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(57)【要約】

（修正有）

【課題】ユーザが関連タグを定義することを可能にする
システムを提供する。
【解決手段】関連タグは、第１のアイテムが、識別され
た修飾コンテキスト内で第２のアイテムとどのように関
係するかを記述する。例えば、関連タグは、第１のアイ
テムが、第２のアイテムより高くまたは低く格付けされ
ること言明することができる。多くのユーザによって利
用されると、システムは、相互に接続されたアイテムの
グラフを形成する。システムは、このグラフ内で比較分
析を実行することができる。例えば、関連タグに基づい
て、システムは、いずれのアイテムが、グラフ内で最上
位に格付けされるアイテムまたは最下位に格付けされる
アイテムであるかを決定することができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
結合機構を介して複数のユーザデバイスに結合されたオペレーションセンターのタグ付
けシステムにおいてタグ関連の処理を実行する方法であって、
前記タグ付けシステムの概念作成／編集（ＣＣＥ）モジュールが、関連タグの定義を受
信するステップであって、前記関連タグは、基本アイテムを定義された関係に従って少な
くとも１つの他のアイテムと関係付けることと、
前記ＣＣＥモジュールが、前記基本アイテムに関係するメタデータを提供する前記関連
タグを、タグ関連のストアに格納するステップと、
前記ＣＣＥモジュールが、相互に接続されたアイテムのグラフを確立するために、複数
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の異なる基本アイテムに関して、前記受信するステップと前記格納するステップとを繰り
返すステップと、
前記タグ付けシステムの概念分析モジュールが、前記相互に接続されたアイテムのグラ
フに対して比較分析を実行するステップであって、前記比較分析は、複数の関連タグを分
析して、前記相互に接続されたアイテムのグラフの中の前記アイテムを格付けして、前記
グラフの中で最上位に格付けされたアイテムまたは最下位に格付けされたアイテムの表示
を提供することと、
前記概念分析モジュールが、ユーザの共同タグ付けの振る舞いを分析して、前記最上位
に格付けされたアイテムまたは前記最下位に格付けされたアイテムの前記表示に関連付け
られた信頼レベルを形成するステップと
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を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
前記基本アイテムは、ユーザが獲得することができるアイテムに関係することを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記定義された関係は、前記基本アイテムを、識別されたコンテキスト内で前記少なく
とも１つの他のアイテムに関して格付けすることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記関係は、前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの代用品または付
属品であることを示す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５】
前記関連タグによって表現される関係のタイプの定義は、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの付属品であることを表す付属
品タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムと同じであることを表す同一タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムと同様であることを表す同様タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムを含むことを表す包含タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの一部であることを表す部分タ
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イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムを生じさせることを表す要因タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの反対であることを表す反対タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの総称的な表現であることを表
す総称タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの一種であることを表す一種タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの代用品であることを表す代用
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品タイプ、
前記基本アイテムが識別されたコンテキスト内で前記少なくとも１つの他のアイテムに
対してどのように格付けされるかを表す格付けタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより優れた品質であることを表
す品質タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより安価であることを表すコス
トタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより新しいことを表すトレンド
タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより優れていることを表すより
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優れたタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより劣ることを表すより劣るタ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより大きいことを表すより大き
いタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより小さいことを表すより小さ
いタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムと概ね同じであることを表す類
似タイプ、および
前記基本アイテムが、ユーザによって生成された、前記少なくとも１つの他のアイテム
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との関係のタイプを有することを表すユーザ生成タイプ
からなるグループから選択されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記関連タグは、
前記関連タグによって表現される関係のタイプを識別する名前タグと、
前記少なくとも１つの他のアイテムを表現する値タグと
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】
前記関連タグは、前記基本アイテムのカテゴリーを識別する少なくとも１つのカテゴリ
ータグも格納するデータ構造に格納される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８】
前記グラフの中の少なくとも２つのアイテムは、直接的に関係付けられることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記グラフの中の少なくとも２つのアイテムは、アイテムの連鎖を通して間接的に関係
付けられることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
各カテゴリータグが関連するアイテムのカテゴリーを識別する、カテゴリータグでアイ
テムにタグ付けするステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
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前記比較分析は、選択されたカテゴリー内でアイテムの順序付けされたリストを、前記
選択されたカテゴリーに関連付けられたカテゴリータグに関して選別することによって提
供することを含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
結合機構を介して複数のユーザデバイスに結合されたオペレーションセンターのタグ付
けシステムにおいてタグ関連の処理を実行する方法であって、
前記タグ付けシステムの概念分析モジュールが、個々のアイテムに注釈を付ける関連タ
グのストアにアクセスするステップであって、各関連タグは、基本アイテムを定義された
関係に従って少なくとも１つの他のアイテムと関係付けることと、
前記概念分析モジュールが、出力結果を提供するために、前記ストア内の前記関連タグ
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に対して比較分析を実行するステップとを備え、
各関連タグによって表現される関係のタイプの定義は、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの付属品であることを表す付属
品タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムと同じであることを表す同一タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムと同様であることを表す同様タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムを含むことを表す包含タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの一部であることを表す部分タ
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イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムを生じさせることを表す要因タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの反対であることを表す反対タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの総称的な表現であることを表
す総称タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの一種であることを表す一種タ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムの代用品であることを表す代用
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品タイプ、
前記基本アイテムが識別されたコンテキスト内で前記少なくとも１つの他のアイテムに
対してどのように格付けされるかを表す格付けタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより優れた品質であることを表
す品質タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより安価であることを表すコス
トタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより新しいことを表すトレンド
タイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより優れていることを表すより
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優れたタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより劣ることを表すより劣るタ
イプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより大きいことを表すより大き
いタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムより小さいことを表すより小さ
いタイプ、
前記基本アイテムが前記少なくとも１つの他のアイテムと概ね同じであることを表す類
似タイプ、および
前記基本アイテムが、ユーザによって生成された、前記少なくとも１つの他のアイテム
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との関係のタイプを有することを表すユーザ生成タイプ
からなるグループから選択されることを特徴とする方法。
【請求項１３】
前記ストア内の少なくとも１つの関連タグは、前記基本アイテムを、識別されたコンテ
キスト内で前記少なくとも１つの他のアイテムに関して格付けする関係に基づいているこ
とを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記比較分析は、前記アイテムを格付けして、最上位に格付けされたアイテムまたは最
下位に格付けされたアイテムの表示を提供することを含むことを特徴とする請求項１２に
記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、関連タグの作成および利用に関する。
【背景技術】
【０００２】
（参照による取込み）
本出願は、発明者Martin R.Frank、Walter M.Tseng、Charles E.Groom、およびFred F.
Sadaghianiらによる２００６年３月３日に出願された「Collaborative Structured Taggi
ng for Item Encyclopedias」という題名の米国特許出願第１１／２７６５３９号明細書
（

５３９出願）の同時係属出願である。
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５３９出願は、参照によりその全体が本明細

書に取り込まれている。
【０００３】
タグとは、一般に、コンテンツアイテムの特徴を識別するメタデータを指す。一部の従
来的なシステムにおいて、予め確立された参照システムが、タグの命名および適用を規定
する。より最近には、複数のユーザが共同でユーザ独自のタグを定義して、いわゆるフォ
ークソノミーを作成することを可能にするシステムが開発されている。ユーザが共同タグ
付け環境（ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ

ｔａｇｇｉｎｇ

ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）に

おいて対話することを可能にする、よく知られているサービスが、「ｄｅｌ．ｉｃｏｉ．
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ｕｓ」（Ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ）である。
【０００４】
図１は、公知の共同タグ付け環境のいくつかの特徴を表す。このシステムにおいて、３
名の代表的なユーザ（ユーザ１、ユーザ２、ユーザｎ）が、２つのウェブサイトを特徴付
けるユーザ定義のタグを作成したと想定する。第１のウェブサイト１０２は、ＡＢＣ社に
よって製造される仮想のセダンＸ（Ｓｅｄａｎ−Ｘ）に関する情報を含む。第２のウェブ
サイト１０４は、ＬＭＮ社によって製造される仮想のＳｅｄａｎ−Ｙ（セダンＹ）に関す
る情報を含む。第１のユーザが、第１のウェブサイト１０２を特徴付けるタグ「セダンＸ
」１０６、および第２のウェブサイト１０４を特徴付けるタグ「セダン（Ｓｅｄａｎ）」
１０８を定義すると想定されたい。第２のユーザが、（第１のユーザと合意することによ
り）第１のウェブサイト１０２を特徴付けるタグ「セダンＸ」１１０、ならびに第２のウ
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ェブサイト１０４を特徴付けるタグ「中型（Ｍｉｄｓｉｚｅ）」１１２を定義する。第３
のユーザが、第１のウェブサイト１０２を特徴付けるタグ「セダン」１１４、および第２
のウェブサイト１０４を特徴付けるタグ「４．０リッター（４．０

Ｌｉｔｅｒ）」１１

６を定義する。理解されるように、多数のさらなるユーザが、第１のウェブサイト１０２
、および第２のウェブサイト１０４を記述するタグを作成することもできる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
タグ付けシステムは、アイテムを記述するのに使用される独創的なボキャブラリについ
てユーザに知らせることができる。タグ付けシステムは、一般的に使用されるタグについ
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てユーザに通知することもできる。例えば、図１のタグ付けシステムは、複数のユーザが
タグ「セダン」を適用して第１のウェブサイト１０２を特徴付けたことを、ユーザに知ら
せることができる。この意味で、ユーザが特定のアイテムに注釈を付けると、該ユーザは
、該アイテムの特定の解釈に賛成しているとみなされる可能性がある。しかし、タグ付け
システムは、ユーザがタグ付けする振舞いについての「フラットな」履歴レコードを提供
することを超えて、いかなる洞察を提供することはない。この理由のため、このタイプの
タグコレクションから有意義な結論を引き出すことは困難である。
【０００６】
少なくとも前述の理由から、より十分なタグ付けシステムの必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
ユーザが関連タグ（ｒｅｌａｔｉｏｎａｌ

ｔａｇ）を定義することを可能にするシス

テムを説明する。関連タグは、第１のアイテムが第２のアイテムとどのように関連するか
を明確に記述する。例えば、関連タグは、識別されたコンテキスト内で第１のアイテムが
第２のアイテムより上に格付けされることを言明することができる。多くのユーザによっ
て利用されると、該システムは、相互に接続されたアイテムのグラフを形成する。該シス
テムは、このグラフ内で比較分析を実行することができる。例えば、関連タグに基づいて
、該システムは、グラフ内で最上位の格付け（ｔｏｐ−ｒａｎｋｉｎｇ）を決定すること
ができる。
さらなる例示的な実装、および付随する利点を後述する。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】公知のタイプの共同タグ付けシステムを示す図である。
【図２】各関連タグが、定義されたコンテキストにおいて基本アイテムを少なくとも１つ
の他のアイテムと関係付ける、関連タグの使用を用いる例示的なタグ付け方法の概略図で
ある。
【図３】各関連タグが、定義されたコンテキストにおいて基本アイテムを少なくとも１つ
の他のアイテムと関係付ける、関連タグの使用を利用する例示的なタグ付け方法の概略図
である。
【図４】図２および図３のタグ付け方法を採用する例示的なタグ付けシステムを示す図で
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ある。
【図５Ａ】ユーザが関連タグを作成することを可能にする、図４のシステムで使用するた
めの機能を示す図である。
【図５Ｂ】ユーザが関連タグを作成することを可能にする、図４のシステムで使用するた
めの機能を示す図である。
【図５Ｃ】ユーザが関連タグを作成することを可能にする、図４のシステムで使用するた
めの機能を示す図である。
【図５Ｄ】ユーザが関連タグを作成することを可能にする、図４のシステムで使用するた
めの機能を示す図である。
【図６】ユーザが関連タグのコレクションに基づいて比較分析を実行することを可能にす
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る、図４のシステムで使用するための機能を示す図である。
【図７】図４のシステムの１つの例示的な実施形態に従って、１つまたは複数の関連タグ
を格納するのに使用することができる例示的なオブジェクトを示す図である。
【図８】アイテムマネージャおよびアイテムエンサイクロペディアを含む、図７に示され
るタイプのオブジェクトを処理するように構成される１つの例示的なシステムを示す図で
ある。
【図９】図８のアイテムエンサイクロペディアによって生成された例示的な項目ページを
示す図である。
【図１０】図９に示される項目ページに関連付けられたタグを定義するための例示的な編
集ページを示す図である。
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【図１１】図４に示されるシステムの任意の態様を実装するための例示的な処理機能を示
す図である。
【図１２】関連タグを定義するための例示的な手順を示す図である。
【図１３】図１２の手順を使用して作成された複数の関連タグに基づいて分析を実行する
ための例示的な手順を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本開示および図面を通じて同じ参照番号を使用して、同様の構成要素および特徴を示す
。１００番台の番号は最初に図１において見つかった特徴を示し、２００番台の番号は最
初に図２において見つかった特徴を示し、３００番台の番号は最初に図３において見つか
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った特徴を指し、その他の番号も同様である。
【００１０】
本開示は、関連タグを作成するためのシステムを説明する。各関連タグは、総称的に「
Ｘ」として表される或るアイテムが、総称的に「Ｙ」として表される少なくとも１つの他
のアイテムとどのように関連するかを、コンテキスト「Ｃ」内の関係「Ｒ」に基づいて記
述する。説明を容易にするために、用語「基本アイテム」は、アイテムＸを指すのに使用
される。つまり、基本アイテムとは、タグ付けされているアイテムを指す。用語「他のア
イテム」は、アイテムＹを示すのに使用される。つまり、他のアイテムとは、基本アイテ
ムと比較されているアイテムを指す。或る関係において、ユーザは、基本アイテムＸを、
アイテムＹより優れている、または劣っていると定義し、あるいは、より一般的には、ア
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イテムＹより高く、または低く格付けされていると定義する。しかし、説明されるように
、関係Ｒは、基本アイテムＸを他のアイテムＹと他の方法で結び付けることもできる。
【００１１】
本開示は、関連タグのコレクションに基づいて比較分析を実行するためのシステムも説
明する。例えば、該システムは、推移分析を適用して、どのアイテムが最高と格付けされ
、どのアイテムが最低と格付けされるかなどを決定することができる。
【００１２】
「アイテム」という用語は、任意の種類のオブジェクトを指す。一例では、アイテムは
、メディアコンテンツ（本、曲など）、有形の物品（例えば、自動車、カメラなど）、サ
ービス、任意の性質のダウンロード可能なデジタルコンテンツなどの、ユーザが獲得する

20

（例えば、購入する）ことができる何かに相当する可能性がある。システムは、「アイテ
ムレコード」を使用して、アイテムを電子的に記述することができる。他の事例において
、タグを用いて記述されているオブジェクトは、情報アイテム（或るテーマを満たすウェ
ブサイトなど）であり、この場合、この情報アイテムに関連付けられた根本的な物理的オ
ブジェクトは存在しない。簡単に言うと、「アイテム」という用語は、本明細書で使用さ
れるように、寛容かつ一般的に解釈されるべきである。
【００１３】
本開示は、以下のセクションを含む。セクションＡは、関連タグを作成し、利用するた
めの例示的なシステムを説明する。セクションＢは、セクションＡのシステムの操作を説
明する例示的な手順を説明する。
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【００１４】
（Ａ．例示的なシステム）
前置きとして、ロジック、モジュール、または機能という用語は、一般的に、ハードウ
ェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの要素の組み合わせ、あるいはさら
に別の何らかの種類の実装を表す。例えば、ソフトウェア実装の場合、ロジック、モジュ
ール、または機能という用語は、１つまたは複数の処理装置（例えば、１つまたは複数の
ＣＰＵ）において実行されると、指定されたタスクを実行するプログラムコードを表す。
プログラムコードは、１つまたは複数のマシン読み取り可能な媒体に格納することができ
る。
【００１５】
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マシン読み取り可能な媒体などの用語は、様々な種類の記憶装置（磁気、光、スタティ
ックなど）を含め、任意の形態の、情報を保持するための任意の種類の媒体を指す。マシ
ン読み取り可能な媒体という用語は、或るポイントから別のポイントに情報を伝送するた
めの様々な有線および/または無線リンクを含め、情報を表している一時的な形態も包含
する。
【００１６】
（Ａ．１．例示的な関連タグ付けパラダイム）
関連タグ付けの方法に依拠する例示的なシステムを説明するのに先立って、概説として
、このセクションは、タグ付けの方法自体のいくつかの特徴を扱う。
【００１７】
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図２は、ユーザが、アイテムＸを特徴付ける関連タグ２０２を作成するシナリオを示す
。この例示的な事例において、アイテムＸは、市販のデジタルカメラである。大まかに言
うと、関連タグ２０２は、アイテムＸが、仮想アイテムＹなどの１つまたは複数の他のア
イテムと、オプションとして或るコンテキストＣ内で、どのように異なるかを記述する。
言い換えると、関連タグ２０２は、或るコンテキストＣ内でアイテムＸとアイテムＹの間
の相対的な差異を表現する。アイテムＹは、別の製造業者によって製造された別のデジタ
ルカメラに相当する。関連タグ２０２は、関係Ｒに基づいて、アイテムＸをアイテムＹに
結び付ける。オプションのコンテキストＣは、ＸとＹの間の識別された関係を修飾する環
境（または、条件のセット）を記述する。別の言い方をすると、コンテキストＣは、Ｘと
Ｙの間の関係がなぜ成り立つと考えられるかの論拠（ｒｅａｓｏｎｉｎｇ）を示す。

10

【００１８】
異なる種類のネクサスを使用して、関係Ｒを定義することができる。或る関係は、より
優れた（ｂｅｔｔｅｒ−ｔｈａｎ）タイプの関係であり、あるいは、より一般的には、或
るアイテムが任意の理由で別のアイテムより上または下に格付けされる、任意の種類の比
較関係である。すなわち、タグ２０２は、アイテムＸが或るコンテキストＣ内でアイテム
Ｙより優れていることを言明することができる。代替的には、アイテムＹがコンテキスト
Ｃ内でアイテムＸより劣っていることを示すようにアイテムＹにタグ付けをすることによ
って、同一の効果を達成することができる。この種類の関係Ｒに関して、コンテキストＣ
は、修飾環境（ｑｕａｌｉｆｙｉｎｇ

ｃｉｒｃｕｍｓｔａｎｃｅ）を定義することがで

き、その修飾環境において、アイテムＸがアイテムＹより高くまたは低く格付けされる。
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例えば、１つまたは複数のタグを使用して、アイテムＸは、雨の中で写真を撮影すること
に関してアイテムＹより優れたカメラであることを伝えることができ、この場合のコンテ
キストは、雨の中で写真を撮影することに関するカメラの適合性である。１つまたは複数
の他のタグを使用して、アイテムＸがアイテムＹより父の日のより良い贈り物となること
を伝えることができ、この場合のコンテキストは、父の日の贈り物としてのカメラの適合
性である。多くの他の例を提供することができる。或るアイテムは、或るコンテキストに
おいて他のアイテムより優れているが、別のコンテキストにおいて他のアイテムより劣っ
ていることがある。
【００１９】
タグ２０２は、これに限定されないが、以下のリストの関係の任意の１つまたは複数を
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含む他の関係Ｒを表現することができる。言明されないが、これらの関係のいずれも、オ
プションとして、上述される方法と同様にコンテキストＣと関連するように定義すること
ができる。
・ＸはアイテムＹの優れた代用品である。別の関係Ｒは、アイテムＸがアイテムＹの優
れた代用品であることを伝えることができる。
・ＸはアイテムＹの付属品である。別の関係Ｒは、アイテムＸをアイテムＹの付属品と
して（または、より一般的にはアイテムＹと併せて）使用することができることを伝える
ことができる。
・ＸはＹを含む、またはＸはＹの一部である。別の関係Ｒは、アイテムＸがアイテムＹ
内の一部分であることを伝えることができる。別の関係は、その反対、すなわち、アイテ
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ムＸはアイテムＹをメンバとして含む包含的な全体であることを表現する。
・ＸはＹを生じさせる、またはＸはＹによって生じる。別の関係は、アイテムＸが、ア
イテムＹを生じさせる要因に寄与するイベントであることを伝えることができる。別の関
係は、その反対、すなわち、アイテムＸがアイテムＹによって生じることを表現する。
・ＸはＹの反対である。別の関係は、アイテムＸがアイテムＹの反対であることを伝え
ることができる。別の関係は、その反対、すなわち、アイテムＸがアイテムＹと同一であ
る（または、概ね同一である）ことを表現することができる。
・ＸはＹの総称的な（ｇｅｎｅｒｉｃ）表現である、またはＸはＹの一種（ｓｐｅｃｉ
ｅｓ）である。別の関係は、Ｘが、Ｙを一種として含む総称（ｇｅｎｕｓ）であることを
表す。別の関係は、その反対、すなわち、アイテムＸがアイテムＹの一種であることを表
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現することができる。
【００２０】
さらに、タグ２０２は、アイテムＸとアイテムＹの間のさらに他の種類の関係を表現す
ることができ、上述のリストは網羅的ではない。異なる関係グループが、異なる個々のア
プリケーションに特に適していることがある。例えば、オンラインショッピングのアプリ
ケーションでは、少なくとも次の関係が特に適している。すなわち、Ｘは、任意の言明さ
れる理由でアイテムＹより上または下に格付けされる、ＸはＹの優れた代用品である、Ｘ
はＹの付属品である、ＸはＹより安価である、ＸはＹより優れた品質である、ＸはＹより
新しい、などである。
【００２１】
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別の変形では、単一のタグ２０２が、アイテムＸを、アイテムＰ、アイテムＱ、および
アイテムＲなどの複数の他のアイテムと関係付けることができる。代替的に、ユーザは、
アイテムＸをアイテムＰ、アイテムＱ、およびアイテムＲと関係付ける複数の関連タグ、
例えば、アイテムＸをアイテムＰと関係付ける第１のタグ、アイテムＸをアイテムＱと関
係付ける第２のタグ、アイテムＸをアイテムＲと関係付ける第３のタグなどを作成するこ
とができる。
【００２２】
システムは、図２に示される関連タグのタイプを使用して、比較分析を実行することが
できる。実行される比較分析のタイプは、タグによって表現される関係の性質に部分的に
依存することがある。
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【００２３】
例えば、図３の代表的な事例を考慮されたい。この場合、関連タグは、より優れたタイ
プの関係を表現し、より一般的には、任意の種類の比較関係を表現する。すなわち、この
特定のタイプのタグに関して、ユーザは、このタグを基本アイテムＸに関連付けて、基本
アイテムＸが、他の何らかの識別されたアイテムＹより高く格付けされることを示す。こ
のタイプの関連タグの使用により、システムは、最悪から最良まで、または最良から最悪
までアイテムを格付けすることができる。この格付けは、「パーティカメラ（ｐａｒｔｙ
ｃａｍｅｒａ）」という特定のコンテキストにおいて、または、より完全に述べると、
パーティにおいて写真を撮影することに関するカメラの適合性において実行される。した
がって、ユーザが、アイテムＸにアイテムＹより優れているとタグ付けすると、該ユーザ
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は、カメラＸが、パーティで写真を撮影することに関してカメラＹよりも優れていると言
っている。
【００２４】
より具体的には、図３の仮想のシナリオにおいて、４名の代表的なユーザが、３つのア
イテムを特徴付ける関連タグを作成している。これら３つのアイテムについて、アイテム
Ｘ３０２は、ＡＢＣ社によって製造された静止画用カメラＸを説明するウェブページに関
連付けられる。アイテムＹ３０４は、ＬＭＮ社によって製造された静止画用カメラＹを説
明するウェブページに関連付けられる。アイテムＺ３０６は、ＥＦＧ社によって製造され
た静止画用カメラＺを説明するウェブページに関連付けられる。第１のユーザは、タグ３
０８を作成して、アイテムＸ３０２に注釈を付けて、アイテムＸ３０２がパーティで写真
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を撮影することに関して（この修飾コンテキストは、図３の残りの説明において言明され
ないままにされる）アイテムＹ３０４より優れていることを示す。第２のユーザは、タグ
３１０を作成して、アイテムＸ３０２に注釈を付けて、やはりアイテムＸ３０２がアイテ
ムＹ３０４より優れていることを示す。第３のユーザは、最初の２名のユーザと一致しな
いタグ３１２を作成する。すなわち、第３のユーザは、タグ３１２を作成して、アイテム
Ｙ３０４に注釈を付けて、アイテムＹ３０４がアイテムＸ３０２より優れていることを示
す。第４のユーザは、２つのタグを作成する。第１のタグは、アイテムＸ３０２に、アイ
テムＸ３０２がアイテムＹ３０４より優れているという、最初の２名のユーザと一致して
いる注釈を付ける。第２のタグは、アイテムＸ３０６に注釈を付けて、アイテムＺ３０６
がアイテムＸ３０２より優れていることを示す。「より優れた」タイプのタグの代わりに
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、またはそのようなタグに加えて、ユーザは、或るウェブページが他のウェブページより
劣っていることを示すタグを作成することもできる。（より一般的には、或るアイテムが
任意の理由で別のアイテムより上または下に格付けされていることに関して、比較を表す
ことができる。）また、「同じである（ｓａｍｅ
ｉｌａｒ
ｅ

ａｓ）」タグ、「同様である（ｓｉｍ

ｔｏ）」タグ、および「優れた代用品である（ｇｏｏｄ

ｓｕｂｓｔｉｔｕｔ

ｆｏｒ）」タグなどの、他の比較タグも想定される。

【００２５】
図３に示されるタグ付けの振舞いが、多くのユーザによって繰り返されて、関連タグの
大量のストアを生成する可能性があることが認識されよう。より具体的には、アイテムを
特徴付ける関連タグの使用により、該ストアは、（関連メッシュまたは関連ウェブなどと

10

して特徴付けることも可能な）相互に接続されたアイテムのグラフを形成することができ
る。このグラフでは、アイテムを、直接的に関係付けることができ、あるいは、大抵は、
個々のリンクの連鎖によって間接的に関係付けることができる。
【００２６】
人間のユーザに加えて他のエンティティが、タグを作成し、編集することができる。例
えば、任意の種類のデバイス、アプリケーション、システムなどが、１つまたは複数のア
イテムにタグで自動的に注釈を付けることができる。例えば、商業関連のアプリケーショ
ンは、ユーザのオンラインの振舞い（または他の経験的証拠）に基づいて、アイテムＸが
アイテムＹより人気があることを自動的に注記することができる。そのようなオンライン
の振舞いは、売上高データ、ショッピングカート選択データ、クリックスルーデータ、お
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よび／または他の情報を含むことができる。この情報に基づいて、アプリケーションは、
アイテムＸに対応するアイテムレコードに、アイテムＸがアイテムＹより人気があること
を示す関連タグを用いて自動的に注釈を付けることができる。他のアプリケーションは、
他のタイプの関連タグをアイテムに自動的に適用して、アイテム間の他の種類の関係を表
現することができる。
【００２７】
システムは、相互に接続されたアイテムのグラフに基づいて、比較分析を実行して、結
論を導き出すことができる。例えば、該システムは、集約されたタグ付け結果に基づいて
、アイテムＸはアイテムＹより優れている可能性が高く、アイテムＺはアイテムＸより優
れていると決定することができる。したがって、推移論理を通して、システムは、（パー
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ティで写真を撮影することについてのカメラの適合性という特定のコンテキストにおいて
）アイテムＺが最良のアイテムであり、アイテムＹが最悪のアイテムであると決定するこ
とができる。さらに、システムは、いくつかのタグに関するユーザ間の意見の相違のレベ
ルを表し、および／または結論に達したサンプリングプールのサイズを表す、出力スコア
を提供することなどによって、これらの出力結果に信頼レベルを付加することができる。
【００２８】
図３の例では、ユーザのグループが、デジタル静的（静止）画像を主に撮影するカメラ
に相当するアイテムのコレクションに共同でタグを付けている。しかし、本明細書で説明
される方法は、ユーザが行うことが可能な比較の種類を制約しない。この方法は、ユーザ
がカテゴリーを越えた比較、または比較的特異な比較さえも行うことを明確に許容する。
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例えば、図３のコンテキストにおいて、ユーザは、静止画用カメラＸが、或るビデオカメ
ラよりも優れたパーティカメラであることを明示するタグを作成することができる。さら
に異なる傾向において、ユーザは、パーティで写真を撮影することに関して、人間のプロ
の写真家がカメラＸより優れていると特異的に示すことができ、該ユーザは、おそらく、
カメラＸを用いて自身の写真を撮影するよりも、このプロの写真家を使用した方がより良
い結果を受け取るということを意図している可能性がある。
【００２９】
後のサブセクションでより十分に説明されるように、この方法は、ユーザが、カテゴリ
ータグでアイテムに注釈を付けることを可能にすることもできる。この規定に基づいて、
該方法は、ユーザが、相互に接続されたアイテムのグラフを選別して、デジタル静止画用
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カメラなどの或るカテゴリー内の関係を抽出することを可能にすることができる。言い換
えると、このことにより、該方法は、或る特定のカテゴリーに制限されたアイテム間で推
移分析を実行することができる。
【００３０】
（Ａ．２．例示的なシステム）
図４は、関連タグを作成して利用するための１つの例示的なシステム４００の概略を示
す。システム４００において、代表的なデバイス４０２などの複数のデバイスが、結合機
構（ｃｏｕｐｌｉｎｇ

ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）４０６によってオペレーションセンター（

ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ

ｃｅｎｔｅｒ）４０４に結合される。代表的なデバイス４０２に

関して以下で提供される説明は、特に明記しない限り他のデバイス（図示せず）にも同様

10

に当てはまる。
【００３１】
システム４００のハードウェア関連の態様から始めると、オペレーションセンター４０
４を、１つまたは複数のサーバーコンピュータ（例えば、そのようなコンピュータサーバ
ーの「ファーム」として）として、および関連するデータベースとして実装することがで
きる。オペレーションセンター４０４のアーキテクチャを、デバイス４０２と直接インタ
フェースをとるフロントエンドコンポーネントと、オフライン分析を実行することができ
るバックエンドコンポーネントとに分けることができる。一般的に、オペレーションセン
ター４０４のコンポーネントを、単一のサイトに配置するかまたは複数のサイトに分散し
、単一のエンティティまたは複数のエンティティによって管理することができる。

20

【００３２】
デバイス４０２は、結合機構４０６を介してオペレーションセンター４０４と対話する
ことができる任意の種類の電子ユニットを表す。最も一般的な事例では、デバイス４０２
は、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータなどのコンピュータデバイスに
相当する。しかし、デバイス４０２は、携帯電話、ＰＤＡデバイス、テレビに結合された
セットトップボックス、スタイラスタイプの入力デバイス、任意の種類のウェアラブルコ
ンピュータ、電子ブックのリーダデバイス、パーソナルメディアプレーヤ、ゲームコンソ
ールデバイスなどに相当することもある。いずれにしても、デバイス４０２は、以下の主
要部分、すなわち、処理ユニット４０８、プレゼンテーションユニット４１０、および入
力ユニット４１２を備えることができる。処理ユニット４０８は、一般的に、情報を処理
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するための機能（例えば、ソフトウェアロジック、および／または回路など）に相当する
。プレゼンテーションユニット４１０は、一般的に、処理された情報を提示するための任
意の機構、または機構の組み合わせに相当する。例えば、プレゼンテーションユニット４
１０は、ユーザと対話するためのグラフィカルユーザインタフェース４１４を提示するこ
とができる。入力ユニット４１２は、一般に、処理ユニット４０８にデータおよび命令を
入力するための任意の機構、または機構の組み合わせに相当する。
【００３３】
後述される図１１は、オペレーションセンター４０４または代表的なデバイス４０２の
任意の態様を実装するのに使用することできる機器に関する、さらなる詳細を提供する。
【００３４】

40

結合機構４０６は、任意の種類の通信コンジットまたは通信コンジットの組み合わせに
相当することができる。本開示において最も一般的に想起される事例では、結合機構４０
６は、インターネットなどのワイドエリアネットワークに相当する。しかし、結合機構４
０６は、代替または追加として、イントラネット、ポイントツーポイント結合構成などの
、他の種類の通信コンジットを含むこともできる。いずれにしても、結合機構４０６は、
任意のプロトコルまたはプロトコルの組み合わせによって管理される、有線リンク、無線
リンク、ルータ、リピータ、ゲートウェイ、ネームサーバーなど（図示せず）の任意の組
み合わせを含むことができる。
【００３５】
次に、システム４００の機能的態様を、オペレーションセンター４０４から始めて、よ
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り詳細に説明する。ある事例では、オペレーションセンター４０４は、単一のエンティテ
ィまたは複数のエンティティによって維持される、ウェブサイトまたは複数のウェブサイ
トを表すことができる。オペレーションセンター４０４は、デバイス４０２からの要求を
取り扱い、これに応答して、デバイス４０２において（例えば、デバイス４０２によって
実装されるブラウズ機能を使用して）レンダリングすることができる様々なウェブページ
を提供することができる。
【００３６】
オペレーションセンター４０４は、タグ付けシステム４１６を含むことができる。タグ
付けシステム４１６の目的は、１つまたは複数のアイテムストア４１８（言及を容易にす
るため以降は単数形で示す）に格納されたアイテムに注釈を付けることである。アイテム
ストア４１８は、オンラインの商業（ｏｎｌｉｎｅ

10

ｍａｒｃｈａｎｔ）によって保持さ

れるアイテムレコードのデータベースに相当することができる。このコンテキストにおい
て、アイテムストア４１８内の各アイテムは、ユーザが、購入、そうでなければ獲得する
ことができるアイテムを表す。一実施形態では、単一のエンティティが、タグ付けシステ
ム４１６およびアイテムストア４１８の両方を管理することができる。代替的には、異な
るエンティティが、タグ付けシステム４１６およびアイテムストア４１８をそれぞれ管理
することができる。
【００３７】
別のアプリケーションにおいて、アイテムストア４１８内のアイテムは、取引可能な対
応物（ｍｅｒｃｈａｎｄｉｓａｂｌｅ

ｃｏｕｎｔｅｒｐａｒｔｓ）を必ずしも有さない
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任意の種類の情報アイテムに相当することができる。ある事例において、例えば、アイテ
ムストア４１８は、ウェブサイトに関連するアイテムのコレクションを広く表す（したが
って、インターネット全体の記憶容量を漠然と表す）ことができる。ユーザは、タグ付け
システム４１６を使用して、ウェブサイトに関連付けられたアイテムに注釈を付けること
ができる。
【００３８】
さらに他のアプリケーションも可能である。
【００３９】
図４は、タグ付けシステム４１６が、２つの主要なモジュールを含むことができること
を示す。概念作成／編集（ＣＣＥ：ｃｏｎｃｅｐｔ

ｃｒｅａｔｉｏｎ

ａｎｄ

ｅｄｉ
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ｔｉｎｇ）モジュール４２０により、ユーザが、タグを作成し、潜在的にタグを編集する
ことが可能になる。タグは、補足的な情報でアイテムに注釈を付ける。ＣＣＥモジュール
４２０は、これらのタグをタグストア４２２に格納することができる。タグ付けシステム
４１６は、概念分析モジュール４２４も含む。概念分析モジュール４２４の目的は、ＣＣ
Ｅモジュール４２０によって作成されたタグに基づいて、アイテムに対して分析を実行す
ることである。
【００４０】
最後に、オペレーションセンター４０４によって実装されるものとして上述した１つま
たは複数の機能を、代替または追加として、デバイス４０２などのデバイスによってロー
カルレベルで実行することができることに留意されたい。この特徴を一般的に表すために

40

、図４は、デバイス４０２が、オプションのクライアント側のタグ付け機能４２６を含む
ことを示す。
【００４１】
（Ａ．３．関連タグを入力するための例示的な技術）
上述されるように、概念作成／編集（ＣＣＥ）モジュール４２０の目的は、関連タグを
作成し、場合によっては以前に作成された関連タグを編集することである。この目的のた
めに、ＣＣＥモジュール４２０は、複数の異なるタイプの入力技術を使用することができ
る。図５Ａ−図５Ｄは、４つの代表的な技術を示すが、図示されていない他の技術を使用
することもできる。
【００４２】
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図５Ａに示される第１の技術において、ＣＣＥモジュール４２０は、関連タグをフリー
形式で入力するための入力フィールド５０４を含むページ５０２を、ユーザに提供するこ
とができる。ある例示的なアプリケーションにおいて、ページ５０２は、売りに出されて
いるアイテム、すなわち、ＡＢＣ社によって製造された仮想のカメラＸに関する詳細を示
す製品詳細ページに相当することができる。入力フィールド５０４は、「カメラＸ」とい
うアイテムが、別の製造業者によって製造された仮想のカメラＹなどの、他の何らかのア
イテムとどのように異なるかを示すタグを、ユーザが入力することを可能にする。入力フ
ィールド５０４は、ユーザが、この関係をフリー形式のテキスト表現として入力すること
を可能にする。図５Ａに図示される例において、ユーザは、「アイテムＸ＞アイテムＹ（
Ｉｔｅｍ

Ｘ＞Ｉｔｅｍ

Ｙ）」という表現をタイプ入力することによって、準数学的な

10

言葉でこの関係を表現することを選択する。ＣＣＥモジュール４２０は、規則、および根
拠となる（ｔｅｌｌｔａｌｅ）キーワード（例えば、「より優れている（ｂｅｔｔｅｒ）
」、「劣っている（ｗｏｒｓｅ）」、「より高い（ｈｉｇｈｅｒ）」、「より低い（ｌｏ
ｗｅｒ）」、「上（ａｂｏｖｅ）」、「下（ｂｅｌｏｗ）」、「より多い（ｇｒｅａｔｅ
ｒ）」、「より少ない（ｌｅｓｓｅｒ）」など）のデータベースを参照して、所定のパタ
ーンの関係表現に対して入力をマッチングしようと試みることによって、ユーザの入力を
解釈することができる。例えば、ユーザが、「−は、Ｍｉｎｏｌｔａ

ＸＹＺよりも優れ

た父の日の贈り物である（ｉｓ

Ｄａｙ

ｔｈａｎ

Ｍｉｎｏｌｔａ

ｂｅｔｔｅｒ

Ｆａｒｔｈｅｒ

ｓ

ｇｉｆｔ

ＸＹＺ）」というタグを入力することを想定されたい。Ｃ

ＣＥモジュール４２０はまず、タグが、「より優れている（ｂｅｔｔｅｒ）」というキー

20

ワードを含むことを検出することができ、このキーワードは、ユーザが、特徴的な構造を
有する比較タイプのタグを作成していることを意味する。次に、ＣＣＥモジュール４２０
は、比較関係の主題（または、ターゲット）、すなわち「Ｍｉｎｏｌｔａ
出することができる。つまり、「Ｍｉｎｏｌｔａ

ＸＹＺ」を抽

ＸＹＺ」が、根拠となる語、「より（

ｔｈａｎ）」の後に続くため、表現の主題である可能性が高い。残りの句（「父の日の贈
り物（Ｆａｒｔｈｅｒ

ｓ

Ｄａｙ

ｇｉｆｔ）」）は、表現のコンテキストを修飾する

ものとして解釈することができる。この解釈のタスクを容易にするために、ＣＣＥモジュ
ール４２０は、ユーザが関係表現を構築することができる方法をユーザに知らせるガイダ
ンスを、ユーザに提供することができる。ＣＣＥモジュール４２０は、ユーザが入力した
関係を容易に解釈することができない場合、明確化を求める問い合わせをユーザに行うこ
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ともできる。
【００４３】
図５Ｂに示される第２の技術において、ＣＣＥモジュール４２０は、関係表現を入力す
るためのより構造化された入力フィールド５０８を提供するページ５０６を提供すること
ができる。すなわち、１つの例示的な事例において、ドロップダウンメニュー５１０を提
供し、該ドロップダウンメニュー５１０は、これらに限定されないが「より優れている（
ｂｅｔｔｅｒ

ｔｈａｎ）」、「より劣っている（ｗｏｒｓｅ

ある（ｓｕｂｓｔｉｓｕｔｅ

ｔｈａｎ）」、「代用で

ｆｏｒ）」、「付属品である（ａｃｃｅｓｓｏｒｙ

ｔｏ

）」などから、ユーザが選択することがある様々な関係を識別する。これに代え、または
これに加えて、関係を、＜、＞、≒などの記号を使用することなど、数学的な言葉で代替

40

的に表現することができる。入力フィールド５０８は、アイテムＸと比較されるべき別の
アイテム、この事例ではアイテムＹ、を選択するための別のドロップダウンメニュー５１
２を含むことができる。他のアイテムの選択を容易にするために、入力フィールド５０８
は、オプションとして、ブラウズ（ｂｒｏｕｓｅ）コマンド５１４または他のコマンドフ
ィールドを含むこともできる。入力フィールド５０８は、ユーザが、アイテムＸが比較さ
れることがあるアイテムのデータベースをブラウズすることを可能にする。データベース
の中の或るアイテム（例えば、アイテムＹ）をクリックすることにより、ＣＣＥモジュー
ル４２０が、このアイテムに関連付けられた識別子を、入力フィールド５０８を介して作
成されている関係表現の中に挿入する。
【００４４】
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図５Ｃに示される第３の技術において、ＣＣＥモジュール４２０は、カメラＸ、カメラ
Ｙ、およびカメラＺなどの提示されている複数の製品を示すページ５１６を提供すること
ができる。このページ５１６は、マルチアイテム格付けを実行するための入力フィールド
５１８を含む。この事例では、入力フィールド５１８に入力された数字によって、ユーザ
は、カメラＺが最良であり、カメラＹが最悪であることを示す。このグローバルタイプの
入力に応答して、ＣＣＥモジュール４２０は、例えば、アイテムＸがアイテムＹより優れ
ていることを示すアイテムＸに関するタグを作成すること、およびアイテムＸがアイテム
Ｚより劣っていることを示すアイテムＸに関する別のタグを作成することによって、潜在
的に複数の関連タグを作成することができる。
10

【００４５】
図５Ｄに示される第４の技術において、ＣＣＥモジュール４２０は、カメラＸ、カメラ
Ｙ、およびカメラＺなどの提示されている複数の製品を示す別のページ５２０を提供する
ことができる。各アイテムは、第１のアイテム「カメラＸ」に関連付けられた「Ｉｓ

Ｂ

ｅｓｔ（最良である）」ボタン５２２などの、そのアイテムに関連付けられた「Ｉｓ

Ｂ

ｅｓｔ」コマンドボタンを有する。ユーザは、識別されるアイテムに関連付けられた「Ｉ
ｓ

Ｂｅｓｔ」コマンドボタンをアクティブにすることによって、いずれのアイテムが最

良と考えられるか識別することができる。図５Ｃの事例と比較すると、図５Ｄに示される
ページ５２０は、ユーザが、より直接的かつ容易に、いずれのアイテムが最良と考えられ
るか、またはより一般的には、いずれのアイテムが最高と格付けされるか特定することを
可能にする。さらに追加の入力規定を使用して、関連タグを入力することができる。図５
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Ａ−図５Ｄに示される入力技術は例示的なものにすぎない。
【００４６】
（Ａ．４．関連タグに基づいてアイテムを分析するための例示的な機構）
図６は、概念分析モジュール４２４をより詳細に示す。上述されるように、概念分析モ
ジュール４２４の一目的は、関連タグ（および、提供される場合、次のサブセクションで
説明されるカテゴリータグの使用）に基づいて、アイテム間比較（ｃｒｏｓｓ−ｉｔｅｍ
ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ）を実行することである。この目的で、概念分析モジュール４２
４は、投票分析（ｖｏｔｉｎｇ

ａｎａｌｙｓｉｓ）モジュール６０２および関係分析モ

ジュール６０４を含む。
【００４７】
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投票分析モジュール６０２は、共同環境において複数のユーザによって作成されたタグ
に関する、集約的かつ統計的な分析を実行する。例えば、７０名のユーザが、アイテムＸ
がアイテムＹより優れていることを示すタグを作成するが、３０名のユーザが、アイテム
ＹがアイテムＸより優れていることを示すことを想定されたい。投票分析モジュール６０
２は、これらの投票を集計して、例えばＸ＞Ｙという言明を、比率０．７と関係付けられ
る信頼レベルで表現することができることを示すことによって、アイテムＸがアイテムＹ
より優れているという評価に信頼のレベルを与えることができる。信頼レベルは、一般的
に、ユーザ間の合意のレベルと、結論に達する元となったサンプリングプールのサイズと
の両方の関数とすることができる。
【００４８】

40

関係分析モジュール６０４は、複数のユーザによって確立された関連タグの比較的大き
いコレクションを分析することができ、これらのタグは、複数の基本アイテムが、個々の
他の複数のアイテムとどのように異なるかを記述する。上述されるように、関連タグの十
分に堅固な母集団は、相互に接続されたアイテムの豊かなグラフを作成することができる
。関係分析モジュール６０４の目的は、このグラフをマイニングして、このグラフから結
論を導き出すことである。アイテムに「より高い」タイプの比較タグをタグ付けする一事
例において、関係分析モジュール６０４は、格付けモジュール６０６を使用して、関連タ
グに基づいて、例えば、最高から最低へ、または最低から最高へアイテムをソートするこ
とができる。
【００４９】
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図６は、関係分析モジュール６０４の或る例示的な出力を格付け表示ページ６０８の形
式で示す。格付け表示ページ６０８は、アイテムの格付けされたリストを提示する。格付
け表示ページ６０８は、オプションとして、結論の信頼性に付随する信頼メトリックを伝
えることもできる。
【００５０】
関係分析モジュール６０４の別の例示的な出力が表示ページ６１０である。このページ
６１０は、カメラＺなど、取り上げられた製品に関する情報を提供することができる。説
明情報の一部として、ページ６１０は、定義された修飾コンテキスト内でカメラＺが他の
何らかのカメラ（または複数のカメラ）と比較してどうであるかを伝える情報を提供する
ことができる。例えば、ページ６１０は、ハイパーテキストリンク６１２、または他のタ

10

イプのプロンプトを含む。ハイパーテキストリンク６１２は、ユーザが、「ビーチに最良
のカメラ（ｔｈｅ

ｂｅｓｔ

ｃａｍｅｒａ

ｆｏｒ

ｂｅａｃｈ）」を明らかにする情

報にアクセスすることを可能にする。関係分析モジュール６０４は、カメラＺがビーチの
写真撮影の適合性に関して１名または複数名のユーザによって以前に格付けされたことを
検出すると（さらに、カメラＺがこの用途に最良のカメラであると一般には考えられてい
ないことを検出すると）、この特定の種類のリンク６１２を提示することができる。リン
ク６１２によって、商人は、より高価な商品を売る機会を提供することができる。ある状
況において、カメラＺが最良と判断される事態が起こると、ページ６１０は、ユーザにこ
の最上位の格付けのステータスを知らせることができる。
【００５１】

20

示されていないが、ページ６１０は、カテゴリー間比較（ｃｒｏｓｓ−ｃａｔｅｇｏｒ
ｙ

ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ）のためのポータルを提供することもできる。例えば、ユーザ

に他のカメラを調べるように求める代わりに、ページ６１０は、「私に父の日のより良い
贈り物を教えてください」と書かれたリンクを提供することなどによって、製品中立のト
ピックへのリンクを提示することができる。このリンクは、父の日の良い贈り物となると
いう目的で、カメラＺより優れていると他のユーザが以前に格付けした他の１つまたは複
数のアイテムを明らかにすることができる。これらの他のアイテムは、他のカメラに限定
されない。この場合も、関係分析モジュール６０４は、カメラＺが、父の日の贈り物の比
較を行うというコンテキストにおいて他の１名または複数名のユーザによって以前に識別
されたという事実のため、リンク情報に関して父の日のテーマを選択することができる。

30

【００５２】
関係分析モジュール６０４の出力を伝える多くの代替的な方法が可能であることを、当
業者は認識されよう。
【００５３】
（Ａ．５．カテゴリータグおよび事実タグを含むタグデータ構造）
図４のタグ付けシステム４１６は、独立したユーティリティを有する関連タグを作成す
ることができる。これは、上述されるように、タグ付けシステム４２０が、関連タグだけ
の分析から有意義な結論を導き出すことができるからである。別の実装において、タグ付
けシステム４１６は、ユーザが他のタイプのタグを作成することを可能にすることができ
る。さらに、タグ付けシステム４１６は、異なる種類のタグをデータ構造に編成すること

40

ができる。データ構造の各インスタンスは、本明細書において概念オブジェクトと呼ばれ
る。説明されるように、タグ付けシステム４１６は、他の種類のタグに加え、関連タグを
含む概念オブジェクトの分析に基づいて、より微妙な違いのある結論を形成することがで
きる。
【００５４】
図７は、１つのそのような概念オブジェクト７０２を示す。概念オブジェクト７０２は
、概念名フィールド７０４、フリーテキスト記述フィールド７０６、およびタグ付けデー
タ構造７０８を含むことができる。オプションの概念名フィールド７０４は、概念を識別
する目的で概念の一意の名前を含む。オプションのフリーテキスト記述フィールド７０６
は、ユーザが、概念の説明、関連するアイテム、またはその両方を入力することを可能に
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する。
【００５５】
タグ付けデータ構造７０８は、１つまたは複数の第１のタグ、つまり、カテゴリータグ
７１０（１）−７１０（Ｋ）、および第２のタグ、つまり、事実（ｆａｃｔ）タグ７１２
（１）−７１２（Ｊ）の１つまたは複数のコレクションを含む複数のタグを関連付ける。
カテゴリータグ７１０（１）−７１０（Ｋ）は、一般的または客観的なカテゴリーの観点
でアイテムを特徴付ける。例えば、アイテムが、オリンパス株式会社によって販売される
Ｏｌｙｍｐｕｓ（登録商標）ブランドのデジタルカメラであると想定されたい。この例に
おいて、カテゴリータグは「デジタルカメラ」である可能性がある。
【００５６】

10

事実タグの第１のグループ７１２（１）−７１２（Ｊ）は、概念に関連付けられ、この
概念によって表されるアイテムについての事実を提供する。各カテゴリータグ７１０（１
）ないし７１０（Ｋ）について、アイテムの顕著な特性を記述する０または１つ以上の事
実タグ７１２のセットが存在する。例えば、アイテムは、組み込まれた懐中電灯およびコ
ンパスを有するキャンピングツールであると想定されたい。該アイテムは、「懐中電灯」
および「コンパス」などの、２つのカテゴリータグでタグ付けされることが可能である。
このアイテムの属性を記述する事実タグは、このアイテムの懐中電灯という態様に関係す
る事実タグの或るセットと、このアイテムのコンパスという態様に関係する別の事実セッ
トとを含む可能性がある。したがって、カテゴリータグ「懐中電灯」に関連付けられると
、この概念は、名前：値が「必要とされるバッテリ：４ＡＡ」である、このアイテムに関

20

する事実タグを含むことがある。カテゴリータグ「コンパス」に関してこの概念は、名前
：値が「磁気感度：高」である、このアイテムに関する事実タグを含むことがある。
【００５７】
事実タグ７１２（１）−７１２（Ｊ）の各々は、アイテムの属性を識別する名前部分７
１４と、名前部分によって識別される属性の１つまたは複数の値を与える、対応する１つ
または複数の値部分７１６とを有する。違う言い方をすると、各事実タグは、名前：値の
ペアを有し、各名前に対して１つ以上の値があってもよい。さらに、名前部分７１４およ
び値部分７１６もタグである。
【００５８】
したがって、各事実タグは、１つの名前タグと、０または１つ以上の値タグとのコレク

30

ションから構成される。図７において、第１の事実タグ７１２（１）は、１つの名前タグ
７１４（１）と複数の値タグ７１６（１Ａ）−７１６（１Ｙ）とから構成される。例えば
、デジタルカメラの例では、名前タグを「色」とし、値タグを「シルバー」、「黒」、お
よび「白」とすることができる。第１の事実タグ７１２（１）は、名前タグ７１４（１）
に関連付けられた１つまたは複数の値タグ７１６（１Ａ）−７１６（１Ｙ）が存在する、
複数パートの（ｍｕｌｔｉ−ｐａｒｔ）事実タグの例である。第２の事実タグ７１２（２
）は、１つの名前タグ７１４（２）と１つの値タグ７１６（２Ａ）とから構成される。次
に、名前タグを「重量」とし、値タグを「４．５２オンス（１２８グラム）」とすること
ができる。第２の事実タグ７１２（２）も、少なくとも１つの名前タグ７１４（２）と少
なくとも１つの値タグ７１６（２Ａ）とを有することにおいて、複数パートの事実タグを

40

表すものである。第３の事実タグ７１２（３）は、値タグがなく、１つの名前タグ７１４
（３）のみで構成される。この事例において、名前タグを「耐候性」とすることができ、
名前タグの存在は、アイテムが耐候性であることを示唆し、名前タグの欠如は、アイテム
が耐候性ではないことを示唆する。この第３の事実は、名前タグ７１４（３）に関連付け
られた値タグが存在しない単一の事実タグを表すものである。時間が経つと、共同で定義
されたタグは、カタログの中で提供されるアイテムを分類するフォークソロジーを形成す
る。
【００５９】
ある見地から、タグ付け構造は、カテゴリータグが、アイテムが何であるかを定義し、
事実タグが、カテゴリータグのコンテキストにおいて、そのアイテムの属性または特徴を
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、カテゴリータグによって特徴付けられるものとして定義するという寸法が考慮されるこ
とがある。さらに、属性タグまたは名前タグは、構造を介して、１つまたは複数の値タグ
に関連付けられる。タグ付け構造はそれにより、製品の特徴の調査の際にユーザに多数の
有用な機能を使用可能にする項目の間の関係を提供する。カテゴリータグまたは事実タグ
の間、または名前タグと値タグの間の区別が存在しない、以前のフラットなタグアプロー
チとは異なり、フラットでないタグ付け構造７０８は、ユーザが、複数のアイテムをユー
ザによって選択されたカテゴリーに従って容易に比較することを可能にする。フラットな
タグアプローチでは、タグ間の関係の性質を記述する方法が存在しない。
【００６０】
例えば、ユーザが、アイテムカタログの中のすべての「デジタルカメラ」を比較するこ

10

とを望むと想定されたい。ユーザが単にこのカテゴリータグを選択し、このカテゴリータ
グでタグ付けされたすべてのアイテムが探索されると、次いで「デジタルカメラ」という
カテゴリータグに関連付けられた「色」および「重量」という関係する事実タグが、好都
合な観察のために容易に配列される。例えば、名前タグは水平に整列され、関連する値タ
グは、対応する名前タグの下に垂直にグループ化される。これに対して、デジタルカメラ
、色、および重量の間の区別がないフラットなタグ構造では、システムが、「デジタルカ
メラ」の選択において属性をどのように整列させるべきかを理解する方法は存在しない。
さらに、フラットなタグアプローチでは名前：値のペアが存在しないため、比較のための
コンテキストが存在しない。フラットなタグアプローチでは「色」に関連付けられた値が
存在しないため、システムは、「色」を比較する方法に関するコンテキストを有さない。

20

【００６１】
アイテムの比較をさらに容易にするために、タグ付け構造７０８は、概念オブジェクト
７０２によって表されるアイテムに関連付けられた関係事実（ｒｅｌａｔｉｏｎａｌ

ｆ

ａｃｔ）を表現する、特別のタイプの事実タグ７２０（１）−７２０（Ｌ）のコレクショ
ン７１８を含むことができる。上述されるように、各関連タグは、或るオプションのコン
テキストＣにおいて、基本アイテムＸを別のアイテムＹと関係付ける。関係事実タグ７２
０（１）−７２０（Ｌ）は、したがって、アイテムが互いにどのように関係するかを明確
に識別する、ユーザからの方向付けされた入力（ｄｉｒｅｃｔｅｄ

ｉｎｐｕｔ）を提供

する。
【００６２】
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図７は、関係事実タグ７２０（１）−７２０（Ｌ）を構造化する１つの例示的な方法を
示す。他の事実タグと同様に、関係事実タグ７２０は、名前タグ７２２（１）−７２２（
Ｐ）、および関連する値タグ７２４（１）−７２４（Ｓ）を含む。関係事実タグの事例で
は、名前タグ７２２は、関係Ｒの性質を表現し、オプションとして、関係を修飾するコン
テキストＣを表現する。値タグ（ターゲットタグとも呼ばれる）７２４が、基本アイテム
Ｘが比較されているアイテムＹを表現する。例えば、「カメラＸは、カメラＹより優れた
ビーチ用のカメラである」という言明を考慮されたい。この関係の名前タグ７２２は、「
は、より優れたビーチ用のカメラである」に対応する。この関係の値タグ７２４は、「カ
メラＹ」に対応する。概念オブジェクト７０２によって表される基本アイテムは、異なる
コンテキストにおいて他の多くのアイテムと比較されることが可能であるので、概念オブ

40

ジェクト７０２は、複数の関係タイプの事実タグを含むことができる。
【００６３】
タグ付けシステム４１６は、概念オブジェクト７０２によって提供される、強化された
情報を活用して、タグ付けされたアイテムのコレクションに関する、より微妙な違いのあ
る結論を提供することができる。例えば、タグ付けシステム４１６は、相互に接続された
アイテムのグラフを選別して、或るカテゴリー（または複数の指定されたカテゴリー）に
属するアイテムだけを抽出することができる。タグ付けシステム４１６は、次いで、１つ
または複数の指定されたカテゴリー内に局所化された推移分析を実行することができる。
【００６４】
（Ａ．６．共同（Ｗｉｋｉ）環境への適用）
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図８は、共同環境への図４のシステム４００の適用を示す。Ｗｉｋｉ環境としても知ら
れる１つの共同タグ付け環境において、ユーザは、項目（ａｒｔｉｃｌｅ）の作成に共同
で寄与する。項目は、記述タグを含むことが可能である。
【００６５】
そのような共同環境の１つの具体的なアプリケーションを示すために、オペレーション
センター４０４は、１つまたは複数のアイテムへのアクセスを可能にする商人ウェブサイ
トを表すことができる。このコンテキストにおいて、アイテムは、商店が売りに出すこと
を希望する任意の物、または商人のウェブサイトを使用する他の人々が、売りに出すこと
を希望する任意の物を表すことが可能である。アイテムは、製品、サービス、または他の
10

何らかのタイプの販売可能なユニットを含むことができる。
【００６６】
オペレーションセンター４０４は、取引可能なアイテムを記述するアイテムレコードの
アイテムストア４１８（または複数のアイテムストア）を保持することができる。アイテ
ムデータベース４１８内のアイテムレコードは、直接または間接的に、デバイス４０２に
よってアクセス可能であることがある。各アイテムレコードは、ウェブサイト上で売りに
出されている関連するアイテムについての情報を含む。例えば、本または音楽ＣＤなどの
製品に関して、アイテムレコードは、説明、その製品のイメージ、著者名／アーティスト
名、発行データ、価格設定、出荷情報などを含むことができる。他のタイプのアイテムに
関して、アイテムレコードは、それらのアイテムに適切な別の情報を含むことができる。
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【００６７】
オペレーションセンター４０４は、アイテムマネージャ８０２を含むことができる。ア
イテムマネージャ８０２は、アイテムストア４１８内のアイテムレコードへのアクセス、
および該アイテムレコードの管理を容易にする。つまり、アイテムマネージャ８０２は、
ウェブサイト運営者が、アイテムストア４１８内にアイテムレコードを追加、または削除
することを可能にし、一般的に、オペレーションセンター４０４によって提供されるアイ
テムの制御を維持することを可能にする。ユーザが、オペレーションセンター４０４から
或るアイテムに関する情報を要求すると、１つまたは複数のサーバー（図示せず）が、ア
イテムストア４１８からアイテム情報を取り出し、該情報を含むウェブページを、要求し
ているユーザのコンピューティングデバイスに提供する。アイテムストア４１８は、その
ような要求の前に予め生成されて格納されている静的なウェブページを含むことがあり、

30

または、代替的に、そのような要求に応答して生成される動的なウェブページを投入する
のに使用されるデータを格納することがある。
【００６８】
オペレーションセンター４０４は、アイテムエンサイクロペディア（ｉｔｅｍ

ｅｎｃ

ｙｃｌｏｐｅｄｉａ）８０４をホストすることもできる。アイテムエンサイクロペディア
８０４は、アイテムストア４１８の中で表現される様々なアイテムに関する豊富で信頼で
きる情報を提供する。より具体的には、アイテムエンサイクロペディア８０４は、アイテ
ムについての項目の作成を容易にする。これらの項目は、アイテムについて知り該アイテ
ムを購入するかどうかを決心する際にユーザにとって有用な任意の情報を含むことができ
る。そのような情報は、アイテムの説明、特徴および規格データ、アイテムのイメージ、
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意図される用途、製造業者または販売業者の身元、付属品などを含むことができる。これ
らの項目は、オペレーションセンター４０４によってユーザに提供され、ユーザがアイテ
ムをよりよく理解することを助けることができる。
【００６９】
共同環境において、エンサイクロペディアの項目は、コミュニティによって作成され、
任意の数のユーザが、アイテムエンサイクロペディア８０４に含まれるコンテンツを追加
、変更、または削除することができる。したがって、個々のユーザは、アイテムストア４
１８に提供されている新たなアイテムを記述する新たな項目を作成することができ、他の
ユーザによって作られた項目を編集することもできる。これらの編集をログに記録して監
視し、悪意のあるエントリを防止することができる。
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【００７０】
アイテムエンサイクロペディア８０４は、ナビゲーション、検索、およびアイテムの比
較を助けるタグを用いてアイテムのタグ付けもサポートする。これらのタグを、アイテム
の製造業者または供給業者、ウェブサイト運営者、および／またはコミュニティの任意の
メンバによって割り当てることができる。以上に関連して、アイテムエンサイクロペディ
ア８０４は、概念作成／編集（ＣＣＥ）モジュール４２０および概念分析モジュール４２
４を含む上述のタグ付けシステム４１６を含むことができる。
【００７１】
図８に示されるタグ付けシステム４１６のバージョンを、特に、カテゴリータグおよび
事実タグ（関係事実タグを含む）を含め、図７で説明したタイプの概念オブジェクトを処

10

理するように構成することができる。このコンテキストにおいて、ユーザ定義されたタグ
は、概念オブジェクト７０２の一部としてタグ付けデータ構造７０８に追加される。複数
のそのような概念オブジェクトが、概念データベース８０６に格納される。アイテムがタ
グ付けされると、タグ付けシステム４１６は、カテゴリータグおよび事実タグ（関係事実
タグを含む）を使用して、アイテムを探し、編成し、比較することができる。概念データ
ベース８０６は、タグのみを（構成要素としてタグを含むデータ構造ではなく）格納する
、図４のタグストア４２２の強化された対応物を表すことに留意されたい。
【００７２】
図８に示される共同環境において、ＣＣＥモジュール４２０は、ユーザが、アイテムス
トア４１８内で表されるアイテムを説明する項目を作成し、編集することを可能にする。
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ＣＣＥモジュール４２０は、ユーザが、カテゴリータグおよび事実タグ（関係事実タグを
含む）でアイテムに注釈を付けることも可能にする。このようにして、ＣＣＥモジュール
４２０は、図７に示される例示的な概念オブジェクト７０２によって表現されるような、
項目、タグ、およびその他のアイテムメタデータを含む概念オブジェクトを生成する。
【００７３】
アイテムエンサイクロペディア８０４は、上述の概念分析モジュール４２４も含む。概
念分析モジュール４２４は、カテゴリータグおよび事実タグ（関係事実タグを含む）に基
づいて、アイテムの比較を容易にする。例えば、ユーザが、同様にタグ付けされたアイテ
ム（例えば、カテゴリータグ「デジタルカメラ」で注釈を付けられたアイテム）を比較し
たい場合、概念分析モジュール４２４は、概念データベース８０６内で共通のカテゴリー
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タグを有する概念を探し出すことができる。このことは、つまり、同様の特徴を有するア
イテムを集約し、ユーザがこれらのアイテムの特性を比較する便利な機構を提供すること
によって、ユーザが製品間の比較を行うことを可能にする。
【００７４】
上述のように、カテゴリータグと関係事実タグの特定の組み合わせは、概念分析モジュ
ール４２４によって提供される比較を微調整することができる。例えば、概念分析モジュ
ール４２４は、ユーザが、比較的狭いテーマのコンテキストにおいて、より優れたタイプ
の比較を行うことを可能にすることができる。例えば、ユーザのグループが、多くの異な
る種類のカメラを、ビーチで写真を撮影するのに適しているものとして格付けする関連タ
グを作成したと想定されたい。また、多くのユーザが、或るクラスのカメラに、「ビデオ
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カメラ」というカテゴリータグで注釈を付けたと想定されたい。カテゴリータグと関係事
実タグの組み合わせに基づいて、概念分析モジュール４２４は、ビーチで写真を撮影する
ことの適合性に従って格付けされたビデオカメラの、選別されたリストを形成することが
できる。
【００７５】
アイテムエンサイクロペディア８０４は、履歴ログ８０８を含むこともできる。このモ
ジュール８０８の目的は、ユーザのコミュニティによって入力された変更を追跡すること
である。履歴ログ８０８の概要をユーザに提示することができる。
【００７６】
アイテムエンサイクロペディア８０４は、検討フレームワーク８１０を含むこともでき
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る。このモジュール８１０は、アイテムに関係するユーザの検討を容易にする。例えば、
検討フレームワーク８１０は、ユーザが、アイテムに関するコメントを入力し、掲示する
ことを可能にする。フレームワーク８１０は、次いで、ユーザに提示するためにコメント
の書式を整える（ｆｏｒｍａｔ）。フレームワーク８１０は、他のユーザがそのコメント
に対するフィードバックを提供する機構も提供する。
【００７７】
アイテムエンサイクロペディア８０４は、さらに他のタイプのモジュール（図８に図示
せず）を含むことができる。
【００７８】
図９は、アイテムエンサイクロペディア４２０が項目をユーザに表示するのに使用する
ことができる項目ページ（ａｒｔｉｃｌｅ

10

ｐａｇｅ）９０２を示し、項目は、関連する

記述タグを有する。項目ページ９０２は、オプションとして、カメラの画像とともに取り
上げられているアイテムの名前（すなわち、「Ｏｌｙｍｐｕｓ（登録商標）
ｓ

８００

Ｓｔｙｌｕ

Ｄｉｇｉｔａｌ」）を含む。説明がアイテム名および画像の直下に現れるが

、他のレイアウトを使用することができる。説明は、製造業者によって提供される元の説
明であっても、ウェブサイト運営者によって作られた説明であっても、コミュニティの中
のユーザによって与えられた情報であってもよい。さらに、説明は、コミュニティの中の
複数のユーザによって作成された数回の対話を表してもよい。
【００７９】
項目ページ９０２は、説明の下に位置するカテゴリーセクション９０４および事実セク
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ション９０６も有する。カテゴリーセクション９０４は、アイテムが属する可能性がある
１つまたは複数のカテゴリータグを列挙する。この例では、アイテムは、「デジタルカメ
ラ」というカテゴリーに属し、選択可能なカテゴリータグによってページ上に表される（
下線を用いて示されているが、実際には、タグは、色を変えるなど他の技術を使用して表
すこともできる）。カテゴリータグのコンテンツは、概念オブジェクト７０２のタグ付け
構造７０８におけるカテゴリータグフィールド７１０（１）−７１０（Ｋ）（図７を参照
されたい）によって提供される。
【００８０】
アイテムカテゴリー内に保持される他のアイテムは、１つ以上のカテゴリータグを有す
ることができることに留意されたい。例えば、「ＸＹＺラジオ目覚まし時計」という名称
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のアイテムは、「ラジオ」というカテゴリーに関して１つのタグ、および「目覚まし時計
」というカテゴリーに関して１つのタグを含め、複数のカテゴリータグを有することがで
きる。
【００８１】
また、カテゴリーセクション９０４は、「比較（ｃｏｍｐａｒｅ）」プロンプトを含む
ことに留意されたい。このプロンプトは、ユーザが、デジタルカメラという指定されたカ
テゴリー内で比較を行うことを可能にする。この比較のリンクが選択されると、アイテム
エンサイクロペディア８０４は、「デジタルカメラ（ｄｉｇｉｔａｌ

ｃａｍｅｒａ）」

というカテゴリータグでタグ付けされたアイテムカテゴリー内の他のアイテムを探し出し
40

、結果をユーザに提示する。
【００８２】
事実セクション９０６は、そのアイテムのカテゴリータグに関連付けられた１つまたは
複数の事実タグを含む。各事実タグは、アイテムの属性を識別する名前部分と、名前部分
によって識別される属性の１つまたは複数の値を提供する１つまたは複数の対応する値部
分とを有する。例えば、図９において、第１の事実タグは、デジタルカメラの解像度属性
を識別する「解像度（Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）」という名前部分と、「解像度」と名付け
られた解像度属性の値を与える「８．０メガピクセル（８．０

Ｍｅｇａｐｉｘｅｌ）」

という値部分とを有する。
【００８３】
項目ページ９０２は、関係セクション９０８を含むこともできる。関係セクション９０
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２は、特別なタイプの事実タグを構成する、ユーザによって入力された関連タグから集め
られた情報を表示することができる。関係セクション９０８は、他の製品に対するＯｌｙ
ｍｐｕｓ（登録商標）カメラの関係を様々な方法で表示することができる。例えば、関係
セクション９０８は、最良から最悪へ、または最悪から最良へなどの順序で（または、よ
り一般的には、最高の格付けから最低の格付けへ、または最低の格付けから最高の格付け
へ）カメラのリストを表示することができる。セクション９０８は、代替的に、数学的な
比較記号（例えば、「＜」および「＞」）を使用して関係を伝えることなどができる。図
６のページ６０８は、アイテムのユーザ定義された関係を伝える一例示的かつ非限定的な
方法を示す。
10

【００８４】
ユーザは、「編集（Ｅｄｉｔ）」プロンプト９１０をアクティブにすることによって項
目ページ９０２の様々な態様を作成して、編集することができる。このアクションは、図
１０に示される編集ページ１００２をアクティブにする。編集ページ１００２は、カテゴ
リータグを作成して編集するための第１のセクション１００４と、事実タグを作成して編
集するための第２のセクション１００６とを含む。第２のセクション１００６において、
ユーザは、アイテムの特性を表現する非関係タイプの事実タグ（例えば、「解像度：８．
０メガピクセル」）を入力し、編集することができる。第２のセクション１００６は、ユ
ーザが、関係タイプの事実タグ（例えば、「は、Ｍｉｎｏｌｔａ

１２３よりも優れたビ

ーチ用のカメラである」）を入力して、編集することも可能にする。
【００８５】
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編集ページ１００２は、オプションとして、関連タグを作成および編集するための特別
なツールを提供する第３のセクション１００８を含むこともできる。第３のセクション１
００８は、図５Ａ−図５Ｄに示される任意の編集ツール、またはさらに別の何らかのタイ
プの編集機構を呼び出すことができる。
【００８６】
図示されていないが、他の編集機能を使用して、アイテムのテキスト説明を提供する項
目ページ９０２の一部などの、タグ以外のページ９０２の一部を編集することもできる。
【００８７】
（Ａ．７．例示的な処理機能）
図１１は、ユーザデバイス４０２、オペレーションセンター４０４、オペレーションセ
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ンター４０４の任意のコンポーネントなど図４に示されるシステム４００の様々な態様を
実装するのに使用することができる、例示的な処理機能１１００を示す。処理機能１１０
０は、これらに限定されないが、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、
サーバータイプのコンピュータ、ブックリーダタイプのデバイス、ポータブルメディアプ
レーヤデバイス、ＰＤＡデバイス、携帯電話デバイス、タブレットタイプの入力デバイス
、任意の種類のウェアラブルデバイス、ゲームコンソールデバイス、セットトップボック
スデバイスなどの任意の１つまたは複数を表すことができる。説明を容易にするために、
処理機能１１００は、代表的なユーザデバイス４０２を特に実装するものとして後段で説
明されるが、前述されるように、汎用処理機能１１００も、オペレーションセンター４０
４において展開することができるサーバータイプのコンピュータのアーキテクチャを示す
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。
【００８８】
このローカルデバイスのコンテキストにおいて、処理ユニット４０８は、１つまたは複
数の処理コンポーネント１１０２（ＣＰＵ、ニューラルネットワークなど）、ＲＡＭ１１
０４、ＲＯＭ１１０６、メディアコンポーネント１１０８（ハードドライブ、ＤＶＤドラ
イブなど）、ネットワークインタフェース１１１０（電話またはケーブルモデム、ブロー
ドバンド接続機構など）、ならびに入力デバイスおよび出力デバイスと対話するためのＩ
／Ｏインタフェース１１１２を備えることができる。１つまたは複数のバス１１１４によ
って、上述のコンポーネントが結合される。
【００８９】
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出力デバイスは、グラフィカルユーザインタフェース４１４を提示するプレゼンテーシ
ョンユニット４１０を含むことができる。入力デバイス４１２は、キーボード、マウス入
力デバイス、トラックボール入力デバイス、ジョイスティック入力デバイス、タッチセン
シティブスクリーンなどの任意の１つまたは複数を含むことができる。
【００９０】
処理機能１１００を使用してユーザデバイス４０２を実装する事例において、デバイス
４０２の様々な機能を、図１１に示される任意のストレージユニットまたはストレージユ
ニットの組み合わせの中に存在するマシン読み取り可能な命令として実装することができ
、プロセッサ１１０２は、これらの命令を実行して、タグの作成および利用に関係する所
望のオペレーションを引き起こすことができる。同様に、処理機能１１００を使用してオ
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ペレーションセンター４０４またはこれの何らかのコンポーネントを実装する事例におい
て、センター４０４の様々な機能を、図１１に示される任意のストレージユニットまたは
ストレージユニットの組み合わせの中に存在するマシン読み取り可能な命令として実装す
ることができ、プロセッサ１１０２は、これらの命令を実行して、タグの作成および利用
に関係する所望のオペレーションを引き起こすことができる。
【００９１】
（Ｂ．例示的な手順）
図１２および図１３は、図４のシステム４００のオペレーションをフローチャートの形
式で示す。説明を容易にするために、いくつかのオペレーションを、或る順序で実行され
る別々のブロックを形成するものとして説明する。そのような実装は、例示であり限定的

20

なものではない。本明細書で説明されるいくつかのブロックを、一緒にまとめて単一のオ
ペレーションで実行することができ、いくつかのブロックを、本開示で説明される実施例
で採用される順序とは異なる順序で実行することができる。フローチャートに示されるブ
ロックを、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、手動の処理によって、または
これらの要素の組み合わせによって実装することができる。
【００９２】
フローチャートにおいて説明される機能は、セクションＡで既に説明されているので、
セクションＢは、主にそれらの機能のレビューの役割をする。
【００９３】
（Ｂ．１．関連タグの作成）
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図１２は、関連タグを作成するための手順１２００を示す。
【００９４】
ブロック１２０２で、システム４００は、オプションとして、関連タグを入力するよう
にユーザを促すことができる。例えば、ユーザが、アイテムＸに関する特定のアイテムペ
ージを見ているとき、システム４００は、ユーザに、アイテムＸがオプションのコンテキ
ストＣ内の別のアイテム、例えば、アイテムＹとどのように異なるか指定するように求め
ることがある。
【００９５】
ブロック１２０４で、システム４００は、関連タグのユーザの入力を受信する。ユーザ
は、図５Ａ−図５Ｄに示される方法のいずれか、またはさらに別の何らかの方法で関連タ
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グを指定することができる。
【００９６】
ブロック１２０６で、システム４００は、入力された関連タグをタグストア４２２に、
または概念ストア８０６の中に格納された概念オブジェクト７０２の中のフィールドとし
て格納する。
【００９７】
（Ｂ．２．関連タグの分析）
図１３は、手続き１２００を介して入力された関連タグに基づいて分析を実行するため
の手順１３００を示す。
【００９８】
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ブロック１３０２で、システム４００は、オプションとして、タグ分析オペレーション
のユーザによる呼び出しを受信する。例えば、ユーザは、図９に示される比較リンク９０
８をクリックすることによって、このオペレーションを開始することができる。
【００９９】
ブロック１３０４で、システム４００は、アイテムに関連付けられた関連タグに少なく
とも部分的に基づいて、アイテムを分析する。システム４００は、アイテム間比較を実行
する際に、カテゴリータグおよび非関係事実タグに依拠することもできる。
【０１００】
ブロック１３０６で、システム４００は、例えば、１つまたは複数のグラフィカルユー
ザインタフェースを提示する形式で、その分析の結果をユーザに出力する。
【０１０１】
締めくくりとして、本発明を、構造的特徴および／または方法上のアクトに特有の言葉
で説明してきたが、添付の特許請求の範囲において定義される本発明は、説明した特定の
特徴またはアクトに必ずしも限定されないことを理解されたい。むしろ、これらの特定の
特徴およびアクトは、特許請求される発明を実装する例示的な形態として開示される。
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