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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マシーンで実行される方法であって前記マシーンが、
　検索問合せの受信に応答して、１以上の基本アイテムと、１以上の非基本コレクション
アイテムとを含むセットであって、前記検索問合せを満たす適合アイテムの組である前記
セットを識別する処理と、前記各非基本コレクションアイテムの一つは基本アイテムのコ
レクションをあらわし、且つそれ自体は基本アイテムではなく、
　前記セットにおける他の全ての適合アイテムに対する、セットにおける各適合アイテム
に関するランキングを判断する処理であって、
　　前記セットにおける各適合アイテムに関する適合度スコアを生成することを含み、
　　前記非基本コレクションアイテムに関するランキングを判断する場合は、前記非基本
コレクションアイテムの前記適合度スコアを、前記１以上の基本アイテムの適合度スコア
と比較し、
　　前記非基本コレクションアイテムに関する適合度スコアは、少なくとも一部が特定の
特徴に基づき、且つ、前記基本アイテムに関する適合度スコアは、前記特定の特徴に基づ
くものではない当該ランキングを判断する処理と、
　前記適合アイテムのセットと前記ランキングに基づいて検索結果を提供することにより
、前記検索問合せに応答する処理と、
を実行することを特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記１以上の基本アイテムはウェブページであり、前記１以上の非基本コレクションア
イテムはブックマークの組であ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１以上の基本アイテムはウェブページであり、前記１以上の非基本コレクションア
イテムは検索であ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１以上の基本アイテムはオーディオファイルであり、前記１以上の非基本コレクシ
ョンアイテムは再生リストであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１以上の基本アイテムは旅行に関するアイテムであり、前記１以上の非基本コレク
ションアイテムは旅行日程であ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１以上の基本アイテムはタグ付きアイテムであり、前記１以上の非基本コレクショ
ンアイテムはタグであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　マシーンで実行される方法であって、前記マシーンが、１以上のプロセッサに対し、
　検索問合せの受信に応答して、コレクションアイテム及び基本アイテムを含む１組の適
合アイテムを識別する処理であって、前記コレクションアイテムは基本アイテムのコレク
ションをあらわす当該処理と、
　第１の得点技術を使用して前記コレクションアイテムに対する第１の適合度スコアを判
断する処理と、
　前記第１の得点技術とは異なる第２の得点技術を使用して、前記基本アイテムに対する
第２の適合度スコアを判断する処理であって、前記基本コレクションアイテムに関する前
記第１の適合度スコアは、少なくとも一部が、前記コレクションアイテムによってあらわ
される前記基本アイテムのコレクションのうち、１以上の基本アイテムの特徴に基づく当
該処理と、
　前記コレクションアイテム及び前記基本アイテムを含む検索結果のランク付けした組を
提供することにより、前記検索問合せに応答する処理であって、前記コレクションアイテ
ム及び前記基本アイテムが、前記第１の適合度スコア及び前記第２の適合度スコアに基づ
いてランク付けされた組内で互いに及びそれぞれに関連してランク付けされている当該処
理と、
を実行させることを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記第１の得点技術は、前記コレクションアイテムによって表された前記コレクション
に属する基本アイテムに対して発生された適合度スコアに少なくとも一部基づいて前記第
１の適合度スコアを判断することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の得点技術は、前記コレクションアイテムの作成者に関する情報に少なくとも
一部基づいて前記第１の適合度スコアを判断することを特徴とする請求項７に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記第１の得点技術は、前記コレクションアイテムによって表された前記コレクション
に属する前記基本アイテムの平均適合度スコアの少なくとも一部基づいて前記第１の適合
度スコアを判断することを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記検索結果をランク付けした組を提供する処理は、前記コレクションアイテムのため
のリンクを有するウェブページを提供する処理を含み、
　前記所定の処理は、前記リンクの選択に応答して、前記コレクションアイテムに属する
前記基本アイテムにアクセスするための制御を含むウェブページを動的に発生させる処理
を含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
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【請求項１２】
　マシーンで実行される方法であって、前記マシーンが、１以上のプロセッサに対し、
　検索問合せの受信に応答して１組の適合アイテムを識別する処理であって、前記適合ア
イテムの組が、基本アイテムのコレクションをあらわすコレクションアイテム及び１以上
の基本アイテムを含む当該処理と、
　前記組における他の全ての適合アイテムに対する、前記組の各適合アイテムに関するラ
ンキングを判断する処理であって、
　　前記組における各適合アイテムに関する適合度スコアを生成することを含み、
　　前記非基本コレクションアイテムに関するランキングを判断する場合は、前記コレク
ションアイテムの前記適合度スコアを、前記１以上の基本アイテムの適合度スコアと比較
し、
　　前記コレクションアイテムに関する適合度スコアは、少なくとも一部が前記コレクシ
ョンアイテムに関連するユーザ挙動に基づき生成する当該処理と、
　前記適合アイテムの組と前記ランキングとに基づいて検索結果を提供することにより、
前記検索問合せに応答する処理と、
を実行させることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記情報は、前記コレクションアイテムのユーザ格付けに基づくことを特徴とする請求
項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検索に関し、より具体的には、コレクションアイテムを含む検索結果を提供
することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　検索エンジンは、一般的に、同質のアイテムの組に対して検索を実行する。検索エンジ
ンに基づいて、アイテムの組は、ウェブページ、画像、ファイル、曲、ビデオ、商品など
とすることができる。検索が実行されるアイテムのタイプは、本明細書では検索の「基本
タイプ」と呼ばれる。検索の「基本タイプ」に属するアイテムは、本明細書では「基本ア
イテム」と呼ばれる。
【０００３】
　基本アイテムのコレクションを表すオブジェクトは、本明細書では「コレクションアイ
テム(collection items)」と呼ばれる。一部の状況では、コレクションアイテムは、それ
自体基本アイテムである。例えば、「フォルダ」は、それ自体がファイルであるが、他の
ファイルを収容することもできる。同様に、ウェブページは、他のウェブページのリスト
を収容することができる。基本アイテムであるコレクションアイテムは、本明細書では「
基本コレクションアイテム」と呼ばれる。
【０００４】
　検索エンジンが特定の基本タイプに対して検索を行う場合、検索結果は、基本コレクシ
ョンアイテム、並びにコレクションではない基本アイテムを含む場合がある。例えば、特
定の日付に作成されたファイルの検索の結果は、指定された日付に作成されたフォルダ、
並びに他のファイルを含む場合がある。同様に、「マンハッタンホテル」に関するウェブ
ページの検索の結果は、特定のマンハッタンホテルのウェブページ、並びにマンハッタン
ホテルに対するウェブページを列挙するトラベルサービスサイトからのウェブページを含
む場合がある。
【０００５】
　残念ながら、このような基本コレクションアイテムは、検索者に有用なコレクションア
イテムばかりではない。多くの場合、基本アイテムのコレクションは、それ自体が基本ア
イテムではないオブジェクトに指定されている。例えば、ユーザの「ブックマーク」の組
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は、１組のウェブページに対応するが、ブックマークの組は、それ自体ウェブページでは
ない。その結果、ブックマークの組は、ウェブページに対して実行された検索結果に列挙
されていない。同様に、ユーザの再生リスト（プレイリスト）は、１組の曲に対応するが
、再生リストはそれ自体では曲ではない。従って、再生リストは、曲に対して実行された
検索の検索結果に列挙されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　それ自体が基本アイテムではないコレクションアイテムは、本明細書では「非基本コレ
クションアイテム」と呼ばれる。一部の場合では、関連する非基本コレクションアイテム
の識別は、関連する基本アイテムの識別よりも検索者に対して有用であろう。他の場合で
は、関連する非基本コレクションアイテムの識別は、関連する基本アイテムの識別よりも
有用でない場合がある。従って、（ａ）関連する基本アイテム、（ｂ）関連する基本コレ
クションアイテム、及び（ｃ）関連する非基本コレクションアイテムに関する情報を検索
者に提供すること、及び検索者が様々なアイテムの相対的な適合度を判断することを可能
にする方法で情報を呈示することが望ましいと考えられる。
【０００７】
　上記説明した手法は、推進することができるであろう手法ではあるが、これまでに構想
又は推進された手法ではかならずしもない。従って、特に示さない限り、ここに説明した
方法のいずれも、単にこの欄に含めたという理由で従来技術として適すると仮定すべきで
はない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下の説明では、一例として、本発明の完全な理解を提供するために多数の特定の詳細
を示している。しかし、本発明をこれらの特定の詳細なしに実施することができることは
明らかであろう。他の事例では、公知の構造及びデバイスは、本発明を殊更に曖昧にしな
いためにブロック図形式で示す。
【０００９】
　検索問合せに応答してユーザに返される検索結果のランク付けした組にコレクションア
イテムを含めるための技術を提供する。検索結果のランク付けした組内で非基本コレクシ
ョンアイテムを返すために、検索エンジンは、基本アイテムと非基本コレクションアイテ
ムの両方に対して問合せを実行する。問合せに適合した基本アイテム及び非基本コレクシ
ョンアイテムが識別された後、検索エンジンは、基本アイテムと非基本コレクションアイ
テムの両方に対して適合度スコアを判断する。適合基本アイテムを含む検索結果の同じラ
ンク付けした組に適合非基本コレクションアイテムを含めることにより、ユーザは、ユー
ザに関心のある基本アイテムを非基本コレクションアイテムが包含している可能性をより
容易に判断することができる。更に、ユーザは、非基本コレクションアイテムが、基本ア
イテムランキングとは別に示されているのではなく、検索結果の統合されたランク付けし
た組において高くランク付けされている場合、ユーザが求めている情報を見つけるために
非基本コレクションアイテムを使用する可能性が高い。
【００１０】
　適合度スコアがコレクションではない基本アイテムに対して発生されるのとは異なる方
法でコレクションアイテムに対する適合度スコアを発生させるコレクション得点技術も提
供される。コレクション得点技術は、非基本コレクションアイテム、基本コレクションア
イテム、又はこれらの両方に適用することができる。
【００１１】
　一実施形態では、コレクション得点技術は、コレクションアイテムに属する基本アイテ
ムの特徴、及びコレクションアイテム自体の特徴を含む広範な要素に基づいている。コレ
クションアイテムの適合度スコアを判断するために使用される基本アイテムの特徴は、個
々の基本アイテム自体の適合度を判断するために使用されるのと同じ特徴とすることがで
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きる。コレクションアイテムの適合度スコアを判断するために使用することができるコレ
クションアイテムの特徴は、例えば、コレクションアイテムの作成者に関連した情報、コ
レクションアイテムの人気などを含むことができる。
【００１２】
　基本コレクションアイテムに適用される場合、コレクション得点技術は、標準的な基本
アイテム得点法を基本コレクションアイテムに適用することによって生成されるものとは
異なる適合度ランキングを生成する場合がある。例えば、特定の基本コレクションアイテ
ムに対する適合度スコアは、基本コレクションアイテムによって表される基本アイテムの
適合度スコアに少なくとも一部基づいて発生させることができる。このように生成された
適合度スコアは、基本コレクションアイテムがコレクションを表すことを考慮に入れるこ
となく基本コレクションアイテムを得点することによって生成されたであろう適合度スコ
アよりも高いか又は低い場合がある。
　本発明は、同じ参照番号が類似の要素を示している添付図面の図において、制限的にで
はなく例示的に示されている。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態による検索問合せに応答するためのステップを示すフローチ
ャートである。
【図２】本発明の一実施形態が実施されるコンピュータシステムを示すブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　コレクションアイテム
　基本アイテムの様々なタイプに対して実行される検索に対する検索結果にコレクション
アイテムを含めるための様々な技術を以下に説明する。これらの技術は、検索のあらゆる
特定のタイプ、又はコレクションアイテムのあらゆる特定のタイプに制限されない。非基
本コレクションアイテムの以下のリストは、例示的な目的のために示され、網羅的なもの
ではない。
【００１５】
　タグ－各タグは、所定のタグによってタグ付けされたアイテムのコレクションを表して
いる。タグは、ウェブページ、イベントレコード、曲、ビデオなどを含む基本アイテムの
あらゆるタイプに加えることができる。
【００１６】
　検索－各検索は、検索が実行された場合に発生される検索結果に属するアイテムのコレ
クションを表している。検索は、基本アイテムのいずれのタイプに対しても行うことがで
きる。所定の検索は、検索が実行された基本タイプである基本アイテムのコレクションを
表している。例えば、画像に関連したメタデータに対して実行された検索は、検索を実行
することによって発生される画像のコレクションを表している。
【００１７】
　ブックマークの組－各ブックマークの組は、ブックマークの組がブックマークを有する
アイテムのコレクションを表している。例えば、特定のユーザが、ユーザの好みのウェブ
ページへのブックマークを作成した場合、ユーザによって作成されたブックマークの組は
、これらのウェブページのコレクションを表している。
【００１８】
　これも見る(Also See)－「これも見る」リストは、所定のアイテムに論理的に関連付け
られるアイテムのコレクションを表している。例えば、電子百科事典は、特定のトピック
を説明するウェブページを有することができ、「これも見る」のリストは、関係のあるト
ピックの百科事典コンテンツを収容するウェブページに連結する。「これも見る」リスト
は、それ自体ウェブページではないが、関係のあるトピックを収容するウェブページのコ
レクションを表している。
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【００１９】
　再生リスト－再生リストは、再生リストに属する再生可能メディアアイテム（例えば、
曲、ビデオ）のコレクションを表している。
【００２０】
　願望リスト(Wish list)－願望リストは、願望リストに置かれている購入可能なアイテ
ムのコレクションを表している。
【００２１】
　ディレクトリ－ディレクトリは、ディレクトリに対応するカテゴリに割り当てられてい
るアイテムのコレクションを表している。アイテムの様々なタイプは、ディレクトリにカ
テゴリ化されている。例えば、様々な会社は、ユーザが求める情報を捜すのを手伝うため
にウェブサイトの拡張可能なディレクトリを作成している。
【００２２】
　トラベル日程－トラベル日程は、トラベルアイテムのコレクションを表している。トラ
ベルアイテムは、例えば、訪問の港、フライト、カーレンタル、ツアーなどを含むことが
できる。
【００２３】
　基本コレクションアイテムの例は、以下に限定されるものではないが、フォルダ（他の
ファイルの収容することができるファイル）及びコレクティブウェブページ（他のウェブ
ページのコレクションを表すウェブページ）を含む。
【００２４】
　コレクションアイテムの登録
　検索結果にコレクションアイテムを含むために、検索が行われるインデックスは、コレ
クションアイテムに関する情報、並びに基本アイテムに関する情報を含まなくてはならな
い。以下に更に詳しく説明するように、コレクションアイテムは、得点又は呈示に関して
、基本アイテムと同じ方法で検索エンジンによって対処されない。従って、検索インデッ
クスは、どのアイテムが基本アイテムであるか、及びどのアイテムがコレクションアイテ
ムであるかの指示を含む。コレクションアイテムの複数のタイプをサポートするインデッ
クスでは、インデックスは、インデックスに表された各コレクションアイテムのタイプを
識別するデータを含む。
【００２５】
　一般的には、基本アイテムに関する情報を収集するのに使用されるものとは別の機構を
、コレクションアイテムに関する情報を取得するために使用しなくてはならない。例えば
、ウェブページに関する情報を取得するための１つの技術は、ウェブページ間のリンクを
辿ることによって「ウェブをクローリング(crawling)する段階」を伴っている。しかし、
従来のウェブクローラーは、ユーザがユーザの好きなウェブページにアクセスするために
作成していたブックマークの組に関する情報を取得するためには設計されていない。従っ
て、ウェブページ検索のランク付け結果にブックマークの組を含むことができるように、
ブックマークの組に関する情報を集めるための異なる機構を使用しなくてはならない。
【００２６】
　機構の様々なタイプを非基本コレクションアイテムに関する情報を取得するために使用
することができる。本発明は、非基本コレクションアイテム発見機構のいかなる特定のタ
イプにも制限されない。例えば、非基本コレクションアイテムは、非基本コレクションア
イテムを作成するのに使用される同じ機構によって検索エンジンに明示的に登録すること
ができる。従って、ユーザがブックマークの組を作成して共有することを可能にするウェ
ブサービスは、このようなブックマークの組をウェブページ検索エンジンに登録すること
ができる。同様に、ユーザがアイテムを願望リストに追加することを可能にする小売商ウ
ェブサイトは、これらの願望リストを商品検索エンジンに登録することができる。更に別
の例として、ユーザが曲の再生リストを定めて共有することを可能にするメディア再生バ
ックソフトウエアは、音楽検索エンジンにこれらの再生リストを登録するように設計する
ことができる。
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【００２７】
　検索エンジンへの非基本コレクションアイテムの明示的な登録は、自動とすることがで
き、又は非基本コレクションアイテムを作成したユーザが任意的に行うことができる。例
えば、ユーザがブックマークの組を作成及び共有することを可能にするウェブサイトは、
ブックマークの組を検索エンジンに登録すべきか否かをユーザが指定するユーザインタフ
ェース制御を提供することができる。更に、ユーザが非基本コレクションアイテムを検索
エンジンに登録する所定の許可を有する場合でも、登録機構は、非基本コレクションアイ
テムを登録すべきか否かを判断するために付加的な基準を適用することができる。例えば
、ユーザがブックマークの組を作成して共有することを可能にするサイトは、どのブック
マークの組が最も有用であるか判断するための得点機構を有することができる。これらの
状況の下では、サイトは、所定の閾値を超える有用性スコアに関連付けられたブックマー
クの組のみを検索エンジンに登録することができる。
【００２８】
　明示的な登録機構の代わりに又は追加的に、非基本コレクションアイテムを非明示的に
登録することができる。例えば、ディレクトリシステムのディレクトリを発掘し、見出さ
れたディレクトリをウェブページ検索エンジンに登録するために、発見機構を使用するこ
とができる。
【００２９】
　別の例として、発見機構は、再生リストに対応するファイルを識別し、次に、音楽検索
エンジンによって本方法で見出されたいずれの再生リストも登録するために、ファイルの
レポジトリに対して実行される。
【００３０】
　非基本コレクションアイテムがそれ自体で検索である実施形態では、ウェブページ検索
を行うために使用される検索エンジンは、ある一定の基準を満たす全ての検索を登録する
ことができる。例えば、検索エンジンは、ある閾値を超える頻度で検索エンジンに提出さ
れた全ての検索を登録することができる。
【００３１】
　登録メタデータ
　非基本コレクションアイテムが検索エンジンに登録された場合、この登録は、検索エン
ジンに、（ａ）非基本コレクションアイテムが基本アイテムに対して指定された検索基準
に適合するか否かを判断させ、かつ（ｂ）非基本コレクションアイテムがそれによって適
合基本アイテムに対してランク付けされる非基本コレクションアイテムに対する適合度ス
コアを生成させることのできる非基本コレクションアイテムに関する情報を検索エンジン
に提供する段階を含む。
【００３２】
　非基本コレクションアイテムの登録の間に検索エンジンに提供される情報は、本明細書
では、非基本コレクションアイテムの「登録メタデータ」と呼ばれる。登録メタデータに
収容される実際の情報は、実施に応答して変化するものであり、登録されている非基本コ
レクションアイテムのタイプに基づくことができる。登録メタデータの例は、限定はしな
いが、以下を含む。
　○非基本コレクションアイテムによって表されたコレクションにおける基本アイテムを
識別する情報；
　○作成者の評判の表示、作成者の関心の表示、作成者の専門知識の表示、作成者の教育
の表示、作成者のアフィリエーションの表示のような非基本コレクションアイテムの作成
者に関する情報；及び
　○非基本コレクションアイテムに割り当てられた名前、非基本コレクションアイテムに
割り当てられているタグ、非基本コレクションアイテムの人気の表示、非基本コレクショ
ンアイテムが属するカテゴリの表示（例えば、再生リストがカントリーミュージックに対
するものであること、願望リストが究極のホームシアターを設定するために必要なアイテ
ムで満たされていることなど）。
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【００３３】
　コレクションアイテムの得点
　非コレクションアイテムとは別にコレクションアイテムを得点するための様々な得点技
術を以下に説明する。コレクション得点技術は、基本コレクションアイテム及び非基本コ
レクションアイテムの両方に適用することができる。
【００３４】
　コレクションアイテムに対して発生された適合度スコアは、コレクションアイテムに関
連付けられた登録メタデータのいずれか又は全てを含む広範な要素に基づくことができる
。このような要素は、以下に限定されるものではないが、（１）コレクションにおける基
本アイテムの特徴、（２）コレクション自体の特徴、及び（３）コレクションの作成者の
特徴を含むことができる。要素のタイプの各々は、以下に更に詳しく説明する。
【００３５】
　コレクションに属する基本アイテムの特徴に基づくコレクションの得点
　一実施形態では、登録メタデータは、コレクションアイテム毎に表されるコレクション
における基本アイテムを識別する情報を含む。登録メタデータが、コレクションに属する
基本アイテムを識別するので、検索エンジンは、コレクションアイテムを得点する場合に
基本アイテムの特徴を考慮に入れることができる。例えば、コレクションを得点するため
に使用することができる基本アイテムの１つの特徴は、基本アイテムの個々の適合度スコ
アである。例えば、一実施形態では、コレクションアイテムに対する適合度スコアを発生
させることは、（１）従来の基本アイテム得点技術を使用してコレクションに属する基本
アイテムの各々に対する適合度スコアを発生させること、（２）コレクションに属する基
本アイテムの平均適合度スコアを判断すること、及び（３）コレクションに属する基本ア
イテムの平均適合度スコアに少なくとも一部基づいて、コレクションに対する適合度スコ
アを発生させることを含む。
【００３６】
　コレクションアイテムの適合度スコアをコレクションアイテムに属する基本アイテムの
特徴に基づいて行うことの他の例は、以下を含む。
　○再生リストの曲に割り当てられたユーザ格付けに基づいて再生リストの適合度スコア
を判断すること；
　○再生リストの曲のダウンロード頻度に基づいて再生リストの適合度スコアを判断する
こと；
　○再生リストの曲の平均持続時間に基づいて再生リストの適合度スコアを判断すること
：
　○願望リストにあるアイテムの各々の販売の数に基づいて願望リストの適合度スコアを
判断すること；
　○願望リストにあるアイテムの各々に関連付けられる品質格付けに基づいて願望リスト
の適合度スコアを判断すること；
　○タグを割り当てられているイベントの各々を添付することを計画していることをどの
くらい多くの人が指示しているかに基づいて、イベントに割り当てられているタグの適合
度を判断すること；
　○旅行日程に含まれた国に関連付けられた安全性格付けに基づいて、旅行日程の適合度
スコアを判断すること；
　○旅行日程の旅行アイテムの人気に基づいて、旅行日程の適合度スコアを判断すること
；及び
　○フォルダにあるアイテムに関連付けられた修正された日付に基づいて、フォルダの適
合度スコアを判断すること。
【００３７】
　これらの例は、単に、コレクションアイテムの適合度スコアがコレクションアイテムに
属する基本アイテムの特徴にどのように基づくかを示すものである。コレクションアイテ
ムのスコアを判断する場合に考慮に入れられる基本アイテムの特定の特徴は、コレクショ
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ンに属する基本アイテムの性質に一部基づいて実施毎に変わることになる。
【００３８】
　コレクションの特徴に基づくコレクションの得点
　コレクションに属する基本アイテムの特徴を考慮に入れる代わりに又は追加的に、コレ
クションアイテムの適合度スコアは、コレクションアイテムの特徴に少なくとも一部基づ
いて発生させることができる。このような特徴は、コレクションに明示的に割り当てられ
たメタデータ（例えば、名前、タグなど）、コレクションの固有の特徴（例えば、コレク
ションのアイテムの数、再生リストの総持続時間、願望リストのアイテムの総コストなど
）、及びコレクションに関するユーザ挙動に基づいて発生されたメタデータ（例えば、人
気、格付けなど）の全てを含むことができる。例えば、特定のブックマークの組は、ブッ
クマークの組のユーザからの高有用性格付けを受け取ることができる。ブックマークの組
の有用性格付けは、ブックマークの組に対する登録メタデータに含むことができ、ブック
マークの組に対する適合度スコアを発生させる場合に検索エンジンによって使用される。
従って、高有用性格付けは、ブックマークの組の適合度スコアを上げることになり、同時
に低有用性格付けは、ブックマークの組の適合度スコアを下げることになる。
【００３９】
　コレクションアイテムの特徴に基づいてコレクションアイテムの適合度スコアを付ける
ことの他の例は、以下を含む。
　○再生リストの人気に基づいて再生リストの適合度スコアを判断すること；
　○どのくらい多くの人が願望リストのコンテンツをその個人的な願望リストに追加した
かに基づいて、願望リストの適合度スコアを判断すること；
　○フォルダの修正データに基づいてフォルダの適合度スコアを判断すること；
　○タグがイベントにどのくらい頻繁に割り当てられるかに基づいて、イベントに割り当
てられているタグの適合度を判断すること；及び
　○ブックマークの組が割り当てられているカテゴリに基づいて、ブックマークの組の適
合度を判断すること。
【００４０】
　これらの例は、単に、コレクションアイテムの適合度スコアがコレクションアイテムの
特徴にどのように基づくかを示すものである。コレクションアイテムのスコアを判断する
場合に考慮に入れられるコレクションアイテムの特定の特徴は、コレクションアイテムの
性質に一部基づいて実施に応じて変わることになる。
【００４１】
　コレクションの作成者の特徴に基づくコレクションの得点
　コレクションに属する基本アイテムの特徴、及びコレクションアイテムの特徴を考慮に
入れる代わりに又は追加的に、コレクションアイテムの適合度スコアは、コレクションア
イテムの作成者の特徴に少なくとも一部基づいて発生させることができる。例えば、特定
のユーザは、多くの共有ブックマークの組を作成することができる。他のユーザは、その
ブックマークの組に高「有用性」格付けを与えることができる。従って、ユーザは、ブッ
クマークの組のウェブサイトによって「権威」のランクを与えられる。ブックマークの組
の作成者が「権威」と指定されている事実は、高有用性格付けを受けていないブックマー
クの組にスコアが適用された場合でも、ユーザによって作成されたブックマークの組の適
合度スコアを上げるために使用される。
【００４２】
　コレクションアイテムの特徴、及びコレクションアイテムの作成者の特徴は、検索エン
ジンインデックスに記憶することができ、又は検索エンジンが問合せを処理する時点で動
的に判断することができる。例えば、特定のブックマークの組が問合せに適合したという
判断に応答して、検索エンジンは、（１）ブックマークの組の所有者を識別し、かつ、（
２）ユーザに関連付けられた現在の情報に基づいて作成者に対する評判尺度を動的に発生
させることができる。同様に、ブックマークの組のようなコレクションアイテムの人気尺
度は、検索問合せが処理される時点で動的に発生させることができる。検索問合せが処理
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された時点で特徴を動的に発生させることにより、コレクションの得点は、コレクション
アイテムが検索エンジンに登録されているので起こったイベントを考慮に入れることがで
きる。例えば、ブックマークの組の人気、又はブックマークの組の作成者の評判は、ブッ
クマークの組が検索エンジンに登録された時間と、ブックマークの組が検索問合せに対す
る適合アイテムとして選択された時間とでは大きく変化している可能性がある。
【００４３】
　コレクションアイテムの作成者の特徴に基づいてコレクションアイテムの適合度スコア
を付けることの他の例は、以下を含む。
　○再生リストの作成者の年齢に基づいて再生リストの適合度スコアを判断すること（例
えば、作成者の年齢と検索者の年齢の差が小さい程、再生リストに割り当てられる適合度
スコアは高くなる）；
　○願望リストの作成者の収入レベルに基づいて願望リストの適合度スコアを判断するこ
と；
　○フォルダの作成者によって保持されている会社内の地位に基づいて、フォルダの適合
度スコアを判断すること；
　○タグの作成者が、タグによってタグ付けされているイベントを掲載した人であるか否
かに基づいて、イベントに割り当てられているタグの適合度を判断すること；
　○ブックマークの組の作成者がスパムのソースとして識別されているか否かに基づいて
、ブックマークの組の適合度を判断すること；
　○ブックマークの組の作成者の専門知識の尺度に基づいて、ブックマークの組の適合度
を判断すること；
　○ブックマークの組の作成者の評判の尺度に基づいて、ブックマークの組の適合度を判
断すること（評判の尺度は、その後有用であると判断されたアイテムに作成者がどのくら
い早期にブックマークしたかに少なくとも一部基づいて判断される）；及び、
　○ブックマークの組の作成者の家庭状態に基づいてブックマークの組の適合度を判断す
ること。
【００４４】
　これらの例は、単に、コレクションアイテムの適合度スコアがコレクションアイテムの
作成者の特徴にどのように基づくかを示すものである。コレクションアイテムのスコアを
判断する場合に考慮に入れられるコレクションアイテムの作成者の特定の特徴は、コレク
ションアイテムの性質に一部基づいて実施毎に変わることになる。
【００４５】
　コレクションアイテムを含む結果の組
　一実施形態によると、検索エンジンが検索に適合した基本アイテム及びコレクションア
イテムを識別した後、検索エンジンは、適合アイテムの各々に対する適合度スコアを発生
させる。基本アイテムに対する適合度スコアは、従来の得点技術に基づいて発生させるこ
とができ、コレクションアイテムに対する適合度スコアは、上述の要素の１つ又はそれよ
りも多くに基づいて発生される。スコアが適合アイテムに対して発生された状態で、適合
アイテムは、そのそれぞれの適合度スコアに基づいてランク付けされ、適合アイテムの単
一のランク付けリストとして戻される。本明細書に説明する技術を使用すると、ランク付
けリストは、基本アイテム、基本コレクションアイテム、及び非基本コレクションアイテ
ムを含めることができる。基本アイテム、基本コレクションアイテム、及び非基本コレク
ションアイテムは全て、同じランク付けした組に含まれるので、ユーザは、基本アイテム
、基本コレクションアイテム、及び非基本コレクションアイテムの相対的な適合度を容易
に判断することができる。
【００４６】
　検索結果におけるコレクションアイテムの呈示
　ユーザが、コレクションアイテムを含む検索結果のランク付けした組を呈示した状態で
、ユーザは、組からのコレクションアイテムの選択を要求することができる。一実施形態
によると、ユーザが検索結果からコレクションアイテムリストを選択した場合、ユーザに
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、コレクションアイテムに属する個々のアイテムにアクセスするための制御を含むウェブ
ページが示されている。一部の場合、このようなウェブページは、コレクションアイテム
が検索エンジンに登録された時に存在することになる。このような状況下で、コレクショ
ンアイテムに対する検索結果リストは、その既存のウェブページへのリンクを収容するこ
とができる。
【００４７】
　しかし、他の場合では、コレクションが検索エンジンに登録された時点でこのようなウ
ェブページは存在していない。例えば、再生リストが検索エンジンに登録された時点で、
再生リストに関連したウェブページは存在しない。同様に、ブックマークの組、旅行日程
、又は願望リストが検索エンジンに登録された時点で、コレクションアイテムに対応する
ウェブページは存在しない。このような状況下で検索エンジンがコレクションアイテムウ
ェブページをリスト及び呈示することを可能にする様々な技術を使用することができる。
【００４８】
　１つの技術によると、コレクションアイテムが検索エンジンに登録された時点で、検索
エンジンは、コレクションアイテムがその固有のウェブページを持たない場合にコレクシ
ョンアイテムのためのウェブページを発生させる。このようなコレクションアイテムが検
索結果に列挙された場合、検索結果リストは、選択された場合に検索エンジンによって作
成されたウェブページを検索するリンクを含む。
【００４９】
　別の技術によると、コレクションアイテムが検索エンジンに登録された時点では、ウェ
ブページは、コレクションアイテムに対して発生されない。代わりに、検索エンジンは、
選択された場合に、検索エンジンに選択されたコレクションアイテムのためのウェブペー
ジを動的に作成させるリンクを検索結果リストに含む。
【００５０】
　検索エンジンは、コレクションアイテムが登録された時点でコレクションアイテムのあ
る一定のタイプに対するウェブページを生成し、コレクションアイテムが検索結果リスト
から選択された場合にコレクションアイテムの他のタイプに対するウェブページを動的に
構成するように設計することができる。従って、本明細書に説明する技術を使用して発生
された検索結果リストは、以下のもののあらゆる組合せを含むことができる。
　○基本アイテムに関連したウェブページへのリンク；
　○コレクションアイテムに関連した既存のウェブページへのリンク；
　○コレクションアイテムに対して検索エンジンによって作成された静的ウェブページへ
のリンク；及び、
　○選択された場合、検索エンジンによってコレクションアイテムに対するウェブページ
の動的生成をさせるリンク。
【００５１】
　一実施形態によると、コレクションアイテムは、基本アイテムとは別に検索結果に呈示
される。具体的には、検索エンジンは、より多くの情報及び情報のより多くのタイプが、
基本アイテムについてよりもコレクションについて公知であるという事実を利用すること
ができる。例えば、コレクションアイテムがブックマークの組である場合、検索エンジン
は、ブックマークの組の作成者及びブックマークの組の有用性格付けを知ることができる
。従って、検索エンジンは、ブックマークの組のための検索結果リストエントリに、有用
性格付けの指示、作成者の名前、作成者の写真、作成者の評判尺度の指示などを含めるこ
とができる。
【００５２】
　例示的な処理
　図１は、本発明の一実施形態による検索問合せに応答するためのステップを示すブロッ
ク図である。ステップ１００で、問合せが検索エンジンによって受け取られる。ステップ
１０２で、検索エンジンは、検索問合せを基本アイテム、基本コレクションアイテム、及
び非基本コレクションアイテムに関連したメタデータと比較し、適合アイテムを識別する
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。ステップ１０４で、適合度スコアが、１つの得点技術を使用して適合基本アイテムに、
及び適合基本アイテムを得点するのに使用される技術とは異なるコレクション得点技術を
使用して適合基本コレクヨンアイテム及び適合非基本コレクションアイテムに割り当てら
れる。ステップ１０６で、検索結果の単一のランク付けリストが発生され、検索問合せの
結果として提供される。ランク付けリストは、そのそれぞれの適合度スコアに従ってラン
ク付けされた基本アイテム、基本コレクションアイテム、及び非基本コレクションアイテ
ムを含めることができる。上述のように、非基本コレクションアイテムに対するリストエ
ントリは、既存のウェブページ、静的ウェブページへのリンク、又は非基本コレクション
アイテムに対するウェブページの動的生成を行うリンクを含むことができる。
【００５３】
　ハードウエア概要
　図２は、本発明の実施形態を実施することができるコンピュータシステム２００を示す
ブロック図である。コンピュータシステム２００は、情報を伝えるためのバス２０２又は
他の通信機構、及び情報を処理するためのバス２０２によって連結されたプロセッサ２０
４を含む。コンピュータシステム２００は、プロセッサ２０４によって実行される情報及
び命令を記憶するためのバス２０２に連結されたランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）又は
他の動的記憶デバイスのようなメインメモリ２０６を含む。メインメモリ２０６は、プロ
セッサ２０４によって実行される命令の実行中の一時的変数又は他の中間情報を記憶する
ために使用することができる。コンピュータシステム２００は、更に、プロセッサ２０４
のための静的情報及び命令を記憶するためのバス２０２に連結された読取専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）２０８又は他の静的記憶デバイスを含む。磁気ディスク又は光ディスクのような記
憶デバイス２１０は、情報及び命令を記憶するために提供されてバス２０２に連結される
。
【００５４】
　コンピュータシステム２００は、情報をコンピュータユーザに呈示するために、ブラウ
ン管（ＣＲＴ）のようなディス再生２１２にバス２０２を通じて連結することができる。
英数字及び他のキーを含む入力デバイス２１４は、情報及び指令選択をプロセッサ２０４
に伝えるためにバス２０２に連結されている。ユーザ入力デバイスの別のタイプは、方向
情報及び指令選択をプロセッサ２０４に伝え、及びディス再生２１２上のカーソルの動き
を制御するためのマウス、トラックボール、又はカーソル方向キーのようなカーソル制御
装置２１６である。この入力デバイスは、一般的に、２つの軸、すなわち、第１軸（例え
ば、ｘ）と第２軸（例えば、ｙ）における２つの自由度を有し、デバイスが平面における
位置を指定することを可能にする。
【００５５】
　本発明は、本明細書に説明する技術を実施するためのコンピュータシステム２００の使
用に関する。本発明の一実施形態によると、これらの技術は、メインメモリ２０６に収容
された１つ又はそれよりも多くの命令の１つ又はそれよりも多くのシーケンスを実行する
プロセッサ２０４に応答してコンピュータシステム２００によって実行される。このよう
な命令は、記憶デバイス２１０のような別の機械可読媒体からメインメモリ２０６に読み
込まれる。メインメモリ２０６に収容された命令のシーケンスの実行は、プロセッサ２０
４に本明細書に説明する処理ステップを実行させる。他の実施形態では、本発明を実施す
るためにソフトウエア命令の代わりに又はこれと組み合わせて、ハードワイヤード回路を
使用することができる。従って、本発明の実施形態は、ハードウエア回路とソフトウエア
のどのような特定の組合せにも制限されない。
【００５６】
　本明細書で使用する「機械可読媒体」という語は、機械を特定の方式で作動させるデー
タを提供する場合に関係するどのような媒体も指す。コンピュータシステム２００を使用
して実施される実施形態では、様々な機械可読媒体が、例えば、実行のためにプロセッサ
２０４に命令を提供する際に関わっている。このような媒体は、以下に限定されるもので
はないが、不揮発性媒体、揮発性媒体、及び送信媒体を含む多くの形態を取ることができ
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る。不揮発性媒体は、例えば、記憶デバイス２１０のような光学又は磁気ディスクを含む
。揮発性媒体は、メインメモリ２０６のような動的メモリを含む。送信媒体は、バス２０
２を含むワイヤを有する同軸ケーブル、銅線、及び光ファイバを含む。送信媒体は、電波
及び赤外線データ通信中に発生されるような音響又は光波の形態を取ることができる。全
てのこのような媒体は、命令を機械に読み取る物理的機構によって媒体によって運ばれる
命令を検出することができるように有形でなくてはならない。
【００５７】
　機械可読媒体の一般的な形態は、例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、フレキシ
ブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、又はあらゆる他の磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ
、あらゆる他の光学媒体、パンチカード、紙テープ、穴のパターンを有するあらゆる他の
物理媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、及びＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ－ＥＰＲＯＭ、あらゆる他の
メモリチップ又はカートリッジ、以下に説明する搬送波、又はコンピュータが読み取るこ
とのできるあらゆる他の媒体を含む。
【００５８】
　機械可読媒体の様々な形態は、１つ又はそれよりも多くの命令の１つ又はそれよりも多
くのシーケンスを実行のためにプロセッサ２０４に運ぶ際に関わってくる場合がある。例
えば、命令は、最初にリモートコンピュータの磁気ディスクに運ばれる。リモートコンピ
ュータは、命令をその動的メモリにロードし、モデムを使用して電話回線を通じて命令を
送ることができる。コンピュータシステム２００にローカルのモデムは、電話回線上のデ
ータを受け取り、データを赤外線信号に変換するために赤外線送信機を使用することがで
きる。赤外線検出器は、赤外線信号で運ばれたデータを受け取ることができ、適切な回路
は、データをバス２０２上に配置することができる。バス２０２は、データをメインメモ
リ２０６に運び、メインメモリ２０６からプロセッサ２０４は命令を検索して実行する。
メインメモリ２０６によって受け取られた命令は、プロセッサ２０４による実行の前又は
後のいずれかに、記憶デバイス２１０に任意的に記憶することができる。
【００５９】
　コンピュータシステム２００は、バス２０２に連結された通信インタフェース２１８を
含む。通信インタフェース２１８は、ローカルネットワーク２２２に接続されたネットワ
ークリンク２２０に連結する双方向データ通信を提供する。例えば、通信インタフェース
２１８は、データ通信接続を電話回線の対応するタイプに提供するための統合サービスデ
ジタル網（ＩＳＤＮ）カード又はモデムとすることができる。別の例として、通信インタ
フェース２１８は、データ通信接続を互換ＬＡＮに提供するためのローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）カードとすることができる。無線リンクも実施することができる。いず
れのこのような実施においても、通信インタフェース２１８は、様々な情報のタイプを表
すデジタルデータストリームを運ぶ電気、電磁、又は光信号を送信及び受信する。
【００６０】
　ネットワークリンク２２０は、一般的に、１つ又はそれよりも多くのネットワーク上の
データ通信を他のデータデバイスに提供する。例えば、ネットワークリンク２２０は、ロ
ーカルネットワーク２２２を通じた接続をホストコンピュータ２２４又は「インターネッ
トサービスプロバイダ（ＩＳＰ）」２２６によって作動されるデータ装置に提供すること
ができる。ＩＳＰ２２６は、次に、現在一般的に「インターネット」２２８と呼ばれるワ
ールドワイドパケットデータ通信ネットワーク上でデータ通信サービスを提供する。ロー
カルネットワーク２２２及び「インターネット」２２８の両方は、デジタルデータストリ
ームを運ぶ電気、電磁、又は光信号を使用する。様々なネットワーク上の信号、及びネッ
トワークリンク２２０上のコンピュータシステム２００にかつそこからデジタルデータを
運ぶ通信インタフェース２１８を通じた信号は、情報を転送する搬送波の例示的な形態で
ある。
【００６１】
　コンピュータシステム２００は、ネットワーク、ネットワークリンク２２０、及び通信
インタフェース２１８を通じてメッセージを送り、かつプログラムコードを含むデータを
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受け取ることができる。「インターネット」の例では、サーバ２３０は、「インターネッ
ト」２２８、ＩＳＰ２２６、ローカルネットワーク２２２、及び通信インタフェース２１
８を通じてアプリケーションプログラムのための要求されたコードを送信することができ
る。
【００６２】
　受信したコードは、受信した時にプロセッサ２０４によって実行され、及び／又は後の
実行のために記憶デバイス２１０又は他の不揮発性記憶装置に記憶される。従って、コン
ピュータシステム２００は、搬送波の形態でアプリケーションコードを取得することがで
きる。
【００６３】
　以上の明細書では、本発明の実施形態を実施毎に変わる場合がある多数の特定の詳細に
関して説明した。すなわち、何が本発明であり、かつ何が本発明の出願人によって意図さ
れるものであるかを唯一かつ固有に指示するものは、あらゆるその後の訂正を含む特許請
求の範囲が出された特定の形式における本出願から出された特許請求の範囲の組である。
このような特許請求の範囲に含まれる用語に対して本明細書に明示的に示されているあら
ゆる定義は、特許請求の範囲に使用されるこれらの用語の意味を規定するものとする。従
って、請求項に明示的に記載されていないどの制限、要素、特性、特徴、利点、又は属性
も、あらゆる点でこれらの特許請求の範囲を制限すべきではない。従って、本明細書及び
図面は、限定的な意味ではなく例示的であると見なすものとする。
【符号の説明】
【００６４】
１００　問合せが検索エンジンによって受け取られるステップ
１０２　検索エンジンが適合アイテムを識別するステップ
１０６　検索結果の結果を提供するステップ

【図１】 【図２】
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