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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンハンストドキュメント取り出しのために、コンピュータによって実施されるコンテ
ンツ伝播を実現する方法であって、
　１つまたは複数のドキュメントを対象とする参照情報を識別するステップであって、前
記参照情報が、前記１つまたは複数のドキュメントを含むデータソースと無関係のデータ
の１つまたは複数のソースから識別されるステップと、
　前記参照情報の近くに配置されていて、前記参照情報を取り囲み前記参照情報に意味論
的に又は文脈的に関係するメタデータを抽出するステップと、
　前記１つまたは複数のドキュメントのうちの関連する複数のドキュメントのコンテンツ
に対する前記メタデータのそれぞれの特徴間の関連性を計算するステップと、
　前記１つまたは複数のドキュメントのうちのそれぞれのドキュメントについて、前記メ
タデータの関連する部分に対し、前記それぞれの部分からの特徴の関連性と関連性スコア
とを使用して、前記ドキュメントのオリジナルコンテンツの中にインデックスを作成する
ステップとを含み、
　前記インデックス作成ステップにより、１つまたは複数のエンハンストドキュメントが
生成され、
　検索クエリに基づいて関連情報を見付けるために１つまたは複数のエンハンストドキュ
メントを解析するステップと、
　関連性スコアに基づいて１つまたは複数のエンハンストドキュメントをランク付けする
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ステップと、
　検索クエリに基づいて１つまたは複数のエンハンストドキュメントについての断片的記
述とランク付けされた結果を通信するステップと、
　データの前記１つまたは複数のソースは、検索クエリログを含み、関連性を計算するス
テップは、さらに、
　前記検索クエリログから、前記データソースを検索するために比較的大きな出現頻度（
ＦＯＯ）を持つ検索クエリを識別するステップと、
　検索クエリ結果からエンドユーザにより選択された、前記データソースからのアーティ
クルを決定するステップと、
　選択されなかった前記検索クエリ結果内のアーティクルである欠損エンドユーザ選択を
決定するステップとを含み、
　前記欠損エンドユーザ選択を決定するステップは、さらに、層間リンクを使用して異種
オブジェクトをクラスタリングし、前記異種オブジェクトの複数の特徴に対する重要性尺
度を決定するステップを含み、前記異種オブジェクトは、類似のクエリの第１のクラスタ
と、関係するドキュメントの第２のクラスタとを含み、前記類似のクエリは前記検索クエ
リログで識別されており、前記類似のクエリは前記１つまたは複数のドキュメントを含む
関連付けられた検索結果であり、前記関係するドキュメントは、前記関係する複数のドキ
ュメントの個々の複数のドキュメントが前記複数の検索結果からエンドユーザにより選択
されたか否かに関係なく前記検索結果で識別されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記参照情報は、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの１つのドキュメントに関
連付けられているリンクまたは実質的に一意のドキュメントＩＤの少なくとも１つを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つまたは複数のドキュメントは、知識ベースアーティクル、製品ヘルプ、タスク
、または開発者データの１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　データの前記１つまたは複数のソースは、サービス要求、ニュースグループポスティン
グ、または検索クエリログの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記メタデータは、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの複数の関連付けられて
いるドキュメントの意味上または文脈上の少なくとも１つに関係したものを有することを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記メタデータは、ドキュメントのタイトル、製品問題の状況、または製品問題解決情
報の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のエンハンストドキュメントのうちのそれぞれのエンハンストドキ
ュメントについて、前記エンハンストドキュメントが生成された対応するオリジナルドキ
ュメントがあることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記関連性を計算するステップは、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの特定の
１つのドキュメントが前記メタデータ内の文脈の範囲内で何回識別されるかに基づくこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記メタデータは、アーティクルタイトル、製品問題の状況、または製品問題解決情報
の少なくとも１つを含み、関連性を計算するステップは、さらに、前記アーティクルタイ
トルまたは製品問題の状況に重みを付けて、製品問題解決情報より高い関連性を示すステ
ップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項１０】
　関連性を計算するステップは、さらに、前記データソースのコンテンツ内で、前記コン
テンツ内の他のメタデータ特徴の出現の頻度と比較してより大きな頻度で出現する前記メ
タデータの特徴に対し、より大きな関連性を割り当てるステップを含むことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　関連性を計算するステップは、さらに、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの１
つのドキュメント内で見つかった前記メタデータの特徴に対し、前記ドキュメントの経過
期間に応じて、より大きな重みを割り当てるステップを含むことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数の特徴は、前記第１および第２のクラスタ内のそれぞれの複数のノードにより
表され、前記複数のノードのそれぞれに対する前記重要性尺度は、前記第１および第２の
クラスタ内のオブジェクト間の距離を測定する類似度関数に基づくことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項１３】
　エンハンストドキュメント取り出しのためのコンテンツ伝播を実現するコンピュータ実
行可能命令を格納したコンピュータ可読記録媒体であって、前記コンピュータ実行可能命
令は、
　１つまたは複数のドキュメントを対象とする参照情報を識別する命令であって、前記参
照情報が、前記１つまたは複数のドキュメントを含むデータソースと無関係のデータの１
つまたは複数のソースから識別される命令と、
　前記参照情報の近くに配置されていて、前記参照情報を取り囲み前記参照情報に意味論
的に又は文脈的に関係するメタデータを抽出する命令と、
　前記１つまたは複数のドキュメントのうちの関連する複数のドキュメントのコンテンツ
に対する前記メタデータのそれぞれの特徴間の関連性を計算する命令と、
　前記１つまたは複数のドキュメントのうちのそれぞれのドキュメントについて、前記メ
タデータの関連する部分に対し、前記それぞれの部分からの特徴の関連性と関連性スコア
とを使用して、前記ドキュメントのオリジナルコンテンツの中にインデックスを作成する
命令とを含み、
　前記インデックス作成ステップにより、１つまたは複数のエンハンストドキュメントが
生成され、
　検索クエリに基づいて関連情報を見付けるために１つまたは複数のエンハンストドキュ
メントを解析する命令と、
　関連性スコアに基づいて１つまたは複数のエンハンストドキュメントをランク付けする
命令と、
　検索クエリに基づいて１つまたは複数のエンハンストドキュメントについての断片的記
述とランク付けされた結果を通信する命令と、
　データの前記１つまたは複数のソースは、検索クエリログを含み、関連性を計算する命
令は、さらに、
　前記検索クエリログから、前記データソースを検索するために比較的大きな出現頻度（
ＦＯＯ）を持つ検索クエリを識別する命令と、
　検索クエリ結果からエンドユーザにより選択された、前記データソースからのアーティ
クルを決定する命令と、
　選択されなかった前記検索クエリ内のアーティクルである欠損エンドユーザ選択を決定
する命令とを含み、
　前記欠損エンドユーザ選択を決定する命令は、さらに、層間リンクを使用して異種オブ
ジェクトをクラスタリングし、前記異種オブジェクトの複数の特徴に対する重要性尺度を
決定するステップを含み、前記異種オブジェクトは、類似のクエリの第１のクラスタと、
関係するドキュメントの第２のクラスタとを含み、前記類似のクエリは前記検索クエリロ
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グで識別されており、前記類似のクエリは前記１つまたは複数のドキュメントを含む関連
付けられた検索結果であり、前記関係するドキュメントは、前記関係する複数のドキュメ
ントの個々の複数のドキュメントが前記複数の検索結果からエンドユーザにより選択され
たか否かに関係なく前記検索結果で識別されることを特徴とするコンピュータ可読記録媒
体。
【請求項１４】
　前記参照情報は、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの１つのドキュメントに関
連付けられているリンクまたは実質的に一意のドキュメントＩＤの少なくとも１つを含む
ことを特徴とする請求項１３に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１５】
　前記１つまたは複数のドキュメントは、知識ベースアーティクル、製品ヘルプ、タスク
、または開発者データの１つを含むことを特徴とする請求項１３に記載のコンピュータ可
読記録媒体。
【請求項１６】
　データの前記１つまたは複数のソースは、サービス要求、ニュースグループポスティン
グ、または検索クエリログの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１３に記載の
コンピュータ可読記録媒体。
【請求項１７】
　前記メタデータは、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの複数の関連付けられて
いるドキュメントに意味上または文脈上関係することを特徴とする請求項１３に記載のコ
ンピュータ可読記録媒体。
【請求項１８】
　前記メタデータは、ドキュメントのタイトル、製品問題の状況、または製品問題解決情
報の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１３に記載のコンピュータ可読記録媒
体。
【請求項１９】
　前記１つまたは複数のエンハンストドキュメントのうちのそれぞれのエンハンストドキ
ュメントについて、前記エンハンストドキュメントが生成された対応するオリジナルドキ
ュメントがあることを特徴とする請求項１３に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項２０】
　前記関連性を計算するステップは、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの特定の
１つのドキュメントが前記メタデータ内の文脈の範囲内で何回識別されるかに基づくこと
を特徴とする請求項１３に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項２１】
　前記メタデータは、アーティクルタイトル、製品問題の状況、または製品問題解決情報
の少なくとも１つを含み、関連性を計算する命令は、さらに、前記アーティクルタイトル
または製品問題の状況に重みを付けて、製品問題解決情報より高い関連性を示す命令を含
むことを特徴とする請求項１３に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項２２】
　関連性を計算する命令は、さらに、前記データソースのコンテンツ内で、前記コンテン
ツ内の他のメタデータ特徴の出現の頻度と比較してより大きな頻度で出現する前記メタデ
ータの特徴に対し、より大きな関連性を割り当てる命令を含むことを特徴とする請求項１
３に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項２３】
　関連性を計算する命令は、さらに、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの１つの
ドキュメント内で見つかった前記メタデータの特徴に対し、前記ドキュメントの経過期間
に応じて、より大きな重みを割り当てる命令を含むことを特徴とする請求項１３に記載の
コンピュータ可読記録媒体。
【請求項２４】
　前記複数の特徴は、前記第１および第２のクラスタ内のそれぞれの複数のノードにより
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表され、前記複数のノードのそれぞれに対する前記重要性尺度は、前記第１および第２の
クラスタ内のオブジェクト間の距離を測定する類似度関数に基づくことを特徴とする請求
項１３に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項２５】
　エンハンストドキュメント検索のためのコンテンツ伝播を実現するコンピューティング
デバイスであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリとを含み、
　該メモリはその中に前記プロセッサにより実行可能な、
　１つまたは複数のドキュメントを対象とする参照情報を識別する命令であって、前記参
照情報が、前記１つまたは複数のドキュメントを含むデータソースと無関係のデータの１
つまたは複数のソースから識別される命令と、
　前記参照情報の近くに配置されていて、前記参照情報を取り囲み前記参照情報に意味論
的に又は文脈的に関係するメタデータを抽出する命令と、
　前記１つまたは複数のドキュメントのうちの関連する複数のドキュメントのコンテンツ
に対する前記メタデータのそれぞれの特徴間の関連性を計算する命令と、
　前記１つまたは複数のドキュメントのうちのそれぞれのドキュメントについて、前記メ
タデータの関連する部分に対し、前記それぞれの部分からの特徴の関連性と関連性スコア
とを使用して、前記ドキュメントのオリジナルコンテンツの中にインデックスを作成する
命令とを含み、
　前記インデックス作成命令により、１つまたは複数のエンハンストドキュメントが生成
され、
　検索クエリに基づいて関連情報を見付けるために１つまたは複数のエンハンストドキュ
メントを解析する命令と、
　関連性スコアに基づいて１つまたは複数のエンハンストドキュメントをランク付けする
命令と、
　検索クエリに基づいて１つまたは複数のエンハンストドキュメントについての断片的記
述とランク付けされた結果を通信する命令と、
　データの前記１つまたは複数のソースは、検索クエリログを含み、関連性を計算する命
令は、さらに、
　前記検索クエリログから、前記データソースを検索するために比較的大きな出現頻度（
ＦＯＯ）を持つ検索クエリを識別する命令と、
　検索クエリ結果からエンドユーザにより選択された、前記データソースからのアーティ
クルを決定する命令と、
　選択されなかった前記検索クエリ内のアーティクルである欠損エンドユーザ選択を決定
する命令とを含み、
　前記欠損エンドユーザ選択を決定する命令は、さらに、層間リンクを使用して異種オブ
ジェクトをクラスタリングし、前記異種オブジェクトの複数の特徴に対する重要性尺度を
決定する命令を含み、前記異種オブジェクトは、類似のクエリの第１のクラスタと、関係
するドキュメントの第２のクラスタとを含み、前記類似のクエリは前記検索クエリログで
識別されており、前記類似のクエリは前記１つまたは複数のドキュメントを含む関連付け
られた検索結果であり、前記関係するドキュメントは、前記関係する複数のドキュメント
の個々の複数のドキュメントが前記複数の検索結果からエンドユーザにより選択されたか
否かに関係なく前記検索結果で識別されることを特徴とするコンピューティングデバイス
。
【請求項２６】
　前記参照情報は、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの１つのドキュメントに関
連付けられているリンクまたは実質的に一意のドキュメントＩＤの少なくとも１つを含む
ことを特徴とする請求項２５に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２７】
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　前記１つまたは複数のドキュメントは、知識ベースアーティクル、製品ヘルプ、タスク
、または開発者データの１つを含むことを特徴とする請求項２５に記載のコンピューティ
ングデバイス。
【請求項２８】
　データの前記１つまたは複数のソースは、サービス要求、ニュースグループポスティン
グ、または検索クエリログの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項２５に記載の
コンピューティングデバイス。
【請求項２９】
　前記メタデータは、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの複数の関連付けられて
いるドキュメントに意味上または文脈上関係することを特徴とする請求項２５に記載のコ
ンピューティングデバイス。
【請求項３０】
　前記メタデータは、ドキュメントのタイトル、製品問題の状況、または製品問題解決情
報の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項２５に記載のコンピューティングデバ
イス。
【請求項３１】
　前記１つまたは複数のエンハンストドキュメントのうちのそれぞれのエンハンストドキ
ュメントについて、前記エンハンストドキュメントが生成された対応するオリジナルドキ
ュメントがあることを特徴とする請求項２５に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項３２】
　前記関連性を計算するステップは、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの特定の
１つのドキュメントが前記メタデータ内の文脈の範囲内で何回識別されるかに基づくこと
を特徴とする請求項２５に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項３３】
　前記メタデータは、アーティクルタイトル、製品問題の状況、または製品問題解決情報
の少なくとも１つを含み、関連性を計算する命令は、さらに、前記アーティクルタイトル
または製品問題の状況に重みを付けて、製品問題解決情報より高い関連性を示す命令を含
むことを特徴とする請求項２５に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項３４】
　関連性を計算する命令は、さらに、前記データソースのコンテンツ内で、前記コンテン
ツ内の他のメタデータ特徴の出現の頻度と比較してより大きな頻度で出現する前記メタデ
ータの特徴に対し、より大きな関連性を割り当てる命令を含むことを特徴とする請求項２
５に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項３５】
　関連性を計算する命令は、さらに、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの１つの
ドキュメント内で見つかった前記メタデータの特徴に対し、前記ドキュメントの経過期間
に応じて、より大きな重みを割り当てる命令を含むことを特徴とする請求項２５に記載の
コンピューティングデバイス。
【請求項３６】
　前記複数の特徴は、前記第１および第２のクラスタ内のそれぞれの複数のノードにより
表され、前記複数のノードのそれぞれに対する前記重要性尺度は、前記第１および第２の
クラスタ内のオブジェクト間の距離を測定する類似度関数に基づくことを特徴とする請求
項２５に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項３７】
　エンハンストドキュメント検索のためのコンテンツ伝播を実現するコンピューティング
デバイスであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリとを含み、
　該メモリは前記プロセッサにより実行可能なプログラム命令を含み、該プログラム命令
は実行されると、
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　１つまたは複数のドキュメントを対象とする参照情報を識別する手段であって、前記参
照情報が、前記１つまたは複数のドキュメントを含むデータソースと無関係のデータの１
つまたは複数のソースから識別される手段と、
　前記参照情報の近くに配置されていて、前記参照情報を取り囲み前記参照情報に意味論
的に又は文脈的に関係するメタデータを抽出する手段と、
　前記１つまたは複数のドキュメントのうちの関連する複数のドキュメントのコンテンツ
に対する前記メタデータのそれぞれの特徴間の関連性を計算する手段と、
　前記１つまたは複数のドキュメントのうちのそれぞれのドキュメントについて、前記メ
タデータの関連する部分に対し、前記それぞれの部分からの特徴の関連性と関連性スコア
とを使用して、前記ドキュメントのオリジナルコンテンツの中にインデックスを作成する
手段とを含み、
　前記インデックス作成する手段により、１つまたは複数のエンハンストドキュメントが
生成され、
　検索クエリに基づいて関連情報を見付けるために１つまたは複数のエンハンストドキュ
メントを解析する手段と、
　関連性スコアに基づいて１つまたは複数のエンハンストドキュメントをランク付けする
手段と、
　検索クエリに基づいて１つまたは複数のエンハンストドキュメントについての断片的記
述とランク付けされた結果を通信する手段とを実現し、
　前記計算する手段は、さらに、層間リンクを使用して異種オブジェクトをクラスタリン
グし、前記異種オブジェクトの複数の特徴に対する重要性尺度を決定する手段を含み、前
記異種オブジェクトは、類似のクエリの第１のクラスタと、関係するドキュメントの第２
のクラスタとを含み、前記類似のクエリは前記検索クエリログで識別されており、前記類
似のクエリは前記１つまたは複数のドキュメントを含む関連付けられた検索結果であり、
前記関係するドキュメントは、前記関係する複数のドキュメントの個々の複数のドキュメ
ントが前記複数の検索結果からエンドユーザにより選択されたか否かに関係なく前記検索
結果で識別されることを特徴とするコンピューティングデバイス。
【請求項３８】
　前記参照情報は、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの１つのドキュメントに関
連付けられているリンクまたは実質的に一意のドキュメントＩＤの少なくとも１つを含む
ことを特徴とする請求項３７に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項３９】
　前記１つまたは複数のドキュメントは、知識ベースアーティクル、製品ヘルプ、タスク
、または開発者データの１つを含むことを特徴とする請求項３７に記載のコンピューティ
ングデバイス。
【請求項４０】
　データの前記１つまたは複数のソースは、サービス要求、ニュースグループポスティン
グ、または検索クエリログの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項３７に記載の
コンピューティングデバイス。
【請求項４１】
　前記メタデータは、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの複数の関連付けられて
いるドキュメントに意味上または文脈上関係することを特徴とする請求項３７に記載のコ
ンピューティングデバイス。
【請求項４２】
　前記メタデータは、アーティクルタイトル、製品問題の状況、または製品問題解決情報
の少なくとも１つを含み、関連性を計算する手段は、さらに、前記アーティクルタイトル
または製品問題の状況に重みを付けて、製品問題解決情報より高い関連性を示す手段を含
むことを特徴とする請求項３７に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項４３】
　関連性を計算する手段は、さらに、前記データソースのコンテンツ内で、前記コンテン
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ツ内の他のメタデータ特徴の出現の頻度と比較してより大きな頻度で出現する前記メタデ
ータの特徴に対し、より大きな関連性を割り当てる手段を含むことを特徴とする請求項３
７に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項４４】
　関連性を計算する手段は、さらに、前記１つまたは複数のドキュメントのうちの１つの
ドキュメント内で見つかった前記メタデータの特徴に対し、前記ドキュメントの経過期間
に応じて、より大きな重みを割り当てる手段を含むことを特徴とする請求項３７に記載の
コンピューティングデバイス。
【請求項４５】
　データの前記１つまたは複数のソースは、検索クエリログを含み、関連性を計算する手
段は、さらに、
　前記検索クエリログから、前記データソースを検索するために比較的大きな出現頻度（
ＦＯＯ）を持つ検索クエリを識別する手段と、
　検索クエリ結果からエンドユーザにより選択された、前記データソースからのアーティ
クルを決定する手段と、
　選択されなかった前記検索クエリ内のアーティクルである欠損エンドユーザ選択を計算
する手段とを含むことを特徴とする請求項３７に記載のコンピューティングデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施は、データマイニング(data mining)に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日のハイテク企業は、一般に、消費者とパートナーが技術投資から最大の価値を確実
に享受するようになにがしかの製品サポートを実施している。例えば、顧客とパートナー
の要件を満たすために、さまざまな消費者およびビジネスサポート提供物、および戦略的
ＩＴコンサルティングサービスが提供される。サポート提供物は、電話、現場、Ｗｅｂベ
ースのサポートなどが考えられる。残念なことに、製品サポートサービスは、財務コスト
だけでなく、解決策を見つけるために必要な時間の点でも、非常にコスト高になる可能性
がある。例えば、現場コンサルティングサービスは、一般に高額であり、あまりに高額で
あるため、企業以外の消費者には個々の製品コンサルタントまたはトラブルシュータを雇
う金銭的余裕はない。
【０００３】
　さらに、例えば、製品の「ｈｏｗ－ｔｏ」（ヘルプ）およびトラブルシューティングア
ーティクル(troubleshooting article)を含む知識ベース(knowledge base)のオンライン
検索(online search)を介してサービスが自動化されている場合、消費者が適切なアーテ
ィクル群を見つけるまでにひどく長い時間がかかる可能性がある。このような状況になる
理由の１つは、知識ベースの製品トラブルシューティングアーティクルは専門のライタ、
ベンダなどにより作成されるのがふつうであり、サポートが求められる製品を毎日使って
いるユーザが作成しているのではないからである。このようなシナリオでは、ユーザが知
識ベース（ＫＢ）コンテンツプロデューサ(content producer(s))によって採用されてい
るターム(term)を使用して検索クエリ(search query)を形成しない場合、ユーザが適切な
知識ベーストラブルシューティング情報を特定するのは非常に困難であり、時間もかかる
可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　エンハンストドキュメント取り出し(enhanced document retrieval)のために、コンピ
ュータによって実施されるコンテンツ伝播(computer-implemented content propagation)
を実現するシステムおよび方法について説明する。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様では、１つまたは複数のドキュメントを対象とする参照情報(reference
 information)が識別される。参照情報は、１つまたは複数のドキュメントを含むデータ
ソースとは無関係のデータの１つまたは複数のソースから識別される。データの１つまた
は複数のソースから、参照情報に近い位置にあるメタデータが抽出される。１つまたは複
数のドキュメントのうちの関連する複数のドキュメントのコンテンツに対するメタデータ
のそれぞれの特徴間の関連性が計算される。１つまたは複数のドキュメントのうちのそれ
ぞれのドキュメントについて、メタデータの関連する部分(associated portion)に対し、
それぞれの部分からドキュメントのオリジナルコンテンツ(original content)の中への特
徴の関連性(relevance of features)を使用してインデックスが作成される。このインデ
ックス作成機能(indexing)は、１つまたは複数のエンハンストドキュメント(enhanced do
cument)を生成する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　後に説明するそれぞれの図において、コンポーネント参照番号の一番左の数字は、その
コンポーネントが最初に出現する特定の図を示す。
【０００７】
　概要
　ＫＢアーティクルは、「ｈｏｗ－ｔｏ」（ヘルプ）アーティクルを見つける顧客を手助
けし、製品問題を解決し（トラブルシューティング）、および／または他の何らかの手段
により製品を調査することを目的として作成される。調べたところ、エンドユーザが顧客
の質問に直接関係する的確なＫＢアーティクルを検索し、取得するのが容易であるほど、
製品および関連するサポートインフラに対する顧客の満足度は高いことが判明した。した
がって、以下の説明されているシステムおよび方法は、さまざまなデータソースにまたが
って格納されている情報を分析してＫＢアーティクル関連情報（ＫＢＡＲＩ：KB article
 related information）を見つけることにより、コンテンツ伝播およびエンハンストドキ
ュメント取り出しを実現する。このようなデータソースは、例えば、サービス要求ストレ
ージリポジトリ、オンライン製品および開発者サポートグループニュースグループポステ
ィング、検索クエリクリックスルーログ、および／またはそれらに類似のものを含む。
【０００８】
　ＫＢＡＲＩは、例えば、実質的に一意のＰＳドキュメント（例えば、ＫＢアーティクル
）ＩＤ、特定の（複数の）ＰＳアーティクルへのハイパーテキストリンク、特定の（複数
の）ＰＳアーティクルへの（複数の）ＵＲＩ(Universal Resource Identifier)、ドキュ
メントのタイトルなどを含む。製品開発者サポートニュースグループからの（複数の）製
品サービス要求および／またはポスティングの中からＫＢＡＲＩが見つかった場合、ＫＢ
ＡＲＩに近いテキストは、ＫＢＡＲＩにより参照される（複数の）ＰＳ／トラブルシュー
ティングアーティクルに意味上および／または文脈上価値ある情報を含むことがあり得る
。さらに、そのようなテキストは、現実の問題解決シナリオにおいて（複数の）エンドユ
ーザおよび／または製品サポートサービス（ＰＳＳ）エンジニアにより－もっぱら製品の
ドキュメントを作成する仕事を請け負った専門ライタまたはベンダによってではなく－生
成される可能性が高かった。
【０００９】
　例えば、（複数の）サービス要求のＰＳＳログ内のサービス要求（ＳＲ）は、エンドユ
ーザによりＰＳＳエンジニアに最初に提出された情報を含むアーカイブされたドキュメン
ト（例えば、１つまたは複数の関連電子メール）である。つまり、ＳＲは、トラブルシュ
ーティングシナリオなどの製品関係の質問をＰＳＳエンジニアに振り向ける機能を持つ。
ＰＳＳエンジニアは、一般的に、ＳＲに応答する。ＳＲが締めきられる前に、ＰＳＳエン
ジニアは、ＳＲ要約を生成して、製品、取り扱われる問題、問題の兆候（例えば、アクシ
ョンと結果）、原因、および／または解決などの情報の何らかの組合せをはっきりと識別
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する。その結果、ＳＲは、現実の問題解決シナリオにおいて（複数の）エンドユーザおよ
び（複数の）ＰＳＳエンジニアにより生成されたＫＢアーティクル１０６および／または
製品関係情報への実質的に価値ある参照を含む可能性があるデータを含む。
【００１０】
　ニュースグループのポスティングに関して、事業体および企業は、通常、製品および／
または開発者関係ニュースグループをホスティングし、エンドユーザに対して製品開発お
よびトラブルシューティング問題についてオンラインで話し合うための機会を提供する。
例えば、エンドユーザは、特定の製品で問題が生じた場合、それに対応するアーティクル
を、問題および要求支援を明確にうちだしているサーバにポスティングすることができる
。このようなシナリオでは、その製品に関連するパワーユーザおよび／またはサービス専
門家を含むニュースグループの読者は、その要求に対する回答をポスティングすることが
できる。サービス要求の場合と同様、ニュースグループポスティングは、１つまたは複数
のＫＢアーティクルに直接または文脈上関係するコンテンツ（例えば、リンク、参照など
）を含むことができる。あるポスティングがあるＫＢアーティクルを参照している場合、
そのポスティングはそのＫＢアーティクルに対する有用と思われるメタデータを提供する
。
【００１１】
　（複数の）クエリログ(query log)に関して、エンドユーザは、例えば、Ｗｅｂサイト
を介して検索クエリを（複数の）検索エンジンにサブミットし、（複数の）特定の製品に
関連する（複数の）ＫＢアーティクルを探索する、製品挙動をトラブルシューティングす
るといった作業を行うことが多い。検索エンジンおよび／またはＫＢデータベースをホス
ティングするサーバなどのサーバは、エンドユーザのクエリとともに、その後のエンドユ
ーザの（複数の）クリックスルーアクションをも記録する。クエリがＫＢアーティクルに
関連付けられていることが非常に頻繁である場合、このクエリはそのＫＢアーティクルに
対するよいメタデータである可能性が最も高い。
【００１２】
　複数のデータソースからのこのような意味上および／または文脈上関係する情報を利用
するために、これらのシステムおよび方法では、特定されたＫＢＡＲＩの近くにある（例
えば、その周囲の）テキストを抽出する。関連付けられている（複数の）ＰＳアーティク
ルに関して（複数の）特徴（キーワード）重要度重み付け値を生成するために、抽出され
たテキストが分析される。（抽出されたテキストは、そのテキストが近い位置にあるＫＢ
ＡＲＩにより示されるように（複数の）ＰＳアーティクルに関連付けられている）。抽出
されたテキスト（これ以降、「メタデータ」と呼ばれることが多い）および対応する（複
数の）特徴重要度重み付け値は、関連する（複数の）ＰＳアーティクルのオリジナルコン
テンツを使用してインデックスが作成され、それにより新しいまたはエンハンスト（複数
の）ＰＳアーティクルを生成する。この実装では、オリジナルＰＳアーティクルとエンハ
ンストＰＳアーティクルとの間に一対一の対応関係がある。例えば、エンハンストＰＳア
ーティクル毎に、対応する機能強化されていないまたはオリジナルＰＳアーティクルがあ
る。他の実施形態では、そのような一対一の対応関係がなく、オリジナルＰＳアーティク
ル(original PS article)は、エンハンストＰＳアーティクル(enhanced PS article)で置
き換えられる。
【００１３】
　エンドユーザから検索クエリを受け取ったことに対する応答として、エンハンストドキ
ュメント取り出しのためのコンテンツ伝播を実現するこれらのシステムおよび方法では、
検索クエリの（複数の）タームを含む（複数の）ＰＳアーティクル（オリジナルおよび／
またはエンハンスト）を取り出す。その後、取り出されたオリジナルおよび／またはエン
ハンストＰＳアーティクルの関連性が、クエリタームの近接度および人気度基準に照らし
て判定される。次に、検索結果が、それらの関連性スコアに照らしてランキングされる。
エンドユーザに対して返されたドキュメントの関連性をはっきりと示すために検索結果か
らスニペット記述(Snippet descriptions)が生成される。ランク付けされた結果は、スニ
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ペット記述とともに、エンドユーザに伝達される。
【００１４】
　一実施形態では、さらに、エンハンストドキュメント取り出しのためのコンテンツ伝播
を実現するシステムおよび方法により、自動的にＰＳアーティクルを生成できるように新
しいＰＳコンテンツを容易に識別することができる。次に、エンハンストドキュメント取
り出しのためのコンテンツ伝播を実現するシステムおよび方法のこれらの態様およびその
他の態様について、詳細に説明する。
【００１５】
　例示的システム
　図面を参照すると、類似の参照番号は類似の要素を参照しているが、システムおよび方
法については、好適なコンピューティング環境内で実施されているものとして説明し、図
に示してある。必要とされていないが、パーソナルコンピュータによって実行される、プ
ログラムモジュールなどのコンピュータ実行可能命令の一般的文脈においてこれらのシス
テムおよび方法も説明している。一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行
する、または特定の抽象データ型を実施形態するルーチン、プログラム、オブジェクト、
コンポーネント、データ構造などを含む。これらのシステムおよび方法は前記の文脈にお
いて説明しているが、これ以降説明される活動およびオペレーションは、ハードウェアで
実施することもできる。
【００１６】
　図１は、エンハンストドキュメント取り出しのためのコンテンツ伝播を実現するシステ
ム例１００を示している。この実施形態では、システム１００は、ネットワーク１０４を
介して（複数の）ＫＢアーティクル１０６（データベース）データソース１０８～１１４
に結合されている（複数の）ＫＢホスティングサーバ（１０２）およびクライアントコン
ピューティングデバイス１１６を備える。ネットワーク１０４は、事務所、企業規模のコ
ンピュータネットワーク、イントラネット、およびインターネットでは一般的であるネッ
トワークなどの、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）および一般的なワイドエリアネ
ットワーク（ＷＡＮ）通信環境の任意の組合せを含むことができる。ＫＢホスティングサ
ーバ１０２は、データソース１０８～１１４に分散して格納されている情報をマイニング
し、この情報をオリジナルＫＢアーティクル１１８に追加して、新しいまたはエンハンス
トＫＢアーティクル１２０を生成する。この実施形態では、データソース１０８～１１４
は、例えば、（複数の）サービス要求１０８、（複数の）ニュースグループポスティング
１１０、（複数の）クエリログ１１２、および／またはその他の（複数の）データソース
１１４を含む。ＫＢホスティングサーバ１０２は、クライアントコンピューティングデバ
イス１１６のエンドユーザからＫＢ関係検索クエリ１２２を受け取ったことに対する応答
として、検索クエリ１２２の（複数の）タームを含む（複数の）オリジナルＫＢアーティ
クル１１８および／または（複数の）エンハンストＫＢアーティクル１２０を取り出す。
クライアントコンピューティングデバイス１１６は、パーソナルコンピュータ、ラップト
ップ、サーバ、モバイルコンピューティングデバイス（例えば、携帯電話、携帯情報端末
、またはハンドヘルドコンピュータ）などの任意の種類のコンピューティングデバイスで
ある。
【００１７】
　複数のデータソースからのＰＳドキュメントリンク、ＩＤなどのマイニング
　より具体的には、（複数の）ＫＢホスティングサーバ１０２のメタデータ抽出１２４で
は、データソース１０８～１１４に分散して格納されている情報をマイニングして、複数
のＫＢアーティクル１０６のうちのそれぞれのアーティクルに関係する情報を識別する。
説明および例示するために、この識別された情報は、ＫＢ関係情報（ＫＢＡＲＩ）１２６
と呼ばれる。ＫＢＡＲＩ　１２６は、例えば、実質的に一意のＫＢアーティクルＩＤ（例
えば、ＧＵＩＤ）、特定の（複数の）ＫＢアーティクルへのハイパーテキストリンク、特
定の（複数の）ＫＢアーティクルへの（複数の）ＵＲＩ(Universal Resource Identifier
)などを含む。メタデータ抽出１２４で製品開発者サポートニュースグループからのＰＳ
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Ｓおよび／またはニュースグループポスティング１１０から（複数の）サービス要求１０
８内にＫＢＡＲＩ　１２６を見つけた場合、ＫＢＡＲＩ　１２６に近いテキストは、ＫＢ
ＡＲＩ　１２６により参照される（複数の）オリジナルＫＢアーティクル１１８に意味上
および／または文脈上価値ある情報を含む可能性が非常に高い。例えば、そのようなテキ
ストは、アーティクルタイトル、アーティクルキーワード、製品問題説明、および解決デ
ータなどを含むことができる。さらに、そのようなテキストは、現実の問題解決シナリオ
において（複数の）エンドユーザおよび／またはＰＳＳエンジニアにより－もっぱら製品
のドキュメントを作成する仕事を請け負った専門ライタまたはベンダによってではなく－
生成される可能性が高かった。
【００１８】
　特徴抽出および重要度重み付け
　（複数の）データソース１０８～１１４からの意味上および／または文脈上関係するＫ
Ｂアーティクル情報を利用するために、メタデータ抽出１２４が、特定されたＫＢＡＲＩ
　１２６の近くにある（例えば、その周囲の）テキストを抽出する。説明のため、このよ
うな抽出されたテキストは、メタデータ１２８として示されている。検索クエリ１２２の
タームに実質的に最も関連する（複数の）ＫＢアーティクル１０６をエンドユーザに提供
するため、メタデータ抽出１２４ではメタデータ１２８を分析して、（複数の）ＫＢアー
ティクル１０６のうちの関連するアーティクルに関して（複数の）特徴重要度（関連性）
重み付け値を生成する。（抽出されたメタデータ１２８は、対応するＫＢＡＲＩ　１２６
により示されているように（複数の）ＫＢアーティクル１０６に関連付けられる）。
【００１９】
　より具体的には、メタデータ抽出１２４では、全文検索手法を使用して、異なる関連度
重みをメタデータ１２８の特徴に関連付ける。この実施形態では、サービス要求１０８に
関して、他のサービス要求情報、例えば、問題解決に割り当てられた重みと比較して、よ
り大きな重みがタイトルおよび兆候に割り当てられる。これは、ユーザが、問題解決情報
ではなく、問題兆候で検索クエリを定式化する可能性が高いためである。特徴重み付けは
、さらに、特定のＫＢアーティクル参照（つまり、ＫＢＡＲＩ　１２６のそれぞれの情報
断片）が、参照経過時間に応じて、その文脈内で識別される回数を反映することもできる
。このような特徴重み付けは、さらに、（複数の）ニュースグループポスティング１１０
にも適用される。
【００２０】
　（複数の）クエリログ１１２から抽出されたメタデータ１２８に関して、メタデータ抽
出１２４は、特徴分析および重み付けを実行するが、そのために、まず、（ａ）ＫＢアー
ティクル１０６を検索するためエンドユーザにより頻繁に生成される検索クエリ、（ｂ）
その後選択されるＫＢアーティクル１０６、および／または（ｃ）選択されたアーティク
ルに関係する他のＫＢアーティクル１０６などの情報の何らかの組合せを明確にする。そ
の後、メタデータ抽出１２４では、類似のクエリ（クエリクラスタ）のクラスタおよび関
係するＫＢアーティクル１０６のクラスタ（つまり、アーティクルクラスタ）を生成する
ことにより（ａ）、（ｂ）、および／または（ｃ）に関連付けられた疎なクリックスルー
データを処理する。疎なクリックスルーデータは、通常、ユーザが検索エンジンから返さ
れた少数のドキュメント（例えば、その１つまたは複数）を選択（つまり、クリックスル
ー）した場合に得られる。説明のため、（複数の）クエリクラスタおよび（複数の）アー
ティクルクラスタも、「他のデータ」１３０のそれぞれの（複数の）部分として表される
。類似のクエリおよび関係するＫＢアーティクルに対するクラスタを定式化するためのク
ラスタリング手法の一実施例は、付録Ａの「異種オブジェクトのクラスタリングの実施例
」として詳述してある。
【００２１】
　メタデータ１２８の重み付き特徴を持続し、管理するために、メタデータ抽出および分
析モジュール１２４は、関連するオリジナル（複数の）ＫＢアーティクル１１８のオリジ
ナルコンテンツを使用してメタデータ１２８および対応する（複数の）特徴重要度重み付
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け値のインデックスを作成し、新しいまたはエンハンスト（複数の）ＫＢアーティクル１
２０を生成する。（メタデータ１２８は、１つまたは複数のそれぞれのＫＢアーティクル
１０６に対して相補的な関係にあると判別された１つまたは複数のデータソース１０８～
１１４からマイニングされたデータを含むことに留意されたい）。この実施形態では、メ
タデータ１２８の重み付き特徴のタグ付けが行われ、これによりインデックスのコンテン
ツを参照し、取り出すためにＸＭＬなどのマークアップ言語が使用されるようにできる。
一実施形態では、メタデータ１２８は、エンハンストＫＢアーティクル１２０内に逆イン
デックスとしてインデックス作成される。この実施形態では、エンハンストＫＢアーティ
クル１２０とオリジナルＫＢアーティクル１１８との間に一対一の対応関係がある。例え
ば、エンハンストＫＢアーティクル１２０毎に、対応する機能強化されていないまたはオ
リジナルＫＢアーティクル１１８がある。この一対一対応関係は、オリジナルＫＢアーテ
ィクル１１８の少なくともサブセットが対応するエンハンストＫＢアーティクル１２０を
持つことを意味する。他の実施形態では、このような一対一対応関係はない。例えば、オ
リジナルＫＢアーティクル１１８は、エンハンストＫＢアーティクル１２０で置き換えら
れるようにできる。
【００２２】
　エンハンストＫＢアーティクル(enhanced KB article)の取り出し(retrieval)
　検索プロバイダ１３２は、クライアントコンピューティングデバイス１１６のエンドユ
ーザからＫＢ関係検索クエリ１２２を受け取る。検索クエリ１２２の（複数の）タームが
、製品調査またはトラブルシューティングの質問に関連している。一実施形態では、検索
クエリ１２２は、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）で指定された情報を含む。エンドユー
ザは、多数の考えられるさまざまなアプリケーション１３４のどれかを使用して、ネット
ワーク１０４を介して検索クエリ１２２を（複数の）ＫＢホスティングサーバ１０２に送
信する。例えば、（複数の）アプリケーション１３４としては、Ｗｅｂブラウザ、ワード
プロセッサ、電子メール、および／またはその他の種類の（複数の）コンピュータプログ
ラムアプリケーションなどがある。
【００２３】
　この実施形態では、検索プロバイダ１３２は、ＫＢホスティングサーバ１０２および検
索エンジン機能に対するリモートアプリケーションのエントリポイントを備える。このエ
ントリポイントにより、ＫＢサーバ１０２と（複数の）アプリケーション１３４の可能な
さまざまなアーキテクチャの実施形態との間の通信が可能になる。例えば、一実施形態で
は、エントリポイントは、Ｗｅｂブラウザとして実施形態されているアプリケーション１
３４から伝達されたハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）コマンドをサポートす
る。他の実施形態では、エントリポイントは、ＳＯＡＰ(Simple Object Access Protocol
)などのＸＭＬベースのメッセージングプロトコルをサポートする。他のエントリポイン
ト実施形態も、（複数の）アプリケーション１３４と検索プロバイダ１３２との間で望ま
れる特定の種類の通信サポートに応じて可能である。
【００２４】
　検索クエリ１２２を受け取ったことに対する応答として、検索プロバイダ１３２は、「
他のデータ」１３０のそれぞれの部分として示されている、スキーマに照らして検索クエ
リ１２２のデータ形式を解析して強制する。一実施形態では、スキーマは、例えば、クラ
イアントコンピューティングデバイス１１６により、ＫＢホスティングサーバ１０２にア
ップロードされる。次に、検索プロバイダ１３２は、全文検索をＫＢアーティクル１０６
に対し実行し、関係する／関連するオリジナル（複数の）ＫＢアーティクル１１８および
／またはエンハンスト（複数の）ＫＢアーティクル１２０を識別して取り出す。例示し、
説明するために、そのようにして取り出されたドキュメントは、「他のデータ」１３０の
それぞれの部分として示してある。
【００２５】
　取り出されたドキュメントの関連性およびランキングオペレーション
　その後、取り出されたドキュメントの関連性が、クエリタームの近接度および人気度基
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準に照らして判定される。タームの近接度に関して、ＫＢアーティクル１０６を検索する
検索クエリ１２２の長さは、他の種類のクエリ（例えば、一般的なＷｅｂ検索についてモ
デル化されているクエリ）より長くてもよい。これは、製品トラブルシューティングおよ
び／または調査質問事項を説明するためにより多くの単語／タームが一般的に使用される
からである。この点に照らして、より多くのタームを含む可能性のあるクエリ内でできる
限り多くのクエリ条件断片をカバーするＫＢアーティクル１０６を見つけるために、検索
プロバイダ１３２では、タームの近接度を使用して、検索クエリ１２２内のタームに重み
を付ける。近接度の値は、以下のように、曲線により重み付け係数に変換され、全文取り
出しモジュールにより類似度の値が出力される。
【００２６】
【数１】

【００２７】
　ここで、α、βは、検索クエリ１２２の各部の相対的重みを制御するように構成されて
いるパラメータである。Ｈｉｔパラメータは、検索クエリ１２２のすべてのタームに対す
る、ドキュメント内の検索クエリ１２２のタームの割合を表す。ＥｄｉｔＤｉｓｔａｎｃ
ｅパラメータは、クエリとドキュメントの間の「順序誤り」の尺度である。用語「順序誤
り」に関して、例えば、クエリがキーワード「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｔｒｉｅｖ
ａｌ　ａｎｄ　ｄａｔａ　ｍｉｎｉｎｇ」を含み、ドキュメントは「ｒｅｔｒｉｅｖａｌ
　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｍｉｎｉｎｇ　ｆｒｏｍ　ｄａｔａ」である場合に
ついて考察する。この例のキーワード「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」および「ｒｅｔｒｉｅ
ｖａｌ」、「ｄａｔａ」および「ｍｉｎｉｎｇ」は順序誤りである。これに対処するため
、クエリと対応するドキュメントとの間の類似性を計算する際に順序誤りのあるキーワー
ドに対しペナルティを設ける。説明のため、用語の近接度と類似度の値は、「他のデータ
」１３０で「関連性スコア」として示されている。
【００２８】
　検索プロバイダ１３２は、クエリタームの近接度ベースの関連性スコアに照らして、ま
た識別された（複数の）ドキュメントの人気度に照らして、取り出されたドキュメントの
ランキングを行う。一実施形態では、これは、識別されたＫＢアーティクル１０６の経過
期間を判別し、最近のアーティクル１０６ほど大きな重みを割り当て、古いＫＢアーティ
クル１０６より「人気が高い」ものとすることにより達成される。他の実施形態では、Ｋ
Ｂアーティクル１０６の人気度は判別することが実質的に困難であり、識別された（複数
の）ＫＢアーティクル１０６の人気度は、（複数の）アーティクルが（複数の）サービス
要求１０８および／または（複数の）ニュースグループポスティング１１０にまたがって
参照される回数に応じて判別される。アーティクルが参照される回数が多いほど、同じ回
数だけ参照されていないアーティクルに比べて、アーティクルの人気度は高く、高い順位
が付けられる。（複数の）ニュースグループポスティング１１０に関して、ＫＢアーティ
クル１０６の人気度は、アーティクル参照の頻度および／またはニュースグループ内のニ
ュースグループポスティング者優勢度の何らかの判定－特定のユーザによりポスティング
されたアーティクルが多いほど、そのユーザの優勢度は高い－により決まる。
【００２９】
　比較的新しいＫＢアーティクル１０６は、参照頻度が小さいことから、相対的人気度が
小さいことを示すであろう。しかし、新しいアーティクルは、エンドユーザにとっては大
きな意味を持つ場合がある。したがって、一実施形態では、検索プロバイダ１３２では、
参照頻度および経過期間の係数を組み合わせ、以下式で、異なる経過期間を持つＫＢアー
ティクルの人気度を正規化する。
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【００３０】
【数２】

【００３１】
　Ｉｒｅｆは、参照頻度からの重要度を表す（参照頻度が高いほど、その結果得られる重
要度値は高い）。Ｉａｇｅは、リリースされた時間（アーティクルの経過期間）からの重
要度を表す。パラメータαおよびβは、参照頻度からの重要度とリリースされた時間から
の重要度との間の相対的重み付けを表し、以前の知識により指定され、および／または学
習データから学習されることが可能である。ＫＢアーティクル１０６が新しいほど、計算
されたアーティクルの重要度が高くなる。
【００３２】
【数３】

【００３３】
　検索クエリ１２２の（複数の）タームによる（複数の）ＫＢアーティクル１０６の検索
の結果は、ランキングされるか、または計算された重要度値に応じた関連性があるとみな
され、それぞれの値は「他のデータ」１３０のそれぞれの（複数の）部分とともに表され
る。
【００３４】
　検索結果スニペット生成／強調
　一実施形態では、エンドユーザに提示されるクエリ関係情報を実質的に最大化するため
に、検索プロバイダ１３２は、最上位の取り出されたドキュメントのうちの１つまたは複
数に対するスニペット記述を生成し、エンドユーザに対して取り出されたドキュメントの
関連性をはっきりと示す（つまり、識別された資料（（複数の）アーティクル）が検索ク
エリ１２２の（複数の）タームにどのように関係しているかをエンドユーザに対し明確に
示す）。例示のため、（複数の）スニペット記述は、「他のデータ」１３０のそれぞれの
（複数の）部分とともに表される。スニペット記述を生成するために、検索プロバイダ１
３２は、そのスニペット記述について検索クエリ１２２に関連すると判定された取り出さ
れたＫＢアーティクル１０６から１つまたは複数のブロックを特定し、その後、その１つ
または複数のブロック内の検索クエリ１２２のタームを強調する。検索プロバイダ１３２
は、取り出されたドキュメントの一部に適用される構成可能サイズのスライディングウィ
ンドウを持つ１つまたは複数のブロックを識別する。一実施形態では、スライディングウ
ィンドウのサイズは、クライアントコンピューティングデバイス１１６上のスニペット記
述表示に利用可能なＵＩ空間に応じて決まる。
【００３５】
　スライディングウィンドウを取り出されたＫＢアーティクル１０６の一部に適用する毎
に、検索プロバイダ１３２は、スライディングウィンドウにより線引きされたテキストに
より伝えられるクエリ関係情報の量を測定する。この測定尺度は、「他のデータ」１３０
のそれぞれの部分で表される。この尺度は、単語頻度、エンハンストクエリタームに対す
る単語近接度、単語位置などの定量的基準に基づく値を含む。検索プロバイダ１３２は、
トレインド(trained)クラシファイア(classifier)モデル（「他のデータ」１３０を参照
）を使用して、それらの異なる基準を組み合わせ、スニペット記述の最も情報量のあるブ
ロックを取得する。このようにして、スニペット記述は、エンドユーザに対して、識別さ
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れたＫＢアーティクル１０６の関連性を明確に示す。
【００３６】
　トレインドクラシファイアモデルは、統計学における古典的学習法である線形回帰によ
り学習される。線形回帰では、ベクトルｘと値ｙとの関係を、データの直線当てはめによ
り説明しようとする。線形回帰モデルは以下を仮定する。
【００３７】
【数４】

【００３８】
　ここで、「残差」ｅは、平均値０のランダム変数である。係数ｂｊは、平方残差の和が
可能な限り小さいという条件により決定される。変数ｘｊは、入力、つまり入力の対数ま
たは多項式などのいくつかの変換から直接得られる。
【００３９】
　検索プロバイダ１３２は、対応するスニペット記述とともに最上位の取り出された（複
数の）ドキュメントの少なくともサブセットをクエリ応答１３６内にカプセル化する。検
索プロバイダ１３２は、クエリ応答１３６をクライアントコンピューティングデバイス１
１６に伝達し、エンドユーザはこれを提示し使用することで、製品調査および／またはト
ラブルシューティング質問を解決する。
【００４０】
　例示的手順
　図２は、ドキュメント取り出しを機能強化するためのコンテンツ伝播を行う手順例２０
０を示す。説明を目的とするため、この手順のオペレーションは図１のコンポーネントに
関して説明する。（すべての参照番号は、そのコンポーネントが最初に導入される図面の
番号から始まる）。ブロック２０２で、メタデータ抽出１２４（図１）は、データソース
１０８～１１４のうちの複数のそれぞれのデータソースからの特定のＫＢアーティクル１
０６に関連する情報－知識ベースアーティクル関連情報（ＫＢＡＲＩ　１２６）－を識別
する。ブロック２０４において、メタデータ抽出１２４は、ブロック２０２の識別された
情報に近い特徴を抽出する。ブロック２０６において、メタデータ抽出１２４は、抽出さ
れた特徴（メタデータ１２８）を分析し、関連する知識ベースアーティクル１０６うちの
対応するアーティクルに関して関連性重要尺度を生成する。ブロック２０８において、メ
タデータ抽出１２４は、複数の知識ベースアーティクル１０６のうちの関連する個々のア
ーティクルの中へ、対応する関連性スコアとともに抽出された特徴のインデックスを作成
する。これで、新しいまたはエンハンスト知識ベースアーティクル１２０を生成する。
【００４１】
　ブロック２１０において、検索プロバイダ１３２は、検索クエリ１２２を受け取ったこ
とに対する応答として、検索クエリ１２２の（複数の）タームを含むオリジナルＫＢアー
ティクル１１８および／またはエンハンストＫＢアーティクル１２０を取り出す。ブロッ
ク２１２において、検索プロバイダ１３２は、取り出されたドキュメント／アーティクル
を、それらのドキュメント／アーティクルのそれぞれに対する検索クエリ１２２の（複数
の）タームの関連性スコアに基づいてランク付けする。ブロック２１４において、検索プ
ロバイダ１３２は、取り出された知識ベースアーティクル１０６のスニペット記述を生成
する。ブロック２１６で、検索プロバイダ１３２は、ランク付けされた結果およびスニペ
ット記述をエンドユーザに伝達する。
【００４２】
　動作環境例
　図３は、エンハンストドキュメント取り出しのデータソースのコンテンツ伝播を実現す
る図１のシステム１００および図２の方法を完全にまたは部分的に実施することができる
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好適なコンピューティング環境３００の一実施例を示している。図３は、エンハンストド
キュメント取り出しのデータソースのコンテンツ伝播を実現する説明されているシステム
、装置、および方法を（完全にまたは部分的に）実施することができる好適なコンピュー
ティング環境３００の実施例を示している。コンピューティング環境３００の実施例は、
好適なコンピューティング環境の一例にすぎず、本明細書で説明されているシステムおよ
び方法の使用または機能の範囲に関する制限を示唆する意図はない。コンピューティング
環境３００は、コンピューティング環境３００に例示されている複数のコンポーネントの
１つまたはその組合せに関係する何らかの依存関係または要件を持つものと解釈すべきで
ない。
【００４３】
　本明細書に説明されている方法およびシステムは、他の数多くの汎用または専用コンピ
ューティングシステム環境または構成で動作する。使用するのに適していると思われるよ
く知られているコンピューティングシステム、環境、および／または構成の例として、こ
れに限定されないが、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、マルチプロセッサ
システム、マイクロプロセッサベースのシステム、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ
、メインフレームコンピュータ、上記システムまたはデバイスを含む分散コンピューティ
ング環境などがある。コンパクトまたはサブセット版のフレームワークも、ハンドヘルド
コンピュータ、またはその他のコンピューティングデバイスなどの、資源が限られている
クライアントに実施形態されうる。本発明は、通信ネットワークを通じてリンクされてい
るリモート処理デバイスによりタスクが実行される分散コンピューティング環境で実施さ
れる。分散コンピューティング環境では、プログラムモジュールは、ローカルおよびリモ
ートの両方のメモリ記憶デバイス内に配置され得る。
【００４４】
　図３を参照すると、エンハンストドキュメント取り出しのコンテンツ伝播を実現するシ
ステム実施例は、コンピュータ３１０の形態の汎用コンピューティングデバイスを備える
。コンピュータ３１０の以下の説明されている態様は、クライアントコンピューティング
デバイス１１６（図１）および／またはＫＢホスティングサーバ１０２（図１）の実施例
である。コンピュータ３１０が備えるコンポーネントとしては、これに限定されないが、
処理ユニット３２０、システムメモリ３３０、およびシステムメモリを含むさまざまなシ
ステムコンポーネントを処理ユニット３２０に結合するシステムバス３２１などがある。
システムバス３２１は、メモリバスまたはメモリコントローラ、周辺機器バス、およびさ
まざまなバスアーキテクチャを使用するローカルバスを含む数種類のバス構造のうちのい
ずれでもよい。例えば、限定的ではないが、このようなアーキテクチャとしては、ＩＳＡ
(Industry Standard Architecture)バス、ＭＣＡ(Micro Channel Architecture)バス、Ｅ
ＩＳＡ(Enhanced ISA)バス、ＶＥＳＡ(Video Electronics Standards Association)ロー
カルバス、およびメザニンバスとも呼ばれるＰＣＩ(Peripheral Component Interconnect
)バスがある。
【００４５】
　コンピュータ３１０は通常、さまざまなコンピュータ可読媒体を含む。コンピュータ可
読媒体は、コンピュータ３１０によってアクセスされることができる媒体であればどのよ
うな媒体でも使用可能であり、揮発性および不揮発性媒体、取り外し可能および取り外し
不能媒体を含む。例えば、限定的ではないが、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記
憶媒体および通信媒体を含むことができる。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読
命令、データ構造体、プログラムモジュール、またはその他のデータなどの情報を格納す
る方法または技術で実施される揮発性および不揮発性、取り外し可能および取り外し不能
媒体を含む。コンピュータ記憶媒体としては、これに限定されないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、
ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリまたはその他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多
目的ディスク（ＤＶＤ）またはその他の光ディスク記憶装置、磁気カセット、磁気テープ
、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、または所望の情報を格納する
ために使用することができ、しかもコンピュータ３１０によりアクセスできるその他の媒
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体がある。
【００４６】
　通信媒体は、通常、コンピュータ可読命令、データ構造体、プログラムモジュール、ま
たは搬送波もしくはその他の移送メカニズムなどの変調データ信号によるその他のデータ
を具現するものであり、任意の情報配信媒体を含む。「変調されたデータ信号」という用
語は、信号に情報を符号化するようにその特性の１つまたは複数が設定または変更された
信号を意味する。例えば、限定的ではないが通信媒体としては、有線ネットワークまたは
直接配線接続などの有線媒体、ならびに、音響、ＲＦ、赤外線、およびその他の無線媒体
などの無線媒体がある。上記のいずれの組合せもコンピュータ可読媒体の範囲に収まらな
ければならない。
【００４７】
　システムメモリ３３０は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）３３１およびランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）３３２などの揮発性および／または不揮発性メモリの形態のコンピュ
ータ記憶媒体を備える。起動時などにコンピュータ３１０内の要素間の情報伝送を助ける
基本ルーチンを含む基本入出力システム３３３（ＢＩＯＳ）は、通常、ＲＯＭ　３３１に
格納される。通常、ＲＡＭ　３３２は、処理ユニット３２０に直接アクセス可能な、およ
び／または処理ユニット３２０によって現在操作されているデータおよび／またはプログ
ラムモジュールを格納する。例えば、限定的ではないが図３は、オペレーティングシステ
ム３３４、アプリケーションプログラム３３５、その他のプログラムモジュール３３６、
およびプログラムデータ３３７を例示している。一実施例では、組合せで図１を参照する
と、コンピュータ３１０はＫＢホスティングサーバ１０２である。このシナリオでは、ア
プリケーションプログラム３３５は、図１のプログラムモジュール１３８を含み、プログ
ラムデータ３３７は、図１のＫＢアーティクル関連情報（ＫＢＡＲＩ）１２６、メタデー
タ１２８、および／または「他のデータ」１３０を含む。
【００４８】
　コンピュータ３１０はさらに、その他の取り外し可能／取り外し不能な揮発性／不揮発
性コンピュータ記憶媒体を備えることもできる。例のためだけとして、図３は、取り外し
不能な不揮発性磁気媒体の読み出しまたは書き込みを行うハードディスクドライブ３４１
、取り外し可能な不揮発性磁気ディスク３５２の読み出しまたは書き込みを行う磁気ディ
スクドライブ３５１、およびＣＤ　ＲＯＭまたはその他の光媒体などの取り外し可能な不
揮発性光ディスク３５６の読み出しまたは書き込みを行う光ディスクドライブ３５５を例
示している。動作環境の実施例で使用できる他の取り外し可能／取り外し不能な揮発性／
不揮発性コンピュータ記憶媒体としては、これに限定されないが、磁気テープカセット、
フラッシュメモリカード、デジタル多目的ディスク、デジタルビデオテープ、ソリッドス
テートＲＡＭ、ソリッドステートＲＯＭなどがある。ハードディスクドライブ３４１は、
通常、インターフェース３４０などの取り外し不能なメモリインターフェースを介してシ
ステムバス３２１に接続され、磁気ディスクドライブ３５１および光ディスクドライブ３
５５は、通常、インターフェース３５０などの取り外し可能なメモリインターフェースに
よりシステムバス３２１に接続される。
【００４９】
　図３に例示されている上記のドライブおよび関連コンピュータ記憶媒体は、コンピュー
タ３１０用のコンピュータ可読命令、データ構造体、プログラムモジュール、およびその
他のデータを格納する機能を備える。例えば、図３では、ハードディスクドライブ３４１
は、オペレーティングシステム３４４、アプリケーションプログラム３４５、その他のプ
ログラムモジュール３４６、およびプログラムデータ３４７を格納するものとして例示さ
れている。これらのコンポーネントは、オペレーティングシステム３３４、アプリケーシ
ョンプログラム３３５、その他のプログラムモジュール３３６、およびプログラムデータ
３３７と同じである場合もあれば異なる場合もあることに留意されたい。オペレーティン
グシステム３４４、アプリケーションプログラム３４５、その他のプログラムモジュール
３４６、およびプログラムデータ３４７については、ここでは異なる番号を割り当てて、
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少なくともそれが異なるコピーであることを示している。
【００５０】
　ユーザは、キーボード３６２、およびマウス、トラックボール、またはタッチパッドと
一般に呼ばれるポインティングデバイス３６１などの入力デバイスを介してコンピュータ
３１０にコマンドおよび情報を入力できる。他の入力デバイス（図に示されていない）と
しては、マイク、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星パラボラアンテナ、スキャナな
どがある。これらの入力デバイスやその他の入力デバイスは、システムバス３２１に結合
されているユーザ入力インターフェース３６０を介して処理ユニット３２０に接続される
ことが多いが、パラレルポート、ゲームポート、またはユニバーサルシリアルバス（ＵＳ
Ｂ）などの他のインターフェースおよびバス構造により接続されることも可能である。
【００５１】
　モニタ３９１またはその他の種類の表示デバイスも、ビデオインターフェース３９０な
どのインターフェースを介してシステムバス３２１に接続される。モニタのほかに、コン
ピュータはさらにスピーカ３９７およびプリンタ３９６などの他の周辺出力デバイスも備
えることができ、これらは出力周辺インターフェース３９５を介して接続することができ
る。
【００５２】
　コンピュータ３１０は、リモートコンピュータ３８０などの１つまたは複数のリモート
コンピュータへの論理接続を使用してネットワーク接続環境で動作する。リモートコンピ
ュータ３８０は、パーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ、ピアデ
バイス、またはその他の共通ネットワークノードでもよく、通常は、コンピュータ３１０
に関係する上述の要素の多くまたはすべてを含むが、メモリ記憶デバイス３８１だけが図
３に例示されている。図３に示されている論理接続は、ローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）３７１およびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）３７３を含むが、他のネットワ
ークを含むこともできる。このようなネットワーキング環境は、オフィス、企業全体にわ
たるコンピュータネットワーク、イントラネット、およびインターネットでは一般的であ
る。
【００５３】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ３１０は、ネットワーク
インターフェースまたはアダプタ３７０を介してＬＡＮ　３７１に接続される。ＷＡＮネ
ットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ３１０は、通常、インターネットな
どのＷＡＮ　３７３上で通信を確立するためモデム３７２またはその他の手段を備える。
モデム３７２は、内蔵でも外付けでもよいが、ユーザ入力インターフェース３６０または
その他の適切なメカニズムを介してシステムバス３２１に接続され得る。ネットワーク接
続環境では、コンピュータ３１０またはその一部に関して示されているプログラムモジュ
ールは、リモートメモリ記憶デバイスに格納され得る。例えば、限定的ではないが、図３
は、リモートアプリケーションプログラム３８５を、メモリデバイス３８１に置かれてい
るものとして例示している。図に示されているネットワーク接続は実施例であり、コンピ
ュータ間の通信リンクを確立するのに他の手段が使用され得る。
【００５４】
　結論
　エンハンストドキュメント取り出しのためのコンテンツ伝播(content propagation)を
実現するシステムおよび方法は、構造上の特徴および／または方法論上の動作または活動
に特有の言語で説明してあるが、請求項は、説明した特定の特徴または活動に必ずしも限
定されないことは理解されるであろう。例えば、図１のシステム１００は、エンハンスト
ＫＢアーティクル１０６取り出しのデータソースのコンテンツ伝播に関して説明してある
が、説明されているシステムおよび方法は、１つまたは複数の独立のデータソースから、
ＫＢまたは製品サポートアーティクルだけでなく、参照されている任意の種類のドキュメ
ントへマイニングされたメタデータを伝播するために使用され得る。例えば、システム１
００は、他の種類のドキュメントに関して、リンク、参照、タイトル、ドキュメントＩＤ
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などを含む複数のデータソースにまたがってエンハンストドキュメント取り出しのコンテ
ンツ伝播を実現するために使用され得る。したがって、本明細書に記載の特定の特徴およ
び活動は、請求されている主題を実施する実施例として開示されている。
【００５５】
　付録Ａ
　異種オブジェクトのクラスタリング
　例示的クラスタリングシステムおよび方法の背景
　クラスタリングは、複数のオブジェクトのグループ化を伴い、検索エンジンおよび情報
マイニングなどのアプリケーションで使用される。クラスタリングアルゴリズムでは、複
数のオブジェクトの類似性に基づいてオブジェクトをグループ化する。例えば、Ｗｅｂペ
ージオブジェクトは、コンテンツ、リンク構造、またはユーザアクセスログに基づいてク
ラスタリングされる。ユーザのクラスタリングは、ユーザが選択したアイテムに基づく。
ユーザオブジェクトは、それらのアクセス履歴に基づいてクラスタリングされる。ユーザ
に関連付けられたアイテムのクラスタリングは、従来、それらのアイテムを選択したユー
ザに基づく。さまざまなクラスタリングアルゴリズムが知られている。従来技術のクラス
タリングアルゴリズムは、パーティション分割ベースのクラスタリング、階層型クラスタ
リング、および密度ベースのクラスタリングを含む。
【００５６】
　ユーザのアクセスされたＷｅｂページのコンテンツまたはアクセスパターンは、ユーザ
プロファイルを構築してＷｅｂユーザをクラスタリングするために使用されることが多い
。その後、従来のクラスタリング手法が採用される。協調フィルタリングでは、クラスタ
リングは、ユーザまたはアイテムをグループ化して推奨／予測を高めるためにも使用され
る。
【００５７】
　これらの従来のクラスタリングアルゴリズムの使用にあたっては、一般に、いくつかの
制限事項がある。従来のクラスタリング手法は、オブジェクトの個数、異種オブジェクト
のリンクの個数が疎でありすぎてオブジェクトの効果的なクラスタリングが達成されない
データの疎性問題に直面しうる。同種クラスタリングでは、分析されるデータセットは同
じ種類のオブジェクトを含む。例えば、同種クラスタリングがＷｅｂページおよびユーザ
に基づく場合、Ｗｅｂページオブジェクトおよびユーザオブジェクトはそれぞれ別々にク
ラスタリングされる。同種クラスタリングがアイテムおよびユーザに基づく場合、アイテ
ムオブジェクトおよびユーザオブジェクトはそれぞれ別々にクラスタリングされる。この
ような同種クラスタリング実施形態では、同じ種類のオブジェクトは、他の種類のオブジ
ェクトを考慮せずにまとめてクラスタリングされる。
【００５８】
　従来技術の異種オブジェクトクラスタリングでは、オブジェクト集合を別々にクラスタ
リングする。異種オブジェクトクラスタリングでは、リンクを、それぞれのオブジェクト
ノードを表すフラットな特徴としてのみ使用する。従来技術の異種クラスタリングでは、
層内の、および層間のリンク構造全体は考慮されないか、またはそれとは別に単に分離さ
れた特徴として取り扱われる。
【００５９】
　例示的クラスタリングシステムおよび方法
　クラスタリングを使用することによりメリットを持ちうるコンピュータ環境４００（汎
用コンピュータである）の一実施形態が図４に示されている。コンピュータ環境４００は
、メモリ４０２、プロセッサ４０４、クラスタリング部分４０８、およびサポート回路４
０６を備える。サポート回路は、コンピュータ環境４００の異なるコンポーネントが情報
（つまり、データオブジェクト）を転送することができるようにする表示装置および入出
力回路部分などのデバイスを備える。
【００６０】
　クラスタリングは、クラスタリング部分４０８内で実行される。クラスタリング部分４
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０８は、コンピュータ環境のメモリ４０２およびプロセッサ４０４部分内に組み込まれる
ようにできる。例えば、プロセッサ４０４は、異なるオブジェクトをクラスタリングする
クラスタリングアルゴリズム（メモリから取り出される）を処理する。メモリ４０２（デ
ータベースなど）は、クラスタリングされたオブジェクトおよび関連付けられているプロ
グラムおよびクラスタリングアルゴリズムを格納しておき、クラスタリングされたオブジ
ェクトが必要に応じて取り出され（格納され）るようにする役割を持つ。コンピュータ環
境４００は、スタンドアロン型コンピュータ、ネットワーク接続コンピュータシステム、
メインフレーム、または知られているさまざまなコンピュータシステムのどれかとして構
成され得る。本明細書で開示されているいくつかの実施形態では、コンピュータ環境アプ
リケーション（インターネットからＷｅｂページをダウンロードするコンピュータ）を説
明している。本明細書で説明されている概念は、知られているどのような種類のコンピュ
ータ環境４００にも適用可能であることが考えられる。
【００６１】
　本明細書では、信頼できるとみなされる（つまり、ユーザのクエリに適用可能である）
返された結果の割合が高められるクラスタリングメカニズムを規定している。クラスタリ
ングは、検索ツール、情報マイニング、データマイニング、協調フィルタリングなどの技
術分野に適用され得る。検索ツールは、異なる情報ニーズに応え、情報を取り出すパフォ
ーマンスを高められることから、注目を集めている。検索ツールは、Ｗｅｂページ、ユー
ザ、クエリなどのコンピュータの複数の態様に関連する。
【００６２】
　本明細書では、データオブジェクトをクラスタリングするさまざまなクラスタリングア
ルゴリズム実施形態を説明している。データオブジェクトのクラスタリングは、データオ
ブジェクトの大きな集合がデータオブジェクトのさらに多くの集合またはクラスタにグル
ープ化されるようにする手法である（データオブジェクトのクラスタの数が多いほど、そ
れぞれに含まれるデータオブジェクトの個数は少ない）。データオブジェクトのクラスタ
リングされたグループ内に含まれるそれぞれのデータオブジェクトは何らかの類似性を有
する。したがって、クラスタリングの一態様は、複数のデータオブジェクトのグループ化
としてみなすことができる。
【００６３】
　本明細書で説明されているクラスタリングメカニズムは、フレームワークグラフ５５０
に関係しており、フレームワークグラフの一実施形態は、図５に示されている。図５のフ
レームワークグラフ５５０に示されているように異なる種類のオブジェクトが異なるレベ
ルまたはノード集合ＰおよびＵの間でクラスタリングされる統一クラスタリングメカニズ
ムのいくつかの実施形態が提示されている。また、本明細書で説明されている概念は、本
明細書で説明されているように２つの層の代わりに、３つ以上の層に適用され得ることも
考えられる。それぞれのノード集合ＰおよびＵは、さらに、１つの層とも考えられうる。
本明細書では、「統一」クラスタリングという用語は、異種データをクラスタリングする
手法に適用される。ノード集合Ｐは、それぞれ類似のデータ型である複数のデータオブジ
ェクトｐ１、ｐ２、ｐ３、．．．、ｐｉを含む。ノード集合Ｕは、それぞれ類似のデータ
型である複数のデータオブジェクトｕ１、ｕ２、ｕ３、．．．、ｕｊを含む。それぞれの
ノート集合（ＰまたはＵ）上でクラスタリングされているオブジェクトのデータ型は同一
であり、したがって、それぞれのノード集合（ＰまたはＵ）内のデータオブジェクトは同
種である。ノード集合Ｐ内にある複数のデータオブジェクトｐ１、ｐ２、ｐ３、．．．、
ｐｉの型は、ノード集合Ｕ内にある複数のデータオブジェクトｕ１、ｕ２、ｕ３、．．．
、ｕｊの型と異なる。したがって、ノード集合ＰおよびＵのうちの異なる集合内にあるデ
ータオブジェクトの型は異なるか、または異種である。本明細書のいくつかの態様では、
同種および異種データ型のオブジェクトからの入力（リンクに基づく）を使用してクラス
タリングすることを提示している。
【００６４】
　リンクは、本明細書では、一対のデータオブジェクト間に引かれている直線により表さ



(22) JP 4750456 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

れる。リンクは、クラスタ内の複数の対のオブジェクトの間の関係を表す。一実施例では
、リンクは、Ｗｅｂページオブジェクトからユーザオブジェクトへ延ばすことができ、い
くつかのＷｅｂページを選択するユーザを表す。他の実施例では、リンクは、Ｗｅｂペー
ジオブジェクトから他のＷｅｂページオブジェクトへ延ばすことができ、異なるＷｅｂペ
ージ間の関係を表す。クラスタリングのいくつかの実施形態では、「リンク」は、「エッ
ジ」と呼ばれる。一般化された用語「リンク」は、本明細書では、オブジェクト間の関係
を記述する、リンク、エッジ、または一方のオブジェクトから他方のオブジェクトへの任
意のコネクタを記述するために使用される。
【００６５】
　フレームワークグラフ５５０で規定されているように複数のオブジェクトのうちの異な
る複数のオブジェクトを関連付ける異なる種類のオブジェクトをクラスタリングすること
に関係するさまざまな異なる種類のリンク（本明細書で説明されているような）がある。
これらのリンクは、層間リンクまたは層内リンクのいずれかとして分類され得る。層内リ
ンク５０３または５０５は、同じ種類の異なるオブジェクトの間の関係を記述するフレー
ムワークグラフ５５０内のリンクの一実施形態である。層間リンク５０４は、異なる種類
の複数のオブジェクトの間の関係を記述するフレームワークグラフ５５０内のリンクの一
実施形態である。図５に示されているように、複数のデータオブジェクトｕ１、ｕ２、ｕ

３、．．．、ｕｊのうちのいくつかの間で延ばされている複数の層内リンク５０３がある
。図５に示されている実施形態では、複数のデータオブジェクトｐ１、ｐ２、ｐ３、．．
．、ｐｉのうちのいくつかの間で延ばされている複数の層内リンク５０５もある。図５に
示されている実施形態では、ノード集合Ｐ内の複数のデータオブジェクトｕ１、ｕ２、ｕ

３、．．．、ｕｊのうちのいくつかとノード集合Ｕ内の複数のデータオブジェクトｐ１、
ｐ２、ｐ３、．．．、ｐｉのうちのいくつかとの間で延ばされている複数の層間リンク５
０４もある。層間リンクを使用すると、一方の種類のオブジェクトのクラスタリングが他
方の種類のオブジェクトの影響を受ける可能性があることがわかる。例えば、Ｗｅｂペー
ジオブジェクトのクラスタリングは、ユーザオブジェクト構成、状態、および特性の影響
を受けることがある。
【００６６】
　リンク方向（図５、さらに図６のリンク５０３、５０４、または５０５の矢尻で示され
るような）は、データオブジェクト間の関係がいずれの方向にも向け付けられることから
双方向として例示されている。これらのリンクは、説明を目的とするものであり、範囲を
制限することを目的としていないと考えられる。フレームワークグラフ５５０内のグラフ
のいくつかのリンクは、一方の方向ではより適切に向け付けられ、矢尻の方向は、通常、
フレームワークのオペレーションに影響を及ぼさない。フレームワークグラフ５５０は、
ノード集合Ｐ、ノード集合Ｕ、およびリンク集合Ｌからなる。フレームワークグラフ５５
０では、ｐｉおよびｕｊは２種類のデータオブジェクトを表し、ｐｉ∈Ｐ（ｉ＝１，．．
．，Ｉ）、およびｕｊ∈Ｕ（ｊ＝１，．．．，Ｊ）である。ＩおよびＪは、それぞれ、ノ
ード集合ＰおよびＵの濃度である。
【００６７】
　リンク（ｐｉ，ｕｊ）∈Ｌは、異なる種類のオブジェクト間の参照文字５０４により例
示されている層間リンク（２タプルとして構成される）である。５０５および５０３で参
照されるリンク（ｐｉ，ｐｊ）∈Ｌおよびリンク（ｕｉ，ｕｊ）∈Ｌは、それぞれ、同じ
種類のオブジェクトの間で延びる層内リンクである。簡単のため、層間リンク集合（２０
４）および層内リンク集合（５０３、５０５）については異なる参照文字が適用される。
【００６８】
　統一クラスタリングを使用することで、リンクは、複数のオブジェクト間でより完全に
利用され、それによりクラスタリングが改善する。異なる層内の異なる種類のオブジェク
トのクラスタリングは、効果的なクラスタリングにより補強される。オブジェクトが正し
くクラスタリングされている場合、クラスタリングの結果はより妥当なものとなるであろ
う。クラスタリングは、データを分析する際に役立つ構造化された情報をもたらすことが
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可能である。
【００６９】
　フレームワークグラフ５５０は、それぞれの種類のオブジェクトが実質的に同一である
複数の種類のオブジェクトのクラスタリングを例示している（例えば、ある種類は、Ｗｅ
ｂページの１つのグループ、ユーザの１つのグループ、またはドキュメントの１つのグル
ープなどに関係する）。オブジェクトのそれぞれのグループの種類は、一般に、フレーム
ワークグラフ５５０内の複数のオブジェクトの他の複数のグループの種類と異なる。
【００７０】
　開示されているクラスタリング手法では、クラスタリングの際に異なる（異種）オブジ
ェクト型からの入力を考慮し、受け取る。本明細書の一態様は、クラスタリングされる複
数のオブジェクトが他の複数のオブジェクトへのリンクを与えられる固有の相互関係に基
づく。それぞれのオブジェクトに接続する複数のリンクのうちのいくつかのリンク（およ
びそれらのリンクの接続先である複数のオブジェクト）は、異なる重要度の重みが付けら
れ、そのオブジェクトとの関連性を反映するようにできる。例えば、クラスタリングされ
ているのと同じ種類のオブジェクトは、異なる種類のオブジェクトより大きな重要度を与
えられるようにできる。本明細書では、さまざまなレベルの重要度が異なるオブジェクト
または異なる種類のオブジェクトに割り当てられるようにするメカニズムを提示する。異
なるレベルの重要度を異なるオブジェクト（または異なる種類のオブジェクト）に割り当
てるこの操作は、本明細書では、重要度でクラスタリングすると呼ばれる。異なるオブジ
ェクトのさまざまなレベルの重要度から、クラスタリングの結果および有効性が高められ
ることが多い。
【００７１】
　図５に示されているように異種オブジェクトをクラスタリングするフレームワークグラ
フ５５０の実施形態では、異なるノード集合ＰまたはＵは、異なるオブジェクトタイプを
それぞれ含む異なる層を表す。フレームワークグラフ５５０の複数のノード集合（Ｐおよ
びＵが例示されている）は、クラスタリングの基礎となる。２層有向グラフ５５０は、ク
ラスタリングすべきデータオブジェクトの集合を含む。それぞれの種類のオブジェクトタ
イプのオブジェクト（クラスタリングアルゴリズムによりクラスタリングされる）は、「
潜在的」クラスのインスタンスとして考えられる。複数のオブジェクトノードのうちのい
くつかのノード間で延びるリンク５０３、５０４、または５０５は、クラスタリングによ
り実現されるオブジェクトノード間の固有の関係を反映する。クラスタリングの反復投影
手法は、そのいくつかの実施形態が本明細書で説明されているが、これにより、別個の複
数のデータ型を有するオブジェクトの独立したクラスタリングがクラスタリングプロセス
に寄与するようにできる。
【００７２】
　異種型のオブジェクト（およびその関連するリンク）は、本明細書で説明されているよ
うに、反復クラスタリング手法を使用して補強される。反復クラスタリング投影手法は、
それぞれの層が異種のオブジェクトを含む、別々の層内に配列されている別々の種類のオ
ブジェクトからクラスタリング情報を取得することに依存する。ノード情報はリンク情報
と併用され、それによって、クラスタリングが収束するまでクラスタリングされた結果を
反復投影し、伝播する（クラスタリングアルゴリズムは層間に実現される）。一方の種類
のオブジェクトの結果を他の種類のオブジェクトのクラスタリング結果の中へ反復クラス
タリングすることで、データの疎性に関連するクラスタリングの問題を軽減できる。この
反復投影では、一方の層のクラスタリングにおける類似性尺度は、他方の種類のクラスタ
の個々のグループにではなく、クラスタに基づいて計算される。
【００７３】
　クラスタリングに使用されることが可能な構造情報を取得するために、異なる種類のノ
ードおよびリンクのそれぞれのタイプが調べられる。例えば、構造情報は、異なるデータ
オブジェクトを接続するリンクの種類（例えば、リンクが層間リンクであるか、層内リン
クであるか）を考慮したうえで得られる。それぞれのオブジェクトの種類は、図５に示さ
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れているように、そのノード集合ＰまたはＵにより示される。
【００７４】
　図５の一般化されたフレームワークグラフ５５０は、特定のクラスタリングアプリケー
ションに適用され得る。つまり、フレームワークグラフ５５０は、ユーザのグループに関
してインターネット上のＷｅｂページのグループを例示することができる。Ｗｅｂページ
層は、ノード集合Ｐとしてグループ化される。複数のオブジェクトからなるユーザ層は、
ノード集合Ｕとしてグループ化される。フレームワークグラフ５５０は、複数のＷｅｂペ
ージオブジェクトおよび複数のユーザオブジェクトを２層フレームワークグラフ５５０の
表現に統合する。フレームワークグラフ５５０は、リンク（例えば、エッジ）関係５０３
、５０４、５０５を使用して、異なる種類のオブジェクトのクラスタリングを容易に行え
るようにする（一般化された図５のフレームワークグラフに概要が示されているように）
。複数のノードの異なる重要度レベルを学習するために、クラスタリング手順実行の際に
データセット全体のリンク構造が調べられる。これらのノードは、重要なノードが無理な
くクラスタリングされるようにクラスタリング手順における重要度に基づいて重み付けさ
れる。
【００７５】
　本明細書のいくつかの実施形態では、リンクのクラスタ間のリンク５０３、５０４、お
よび５０５は予約されている。予約されているリンクは、オブジェクト自体の代わりにオ
ブジェクトのクラスタ間で延びるリンクである。例えば、１つの予約リンクは、Ｗｅｂペ
ージクラスタとユーザクラスタとの間で延びる（オリジナルリンクの場合のようにＷｅｂ
ページオブジェクトとユーザオブジェクトとの間ではなく）。いくつかの実施形態では、
予約リンクは、フレームワークグラフ５５０内の推奨など、さまざまな将来のアプリケー
ション向けに保持される。例えば、Ｗｅｂページ／ユーザクラスタリングのクラスタリン
グ結果は予約リンクとともに、ユーザヒット動作の要約グラフとして示されることが可能
であり、これはユーザのヒットの予測を示す。
【００７６】
　それぞれのノードｐｉおよびｕｊのコンテンツは、それぞれのベクトルｆｉおよびｇｊ

（図５には示されていない）により表される。アプリケーションによっては、それぞれの
個別ノードｐｉおよびｕｊは、コンテンツ特徴を持つ（またはいっさい持たない）場合が
ある。従来技術のクラスタリング手法では、ノードｕｊとは無関係にノードｐｉをクラス
タリングする。それと対照的に、本明細書で説明されているクラスタリングフレームワー
ク５５０では、ノードｐｉおよびノードｕｊは、相対的重要度に基づきそれに応じてクラ
スタリングされる。本明細書で説明されているクラスタリングアルゴリズムは、類似度関
数を使用して、クラスタタイプ毎にオブジェクト間の距離を測定し、クラスタリングを形
成する。クラスタリングには、（１）に示されているようなコサイン類似度関数が使用さ
れ得る。
【００７７】
【数５】
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【００７８】
　ｆｘ・ｆｙは、２つの特徴ベクトルのドット積である。これは、ｆｘとｆｙの同じ成分
の重み積の和に等しい。ｓｃは、類似度がコンテンツ特徴に基づくことを示しており、ｆ

ｘ（ｉ）およびｆｙ（ｊ）は、特徴ベクトルｆｘとｆｙのｉ番目とｊ番目の成分である。
ｋｘは、それぞれの特徴ｆｘ内のアイテムの個数であり、ｋｙは、特徴ｆｙ内のアイテム
の個数である。
【００７９】
　本明細書では、ノード集合Ｐは、層間リンク５０４およびノードの層内リンク５０３お
よび５０５を示す一例として使用されている。すべてのデータは、リンク５０３または５
０５により接続されるような、層内ノードの対（ｐ（１），ｐ（１））、（ｐ（２），ｐ
（２））、．．．［ただしｐ（１）およびｐ（２）はｐｉと同じ、対（ｐ（１），ｐ（１

））、（ｐ（２），ｐ（２））は両方とも、同種の層内のノードを表す］について、およ
びリンク５０４によって接続されているような、層間の対（ｐ（１），ｕ（１））、（ｐ
（２），ｕ（２））、．．．について、一連のノード対を含むものと仮定される。したが
って、ノードの対（ｐｉ，ｐｋ）または（ｐｉ，ｕｊ）の間のリンクは、データ系列内の
同一の対の１つまたは複数の出現を表す。リンクの重みは、その出現頻度に関係する。
【００８０】
　本明細書では、２つの独立したベクトルは、特定のノード毎に層間リンク５０４および
層内リンク５０３、５０５の特徴を表す。例えば、層内リンク５０３、５０５の特徴は、
成分が同じ層内の他のノードに対応しているベクトルを使用して表される。比較すると、
層間リンク５０４の特徴は、成分が他の層内のノードに対応しているベクトルを使用して
表される。それぞれの成分は、対応するノードからのリンク（または対応するノードへの
リンク）の重みを表す数値とすることが可能である。例えば、ノードｐ１およびｐ２（図
５に示されているように）の層間リンク５０４の特徴は、それぞれ、［１，０，０，．．
．，０］Ｔおよび［１，１，１，．．．，０］Ｔとして表すことができる。
【００８１】
　したがって、対応する類似度関数は、上述のようにコサイン類似度として定義されるこ
とも可能である。層内リンク５０３、５０５の特徴に対する類似度関数ｓｌｘ（ｘ，ｙ）
は、以下のように（３）に記述されているように、ノードｐ１とｐ２との間の類似度が適
用されることを決定する。
【００８２】
【数６】

【００８３】
　比較すると、層間リンク５０４の特徴に対する類似度関数ｓｌｘ（ｘ，ｙ）は、以下の
ように（４）に記述されているように、ノードｐ１とｕ２との間の類似度を決定する。 
　　ｓｌ２（ｘ，ｙ）＝ｃｏｓ（ｈｘ，ｈｙ）　　　（４）
【００８４】
　ここで、ｓｌ１およびｓｌ２は、それぞれ、類似度がそれぞれの層内および層間リンク
特徴に基づくことを示し、ｌｘおよびｌｙは、ノードｘおよびノードｙの層内リンク特徴
ベクトルであるが、ｈｘおよびｈｙは、ノードｘおよびノードｙの層間リンク特徴ベクト
ルである。
【００８５】
　各ノードのリンクを集合として表すことおよびＪａｃｃａｒｄ係数を適用することなど
、リンク特徴およびその他の類似性尺度の他の表現が使用されることも可能である。本明
細書で説明されている実施形態には複数の利点がある。１つの利点は、クラスタリングア
ルゴリズムの複数の実施形態のうちのいくつかの実施形態は、重み付きリンクに対応して
いることである。さらに、そのようなクラスタリングアルゴリズムは、ｋ－ｍｅａｎｓク
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ラスタリングアルゴリズムのように、クラスタリングの重心の計算を容易にする。重心は
、クラスタリングされたオブジェクトの一般化された値または特性を示すためさらに計算
を行う際に有用である。
【００８６】
　ノードｘおよびノードｙの類似度関数の全体は、（５）で示されるように、３つの重み
付き値α、β、およびγを含む３つの類似度の重み付き総和として定義され得る。これら
３つの重み付き値を、発見的手法により、また学習により、割り当てる２つの手法が開示
されている。例えば、チューニングデータがない場合、重みは手動で何らかの望ましい値
に割り当てられる（例えば、α＝０．５、β＝０．２５、およびγ＝０．２５）。比較に
より、何らかの余分なチューニングデータがある場合、重みは、欲張りアルゴリズム、山
登りアルゴリズム、またはその他の種類の局所的または大域的改善または最適化プログラ
ムを使用して計算され得る。欲張りアルゴリズムとは、各ステップ内の各係数を改善しよ
うとするある種の最適化アルゴリズムのことで、最終的には、改善された（およびいくつ
かの実施形態では最適化された）解が得られる。
【００８７】
　　ｓ（ｘ，ｙ）＝αｓｃ（ｘ，ｙ）＋βｓｌ１（ｘ，ｙ）＋γｓｌ２（ｘ，ｙ）　　（
５）
【００８８】
　ここで、α＋β＋γ＝１である。
　これらの計算を使用することで、複数のノードのコンテンツ、および複数のノードの類
似度が決定される。アプリケーションによっては、クラスタリングアルゴリズムに対し異
なる情報値を与えるために３つの変数が変更される可能性がある。複数のノードのこれら
のコンテンツおよび類似度は、それに基づき、取り出しのための基礎として使用され得る
。
【００８９】
　多くの異種クラスタリング問題は、ノードの重要性が等しくない同じ特性を共有するこ
とが多い。異種クラスタリングのいくつかの例として、Ｗｅｂページ／ユーザクラスタリ
ング、協調フィルタリングのアイテム／ユーザクラスタリングなどがある。これらのアプ
リケーションでは、重要なオブジェクトは、より妥当なクラスタリング結果を取得するう
えで重要な役割を果たす。本明細書では、データセット全体のリンク構造は、複数のノー
ドの重要度を学習するために使用される。例えば、ノード集合ＰおよびＵ内のノード毎に
、ｐｉおよびｕｊについて、重要度重みｉｐｉおよびｉｕｊは、リンク構造により計算さ
れ、クラスタリング手順で使用される。
【００９０】
　一クラスタリング態様はリンク分析アルゴリズムに関係し、それらの複数の実施形態は
本明細書で提示されている。リンク分析アルゴリズムの一実施形態では、図６に示されて
いるようなハイブリッドネットモデル６００が構成される。ハイブリッドネットモデル６
００を使用することで、ユーザおよびＷｅｂページは、例示されている２種類のノードと
して使用される。Ｗｅｂページおよびユーザタイプのオブジェクトを伴うハイブリッドネ
ットモデルの図６の実施形態は、特に、インターネット、イントラネット、またはその他
のネットワークを伴ういくつかの種類のクラスタリングを対象とする。これらのリンクは
、リンク６０５により示されているようなＷｅｂページハイパーリンク／相互作用、リン
ク６０４により示されているようなユーザ－Ｗｅｂページ間ハイパーリンク／相互作用、
およびリンク６０３により示されているようなユーザ－ユーザ間ハイパーリンク／相互作
用を含む。図６のハイブリッドネットモデル６００は、リンク６０３、６０４、および６
０５により例示されているユーザとＷｅｂページの中、およびそれらの間の関係を示すこ
とによりそれらのハイパーリンク／関係を詳細に説明している。
【００９１】
　ユーザ集合６１０内に含まれるユーザ６０８の特定のグループが与えられた場合、ユー
ザ集合６１０からの複数のノードのどれかがアクセスしたＷｅｂページはすべて、Ｗｅｂ
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ページ集合６１２を形成する。Ｗｅｂページ集合６１２は、ルートのＷｅｂページ集合を
検索エンジンに送信することにより決定され、ベースのＷｅｂページ集合を取得する。図
６で矢印により表されている３種類のリンクは、異なる意味を持つ。Ｗｅｂページ集合６
１２内に含まれる矢印６０５により表されるリンクは、Ｗｅｂページ間のハイパーリンク
を示す。ユーザ集合６１０内に含まれる矢印６０３により表されるリンクは、ユーザ間の
社会的な関係を示す。ユーザ集合６１０とＷｅｂページ集合６０２との間で延びる矢印６
０４により表されるリンクは、複数のＷｅｂページに向かうユーザのアクセスアクション
を示す。矢印６０４により表されるリンクは、それぞれの特定のＷｅｂページに対するユ
ーザの評価を示しており、したがって、Ｗｅｂページのオーソリティ／ハブスコアの信頼
度が高まる。したがって、異なる種類のリンク６０３、６０４、および６０５は、異なる
関係を表す。それぞれのリンクは、例えば、リンクのアクセス回数、またはそのリンクに
より接続されたノードの各対の関連付け方法に応じて異なる重要度の重みを付けられる。
【００９２】
　図７は、インターネットを使用してクラスタリングを実行するように構成されているコ
ンピュータ環境４００の一実施形態を例示している。このようなクラスタリングの一態様
は、ユーザに基づくＷｅｂページのクラスタリングを伴う場合がある（関連付けられた層
間リンクおよび層内リンクを含む）。コンピュータ環境は、複数のＷｅｂサイト７５０、
検索エンジン７５２、サーバ／プロキシ部分７５４、モデリングモジュール７５６、コン
ピューティングモジュール７５８、およびサジェスチョン／参照部分７６０を含む。コン
ピュータ環境４００は、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）などでユーザ７
６２とインターフェースする。コンピューティングモジュール７５８は、クラスタリング
アルゴリズムを実行する反復計算部分７８０を含む（そのいくつかの実施形態は、反復計
算に依存する）。モデリングモジュール７５６は、（例えば、オブジェクトに関連付けら
れている）データを収集し、データを追跡する活動をする。検索エンジンは、ユーザのク
エリに基づいて検索結果を返す。Ｗｅｂサイト７５０は、ユーザに対して提示されるとお
りにデータを表現する。サーバ／プロキシは、クエリなどをクラスタリングの大半の作業
を実行するサーバに伝達する。サジェスチョン／参照部分７６０では、ユーザはクラスタ
リングアルゴリズムを修正または選択することができる。
【００９３】
　モデリングモジュール７５６は、従来のフォーマライゼーション(formalization)部分
７７０、Ｗｅｂページ抽出(extraction)部分７７２、およびユーザ抽出部分７７４を含む
。部分７７０、７７２、および７７４は、すでにフォーマライゼーションされている（７
７０）、またはＷｅｂページから抽出される、またはユーザ７６２から抽出されるデータ
を提供する、および／または追跡するように構成される。図７に例示されているようなコ
ンピュータ環境の実施形態は、一実施形態が本明細書で説明されているリンク分析アルゴ
リズムを実現するように構成されている。
【００９４】
　クラスタリングアルゴリズムの一実施形態では、ハブ、オーソリティ、およびユーザの
３種類のページを探索することによりＷｅｂグラフを分析することができる。ハブは、特
定のトピックに関する有用な関連情報を与える他の多数のページにリンクするページであ
る。オーソリティページは、多数のハブに関連するページとみなされる。ユーザは、オー
ソリティおよびハブのうちのそれぞれ１つにアクセスする。それによって、ハブ、オーソ
リティ、およびユーザのそれぞれの対は、相互補強関係を示す。クラスタリングアルゴリ
ズムは、リンク分析アルゴリズムのいくつかの実施形態で使用される３つのベクトルであ
る、Ｗｅｂページオーソリティ重みベクトルａ、ハブ重みベクトルｈ、およびユーザベク
トルｕに依存する。これらのベクトルのいくつかの態様について、本明細書で説明する。
【００９５】
　以下の重み計算に関係する以下の項のうちのいくつかは、図７などの図には例示されて
おらず、代わりに、それらの計算に関係する。一実施形態では、所定のユーザｉについて
、ユーザ重みｕｉは、そのユーザの知識レベルを示す。Ｗｅｂページｊに対し、それぞれ
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の項ａｊおよびｈｊは、オーソリティ重みおよびハブ重みを示す。一実施形態では、３つ
のベクトル（ユーザ重みｕ、Ｗｅｂページオーソリティ重みａ、およびハブ重みｈを表す
）のそれぞれのベクトルは、ある値（１など）にそれぞれ初期化される。その後、３つの
ベクトルｈ、ａ、およびｕはすべて、それぞれ（６）、（７）、および（８）で規定され
ているように以下の計算を考慮してインターネット使用度に基づいて繰り返し更新される
。
【００９６】
【数７】

【００９７】
　ここで、ｐおよびｑは特定のＷｅｂページを表し、ｒは特定のユーザを表す。開示され
ているネットワークのいくつかの実施形態では、異なるページ間のリンク（ハイパーリン
ク）およびユーザとページとの間のリンク（パターンをブラウズする）の２種類のリンク
がある。Ａ＝［ａｉｊ］を３つのベクトルｈ、ａ、およびｕのすべてに対するベース集合
の隣接行列を表すものとする。ページｉがページｊにリンクしている場合にはａｉｊ＝１
、そうでなければａｉｊ＝０であることに留意されたい。Ｖ＝［ｖｉｊ］は、ユーザ集合
からＷｅｂページ集合へのアクセス行列である。ユーザｉがページｊをアクセスした場合
にはｖｉｊ＝１、そうでなければｖｉｊ＝０であると考える。さらに、（８）、（１０）
、および（１１）に示されているように、
【００９８】
【数８】

【００９９】
　一実施形態では、意味のある結果を得るために、（９）、（１０）、および（１１）で
示されているようなベクトルａ、ｈ、ｕの計算は、複数回反復される。いくつかの実施形
態の反復の前に、ランダム値がベクトルａ、ｈ、およびｕのうちのそれぞれのベクトルに
割り当てられる。それぞれの反復に続いて、ａ、ｈ、ｕの値は変更され、正規化されて、
次の反復のための基準を与える。反復する毎に、ａ、ｈ、およびｕの反復値はそれぞれ、
特定のそれぞれの値に収束する傾向がある。ユーザ重みｕｉが高いユーザおよびオーソリ
ティ重みａｊおよび／またはハブ重みｈｊが高いＷｅｂページは、報告されることが可能
である。好ましい一実施形態では、いくつかのそれぞれのユーザまたはＷｅｂページオブ
ジェクトは、他のそれぞれのユーザまたはＷｅｂページオブジェクトより高い値が割り当
てられうる。値が高いほど、そのオブジェクトに割り当てられる重要度は大きくなる。
【０１００】
　クラスタリングできる本明細書で説明されているようなリンク分析アルゴリズムの実施
形態は、Ｗｅｂページとユーザの両方からの反復入力に依存する。したがって、ユーザか
らの重み付き入力は、Ｗｅｂページのクラスタリングアルゴリズムに適用される。クラス
タリングに対する重み付きユーザ入力を使用することで、検索結果の精度およびクラスタ
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リングアルゴリズムが実行可能な速度を改善する。
【０１０１】
　本明細書で説明されているリンク分析アルゴリズムはユーザに基づいてＷｅｂページを
クラスタリングするクラスタリングアルゴリズムに適用されるが、リンク分析アルゴリズ
ムは、任意の異種クラスタリングアルゴリズムに適用可能であることが考えられる。この
重み付けでは、本明細書で説明されているように重要度付きのクラスタリングを実現する
。
【０１０２】
　複数のオブジェクトタイプをクラスタリングするために使用可能なクラスタリングアル
ゴリズムのさまざまな実施形態を説明する。クラスタリングアルゴリズムでは、クラスタ
リングされるデータオブジェクト間の何らかの類似度に基づきデータオブジェクトの自然
なグループを見つけ出そうとする。そこで、クラスタリングアルゴリズムは、データオブ
ジェクトに対しクラスタリングアクションを実行する。クラスタリングアルゴリズムのい
くつかの実施形態では、さらに、パラメータ値がクラスタ内のすべての点のパラメータ値
の平均である点を表す、データセットの１グループの重心も見つける。クラスタの帰属関
係を調べるために、ほとんどのクラスタリングアルゴリズムは、点とクラスタ重心との間
の距離を評価する。クラスタリングアルゴリズムからの出力は、基本的に、それぞれのク
ラスタ内の成分の個数とともにクラスタ重心の統計学的記述である。
【０１０３】
　クラスタアルゴリズムの複数の実施形態について、本明細書で説明している。両方向(t
wo-ways)ｋ－ｍｅａｎｓクラスタアルゴリズムは、クラスタリングプロセスの相互補強効
果に基づく。両方向ｋ－ｍｅａｎｓクラスタアルゴリズムは、反復クラスタリングアルゴ
リズムである。両方向ｋ－ｍｅａｎｓクラスタアルゴリズムでは、オブジェクト重要度は
、まず、（６）～（８）または（９）～（１１）により計算され、その結果は、続く反復
クラスタリング手順で適用される。クラスタリングアルゴリズムでは、定義されている類
似度関数に基づいてそれぞれの層内のオブジェクトをクラスタリングする。ｋ－ｍｅａｎ
ｓ、ｋ－ｍｅｄｏｉｄｓ、および凝集型階層化法などの多数のクラスタリングアルゴリズ
ムが使用され得るが、本明細書では、ｋ－ｍｅａｎｓクラスタリングアルゴリズムの適用
を説明する。
【０１０４】
　ノードの計算された重要度スコアを適用する手法は複数ある。一手法は、基本的なｋ－
ｍｅａｎｓクラスタリングアルゴリズムを「重み付き」ｋ－ｍｅａｎｓアルゴリズムに修
正することを伴う。修正されたｋ－ｍｅａｎｓアルゴリズムでは、所定のクラスタの重心
は、重要度スコアを決定する重み設定の特徴の重み付き総和を使用して計算される。それ
によって、高い重要度または重み付けを有するノードほど、コンテンツおよびリンク特徴
の両方に対するクラスタ重心を形成する際により大きな強調を与えられる。他の実施形態
は、重要度スコアによりノードのリンク重みを修正し、その後、類似度関数内で重み付き
リンク特徴を使用することを伴う。このようにして、ノードの重要度は、クラスタリング
プロセスにおけるリンク特徴にのみ反映される。
【０１０５】
　クラスタリングアルゴリズムの入力／出力の一実施形態は、図８および図９に示してあ
る。クラスタリングアルゴリズムへの入力は、２層フレームワークグラフ５５０（ノード
のコンテンツ特徴ｆｉおよびｇｊを含む）を含む。クラスタリングアルゴリズムへの出力
は、クラスタリングを反映する新しいフレームワークグラフ５５０を含む。新しいフレー
ムワークグラフのいくつかの実施形態では、新しいノード位置に変更したそれぞれの古い
ノードの変更形態が例示され得る。
【０１０６】
　クラスタリングアルゴリズム８５０の一実施形態を例示する流れ図の一実施形態は、図
８および図９に示されている。クラスタリングアルゴリズム８５０はオリジナルフレーム
ワークグラフ（それぞれのクラスタリング反復の前に）が入力される８５１を含む。８５
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２では、考察されているそれぞれのノードの重要度が、（６）～（８）または（９）～（
１１）を使用して決定されるか、または計算される。８５４において、クラスタリングに
対し、任意の層が選択される。選択された層内の複数のノードは、８５５において適切な
方法で（例えば、コンテンツ特徴に応じて）クラスタリングされる。いくつかの実施形態
では、所望のフィルタリングアルゴリズム（図に示されていない）を使用して複数のノー
ドがフィルタ処理され、それにより、クラスタリングを改善できる。８５６において、そ
れぞれのクラスタのノードは１つのノードにマージされる。例えば、２つの候補ノードが
フィルタ処理の後に存在する場合、最も近い２つの候補ノードは、例えば、２つの候補ノ
ードのベクトル値の平均をとることにより、マージすることができる。このマージ操作で
、考慮しなければならないノードの個数を減らすために、個々のノードが組み合わされる
ようにできる。したがって、マージ操作は、重複およびほぼ重複の出現を減らすために使
用され得る。
【０１０７】
　対応するリンクは、８５７でマージに基づいて更新される。８５８では、クラスタリン
グアルゴリズムはクラスタリングのため第２の層に（任意に選択された層から）切り替わ
る。９６０では、第２層のノードは、そのコンテンツ特徴および更新リンク特徴に応じて
クラスタリングされる。９６１において、それぞれのクラスタのノードは１つのノードに
マージされる。
【０１０８】
　９６２において、他の層のオリジナルリンク構造およびオリジナルノードは復元される
。９６４において、第２層の各クラスタのノードは、マージされ、対応するリンクが更新
される。９６６において、反復クラスタリングプロセスは、コンピュータ環境内で継続さ
れる。９６８において、改訂版のフレームワークグラフ５５０が出力される。
【０１０９】
　初期クラスタリングパス(initial clustering pass)では、コンテンツ特徴(content fe
ature)のみが使用される。ほとんどの場合、リンク特徴は最初、疎らすぎてクラスタリン
グには使用できないからである。その後のクラスタリングパスで、コンテンツ特徴および
リンク特徴は組み合わされ、クラスタリングの有効性を高める。コンテンツ特徴およびリ
ンク特徴を組み合わせることにより、異なる値で重みが指定され、結果が比較され、精度
が改善されたクラスタリングが実現され得る。
【０１１０】
　図８および図９に関して説明されているクラスタリングアルゴリズムは、多くのクラス
タリング実施形態に適用可能である。次に、より具体的に、ユーザによるＷｅｂページの
アクセス方法に基づいたＷｅｂページのクラスタリングの一実施形態の説明が行われる。
ユーザ層のノードとＷｅｂページ層のノードとの間で延びる種類のリンクでは、ユーザｕ

ｊは、ｕｊからｐｉへのリンクが１つあればすでにＷｅｂページｐｉにアクセスしている
。リンクの重みとは、ユーザｕｊが特定の時間にページｐｉにアクセスする確率を意味し
、これは、Ｐｒ（ｐｉ｜ｕｊ）で表される。これは、（１２）に示されているように、観
察されたデータ内の数を数えることにより単純に計算できる。
【０１１１】
【数９】

【０１１２】
　ここで、Ｐ（ｕｊ）は、ユーザｕｊによってすでにアクセスされていたページの集合で
ある。Ｃ（ｐｉ，ｕｊ）は、ユーザｕｊがページｐｉにすでにアクセスしていたカウント
を表す。
【０１１３】
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　図１０のフレームワークグラフ５５０の実施形態で示されているように、クラスタリン
グアルゴリズムの一実施形態は、概念層または隠れ層を伴う。図１０では、簡単のため、
図５のフレームワークグラフ内に示されている層内リンク５０３および５０５は、隠され
ている。しかし、図１０に示されているようにフレームワークグラフ５５０の実施形態は
、層内リンクおよび層間リンクとの任意の組合せに依存する可能性があるが、それでも、
本明細書の概念の範囲内に留まることが考えられる。
【０１１４】
　隠れた層(hidden layer)１０７０（図１０に示されているようなフレームワークグラフ
５５０の実施形態の）は、Ｗｅｂページ層とユーザ層との間に置かれる。隠れた層５５０
は、オリジナルノード集合ＰとＵとの間で延びるリンクと比較して現実味が向上している
モデリングを可能にする抽象化の追加層（ノード集合ＰおよびＵを終点とするリンクの始
点である）を実現する。図５に示されているようなフレームワークグラフ５５０の実施形
態の層間リンク５０４の１つ（隠れた層を持たない）は、図１０に示されているようなフ
レームワークグラフ５５０の実施形態の隠れた層間リンクの対としてモデル化されるよう
にできる。隠れた層間リンクの１つは、ノード集合Ｐを含むＷｅｂページ層と隠れた層１
０７０との間で延び、隠れた層間リンクの１つは、ユーザ層と隠れた層１０７０との間で
延びる。図１０に示されているそれぞれの隠れた層間リンクに付いている矢印の方向は、
隠れた層間リンクにより隠れた層内のノードに接続されているそれぞれのノード集合Ｐお
よびＵ内の特定のＷｅｂページおよびユーザの場合のように、任意である。
【０１１５】
　ノード集合Ｐを含むＷｅｂページ層と隠れた層１０７０との間で延びるリンク（つまり
、隠れた層間リンク）は、Ｗｅｂページｐ１、ｐ２などが隠れた層１０７０内の特定の概
念ノードＰ（ｃ１）、Ｐ（ｃ２）などに属す可能性がどれだけあるかを示す。ユーザ層と
隠れた層１０７０との間で延びるリンク（つまり、隠れた層間リンク）は、ユーザノード
ｕ１、ｕ２などが隠れた層１０７０内の特定の概念ノードＰ（ｃ１）、Ｐ（ｃ２）などに
関心を持つ可能性がどれだけあるかを示す。
【０１１６】
　したがって、Ｗｅｂページ層と概念層との間で延びるリンクは、それぞれ、Ｗｅｂペー
ジｐｉが、Ｐｒ（ｐｉ｜ｃｋ）として表される、概念カテゴリｃｋに分類される確率を表
す。フレームワークグラフにより具現化されるこのモデルは、ナイーブベイジアン分類に
より使用される仮定を共有し、そこでは、異なる単語は条件付き独立であるとみなされる
。したがって、概念ｃｋは、正規分布として表すことができる、つまり、期待値に対しベ
クトル
【０１１７】
【数１０】

【０１１８】
、
共分散に対し
【０１１９】
【数１１】

【０１２０】
ベクトルとして表すことができる。値Ｐｒ（ｐｉ｜ｃｋ）は、（１３）により求めること
ができる。
【０１２１】
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【数１２】

【０１２２】
　ここで、ｗｌ，ｉは、ｌ番目の単語に対するＷｅｂページｐｉの重みである。
【０１２３】
　ユーザ層内のノードと隠れた層内のノードとの間で延びるリンク（Ｐｒ（ｃｋ｜ｕｊ）
として表される）は、概念によって反映されるカテゴリ内のユーザの興味を反映する。し
たがって、１つのベクトル（Ｉｊ１，Ｉｊ２，．．．，Ｉｊｎ），Ｉｊｋ＝Ｐｒ（ｃｋ｜
ｕｊ）はそれぞれのユーザに対応し、ｎは隠れ概念の数である。図１０に示されているリ
ンクは、ユーザのベクトルモデルとしてみなしうる。ベクトルは、（１４）で示されてい
るようにユーザの使用度データにより制約される。
【０１２４】

【数１３】

【０１２５】
　したがって、値Ｐｒ（ｃｋ｜ｕｊ）は、（１３）から解を見つけることにより求めるこ
とができる。
【０１２６】
　簡単にするため、Ｐｒ（ｐｉ｜ｕｊ）＝Ｒｉ，ｊ、Ｐｒ（ｐｉ｜ｃｋ）＝Ｓｉ，ｋ、お
よびＰｒ（ｃｋ｜ｕｊ）＝Ｔｋ，ｊとする。ユーザｊは、（１５）に示されているように
別々に考察することができる。
【０１２７】

【数１４】

【０１２８】
　ここで、「|Page|」は、Ｗｅｂページの総数であり、「|Concept|」は、隠れ概念の総
数である。|Page|>>|Concept|なので、Ｔｋ，ｊの最小二乗解は、（１５）を使用して、
またはその代わりに（１６）を使用して解くことができる。
【０１２９】

【数１５】

【０１３０】
　ここで、「|User|」は、ユーザの総数である。
【０１３１】
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　|User|>>|Concept|なので、（１７）に示されているように、Ｓｉ，ｋの最小二乗解も
与えることができる。
【０１３２】
【数１６】

【０１３３】
　期待値に対するベクトル
【０１３４】
【数１７】

【０１３５】
得られた後、共分散に対する新しいベクトル
【０１３６】
【数１８】

【０１３７】
を計算することが可能である。図１０に例示されているフレームワークグラフ５５０の実
施形態は、ノード集合Ｐとノード集合Ｕとの間で延びるが、ノード集合の特定のコンテン
ツが事実上例示されており、ノード集合のうちのどの集合にも適用されることが可能であ
る。
【０１３８】
　ユーザオブジェクトに基づいてＷｅｂページオブジェクトがクラスタリングされるクラ
スタリングアルゴリズムの一実施形態は、図１１で１１００として示されているＷｅｂペ
ージクラスタリングアルゴリズムの一実施形態に関して説明されているように、以下のと
おりの概要をもつ。
【０１３９】
　１．　１１０２に示されているようにユーザのログのグループを収集する。
【０１４０】
　２．　（１２）および図１１の１１０４に示されているように、ユーザｕｊが特定の時
刻にＷｅｂページｐｉにアクセスする確率Ｐｒ（ｐｉ｜ｕｊ）を計算する。
【０１４１】
　３．　図１１の１１０６で隠れ概念層（図１０に示されているように６７０）に対する
ノードの個数｜Ｃｏｎｃｅｐｔ｜を定義し、図１１の１１０８で期待値に対するベクトル
【０１４２】
【数１９】

【０１４３】
の初期パラメータおよび共分散の初期ベクトル
【０１４４】
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【数２０】

【０１４５】
を割り当てる。
【０１４６】
　４．　（１３）および図１１の１１１０に示されているように、Ｗｅｂページｐｉが概
念カテゴリｃｋに分類される確率を表すＰｒ（ｐｉ｜ｃｋ）値を計算する。
【０１４７】
　５．　図１１の１１１２に示されているように、（１５）で求められる、ユーザノード
と隠れた層ノードとの間のリンクに対するユーザの関心を表すＰｒ（ｃｋ｜ｕｊ）を計算
する。
【０１４８】
　６．　図１１の１１１４に示されているように、（１３）を解くことにより、アウトラ
インステップ４で決定されたとおりＷｅｂページが概念カテゴリに分類される確率Ｐｒ（
ｐｉ｜ｃｋ）を更新する。
【０１４９】
　７．　（１３）で示されているように、Ｐｒ（ｐｉ｜ｃｋ）を使用することによりそれ
ぞれの隠れ概念ノードに対するパラメータを再推定する。
【０１５０】
　８．　ノード集合の値について何らかの基準を与えるため数回の反復で（または少なく
ともモデルが安定したノード集合ベクトル結果を示すまで）（１３）および（１５）を実
行する。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】エンハンストドキュメント取り出しのためのコンテンツ伝播を実現する例示的シ
ステムを示す図である。
【図２】エンハンストドキュメント取り出しのためのコンテンツ伝播を実現する例示的手
順を示す図である。
【図３】エンハンストドキュメント取り出しのためのコンテンツ伝播を実現するシステム
、装置、および方法を完全にまたは部分的に実施することができる好適な例示的コンピュ
ーティング環境を示す図である。
【図４】クラスタリングに使用できるコンピュータ環境の一実施形態を示すブロック図で
ある。
【図５】異種オブジェクトをクラスタリングするためのフレームワークの一実施形態を示
すブロック図である。
【図６】ハイブリッドネットモデルの一実施形態を示すブロック図である。
【図７】インターネットを対象とするコンピュータ環境の他の実施形態を示すブロック図
である。
【図８】クラスタリングアルゴリズムの一実施形態を示す流れ図である。
【図９】クラスタリングアルゴリズムの一実施形態を示す流れ図である。
【図１０】隠れた層を含む異種オブジェクトをクラスタリングするためのフレームワーク
について他の実施形態を示すブロック図である。
【図１１】クラスタリングアルゴリズムの他の実施形態を示す流れ図である。
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【図５】
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【図８】 【図９】
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