた、追加の関連用語を選択することによってなど、または代わりに、別の方式で指定す
ることができる、２つの代替的な概念もしくはテーマに対応する。特に、図２Ｇは、ユー
ザが、追加の他の用語「ホームラン」および「ハンク・アーロン」を選択した一実施例に
対応して、図２Ｆのリスト２７９の記入項２７９ａおよび２７９ｃの選択に基づいてなど
、拡張されたクエリ用語２６５ｂのグループの一部として、先の用語「ボンズ」および「
ステロイド」と共に使用する。図２Ｇは、図２Ｃの情報２６１ａに関して既に議論された
方式と類似の方式で、拡張されたクエリ用語２６５ｂに対する様々な文書例１～５の関連
性を示す、追加の情報２６１ｂも含む。図２Ｇの様々な情報２６１ｂを、様々な方式で使
用して、（例えば、追加のクエリ用語に一部基づいて、ユーザに勧告を提供するためにな
ど、図２Ｄの方式に類似した方式で）ユーザに表示可能であるか、またはそうでない場合
、ユーザに提供可能な、拡張されたクエリ用語２６５ｂに最も関連する集成の文書を含む
新しい検索結果を判定するなどできる。加えて、ある実施形態では、このような情報２６
１ｂのうちの一部またはすべてを、拡張されたクエリ用語２６５ｂを指定したユーザに図
示することができるが、図示される実施形態では、情報２６１ｂをユーザに表示しない。
【００８４】
　本実施例では、情報２６１ｂは、図２Ｃの情報２６１ａに対して、２つの追加のクエリ
用語に対応するために追加されている、追加の記入項２６４ｃおよび２６４ｄを含む。し
たがって、記入項２６４ｙ内の、結果として生じる集約された、正規化された文書関連性
数を、図２Ｃの記入項２６４ｘの先の文書関連性数に関して更新しており、２つの追加用
語の追加を反映する。本実施例では、記入項２６４ｙ内の集約された、正規化された文書
関連性情報は、引き続き、４つの拡張されたクエリ用語２６５ｂのそれぞれに関する個々
の用語関連性数の平均に基づくが、他の実施形態では、この集約された、正規化された文
書関連性得点は、（例えば、重み付けされた平均を使用して）他の方式で計算することが
できる。本実施例では、２つの追加の検索用語の追加は、初めのクエリ用語２６５ａに関
して、図２Ｃにおいて最も関連する文書であると予め判定されていた、文書例３に関して
判定された関連性を低減させている。特に、情報２６１ｂの列２６２ｃおよび記入項２６
４ｙに示されるように、文書３に関して訂正された文書関連性得点を、先の値８４％から
現在の値４７％に低減させている。加えて、文書例１および２の相対的な関連性は、情報
２６１ｂの列２６２ａおよび２６２ｂに示されるように、文書１が拡張されたクエリ用語
２６５ｂに関して最も関連すると判定され、および文書２が拡張されたクエリ用語２６５
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ｂに関して次に最も関連すると判定されるように、図２Ｃ内の情報に対して増大している
。
【００８５】
　本実施例では、文書関連性数の変更を、拡張されたクエリ用語２６５ｂを使用して指定
された、文書例およびテーマの一般的な主題に基づいて、直感的に理解することができる
。特に、図２Ｃの２つの初めのクエリ用語２６５ａに対して、図２Ｇの拡張されたクエリ
用語２６５ｂは、大リーグ野球における一般的なステロイド関連議論により少なく関係し
て、ならびにバリー・ボンズ、および彼のホームラン記録達成に特定の情報により多く関
係しているように見える。したがって、文書例１のボンズがホームラン記録を作ったこと
に関するニュース記事は、このとき、拡張されたクエリに最も関連する文書になり、およ
びステロイド議論に関する文書例４は、より一般的に、さらに関連しなくなる。ボンズに
関する文書例２の経歴と、ボンズの起訴に関する文書例３は両方とも、ホームラン記録の
議論を含み、および文書例２は、前記録保持者であるハンク・アーロンについて記述する
ので、文書例２および３は、引き続き、拡張されたクエリ用語２６５ｂに少なくとも適度
に関連する。ユーザを、本実施例において、２つの追加のクエリ用語「ホームラン」およ
び「ハンク・アーロン」を選択しているとして図示するが、他の実施形態および状況では
、追加のクエリ用語と、「ボンズ」および「ステロイド」の２つの元のクエリ用語との間
の用語間関係に基づいて、そのユーザが、関心がある可能性があるとして、このような追
加用語を自動的に選択することができ、およびこのような追加用語が選択された場合、拡
張されたクエリ用語２６５ｂ（例えば、文書１）に特に関連する文書を、ユーザに関して
自動的に生成されたユーザ特有の勧告として、そのユーザに提供することができる。
【００８６】
　図２Ｈは、図２Ｃの初めのクエリ用語２６５ａを異なる方式で拡張しており、追加のク
エリ用語「起訴」および「カンセコ」、ならびに先行用語「ボンズ」および「ステロイド
」を含む、拡張されたクエリ用語２６５ｃのグループを指定する、図２Ｇに示される図の
代替を図示する。このような拡張されたクエリ用語２６５ｃは、例えば、図２Ｇの拡張さ
れたクエリ２６５ｂに対して、ボンズのステロイド使用疑惑および大リーグ野球における
一般的なステロイド関連議論により多く関係して、ならびにボンズのステロイド使用疑惑
に無関係な、ボンズに関する特定情報により少なく関係する、ユーザにとって関心がある
概念またはテーマを反映することができる。したがって、図２Ｈの情報２６１ｃは、それ
ぞれ、図２Ｃおよび２Ｇの情報２６１ａならびに２６１ｂに類似するが、２つの新しいク
エリ用語に対応する、追加の記入項２６４ｇおよび２６４ｈを含み、および新しい記入項
２６４ｚは、新しい拡張されたクエリ用語２６５ｃに基づいて生成された、訂正された文
書関連性数を反映する。直感的に予想されるように、それぞれ、ボンズのステロイド関連
起訴と、カンセコのステロイド関連証言に関係する文書例３および４は、文書例の間で最
も関連する文書である一方、ステロイド疑惑に特有ではない文書１および２の関連性は、
かなり下がった。本実施例では、ユーザは２つの追加のクエリ用語「起訴」および「カン
セコ」を選択した可能性があるが、他の実施形態および状況では、このような追加用語を
、追加のクエリ用語と、「ボンズ」および「ステロイド」の２つの元のクエリ用語との間
の用語間関係に基づいて、ユーザが、関心がある可能性があるとして、自動的に選択する
ことができ、およびこのような追加用語が選択された場合、拡張されたクエリ用語２６５
ｃ（例えば、文書３）に特に関連する文書を、ユーザに関して自動的に生成されたユーザ
特有の勧告として、ユーザに提供することができる。
【００８７】
　図２Ｇの方式に類似した方式で、図示される情報２６１ｃを、少なくともある実施形態
において、ユーザに表示することができるが、図２Ｄの情報に類似した他の情報を、ユー
ザに表示して、新しいクエリ用語２６５ｃに基づいて、関連する文書の訂正されたリスト
を図示することができる。加えて、図２Ｇおよび２Ｈに示されるように、追加のクエリ用
語を選択することによって、ユーザによって提供されるフィードバックを、少なくともあ
る実施形態では、図２Ｃの初めのクエリ用語２６５ａに対する特定の文書および／または
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特定の用語に関する用語間関係の判定された関連性を変更するフィードバックなどを含め
て、他の方式で使用することができる。
【００８８】
　したがって、図２Ｇおよび２Ｈに関して、ならびに他のところで議論されるように、互
いに対するおよび／もしくはより一般的な概念に対する特定の用語の関連性を、領域に関
する文書の分析に基づいて、ならびに／または特定の用語に関係するユーザフィードバッ
クに基づいて、を含めて、様々な方式で識別することができる。図９Ｎは、本実施例では
、引き続き、大リーグ野球（「ＭＬＢ」）を含む野球である、特定の関心領域に関して識
別および使用が可能な様々な概念のグラフィック図９７５を提供する。本実施例では、複
数の概念９７７および９７８を、自動的に識別しており、それぞれの概念が、テキスト概
要または他のラベル、ならびに１つもしくは複数の関連用語を含む図９Ｎに図示する。し
たがって、例えば、概念９７７は、「ＭＬＢにおけるステロイドの乱用」のテキストラベ
ル９７７ａを有する一方、概念９７８は、「ＭＬＢホームラン記録」のテキストラベル９
７８ａを有する。概念９７７および９７８は、上記で議論されたように、一般に、それぞ
れ、図２Ｈおよび２Ｇの実施例に対応する。加えて、概念９７７は、様々な関連用語９７
７ｂを含む一方、概念９７８は、様々な関連用語９７８ｂを含み、この様々な関連用語９
７８ｂは、本実施例では、ある重複（例えば、「ボンズ」および「ステロイド」）を含み
、およびそれぞれ、複数の用語を含むが、他の状況では、単一の用語だけを有する場合が
あり、および／または用語の点で、他の概念と重複しない場合がある。（例えば、数百、
数千など）多数の追加の概念を、１つの領域に関して識別および使用することができるこ
とを理解されよう。
【００８９】
　加えて、既に議論された実施例では、クエリ用語例２６５ａ～２６５ｃを、任意の論理
組合せ演算子（例えば、ＡＮＤ、ＯＲなど）、または相対的な重みもしくは使用の他の表
示を示さずに用語を列挙する、比較的簡単な方式で指定している。他の実施形態では、他
のタイプの情報を、このような検索クエリに関して指定することができ、および様々な方
式で使用することができる。例えば、ある他の実施形態では、ユーザは、関心がある（す
なわち、ユーザが肯定的関心を持つ）クエリ用語を示すことができるだけでなく、特定の
クエリもしくはテーマに関係しない（すなわち、ユーザが否定的関心を持つ）クエリ用語
を示すこともでき、および様々な他の方式で、初めのクエリを変更することを可能にする
こともできる。例えば、図２Ｅおよび２Ｆに関して示される方式と類似した方式で、初め
のクエリ用語２６５ａに基づいて、最も関連しない他の用語を反映するための情報を判定
することができ、およびこのような最も関連しない用語情報を同様にユーザに表示して、
拡張されたクエリから除去するための用語の選択を可能にすることができる。このような
状況では、関心用語は、除去されるとして表示された用語、またはそうでない場合、様々
な方式で関心ない用語と組み合わせることができる。例えば、図２Ｃおよび２Ｄの実施例
に関して、クエリ用語「ボンズ」および「ステロイド」を、関心があるとして示すことが
できるが、除去されるとして表示された用語「カンセコ」を有する拡張されたクエリ用語
を指定することができる。図２Ｈの情報２６１ｃの記入項２６４ｈに示されるように、用
語「カンセコ」は、文書例１～５の文書４にだけ関連して、および特に、本実施例では、
文書４に関して０．９７の文書関連性数を有する。このような情報を、様々な方式で図２
Ｃの情報２６１ａと組み合わせ、（正規化された文書関連性数に関する可能値の範囲を－
１から１に拡張すると共に）文書に対する、除去された用語の用語関連性値を、包括され
た用語の用語関連性値の否定として扱うことによってなど、文書のそれぞれに対する、除
去された用語「カンセコ」の関連性を、拡張されたクエリ用語に基づいて、文書に関する
文書関連性数全体の低減として扱うことができる。組み合わされた場合、本実施例では、
「カンセコ」に関する負の用語関連性数「－０．９７」と共に、「ボンズ」ならびに「ス
テロイド」に関する個々の用語関連性数０．０４および０．９７の平均をとることによっ
て、文書４、および拡張されたクエリ用語に関して、訂正された文書関連性数０．０１を
生成することができる。他の実施形態では、除去された用語、および関心ない他の用語に
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関する関連性情報を、他の方式で使用することができ、および関心用語に関する関連性情
報と組み合わせることもできることを理解されよう。
【００９０】
　加えて、図２Ｄの方式に類似した方式で、ある実施形態では、ユーザは、クエリ用語２
６５ａに関連する他の用語および／または（例えば、指定された文書に対して類似の文書
を要求するための）指定された文書に関連する他の文書を判定する際に使用するためにな
ど、そのユーザがクエリ用語２６５ａに特に関連すると考える、１つもしくは複数の文書
を指定することが可能にされ得る。あるいは、図２Ｆに示される方式のように、特定の他
の考えられる用語を列挙するのではなく、１つまたは複数の予め規定の複数用語テーマを
、別の関連文書を識別する際に可能な選択および使用のために、代わりにユーザに表示す
ることができる。このような他の規定のテーマを、テキストラベル（例えば、「ボンズ通
算ホームラン記録」）を含めて、および／またはその規定のテーマの一部である特定の用
語（例えば、「ボンズ、ステロイド、ホームラン、ハンク・アーロン」）を使用して、様
々な方式で指定することができる。特定の規定のテーマを、初めのクエリ用語２６５ａに
対するその関連性に基づいて、選択する場合、それらの規定のテーマのうちの少なくとも
いくつかは、「ステロイド」、およびクエリ２６５ｃの規定のテーマに類似する別の規定
のテーマを伴わずに、「ボンズ、ホームラン、ハンク・アーロン」などの用語に基づいて
規定のテーマを表示するためになど、当初指定されたクエリ用語２６５ａのうちの少なく
とも１つに基づかなくてもよい。同様に、ユーザが、追加のクエリ用語を選択して、拡張
されたクエリの一部として使用する状況において、そのように所望される場合、ユーザは
、先行クエリ用語のうちの１つまたは複数をさらに除去して、図２Ｇの本実施例では、用
語「ステロイド」を除去して、または既に議論されたように、このような用語を除去すべ
きであることを示すなどする。判定された用語関連性情報および文書関連性情報を、他の
実施形態では、様々な他の方式で同様に使用することができる。
【００９１】
　別の説明のための実施例として、クエリ用語の拡張または他の変更に関して、上述され
た技術と類似した技術を、当初指定されたクエリ用語が綴り違いである状況、またはそう
でない場合、（例えば、単数形であるか、または複数形であるかに基づいて、動詞が特定
の時制であることに基づいて、異なる言語であることに基づいてなど）基準外の形もしく
は異型の形である状況において、使用することもできる。したがって、例えば、（例えば
、ユーザがそれらの用語を入力したが、「ステロイド（ｓｔｅｒｏｉｄｓ）」を「スタロ
イド（ｓｔａｒｏｉｄｓ）」と綴り違いすることによって、および「ボンズ（Ｂｏｎｄｓ
）」を大文字で始めなかったことによって、不確実性が導入されたことに基づいて）図２
Ｆのクエリ用語２７６が、代わりに、「ボンズ（ｂｏｎｄｓ）」および「スタロイド」で
あった場合、候補の他の用語２７９を拡張して、または変更して、ユーザが指定した用語
の不確実性に対処することに関係する追加用語を含むことができる。「スタロイド」に関
して、例えば、「スタロイド」の代わりに、または「スタロイド」に加えて使用するため
になど、最も関連する追加用語のうちの１つは、用語「ステロイド」である可能性がある
。追加用語「ステロイド」を、ある実施形態では、（例えば、オプションで、「アステロ
イド」、「トロイド」など、他の推奨される置換用語と共に）認識されない語「スタロイ
ド」に関する辞書検索だけに基づいて識別することができるが、他の実施形態では、既に
議論された用語間関連性技術を使用して、（例えば、「スタロイド」が、ユーザによる「
ステロイド」の一般的な綴り違いである場合）用語「スタロイド」と「ステロイド」との
間で予め識別された関係に基づいて、および／または用語「ボンズ（ｂｏｎｄｓ）」と「
ステロイド」との間で予め識別された関係に基づいて、置換用語もしくは補完用語に関す
る考えられる候補または可能な候補として「ステロイド」を識別することができる。類似
の方式で、用語「ボンズ（ｂｏｎｄｓ）」の曖昧さを除去するために、これらの追加用語
は、用語「ボンズ（ｂｏｎｄｓ）」と他の追加用語との間で予め識別された関係に基づい
てなど、「バリー・ボンズ」、「株式」、「利子」、「ボビー・ボンズ」などの選択肢を
含むことができる。
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【００９２】
　前述のように、ある実施形態では、特定の文書に対する、および／または特定の他の用
語に対する特定の用語の関連性の初めの判定を、ＴＦ－ＩＤＦ値、または用語頻度に関係
する他の情報に少なくとも一部基づいて行うことができる。他の実施形態では、このよう
な関連性情報の判定を、他の方式で行うことができる。一実施例として、１つもしくは複
数の文書に対する特定の用語の関連性を、確率分布または他の分布として表すことができ
、および２つ以上のこのような用語に関するそれぞれの分布を比較して、それぞれの用語
にどのくらい関連するかの尺度として、それらの分布がどのくらい類似しているかを判定
することができる。同様に、特定の文書を、それぞれ、複数の用語を通した分布として表
すことができ、および２つ以上のこのような文書に関するそれぞれの分布を、同様に比較
して、それらの文書がどのくらい類似しているかを判定することができる。したがって、
例えば、１つまたは複数の用語および文書を用いた検索クエリを、そのクエリに関して最
も統計的な情報を有する文書を判定することができるように、このような確率分布を、集
成内のいくつかのまたはすべての文書に関して実行していることと比べると、所望される
文書用語および包括された文書用語の全体にわたる確率分布の対として表すことができる
。２つの分布間でこのような比較を実行する一実施例として、カルバックライブラ発散統
計尺度を計算して、２つのこのような分布間の類似性の凸尺度(convex measure)を提供す
る一方、他の実施形態では、統計的情報エントロピーの差異を使用して、２つのこのよう
な分布を比較することができる。このような比較の実施例を実行することに関する追加の
詳細を以下に含み、および他の実施形態では、このような比較を、他の方式で実行するこ
とができることを理解されよう。
【００９３】
　特に、ある実施形態では、２つの文書関連分布間または２つの用語関連分布間でカルバ
ックライブラ発散を利用して、２つの分布間の類似性を判定することができる。
２つの分布ＰおよびＱに関するカルバックライブラ発散を、以下のように表すことができ
る。
【００９４】
【数６】

【００９５】
式中、ＰiおよびＱiは、離散された確率分布ＰおよびＱの値である（例えば、文書Ｐに関
する文書関連分布の場合、それぞれのＰiは、用語ｉに一致する、文書内の語の割合を表
すことができる、文書Ｐに対する特定の用語ｉの関連性の程度を表すことができる、用語
ｉが文書Ｐ内の最も関連する用語である確率を表すことができるなど）。他の実施形態は
、他の統計尺度を使用して、カルバックライブラ発散からなど、類似の尺度の代わりであ
れ、類似の尺度に加えてであれ、２つの統計的情報エントロピー尺度間の差異など、２つ
の分布を比較することができる。確率分布の統計的エントロピーは、確率分布の多様性の
尺度である。確率分布Ｐの統計的エントロピーを、以下のように表すことができる。
【００９６】
【数７】

【００９７】
式中、Ｐiは、離散された確率分布Ｐの値である。２つの統計的エントロピー尺度間の差
異を、次いで、エントロピー差異尺度を計算することによって測定することができる。２
つの確率分布ＰとＱとの間のエントロピー差異尺度を、以下のように、確率変数間の共通
の情報として表すことができる。
【００９８】
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【数８】

【００９９】
式中、ｐ（ｐ）およびｐ（ｑ）は、それぞれ、ＰおよびＱの周辺分布を表して、ならびに
式中、ｐ（ｐ、ｑ）は、ＰおよびＱの結合分布を表す。あるいは、２つの確率分布ＰとＱ
との間のエントロピー差異尺度を、以下のように表すことができる。
ΕＭ＝‖Ｈ（Ｐ）－Ｈ（Ｑ）‖2

式中、Ｈ（Ｐ）およびＨ（Ｑ）は、上述されたように、それぞれ、確率分布ＰおよびＱの
エントロピーである。
【０１００】
　加えて、既に議論されたように、図２Ａ～２Ｈは、文書の特定のグループ例に関して、
文書関係の関連性情報および用語間テーマ関係の関連性情報を判定して、およびその関連
性情報を様々な方式で使用するための実施例を図示する。他のところで議論されるように
、ある実施形態では、判定された関連性関係情報のうちの少なくとも一部を、様々な特定
の方式で表すことができ、および更新して、ユーザフィードバックおよび他の変更を反映
することができる。図２Ｉ～２Ｌは、様々な方法で、特に、これらの実施例では、判定さ
れた関連性関係情報を表すニューラルネットワークを生成して、および更新することによ
って、判定された文書関連性情報および用語関係の関連性情報を表して、および訂正する
特定の実施例を図示する。
【０１０１】
　特に、図２Ｉは、特定の用語に対する特定の文書の関連性を表す、１つのニューラルネ
ットワーク例２９５ａを図示する。本実施例では、ニューラルネットワーク２９５ａは、
文書の集成に関して識別された用語に対応する様々な入力ノード２８０、集成内の文書を
表す様々な出力ノード２９０、および特定の入力用語２８０に基づいて、特定の出力文書
２９０に関する文書関連性数を生成するために実行される計算を表す、内部ノード２８５
の１つまたは複数のレイヤを含む。図２Ｉには、簡易目的のため内部ノード２８５の単一
のセットだけを図示するが、あるこのようなニューラルネットワークは、追加の内部ノー
ドを有することができることを理解されよう。加えて、ノード間のリンクは、それらのノ
ード間の関係を表して、および以下で議論されるように、関連する重みを含むことができ
る。
【０１０２】
　図２Ｃに関して既に議論されたように、「ボンズ」および「ステロイド」である、２つ
のクエリ用語２６５ａを含んだ検索クエリを指定した。図２Ｉのノード２８０ａおよびノ
ード２８０ｃは、生成されたニューラルネットワーク内のそれらの用語を表して、および
認識のために、太字で示される。加えて、図２Ｃの例では、文書例１～４を含めて、集成
内の様々な文書に関して、正規化された文書関連性数２６４ｘを判定して、およびそれら
の文書例１～４は、本実施例では、対応するノード２９１～２９４を有する。加えて、本
実施例では、情報２９７を図示して、省略のために「ＡＣ」と呼ばれ、それらの用語に関
するノード２８０ａおよび２８０ｃに対応する、関連する内部ノード２８５ａおよび２８
５ｃを反映する、本実施例に関する２つのクエリ用語２６５ａに基づいて、それらの文書
例１～４に関して正規化された文書関連性数を示す。したがって、例えば、クエリ用語２
６５ａに基づいて、文書１に関して図示される、正規化された文書関連性値２９７ａは、
図２Ｃの記入項２６４ｘに関する列２６２ａに既に示されたように、０．４８の値である
。文書例２～４に関して、類似の情報２９７ｂ～２９７ｄを図示する。
【０１０３】
　本実施例では、生成されたニューラルネットワーク内の出力文書２９０に関する文書関
連性数の計算を、入力用語２８０と内部ノード２８５との間のリンク２８２、および内部
ノード２８５と出力文書２９０との間のリンク２８７に対応する２つの部分に分離する。
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加えて、情報２８７ａおよび２８７ｂを図示して、初めの判定された文書関連性情報に基
づいて、それぞれのリンクに関連する初めの重みを示すことによって、を含めて、示され
る様々なリンク２８７に関する情報を反映する。例えば、（情報２８７ａにおいて、省略
してリンク「Ａ－Ｄ１」と呼ばれる）文書例１に対応する内部ノードＡ２８５ａと出力ノ
ード２９１との間のリンクに関して、情報２８７ｂに示されるように、そのリンクに、最
初に、０．０００５１８、すなわち、５．１８×１０-4の重みを与える。同様に、（情報
２８７ａ内で、省略して、リンク「Ｃ－Ｄ１」と呼ばれる）内部ノードＣ２８５ｃと出力
ノード２９１との間のリンクに関して、そのリンクに、最初に、情報２８７ｂ内で０．０
０００５３の重みを与える。加えて、それぞれ、入力ノード２８０ａと２８０ｃとの間、
および内部ノード２８５ａと２８５ｃとの間のリンク２８２を使用して、図２Ｃに記述さ
れた用語関連性情報例に基づいて、および以下でより詳細に記述されるように、それぞれ
、１，６４１および２，０７５の値を判定することができる。したがって、クエリ用語２
８０ａおよび２８０ｃに基づいて、文書例１に関して正規化された文書関連性値２９７ａ
を、（例えば、用語「ボンズ」に関する文書関連性数として、１６４１*０．０００５１
８＝０．８５を計算することによって、用語「ステロイド」に関する文書関連性数として
、２０７５*０．００００５３＝０．１１を計算することによって、および図２Ｃの情報
２６１ａに図示されるように、それらの平均が０．４８であることによって）それらの２
つのリンクＡ－Ｄ１およびＣ－Ｄ１に基づいて、ならびに内部ノード２８５ａおよび２８
５ｃに基づいて、ならびに入力ノード２８０ａと内部ノード２８５ａとの間および入力ノ
ード２８０ｃと内部ノード２８５ｃとの間のリンク２８２に基づいて、ニューラルネット
ワークから判定することができる。以下の方程式１～５に関して、を含めて、このような
ニューラルネットワークを生成する、一実施形態例に関する追加の詳細が続く。
【０１０４】
　特に、（例えば、それらの文書およびそれらの用語の組合せに関してＤＲ得点に反映さ
れるように）特定の文書に対する特定の用語の関連性を判定すると、ユーザフィードバッ
クに基づいて、および他の方式で更新可能なニューラルネットワークを使用することを含
めて、様々な方式でその情報を表すことができる。同様に、（例えば、それらの用語のう
ちの一部またはすべてに関して関連する文書に少なくとも一部基づいてなど）１つまたは
複数の用語の他のグループに対する特定の用語から用語間関係の関連性を判定すると、ユ
ーザフィードバックに基づいて、および他の方式で更新可能な類似のニューラルネットワ
ークを使用することを含めて、様々な方式でその情報を表して、および更新することもで
きる。このようなニューラルネットワーク（例えば、特定のリンク）の重みおよび／また
は他の態様を、次いで、変更して、フィードバック、および経時的に取得される、他の追
加の情報を反映して、ニューラルネットワークによって経時的に提供された関連性情報を
改善して、フィードバック、および取得可能な他の追加の情報からの自動化された学習を
反映するなどする。以下は、このようなニューラルネットワークを生成して、このような
ニューラルネットワーク内で重みを更新する１つの特定の実施例を図示して、および他の
実施形態は、他の関連技術を使用することができる。
【０１０５】
　前述のように、少なくともある実施形態では、１つまたは複数の指定された用語ｉのグ
ループｇに対する文書ｄに関する（以下で「ＨＤＲ得点」とも呼ばれる）ＤＲ得点を、以
下のように判定することができる。
【０１０６】
【数９】

【０１０７】
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　このＤＲ公式を、同様に使用して、以下のように、特定の文書ｊに対応する１つまたは
複数のこのような用語ｉのグループｇを有するクエリ内の個々の用語ｉに関して、ＴＦ．
ＩＤＦ値の線形組合せにバイアスを加えたものを表すニューラルネットワーク重みのセッ
トを表すことができる。
【０１０８】
【数１０】

【０１０９】
式中、
【０１１０】
【数１１】

【０１１１】
それらの計算されたＤＲ得点に基づいて、このようなニューラルネットワーク重みを使用
して、生成されたニューラルネットワークを初期化して、計算されたＤＲ得点に対応する
ことができる。
【０１１２】
　さらに、ｘijが文書ｊ内の用語ｉの用語頻度である、ＴＦ．ＩＤＦの定義を使用して、
ＴＦ．ＩＤＦ値を以下のように表すことができる。
【０１１３】
【数１２】

【０１１４】
式中、σ（ｘ）は、（その引数ｘが負である場合、その値がゼロであり、その引数ｘがゼ
ロまたは正である場合、その値が１である）ヘビサイド関数であり、およびＮは、集成内
の文書の数である。
【０１１５】
　したがって、ＨＤＲ（ｊ）における置換は、結果として以下をもたらす。
【０１１６】
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【数１３】

【０１１７】
　１つまたは複数の用語ｔのグループｇを有するクエリの場合、文書内の用語頻度を、そ
れぞれの文書内の予測において、それらの用語の重みとして考察することができ、および
次いで、所与のクエリに関して、関連性ニューラルネットワークを、一般的に、以下のよ
うに表すことができるように、重みＵij＝βij

*ｘijのセットおよび係数αiを定義するこ
とができ、
【０１１８】
【数１４】

【０１１９】
およびＴＦ．ＩＤＦクエリ関連性得点を実施するように、重みを用いて初期化することが
でき、この場合、
【０１２０】

【数１５】

【０１２１】
このような重みＵは、一般に、内部ノード２８５と出力文書ノード２９０との間のリンク
２８７に関する、図２Ｉの重み２８７ｂに対応する。
【０１２２】
　さらに、前述のように、このような生成されたニューラルネットワークを更新して、フ
ィードバック、およびその領域に関する追加の関連性関係情報を示す他の情報を反映する
ことができる。例えば、以下のように、トレーニング例｛ｔ、ｈ｝のセットに関して、二
次誤差関数を使用することができる。
【０１２３】

【数１６】

【０１２４】
　次いで、確率的勾配降下(stochastic gradient descent)によってネットワーク重みを
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モデルの重みに関するΕの導関数を、以下のように計算することができる。
【０１２５】
【数１７】

【０１２６】
　トレーニング事例を、様々な実施形態において、現在の最も関連する文書に関する値に
等しいか、または当該値よりも多少大きな比率の対象値ｈjのセットに対する所与の文書
のユーザ選択を使用することによって、を含めて、様々な方式で構築することができる。
【０１２７】
　生成されたニューラルネットワークを拡張して、複数の重なり同士の間の、またはそう
でない場合、関連するテーマ間の曖昧さを除去するために有用であり得るなど、用語間の
関係を反映するとき、様々な実施形態では、様々な方式で、学習を実行することができる
。図２Ｋのニューラルネットワーク例２９５ｃは、文書ベースのノード２９０と新しい用
語ベースの出力ノード２８３との間の新しいリンク２９６を備えた、新しい用語ベースの
出力ノード２８３が図示される、このような拡張されたニューラルネットワークを図示す
る。
【０１２８】
　例えば、このような状況において、用語頻度重みＶを固定状態に保つこと、または代わ
りに、誤差逆伝播法を介して重みＵおよびＶの両方を適合させることのどちらかを選択す
ることができる。前述のように、重みＵは、一般に、図２Ｉに示される重み例２８７ｂを
用いた、内部ノード２８５と文書ノード２９０との間のリンク２８７に対応して、および
重みＶは、一般に、図２Ｋに示される重み例２９６ｂを用いた、文書ノード２９０と用語
ベースの出力ノード２８３との間のリンク２９６に対応する。
【０１２９】
　このような状況において、以下のように、曖昧さ除去ｄのために、文書ベースのノード
２９０と新しい用語ベースの出力ノード２８３との間のリンクに関して、１つのさらなる
フィードフォーワードステップを使用することができる。
【０１３０】

【数１８】

【０１３１】
　重みＶが固定される状況において、重みＶは、反転可能であり、および新しいｄに適用
して、適切なフィードバック値ｈを取得することができる。あるいは、重みＵ、およびＶ
、ならびにαlおよびγlを、以下のように、更新された誤差関数Ε(d)を用いて変更する
ことができる。
【０１３２】
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【数１９】

【０１３３】
　この場合、勾配降下学習則は、以下のような形を有する。
【０１３４】

【数２０】

【０１３５】
　加えて、少なくともある実施形態では、「重み減衰」正則化を実施することによって、
学習されたパラメータの範囲を制約することができる。したがって、これは結果として、
Ｕ、Ｖ、αl、ならびにγl内のΕおよびΕ(d)に二次用語を追加することになる。したが
って、異なる重みの導関数は、結果として、重み内のΕおよびΕ(d)の勾配に線形用語を
もたらして、およびｈまたはｄの対象値に対する差異に基づく誤差信号が存在しない場合
、勾配降下をもたらし、その中で急激な減衰を引き起こす。したがって、ｗ（任意のネッ
トワーク重みＵ、Ｖ、αl、およびγl）に関して、勾配に追加用語
【０１３６】
【数２１】

【０１３７】
を追加することができ、式中、Εはパラメータである。
【０１３８】
　このようなニューラルネットワークを生成および更新する実施形態に関する特定の詳細
を記述してきたが、他の実施形態では、他の方式で、他のニューラルネットワークを生成
および／または更新することができることを理解されよう。
【０１３９】
　図２Ａ～２Ｉに関して既に記述された実施例に戻ると、図２Ｊは、それらの実施例を続
け、および特に、集成に関して判定された関連性情報の使用に関係するフィードバックに
基づいて、図２Ｉのニューラルネットワーク２９５ａに関して経時的に発生し得る変更を
図示する。特に、クエリ用語２８０ａおよび２８０ｃに関する文書例１の正規化された文
書関連性値に対して変更を行っている、変更されたニューラルネットワーク２９５ｂを図
２Ｊに図示する。このような変更は、例えば、文書例１が、それらの指定された用語に対
応する最も関連する文書であるという暗黙的なユーザフィードバック、または代わりに、
文書例１のこのような関連性を示す、ユーザからの明示的なフィードバックを反映するた
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めなど、クエリ用語２８０ａおよび２８０ｃを指定した後で再検討または他の使用のため
に、ユーザによって文書例１が繰り返し選択されることに基づくことができる。したがっ
て、文書例１に関する文書関連性数２９７ａを、本実施例では、正規化された文書関連性
数を、指定された差（例えば、本実施例では０．０１）で最も関連する他の文書以上にな
るように変更することによってなど、本実施例では、ユーザフィードバックに基づいて、
すべての文書例の中で文書１が最も関連するように変更している。加えて、より高い正規
化された文書関連性数２９７ａを反映するために、リンクＡ－Ｄ１およびＣ－Ｄ１の値を
、変更された情報２８７ｃに示されるように変更している。本実施例では、変更されたリ
ンクの重みおよび文書関連性数２９７ａを、リンクＡ－Ｄ１およびＣ－Ｄ１の視覚的表現
同様、便宜上、太字で示す。増大された文書関連性値２９７ａを反映する、リンクＡ－Ｄ
１およびＣ－Ｄ１に関する重みに対する変更を、リンク重みを増大した文書関連性数に等
しく、またはその文書関連性数に比例的に対応するように増大することによってなど、様
々な方式で、それらのリンク間で分散することができることを理解されよう。あるいは、
他の実施形態では、この学習は、特定のリンク重みを更新させることができ、および代わ
りに、文書関連性数を生成して、それらの更新されたリンク重みに対応することができる
。
【０１４０】
　加えて、図２Ｊに示されないが、ある実施形態では、文書例１に関する文書関連性得点
の変更および／またはリンクＡ－Ｄ１およびＣ－Ｄ１に関するリンク重みの変更は、他の
生成された文書関連性数および／またはリンク重みに対する変更をさらに引き起こすこと
ができる。例えば、文書例１の関連性を、指定された用語２８０ａおよび２８０ｃに関し
て増大したとき、他の文書例２～４の関連性を、それらの指定された用語２８０ａおよび
２８０ｃに関して低減して、より低い相対的な関連性値を反映することができる。低減し
た場合、判定された文書関連性数２９７ｂ～２９７ｄを、様々な方式で（例えば、比例的
に）低減することができ、ならびに内部ノード２８５ａと２８５ｃとの間のリンク、およ
びそれらの他の文書例２～４に関する対応するリンク重みを低減することができる。本実
施例において、低減させることができる、このような他の情報を、便宜上、イタリック体
で示すが、図示される値を、図２Ｊにおいては調整していない。加えて、ある状況では、
特定の用語を、図２Ａのその用語およびその文書に関する行２１４ｊの値２１２ｅに反映
されるように、入力ノード２８０ｅおよび文書例１において表される用語「起訴」に関し
てなど、特定の文書例に対して関連性がないと判定することができることを理解されよう
。そのように判定された場合、内部ノード２８５ｅと文書例１に対応するノード２９１と
の間のリンクは、存在しない場合があるか、代わりに、存在するが、０の重み値を有する
場合がある。本実施例では、０値の重みを有して、および存在しない場合があるリンク２
８７を、破線を使用して示す。しかし、Ｅ－Ｄ１など、特定のリンクは、０の重みを有し
て、および文書例１など、特定の文書に対する関連性を持たないことが当初判定される場
合があるが、学習、およびその領域に関して判定された関連性情報に関する経時的な他の
変更は、その用語とその文書との間にある関連性が存在することを示すことができ、なら
びにある関連性が存在する場合、変更されたニューラルネットワーク内の対応するリンク
および関連する重みを変更して、およびその変更された、判定された関連性を反映するこ
とができることを理解されよう。
【０１４１】
　加えて、ここでは図示されないが、ある実施形態では、それらのニューラルネットワー
クを作成した後に、他の方式で図２Ｉおよび２Ｊの２９５ａおよび２９５ｂなどのニュー
ラルネットワークを変更することができる。例えば、その集成に関するニューラルネット
ワークを生成および／または更新した後で、その集成に関する追加の文書が利用可能にな
った場合、ある実施形態では、ニューラルネットワーク全体を再度生成せずに、様々な方
式で、追加の文書を既存のニューラルネットワーク内に組み込むことができる。一実施例
として、このような新しい文書に関して、新しい出力ノード２９０を作成することができ
、および内部ノード２８５と出力文書ノード２９０との間に新しいリンク２８７を生成す
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ることができる。さらに、新しいリンク２８７に割り当てられることになる重みを、新し
い文書に対する既存の用語に関して、当初判定された関連性値に基づいて、それらの重み
を初期化することによって、既にニューラルネットワーク内に存在する対応するリンク重
みの平均をとること、またはそうでない場合、既存のリンク重みのうちの一部またはすべ
てに基づいて、新しいリンク重みを生成することによって、（例えば、既に議論されたよ
うに、カルバックライブラ発散統計尺度を使用して文書の類似性を評価することによって
、または代わりに、別の方式で）最も類似する他の既存の文書を判定して、ならびに（例
えば、最も類似する他の既存文書に関する対応する値の平均をとるために）最も類似する
他の既存文書に基づいて新しい文書に関するリンク重みおよび／または文書関連性値を初
期化することによってなど、様々な方式で判定することができる。
【０１４２】
　図２Ｋは、図２Ｉのニューラルネットワーク２９５ａに類似するが、集成に関する、追
加の判定されたテーマ関係の関連性情報を反映する、１つのニューラルネットワーク２９
５ｃ例を図示する。特に、本実施例では、ニューラルネットワーク２９５ｃは、用語に対
応する類似の入力ノード２８０と、内部ノード２８５と、それらの入力用語に基づいて、
その文書に関して判定された、正規化された関連性数に対応する文書ノード２９０とを含
むが、その集成に関する用語に対応する、追加の出力ノード２８３、ならびに文書関連ノ
ード２９０と新しい用語関連出力ノード２８３との間の追加のリンク２９６をさらに含む
。他でより詳細に議論されるように、ある実施形態では、１つまたは複数の第１の用語と
１つまたは複数の他の用語との間の関連性の判定は、それらの文書を使用して、考えられ
る他の関連用語を識別するためなど、第１の用語に関連すると判定される文書に少なくと
も一部基づくことができる。本実施例では、追加の情報２９６ａおよび２９６ｂを示して
、図２Ｉに関して既に記述された方式と類似した方式でリンク２９６の重みを反映する。
【０１４３】
　このニューラルネットワーク例２９５ｃの初めの状態は、初めのクエリ用語例２６５ａ
に基づいて、他の用語の関連性を判定する図２Ｅの実施例に対応する。したがって、例え
ば、図２Ｋに表示された情報２９８は、図２Ｅ内の記入項２７４ｃに関する情報２７２ｅ
に対応する用語「ハンク・アーロン」に関する出力用語２８３ｂに関する用語関連性数２
９８ｂなど、（便宜上、太字で示される）入力用語２８０ａおよび２８０ｃに基づく、特
定の他の出力用語２８３の判定された関連性の表示を含む。用語関連性数２９８ｄおよび
２９８ｅは、入力用語２８０ａおよび２８０ｃに基づいて、出力用語「ホームラン」２８
３ｄおよび「起訴」２８３ｅに関して判定された用語関連性数を同様に示す。
【０１４４】
　図２Ｊの形に類似した方式で、図２Ｌは、特定の入力用語に対する特定の出力用語の関
連性における学習された変更に対応する、図２Ｋのニューラルネットワーク２９５ｃに対
する変更を示す、変更されたニューラルネットワーク２９５ｄを図示する。本実施例では
、現在の関心入力用語は、引き続き、入力ノード２８０ａおよび２８０ｃに対応するクエ
リ用語２６５ａであり、ならびに出力用語「ハンク・アーロン」２８３ｂおよび「ホーム
ラン」２８３ｄに関して判定された関連性を、それらの入力用語に関して、それらの出力
用語の関連性において学習された増大を反映するために変更している。例えば、図２Ｇに
図示されるように、何人かのユーザは、図２Ｇの実施例に関して既に議論したように、用
語「ボンズ」および「ステロイド」を用いて拡張されたクエリにおいて使用するために、
追加用語「ハンク・アーロン」および「ホームラン」を選択した可能性がある。本実施例
では、訂正された用語関連性数２９８ｂおよび２９８ｄを、それぞれ、本実施例では、こ
れらの２つの入力用語に基づく、これらの２つの出力用語に関する関連性数の５０％の増
大に対応する出力ノード２８３ｂならびに２８３ｄに関して選択している。加えて、本実
施例では、影響を受けた出力用語ノード２８３ｂおよび２８３ｄに対する（本実施例では
、図２Ｃおよび図２Ｄに記述されたような文書例１～４を含む）入力用語２８０ａおよび
２８０ｃに最も関連すると判定された文書のサブセットのそれぞれからのリンクに対応す
る、対応するリンク重みをそれに応じて変更している。用語関連性数２９８、および、本
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実施例では、変更されているリンク２９６を、便宜上、太字で示す。
【０１４５】
　加えて、ある実施形態では、リンク２８７のうちのいくつかに関連する重みを、リンク
２９６に対する変更の代わりに、またはリンク２９６に対する変更に加えて、同様に変更
して、内部ノード２８５ａおよび２８５ｃと、文書例１～４のうちの１つまたは複数との
間のリンクに関する重みを増大して、入力用語２８０ａおよび２８０ｃに関する出力用語
２８３ｂならびに２８３ｄの増大した関連性のうちの一部またはすべてに対処するために
などできる。加えて、本実施例では、リンクＤ３－ＢおよびＤ４－Ｂの重みを、図２Ｋに
おいて、０の値を有することから、小さな関連する重みを有するまで増大しているが、他
の実施形態では、０の値を有するこのような重みは増大しなくてもよいことに留意されよ
う。
【０１４６】
　図２Ｍは、ある実施形態において、本実施例では、ＤＳＲＤサービスによって、または
代わりに、関連サービスによってなど、関心１つもしくは複数の領域に関して判定された
関連性情報に関する情報をユーザに提供するために使用可能なＧＵＩ２０５の一実施例を
示す。例えば、図２Ｄ、図２Ｆ、および他に関して既に議論されたように、ある実施形態
では、ユーザの既知の選好に基づいて、ユーザに勧告を提供して、ユーザにやはり好まれ
る可能性があると判定された追加用語を含み、および／またはこのような可能性がある追
加用語に関するコンテンツ項目を含むなどできる。図２Ｍの実施例では、ＧＵＩ２０５を
、特定のユーザに、そのユーザの既知の選好および推定される選好に基づいて、提供して
おり、本実施例では、この特定のユーザは、図９Ｈ～９Ｉに関して既に議論されたユーザ
Ｘである。既に議論されたように、ユーザＸは、野球領域に関して、用語「ハンク・アー
ロン」および「ホームラン」に関して肯定的選好を有して、および用語「ジャイアンツ」
に関して否定的選好を有するとして知られる。それらの既知の選好から、用語「ボンズ」
に関してなど、野球領域に関する他の選好を推定することができる。さらに、図９Ｊにお
いて、アメリカ映画の領域に関してさらに詳細に議論されるように、野球領域において既
知の選好および推定される選好に基づいて、ユーザＸに関する他の領域の選好を同様に推
定することができる。
【０１４７】
　特に、図２Ｍの実施例では、ＧＵＩ２０５は、様々な分類または領域２０７に関する、
様々な既知の用語選好および推定された用語の選好２０８に関する情報を含む、ユーザＸ
（図示せず）に表示されたペイン２０５ａを含む。この図示される実施例では、ペイン２
０５ａのより低いセクション２０６ｅ内の情報が、このような肯定的選好に関する情報を
現在含むように、ユーザＸの肯定的選好に対応するユーザ選択可能タブ２０６ａを現在選
択している。代わりに、ユーザ選択可能タブ２０６ｂが選択された場合、より低いセクシ
ョン２０６ｅ内の情報を更新して、ユーザＸの既知の否定的選好および推定される否定的
選好に関する情報を示すことになる。加えて、より低いセクション２０６ｅ内の拡張のた
めに、分類／領域２０７のうちの１つまたは複数を選択して、「スポーツ」分類／領域２
０７ｃに関して現在示されているように、その分類／領域に関するユーザＸの既知の選好
および推定される選好を示すことができる。特に、本実施例では、それぞれ、用語「ハン
ク・アーロン」、「ホームラン」、および「サンフランシスコフォーティナイナーズ」に
関して既知の選好２０８ｂ～２０８ｄ、ならびに（本実施例では、影付き、またはそうで
ない場合、複数の色を使用するＧＵＩ内に異なる色を用いてなど、強調表示された形で示
され、それが推奨される選好であることをユーザＸに示す）用語「ボンズ」に関して推定
され、推奨される選好２０８を含めて、「スポーツ」分類／領域２０７ｃに関して、４つ
の既知の肯定的用語選好および推定される肯定的用語選好２０８を示す。加えて、本実施
例では、ユーザＸは、ユーザ選択可能なテキスト入力制御２０６ｃおよび選択制御２０６
ｄを使用して、他の選好を指定することができるか、またはそうでない場合、ユーザ選択
可能な制御２０６ｈおよび２０６ｉを使用して、選好を変更および操作することができる
。他のＧＵＩは、様々な方式で、様々なユーザインターフェース制御および操作技術を使
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用して、同じ情報または他の情報を表示することができることを理解されよう。一実施例
として、用語「ボンズ」に関して推奨された用語選好２０８ａが、実際の肯定的選好であ
るか、もしくは否定的選好であるかを選択するため、またはそうでない場合、それを示す
ため、あるいはそうでない場合、推奨された用語選好を現在のビューから除去するための
機構をユーザＸに提供することができる。さらに、ある実施形態および状況は、様々な量
の情報を表示する、異なるサイズのＧＵＩ画面を含み、一度に、（既知の推奨および／ま
たは推定される推奨であるかどうかにかかわらず）さらに多くの用語選好を表示するなど
できる。
【０１４８】
　加えて、図２Ｍの実施例では、ＤＳＲＤサービスと相互に作用する別のサービス（本実
施例では、仮定に基づいた「Ａｍｅｒｉｃａｎ－Ｍｏｖｉｅ－Ｉｎｆｏ．ｃｏｍ」Ｗｅｂ
領域を使用した、映画に関する情報を有するオンラインサービス）に対応するための追加
情報２０５ｂを図示して、ユーザＸの既知の用語選好および推定された用語選好に関する
情報を交換する。ある実施形態では、ペイン２０５ａと同時にまたは連続的になど、ＤＳ
ＲＤサービスのＧＵＩ２０５の追加ペインとして、情報２０５ｂを図示することができる
。他の実施形態では、代わりに、ＧＵＩ２０５から独立した方式で他のサービスによって
、情報２０５ｂをユーザＸに表示することができるか、もしくはそうでない場合、ユーザ
Ｘに提示することができるか、または、代わりに、追加情報２０５ｂのうちの一部もしく
はすべてを、ペイン２０５ａの一部として（例えば、他の映画関連サービスによってＤＳ
ＲＤサービスに提供された情報を図示するためになど、ペイン２０５ａの分類／領域２０
７ｄを拡張することによって、）ユーザＸに表示することができる。さらに、ある実施形
態および状況では、複数のこのような他のサービスが利用可能であってよく、ＤＳＲＤサ
ービスに関連してよく、およびこのようなサービスが利用可能である場合、またはＤＳＲ
Ｄサービスに関連する場合、ユーザ選択可能なドロップダウン制御２０９ａを使用して、
選択制御２０９ｂを使用して、または他の方式で当該サービスを選択することができる。
【０１４９】
　本実施例では、追加情報２０５ｂは、（例えば、ＤＳＲＤサービスによって、他のサー
ビスに予めまたは動的に供給された情報に基づいて、ユーザＸまたは他のソースから予め
取得された他のサービスからの情報に基づいてなど）映画「レイジングブル」に関するユ
ーザＸの既知の選好２１１ａを図示して、ならびに既知の選好２１１ａ、およびＤＳＲＤ
サービスから利用可能な他の選好情報２０８に基づく、ユーザＸに関する３つの、推定さ
れ、推奨される選好２１１ｂ～２１１ｄを図示する。例えば、図９Ｊは、ユーザＸに関す
るこのような選好情報２０８に少なくとも一部基づいて、映画関連選好をどのように判定
することができるかに関する追加の詳細例を提供する。したがって、このように、ＧＵＩ
２０５などのＧＵＩを提供するサービスは、様々なユーザに関する選好関連情報を提供お
よび取得することができ、ならびにこのような情報を使用して、様々な利点をユーザおよ
びサービスに提供することができる。ペイン２０５ａの方式と類似した方式で、他のＧＵ
Ｉは、様々な方式で、ならびに様々な量の情報を用いることを含めて、様々なユーザイン
ターフェース制御および操作技術を使用して、情報２０５ｂの情報などと同じ情報または
他の情報を表示することができることを理解されよう。
【０１５０】
　ニューラルネットワーク例２９５ａ～２９５ｄに関して図示される様々な重み、関連性
数、および他の情報を、図示のために提供して、ならびに他の実施形態では、他の方式を
有することができ、および他の方式で変更することができることも理解されよう。加えて
、図２Ａ～図２Ｍの実施例に図示される情報を、図示のためだけに提供しており、記述さ
れる様々な活動は、他の実施形態では、他の方式で実行することができることを理解され
よう。加えて、様々な他の詳細を、理解のために、抽象的な方式で示しているか、または
図示していない。さらに、他のところでより詳細に議論されるように、様々な実施形態で
は、様々な他のタイプの機能性を、ＤＳＲＤサービスによって提供および使用することが
できる。少数の用語、文書、およびニューラルネットワークノードを図示するが、実際の
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実施形態では、対応する数のニューラルネットワークノードを用いて、数十万の用語およ
び数百万の文書を含むためになど、実際の数量をさらに多くすることができることも理解
されよう。
【０１５１】
　図２Ａ～２Ｍの実施例は、テキスト文書内または他のコンテンツ項目内に存在する用語
を分析することに基づくが、記述される技術を、他の方式で、および他のタイプのコンテ
ンツと共に使用することができることを理解されよう。特に、他のタイプのコンテンツを
有するコンテンツ項目の集成を、分析して、それらのコンテンツ項目のコンテンツの一部
であるか、またはそうでない場合、それらのコンテンツ項目に関連する、任意の他のタイ
プの認識可能な特徴もしくは特性、または他の属性を識別することが可能であり、ならび
にテキスト用語に関して議論された方式と類似の方式で、コンテンツおよび／または他の
このような属性に対する特定の属性の関連性を、判定することができる。このようなコン
テンツ項目属性の非排他的なリストは、以下を含む。すなわち、コンテンツ項目のタイプ
（例えば、音声ストリームまたは音声ファイル、ビデオストリームまたはビデオファイル
、画像など）、コンテンツ項目のソース、画像コンテンツ内またはビデオコンテンツ内の
特定のオブジェクト、ストリーム項目またはファイルコンテンツ項目内の情報の特定のパ
ターン、コンテンツ項目に関連する特定のタイプのメタデータなどである。このような属
性をそれぞれ、用語として扱い、指定された属性に関連する検索結果を提供して、および
／または１つもしくは複数の関連する属性のテーマもしくは他のグループを定義するなど
できる。
【０１５２】
　加えて、図２Ｉ～２Ｌの実施例は、ニューラルネットワークおよび誤差逆伝播法学習を
使用して、判定された関連性情報を経時的に改善することができ、他の実施形態では、他
のタイプの機械学習技術または適応システムを代わりに使用することができる。一実施例
として、ある他の実施形態では、当初判定された関連性情報を、図２Ｉ～２Ｌの実施例で
議論されたのと類似の構造を有する、確率的ベイジアンニューラルネットワークを使用し
て表すことができる、ノード値は、ネットワーク内の先行する結合されたノードからの対
応する入力値に基づく条件付きの確率を表して、確率的信念伝搬を使用して、特定の関連
性値を判定して、および学習は、条件付きの確率値を更新して、フィードバックに経時的
に対応することを含む。
【０１５３】
　加えて、クエリ用語または選好情報を指定するユーザに関する実施例を既に議論したが
、様々な実施形態では、他のタイプの情報を様々な方式で使用することができる。例えば
、ユーザ特有の情報のグループを、自動的に分析して、および使用して、そのユーザに関
する選好情報を判定することができ、その結果、ユーザ特有の情報のグループを、使用し
て、その選好情報に関連する他のコンテンツを自動的に判定することができる。分析可能
な、このようなユーザ特有の情報の非排他的な実施例は、電子メールおよび他の通信のグ
ループ（例えば、特定の期間の間にユーザが送信および／または受信したすべての電子メ
ール、ユーザのブログ内または他の記録セット内の一部もしくはすべての入力など）、様
々なタイプのユーザ動作のログまたは履歴（例えば、実行された検索の履歴および／もし
くは結果として生じる検索結果との相互作用）、ユーザのソーシャルネットワークおよび
他の関係に関する情報などを含む。あるいは、ある実施形態では、代わりに、このような
ユーザ特有の情報の分析に基づいて、ユーザが関心を持つテーマを自動的に判定するため
に、および／またはユーザの現在の関心に関連する、このようなユーザ特有の情報の特定
の断片の取出しを可能にするためになど、そのユーザ（および／または他のユーザ）が関
心を持つ可能性がある文書の集成として、１つまたは複数のこのようなユーザ特有の情報
のグループを扱うことができる。
【０１５４】
　例えば、ユーザは、文書にアクセスしている可能性があり、およびその文書からの情報
のコンテンツを使用して、（例えば、そのユーザのコンピューティングシステムから、イ
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ンターネットまたは他の外部ネットワークもしくはデータストアからなど）他の関連する
コンテンツ項目を識別することができる。１つの特定の説明に役立つ実施例として、ユー
ザ、ジョン・ドウは、その履歴書を編集している場合があり、ならびにそのユーザの電子
メールストアおよびＷｅｂから関連する職業履歴データまたは他の関連データを取得する
ことを望むことができる。電子メールストアは、例えば、会社１および会社２に関してそ
のユーザによって行なわれた過去の仕事に関する電子メールを有して、それらの電子メー
ルのヘッダは、それぞれの会社名を含むことができる。（ローカルであれ、リモートであ
れ）そのユーザに関するデータストアは、そのユーザの１つもしくは複数の過去の履歴書
または履歴書サンプルを含むこともでき、および仕事関連のソーシャルネットワーキング
サイトは、そのユーザの過去の雇用の履歴を有することができる。このような状況で、特
定のユーザが履歴を開いた状況を使用して、そのユーザがクエリ用語「ドウ」を用いて指
定する検索を自動的に拡張または補完することができ、追加のクエリ用語「ジョン」、「
会社１」、「会社２」、「履歴書」、その履歴書からの職種もしくは記述情報、その履歴
書もしくは他の格納されたプロファイルからのそのユーザに関する地理的場所情報、また
はそのユーザに関する選好情報などのうちの１つまたは複数を追加するなどできる。拡張
された検索は、次いで、会社１および会社２に関してユーザによって行なわれた過去の仕
事に関係する電子メール、会社１および会社２に関する他の格納された文書、過去の履歴
書または履歴書の例、仕事関連のソーシャルネットワーキングサイトからの雇用履歴情報
など、様々なタイプの関連文書または他の情報を識別することができる。
【０１５５】
　関心領域に関する関連性情報を判定する実施例、およびこのような判定された関連性情
報の考えられる使用に関する追加の詳細は、そのそれぞれの全体が、参照により本明細書
に組み込まれている、２００８年１２月１２日に出願した、「Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐ
ｒｏｆｉｌｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，Ｓｔｏｒａｇｅ，Ｕｓｅ，ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ　Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ」という表題の特許文献１、２００８年１２月１２日に出願し
た、「Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｂａｓ
ｅｄ　ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」という
表題の特許文献２、２００９年２月２５日に出願した、「Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　Ｒｅ
ｌｅｖａｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｄｏｍａｉｎｓ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅ
ｓｔ」という表題の特許文献３、２００９年２月２５日に出願した、「Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
ｉｃ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，Ｓｔｏｒａｇｅ，Ｕｓｅ，ａｎｄ　Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ　Ｆｏｒ　Ｔａｋｉｎｇ　Ａｃｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ｔｈｅｒｅｏｎ」と
いう表題の特許文献４、２００９年２月２５日に出願した、「Ｐｌａｔｆｏｒｍ　ｆｏｒ
　Ｄａｔａ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ，Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ，Ｒｕｌｅ　Ｅｖａ
ｌｕａｔｉｏｎ，Ａｎｄ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓ　Ｔｈｅｒｅｏｆ，Ｕｓｉｎｇ　Ｔ
ｅｍｐｌａｔｅｄ　Ａｕｔｏ－Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ」という表題の特許文献５において
利用可能である。
【０１５６】
　さらに、他のところでより詳細に記述されるように、これらの記述された技術を、関連
するコンテンツ項目を識別または取り出す以外の状況において使用することができる。例
えば、コンテンツ項目の第１のグループの自動化された分析を使用して、（例えば、一致
するパターンまたは類似のパターンを有するデータに基づいて）第１のグループのコンテ
ンツ項目内のデータのタイプまたは分類に対応するテーマを識別することができ、および
それらの識別されたテーマを使用して、クエリ用語として使用される、別のデータ項目の
タイプを分類して、またはそうでない場合、当該タイプを判定することができる。１つの
説明に役立つ実施例として、暗号化方式のタイプに対応するテーマを識別するように、様
々なタイプの暗号化されたデータを分析することができる。暗号化されたファイル、もし
くは暗号化されたデータの他の断片を、後で供給する場合、またはそうでない場合、それ
らを指定する場合、ＤＳＲＤサービスを自動的に使用して、その指定されたデータ断片を
暗号化するために使用される可能性が最も高い暗号化方式のうちの１つまたは複数を識別
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することができる。より一般的には、コンテンツ項目の第１のグループから識別されたテ
ーマは、後のクエリが、１つもしくは複数の対応する識別されたテーマを、考えられる解
決法として自動的に判定するあるタイプの数学的な問題または他の問題を提示することが
できるような、対象範囲に関連する有効なタイプの解決法とすることができる。これらの
記述された技術を、様々な他の方式で同様に使用することができることを理解されよう。
【０１５７】
　図３は、関心領域に関する関連性情報を判定する技術を実行するのに適したシステムの
一実施形態例を示すブロック図である。特に、図３は、ＤＳＲＤシステム３４０の一実施
形態を実行するのに適したコンピューティングシステム３００、ならびに様々なユーザコ
ンピューティングシステム３５０、ならびに他のコンピューティングシステム３６０、３
７０、および３８０を図示する。図示される実施形態では、コンピューティングシステム
３００は、ＣＰＵ３０５と、様々なＩ／Ｏ構成要素３１０と、記憶装置３２０と、メモリ
３３０とを含む構成要素を有する。図示されるＩ／Ｏ構成要素は、ディスプレイ３１１と
、ネットワーク接続３１２と、コンピュータ可読媒体ドライブ３１３と、他のＩ／Ｏデバ
イス３１５（例えば、キーボード、マウス、スピーカなど）とを含む。加えて、図示され
るユーザコンピューティングシステム３５０は、ＣＰＵ３５１と、Ｉ／Ｏ構成要素３５２
と、記憶装置３５４と、メモリ３５７と含めて、サーバコンピューティングシステム３０
０の構成要素に類似した構成要素を有するが、一部の詳細（例えば、特定のＩ／Ｏ構成要
素）は図示されない。他のコンピューティングシステム３６０、３７０、および３８０は
それぞれ、コンピューティングシステム３００に関して図示される構成要素のうちの一部
またはすべてに類似する構成要素を含むこともできるが、このような構成要素は、説明を
簡潔にするために、本実施例では図示されない。
【０１５８】
　ＤＳＲＤシステム３４０は、ＤＳＲＤサービスの一実施形態を提供するためになど、Ｃ
ＰＵ３０５によってメモリ３３０内で実行可能なソフトウェア命令を含むことができる。
特に、ＤＳＲＤシステム３４０は、（例えば、インターネットおよび／またはＷＷＷを経
由して、プライベートセルラーネットワークを経由してなど）ネットワーク３９０を介し
て、コンピューティングシステム３５０、３６０、３７０、および３８０のうちのいくつ
かまたはすべてと相互に作用して、情報および要求を取得して、および、応答して情報を
提供する。例えば、ＤＳＲＤシステム３４０は、本実施例では、要求された検索結果およ
び／または領域に関して判定されたテーマもしくは他の用語間関係に関する情報を提供す
る要求、ならびに、それに応じた応答など、ユーザコンピューティングシステム３５０と
相互に作用している様々なユーザ（図示せず）から要求を受信する。ある実施形態では、
ＤＳＲＤシステム３４０は、（それらのユーザから直接的であれ、それらのユーザの代わ
りに別のシステムからであれ）特定のユーザの代わりにユーザ特有の勧告の要求を受信し
て、および領域特定の判定された関連性情報に少なくとも一部基づく、対応するユーザ特
有の勧告を提供することをさらにすることができるが、他の実施形態では、１つもしくは
複数の他のシステム３３５および／または３６５は、代わりに、ＤＳＲＤシステム３４０
によって提供された領域特定の判定された関連性情報を使用して、このようなユーザ特有
の勧告を生成および提供することができる。加えて、ユーザコンピューティングシステム
３５０のうちの１つまたは複数は、他のところでより詳細に議論されるように、ＤＳＲＤ
システム３４０と相互に作用して、様々な他のタイプの動作を実行して、ユーザ動作に関
する様々なタイプのフィードバックを提供するなどできる。他のコンピューティングシス
テム３５０は、ＤＳＲＤシステム３４０との相互作用の一部として、様々なソフトウェア
を実行している場合がある。例えば、ユーザコンピューティングシステム３５０はそれぞ
れ、Ｗｅｂブラウザ３５８または他のソフトウェアをメモリ３５７内で実行しており、Ｄ
ＳＲＤシステム３４０と相互に作用して、ＤＳＲＤシステム３４０によって提供されたＤ
ＳＲＤサービスのＷｅｂベースのＧＵＩと相互に作用することができる。
【０１５９】
　領域特定の関連性情報を判定するため、ＤＳＲＤシステム３４０は、領域特定の文書ま
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たは他のコンテンツを１つもしくは複数のソースから取得して、およびその情報を分析し
て、領域特定の関連性情報を自動的に判定する。様々な実施形態において、領域特定のコ
ンテンツのソースは異なり、ローカル記憶装置３２０上の領域関連情報３２２、他のリモ
ートコンピューティングシステム３７０上のオプションの領域情報３７５、１人もしくは
複数のユーザによる分析のために、ユーザコンピューティングシステム３５０から、およ
び／または他のコンピューティングシステム３６０上のオプションの他のシステム３６５
から供給された情報などをオプションで含めなどできる。他のコンピューティングシステ
ム３６０上のオプションの他のシステム３６５、および／または、メモリ３３０内で実行
しているオプションの他のシステム３３５は、様々な実施形態において、（例えば、ユー
ザコンピューティングシステム３５０のユーザと相互に作用するために）判定された関連
性情報をＤＳＲＤシステム３４０から取得して、ならびにその取得された情報を様々な方
式で使用する関連サービス、および／または分析するためにコンテンツをＤＳＲＤシステ
ムに提供するコンテンツ提供サービスなど、様々な方式を有することができる。例えば、
特定のオプションの他のシステム３６５は、領域情報を維持して、分析するためにそれを
ＤＳＲＤシステム３４０に提供して、ならびに結果として生じる判定された関連性情報を
ＤＳＲＤシステム３４０から取得して、およびこれを使用することができるが、関連性情
報（例えば、テキスト分析情報、生成されたニューラルネットワークなど）の判定の際に
ＤＳＲＤシステム３４０によって使用される情報のうちの少なくともいくつかは、コンピ
ューティングシステム３００上に格納されており、および他のシステム３６５に提供され
ない。あるいは、他の実施形態では、ＤＳＲＤシステム３４０は、任意のこのようなオプ
ションの他のサービスと相互に作用せずに、１つまたは複数の領域に関して判定された関
連性情報を生成して、およびこれを使用することができる。さらに、１人または複数のオ
プションの他の第３者は、様々な他の方式で、他のコンピューティングシステム３８０の
うちの１つまたは複数を使用して、およびＤＳＲＤサービスと相互に作用することができ
る。
【０１６０】
　１つまたは複数の関心領域に関する情報３２２（例えば、分析されるべき領域特定のコ
ンテンツ、または既に分析されている領域特定のコンテンツ）と、領域特定のコンテンツ
の分析の結果に関係する情報３２４（例えば、生成されたニューラルネットワークデータ
構造、用語間関係の確率表示を含むベイジアンネットワークデータ構造、確率表示情報の
サブセットを表す、生成された決定木データ構造など、領域特定の関連性情報、判定され
た得点、ならびに特定の用語、テーマ、および文書に関係する他の情報など）と、様々な
領域特定の情報および他のフィードバック情報とのユーザの相互作用に関する情報を反映
するための情報３２６と、様々なユーザ情報３２８（例えば、特定の用語を選好するか、
もしくは他の関心、または通信機構もしくは相互作用機構に関係するより一般的な選好）
となど、ＤＳＲＤシステム３４０の動作に関する様々な情報を、記憶装置３２０または他
の場所に（例えば、１つまたは複数の他のコンピューティングシステム３８０上にリモー
トで）格納することができる。他の実施形態では、ＤＳＲＤシステム３４０によって使用
もしくは生成される情報のうちの一部もしくはすべてを、他のコンピューティングシステ
ム３８０上、または他の記憶ノード／記憶システム（図示せず）上を含めて、他の方式で
格納することができる。ＤＳＲＤシステム３４０は、（例えば、判定された関連性情報を
ユーザに提供するときに）ユーザとのＤＳＲＤシステム３４０の相互作用に基づいて、情
報を生成することによって、ユーザと相互に作用し、およびＤＳＲＤシステム３４０から
判定された関連性情報をそれらのユーザに提供する、オプションの他のシステム３３５お
よび／または３６５から、フィードバック情報を生成するためにユーザと相互に作用して
いる、１つまたは複数のシステムによってなど、様々な方式でフィードバック情報３２６
を取得することができる。
【０１６１】
　コンピューティングシステム３００、３５０、３６０、３７０、および３８０は、単な
る実例であり、本発明の範囲を限定することが意図されないことを理解されよう。これら



(62) JP 5379239 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

のコンピューティングシステムは、代わりに、それぞれ、複数の相互に作用しているコン
ピューティングシステムまたはコンピューティングデバイスを含むことができ、およびこ
れらのコンピューティングシステムを、インターネットなど、１つまたは複数のネットワ
ークを介して、Ｗｅｂを経由して、またはプライベートネットワーク（例えば、移動体通
信網など）を経由して、を含めて、図示されない他のデバイスに接続することができる。
より一般的には、コンピューティングシステムは、デスクトップまたは他のコンピュータ
、データベースサーバ、ネットワーク記憶デバイスおよび他のネットワークデバイス、Ｐ
ＤＡ、携帯電話および無線電話および他の電話システム、ポケットベル、電子手帳、イン
ターネット機器、（例えば、セットトップボックスおよび／またはパーソナルビデオレコ
ーダ／デジタルビデオレコーダを使用する）テレビベースのシステム、ブロードキャスト
システム、ならびに任意の適切な通信プロトコルを使用する適切な通信機能を含む、様々
な他の消費者製品を含むが、これらに限定されない、相互に作用して、記述されるタイプ
の機能性を実行することができるハードウェアまたはソフトウェアの任意の組合せを含む
ことができる。加えて、図示されるＤＳＲＤシステム３４０によって提供される機能性を
、ある実施形態では、他のところでより詳細に議論されるように、様々なモジュール内に
分散することができる。同様に、ある実施形態では、ＤＳＲＤシステム３４０の機能性の
うちのいくつかは、提供されない場合があり、および／または他の追加の機能性が利用可
能な場合もある。
【０１６２】
　使用されている間に、メモリ内または記憶装置上に格納されているとして、様々な項目
を図示するが、メモリ管理およびデータの完全性のために、メモリと他の記憶デバイスと
の間で、これらの項目またはそれらの部分を転送することができることを理解されよう。
あるいは、他の実施形態では、ソフトウェアモジュールおよび／またはシステムのうちの
一部もしくはすべては、メモリ内または別のデバイス上で実行して、およびコンピュータ
間通信を経由して、図示されるコンピューティングシステムと通信することができる。さ
らに、ある実施形態では、１つもしくは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、標準
の集積回路、（例えば、適切な命令を実行することによって、ならびにマイクロコントロ
ーラおよび／または埋込み式コントローラを含む）コントローラ、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、複合プログラマブル論理素子（ＣＰＬＤ）など、ならび
にＲＦＩＤ技術を用いるデバイスに限定されないが、これらを含めて、ファームウェア内
および／またはハードウェア内で少なくとも一部など、他の方式で、システムおよび／ま
たはモジュールのうちの一部もしくはすべてを実装することできるか、または提供するこ
とができる。モジュール、システム、およびデータ構造のうちの一部またはすべてを、１
つもしくは複数のこのようなコンピュータ可読媒体上に格納されて、および適切な読取り
デバイスによって読取り可能な１つもしくは複数のバーコード内または他の関連コード内
で符号化されるなどを含めて、ハードディスク、メモリ、ネットワーク、または適切なド
ライブによってもしくは適切な接続を経由して読み取られることになる携帯用メディア商
品などのコンピュータ可読媒体上に（例えば、ソフトウェア命令または構造化されたデー
タとして）格納することができる。これらのシステム、モジュール、およびデータ構造を
、生成されたデータ信号として（例えば、搬送波の一部として）、無線ベースの媒体、お
よび有線ベース／ケーブルベースの媒体を含む様々なコンピュータ可読伝送媒体上で送信
することができ、および様々な方式をとり、またはより一般的には、任意のコンピュータ
可読媒体上で仲介することができる。このようなコンピュータプログラム製品は、他の実
施形態では、他の方式をとることもできる。したがって、本発明を、他のコンピュータシ
ステム構成を用いて実施することができる。
【０１６３】
　図４は、ＤＳＲＤサービスルーチン４００の一実施形態例のフロー図である。関心領域
に関する関連性情報の判定、ならびにユーザまたは他のエンティティとの対応する相互作
用を管理するためになど、例えば、図１Ａ～図１ＣのＤＳＲＤサービス１０５および／ま
たは図３のＤＳＲＤシステム３４０の実行によってこのルーチンを提供することができる
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。図示される実施形態では、このルーチンは、（例えば、ＤＳＲＤサービスの人間のオペ
レータによって指令されるように、第３者エンティティによって要求されるようになど）
特定の領域に関する情報を前処理して、このような情報に基づいて、後の要求に応答する
際に使用するために、少なくともいくつかのタイプの領域特定の関連性情報を判定して、
または代わりに、少なくともある状況では、ユーザもしくは他のエンティティからの要求
に応答して、少なくともあるタイプの領域特有の関連性情報を動的に生成するためになど
、１つまたは複数の関心領域に関する情報を様々な時点で分析する。
【０１６４】
　図示される実施形態では、このルーチンは、要求または他の情報の表示を受信するブロ
ック４０５から始まる。このルーチンは、ブロック４１０に続き、表示された領域に関す
る関連性関連情報を判定するため、要求を受信するか、または分析されることになる領域
特有のコンテンツを提供しているかを判定して、および受信された場合または提供された
場合、ブロック４１５に続く。ブロック４１５～４５０において、このルーチンは、次い
で、領域特有の情報を分析して、その領域に関する関連性関連情報を判定して、および後
で使用するために、その情報を格納する。加えて、ブロック４１５～４５０を、関心領域
に関する関連性関連情報の初めの判定を実行するとして図示するが、少なくともある実施
形態では、ブロック４１５～４５０のうちの一部またはすべてを、同様に実行して、ユー
ザフィードバックに基づいて、予め判定された関連性情報を訂正するために、および／ま
たは新たに利用可能な領域特有のコンテンツに基づいて、予め判定された関連性情報を拡
張するためになど、予め判定された関連性を変更することができる。
【０１６５】
　特に、ブロック４１５において、このルーチンは、領域に関する文書または他の領域特
定の情報を取得して、ブロック４０５で現在受信されている文書、予め受信されて、およ
び後で使用するために格納された文書、ブロック４０５で受信された要求において指示さ
れた外部位置から取り出された文書など、分析される。ブロック４１５の後で、このルー
チンは、４２０に続き、領域分析マネージャルーチンを実行して、利用可能な領域特有の
コンテンツに関する用語情報を分析してこのようなルーチンの一実施例を、図５に関して
示している。ブロック４２０の後で、このルーチンは、ブロック４３０に続き、用語間関
連性判定マネージャルーチンを実行して、（例えば、ブロック４２０によって生成された
データに基づいて）その領域に関する、関連する用語間関係（例えば、テーマ関連情報）
を判定して、このようなルーチンの一実施例を、図６に関して示している。ブロック４３
０の後で、このルーチンは、ブロック４４０に続き、関連性文書判定マネージャルーチン
を実行して、（例えば、ブロック４２０によって生成されたデータに基づいて）特定の用
語およびテーマに関連する領域の特定の文書を判定して、このようなルーチンの一実施例
を、図７に関して示している。ブロック４４０の後で、このルーチンは、ブロック４４５
に続き、用語関係勧告生成マネージャルーチンを実行して、このような用語間関係に少な
くとも一部基づいて、ユーザ特有の勧告を生成する際に後で使用するために、（例えば、
ブロック４３０および／または４４０によって生成されたデータに基づいて）領域（１つ
または複数）に関する特定の用語間の関係の確率表示を生成して、このようなルーチンの
一実施例を、図８Ａ～８Ｂに関して示している。ブロック４４５の後で、ブロック４４７
に続き、ルーチンをオプションで実行するか、またはそうでない場合、（例えば、このよ
うな指示された用語および／または追加用語に少なくとも一部基づいて、ユーザ特有の勧
告を生成する際に後で使用するために）図１Ａに関して議論されたオプションのモジュー
ル１２７によって実行することができるような、分析されている領域に関係する関心の特
定の用語に関連するコンテンツ項目（例えば、ブロック４４５の用語関係勧告生成マネー
ジャルーチンの出力に基づいてなど、他の指示された用語に関して特定の関心があるとし
て識別された追加用語コンテンツ項目）を識別する働きをするが、ある実施形態では、こ
のようなコンテンツ項目の識別は、この時点で実行されないか、まったく実行されない。
ブロック４４７の後で、このルーチンは、ブロック４５０に続き、その情報を、要求に応
答して動的に判定した場合、または先の要求に対処するために供給している場合など、ブ
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ロック４２０～４４５から判定された関連性情報を格納して、および／または、判定され
た関連性情報のうちの一部もしくはすべてをリクエスタにオプションで提供する。ブロッ
ク４２０～４４５から判定された関連性情報を、揮発性メモリ記憶装置および／または不
揮発性記憶装置を含めて、様々な方式で格納することができ、ならびに他のところでより
詳細に議論されるように、（例えば、ニューラルネットワーク、ベイジアンネットワーク
、決定木など）様々な方式で格納することができる。
【０１６６】
　そうではなく、ブロック４１０において、別のタイプの要求または情報を受信したこと
が判定された場合、このルーチンは、代わりにブロック４６０に続き、要求を受信して、
指示された領域に関して判定された関連性情報を提供するかどうかを判定する。このよう
な判定された関連性情報を、様々な理由で、および検索要求に応答して、またはユーザが
１つもしくは複数の関心テーマに関する情報を指定するのを支援する一環としてなど、様
々な時点で、ならびに（例えば、ユーザのクライアントデバイス上の表示もしくは他の提
示のためにユーザに提供されたＷｅｂページまたは他の情報スクリーンの一部として、そ
のサービスによって使用されることになる情報の要求に応答して、別のサービスに対して
、など）様々な方式で提供することができる。ブロック４６０において、要求を受信して
、指示された領域に関して判定された関連性情報を提供することを判定した場合、このル
ーチンは、ブロック４６５に続き、その要求された関連性情報を既に判定して、およびブ
ロック４１５～４５０において後で使用するために格納しているかどうか、または要求さ
れた関連性情報のうちの一部もしくはすべてを動的に生成するべきかどうかを判定する。
他の実施形態では、このような要求に応答して提供された関連性情報を常に予め判定して
、および格納しているか、もしくは、常に、動的に判定している場合、またはその要求が
、格納された情報もしくは動的に判定された情報を提供するかどうかを指定する場合など
には、このような判定を行わなくてもよい。図示される実施形態では、ブロック４６５に
おいて、格納された関連性情報を使用することを判定した場合、このルーチンは、ブロッ
ク４７０に続き、予め判定されて、および格納された情報から、要求された関連性情報を
取得する。
【０１６７】
　加えて、様々な実施形態では、様々な方式でブロック４７０の動作を実行することがで
きる。例えば、ある実施形態では、少なくともあるタイプの判定された関連性情報は、そ
の情報を受信することが許可されたユーザ、または他のエンティティのサブセットにだけ
利用可能な場合あり、およびそのように利用可能である場合、ブロック４６０～４７５の
うちの１つまたは複数に関する動作は、そのリクエスタが要求された情報を受信すること
を許可する（例えば、その情報にアクセスするために適切な料金を支払っている、機密の
要求された情報を受信することが許可されているとして検証されている特定の識別性を有
する、など）かどうかを判定することをさらに含むことができる。加えて、電子メッセー
ジ、または関連サービスによってなど、ＤＳＲＤサービスによって提供された１つもしく
は複数のＡＰＩを使用したプログラマブル相互作用を含めて、様々な方式で、要求を受信
することができ、および情報を提供することができる。あるいは、（例えば、Ｗｅｂベー
スの情報検索ＧＵＩ、またはＤＳＲＤサービスもしく他の関連サービスによって提供され
た他のＧＵＩに基づいて）ユーザからＷｅｂベースの要求を受信することができ、および
要求された情報を、その要求に応答して送信された、１つまたは複数の生成されたＷｅｂ
ページの一部としてユーザに供給することができる。
【０１６８】
　代わりに、ブロック４６５において、要求された関連性情報のうちの少なくともいくつ
かを動的に取得することを判定した場合、このルーチンは、代わりに、ブロック４７５に
続き、その情報を動的に取得することを実行する。特に、ルーチン例４００に示されるよ
うに、ブロック４７５の実行は、ブロック４２０～４４５（ならびに、存在する場合、オ
プションで、ブロック４４７）に対応する他のルーチンのうちの１つまたは複数を実行す
ることと、および結果として生じる情報をルーチンから取得することとを含むことができ
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る。加えて、ここでは図示しないが、ある実施形態では、ブロック４７５の実行は、同様
にブロック４１５の実行を開始することによってなど、分析されることになる文書もしく
は他のコンテンツを取得することをさらに含むこともでき、または代わりに、使用される
ことになる、このようなコンテンツを、ブロック４７５の実行の一環として、ブロック４
０５において受信して、ならびにブロック４２０～４４５（および／または、オプション
のブロック４４７）に対応する、ルーチンのうちの１つまたは複数に提供することができ
る。ブロック４７０または４７５の後で、このルーチンは、ブロック４８０に続き、他で
より詳細に議論されるように、様々な実施形態では、様々な方式で実行可能な、取得され
た情報をユーザまたは他のリクエスタに提供する。さらに、ブロック４８０の実行は、少
なくともある状況では、当初、ある情報を提供するために、および後で、追加情報の情報
を提供するために、または初めの情報の提供の後で、ユーザもしくは他のリクエスタによ
ってとられた行動に基づいて、そのユーザもしくは他のリクエスタとの他の相互作用を実
行するためになど、ユーザまたは他のリクエスタとの複数の相互作用を含むことができる
ことを理解されよう。ブロック４８０の後で、このルーチンは、ブロック４８５に続き、
ユーザもしくは他のリクエスタによって提供された関連性情報の使用からフィードバック
をオプションで取得または判定して、および取得または判定した場合、図示された実施形
態では、学習動作を実行する際に後で使用するために、フィードバックを維持して、予め
判定された関連性情報を改善する（他の実施形態では、このルーチンは、代わりに、少な
くともある状況では、フィードバック情報を使用して、ブロック４２０～４４５のうちの
１つまたは複数に対応するルーチンを再度実行するためになど、任意のこのような取得さ
れたフィードバックを速やかに使用することができる）。
【０１６９】
　代わりに、ブロック４６０において、表示された領域に関して判定された関連性情報を
提供する要求を受信していないことを判定した場合、このルーチンは、代わりに、ブロッ
ク４６２に続き、１つまたは複数の表示された領域に関して判定された関連性情報に基づ
いて、ユーザにユーザ特有の勧告を提供することに関する要求を、ユーザからまたはユー
ザの代わりに（例えば、そのユーザと相互に作用している別のサービスから）受信してい
るかどうかを判定する。受信している場合、このルーチンは、ブロック４６４に続き、用
語関係勧告生成マネージャルーチンを実行して、ブロック４４５に関して予め生成された
確率表示、または代わりに、現在の要求に応答している時に動的に生成される確率表示な
ど、領域（１つもしくは複数）に関する特定の用語間の関係の確率表示に基づいて指示さ
れた領域（１つもしくは複数）に関する、ユーザに関するユーザ特有の勧告を生成する。
他の実施形態では、別のサービスは、代わりに、ブロック４４５で実行されたルーチンが
、後で使用するために、用語間関係情報の確率表示を単に生成して、およびその生成され
た情報を（例えば、ブロック４５０、４８０、４９０のうちの１つまたは複数に関してな
ど）他のサービスに提供するように、ＤＳＲＤサービスによって生成された確率表示情報
を使用して、このようなユーザ特有の勧告を提供することができる。ブロック４６４の後
で、このルーチンは、ブロック４８０に続き、生成された勧告情報をリクエスタに提供す
る。
【０１７０】
　代わりに、ブロック４６２において、指示された領域に関して判定された関連性情報に
基づいて勧告を提供する要求を受信していないことを判定した場合、このルーチンは、代
わりに、ブロック４９０に続き、１つまたは複数の他の表示された動作を適切に実行する
。例えば、ブロック４９０において、分析されることになる新しい領域に関する情報およ
び／または関連性情報を予め判定した領域に関する新しい情報もしくは更新された情報な
ど、領域特定のコンテンツを受信して、および後で分析するために格納することができる
。あるいは、ブロック４９０において、予め判定された関連性情報の使用に関するフィー
ドバック情報など、他のタイプの情報を受信して、および使用することができ、ならびに
様々な方式で使用することができる。例えば、１つまたは複数の予め定義された基準を、
（例えば、取得された最少量のフィードバックまたは最大量のフィードバック、対応する
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関連性情報のこれまでの判定以来の最少時間量または最大時間量などに基づいて）ブロッ
ク４９０で受信されたフィードバックおよび／またはブロック４８５で格納されたフィー
ドバックによって満たす場合、他のところでより詳細に記述されるように、このフィード
バック情報を使用して、ブロック４２０～４４５のうちの１つまたは複数に対応する、こ
れらのルーチンの追加の実行を始動して、予め判定された関連性情報を学習および更新す
ることができる。加えて、ブロック４９０において、ＤＳＲＤサービスが相互に作用する
ユーザもしくは他のエンティティからの要求、またはＤＳＲＤサービスの人間のオペレー
タからの要求など、（例えば、後続のフィードバック情報、利用可能な後続の追加の領域
特有のコンテンツなどに基づいて）予め判定された関連性情報を更新する要求など、他の
タイプの要求を受信して、および処理することができる。同様に、ＤＳＲＤサービスの人
間のオペレータから様々な管理要求を受信して、および処理することができる。
【０１７１】
　ブロック４５０、４８５、または４９０の後で、このルーチンは、ブロック４９５に続
き、終了するための明示的な指示を受信するまでなど、継続するかどうかを判定する。継
続することを判定した場合、このルーチンはブロック４０５に戻り、およびそうでない場
合、ブロック４９９に続き、および終了する。
【０１７２】
　図５は、領域分析マネージャルーチン５００の一実施形態例のフロー図である。領域に
関する領域特有のコンテンツを分析して、特定の文書内の特定の用語、およびすべての文
書を通した特定の用語の使用を判定するためになど、例えば、図１ＡのＤＳＲＤサービス
１０５の領域分析マネージャモジュール１１０および／または図３のＤＳＲＤシステム３
４０のモジュールの実行によって、このルーチンを提供することができる。加えて、少な
くともある状況では、図４のブロック４２０の実行に基づいてルーチン５００を実行する
ことができる。本実施例では、ルーチン５００を、領域に関する領域特定のコンテンツの
初めの分析に関して実行するが、他の実施形態では、同様に実行して、他の文書の先の分
析が完了した後で、領域に関して利用可能になる追加の文書を分析するためになど、予め
分析された情報を更新することができる。さらに、他のルーチンの方式と類似の方式で、
ルーチン５００は、その判定された領域の使用に先立って、ならびに、このような情報に
関する要求に応答して動的に、領域に関する用語分析情報を判定することができる。
【０１７３】
　このルーチンの図示された実施形態は、領域に関して分析されることになる文書の指示
または別の要求を受信するブロック５０５から始まる。このルーチンは、ブロック５１０
に続き、分析されることになる文書を受信したかどうかを判定する。受信した場合、この
ルーチンは、ブロック５１５に続き、それらの文書のそれぞれを分析して、それらの文書
内に存在する用語を判定する。加えて、他のところでより詳細に議論されるように、文書
に関する用語の判定は、様々な実施形態において、様々なタイプの用語処理を含み、（例
えば、そこから関連用語の組合せが生じる用語を使用して）用語を正規化して、共通の用
語（例えば、「ｔｈｅ」、「ａ」、「ａｎ」、「ｏｆ」、「ａｎｄ」など）または他の指
示された用語を除去して、後で分析するために複数の語を単一の用語に共に集約して、文
書内の用語のインデックスを生成するなどできる。ブロック５１５の後で、このルーチン
は、ブロック５２０に続き、それぞれの文書の用語に関する用語頻度判定を実行して、お
よびブロック５３０において、それらの文書のすべてを通してそれぞれの用語に関する逆
文書頻度判定を実行する。ブロック５４０において、このルーチンは、次いで、ブロック
５２０および５３０において生成された情報に基づいて、それぞれの用語および文書の組
合せに関するＴＦ－ＩＤＦ得点を判定する。ブロック５４０の後で、このルーチンは、ブ
ロック５６０に続き、後で使用するために、判定された情報を格納して、および（例えば
、図４のブロック４７５に関してなど、判定された情報に関するルーチン５００の動的な
起動に対する応答として、または図４のブロック４３０および／もしくは４００に対応し
てなど、図６の関連テーマ判定マネージャルーチン６００および／もしくは図７の関連文
書判定マネージャルーチン７００による使用のために）その判定された情報を出力として
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オプションで提供する。
【０１７４】
　代わりに、ブロック５１０において、分析されることになる文書を受信しなかったこと
を判定した場合、このルーチンは、代わりに、ブロック５８５に続き、１つまたは複数の
他の指示された動作を適切に実行する。例えば、これらの他の動作は、予め生成された文
書用語分析情報に関する要求、予め判定された文書分析情報を更新して、利用可能な新し
い領域特有のコンテンツを反映する要求、ＤＳＲＤサービスの人間のオペレータからの管
理要求などを受信して、これらに応答することを含むことができる。他のところでより詳
細に議論されるように、予め判定された文書分析情報を更新して、利用可能な新しい領域
特有の文書を反映するとき、このルーチンは、ある実施形態では、それらの新しい文書に
関して、ステップ５１５～５６０を実行することができる一方、他の実施形態では、この
ような新しい文書を（例えば、１つもしくは複数の類似性測定値に基づいて、新しい文書
が最も類似する、１つもしくは複数の他の予め分析された文書を識別することによって、
および新しい文書を表すために、他の識別された文書（１つもしくは複数）内の用語に関
して判定されたＴＦ－ＩＤＦ得点を使用してなど、新しい文書を表すための他の識別され
た文書（１つもしくは複数）に関して分析された関連性情報を平均化して、またはそうで
ない場合、使用することによって）他の方式で分析して、またはそうでない場合、このよ
うな新しい文書を組み込むことができる。
【０１７５】
　ブロック５６０または５８５の後で、このルーチンは、ブロック５９５に続き、終了す
るための明示的な表示を受信するまでなど、継続するかどうかを判定する。継続すること
を判定した場合、このルーチンはブロック５０５に戻り、およびそうでない場合、ブロッ
ク５９９に続き、および終了する。図５の様々なブロックは、様々な実施形態において、
（例えば、複数のコンピューティングシステム上で分散された方式で）連続または並行し
て、異なる文書を分析することによって、を含めて、様々な方式で実行することができる
ことを理解されよう。
【０１７６】
　図６は、用語間関連性判定マネージャルーチン６００の一実施形態例のフロー図である
。領域の文書に関する文書用語分析情報を使用して、その領域に関して考えられる用語間
テーマを含めて、用語間の関係を判定するなど、例えば、図１Ａの用語間関連性判定マネ
ージャモジュール１３０および／または図３のＤＳＲＤシステム３４０のモジュールの実
行によって、このルーチンを提供することができる。例えば、図４のブロック４３０の実
行によって、または代わりに、他の方式でルーチン６００を開始することができる。加え
て、このルーチンの図示される実施形態は、領域に関する関連用語間関係情報の初めの判
定、ならびに、予め判定された用語間関係情報の更新を記述して、後続のフィードバック
および／またはその領域に関して考えられるテーマに関する他の情報を反映する。さらに
、他のルーチンの方式に類似した方式で、ルーチン６００は、判定された関連性情報の使
用に先立って、ならびに、このような情報に関する要求に応答して動的に、領域に関する
関連性情報を判定することができる。
【０１７７】
　加えて、図示される実施形態では、図６における領域に関する用語間関係の関連性情報
の判定を、図７における領域に関する文書関連の関連性情報の判定とは別に実行している
として図示するが、他の実施形態では、このようなタイプの関連性情報の判定を、他の方
式で実行することができる。例えば、特定の実施形態では、用語間関係の関連性情報およ
び文書関連の関連性情報のうちの１つだけを判定することができ、領域に関する用語間の
関係関連の関連性情報および文書関連の関連性情報の両方の判定を、単一のルーチンの一
環として共に実行することができ、両方のタイプの判定に共通の情報を一度実行して、お
よび次いで、２つの別個のルーチン間で共有することができる。
【０１７８】
　このルーチンの図示される実施形態は、（例えば、図５のルーチン５００の出力として
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、動的な判定要求の一部として供給された情報としてなど）領域の文書に関する文書用語
分析情報を受信するか、または別の要求を受信するブロック６０５から始まる。このルー
チンは、ブロック６１０に続き、文書用語分析情報を受信したかどうかを判定して、およ
び受信した場合、ブロック６１５に続く。図示される実施形態では、ブロック６１５～６
５０を実行して、関心がある領域の１つまたは複数の用語のそれぞれのグループに関する
テーマ関連情報を判定する。例えば、それらの文書のうちのいずれかの中に存在するそれ
ぞれの用語を使用すること（オプションで、共通の用語および／または他の表示された用
語を除去すること）によって、分析されることになる用語を選択することができる。ある
いは、分析されることになる用語のグループは、例えば、その領域の文書内に存在する、
２つの用語または別の指示された数量の用語のそれぞれの組合せ、（例えば、指定された
しきい値を超え）互いに十分潜在的に関係すると判定される２つの用語または別の表示さ
れた数量の用語のそれぞれの組合せなどを含むことができる。加えて、ブロック６１５～
６５０を繰り返して実行して、複数の用語の相互関連性に関する情報を評価して、および
訂正して、最初に、それぞれの用語に関して個々にブロック６１５～６５０を実行して、
次に、（例えば、それらの用語に関するブロック６１５～６５０の実行から個々に利用可
能な情報に基づいて）２つの用語の少なくともある組合せに関する判定を実行して、次に
、（例えば、２つの用語の予め選択された組合せに十分関係する、特定の用語に関してブ
ロック６１５～６５０の実行から利用可能な情報に基づいて）３つの用語の少なくともあ
る組合せに関する判定を実行するなどできる。あるいは、ある実施形態では、代わりに、
考慮されることになる、１つもしくは複数の用語のいくつかのグループまたはすべてのグ
ループに関して、ブロック６１５～６５０のうちの一部またはすべてを（例えば、複数の
コンピューティングシステムで分散された方式で）並行して実行することができる。
【０１７９】
　特に、図示される実施形態では、このルーチンは、ブロック６１５において、第１のこ
のようなグループから始めて、考慮されることになる１つまたは複数の用語の次のグルー
プを選択して、およびブロック６２０において、その第１の文書から始めて、考慮される
ことになる領域の次の文書を同様に選択する。ブロック６２５において、このルーチンは
、次いで、選択された文書に関して、それぞれの選択された用語に関して正規化されたＴ
Ｆ－ＩＤＦ得点を平均化すること、またはそうでない場合、当該ＴＦ－ＩＤＦ得点を集約
することに基づいてなど、選択された文書に対する選択された用語（１つまたは複数）の
正規化された平均的な関連性を判定する。ブロック６３５において、このルーチンは、次
いで、分析されることになるさらなる文書が存在するかどうかを判定して、存在する場合
、ブロック６２０に戻る。そうでない場合、このルーチンは、ブロック６４０に続き、ブ
ロック６２５において判定された関連性得点に基づいて、現在選択された用語（１つまた
は複数）に関して最も関連する文書を判定する。次に、ブロック６４５において、このル
ーチンは、判定された最も関連する文書のうちの１つもしくは複数を識別して、およびそ
れらの識別された文書を使用して、識別された文書（１つもしくは複数）内のそれらの他
の用語の用語頻度、または識別された文書（１つもしくは複数）に対するそれらの他の用
語の関連性の指示に基づいてなど、選択された用語（１つもしくは複数）に潜在的に最も
関連する他の用語を判定する。
【０１８０】
　加えて、ある実施形態では、選択された用語（１つもしくは複数）に最も関連すると判
定される他の用語を、テーマとして考えられる使用のために、および／またはそれらの用
語のその組み合わされたグループに関して、ブロック６１５～６５０について考えられる
、後の分析のために、選択された用語（１つもしくは複数）のうちの１つもしくは複数と
組み合わせ、それらの用語の組み合わされたグループに関係し得る追加の他の用語をオプ
ションで発見するなどできる。現在選択されている用語に対する追加の他の用語の考えら
れる関係のこのような進行中の分析を、選択された用語のグループを、最も関連する他の
用語のそれぞれと個々に組み合わせることによって、最も関連する他の用語のすべてと組
み合わせることによって、最も関連する他の用語のいくつかのサブコンビネーションまた
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はすべてのサブコンビネーションと組み合わせることによってなど、様々な方式で実行す
ることができる。あるいは、他の実施形態では、他の方式で、最も関連する他の用語のう
ちの一部もしくはすべてを、選択された用語のうちの一部もしくはすべてと組み合わせ、
考えられるテーマを識別することができ、および／または、複数のユーザがその用語を共
に使用することからの、後のフィードバックを使用して、用語のどのグループがその領域
に関するテーマとして共に関係するかを精緻化することができる。
【０１８１】
　ブロック６４５の後で、このルーチンは、ブロック６５０に続き、考慮すべき１つまた
は複数の用語のさらなるグループが存在するかどうかを判定して、および存在する場合、
ブロック６１５に戻る。そうでない場合、このルーチンは、ブロック６６０に続き、図示
される実施形態では、ニューラルネットワークを生成して、ブロック６２５、６４０、お
よび６４５に関して生成された情報に一部基づいてなど、その領域内の他の用語に対する
その領域内の用語の関連性を反映す。ブロック６８０に関して議論されるように、このよ
うな生成されたニューラルネットワークを、フィードバックに基づいて後で更新して、並
行して、入力用語および／または出力用語のうちの一部もしくはすべてに関してなど、そ
の領域に関する特定の用語の相互関連性の判定を精緻化することもできる。ブロック６６
０の後で、このルーチンは、ブロック６７０に続き、判定された関連するテーマ関連情報
および生成されたニューラルネットワークを格納して、および適切な場合、（例えば、そ
の情報を動的に生成する要求に対する応答として）判定された情報のうちの一部またはす
べてを出力としてオプションで提供する。
【０１８２】
　代わりに、ブロック６１０において、文書用語分析情報を、受信していないことを判定
した場合、このルーチンは、代わりに、ブロック６７５に続き、予め判定されて、および
提供された関連性情報の使用に基づいてなど、フィードバック情報を受信したかどうか、
またはフィードバック情報が判定可能かどうかを判定する。フィードバック情報が受信さ
れた場合、またはフィードバック情報が判定可能である場合、このルーチンは、ブロック
６８０に続き、そのフィードバック情報を使用して、他のところでより詳細に議論される
ように、そのフィードバックに対応する、予め生成されたニューラルネットワークを更新
する。ブロック６８０の実行は、更新されたニューラルネットワーク情報をさらに格納し
て、およびその更新された情報を、そのルーチンの出力として、リクエスタにオプション
で提供する。そうではなく、ブロック６７５において、フィードバック情報を受信してい
ないことを判定した場合、このルーチンは、代わりに、ブロック６８５に続き、１つまた
は複数の他の指示された動作を適切に実行する。例えば、このような他の指示された動作
は、領域に関して予め判定されたテーマ関連情報（例えば、ニューラルネットワークが更
新された後でなど、その領域に関する、特定の予め生成されたニューラルネットワークの
現在のバージョンからのテーマ関連情報）を供給する要求を受信すること、その領域に関
して判定されたテーマ関連情報を精緻化する際に、後で使用するために、ユーザフィード
バック情報（例えば、テーマを表すために共に選択された用語の特定のグループ）を受信
すること、ユーザ、もしくは他のエンティティ、または他の人間のオペレータからの要求
を受信して、（例えば、その領域に関して利用可能なユーザフィードバックおよび／また
は追加の領域特有のコンテンツに基づいて）予め判定されたテーマ関連情報に対する更新
を実行すること、ＤＳＲＤサービスの人間のオペレータから他の管理要求を受信すること
などを含むことができる。後で使用するために受信されるフィードバック情報を、様々な
方式で扱うことができる。例えば、（例えば、取得された最小量のフィードバックまたは
最大量のフィードバック、対応する関連性情報の先の判定以来の最小時間量または最大時
間量などに基づいて）１つまたは複数の予め定義された基準を、フィードバックによって
満たす場合、ブロック６８５の実行は、そのフィードバック情報を、ブロック６８０にお
いて使用のために供給する、ルーチン６００の後続の実行を始動することができる。
【０１８３】
　ブロック６７０、６８０、または６８５の後で、このルーチンは、ブロック６９５に続
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き、終了するための明示的な表示を受信するまでなど、継続するかどうかを判定する。継
続することを判定した場合、このルーチンはブロック６０５に戻り、およびそうでない場
合、ブロック６９９に続き、および終了する。
【０１８４】
　図７は、関連文書判定マネージャルーチン７００の一実施形態例のフロー図である。こ
のルーチンを、例えば、図１Ａの関連文書判定マネージャモジュール１２０および／また
は図３のＤＳＲＤシステム３４０のモジュールの実行によって提供して、領域の文書に関
する文書用語分析情報を使用して、その領域に関する用語と文書との間の関係を判定する
などできる。例えば、図４のブロック４４０の実行によって、または代わりに、他の方式
でルーチン７００を開始することができる。加えて、このルーチンの図示される実施形態
は、領域に関する関連文書関連情報の初めの判定、ならびに、予め判定された文書関連の
関連性情報を更新することを記述して、後続のフィードバックおよび／またはその領域に
関する文書についての他の情報を反映する。さらに、他のルーチンの方式に類似した方式
で、ルーチン７００は、その判定された関連性情報の使用に先立って、ならびに、このよ
うな情報に関する要求に応答して動的に、領域に関する文書関連の関連性情報を判定する
ことができる。
【０１８５】
　このルーチンの図示される実施形態は、（例えば、図５のルーチン５００の出力として
、動的な判定要求の一部として供給される情報としてなど）領域の文書に関する文書用語
分析情報を受信するか、別の要求を受信するブロック７０５から始まる。このルーチンは
、ブロック７１０に続き、文書用語分析情報を受信したかどうかを判定して、および受信
した場合、ブロック７１５に続く。図示される実施形態では、ブロック７１５～７４５を
実行して、図６のブロック６１５～６５０に類似した方式でなど、関心がある領域の１つ
または複数の用語のそれぞれのグループに関して文書関連情報を判定する。分析されるこ
とになる用語を、例えば、それらの文書のうちのいずれかの中に存在するそれぞれの用語
を使用すること（オプションで、共通の用語および／または他の表示された用語を除去す
ること）によって、または、図６に関してより詳細に記述されるように、他の方式で選択
することができる。
【０１８６】
　特に、図示される実施形態では、このルーチンは、ブロック７１５において、第１のこ
のようなグループから始めて、考慮されることになる１つまたは複数の用語の次のグルー
プを選択して、およびブロック７２０において、その第１の文書から始めて、考慮される
ことになる領域の次の文書を同様に選択する。ブロック７２５において、このルーチンは
、次いで、選択された文書に関する、それぞれの選択された用語に関して正規化されたＴ
Ｆ－ＩＤＦ得点を平均化すること、またはそうでない場合、当該ＴＦ－ＩＤＦ得点を集約
することに基づいてなど、選択された文書に対する選択された用語（１つもしくは複数）
の正規化された平均的な関連性を判定する。ブロック７３５において、このルーチンは、
次いで、分析されることになる、さらなる文書が存在するかどうかを判定して、および存
在する場合、ブロック７２０に戻る。存在しない場合、このルーチンは、ブロック７４０
に続き、ブロック７２５において判定される関連得点に基づいて、現在選択されている用
語（１つまたは複数）に関して最も関連する文書を判定する。次に、ブロック７４５にお
いて、このルーチンは、考慮すべき１つまたは複数の用語のさらなるグループが存在する
かどうかを判定して、および存在する場合、ブロック７１５に戻る。図６に関して議論さ
れた方式と類似した方式で、ブロック７１５～７４５を繰り返して実行して、複数の用語
および複数の文書の関連性に関する情報を評価して、および訂正して、最初に、それぞれ
の用語に関して個々にブロック７１５～７４５を実行して、次に、（例えば、それらの用
語に関するブロック７１５～７４５の実行から利用可能な情報に個々に基づいて）２つの
用語の少なくともある組合せに関する判定を実行して、次に、（例えば、２つの用語の予
め選択された組合せに十分関係する、特定の用語に関するブロック７１５～７４５の実行
から利用可能な情報に基づいて）３つの用語の少なくともある組合せに関する判定を実行
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するなどできる。あるいは、ある実施形態では、ブロック７１５～７４５のうちの一部ま
たはすべてを、代わりに、考慮されることになる１つもしくは複数の用語、および／また
は１つもしくは複数の文書のうちのいくつかのグループまたはすべてのグループに関して
、（例えば、複数のコンピューティングシステムで分散された方式で）並行して実行する
ことができる。
【０１８７】
　そうでない場合、このルーチンは、ブロック７５０に続き、図示される実施形態におい
て、ニューラルネットワークを生成して、ブロック７２５および７４０に関して生成され
た情報に少なくとも一部基づいてなど、その領域内の文書に対するその領域内の用語の関
連性を反映する。ブロック７８０に関して議論されたように、このような生成されたニュ
ーラルネットワークを、フィードバックに基づいて、後で更新して、並行して、用語およ
び／または文書のうちの一部もしくはすべてに関してなど、その領域の特定の文書に対す
るその領域に関する特定の用語の関連性の判定を精緻化することもできる。ブロック７５
０の後で、このルーチンは、ブロック７５５に続き、判定された関連文書関連情報、およ
び生成されたニューラルネットワークを格納して、ならびに適切な場合、（例えば、その
情報を動的に生成する要求に対する応答として）その判定された情報のうちの一部または
すべてを出力としてオプションで提供する。
【０１８８】
　そうではなく、ブロック７１０において、文書用語分析情報を受信していないことを判
定した場合、このルーチンは、代わりに、ブロック７７５に続き、予め判定されて、およ
び提供された関連性情報の使用に基づいてなど、フィードバック情報を受信したかどうか
、またはフィードバック情報が判定可能であるかどうかを判定する。フィードバックを受
信したか、または判定可能である場合、このルーチンは、ブロック７８０に続き、他でよ
り詳細に議論されるように、そのフィードバック情報を使用して、そのフィードバックに
対応する、予め生成されたニューラルネットワークを更新する。ブロック７８０の実行は
、更新されたニューラルネットワーク情報をさらに格納して、およびその更新された情報
を、そのルーチンの出力として、リクエスタにオプションで提供する。
そうではなく、ブロック７７５において、フィードバック情報を受信していないことを判
定した場合、このルーチンは、代わりに、ブロック７８５に続き、１つまたは複数の他の
表示された動作を適切に実行する。例えば、このような他の指示された動作は、領域に関
して予め判定された文書関連情報（例えば、ニューラルネットワークが更新された後でな
ど、その領域に関する、特定の予め生成されたニューラルネットワークの現在のバージョ
ンからの文書関連情報）を供給する要求を受信すること、その領域に関して判定された文
書関連情報を精緻化する際に、後で使用するために、ユーザフィードバック情報（例えば
、指定されたテーマまたは用語の他のグループに対応する使用に関する特定の文書）を受
信すること、ユーザ、もしくは他のエンティティ、または他の人間のオペレータからの要
求を受信して、（例えば、その領域に関して利用可能なユーザフィードバックおよび／ま
たは追加の領域特有のコンテンツに基づいて）予め判定された文書関連情報に対する更新
を実行すること、ＤＳＲＤサービスの人間のオペレータから他の管理要求を受信すること
などを含むことができる。後で使用するために受信されるフィードバック情報を、様々な
方式で扱うことができる。例えば、（例えば、取得された最小量のフィードバックまたは
最大量のフィードバック、対応する関連性情報のこれまでの判定以来の最小時間量または
最大時間量などに基づいて）１つもしくは複数の予め定義された基準を、フィードバック
によって満たした場合、ブロック７８５の実行は、そのフィードバック情報をブロック７
８０において使用するために供給する、ルーチン７００の後続の実行を始動することがで
きる。
【０１８９】
　ブロック７５５、７８０、または７８５の後で、このルーチンは、ブロック７９５に続
き、終了するための明示的な表示を受信するまでなど、継続するかどうかを判定する。継
続することを判定した場合、このルーチンはブロック７０５に戻り、およびそうでない場
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合、ブロック７９９に続き、および終了する。
【０１９０】
　図８Ａ～８Ｂは、用語関係勧告生成マネージャルーチン８００の一実施形態例のフロー
図を図示する。このルーチンを、例えば、図１Ａの用語関係勧告生成マネージャモジュー
ル１２５および／または図３のＤＳＲＤシステム３４０のモジュールの実行によって、提
供して、１つもしくは複数の領域に関する用語間の関係の確率表示を生成して、および／
または、用語間関係情報の生成された確率表示を使用して、ユーザ特有の勧告もしくは他
の情報をユーザに提供するなどできる。例えば、図４のブロック４４５および／もしくは
４６４の実行によって、または他の方式で、ルーチン８００を開始することができる。
【０１９１】
　図示される実施形態では、ルーチン８００は、（例えば、領域の文書に関する文書用語
分析情報に基づいてなど、図１Ａのモジュール１３０によって、および図６に関して記述
されたように）別のモジュールによって生成された用語間関係情報に基づいて、ベイジア
ンネットワーク確率表示データ構造、および、オプションで、対応する決定木を生成する
が、他の実施形態では、用語間関係データの他のタイプの表示（例えば、非確率表示）を
使用することができ、および／または領域文書の分析に基づく以外の方式で用語間関係情
報を判定することができる。加えて、図示される実施形態では、ルーチン８００は、用語
間関係情報の確率表示の生成と、その生成された用語間関係情報の確率表示の後続の使用
の両方を実行して、ユーザ特有の勧告をユーザに提供するが、他の実施形態では、このよ
うなタイプの機能性を、（両方がＤＳＲＤサービスの一実施形態によって実行されようと
、１つまたは両方が別のサービスによって実行されようと）別個のルーチンに分離するこ
とができる。このルーチンの図示される実施形態は、領域に関する用語間関係情報の確率
表示の初めの生成を記述するが、このような予め生成された情報を更新することを明示的
に議論せず、後続のフィードバックおよび／またはその領域に関する用語間関係に関する
他の情報を反映する一方、このルーチンの他の実施形態は、このような更新を実行するこ
とができる、または代わりに、任意のこのような更新は、代わりに、ルーチンによって使
用される、基礎となる用語間関係情報に関して発生する場合があり、およびこのルーチン
は、領域に関する新しい用語間関係情報の確率表示を生成して、その更新された、基礎と
なる情報を反映することができる。さらに、他のルーチンの方式に類似した方式で、ルー
チン８００は、その生成された情報の使用に先立って、ならびに、このような情報に関す
る要求に応答して動的に、領域に関する用語間関係情報の確率表示を生成することができ
る。
【０１９２】
　加えて、図示される実施形態では、図８の領域に関する用語間関係情報の確率表示の生
成を、図６の領域に関して、基礎となる用語間関係の関連性情報の判定とは別に実行され
ているとして図示するが、他の実施形態では、他の方式でこれらの活動を実行することが
できる。例えば、ある特定の実施形態では、基礎となる用語間関係の関連性情報および用
語間関係情報の確率表示のうちの１つだけを生成すること、またはそうでない場合、それ
を判定することができ、領域に関して基礎となる用語間関係関連情報と用語間関係情報の
確率表示の両方の判定を、単一のルーチンの一部として共に実行することができ、両方の
タイプの活動に共通する情報を一度実行して、および次いで、２つの個別のルーチン間で
共有することができる。
【０１９３】
　このルーチンの図示される実施形態は、指示を受信して、または別の要求を受信して、
１つまたは複数の関心領域に関する用語間関係の確率表示を生成するブロック８０５から
始まる。ある実施形態では、このルーチンは、（例えば、ブロック４３０によって生成さ
れた入力としてデータを受信するために、このルーチンを図４のブロック４４５の一部と
して実行するとき）基礎となる判定された用語間関連性情報に関する情報、関連用語に基
づいて、ユーザ特有の勧告を判定する際に使用するための特定のユーザの特定の用語関連
選好に関する情報などを含む入力を受信することができる。このルーチンは、ブロック８
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１０に続き、（例えば、明示的な要求に基づいて、基礎となる判定された用語間関連性情
報の受信に基づいてなど）用語間関係の確率表示を生成するべきかどうかを判定して、お
よび生成するべきである場合、ブロック８１５に続く。図示される実施形態では、ブロッ
ク８１５～８３５を実行して、後で使用する目的で用語間関係の確率表示データを生成し
て、およびブロック８５０～８７０を実行して、用語間関係の予め生成された確率表示を
使用して、ユーザ特有の勧告を判定して、ユーザに提供する。
【０１９４】
　特に、ブロック８１５に関して、このルーチンは、ブロック８０５において受信された
情報に基づいて、ルーチン６００によって生成された、格納された情報を取り出すことに
よって、および／またはルーチン６００と動的に相互に作用して、このような情報を取得
することによってなど、１つまたは複数の関心領域に関する用語間関係に関して、基礎と
なる判定された関連性情報を取得する。このルーチンは、ブロック８２０に続き、基礎と
なる関連性情報を分析して、（例えば、第２の用語が、第１の用語に因果的に(causally)
依存しているか、またはそうでない場合、第１の用語に依存している状態で）１つもしく
は複数の他の第２の用語に影響を与える、１つまたは複数の第１の用語をそれぞれが含む
、有効な用語間関係を判定する。このルーチンは、次いで、ブロック８２０に続き、選択
された用語を、領域（１つもしくは複数）内のその用語に関する選好または関心に対応す
る確率変数ノードを用いて表して、および依存または他の影響を、それらのノード間の有
向リンクまたはエッジを用いて表す、１つもしくは複数の有向グラフ（例えば、ＤＡＧ、
または有向非循環グラフ）を生成する。このルーチンは、次いで、ブロック８２５に続き
、確率情報を判定して、１つまたは複数の他のノードに依存する、それらのノードに関す
る条件付きの確率表と、オプションで、他のノードに依存しない、それらのノードに関す
る不確実性を表すための事前確率値とを含む、生成された有向グラフ（１つまたは複数）
に関して使用する。他のところでより詳細に議論されるように、有向グラフ（１つまたは
複数）内のモデルに対する用語間関係の判定、およびそれらのグラフノードに関する確率
情報の判定を、様々な実施形態において、領域文書の分析から判定された関連性情報に少
なくとも一部基づくこと、および／またはユーザフィードバックに基づいて行われている
学習もしくは他の変更に基づくことを含めて、様々な方式で実行することができる。さら
に、相互依存しない複数の有向グラフを作成する場合、ある実施形態では、これらの複数
のグラフを、（例えば、追加の関連性がより少ない用語間関係を形成することによって）
組み合わせて、単一のより大きな有向グラフになる一方、他の実施形態では、これらの複
数の有向グラフを、代わりに、使用して、領域（１つまたは複数）を表すことになる。
【０１９５】
　ブロック８２５の後で、このルーチンは、ブロック８３０に続き、有向グラフ（１つま
たは複数）および判定された確率情報から、領域（１つまたは複数）に関する関連用語間
関係の１つまたは複数のベイジアンネットワーク確率表示を生成する。少なくともある実
施形態では、この生成されたベイジアンネットワークは、何万または何百万のノード、お
よび対応する数のノード間エッジを有して、特定の関心領域を表すことができることを理
解されよう。さらに、少なくともある実施形態では、このルーチンは、ブロック８３０に
おいて、それぞれが、それらの生成されたベイジアンネットワークのサブセットを表す、
１つもしくは複数の（例えば、何百もしくは何千、または何十万の）決定木を生成して、
ベイジアンネットワーク全体を使用するよりも、より迅速な方式で実行可能な、後のラン
タイム処理を可能にするなどする。他のところでより詳細に議論されるように、生成され
たベイジアンネットワーク（１つまたは複数）および決定木（１つまたは複数）を、様々
な実施形態において、様々な方式で実行することができる。例えば、ある実施形態では、
（例えば、ブロック８７７～８８８に関して議論されたように）ユーザの用語選好および
１つまたは複数の関心対象用語に関する情報を識別した後で、用語選好および対象用語（
１つもしくは複数）に関係する（もしあれば）ベイジアンネットワークの一部に対応する
、部分的なベイジアンネットワークおよび／または１つもしくは複数の部分的な決定木（
１つもしくは複数）のインスタンスを作成して、確定ノード、または用語選好に関する他
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の確定情報、および対象用語（１つもしくは複数）に関するユーザ特有の用語関連性情報
をさらに含めるなどできる。ブロック８３０の後で、このルーチンは、ブロック８３５に
続き、後で使用するために、生成された情報を格納して、および（例えば、この情報の生
成を、特定の生成された情報に関する要求に応答して実行した場合）その生成された情報
のうちの一部またはすべても出力としてオプションで提供する。
【０１９６】
　代わりに、ブロック８１０において、用語間関係の確率表示を、生成していないことを
判定した場合、このルーチンは、代わりにブロック８４５に続き、（例えば、明示的な要
求に基づいて、ユーザに関して指定された用語関連選好の受信に基づいてなど）ユーザ特
有の勧告を、判定および提供するべきであるかどうかを判定して、ならびに判定および提
供するべきである場合、ブロック８５０に続く。ブロック８５０において、このルーチン
を、ブロック８０５で受信され、ユーザに関して格納された選好情報から取り出され、（
直接的に、であれ、または中間サービスを経由して、であれ）ユーザと動的に相互に作用
することによって判定される、などする場合がある、１つもしくは複数の指示された領域
から１つもしくは複数の特定の用語に関する対象ユーザの選好または他の関心に関する情
報を取得する。ブロック８５５において、このルーチンは、ブロック８３０および８３５
に関して、予め生成されおよび格納された決定木のうちの１つもしくは複数、または代わ
りに、ブロック８３０および８３５に関して、予め生成され、および格納されたベイジア
ンネットワーク全体など、ユーザの領域（１つもしくは複数）および指示された選好に対
応する、格納された確率表示情報を取り出す。他の実施形態では、このルーチンは、代わ
りに、ブロック８１５～８３５のうちのいくつかまたはすべての実行を動的に開始して、
所望される用語間関係の確率情報を取得することができる。
【０１９７】
　ブロック８５５の後で、このルーチンは、ブロック８６０に続き、確定として使用され
る、対象ユーザの既知の関心について利用可能な情報に基づいて、対象ユーザの関心があ
る確率が十分ありそうな１つまたは複数の追加のユーザ特有の対象用語を識別および選択
する。他のところで議論されたように、このような対象用語を、以下など、様々な方式で
識別することができる。すなわち、要求内で指示された１つまたは複数の関心対象用語の
確率を判定して、およびそれらのうちのいくつかまたはすべてを選択すること、生成され
たベイジアンネットワーク内で形成された、いくつかの用語またはすべての用語（例えば
、既知の確定関心用語から直接的にもしくは間接的に独立しない他の用語）への対象ユー
ザの関心確率を判定すること、および最高の判定された確率を有する用語のサブセットを
選択すること、などである。
【０１９８】
　ブロック８６０の後で、このルーチンは、ブロック８６５に続き、選択された追加の対
象用語（１つまたは複数）に少なくとも一部基づいて、対象ユーザに関する１つまたは複
数の勧告を判定して、およびブロック８７０において、（例えば、直接的に、１つまたは
複数の中間サービスを経由してなど）判定された勧告（１つまたは複数）の指示をその対
象ユーザに提供する。例えば、これらの生成された勧告は、ある実施形態では、１つまた
は複数の領域文書を含むことができ、および当該領域文書を含む場合、このルーチンは、
ブロック８６０において、様々な候補文書に関する情報（例えば、選択された対象用語に
対する様々な候補文書の関連性に関する情報）をさらに取り出して、および選択された対
象用語（１つもしくは複数）に対して（または、選択された対象用語（１つもしくは複数
）と対象ユーザの既知の関心確定用語の組合せに対して）最も大きな関連性を有する情報
に基づいて、勧告されることになる特定の候補文書を判定することができる。ある実施形
態では、これらの勧告を、他の方式で生成することができ、および／または他の形を有す
ることもできる。例えば、候補文書のうちの一部もしくはすべてを、要求の一部として供
給することができ、および／または（例えば、対象ユーザの関心に関して、および／また
は任意のユーザの関心に関して、何の情報も利用可能でない第２の領域（１つもしくは複
数）内の勧告を可能にするためになど、対象ユーザの既知の関心確定用語が、１つもしく
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は複数の第１の関心領域に対応することが既知であり、１つもしくは複数の他の第２の領
域に関する、既知の関心確定用語に関すると判定される追加の対象用語を識別する場合）
候補文書のうちの一部もしくはすべては、対象ユーザの既知の関心確定用語が対応するこ
とが既知である領域以外の領域に関係する場合もある。加えて、少なくともある実施形態
では、選択された追加の対象用語（１つもしくは複数）を判定して、提供された勧告のう
ちの一部またはすべてとして使用して、対象ユーザにとって実際に関心があるものである
、もしくはそうでない場合、対象ユーザの現在の活動に関連しているとして、それらの用
語の考えられる選択または他の識別のために対象ユーザに提供することなどできる。後で
使用するために、対象ユーザの関心がある可能性があるとして、または実際に関心がある
として、選択された追加の対象用語（１つもしくは複数）を格納するために、対象ユーザ
が勧告を要求していない場合ですら、対象ユーザに対して、判定された勧告（１つもしく
は複数）を積極的に推奨するために、追加の対象用語（１つもしくは複数）に基づいて、
対象ユーザにとって関心がある可能性があり得る広告または他の第３者情報を識別するた
めになど、選択された追加の対象用語（１つもしくは複数）および／または対象ユーザに
関して判定された勧告（１つもしくは複数）を対象ユーザに提供すること、および／また
はそれらを使用して、勧告を生成することの代わりであれ、それらに加えてであれ、他の
実施形態では、それらを、他の方式でさらに使用することができる。
【０１９９】
　代わりに、ブロック８４５において、ユーザ特有の勧告を判定および提供しないことを
判定した場合、このルーチンは、代わりに、ブロック８７５に続き、（例えば、明示的な
要求に基づいて、ユーザおよび／または関心対象用語（１つもしくは複数）に関して指定
された用語関連選好の受信に基づいてなど）ユーザ特有の方式で特定のユーザに関して１
つもしくは複数の指示された対象用語の関連性を判定すべきかどうかを判定して、および
判定すべきである場合、ブロック８７７に続く。ＤＳＲＤサービスと相互作用して、特定
のユーザが、自身に対して第３者サービスが関連するコンテンツを有する、１つもしくは
複数の特定の対象用語に関心を持つ可能性があるかどうかを判定する第３者サービスから
、特定のユーザが、１つもしくは複数の対象用語に関係する広告に関心を持つ可能性があ
るかどうかを判定するために、ＤＳＲＤサービスまたは他のサービスによってなど、この
ような要求を、様々な方式で開始することができる。ブロック８７７において、このルー
チンは、自身に対して特定のユーザの考えられる選好または他の関心を判定することにな
る、１つもしくは複数の関心対象用語に関する情報を取得して、およびブロック８７９に
おいて、１つもしくは複数の領域に関する、１つもしくは複数の特定の用語に関する特定
のユーザの選好または他の関心に関する情報を取得する。ブロック８７７内および／また
は８７９において、様々な実施形態で、ブロック８０５において受信されることによって
、特定の識別されたユーザに関して格納された選好情報から取り出されることによって、
（直接的に、であれ、中間サーバを経由して、であれ）特定の識別されたユーザと動的に
相互作用することによって判定されることによってなど、様々な方式で情報を取得するこ
とができる。さらに、ある実施形態および状況では、特定のユーザを識別することができ
る一方、他の実施形態では、受信された要求は、（例えば、リクエスタが代わりにその識
別されていないユーザに関する選好情報を供給する場合など、そのリクエスタによって既
知であるが、要求内で識別されない特定のユーザに関して、選好情報が利用可能であり、
および匿名のユーザの考えられる選好を示す、そのリクエスタに関する情報、または匿名
のユーザの考えられる選好に関係する他の文脈的情報をオプションで有する匿名のユーザ
に関して、仮定に基づいた用語選好を有する仮定に基づいたユーザに関して、など）特定
のユーザを識別せずに、特定のユーザの用語選好を指示することができる。加えて、ある
実施形態では、対象用語（１つまたは複数）の関連性が判定されるユーザは、単一の人物
を指す一方、他の実施形態では、ユーザは、（例えば、事業または機関など、人間でない
エンティティ、クラブ、または少なくともある共通の選好、もしくはそうでない場合、集
約された選好を有する人々の他の集合など、複数の人の集まりまたはグループなど）他の
形を有する場合もある。ブロック８８１において、このルーチンは、次いで、ブロック８
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３０および８３５に関して予め生成されて、および格納された決定木のうちの１つもしく
は複数、または代わりに、ブロック８３０および８３５に関して予め生成されて、および
格納された単一のまたは複数のベイジアンネットワーク全体など、関連領域（１つもしく
は複数）に対応する、格納された確率表示情報を取り出す。他の実施形態では、このルー
チンは、代わりに、ブロック８１５～８３５のうちの一部またはすべての実行を動的に開
始して、所望される用語間関係の確率情報を取得することができる。
【０２００】
　ブロック８８１の後で、このルーチンは、ブロック８８３に続き、取り出された確率表
示情報が、用語選好のうちの１つまたは複数を、対象用語（１つまたは複数）に関連させ
るベイジアンネットワークの１つまたは複数の経路など、ユーザの用語選好と対象用語（
１つまたは複数）との間の関係を示すかどうかを判定する。ブロック８８５において、取
り出された確率表示情報がこのような関係を示さないことを判定した場合、このルーチン
は、ブロック８８９に続き、関連性情報の欠如の指示をリクエスタに提供して、ユーザの
現在の用語選好を考慮して対象用語（１つまたは複数）に関する、特定のユーザの考えら
れる選好を判定する。そうでない場合、このルーチンは、ブロック８８６に続き、用語選
好から対象用語（１つまたは複数）までの、１つもしくは複数の経路、および／または用
語選好と対象用語（１つまたは複数）との間の影響に対応する、１つもしくは複数の決定
木を含むベイジアンネットワークのサブグラフなど、ユーザの用語選好と対象用語（１つ
または複数）との間の関係に対応する確率表示情報のサブセットをオプションで生成、ま
たは選択する。他の実施形態では、特定のユーザに特定の任意の新しいデータ構造を生成
せずに、既存のベイジアンネットワークおよび／または決定木を使用することができる。
【０２０１】
　ブロック８８６の後で、このルーチンは、ブロック８８７に続き、オプションで生成さ
れた確率表示情報サブセットまたは他の予め生成された確率表示情報に基づいて、それぞ
れの対象用語に関して個々におよび／または複数の対象用語の組合せに関してなど、特定
のユーザが対象用語（１つもしくは複数）に関する選好または他の関心を有する確率また
は他の可能性を判定する。ブロック８８８において、このルーチンは、次いで、対象用語
（１つまたは複数）に関して判定された可能性の表示をリクエスタに提供する。
【０２０２】
　そうではなく、ブロック８７５において、特定のユーザに関する１つまたは複数の表示
された対象用語のユーザ特有の関連性を判定および提供しないことを判定した場合、この
ルーチンは、代わりに、ブロック８９０に続き、１つまたは複数の他の指示された動作を
適切に実行する。例えば、ある実施形態では、このルーチンは、予め生成された確率表示
情報に関係する更新（例えば、基礎となる用語間関連性情報に対する更新、ユーザフィー
ドバックまたは用語間関連性に関する他の学習からの更新など）を受信することができ、
およびそれらの更新を受信する場合、予め生成された確率表示情報をオプションで変更し
て、それらの更新を反映して、および／または新しい確率表示情報の生成を開始して、そ
れらの更新を反映することができる。加えて、ある実施形態では、このルーチンは、予め
生成された確率表示情報を供給する要求を受信して、およびこれに応答して、（例えば、
領域文書および他のコンテンツ項目が変更し得る実施形態、判定された用語間関連性情報
がユーザフィードバックに基づいて変更し得る実施形態などにおいて）基礎となる用語間
関連性情報が現在利用可能であるかどうかに基づいて、新しい確率表示情報の生成を周期
的に開始して、様々な周期的なハウスキーピング動作を実行することなどできる。
【０２０３】
　ブロック８３５、８７０、または８９０の後で、このルーチンは、ブロック８９５に続
き、終了のための明示的な表示を受信するまでなど、継続するかどうかを判定する。継続
することを判定した場合、このルーチンはブロック８０５に戻り、およびそうでない場合
、ブロック８９９に続き、終了する。
【０２０４】
　ある実施形態では、より多くのルーチン間で分割される、またはより少ないルーチンに
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統合されるなど、上記で議論されたルーチンによって提供される機能性を、代替的な方法
で提供することができることを理解されよう。同様に、ある実施形態では、図示されるル
ーチンは、他の図示されるルーチンが、代わりに、それぞれ、このような機能性に欠ける
とき、もしくはこのような機能性を含むとき、または提供される機能性の量が変更された
ときなど、記述されたよりも、より多い機能性またはより少ない機能性を提供することが
できる。加えて、様々な動作は、特定の方式（例えば、連続して、もしくは並行して）で
、および／または特定の順序で実行されているとして図示される場合があるが、当業者は
、他の実施形態では、他の順序で、他の方式でこれらの動作を実行することができること
を理解されよう。当業者は、単一のデータ構造を複数のデータ構造に分割させることによ
って、または複数のデータ構造を単一のデータ構造に統合させることによってなど、上記
で議論されたデータ構造を異なる方式で構成することができることも理解されよう。同様
に、ある実施形態では、図示されるデータ構造は、他の図示されたデータ構造が、代わり
に、それぞれ、このような情報に欠けるとき、もしくはこのような情報を含むときなど、
または、格納された情報の量もしくはタイプが変更されたときなど、記述されたよりも、
より多い情報もしくはより少ない情報を格納することができる。
【０２０５】
　前述の説明から、図示のために、特定の実施形態を本明細書において記述しているが、
本発明の趣旨および範囲から逸脱せずに、様々な変更を行うことができることを理解され
よう。したがって、本発明は、指定される特許請求の範囲、および本明細書で列挙される
要素による以外で、限定されない。加えて、本発明の一部の態様を、時には、一定の請求
項の形で提示する場合があるが、本発明者は、本発明の様々な態様を任意の利用可能な請
求項の形で企図する。例えば、ある時に、コンピュータ可読媒体の形で実施されていると
して、本発明の一部の態様だけを列挙する場合があるが、他の態様も、同様に、そのよう
に実施することができる。
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