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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のサーバ装置によって実行される方法であって、
　前記１つ以上のサーバ装置のブログサーチエンジンによりサーチクエリを受取るステッ
プと、
　前記サーチクエリに応答して、前記１つ以上のサーバ装置の前記ブログサーチエンジン
により、ブログ文書を検索するステップと、
　前記サーチクエリに対する前記ブログ文書の関連性に基づく関連性得点を、前記ブログ
文書について、前記１つ以上のサーバ装置の前記ブログサーチエンジンにより生成するス
テップと、
　前記サーチクエリとは無関係の、前記ブログ文書の品質に基づき、前記１つ以上のサー
バ装置の前記ブログサーチエンジンにより、品質得点を生成するステップとを含み、
　前記品質得点は、前記ブログ文書内の広告の位置を含む複数の標識に基づき、さらに、
　前記品質得点に基く量だけ前記関連性得点を調節することによって、前記１つ以上のサ
ーバ装置の前記ブログサーチエンジンにより、順位得点を生成するステップと、
　前記順位得点に基づく順序で、前記１つ以上のサーバ装置の前記ブログサーチエンジン
により、前記ブログ文書に関する情報および１つ以上の別のブログ文書に関する情報を提
供するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記ブログ文書は、ブログまたはブログ投稿を含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記複数の標識は、１つ以上の肯定的標識または１つ以上の否定的標識の少なくとも１
つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の標識は、前記ブログ文書の人気、他のブログ文書に関連付けられた１つ以上
のブログロールにおける前記ブログ文書へのリンクの存在、前記ブログ文書のタグ付け、
他の文書における前記ブログ文書への言及、前記ブログ文書のページランク（登録商標）
、前記ブログ文書に投稿が追加される頻度、前記ブログ文書の内容、前記ブログ文書内の
投稿のサイズ、前記ブログ文書に関連付けられたリンクの分布、または、前記ブログ文書
内の広告の量の１つ以上をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ブログ文書の前記品質得点を生成する前記ステップは、
　前記１つ以上の肯定的標識と前記１つ以上の否定的標識とを組合せるステップを含む、
請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記順位得点を生成する前記ステップは、
　前記品質得点に基づき、前記関連性得点を上昇または下降させるステップを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　ブログサーチエンジンによりサーチクエリを受取るための手段と、
　前記サーチクエリに応答してブログ文書を獲得するための手段と、
　前記サーチクエリに対する前記ブログ文書の関連性に基づき、前記ブログ文書について
の第１の得点を生成するための手段と、
　前記サーチクエリとは無関係の、前記ブログ文書の品質に基づき、前記ブログ文書につ
いての第２の得点を生成するための手段とを備え、
　前記第２の得点は、
　別の文書に関連付けられたブログロールにおける前記ブログ文書へのリンクの存在、
　前記ブログ文書内の投稿のサイズ、
　前記ブログ文書内の広告の位置のうちの少なくとも１つに基づき、さらに、
　前記第２の得点に基いた量だけ前記第１の得点を調節することにより第３の得点を生成
するための手段と、
　前記第３の得点に基づいた順序で、前記ブログ文書に関連する情報および少なくとも別
のブログ文書に関連する情報を提供するための手段とを備える、システム。
【請求項８】
　ブログサーチエンジンを備える装置であって、前記ブログサーチエンジンは、
　サーチクエリを受取り、
　前記サーチクエリに応答して複数のブログ文書を検索し、
　前記複数のブログ文書内の各ブログ文書について、前記サーチクエリに対する前記各ブ
ログ文書の関連性に基づき、関連性得点を生成し、
　前記サーチクエリとは無関係の、前記各ブログ文書の品質に基づく品質得点を、各ブロ
グ文書について生成し、
　前記ブログ文書のうちの特定の１つの前記品質得点は、
　別の文書に関連付けられたブログロールにおける前記特定のブログ文書へのリンクの存
在、
　前記特定のブログ文書内の投稿のサイズ、
　前記特定のブログ文書内の広告の位置のうちの少なくとも１つに基づき、さらに、
　前記各ブログ文書について、前記品質得点に基く量だけ前記関連性得点を調節すること
により、前記各ブログ文書について、前記各ブログ文書についての順位得点を生成し、
　前記ブログ文書の前記順位得点に基く順序で前記ブログ文書を順位付けし、
　順位付けされた順序で、前記順位付けされたブログ文書を提供する、装置。
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【請求項９】
　方法を実行するプロセッサを制御するための命令を含むコンピュータ可読媒体であって
、前記方法は、
　サーチクエリを受取るステップと、
　前記サーチクエリに応答して文書を検索するステップとを含み、前記文書はブログ文書
を含み、前記方法はさらに、
　前記サーチクエリに対する前記文書の各々の関連性に基づき、前記文書の各々について
の関連性得点を生成するステップと、
　前記サーチクエリとは無関係の、前記ブログ文書の各々の品質に基づき、前記ブログ文
書の各々について品質得点を生成するステップとを含み、前記文書のうちの特定の１つの
前記品質得点は、前記特定のブログ文書内の広告の位置に基づき、前記方法はさらに、
　前記文書の各々についての順位得点を生成するステップを含み、前記文書の中の特定の
１つについての前記順位得点を生成するステップは、前記品質得点に基く量だけ前記得点
の文書についての前記得点を調整するステップを含み、前記方法はさらに、
　前記文書の順位得点に基く順序で、前記文書に関する情報を提供するステップを含む、
コンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　コンピュータにより実行される方法であって、
　ブログ文書を獲得するステップと、
　前記ブログ文書の品質の肯定的標識または前記ブログ文書の前記品質の否定的標識の少
なくとも１つを識別するステップとを含み、
　前記肯定的標識のうちの特定の１つは、別の文書に関連付けられたブログロールにおけ
る特定のブログ文書へのリンクの存在を含み、
　前記否定的標識のうちの特定の１つは、前記特定のブログ文書内の広告の位置を含み、
前記方法はさらに、
　前記識別された肯定的標識または否定的標識の少なくとも１つに基づき、前記ブログ文
書についての品質得点を生成するステップと、
　前記サーチクエリに対する前記ブログ文書の関連性を求めるステップと、
　別のブログ文書に対する前記ブログ文書のランクを求めるステップとを含み、前記ブロ
グ文書の前記ランクを求めるステップは、
　前記ブログ文書についての生成された前記品質得点を用いて、前記ブログ文書の前記求
められた関連性を変更するステップを含む、コンピュータにより実行される方法。
【請求項１１】
　前記ブログ文書は、ブログまたはブログ投稿を含む、請求項１０に記載のコンピュータ
により実行される方法。
【請求項１２】
　前記肯定的標識は、前記ブログ文書の人気、前記ブログ文書のタグ付け、他の文書にお
ける前記ブログ文書への言及、または、前記ブログ文書のページランク（登録商標）の１
つ以上をさらに含む、請求項１０に記載のコンピュータにより実行される方法。
【請求項１３】
　前記否定的標識は、前記ブログ文書に投稿が追加される頻度、前記ブログ文書内の投稿
のサイズ、前記ブログ文書に関連付けられたリンクの分布、または、前記ブログ文書内の
広告の量の１つ以上をさらに含む、請求項１０に記載のコンピュータにより実行される方
法。
【請求項１４】
　前記否定的標識は、前記ブログ文書の内容と、前記ブログ文書に関連付けられたフィー
ドの内容との不一致の表示を含む、請求項１０に記載のコンピュータにより実行される方
法。
【請求項１５】
　前記否定的標識は、前記ブログ文書が、高い割合の予め定められた単語または句をさら
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に含むことの表示を含む、請求項１０に記載のコンピュータにより実行される方法。
【請求項１６】
　前記否定的標識は、前記ブログ文書が重複する内容を含むことの表示をさらに含む、請
求項１０に記載のコンピュータにより実行される方法。
【請求項１７】
　機械実行可能な命令を記憶するメモリと、
　ブログ文書を受取り、
　前記ブログ文書の品質の肯定的標識または前記ブログ文書の前記品質の否定的標識の少
なくとも１つを識別し、前記肯定的標識のうちの特定の１つは、別の文書に関連付けられ
たブログロールにおける前記ブログ文書へのリンクの存在を含み、
　前記否定的標識のうちの特定の１つは、前記ブログ文書内の投稿のサイズを含み、さら
に、
　前記識別された肯定的標識または否定的標識の少なくとも１つに基づき、前記ブログ文
書についての品質得点を生成し、
　サーチクエリに対する前記ブログ文書の関連性を求め、
　別のブログ文書に対する前記ブログ文書のランクを求めるように、前記命令を実行する
ための１つ以上のプロセッサとを備え、前記１つ以上のプロセッサは、
　前記ブログ文書についての生成された前記品質得点を用いて、前記ブログ文書の前記求
められた関連性を変更する、装置。
【請求項１８】
　１つ以上のサーバ装置により実行される方法であって、
　前記１つ以上のサーバ装置のブログサーチエンジンによって、サーチクエリを受取るス
テップと、
　前記サーチクエリに応答して複数のブログ文書についての得点を、前記１つ以上のサー
バ装置の前記ブログサーチエンジンによって求めるステップとを含み、前記得点は、前記
サーチクエリに対する前記複数のブログ文書の関連性と、前記複数のブログ文書の品質と
に基づき、前記求めるステップは、
　　前記複数のブログ文書についての関連性の得点を、前記１つ以上のサーバ装置の前記
ブログサーチエンジンによって求めるステップと、
　　前記複数のブログ文書の前記品質に基づいて、前記関連性の得点を、前記１つ以上の
サーバ装置の前記ブログサーチエンジンによって調節するステップとを含み、前記複数の
ブログ文書のうちの少なくとも特定のブログ文書の前記品質は、前記特定のブログ文書内
の投稿のサイズに基づき、さらに、
　前記求められた得点に基づいた順序で、前記複数のブログ文書に関する情報を、前記１
つ以上のサーバ装置の前記ブログサーチエンジンによって提供するステップを含む、方法
。
【請求項１９】
　複数の標識に基づき、前記複数のブログ文書における各ブログ文書の品質を求めるステ
ップをさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数の標識は、１つ以上の肯定的標識および１つ以上の否定的標識を含む、請求項
１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記１つ以上の肯定的標識は、前記ブログ文書の人気、他のブログ文書に関連付けられ
た１つ以上のブログロールにおける前記ブログ文書へのリンクの存在、前記ブログ文書の
タグ付け、他の文書における前記ブログ文書への言及、または、前記ブログ文書のページ
ランク（登録商標）の１つ以上を含み、
　前記１つ以上の否定的標識は、前記ブログ文書に投稿が追加される頻度、前記ブログ文
書の内容、前記ブログ文書内の投稿のサイズ、前記ブログ文書に関連付けられたリンクの
分布、前記ブログ文書内の広告の量、または、前記ブログ文書内の広告の位置の１つ以上
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を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　各ブログ文書の前記品質を求める前記ステップは、
　前記１つ以上の肯定的標識と前記１つ以上の否定的標識とを組合せて前記各ブログ文書
についての品質得点を求めるステップを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　１つ以上のサーバ装置によって実行される方法であって、
　ブログ文書の品質の肯定的標識または前記ブログ文書の前記品質の否定的標識の少なく
とも１つを、前記１つ以上のサーバ装置のブログサーチエンジンによって識別するステッ
プを含み、前記識別された肯定的標識または否定的標識の少なくとも１つは、ブログ文書
に固有の標識を含み、
　ブログ文書に固有の前記標識は、
　別の文書に関連付けられたブログロールにおける前記ブログ文書へのリンクの存在、
　前記ブログ文書内の投稿のサイズ、
　前記ブログ文書内の広告の位置のうちの少なくとも１つを含み、さらに、
　前記識別された肯定的標識または否定的標識の少なくとも１つに基づき、前記ブログ文
書についての品質得点を、前記１つ以上のサーバ装置の前記ブログサーチエンジンによっ
て求めるステップと、
　サーチクエリを、前記１つ以上のサーバ装置の前記ブログサーチエンジンによって受取
るステップと、
　前記サーチクエリに対する前記ブログ文書の関連性に基づき、前記ブログ文書について
の得点を、前記１つ以上のサーバ装置の前記ブログサーチエンジンによって求めるステッ
プと、
　前記品質得点に基づき、前記ブログ文書の前記得点を、前記１つ以上のサーバ装置の前
記ブログサーチエンジンによって調節するステップと、
　前記調節された得点に基づいた順序で、前記ブログ文書に関連する情報を、前記１つ以
上のサーバ装置の前記ブログサーチエンジンによって提供するステップとを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　この発明の原理と整合する実現例は一般に、情報検索に関し、より具体的には、サーチ
クエリに応答して、ブログ文書のランク付けされた組を提供することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　ワールドワイドウェブ（World Wide Web）（「ウェブ」）は、大量の情報を含んでいる
が、この情報のうちの所望の部分を捜し出すことが難しい場合がある。ウェブ上の情報量
と、ウェブのサーチに慣れていない新規のユーザの数とが急速に増えているため、この問
題は一層悪化する。
【０００３】
　サーチエンジンは、ユーザが興味を抱くウェブページへのハイパーリンクを返そうとす
る。一般に、サーチエンジンは、ユーザが入力したサーチ語（サーチクエリと称する）に
基づいてユーザの興味を判定する。サーチエンジンの目的は、このサーチクエリに基づき
、高品質であって関連性を有する結果（ウェブページ等）へのリンクをユーザに提供する
ことである。一般に、サーチエンジンは、予め格納されたウェブページのコーパスに対し
、サーチクエリ内の語を突合せることにより、このことを行なう。ユーザのサーチ語を含
むウェブページは、サーチ結果として識別され、リンクとしてユーザに返される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　この数年に、ブログと称される新規の媒体がウェブ上に登場した。ブログ（ウェブログ
の略）は、投稿（post）と称される新規のジャーナル項目で頻繁に更新されることが一般
的な、個人的見解の公表物である。ブログおよびそれらの投稿の内容および品質は、ブロ
グの作者の意図に依存して大きく異なり得る。ブログ作成が普及するにつれ、高品質のブ
ログのサーチ結果を提供する機能が一段と重要になっている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　発明の概要
　この発明の原理と整合する一実現例によると、方法は、ブログサーチエンジンにおいて
サーチクエリを受取るステップと、サーチクエリに応答してブログ文書を検索するステッ
プと、サーチクエリに対するブログ文書の関連性に基づき、ブログ文書についての第１の
得点を求めるステップと、ブログ文書の品質に基づき、第１の得点を変更するステップと
、変更された第１の得点に基づき、ブログ文書に関する情報を提供するステップとを含み
得る。
【０００６】
　この発明の原理と整合する別の実現例において、コンピュータにより実行される方法は
、ブログ文書を獲得するステップと、ブログ文書の品質の肯定的標識またはブログ文書の
品質の否定的標識の少なくとも１つを識別するステップと、識別された肯定的標識または
否定的標識の少なくとも１つに基づき、ブログ文書についての品質得点を求めるステップ
とを含む。
【０００７】
　この発明の原理と整合するさらに別の実現例において、方法は、ブログサーチエンジン
においてサーチクエリを受取るステップと、サーチクエリに応答してブログ文書のグルー
プについての得点を求めるステップとを含み、当該得点は、サーチクエリに対するブログ
文書のグループの関連性と、ブログ文書のグループの品質とに基づき、当該方法はさらに
、求められた得点に基づき、ブログ文書のグループに関する情報を提供するステップを含
み得る。
【０００８】
　この発明の原理と整合するさらに別の実現例において、方法は、ブログ文書の品質の肯
定的標識またはブログ文書の品質の否定的標識の少なくとも１つを識別するステップを含
み得、当該識別された肯定的標識または否定的標識の少なくとも１つは、ブログ文書に固
有の標識を含み、当該方法はさらに、識別された肯定的標識または否定的標識の少なくと
も１つに基づき、ブログ文書についての品質得点を求めるステップと、サーチクエリを受
取るステップと、サーチクエリに対するブログ文書の関連性に基づき、ブログ文書につい
ての得点を求めるステップと、品質得点に基づき、ブログ文書の得点を調節するステップ
と、調節された得点に基づき、ブログ文書に関連する情報を提供するステップとを含み得
る。
【０００９】
　本明細書に組込まれて本明細書の一部をなす添付の図面は、この発明の実現例を示し、
説明と共にこの発明を説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　詳細な説明
　この発明の原理と整合する実現例についての以下の詳細な説明は、添付の図面を参照す
る。異なる図面における同じ参照番号は、同じ要素または類似の要素を識別し得る。また
、以下の詳細な説明は、この発明を限定しない。
【００１１】
　概観
　この発明の原理と整合するシステムおよび方法は、サーチクエリに応答して提供される
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ブログの結果の品質を高める。ブログの結果の品質を高めるために、多数の品質係数を用
いて、ブログの結果の得点を（肯定的または否定的に）変更することができる。
【００１２】
　図１は、この発明の原理と整合する概念を示す例示的な図である。図１に示すように、
サーチクエリに応答してブログ（またはブログ投稿）の得点を求めるために、２つの別個
のデータの組、すなわち、サーチクエリ内の語に対する、ブログ（またはブログ投稿）の
トピック上の関連性と、ブログ（またはブログ投稿）の品質とが使用される。この品質は
、クエリの語とは無関係である。ブログ（またはブログ投稿）の品質は、当該ブログ（ま
たはブログ投稿）の得点に、肯定的または否定的な影響を及ぼし得る。
【００１３】
　以下に使用する「ブログ文書」という句は、ブログ、ブログ投稿、またはブログおよび
ブログ投稿の両方を含むように広く解釈され得る。本明細書に記載する技術がブログおよ
びブログ投稿に同等に適用可能であることが認識されるであろう。本明細書で使用される
語である「文書」は、機械可読および機械格納可能なあらゆる作業生成物を含むように広
く解釈され得る。文書は、たとえば、電子メール、ウェブサイト、ファイル、ファイルの
組合せ、他のファイルへの埋込まれたリンクを有する１つ以上のファイル、ニュースグル
ープへの書込、ブログ文書、ウェブ広告等を含み得る。インターネット（Internet）とい
う状況において、共通の文書はウェブページである。ウェブページは、テキスト情報を含
むことが多く、埋込まれた情報（たとえばメタ情報、画像、ハイパーリンク等）、および
／または、埋込まれた命令（たとえばＪａｖａ（登録商標）ｓｃｒｉｐｔ等）を含み得る
。本明細書で使用する語である「リンク」は、或る文書から別の文書または同一文書の別
の部分へのあらゆる参照／別の文書または同一文書の別の部分から或る文書へのあらゆる
参照を含むように広く解釈され得る。
【００１４】
　例示的なネットワーク構成
　図２は、この発明の原理と整合するシステムおよび方法が実現され得るネットワーク２
００の例示的な図である。ネットワーク２００は、ネットワーク２５０を介して多数のサ
ーバ２２０－２４０に接続された多数のクライアント２１０を含み得る。簡略化のために
、２つのクライアント２１０および３つのサーバ２２０－２４０がネットワーク２５０に
接続されていることが示される。実際には、より多くの、または、より少ないクライアン
トおよびサーバが存在してよい。また、場合によっては、クライアントがサーバの機能を
果たし、サーバがクライアントの機能を果たすことが考えられる。
【００１５】
　クライアント２１０は、クライアントエンティティを含み得る。エンティティは、パー
ソナルコンピュータ、無線式電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップ、もしくは別
の種類の計算あるいは通信装置等の装置、これらの装置の１つの上で遂行されるスレッド
もしくはプロセス、および／または、これらの装置の１つにより実行可能なオブジェクト
として規定され得る。サーバ２２０－２４０は、この発明の原理と整合する態様で文書の
収集、処理、サーチ、および／または、維持を行なうサーバエンティティを含み得る。
【００１６】
　この発明の原理と整合する実現例において、サーバ２２０は、クライアント２１０によ
って使用可能なサーチエンジン２２５を含み得る。一実現例において、サーチエンジン２
２５は、ブログ文書のみをサーチするブログサーチエンジンを含み得る。サーバ２２０は
、文書のコーパスを巡回し、文書に索引付けし、文書に関連付けられた情報を文書のリポ
ジトリに格納することができる。サーバ２３０および２４０は、サーバ２２０による巡回
または解析が行なわれ得る文書を格納または維持することができる。
【００１７】
　サーバ２２０－２４０は別のエンティティとして示されているが、１つ以上のサーバ２
２０－２４０が、別の１つ以上のサーバ２２０－２４０の１つ以上の機能を果たすことが
可能であり得る。たとえば、２つ以上のサーバ２２０－２４０が１つのサーバとして実現
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されることが可能であり得る。また、サーバ２２０－２４０のうちのわずか１つが２つ以
上の別の（可能性として分散された）装置として実現されることも可能であり得る。
【００１８】
　ネットワーク２５０は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネット
ワーク（ＷＡＮ）、公衆交換電話網（Public Switched Telephone Network）（ＰＳＴＮ
）等の電話網、イントラネット、インターネット、またはネットワークの組合せを含み得
る。クライアント２１０およびサーバ２２０－２４０は、有線、無線、および／または、
光学式接続を介してネットワーク２５０に接続し得る。
【００１９】
　例示的なクライアント／サーバのアーキテクチャ
　図３は、１つ以上のクライアント２１０および／またはサーバ２２０－２４０に対応し
得るクライアントまたはサーバエンティティ（以降、「クライエント／サーバエンティテ
ィ」と称する）の例示的な図である。クライアント／サーバエンティティは、バス３１０
、プロセッサ３２０、メインメモリ３３０、読出専用メモリ（ＲＯＭ）３４０、記憶装置
３５０、入力装置３６０、出力装置３７０、および通信インターフェイス３８０を含み得
る。バス３１０は、クライアント／サーバエンティティの要素間の通信を可能にする経路
を含み得る。
【００２０】
　プロセッサ３２０は、プロセッサ、マイクロプロセッサ、または、命令の解釈および実
行が可能な処理論理を含み得る。メインメモリ３３０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）か、または、プロセッサ３２０による実行のための情報および命令を格納し得る別の
種類の動的記憶装置を含み得る。ＲＯＭ３４０は、ＲＯＭ装置か、または、プロセッサ３
２０による使用のための静的情報および命令を格納し得る別の種類の静的記憶装置を含み
得る。記憶装置３５０は、磁気および／または光学記録媒体と、その対応装置とを含み得
る。
【００２１】
　入力装置３６０は、オペレータによる、クライアント／サーバエンティティへの情報の
入力を可能にする機構、たとえば、キーボード、マウス、ペン、音声認識および／または
バイオメトリック機構等を含み得る。出力装置３７０は、ディスプレイ、プリンタ、スピ
ーカ等を含む、オペレータに情報を出力する機構を含み得る。通信インターフェイス３８
０は、クライアント／サーバエンティティによる、他の装置および／またはシステムとの
通信を可能にする、送受信機様のあらゆる機構を含み得る。たとえば、通信インターフェ
イス３８０は、ネットワーク２５０等のネットワークを介して別の装置またはシステムと
通信するための機構を含み得る。
【００２２】
　以下により詳細に説明するように、この発明の原理と整合するクライアント／サーバエ
ンティティは、或る文書の処理に関する動作を実行することができる。クライアント／サ
ーバエンティティは、メモリ３３０等のコンピュータ可読媒体に含まれるソフトウェア命
令をプロセッサ３２０が実行することに応答して、これらの動作を実行することができる
。コンピュータ可読媒体は、物理的または論理的なメモリ装置および／または搬送波とし
て規定され得る。
【００２３】
　ソフトウェア命令は、データ記憶装置３５０等の別のコンピュータ可読媒体から、また
は、別の装置から、通信インターフェイス３８０を介してメモリ３３０内に読出され得る
。メモリ３３０に含まれるソフトウェア命令は、プロセッサ３２０に対し、以下に説明す
るプロセスを実施させることができる。代替的に、ソフトウェア命令の代わりに、または
ソフトウェア命令と組合せて、ハードワイヤード回路素子を用いて、この発明の原理と整
合するプロセスを実現することができる。したがって、この発明の原理と整合する実現例
は、ハードウェア回路素子およびソフトウェアのいずれの特定の組合せにも限定されない
。
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【００２４】
　例示的なコンピュータ可読媒体
　図４は、サーバ２２０によって使用され得る例示的なコンピュータ可読媒体４００の一
部の図である。一実現例において、コンピュータ可読媒体４００は、サーバ２２０のメモ
リ３３０に対応し得る。図４に示すコンピュータ可読媒体４００の一部は、オペレーティ
ングシステム４１０とブログ品質ソフトウェア４２０とを含み得る。
【００２５】
　オペレーティングシステム４１０は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｕｎｉｘ（登録商
標）、またはＬｉｎｕｘ（登録商標）オペレーティングシステム等のオペレーティングシ
ステムソフトウェアを含み得る。ブログ品質ソフトウェア４２０は、ブログ文書に関する
データを受取り、かつ、このデータに基づいて当該ブログ文書についての品質得点を求め
るソフトウェアを含み得る。以下にさらに詳細に説明するように、データは、ブログ文書
の内容が低品質である可能性を測定する信号を含み得、このことは、候補結果としてのブ
ログ文書の降格または排除を生じる。データはまた、ブログ文書の内容が高品質／人気を
有する可能性を測定する信号も含み得、このことは、候補結果としてのブログ文書の昇格
を生じる。
【００２６】
　図５は、この発明の原理と整合する実現例においてサーバ２２０に関連付けられ得る例
示的なデータベース５００である。データベース５００は、サーバ２２０においてローカ
ルに、たとえば、メインメモリ３３０もしくは記憶装置３５０に格納され得、または、サ
ーバ２２０の外部に、たとえば、考え得る遠隔地に格納され得る。例示するように、デー
タベース５００は、以下の例示的なフィールド、すなわち、文書識別（ＩＤ）フィールド
５１０と品質得点フィールド５２０とを含み得る。データベース５００が、図５に示すも
の以外のフィールドを含み得ることが認識されるであろう。
【００２７】
　文書ＩＤフィールド５１０は、ブログ文書を識別する情報を格納することができ、この
ブログ文書は、上記のとおり、ブログまたはブログ投稿であり得る。この情報は、一意の
識別子を含み得る。品質得点フィールド５２０は、フィールド５１０で識別された各ブロ
グ文書についての品質得点を格納し得る。データベース５００は、サーバ２２０により受
取られたサーチクエリに応答してアクセスされ得る。サーバ２２０は、フィールド５２０
からの品質得点に基づき、サーチ結果の組から、ブログ文書（すなわちブログおよび／ま
たは投稿）の昇格、降格、または排除すら行なうことができる。
【００２８】
　ブログ文書についての品質得点の決定
　図６は、この発明の原理と整合する実現例において、ブログ文書についての品質得点を
求めるための例示的なプロセスのフローチャートである。処理は、得点化されるべきブロ
グ文書についての情報を獲得すること（活動６１０）により開始し得る。情報は、ブログ
自体、投稿、ブログからのメタデータ、および／または、ブログ文書に関連付けられた１
つ以上のフィード（feed）を含み得る。
【００２９】
　ブログ文書の品質についての肯定的標識が識別され得る（活動６２０）。このような標
識は、ブログ文書の人気、ブログ文書の暗示された人気、ブログロールにおけるブログ文
書の存在、高品質のブログロールにおけるブログ文書の存在、ブログ文書のタグ付け、他
のソースによるブログ文書への言及、および、ブログ文書のページランク（登録商標）を
含み得る。他の標識が使用されても良いことが認識されるであろう。
【００３０】
　ブログ文書の人気は、そのブログ文書の品質の肯定的表示であり得る。多数のニュース
アグリゲータサイト（一般には「ニュースリーダ」または「フィードリーダ」と称する）
が存在し、ここでは、個人がブログ文書に（そのフィードを介して）申込みを行ない得る
。このようなアグリゲータは、所定のブログ文書に申込みを行なった個人の数を記述する
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情報を格納する。極めて多くの数の申込契約を有するブログ文書は、そのブログ文書につ
いてのより高い品質を暗示する。また、申込契約は、申込みを行なった一意のユーザを検
証するか、または、申込者の一意のインターネットプロトコル（Internet Protocol）（
ＩＰ）アドレスをフィルタ処理することにより、「申込契約スパム」（スパム発信者が、
自身のブログ文書を「より人気のある」ものにしようと自身のブログ文書に申込みを行な
う）に備えて検証され得る。
【００３１】
　ブログ文書に対し、暗示された人気が識別され得る。この暗示された人気は、たとえば
、サーチ結果のクリックストリームを調査することにより識別され得る。たとえば、或る
ブログ文書が、結果の組の中に出現したときに他のブログ文書よりも多くクリックされた
場合、このことは、当該ブログ文書に人気があることの表示となり得、すなわち、ブログ
文書の品質の肯定的標識となり得る。
【００３２】
　ブログロール内のブログ文書の存在は、当該ブログ文書の品質の肯定的表示となり得る
。ブログ文書がしばしば、最新のエントリ（すなわち投稿）だけでなく、「ブログロール
」も含むことが認識されるであろう。これらのブログロールは、作者／ブロガーが興味を
抱く外部サイト（通常他のブログ）へのリンクが高密度に集まったものである。ブログ文
書へのブログロールのリンクは、そのブログ文書の人気の表示であり、したがって、ブロ
グ文書への集約されたブログロールのリンクの数を数えて使用し、当該ブログ文書に対す
る人気の大きさを推論することができる。
【００３３】
　高品質のブログロールにおけるブログ文書の存在は、そのブログ文書の品質の肯定的表
示となり得る。高品質のブログロールは、周知のブロガーまたは信頼できるブロガーにリ
ンクするブログロールである。したがって、当該ブログ文書にもリンクする高品質のブロ
グロールは、当該ブログ文書の品質の肯定的標識である。
【００３４】
　同様に、周知のブロガーまたは信頼できるブロガーのブログロール内にブログ文書が存
在することもまた、当該ブログ文書の品質の肯定的表示となり得る。この状況において、
周知のブロガーまたは信頼できるブロガーは、スパム発信を行なうブロガーにリンクしな
いものと仮定される。
【００３５】
　ブログ文書のタグ付けは、当該ブログ文書の品質の肯定的表示となり得る。いくつかの
既存のサイトは、ユーザがブログ文書に「タグ」を付けること（すなわち、「類別するこ
と」）を許可する。このような特化された類別は、個人が当該ブログ文書の内容を評価し
、１つ以上のカテゴリがその内容を適切に記載していると判断したことの標識であり、し
たがって、当該ブログ文書の品質の肯定的標識である。
【００３６】
　他のソースによるブログ文書への言及は、当該ブログ文書の品質の肯定的表示となり得
る。たとえば、電子メールまたはチャットの翻音の内容は、ブログ文書のＵＲＬを含み得
る。当該ブログ文書への言及を含む電子メールまたはチャット議論は、当該ブログ文書の
品質の肯定的標識である。
【００３７】
　ブログ文書のページランク（登録商標）は、当該ブログ文書の品質の肯定的標識となり
得る。高いページランク（登録商標）（正規のウェブページに関して通常計算される信号
）は、高品質の標識であり、したがって、ブログ文書の品質の肯定的表示としてブログ文
書に適用され得る。実現例によっては、ブログ文書（たとえば投稿）がページランク（登
録商標）に関連付けられ得ない場合がある（たとえば、その投稿が新規であるとき）。こ
のような情況において、新規の投稿は、この新規の投稿に対する独自のページランク（登
録商標）が決定される時まで、関連付けられているブログのページランク（登録商標）を
継承することができる。この継承されたページランク（登録商標）は、新規の投稿の品質
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の肯定的表示として働き得る。
【００３８】
　ブログ文書の品質についての否定的標識が識別され得る（活動６３０）。このような標
識は、ブログ文書に対する新規の投稿の頻度、ブログ文書内の投稿の内容、ブログ文書内
の投稿のサイズ、ブログ文書のリンクの分布、および、ブログ文書内の広告の存在を含み
得る。他の標識を使用してもよいことが認識されるであろう。
【００３９】
　ブログ文書に新規の投稿が追加される頻度は、そのブログ文書の品質の否定的表示とな
り得る。フィードは一般に、ブログ文書からの最新の投稿のみを含む。スパム発信者はし
ばしば、新規の投稿を猛烈に生成する（すなわち、多くの新規の投稿が短時間に出現する
）か、または、予測可能な間隔（１０分ごとに１つの投稿、もしくは、３時間ごとの３２
分において１つの投稿）で新規の投稿を生成する。これらの挙動はいずれも、悪意に相関
し、考え得るスパム発信者を識別するために使用され得る。したがって、ブログ文書に新
規の投稿が追加される頻度が予測可能なパターンに一致すると、これは、当該ブログ文書
の品質の否定的表示となり得る。
【００４０】
　ブログ文書内の投稿の内容は、そのブログ文書の品質の否定的表示となり得る。フィー
ドは一般に、所定のブログ文書からのいくつかの投稿の内容の一部またはすべてを含む。
ブログ文書自体もまた、投稿の内容を含む。スパム発信者は、サーチ結果におけるランク
を上げるために、内容の或るバージョンをフィード内に挿入することが考えられ、その一
方で、それらのブログ文書には異なるバージョンを挿入する（たとえば、関係のない広告
へのリンク）。したがって、このような（フィードとブログ文書との）不一致は、当該ブ
ログ文書の品質の否定的表示となり得る。
【００４１】
　また場合によっては、特定の内容がブログ文書内の多数の投稿において複製され得、同
一の内容を含む多数のフィードが生じる場合がある。このような複製は、そのフィードが
低品質／スパムであることを示し、したがって、当該ブログ文書の品質の否定的表示とな
り得る。
【００４２】
　ブログ文書の投稿において使用される単語／句もまた、そのブログ文書の品質の否定的
表示となり得る。たとえば、評価者がスパムとみなすブログ文書およびフィードの集合か
ら、スパムにおいて頻繁に出現する単語および句（バイグラム、トリグラム等）のリスト
を抽出することができる。ブログ文書が、このリストから高い割合の単語または句を含む
場合、これは、当該ブログ文書の品質の否定的表示となり得る。
【００４３】
　ブログ文書内の投稿のサイズは、当該ブログ文書の品質の否定的表示となり得る。多く
の自動化された投稿生成器は、同一の長さまたは極めてよく似た長さの多数の投稿を作成
する。その結果、投稿のサイズの分布を、スパム度数（spamminess）についての信頼でき
る測度として使用することができる。ブログ文書が同一の長さまたは極めてよく似た長さ
の多数の投稿を含む場合、これは、当該ブログ文書の品質の否定的表示となり得る。
【００４４】
　ブログ文書のリンクの分布は、ブログ文書の品質の否定的表示となり得る。上で開示し
たように、投稿によっては、特定のブログ文書のページランク（登録商標）を上げるため
に作成されるものもある。場合によっては、投稿またはブログ文書からのすべてのリンク
のうちの高い割合のリンクが、すべて、１つのウェブページまたは１つの外部サイトのい
ずれかを指すことがある。いずれかの１つの外部サイトへの多数のリンクがしきい値を超
えた場合、これは、そのブログ文書の品質の否定的表示となり得る。
【００４５】
　ブログ文書内の広告の存在は、当該ブログ文書の品質の否定的表示となり得る。ブログ
文書が多数の広告を含む場合、これは、当該ブログ文書の品質の否定的表示となり得る。
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【００４６】
　さらに、ブログ文書は一般に、３種類の内容、すなわち、最新の投稿の内容、ブログロ
ール、および、ブログメタデータ（たとえば、作者プロファイル情報および／または当該
ブログ文書もしくはその作者に関する他の情報）を含む。広告が存在する場合、その広告
は一般に、ブログメタデータのセクション内またはブログロール付近に出現する。ブログ
文書の最新の投稿部分に広告が存在することは、当該ブログ文書の品質の否定的表示とな
り得る。
【００４７】
　ブログ文書についての品質得点が、これらの標識に基づいて求められ得る（活動６４０
）。たとえば、一実現例において、ブログ文書についての品質得点は、異なる標識に重み
を割当て、それらの重みを組合せて品質得点を獲得することにより、求められ得る。標識
は、あらゆる態様で組合せられ得、および／または、重み付けされ得る。たとえば、この
発明の原理と整合する一実現例において、各標識には、正の値または負の値が与えられ得
る。これらの値を共に加算して、そのブログ文書についての品質得点を求めることができ
る。代替的に、各標識値は、対応する係数（または重み）で乗算され得、結果的に得られ
た値を合計して、当該ブログ文書についての品質得点を求めることができる。品質得点を
求めるための他の技術を代替的に使用することができる。
【００４８】
　ブログ文書についての品質得点が一旦求められると、この品質得点は、当該ブログ文書
に関連付けられ得る。たとえば、品質得点は、データベース５００等のデータベースにお
いて、得点が求められたブログ文書を識別する情報に関連付けられ得る。この態様で、デ
ータベース５００には、ブログ文書についての品質得点が読込まれ得る。品質得点は、定
期的に更新され得る。
【００４９】
　サーチ結果の提示
　図７は、サーチ結果を提示するための例示的なプロセスのフローチャートである。一実
現例において、図７の処理は、サーバ２２０内の１つ以上のソフトウェアおよび／または
ハードウェア構成要素により実施され得る。別の実現例において、この処理は、別の装置
内か、または、サーバ２２０とは別の装置のグループ内もしくはサーバ２２０を含む装置
のグループ内の１つ以上のソフトウェアおよび／またはハードウェア構成要素により実施
され得る。
【００５０】
　処理は、サーチクエリが受取られること（活動７１０）により開始し得る。たとえば、
ユーザは、サーチエンジンに関連付けられたサーチボックス内にサーチクエリを提供する
（たとえば、サーチエンジンインターフェイス内またはアドオンツールバーのサーチボッ
クス内にサーチ語を入力する）ことができる。ウェブブラウザ（またはアドオンツールバ
ー）は、サーバ２２０に関連付けられたサーチエンジン２２５等のサーチエンジンに対し
、サーチクエリを送ることができる。
【００５１】
　１組の文書についての関連性の得点が、サーチクエリに基づき求められ得る（活動７２
０）。たとえば、サーバ２２０は、文書についての情報検索（ＩＲ）得点を求めることが
できる。文書についてのＩＲ得点は、文書の内容に対するサーチクエリのサーチ語の突合
せに基づいて求められ得る。文書についてのＩＲ得点を求めるために使用され得る多数の
公知の技術が存在する。たとえば、ＩＲ得点は、文書内におけるサーチ語の出現の数に基
づいて求められ得る。代替的に、または加えて、ＩＲ得点は、サーチ語が文書内で出現す
る場所（たとえばタイトル、内容等）、または、サーチ語の特性（たとえばフォント、サ
イズ、色等）に基づき求められ得る。代替的に、または加えて、サーチ語は、多数のサー
チ語が存在する場合、別のサーチ語とは異なる態様で重み付けされ得る。代替的に、また
は加えて、多数のサーチ語が存在する場合のサーチ語の近似性は、ＩＲ得点に影響を及ぼ
し得る。文書についてのＩＲ得点を求めるためのさらに別の技術が、当業者には公知であ
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る。
【００５２】
　文書についての総合得点が、文書の品質に基づいて求められ得る（活動７３０）。たと
えば、各文書についてのＩＲ得点を、その文書の品質得点と組合せて、総合得点を求める
ことができる。得点を組合せることにより、文書についてのＩＲ得点が、品質得点に基づ
いて調節され得、それにより、得点を上昇もしくは下降させ、または、場合によっては得
点がそのまま維持されて、総合得点が得られる。代替的に、文書は、ＩＲ得点を生成する
ことなく、品質得点にのみ基づいて得点化され得る。いずれの場合も、総合得点は、品質
得点を用いることにより、文書に対して求められ得る。
【００５３】
　文書のランク付けされた組が、文書についての総合得点に基づき、ユーザに提供され得
る（活動７４０）。このようにして、文書の品質を用いて、ユーザに提供されるサーチ結
果を改良することができる。
【００５４】
　例
　以下の例は、上記の処理を示す。ユーザがファンタジーフットボール（fantasy footba
ll）に関するブログに興味を抱いているものと仮定されたい。ユーザは、サーチエンジン
２２５等のサーチエンジンに対し、サーチクエリ「ファンタジーフットボール」を提出し
得る。それに応答して、サーチエンジン２２５が、（たとえばＩＲ技術を用いて）そのサ
ーチクエリに対する関連性に基づき、ブログ文書のグループを検索するものと仮定された
い。
【００５５】
　図８は、サーチクエリに応答して受取られたブログ文書の例示的な組の図である。示す
ように、サーチエンジン２２５は、以下の関連性（またはＩＲ）の得点を有する５個のブ
ログ文書（ブログ文書１－５）を検索した。すなわち、ブログ文書１は、１．０のＩＲ得
点を有し、ブログ文書２は、０．９のＩＲ得点を有し、ブログ文書３は、０．８のＩＲ得
点を有し、ブログ文書４は、０．７のＩＲ得点を有し、ブログ文書５は、０．６のＩＲ得
点を有する。例示の目的のため、これらの５個のブログ文書が以下の品質得点を有するも
のと仮定されたい。すなわち、ブログ文書１は、０．４の正の品質得点を有し、ブログ文
書２は、－０．４の負の品質得点を有し、ブログ文書３は、０．８の正の品質得点を有し
、ブログ文書４は、０．３の正の品質得点を有し、ブログ文書５は、０．３の正の品質得
点を有する。
【００５６】
　サーチエンジン２２５は、品質得点に関連性の得点を加算することにより、ブログ文書
についての総合得点を求めることができる。この場合、ブログ文書１は、１．４の総合得
点を有し、ブログ文書２は、０．５の総合得点を有し、ブログ文書３は、１．６の総合得
点を有し、ブログ文書４は、１．０の総合得点を有し、ブログ文書５は、０．９の総合得
点を有する。したがって、サーチエンジン２２５は、以下の順序で、すなわち、ブログ文
書３、ブログ文書１、ブログ文書４、ブログ文書５、およびブログ文書２の順序で、ユー
ザにブログ文書１－５を提供することができる。
【００５７】
　図８の例から明らかなように、ブログ文書の品質は、それらの文書のランクを上昇また
は下降させ得る。このようにして、より高品質の結果がユーザに提供される。
【００５８】
　結論
　この発明の原理と整合する実現例は、ブログの品質を考慮することにより、ブログのサ
ーチを改良する。
【００５９】
　この発明の例示的な実施例の上記の記載は、例示および説明を提供したが、網羅的であ
ることを意図しておらず、または、この発明を開示された形態そのものに限定することを
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施から、変更および変形を行なうことができる。
【００６０】
　たとえば、図６および図７に関して一連の活動を記載してきたが、これらの活動の順序
は、この発明の原理と整合する他の実現例において変更されてよい。さらに、従属性を有
さない活動を並行して実施することができる。
【００６１】
　上記の記載はユーザについて言及している。「ユーザ」は、クライアント２１０（図２
）等のクライアントか、または、クライアントのオペレータを指すことを意図する。
【００６２】
　上記のとおり、この発明の局面が、図面に例示された実現例においてソフトウェア、フ
ァームウェア、およびハードウェアの多くの異なる形態で実現され得ることが当業者には
明らかである。この発明の原理と整合する局面を実現するために使用される実際のソフト
ウェアコードまたは専用の制御ハードウェアは、この発明を限定しない。したがって、当
該局面の動作および挙動を、特定のソフトウェアコードに言及せずに説明してきた。当業
者が、本明細書の記載に基づき、ソフトウェアおよび制御ハードウェアを設計してこれら
の局面を実現し得ることが理解される。
【００６３】
　本願で使用される要素、活動、または命令はいずれも、明記されない限り、この発明に
とって重要であるか、または必須であるものと解釈されるべきではない。また、本明細書
で使用する冠詞の「ａ」は、１つ以上の項目を含むことを意図する。１つの項目のみを意
図する場合、「１つの」という用語または類似の言語を使用する。さらに、「に基づき」
という句は、明記されない限り、「に少なくとも部分的に基づき」を意味することを意図
する。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】この発明の原理と整合する概念を示す例示的な図である。
【図２】この発明の原理と整合するシステムおよび方法が実現され得るネットワークの例
示的な図である。
【図３】この発明の原理と整合する実現例におけるクライアントまたはサーバエンティテ
ィの例示的な図である。
【図４】図２のサーバにより使用され得る例示的なコンピュータ可読媒体の一部の図であ
る。
【図５】この発明の原理と整合する実現例において図２のサーバと関連付けられ得る例示
的なデータベースである。
【図６】この発明の原理と整合する実現例においてブログ文書についての品質得点を求め
るための例示的なプロセスのフローチャートである。
【図７】この発明の原理と整合する実現例においてサーチ結果を提示するための例示的な
プロセスのフローチャートである。
【図８】この発明の原理と整合する実現例において検索され得る文書の例示的な組の図で
ある。
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