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(57)【要約】
【課題】これらのシステムは、暗黙のフィードバックメ
カニズムを支援する可能性があり、情報アクセスおよび
情報消費の純粋な活動は、分類体系のメンテナンスおよ
び成長に関する積極的支援を提供する。
【解決手段】フィードバックエージェントからの入力に
基づき、データ構造を組織化および管理するためのシス
テム、コンピュータシステムおよび方法が、提供され、
方法は、（ａ）情報のドメインに対して適用可能である
ファセット分類のための方法を含み、ファセット分析の
上記の方法は、（Ｉ）上記のドメインのファセット分析
またはドメインのファセット分析の結果の受信と、（Ｉ
Ｉ）上記のドメインのファセット分類合成の適用と、を
含み、（ｂ）上記のファセット分類合成からの１つまた
は複数の反復時に情報を選択して返すための複雑適応方
法を含み、上記の複雑適応方法は、上記の返された情報
に応じて、データ構造の組織化および管理を変化させる
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既存の複雑なデータ構造を新たな複雑なデータ構造に変換するための、コンピュータに
よって実現される方法であって、
　当該方法は、格納されるプログラム命令によって構成される１つ又は複数のコンピュー
タプロセッサを用いて、
　（ａ）１つ又は複数のドメインからソースデータ構造にアクセスする或いはアクセスす
るのを容易化する作用を遂行することを含み、前記ソースデータ構造は、概念の集合と該
概念の間の概念関係の第１の集合とを表す、少なくとも１つの既存の複雑なデータ構造を
含み、前記概念の集合及び前記概念関係の第１の集合は、次元軸の第１の集合を定め、
　（ｂ）前記概念の間の概念関係の第２の集合を生成するために、前記ソースデータ構造
を処理する或いは処理するのを容易化する作用を遂行することを含み、前記概念の集合及
び前記概念関係の第２の集合は、次元軸の第２の集合を定め、前記概念関係の第２の集合
は、前記少なくとも１つの既存の複雑なデータ構造中に表されない、少なくとも１つの概
念関係を含み、
　（ｃ）前記次元軸の第２の集合を定める前記概念の集合及び前記概念関係の第２の集合
を表す新たな複雑なデータ構造を合成する或いは合成するのを容易化する作用を遂行する
ことを含む、
　方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のコンピュータによって実現される方法であって、前記作用（ｂ）は、
前記ソースデータ構造のファセット及び／又はファセット属性を発見するために、前記ソ
ースデータ構造を分析する或いは分析するのを容易化することを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のコンピュータによって実現される方法であって、前記次元軸の第２の
集合は、前記次元軸の第１の集合と異なり且つ／或いは前記次元軸の第１の集合よりも数
値的に大きい、方法。
【請求項４】
　請求項２に記載のコンピュータによって実現される方法であって、前記次元軸の第２の
集合は、発見されるファセット及び／又はファセット属性を共有する概念の間の概念関係
によって定められる、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載のコンピュータによって実現される方法であって、前記次元軸の第２の
集合は、前記ソースデータ構造の分析を通じて発見されるファセット属性の集合と等しい
必要のない属性の集合からの属性を共有する概念の間の概念関係によって定められる、方
法。
【請求項６】
　請求項１に記載のコンピュータによって実現される方法であって、複雑適応処理を通じ
て前記新たなデータ構造を変更するために、ユーザインタラクションフィードバックを前
記作用（ｂ）に提供する或いは提供するのを容易化することを更に含む、方法。
【請求項７】
　コンピュータシステムであって、
　既存の複雑なデータ構造を新たな複雑なデータ構造に変換するための、プロセッサによ
って実行可能な命令を格納する、少なくとも１つのメモリと、
　該少なくとも１つのメモリに動作的に結合させられる、少なくとも１つのハードウェア
プロセッサとを含み、
　該少なくとも１つのハードウェアプロセッサは、
　（ａ）１つ又は複数のドメインからソースデータ構造にアクセスする或いはアクセスす
るのを容易化する命令を実行し、前記ソースデータ構造は、概念の集合と該概念の間の概
念関係の第１の集合とを表す、少なくとも１つの既存の複雑なデータ構造を含み、前記概
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念の集合及び前記概念関係の第１の集合は、次元軸の第１の集合を定め、
　（ｂ）前記概念の間の概念関係の第２の集合を生成するために、前記ソースデータ構造
を処理する或いは処理するのを容易化する命令を実行し、前記概念の集合及び前記概念関
係の第２の集合は、次元軸の第２の集合を定め、前記概念関係の第２の集合は、前記少な
くとも１つの既存の複雑なデータ構造中に表されない、少なくとも１つの概念関係を含み
、
　（ｃ）前記次元軸の第２の集合を定める前記概念の集合と前記概念関係の第２の集合と
を表す新たな複雑なデータ構造を合成する或いは合成するのを容易化する命令を実行する
、
　コンピュータシステム。
【請求項８】
　請求項７に記載のコンピュータシステムであって、前記作用（ｂ）は、前記ソースデー
タ構造のファセット及び／又はファセット属性を発見するために、前記ソースデータ構造
を分析する或いは分析するのを容易化することを含む、コンピュータシステム。
【請求項９】
　請求項７に記載のコンピュータシステムであって、前記次元軸の第２の集合は、前記次
元軸の第１の集合と異なり且つ／或いは前記次元軸の第１の集合よりも数値的に大きい、
コンピュータシステム。
【請求項１０】
　請求項８に記載のコンピュータシステムであって、前記次元軸の第２の集合は、発見さ
れるファセット及び／又はファセット属性を共有する概念の間の概念関係によって定めら
れる、コンピュータシステム。
【請求項１１】
　請求項７に記載のコンピュータシステムであって、前記次元軸の第２の集合は、前記ソ
ースデータ構造の分析を通じて発見されるファセット属性の集合と等しい必要のない属性
の集合からの属性を共有する概念の間の概念関係によって定められる、コンピュータシス
テム。
【請求項１２】
　請求項７に記載のコンピュータシステムであって、前記少なくとも１つのプロセッサは
、複雑適応処理を通じて前記新たなデータ構造を変更するために、ユーザインタラクショ
ンフィードバックを前記作用（ｂ）に提供する或いは提供するのを容易化する命令を更に
実行する、コンピュータシステム。
【請求項１３】
　請求項７に記載のコンピュータシステムであって、当該コンピュータシステムは、分散
型計算環境において実行される、コンピュータシステム。
【請求項１４】
　請求項７に記載のコンピュータシステムであって、前記作用（ｂ）は、前記ソースデー
タ構造を処理する或いは処理するのを容易化するのに形態素辞書を用いることを含む、コ
ンピュータシステム。
【請求項１５】
　コンピュータシステムで実行されるときに既存の複雑なデータ構造を新たな複雑なデー
タ構造に変換するための方法を遂行する命令をストアする、コンピュータ格納製品であっ
て、
　前記方法は、
　（ａ）１つ又は複数のドメインからソースデータ構造にアクセスすること或いはアクセ
スするのを容易化することを含み、前記ソースデータ構造は、概念の集合と該概念の間の
概念関係の第１の集合とを表す、少なくとも１つの既存の複雑なデータ構造を含み、前記
概念の集合及び前記概念関係の第１の集合は、次元軸の第１の集合を定め、
　（ｂ）前記概念の間の概念関係の第２の集合を生成するために、前記ソースデータ構造
を処理する或いは処理するのを容易化することを含み、前記概念の集合及び前記概念関係
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の第２の集合は、次元軸の第２の集合を定め、前記概念関係の第２の集合は、前記少なく
とも１つの既存の複雑なデータ構造中に表されない、少なくとも１つの概念関係を含み、
　（ｃ）前記次元軸の第２の集合を定める前記概念の集合及び前記概念関係の第２の集合
を表す新たな複雑なデータ構造を合成する或いは合成するのを容易化することを含む、
　コンピュータ格納製品。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のコンピュータ格納製品であって、前記作用（ｂ）は、前記ソースデ
ータ構造のファセット及び／又はファセット属性を発見するために、前記ソースデータ構
造を分析する或いは分析するのを容易化することを含む、コンピュータ格納製品。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のコンピュータ格納製品であって、前記次元軸の第２の集合は、前記
次元軸の第１の集合と異なり且つ／或いは前記次元軸の第１の集合よりも数値的に大きい
コンピュータ格納製品。
【請求項１８】
　請求項１６に記載のコンピュータ格納製品であって、前記次元軸の第２の集合は、発見
されるファセット及び／又はファセット属性を共有する概念の間の概念関係によって定め
られる、コンピュータ格納製品。
【請求項１９】
　請求項１５に記載のコンピュータ格納製品であって、前記次元軸の第２の集合は、前記
ソースデータ構造の分析を通じて発見されるファセット属性の集合と等しい必要のない属
性の集合からの属性を共有する概念の間の概念関係によって定められる、コンピュータ格
納製品。
【請求項２０】
　請求項１５に記載のコンピュータ格納製品であって、前記方法は、複雑適応処理を通じ
て前記新たなデータ構造を変更するために、ユーザインタラクションフィードバックを前
記作用（ｂ）に提供する或いは提供するのを容易化することを更に含む、コンピュータ格
納製品。
【請求項２１】
　請求項１５に記載のコンピュータ格納製品であって、前記少なくとも１つの既存の複雑
なデータ構造は、少なくとも１つの関係データベースから引き出される、コンピュータ格
納製品。
【請求項２２】
　請求項１５に記載のコンピュータ格納製品であって、前記作用（ｂ）は、前記ソースデ
ータ構造を処理する或いは処理するのを容易化するのに形態素辞書を用いることを含む、
コンピュータ格納製品。
【請求項２３】
　請求項１に記載のコンピュータによって実現される方法であって、前記ソースデータを
処理すること或いは処理するのを容易化することは、変換エンジンで遂行される、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消費者定義の情報アーキテクチャ用のシステム、方法およびコンピュータプ
ログラムに関する。さらに詳細には、本発明は、情報を分類するためのシステム、方法お
よびコンピュータプログラムに関する。本発明はさらに、情報の特定のドメイン用の分類
構造を合成するためのシステム、方法およびコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファセット分類は、情報が多次元品質を有し、多くの異なる方法で分類されることがで
きるという原理に基づいている。情報ドメインのサブジェクトは、この次元数を表すため
にファセットに再分割される。ドメインの属性は、ファセット階層に関連付けられる。ド
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メイン内の素材が次に、これらの属性に基づいて識別および分類される。
【０００３】
　図１は、（たとえば）ワインの分類に適用するときに、従来技術におけるファセット分
類の一般的手法を示している。
【０００４】
　ファセット分類は、分析および合成の両方の処理を伴うため、分析合成型分類法として
周知されている。ファセット分類用の体系を考案するためには、情報ドメインが分析され
て、それらの基本的なファセットを決定する。分類は次に、これらのファセットの属性を
ドメインに適用することによって、合成（または構築）されてもよい。
【０００５】
　多くの研究者は、インターネット上などの情報の大量の蓄積を組織化するための理想的
な方法としてファセット分類を見なしてきた。ファセット分類は、我々の急激に変化する
動的情報に適用可能である。さらに、サブジェクトをファセットに再分割することによっ
て、情報にアクセスするための複数の多様な方法を提供する。
【０００６】
　しかし、分類の需要に対処するためのファセット分類の可能性にもかかわらず、その導
入は、遅くなっている。インターネット上の大量の情報に対して、ファセット分類を用い
ているドメインは、ほとんどない。それどころか、その使用は、特定の垂直的な用途（電
子商取引店および図書館など）の中に区分されている。ファセット分類は依然として、一
般的に、研究者、専門的な分類学者および情報アーキテクトの範疇にある。
【０００７】
　ファセット分類の導入に対する障壁は、その複雑さにある。ファセット分類は、きわめ
て労働集約的かつ知的にやりがいのある試みである。この複雑さは、情報の規模と共に増
大する。規模が増大すると、次元（またはファセット）の数が、ドメインの中で増大して
複雑になり、組織化をますます困難にする。
【０００８】
　この複雑さに対処するのを助けるために、研究者は、ファセット分類に関する規則およ
び指針を考案している。この研究団体は、現在の予測およびデータ分析の出現よりずっと
前に、数十年前に遡っている。
【０００９】
　つい最近になって、技術は、ファセット分類のサービスを豊富にしている。全般的に見
て、この技術は、歴史的分類法および組織化原理の中で適用されている。従来の方法によ
って制限され、ファセット分類の完全自動化された方法を提供する試みは一般的に、挫折
している。
【００１０】
　最新技術が示しているように、自動カテゴリ化およびファセットナビゲーションシステ
ムは、ＥＮＤＥＣＡ（商標）である。ＥＮＤＥＣＡは、情報カテゴリ化およびアクセスシ
ステム産業において製品の優秀さのリーダとして認識されている。［ｈｔｔｐ：／／ｗｗ
ｗ．ｕｓａｔｏｄａｙ．ｃｏｍ／ｔｅｃｈ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／ｃｎｅｔ／２００７－０
６－２９－ｅｎｄｅｃｅ－ｇｏｏｇｌｅ＿Ｎ．ｈｔｍ］
　ＥＮＤＥＣＡの技術は、誘導ナビゲーションと、データおよび文書の次元のほか、次元
の中に関係を格納するメタ関係インデックスと、を用いる。たとえば、２００６年６月１
３日出願の「Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ
ｄａｔａ－ｄｒｉｖｅｎ ｓｅａｒｃｈ ａｎｄ ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ
ｓｙｓｔｅｍ ａｎｄ ｍｅｔｈｏｄ
ｆｏｒ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｒｅｔｒｉｅｖａｌ」、２００６年４月２５日出願の特
許文献２：「Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ
ｄａｔａ－ｄｒｉｖｅｎ ｓｅａｒｃｈ ａｎｄ ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ
ｓｙｓｔｅｍ ａｎｄ ｍｅｔｈｏｄ
ｆｏｒ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｒｅｔｒｉｅｖａｌ」である。
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【００１１】
　ＥＮＤＥＣＡのシステムは、タクソノミ定義および分類として企業によって定義される
カテゴリ化手法を含む。２００６年６月１３日出願の「Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ
ｄａｔａ－ｄｒｉｖｅｎ ｓｅａｒｃｈ ａｎｄ ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ
ｓｙｓｔｅｍ ａｎｄ ｍｅｔｈｏｄ
ｆｏｒ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｒｅｔｒｉｅｖａｌ」参照。
【００１２】
　自動カテゴリ化技術の現状は、最も際立って用いられており、業界通が「構造化データ
リポジトリ」および「マネージドコンテンツリポジトリ」と呼ぶものにとって有用である
。
【００１３】
　自動カテゴリ化技術の現状の別の制限は、カテゴリ化の態様の認識を要求するためのヒ
ューマンベースのフィードバックが欠如していることである。たとえば、ＥＮＤＥＣＡは
、探索結果の表示および優先度を駆動するための利用人気をはじめとするファセットナビ
ゲーション用のフィードバックループを有するが、コンテンツの意味論的定義および意味
論的関係を改善するために利用に基づくフィードバックループを有していない。
【００１４】
　ハイブリッドカテゴリ化システムの別の主なカテゴリは、大規模なコラボレイティブカ
テゴリ化と表現されてもよい。この手法は、手動カテゴリ化の認識の利点を自動システム
の処理能力と組み合わせようと試みている。この新興分野におけるコラボレイティブカテ
ゴリ化システムは、種々の名前「ウェブ２．０」、「コラボレイティブカテゴリ化」、「
フォクソノミ」、「ソーシャルインデクシング」、「ソーシャルタギング」、「集団的知
性」などの種々の名前で呼ばれる。ＦＬＩＣＫＲ（商標）（写真共有コミュニティ）、Ｄ
ＥＬ．ＩＣＩＯ．ＵＳ（商標）（ソーシャルブックマークマネジャ）およびＷＩＫＩＰＥ
ＤＩＡ（商標）（ウィキベースのコラボレイティブ百科事典）が、コラボレイティブカテ
ゴリ化のこの新興カテゴリの実施例である。
【００１５】
　種々の割合において、これらのシステムは、広範囲で分散型コラボレーション用の枠組
みを提供するための技術を用い、コラボレータがカテゴリ、概念および関係に関して決定
を行なうことを可能にする。この手法に対する１つの課題は、話題の指針および分類の専
門家とコンテンツに対してきわめて異なる観点およびカテゴリ化の手法を有することが多
い一般人のエンドユーザの入力との間の不調和を形成することである。これらのシステム
は、曖昧さおよび一貫性のなさの範囲を特定し、コラボレータの中で競合する意見を強調
することによって、人々が協同的になるのを助けることができる。しかし、最終的に、コ
ラボレイティブシステムを用いて、人々は好ましくは、それらの差異を調和させ、用語の
最もとらえどころのないことに対して広く合意に達する必要がある。したがって、このプ
ロセスは、大きなさまざまな情報ドメインにわたって拡大縮小して適用することが困難で
ある。
【００１６】
　コラボレイティブカテゴリ化手法の主要な実施例は、Ｍｅｔａｗｅｂ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．であり、コラボレイティブカテゴリ化手法を用いて
ウェブおよび他の複雑な種々の情報環境にわたって探索可能なデータベースを作成するこ
とによって、広範囲で公開情報ドメインを分類することを目的としている。
【００１７】
　Ｍｅｔａｗｅｂ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは、セマンティックウェブを作成するためのその先駆的なコラ
ボレイティブ手法に関して多くの注目を集めてきた。Ｍｅｔａｗｅｂ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは、米国特許商標局に２つの特許出願を申請している（２００
５年４月２１日出願の「Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
ｗｅｂ」、および２００３年１０月１６日出願の「Ｍｅｔｈｏｄ ａｎｄ ａｐｐａｒａｔ
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ｕｓ
ｆｏｒ ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｎｇ ｔｈｅ
ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｆ ａ
ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ ｄａｔａｂａｓｅ」）。
【００１８】
　Ｍｅｔａｗｅｂ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのコラボレイティブオントロジ構築は、そのコラボレイティブ
カテゴリ化のための「群集の英知」に依存している。これに関して、エンドユーザは、皆
が用いることができる複数のスキーマを定義して拡大する。有名な業界ウォッチャＥｓｔ
ｈｅｒ
Ｄｙｓｏｎによれば、「Ｍｅｔａｗｅｂの作成者は、関係がどのように指定されるかの文
法を『知的に設計した』が、英知（または特定の知識）や群集の努力に左右され、特定の
データだけでなく特定のものの間の特定の種類の関係も含む実際のコンテンツを作成して
いる。［Ｒｅｌｅａｓｅ
０．９：Ｍｅｔａｗｅｂ－Ｅｍｅｒｇｅｎｔ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｖｓ． Ｉｎｔｅｌｌ
ｉｇｅｎｔ
Ｄｅｓｉｇｎ、２００７年３月１１日、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕｆｆｉｎｇｔｏｎｐ
ｏｓｔ．ｃｏｍ／ｅｓｔｈｅｒ－ｄｙｓｏｎ／ｒｅｌｅａｓｅ－０９－
ｍｅｔ＿ｂ＿４３１６７．ｈｔｍｌ］。この手法の制限は、データベース範囲および品質
が、そのユーザによって入力される意味的関連性の有るコンテンツによって制約されるこ
とにある。この手法はまた、特定のデータ要素について合意し、コンテンツ内の関係を指
定し、冗長度を削減して、その結果、データベースが確定情報を含むようにする専門家お
よび一般人の能力に左右される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】米国特許第７，０６２，４８３号
【特許文献２】米国特許第７，０３５，８６４号
【特許文献３】米国特許出願第２００５００８６１８８号
【特許文献４】米国特許出願第２００３０１９６０９４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　したがって、自動ファセット分類、自動カテゴリ化および大規模コラボレイティブ分類
における業界の現状に関して多くの不都合がある。この技術は、従来の方法の中で適用さ
れるか、または従来の方法に基づいている。情報の構造に対する基本的な変更に影響を及
ぼす、増強された分類方法が、必要とされる。
【００２１】
　ファセット分析の場合には、人間の認知の入力が一般的に必要とされる。すべての情報
ドメインにわたって働くファセット分析の場合には、普遍的パターンまたは経験則がない
ためである。現在、人間のみが広範囲なパターン認識技能を備えている。残念なことに、
構造パターン（意味的構造または構文構造など）は一般的に、分類されるべき情報の全体
ドメインの中で特定される必要があり、ファセットおよび属性を特定してもよい多くの異
なるパターンがある。人々は、小さな（局所的な）データ集合におけるこれらのパターン
を特定するように訓練されることができるが、ドメインのサイズが増大すると、タスクは
、きわめて困難となる。
【００２２】
　分析処理および合成処理の予測の必要性が人間の認知能力を超えると、人間の関与によ
る制限もまた導入される。人間は、小規模で情報要素間の関係を評価するのに熟達してい
るが、集合体の中の全体ドメインにわたって複雑さを管理することができない。システム
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は、情報の全体ドメインにわたる小さな局所的な人間の入力を集合させることができる。
【００２３】
　ファセット分類体系は、複数の視点をよく引き合いに出される利点にすることを可能に
する。残念なことに、これらの視点が複数の階層にわたって断片化されるとき、直観的に
認知されない。これは、可視化、統合および全体的な視点の深刻な問題を引き起こす。構
造におけるファセット（または次元）の数が増大すると、可視化は、ますます困難になる
。したがって、ファセット分類体系の可視化は、「平坦」、すなわち一次元の結果集合と
化し、構造は一度に１つのみのファセットにわたって誘導される。この種の単純化は、基
礎を成す構造の強烈な複雑さを緩和する。
【００２４】
　統合された十分に記述的な階層の中で、ファセット体系の表現力および柔軟性を組み合
わせる方法および技術が、必要とされる。さらに、この柔軟性は、組織化基盤としてのフ
ァセットの動的構成において、分類体系自体の基本的レベルまで最適に下方に延びる。
【００２５】
　一旦選択されると、ファセット自体は、静的であり、訂正することが困難である。これ
は、ファセット体系の展開における相当の危険性を表す。分類者は、情報ドメインの完全
な知識がかけていることが多く、したがって、これらの組織化基盤の選択は、エラーを生
じる傾向がある。分類の動的システムの下で、これらの危険性は、基礎を成すファセット
の追加または変更を容易にすることができる能力によって低減されるであろう。分類およ
び派生技術の従来の方法は、この基本的レベルにおいて柔軟性に欠ける。
【００２６】
　任意の分類システムはまた、動的環境におけるメンテナンス要件を考慮してもよい。ド
メインにおける素材が変化するときには、その結果、分類が調整してもよい。メンテナン
スは、ファセット分類体系の初期の展開よりさらに一層困難な難題を課すことが多い。専
門用語は、出現して変化するときに更新されなければならない。ドメインにおける新たな
素材は一般的に、評価されて記録されることを必要とする。ファセットおよび属性の構成
は一般的に、発展しつつある構造を含むように調整されることを必要とする。全く新しい
分類を支持して、既存のファセット分類が簡単に破棄されることは何度もある。
【００２７】
　混成システムは、分析、合成およびメンテナンスの主要段階で人間を関与させる。プロ
セスにおいて初期に関与するのは、人間が分類の取り組みの進行を妨げることが多い。し
たがって、プロセスは、依然として遅くてコストがかかる。中央制御および権限を必要と
しないさらに分散されたその場しのぎの態様において、人々から分類データを許容するシ
ステムが必要とされる。これらのシステムは、暗黙のフィードバックメカニズムを支援す
る可能性があり、情報アクセスおよび情報消費の純粋な活動は、分類体系のメンテナンス
および成長に関する積極的支援を提供する。
【００２８】
　プロセスを案内するために、混成システムは、ファセット分類の既存の普遍的な体系に
基づくことが多い。しかし、これらの普遍的な体系は、情報の大量かつ高速に進化する現
代世界に常に当てはまるとは限らない。個々のドメインの必要性に特殊化した専用の体系
に対する需要がある。
【００２９】
　ファセット分類の普遍的な体系が、普遍的に適用されることができないため、情報の異
なるドメインを共に接続することに対する需要もある。しかし、解決策は、ドメインを統
合するための機会を提供すると同時に、個々のドメインオーナのプライパシおよびセキュ
リティを尊重するべきである。
【００３０】
　本発明者らの分類の需要の全体規模は、コラボレータの大きなグループが関与する広範
囲の分散化された環境において管理されることができるシステムを必要とする。しかし、
分類は、意味合いおよび曖昧さを伴う複雑な概念を扱う。これらの曖昧さおよび不一致を
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解消することは、集中的なネゴシエーションおよびパーソナルな不一致に関与し、さらに
小さなグループにおけるコラボレーションを狂わせる。
［優先権］
　本出願は、２００６年８月３１日出願の米国特許出願第１１／４６９，２５８号、２０
０６年１０月１８日出願の米国特許出願第１１／５５０，４５７号および２００７年１月
２２日出願の米国特許出願第１１／６２５，４５２号の利益を主張する。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明の第１の態様において、フィードバックエージェントからの入力に基づいて含む
データ構造を組織化および管理するための方法が、提供され、この方法は、（ａ）情報の
ドメインに適用可能であるファセット分類のための方法であって、（ｉ）上記のドメイン
のファセット分析またはドメインのファセット分析の結果の受信と、（ｉｉ）上記のドメ
インのファセット分類合成の適用を含む、ファセット分類の上記の方法と、（ｂ）上記の
ファセット分類合成から１つまたは複数の反復時に、情報を選択して返すための複雑適応
方法であって、上記の返された情報に応じて、データ構造の組織化および管理を変化させ
る、複雑適応方法とを含む。
【００３２】
　本発明の別の態様において、情報のドメインのファセット分類のための方法は、（ａ）
情報を分類するために、ファセット属性を含むファセットデータ集合を提供し、そのよう
なファセット属性は、ファセット属性用のファセット属性階層を任意に含むようにし、（
ｂ）次元概念タクソノミを提供して、ファセット属性が、オブジェクトに意味を関連付け
る概念に基づいて分類されることになっているドメインのオブジェクトにファセット属性
が割り当てられるようにし、上記の概念は、上記のファセット属性を用いて定義される概
念定義によって提示され、次元概念タクソノミにおけるオブジェクトに関連付けられる、
上記の次元概念タクソノミは、ファセットデータ集合に基づいて、概念定義間の次元概念
関係を表し、（ｃ）次元概念タクソノミ情報に応じてファセットデータ集合および次元概
念タクソノミを変化させて、次元概念タクソノミ情報を選択して返すための複雑適応シス
テムを提供するか、または有効にする。
【００３３】
　本発明のさらに他の態様において、情報のドメインのファセット分類のための方法はさ
らに、ファセット分類合成を行なって、ファセット属性と、任意にファセット属性階層と
、を含むファセットデータ集合に基づいて定義される概念定義によって表される概念の集
合に関連させることを含み、上記のファセット分類合成は、概念定義間の次元概念関係を
表すことを含み、２つの概念定義は、２つの概念定義のそれぞれのファセット属性間のフ
ァセットデータ集合に存在する明確な関係および暗黙の関係のうちのいずれか少なくとも
１つを調べることによって、特定の次元概念関係に関連付けられるように決定される。
【００３４】
　本発明のさらに別の態様において、ソースデータ構造による情報のドメインから選択さ
れる入力情報のファセット分析を行なうためのコンピュータシステムが、提供され、コン
ピュータシステムは、（ａ）パターン増加および統計的分析を用いて、入力情報における
ファセット属性関係のパターンを特定するために、入力情報のファセット属性と、任意に
ファセット属性階層を導出するように動作可能である。
【００３５】
　本発明の別の態様において、ユーザが次元概念関係を操作することを可能にするための
コンピュータシステムが、提供され、コンピュータシステムは、（ａ）プロセッサと、（
ｂ）プロセッサとのデータ通信におけるコンピュータ可読媒体と、を含み、コンピュータ
可読媒体は、その上に、プロセッサによって実行可能な命令および特定の次元概念関係に
関連付けられるように決定される複数のデータ要素と、を含み、（ｃ）外部エンティティ
をプロセッサとインターフェイスを取ることを可能にするように構成される入力ユーティ
リティと、（ｄ）少なくとも選択されたデータ要素の可視表現を提供するように動作する
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ディスプレイと、（ｅ）外部エンティティがデータ要素および特定の次元概念関係を改訂
可能にするエディタと、を含む。
【００３６】
　本発明のさらに別の態様において、フィードバックエージェントからの入力に基づくこ
とを含むデータ構造を組織化および管理するためのシステムが、提供され、（ａ）システ
ムは、次元概念タクソノミ情報に応じて、ファセットデータ集合および次元概念タクソノ
ミを変化させるために、次元概念タクソノミ情報を選択して返すための複雑適応システム
を含むか、または連結され、（ｂ）システムは、ファセット、ファセット属性および任意
にファセット属性階層を含むファセットデータ集合を処理して、情報を分類するように動
作可能であり、（ｃ）システムはさらに、次元概念タクソノミを定義するように動作可能
であり、オブジェクトに意味を関連付ける概念に基づいて分類されることになっているド
メインのオブジェクトにファセット属性が割り当てられるようにし、上記の概念は、上記
のファセット属性を用いて定義される概念定義によって提示され、次元概念タクソノミに
おけるオブジェクトに関連付けられる、上記の次元概念タクソノミは、ファセットデータ
集合に基づいて、概念定義間の次元概念関係を表す。
【００３７】
　本発明は、図面を参照してよりよく理解されるであろう。本願明細書に含まれる図では
、三角形の形状が、比較的簡単なデータ構造を表すために用いられており、ピラミッド形
状が、より高次の次元を具体化する比較的複雑なデータ構造を表すために用いられている
ことに留意されたい。三角形およびピラミッド型の種々のサイズは、圧縮および展開の変
換を表すが、圧縮または変換の正確な規模を少しも示しているわけではなく、または圧縮
または変換の正確な規模を制限しているわけでもない。
【００３８】
　明細書に組み込まれ、その一部を構成する添付図面は、種々の実施例のシステム、方法
などを示しており、本発明の態様の種々の事例の実施形態を示している。図に示された要
素の境界（たとえば、ボックス、ボックスのグループまたは他の形状）は、境界の一例を
表すことは十分に認識されよう。当業者は、１つの要素が複数の要素として設計されても
よく、または複数の要素が１つの要素として設計されてもよいことは認識されよう。別の
要素の内部構成要素として示される要素は、外部構成要素として実装されてもよく、その
逆であってもよい。さらに要素は、等倍で描かれていない可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】従来技術のファセット分類の方法を示す概略図である。
【図２】ドメインに関する次元概念タクソノミを作成するために、データ構造変換を示す
オペレーションの概観を示す。
【図３】図２のオペレーションに関して有用な知識表現モデルを示す。
【図４】図２のオペレーションの概観をさらに詳細に示す。
【図５】入力データを抽出する方法を示す。
【図６】ソース構造分析方法を示す。
【図７】予備概念－キーワード定義を抽出するプロセスを示す。
【図８】形態素を抽出する方法を示す。
【図９】概念関係から潜在的形態素を予測するプロセスを示す。
【図１０】概念関係から潜在的形態素を予測するプロセスを示す。
【図１１Ａ】潜在的形態素関係の集合から形態素関係の複数階層を組み立てるプロセスを
示す。
【図１１Ｂ】潜在的形態素関係の集合から形態素関係の複数階層を組み立てるプロセスを
示す。
【図１２】潜在的形態素関係の集合から形態素関係の複数階層を組み立てるプロセスを示
す。
【図１３】潜在的形態素関係の集合から形態素関係の複数階層を組み立てるプロセスを示
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す。
【図１４Ａ】属性の方法を用いた厳格な階層への形態素複数階層の並べ替えを示す。
【図１４Ｂ】属性の方法を用いた厳格な階層への形態素複数階層の並べ替えを示す。
【図１５】属性の方法を用いた厳格な階層への形態素複数階層の並べ替えを示す。
【図１６Ａ】形態素階層およびキーワード階層からのサンプル断片を示す。
【図１６Ｂ】形態素階層およびキーワード階層からのサンプル断片を示す。
【図１７】次元概念タクソノミを構成するために用いるための出力データを準備する方法
を示す。
【図１８】オペレーションが要素構成要素から次元概念を生成する態様を示す。
【図１９】次元概念タクソノミを生成するために、どのようにオペレーションが次元概念
関係を組み合わせるかを示す。
【図２０】どのようにファセット出力データが、次元概念タクソノミを構成するために用
いられるかを示す。
【図２１】どのようにファセット出力データが、次元概念タクソノミを構成するために用
いられるかを示す。
【図２２】どのようにファセット出力データが、次元概念タクソノミを構成するために用
いられるかを示す。
【図２３】局所的なドメイン集合用に構築される次元概念タクソノミを示す。
【図２４】動的合成のモードを示す。
【図２５】動的合成用の候補集合の集合方法を示す。
【図２６】次元概念タクソノミ内のコンテンツコンテナを編集するユーザインタラクショ
ンのプロセスを示す。
【図２７】複雑適応システムにおけるユーザインタラクションの集合およびフィードバッ
クループを示す。
【図２８】パーソナライズ化のオペレーションを示す。
【図２９】機械に基づく複雑適応システムのオペレーションを示す。
【図３０】実施形態によるオペレーションを実行するためのシステムに関する予測環境お
よびアーキテクチャ構成要素を示す。
【図３１】一実施形態における簡略化されたデータスキーマを示す。
【図３２】データ構造変換のオペレーションを実行するために、一実施形態によるシステ
ム概要を示す。
【図３３】一実施形態において用いられるファセットデータ構造と、これらの構造を支援
する多層アーキテクチャと、を示す。
【図３４】ブラウザに基づくユーザインターフェイスにおける次元概念タクソノミの図を
示す。
【図３５】動的合成のモードを容易にするためのブラウザに基づくユーザインターフェイ
スを示す。
【図３６】アウトライナに基づくユーザインターフェイスにおけるユーザインタラクショ
ン用の環境を示す。
【図３７】本発明によるファセット分類情報の態様の操作を可能にするコンピュータシス
テムの代表的な実装を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
［システムオペレーション］
　詳細な説明は、本発明のいくつかの態様の１つまたは複数の実施形態を詳述する。
【００４１】
　詳細な説明は、以下に記載される見出しおよび小見出しに分割される。
（１）「本発明の一般的な説明」－情報分類の技法を一般的に記載され、そのような技法
に関する本発明も含み、さらに、本発明の目的および利点のいくつかを一般的に記載する
。
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（２）「システムオペレーション」－本発明を実行する際に含まれるステップを一般的に
記載する。小節「オペレーションの概要」は、システムを含む構成要素のいくつかを一般
的に記載する。小節「ファセット分析の方法」は、本発明のファセット分析構成要素を一
般的に記載する。小節「ファセット分類合成の方法」は、本発明の静的合成構成要素およ
び動的合成構成要素の両方を含む本発明のファセット合成構成要素を一般的に記載する。
小節「複雑適応フィードバックメカニズム」は、種々のユーザインタラクションに対する
本発明の応答を一般的に記載する。
（３）「実装」－本発明によって動作可能に構成される代表的な実施形態を一般的に記載
する。小節「システムアーキテクチャ構成要素」は、本発明の可能な実施形態を一般的に
記載する。小節「データモデルおよびスキーマ」は、データが本発明によって変換される
方法を一般的に記載する。小節「次元変換システム」は、本発明のわずか一つの可能な実
施形態で生じるように、本発明のシステムのオペレーションを一般的に記載する。以下の
小節、すなわち「多層データ構造」、「分散型予測環境」、「ＸＭＬスキーマおよびクラ
イアント側の変換」、「ユーザインターフェイス」は、本発明の代表的な実装について言
及する。
［本発明の一般的な説明］
　従来技術における制限および欠点を踏まえて、本願明細書に記載する難題および問題に
対処するために、情報アーキテクチャの構成的かつコラボレイティブシステムの特定の要
件を特定することができる。したがって、本発明の複数の目的および利点は、以下の点に
要約される。これらの目的または利点は、限定的であり、本発明のいくつかの態様および
その考えられる利点および長所を示すためだけに作用する。
【００４２】
　本発明の一態様において、本発明のシステムは、最適な情報構造を構成する基礎的なレ
ベルで動作する。既存のカテゴリ化、探索および可視化の解決策の大多数が、不備のある
構造的基盤に対する寄せ集めであり、したがって、本質的に制限される。本発明のシステ
ムは、複雑な情報構造に関する存在論的な分類枠組みであるが、実装に対する実際の経路
を提供する。今日、情報の展望を支配する従来技術の単純で平坦な構造とは対照的に、本
発明のシステムは、その一態様において、複雑な構造を支援する。
【００４３】
　本発明のシステムは、関連情報のための最も馴染みのある堅牢なモデルとして、概念階
層を支援する。（「複数階層」なる語は、次元性および概念階層の中心的な要件を組み合
わせる構造モデルを記載する。）しかし、本発明のシステムは、その一態様において、概
念階層、タクソノミおよびオントロジ構成を困らせるパーソナルとコラボレイティブとの
ネゴシエーションを緩和する。本発明のシステムはまた、異なる情報ドメインからの階層
を連結するための信頼性の高いメカニズムを提供するものとする。
【００４４】
　本発明のシステムは、その一態様において、次元空間内の種々の交差点で、構造的な完
全性を提供する。これは、ノードとノード間の連結および接続との両方において現れる情
報間隙の問題を排除することによって対処されてもよい。
【００４５】
　本発明のシステムは、その一態様において、文脈の不可欠な認知構成要素を提供するた
めに人間を関与させる。機械は、発見およびコラボレーションのための有用なツールを提
供するが、機械は、複雑な知識を「理解する」ために必要な人工知能を備えていない。し
たがって、本発明のシステムは、その一態様において、人間にとって馴染みがあって利用
しやすい態様で、人間と関わる。
【００４６】
　本発明のシステムは、巨大な情報ドメインにおける次元構造および概念ポリアーキの著
しい複雑さを管理し、概念記述および関係におけるコラボレータ間の合意を仲立ちさせる
ために、機械を関与させる。
【００４７】
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　本発明のシステムは、その一態様において、コラボレーションにおける専門技術を持た
ない一般人に対応する。専門家のアーキテクトの不足および問題の範囲は、解決策に対す
る普遍的に利用できることを要求する。本発明は、技術的な利点を妥協することなく、次
元構造の複雑さから人々を保護してもよい。
【００４８】
　本発明のシステムは、巨大な分散型並列処理を支援するように動作可能である（「人手
が多ければ仕事は楽になる」）。情報の展望のサイズおよび複雑さは一般的に、現在、実
際には不変であるように見える処理に物理的制限を課す。巨大かつ分散型の並列性は、多
くの場合には、これらの制限に挑むことが好ましい。
【００４９】
　本発明のシステムは、その一態様において、無限の情報および知識の物理的制限を回避
することができる合成オペレーションを支援するように動作可能である。本発明のシステ
ムは、その一態様において、事実上無制限の数のデータ接続に関する可能性を符号化する
能力を情報の消費者によって要求されるまで、それらのデータ接続を実際に生成すること
を必要とすることなく提供する。さらに、本発明のシステムは、その一態様において、消
費者の規定した関心および視点に適合するデータ接続のみが存在するように、合成の種々
のモードを提供してもよい。
【００５０】
　本発明のシステムは、その一態様において、情報の展望のダイナミズムを支援して包含
する。本発明のシステムは、ある時点におけるような情報の静的スナップショットではな
く、情報と共に適合して発展することができる構造を提供する。
【００５１】
　本発明のシステムは、コスト効率が高い。探索コストは、情報過多および情報の不規則
な広がりに対する解決策を求めようとする多大な動機を提供するが、組織的プロジェクト
は、自由裁量権を有しているわけではない。より構造化されたインターネットに対する障
害は、既存の技術および方法を用いて、それを組織化する法外なコストである。これらの
組織化コストは、金銭面だけではなく、人間の観点およびコンピュータ処理限界にもかか
わる。
【００５２】
　本発明のシステムは、その一態様において、明確かつプライベートかつきわめてパーソ
ナライズ化された知識リポジトリを維持するための機会を有するシステムのドメインオー
ナおよびエンドユーザを提供すると同時に、集団的知性および集中型知識資産の長所を共
有する。
【００５３】
　本発明は、その一態様において、構造的関係、テキストおよびマルチメディアなどのデ
ィジタル媒体、メッセージングおよび電子メール、商業、人間の双方向性およびコラボレ
ーションの多くの形態をはじめとする複数の情報形態を管理し、ウェブサイトおよびソフ
トウェアクライアントを含む種々の媒体にわたって構造的情報を出力するための、分散型
システムをエンドユーザに提供することができる方法およびシステムを提供する。
【００５４】
　さらなる目的および利点は、次の説明および図面を考慮すれば明白となるであろう。
［システムオペレーション］
［オペレーションの概要］
　図２、図３、図１８、図１９、図３２、図３３および図４は、ドメインに関する次元概
念タクソノミを作成するなどの複雑な次元情報構造を構成して管理するためのオペレーシ
ョンおよびシステムの概要を提供する。特に、図２、図３、図１８、図１９、図３２、図
３３および図４は、そのようなオペレーションに有用な知識表現モデルのほか、一定の次
元データ構造および構成を示している。複雑適応システムおよびファセット分類の増強方
法をはじめとするデータ構造変換の方法がまた示されている。この説明は、具体的に言え
ば、知識表現に適用したときのような複雑な次元構造の簡単な概要から始める。
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［複雑な次元構造における知識表現］
　情報および知識を表すために用いられてもよい抽象化の累進的なレベルがある。「次元
」の表記は、複雑さの程度を表現するために用いられることが多い。簡単なリスト（購入
リストまたは友人のリスト）は、一次元のアレイとして記載されてもよい。表およびスプ
レッドシート、すなわち二次元のアレイは、簡単なリストより手が込んでいる。直交座標
は、三次元空間などにおける情報を表示してもよい。
【００５５】
　構造内の各次元は、含まれる情報に関する組織化基盤を確立してもよい。したがって、
次元性は、情報構造に関する複雑さの規模を確立してもよい。複雑な構造は、これらの基
盤の多くを関与させる可能性があり、ｎ次元構造として特定されることが多い。
【００５６】
　次元自体の技術的属性が構造間に多種多様性を提供してもよいことに留意することもま
た、重要である。たとえば、次元は、変数として存在する可能性があり、したがって、構
造は、多変量空間を確立する。モデルのこれらのタイプの下で、ノードは、各次元によっ
て表される変数内の特定の値またはデータ点をとってもよい。あるいは、ノードは、離散
変数というよりもむしろ、あまり厳密ではなく、情報用のコンテナを提供するだけに過ぎ
ない場合もある。ノード間の距離は、厳密二量子化というよりもむしろ、相対的であって
もよい。技術的属性のこれらのタイプを変化させることによって、関連付けられる構造は
、組織化の厳密さと記述の柔軟性との間である程度のバランスに達してもよい。
【００５７】
　情報構造の中には、すべての交差点においてノードを含んでもよいものもあれば、いく
つかの次元の間で、交差点の不完全で欠落したノードがある場合もある。これは、情報構
造が手動で構成される場合に、特に関連してくる。構造の複雑さが、人間のアーキテクト
の認知能力を超える場合には、情報構造におけるエラーおよび間隙が結果として生じても
よい。
【００５８】
　一例として、人々が、ワールドワイドウェブなどのネットワーク構造におけるハイパー
リンクを作成する場合に、提供するリンクが、所与のドメインの中で稀にしか、大局的で
ない。ドメインにおけるリンクに関して適切な対象が存在するが、そのリンクが存在しな
い場合には、これは、情報構造における間隙であると言うことができる。あるいは、情報
構造が情報のカテゴリを提供するが、その情報が現在存在しない場合には、構造における
間隙でもあってもよい。
【００５９】
　構造の完全性は、情報構造における間隙によって部分的に記載されてもよい。関係を管
理するために基本的な分類システムまたは明確なオントロジがない限り、構造は、ノード
のおよび次元の数が増大すると劣化し始める可能性がある。情報間隙は、この劣化の一つ
の指標である。
【００６０】
　複雑な構造は、単純な構造よりはるかに多くの情報保持性能を有する。床面を追加する
ことが建物の容積を増大するように、次元を追加することは、構造に含まれてもよい情報
の量を増大させる。多次元を支援することなく、情報過多が性能を超えると、負荷を受け
て構造は最終的に崩壊する。
【００６１】
　複雑な次元構造の別の顕著な特徴は、それらの利用しやすさである。平坦な構造は、情
報が増大すると、小さな建物からなる郊外地が都市の不規則な広がりを生じるように、不
規則に広がる。
【００６２】
　明らかに、複雑な構造の次元性は、情報過多および情報の不規則な広がりに対する強制
的な改善を指摘する。それらに固有の利点によって急速に増大することが期待されるであ
ろう。残念なことに、これはそうではなかった。複雑な構造の採用、特に最も必要とされ
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る一般市民の中では、慎重を期して遅くなっていた。
【００６３】
　複雑な構造の採用が制限される理由は、明白である、すなわち、それらに固有の複雑さ
である。これらの明白で基本的かつ構造的な問題に関わらず、複雑な構造を作成して管理
するほど十分に堅牢であるが、さらに大量市場導入のために十分に簡単である解決策を依
然として提案されなければならない。
［システム方法の概要］
［分析および圧縮］
　図２は、分類の主題である情報のコーパスを含むドメイン２００用の次元概念タクソノ
ミ２１０を構築するためのオペレーションを示す。ドメイン２００は、分析および圧縮２
０４のプロセスに入力するために、ドメイン２００から導出されるソース構造スキーマお
よびソースデータエンティティの集合から構成されるソースデータ構造２０２によって表
現されてもよい。分析および圧縮２０４のプロセスは、要素構成要素の集合から構成され
る要素データ構造である形態素辞書２０６を導出して、新たなファセット分類体系のため
の基盤を提供してもよい。
【００６４】
　ドメイン２００における情報は、仮想オブジェクトまたは物理オブジェクト、プロセス
およびそのような情報間の関係に関わってもよい。一例として、本願明細書に記載される
オペレーションは、ウェブページを通じてアクセス可能なコンテンツの分類を対象にして
もよい。ドメイン２００の別の実施形態は、文書リポジトリ、音楽用の推奨システム、ソ
フトウェアコードリポジトリ、ワークフローおよびビジネスプロセスのモデルなどを含ん
でもよい。
【００６５】
　形態素辞書２０６内の要素構成要素は、情報と、集合体の中で、情報保持性能を提供す
る情報関係と、の基本的構築ブロックの最小集合であってもよく、これを用いて、ソース
データ構造２０２を分類する。
【００６６】
　［合成および展開］
　形態素辞書２０６は、合成および展開２０８の方法に対する入力であってもよい。合成
および展開オペレーションは、ソースデータ構造２０２を第３のデータ構造に変換しても
よく、この第３のデータ構造は、本願明細書では次元概念タクソノミ２１０と呼ばれる。
「タクソノミ」なる語は、カテゴリを階層ツリーに組織化して、カテゴリを文書または他
のディジタルコンテンツなどの関連オブジェクトと関連付ける構造を指す。次元概念タク
ソノミ２１０は、ソースデータ構造２０２から導出された複雑な次元構造において、ドメ
イン２００からソースデータエンティティをカテゴリ化してもよい。したがって、ソース
データエンティティ（オブジェクト）は、多くの異なる組織化基盤にわたって関わっても
よく、多くの異なる視点からソースデータエンティティ（オブジェクト）を見つけること
を可能にする。
【００６７】
　［複雑適応システム］
　分類システムおよびオペレーションは、動的環境における変化に適合することが好都合
である。一実施形態において、この要件は、複雑適応システム２１２を通じて満たされる
。フィードバックループは、次元概念タクソノミ２１０によるユーザインタラクションに
通じて、ソースデータ構造２０２に戻るように確立されてもよい。変換のプロセス（２０
４および２０８）は、繰り返されてもよく、結果として生じる構造２０６および２１０は
、時間を経て精練されてもよい。
【００６８】
　一実施形態において、複雑適応システム２１２は、出力構造（すなわち、次元概念タク
ソノミ２１０）を用いるエンドユーザのインタラクションを管理して、分類プロセスにお
ける人間の認知能力を活かしてもよい。
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【００６９】
　本願明細書に記載されるオペレーションは、比較的簡単なソースデータ構造をより複雑
な次元構造に変換しようとして、ソースデータオブジェクトが種々の方法で組織化してア
クセスされることができるようにする。情報システムの多くのタイプは、それらの基本的
なデータ構造の次元性および複雑さを拡張することによって増強されてもよい。より高い
解像度が画像の品質を高めるように、より高い次元性は、データ構造の解像度および特異
性を向上してもよい。この増大した次元性は、今度は、データ構造のユーティリティを増
強してもよい。増強されたユーティリティは、改善され、より柔軟性のあるコンテンツ発
見（たとえば、探索を通じて）、情報検索における改善およびコンテンツの集合を通じて
、実現されてもよい。
【００７０】
　変換は、複雑なシステムによって達成されてもよいため、次元性の増大は、必ずしも線
形または予測可能ではない。変換はまた、ソースデータ構造に含まれる情報量に部分的に
左右されてもよい。
【００７１】
　膨大なインターネット規模にシステムを実装するために、キーの差異は、次元情報構造
がノードおよび接続の指数関数的に増大する集合に関する可能性を、必要とされるまでそ
れらの接続を実際に構築する膨大なコストを負担することなく、最適に提供することであ
る。
【００７２】
　［次元知識表現モデル］
　図３は、知識表現エンティティ、関係、図２のオペレーションに用いられてもよい変換
の方法を含む知識表現モデルの実施形態を示す。知識表現モデルのさらなる仕様およびそ
の変換方法は、図３、図１８、図１９、図３３および図４を参照して以下の説明に記載さ
れる。
【００７３】
　本発明の一実施形態における知識表現エンティティは、コンテンツノードの集合３０２
、コンテンツコンテナの集合３０４、概念の集合３０６（図を簡単にするために、一つの
概念のみが、図３には提示されている）、キーワードの集合３０８および形態素の集合３
１０である。
【００７４】
　分類対象のドメインのオブジェクトは、コンテンツノード３０２として周知である。コ
ンテンツノードは、分類に適用可能である任意のオブジェクトから構成されてもよい。た
とえば、コンテンツノード３０２は、ファイル、文書、（注釈のような）文書片、画像ま
たは文字の格納された文字列であってもよい。コンテンツノード３０２は、物理オブジェ
クトまたは仮想オブジェクトを参照してもよい。
【００７５】
　コンテンツノード３０２は、コンテンツコンテナの集合３０４に含まれてもよい。コン
テンツコンテナ３０４は、アドレス指定可能な（または位置の特定可能な）情報を提供し
てもよく、この情報によって、コンテンツノード３０２を検索することができる。たとえ
ば、ＵＲＬによってアドレス指定可能なウェブページのコンテンツコンテナ３０４は、テ
キストおよび画像の形態で多くのコンテンツノード３０２を含んでもよい。コンテンツコ
ンテナ３０４は、１つまたは複数のコンテンツノード３０２を含んでもよい。
【００７６】
　概念３０６は、コンテンツノード３０２に関連付けられ、いくつかの意味（コンテンツ
ノード３０２の説明、目的、用途または意図）を抽象化してもよい。個々のコンテンツノ
ード３０２は、多くの概念３０６を割り当てられてもよい。個々の概念３０６は、多くの
コンテンツノード３０２にわたって共有されてもよい。
【００７７】
　概念３０６は、抽象化の合成レベルに関してそれらの関係を通じて、他のエンティティ
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に定義されてもよく、構造的には他のさらに基本的な知識表現エンティティ（たとえば、
キーワード３０８および形態素３１０）に関して定義されてもよい。そのような構造は、
概念定義として本願明細書において周知である。
【００７８】
　形態素３１０は、システムによって周知のドメインにわたって現れる最小の意味的知識
表現エンティティ（すなわち、形態素辞書２０６を構成するように分析されている）を表
す。１つの形態素３１０は、多くのキーワード３０８に関連付けられてもよい。１つのキ
ーワード３０８は、１つまたは複数の形態素３１０から構成されてもよい。
【００７９】
　さらに、本願明細書との関連において、「形態素」なる語の意味と言語学の分野におけ
るその従来の定義との間には差異がある。言語学において、形態素は、「言語の意味的最
小単位」である。本願明細書との関連において、形態素は、「システムによって周知の任
意のドメインにおいて現れる最小の意味的知識表現エンティティ」を指す。
【００８０】
　キーワード３０８は、形態素３１０の集合（またはグループ）を含む。１つのキーワー
ド３０８は、多くの概念３０６に関連付けられてもよい。１つの概念３０６は、１つまた
は複数のキーワード３０８から構成されてもよい。したがって、キーワード３０８は、概
念３０６と形態素３１０との間のデータ構造のさらなる段階を表してもよい。キーワード
３０８は、ユーザにとって認識可能であるような知識表現の最低のレベルとして「原子概
念」を容易にする。
【００８１】
　概念３０６は、コンテンツノード３０２から抽象化されてもよいため、概念シグネチャ
３０５は、概念ノード３０２の中の概念３０６を特定するために用いられてもよい。概念
シグネチャ３０５は、コンテンツノード３０２のそれらの特徴であり、コンテンツに存在
する組織化テーマを代表している。
【００８２】
　本発明の一実施形態において、要素構成要素と同様に、コンテンツノード３０２は、最
小の形態になる傾向がある。コンテンツコンテナ３０４は、実際と同数のコンテンツノー
ド３０２まで削減されてもよい。本発明における分類のきわめて優れたモードと組み合わ
せるときに、これらの要素コンテンツノード３０２は、コンテンツ集合およびフィルタリ
ングに関するオプションを拡張してもよい。したがって、コンテンツノード３０２は、次
元概念タクソノミにおける任意の次元に沿って再組織化および再組み合わせされてもよい
。
【００８３】
　コンテンツノード３０２の特殊なカテゴリ、すなわち、ラベル（分類業界では「ターム
」と呼ばれることが多い）は、各知識表現エンティティにつなげられてもよい。コンテン
ツノード３０２と同様に、ラベルは、知識表現モデルにおいて記述するそれぞれのエンテ
ィティから抽象化されてもよい。したがって、図３において、ラベルの以下のタイプ、す
なわち、コンテンツコンテナ３０４を記述するためのコンテンツコンテナラベル３０４ａ
、コンテンツノード３０２を記述するためのコンテンツノードラベル３０２ａ、概念３０
６を記述するための概念ラベル３０６ａ、キーワードの集合３０８を記述するためのキー
ワードラベルの集合３０８ａおよび形態素３１０を記述するための形態素ラベルの集合３
１０ａが、特定される。
【００８４】
　図１８において、形態素３１０のサンプルが、提示されている。形態素３１０は、ソー
スデータから導出された要素構成要素の中であってもよい。要素構成要素の他の集合は、
形態素関係の集合から構成されてもよい。形態素が概念定義の要素構築ブロックを表し、
概念から導出されるように、形態素関係は、概念間の関係の要素構築ブロックを表し、そ
のような概念関係から導出される。形態素関係は、以下でさらに詳細に説明され、図９～
図１０に示される。
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【００８５】
　ラベルは、人間にとって認識可能である知識表現エンティティを提供する。一実施形態
において、各ラベルは、ソースドメインの固有の語彙から導出される。言い換えれば、各
データ要素に割り当てられるラベルは、ドメインに提示される言語およびタームから引き
出される。
【００８６】
　概念、キーワードおよび形態素抽出は、以下に記載され、図７～図８に示される。概念
シグネチャおよびコンテンツノードおよびラベル抽出は、入力データ抽出（図５）を参照
して、さらに詳細に以下に説明される。
【００８７】
　本発明の一実施形態は、エンティティおよびそれらの関係の両方にわたって、多層知識
表現モデルを用いる。これは、図１（従来技術）に示されているように、従来のファセッ
ト分類における概念－原子概念の２層モデルおよびそれらの平坦な（１層）関係構造とは
区別する。
【００８８】
　オペレーションおよびシステムの一定の態様が、１つの知識表現モデルを参照して記載
されるが、当業者は、他のモデルが用いられてもよく、したがって、オペレーションおよ
びシステムを適合させることを認識されよう。たとえば、概念は、より高次の知識表現エ
ンティティ（考えを含む概念の収集としての「ミーム」など）を作成するために、共に組
み合わせられてもよい。代表モデルの構造はまた、縮小されてもよい。たとえば、キーワ
ード抽象化層は、概念が形態素３１０に関してのみ定義されるように除去されてもよい。
［システム変換方法の概要］
　図４は、図２に導入される変換オペレーション８００の一実施形態の広汎な概要を示す
。
［入力データ抽出］
　オペレーション８００は、分類対象のドメイン２００のドメインオーナによる手動の特
定から始まってもよい。ソースデータ構造２０２は、ドメイン訓練集合８０２から定義さ
れてもよい。訓練集合８０２は、より大きなドメイン２００の代表的な部分集合であって
もよく、代わりとして用いられてもよい。すなわち、訓練集合は、全体ドメイン２００ま
たはその代表的な一部に関するソースデータ構造２０２を含んでもよい。訓練集合は、当
業界では公知である。
【００８９】
　入力データの集合は、ドメイン訓練集合８０２から抽出されてもよい（８０４）。入力
データは、要素構成要素を発見して抽出するために分析されてもよい。（このプロセスは
、以下でさらに詳細に説明され、図５に示される。）
［ドメインファセット分析およびデータ圧縮］
　本実施形態において、上記で紹介され、図３３において説明される分析エンジン２０４
ａは、図４の括弧によって示されるように、方法８０６～８１４によって境界を定められ
てもよい。入力データは、分析されて処理され（８０６）、ソース構造分析結果の集合を
提供してもよい。ソース構造分析結果は、ソースデータ構造２０２の構造特性に関する情
報を提供してもよい。このプロセスは、以下でさらに詳細に説明され、図６に示される。
【００９０】
　予備概念定義の集合が生成されてもよい（８０８）。（このプロセスは、以下でさらに
詳細に説明され、図７に示される。）予備概念定義は、キーワード３０８の集合として構
造的に表されてもよい。
【００９１】
　形態素３１０は、予備概念定義においてキーワード３０８から抽出され（８１０）、し
たがって、抽象化の別のレベルに概念定義の構造を拡張してもよい。（このプロセスは、
以下でさらに詳細に説明され、図８に示される。）
　形態素階層４０２を構成するプロセスを始めるために、潜在的形態素関係の集合が、予
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測されてもよい（８１２）。潜在的形態素関係は、入力データにおける概念関係の分析か
ら導出されてもよい。
【００９２】
　形態素構造分析結果は、潜在的形態素関係に適用され、形態素階層を作成するために用
いられる関係を特定してもよい。
【００９３】
　形態素階層に包含するように選択される形態素関係は、組み立てられ（８１４）、形態
素階層４０２を形成してもよい。（このプロセスは、以下でさらに詳細に説明され、図９
～図１５に示される。）
［次元構造合成およびデータ展開］
　本実施形態において、上記で紹介され、図３２において説明される構築エンジン２０８
ａは、図４の括弧によって示されるように、方法８１８～８２０によって境界を定められ
てもよい。ファセット分類の増強方法は、複雑な次元構造２１０ａおよび次元概念タクソ
ノミ２１０を合成するために用いられてもよい。（このプロセスは、以下でさらに詳細に
説明され、図２０～図２２に示される。）
　新たな次元構造用の出力データ２１０ａが、準備される（８１８）。出力データは、ド
メイン用の分類体系の構造表現である。出力データは、次元概念タクソノミ２１０を作成
するためにファセットデータとして用いられてもよい。上記に記載されるように、出力デ
ータは、コンテンツノード３０２およびキーワード階層７１０に関連付けられる概念定義
７０８を含んでもよい。具体的に言えば、キーワード３０８が、概念定義の形態素３１０
に関して定義される場合には、ファセットデータは、概念定義におけるキーワード３０８
およびキーワード階層７１０の構造から構成されてもよい。（このプロセスは、以下でさ
らに詳細に説明され、図１７に示される）
　次元概念関係の集合（集合体では複数階層を形成する）が、構成されてもよい（８２０
）。次元概念関係は、次元概念タクソノミ２１０における概念関係を表す。次元概念関係
は、ファセット分類の増強方法の組織化原理に基づいて、予測されてもよい。次元概念関
係は、統合されてもよく、（概念定義において符号化されるような）概念３０６のカテゴ
リ化の中で次元概念タクソノミ２１０を形成してもよい。（このプロセスは、以下でさら
に詳細に説明され、図２０～図２２に示される。）
　合成オペレーションの種々のモードが、ファセット分類の増強方法に関して考えられる
。一実施形態において、「範囲制限型」ファセット分類合成オペレーションのシステムが
、開示され、概念関係が分析エンジン方法によって完全に処理されなかったか、または全
く処理されなかったドメインから合成される。別の実施形態において、「動的」ファセッ
ト分類合成のシステムが、開示され、次元概念階層が、情報のエンドユーザに関して提供
される合成パラメータに直接的に基づいて、略実時間で処理される。（合成オペレーショ
ンのモードは、以下でさらに詳細に説明される。）
［複雑適応システムおよびユーザインタラクション］
　本実施形態において、上記で紹介され、図２において説明される複雑適応システム２１
２のオペレーションは、図４の括弧によって示されるように、概念タクソノミ２１０に関
連して方法２１２ａ、２１２ｂおよび８０４によって境界が定められてもよい。
【００９４】
　説明されているように、次元概念タクソノミ２１０は、プレゼンテーション層６０８を
通じてユーザに表現してもよい。一実施形態において、プレゼンテーション層６０８は、
ウェブサイトである。（プレゼンテーション層は、以下でさらに詳細に説明され、図２３
～図２７および図３４～図３６に示される。）プレゼンテーション層６０８を介して、ド
メイン２００におけるコンテンツノード３０２は、各コンテンツノード３０２に関連付け
られる概念定義の中でカテゴリ化されたものとして提示されてもよい。
【００９５】
　このプレゼンテーション層６０８は、次元概念タクソノミ情報として、ユーザインタラ
クションの集合２１２ａを収集するための環境を提供してもよい。ユーザインタラクショ
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ン２１２ａは、種々の方法から構成されてもよく、エンドユーザおよびドメインオーナは
、次元概念タクソノミ２１０と対話してもよい。ユーザインタラクション２１２ａは、入
力データを抽出するためのステップ８０４を通じたフィードバックループを介して、分析
エンジンに連結されて、複雑適応システムを可能にしてもよい。（このプロセスは、以下
でさらに詳細に説明され、図２７で示される。）
　一実施形態において、リソースが有効になるときには、明確なフィードバックループに
戻るユーザインタラクション２１２ａは、処理のために待ち行列に入れられてもよい。し
たがって、暗黙のフィードバックループが、提供されてもよい。暗黙のフィードバックル
ープは、ファセット分類の増強方法の組織化原理の部分集合に基づいて、暗黙の概念関係
２１２ｂを予測してもよい。暗黙のフィードバックループを通じて、次元概念タクソノミ
２１０とのユーザインタラクション２１２ａは、略実時間で処理されてもよい。
複雑適応システム２１２を通じて、次元概念タクソノミ２１０を導出する分類体系は、連
続的に磨かれ、拡張されてもよい。
［ファセット分析の方法］
［入力データを抽出する］
　図５は、本発明の１つの特定の態様において、図４を参照して簡単に説明したように、
入力データを抽出する（８０４）および一定の予備ステップを抽出するためのオペレーシ
ョンを含んでもよいオペレーション（９００）を示す。
［構造マーカを特定する］
　構造マーカは、入力データが訓練集合から抽出される可能性がある場所を示すために、
訓練集合８０２の中で特定されてもよい（９０２）。構造マーカは、ソース構造スキーマ
を含んでもよい。構造マーカは、コンテンツコンテナ３０４に現れてもよく、これに限定
されるわけではないが、文書のタイトル、コンテンツに関連付けられる記述メタタグ、ハ
イパーリンク、データベースにおける表の間の関係またはコンテンツコンテナに存在する
キーワード３０８の普及率を含んでもよい。マーカは、ドメインオーナまたはその他のも
のによって特定されてもよい。
【００９６】
　オペレーション９００は、ドメインにわたって適用するデフォルトの構造マーカを用い
て設定されてもよい。たとえば、ウェブページのＵＲＬは、コンテンツノード３０２用の
共通の構造マーカであってもよい。したがって、オペレーション９０２は、ソース構造ス
キーマにおける領域において任意の明確な参照がない場合に適用されるであろう多数のデ
フォルト構造パターンを用いて設定されてもよい。
【００９７】
　構造マーカは、入力データの位置を明確に特定してもよく、または入力データ用の代わ
りとしての位置を特定してもよい。たとえば、コンテンツノード３０２間の関係は、概念
関係用の代わりの構造マーカとして用いられてもよい。
【００９８】
　一実施形態において、構造マーカは、ソース構造スキーマに関する論理的推測を生成す
るために組み合わせられてもよい。概念関係が、ソース構造スキーマにおいて明確でない
場合には、コンテンツノード３０２に関連付けられる概念シグネチャおよびコンテンツノ
ード関係の集合などの構造マーカから推測されてもよい。たとえば、概念シグネチャは、
さらに説明されるように定義対象の概念の代わりとしてマッピングされる文書のタイトル
であってもよい。コンテンツノード関係は、ウェブページを接続するハイパーリンクなど
のコンテンツノード３０２間の構造的連結から導出されてもよい。
【００９９】
　コンテンツノード３０２への概念シグネチャの接続および他のコンテンツノード３０２
へのコンテンツノード３０２の接続が、交差する概念の中の概念関係を推測してもよい。
これらの関係は、さらなる（明確な）入力データを形成してもよい。
当業者にとって周知であるように、構造マーカを特定するための多くの異なる方法がある
。
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［システム入力スキーマへのソース構造スキーマをマッピングする］
　ソース構造スキーマは、入力スキーマ９０４にマッピングされてもよい。一実施形態に
おいて、入力スキーマは、概念シグネチャの集合９０６、概念関係の集合９０８および概
念ノードの集合３０２から構成されてもよい。
【０１００】
　このスキーマ設計は、変換プロセスを代表しており、限定することを意図しているわけ
ではない。入力オペレーションは、きわめて単純な構造に適応するようにするために、シ
ステム入力スキーマにおけるあらゆるデータ要素にわたってソース入力データを必要とし
ない。
【０１０１】
　システム入力スキーマはまた、システムデータ変換スキーマにおけるあらゆる要素にマ
ッピングするために拡張されてもよい。システムデータ変換スキーマは、変換プロセスに
おいて現れるあらゆるデータエンティティに対応してもよい。すなわち、システム入力ス
キーマは、システムにおけるあらゆるデータエンティティにマッピングするように拡張さ
れてもよい。言い換えれば、ソース構造スキーマは、システム入力スキーマの部分集合か
ら構成されてもよい。
【０１０２】
　さらに、ドメインオーナは、きわめて複雑な構造からソースデータスキーマをマッピン
グしてもよい。一例として、関係データベースの表および属性は、抽象化の種々のレベル
で、ファセット階層としてモデル化され、システムデータ変換スキーマの多層構造にマッ
ピングされてもよい。
【０１０３】
　また、分析エンジン２０４ａおよび構築エンジン２０８ａのオペレーションは、データ
構造変換エンジンを提供し、かなり新しいユーティリティは、複雑なデータ構造のあるタ
イプ（関係データベースにモデル化されるデータ構造）を複雑なデータ構造の別のタイプ
（本願明細書に記載される方法およびシステムによって作成される複雑な次元構造）に変
換する際に達成されてもよい。製品カタログは、複雑なデータ構造から複雑なデータ構造
への変換のこのタイプから恩恵を受ける複雑なデータ構造の実施例を提供する。実施例の
データ変換スキーマにおけるさらなる情報は、以下で提供され、図３０に示される。
【０１０４】
　［入力データを抽出する］
　入力データマップは、そのソース構造スキーマを入力スキーマにマッピングするために
、訓練集合に対して適用され、入力データ８０４を抽出してもよい。本発明の一実施形態
は、ＸＳＬＴを用いてデータマップを符号化し、当業界は周知であるように、ソースのＸ
ＭＬファイルからデータを抽出するために用いられる。
【０１０５】
　抽出方法論は、ソース構造スキーマのパラメータおよび構造マーカの位置をはじめとす
る多くの要因によって変化する。たとえば、文書タイトル、キーワードに基づくメタタグ
またはデータベースキーフィールドと同様に、概念シグネチャが正確である場合には、シ
グネチャは、概念ラベルを表すために直接的に用いられてもよい。文書自体におけるキー
ワードの普及率などのさらに複雑なシグネチャの場合には、共通のテキストマイニング方
法論が、用いられてもよい。簡単な方法論は、文書において最も優勢なキーワードの簡単
な計数におけるキーワードの抽出に基づく。当業者によって周知であるような情報抽出お
よびテキストマイニングの広汎な分野の中には、その他の多くの抽出方法論がある。
【０１０６】
　一旦抽出されると、入力データは、分析エンジン２０４ａに連結される１つまたは複数
の格納手段に格納されてもよい。便宜上、本願明細書に含まれる図および説明は、格納手
段としてデータストア９１０を参照するが、他の格納を用いてもよい。
【０１０７】
　たとえば、予測環境がホスト環境である場合には、ドメインデータストア７０６が特に
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用いられてもよい。
【０１０８】
　システム入力データは、構成要素集合に分割され、変換エンジンにおける次のプロセス
に渡されてもよい。
【０１０９】
　概念関係は、ソース構造分析結果Ａに関する入力であり、以下に記載され、図６に示さ
れる。
【０１１０】
　概念シグネチャは、予備概念定義Ｂを抽出するために処理されてもよく、以下に記載さ
れ、図７に示される。
【０１１１】
　コンテンツノードは、システム出力データＣとして処理されてもよく、以下に記載され
、図１７に示される。
【０１１２】
　上述したように、ソースデータ構造からの入力データの抽出は、入力データを抽出する
ために採用される可能性がある多くの実施形態のうちの一つである。分析エンジン２０４
ａに対する他の主な入力チャネルは、一実施形態において、複雑適応システムを含むフィ
ードバックループである。したがって、ユーザインタラクション２１２ａは、さらなる入
力データを提供するために戻される（Ｏ）。入力データのこのチャネルおよび複雑適応シ
ステムを含むフィードバックループの詳細は、以下に記載され、図２７に示される。
ソースデータ構造を処理する。
【０１１３】
　図６は、本発明の１つの特定の態様において、ソース構造分析結果を抽出するためにソ
ースデータ構造の処理を示す。ソース構造分析結果は、ソースデータ構造のトポロジに関
するデータを提供してもよい。ソースデータのトポロジは、その形状を記述するソースデ
ータ構造の技術特性の集合（構造に含まれるノードの数およびソースデータ構造における
ノード間の関係の分散パターンなどの特性）を指す。
【０１１４】
　この分析方法の主要な目的は、概念３０６が（訓練集合８０２における他の概念３０６
に関して）どの程度、一般的または特異であるかを測定することである。これを考慮する
と、概念の相対的な一般性または特異性の尺度は、「一般性」と呼ばれる。一実施形態に
おいて分析されるソースデータ特性は、以下に記載される。分析および特性に関する仕様
は、ソースデータ構造によって変化する。
【０１１５】
　概念関係９０８は、分析のために組み立てられてもよい。概念３０６の間での円環的関
係１００２が、特定され（非階層関係の存在を示す）、解明されてもよい。
【０１１６】
　非階層としてシステムによって特定されるすべての概念関係は、集合１００４から取り
除かれてもよい。取り除かれる概念関係は、次の処理に関与させるのではなく、異なる変
換規則に基づく処理に利用されてもよい。
【０１１７】
　取り除かれていなかった概念関係は、階層関係として処理されてもよい。システムは、
これらの概念関係１００６を間接関係の拡張された集合に整理されるすべての階層概念関
係の入力概念階層１００８に組み立てられてもよい。入力概念階層１００８を組み立てら
れることは、集合体におけるノードに整理し、関係の他の集合から推測される可能性があ
る任意の冗長な関係を除去することに関与してもよい。エンティティが、２つ以上の直接
の親を有してもよい場合には、入力概念階層１００８は、複数階層構造を含んでもよい。
【０１１８】
　一旦、組み立てられると、入力概念階層１００８は、以下のステップに記載するように
、概念関係集合における概念３０６の一般性を測定するための構造を含んでもよく、変換
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プロセスにおける他の方法にとって有用であってもよい。入力概念階層１００８における
概念関係は、以下に記載され、図９～図１０に示されるように、潜在的形態素関係Ｄを予
測するために用いられてもよい。入力概念階層における概念関係もまた、以下に記載され
、図１７に示されるように、システムＥに関する出力データを処理するために用いられて
もよい。
【０１１９】
　入力概念階層の分析は、各概念１０１０の一般性の尺度に進んでもよい。また、一般性
は、任意の所与のノードが、階層１００８における他のノードに対してどのように一般的
または特異性であるかを指す。各概念３０６は、入力概念階層１００８におけるその位置
に基づいて、一般性測定値を評価してもよい。
【０１２０】
　予測は、概念３０６と交差するツリーにおける各ルートから各概念３０８用の加重平均
分離度から構成されてもよい。加重平均分離度は、ルートノードにおける概念３０６から
の各概念３０６の距離を指す。明白にルートノードである概念３０６は、１つの一般性尺
度を割り当てる。より多くの特定の概念３０６に関する一般性測定値が増大し、ルートノ
ードにある最も一般的な概念３０６からのそれらの増大した分離度を反映する。当業者は
、一般性のその他の多くの尺度が可能であることを認識されよう。
【０１２１】
　各概念３０６に関する一般性測定値は、（たとえば、データストア９１０における）概
念一般性インデックス１０１２に格納されてもよい。概念一般性インデックス１０１２は
、以下に記載され、図１２～図１３に示されるように、形態素Ｆに関する一般性測定値の
集合を推測するために用いられてもよい。
【０１２２】
　一実施形態において記載される方法は、階層－タイプ関係に適用されてもよく、親－子
関係としても周知である。親－子関係は、支援することができる関係のタイプにおいてさ
まざまな多様性を網羅している。その例としては、全体－部分、属－種、タイプ－事例お
よびクラス－サブクラスなどが挙げられる。言い換えれば、階層タイプ関係を支援するこ
とによって、本発明は、分類タスクの膨大な範囲に適用する。
［予備概念定義を処理する］
　図７は、予備概念定義を生成するためのキーワード抽出の方法を示す。このプロセスの
主要な目的は、キーワード３０８に関して概念３０６の構造定義を生成することである。
この段階で、一実施形態において、概念定義は、後の段階で訂正を受けるため、「予備」
として記載されてもよい。
【０１２３】
　当業者は、概念３０６の構造表現としてキーワード３０８を抽出する目的を対象にして
もよい多くの方法および技術があることを認識されよう。
一実施形態において、キーワード抽出に適用される抽象化のレベルは、制限されてもよい
。これらの制限は、以下の品質を用いてキーワードを導出するように設計されてもよい。
（概念が訓練集合の他の領域において現れる場合には）キーワードは、直接関係集合の中
のワードの独立性に応じて、原子概念を用いて定義される（に基づいて抽出される）。
【０１２４】
　概念シグネチャ９０６および概念関係９０８は、分析のために集められてもよい。一実
施形態において、このプロセスは、テキストエンティティの抽出に基づく。したがって、
続く説明において、概念シグネチャ９０６は、概念３０６に割り当てられる概念ラベルに
直接的にマッピングすると仮定されてもよい。
【０１２５】
　ラベルが、概念シグネチャ９０６において特定されるため、テキスト文字列の関連部分
が、抽出されて、概念ラベル３０６ａとして用いられてもよい。次の方法において、キー
ワード３０８および形態素３１０が、概念３０６において特定されるため、キーワード３
０８ａおよび形態素３１０ａ用のラベルは、概念３０６ａの関連部分から抽出されてもよ
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い。
【０１２６】
　これらのドメイン特定ラベルは最終的には、出力データに書かれてもよい。オペレーシ
ョン８００が、既に分析されて分類されているデータ構造を変換中である場合には、エン
ティティラベルが、ソースデータ構造において直接的に利用可能であってもよい。
【０１２７】
　概念シグネチャと概念ラベル抽出との間のこの接合は、画像、マルチメディアおよび物
理オブジェクトの分類などのコンテンツノード３０２のさまざまなタイプに向けられる幅
広い種類のエンティティ抽出ツール用の統合点を表していることに留意されたい。
【０１２８】
　キーワードデリネータの集合が、概念ラベルにおいて特定されてもよい。予備キーワー
ド範囲１１０２は、キーワード３０８の共通の構造デリネータ（挿入語句、引用符および
句読点など）に基づいて、概念ラベル３０６ａから構文解析されてもよい。全体のワード
が次に、また共通のワードデリネータ（空間および文法記号など）を用いて、予備キーワ
ード範囲１１０４から構文解析されてもよい。テキストエンティティ構文解析に対するこ
れらのパターンに基づく対処法は、当業界では公知である。
【０１２９】
　予備キーワード範囲１１０２から構文解析されたワードは、キーワード抽出プロセスに
おける次の段階のための入力の１つの集合を含んでもよい。入力の他の集合は、直接的概
念関係集合１１０６であってもよい。直接的概念関係集合１１０６は、概念関係９０８の
集合から導出されてもよい。直接的概念関係集合１１０６は、各概念３０６に関するすべ
ての直接的な関係（すべての直接の親およびすべての直接の子）から構成されてもよい。
【０１３０】
　これらの入力は、予備キーワード範囲１１０８におけるワードの独立性を確認するため
に用いられる。直接的関係集合１１０６内の１つのワードの独立性は、キーワード３０８
に関するデリネータを含んでもよい。キーワード範囲が正確に描写された後、導出された
キーワード３０８のすべての部分が妥当であるかを確認するための検査が行なわれてもよ
い。具体的に言えば、キーワード３０８として正確に描写される概念ラベル３０６ａのす
べての区分が、ワード独立性検査を合格することが最適である。
【０１３１】
　一実施形態において、ワード独立性に関する検査は、ワードステム（またはワードルー
ト）整合の方法に基づいてもよく、以下においては「ステミング」と呼ばれる。当業界で
は公知のステミングの方法は多くある。図８に示される以下の形態素抽出の方法において
記載するように、ステミングは、分類のためのきわめて優れた基準を提供する。
【０１３２】
　予備キーワード範囲におけるワードの独立性に基づいて、潜在的なキーワードデリネー
タ１１１０のさらなる集合が、特定されてもよい。簡単に言えば、あるワードが、１つの
概念ラベル３０６ａにおいて他のワードと共に現れ、関連する概念ラベル３０６ａにおい
てそれらの同ワードが存在しない場合には、そのワードは、キーワードを正確に描写して
もよい。
【０１３３】
　しかし、概念ラベル３０６ａがこれらのキーワードデリネータに基づいてキーワードラ
ベル３０８ａに構文解析される前に、候補のキーワードラベルが、検証されてもよい（１
１１２）。全候補のキーワードラベルが一般的に、上記に記載されるワード独立性検査に
合格することが必要とされる。この検査は、キーワード抽出プロセスが抽象化の対象レベ
ル、すなわち原子概念を超えて概念３０６を細分化しないようにする。
【０１３４】
　一旦、キーワードラベルの予備集合が生成されると、システムは、集合体においてすべ
ての予備キーワードラベルを調べてもよい。この意図は、複合キーワードを特定すること
である（１１１４）。複合キーワードは、１つの概念ラベル３０６ａの中で２つ以上の有
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効なキーワードラベルとして現れてもよい。この検査は、概念－キーワード抽象化の範囲
として、原子概念の目的に直接的に基づいていてもよい。
【０１３５】
　一実施形態において、複合キーワードの集合を訓練集合８０２によって支援されるキー
ワード３０８の最も基本的な集合に徹底的に分割するために、反復が用いられてもよい。
整合キーワードが、デリネータの位置を特定するために用いられる場合には、複合キーワ
ードが依然として、キーワードラベルの進化する集合の中にあるのであれば、潜在的キー
ワードデリネータ１１１０のさらなる集合が、生成されてもよい。また、正確に描写され
るキーワード範囲は、有効なキーワードとして検査され、キーワードが抽出され、複合キ
ーワードをこれ以上見つけることができなくなるまで、プロセスが繰り返される。
【０１３６】
　圧密化の最終的な方法過程は、全体ドメインにわたってキーワードラベルの曖昧さを排
除するために用いられてもよい。曖昧さの解消は、当業界では公知の要件であり、それに
対する多くの対処法がある。一般的に、曖昧さの解消は、エンティティが同一のラベルを
共有する場合に生じる曖昧さを解明するために用いられる。
【０１３７】
　一実施形態において、曖昧さの解消方法は、キーワードを同一のラベルを共有する１つ
の構造エンティティに圧密化することによって提供されてもよい。具体的に言えば、キー
ワードが、ラベルおよび交差型直接的概念関係集合を共有する場合には、キーワードラベ
ルを圧密化し、１つのキーワードエンティティにキーワードラベルを関連付けるための基
準であってもよい。
【０１３８】
　あるいは、曖昧さの解消のこの方法は、緩和されてもよい。具体的に言えば、交差型直
接的概念関係集合の判定基準を除去することによって、ドメインにおけるすべての共有キ
ーワードラベルが、同一のキーワードエンティティに圧密化してもよい。これは、ドメイ
ンが比較的小さいか、またはその主題にかなり集中されている場合に、有効な手法である
。あるいは、曖昧さの解消のこの方法に用いられる概念関係集合は、直接的概念関係およ
び間接的概念関係のより広い連係によって変更されてもよい。曖昧さの解消のさまざまな
方法が、当業界では周知である。
【０１３９】
　キーワード抽出のこの方法の結果は、キーワードの集合１１１８であってもよく、「原
子概念」のレベルに抽象化されてもよい。キーワードは、概念３０６に関連付けられ（１
１２０）、これにより、予備概念定義７０８ａとして導出された。これらの予備概念定義
７０８ａは、それらの構造に形態素エンティティ、抽象化のより深くてより多い基本的レ
ベルを含むように後に拡張されてもよい。これらの予備概念定義は、以下に記載するよう
に、入力データにおける概念関係によって示されるキーワードおよび形態素の暗黙の属性
に活用するようにさらに拡張されてもよい。
【０１４０】
　このプロセスから導出されるエンティティ７０８ａは、本開示に記載された変換エンジ
ンにおける次のプロセスに渡されてもよい。予備概念定義７０８ａは、以下に記載され、
図８に示される形態素抽出プロセスＧへの入力および以下に記載され、図１７に示される
出力データプロセスＨへの出力である。
【０１４１】
　［形態素を抽出する］
　従来のファセット分類において、ファセットに関する属性は一般的に、人間の認知を用
いて特定され、他の概念に関連付けられることができる概念に制限されてもよい。その結
果、属性が任意のより深い文脈がない概念を構成することから、属性は、原子概念と考え
られてもよい。
【０１４２】
　本願明細書に記載される方法は、概念およびそれらの関係の要素（形態素）の最小の属
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性を特定するために、大きなデータ集合にわたって統計的ツールを用いてもよい。抽象化
のこのレベルで、属性の多くは、概念として人間の分類学者にとって認識可能ではないで
あろう。
【０１４３】
　図８は、予備概念定義７０８ａを拡張するために、形態素３１０が、構文解析されてキ
ーワード３０８に関連付けられてもよい方法を示す。形態素抽出の方法は、上述し、図７
に示した予備概念定義を生成する方法から続いてもよい。
【０１４４】
　一実施形態において、形態素抽出の方法は、キーワード抽出の方法と共通の要素を有し
てもよいことに留意されたい。本願明細書において、これらの方法が重なっている場合に
は、形態素抽出のこの説明に対してさらに大雑把に取り扱う。
【０１４５】
　キーワードのプール１１１８および直接的概念関係の集合１１０６は、この方法への入
力であってもよい。
【０１４６】
　パターンは、形態素候補１２１２を特定するための判断基準として用いるために定義さ
れてもよい。これらのパターンは、ステミングのためのパラメータを確立してもよく、当
業界では公知であるように、全体のワードのためのパターンのほか、部分的なワード整合
のためのパターンを含んでもよい。
【０１４７】
　キーワード抽出と同様に、直接的概念関係の集合１１０６は、パターン整合のための文
脈を提供してもよい。パターンは、キーワードが生じる直接的概念関係の集合の中のキー
ワードのプール１１１８に対して適用されてもよい（１２０４）。ステミングパターンに
基づく共有ルートの集合が、特定されてもよい（１２０６）。共有ルートの集合は、各キ
ーワード用の候補の形態素ルートの集合１２０８を含んでもよい。
【０１４８】
　各キーワード用の候補の形態素ルートは、互いに一致するかを確認するために、比較さ
れてもよい（１２１０）。同一のキーワードの文脈およびキーワードが生じる直接的概念
関係集合の中に存在するルートは、重なるルートを有すると仮定されてもよい。さらに、
それらの重なるルートの交差から導出される要素ルートは、有効な形態素を特定するため
に用いられるパラメータの中に依然としてあると仮定される。
【０１４９】
　この認証検査は、潜在的形態素を特定するために、パターン整合を適用するときに現れ
るエラー（ステミング方法と共通の問題）を補正するための方法を提供してもよい。さら
に重要なことは、認証は、過度の形態素分割を抑制してもよく、抽象化の文脈上意味のあ
るさらに基本的なレベルを提供してもよい。
【０１５０】
　一実施形態において設計される形態素およびキーワードの抽出における一連の制約はま
た、複雑適応システムの文脈の中で、ネガティブフィードバックメカニズムを提供しても
よい。具体的に言えば、これらの制約は、複雑さの影響を減じ、分類のための集合パラメ
ータの中でそれを管理するように作用してもよい。
【０１５１】
　この形態素認証プロセスを通じて、任意の一致しない候補の形態素ルートは、キーワー
ド集合から除去されてもよい（１２１２）。形態素候補を特定するためのパターン整合の
プロセスは、すべての一致しない候補が除去されるまで、繰り返されてもよい。
【０１５２】
　一致する形態素候補の集合は、キーワードに関連付けられる形態素を導出するために用
いられてもよい。キーワード抽出方法と同様に、デリネータは、形態素を抽出するために
用いられてもよい（１２１４）。潜在的なルートのグループを調べることによって、１つ
または複数の形態素デリネータは、各キーワードに関して特定されてもよい。
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【０１５３】
　形態素は、各キーワードラベル内のデリネータの位置に基づいて抽出されてもよい（８
１０）。さらに重大なことは、キーワードに対する構造定義を提供するために、１つまた
は複数の形態素エンティティを導出するプロセスである。キーワード定義は、形態素をそ
こから導出されたキーワードに関係させる（またはマッピングする）ことによって構成さ
れてもよい（１２１６）。これらのキーワード定義は、ドメインデータストア７０６に格
納されてもよい。
【０１５４】
　抽出された形態素は、形態素のタイプ（たとえば、自由、拘束、屈折、派生など）に基
づいてカテゴリ化されてもよい（１２１８）。構成プロセスの後期の段階において、概念
を構築するための規則は、関与させられる形態素のタイプと、これらの形態素が他の形態
素に拘束されるかどうかに基づいて、変化してもよい。
【０１５５】
　一旦、タイプが決定されると、抽出された形態素は、ドメインにおけるすべての形態素
のプールを含んでもよい（１２２０）。これらのエンティティは、システムの形態素辞書
２０６に格納されてもよい。
【０１５６】
　各形態素ラベルの常置の目録は、形態素構文解析の未来の過程を知らせるために用いら
れる用に維持されてもよい。（さらなる情報に関しては、図３３に示される上記のデータ
構造変換の概要を参照されたい。）
　このプロセスから導出される形態素は、以下に記載され、図９～図１０に示されるよう
に、形態素関係Ｉを処理するために、変換エンジンにおける次のプロセスに渡されてもよ
い。
【０１５７】
　当業者は、形態素から構成されるキーワード定義を発見して抽出するために用いられ手
もよい多くのアルゴリズムがあることを認識されよう。
形態素関係を予測する
　形態素は、システムの多層ファセットデータ構造を固定する要素構成要素の１つの集合
を提供してもよい。他の要素構成要素は、形態素関係であってもよい。上記で説明し、図
３、図１８～図１９に示されるように、形態素関係は、次元概念関係を作成するための有
力な基準を提供する。
【０１５８】
　しかし、課題点は、分類データで存在する曖昧さの雑音において真に形態素の形態素関
係を特定する中にある。本発明の多層構造は、この課題点に対する一つの対処法を提供す
る。抽象化の複数のレベルにわたって関係を認証することによって、曖昧さは、連続的に
削減される。
【０１５９】
　以下の節は、形態素関係の発見を扱う。具体的に言えば、本発明のこの特定の態様にお
いて、パターン増強の方法は、雑音を剥ぎ取って要素構成要素の統計的特定を増強するた
めに用いられる。
［潜在的形態素関係の概要］
　図９は、潜在的形態素関係が訓練集合において概念関係から推測される方法を示す。
潜在的形態素関係は、すべての概念関係の集合体において、個々の潜在的形態素関係の普
及率を調べるために予測されてもよい。この調査に基づき、統計的検査は、形態素関係が
現れる概念関係のすべてとの関連において当てはまる高尤度を有する候補の形態素関係を
特定するために適用されてもよい。
【０１６０】
　本発明のシステムの一実施形態において、潜在的形態素関係は、関連概念における形態
素間に存在する可能性がある関係のすべての並べ替えとして構成されてもよく、関係の親
－子方向性が維持される。
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【０１６１】
　図９において実施例において、入力概念階層１００８の一部は、２つの概念間の関係を
示す。親概念およびそれに関係する子概念は、形態素｛Ａ，Ｂ｝および｛Ｃ，Ｄ｝をそれ
ぞれ含んでもよい。
【０１６２】
　また、概念は、１つまたは複数の形態素に関して定義（一実施形態において、キーワー
ドによってグループ化）されてもよい。その結果、２つの概念間の任意の関係は、概念を
定義する形態素間の少なくとも１つの（２つ以上であることも多い）関係を示唆する。
【０１６３】
　この実施例において、潜在的形態素関係を予測するプロセスが示されている。４つの潜
在的形態素関係８１２ａは、１つの概念関係から推測されてもよい。概念関係によって確
立された親－子方向性を維持し、任意の反復を認めないために、導出される可能性がある
４つの潜在的形態素関係、Ａ．Ｃ、Ａ．Ｄ、Ｂ．Ｃ、Ｂ．Ｄがある。
【０１６４】
　一般的に、親概念は、ｘ形態素を含み、子概念がｙ形態素を含む場合には、ｘ×ｙの潜
在的形態素関係がある。潜在的形態素関係の数は、親概念および子概念における形態素の
数の積である。
【０１６５】
　一実施形態において、形態素関係を予測するこの簡素な例証は、生成される統計的指標
を改良するために精製されてもよい。これらの改訂（すなわち、形態素の配置）は、図１
０に示される潜在的形態素関係予測の方法の説明において、以下で述べられる。
【０１６６】
　潜在的形態素関係を特定する基本的な方法のこれらの改訂は、潜在的形態素関係の数を
削減するように機能してもよい。この削減は、今度は、雑音の量を低減する可能性があり
、したがって、形態素関係を特定するパターンを増大し、形態素関係の統計的特定の信頼
性をさらに高める。
【０１６７】
　また、当業者は、概念関係の所与の集合から潜在的形態素関係を導出するために用いら
れてもよい多くのアルゴリズムがあることを認識されよう。
潜在的形態素関係の予測方法
　図１０は、潜在的形態素関係を予測するプロセスの一実施形態をより詳細に示す。
【０１６８】
　この意図は、潜在的形態素関係の集合を生成することであり、この潜在的形態素関係の
集合は、本質的に真に形態素である尤度（すなわち、潜在的形態素関係が提示するあらゆ
る文脈に当てはまる）を評価するために後に分析されてもよい。
【０１６９】
　潜在的形態素関係を予測する本方法は、上記に記載され、図６に示されるソース構造分
析結果Ｄの方法から続く。
【０１７０】
　方法はまた、上記に記載され、図８に示される形態素抽出Ｉの方法から拡張する。
【０１７１】
　潜在的形態素関係を決定するこの方法への入力は、ドメイン１２２０と、ドメインから
概念関係の認証された集合を含む入力概念階層１００８と、から抽出される形態素のプー
ルであってもよい。
【０１７２】
　各概念関係ペア内の形態素は、推測されることができる潜在的形態素関係の数を削減す
るために、整列されてもよい（１４０４）。具体的に言えば、２つのデータ要素が整列さ
れる場合には、これらの要素は、同一の概念関係ペアにおける任意の他の要素と組み合わ
せることができない。整列を通じて、候補の形態素関係の数を削減してもよい。
【０１７３】
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　一実施形態において、軸は、共有形態素に基づいて整列されてもよく、共有形態素に結
合されるすべての形態素を含んでもよい。たとえば、１つの概念が「カナダにおける政治
（Ｐｏｌｉｔｉｃｓ
ｉｎ Ｃａｎａｄａ）」であり、別の概念が「国際政治（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐ
ｏｌｉｔｉｃｓ）」である場合には、キーワード「政治（Ｐｏｌｉｔｉｃｓ）」における
共有形態素が、整列のための基準として用いられてもよい。
【０１７４】
　軸はまた、形態素辞書内の既存の形態素関係に基づいて、整列されてもよい。具体的に
言えば、任意の所与の潜在的形態素関係が、形態素関係の集合を用いて直接的または間接
的のいずれかで構成される形態素辞書における形態素関係によって表されてもよい場合に
は、潜在的形態素関係は、この基準で整列されてもよい。
【０１７５】
　外部辞書（図１０には図示せず）はまた、潜在的形態素関係の配置を指示するために用
いられてもよい。ＷＯＲＤＮＥＴ（商標）は、配置に適用されてもよい辞書である。外部
辞書内に含まれる種々の情報は、方向に関する基準として用いられてもよい。一実施形態
に基づいて、キーワードは、最初に言語の一部によってグループ化されてもよい。潜在的
形態素関係は、これらの文法的グループ化の中でのみ組み合わせるために抑制される。言
い換えれば、配置は、外部辞書によって指向されるように、言語の文法部分に基づいても
よい。外部辞書から推測されてもよい直接的形態素関係もまた、配置のための基準として
用いられてもよい。
【０１７６】
　潜在的形態素関係は、配置される集合に関与していない形態素のすべての組み合わせと
して予測されてもよい（８１２）。この予測は、上記に記載され、図９に示される。
【０１７７】
　潜在的形態素関係の結果として生じる集合１４０６は、ドメインデータストア９１０に
保持されてもよい。ここで、潜在的形態素関係の目録は、訓練集合に現れて、分析の次の
段階を通じて取り除かれるため、追跡されてもよい。
【０１７８】
　このプロセスから導出される潜在的形態素関係は、以下に記載され、図１１～図１３に
示されるように、取り除く形態素関係の組み立てＪのためのプロセスに渡されてもよい。
【０１７９】
　［潜在的形態素関係を取り除く］
　上記に記載され、図９～図１０に示される方法を通じて生成された潜在的形態素関係の
プールは、候補の形態素関係の集合になるまで取り除かれてもよい。
【０１８０】
　潜在的形態素関係は、訓練集合における全体的な普及率の評価に基づいて取り除かれて
もよい。広く普及しているそのような潜在的形態素関係は、真に形態素である（すなわち
、あらゆる文脈における関係を保持する）より高い尤度を有する。
【０１８１】
　さらに、形態素関係は、さらに一般的な（より広範な）関連形態素に関して、それらの
関係において明白であると仮定されてもよい。この曖昧さに関する構造マーカは、複数階
層であってもよい。形態素関係は、より少数の属性を具体化してもよく、関連形態素に関
するより明確な基準を提供してもよい。したがって、潜在的形態素関係もまた、複数階層
に現れるため、取り除かれてもよい。
【０１８２】
　形態素関係の階層は、これもまた階層である形態素関係ペアの集合から構成されてもよ
い。したがって、潜在的形態素関係のプールは、集合体において分析されて、階層のこの
仮定と矛盾する関係を特定してもよい。
【０１８３】
　この取り除きプロセスを切り抜けて残る候補の形態素関係が、形態素階層に組み立てら



(30) JP 2015-133144 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

れてもよい。候補の形態素関係は、親－子ペアリングであるのに対して、形態素階層は、
親－子関係の複数の生成に拡張されてもよい。
【０１８４】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、潜在的形態素関係と候補の形態素関係の取り除かれた集合
との間の差を示す。
【０１８５】
　図１１Ａにおいて、階層である４つの潜在的形態素関係ペア（親－子）がある。これら
の関係のうち、最初の３つは、ドメインにおいて比較的普及しているが、第４の関係は、
比較的稀である。したがって、第４のペアは、潜在的形態素関係の集合から取り除かれる
。
【０１８６】
　潜在的形態素関係の集合１４０６における最初の３つの関係ペアはまた、階層の仮定と
一致する。しかし、双方向の第５の関係１５０２は、この仮定と矛盾する。関係Ｄ．Ｃの
方向は、関係Ｃ．Ｄと矛盾する。この形態素ペアは、連想関係を通じて関係付けられたも
のとして再度タイプ分けされ、候補の形態素関係の集合１５０４から除去される。図１１
Ｂは、候補の形態素関係の取り除かれた集合を示す。
［形態素関係を組み立てる］
［形態素関係を統合する］
　図１２は、全体的な形態素複数階層への候補の形態素関係の圧密化を示す。すべての候
補の形態素関係ペアは、１つの集合体集合に組み込まれ、（以下にさらに詳細に記載する
ような）論理的に一致する世代ツリーに接続してもよい。
【０１８７】
　このデータ構造は、より一般的な形態素（複数の親）と２つ以上の直接的な関係に関与
させる唯一の形態素を結果として生じてもよいため、「複数階層」として記載されてもよ
い。この複数階層は、プロセスの後の段階で、厳格な階層（１つの親のみ）に変換されて
もよい。
【０１８８】
　矛盾する取り除くプロセス切り抜けて残る潜在的形態素関係（上記に記載され、図１１
Ｂに示される）は、候補の形態素関係の集合１５０４に収集されてもよい。候補の形態素
関係の集合は、全体的な形態素複数階層１６０２に統合されてもよい。
【０１８９】
　一実施形態において、全体的な複数階層を構成するプロセスにおける制約は、１）複数
階層における候補の形態素関係の集合は、集合体において論理的に一致することと、２）
複数階層は、論理的に一致する構造を作成するために必要な複数階層関係の最小数を用い
ることであってもよい。
【０１９０】
　再帰的順序付けアルゴリズムは、ツリーを組み立てて、矛盾および提案された解決策を
強調するために用いられてもよい。以下の実施例に適用された推測は、このアルゴリズム
の論理を示す。
【０１９１】
　関係階層＃１に基づき、Ａは、Ｃより優れている（すなわち、一般的である）。階層＃
２に基づき、Ｂは、Ｃより優れている。階層＃３に基づき、Ａは、Ｄより優れている。４
つの形態素は、Ｃより優れているＡおよびＢとＤより優れているＡと論理的に組み合わせ
られることができる。
【０１９２】
　２つ以上の論理的な順序付けが、可能である場合には、概念一般性インデックス１０１
２が、曖昧さを解明するために用いられてもよい。（概念一般性インデックスは、上記に
記載され、図６に示されるソース構造分析結果の方法を通じて作成される。）このインデ
ックスは、形態素が比較的に、他の形態素より一般的であるか、または特異であるかどう
かを評価するために形態素を（ルートノードからの分離度に関して測定される一般性と）
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比較するために用いられてもよい。
【０１９３】
　実施例において、ＡおよびＢの両方が、候補の形態素関係の集合に基づいて、局所的に
一致する最上位のノードである。ＡおよびＢはまた、Ｃの両親である。したがって、関係
の複数階層集合は、Ｃで生成されてもよい。関係の複数階層集合と矛盾するサンプル集合
における情報がないため、関係は、有効であると仮定されてもよい。処理は、後の段階に
おいて複数階層を解明するために続いてもよい。
ＡおよびＢが、間接的な関係を通じて、代わりにノードに関連付けられることを示される
新たなデータが提示される場合には、システムは、複数階層を直ちに解明し、同一のツリ
ー内にＡおよびＢを順序付けしてもよい。ＡおよびＢの優先度は、一般性インデックスを
通じて決定されてもよい。ここでは、Ａは、Ｂより低い一般性ランキングを有する。した
がって、結果として生じる複数階層１６０２においてより高い（より一般的な）位置が与
えられる。
［形態素複数階層の組み立て］
　図１３は、形態素複数階層が、候補の形態素関係から組み立てられることができる方法
を示す。
【０１９４】
　形態素階層は、集合体において、候補の形態素関係ペアを分析することによって組み立
てられてもよい。入力概念階層における場合のように、目的は、関係の個々のペアを１つ
にまとめられた全体に圧密化することである。
【０１９５】
　形態素関係組み立ての方法は、上記に記載され、図９～図１０に示したように、潜在的
形態素関係Ｊを予測する方法から続いてもよい。
【０１９６】
　潜在的形態素関係の集合１４０６は、この方法に対する入力であってもよい。候補の形
態素関係は、形態素を含む概念関係の分析に基づいてソートされてもよい（１７０２）。
概念関係は、各概念関係ペア（最低対最高）における形態素の集合計数に基づいてソート
されてもよい。
【０１９７】
　概念関係ペアに関与する形態素の数が減少すると、形態素関係は、尤度において増大す
る可能性がある（任意の所与の形態素関係候補に関する確率は、ペアにおける潜在的な候
補の数によって因子が決まる）。したがって、一実施形態において、オペレーションは、
より低い形態素計数を有する概念関係の分析を優先してもよい。ペアにおける形態素の数
が低いと、真に形態素の形態素関係を求める機会を増大する可能性がある。
【０１９８】
　形態素関係の統計的に関連する境界を定義するためのパラメータは、集合１７０４であ
ってもよい。これらのパラメータは、集合体において形態素関係の普及率に基づいてもよ
い。目的は、ドメインにおいてきわめてよく普及しているドメインを特定することである
。形態素関係におけるこれらの制約はまた、複雑適応システムのネガティブフィードバッ
クメカニズムに寄与する可能性がある。集合体における関係集合の分析１７０６は、各関
係の全体普及率を決定するために行われてもよい。この分析は、システムアドミニストレ
ータによって制御される感度パラメータ内で行われる統計的ツールと組み合わせられても
よい。正確なパラメータは、各ドメインに対して調整されてもよく、ドメインオーナおよ
びシステムアドミニストレータによって変更されてもよい。
【０１９９】
　概念関係分析と同様に、円環的関係１７０８は、階層関係の仮定を否定するために構造
マーカとして用いられてもよい。潜在的形態素関係は、普及率および階層のフィルタに合
格しない場合には取り除かれてもよい（１７１０）。
【０２００】
　潜在的形態素関係の取り除かれた集合は、候補の形態素関係の集合１５０４を含んでも
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よい。形態素の一般性１０１０ａは、概念一般性インデックス１０１２において具体化さ
れるように、ソース構造概念の一般性から推測されてもよい。
【０２０１】
　形態素の最小数を具体化する概念は、各形態素の一般性の代わりとして用いられてもよ
い。この仮定の基準を示すために、概念は、唯一の形態素から構成されると仮定する。概
念と概念を含む１つの形態素との間で高い関連度が与えられると、形態素の一般性は、概
念の一般性ときわめて相関がある可能性が高い。
【０２０２】
　この推測は、一実施形態において、形態素の一般性の予測に向けられる。具体的に言え
ば、システムは、集合体において形態素の最小数を具体化する概念の集合を集めてもよい
。すなわち、システムは、集合におけるすべての形態素を表す概念の集合を選択してもよ
い。
【０２０３】
　概念一般性インデックス１０１２は、次元概念関係に優先順位を付けるために用いられ
てもよく、ドメインデータストア７０６に格納されてもよい（図示せず）。
【０２０４】
　形態素階層は、上記に記載され、図１２に示される方法を用いて、全体の複数階層構造
１７１２に組み立てられてもよい。これは、集合体においてノードを順序付けすることと
、間接的な関係の他の集合から推測される可能性がある任意の冗長な関係を除去すること
と、に関与してもよい。作成された概念一般性インデックスは、最も一般的なものから最
も特異なものまで、形態素を順序付けするために用いられてもよい。
【０２０５】
　当業者は、当業界は周知であるように、階層形態素関係の収集物を複数階層に統合する
ために用いられてもよい多くのアルゴリズムがあることを認識されよう。
［形態素階層を組み立てる］
　図１４～図１６は、形態素階層への形態素複数階層の変換を示す。
［形態素複数階層属性］
　図１４Ａ～図１４Ｂは、形態素属性および例示的結果のプロセスを示す。これに関連す
る属性は、ファセット分類が順序付けされ、データ要素に割り当てられる態様を指す。オ
ペレーションが、エンティティ抽出（キーワードおよび形態素抽出など）に制約を付ける
ように、形態素階層は、明確な制約を用いて形態素関係上に構築されてもよい。
【０２０６】
　形態素を階層に連結する形態素関係は、定義によって、形態素である。形態素エンティ
ティは、基本的であり、かつ明白である。形態素は一般的に、１つの親のみに関連付けら
れることが必要である。形態素関係の集合（形態素階層）において、形態素は、１つのみ
の位置に存在してもよい。
【０２０７】
　１つの知識表現モデルにおけるこれらの定義に基づき、形態素は、形態素データのファ
セット階層の中の属性として提示されてもよい。したがって、知識表現モデルは、ファセ
ットデータおよびファセット分類の多層の増強方法を提供してもよい。
【０２０８】
　以前の方法において、候補の形態素関係の集合は、形態素複数階層の集合１８０２を提
示してもよい。したがって、属性は、知識表現モデルにおけるこれらの矛盾を比較検討し
て、解を求めるために用いられてもよい（１８０４）。
【０２０９】
　一実施形態において、属性の方法は、階層の形態素要件と矛盾しない階層における各形
態素に関する場所を求めることに関与してもよい。
【０２１０】
　複数階層における形態素は、元のツリーの中の新たな位置に上がってもよく、または完
全に新たなツリーに移動してもよい。属性のこのプロセスは、ファセット階層における最
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上位のルートの形態素ノードを最終的に定義してもよい。したがって、形態素階層におけ
るルートの形態素ノードは、形態素ファセットとして定義されてもよく、各形態素が、形
態素ファセット属性ツリーの中に含まれてもよい。
【０２１１】
　以下の説明は、属性の概念を用いて複数の親を除去するための方法を示す。
【０２１２】
　また、矛盾に関する構造マーカは、形態素複数階層１８０２に表れている複数の親の存
在であってもよい。矛盾を除去するために、複数の親を有する形態素は、共有する親の祖
先の属性として再検討されてもよい。
【０２１３】
　属性クラスは、再組織化される形態素によって元々共有される親のグループ化を維持し
、それらの親から別個の属性クラスにおける形態素を保持するために作成されてもよい。
（固有の祖先がない場合には、方法は、新たな形態素ファセットとして、形態素を階層の
ルートレベルに進める。）
　関係は、ルートノードからリーフノードに属性クラスに再組織化されてもよい。複数の
親は、最初に唯一の親が特定することができるような属性に再組織化されてもよい。すな
わち、形態素関係のトップダウン探査は、解の集合１８０４を求めることができるような
属性を提供する。
【０２１４】
　一般的に、２つの形態素が、少なくとも１つの親を共有する場合には、それらの形態素
は、その共有する親との関連において兄弟（連想関係）である。兄弟の子ノードは、単一
の属性クラスの下でグループ化されてもよい。（子ノードは、１つの親を共有することだ
けが必要であり、すべての親を共有する必要はないことに留意されたい。）形態素が、少
なくとも１つの親を共有しない場合には、形態素は、共有した祖先の個々の属性としてグ
ループ化されてもよい。
【０２１５】
　選択肢の間で選択するために、ソース関係の関連度が、比較検討されてもよい。関係関
連度の尺度は、ソース構造分析結果の説明において、上記で紹介され、図６に示された。
【０２１６】
　トップダウンから始まり、変換ステップは、以下のように細分化されてもよい。
１．兄弟グループ｛Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｈ｝は、１つの親Ａを共有する。各個々のノードは
、複数の親がいるかどうかを確かめるために検査される。この場合には、これらのノード
には複数の親がおらず、したがって、これらの関係を再組織化する必要はない。
２．形態素Ｅは、複数の親を有する。Ｅの最も近い１つの親の祖先は、Ａである。Ｅは、
Ａの属性として再組織化される必要がある。
３．Ｅの親｛Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｈ｝は、属性クラスＡ１の下でグループ化される。Ｅは次
に、Ａの属性としてＡ１の兄弟になる。
４．形態素Ｇもまた、複数の親を有する。ステップ（２～３）の場合と同様に、Ｇは、Ａ
の属性として再組織化される必要がある。さらに、ＥおよびＧは、少なくとも１つの親を
共有するため、１つの属性クラスＡ２の下でグループ化されることができる。
５．形態素Ｊは、唯一の親Ｈを有する。この親－子関係は、再組織化される必要はない。
６．形態素Ｋは、複数の親ＥおよびＧを有する。ＥおよびＧの単独の祖先は、ここではＡ
２である。Ｋは、Ａ２の属性として再組織化される必要がある
７．Ｋの親｛Ｅ，Ｇ｝は、属性クラスＡ２－１の下でグループ化される。Ｋは次に、Ａ２
の属性として、Ａ２－１の兄弟となる。
【０２１７】
　最終結果が、形態素階層であり、本発明の知識表現モデルによって定義される真に形態
素の属性および形態素関係の仮定に適合する。
形態素階層の再組織化
　図１５は、一実施形態において、属性の方法を提供することができる再帰アルゴリズム
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を提示する。この形態素階層の再組織化の中核論理は、上記に記載され、図１４Ａおよび
１４Ｂに示された属性の方法であってもよい。
【０２１８】
　この方法に関する入力は、上記に記載され、図１１～図１３に示されるように、形態素
複数階層Ｋであってもよい。本方法に対する入力は、形態素複数階層１６０２であっても
よい。関係は、ルートノードからリーフノードまでソートされる（１９０２）。形態素複
数階層における各形態素は、複数の親に関して検査されてもよい。本願明細書において、
分析の焦点である形態素は、能動形態素として周知である。
【０２１９】
　任意の複数の親が存在する場合には、能動形態素に関する複数の親の集合が、以下では
形態素属性クラスと呼ばれる集合にグループ化されてもよい（１９０６）。形態素属性ク
ラスは、再組織化されるツリーにおける形態素が、どのように順序付けされるべきかを指
示するために用いられてもよい。
【０２２０】
　各形態素属性クラスに関して、複数の親を有していない固有の祖先の位置を特定しても
よい（１９０８）。祖先は、属性クラスのみ（形態素によって共有される親のグループ）
に一意に関連付けられてもよい。
【０２２１】
　祖先が存在する場合には、システムは、形態素属性クラスにおけるすべての形態素を含
む１つまたは複数の仮想属性を作成してもよい（１９１０）。ツリーにおけるこのノード
は、任意の形態素に直接的に関連付けられず、したがって、任意の概念定義に関与しない
ために、「仮想属性」と呼ばれる。それは、仮想属性であって、実在属性ではない。
【０２２２】
　祖先が存在し、１つまたは複数の属性が作成される場合には、能動形態素は、祖先に直
接的に関連するか、または形態素属性クラスにおける他の形態素と共にグループ化される
かのいずれかで、祖先の属性として再組織化されてもよい（１９１２）。
【０２２３】
　固有の祖先が存在しない場合には、形態素は、ツリーにおけるルートノード（ファセッ
ト）として再位置決めされてもよい（１９１４）。
【０２２４】
　システムはまた、アドにミストレータが、形態素関係のプールおよび結果として生じる
形態素階層を手動で変更して、自動的に生成される結果を精製または置換することができ
るようにしてもよい（１９１６）。
【０２２５】
　このプロセスの最終結果は、形態素階層４０２であってもよく、要素形態素の階層整列
を含む。システムのデータ構造の要素構成要素の１つである形態素階層は、エンティティ
を抽象化の増大する複雑なレベルにカテゴリ化して配置するために用いられてもよい。
【０２２６】
　形態素階層における形態素関係は、形態素辞書２０６に記入されてもよい。形態素ラベ
ルは、システムに格納されたラベルの普及率に基づき、形態素に割り当てられてもよい。
システムにおいて最も普及している形態素ラベルは、その形態素に関する１つの代表的な
ラベルとして用いられてもよい。
【０２２７】
　この方法の出力は、以下に記載され、図１７に示されるように、システム出力データＬ
として処理されてもよい。
【０２２８】
　複数階層を厳密な階層に変換するための別の手法が、用いられてもよい。１つの親は、
複数の親の立場を除去するために、複数の比較検討因子のいずれかに基づいて選択されて
もよい。簡単な解では、複数の親関係は、消去されてもよい。
【０２２９】
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　図１６Ａは、組み立てられた形態素階層からのサンプルツリーの断片を示す。ツリーに
おける各ノード（たとえば、２００２ａ）は、形態素階層における形態素を表してもよい
。フォルダアイコンは、下に入れ子になっている関連形態素に対する親である形態素を示
すために用いられる（形態素関係）。各ノードの隣の文字列（たとえば、２００２ｂ）は
、関連付けられる形態素ラベル（多くの場合には、部分ワード）である。
［ファセット分類合成の方法］
　ここでは、ファセット分類の増強方法に基づき、次元概念タクソノミ２１０を構築（ま
たは合成）するプロセスを始める。この分類は、概念定義の集合に関する形態素階層の調
査を通じて、次元概念関係を生成してもよい（さらに具体的に言えば、形態素に関して定
義され、０以上の形態素が、形態素階層の中の形態素属性となる）。
【０２３０】
　本発明のファセット分類の方法は、データ抽象化の多階層に適用されてもよい。このよ
うに、ドメイン特有の境界を維持すると同時に、多数のドメインが、分類のために同一の
要素構成要素を共有してもよい。
［ファセットデータ集合を処理する］
　以下のポイントは、ファセット分類データ構造を合成するために用いるための分析オペ
レーションから出力データを準備する一態様において関与されるステップをまとめている
（以下にさらに記載される）。
【０２３１】
　分類対象の各ドメインの場合には、データ構造は、ドメイン特有のキーワード階層およ
びドメイン特有の概念定義の集合として出力されてもよい（さらに具体的に言えば、ドメ
イン特有のキーワードに関して定義され、０以上のドメイン特有のキーワードが、ドメイ
ン特有のキーワード階層の中のキーワード属性となる）。
【０２３２】
　上記に記載されるドメイン特有のファセットデータは、ドメインにわたって共有される
要素構成要素から導出されてもよい。予備概念定義は、訂正され、重大なことに、新たな
情報によって拡張されてもよい。これは、形態素階層における情報を訓練集合における元
の概念関係と比較することによって達成される。
【０２３３】
　具体的に言えば、合成オペレーションは、ドメインオーナ提供される明確な定義だけの
分析に基づくだけではなく、集合体におけるすべての概念および概念関係の分析を通じて
も、コンテンツノードに概念定義を割り当ててもよい。「明確な」属性の予備定義が、割
り当てられてもよく、コンテンツノードと交差する概念関係によって「示唆される」属性
のはるかに豊富な集合によって後に補足される。
【０２３４】
　候補の形態素関係は、すべての形態素階層に組み立てられてもよく、ファセット分類に
関するデータカーネルとして用いられてもよい。各ドメインに関する別個のファセット階
層は、各ドメインにおけるキーワードおよびそれらの形態素の固有の交差点から作成され
てもよい。このデータ構造は、ドメインの境界に制限される形態素階層の表現であっても
よい。
【０２３５】
　ファセット階層は、ドメイン（キーワードのその固有の集合）のボキャブラリにおいて
表現されてもよく、またドメインに因子が決まる形態素関係のみを含んでもよい。各ドメ
インに関するファセット分類は、そのドメインに関する概念定義の集合およびファセット
階層として出力されてもよい。
【０２３６】
　したがって、一実施形態において、ドメイン特有のファセット階層は、集中型の形態素
階層から推測されてもよい。ドメイン特有のファセット階層は、より小さなドメインに関
するファセットのより豊富な集合を提供してもよい。ドメイン特有のファセット階層は、
より小さなドメインに現れるエラーを補正することができる多数のドメインの共有される
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経験を構築してもよく、ドメインの処理がより高速になるように促進してもよい。
【０２３７】
　別の実施形態において、システムは、上記に記載され、図１４～図１５に示される方法
に、直接的に基づいて、ドメインに関する固有のファセット階層を作成してもよい。この
実施形態において、属性階層の組み立てのプロセスは、各ドメインから抽出されるドメイ
ン特有のキーワードに直接的に適用されてもよい。
【０２３８】
　さらに別の実施形態において、合成オペレーションは、分類の他の従来の手段から収集
されるデータに基づいてもよい。分類のそのような手段は、従来のファセット分類合成の
場合に準備されたファセットデータと、形式上の概念分析の場合のように、属性集合を厳
格に用いて定義される概念と、を含んでもよい。これらをはじめとする他の相補的分類方
法は、当業者には公知である。
【０２３９】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、（上記に記載されるように）組み立てられた形態素階層２
００２からのツリー断片および一実施形態において導出されたようなドメイン特有のキー
ワード階層２００４からのツリー断片を示す。キーワード階層２００４に関するツリー断
片において、関連付けられるキーワードラベルを表す各ノードに隣接する文字列（たとえ
ば、２００４ｂ）は、ドメインにおいて現れるように完全なワードであることに留意され
たい。さらに、キーワード階層２００４に関するツリー断片は、形態素階層２００２に関
するツリー断片の部分集合であってもよく、キーワード階層が導出されるドメインに関連
するそれらのノードのみを含むように縮小される。
【０２４０】
　図１７は、ファセット分類の増強方法に関する出力データを調整するオペレーションを
示す。
出力データは、ドメインに関する改訂された概念定義およびキーワード階層から構成され
てもよい。キーワード階層は、形態素階層に基づいてもよい。
【０２４１】
　このプロセスに対する入力は、分類対象のコンテンツノード３０２の集合、入力概念階
層１００８、形態素階層４０２および予備概念定義７０８ａであってもよい。これらの入
力の生成または他の方法による獲得のためのそれぞれのオペレーションＣ、Ｅ、Ｌおよび
Ｈは、上記に記載される。
【０２４２】
　第１の概念定義７０８ａおよび入力概念関係内の形態素属性の交差は、第１の概念定義
７０８ａから第２の概念定義７０８ｂに訂正するために用いられてもよい（２１０２）。
具体的に言えば、ソースデータにおける概念関係は、形態素階層から推測されることがで
きない場合には、概念定義は、概念関係によって「示唆される」属性を提供するために拡
張されてもよい。結果は、改訂された概念定義７０８ｂの集合である。
【０２４３】
　ドメインに加わっているすべての形態素の集合から形態素階層における関連形態素関係
の集合が、特定されてもよい（２１０６）。
【０２４４】
　形態素階層の低減されたドメイン特有のバージョンにおける形態素は、ドメインからの
キーワードを用いてラベル付けされてもよい（２１０８）。各形態素に関して、その形態
素を最大回数用いるシグネチャキーワードが、選択されてもよい。各キーワードに関して
最も普及しているキーワードラベルが、割り当てられてもよい。個々のキーワードは、フ
ァセット階層における１回の発生に制限されてもよい。一旦、キーワードが、シグネチャ
キーワードとして用いられると、キーワードは、他の形態素の代わりとして利用不可能と
なってもよい。
【０２４５】
　形態素階層は、ドメインに関係している形態素のみを含む形態素関係の集合に圧密化さ
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れてもよく、キーワード階層２１１２は、圧密化された形態素階層から推測される（２１
１０）。
【０２４６】
　ファセット分類を表す出力データ２１０ａは、訂正された概念定義７０８ｂ、キーワー
ド階層２１１２およびコンテンツノード３０２から構成されてもよい。出力データは、ド
メインデータストア７０６に転送されてもよい。
【０２４７】
　入力概念階層における概念関係はまた、ドメインデータストア７０６における出力デー
タに直接的に影響を及ぼしてもよい。具体的に言えば、入力概念階層は、オペレーション
の合成部分から推測される関係に優先順位を付けるために用いられてもよい。ソースデー
タから直接的に引き出された概念関係のプールは、推測される次元概念関係とは対照的に
、「明確な」データを表してもよい。入力概念階層において（直接的にまたは間接的に）
明確である推測された関係は、ソースデータに現れなかった関係より上の優先順位を付け
られてもよい。すなわち、明確な関係は、プロセスから推測されるさらなる関係よりも重
大であるように思われる場合がある。
【０２４８】
　出力データは、今度は、次元概念タクソノミＭをレンダリングするために複雑な次元デ
ータ構造として利用可能であってもよい。
［ファセット分類の方法を適用する］
　ファセット分類の増強方法の組織化原理は、最初に上記で紹介された図３、図１８～図
１９に示され、以下でさらに詳細に説明され、図２０～図２２に示され、その方法を通じ
て、要素構成要素が、複雑な次元構造を作成するために合成されることができる。
【０２４９】
　ファセット分類のこの増強方法は、ファセット分類体系の柔軟性の長所と、複雑な概念
の単一（非断片化された）階層を通じて提供されるような単純化、可視化および全体的な
視点の長所と結び付ける。
【０２５０】
　ファセット階層を単純な（単一の）階層と対比することは、これらの長所を明らかにす
る。単純な階層は、直観的に認識され、視覚化されやすい。階層は、同時に多くの組織化
基礎（またはファセット）を統合することが多く、関連属性のすべてのさらに全体的な視
点を提供する。属性は、ファセット境界にわたって連結され、同時にナビゲートされても
よい。属性を断片化するのではなく、属性を統合することによって、はるかに経済的で、
堅牢な説明の枠組みを提示する。
【０２５１】
　当業者は、その他の多くのより単純な従来の分類方法もまた、以下で概略を述べるよう
に、本発明の種々の構成要素およびオペレーションのモードから恩恵を受ける可能性があ
ることを認識されよう。公式の概念分析などのファセット分類の集合に基づく分類構築の
従来のプロセスは、本願明細書に記載されるシステムから恩恵を受けるであろう２つの別
の分類方法を示す。
［次元概念合成］
　図１８を参照すると、概念定義を含む形態素３１０が、形態素階層４０２に関連付けら
れてもよい。形態素階層４０２は、冗長な形態素関係を取り除いた形態素辞書２０６にお
いて既知の形態素関係のすべての集合体集合であってもよい。形態素関係は、他の形態素
関係の集合を用いて（すなわち、間接的な関係を通じて）局所的に構成されることができ
る場合には、冗長であるとみなされてもよい。
【０２５２】
　個々の形態素３１０ａおよび３１０ｂは、特有の概念３０６ｂを定義するために、キー
ワードにおいてグループ化されてもよい。したがって、これらの形態素３１０ａおよび３
１０ｂは、（キーワードグループ化を介して）概念３０６ｂと、形態素階層４０２におけ
る他の形態素３１０と、に関連付けられてもよいことに留意されたい。
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【０２５３】
　これらの相互接続を通じて、形態素階層４０２は、概念関係の新たでかつ拡張的な集合
を作成するために用いられてもよい。具体的に言えば、形態素関係を通じて関連付けられ
る形態素３１０を含む任意の２つの概念３０６は、それ自体が、関連概念であってもよい
。
【０２５４】
　概念定義の中の形態素の同時発生は、概念関係の階層を作成するための基準として用い
られてもよい。概念３０６ｂにおける交差線４０６ａおよび４０６ｂ(図１８)は、概念３
０６ｂを他の関連概念（図示せず）に接続する次元軸を表す。それぞれが、軸を定義する
形態素（またはファセット属性）の集合によってフィルタリングされる概念関係の別個の
階層を表す次元軸の集合は、複雑な次元構造の構造的基礎であってもよい。構成方法の簡
略化された概要は、図１９に続く。
［次元概念タクソノミ］
　図１９は、次元軸の交差に基づき、次元概念タクソノミ２１０を定義するための複雑な
次元構造の構成を示す。
【０２５５】
　４つの概念３０６ｃ、３０６ｄ、３０６ｅおよび３０６ｆの集合は、それぞれ、形態素
３１０ｃ、３１０ｄおよび３１０ｅによって定義される概念３０６ｃ、３０６ｄおよび３
０６ｅと、形態素３１０ｃ、３１０ｄおよび３１０ｅの集合によって定義される概念３０
６ｆと、で示されてもよい。形態素３１０ｃ、３１０ｄおよび３１０ｅの交差点によって
、概念３０６ｃ、３０６ｄ、３０６ｅおよび３０６ｆが、概念関係を共有してもよい。合
成オペレーション（以下に記載される）は、概念定義において形態素３１０ｃ、３１０ｄ
および３１０ｅに基づいて、概念関係の明らかに異なる階層として次元軸４０６ｃ、４０
６ｄおよび４０６ｅを作成してもよい。
【０２５６】
　次元概念関係を合成するこのオペレーションは、ドメイン２００におけるコンテンツノ
ード３０２のすべてまたは一部に対して処理されてもよい（処理オペレーションの範囲制
限および動的モードは、以下に記載され、図２２～図２３に示される）。したがって、コ
ンテンツノード３０２は、次元概念タクソノミ２１０として完全に再設計される複雑な次
元構造にカテゴリ化されてもよい。
【０２５７】
　上記に記載されるように、１つのコンテンツコンテナまたはコンテンツノード（ウェブ
ページなど）が、２つ上の概念に割り当てられてもよい。したがって、１つのコンテンツ
コンテナまたはコンテンツノードは、次元概念タクソノミにおける多くの離散した階層に
常駐してもよい。
【０２５８】
　また、形態素関係を通じて関連する形態素３１０を含む任意の２つの概念３０６はそれ
自体が、関連概念であってもよい。一実施形態において、明確な形態素関係および暗黙の
形態素関係の両方が、ドメインの文脈上の検討と組み合わせて、次元概念タクソノミにお
ける複雑な次元関係を推測してもよい。
【０２５９】
　概念定義は、ファセット属性として形態素を用いて記載されてもよい。上記に記載され
るように、ファセット属性（形態素）が、辞書において明確である（「登録されている」
または「周知である」）か、または暗黙である（「登録されていない」または「未知であ
る」）かは問題としなくてもよい。次元概念タクソノミにおけるその意味を保持するため
に、概念定義に関連付けられるわかりやすく有効な説明であるべきである。有効な概念定
義は、次元概念タクソノミにおけるコンテンツノードの意味を説明するために、生の素材
を提供してもよい。このように、ドメインにおけるオブジェクトは、訓練集合の一部とし
て前に分析されたかどうかに関係なく、次元概念タクソノミにおいて分類されてもよい。
当業界では公知であるように、分類対象のオブジェクトに概念定義を割り当てることを可



(39) JP 2015-133144 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

能にする多くの方法および技術がある。
【０２６０】
　本発明の一実施形態において、（上記に記載される）知識表現モデルの構造的エンティ
ティの対話は、以下のように、形態素、形態素関係、概念定義、コンテンツノードおよび
概念関係間の論理的連結を確立してもよい。
【０２６１】
　能動コンテンツノード内の概念が、他のコンテンツノード（以下では「関連ノード」）
におけるファセット属性と同一の系統のファセット属性（以下では、形態素）を含む場合
には、関係は、能動ノードと関連ノードとの間に存在してもよい。言い換えれば、各概念
は、コンテンツノードにおいて存在するように、それらの形態素間の関係によって推測さ
れる関係をすべて受け継いでもよい。
【０２６２】
　ファセット階層から直接的に推測される次元概念関係は、本願明細書では明確な関係と
呼ばれる。分類対象のコンテンツノードに割り当てられる概念定義の中のファセット属性
の交差集合から推測される次元概念関係は、本願明細書では暗黙の関係と呼ばれる。
合成（構築）規則
　概念間の明確な関係は、それらの概念定義における属性間の関係を調べることによって
予測されてもよい。概念定義は、分類されるコンテンツノードにおける属性（以下では、
「能動ノード」）に対して、ファセット階層（以下では、同一の「系統」の）において直
接的にまたは間接的に関わる属性を含む場合には、関与させる属性によって表される次元
軸に沿って、概念間に明確な関係が存在してもよい。
【０２６３】
　限定する制約（以下に記載される）を条件として、暗黙の関係は、それらの概念定義に
おける属性の部分集合を共有する任意の概念の間で、推測されてもよい。属性の交差集合
は、親－子関係を確立する。
【０２６４】
　軸は、ファセット属性集合に関して定義されてもよい。一実施形態において、軸は、フ
ァセット階層におけるファセット（ルートノード）の集合によって定義されてもよい。こ
れらの属性集合は次に、次元概念関係の圧密化された階層に概念をフィルタリングするた
めに用いられてもよい。あるいは、属性の任意の集合は、複雑な次元構造から導出される
同的に構成された（カスタム）階層に関して、次元軸の基準として用いられてもよい。
【０２６５】
　明確な関係および／または暗黙の関係が、親概念定義におけるすべての軸に関して引き
出されてもよい場合には、次元概念関係が存在する。したがって、次元概念関係は、属性
によって定義されるすべての次元にわたって、構造的に完全なままである。
優先度および方向性
　ファセット階層（形態素関係によって表現されるように）は、コンテンツノードの優先
順位を付けるために用いられてもよい。具体的に言えば、各コンテンツノードは、ファセ
ット階層において高々１つの位置に現れる属性を具体化してもよい。階層における属性の
優先度は、ノードの優先度を決定してもよい。
【０２６６】
　概念関係内の優先度は、最初に、問題になっている集合の中の任意の登録形態素の全体
の優先度を調べることによって、決定されてもよい。最上位の登録形態素は、集合に関す
る優先度を確立してもよい。
【０２６７】
　たとえば、第１の集合が、優先度数｛３，３７，３０３｝を有する３つの登録形態素を
含み、第２の集合は、優先度｛５，４９０｝を有する２つの登録形態素を含み、第３の集
合は、優先度｛５，２９６，１００２｝を有する３つの登録形態素を含む場合には、集合
は、｛３，３７，３０３｝、｛５，２９６，１００２｝、｛５，４９０｝に順序付けられ
てもよい。第１の順序付けされた集合は、その集合において含まれる優先度３を有する形
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態素の上位の全体的なランキングに基づいて、優先順位を付けてもよい。後者の２つの集
合は、いずれも｛５｝の最上位の形態素優先度を有してもよい。したがって、各集合にお
ける次の最高の形態素の優先度は、優先度｛２９６｝を有する形態素を含む集合が、より
高い優先順位を付けた集合であるべきであることを明らかにするために調べられてもよい
。
【０２６８】
　概念関係におけるコンテンツノードが、登録形態素によって差別化されない場合には、
システムは、優先順位付けの基準として暗黙の形態素の数を用いてもよい。最小数の形態
素を有する集合は、階層においてより高い優先度であると仮定されてもよい。コンテンツ
ノードが、同一の明確な形態素および同数の未登録の暗黙の形態素を含む場合には、コン
テンツノードは、互いと同等であると見なされてもよい。コンテンツノードが、同等であ
るときには、優先度は、これらのコンテンツノードのそれぞれがシステムによって発見さ
れる順序によって確立されてもよい。
【０２６９】
　図２０は、暗黙の関係の構成および結果として生じる階層におけるノードの優先度の決
定の一実施形態の構成の簡単な例証を提供する。
【０２７０】
　この実施例において、形態素「ビジネス」２２０１は、形態素辞書に登録される。ユー
ザインタラクションを通じて、コンテンツノードが、この形態素に加えて新たな形態素「
モデル」２２０２を含む概念定義を用いて構成されると仮定すると、それは、形態素辞書
では認識されない。
【０２７１】
　上記の実施例を続けると、形態素「ビジネス」は、最高の優先度２２０３を有する。集
合「ビジネス，モデル」は、「ビジネス」の示唆された子２２０４である。「広告」２２
０５などのこの集合に加えられる任意のさらなる形態素は、階層におけるさらなる層２２
０６を作成することになる。
【０２７２】
　任意の形態素は、システムにおいて明確であるかまたは示唆されたかに関係なく、概念
階層（または軸）に関する基準として用いられてもよい。上記の実施例を続けると、暗黙
の形態素「広告」２２０７は、この形態素に基づき、階層の親２２０８である。集合「ビ
ジネス，モデル，広告」２２０５は、この階層における子２２０９である。「広告」を含
む任意のさらなる集合はまた、この階層の構成員であろう。実施例において、集合「広告
，方法」２２１０もまた、広告２２１１に対する子である。形態素「ビジネス」が登録さ
れているため、集合「ビジネス，モデル，広告」は、暗黙の形態素のみを含む集合「広告
，方法」に比べて、広告階層においてより高い優先度が与えられる。
【０２７３】
　ノードの優先順位付けの別の実施例は、「シグネチャ」ノードに関する。これらは、そ
れらの関連付けられる概念に最もよく記述する（または意味を与える）コンテンツノード
として、定義される。たとえば、ドメインオーナは、その概念に関するシグネチャ識別子
として特定の概念に写真を関連付けてもよい。このように、シグネチャノードは、優先順
位を付けられてもよい。
【０２７４】
　シグネチャノードを実装するための多くの手法がある。たとえば、コンテンツノードの
特殊なクラスとしてのラベルは、１つの手法である。特殊な属性は、シグネチャノードに
割り当てられてもよく、その属性は、ファセット階層において最高の優先度を与えられて
もよい。または、フィールドが、コンテンツノードの表において用いられ、この属性を規
定してもよい。
【０２７５】
　ファセット階層に基づく優先順位付けは、アルファベット順、数値順および年代順のソ
ーティングなどの自動的な基礎によって補足されてもよい。従来のファセット分類におい
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て、優先順位付けおよびソーティングは、表記および引用順の問題である。システムは通
常、優先順位付けおよびソーティングの属性の動的再順序付けを提供する。したがって、
これらのオペレーションのさらなる説明は、ここでは行わない。
［軸定義および構造的完全性］
　システムの一実施形態において、次元概念タクソノミを構築するための別の規則は、次
元軸の構造的完全性に関する。概念定義（軸定義）としての各形態素（属性）集合は、次
元軸を確立してもよい。これらの形態素から推測される次元概念関係は、親ノードによっ
て決定されるように、すべての次元にわたって構造的に完全なままでなければならない。
言い換えれば、親概念と交差するすべての次元はまた、ノードの子概念のすべてと交差し
なければならない。以下の実施例が、説明する。
【０２７６】
　概念定義｛Ａ，Ｂ，Ｃ｝を有する能動コンテンツノードを考える。
【０２７７】
　Ａ、Ｂ、Ｃが、概念定義における３つの形態素であり、形態素Ｅ、Ｆ、Ｇがそれぞれ、
形態素階層におけるＡ、Ｂ、Ｃの子たちである場合には、
　｛Ａ，Ｂ，Ｃ｝は、形態素ＡおよびＢおよびＣを用いて記述される概念定義を指す。
【０２７８】
　｛Ａ，＊｝は、Ａの暗黙の子であるノードを確立するために、明確な形態素Ａおよび暗
黙の形態素｛＊｝の組み合わせを指す。
【０２７９】
　｛Ａ｜Ｂ｝は、形態素｛Ａ｝または｛Ｂ｝のいずれかを指す。
【０２８０】
　この実施例において、能動ノードにおける３つの形態素Ａ、Ｂ、Ｃは、次元概念階層に
おける３つの次元（または交差軸）を確立するために用いられてもよい。このノードの子
であるための任意の他のコンテンツノードに関して、候補は、３つの軸すべてに対する子
たちでなければならない。以下の表記は、本発明の一実施形態によって定義されるように
、明確な関係および暗黙の関係の解集合である：
｛Ａ｜Ｅ｜Ａ，＊｜Ｅ，＊），（Ｂ｜Ｆ｜Ｂ，＊｜Ｆ，＊），（Ｃ｜Ｇ｜Ｃ，＊｜Ｇ，＊
）｝、
　式中、第１の次元の形態素は、ＡまたはＥまたはＡの暗黙の形態素またはＥの暗黙の形
態素である、
　式中、第２の次元の形態素は、ＢまたはＦまたはＢの暗黙の形態素またはＦの暗黙の形
態素である、
　式中、第３の次元の形態素は、ＣまたはＧまたはＣの暗黙の形態素またはＧの暗黙の形
態素である。
【０２８１】
　処理の範囲は、次元軸の概念定義を抑制することによって、さらに制限されてもよい。
個々の軸（以下では「能動軸」）は、親ノードから形態素の部分集合を参照することによ
って確立されてもよく、したがって、能動ノードにリンクしてもよい親（祖先）の集合を
抑制する。効果的に、能動軸に関連付けられる概念定義は、能動ノードから能動軸の概念
定義によって定義される階層に常駐するそれらのコンテンツノードだけに拡張する複数階
層を抑制する仮想の親ノードを確立してもよい。
【０２８２】
　以下の例は、概念定義｛Ａ，Ｂ，Ｃ｝に関する上記で紹介された例を用いたこの制約を
示す。この実施例において、導出された次元概念関係は、概念定義｛Ａ，Ｂ｝を有する能
動軸に抑制される。この制約の下で、能動ノードに対する潜在的な親（祖先）の集合は、
集合
｛（Ａ，Ｂ）｜Ａ｜Ｂ｝に制限される。言い換えれば、整合する概念定義は、ＡまたはＢ
の組み合わせを含むだけであり、Ｃを含まない（また、この実施例において、形態素階層
においてＡまたはＢに対する親はないと仮定する）。
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【０２８３】
　したがって、明確な関係および暗黙の関係の組み合わせは、概念間の階層関係を構築す
るための規則を確立してもよい。
【０２８４】
　当業界は周知であるように、フィルタリング機能および順序付け機能のこれらのタイプ
を最適化するための多くの手法がある。これらには、インデックスおよびキャッシュなど
のデータ管理ツールが含まれる。これらの改良点は、当業界では公知であり、本願明細書
ではさらに説明しない。
［合成オペレーションのモード］
　本発明のファセット分類の方法の場合には、合成オペレーションの種々のモードが、可
能である。合成は、異なるドメインの個々の要件およびエンドユーザの要件に適合するよ
うに変化させてもよい。以下に記載するように、これらのモードは、以下のように定義さ
れてもよい。
［静的合成対動的合成］
　一実施形態において、「静的」ファセット分類合成は、提供され、この「静的」ファセ
ット分類合成において、次元概念階層を定義する軸が、予め定義されてもよい。結果とし
て生じる次元概念タクソノミが次に、静的構造としてアクセスされてもよい。
【０２８５】
　ファセット分類合成の静的モードの利点は、ドメインオーナが次元概念タクソノミを正
確な仕様に整理してもよいことである。したがって、これらの静的構造の中に含まれる情
報にアクセスして消費するエンドユーザは、ドメインオーナの組織化する知識から恩恵を
受けることができる。したがって、静的合成は、たとえば、情報のエンドユーザが、ドメ
インの中に含まれる情報の知識をほとんど持たない場合に、特に有用である。
【０２８６】
　別の実施形態において、「動的」ファセット分類合成のシステムが、提供され、この「
動的」ファセット分類合成のシステムにおいて、次元概念階層が、情報のエンドユーザに
提供される合成パラメータに直接的に基づいて、略実時間で処理されてもよい。オペレー
ションのこの動的モードは、情報構造の徐々に増加し、純粋に「必要に応じた」組み立て
を容易にする。
【０２８７】
　動的処理は、情報の途方もない節約および格納の長所を提供し、エンドユーザ構造を予
め作成して格納する必要性を取り除くことができる。さらに重要なことは、動的処理は、
エンドユーザがそれらの要件に対する出力を正確に調整することを可能にし、パーソナラ
イズ化の長所を提供してもよい。（合成オペレーションのモードは、以下でさらに詳細に
説明される。）
　さらに別の実施形態は、上記で紹介された静的合成のモードおよび動的合成のモードを
組み合わせる。合成のこの混成モードの下で、ドメインオーナは、軸定義の選択を提供し
、次元概念タクソノミに関する静的「大域的」構造を提供してもよい。その大域的構造の
中で、動的合成は次に、個々のエンドユーザが彼らの必要に対して構造をさらに調整する
ことができるようにするために用いられてもよい。したがって、この混成モードは、静的
合成および動的合成の両方の長所を組み合わせている。
［概念階層およびコンテンツノードにおける制限］
　ドメインおよびファセット階層のサイズが増大すると、推測されることができる次元概
念関係の数が、急増する可能性がある。制限が、生成される関係の数に設けられてもよい
。
【０２８８】
　制限は、結果として生じる出力階層における関係概念または関連コンテンツノードの最
大数を設定するために、ユーザによって入力されてもよい。たとえば、アドミニストレー
タが、合成オペレーションを設定して、システムが、１０の密接に関係する概念を階層に
組み立てた後、処理を停止してもよい。
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［抽象化レベルを変更する］
　知識表現モデルおよび分析オペレーションの説明において、上記に記載されるように、
概念定義を含む属性は、抽象化レベルを変更するために定義されてもよい。本願明細書に
記載される一実施形態は、概念、キーワードおよび形態素の抽象化レベルでエンティティ
を提供する。合成において用いられる概念定義の属性における抽象化レベルの変更は、合
成オペレーションの著しく異なる出力に影響を及ぼしてもよい。
【０２８９】
　具体的に言えば、属性が、ドメインの中で、より基本的な形態素エンティティとなる傾
向があるために、これらの属性を用いて定義される複雑な概念の間で、より多くの接続が
、可能であってもよい。したがって、これらの形態素に関して属性を定義することは、結
果として生じる合成出力を組織化するために、より大きな接続およびより多様な手法を提
供してもよい。
【０２９０】
　逆に言えば、属性が、キーワードまたは複雑な概念などのより抽象的で複雑なエンティ
ティとなる傾向があるために、結果として生じる合成構造は、さらに正確で、一般的によ
り少数の接続を有するが、より高い全体的な品質を有してもよい。したがって、合成オペ
レーションにおいて抽象化レベルを変化させることは、アドミニストレータ、ドメインオ
ーナまたはエンドユーザが、個々の要件に基づいて情報を調整することを可能にしてもよ
い。
［ドメイン処理の範囲］
　一実施形態において、次元概念タクソノミの完全な表示が、生成される前に、ドメイン
におけるすべてのコンテンツノードが、調べられて比較されてもよい。言い換えれば、シ
ステムは、任意の推測が、これらの関連ノード間の直接的階層関係に関して行われること
ができる前に、関わる可能性があるドメインにおけるすべてのコンテンツノードを発見し
てもよい。
【０２９１】
　ドメインにおけるすべてのコンテンツノードの完全な調査の長所は、ドメインの中の情
報の網羅的な探査および発見を提供してもよいことである。高精度要件および再現率要件
に関して、合成のこのモードは、適切である可能性がある。それは、比較的小さく、明確
に境界を定められたドメインの場合は、好ましいことが多い。
【０２９２】
　別の実施形態において、全体ドメインを分析する代わりに、ドメインの局所領域が、ユ
ーザの能動的焦点に基づいて、分析されてもよい。この局所的な分析は、素材が、訓練集
合の一部として以前に分析されたかどうかに関係なく、素材に適用されてもよい。パラメ
ータは、処理時間（待ち時間）と分析の深さのバランスを取るために、アドミニストレー
タによって設定されてもよい。
【０２９３】
　訓練集合の一部として分析されなかった素材に関して、システムは、訓練集合素材から
導出された強化されたファセット分類体系の下で素材を分類するために、局所的な分析の
オペレーションを用いてもよい。
【０２９４】
　以下にさらに詳細に記載するように、ドメインから素材の局所部分集合を分類するオペ
レーションがまた、新たなドメインを分類するために用いられてもよいことに留意された
い。言い換えれば、１つのドメインから訓練集合は、新たなドメインから素材を分類する
ために、構成体系に関する基準として用いられ、したがって、マルチドメイン分類環境を
支援してもよい。
【０２９５】
　図２１は、合成の種々のモードをさらに詳細に示す。本発明の範囲を制限することなく
、これらの例は、種々のモードを通じて提供される広範囲の合成オプションを実証する。
この合成の柔軟性の長所は、ドメインの膨大なアレイおよびユーザの要件に適合するシス
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テムを提供することである。
［静的（プレインデックス）合成］
　図２１は、本発明の方法を示し、その一実施形態において、ファセット分類の増強方法
に関する出力データは、次元概念タクソノミ２１０を作成し、ドメインを再組織化しても
よい。出力データが、生成されてもよい（Ｍ）（上記に記載され、図１７に示される）。
この方法に関する入力は、訂正された概念定義２１０４、キーワード階層２１１２および
ドメインからのコンテンツノード３０２であってもよい。
【０２９６】
　各概念定義７０８ｂは、キーワード階層２１１２におけるキーワードにマッピングされ
てもよい（２３０２）。概念に関する新たな次元概念関係は、上記に記載され、図３、図
１８～図２０に示されるように、ファセット分類の増強方法の規則によって生成されても
よい（８２０）。
【０２９７】
　情報構造のアドミニストレータは、自動的に生成される次元概念タクソノミ構成の結果
を手動で調整することが好ましい場合がある（２３０４）。オペレーションは、手動介入
のこれらのタイプを支援してもよいが、完全に自動化されたオペレーションの場合にはユ
ーザインタラクションを必要としない。
【０２９８】
　分析２３０６は、結果として生じる次元概念タクソノミのパラメータを評価するために
用いられてもよい。また、統計的パラメータは、次元概念タクソノミに関する倍率として
アドミニストレータによって設定されてもよい（２３０８）。統計的パラメータはまた、
処理の範囲を削減することによって、複雑適応システムにおけるネガティブフィードバッ
クとして複雑さを制限し、したがって、組み込まれる階層の数を減少してもよい。
【０２９９】
　次元概念タクソノミ２１０は、以下に記載され、図２７に示されるように、ユーザイン
タラクションに関して利用可能であってもよい（Ｎ）。
［ドメイン部分集合（範囲制限型）合成］
　図２２は、ドメインからコンテンツノードの選択および次元概念階層へのそれらのコン
テンツノードの順序付けを示す。能動ノードに対するドメインの抑制された表示が、行な
われてもよい（２４０２）。全体ドメインを処理するのではなく、オペレーションは、能
動ノードのすぐ近接する（２４０４）すべてのコンテンツノード（たとえば、２４０６）
の直接的な調査を行なってもよい。
［再帰的概念階層の組み立て］
　一実施形態において、関連コンテンツノードのこの差別化されていないグループを特定
の構造グループに再分割するために、再帰アルゴリズムが有用であってもよい。「候補集
合」は、能動概念定義に関わる概念の集合および関連付けられるコンテンツノードをそれ
らがどのように関わっているかの正確さを問わずに、記述する。グループは、親および子
たち（階層関係）および兄弟（関連関係）として、能動概念またはコンテンツノードに対
して記述されてもよい。これらのグループによって記述された構造関係は、当業界では公
知である。これらの近接概念および関連付けられるコンテンツノードは次に、基本的な形
態素関係および関与する形態素に基づいて、能動概念に対する階層関係に順序付けされて
もよい。
【０３００】
　図２２において、この階層は、コンテンツノードの候補集合２４０４の中のコンテンツ
ノード（たとえば、２４０６）間の関係の部分集合として示される。階層ツリー２４０８
において、能動ノード２４０２に直接的に関わるそれらのコンテンツノード（直接的な子
たち）は、候補集合２４０４の中の任意の他の親を有してもよい。候補集合における残り
のコンテンツノードは、間接的な子たち（子孫）として階層においてより深く位置決めさ
れてもよい。
［１つのドメイン分類体系を第２のドメインに適用する］
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　図２３は、ファセット分類体系を展開するために用いられた訓練集合の一部ではなかっ
たドメインからの素材の局所部分集合を分類するオペレーションを示す。
【０３０１】
　ドメイン２００から、ドメイン素材の局所部分集合２４０４ａは、処理のために選択さ
れてもよい。素材は、ドメインオーナによって確立された選択判断基準に基づいて選択さ
れてもよい（２５０２）。選択は、局所的な領域に関する基準である能動ノードに対して
行なわれてもよい（２５０４）。選択プロセスは、局所部分集合の境界を記述する探索タ
ームのリストなどの局所部分集合のパラメータを生成してもよい（２５０６）。
【０３０２】
　局所集合に関する多くの潜在的な選択判断基準がある。一実施形態において、素材は、
関連素材の集合を返すために、能動ノードに関連付けられる概念定義を全文情報検索（探
索）構成要素に渡すことによって選択されてもよい。そのような全文情報検索ツールは、
当業界では公知である。別の実施形態において、関連キーワードの集合を導出するために
、拡張された探索クエリは、キーワード階層を調べることによって、能動ノードにおける
概念定義から導出されてもよい。これらの関連キーワードは今度は、探索クエリを拡張し
て、能動ノードの概念定義に関するタームを含むようにするために用いられてもよい。
【０３０３】
　選択プロセスから導出されるドメインの局所部分集合２４０４ａは、分類対象の候補コ
ンテンツノードを含んでもよい。局所部分集合における各候補コンテンツノードに関して
、概念シグネチャが、抽出されてもよい（２５０８）。概念シグネチャは、ドメインオー
ナによって特定されてもよく、ドメイン特有のキーワード階層２１１２にキーワード２３
０２をマッピングするために用いられ、各候補コンテンツノードに関する概念定義を提供
してもよい。また、構築構成要素は、概念シグネチャから導出されるすべてのキーワード
が、（キーワード階層に登録されたものとして）システムにとって周知である必要はない
。
【０３０４】
　概念階層は、上記に記載される暗黙の関係および明確な関係の構築規則を用いて、候補
コンテンツノードに関して予測されてもよい（８２０）。最終結果は、局所概念タクソノ
ミ２１０ｃであってもよく、ドメインの局所部分集合からのコンテンツノードが、訓練集
合からのそのドメインに関して導出される構成的体系の下で組織化される。分類をさらに
改良するために、局所概念タクソノミは次に、ユーザインタラクション用の環境として利
用可能であってもよい。
［動的（実時間）合成］
　本発明の別の実施形態は、合成の動的モードを用い、実時間でユーザの好みを合成オペ
レーションに組み込む。図２４～図２５および以下の説明は、動的合成のこのモードの中
で、オペレーションにさらに詳細を提供する。
【０３０５】
　図２４において、動的合成のモードの一実施形態が、広範な概観において示されている
。動的合成プロセスは、オペレーションの要求応答モデルに従ってもよい。動的合成オペ
レーションは、ユーザ要求によって起動される（２４０２）。ユーザは、自分たちの要件
（たとえば、自分たちの関心ドメイン、能動概念定義によって符号化されるような自分た
ちの関心話題、軸定義によって符号化されるような話題における自分たちの視点および制
限合成パラメータの集合によって抑制されるような自分たちの関心の範囲）を指定しても
よい。図２４において、これらのユーザパラメータは、内側のより多くの要素属性（４つ
の点）２４０４から構成される能動概念定義として概略的に簡略した形（ボックス）で表
される。
【０３０６】
　ユーザからこの動的入力を用いて、システムは次に、概念の関連付けられる階層（出力
概念階層）２４０６を返してもよい。この出力概念階層は次に、ユーザによるさらなる探
査の焦点であってもよく、または合成オペレーションのさらに別の段階へのブリッジとし
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て働くことができる。
【０３０７】
　この要求を処理するために、能動概念定義に関連付けられる属性集合は、合成される概
念階層に関する候補集合２４１０として用いられる指定されたドメイン２４０８内から概
念の集合の位置を特定するための基準であってもよい。それらの概念を能動概念定義に関
連させるための「誘導」方法２４１２は、以下に記載される。誘導は、動的に分類され、
関連概念の階層を構成するための参照として用いられてもよい。
【０３０８】
　動的合成のモードの主要なステップおよび構成要素におけるさらなる詳細が、次に提供
される。
［ユーザ起動合成要求］
　動的合成オペレーションは、ユーザ要求によって起動される（３５０２）。動的合成プ
ロセスを起動するために、ユーザは、ドメイン、能動概念定義および軸定義を提供しても
よい。ユーザはまた、以下に説明される他の入力合成パラメータを介して、概念階層のサ
イズおよび形状を抑制してもよい。ユーザインターフェイスシステムの実装の説明におい
て以下に記載するように、ユーザ入力のこのタイプを獲得するための多くの技術的手段が
ある。
［動的合成入力および合成パラメータ］
　したがって、合成の動的モードに対する入力は、ユーザ特有の合成パラメータおよびド
メイン特有のファセットデータ集合から構成されてもよい。これらの入力は、綿密に磨か
れたフィールドに合成オペレーションを抑制してもよく、またはユーザの正確な要件の支
配下に領域を置いてもよい。ドメイン特有のファセットデータ集合に関する詳細は、上記
で提供される。
［実時間合成パラメータ］
　上述のように、動的合成の一実施形態は、能動ドメイン、能動概念定義および能動軸定
義のユーザ入力を提供してもよい。さらに、ユーザは、分離度を規定するパラメータと、
概念およびコンテンツノードに関して合成オペレーションの出力を制限するパラメータと
、をさらに提供することによって、自分たちの要件を記述してもよい。
【０３０９】
　分離度パラメータは、能動概念定義から出力概念階層における関連概念定義に、最大数
の直接的階層ステップを指定する。
【０３１０】
　たとえば、ファセット分類の増強方法の構築規則に基づいて、代表的な能動属性集合｛
Ａ，Ｂ，Ｃ｝と仮定すると、以下の属性集合が、除去される１つの分離度となる。
【０３１１】
　｛Ａ，Ｂ，Ｃ，？｝：１つのさらなる要素を有するすべての上位集合、式中、？は１つ
の他の属性を表す
　｛Ａ，Ｂ｝、｛Ａ，Ｃ｝、｛Ｂ，Ｃ｝：暗黙の属性関係に基づくすべての部分集合
Ａ→Ｄが明確な属性関係と仮定されると、｛Ｄ，Ｂ，Ｃ｝
［待ち時間］
　待ち時間は、エンドユーザによって操作されてもよい合成の別のパラメータである。一
つの実装において、「天井」応答時間は、合成オペレーションが、ユーザの合成要求と構
築エンジン応答との間の最大時間まで制限されるように、システムに適用され、その要求
を満たすように出力されてもよい。この待ち時間制御の別の実施形態は、エンドユーザが
、要求応答時間を増減し、個々の情報のアクセス要件および発見要件に合致するように性
能を調整することを可能にする。
［動的合成に関する候補集合］
　動的合成に関する候補集合の組み立ての一実施形態が、図２５に示される。
【０３１２】
　動的合成において、能動概念の属性集合は、明確に関係する祖先および子孫属性集合を
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求めるために、属性階層に対して調べられてもよい。これらの調査に関するより多くの情
報が、合成（構築）規則の説明の下で、上記に提供される。また、全体ドメインは、動的
合成のこの実時間モードの下で、完全に調べる必要はない。システムのみが、候補集合に
よって定義されるように、ドメインの部分集合を調べる。候補集合は、以下のように求め
られる。
【０３１３】
　部分集合である属性集合または能動属性集合における属性集合の明確な祖先である要素
を有する属性集合またはその両方が、考慮されてもよい。（これらは、潜在的な祖先概念
を表す。）これらの関連属性集合２５０２ａ，２５０２ｂおよび２５０２ｃのそれぞれの
中で、各属性は、整合概念定義のそれ自身の集合を有してもよい。所与の能動概念定義属
性集合に関するこれらの概念集合２５０４ａ、２５０４ｂおよび２５０４ｃの交差集合は
、その属性集合の整合概念を含んでもよい（整合概念は、黒点と示され、非整合概念は、
白点として示される）。
【０３１４】
　個別に、類似のプロセスが、上位集合であってもよい関連属性集合または能動属性集合
の関連属性集合の明確な子孫である要素を有する関連属性集合またはその両方を用いて行
われ、候補の子孫概念を表す。ここでもまた、関連属性集合に関する概念集合の交差集合
は、その属性集合の整合概念を含んでもよい。
【０３１５】
　関連属性集合のすべてからの交差集合の結合は、候補集合であってもよい。関連属性集
合は、指定された軸定義に抑制されてもよい。それらの数もまた、指定された最大制限お
よび分離度距離の対象であってもよい。
［概念階層の組み立てに関する誘導］
　動的合成の実時間モードの下で、待ち時間は、主要な制限因子であってもよい。具体的
に言えば、比較的小さな候補集合であっても完全に処理する時間はほとんどない。上述の
ように、概念階層合成の再帰方法を用いた合成の静的手段は、より大きなドメインに関し
て導入される可能性がある待ち時間のために、この動的環境に置き違えることが多い。
【０３１６】
　したがって、動的合成の一実施形態は、実時間で概念階層を動的に組み立てるために、
誘導の方法を用いる。誘導は、候補の概念が能動概念にどのように関連するかを記述する
オペレーションの集合である。
【０３１７】
　上記で紹介された性能および待ち時間削減という長所に加えて、誘導は、概念合成の新
規な長所、すなわち、以下で説明する「仮想概念」として新たな概念定義の推測を導入す
る。これらの仮想概念は、たとえ、それらの新たな概念がコンテンツノードにまだ関連付
けられていないとしても、新たな概念を推測することによって、システムの発見という長
所を著しく拡張する。これらの誘導はまた、ユーザ設定可能なクラスタリングメカニズム
として、強力なソーティングおよびフィルタリング手段を提供する。
【０３１８】
　候補集合は、能動概念の属性集合に関する属性集合から求められてもよい。明確に関す
る要素は、ファセットデータ集合における属性階層から求められてもよい。暗黙の関連属
性集合は、集合交差点（すなわち、それらの属性集合の部分集合および上位集合）によっ
て示唆されてもよい。ドメイン中で、暗黙の子孫属性を求めるために用いられるさらなる
属性は、システムにとって周知であってもよく、周知でなくてもよい。
【０３１９】
　能動属性集合は、候補集合における概念に関連付けられる属性集合のそれぞれとペアで
あってもよい。各ペアに関して、能動属性集合をそのペアになった集合に変換する集合オ
ペレーションの順序が、導出されてもよい。
【０３２０】
　関連属性集合を求めようとするプロセスにおいて、属性集合で行なわれてもよい４つの
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誘導オペレーションがある。オペレーションタイプは、表１に示されているように簡潔に
することができる。
【０３２１】
【表１】

 
 
 
　すべての属性関係の方向性は、潜在的な概念関係のペアの中で一致しなければならない
ことに留意されたい。属性集合のペアは、それらの要素の間で祖先関係または子孫関係を
有してもよいが、両方の関係を有するわけではない。
【０３２２】
　プロセスの合成は、祖先オペレーション（ｐ，ｄ）または子孫オペレーション（ｃ，ａ
）の両方ではなく、いずれかを適用することだけによって、この方向性を維持して、概念
間の関係を確立する。これは、その属性のすべてを無関係の概念に対応する属性に置き換
えることを防ぐ。
【０３２３】
　たとえば、属性｛Ａ，Ｂ，Ｃ｝を有する能動概念および属性｛Ｄ，Ｂ，Ｇ，Ｆ｝を有す
る候補概念を仮定すると、その３つの属性に対応する能動概念の定義を通りぬける３つの
軸がある。関係が概念間に存在するかどうかを決定するために、最初に、ＡからＤまでの
明確な関係およびＣからＧまでの別の関係などの明確な関係を用いることが可能である。
（これらは、両方ともｃオペレーションであり、属性を子属性に置き換える。）最後に、
子孫属性（すなわち、Ｆ）を追加する暗黙のａオペレーションを用いることは、候補の子
孫の属性に適合する能動概念の属性集合を結果として生じる。したがって、候補は、能動
概念の子孫であると言うことができる。
【０３２４】
　説明するために、能動集合および候補属性集合をペアにするとき、属性の３つの潜在的
なグループがある。
【０３２５】
　候補集合のみに関連付けられるグループ（「候補専用の」属性）
　候補集合および能動集合に関連付けられるグループ（「両方の」属性）
　能動集合のみに関連付けられるグループ（「能動専用の」属性）
　能動集合を候補集合に変換することにより、「能動専用の」属性を消去する必要がある
場合には、候補集合は、能動集合の祖先である。
【０３２６】
　能動集合が候補集合と同一である場合には、候補集合は、能動集合の兄弟である。
【０３２７】
　能動集合を候補集合に変換することにより、「候補専用の」属性を追加する必要がある
場合には、候補集合は、能動集合の子孫である。
【０３２８】
　２つの元の集合が既に、共通の属性を有しているかどうかに関係なく、「能動専用の」
属性の消去および「候補専用の」属性の追加の両方を行なうことによって、能動集合を候
補集合に変換することは、有効ではない。そのようなペアは、関連していないと思われる
。これに対する唯一の例外は、「専用の」集合における属性が、属性階層に関係している
場合である。そのような場合には、以下の２つのオペレーションのうちの１つを行うこと
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ができる。
【０３２９】
　能動集合属性をその親属性（能動集合の祖先である候補集合を有する）に置き換える
　能動集合属性をその子属性（能動集合の子孫である候補集合を有する）に置き換える
　このとき、結果として生じる属性は、「両方の」集合の構成員である。
【０３３０】
　所与のレベルで、兄弟が提示される順序が、重要である場合がある。ユーザにとって重
要である確立がさらに高いそれらの概念は、より高い優先度を有するべきである。
【０３３１】
　候補集合における各概念は、それを能動概念に接続する固有の誘導シリーズを有しても
よい。誘導がソートされ、合成によって対処される順序は、結果階層における概念の順序
付けに影響を及ぼす。階層における候補概念の優先度は、表２に基づいて決定される。
【０３３２】
【表２】

 
 
 
［応答］
　ユーザの要求において指定される要件に応じて、アプリケーションは、ドメイン内のオ
ブジェクトに関連付けられる概念から構築され、能動概念に関し、軸に沿った概念階層を
返してもよい。ユーザは、指定される能動概念に関する概念を求めるためのこの概念階層
を指してもよい。
【０３３３】
　誘導は、階層結果集合に構築されてもよい。その階層における各ノードは、その概念定
義として属性集合を有する概念を表す。階層における各エッジは、１つの誘導オペレーシ
ョンを表す。
［仮想概念］
　場合によっては、概念階層ノードにおける属性集合は、整合概念を有していない。仮想
概念は、これを示すためのプレースホルダとして用いられてもよい。
【０３３４】
　たとえば、
　明確な関係Ａ→Ｄであり、
　明確な関係Ｄ→Ｆであり、
｛Ｄ，Ｂ，Ｃ｝属性集合を有する概念がない場合には、
属性集合｛Ａ，Ｂ，Ｃ｝を仮定すると、
｛Ｆ，Ｂ，Ｃ｝は、｛Ａ，Ｂ，Ｃ｝から１つの分離度を有する候補集合であってもよい。
｛Ｄ，Ｂ，Ｃ｝属性集合が、対応する概念を持たない場合には、階層におけるこのノード
に仮想概念がある。
【０３３５】
　能動ドメイン内から動的合成プロセスは、能動概念に関する概念の階層を分離して返し
てもよい。関係概念は、指定された軸に沿って指示されない限り、能動概念からの祖先（
より広範囲な）方向および子孫（より特異的）方向の両方に分岐してもよい。
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【０３３６】
　次元概念タクソノミ２１０を導出するデータ構造は、多くの目的のために、多くの手法
で表されてもよいことに留意されたい。続く説明において、エンドユーザインタラクショ
ンの目的が示されている。しかし、これらの構造はまた、たとえば、別の情報検索または
データマイニングツール（図示せず）への入力として、他のデータ操作技術のサービスに
おいて用いられてもよい。
［複雑適応フィードバックメカニズム］
　図２７は、複雑適応システムにおいてユーザインタラクションを処理するための方法を
示す。この方法は、上記に記載される次元概念タクソノミプロセスＮを構築する。ユーザ
インタラクションは、システムに対するフィードバックの集合を確立してもよい。複雑な
次元構造に対する改良の適応プロセスは、エンドユーザによって起動されるフィードバッ
クを通じて達成されてもよい。
【０３３７】
　図３７は、１つまたは複数の次元概念タクソノミ４０１０の形でファセット分類情報の
態様の操作を可能にするコンピュータシステム４０００の考えられる実装を示す。システ
ム４０００は、実装を実行するためのコンピュータプログラム、ソフトウェアまたはファ
ームウェア４０８０を収容するディスクドライブまたは他の形態のコンピュータメモリな
どのコンピュータ可読媒体４０２０のほか、概念定義４０９０などの次元概念タクソノミ
の態様、階層データ４１００、コンテンツノード４１１０、コンテンツノード４１２０に
対応する定義または次元概念タクソノミ４０１０の態様の分類４１３０またはそれらのう
ちの１つを含んでもよい。システム４０００はまた、プロセッサ４０３０、キーボードま
たはマウスなどのユーザインターフェイス４０４０およびディスプレイ４０５０を含んで
もよい。この実装において、コンピュータプロセッサ４０３０は、コンピュータ可読媒体
４０２０にアクセスし、ソースデータから生成された次元概念タクソノミ４０１０の少な
くとも一部を検索し、ディスプレイ４０５０上にタクソノミ４０１０の一部を提示しても
よい。プロセッサ４０３０はまた、次元概念タクソノミ４０１０の態様のユーザ操作を反
映して、インターフェイス４０４０（任意にユーザインターフェイス）を介して、外部エ
ンティティ（ユーザまたは機械）から入力してもよい。プロセッサ４０３０は、第１の次
元概念タクソノミ４０１０において見られる多数の潜在的な関係の任意の１つの受信され
た外部エンティティ操作を第２の次元概念タクソノミに組み込んでもよい。外部エンティ
ティ操作は、たとえば、データの第１の次元概念タクソノミ４０１０に対する改変または
追加、概念定義、階層データの編集、概念に関連付けられる他のコンテンツノードに対す
る概念に関連付けられるコンテンツノードの位置の変更、コンテンツノードの主題を記述
する定義の変更またはファセット分類に対する他の改変の形であってもよい。第２の次元
概念タクソノミは、第１の次元概念タクソノミ４０１０を全体的に置き換えてもよく、第
１の次元概念タクソノミ４０１０のそばにまたは第１の次元概念タクソノミ４０１０から
離れて完全に存在してもよく、第１の次元タクソノミ４０１０に対する例外表として常駐
するなどしてもよい。さらに、第２の次元概念タクソノミに対する利用しやすさは、外部
エンティティ、たとえば、ドメインオーナおよびアドミニストレータ、加入者、特定の遠
隔コンピュータデバイスなどの一定のクラスに制限されてもよい。
【０３３８】
　ディスプレイ４０５０は、インターフェイス４０４０に応答することができるプロセッ
サ制御型ディスプレイウィンドウまたはエディタ４０７０の形で次元概念タクソノミ４０
１０の態様を提示してもよい。エディタ４０７０はまた、ウェブページの形をとってもよ
く、コンテンツノードと、次元概念タクソノミ４０１０またはその改変物から導出される
ファセット分類を提示してもよい。エディタによって示されるコンテンツノードおよびフ
ァセット分類は、外部エンティティによって選択される能動ノードに対応してもよく、た
とえば、ツリー断片の形をとってもよい。エディタ４０７０はまた、外部エンティティが
、次元概念タクソノミ４０１０の態様を操作してもよいか、または新たな要素、関係およ
びコンテンツを導入してもよい編集機能性を提示してもよい。編集機能性はまた、外部エ
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ンティティがノードのコンテンツに関連付けられる１つまたは複数の形態素グループを改
変することを可能にするレビューインターフェイスのほか、ノードのコンテンツと一致す
ることを可能にする次元概念タクソノミにおけるノードの位置を含んでもよい。
【０３３９】
　したがって、以下のように、複雑適応プロセスの方法をまとめてもよい。
【０３４０】
　ユーザインタラクション２１２ａ用の環境として次元概念タクソノミを提供する。一旦
、次元概念タクソノミ２１０が、ユーザに提示されると、既存のデータの訂正のための環
境のほか、新たなデータ用のソース（次元概念タクソノミ情報）となってもよい。入力デ
ータ８０４ａは、既存のデータに対する編集およびユーザによる新たなデータの入力から
構成される。入力データ８０４ａはまた、動的ドメインに対する分類を展開して適合する
。
【０３４１】
　ユーザインタラクションは、システムへのフィードバックを含んでもよい。次元概念タ
クソノミ情報におけるデータ要素の固有の識別子は、集中システムに格納される形態素要
素に基づいて、表記システムを用いて一意に特定されてもよい。したがって、システムに
よって生成される次元概念タクソノミにおける各データ要素は、集中型（共有型）形態素
辞書に戻るように統合されることができる手法において特定されてもよい。
【０３４２】
　したがって、ユーザがそれらの要素を操作するとき、関連形態素要素における不確かな
影響が、追跡されてもよい。これらの変更は、システムにおける新たな明確なデータを反
映し、システムによって自動的に生成された推測データのいずれかを改善してもよい。言
い換えれば、システムによって元々推測されたことが、エンドユーザの明確なインタラク
ションによって補強または却下されてもよい。
【０３４３】
　ユーザインタラクションは、新たなデータソースおよび既知のデータソースに対する訂
正の両方を含んでもよい。既知の要素に対する操作は、形態素の素性に戻るように変形さ
れてもよい。システムによって認識されない任意のデータ要素は、新たなデータを表して
もよい。しかし、変更がシステムによって作成される既存の次元概念タクソノミとの関連
において行なわれるため、この新たなデータは、既知のデータとの関連において配置され
てもよい。したがって、ユーザによって追加される任意の新たなデータ要素は、既知の要
素との関連において提供されてもよい。既知の要素と未知の要素との間の関係は、ユーザ
のインタラクションから推測されることができる次元概念タクソノミ情報の量を著しく拡
大する可能性がある。
【０３４４】
　システムにおける「ショートカット」フィードバック２１２ｃは、エンドユーザに関す
る実時間インタラクティブ環境を提供してもよい。ユーザによって起動されるタクソノミ
およびコンテナ編集２９０２は、システムにおいて待ち行列に入れられ、システムリソー
スが、利用可能になったときに、正式に処理されてもよい。しかし、ユーザは、次元概念
タクソノミに対する自分たちの変更に対して実時間フィードバックを必要とする（好む）
場合がある。システムの正式なフィードバックを通じた変更を処理するために必要な時間
は、ユーザに対するこの実時間フィードバックを遅延させる可能性がある。その結果、シ
ステムの一実施形態は、ショートカットフィードバックを提供する。
【０３４５】
　このショートカットフィードバックは、その時間に存在するときに、ドメインデータス
トア７０６に対するユーザ編集を処理することによって始めてもよい。ユーザの変更が、
ドメインデータストアに現在存在しない次元概念タクソノミ情報を含んでもよいため、シ
ステムは、変更の影響を見積もるプロセスを用いなければならない。
【０３４６】
　暗黙の関係２１２ｂを作成するための規則（上記に記載される）は、完全な処理の短期
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的な代わりとして、新たなデータに適用されてもよい。この手法は、ユーザが、新たなデ
ータをすぐに挿入して対話することを可能にする。
【０３４７】
　システムの正式のプロセスを通じて予測される次元概念関係とは対照的に、この見積も
りプロセスは、既知の形態素の集合において、システムに対して未知の形態素の存在を用
い、集合における既知の形態素の次元概念関係を適任として調整してもよい。これらの調
整された関係は、上記でさらに詳細に述べた「暗黙の関係」２１６として記述される。
【０３４８】
　新たなデータ要素に関して、短期的な概念定義は、（上記に記載される）暗黙の関係に
基づいて割り当てられ、インタラクションの実時間処理を容易にしてもよい。ドメインに
関する次の完全な処理サイクルの終了時に、短期的な暗黙の概念定義は、システムによっ
て考案される完全な概念定義と置き換えられてもよい。
【０３４９】
　当業者は、システムにおける既知の形態素の関係への未知の形態素の影響を見積もるた
めに用いられてもよい多くのアルゴリズムがあることを認識されよう。
［ユーザインタラクションを提供する］
　次元概念タクソノミは、ユーザインタラクションのための環境を提供する。本発明の一
実施形態において、２つの主なユーザインターフェイスが提供されてもよい。ナビゲーシ
ョン「ビューア」インターフェイスは、ファセット分類をブラウジングするために設けら
れてもよい。このインターフェイスは、「ファセットナビゲーション」として周知のクラ
スであってもよい。他のインターフェイスは、「アウトライナ」として周知であってもよ
く、エンドユーザが、関係構造、概念定義およびコンテンツノードの割り当てを変更する
ことを可能にしてもよい。
【０３５０】
　ファセットナビゲーションインターフェイスおよびアウトライナインターフェイスの一
般的な特徴は、当業界では公知である。以下で本願明細書に記載される新規な態様は、特
に複雑適応システム２１２に関するときには、当業者には明白であろう。
［概念タクソノミを表示する］
　次元概念タクソノミは、プレゼンテーション層を通じて表現されてもよい。一実施形態
において、プレゼンテーション層は、ウェブサイトである。ウェブサイトは、次元概念タ
クソノミの表示の集合をレンダリングするウェブページから構成されてもよい。表示は、
能動ノードの範囲内に次元文脈タクソノミの一部（たとえば、１つまたは複数の軸によっ
てフィルタリングされる複数階層の部分集合）である。これに関連する能動ノードは、エ
ンドユーザまたはドメインオーナによって現在焦点が合わせられている次元概念タクソノ
ミ内のノードである。一実施形態において、「ツリー解析」は、これらの関係を表すため
に用いられる。
【０３５１】
　ユーザは、それらの探索および情報検索の一般的な領域に直接的に移動するように、シ
ステムにテキストクエリを提供してもよい。表示は、当業界では公知であるように、各概
念と交差するファセットおよび属性によってフィルタリングおよびソートされてもよい。
【０３５２】
　コンテンツノードは、各概念によってカテゴリ化されてもよい。すなわち、任意の所与
の能動概念に関して、ユーザによってフィルタリングされるような概念の属性に適合する
すべてのコンテンツノードが提示されてもよい。
【０３５３】
　各表示の「解像度」は、各ノード付近で変更してもよい。これは、表示された関係の広
さおよび調査の徹底度を指す。表示の解像度の問題はまた、分析されるドメイン部分のサ
イズおよび選択との関連において考慮されてもよい。また、分析の深さと処理にかかる時
間（待ち時間）の量との間には、兼ね合いがある。プレゼンテーション層は、能動ノード
の位置に基づいて、分析されるドメインの一部を選択するように動作してもよい。表示の
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解像度およびパラメータは、アドミニストレータによって設定される。
【０３５４】
　一実施形態において、次元概念タクソノミの表示のインタラクション、（上述のように
）動的合成のモードの作動は、本発明の複雑適応システムに関するフィードバックを生成
してもよい。これらの条件下で、表示のインタラクションを通じて生成される暗黙のフィ
ードバックは、エンドユーザの視点から本質的に見えないことになる。言い換えれば、エ
ンドユーザは、次元概念タクソノミを表示する単なるインタラクションによってシステム
に関する有益なフィードバックを作成することになる。
【０３５５】
　この見えないユーザ生成フィードバックには多くの長所がある。エンドユーザは、（以
下に詳細に説明されるように）次元概念タクソノミに対する直接的な編集を必要とされる
努力に費やさなくて済む。さらに、動的合成のこのモードの下で、ユーザによって要求さ
れる次元概念階層のみが、次の分析オペレーションに関するフィードバックとして返され
る次元概念タクソノミを含むため、エンドユーザによって実際に要求される情報のみに抑
制されたフィードバックのより狭い集合は、システムによって生成されるフィードバック
データの品質を改善する効果がある。
［概念タクソノミを編集する］
　プレゼンテーション層は、次元構造を抜き出して、人間のインタラクションに必要な簡
略された表示（次元概念タクソノミにおける関連ページへのリンクを含むウェブページな
ど）にする。したがって、プレゼンテーション層はまた、導出される情報構造に関する編
集環境をかねてもよい。一実施形態において、ユーザは、構造を直ちに編集するために、
プレゼンテーション層内から編集モードに切り換えることができる。
【０３５６】
　アウトライナは、階層データを操作するためのユーザ用の手段を提供する。アウトライ
ナはまた、ユーザが、構造における各概念に関連付けられるコンテンツノードを操作する
ことを可能にする。
【０３５７】
　ユーザインタラクションは、次元概念タクソノミにおけるノードに割り当てられる文脈
および／または概念を改変してもよい。文脈は、構造における他のノードに対するノード
の位置（すなわち、構造を確立する次元概念関係）を指す。概念定義は、形態素の収集と
して表現されるノードのコンテンツまたは主題を記述する。
【０３５８】
　ユーザは、一実施形態において、レビュープロセスが提示され、ユーザが、そのような
ユーザの編集のパラメータを確認することができるようにしてもよい。以下の次元概念タ
クソノミ情報、１）ノードのコンテンツ、２）コンテンツに関連付けられる形態素グルー
プ（キーワードとして表現される）および３）タクソノミ構造におけるノードの位置は、
このレビューに関して、ユーザに公開されてもよい。ユーザは、後者の２つ（形態素およ
び相対的な位置決め）のパラメータを改変して、第１のパラメータ（そのノードにおける
コンテンツ）と情報を一致させてもよい。
【０３５９】
　したがって、本発明の一実施形態におけるインタラクションは、２つの広範なタイプ、
ａ）コンテナ編集およびｂ）タクソノミ編集のいくつかの組み合わせとしてまとめられて
もよい。
【０３６０】
　コンテナ編集は、次元概念タクソノミ内に分類されるコンテンツノードに対するコンテ
ンツコンテナ（ＵＲＬアドレスなど）の割り当てに対する変更である。コンテナ編集はま
た、次元概念タクソノミ内のコンテンツノードの記述に対する変更である。
【０３６１】
　タクソノミ編集は、次元概念タクソノミにおけるノードの位置に対する文脈の変更であ
る。これらの変更は、構造への新たなノードの追加および既存のノードの再位置決めを含
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む。この次元概念タクソノミ情報は、ユーザインタラクションによって影響される概念に
関連付けられる形態素関係に対する変更としてシステムにフィードバックされてもよい。
【０３６２】
　タクソノミ編集を用いて、タクソノミにおける概念間に新しい関係を作成してもよい。
これらの概念関係は、ユーザインタラクションを通じて構成されてもよい。これらの概念
は、形態素に基づいているため、新たな概念関係は、形態素関係の新たな集合に関連付け
られてもよい。この次元概念タクソノミ情報は、これらの示唆された形態素関係を再予測
するために、システムにフィードバックされてもよい。
【０３６３】
　ユーザインタラクションはまた、キーワードおよび形態素などの抽象化のさらに要素的
なレベルで提供されてもよい。
【０３６４】
　図２６は、コンテナ編集のプロセスの一実施形態を示す。コンテナ編集は、概念定義と
、各コンテンツノードを記述する基本的な形態素と、に対する変更である。これらの変更
を用いて、ユーザは、コンテンツノードの基本的な概念定義を改変してもよい。その際に
は、これらのコンテンツノードで概念定義にマッピングされる形態素を改変してもよい。
【０３６５】
　ユーザインタラクションは、キーワードの収集として表現されるコンテンツノードに割
り当てられる概念定義を構成してもよい。この構成において、ユーザは、システムの形態
素辞書およびドメインデータストアと対話してもよい。ここで作成される任意の新たなキ
ーワードは、上記に記載されるように、システムの形態素抽出プロセスに送られてもよい
。
【０３６６】
　この実施例において、文書２８０１は、能動コンテナである。ユーザインターフェイス
において、コンテンツを記述するキーワードの集合２８０２は、文書と共にユーザに提示
されてもよい。（実施例を簡単にするために、次元概念タクソノミにおけるこのノードの
相対的な位置は、ここでは示さない。）
　実施例において、ユーザがコンテンツをレビューするときに、ユーザは、ページに関連
付けられるキーワードが最適でないことを決定してもよい。新たなキーワードは、ユーザ
によって選択され、ページをロードする集合２８０３を置き換えてもよい。ユーザは、文
書に関連付けられる新たな概念定義として、キーワードのリスト２８０４を更新してもよ
い。
【０３６７】
　これらの変更は次に、ドメインデータストア７０６に渡されてもよい。データストアは
、システムに登録されたすべてのキーワードを特定するために、探索されてもよい。
【０３６８】
　この実施例において、リストは、「犬」を除くユーザによって特定されるすべてのキー
ワードを含む。その結果、「犬」は、システムに登録される明確なキーワードを修飾する
暗黙のキーワードとして処理される。
【０３６９】
　暗黙のキーワードは、ドメインが、集中型変換エンジンによってレビューされるときに
、全部分析されてもよい。暗黙のキーワードは次に、明確なキーワード（既存のキーワー
ドまたは新たなキーワードのいずれかとして）置き換えられ、１つまたは複数の形態素に
関連付けられてもよい。
パーソナライズ化
　図２８は、パーソナライズ化の特徴を提供する本発明の別の実施形態を示し、次元概念
タクソノミのパーソナライズ化バージョンは、ドメインの個々のユーザのそれぞれに関し
て維持されてもよい。
【０３７０】
　パーソナライズ化の一実施形態は、各個々のユーザに関するパーソナライズ化概念タク
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ソノミ２１０ｆと共に、共同概念タクソノミ２１０ｅをパーソナライズ化するための手段
を提供する。最初にエンドユーザがシステムと対話するときに、各エンドユーザは、共同
概念タクソノミ２１０ｅに関与している最中であってもよい。続くインタラクションは、
タクソノミ２１０ｆのユーザのパーソナライズ化表示に関与してもよい。
【０３７１】
　データ構造は、各エンドユーザの好みを表すユーザインタラクション２１２ａに応じて
、データ構造の固有な表現を照合することによって「パーソナライズ化」される。編集の
結果は、ユーザインタラクションからパーソナライズ化データとして格納されてもよい（
３００４）。一実施形態において、これらの編集は、共同概念タクソノミ２１０ｅに対す
る「例外」として格納される。パーソナル概念タクソノミ２１０ｆが処理されるとき、シ
ステムは、ユーザの例外表に見られる任意の変更を代用してもよい。
【０３７２】
　示される要素は、システムの複雑適応プロセスにおけるコラボレータを特定してもよい
。各ユーザを固有の識別子に関連付けて、それらのインタラクションを格納するための手
段を提供する。
【０３７３】
　別の実施形態において、システムは、プレゼンテーション層を通じて、次元概念タクソ
ノミ２１０ｅと対話する各ユーザに固有の識別子を割り当ててもよい。これらの識別子は
、形態素と見なされてもよい。あらゆるユーザは、大域的に一固有の識別子（ＧＵＩＤ）
を割り当ててもよく、すべてのコンピュータおよびネットワークにわたって用いられるこ
とができる１２８ビット整数（１６バイト）であることが好ましい。ユーザＧＵＩＤは、
システムにおける形態素として存在する。
【０３７４】
　システムにおける任意の他の形態素のように、ユーザ識別子は、形態素階層（明確な形
態素）に登録されてもよく、システムに対して未知（暗黙の形態素）であってもよい。
【０３７５】
　２つのタイプの識別子の間の差異は、当業界では公知の用語において、登録済みビジタ
および無記名のビジタとの間の差異に類似している。識別子を生成し、識別子（または「
トラッカ」）をユーザと関連付けるために用いられてもよい種々の手法もまた、当業界で
は公知であり、本願明細書において説明しない。
【０３７６】
　ユーザが、（たとえば、コンテンツコンテナを編集することによって）システムと対話
するとき、システムは、概念定義を記述する形態素の集合にそのユーザの識別子を追加し
てもよい。システムはまた、システムが支援するインタラクティビティの種々のタイプに
関連付けられる１つまたは複数の形態素を追加してもよい。たとえば、ユーザ「ボブ」は
、地理参照を含むように概念定義「レコーディング、スタジオ」に関してコンテナを編集
したいと思っている。したがって、システムは、ボブに特有のそのコンテナに関して以下
の概念定義のレコード｛ボブ、ワシントン、（レコーディング、スタジオ）｝を作成して
もよい。
【０３７７】
　この次元概念タクソノミ情報を用いて、システムは、上記に記載されるファセット分類
の増強方法において、明確な関係および暗黙の関係の予測の同一の規則を適用することに
よって、ユーザボブに特有の態様のコンテナを提供することができる。コンテナは、ボブ
に関するパーソナルウェブページに現れてもよい。彼のパーソナル概念タクソノミにおい
て、ページは、ワシントンにおけるリソースに関わっていることになる。
【０３７８】
　次元概念タクソノミ情報はまた、他のユーザに対しても大域的に利用可能であってもよ
く、ネガティブフィードバックメカニズムとしてアドミニストレータによって確立される
統計的分析およびハードルレートを対象としてもよい。たとえば、十分なユーザが、レコ
ーディングスタジオに関してワシントンの位置を特定する場合には、最終的には、有効な
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関係としてすべてのユーザに提示されることになる。
【０３７９】
　コンテンツコンテナに関連付けられる概念定義に対する修飾のこのタイプは、次元性の
新たな層をユーザインタラクティビティの種々の送を表す次元概念タクソノミに本質的に
追加する。このタイプは、情報およびコンテンツの他の形態に適用される既存の構成的プ
ロセスを用いて、パーソナライズ化用汎用メカニズムを提供する。
【０３８０】
　当業界では公知であるように、パーソナライズ化およびカスタマイズ化されたプレゼン
テーション層を追加するために利用可能な多くの技術およびアーキテクチャがある。本願
明細書において説明される方法は、コラボレータを組織化するために、システムの中核構
造論理を利用する。この方法は、正に情報要素の別のタイプとして、ユーザインタラクシ
ョンを本質的に取り扱い、システムの柔軟性および拡張性を示す。しかし、この方法は、
システムにカスタマイズ化およびパーソナライズ化を追加するための種々の方法において
、本発明の範囲を制限しない。
［機械に基づく複雑適応システム］
　図２９は、複雑適応システムを提供するための機械に基づく手段を提供する別の実施形
態を示し、次元概念タクソノミ２１０を含む次元概念関係が、システム入力データ８０４
ｂとして変換エンジンプロセスに直接的に戻るように返される（３１０２）。
【０３８１】
　これに関して、本発明は、本開示において記載するように、データ構造を作成して管理
するエンドユーザの能力を提供することに留意されたい。本発明の一定の態様において、
エンドユーザは、本願明細書において説明するように、データ構造の作成および管理をさ
らに通知するフィードバックを提供する。このフィードバックは、エンドユーザによって
のみだけでなく、たとえば、エンドユーザからフィードバックを収集するコンピュータな
どの機械または、全く人間が関与することのないコンピュータなどの機械によってさえも
提供されてもよい。これに関連して、エンドユーザまたは機械の役割は、本開示において
「フィードバックエージェント」として呼ばれる。本開示において提供される複数の実施
例は、例証のためにエンドユーザを指すこともまた留意すべきであるが、これらの場合の
すべてではないが、多くの場合には、コンピュータなどの機械は、エンドユーザの役割に
取って代わることが可能であることを理解すべきである。この小見出しは、そのような実
装を示す。したがって、本開示は、「エンドユーザ」に対する言及は、すべての場合では
ないが多くの場合には、「フィードバックエージェント」を指すように読むべきである。
ソースデータ構造から導出される元の概念関係とシステム構築エンジンのプロセスから生
じる次元概念関係との間には、重要な差異があることに留意されたい。前者の関係は、ソ
ースデータ構造において明確であり、後者の関係は、形態素辞書内の要素構成要素に対し
て適用される構成方法から導出（または生じる）。したがって、ユーザインタラクション
に基づく複雑適応システムのように、機械に基づく手法は、要素構成物からの（複雑な）
次元概念関係の合成を通じて、システムオペレーション８００に変型を導入し、次に、ソ
ース構造分析結果の構成要素におけるその変型から選択するための手段を提供してもよい
。
【０３８２】
　オペレーションのこの機械に基づくモードの下で、複雑適応システムに関する選択要件
は、ソース構造分析結果構成要素（上記に記載され、図６に示される）によって担われて
もよい。具体的に言えば、次元概念関係は、円環的関係の特定１００２と、これらの円環
的関係を解明するために用いられてもよい種々のモードおよびパラメータと、に基づいて
選択されてもよい。当業界では公知であるように、機械に基づく複雑適応システムを提供
するために、多くの別の手段、選択判断基準および分析ツールがある。
【０３８３】
　円環的関係の存在を通じて集合体において特定される階層の仮定に反する次元概念関係
は、データ集合から取り除かれてもよい（１００４）。この取り除かれたデータ集合は、
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入力概念タクソノミ１００８に再組み立てされてもよく（１００６）、これにより、オペ
レーション８００は、分析エンジンの残りのオペレーションを通じて要素構成物の新たな
集合を導出してもよい。
【０３８４】
　機械に基づく複雑適応システムのこのタイプは、図４および図２７に関して上記に記載
されるユーザインタラクションに基づくシステム２１２などの他の複雑適応システムと連
動して用いられてもよい。たとえば、図３０の機械に基づく複雑適応システムは、プロセ
スの複数回の反復を通じて、次元概念タクソノミを精製するために用いられてもよい。そ
の後で、結果として生じる次元概念タクソノミは、さらなる精製および進化のために、ユ
ーザに基づく複雑適応システムにおいて、ユーザに導入されてもよい。
［実装］
　システムアーキテクチャのこの説明を通じて強調されたように、データストアをはじめ
として本発明の多くの実施形態を設計するための方法および技術においてさまざまな変動
性がある。本発明の多くの用途は、当業界では公知であるアーキテクチャ技術の多くの形
を通じて、明らかとなり、変化させられてもよい。
［システムアーキテクチャ構成要素］
［計算環境］
　図３０は、本発明に関する計算環境の一実施形態を示す。
一実施形態において、本発明は、４層アーキテクチャの下で動作するコンピュータソフト
ウェアプログラムとして実装されてもよい。サーバアプリケーションソフトウェアおよび
データベースは、集中型コンピュータおよび分散型非集中型システムの両方で実行されて
もよい。インターネットは、集中型サーバおよび種々の計算デバイスと、計算デバイスと
対話する分散型システムとの間で通信を行なうために、ネットワークとして用いられても
よい。
【０３８５】
　計算環境のこのタイプを確立するための変動性および方法は、当業界では公知である。
したがって、計算環境のさらなる説明は、本願明細書には入れない。すべての適用可能な
環境に共通であることは、ユーザが、インターネットまたは会社のイントラネットなどの
パブリックネットワークまたはプライベートネットワークに自分のコンピュータまたは計
算デバイスを通じてアクセスし、それにより、本発明を具体化するコンピュータソフトウ
ェアにアクセスすることである。
［サービス層］
　各層は、サービスを提供する責任があってもよい。層１（３２０２）および層２（３２
０４）は、集中型処理のモデルの下で動作する。層３（３２０６）および層４（３２０８
）は、分散型（非集中型）処理のモデルの下で動作する。
【０３８６】
　この４層モデルは、ドメインを分析するためにシステムが用いる共有された集中型デー
タからプライベートドメインデータの非集中化を実現する。共有データとプライベートデ
ータとの間のこの描写は、以下で説明され、図３３に示される。
【０３８７】
　第１の層で、集中型データストアは、システムによって管理される種々のデータソース
およびコンテンツソースを表す。一実施形態において、データベースサーバ３２１０は、
データサービスと、データにアクセスして、データを維持する手段と、を提供してもよい
。
【０３８８】
　分散型コンテンツは、ここでは「データベース」内に収容されるものとして記載されて
いるが、データは、複数のリンクされた物理位置またはデータソースに格納されてもよい
。
【０３８９】
　メタデータはまた、非集中型であり、システムデータベースから外部に格納されてもよ
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い。たとえば、メタデータを含むＨＴＭＬコード断片は、システムによって作用されても
よい。外部スキーマからの要素は、本システムのスキーマにおいて用いられる要素にマッ
ピングされてもよい。メタデータを提示するための他の形式は、当業界では公知である。
したがって、情報の展望は、豊富な分散型コンテンツソースと、非集中型手法において情
報を管理するためのエンドユーザ用の手段と、を提供してもよい。
【０３９０】
　複数のリンクされた物理的な位置またはデータソースにわたってデータを管理するため
の技術および方法は、当業界では公知であり、本願明細書においてさらに徹底的に説明さ
れない。
【０３９１】
　ＸＭＬデータフィードおよびアプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰ
Ｉ）３２１２は、データストア３２１０をアプリケーションサーバ３２１４に接続するた
めに用いられてもよい。
【０３９２】
　また、当業者は、ＸＭＬが広範囲の所有権およびオープンスキーマに従ってもよいこと
を理解される。さまざまなデータ交換技術は、種々の分散型コンテンツ形式をシステムに
組み込むためのインフラストラクチャを提供する。一実施形態において用いられるコネク
タのこの説明およびすべての以下の説明は、本発明の範囲を限定するわけではない。
【０３９３】
　第２の層３２０４で、集中型サーバ３２１４に常駐するアプリケーションは、本発明に
関する中核プログラミング論理を含んでもよい。アプリケーションサーバは、データベー
スサーバへの接続性に加えて、本発明の方法の種々の態様の実装のための処理規則を提供
してもよい。このプログラミング論理は、上記で詳細に記載され、図４～図１７および図
２０～図２３に示される。
【０３９４】
　一実施形態において、アプリケーションサーバによって処理される構造情報は、ＸＭＬ
３２１６として出力されてもよい。ＸＭＬは、外部データストアおよびウェブサイトをア
プリケーションサーバと接続するために用いられてもよい。
【０３９５】
　また、ＸＭＬ３２１６は、最適化および精製の進行中のプロセスにおけるさらなる処理
のために、アプリケーションサーバに戻るようにこのインタラクティビティを通信するた
めに用いられてもよい。
【０３９６】
　第３の層で、分散型データストア３２１８は、ドメインデータを格納するために用いら
れてもよい。一実施形態において、このデータは、ウェブサーバでＸＭＬファイルの形で
格納されてもよい。外部データベースなどのドメインデータを格納する多くの別のモード
がある。分散型データストアは、出力データをエンドユーザの提示デバイスに分散するた
めに用いられてもよい。
【０３９７】
　一実施形態において、出力データは、ＸＭＬデータフィードとして分配され、ＸＳＬ変
換ファイル（ＸＳＬＴ）３２２０を用いてレンダリングされてもよい。これらの技術は、
第４の層で、プレゼンテーション層を通じて、出力データをレンダリングしてもよい。
【０３９８】
　プレゼンテーション層は、任意の非集中型ウェブサイト、クライアントソフトウェアま
たは人間または機械によって利用されてもよい形でタクソノミを提示する他の媒体であっ
てもよい。プレゼンテーション層は、タクソノミの表面的な明示と、エンドユーザがタク
ソノミと対話する環境を表してもよい。一実施形態において、データは、ウェブサイトと
してレンダリングされ、ブラウザに表示されてもよい。
【０３９９】
　この構造化情報は、ユーザコラボレーションおよび入力用のプラットフォームを提供し
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てもよい。当業者は、ＸＭＬおよびＸＳＬＴが、多様な範囲の計算プラットフォームおよ
び媒体にわたって、情報をレンダリングするために用いられてもよいことを認識されよう
。この柔軟性により、システムは、広範囲の情報処理タスクの中でのプロセスとして用い
られることが可能である。
【０４００】
　たとえば、形態素は、データフィードにおいてキーワードを用いて表現されてもよい。
データフィードにおいて形態素参照を含むことによって、システムは、特定の形態素識別
子に応じて、プレゼンテーション層におけるさらなる処理を提供してもよい。この柔軟性
の適用は、パーソナライズ化の説明において上記に記載される（図２８）。
【０４０１】
　ウェブに基づく形および制御を用いて（３２２４）、ユーザは、システムにおいて情報
を追加して修飾してもよい。この入力は次に、ＸＭＬデータフィード３２２６および３２
１６として分散型データストアを介して集中型処理システムに返されてもよい。
【０４０２】
　その上、ＲＳＳなどのオープンＸＭＬ形式はまた、システムへの入力として、インター
ネットから組み込まれてもよい。
【０４０３】
　構造情報に対する修飾は、アプリケーションサーバ３２１４によって処理されてもよい
。この処理からの共有形態素データは、ＸＭＬおよびＡＰＩコネクタ３２１２を介して返
され、集中型データストア３２１０に格納されてもよい。
【０４０４】
　システムアーキテクチャの広範囲なフィールドの中で、公知である多くの潜在的な設計
、モードおよび製品がある。これらとしては、システムアーキテクチャの集中型モデル、
非集中型モデルおよびオープンアクセスモデルが挙げられる。本発明によって網羅される
これらの実装の技術的な操作および種々の代替物については、本願明細書においてさらに
説明しない。
［データモデルおよびスキーマ］
　図３１は、本発明の一実施形態におけるシステム内の中核データ構造の簡略化された概
要を提供する。この簡略化されたスキーマは、データがシステムのアプリケーションプロ
グラミング論理を通じて変換されてもよい態様を示す。このスキーマはまた、形態素デー
タがどのように分解されて格納されることができるかも示す。
【０４０５】
　システムのデータアーキテクチャは、ドメイン特有のエンティティを処理するための一
時的なデータストアを提供すると同時に、形態素辞書を集中させるように設計された。
【０４０６】
　ドメインデータは、システムを通って貫流してもよく、システムに格納されなくてもよ
いことに留意されたい。ドメインエンティティにマッピングされる表は、一時的なデータ
ストアであってもよく、次に出力データおよびドメインに関するデータストアに変換され
る。ドメインデータストアは、他の集中型資産と共に格納されてもよく、またはドメイン
オーナによって維持されるストレージリソースに分散されてもよい。
【０４０７】
　一実施形態において、アプリケーションおよびデータベースサーバ（上記に記載され、
図３０に示される）は、データを最初に操作してもよい。データは、システムにおけるデ
ータ抽象化の３つの広汎な領域の中で組織化されてもよい。
【０４０８】
　エンティティ抽象化層３３０２は、エンティティがシステムにおける知識表現の主な構
築ブロックである場所である。エンティティは、形態素３３０４、キーワード３３０６、
概念３３０８、コンテンツノード３３１０およびコンテンツコンテナ３３１２（ＵＲＬに
よって表される）から構成されてもよい。
【０４０９】
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　抽象化の関係層３３１４は、エンティティ定義が、システムにおいて用いられる種々の
エンティティ間の関係によって表される場所である。エンティティ関係は、形態素関係３
３１６、概念関係３３１８、キーワード－形態素関係３３２０、概念－キーワード関係３
３２２、ノード－概念関係３３２４およびノード－コンテンツコンテナ（ＵＲＬ）関係３
３２６から構成されてもよい。
【０４１０】
　ラベル抽象化層３３２８は、エンティティを記述するために用いられる語が、エンティ
ティ自体の構造定義から分離される場所である。ラベル３３３０は、形態素ラベル３３３
２、キーワードラベル３３３４、概念ラベル３３３６およびノードラベル３３３８から構
成されてもよい。ラベルは、種々のエンティティにわたって共有されてもよい。あるいは
、ラベルは、エンティティタイプによって区分されてもよい。
【０４１１】
　この簡略化されたスキーマは、一実施形態において用いられるデータベーススキーマを
全く制限しないことに留意されたい。システム性能、格納および最適化の問題は、著しく
顕著である。当業者は、本願明細書に記載される設計要素を反映するデータベースシステ
ムを設計するための多くの手法があることを知見している。したがって、本発明における
実施形態として用いられてもよい種々の方法、技術および設計は、本願明細書においてさ
らに説明しない。
［次元変換システム］
　図３２は、上記に記載され、本願明細書において以下にさらに記載されるデータ構造変
換のオペレーションを実行するための一実施形態によるシステム概要を示す。
【０４１２】
　上記で紹介される変換の３つの広範なプロセスは、一実施形態において現れるように、
さらに詳細な語で再表示されてもよい。１）複雑な次元構造において要素構成要素に関し
て定義されるように、その構造のファセットを発見するためのドメイン２００の分析およ
び圧縮、２）ファセット分類の増強方法によって提供される次元概念タクソノミ２１０へ
のドメインの複雑な次元構造の合成および展開、３）時間の経過と共に、構造を改良する
複雑適応システム（たとえば、２０６および２１０）を可能にするためのファセットナビ
ゲーションおよび編集環境を通じた次元概念タクソノミ２１０内のユーザインタラクショ
ンの管理である。
［要素構成要素の分析］
　一実施形態において、分散型計算環境６００が、概略的に示される。集中型処理６０１
用の１つの計算システムは、データ構造用の変換エンジン６０２として動作してもよい。
変換エンジンは、その入力として、１つまたは複数のドメイン２００からのソースデータ
構造２０２を受け取る。変換エンジン６０２は、分析エンジン２０４ａ、形態素辞書２０
６および構築エンジン２０８ａから構成されてもよい。これらのシステム構成要素は、上
記で紹介され、図２に示される分析および合成の機能性を提供してもよい。
【０４１３】
　１つのきわめて特異な実施形態において、複雑な次元構造は、インターネット６０６に
わたって、非集中型処理用の１つまたは複数の第２の計算システム（たとえば、６０３）
にウェブサービス（またはＡＰＩまたは他の分散チャネル）を介して分散されてもよいＸ
ＭＬファイル６０４に符号化されてもよい。分散および非集中化のこのモードおよび／ま
たは他のモードを通じて、広範囲の開発者および発行者が、変換エンジン６０２を用いて
、複雑な次元構造を作成してもよい。アプリケーションには、ウェブサイト、知識ベース
、電子商取引ストア、探索サービス、クライアントソフトウェア、管理情報システム、分
析結果などが含まれる。
【０４１４】
　集中型処理および非集中型処理のこれらの説明は、処理のこれらのモードを提供するた
めに用いられてもよい種々の集中型物理システムおよび分散型物理システムと混同すべき
ではないことをここでは留意されたい。ここで、「集中型処理」は、変換プロセスのため
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の共有データ、パブリックデータおよび／または収集データおよびサービスを指す。「非
集中型処理」は、ドメイン特有のデータおよびサービスを指す。当業界では公知であるよ
うに、集中型処理および非集中型処理のこの混合を実現するために実装されてもよい多数
の物理的システムおよびアーキテクチャがある。
［強化されたファセット分類を通じた合成］
　ＸＭＬファイル６０４に基礎として利用可能であってもよい。一実施形態において、フ
ァセット分類の増強方法は、ドメインにおける素材を再組織化するために用いられてもよ
く、ＸＭＬファイル６０４において具体化された複雑な次元構造を用いて第２の計算シス
テム６０３で次元概念タクソノミ２１０を導出してもよい。通常、システム６０３のよう
な第２の計算環境は、次元概念タクソノミ２１０によって再組織化されるために、ドメイ
ンにおいても責任があるドメインオーナによって維持されてもよい。システムによって用
いられる多層データ構造に関する詳細な情報は、以下で提供され、図３３に示される。
【０４１５】
　システム６０３の一実施形態において、次元概念タクソノミ２１０に関するプレゼンテ
ーション層６０８またはグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）が提供されても
よい。ブラウザ、ウェブに基づく形およびソフトウェア構成要素などのクライアント側ツ
ール６１０は、ドメインエンドユーザおよびドメインオーナ／アドミニストレータが、次
元概念タクソノミ２１０と対話することを可能にしてもよい。
［ユーザインタラクションを介した複雑適応処理］
　次元概念タクソノミ２１０は、個々のエンドユーザおよびドメインオーナのそれぞれに
よって調整されて境界を定められてもよい。これらのユーザインタラクションは、第２の
計算システム（たとえば、６０３）によって利用され、人間の認知および分類システムに
対するさらなる処理リソースを提供する。
たとえば、ＸＭＬ２１２ａにおいて符号化されるユーザインタラクションを具体化する次
元タクソノミ情報は、ウェブサービスまたは他の手段を介して分散することによってなど
変化エンジン６０２に返されてもよい。これにより、データ構造（たとえば、２０６およ
び２１０）が、時間の経過と共に進化して改善することを可能にする。
【０４１６】
　第２のシステム６０３から変換エンジン６０２へのフィードバックは、処理の複雑適応
システムを確立する。エンドユーザおよびドメインオーナは、次元概念タクソノミ２１０
を通じて抽象化の高いレベルで対話し、ユーザインタラクションは、次元概念タクソノミ
情報の根底にある要素構成物（たとえば、形態素および形態素関係）に変形されてもよい
。要素構成要素にエンドユーザおよびドメインオーナのインタラクションを結合し、それ
らを変換エンジン６０２を返すように供給することによって、システムは、集合体におけ
るインタラクションを評価することができてもよい。
【０４１７】
　このメカニズムを用いて、コラボレイティブ分類において歴史的に生じる曖昧さおよび
矛盾を除去してもよい。したがって、コラボレイティブ分類に対するこの手法は、他のそ
のようなシステムを用いて生じる可能性がある概念レベルにおけるパーソナルネゴシエー
ションおよびコラボレイティブネゴシエーションを回避しようとする。
【０４１８】
　ユーザインタラクションはまた、ユーザがインタラクションを通じてコンテンツノード
３０２および分類データ（次元概念タクソノミ情報）に寄与し、分類の全体品質を強化し
、利用可能な処理リソースを増大することによって、利用可能なソースデータ２０２を拡
張する。
［多層データ構造］
　図３３は、各ソースデータ構造２０２から採取される要素構成物が、抽象化および次元
性の連続的レベルを通じて組み合わせられ、各ドメイン２００に関する次元概念タクソノ
ミ２１０を作成する手段を示す。この図はまた、各ドメイン２００において具体化される
非集中型プライベートデータ（７０８、７１０および３０２）と、集中型システムが各ド
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メインに関して生成される分類体系を知らせるために用いる共有要素構成物（形態素辞書
）２０６との間の描写を示す。
［要素構成要素］
　形態素３１０および形態素関係の要素構成要素は、集中型データとして形態素辞書２０
６に格納されてもよい。集中型データは、（たとえば、変換エンジンシステム６０１を介
して）分散型計算環境６００にわたって集中され、ドメインの分類に役立つドメインオー
ナおよびエンドユーザのすべてに利用可能であってもよい。集中型データは、要素（形態
素）であり、概念３０６および概念関係によって表される任意の特定の知識およびプライ
ベートな知識の文脈から切り離されるため、第２の非集中型計算システム６０３の中で共
有されてもよい。システム６０１は、各ドメインに含まれる固有の情報を含むこれらの要
素構成物に固有の表現および組み合わせを永久に格納する必要はない。
【０４１９】
　形態素辞書２０６は、形態素属性７０２の表の集合において、各形態素３１０の属性を
格納してもよい。形態素属性７０２は、（以下にさらに記載するように）変換エンジン６
０２の分析プロセスによって用いられる構造的パラメータおよび静的データを参照しても
よい。形態素関係は、集合体において形態素階層４０２の中に順序付けされてもよい。
［次元ファセット出力データ］
　ドメインデータストア７０６は、ソースデータ構造２０２から変換エンジンシステム６
０１によって導出されるドメイン特有のデータ（複雑な次元構造２１０ａ）を形態素辞書
２０６を用いて格納されてもよい。ドメイン特有のデータの一実施形態は、ＸＭＬの形で
格納されてもよい。
【０４２０】
　各ドメインデータストア７０６におけるＸＭＬに基づく複雑な次元構造２１０ａは、ド
メイン特有のキーワード階層７１０、コンテンツノードの集合３０２および概念定義の集
合７０８から構成されてもよい。キーワード階層７１０は、キーワード関係の階層集合か
ら構成されてもよい。ＸＭＬ出力はそれ自体は、ファセットデータとして符号化されても
よい。ファセットデータは、その構造のファセットとしてソースデータ構造２０２の次元
性と、ファセットの属性に関してソースデータ構造２０２のコンテンツノード３０２と、
を表す。この手法により、ドメイン特有のリソース（たとえば、システム６０３）が、複
雑な次元構造２１０ａを次元概念タクソノミ２１０などの抽象化のより高いレベルに処理
することを可能にする。
【０４２１】
　複雑な次元構造２１０ａは、コンテンツノード３０２間の関係を管理するために、組織
化基準として用いられてもよい。組織化原理の新たな集合は次に、分類のための要素構成
要素に適用されてもよい。組織化原理は、以下に詳述し、図２０～図２２に示すように、
ファセット分類の増強方法を含んでもよい。
【０４２２】
　ファセット分類の増強方法は、複雑な次元構造２１０ａに適用されてもよい。他のより
簡単な分類方法もまた、適用されてもよく、他のデータ構造（簡単であるか、複雑である
かに関係なく）は、所望に応じて複雑な次元構造２１０ａから作成されてもよい。一実施
形態において、ファセット分類を明確に表す出力スキーマが、用いられてもよい。他の出
力スキーマが、用いられてもよい。各ドメインに関して作成されるファセット分類は、種
々のデータモデルを用いて表されてもよい。利用可能な分類の方法は、分類されるデータ
構造のタイプに密接に関連付けられる。したがって、分類に関するこれらの別の実施形態
は、上述の次元性の別の実施形態に直接的にリンクされてもよい。
【０４２３】
　ドメインデータストア７０６に含まれるデータエンティティ（たとえば、７０８、７１
０）は、形態素辞書２０６に格納される要素構成物に対する参照を含む。このように、各
ドメイン２００に関する次元概念タクソノミ２１０は、変更に適合するようにために、そ
の作成の後で再分析されることができる。ドメインオーナが、自分たちの分類を更新した



(63) JP 2015-133144 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

いときには、ドメイン特有のデータは、処理のために分析エンジン２０４ａに再ロードさ
れてもよい。ドメイン２００は、実時間で（たとえば、ＸＭＬ２１２ａを介してエンドユ
ーザインタラクションを通じて）または（待ち行列の）定期的な更新を通じて分析されて
もよい。
［共有データ対プライベートデータ］
　次元知識表現モデルの利点は、ドメインを複雑な次元構造２１０ａに処理するために、
システムによって用いられるプライベートドメインデータおよび共有データの明確な分離
である。データ分離は、ホスト型アプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ）処理モ
デル、上記に記載されるようなユーティリティ計算環境を活用する機会またはサービス型
ソフトウェア（ＳａａＳ）アプリケーション配信モデルなどの分散型計算の長所を提供す
る。これらのモデルの下で、第三者が、ドメインオーナに変換エンジンを提案してもよい
。したがって、ドメインオーナは、モデルのこれらのタイプが提供する規模の利益を十分
に活用することができる。
【０４２４】
　ドメインオーナのドメイン特有のデータは、他のドメインオーナの共有データ（すなわ
ち、形態素辞書２０６）およびプライベートデータから分離可能であるため、種々の格納
モデル（たとえば、ＡＳＰを介して）の下で確実にホスト化されることができる。あるい
は、ドメイン特有のデータは、ドメインオーナによってホスト化され、共有データから物
理的に除去されてもよい。
【０４２５】
　この分散型知識表現モデルの下で、ドメインオーナは、集中型知識変換サービスの経済
的な利点および特殊化の両方からの恩恵のほか、集中型分類データの「衆知」からの恩恵
を受ける可能性がある。しかし、これらの集中型サービスおよびデータ資産から分離され
る必要なドメイン特有のデータを保つことによって、ドメインオーナは、固有の知識を妥
協する必要なく、ユーザの全体的な共同の共有知識（たとえば、形態素辞書）を構築して
もよい。
【０４２６】
　企業設置内の知識保管庫およびイントラネットは、プライベート知識ドメインとの関連
の中で共有収集知識のこの適用の実施例を提供する。現在、会社は、収集知識の経済的利
益と競争上の利点に関してプライベート知識を維持する必要性のオープンコラボレーショ
ンとの間で、厳しい妥協点に直面している。本願明細書に記載されるシステムにより、閉
鎖的な情報ドメインのこのタイプが、それでもなお本願明細書に記載される集中型知識表
現および変換サービスからのほか、本願明細書に記載される形態素辞書の場合のような共
同データ資産の恩恵を受けると同時に、合成された知識およびドメイン特有のデータ資産
をプライベートに維持することが可能となる。
［分散型計算環境］
　一実施形態において、構築エンジンは、オープンソースプラットフォームで実行するソ
フトウェアアプリケーションとして分散されてもよい。１つのそのようなオープンソース
プラットフォームは、ＬＩＮＵＸ（登録商標）、ＡＰＡＣＨＥ（商標）、ＭｙＳＱＬ（商
標）およびＰｅｒｌ、ＰＨＰ、Ｐｙｔｈｏｎなどを含んでもよいプログラミング言語から
なる技術の「ＬＡＭＰ」スタックである。そのようなアプリケーションを通じて、構築エ
ンジンの合成規則のマルチプルコピーが、ドメインオーナの分散型物理システムで直接的
に読み出されてもよい。このモデルの下で、（構築エンジンの各コピーは、同一の命令で
提供されるため、）集中型処理規則を実行する分散型物理システムを有する。
【０４２７】
　この手法を用いて、各ドメインに関する複雑な次元構造を合成するスケーリングコスト
は、各ドメインオーナのリソースにわたって分散される。類似の方式において、構築エン
ジンは、軽量のクライアント側アプリケーションとして分散され、それらのアプリケーシ
ョンのエンドユーザの必要に応じて複雑な次元構造を合成してもよい。
【０４２８】
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　これらの非集中型システムをドメインオーナおよびエンドユーザのシステム上で直接実
行する機会に加えて、ＡＭＡＺＯＮ
ＷＥＢ ＳＥＲＶＩＣＥ（商標）（ＡＷＳ）などのユーティリティ予測プラットフォーム
が、集中型構築エンジン規則用の経済的な分散メカニズムを提供する。（構築エンジンの
仮想インスタンスを実行する直接費は、ドメインオーナの異機種環境にわたる構築エンジ
ンを分散して支援する間接費を埋め合わせるより大きい可能性がある。）構築エンジンの
物理的分散コピーより、仮想構築エンジンアプリケーションは、ユーティリティ計算環境
の中で提供されることが可能である。
【０４２９】
　たとえば、ＡＷＳの中で、構築エンジン用の画像が作成され、ＡＷＳ
Ｅｌａｓｔｉｃ Ｃｏｍｐｕｔｅ Ｃｌｏｕｄサービス（ＥＣ２）の仮想環境にアップロー
ドされてもよい。ＥＣ２は、１つまたは複数の仮想サーバ環境を提供してもよい。ＡＷＳ
「画像」は、本質的に仮想サーバのディスク画像である。「インスタンス」は、そのディ
スク画像に基づく動作仮想サーバである。仮想サーバで実行中の構築エンジンの新たなイ
ンスタンスは、ドメインを処理し、必要に応じて、ユーザの活動に適合させるようにセッ
トアップされる。
【０４３０】
　この非集中型環境（ならびにその他の多くの環境）において、ドメイン特有のデータお
よび構築エンジンは、切り離されてもよい。ＡＷＳの中で、ＥＣ２は、処理のために用い
られてもよく、Ｓｉｍｐｌｅ
Ｓｔｏｒａｇｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ（Ｓ３）は、データ格納のために用いられてもよく、Ｓ
ｉｍｐｌｅ
Ｑｕｅｕｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＳＱＳ）は、ＥＣ２、Ｓ３および上記で紹介され、および
以下でさらに詳細に説明される分析および複雑適応フィードバックの他の集中型サービス
にわたるメッセージングを連係するために用いられてもよい。
【０４３１】
　ＡＷＳ
Ｓ３サービスは、ドメインに関する次元複雑な構造を符号化するファセットデータ集合の
格納および分配のために用いられてもよい。これらのドメイン特有のファセットデータ集
合は、構築エンジン規則を処理している複数の仮想サーバの間で共有されてもよい。
【０４３２】
　合成される概念関係は、この非集中型環境に格納されてもよい。構築要求は、合成され
て、エンドユーザシステムおよびＳ３の両方に並列に送信されてもよい。その後で、前に
要求されたパラメータに整合する合成要求は、Ｓ３における概念関係のキャッシュから満
たされてもよく、または、更新が必要である場合に、構築エンジンによって直接的に生成
されてもよい。同程度に重要なことは、合成された関係は、上記に記載されるように、集
中型分析エンジンにおける次の分析サイクル用のフィードバックとして利用可能であって
もよい。
【０４３３】
　当業者は、分散型計算の領域において、ここで作成されてもよい多くのアーキテクチャ
の改善および進歩があることを認識されよう。複数の仮想機械にわたる並列化およびドメ
インおよびユーザ活動にわたる負荷バランスは、改善のこのタイプの実施例である。
ＸＭＬスキーマおよびクライアント側の変換
　ファセット出力データは、ＸＭＬとして符号化され、ＸＳＬＴとしてレンダリングされ
てもよい。ファセット出力は、多くの異なる手法で再組織化されて表されてもよい（たと
えば、公開されたＸＦＭＬスキーマを指す）。階層を表すための別の出力が、利用可能で
ある。
ＸＳＬ変換コード（ＸＳＬＴ）が、プレゼンテーション層を提示するために、一実施形態
において用いられる。システムによって管理されるすべての情報要素（システムを通じて
向けられる場合には分散型コンテンツを含む）は、ＸＳＬＴによってレンダリングされて
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もよい。
【０４３４】
　クライアント側処理は、データフィードをシステムのプレゼンテーション層に接続する
ための一実施形態のプロセスである。コネクタのこれらのタイプは、アプリケーションサ
ーバから構造情報を用いる種々の媒体に情報を出力するために用いられてもよい。アプリ
ケーションサーバからのＸＭＬデータは、ウェブページにおける表示のためにＸＳＬＴを
通じて処理されてもよい。
【０４３５】
　当業者は、ＸＭＬ技術および類似の表示技術が、本発明のサービスにおいて提供する現
在および未来の機能性を認識されよう。基本的な発行およびデータ表示に加えて、ＸＳＬ
Ｔおよび類似の技術が、さまざまなプログラマティック環境を提供してもよい。システム
によって作成される構造などの複雑な情報構造は、データモデルにそっくりの実用的な情
報を提供してもよい。ソフトウェアプログラムおよびエージェントは、プレゼンテーショ
ン層上で情報に作用し、巧妙なインタラクティビティおよび自動化を提供してもよい。し
たがって、システムの中核構造利点によって提供される本発明の範囲は、簡単な発行をは
るかに越えて拡張されてもよい。
【０４３６】
　当業者はまた、これらのＸＭＬ位置およびＸＳＬＴ位置を設計することを可能にする可
変性を認識されよう。たとえば、ファイルは、エンドユーザのコンピュータ上に局所的に
格納されてもよく、ウェブサービスを用いて生成されてもよい。ＡＳＰコード（または類
似の技術）は、分散型プレゼンテーション層（第３者による発行者またはソフトウェアク
ライアントのウェブページなど）上に本発明のシステムによって管理される情報を挿入す
るために用いられてもよい。
【０４３７】
　別の実施例として、システムからの中核構造情報を含むＸＭＬデータフィードは、シス
テムが組織化する分散型コンテンツと組み合わせてもよい。当業者は、データのこれらの
２つのタイプを分離データフィードに分離するための機会を認識されよう。
【０４３８】
　これらの表示ファイルおよびデータフィードを格納して分配するためのこれらの設計機
会および他の設計機会は、当業界では公知であり、したがって、本願明細書においてさら
に説明しない。
［ユーザインターフェイス］
　以下の節は、上述のシステムオペレーション用の種々のユーザインターフェイスに関す
る実装の詳細を提供する。これらのオペレーションは、次元概念タクソノミの表示、動的
合成のモードにおける合成パラメータの提供および次元概念タクソノミの編集である。当
業者は、上述のシステムオペレーションのサービスにおいて実装してもよい潜在的なユー
ザインターフェイスの多様性を認識されよう。したがって、ユーザインターフェイス実装
の例証および説明は、本発明の範囲を全く制限しない。
［次元概念タクソノミビューア］
　図３４は、エンドユーザの表示およびブラウジング用の次元概念タクソノミ表示ＵＩの
主要構成要素の説明的なスクリーンキャプチャを提供する。
【０４３９】
　コンテンツコンテナ２６００は、次元概念タクソノミ用のプレゼンテーション層を形成
する構造リンクおよび概念定義に加えて、ドメインにおけるコンテンツの種々のタイプを
保持してもよい。１つまたは複数の概念定義は、コンテナにおけるコンテンツノードに関
連付けられてもよい。システムは、本願明細書に記載するように、次元概念関係を予測す
るために用いられるＵＲＩおよび概念定義に加えて、システムに登録される情報要素の任
意のタイプを管理することができてもよい。
【０４４０】
　一実施形態において、従来の直線的な（または平坦な）情報構造に通常関連付けられる
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ユーザインターフェイスデバイスは、複雑な次元構造における次元性を表すために組み合
わせられるか、積み重ねられてもよい。
【０４４１】
　ナビゲーションバー、ディレクトリツリー２６０４およびブレッドクラムパス２６０２
などを組み合わせ型の従来のウェブＵＩデバイスは、情報アーキテクチャにおける種々の
ノードにおける次元交差点を示すために用いられてもよい。能動コンテンツノード２６０
６と交差する各次元軸（または階層）は、別個の階層として表されてもよく、各交差軸に
１つの階層が表される。
【０４４２】
　構造関係は、ドメインにおいて能動コンテンツコンテナから関連コンテンツコンテナま
でポインタ（またはリンク）によって定義されてもよい。これは、次元概念タクソノミに
よって指示されるように、能動コンテナと関連コンテナとの間の複数の構造リンクを提供
してもよい。構造リンクは、概念の全文脈提示、能動軸においてキーワードのみを表示す
る概念のフィルタリングされた提示、コンテンツノードラベルの提示などをはじめとする
種々の方式で提示されてもよい。
【０４４３】
　構造リンクは、１つまたは複数の関係タイプ（たとえば、親、子または兄弟）の中のコ
ンテンツノードの優先順位を付けされたグループ化に組織化された次元概念タクソノミの
中で、コンテンツノードに関する文脈２６０８を提供してもよい。
【０４４４】
　ＸＳＬＴは、ウェブサイトにおけるナビゲーションパスとして構造情報を提示するため
に用いられてもよく、ユーザが能動コンテナに関するコンテナに構造階層を誘導すること
を可能にする。ウェブサイトにおけるナビゲーションデバイスとして構造情報の提示のこ
のタイプは、システムの最も基本的なアプリケーションの中にあってもよい。
【０４４５】
　これらのナビゲーションの慣例および他のナビゲーションの慣例は、当業界では公知で
ある。
［動的合成ユーザインターフェイス］
　（上記したような）動的合成オペレーションを提供するためのユーザインターフェイス
を組み込むユーザインターフェイス制御が、図３５に示される。
【０４４６】
　ユーザインターフェイスは、ユーザが指定してもよいユーザインターフェイス制御、す
なわち、能動概念定義３６０２、能動軸定義３６０４および能動ドメイン３６０６を含ん
でもよい。能動概念定義および能動軸定義を指定するための制御は、キーワードとして概
念定義を規定し、編集オペレーションおよびテキストに基づく探索（図示せず）を起動す
るためのリンク（図示）を含んでもよい。
【０４４７】
　一実施形態において、ユーザは、既存の概念階層３６０８の中に配置される概念定義の
集合から能動概念定義を選択してもよい。能動概念定義のこの選択は、前に実行された静
的合成オペレーションに基づき、次元概念タクソノミ用の大域的ナビゲーション構造を提
供してもよい。
【０４４８】
　別の実施形態において、能動概念定義を指定するために、ユーザは、テキストボックス
（図示せず）にクエリを入力してもよい。クエリは、ドメインに関連付けられるエンティ
ティラベルの集合に対して処理されてもよい。入力しているときに、ドメインにおける概
念、キーワードおよび形態素の他のエンティティに関連付けられるラベルとの文字列比較
に基づいて、提案のリストが提案されてもよい。（抽出方法論は、さらに詳細に上述され
る。）これらのツールを用いて、ユーザは、ドメイン特有のラベルの顧客の語彙に基づい
て、提供される提案から概念定義を選択することができてもよい。
【０４４９】
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　軸定義は、能動概念定義の１つまたは複数の属性のリストまたは（合成オペレーション
の説明の下で上記に記載されるように）ユーザが組み立てたいと考える属性の任意の組み
合わせを用いて指定されてもよい。動的合成オペレーションのために用いられる候補集合
内からの属性の分析に基づく「タグクラウド」３６１０は、潜在的な軸定義の概観を提供
するための１つの手段であってもよい。たとえば、候補集合において最も普及しているキ
ーワードの計数は、提示用のキーワードの部分集合の選択のほか、全体的なキーワード計
数に基づくキーワードラベルのフォントサイズの変更のための基準として用いられてもよ
い。
【０４５０】
　この実装において、ユーザは、スクリーンの上部にわたって位置決めされるタブの集合
から選択することによって、能動ドメインを選択してもよい。
【０４５１】
　処理の範囲および結果として生じる合成出力を制御するために、上記に記載されるよう
に、合成パラメータを定義するための制御は、スライダ３６１０としての分離度およびリ
ンク３６１２として返される概念の数における制限を含んでもよい。（この実施形態にお
いて、表示されるコンテンツノードの数における制限は、返される概念における制限に結
合される。あるいは、概念およびコンテンツノードにおける制限は、提示においてさらな
る柔軟性を提供するために分離されてもよい。）仮想概念を表示するかまたは隠すことが
できる手段は、チェックボックストグル制御３６１４として示される。
［次元概念タクソノミアウトライナ］
　次元概念タクソノミの表示は、上記に記載されるユーザインターフェイスを通じてユー
ザに提示されてもよい。例証のために、分類を検討した後、ユーザは、分類を再組織化し
たいと仮定する。システムの視点から、これらのインタラクションは、複雑適応システム
内の明確なユーザフィードバックを生成することになる。
【０４５２】
　図３６は、一実施形態におけるこれらのインタラクションを提供することができるアウ
トライナユーザインターフェイスを示す。この図は、構造２７０４におけるノード２７０
２の位置を変更し、各ノード２７０６でコンテナおよび概念定義割り当てを編集するため
のデバイスを示す。
【０４５３】
　一実施形態において、クライアント側制御を用いて、ユーザは、次元概念タクソノミを
再組織化するために、階層においてノードを移動することができてもよい。その際、ユー
ザは、ノード間に新たな親－子関係を確立してもよい。
【０４５４】
　ノードの位置が編集されるため、基本的な形態素間の関係の新たな集合を関連させても
よい。これは今度は、推測される次元概念関係の新たな集合を決定するための再予測を必
要としてもよい。これらの変更は、概念関係によって推測される新たな形態素関係を予測
するために、待ち行列に入れられてもよい。
変更は、ユーザのパーソナライズ化需要のための共有次元概念タクソノミ（以下では共同
概念タクソノミ）に対する例外として格納されてもよい（パーソナライズ化に関するさら
なる詳細については、以下を参照のこと）。
【０４５５】
　当業者は、多次元情報構造を提示し、エンドユーザにインタラクティビティを提供する
ために用いられてもよい多くの方法および技術があることを認識されよう。たとえば、多
変量形態は、ユーザが多くの異なる次元に沿って同時に情報アーキテクチャを照会するこ
とを可能にするために用いられてもよい。「ピボットテーブル」などの技術は、他のパラ
メータが変更されている間、情報構造における１つの次元（または可変）定数を保持する
ために用いられてもよい。ＡｃｔｉｖｅＸおよびＡｊａｘに基づく構成要素などのソフト
ウェア構成要素は、ウェブページに埋め込まれ、基本的な構造を有するインタラクティビ
ティを提供してもよい。可視化技術は、データの三次元表示を提供してもよい。これらの
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変形および他の変形は、当業者には明白であり、本発明の範囲を制限するわけではない。
【０４５６】
　本発明は、多くの形態をとることができることと、そのような形態は、請求項に記載さ
れたように本発明の範囲内にあることは当業者によって認識されよう。したがって、添付
の特許請求の範囲の精神および範囲は、本願明細書に含まれる特定のバージョンの説明に
限定されるべきではない。
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