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(57)【要約】
情報検索システムにおける人間のガイドの検索スキルを
強化するための方法とシステム。人間のガイドが特に情
報探索者からの検索クエリの発見に忙しくない場合、こ
の方法により人間のガイドのトレーニングが可能となる
。また、この方法はガイドが暇であるかの決定及び、人
間のガイドをトレーニングするため人間のガイドに少な
くとも一本のビデオ又はオーディオソースの提供を含む
ことができる。ビデオトレーニングは、情報検索クエリ
に対する検索結果の提供において最も効果的な方法の表
示を含むことが可能であり、それによって、ガイドが情
報検索を実施するために効果的な戦略とスキルを学習す
ることができる。トレーニングにより、ガイドがより熟
練の人間のガイドレベルに昇進する可能性に貢献するこ
とが可能であり、それによって、情報探索者のために検
索クエリの発見においてより優れた有効性が可能となる
。　
【選択図】図２３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガイドが何もしていないかどうかを決定するステップと；
　何もしていないガイドをトレーニング資料を用いて訓練するステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記訓練がマルチメディアトレーニングを含むことを
特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、前記マルチメディアトレーニングが、スクリプトとア
プリケーションを含むインタラクティブトレーニング資料を具えることを特徴とする方法
。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、前記トレーニング資料がビデオ及び／又はオーディオ
トレーニング資料を具えることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法が、更に、ポップアップウインドを介してメッセージを送信して
、前記ガイドが実習生ガイドとしてログインしている場合、前記ガイドにトレーニングに
参加するよう促すステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法が更に、前記トレーニングの前に、前記ガイドがプロのガイドで
ある場合、前記何もしていないガイドにトレーニングに参加するよう促すメッセージを送
信するステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法が更に、前記送信の後に、前記何もしていないガイドが前記メッ
セージ中のトレーニングの提案を受けたかどうかを決定するステップを具えることを特徴
とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記何もしていないガイドが前記トレーニングの提案
を受けた後、前記何もしていないガイドが割り当てられたキーワード及び／又はカテゴリ
ィに関連し、前記何もしていないガイドのランクに適したトレーニング資料を検索するこ
とを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法が更に、前記検索の結果前記ビデオの位置が分かった後、当該ビ
デオが前記何もしていないガイドに以前に送信されたことがあるか否かを決定するステッ
プを具えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、前記トレーニングが、前記ビデオの位置が前記検索に
よって分かった後に、前記何もしていないガイドがビデオオンラインを実行することを選
択した場合、前記何もしていないガイドにビデオを表示するステップを具えることを特徴
とする方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、前記何もしていないガイドがポッドキャストを所望す
る場合、前記トレーニングが前記何もしていないガイドにビデオをダウンロードする機会
を与えることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法が更に、前記トレーニングの後、前記何もしていないガイドに、
ビデオの格付けと前記トレーニング資料に関するコメントを促すステップを具えることを
特徴とする方法。
【請求項１３】
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　請求項１に記載の方法において、前記トレーニング資料が、何もしていないガイドによ
って、他のガイド用に作成されることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の方法が更に、前記促すステップの後、ビデオデータベースに前記ビ
デオの格付けとコメントを入力するステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法が更に、前記何もしていないガイドに対して、ビデオトレーニ
ングが終了したことをマーキングするステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法が更に、前記マーキングの後、トレーニングログを更新するス
テップを具えることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　ガイドデータベースを具えるコンピュータ制御用のコンピュータで読み取り可能なスト
レージにおいて：
　ガイド認識欄と；
　ガイドの多忙状態欄と；
　トレーニングビデオ提示欄と；
を具えることを特徴とするストレージ。
【請求項１８】
　ビデオトレーニングデータベースを具えるコンピュータ制御用のコンピュータで読み取
り可能なストレージにおいて：
　ビデオ欄と；
　コメント／ビデオ格付け欄と；
を具えることを特徴とするストレージ。
【請求項１９】
　ビデオ又はオーディオソースを介してトレーニングを提供するガイドコンピュータシス
テムと；
　前記トレーニングに関連するオペレーションを制御する検索コンピュータシステムであ
って、ガイドデータベースとビデオデータベースに通信可能に接続されており、前記ガイ
ドコンピュータシステムにネットワークを介して通信可能に接続されている検索コンピュ
ータシステムと；
を具えることを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　ガイドの多忙状態を監視するガイドデータベースを調べるステップと；
前記ガイドが何もすることがない場合に前記ガイドがプロガイドであるかどうかを決定す
るステップと；
　実習生ガイドがログインしているかどうかを決定するステップと；
マスターガイドからのトレーニングリクエストが受信されているかどうかを決定するステ
ップと；
　ビデオトレーニングに参加を促すメッセージとともに、どのトレーニングをガイドに提
供するべきかの注意を促すステップと；
　ビデオデータベース又はビデオを検索して、ガイドランキング及びガイドに割り当てら
れたキーワード又はカテゴリに適したビデオを得るステップと；
　前記ガイドがビデオトレーニングに参加したい場合、あるいはビデオトレーニングに参
加することが選択された場合、前記ガイドにビデオソースを送信するステップと；
　ビデオ格付け及びビデオに関するコメントをガイドに促すステップと；
　ビデオデータベースにコメントと格付けを入力するステップと；
　ガイドにビデオトレーニングが終了したとマークするステップと；
　ガイドのトレーニングログを更新して、ビデオトレーニング時間を反映させるステップ
と；
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を具えることを特徴とする方法。
【請求項２１】
　ビデオまたはオーディオソースを介してトレーニングを提供するガイドコンピュータシ
ステムと；
　前記トレーニングに関連するオペレーションを制御する検索コンピュータシステムであ
って、ガイドデータベースとビデオデータベースに通信可能に接続されており、前記ガイ
ドコンピュータシステムにネットワークを介して通信可能に接続されている検索コンピュ
ータシステムと、を具えるシステムにおいて：
　前記検索コンピュータシステムが、前記ガイドデータベースを調べてガイドの多忙ステ
ータスを監視し；
　何もしていないガイドがプロガイドであるかどうかを決定し；
　実習生ガイドがログインしているかどうかを決定し；
　マスターガイドからトレーニングリクエストを受信したかどうかを決定し；
　トレーニングを提供するべきガイドにビデオトレーニングに参加を促すメッセージで注
意を促し；
　ビデオデータベースを検索して、ガイドランキングとガイドが割り当てられたキーワー
ドまたはカテゴリィに適したビデオを得；
　前記ガイドがビデオトレーニングに参加したい場合あるいは、ビデオトレーニングへの
参加が選択された場合、ガイドにビデオソースを転送し；
　ビデオ格付けとビデオに関するコメントをガイドに促し；
　ビデオデータベースにコメントと格付けを入力し；
　前記ガイドにビデオトレーニングが終了したことをマークし；
　前記ガイドのトレーニングログを更新して、ビデオトレーニング時間を反映させる、こ
とを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願への相互参照
　この出願は“METHOD, SYSTEM, AND COMPUTER READABLE STORAGE FOR PODCASTING AND V
IDEO TRANING IN AN INFORMATION SEARCH SYSTEM”という題名で発明者Scott A. Jonesに
より2006年7月24日に米国特許商標庁に出願された米国仮出願番号60/820,181、代理人整
理番号1918.1009P、“METHOD, SYSTEM, AND COMPUTER READABLE MEDIUM USEFUL IN MANAG
ING A COMPUTER-BASED SYSTEM FOR SERVICING USER-INITIATED TASKS”という題名で発明
者Scott A. Jonesにより2006年8月3日に米国特許商標庁に出願された米国仮出願番号60/8
21,335、代理人整理番号1918.1020P、及び“METHOD, SYSTEM, AND COMPUTER READABLE ME
DIUM USEFUL IN MANAGING A COMPUTER-BASED SYSTEM FOR SERVICING USER-INITIATED TAS
KS”という題名で発明者Scott A. Jonesにより2006年9月1日に米国特許商標庁に出願され
た米国仮出願60/824,407、代理人整理番号1918.1020P2に関するもので、その優先権の利
益を主張し、上記全ての出願の文献を援用する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが開始したタスクのサービス用のコンピュータベースのシステムにおいて、タス
クを開始するユーザ数とユーザ開始タスクを処理する作業員の人数とのバランスを保つこ
とが重要であり、それによりシステムの効率及び/又はユーティリティが維持される。
【０００３】
　ユーザと作業員のバランスが維持できない場合、かかるシステムにいくつかの問題が起
こる可能性がある。例えば、システムに関わる作業員数が過多となった場合、作業員に対
して十分な仕事がなく、やりがいのある収入が得られない。さらに、作業員が退屈してし
まい、仕事に対して興味を失う可能性がある。これに反して、例えば、システムに関わる
作業員が少なすぎる場合、ユーザ開始タスクがタイムリーに取り扱われない、又は特定の
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タスク領域に長けていない作業員によって処理されることになる。結果として、乏しいサ
ービスと不満を抱えたユーザが残る。　
【０００４】
　その他の可能性のある問題に加えて、多くの場合、作業員がユーザ開始タスクを処理す
ることによって、かかるタスクにおけるパフォーマンスを改善するために利用可能な方法
及び戦略に気が付かない。ユーザ開始タスクの処理を通じて試行錯誤を繰り返すうちに、
作業員のパフォーマンスは向上するかもしれないが、かかる工程では作業員が希望するほ
ど早く技術を向上することができない。それに、ユーザ開始タスクの処理によって、作業
員がいかにして“最善”のサービスを提供しえるかを実感する技術に接するとは必ずしも
限らない。
【０００５】
　前述事項を考慮し、システム、方法及び作業員の第２次活動を管理するコンピュータプ
ログラム製品、例えば、ユーザ開始タスクをサービスするコンピュータベースシステムが
評価されるであろう。システム、方法及び作業員が関わるコンピュータ読込可能手段に加
えて、例えば、ユーザ開始タスクのサービス用のコンピュータベースシステムに関して作
業員のパフォーマンスがトレーニングで向上する場合、評価されるであろう。
【０００６】
　有料検索者もしくはガイドを含む有料検索システムに関して、ガイドが十分ではない場
合、情報探索者が苛立ちを感じるため、検索結果が得られるまでの情報探索者（すなわち
ユーザ）の検索時間が満足のいくものにはならない。ガイドが過多な場合、システムはガ
イドによる作業パフォーマンスに関して費用効果が悪く、かかる作業に対する報酬も悪い
。（及び/又は人間の作業員が退屈及び/又は注意散漫になる可能性がある）この２つのソ
ースの適切なバランスが保持されている、すなわち、ガイド（プロバイダ）と情報探索者
（ユーザ又はリクエスタ）がシステムの全体的な効率性にとって重要であるとしても、そ
れでも、ガイドは必然的に“ダウンタイム”に遭遇する。　
【０００７】
　ダウンタイム、すなわちガイドが情報探索者からの情報検索クエリを受けていない時間
によって、ガイドが退屈してしまう結果になり得る。さらに、ガイドがクエリの回答に忙
しくない場合、ガイドはこの暇な時に自分の情報検索技術を向上しない。　
【０００８】
　上記の可能性のある問題に加え、情報検索クエリに対して検索結果を提供によって、ガ
イドは検索クエリに対して自分のパフォーマンスの正確性を増大するために利用できる特
別な方法及び戦略に気が付くことがしばしばできない。検索クエリの検索結果の提供を通
じて試行錯誤を繰り返すうちに、ガイドのパフォーマンスは向上するかもしれないが、か
かる工程ではガイドが希望するほど早く技術を向上することができない。さらに、クエリ
に対する検索結果の提供により、ガイドがいかに“最善な”検索結果が提供できたかを理
解するための理想的なパフォーマンスを提示することにはならない。よって、情報検索ク
エリに対して正確な対応を提供するため、かかるシステムに最も重要なゴールの一つは妥
協することであろう。
【０００９】
　最近、LinkedIn（登録商標）、MySpace（登録商標）及びFacebookx（登録商標）といっ
たような多くのオンラインソーシャルネットワーキングシステムが人気があるが、このよ
うなシステムは、ユーザが情報や共通の趣味を共有するために使用するアドホックのネッ
トワークの形成を可能にしている。ユーザはユーザ形成又はかかるサイトのその他のコン
テンツを追加することも可能である。検索システムでは、検索者（すなわちガイド）は同
様な趣味を所有するコミュニティの形成を望み、興味のあるエリアに利用できるガイドが
いない場合、ガイド及び/又はユーザから情報を得るため情報及び/又は技術を共有する場
合もある。ただし、情報探索者からのリアルタイムの要求に応えるために作業員が待機す
る必要がある場合、現在のソーシャルネットワーキングサイトはアクセス不能である。か
かるシステムのユーザは、有料および余暇活動の中から選択しなければならない。
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【００１０】
　Google（登録商標）やCo-opといった現在の“コミュニティベース”検索システムは、
コミュニティユーザによって貢献された特別なリソースの検索を可能にしようとする試み
が実施されている。ただし、かかるシステムでは、同様の興味を所有している貢献者が、
匿名で各自（すなわち柔軟性のあるレベルでの匿名性）を識別する、又は検索技術及び/
又は利用できるリソースに関する情報を共有することが不可能である。かかる検索リソー
スの幅を奥行きを深めるための協力はしばし難易であるが、アルゴリズムベースの検索は
効率的に配置ができない場合があり、かかるリソースを活用しきれない場合がある。
【００１１】
　上記で指摘した問題に関して、必要なのは、ビデオ、オーディオ、イメージ、テキスト
、インタラクティブメディア又はコンピュータプログラム、コンピュータシステム及び/
又は上記の任意の組み合わせにおいて、ガイドの技術を向上させるために活用できる任意
の利用できるリソースを通じて、ガイドが閑散時又は利用可能な時間にトレーニングでき
る方法、システム及びコンピュータ読込可能手段である。
【発明の概要】
【００１２】
　本文に描かれた実施例は情報検索システムにおける人間のガイドの検索技術の強化に関
する方法とシステムに導かれたものである。この実施例により、人間のガイドが特に情報
探索者から検索クエリへの対応に忙しくない時に、人間のガイドをトレーニング可能であ
る。この方法には、ガイドが暇であるか、人間のガイドのトレーニング用の少なくとも一
つのビデオ及び/又はオーディオソースを提供しているかを決定する機能を含むことが可
能である。ビデオトレーニングは、情報検索クエリの検索結果を提供する最も効果的な方
法のデモンストレーションを含んでおり、よって、ガイドが効果的な戦略と情報検索を実
施する技術を学習することが可能である。トレーニングにより、より熟練の人間のガイド
レベルに昇格できるガイドの可能性に貢献でき、それによって情報探索者からの検索クエ
リに対応するためにより効率を改善することが可能である。　　
【００１３】
　本文で公開されたシステムと方法により、検索者又はユーザはトレーニング用のメディ
アリソースを識別することが可能である。メディアトレーニングリソースは、キーワード
、サブカテゴリ、カテゴリ、タグ、能力レベル、ユーザ格付け、又はその他のコンテンツ
のインジケータ、内容、特化の度合い、トレーニングアイテムの内容タイプなどといった
システムに保存可能であれば、いかなるタイプの情報に関連してもよい。ただし、トレー
ニングアイテムはシステム自体の内部リソースであってはならない。例えば、音楽、ビデ
オ、ソフトウェアプログラム等の著作権がかかったアイテムは１回の使用毎、１回コピー
する毎にロイヤルティ及び/又はライセンス費が必要である場合がある。検索者又はユー
ザはかかるリソースのアクセス情報と、公開されたシステム内でインデックスされたその
他のデータとを関連してもよい。この場合、トピックに関連すると思われるトレーニング
資料が、メディアベースのトレーニングを探している検索者及び/又はシステムのユーザ
に表示されてもよい。検索者又はユーザは、自発的（例えば、要求により）又は、自動的
にシステムデータベースにある情報をベースにした条件の自動検知によりトレーニング資
料に導かれる場合もある。
【００１４】
　検索者がトピックに関して学習するにつれて検索者/作業員に関連した情報は継続して
監視及び/又は更新され、評価を通じて格付けされ、トレーニング資料等を検討する。検
索者に関連する情報に適当なトレーニング資料が表示されてもよい。さらに、検索者は検
索者が既に関連付けたカテゴリ、サブカテゴリ、タグ、キーワード等に関連した次のレベ
ルに先立った進捗に関して情報を得てもよい。検索者の能力レベルは検索者に関連した情
報に基づいている場合があるため、システムと方法により、検索者は要求の内容に適切な
様々な能力レベル及び様々な発達要件を所有可能になる。　
【００１５】
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　検索者が有給検索者であってもよいため、システムと方法によって、検索者の給与が、
トピックス等に関連して検索者が獲得した格付けに関連してされた能力レベル及び/又は
その他の情報に基づくことを可能にする。トレーニング資料によってこの格付けが改善さ
れる場合がある。給与に影響するため、検索者は昇給目的でトレーニングを求める可能性
がある。検索者は関連トレーニング資料を作成する能力に基づいたコミュニティ内でガイ
ドとして評価され、それに対する給与を得てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　添付の下記図面を参照して、発明の態様及び利点が以下に明らかにされ、下記の実施例
により容易に理解される。
【図１】図１はシステム構造例を説明している。
【図２】図２はクエリ前の検討用のフローチャートである。
【図３】図３は検索者の検索又は選定のフローチャートである。
【図３Ａ】図３Ａは検索者がどのように選定される可能性があるかを示した図である。
【図４】図４は検索結果処理用のフローチャートである。
【図５】図５はクエリ分類運営用のフローチャートである。
【図６】図６は模範的なユーザ又はリクエスタグラフィカルユーザインターフェース(GUI
)である。
【図７】図７は模範的な検索者又はプロバイダGUIである。
【図８】図８はデータベースの関係を示した図である。
【図９Ａ】図９Ａは検索セッションの間に模範的なユーザGUIの異なる段階を示している
。
【図９Ｂ】図９Ｂは検索セッションの間に模範的なユーザGUIの異なる段階を示している
。
【図９Ｃ】図９Ｃは検索セッションの間に模範的なユーザGUIの異なる段階を示している
。
【図１０Ａ】図１０Ａは検索セッションの間に模範的な検索者GUIを示している。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは検索セッションの間に模範的な検索者GUIを示している。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは検索セッションの間に模範的な検索者GUIを示している。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは検索セッションの間に模範的な検索者GUIを示している。
【図１０Ｅ】図１０Ｅは検索セッションの間に模範的な検索者GUIを示している。
【図１１】図１１はシステム構造の例を示している。
【図１２】図１２はシステムが管理する活動を示している。
【図１３】図１３は検索者又はガイドの様々なカテゴリを示している。
【図１４Ａ】図１４Ａは活動エンジンの作動を示している。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは活動エンジンの作動を示している。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは活動エンジンの作動を示している。
【図１４Ｄ】図１４Ｄは活動エンジンの作動を示している。
【図１５Ａ】図１５Ａはデータベースを説明している。
【図１５Ｂ】図１５Ｂはデータベースを説明している。
【図１６】図１６はトレイナー用の模範的なグラフィカルユーザインターフェース（GUI
‘s）を示している。
【図１７】図１７はトレイナー及びトレーニングを受ける人用の模範的なグラフィカルユ
ーザインターフェース（GUI‘s）を示している。
【図１８】図１８はトレーニングファイルとキーワードとカテゴリの関係を説明した図で
ある。
【図１９】図１９はマルチメディアファイルのアップロード用のGUIの例である。
【図２０】図２０はマルチメディアトレーニングファイルのガイドの通知用のGUIの例で
ある。
【図２１】図２１はマルチメディアトレーニングファイルの選定用のGUIの例である。
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【図２２】図２２は人間のガイドのヒエラルキに関する図表である。
【図２３】図２３はガイドの目標とするマルチメディアトレーニング管理用のフローを表
した図である。
【図２４】図２４は検索者データベースを示している。
【図２５】図２５はビデオデータベースを示している。
【図２６】図２６は目標とするマルチメディア検索トレーニング用のシステム図である。
【図２７】図２７はガイドの目標とする人間が手助けするトレーニング管理用のフロー図
である。
【図２８】図２８はトレーニングを受けるガイド用のトレーニング練習（クエリ）の選択
のフロー図である。
【図２９】図２９は検索者データベースを示している。
【図３０】図３０はクエリデータベースを示している。
【図３１】図３１はガイドの人間が手助けするトレーニング用のシステム図である。
【図３２】図３２は第二次活動（指示タスク）の様々な模範優先レベルを示している。
【図３３】図３３は第二次活動を管理する運営方法のフロー図である。
【図３４】図３４はガイドの第二次活動の管理用のシステム図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本実施例に詳細に言及が行われる。本実施例が添付図面に示されており、添付図面にお
いて、同様の参照符号は同様の要素を示す。　
【００１８】
　本発明の実施例には、従業員、主婦及び/又は子供といったユーザ、リクエスタ又は情
報探索者(InfoSeekers（商標）)によるクエリを可能とするシステム100（図１）が含まれ
ており、このシステムは検索者、プロバイダ、ガイド又はプロとして有給検索者(PaidSea
rchers（商標）)及びアマチュア及び/又は自発的な検索者等である作業員によって検索さ
れる。例えば、クエリは（本文において、クエリとは、前に説明の通り、完全に形成され
た質問/文又はキーワード又はキーワードのリスト又は検索フレーズを必要とする）、特
定のレストランの閉店時間、1960年のワールドシリーズの勝者又は、病気に関する情報な
ど（又はその他のタイプのクエリ）をリクエストする。図１に表示の通り、クエリはユー
ザコンピュータシステム102、104、106から創作することができ、コミュニケーションシ
ステム107経由若しくは電話ハンドセット110、112から受け取ることができる。ユーザコ
ンピュータシステムは、典型的なデスクトップ又はラップトップシステム、パーソナルデ
ジタルアシスト（PDA） といったような携帯コンピュータ、ベーシックな携帯電話、テキ
スト入力又はビデオ可能な携帯電話、特化クエリ端末、又はユーザがテキスト、イメージ
又はスピーチ入力によってクエリ入力が可能な任意のその他のソースでもよい　(注：“
スピーチ”と“音声”という言葉は本説明において相互互換性があるものとして使用され
ている)。
【００１９】
　電話ハンドセットは典型的なタッチトーン電話、携帯電話、ツーウェイラジオ又は、ユ
ーザが距離を越えて話す又はコミュニケーションが図れる任意のその他のコミュニケーシ
ョンデバイスでよい。コミュニケーションシステム107（図１）には、インターネットの
ようなパケットスイッチ機能、パブリックスイッチ電話ネットワークやDSL/ADSLといった
ようなサーキットスイッチ施設、ワイヤレスネットワークのようなラジオベース機能等を
含むことが可能である。 
【００２０】
　一つの実施例として、電話ハンドセット110、112による口頭でのスピーチクエリがシス
テムデータベースに保存されており、スピーチ翻訳サーバ114によってデジタルテキスト
クエリに互換される。（あるいは、ユーザのコンピュータシステム102、104、106又は電
話ハンドセット110、112がこの処理を実施する場合がある）。スピーチ翻訳サーバ114は
スピーチをテキストに翻訳するタスクを処理し、この作業はおそらくその他のシステムと
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のインタラクションによって実施され、又はローカルでこのタスクを実施してもよい。ス
ピーチからテキストへの変換は、スピーチ書き換え機能、写字者、及び/又は自動スピー
チ認識（ASR）として知られる従来型のスピーチからテキストへの処理機能を使用して実
施されてもよい。スピーチクエリはユーザの電話から発生し、ユーザのクエリを獲得する
ため、開始時は自動受動スピーチプロンプトタイプ処理（又は、インタラクティブスピー
チ対応若しくはIVRシステム）を使用することが可能である。　
【００２１】
　スピーチ翻訳サーバ114は通話が発生したポートを継続して追跡し、特定のセッション
のそのポートに関してユーザ識別子を電話ハンドセット110、112のユーザに割り当てる。
スピーチ翻訳サーバ114がユーザに対してクエリを話すように促すことができる。また、
スピーチクエリは、プライベート又はパブリック情報プロバイダといったようなユーザか
ら直接というよりむしろ、“スピーチクエリサービスリクエスタ”（SQSR） と呼ばれる
その他のソース116から発生することも可能である。例えば、スピーチクエリは初めパブ
リックライブラリ電話システムによって処理され、その後スピーチ翻訳サーバに切り替え
可能である。スピーチクエリは、時間分配型マルチプレックス回線、インターネット接続
からのボイスオーバーIP（VoIP） パケット、及びその他のソースから、実際にシステム
に届く。スピーチクエリはストリーム、パケットあるいはパケットの連続として届く場合
がある。　
【００２２】
　同様に、食料品店注文システムといったようなユーザが食べ物を注文できる商業サイト
で、夕食後のスペシャルデザートのレシピについて問い合わせると、初めはスピーチクエ
リが処理し、その後スピーチ翻訳サーバ114に渡される。　
【００２３】
　SQSR116は、IPベースソケットアドレスやMicrosoft（登録商標）.NETサービスを含む様
々なメカニズムを通じて、スピーチ翻訳サーバ114とコミュニケーションしてもよく、ス
ピーチ翻訳サーバ114の翻訳サービスをサービスを利用したい人へインターネットを通じ
て広く利用できるようになっている。
【００２４】
　それから、パケットはデジタルのスピーチからテキストへと変換するためスピーチ翻訳
サーバ114にてローカルで処理されるか、又はリモートシステムによって処理される場合
もある。デジタル化されたスピーチが写字者によって変換される場合、この作業は、例え
ば、ヘッドフォンやスピーカを通じて写字者がスピーチを聞くことができ、システムにテ
キストを入力することで情報を変換する一つ又はそれ以上の変換システム（TS） 130、13
2（図１）に送信することによって完了する。それから、数秒の間に（少なくとも一つの
実施例はユーザがクエリを話し終わってから10秒以内で完了するのが好ましい）テキスト
がスピーチ翻訳サーバ114に返送される（もしくはサーバ118かSQSR116に直接送信される
）処理の速度を上げるには、ユーザが話した通りにスピーチクエリがパケットのストリー
ムに分け、情報の遮断なく変換機に渡ることで、システムの待ち時間を減少させることが
可能である。少なくとも一つの実施例において、即座のクエリよりもシステムに多くの写
字者がいる場合はシステムに遅れがない。クエリのオーバーフローが起こった場合、通話
者に対して写字者が利用可能となるまで待たなければならいと話すことによって、フロー
管理の形式を利用することができてもよい（オペレータや代理店に対しての待ち時間に通
話者に話をすることも可能である）。スピーチ翻訳サーバ114が、変換システム130、132
上の変換ソフトウェアアプリケーションを使用して変換サービスの実施を行うために現在
ログインしており、空いている全写字者のデータベースを維持することが望ましい。ある
いは、この写字者の利用度追跡機能をリモートシステムに配置及び/又は変換システム130
、132（例えばピア・ツー・ピアメカニズムを使用）の中の配信メカニズムを使用して実
施も可能である。
【００２５】
　スピーチ翻訳サーバ114は継続して連続スピーチフレーズを様々な異なるソース（すな
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わちユーザ）から任意の一定の変換システム130、132へ送信してよい。ただし、写字者は
立て続けに連続して様々なスピーカーからのスピーチメッセージを写字し、各スピーチメ
ッセージに関連する個別のテキストパケットを作成してもよい。
【００２６】
　一旦クエリがデジタルテキスト形式になると、サーバ118に提供される。また、携帯電
話のテキスト入力機能はデジタルテキスト形式でクエリの入力に使用することが可能であ
り、電話からテキストでクエリを提出することが可能である。
【００２７】
　ユーザコンピュータシステム102、104、106のグラフィカルユーザインターフェース（G
UI）からのクエリは直接ユーザから発生でき、又はスピーチクエリと同様に、“テキスト
クエリサービスリクエスタ”（TQSR）120を通じて 間接的に発生できるが、この場合任意
のソフトウェアプリケーション若しくは例えばインターネット経由で接続されたデバイス
であってもよい。スピーチクエリの実施例にあった様に、ユーザは配達用の食品を注文す
る食料品店のウェブサイトにいて、特別なデザートのレシピについて問い合わせをするか
もしれない。このレシピクエリは、その後サーバ118に転送される可能性がある。どんな
ウェブサイト、ソフトウェアアプリケーション、消費者用電子機器又はその他の機器にお
いても、検索を実施するためにはTQSR又はSQSRになる可能性がある。例えば、衛星テレビ
又はケーブルテレビのプロバイダが提供するセットトップボックスがクエリストリングを
入力し、TQSR又はSQSRとして作動する能力を提供することが可能である。Microsoft（登
録商標）Office WordやExcel（登録商標）といったようなPCで作動するソフトウェアアプ
リケーションであればどんなものであっても、TQSRやSQSRとして務めることが可能である
。
【００２８】
　コンピュータシステム102用のグラフィカルユーザインターフェース（GUI）やスピーチ
翻訳サーバ114のスピーチプロンプトシステムといったような適切なインターフェースは
、ユーザからクエリを抽出し、クエリをサーバ118に転送できる。画像対応ソース（すな
わちビデオ対応携帯電話、書類スキャナー付きPCなど）から発生したクエリにはクエリの
一部として画像が含まれてもよい。
【００２９】
　クエリを受領するとすぐに、この実施例で言うとユーザコンピュータ102から、検索が
処理されている間にユーザが見たり及び/又は聞いたりできるようにサーバ118はユーザに
情報（すなわち広告）を提供できる。この情報はクエリ（又はクエリのキーワード）に関
連していても可能で、ユーザの機器及びレシピの実施例にあった食料品店のように、クエ
リのソースに見合ったようにビジュアル及びオーディオ情報を含んでもよい。この情報は
広告だけではなく、ビデオ、オーディオ、音楽、ゲーム、ウェブリンク等、検索が実施さ
れている間にユーザがインタラクト及び/又は表示できるような情報を含むことができる
。提供された情報は、例えば広告を通じて歳入のソースとなる可能性がある。検索結果を
待つ間、ユーザが広告を閲覧、又は広告に関連したリンクをクリック、あるいは商品を購
入（時に“換算”と呼ばれることもある）する場合、適当であれば、検索者にクレジット
ポイント及び/又は報酬を付加広告収入を反映するようにデータベースが更新されること
ができる。デジタルテキスト、グラフィックス、オーディオ又はビデオ広告はユーザコン
ピュータ102又はユーザ電話110にて表示（又は再生）されてもよい。選定された特定の広
告は、広告主の契約義務、広告主の入札価格、ユーザにおける人気度、広告のキーワード
マッピング、統計使用（すなわち、最近提示された中で最低使用回数）、ユーザ統計、地
理的データ、検索者の広告選択などといった一つの又は組み合わさった要素に基づいた広
告に関連したウェイトに基づいてもよい。　
【００３０】
　サーバ118（図１）では、検索者のログイン状況、キーワード又はカテゴリに関連した
検索者であるかどうか、前回のパフォーマンスに基づいた検索者の格付けといったような
要素に基づいて要求された情報の検索に対応できる検索者を決定することにより届いたク



(11) JP 2009-545076 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

エリを処理する。　
【００３１】
　サーバ118は特定のクエリが以前に質問されたことがあるかどうかを決定することも可
能で、人間の検索者が関わる必要なく、以前に得た検索結果をユーザに送信して対応する
ことができる。　
【００３２】
　以前に満足のいくクエリ結果がない場合、又はクエリを満たすかもしれない結果がある
場合、サーバ118はコミュニケーションシステム107上で利用できる一人又は一人以上の検
索者にクエリを送信する。もしクエリがスピーチクエリの場合、テキストバージョンのク
エリとキーワードを送信するのに加えて、クエリのスピーチ記録及びその他の要求に関連
するデータを転送してもよい。人間の検索者はコンピュータベースの検索者ツールシステ
ム122,124及び/又はスピーチ対応コンピュータベースの検索者ツールシステム126,128又
はその他の要求を受領するのに適切な機器に配置されている可能性がある。
【００３３】
　サーバが選択した検索者（複数の場合あり）は、キーワードといかなるスピーチ記録又
はその他のデータを含むクエリを調査し、検索タスクを受け入れるかどうかを決定する。
検索者は検索タスクを受け入れる場合、サーバ118を通じてクエリを送ったユーザに受け
入れる意思が伝えられてもよい。これは自動的もしくは手動で行われる。検索者によって
は追加情報や説明を必要とする場合もあるため、検索者はユーザに対して追加情報の要求
を送信することができる。この要求もサーバ118又はコミュニケーションシステム107を通
じてユーザへの直接リンクを経由して送信されてもよい。その後、検索者は検索者ツール
システム122、124、126、128を使用し、検索結果を生み出すため公的若しくは私的に利用
できる情報の検索を実施する。例えば、検索者は、ブラウザといったような従来的なツー
ルを用い、ワールドワイドウェブ上の検索結果を経由した公的データベースにアクセスす
るか、又は、検索者が以前に収集した情報データベース、その他の検索者がサーバ118に
保存している結果、アクセスが有料なデータベースといったような検索者のみがアクセス
可能な私的データベース、或いは、検索者の本棚にある本や個人の体験からの試験結果と
いったような非電子形態で検索者が利用できる情報等にアクセスしてもよい。また、検索
者は検索クエリを提出又は、検索クエリのどれかのバージョンをGoogle（登録商標）やAs
k Jeeves（登録商標）システムといったような自動検索ツールに提出してもよい。　
【００３４】
　回答、検索者によるコメント、ウェブページ、ウェブリンク及びその他の情報に関連す
るクエリ等といった検索結果は、検索中に検索者によって収集される。ユーザが欲しい情
報、質問への回答を得るために調査又は使用できるウェブページやリンク、質問への回答
、回答をサポートするウェブページやウェブページへのリンク等といったような検索結果
は、サーバ118（図１）を経由してユーザに返送されるか、コミュニケーションシステム1
07を経由してユーザに直接返送される。返された情報は、一般的に検索者がユーザの要求
を満たしていると信じている情報である。情報には、書類、ビデオ、歌、環境設定ファイ
ル、写真、リンク等ユーザの要求を満たす可能性のある何らかのものを含むことができる
。
【００３５】
　結果は、検索者を選択し検索にかかった時間に対応し、ユーザにリアルタイムで提示さ
れてもよい。一つの実施例を挙げると、一人もしくは一人以上の検索者が15秒以内に識別
され、検索者が15秒以内に検索実施の作業に取り掛かることが望ましい。検索者の選定及
び作業開始時間制限は、その他の実施例では上記制限よりも長い場合もあれば短い場合も
ある。検索によっては、関連結果の蓄積により、数秒から数分一般的にかかる場合もある
。サーバや検索ツールは、進捗しているかどうかをユーザに確認するため、自動的に望む
らくは6秒毎にユーザとチャットセッション（又はVolP接続経由で）経由でインタラクト
してもよい。これにはユーザ画面上のドットタイプといったシンプルなものであるか、よ
り詳細な自動テキストメッセージであるかもしれない。一つ実施例を挙げると、電話中に
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、ユーザが広告を聞く及び/又は見る時、沈黙時間の間に、検索者や自動スピーチシステ
ムが“検索実施中ですので、もう暫くお待ち下さい”といったようなスピーチによってユ
ーザインタラクションがあってもよい。検索者は自分で若しくは検索ツールによって、ユ
ーザとインタラクとしてもよく、検索者に対してユーザに状況を伝えるように催促しても
よい。また、ユーザがその結果を内覧できるように、検査者はユーザに結果の一部を送信
してもよい。サーバ118は、将来のクエリと一致するクエリフレーズと検索結果を保存し
てもよい。　
【００３６】
　ユーザが電話ハンドセット110を使用している場合、結果が検索者からユーザへ返され
る方法において、いくつかの方法がある。リアルタイムVolP又はユーザと検索者の間にあ
る回路スイッチ接続上で結果が変換されても良い。これらのスピーチ結果と一緒に、その
他の結果がSMSといったようなテキストメッセージシステム経由で電話に送信されてもよ
い。これらのその他の結果は、テキスト、グラフィック、URL、オーディオ及び/又はビデ
オの形式であってもよい。結果は検索者によって録音され、ユーザによって再生されるオ
ーディオメッセージであってもよい。或いは、検索者のメッセージがユーザに対してユー
ザが回答を得られるかもしれないソースを紹介してもよい。または、検索結果がオーディ
オに変換され、ユーザが再生するデジタルテキストであってもよい。結果は、ユーザがア
クセス可能な、デジタル結果又はその他のタイプの結果が見つかった場所に関するオーデ
ィオメッセージであることも可能である。テキスト結果は、オーディオ本で実施されてい
るように、スピーチ合成やスピーチ解読を使用してユーザに対して再生されてもよい。テ
キストは、スピーチをテキストに置き換えた時に使用したものと同じ（又は異なる）リソ
ース（例えば、上記説明の写字者）によってリアルタイムで音読されてもよい。スピーチ
からテキストへの変換又はテキストからスピーチへの変換の逆のプロセスを実施するため
に検索ツールシステム122、124、126、128（図１）のネットワークを利用することが可能
である。データベースは、場合によってはサービスに対して報酬を得て、どの検索者リソ
ースがこれらのサービスのいずれかを提供する能力があるかを継続して追跡してよい。他
の実施例を挙げると、必要及び/又は希望がある場合、結果を郵便サービス又はその他の
宅配便によって提供することもできる。
【００３７】
　コンピュータシステム102又は電話ハンドセットの前のユーザは、このサーチ結果を再
考して、この結果を“受け入れる”あるいは“受け入れない”。“受け入れ”とは、ユー
ザがその他の事柄（例えば検索サイトからログオフするか、システムがアイドルのままに
なっている）に移行した形態であったり、ユーザが実際にユーザGUI上の受け入れボタン
を作動（“クリックオンする”）することによって受け入れたり、サーバ118によってユ
ーザコンピュータシステム102あるいは電話ハンドセット110に転送された、ポップアップ
やボイスプロンプトのようなユーザ対応の要求にユーザが応えたり、ユーザが変換された
、修正された、異なる、またはフォローアップするクエリを入植したり、ユーザが満足し
たこともしくは結果が有益であると思ったことを表示するその他のアクションをとること
を指す。ユーザは、検索（一般的に全く同じ検索条件又はクエリ）を再度他の検索者に実
行するように要求して、例えば、“同じ検索条件で再試行する”ボタン又はユーザGUI上
の拒否ボタンを作動することで、サーバ118からの要求に対応して、ボイスプロンプトに
対応して、又はユーザが不満又は“別の意見を聞きたい”と要望を表示しているその他の
ユーザからのアクションによって、クエリ結果に不満であることを登録することもできる
。ユーザが検索を再度実行するように要求する又は不満であることを表明する場合、サー
バ118はユーザクエリを新しい検索者（複数の場合もある）に提供してもよい。　
【００３８】
　検索結果が受け入れ又は拒否された場合、検索者表が検索者の成功率が反映されて更新
される。各検索者における成功検索数（ユーザによって受け入れ又は拒否されなかった）
及び各検索者における成功対合計検索率は検索者へ報酬を与えるために適時使用してもよ
い。報酬は、クエリをその他の検索者に転送したり、ユーザに広告を送信したり、検索に
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更に時間を費やしたり、声をテキストに変換したり、テキストを音声に口述したり、及び
/又は特定のカテゴリ、キーワード等に関して作業したりといったようなその他の要素に
よっても決まってよい。
【００３９】
　自然な言語クエリ（例えば完全な質問文）であるクエリ又はキーワードのセットがサー
バ118で受領時に、サーバ118（図１）で作動しているプロセス150（図２）は151（図２）
、データベース156をクエリ及びソースIPアドレスで更新する。また、検索者が必要又は
希望する場合にクエリやダイアログを説明するため、住所、名前、GPSやその他の地理的
情報等といったようなユーザに関するその他の“受動的な”情報を保存することも可能で
ある。サーバ118（図１）はクエリを解剖し、データベース156(図２)のキーワード表184
（図８）で調べたキーワードのセットである152（図２）を作成する。ユーザとの後の相
関性において、クエリ及びキーワードもまた、データベース156においてリンクされても
よい。データベース156（図２）のキーワード表184（図８）において、検索者のグループ
の選択決定においていかに影響があるかを決定する任意のキーワードにウェイトを置く事
ができる。クエリを受領した際に、サーバは、広告のような情報をユーザコンピュータシ
ステム102（図１）へ表示するために送信することもできる。広告はクエリの一つ以上の
キーワードとリンクしてよい。或いは広告は、データベース156（図２）の広告表188（図
８）から無作為に選択されてもよい。ユーザへ送信された情報は、システムが“検索者を
探索中”であることを表示しているとも言える。適切な検索者（複数検索者あり）が選択
されるまで広告の送信を遅らせる可能性もある。検索者（複数の場合あり）は、クエリ及
び/又はキーワード及び/又は送信された広告の検索者の評価に基づいているかもしれない
ユーザに送信された広告を選択するオプションを所有する場合がある。広告選択は、どの
広告が表示されるべきか及び/又は特定のキーワードに関連した検索者へ送信したユーザ
のために再生されるべきかを事前に決定する検索者によって完了される場合がある。
【００４０】
　また、プロセス150（図２）の解析動作によっても、ユーザからのフォローアップクエ
リを同じ検索者が処理する目的で、特定のユーザによって特定のセッション間に以前に提
出されたクエリのフォローアップクエリであるかどうかクエリを確認できる。このことは
、ユーザがこのセッションで以前に検索結果を受領したかどうかの確認し、以前のクエリ
と現在のクエリのキーワードを比較し、又は特定の検索者（例えば、ボタンをクリックし
、“可能であれば、このトピックエリアを検索する場合にこの検索者を再度使いたい”と
言う）のステータスを昇格するようにユーザが選択した場合にユーザのブラウザ又は検索
アプリケーションによって設定されたフォローアップクエリフラグを調査することによっ
て、決定可能である。サーバがユーザの身元を知らない場合に、クッキーはユーザのコン
ピュータ又デバイス上のキーワード及び検索者の情報を保存するために使用されてもよい
。そうである場合、データベース156（図２）はクエリを以前のクエリを処理した検索者
へのリンクするため、又はこの検索者をユーザ及び与えられたキーワードにとって一時的
に最高位に設定するために更新されてもよい。ユーザが検索時に自分の身元を公開するこ
とに支障がない場合、それからサーバ118（図１）は、ユーザ及び/又は検索者が接続要求
を実施する場合、ユーザと検索者のリンクをする機能を実行してもよい。名前、ユーザID
、メールアドレス等といったような身元情報を提供するためにユーザへのインセンティブ
として、検索者からのリピートサービスを得るオプションがユーザへのオプションとして
提供されてもよい。
【００４１】
　それから、オペレーション154（図２）にてクエリはとデータベース156に保存された以
前のクエリと一致される。データベース156は、その他の事柄の中で、以前のクエリ、（
又は、前記の関連性が時間、ロケーション又は主題等に関係する場合に、関連していると
依然として考えられるクエリ）、以前のクエリから対応するキーワード及び、関連するキ
ーワード及びクエリに関連した受け入れられた“関連”結果を保存してもよい。一致する
154は、完全、部分又はファジー（至極同様）マッチであるか、現在のクエリのキーワー
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ドと以前のクエリのキーワードとを比較してもよい。これにより、現在のクエリに一致す
るいくつかの以前のクエリに帰着する場合がある。一致しない場合、検索を実行するため
検索者（複数の場合あり）を発見又は選択することに関連するプロセス190が継続される
（図３を参照のこと）。
【００４２】
　オペレーション154（図２）で完全一致がある場合、システムは情報復元を開始し(オペ
レーション162)、対応する検索結果であるをユーザに転送し（オペレーション164）、新
しい広告を届けるか、又はユーザへの検索結果を届けると同時に広告を届ける。
【００４３】
　ファジー又は部分マッチ154が現在のクエリと以前のクエリの間で発見された場合、以
前のクエリフレーズに一番近い、上位３位といったような情報が転送され（オペレーショ
ン158）、ユーザに対して表示及び/又は話される。システムが、ユーザへの新しい広告を
送信する、及び/又はこれらのクエリフレーズが現在のクエリに受け入れ可能な回答であ
るかどうかユーザからの返答を待つ場合もある。ユーザの選択160（変換済み、例えば、G
UIボタン、又はユーザがクエリのオリジナルフレーズの実行の希望を表示するため携帯電
話キーをクリックすることによって）が“一致する”クエリの中に、オリジナルクエリへ
の受け入れ可能な回答に一つもないことを表示している場合、検索を実行するために検索
者を発見又は選択することに関連したプロセス190（図３）は、オペレーション192を継続
する。　
【００４４】
　ユーザが160（図２）をクエリの返答としてファジー又は部分マッチクエリの一つを選
択する場合、システムは、データベース156からの結果である162の情報収集を実施し、結
果をユーザに転送する(オペレーション164)。システムが結果と共に広告又はその他の情
報を提示するために環境設定されてもよい。結果が現在のユーザに受け入れられる（すな
わち、再度適当であると考えられる場合）場合、オリジナルのクエリの結果を生み出した
検索者に対して、データベース156（図２）の検索者表182（図８）に保存されている追加
報酬を与えられる場合がある。ユーザが結果を適当であるとみなす場合、クエリ結果はデ
ータベース156に保存されてもよい。少なくとも一つの実施例において、あるユーザ閾（
システムレベルで環境設定可能）が結果に対して適当でないまたは満足でないと判断する
場合、その後、結果は将来的なユーザに提供されることはない場合がある（そして結果は
データベースから削除される可能性もある）。
【００４５】
　マッチ154（図２）が現在のクエリと以前のクエリの間で見つからない場合、又はクエ
リが以前の検索結果の使用において結果がない場合、図３のプロセス190を開始し、現在
のクエリのキーワードが、クエリにマッチするキーワード及び/又はフレーズの192データ
ベース156（図２）を検索するのに使用される（プロセス192）。この場合、キーワードは
、検索を実施するためにGoogle（登録商標）といったような従来のサーチエンジンへも送
信されてもよい。その結果は検索を受け入れた検索者へ手渡される場合がある。検索者、
キーワード及び検索者識別子、検索者の成功率、利用度等といったような関連するデータ
ベース入力を選定するためには、プロセス194（図３）の情報回収を実施する。データベ
ース156（図２）で発見されたキーワードは検索クエリを実行する重要度に従って、又は
任意のその他適当なランク付け方法に従って、ランク付けされてもよい。　
【００４６】
　少なくとも一つの実施例において、データベース156を検索中に見つかったキーワード
が検索クエリフレーズで実行する重要度に従ってランク付けされてもよい。このランク付
けにおいて、“Reggie Miller”210（図３Ａ） といったようなキーワードが“basketbal
l”212といったようなキーワードよりも、“Reggie Miller”の方がより具体的であると
いう理由で、ランクが高い可能性がある。よって、一般的に検索者がより具体的なキーワ
ードに関連する場合、この発明の目的は、よりターゲットを定めた検索者がユーザの要求
に対応させることにある。ただし、“Reggie Miller basketball”214といったようなク
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エリにおいて、検索者はランクが高いキーワード216のクエリに基づいて選択され、この
場合“Reggir Miller”というキーワードに関連する検索者となり、よって“basketball
”というキーワードでサインアップした検索者よりもReggie Millerに関するターゲット
を定めたドメインを指定した知識を所有する検索者が優先される (キーワードのランク付
けに関する自動メカニズムは下記に記載の通り)。キーワード用の検索者プール218内で、
最高位219の検索者はクエリを受領するようにサーバ118（図１）によって選択されるであ
ろう。“a”, “an”, “the”, “is”, “what”, “why”, “how”といった言葉には
キーワード重要性が低いとして格付けしてもよい。　
【００４７】
　クエリに対して最高ランキングキーワード216(図３Ａ) を代表するプールに複数の検索
者が存在する場合、検索者プール218の最高位検索者219が初めに選ばれてよい。利用可能
な検索者のリストが、対応する検索者のキーワード、キーワードランク、検索者ランク、
検索者の成功格付け等に対応してマッチするクエリの一つ若しくは一つ以上のキーワード
の数に従って、分類又は196(図３)にランク付けされる。
【００４８】
　検索者が一つのクエリの中で複数のキーワードにサインアップしている場合（例えば、
検索者が“baseball” と“world series”の両方に対してサインアップしている場合が
ある）、その場合、その検索者が、検索クエリフレーズ内の一致するキーワードに対して
より少ないキーワードにサインアップしている検索者（例えば、“baseball” 又は“wor
ld series”にサインアップしているが、両方にはサインアップしていない検索者）に対
して優先されてもよい。　
【００４９】
　クエリがフォローアップクエリである場合で（そして、ユーザが以前の検索者に特定の
キーワード又はカテゴリに関連した今後の検索を手伝って欲しいという希望を表示した場
合）、“相続検索者”がリスト内で最高位にランクされてもよい。最高位にランクされた
検索者は、キーワード等を含むクエリがオペレーション198（図３）からその検索者のツ
ールシステム、例えばコンピュータシステム122(図１)に転送される。他の方法としては
、クエリを複数の検索者に送信し、例えば、システム122、124、126、128に同時に送信し
、最も迅速にクエリに対応する利用可能な検索者は誰かを決定する。かかる方法において
は、ゲームショーと同様で、“私が検索を処理する”又は受け入れボタンをヒットした最
初の人物が検索を“勝ち取る”。或いは、複数の検索者がクエリを検索し、集約結果がユ
ーザに返送される可能性もある（明白にするためユーザと検索者の間で複数のチャットセ
ッション等が可能）クエリの一つ以上のキーワードがデータベース156(図２)で見つから
ない場合、データベースはキーワードを含むように更新され、キーワードがクエリにリン
クされてもよい。検索者は将来的に新しいキーワードにサインアップしてもよい。
【００５０】
　クエリに対して検索者を1人も特定できない場合、サーバ118（図１）はクエリをどのカ
テゴリにおいてもクエリに回答しようと試みる“万能検索者”に転送してよい。或いは、
サーバはクエリをサーチエンジン及び/又はメタサーチエンジンに送信し、ユーザに対し
て利用可能でベストなサーチエンジン以下の結果にはならないベースレベルの機能性を提
供しようと試みてもよい。結果はユーザに返送されてよい。クエリはGoogle（登録商標）
AnswersやYahoo!（登録商標）Answersといったようなウェブサイト上で質問に回答するシ
ステム専門家に渡され、ユーザは今後回答されるクエリのロケーションに対するポインタ
ーを与えられてよい。これらのシステムはリアルタイムフィードバックを出さないかもし
れないが、ユーザは今後確認し直すかもしれない。　
【００５１】
　システムは新しいキーワードを保存する場合、検索者はキーワードに関してサインアッ
プを選択してよい。データベース156（図２）のキーワード表184（図８）は、ランキング
、通信量及び/又はキーワードに関連した検索者を決定するため検索者によって検査され
る可能性がある。それにより、さらに様々なキーワードに関連するように検索者に知らせ
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る（及びもしかすると動機付けになる）かもしれない。
【００５２】
　一人(又はそれ以上)の検索者が検索を受け入れる場合（オペレーション200(図３)）、
データベースが検索者をクエリ、キーワード等にリンクするために更新される可能性があ
り（オペレーション202）、そしてクエリ等を処理する検索者を表示する可能性がある。
クエリが複数の検索者に送信される場合において、初めにクエリを受け入れた検索者を除
いて、連絡を取った検索者の全員に対して、クエリが他の検索者によって受け入れられた
ことを知らせ、検索を中断してよいことを表示するためにシステムを環境設定する可能性
がある。データベースが更新され、よって検索者達がその他のユーザのクエリを受け入れ
るため“利用可能”となることができる。また、システムがクエリを受託した検索者に検
索を継続するようにすることも可能である。少なくとも1人の検索者が検索を受け入れる
場合、検索が“進行中”であることを表示するメッセージがユーザに送信される可能性が
ある(オペレーション204)。メッセージは、広告といったようなその他の情報を伴っても
よい。広告はサーバ118（図１）及び/又は受け入れられたクエリ（及び/又はキーワード
）に基づいた検索者によって選択可能である。検索者によって提案された広告がユーザに
送信される場合、検索者がユーザに送信した広告に対して報酬を受けるべきであることを
表示するようにデータベース156（図２）が更新されてもよい。　
【００５３】
　検索が連続して通知され、現在選択された検索者が検索を受け入れない場合（“拒否”
ボタンを押す、環境設定可能時間（好ましくは短時間、６－１８秒）内に対応しないこと
によって等）、次位の検索者をリストから獲得し（オペレーション206（図３））、クエ
リがその検索者へ転送される（オペレーション198）。ユーザがこの状況において検索者
を見つけることが可能であると予期する時間よりも時間がかかる可能性があるので、サー
バ118（図１）はユーザにゲーム、ビデオ及び/又はインタラクティブ広告といったその他
の広告等の追加情報を送信してよい。ユーザは検索の進捗度を定期的に更新の報告を受け
る又は受ける可能性がある。　
【００５４】
　検索者が自分に送信された検索を実施する資格がないと感じる場合、迅速にユーザが他
の検索者からよりよい結果を得るために、一般的にその検索者が“他の検索者へ転送”を
実施したほうがよい。これによりユーザ経験が改善されることが望まれる。検索者は、要
求をその他の検索者に譲渡するという決定に対して何らかの方法で給与を受けてよい。場
合によっては、元々要求を受け取った検索者への報酬は、次なる検索者の成功次第となる
可能性がある。しかしながら、検索が事前に設定された回数以上（例えば3回）譲渡され
る場合、一つの実施例では、サーバ118はこのクエリストリングのトップサーチエンジン
の少なくとも一つの“デフォルト”回答で返す場合がある。これにより、ユーザはトップ
サーチエンジン以上の結果を受け取ることを保証できる。ユーザ、プロバイダ又はシステ
ムは、どのサーチエンジンが“デフォルト”として使用されるように選択することができ
る場合がある。この情報はユーザのローカルシステム（例えばクッキーとして）保存され
る場合があり、又はユーザがサーバに“ログイン”している場合、ユーザプロファイル情
報がサーバに保存される場合もある。たとえ検索者が特定の検索に対してすぐに利用でき
なかったとしても、ユーザにヒューマンアシスト型サーチエンジンを継続して使用するよ
うに奨励するため、商品券や賞品をこの場合与えてもよい。また、結果的に“エキスパー
ト”からクエリに対する回答を得るため、クエリはGoogle（登録商標）AnswersやYahoo!
（登録商標）Answersといったような質問/回答ウェブサイトに渡されてもよい。ユーザは
その他のウェブサイトでクエリにリンクされる場合がある。
【００５５】
　可能性のある検索者の一覧の最後まで行くと、クエリを受け入れたためシステムは利用
可能な追加検索者を得て（オペレーション206（図３））、クエリの検索者に通知しても
よいし、又は一般検索に登録している利用可能な検索者にクエリを送信してもよい。或い
は、クエリのキーワードに一番近いと思われるキーワードプールにサインアップしている
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検索者にクエリを送るため、システムがシソーラスのような言葉の関係を使用するなど、
様々なメカニズムを使用してよい。システムは、ユーザが入力したキーワード対同様のキ
ーワードに関連した検索プールの近似度の閾を設定するため環境設定されてもよい。そし
て、上記に記載の通り、サーチエンジンからの結果もまた提供されることも可能である。
【００５６】
　検索結果を検索者から受け取る場合、データベース156（図２）が更新され（オペレー
ション232（図４））、キーワード、クエリ、検索者、検索を終了するのに必要な時間等
そして結果にリンクしたリソースを保存する。システムがクエリに基づいて複数同時検索
が可能なように環境設定された場合で、最初のセットの検索結果がある場合（オペレーシ
ョン233）、結果はユーザに転送される（オペレーション234）（クエリが一人の検索者に
送信された場合）。電話ベースのユーザは、これに結果をオーディオ情報に変換する又は
情報がテキストメッセージ（又はメール）又はその両方を経由してユーザに転送すること
を伴ってよい。また、転送されたテキスト、ビデオ、オーディオ、ファイル又はメールは
、キーワードにリンクされた又は検索者が選んだ広告が含まれていてもよい。結果が検索
結果の最初のセットではない場合、検索結果の２番目のセットである；検索結果は仮に例
えばプッシュダウンタイプの結果列に保存され（オペレーション235）、対応している検
索者は結果が待機列にあることを通知されてもよい。　
【００５７】
　任意の結果が転送される場合（オペレーション234）、システムはオペレーション236の
返信を待つ。返信がユーザが全く新しいクエリを実施したいというものである場合、デー
タベース156（図２）は検索結果を反映するため更新され（オペレーション238（図４））
、それぞれ図２及び３にあるプロセス150と190が新しいクエリのため実行される。更新オ
ペレーション238（図４）はクエリ、キーワード、結果、ユーザ、検索、入力等を更新す
る。　 
【００５８】
　ユーザがユーザGUIの受諾ボタンをクリックしたり、ユーザが検索システムからログア
ウトするといったように返信が明らかに受け入れるものである場合、システムはデータベ
ースを更新し（オペレーション240（図４））、列等のコンテンツを削除してもよい。ユ
ーザは検索結果にリンクされたメッセージ及び/又は広告を送信されてもよい。検索者は
ユーザの結果受諾の通知を受ける場合がある。
【００５９】
　返信期間がタイムアウトする場合（オペレーション242（図４））、ユーザが移動した
ことを示しており、成功した検索を反映するためにシステムはデータベース156（図２）
を更新する（オペレーション240）。成功した検索に関して検索者のデータベース入力が
更新される（オペレーション241（図４））。すなわち、検索者によって完了された成功
した検索を反映するため、（検索者が給与を受領できるように）データベース156（図２
）は更新され、保存された成功した検索結果と検索者、クエリ、キーワード等をリンクす
る。検索者はユーザがデフォルトで結果を受託したことを通知を受けてもよい。
【００６０】
　返信（オペレーション236（図４））はユーザが同じクエリに対して検索をやり直した
いと要求していることを示している場合、不成功な検索を反映するためデータベースは更
新され（オペレーション244）、検索結果は破棄されてもよい（オペレーション246）（又
は検索が監査目的で保存されるとしても今後の検索で利用できなくなる）。そしてユーザ
が検索に不満であったことを反映するため検索者のデータベース入力が更新される（オペ
レーション247）。検索者は結果が受諾されなかったことを通知されてもよい。列が空白
である場合（オペレーション248）、新しい検索者がプロセス190を使用してクエリを検索
実行するために選択されてもよい。（図３を参照のこと）このやり直しに関する返信はシ
ステムがユーザにシステムが検索を繰り返していることを示すメッセージ及びユーザを楽
しませ及び/又は引き止めるような情報、人気のあるコメディのビデオクリップや割引ク
ーポンを含む広告を送信する結果となることもある。データベース更新（オペレーション
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244（図４））はこの検索者が成功した検索数を更新しないで検索合計数を更新し、この
検索の検索結果を削除（又は使用しないよにマークする）等を行う。検索結果列が空白で
ない場合（オペレーション248）、次の入力は列から外され（オペレーション250）、ユー
ザに転送される（オペレーション234）。 
【００６１】
　返信が拒否される場合、不成功の検索を反映するためデータベースは更新され（オペレ
ーション252）、結果が破棄されまたは削除され（オペレーション254）、検索者用のデー
タベース入力は拒否検索に関して更新される（オペレーション255）。すなわち、この検
索者の合計検索数は成功検索合計数を更新しないで更新される。ユーザから提供されるど
んなコメントも検索者等にリンクされてもよい。人間の検索者も通知されてもよい。シス
テムはユーザに失敗したことを謝罪するメッセージ及び無料の人気のあるビデオ、歌、ゲ
ーム、割引券等のようなシステムを再度使用してもらえるような誘因となるようなものを
送信してよい。ユーザのオリジナルのクエリを使ってトップにランクされたサーチエンジ
ンの少なくとも一つから、1セットの結果をユーザに送信することができる。ユーザはか
かる場合に“デフォルトサーチエンジン”がどんなことに使用されるかを指定することが
できてもよい。
【００６２】
　サーバ118（図１）から説明要求を受け取る場合、コンピュータシステム102（図１）の
ような説明要求がユーザに転送される場合（オペレーション282）、プロセス280（図５）
が開始される。説明要求がクエリを受け入れたその他の検索者に送信されてもよい。説明
要求はインスタントメッセージ（IM）、ボイスオーバーIP （VoIP）接続などを使用して
オーディオメッセージ及び/又はユーザがコンピュータや電話で再生できるようなスピー
チメッセージパケットといったような、デジタルメッセージの形式である。検索者が匿名
でいたいという希望を表示する場合、それを決定するため、システムも要求及びデータベ
ース156（図２）を確認する（オペレーション284（図５））。システムが検索者が匿名で
いたいという希望を表示していないことを決定する場合（オペレーション284）、検索者
の身元（メールアドレス、名前等）がデータベース156（図２）から復元され（オペレー
ション286）、ユーザに転送される（オペレーション286(図５)）。　
【００６３】
　それからシステムはユーザからの返信を待つ（オペレーション288）。返信が新たに構
成されたクエリである場合、システムは検索者選択プロセス150及び190を伴って更新され
てもよい（図２と３を参照のこと）。システムはユーザが提出した再結成されたクエリに
よってサーバ118（図１）が同じ検索者にクエリを送信する原因となるかもしれないかど
うかを見るため監視する。 
【００６４】
　ユーザの返信（オペレーション288（図５））は検索者への更なる説明を提供するメッ
セージである場合がある。この説明メッセージは検索者へ転送される（オペレーション29
0）。複数の検索者がクエリを受け入れた場合、システムは全ての検索者に説明を提供し
てよい。システムは全ての参加者（すなわち、ユーザと1人以上の検索者）に全てのチャ
ットインタラクションを提供してよい。それからシステムは、ユーザが匿名のままでいた
いと希望するかどうかオリジナルのクエリ及びデータベース156（図２）を確認し（オペ
レーション292）、もしそうでない場合、ユーザのID情報がデータベース156から復元され
、選択された検索者へ送信される（オペレーション294（図５））。それからシステムは
検索結果又は他の説明要求を待つ。匿名ではない場合、システムはさらに説明を求めてユ
ーザと検索者が独立してコミュニケーションできるようにするか、全ての要求をサーバ11
8（図１）のルートで、匿名もしくは完全に身元を明かすか、部分的に身元を明かして配
信できる。
【００６５】
　検索者は、一旦説明が得られると、クエリが検索者の専門外であることを認識し、検索
者は他の検索者に転送されるべきである説明クエリを転送するように選んでもよい（オペ
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レーション296（図５））。転送の一部として、検索者はクエリを次の検索者に（そして
ユーザに）説明することができる。かかる転送要求を受領する場合（オペレーション296
）、システムは転送にクエリを提案した検索者が含まれているかどうかを確認する（オペ
レーション298）。そうである場合、ユーザへ転送され（オペレーション300）、クエリフ
レーム内で訂正クエリとして、又はユーザGUIの説明要求/回答フレームで訂正クエリとし
て表示される。クエリはデータベースを更新するために使用され、これにはクエリと検索
者の間のリンクの除去も含む。或いは、ユーザは新しい検索が修正されたクエリに関わる
前に修正されたクエリの承認（オペレーション302）が許可される場合がある。検索者は
検索者が検索結果を満足に見出せなかったことを表示する検索者の統計を更新せずにクエ
リを転送することを許可される。すなわち、検索者はクエリを処理できなかったことを認
めることでペナルティを課されない。検索者は与えられた検索を実施する自信がない場合
、クエリを渡すというインセンティブを所有する。ユーザが訂正クエリを受諾しない又は
検索者がクエリを出さない場合、データベースはクエリをマークして更新され（オペレー
ション304）、検索者へのリンクは除去され、他の検索者又は以前に説明したプロセスを
使用して検索者のセットを見つけるため、検索者のリストが評価される（オペレーション
206）。この場合も、検索者はペナルティを課されない。検索が転送される場合、最初の
検索者の“インスタントメッセージ”又は“チャット”インタラクションの全てが次の検
索者へ転送されるため、履歴があり、ユーザと検索者の間でその内容を繰り返す必要はな
い。
【００６６】
　“元の”検索者が新しい検索者に転送を決めた場合、元の検索者は検索者ツール画面55
0にある“転送”ボタン554を押す（図１０Ｂを参照のこと）。ユーザのクエリへの回答を
分かっている検索者がたぶんいると思われるキーワードを選択して、検索者は他の検索者
に検索を転送してもよい。言い換えれば、人間が検索クエリに最も適切なキーワードだと
思われるものを決定できるのである。検索者が“転送”ボタン554をクリックし、新しい
表示650によって、検索者が転送動作を実施可能にする（図１０Ｄを参照）。少なくとも
一つの実施例において、クエリストリングが、例えばクエリストリングテキストボックス
652に検索者に提示される。　この実施例において、クエリストリングにある全ての適切
なキーワードが適切なキーワードフレーム653に表示され、クエリストリングテキストボ
ックス652に実施例として下記のように表示される。例えば、クエリストリング“world s
eries winner 1960”がクエリストリングテキストボックス652に表示され、適切なキーワ
ードフレーム653が検索者がサインアップしているかもしれないキーワードである“world
”, “series”, “winner”, “1960”, “world series” “world series winner”が
表示されてよい。適切なキーワードフレーム653において、検索者が検索実行に登録した
キーワードが、転送されたクエリへの受諾可能な結果を提供するため現在の検索者が一番
適切なキーワードであると信じられるものを現在の検索者が選択可能にできるクリック可
能なアイコン上又はボタン上に提示されてよい。説明した実施例の中で、各キーワードの
検索実行に登録している現在利用可能な検索者の数、すなわち適切なキーワードフレーム
653に表示された利用可能な検索者のプールが、各キーワードのアイコン又はボタンの下
に表示される。説明した実施例の中で、“world series winner”アイコン656とキーワー
ド“world series winner”に登録した利用可能な検索者の検索者プール654のみが参照数
値によって認識される。キーワード“world series winner”に関連したアイコン又はボ
タン656を選択して、人間の検索者は、２人の現在ログインしている“world series winn
er”に登録した検索者のプール654から、おそらくワールドシリーズの勝者に関して適切
な結果を見つけるのにおそらく最も適していると思われる検索者を選択するだろう。ボタ
ン656を選択して、検索者はこの新しい検索者プールへ転送を実行する。おそらく最も適
切な結果を提供することができる検索者を選ぶことによって、ユーザが次の検索が成功し
たと考える場合、元の検索者も報酬を得る。検索者をプールからを得て（オペレーション
206）、例えば図３に表示の通り、クエリは検索者に転送されてもよい（オペレーション1
98）。
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【００６７】
　転送作業296はキーワードのランク付けする際に活用される一つの要素である可能性が
ある（クエリへの適切な検索者を最初に届ける間、どの検索者プールを選ぶかを選択する
ため、キーワードのランキングを所有することの重要性について上記を参照のこと）。初
めの検索者（クエリのキーワードの最高位であるとしてサーバが選択した初めのキーワー
ドに関連した）がクエリと一緒に送信するため異なるキーワードを選んだ場合、初めのキ
ーワードのウェイトが減り、新しいキーワードの重要性が増す。よって、時の経過につれ
て、これら二つのキーワードが同じクエリフレーズに現れた時、よりウェイトの重いキー
ワードによって、検索を実施するように初回通知を受ける検索者プールが選ばれる。キー
ワードのウェイトはグローバルベースで保持することができ、キーワードのペアリングに
関わらず、ウェイトが増減する。より多くのリソースが必要だがより良い結果を提供でき
る他のアプローチ法は、キーワードペアを保管し、その特定のペアリング内でのウェイト
を監視する方法である。この実施例は、“How many police helicopter pilots are ther
e in the NYC area?”というフレーズが最初はキーワード“police”にサインアップした
検索者によって検索が開始されるというものかもしれない。しかし、時の経過につれて、
かかる検索者が回答を届ける自信を感じなくなり、キーワード“helicopter”又は“heli
copter pilot”とリンクされた検索者へかかるクエリを転送するかもしれない。時がつれ
て、後者の言葉がよりウェイトが高くなり、かかる検索が、“police”の検索者よりも“
helicopter pilot”の検索者に先に行く場合がある。初回のキーワードのウェイトは、キ
ーワードやウェブ書面上に現れるワードの頻度、その他のサーチエンジンからの検索クエ
リ等を基に割り当てられてもよい。
【００６８】
　クエリの転送が実施される場合、システムはユーザに対して、より良いサービスをユー
ザに提供するためクエリを処理する他の検索者が探し出されましたというメッセージを送
信できる。広告やその他の情報といったようなユーザを楽しませ及び/又は引き止めるよ
うな情報も送信できる。　
【００６９】
　システムがこれらのオペレーションを通じて検索者とユーザの間のダイアログを促進さ
せることにより、ユーザがより高品質でより価値のある検索体験を受容可能にできる。ダ
イアログによって、ユーザは検索者をガイドすることができ、より良い検索結果を生み出
すことが可能である。ダイアログはサーバ118（図１）又は、2つのコンピュータ、電話又
はデバイスの間でインスタントメッセージのようなメカニズムによって実施されてもよい
（又はこのサービスで提供される以外の異なるサーバを使用する）。ダイアログはVolP,
回路スイッチボイスネットワーク、又はボイスパケットネットワークを通じても可能であ
る。
【００７０】
　広告期間の終了になると、サーバは検索者の成功に関する情報（例えば、エンドユーザ
への結果の適正）、広告数、検索者によって選択された広告、対応スピード等を得るため
データベース156（図２）にアクセスし、そして検索者への報酬を計算するためこれらの
要素を考慮して計算式を適用する。広告が提示された回数、ユーザが広告を見た時間の長
さ、ユーザが広告を“クリックスルー”したかどうか、ユーザが広告主のウェブサイトか
ら商品やサービスを購入したかどうか（この情報は広告主からサーバに戻すことができる
）等を考慮して、サーバも（広告主によって支払われた）広告の広告費用を計算するため
に計算式を適用してもよい。それから検索者への適切な支払と広告主への請求が送信でき
る。検索者が支払を望むまで検索者はクレジット、ポイント、ドル等が継続して生じるシ
ステム上の“アカウント”を経由して支払を受け取ることができる。これはどんな形の支
払形式でもある可能性があり、又は検索者は検索ツールシステムを経由して提供された商
品にクレジット、ポイント及び/又はドル等を使うことを選択できる。
【００７１】
　コンピュータシステム102(図１)のようなユーザシステムは、ユーザにグラフィカルユ
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ーザインターフェース(GUI)330を提示してよい。ユーザGUI 330のベーシックコンポーネ
ントは図６に説明されている。図９Ａ－９ＣではユーザGUI330のその他のコンポーネント
の可能なレイアウトと使用例を示している。GUI330（図６）のコンポーネントにはクエリ
332と検索を開始するためのコントロール又はボタン334用のフレーム（又はフィールド/
ウィンドウ）が含まれてもよい。ユーザも検索者に対して匿名のままでいたくないと知ら
せるためボタン336を作動させることができ、これによりユーザはアカウント（登録）に
ログイン又はセットアップするように促され、ログインが可能となる。進捗フレーム338
が、検索の進捗情報をユーザに表示するために表示されることができ、延期された又は結
果待ちである検索に関するデータを送信及び受信するために、フォローアップフレーム33
1が提供されてもよい。結果フレーム340は検索結果を表示でき、342ボタンが検索を受諾
、344ボタンが拒否、346ボタンがやり直しする目的で提供される。やり直しボタン346の
テキストが“不満で検索を新しい検索者を使って繰り返したい場合ここをクリックして下
さい”と語ることもでき、その場合ボタン342と344は排除できる。ユーザに利用可能な受
諾、拒否、やり直し入力表示は、ベーシックな機能を修正することなく様々なアクション
ボタンにおいて実施されてもよい。情報フレーム341もまた、検索段階の間ユーザに提供
された広告のような情報を提供されることができ、及び/又は結果フレーム340は情報（例
、広告）の提示に使用されてもよい。退出ボタン350も提供されてもよく、これにより検
索システムからログオフする結果となることができる。検索者が説明を要求する場合、要
求は説明要求フレーム352に提示されてもよく、ユーザは説明要求フレーム354に説明を入
力できる。チャットセッションで行うように、ユーザは送信ボタン356を作動するか、又
はPCキーボード上の“エンター”を押すことによって説明を送信してもよい。また、検索
者の身元証明も検索者IDフレーム358に表示できる。或いは、多くのチャットサービスの
構造と同様、ユーザと検索者のコメントの両方を同じフレームに表示可能であり、各人物
のコメントをタグ経由で指定できる。タグは彼らの本当の身元、ユーザID又は仮のID等で
もよい。　
【００７２】
　GUI330には、各ボタン及びフレーム又はフィールドのコンテンツを保存可能である関連
したGUIデータ構造又はデータベース（非表示）がある。例えば、データ構造は、ユーザ
が匿名であるかどうか、検索が要求されているかどうか、説明要求フレームのコンテンツ
、結果フレームのコンテンツ等が表示されているフラグを保存してもよい。このGUIデー
タ構造はサーバ118（図１）のデータベース156（図２）において反映されており、サーバ
のデータベースが更新されると、GUIデータ構造のコンテンツとGUIもまた更新することが
できる。全コンテンツ又はGUIデータ構造の任意のサブセットはサーバ118にいつでも転送
されることが可能で、ユーザはボタンを作動し、サーバはGUIデータ構造（及びGUI）への
更新に対応する。広告が表示された時といったようなイベントがサーバで起こった時点で
、GUIデータ構造の全コンテンツも更新されることができる。或いはそして望むらくは、
ユーザGUIをシンプルに保つため、システムがフレームとボタンを必要な時に提供するの
みでもよい。例えば、説明要求がなされるまで、GUIはフレーム352、354及び/又はボタン
356を表示する必要がない。GUIによって提示されることもあるいかなる視的負荷を最低限
に留め、ウェブサイトへ最初に訪れた時にユーザへの表示をシンプルにしておくため、検
索クエリフレーム332と“検索”ボタン334のみが、会社のタイトルといったような最低限
のテキスト量と一緒に最初にユーザに提示される（図９Ａを参照のこと）。一旦ユーザが
クエリを入力すると、広告341、進捗表示338及びチャットや説明要素352、358、354、356
といったようなその他のフレームを画面に表示してもよい（図９Ｂを参照のこと）。結果
が返信されると、結果フレーム340が開き、画面上にスペースを共有し、広告が実施され
てもよい。342、344、346といったようなボタンが結果と一緒に現れるかもしれない（図
９Ｃを参照のこと）。サービス実施によっては、退出ボタン350と身元（又はログイン又
は“匿名”）ボタン336がユーザに表示されてもよい。
【００７３】
　検索者ツールシステム（例えば、検索者ツールシステム122(図１)）がより精巧な検索
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者GUI 380と関連したデータ構造を取り込んでもよい。表示されたベーシックなコンポー
ネント及び画面の中のその他のコンポーネントの可能なレイアウトが図１０Ａから１０Ｅ
に説明されている一方で、検索者GUIのコンポーネントは図７に説明されている。検索者G
UI380により、検索者はクエリフレーム382にあるクエリを検討し、“受諾”ボタン386を
経由してクエリを受諾し、画面の“チャット”エリア388を経由して説明を要求し、“説
明”ボタン390を使ってユーザからの説明を得るためのメッセージを送信可能である。検
索者はまた、テキスト、ページ、リンク等がついた検索結果を検索結果エリア392にドラ
ッグ/ドロップ/貼り付けでき、“送信”ボタン394を経由して結果を送信し、キーワード
やフレーム392に提示された結果に関連することができる広告リスト396からクエリに適し
た広告を選択又は指定できる。検索者もまた、“利用可能”ボタン398経由で利用度（“
ログインしており、クエリを受入している”かどうか）を表示でき、“システムメッセー
ジ”フレーム400にある情報を受け取ることができる。かかるシステムメッセージには、
その他の検索者もクエリを受け入れたこと、クエリが渡された他のサーチエンジン又はウ
ェブサイトからの結果状況、成功率といったような検索者の統計、データベース156（図
２）にある検索者に関するキーワード等の表示を含んでよい。検索者GUI380（図７）はフ
レーム402に従来のサーチエンジン検索の結果も表示できる。その他のボタンや表示フレ
ームは、クエリの転送要求又は説明要求、又は例えば図１０Ｂに示すような検索者上書き
クエリボタン554、適切なフレームとボタン制御を使い受け取ったクエリが転送され、携
帯電話ユーザ（及びその他のシステムのスピーチ中心ユーザ）がスピーチ可能検索者にア
クセスできるようにスピーチ可能検索機能を作動し、ボイスメッセージをユーザに送信す
る指示などを含むことができる。このGUIは検索者がボタンを作動するたびそしてサーバ1
18（図１）が検索者GUI380（図７）に関連したデータベース156（図２）の入力 を更新す
るたびに更新されることも可能である。サーバ118（図１）又は検索者ツールシステム122
,124、126、128といったようなクライアント側のシステムがFlash（登録商標）、Flex（
商標）、J2EE（登録商標）、XML、AJAX、Ruby等を含む様々な実施プラットフォームを使
用してGUI380を制御してもよい。また、GUI380は検索者のお気に入りツール、データベー
ス、頻繁に使用された結果等用にブックマーク680等を備えることもできる。GUI380は検
索者がクエリをコピーして再入力する必要なく、その他のサーチエンジン又はウェブサイ
トへ渡されたクエリ結果及びそれらのフレーム（又は別個のウィンドウ）の返信結果で自
動的に埋められる画面のセクションを提供してよい。検索者が最も適切である情報を見つ
けるまで、検索者はいかなるサーチエンジン又はウェブサイトを独自でインタラクトして
よい。かかる情報はその後結果ウィンドウ392に選択、コピー、貼り付けされてよい。一
旦データの収集が結果ウィンドウ392に蓄積されると、ユーザの“結果”ウィンドウ又は
フレームに送信されてよい。この作業は、検索者の結果フレーム（又はウィンドウ）392
からユーザの結果フレーム（又はウィンドウ）340（図６）へネットワーク上のデータを
コピーすることで完了されてよく、この時、ユーザの結果フレーム（又はウィンドウ）34
0は開いている必要があってよい（そして広告フレーム又はウィンドウが同時に閉じてい
てもよい）。
【００７４】
　或いは、検索された情報の選択エリアを、Windows（登録商標）Internet Explorer（登
録商標）にあるGoogle（登録商標）listing（又はその他のサーチエンジンのリスティン
グ）を選択し、リスティングの段落をMicrosoft（登録商標）Wordといったような他のア
プリケーションにドラッグし、そこに挿入されるようにドロップするのと同様のメカニズ
ムによって、結果ウィンドウへドラッグ＆ドロップしてもよい。同様のメカニズムは、サ
ーチエンジン結果フレーム402から選択されたリスティング段落とドラッグし、選択され
た情報を結果フレーム392（図７）にドロップするのに使用可能である。　
【００７５】
　或いは、HTML及び/またはXMLソース解釈が実施されてもよい。これはその他のアプリケ
ーションによってより知的に評価されたタグされたサブ対象から成る対象としてディスプ
レイの選択されたエリアに評価・処理されたウェブサイトのソース又は情報を解釈する。
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全く異なるサーチエンジン、ウェブサイト又は情報のソースは各々、検索者の結果フレー
ム392からユーザの結果フレーム340に送信される情報のサブコンポーネントを認識するた
めに独自の形態の翻訳を必要とする場合がある。タグされた情報はタイトル、説明、URL
等といったような要素を含むかもしれない。
【００７６】
　一般的に、検索者及びユーザの結果フレームは各々392（図７）、340(図６)であり、現
在のサーチエンジンの結果フレームと同様に見えるリンクで埋められる可能性がある。或
いは、ファイルが他のロケーションにドラッグ＆ドロップによってコピーできるWindows
（登録商標）のようなオペレーションシステムで完了されるものと同様に、実際のテキス
ト、グラフィックス、オーディオ、ビデオ又はその他の情報ファイルが結果フレームへド
ラッグ＆ドロップして返されてもよい。　
【００７７】
　一つの実施例を挙げると、システムのユーザが対面する部分は、望むらくはユーザコン
ピュータシステム102（図１）のようなデバイス上のPC上でブラウザを通してウェブアプ
リケーションとして又はインタラクティブボイス対応システムを通じてボイスアプリケー
ションとして作動したほうがよい。一般的に、これはわずかなクライアントであり、ウェ
ブページサーバ経由でそのデータのほとんど又は全部を得ており、サーバ118のコンポー
ネントでもありえる。サーバは完全に統制された1台のコンピュータであるか、ウェブペ
ージ提供、広告提供、クエリと結果検索、データベースアクセス等の処理をスライスアッ
プするコンピュータの配信されたネットワークである可能性がある。或いはシステムのユ
ーザ対面部分はスタンドアロンアプリケーションであるか、その一部（例、SDKを通して
実施）であってもよい。
【００７８】
　また、システムの検索者対面部分は、全ての重要な処理、データフロー、様々な情報ソ
ース接続及びサーバ118で起こるデータ操作を可能とするブラウザベースのわずかなクラ
イアントとして実施されてもよい。スケーリングの問題（すなわち、検索者がユーザ毎に
多くのソースをチェックする検索者を必要とする非常に大きなボリュームのユーザを処理
する場合）に対処するため、望むらくはスタンドアロンで実行するかブラウザ環境内で実
行する可能性のあるローカルのダイナミックアプリケーションを通じてシステムの検索者
対面部分を実施する方がよい。サーバ（この場合、データベース156を格納するサーバ118
）上に存在するデータ構造に依存する一方で、クライアントサイド（この場合、システム
122、126、128といったような検索者サイド）での重要な処理を行うローカルのダイナミ
ックアプリケーションの多くの実施例がある。ローカルのダイナミックアプリケーション
の実施例をいくつか挙げると、AJAX（XMLによる非同期通信ジャバ）を使用して実施したG
oogle（登録商標）Earth(ウェブベースのマッピングソフトウェア)及び“Roby on Rails
（商標）”を使用して実施したBasecamp（登録商標）（ウェブベースのプロジェクト管理
ソフトウェア）が含まれる。
【００７９】
　システムのユーザと検索者の対面部分はこれらの様々なメカニズムを使用して実施され
てよいが、システムの中心部はデータベース156にあり、一つの実施例を挙げると、それ
自体が様々なデータ構造を実施するために調和して作動する一つ又は多くのコンピュータ
であるクエリサーバ118（図１）に内在している。図８はデータ構造タイプの関係を示し
ている。表示された主要データ構造タイプにはユーザデータ構造180、検索者データ構造1
82、キーワードデータ構造184、クエリデータ構造186、広告データ構造188、カテゴリデ
ータ構造185及びチャットセッションデータ構造187が含まれる。これらの主要構造内に、
その他のタイプとのポインティング関係がある。このシステム内に、データ構造がシング
ルインスタンス及び/又はこれらのデータタイプのリストから構成されている。例えば、
各ユーザはIPアドレス、開始時間、個人情報及び人口統計といったようなローカルデータ
があるユーザデータ構造180に関連しており、もう一方でユーザが出したクエリに関する
情報を含むクエリデータ構造186；ユーザが見た又は見ることを予定している広告のリス
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トを含む広告データ構造188；ユーザと検索者（又は複数の検索者）の間のチャットセッ
ションに関するデータを含むチャットセッションデータ構造；及び現在の検索者へのリン
クを含む検索者データ構造182、及び今後このユーザに対して優先される可能性のあるお
気に入りの検索者のリストへのポインターがある。 
【００８０】
　同様に、クエリデータ構造186は、クエリテキスト、結果、クエリに関するキーワード
へのポインターとクエリに関するチャットセッションといったようなローカルデータがあ
る。
【００８１】
　その他の相関的な関係は、様々なデータタイプであるデータベース156を示した図８に
提示されている。
【００８２】
　機能を実施するために使用されてよいフレームワークの一例には、インターフェースの
チャットセッション部分のような機能用のFlash（登録商標）8.0要素を埋蔵したC#を使っ
た.NET Framework 2.0を使用してWinFormアプリケーションとしてシステム100の検索者対
面部分122-128を実施させたことが含まれる。データベースはSQLサーバ（商標）2000、20
05又は同様の機能がついた他のサーバを使用して実施されてよい。また、データベースは
、カスタムアプリケーション内のポインターのようなデータ構造を使用するか、Oracle（
登録商標）、MySQL（登録商標）、Sybase（登録商標）又は同様商品といったようなデー
タベースアプリケーションを使用して実施されてよい。システムのユーザ対面部分はPC上
でFlash（登録商標）8プラグインと一緒に作動するWindows（登録商標）Internet Explor
er（登録商標）であってもよい。或いは、Firefox（登録商標）、Opera（登録商標）、Sa
fari（商標）、Mozilla（登録商標）又は同様商品といったようなブラウザと関連して、
システムの検索者対面及び/又はユーザ対面部分がJavaScript（登録商標）、Java（登録
商標）アプリケーション、ASPアプリケーション又は同様アプリケーションとして実施さ
れてもよい。
【００８３】
　この発明の好適な機能の一つは、例えば、Google（登録商標）とその他及び/又は手動
検索経由でハードドライブのディレクトリ又はローカルネットワーク上で提供される自動
デスクトップサーチエンジンを使って、検索者のハードドライブ、イントラネットやロー
カル環境上の情報を検索することが可能であることである。適切な情報がこの方法を使っ
て見つけられた時、検索者はこの“ローカル”ソースから情報を選択、ドラッグ＆ドロッ
プしてもよいが、GoDaddy.com（登録商標）やその他のような会社経由で利用できる公的
に利用可能なウェブサイトへまず参照書類がコピーされる。かかる実施例の中で、検索者
が環境設定を設定する場合、公的ウェブサイト（そしてログイン証明書）は検索者ツール
へ認識され、ローカルデータが検索され、公的ウェブサイトへコピーされ、結果の参照部
分がこの公的に利用可能なウェブサイトへのリンクに参照することができる。或いは、検
索システム自体が検索者に代わって、サーバ118（図１）で検索者ツールシステム122又は
他でファイルを公的に利用可能にしてもよい。　
【００８４】
　ファイルがどこに位置していようとも、検索者ツールシステム122によって公的サイト
へファイル転送プロトコル（FTP）を使って自動的に転送されてもよい。結果484、486（
図９Ｃ）経由でユーザに提供される参照ポインター（すなわちURL）は検索者が（テキス
ト、イメージ、オーディオ、ビデオ等といったようないかなる形式の）書類の保存への許
可をもつ公的なウェブサイトへコピーされる資料となる。　
【００８５】
　この“Deep Web”（すなわち現在最も人気の高いサーチエンジンで一般的に利用可能で
ない大量の書類と情報）の評価機能はキーワードに関連した幅広いベースの検索者が従来
のサーチエンジン（例えば、Google（登録商標）、Yahoo!（登録商標）、MSN（登録商標
）、Ask Jeeves（登録商標）、Dogpile（登録商標）又は他のサーチエンジン）経由では
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簡単にインデックス化されていない資料を含む能力を持たすことを可能にすることによっ
て完成する。 
【００８６】
　特定のキーワードにサインアップする検索者は、適切な回答をユーザに迅速に提供する
ため素晴しいリソースを収集するようにモチベーションが上がっていることが望ましい。
これには検索者のポイントの増加及び/又はランクや格付けが含まれ、高い値段で支払が
行われる場合がある。その他の検索者は、自分自身が医学の経験があるため、同じ問題に
ついてタイムリーに情報を必要としている人を助けたいという理由から自分でモチベーシ
ョンをもって素晴しい結果を提供しようとする場合もある。検索者は趣味に情熱をもって
おり、その趣味に関してリアルタイムで人を助けるために自分自身を利用してもらいたい
とモチベーションを所有する場合もある。
【００８７】
　データベース156（図２）は図８で説明されたように、入力とポインターベースの構造
を含むことができる。このデータ構造又はデータベース156はクエリ186、キーワード184
、ユーザ180、広告188、カテゴリ185及びチャットセッション192用のクロスリンク入力が
含まれる。これらの構造内で、検索者のログイン状況（利用可能性）、検索者のランク（
又はウエイト）、キーワードのランク（又はウエイト）、検索者の数、（ユーザによって
）受け入れられた検索者の数、ユーザ認識（及び/又はユーザのIPアドレス）、名前、ア
ドレス、ユーザと検索者に関する人口統計、検索結果、広告（ゲーム、ビデオ、テキスト
、オーディオ等）、広告統計、会計情報、ユーザと検索者のための匿名フラッグ、検索者
の利用可能性、クエリ説明と要求（及び/又はチャットセッションログ）及び検索者が一
般検索やクエリーフォローアップ等に利用可能であるかどうかの表示といったような検索
者の統計が含まれる。検索者の統計には検索者の合計人数、成功した検索数、検索者の平
均スピード、検索開始から終了前の検索者の待ち時間、検索者が返した結果の平均数、検
索者の利用可能時間等を含むことができる。
【００８８】
　図９Ａから９Ｃに説明された通り一連の検索の間、ユーザはまず検索システムウェブサ
イトを評価する場合、ユーザはブラウザウィンドウ461にクエリGUI460（図９Ａ）を提示
される。GUI460は、ユーザが自然な言語クエリ、キーワード等を入力できるフレーム462
を含む。（これはGoogle（登録商標）やAsk Jeeves（登録商標）ウェブサイトに入力され
たものと同様である可能性がある）また、GUI460はユーザがクエリに関して検索を実施す
る準備が整った時に作動させる検索ボタン464も含む。クエリGUI460は、カーソルがその
上を通る時にハイライトできる制御466と468も含んでおり、作動（“クリックオン”）し
た時に、各自広告主になる及び有給検索者になる情報を提供するページとユーザを接続す
る。　
【００８９】
　ボタン464を使ってユーザが検索を開始後、ブラウザウィンドウは検索GUI470（図９Ｂ
）と一緒にロードされる。GUI470はユーザが検索状況を表示するメッセージを提示される
場所であるフレーム472を含む。また、ユーザは広告フレーム479で広告を提示される。様
々な形式の広告がある場合もある。ページに複数の広告がある場合もある。検索者がクエ
リを受け入れる時、メッセージ474は検索者が割り当てられたことを表示し、検索者が匿
名でない場合、検索者の名前がチャットフレーム476に提示され、おそらく検索者が説明
のための質問を尋ねるだろう。ユーザがチャットテキストボックス477でタイプしたアイ
テムはチャットフレーム476で現れる。状況フレーム478は検索の状況と進捗が変化するに
つれて更新される。結果が利用可能になった場合、その結果がたとえ予備であっても、結
果をフレーム480に提示できる。検索が終了すると、ユーザは検索結果GUI482（図９Ｃ）
を提示され、それにはテキスト説明、URL等を含むことができる一つ以上の検索結果484と
486を含んでもよい。ユーザが検索に満足していない場合、ユーザは“同じ検索を新しい
検索者で実行”ボタン488を作動して新しい検索を要求できる。また、ユーザは新しい検
索をフレーム490に新しいクエリを入力及び新しい検索ボタン492を作動することで開始で
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きる。
【００９０】
　図１０Ａは検索者がアプリケーションを呼出し後、実際の検索セッションに従事する前
に見る検索者ログイン画面500の実施例を説明している。画面500はその前のクエリからの
経過時間を示すフレーム502を含んでいる。また、検索者に検索者がサインアップ又は検
索の受入を登録したキーワードのリストを表示するフレーム504も含んでいる(このアプリ
ケーションの最初に起動する間、検索者はこのアプリケーションを使ったキーワードの際
アップする方法とどんなキーワードを選択した方がよいかということに関する秘訣を教え
るオンライン学習を提供される)。検索者がタイムリーで適切な結果を提供する（そして
より高いランクの検索者となる）ことを証明できるまで、最初はキーワードのショートリ
スト（例えば３つ）にサインアップすることが望ましい。検索者はログインして“サイン
アップ”ボタン508を押してより多くのキーワードにサインアップ可能である。検索者が
少なくとも一つのキーワードに登録すると、キーワードはフレーム504にリストされ、キ
ーワードだけではなくその特定のキーワードの検索者ランキングも表示される（例えば、
“5/7”は７人の検索者がログインしており、同じキーワードにサインアップしているこ
とを意味している。この７人の検索者の中で、この検索者は５位にランクされている）。
削除ボタン506によって検索者は検索者キーワードリスト504からハイライトされたキーワ
ードをどれでも削除できる。サインアップボタン508により、例えば新しい画面を開くこ
とによって（図１０Ｅと下の説明を参照のこと）、検索者はさらなるキーワードにサイン
アップできる。検索者はチェックボックス510を使ってボイスベース検索にサインアップ
でき、テストボタン512によりボイスクエリに必要なボイスコンポーネント（スピーカー
、マイクなど）のテストが可能である。環境設定ボタン514によりユーザは検索者ツール
の環境設定用の画面を得ることが可能である（図１０Ｃを参照）。
【００９１】
　図１０Ｂは、以前に言及したフレーム382で検索者が受け取ったワールドシリーズに関
するクエリ例を表示したクエリ受入画面550を示している。第三者のクエリのサーチエン
ジン結果はフレーム402に表示されている。検索者の好む第三者サーチエンジンは検索者
が選んでよい（図１０Ｃを参照）。フレーム518（図１０Ｂ）は、検索者の選択に使われ
たキーワードに関連した検索者のお気に入りのウェブサイトを表示するために提供されて
いる。検索者は初めにこれらのお気に入りウェブサイトを選択してよい（図１０Ｃを参照
）。ローカル検索フレーム520（図１０Ｂ）は、検索者がユーザのクエリに関する適切な
情報を見つけるために自分のローカルハードドライブやイントラネットをチェックできる
ようにするため提供されている。ユーザに代わって適切な結果を見つけるため全てのウェ
ブにアクセスするため検索者がどんなURLでも入力できるカスタムURL用のフレーム522が
提供される。検索者は部分検索結果又は最終結果をボタン524、526を経由して送信でき、
ボタン528を経由してログアウトできる。検索者はクエリを受け入れる時、ボタン552を選
択する。検索者はボタン554を使ってクエリを他の検索者に転送することを選んでよい（
図１０Ｄも参照）。いつまでこのクエリが“ライブ”であるかを検索者に示すため、クエ
リ時間を表示できる（オペレーション556）。
【００９２】
　図１０Ｃは特定のキーワード用に検索者ツールの環境設定に使用される検索者画面600
を表示している。この画面には検索者ツール画面500上の“環境設定”ボタン514をクリッ
クして入れる（図１０Ａを参照）。検索者はどのサーチエンジンがフレーム602で使われ
ているか、フレーム604の広告の順番を上/下順番ボタン606を使って指定できる。キーワ
ードに関する情報を見つけるための検索者のお気に入りのウェブサイトはフレーム608に
リストされることができ、リスティングは上/下　追加/削除ボタン610を使って修正・順
番変更ができる。
【００９３】
　図１０Ｄはクエリを他の検索者へ転送するために使用される画面650を表示している。
クエリはフレーム（又はクエリストリングテキストボックス）652に表示され、クエリの
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様々なコンポーネントキーワードが表示されクエリが適切なキーワードフレーム653に表
示される。各コンポーネントキーワード及びクエリのキーワード及び/又はフレーズのプ
ール654の中で活動中の検索者数が表示される。検索者がクエリを変更できるボタン662、
664も提供されており、これにより結果として新しいコンポーネントキーワード等が造ら
れる。検索者はこのクエリに対して返される結果がより成功する可能性が高いキーワード
ボタンを選択して転送してもよい（キーワード“world series winner”に関連するキー
ワードボタン656が図１０Ｄの参照数によって認識される）。検索者はユーザに成功結果
を提供した検索者に転送することで報酬を得てもよい。
【００９４】
　図１０Ｅはキーワードにサインアップするために検索者が使用する画面700を表示して
いる。利用可能なキーワードはフレーム702にリストされている。“利用可能なキーワー
ド”は全て既知のキーワードを含んでもよく、又は検索者がサインアップし始めたばかり
のシステム開始フレーズの間、リストは制御されたキーワードのサブセットであってもよ
い。例えば、システムが一般人が検索に使用する最も人気のあるキーワード500個のみで
開始するかもしれない。又は、システムが薬やスポーツといったような特定のカテゴリの
キーワードを提供するかもしれない。フレーム702は、キーワードそして、検索クエリフ
レーズで見つかったこのキーワードの強度を表示するそのウェイトを表示している(すな
わち、キーワードはクエリフレーズの中で最もウェイトが高く、それからそのキーワード
がどの検索者プールから利用可能な検索者を見つけるかを決定する)(図３Ａを参照)。そ
のキーワードにサインアップし、ログインしている検索者数も表示される。そのキーワー
ドに対する過去1時間（或いは、昨日、先週、又はその他の期間）におけるクエリの数を
ログインしている検索者にクエリ率と一緒に表示する。このデータにより、熟練の検索者
は、より多くの検索機会を得ることができ、おそらくランキングがより高くなるキーワー
ドを注意深く選ぶことができる。株式市場の取引フロアで見受けられるのと同様、このレ
ベルの詳細情報を提供によりシステムが“効率よく”なる。この詳細を表示する間、キー
ワードサインアップ画面が大体の詳細を掴むこと又は検索者に大体の情報を提供すること
は発明目的である。また、ヒエラルキーツリーやキーワードとカテゴリの関係を示す他の
方法といったような他の方法でキーワードを表示するというのも発明目的である。
【００９５】
　検索者はユーザの要求を満たすと思われる情報を発見すると、ユーザの個人の本棚にあ
る一冊の本の一節のように、その一節とそれを取り囲む文脈資料がスキャンされ、検索者
の公的ウェブサイト（前記の通り）に掲載できる。システムは著作権法への遵守を保証す
るようなプロセスを含んでよい。毎回スキャンされた資料を検索者の公的ウェブサイトに
掲載するたびにポップアップボックスを提供するといったように、掲載によって著作権侵
害が起こらないように検索者の知識が必要であり、全ての著作権法や本発明ないのその他
の条項を遵守するという義務を検索者に説明するという方針を維持している。それから検
索者はユーザに興味のある節とウェブサイトのスキャン版へのリンク、或いは本のコピー
を含む近所の図書館へのリンク及び/又は本を購入することができる本屋のウェブサイト
（例、Amazon（登録商標））へのリンクを提供することができる。検索システムはこの情
報をデータベースに追加でき、今後の検索の際に検索者及び、検索者がユーザのために検
索しているユーザがアクセス可能となる。デスクトップ検索能力は検索者ツールインスト
ールの一部としてインストールされてよい。検索者ツールインストールはPCで作動するロ
ーカルアプリケーション、ブラウザベースのアプリケーション又はウェブブラウザ経由で
情報を提示するサーバベースのアプリケーションでもよい。Google（登録商標）Desktop 
Searchがかかる実施例の一つである。
【００９６】
　クエリの主題の検索に経験のある検索者によって実施された検索を促進するため、検索
者は、システムにおいて初めに検索者として登録する際に、キーワード又は検索専門性及
び/又は経験を示すキーワードのカテゴリを選択する（図１０Ｅを参照）。検索者によっ
て選択されたキーワードのセットは、検索者が経験の幅が広くなった時やただ単にこのシ



(28) JP 2009-545076 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

ステムの使用にもっと慣れてきた時に更新可能である。システムが検索の成功（例えば、
ユーザが結果が適切で有益であると見なす場合）に対して検索者に報酬を与え、結果とし
て幅広い様々な検索専門性をもった様々な検索者が常にサービスを提供できるようにログ
イン（利用可能）であることが期待される。報酬は広告収入ベースで行われ、満足のいく
検索を提供した検索者に対して、及びオプションがあれば、広告収入が最大化することを
望んで検索クエリに関連する広告を選択する検索者に対してインセンティブを提供する。
さらに、報酬は検索の成功率（ユーザが検索結果を受諾）に基づいてもよく、これにより
自分が所有する検索専門知識外の検索を受け入れないことで検索者にインセンティブが提
供される。或いは、検索者が満足のいく結果を出す資格がないと判断する場合、検索者は
、満足な結果を出すことができる他の検索者にクエリを“転送”するように動機付けられ
る。クエリが転送される場合、検索者は次の検索者が満足の行く結果をエンドユーザに届
けた場合クレジットを受け取ってもよい。それにより、元の検索者は要求を注意深く転送
するように動機付けられる（図１０Ｄを参照）。また、クレジッドや報酬の額は検索者が
転送するのが適当であるといかに迅速に判断するかにも基づいてよい。またこのシステム
は、タイムリーにエンドユーザへ満足のいく返信を提供できるキーワードのみにサインア
ップするように検索者にモチベーションを与える。　
【００９７】
　検索者はクエリの主題において専門家である必要はないが、クエリに適した情報を探す
能力を所有していることが期待される。現在の発明は、システムが1日24時間利用できる
多数の検索者を所有しており、1000（システム開始時）から10万（又は100万）（システ
ムは多数のキーワードをカバーするために十分な検索者を所有できるように発展している
）あたりのキーワードに関してカバーを提供している。このような多数の検索者が有給検
索者になるためにサインアップするのを確実にすることを助けるため、システムは広告収
入と計算式に基づいた検索者を分けることもできる。また、システムは検索者の適性ラン
キングに基づいて検索者に別の又は追加の報酬を提供することもできる。適性ランキング
には、平均検索スピード、受入検索実行回数、検索実施回数、特定のキーワードに関する
クエリへの回答蓄積時間、検索キーワード数等といったような一つ以上の要素を含むこと
ができる。様々な実施例において、システムは、最高の検索者に報い、段階的で、多数の
人に報い、非常に少数の人に対して多額の報酬で報い、メディアからの注目を集め、シス
テムのユーザと検索者とその他の関係者と連絡先の間で議論を生み、多くの検索者が“ベ
スト”になるために競争する原因となり、特に自信のあるキーワードにサインアップする
検索者にインセンティブを与え、可能な限り頻繁にログインする（利用可能となる）こと
で検索者にインセンティブを与えるような報酬を提供する。かかる報酬システムの1例が
、少数の検索者に多大な報酬を与え、多くの検索者がいくらかの報酬を受け取るピラミッ
ド報酬である。このメカニズムは、有給検索者として多くの人にサインアップすることを
納得してもらうために使用できる。このようなピラミッドは期間内にトップの検索者に10
0万ドル支払い、その後10位までの検索者に10万ドル、その後100位までの検索者に1000ド
ル、その後1万位までの検索者に100ドル支払うかもしれない。この方法で、この特別のボ
ーナスシステムは11,111人に関わる。報酬は年毎、四半期毎、毎月、毎週または毎日支給
可能である。
【００９８】
　他の実施例で言うと、直接検索画面をコントロールしないが検索者が自分のタスクを完
了しているところを監視することができるエンドユーザのための、“どこでもPC”（リモ
ートコントロール）又はWebEx（登録商標）（リモートミーティング）タイプの経験を伴
う。これにより、ユーザは専門の検索者が行っていることによって楽しみ、夢中になり、
没頭できる。　
【００９９】
　ユーザは検索をより共同的に完了できるような方法で、“チャット”フレームにコメン
トしてよい。例えば、1960年のワールドシリーズの勝者に関する検索の間、ユーザはチャ
ット画面を通して発言可能である（検索者が検索していることを見ながら）。“何が一番
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知りたいかって言うと、あのゲームの中で勝利チームの誰が投げていたのかなんだ”そし
て検索者がその説明要求に応じることができる。
【０１００】
　他の実施例では、検索者が未処理のクエリを“見る”事が可能である。検索者がシステ
ムにログインする時、検索者が現在のクエリとクエリに関するキーワードのリストにアク
セスできる。また、検索者は10秒というように事前に定められた期間後に検索が一つも受
け入れられていないクエリも見ることができ、かかるクエリを受け入れ、検索が成功した
場合、より高額な報酬が提供されることができる。　
【０１０１】
　一人の検索者が一度に設定する検索結果をユーザに提示する以外にも、クエリに関して
検索を実施した全検索者の検索結果をユーザに提示することができる。これにより、適切
な検索結果がユーザに提示される可能性が増す。かかる情報提供に関わった検索者は検索
結果が成功した時にクレジット（報酬）を共有するであろう。また、システムにより、検
索者がかかる結果提示を促す検索者グループの形成が可能となる。
【０１０２】
　ユーザは、広告の提示ではなく検索サービスに登録するために支払いを行う。
【０１０３】
　検索者の“適性格付け”が特定のキーワード又はその検索者の全登録キーワードに渡っ
て規定された閾まで下がると、検索者はシステムから一時的にサービスの提供を中止され
る（又は永久に禁じられる）可能性がある。検索者が一時中止となるには他にも理由があ
る場合がある。例えば、ユーザが検索者が言葉遣いや行為において非常に無礼で、不快又
は不適切であったと報告してもよい。かかる行為はサービスマネージャやシステム管理者
によって検討される可能性がある。
【０１０４】
　ユーザももし無礼であったり、不快又は不適切である場合、サービスを停止されること
もある。ユーザの身元はしばしば不明であるため、ユーザは特定のIPアドレスからのパケ
ットを拒否する方法でサービスを停止されるだろう。かかる行為が続く場合、サービスマ
ネージャやシステム管理者は法的な手段をとる可能性がある。ユーザが全クエリに対して
受け取った返信によって、法的手段を含む不適切な行為の成り行きを説明できるだろう。
【０１０５】
　同様に、検索者がシステムを濫用する場合、検索者が切られる可能性がある。例えば、
検索者として誰かがサインアップし、複数のキーワードに渡って“不適切な”結果をほと
んどの場合に提供している場合、システムは検索者のアカウントを禁止可能である。IPア
ドレスも監視可能である。
【０１０６】
　ユーザに提示される広告は、クエリのキーワード、検索サイクルのポイント、システム
によって設定された広告主の優先順位、検索者によって設定された広告主の優先順位等に
基づいて長さと主題が異なる可能性がある。データベース156にも広告が一定のユーザ（
身元証明済みのユーザ又は一定のIPアドレスのユーザのいずれか）に提示された回数、ユ
ーザが広告に認められた任意のウェブサイトにリンクした回数等に関する情報も含む。広
告は“Macromedia（登録商標） Flash（登録商標） Media Server2”及び/又はその他の
商品といったような商品を経由して管理される。
【０１０７】
　データベースのキーワードは順番のある辞書の単語及び単語のグループ（フレーズ）の
全てを含むことができる。どの検索者がクエリを受け取るか決定するため、キーワードが
ランキングの高い順で分類できるようにキーワードも比較検討される可能性がある（図３
の関連の解説を参照）。より特定的であるため、“breast cancer”というフレーズは二
つの言葉である“breast”と“cancer”よりもランクが高くなり、よって“breast cance
r”の検索者のランキングは“breast”又は“cancer”という個々の言葉の検索に特化し
ている検索者は含まない。つまり、特定のタイプの検索に頻繁に使用されるキーワードや
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フレーズは、その特定のエリアの検索に高いレベルの経験をもつ検索者の選定を行うため
に、より高くランク付けされる可能性がある。
【０１０８】
　キーワード/キーワードデータベースも特定のキーワードを含むクエリがいくつあるか
、そのキーワードに関連した検索者が何人いるかを表示してもよい。クエリ率対関連検索
者により、検索者にトラフィックをより多く発生させる可能性が高いキーワードを見つけ
る機会を与え、それにより検索者がエンドユーザに適切な結果を提供する場合、検索者の
収入を増やすことが可能である。
【０１０９】
　また、データベースは検索者が特定のキーワードを検索した回数と検索者がその特定の
キーワードに対して成功した回数も表示する。
【０１１０】
　キーワードに関連するクエリとそれに対応する回答は、適当であると考えられなくなっ
た場合、データベースから削除できる。適性の計算は新しいユーザが“回答”を受け取り
、他の正確な検索を選ぶ（これはデータの有用性や適性が欠けていることを表示している
）たびに実施することができる。ユーザが回答を評価し、同じ検索条件で他の検索を要求
しない場合、回答を報告した元の検索者はポイントでクレジットされる場合があり、ユー
ザは同じ（又はほぼ同様の）条件で他の検索を要求する場合、検索者はポイントが減点さ
れる場合がある。回答が適当であると考えるユーザと不適当であると考える率は追跡され
る。この率が閾に届く場合回答はシステムから削除でき、又はアーカイブ的に保存される
ことが可能であるが、同じ（又は同様の）クエリを尋ねる今後のユーザには報告されない
。データベース156の複数の実施例の間のデータコンテンツとリンクが説明される間、デ
ータベース156が説明されたデータコンテンツ及び/又はリンク、その他のデータとリンク
のもののその他のいかなる組み合わせを含むことが本発明の目的である。
【０１１１】
　他の実施例を挙げると、サーバが全てのローディングのロジックと複数のサーチエンジ
ンの検索、及びサーチエンジン全般にわたる検索計算のほとんどがサーバで起こるASPタ
イプ環境のウェブサイトをホストすることは可能である。一つの特定の実施例では、検索
者計算のほとんどが検索者のコンピュータ経由で配信方法で実施されている。
【０１１２】
　他の実施例では、検索者ツールインターフェースが“オープン”方式で定義されており
、第三者がより良いツールを提供し、おそらく特定のキーワード、カテゴリや医学、トラ
ベル、ショッピング等を含む業界用にカスタム化される。
【０１１３】
　他の実施例では、検索者がより幅広い調査を行い、ユーザが広告を提示している間に、
ユーザの“デフォルトサーチエンジン”がウィンドウフレームに結果を返すことが可能で
ある。これにより、ユーザは標準のトップサーチエンジンの一つから結果を見つけるのと
同じくらい早く結果を見ることができる。
【０１１４】
　他の実施例では、より難しいクエリが“有料検索”にサインアップした検索者に送信で
きる。クエリが特定の期間内に回答できた場合報酬がいくらであるかという入札と一緒に
、一定のキーワード又はキーワードのセットに対する利用可能な検索者プールへクエリが
送信される。クエリを“ロック”した最初の検索者は、質問の回答に必要な時間を好きな
だけ使い、ユーザから支払いを回収できる。特定のキーワードに関する利用可能な検索者
のプールが常にあるので、これがGoogle answersとは異なる点である。
【０１１５】
　よりよいユーザ経験をうみだすために、このプラットフォームを使った方が実施しやす
いアプリケーションが多くある。ある言語から他の言語にテキストを翻訳する際、単に“
translate from English to Spanish I love you”というクエリを出すだけであろう。専
門検索者は回答を得るためAltaVistaなどの翻訳者サービスを使うかもしれない。ユーザ
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がVolP可能ユーザシステムを使っている実施例においては、ユーザはテキスト翻訳を得る
のに加えて、ネイティブスピーカーからの翻訳を聞くことも可能であろう。
【０１１６】
　本発明のある実施例では、ユーザは現在のサーチエンジンがインデックスできるものよ
りも、より幅広いベースの情報から非常に改善された高度に適切な検索結果を得ることが
できる。本発明のある実施例では、キーワードをターゲットとした検索者が検索されるド
メインに順応することができる強力な検索者ツールを可能にし、回答の発見を手伝った報
酬を検索者が得られるプロセスがあり、このプロセスにより様々な検索専門性のあるドメ
インにおける利用可能な検索者の大きなプールに対してモチベーションを提供しており、
そして広告主は最もターゲットとしているオーディエンスが広告を見る（時には精選）こ
とができる。
【０１１７】
　本システムのほかの実施例は、例えば、図１１で公開されている。図１１はシステム11
00の分解図であり、作業員がユーザが開始したどんなタイプのタスクに対してマルチレベ
ルの活動をもってサービスを可能にしている。図１１に説明の通り、ユーザ開始タスクは
ユーザのコンピュータシステム1102、1104、1106から始める事ができ、コミュニケーショ
ンシステム1107又は電話ハンドセット1110、1112を通して受信される。　ユーザコンピュ
ータシステム1102、1104、1106は典型的なデスクトップ又はラップトップシステム、個人
用デジタルアシスタント（PDA） といったような携帯用コンピュータ、ベーシックな携帯
電話、テキスト対応又はビデオ対応携帯電話、特化ユーザ開始タスク端末、又はユーザが
ユーザ開始タスクをテキスト、イメージ又はスピーチ入力によって入力可能なその他のソ
ースから受信される。電話ハンドセット1110、1112は典型的なタッチトーン電話、携帯電
話、ツーウェイラジオ又はユーザが話すことができる或いは遠距離でコミュニケーション
できるその他のコミュニケーションデバイスであってもよい。コミュニケーションシステ
ム1107は、インターネットのようなパケットスイッチ機能、パブリックスイッチ電話ネッ
トワークやDSL/ADSLのような回路スイッチ機能、ワイヤレスネットワークのようなラジオ
ベース機能等を含むことができる。
【０１１８】
　一つの実施例として、電話ハンドセット1110、1112で開始される口頭でのスピーチタス
クがシステムデータベースに保存されており、スピーチ翻訳サーバ1114によってデジタル
テキストタスクに互換される（あるいは、ユーザのコンピュータシステム1102、1104、11
06又は電話ハンドセット1110、1112がこの処理を実施する場合がある）。このスピーチ翻
訳サーバ1114は、おそらくその他のシステムとのインタラクションによってスピーチをテ
キストへ翻訳するタスクを処理しており、又はローカルでタスクを実行してもよい。写字
者や自動スピーチ認識（ASR）としても知られる従来のスピーチからテキストへの処理を
使用してスピーチからテキストへの変換を実施してもよい。スピーチユーザ開始タスクは
ユーザの電話から発生し、最初はユーザのユーザ開始タスクを得るため、自動案内スピー
チプロンプトタイプ処理（又はインタラクティブスピーチ対応又はIVRシステム）で処理
することができる。　
【０１１９】
　スピーチ翻訳サーバ1114は通話が開始され、ユーザ識別子がユーザの特定のセッション
においてこのポート上の電話ハンドセット1110、1112に割り当てられたポートの追跡を継
続する。スピーチ翻訳サーバ1114はユーザにユーザ開始タスクを話すように促すことがで
きる。また、スピーチユーザ開始タスクは、私的又は公的情報プロバイダのようなユーザ
から直接開始というよりは“スピーチタスクサービスリクエスタ”（STSR）と呼ばれる他
のソース1116から開始することもできる。例えば、スピーチユーザ開始タスクは最初はパ
ブリックライブラリ電話システムによって処理することもでき、サーバ1114に切り替えら
れる。スピーチユーザ開始タスクは、時分割多重回線、インターネット接続からのボイス
オーバーIP(VolP)パケット、及びその他のソースを含む様々なインプット手段を経由して
物理的にシステムに届いてよい。スピーチユーザ開始タスクはストリーム、又はパケット
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、或いはパケットのシリーズとして届いてよい。　
【０１２０】
　同様に、食料品店の注文システムといったようなユーザが食料を注文し夕食後の特別な
デザートのレシピについて問合せをする商業サイトでは、最初はスピーチユーザ開始タス
クを処理し、スピーチ翻訳サーバ1114に渡すことができる。　
【０１２１】
　STSR1116（図１１）は、スピーチ翻訳サーバ1114の翻訳サービスをインターネットを経
由してサービスを利用したい全てのアプリケーションに広く利用できるようにするためIP
ベースのソケットアドレスやMicrosoft（登録商標）.NETサービスを含む様々なメカニズ
ムを経由してスピーチ翻訳サーバ1114とコミュニケーションを図ってよい。
【０１２２】
　その後、パケットはデジタルスピーチからテキストへ変換するため、或いは遠隔システ
ムで処理するため、スピーチ翻訳サーバ1114でローカルで処理されてもよい。デジタルス
ピーチが写字者によって転写される場合、これはデジタルスピーチを一つ以上の転写シス
テム（TS）1130、1132へ送信することで完了できる。転写システム1130、1132では、例え
ばヘッドフォンやスピーカーを使って写字者がスピーチを聞くことができ、システムにテ
キストをタイプして情報を転写し、それからテキストがスピーチ翻訳サーバ1114（又は直
接ユーザ開始タスクサーバ1118やSTSR1116） に、全てものの数秒の間に返信される（ユ
ーザがユーザ開始タスクを話し終えてから10秒以内が望ましい）。処理をスピードアップ
するため、スピーチユーザ開始タスクは一般的にパケットのストリームに分割され、ユー
ザが話したように写字者に中断なく渡され、システムの待ち時間を減少可能にするのが望
ましい。システムに遅れが生じないように、即時ユーザ開始タスクの数よりも多くの写字
者がシステムに利用可能であるのが望ましい。ユーザ開始タスクのオーバーフローが起こ
った場合、通話者に対して写字者が利用可能になるまで待たなければならないことを伝え
る（オペレータやエージェントを待っている間に通話者に説明されるかもしれない）こと
によって、フローコントロールを利用しても良い。スピーチ翻訳サーバ1114は、転写シス
テム1130、1132上の転写ソフトウェアアプリケーションを使って転写サービスを実施する
ために、現在ログインしており利用可能な全ての写字者のデータベースを維持するのが望
ましい。或いは、この写字者の利用可能性を追跡する機能が遠隔システムに配置及び/又
は転写システム1130、1132にある配信メカニズム（例えばピアツーピアメカニズム）を使
って実施されるかもしれない。
【０１２３】
　スピーチ翻訳サーバ1114は継続的に連続スピーチフレーズを様々な異なるソース（例、
ユーザ）から任意の一定の転写システム1130、1132に送っても良い。ただし、写字者は早
いスピードで次々と様々なスピーカーからのスピーチメッセージを連続して転写し、各ス
ピーチメッセージと関連するテキストパケットを連続して作成する。
【０１２４】
　一旦ユーザ開始タスクがデジタルテキスト形式になると、ユーザ開始タスクサーバ118
に提供される。携帯電話のテキスト入力機能もユーザ開始タスクをデジタルテキスト形式
で入力するのに使用可能であり、ユーザがユーザ開始タスクを電話からテキスト形式で提
出可能にしている。
【０１２５】
　ユーザコンピュータ1102、1104、1106のグラフィカルユーザインターフェース（GUI）
からの ユーザ開始タスクは直接ユーザから発生しており、又はスピーチユーザ開始タス
クのように、間接的に“テキストユーザ開始タスクサービスリクエスタ”（TTSR）1120を
通じる場合もある。その場合、どのソフトウェアアプリケーション又は例えばインターネ
ットを経由して接続されているデバイスであってもよい。スピーチユーザ開始タスクにあ
るように、ユーザは配達用の食品を注文する食料品店のウェブサイトにおいて、特別なデ
ザートに関する問合せをしてもよい。このレシピユーザ開始タスクはユーザ開始タスクサ
ーバ1118に転送されるであろう。どんなウェブサイト、消費者用電子機器又はその他のデ
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バイスであってもタスクを実施するにはTTSR又はSTSRになってよい。例えば、衛星TVやケ
ーブルTVのプロバイダによって提供されるセットトップボックスはユーザ開始タスクスト
リングを入力する能力を提供し、TTSR又はSTSRとして作動することが可能である。Micros
oft Office（登録商標）WordやExcel（登録商標）のようなPCで作動するソフトウェアア
プリケーションも、TTSRやSTSRとして務めることが可能である。
【０１２６】
　コンピュータシステム1102のグラフィカルユーザインターフェース（GUI）又はスピー
チ翻訳サーバ1114におけるスピーチプロンプトシステムのような適切なインターフェース
は、ユーザからユーザ開始タスクを抽出し、ユーザ開始タスクをユーザ開始タスクサーバ
1118に転送する。
【０１２７】
　この実施例ではユーザコンピュータ1102からユーザ開始タスクを受け取ったらすぐに、
ユーザ開始タスクサーバ1118は、タスクが処理されている間ユーザが見又は聞くための情
報（例、広告）をユーザに提供することができる。この情報はユーザ開始タスク（又はユ
ーザ開始タスクのキーワード）に関連させることができ、食料品店のレシピの例にあるよ
うに、ユーザのデバイス及びユーザ開始タスクのソースに適切なビジュアルおよびオーデ
ィオ情報を含んでもよい。この情報は広告のみではなく、ビデオ、オーディオ、音楽、ゲ
ーム、ウェブリンク等、タスクが実行されている間にユーザとインタラクトし表示するよ
うな情報を含むことができる。提供された情報は、例えば広告を通じて収入源としてなっ
てもよい。タスクの結果を待っている間、ユーザが広告を見る、又はリンクをクリックす
る、又は広告に関連した商品を購入する（時に“変換”と呼ばれる）場合、データベース
は作業員に対して、もし適切であれば、クレジットポイント及び/又は報酬を追加広告収
入に反映して更新することが可能である。デジタルテキスト、グラフィックス、オーディ
オやビデオ広告はユーザコンピュータ1102又はユーザ電話(1112)上で表示され（又は再生
され）てよい。選択された特定の広告は、広告主契約義務、広告主の入札価格、ユーザか
らの人気度、広告へのキーワードマッピング、統計的使用（例、最近最も表示されていな
い）、ユーザ人口統計学、地理的データ、広告の作業員の選択等といったような一つ又は
組み合わさった要因を基にした広告に関連したウェイトに基づいている又は基づく可能性
がある。　
【０１２８】
　サーバ1118は、ログインしている作業員、キーワード又はカテゴリに関連又はサインア
ップしている作業員、以前のパフォーマンスに基づいた作業員のランキングといったよう
な要素に基づき、届いてくるユーザ開始タスクをどの作業員が要求された情報のタスクを
行うのに利用できるかを決定することによって処理する。　
【０１２９】
　また、サーバ1118はこの特定のユーザ開始タスクが以前にクエリされ、ユーザに以前に
得たタスク結果を人間の作業員が関わる必要なくしてユーザに返信を送ることができるか
どうかを決定することもできる。　
【０１３０】
　以前のユーザが開始したタスクが満足のいく結果でない場合、あるいは、ユーザが開始
したタスクを満足させる結果が得られない場合、サーバ1118はユーザ開始タスクをコミュ
ニケーションシステム1107上の1人以上の利用可能な作業員に送信する。もし、ユーザ開
始タスクがスピーチユーザ開始タスクである場合、ユーザ開始タスクのテキスト版とキー
ワードの送信に加え、ユーザ開始タスクのスピーチ録音も転送できる。人間の作業員がコ
ンピュータベースの作業員ツールシステム1122、1124及び/又はスピーチ対応コンピュー
タベースの作業員システム1126、1128又はその他のタスクの受取用に適切なデバイスに配
置できる。
【０１３１】
　サーバが選んだ作業員（又は作業員達）は、スピーチ録音又はその他の追加情報を含む
ユーザ開始タスクを検討し、タスクを受け入れるかどうか決定する。作業員がタスクを受
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け入れる場合、この受入がユーザ開始タスクをサーバ1118を通じて開始したユーザに知ら
されてもよい。これは自動で行われても、手動で行われてもよい。タスクによっては追加
情報や説明が必要な場合もあるので、作業員はユーザに追加情報の要求を送信できる。こ
れはサーバ1118経由、又はコミュニケーションシステム1107経由でユーザへのダイレクト
リンク経由で送信される。ユーザは説明、追加情報及び/又は訂正したユーザ開始タスク
を添えて返信してよい。作業員はそれから作業員ツールシステム1122、1124、1126、1128
を使って、タスク結果を作成する。例えば、作業員は、回答、作業員によるコメント、ウ
ェブページ、ウェブリンク及び情報に関連したその他のユーザ開始タスク等といったよう
なタスク結果をタスクの間に収集してよい。ユーザが検討又は使用できるようなウェブペ
ージやリンクといったようなタスク結果、質問への回答及び回答をサポートするウェブペ
ージやウェブページへのリンク等はサーバ1118を経由して又はコミュニケーションシステ
ム1107経由で直接ユーザに転送される。帰ってきた情報は一般的に作業員がユーザのニー
ズを満たすと考える又はその意図で選んだ情報である。情報にはユーザを満足させること
ができるどんなものでも含むことができる。
【０１３２】
　結果は作業員を見つけ、タスクを実施する時間量に関連したリアルタイムで、ユーザに
提示される。1人以上の利用可能な作業員が15秒以内で認識され、その作業員がタスク実
行15秒以内で開始するのが望ましい。タスクによっては、適当な結果の蓄積に一般的に数
秒から数分又はそれ以上かかる場合もある。サーバ又はタスクツールは、チャットセッシ
ョン経由で（又はVolP接続経由で）、ユーザが進行の度合いを認識するため、望ましくは
約6秒毎に自動的にユーザとインタラクトしてよい。これはユーザ画面上でドットタイプ
ほどシンプルなものでも、より詳細な自動テキストメッセージでも構わない。電話で、ユ
ーザが望ましくは広告を聞いている又は見ている時で、ただし沈黙の時間がある場合、ユ
ーザインタラクションがスピーチであってもよい。例えば、作業員又は自動スピーチシス
テムに“タスクが実行されている間継続してお待ち下さい”と言わせても良い。作業員は
ユーザとインタラクトしてもよく、自発的に又は作業員ツールが作業員に対してユーザに
状況を伝えるように思い出させてもよい。作業員はユーザに部分的な結果を送信してもよ
く、そうすることによりユーザが結果の試写を始める事ができる。サーバ1118はユーザ開
始タスクフレーズとタスク結果を今後のユーザ開始タスクとマッチするため保存してもよ
い。　
【０１３３】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、図１２に説明の通り、システム1100はユー
ザ2105と作業員2110を含んでいる。本文内で説明の通り、ユーザ2105は情報、例えば特定
の質問に対する検索結果（例、回答）を求めるインターネットウェブサーファーを含んで
よい。作業員2110は、本文内で説明の通り、情報クエリに関する検索を実施するために雇
われた人間の検索者を含んでよい。
【０１３４】
　少なくとも公開された一つの実施例で、少なくとも2つの異なるタイプの活動が起こっ
ている。例えば、図１２に説明された実施例において、主要活動2115がユーザ2105及び作
業員2110の間で実施される。主要活動2115にはユーザ2105によって提出されたタスクのサ
ービスを含んでおり、これにはユーザ2105から作業員2110に転送されたクエリへの返信を
含んでよい。主要活動2115はシステム内で一番優先度が高い活動である。
【０１３５】
　主要活動2115に加えて、公開されたシステムと方法は第2次活動2120も含む。第2次活動
2120の追跡はシステムの内部で行われてもよい。ユーザ2105は一般的に第2次活動2120に
気が付いていない。　
【０１３６】
　少なくとも一つの実施例において、第2次活動2120がトレーニング目的で作業員2110の
間で行われている。第2次活動2120はその他の作業員2110によって開始されたユーザタス
クに仕える練習をするため、作業員2110によって実施することができる。　
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【０１３７】
　例えば、少なくとも一つの実施例において、ユーザ2105は特定の質問に関する情報を探
しているインターネットウェブサーファーを含んでもよく、作業員2110は情報クエリに関
する検索を実施するために雇用された人間の検索者を含んでもよく、第2次活動2120（図
１２）は情報検索システム又はシステム管理者によって要求されたほかの活動において検
索者の検索技術を強化する方法を含んでもよい。かかる方法には、検索者へ少なくとも一
つの以前にリクエスタ（ユーザ）に提供された情報検索クエリを提示すること、及び検索
結果を情報検索クエリに提供において検索者のパフォーマンスの監視を行うことを含んで
よい。よって、検索者が検索技術を改善可能にするため、そしてマネジメントが検索者の
パフォーマンスを監視可能にするため、トレーニングを受けている検索者はクエリ、例え
ば以前に回答済みのクエリを提示される。少なくとも一つの実施例において、以前に回答
済みのクエリは作業員を利用することなく回答されたクエリである。 
【０１３８】
　トレーニング、翻訳、転写等というような第2次活動がシステム内部で実施されてもよ
い間、その他の第2次活動はシステム内で追跡されてもよいが、システム外で実施される
。例えば、作業員が写真の撮影、ビデオの作成、ダイアグラムの作成、テキストの参照、
又はシステム内で実施できないその他の活動を実施してもよい。
【０１３９】
　自分のパフォーマンスランキングに満足していない作業員2110は自分の技術とランキン
グと向上することができてもよい。少なくとも公開された一つの実施例において、作業員
2110は第2次活動2120に参加するように決定又は要求できる。或いは、少なくとも一つの
実施例において、作業員2110は、検索者のパフォーマンス格付け、ランク及び/又は作業
員が利用可能である又はアイドル状態である又は第2次活動を受ける資格があるかどうか
を決定するその他の基準に基づいて、自動的に第2次活動2120への参加に選ばれている。
【０１４０】
　図１３に説明の通り、少なくとも一つの実施例において、作業員2110はグループに分け
られており、そのグループは技術及び/または作業員のパフォーマンスに基づいていてよ
い。例えば、図１２に説明の通り、作業員2110は実習生2205（図１３）、プロ2110、マス
ター2215に分けられてもよい。各分類は“ステータス”と呼んでもよい。この発明を提示
した後は、当業者は、本発明の精神と範囲から逸脱しない限り、その他の分類が生じるこ
とがあることを認識するであろう。例えば、プロ2210はクラス、例えばクラス1プロ、ク
ラス2プロ、クラス3プロ等といったように分類されてもよい。図１３に認識された作業員
2110の各タイプは、異なる技術又はパフォーマンスレベルを所有している。少なくとも本
発明の一つの実施例において、例えば、トップ20%の最も高度に格付けされたマスター221
5は例えば“エリート”というような異なるステータスが与えられてもよい。作業員は、
その他の基準に基づいた重なっている場合があるグループに分類されることも更に可能で
ある。作業員は特定のグループに関連した複数の“ステータス”を所有してもよい。
【０１４１】
　少なくともシステムの一つの実施例において、本発明に従って、システム100、1100（
図１と１１を参照のこと）は、システム100、1100に登録された作業員2110（図１２）へ
のタスクを委任するステートエンジンから成る。事前段階として、各作業員2110は、作業
員2110がユーザ開始タスクをサービスするために利用できるかどうかを表示するためシス
テム100、1100に登録する。サーバ118、1118（各図１及び１１）は、作業員のグループ及
び/又は分類又は状況に従って作業員2110（図１２）を認識する。例えば、サーバ118、11
18は、ある作業員2110が最後にシステムをログオフした際に、その作業員はプロ2210（図
１３）であったと認識してもよい。よって、その作業員2110（図１２）が次にシステム10
0、1100（図１及び１１を参照）にログインする際、その作業員2110（図１２）は再びプ
ロ2210（図１３）である。
【０１４２】
　一旦その作業員2110（図１２）が最初にグループ分類に従って認識されると、活動エン
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ジンがその作業員2110を評価し、その作業員2110に第2次活動2120（図１２）を委任又は
作業員をグループ分類レベル又はステータスの間に移動しても良い。図１４Ａ－１４Ｃは
、システム100、1100（図１及び１１を参照）が本文内で説明されたタイプのインターネ
ット検索システムである本発明の実施例において、代表的な活動エンジン1400を説明して
いる。
【０１４３】
　図１４Ａを参照して、初めてシステムに登録したガイド（検索者又は作業員）2110（図
１２）はステート（“ヴァージン”）1414（図１４Ａ） として任命されてもよく、一定
の欠席又は休止期間後にシステムに復帰したガイド（検索者又は作業員）2110（図１２）
は、ステート(“ノンヴァージン”)1414として任命されてもよい。どちらの場合において
も、システムに入力後、ガイド2110（図１２）がビデオトレーニングを受けてもよく、実
習生2205（エッジ１として図１４Ａに表示）として分類される。　
【０１４４】
　図１４Ａに関して続けると、実習生2205として一旦分類されると、本発明の少なくとも
一つの実施例によると、活動エンジン1400は、図１４Ａにエッジ２－５として表示された
連続して評価されたセットの条件に従って、ガイド2110（図１２）の状況を分析する。図
１４Ａに表示された各エッジは、条件文又は順にガイド－キーワードの各組み合わせを活
動エンジン1400によって評価した可能な条件変更を表している。例えば、エッジ２に関連
した条件が“偽”であると評価する場合、活動エンジン1400はエッジ３に関した条件を評
価する。エッジ３に関連した条件が“偽”であると評価する場合、活動エンジンはエッジ
４に関連した条件を評価する。エッジ４に関連した条件が“偽”であると評価する場合、
活動エンジン1400はエッジ５に関連した条件を評価する。活動エンジン1400は、“正”で
あると評価する最初のエッジ条件に従って、第二次活動2120（図１２）をガイド2110に割
り当てる。　
【０１４５】
　いつでも、適切なエッジ評価のプロセスは、ライブサーチ及び/又はトレーニングクエ
リといったような主要活動2115によって中断されてよい。一旦ガイド2110がクエリを処理
すると、活動エンジン1400（図１４Ａ） は次々にエッジに関連した条件の評価を再開し
てよい。少なくとも一つの実施例において、実習生ガイド2205（図１３）にとって、他の
ガイドから受け取ったトレーニングクエリは実習生ガイドの主要活動である。
【０１４６】
　本発明の少なくとも一つの実施例によると、ステータスに関わらず、ガイド2110（図１
２）は主要活動2115を処理するパフォーマンスにおいて格付けされてよい。一つの模範実
施例において、図１４Ａのエッジ２は、実習生ステータス2205（図１４Ａ）を得たガイド
2110（図１２）が５段階評価において３回連続で２以下を獲得する。この条件を“正”で
あると評価する場合、実習生ステータス2205（図１４Ａ） を得たガイド2110（図１２）
は、休止ステータス1416へ移動する。少なくとも本発明の一つの実施例において、ガイド
2110（図１２）はシステムオペレータの管理行為によってのみ休止ステータスから除外す
ることができる。図１４Ａのエッジ２によって表示される条件が“偽”であると評価する
場合、活動エンジン1400は図１４Ａのエッジ３に関連した条件を評価する。　
【０１４７】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ａのエッジ３は、実習生ステータス2205（図１
４Ａ）を得たガイド2110（図１２）が10以上のクエリを処理し、２以下の又は２という格
付けを得る条件を表している。この条件が“正”であると評価する場合、実習生ステータ
ス2205を得たガイド2110（図１２）はビデオトレーニングを見るように指導され、例えば
図１９及び２０で説明されたグラフィカルユーザインターフェースのようなグラフィカル
ユーザインターフェースを提示されてもよい。ビデオトレーニングが終了すると、ガイド
2110（図１２）は実習生ステータス2205（図１４Ａ） を維持し、活動エンジン1400は処
理を再開する。すなわち活動エンジン1400はこのガイド2110のエッジ２に関連した条件を
評価する。ただし、エッジ３に関連した条件が“偽”であると評価する場合、その後活動
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エンジン1400はエッジ４に関連した条件を評価する。
【０１４８】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ａのエッジ４は、実習生ステータス2205を得た
ガイド2110が10以上のクエリを処理し少なくとも３以上の格付けを一つ得ており、平均格
付けが４以下である条件を表している。もしこの条件が“正”であると評価する場合、ガ
イド2110（図１２）は依然として実習生2205（図１４Ａ）であり、活動エンジン1400は、
図１４Ａのエッジ２に関連した条件に対してガイド2110を評価するように返す。ただし、
この条件が“偽”であると評価する場合、その後活動エンジン1400はエッジ５に関連した
条件を評価する。
【０１４９】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ａのエッジ５はガイド2110が少なくとも１０の
クエリに対応し、平均で少なくとも４の格付けを得ているという条件を表している。この
条件が“正”であると評価する場合、実習生ステータス2205を得たガイド2110はビデオト
レーニングを見るように指導され、例えば図１９及び２０に説明されたグラフィカルユー
ザインターフェースといったようなグラフィカルユーザインターフェースを提示されてよ
い。以前に実習生ステータス2205を得たガイド2110は、それからプロ2210に昇進される。
ただし図１４Ａのエッジ５によって表された条件が“偽”であると評価する場合、活動エ
ンジン1400は図１４Ａのエッジ２に関連した条件を評価する。
【０１５０】
　図１４Ｂに関して、ガイド2110（図１２）はプロ2210として分類される。活動エンジン
1400は連続して図１４Ｂのエッジ１－５を評価する。各エッジは活動エンジン1400によっ
て評価された条件文を表し、活動エンジン1400は、“正”と評価する最初のエッジ条件に
従って、第2次活動2120（図１２）をプロステータス2210（図１４Ｂ）を得たガイド2110
へ割り当てる。いつでも、適切なエッジ評価のプロセスは、クエリのような主要活動2115
（図１２）によって中断される可能性がある。一旦プロステータス2210（図１４Ｂ）を得
たガイド2110がクエリを処理すると、活動エンジン1400はガイドのためにエッジ状態の評
価を再開する。　
【０１５１】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ｂのエッジ1は、以前にプロステータス2210（
図１４Ｂ）を得たガイド2110（図１２）が５段階で３回連続２以下の格付けを得る条件を
表している。この条件が“正”であると評価する場合、ガイド2110は休止状態に移動する
。少なくとも本発明の一の実施例では、ガイド2110はシステムオペレータの管理行為によ
ってのみ、休止ステータス1416から除外されることができる。図１４Ｂのエッジ１によっ
て表示される条件が“偽”であると評価する場合、活動エンジン1400は図１４Ｂのエッジ
２に関連した条件を評価する。　
【０１５２】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ｂのエッジ２は、活動エンジン1400がガイドの
平均格付けが３以下であるかどうかを決定する条件を表している。この条件が“正”であ
ると評価する場合、以前にプロステータス2210（図１４Ｂ） を得たガイド2110（図１２
）は実習生ステータス2205に降職され、例えば図１４Ａに表示の通り実習生ステータス22
05に関連したエッジ条件に従って活動エンジン1400は作業員2110（図１２）を評価する。
ただし、図１４Ｂのエッジ２によって表示される条件が“偽”であると評価する場合、活
動エンジン1400は図１４Ｂのエッジ３に関連した条件を評価する。　
【０１５３】
　一つの模範的な実施例において、エッジ３は、以前にプロステータス2210を得たガイド
2110が３以下の一つの格付けを得るかどうかを決定する条件を表している。この条件が“
正”であると評価する場合、ガイド2110はビデオトレーニングを見るように指示され、例
えば図１９及び２０に説明されたグラフィカルユーザインターフェースのようなグラフィ
カルユーザインターフェースが提示されてもよい。この第2次活動が終了次第、ガイド211
0（図１２）はプロステータス2210（図１４Ｂ）を維持することが許可される。ただし、
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この条件が“偽”であると評価する場合、活動エンジン1400は図１４Ｂのエッジ４に関連
した条件を評価する。　
【０１５４】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ｂのエッジ４は、以前にプロステータス2210を
得たガイド2110が少なくとも１０のクエリに対応し、平均で少なくとも４の格付けを得て
いるという条件を表している。この条件が“正”であると評価する場合、ガイド2110はビ
デオトレーニングを見るように指導され、例えば図１９及び２０に説明されたグラフィカ
ルユーザインターフェースといったようなグラフィカルユーザインターフェースを提示さ
れてよい。ガイド2110はそれからマスターステータス2215に昇進される。この条件が“偽
”であると評価する場合、活動エンジン1400は図１４Ｂのエッジ５に関連した条件を評価
する。
【０１５５】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ｂのエッジ５は、以前にプロステータス2210を
得たガイド2110が少なくとも１０のクエリに対応し、平均で少なくとも４の格付けを得て
おり、ガイドが処理したクエリのモジュール数がゼロであるという条件を表している。こ
の条件が“正”であると評価する場合、ガイド2110はビデオトレーニングを見るように指
導され、例えば図１９及び２０に説明されたグラフィカルユーザインターフェースといっ
たようなグラフィカルユーザインターフェースを提示されてよい。ビデオトレーニングを
終了次第、又は図１４Ｂのエッジ５に表された条件が“偽”であると評価する場合、ガイ
ド2110はプロステータス2210の維持を許可され、活動エンジンが図１４Ｂのエッジ１に関
連した条件を評価する。
【０１５６】
　図１４Ｃに関して、作業員2110は現在プロ2215として分類される。活動エンジン1400は
連続して図１４Ｃのエッジ１－４を評価する。各エッジは活動エンジンによって評価され
た条件文を表し、活動エンジン1400は、“正”と評価する最初のエッジ条件に従って、第
２次活動2120（図１２）をマスターステータス2215（図１４Ｃ）を得たガイド2110へ割り
当てる。いつでも、適切なエッジ評価のプロセスは、クエリのような主要活動2115（図１
２）によって中断される可能性がある。一旦マスターステータス2215（図１４Ｃ）を得た
ガイド2110がクエリを処理すると、活動エンジン1400はガイドのためにエッジ状態の評価
を再開する。　
【０１５７】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ｃのエッジ１は、以前にマスターステータス22
15を得たガイド2110が５段階で３回連続２以下の格付けを得る条件を表している。この条
件が“正”であると評価する場合、マスターステータス2215を得たパフォーマンスが乏し
いガイド2110は休止ステータス1416に移動される。本発明の少なくとも一つの実施例にお
いて、ガイドはシステムオペレータの管理行為によってのみ休止ステータスから除外され
ることが可能である。ただし、この条件が“偽”であると評価する場合、活動エンジン14
00は図１４Ｃのエッジ2に関連した条件を評価する。　
【０１５８】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ｃのエッジ２は活動エンジン1400がガイドの平
均格付けが３以下であるかどうかを決定する条件を表している。この条件が“正”である
と評価する場合、マスターステータス2215を得たガイド2110はビデオトレーニングを見る
ように指導され、例えば図１９及び２０に説明されたグラフィカルユーザインターフェー
スといったようなグラフィカルユーザインターフェースを提示されてよい。以前にマスタ
ーステータス2215を得たがそのレベルで一貫してパフォーマンスを実施することができな
いと判明したガイド2110はプロ2210に降格され、そこで活動エンジン1400が、例えば図１
４Ｂに表示の通りプロステータス2210に関連したエッジ条件に従って作業員2110を評価す
る。ただし、図１４Ｃのエッジ２に関連した条件が“偽”であると評価する場合、活動エ
ンジン1400は図１４Ｃのエッジ３に関連した条件を評価する。　
【０１５９】
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　一つの模範的な実施例において、図１４Ｃのエッジ３は、マスターステータス2215を得
たガイド2110が他のトレーニングセッションにおらず、マスターガイドよりも低い格付け
でシステムに登録したその他のガイドがいる条件を表している。この条件が“正”である
と評価する場合、マスターステータス2215を得たガイド2110はトレーニングクエリを発行
するように指示される。この条件が“偽”であると評価する場合、活動エンジンは図１４
Ｃのエッジ４に関連した条件を評価する。
【０１６０】
　一つの模範的な実施例において、図１４Ｃのエッジ４は、マスターステータス2215を得
たガイド2110が処理したクエリのモジュール数がゼロという条件を表している。この条件
が“正”であると評価する場合、マスターステータス2215を得たガイド2110はビデオトレ
ーニングを見るように指導され、例えば図１９及び２０に説明されたグラフィカルユーザ
インターフェースといったようなグラフィカルユーザインターフェースを提示されてよい
。ビデオを見た後で、ガイド2110はそれからマスターステータス2215を得る。この条件が
“偽”であると評価する場合、活動エンジン1400は図１４Ｃのエッジ１に関連した条件を
評価する。
【０１６１】
　図１４Ａ－１４Ｃは人間のガイドが関わる情報検索システム100（図１を参照のこと）
に関して説明しているが、活動エンジン1400のプロセスは限られている。活動エンジン14
00のプロセスは、上記に記載のユーザ開始タスクを処理するシステム1100（図１１を参照
）のようなコンピュータベースシステムにおいて作業員2110に関わるいかなる状況にも適
用されてよく、そして本発明には少なくとも一つのこのタイプの実施例を含む。 
【０１６２】
　図１４Ａ－１４Ｃ及び関連した説明は、本発明の少なくとも一つの実施例に従って、活
動エンジン1400のオペレーションについて表している。ただし、図１４Ａ－１４Ｃ及び関
連した説明は、シングルタイプのタスクの作業を行っている個々のタスク作業員の状況に
おける本発明の少なくとも一つの実施例に従った活動エンジン1400のオペレーションにつ
いて表している。例えば、本文において記載のあるタイプのようなインターネット検索シ
ステム100（図１を参照）に関わる本発明の少なくとも一つの実施例において、図１４Ａ
－１４Ｃと関連した説明は、個々のガイド又はシングルキーワードに関するクエリ又はそ
の他のタスクを処理する作業員2110（図１２）に関する活動エンジン1400のオペレーショ
ンについて表している。本文に記載のあるタイプのようなインターネット検索システム10
0（図１を参照）はそれほど限定されていない。ガイド2110（図１２）が多数のキーワー
ドを検索することができるという本発明の範囲内である。さらに、同じガイドがいくつか
のキーワードに関してマスターであり、他のキーワードに関してはプロであり、その他の
キーワードにおいては実習生であることもあり、結果としてガイドが複数の格付けをもつ
こともある。よって、本発明の少なくとも一つの実施例に従って活動エンジン1400が多数
のガイド2110の活動を同時に調整でき、各ガイドが一つ以上のキーワードを検索する資格
があり、任意の一定のガイドが、ガイドが資格をもつ一つ以上のキーワードに対してマス
ター、プロ又は実習生であってもよい。 
【０１６３】
　さらに記載されているステータスとエッジの規則は模範的なものである。どんなステー
タス及び/またはエッジの規則も本文に記載のある方法とシステムを使用して作業員を管
理するために使用されてよい。
【０１６４】
　少なくとも一つの実施例に従って、本発明に従ったシステム100（図１を参照）は各ガ
イド2110（図１２）のデータベースから構成される。データベースは図１５Ａに表示の通
り検索者記録2400及び図１５Ｂに表示の通り検索者キーワード記録2600から構成される場
合がある。検索者記録2400（図１５Ａ）は検索者UID欄2410、検索者名前欄2420、検索者
全般実力欄2430、検索者カテゴリ別実力欄2440、検索者サブカテゴリ別実力欄2450、検索
者全般格付け欄2460、検索者カテゴリ格付け欄2470、検索者サブカテゴリ別格付け欄2480
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及び/又は検索者キーワード欄2490が含まれる場合がある。コンテンツと欄の機能は図１
５Ａに関して下記で説明する。
【０１６５】
　図１５Ａは少なくとも本発明の一つの実施例に従って検索者記録2400を表している。検
索者UID欄2410は検索者のユニークな識別子（UID） を含んでよい。検索者名前欄2420は
検索者の識別子を含んでよい。 
【０１６６】
　検索者全般実力欄2430は、検索者の現在の全般的な実力レベル（例、“実習生”、“プ
ロ”、“マスター”等）のインジケーターを含んでよい。 
【０１６７】
　検索者カテゴリ別実力欄2440はガイドに関連したカテゴリの情報及びそのガイドの各カ
テゴリにおける実力レベルに関する情報を含んでよい。
【０１６８】
　検索者サブカテゴリ別実力欄2450はガイドに関連したサブカテゴリの情報及びそのガイ
ドの各サブカテゴリにおける実力レベルに関する情報を含んでよい。　
【０１６９】
　検索者全般格付け欄2460は、検索者の現在の全般的な格付けレベル（例、１以上５以下
の数値）のインジケーターを含んでよい。さらに下記にてさらに詳しく説明の通り、Info
seeker（商標）格付け及び/又は検索者格付けに基づいた格付けレベルインジケーターを
含んでよい。 
【０１７０】
　検索者カテゴリ別格付け欄2470は、カテゴリに関連して実施された検索に関連した検索
者の現在の格付けレベル（例、１以上５以下の数値）のインジケーターを含んでよい。さ
らに下記にてさらに詳しく説明の通り、Infoseeker（登録商標）格付け及び/又は検索者
格付けに基づいたカテゴリ別の格付けレベルインジケーターを含んでよい。 
【０１７１】
　検索者サブカテゴリ別格付け欄2480は、サブカテゴリに関連して実施された検索に関連
した検索者の現在の格付けレベル（例、１以上５以下の数値）のインジケーターを含んで
よい。さらに、下記にてさらに詳しく説明の通り、Infoseeker（登録商標）格付け及び/
又は検索者格付けに基づいたサブカテゴリ別の格付けレベルインジケーターを含んでよい
。 
【０１７２】
　検索者キーワード欄2490は検索者に関連するキーワードに関する情報を含んでよい。そ
の情報は検索者のキーワードに関連したキーワード記録へのポインターを含んでよい。
【０１７３】
　図１５Ｂは検索者記録2400（図１５Ａ）に関連した検索者キーワード記録2600を説明し
ている。検索者キーワード記録2600（図１５Ｂ）は検索者UID欄2610、キーワードUID欄26
10、カテゴリUID欄2630、サブカテゴリUID欄2640、検索者キーワード別実力欄2650、検索
者キーワード計算格付け欄2660、検索者キーワード別エッジ完了欄2670及び/又は検索者
キーワード格付け欄2680から構成されてよい。
【０１７４】
　検索者UID欄2610は検索者のユニークな識別子（UID） を含んでよい。キーワードUID欄
2620はキーワードのUIDを含んでよい。カテゴリUID欄2630はカテゴリのUIDを含んでよい
。サブカテゴリUID欄2640はサブカテゴリのUIDを含んでよい。　
【０１７５】
　カテゴリUID欄2630データは、検索者カテゴリ別実力欄2440（図１５Ａ）に保存される
検索者のカテゴリ別実力レベルを決定するために使用されてよい。カテゴリUID欄2630（
図１５Ｂ）データは、検索者カテゴリ別格付け欄2470（図１５Ａ）に保存される検索者の
カテゴリ別格付けを決定するために使用されてよい。　 
【０１７６】
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　サブカテゴリUID欄2640（図１５Ｂ）データは、検索者サブカテゴリ別実力欄2450（図
１５Ａ）に保存される検索者のサブカテゴリ別実力レベルを決定するために使用されてよ
い。サブカテゴリUID欄2640（図１５Ｂ）データは、検索者サブカテゴリ別格付け欄2480
（図１５Ａ）に保存される検索者のサブカテゴリ別格付けを決定するために使用されてよ
い。　 
【０１７７】
　検索者キーワード別実力欄2650（図１５Ｂ）は、キーワードに関連したガイドの実力レ
ベル（例、“実習生”、“プロ”、“マスター”等）に関する情報を含んでよい。検索者
キーワード別実力欄2650はさらに各ガイドの実力に関連したエッジに関する情報から構成
される。
【０１７８】
　検索者キーワード計算格付け欄2660（図１５Ｂ）は方式及び/又は検索者キーワード別
格付け欄2680に含まれるいかなる情報を使って計算した情報を含んでよく、複数の計算結
果が検索者キーワード計算格付け欄2660に含まれてよい。　
【０１７９】
　検索者キーワード別エッジ完了2670は、キーワードに関連したステート関連図のエッジ
に関連したオペレーションの完了に関する情報を含んでよい。さらにエッジの評価方法に
関する情報を含んでもよい。
【０１８０】
　検索者キーワード別格付け欄2680（図１５Ｂ） は、キーワードに関連した検索を実施
する際に検索者の格付け（例、１以上５以下の数値）に関する情報を含んでよい。さらに
、格付けのソース（例、トレイナー、情報探索者、管理者等）を表示する情報を含んでも
よい。
【０１８１】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、ガイドがタスクを完了する際に、タスクが
検索セッション又は指示されたタスクであったかどうか、活動エンジン1400が一つ以上の
オペレーションを実施してよい。タスクの結果に対応したガイドデータにおける変化の評
価プロセスは図１４Ｄに説明されている。プロセス3400は、ガイドのキーワードと関連し
たフラグを完了するキーワードエッジのいずれかが（例、検索者キーワードエッジ完了欄
2670(図１５Ｂ)に保存されたインジケータ）タスクの完了を表示しているかどうか、最初
に3410を検証する。もし何もタスクを完了したことを表示していない場合、ガイドは新し
く登録したガイドであるかもしれない（すなわち“ヴァージン”（図１４Ａを参照））。
或いは、インジケータが活動エンジン1400又はガイドがヴァージンステータスに戻ったこ
とを表示するデータベース内のプロセスによって設定されてよい。プロセス3400（図１４
Ｄ）はタスク3420が完了するまで待つ。タスクには、検索タスク（例、トレーニング又は
顧客検索タスク）、指示タスク（例、ガイドのトレーニング、検索結果の検討、転写/翻
訳タスク）、ガイドにより要求されたタスク（例、投票、調査、自分自身で行うトレーニ
ング）、又はガイドに関連した情報が影響を与えるかもしれないガイドが実施できるその
他のタスクが含まれるがそれに限らない。　
【０１８２】
　プロセス3400は、ガイドに関連したキーワード記録のデータ3430を分類して継続する。
少なくとも一つの実施例において、キーワードはガイドの実力レベル（例、“実習生”、
“プロ”、“マスター”等）に従ってレベルの降順（すなわち、“マスター”、“プロ”
、“実習生”）で分類される。最初のキーワードに関連した記録が選択され、プロセス34
00がエッジに関連した条件の状態を決定するためにエッジ（図１４Ａ－１４Ｃにおいて様
々な模範的実力レベルの説明の通り）を検証する（オペレーション3440）。 
【０１８３】
　エッジが3450（図１４Ｄ）を“偽”であると評価する場合、プロセス3400は、キーワー
ドに関連した最後のエッジが評価されているかどうか3480を継続して決定する。エッジを
“偽”であると評価しない場合（オペレーション3450）、エッジが始動されているかどう
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か決定するため、プロセス3400はキーワードエッジ完了フラグ（例、キーワードエッジ完
了欄2670（図１５Ｂ）に保存されたインジケータ）の検証に進む（オペレーション3460）
。エッジ完了フラグがエッジが始動していることを表示している場合、エッジポインター
が上昇し、プロセス3400（図１４Ｄ）は継続してキーワードに関連した次のエッジを検証
し続ける（オペレーション3440）。
【０１８４】
　エッジフラグの検証3460（図１４Ｄ）がエッジが始動していないことを表示している場
合、プロセス3400はエッジ始動フラグの設定（オペレーション3470）を継続し、トレーニ
ングビデオが閲覧されたことを表示し、ガイドにタスク等を実施するように指示するため
、トレーニング練習及び/又はテストの結果を反映するためのデータベースの更新を含む
可能性のあるそのエッジに関連したアクションを実行する（オペレーション3500）。それ
から、プロセスは完了する（オペレーション3420）までタスクを待つように返す。
【０１８５】
　それからプロセス3400はガイドのキーワード記録に関連した最後のエッジが評価された
かどうか3480を決定する。最後のエッジが評価されていない場合、プロセス3400はエッジ
ポインターを上昇し、検索者キーワード記録2600（図１５Ｂ）に関連した次のエッジを検
証する（オペレーション3440）。　
【０１８６】
　プロセス3400（図１４Ｄ） が、最後のエッジが評価されたかことを決定する場合（オ
ペレーション3480）、プロセス3400はエッジポインター（すなわち、ポインターを最初の
エッジに設定する）を再設定し、最後のキーワード記録が届いたかどうかを決定する（オ
ペレーション3490）。プロセスが最後のキーワードが届いていないことを決定する場合（
オペレーション3490）、プロセスはキーワードポインターを上昇し、次のキーワードに関
連した次のエッジを検証する（オペレーション3440）ために返す。プロセス3400は最後の
キーワード記録が届いたことを決定する場合、プロセス3400がキーワードエッジ完了フラ
グを検証する（オペレーション3410）ために返す。
【０１８７】
　活動エンジン1400において、少なくとも本発明の一つの実施例によると、ガイド2110が
50%以上のガイドが資格を所有しているキーワードにおいてマスターレベル又は同等であ
る場合、エッジの検証3440（図１４Ｄ）がガイド2210がマスターレベルである資格のある
キーワードのみに実行される。例えば、ガイド2110が１１個のキーワードに登録している
場合、そのうち６つのキーワードがマスターレベルに到達しており、４つのキーワードが
プロレベル、１つのキーワードが実習生レベルである。活動エンジン1400はガイド実力レ
ベルが“マスター”であったキーワードのエッジを評価するであろう。その他のキーワー
ドはリストから省かれる、又は同等のプロセス段階が実行されるかもしれない。例えば、
活動エンジン1400が降順リストの最後のマスターレベルキーワードの最後のエッジに到達
した場合、活動エンジン1400は降順リストの最初のプロレベルキーワードの最初のエッジ
を処理するよりも、最初のマスターレベルキーワードに戻りそのキーワードのエッジの処
理を開始する。 
【０１８８】
　図１４Ｄに説明の通り、少なくとも本発明の一つの実施例に従って活動エンジン1400は
“正”であると評価されたエッジの追跡を継続する。よってエッジに関連したタスクが一
度実行された場合、他のキーワードに関する同じエッジを選んでエッジが次にスキップさ
れる。結果は、この実施例に従った活動エンジンプロセスが、ガイドに関連した全てのそ
の他のキーワードに関連した全てのその他のエッジに関連した全てのタスクが一度実施さ
れるまでガイド2110がタスクを繰り返すことを許可しないことである。本発明に従った活
動エンジン1400の少なくとも一つの実施例において、エッジタスクが図１５Ｂに関して説
明された通り実行されたことを表すため、記録が保管される(例、ブール変数が“正”に
変更される)。全てのエッジタスクが一度実行されると、記録がリセットされてもよい（
例、ブール変数が“偽”に変更される）。例えば、ガイド2110がキーワード“gorillas”
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“golf”及び“spiderman”のマスターレベル2215である場合、上記に記載されたプロセ
ス3400はキーワードを順に分類する。４つのエッジが各キーワード用にマスターレベルで
活動エンジン1400において定義される。活動エンジンプロセスがガイド2110にキーワード
“gorillas”の最初のエッジに関連したタスクを実行するようにし、そのタスクが完了し
た時に記録される。活動エンジン1400のこの実施例に従って、活動エンジンプロセスが再
度キーワード“gorillas”の最初のエッジに関連したタスクを実行するためガイド2110を
必要とする前に、活動エンジンプロセスがキーワード“gorillas”及びその他のエッジキ
ーワード“golf”と“spiderman”の全てのエッジに関連したタスクを実施するためガイ
ドを必要とする。
【０１８９】
　このテクニックは低いランクのガイドをトレーニングする高いランクのガイドを選んで
重視する。ガイド2110が適格なキーワードにわたり広く分散されたレベルである場合、ガ
イドのより高いランクのキーワードに関してより低いランクのガイドがトレーニングセッ
ションに利用可能な場合、ガイドがより低いランクを所有する適格なキーワード（QKW） 
に関連したタスクを一般的に行わない。
【０１９０】
　少なくとも本発明の一つの実施例に従った活動エンジン1400は、様々なステータスの説
明と名前の全てを含むステータス表を含む。また、表はステータス比較ランキングも提供
する。例えば、“実習生”は“プロ”よりも低く、“プロ”は“マスター”よりも低い。
ステータス表は、ガイドに関連したアイテムに関連する複数のステータス（例、“点検中
”、“ボイス”、“sms”、“ライブ”、“マスター”、“プロ”、“実習生”）を含ん
でよい。アイテム（例、QKW、全般、カテゴリ等）に関連したガイドがアイテムに関連し
た複数のステータスを所有してよい。活動（主要及び/又は第2次の両方）がステータスに
基づいたガイドに割当及び/又は許可されてよい。例えば、ガイドが点検においてマスタ
ー、smsにおいて実習生、カテゴリ“sports”におけるボイスのプロのランクを所有する
場合がある。この例を使うと、ガイドはスポーツに関連したどんな結果に対しても検討・
投票することが許可されるかもしれないが、スポーツに関連したsmsクエリに対応するこ
とは許可されないかもしれず、スポーツに関連したボイスクエリのカテゴリ化は許可され
るかもしれない。
【０１９１】
　少なくとも本発明の一つの実施例に従った活動エンジン1400は、ガイドが割り当てられ
た第2次活動を認識するタスク表を含む。
【０１９２】
　少なくとも本発明の一つの実施例に従った活動エンジン1400は、下記のデータ要素を含
むステータスエッジ表を含む。
　検索者キーワード記録2600（図１５Ｂ）に説明された関連ガイドステータス（データベ
ース又はその他のストレージからの現在の価値）の証明。 
　条件が“正”か“偽”として始動するかどうかを判断するために実施されるスクリプト
指示を含むテスト条件。ステータスプロセス（図１４Ａ－１４Ｃに説明の通り）がRubyに
おける優先実装と共にPerl（登録商標）、Python（登録商標）、Tcl、JavaScript（登録
商標）といったような組み込み用スクリプト言語を利用してよい。スクリプトが実行され
る場合、エッジに関連した条件テストの結果（例、オンライン中の低い格付けのガイド数
、２以下に格付けされた連続クエリの数等）を決定するためスクリプトが必要なステータ
スプロセスからの情報がハンドルへ提供され、検索者キーワード記録2600の検索者キーワ
ード別エッジ完了欄2670（図１５Ｂ）に記録されてよい。
　指示されたタスクの認識（すなわち、特定のタスクを実施するようにガイドを割り当て
る）又はテスト条件の結果に基づいたエッジに関連したその他の行為。
　プロセスが任意の連続するステータスのプロセス要求を開始するステータスを表示する
結果ステータス（すなわちこのガイドのキーワードに割り当てられたステータス）。すな
わち、テスト条件からの結果に基づいて、検索者の割り当てられたステータスが修正され



(44) JP 2009-545076 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

るべきかどうかを決定する。
【０１９３】
　図１５Ａ及び１５Ｂに説明の通り、ガイドは適格キーワード、サブカテゴリ、カテゴリ
及び/又は全般に関してランク及び格付けを所有してよい。図１４Ａ、１４Ｂ及び１４Ｃ
に説明の通り、ランクはガイドに関連したステータス（例、実習生、プロ、マスター）で
ある。格付けはランクにおける変更の決定に使われる制限値であってよい。
【０１９４】
　適格キーワード（QKW）は、例えばキーワードUID欄2620（図１５Ｂ）、カテゴリUID欄2
630及びサブカテゴリUID欄2640における情報によって認識されたようなカテゴリ及びサブ
カテゴリに関連したキーワードである。検索者キーワード記録2600（図１５Ｂ）はガイド
及び分類方法の最低レベル（すなわち、適格キーワード）に関連したデータ構造である。
【０１９５】
　ガイド（又は検索者）に関連したどんなアイテム（例、適格キーワード、サブカテゴリ
、カテゴリ、全般等）であっても、ランク（又はステータス）はそのアイテムのガイドに
関連していてよい。このステータス（例、“プロ”）に関する情報は、検索者実力（例、
検索者キーワード記録2600の検索者キーワード別実力欄2650）に保存されてよい。
【０１９６】
　ガイド（又は検索者）に関連した適格キーワードに対して、各検索セッション格付け情
報（例、ユーザ、検索者、管理者等からの格付け）及び/又は検索セッションのタイプの
情報（例、ユーザ検索、トレイナー検索、トレーニング検索等）及び/又は格付けの情報
及び/又は格付けを行った人物のランク（例、マスター、プロ、実習生）から計算された
値である格付けが記録されてよい。一つ以上の格付けが、特定のQKWに対する検索者に対
して計算されてよい。例えば、ユーザ格付けに基づく格付け、ガイドがトレーナーであっ
たトレーニングセッションに基づく格付け、ガイドがトレーニングを受けたトレーニング
セッションに基づく格付け、全てのセッションに基づく格付け等がある。格付け（例、数
値）に関する情報は、検索者キーワード記録2600の検索者キーワード別実力欄2650に保存
されてよい。 
【０１９７】
　ランク（アイテムに対するガイドに関連したステータス（全般、QKW、カテゴリ、サブ
カテゴリを含むがこれに限らない））に関して、ステータスに関連したエッジに関する情
報が記録されてよい。例えば、上記に記載のエッジステータス表からのエッジに対する評
価条件のポインター及び/又は、図１４Ｄに関して説明の通りエッジが“正”であると評
価するかどうかに関わるインジケーターである。その情報は検索者キーワード記録2600の
検索者キーワード別エッジ完了欄2670（図１５Ｂ）に保存されてよい。ランクとアイテム
に対する関連したエッジ情報（例、サブカテゴリ、カテゴリ、全般）は例えば、検索者記
録2400の検索者全般実力欄2340、検索者カテゴリ別実力欄2440、検索者サブカテゴリ別実
力欄2450に保存されてよい。例えば、ランクインジケータ（例“マスター”、“プロ”、
“実習生”）、ランクに関連したエッジ条件、エッジインジケータ等である。　
【０１９８】
　アイテムに対するガイドに関連したランクは各自依存しあっていてよい。例えば、ガイ
ドがサブカテゴリに関連した３つ以上のQKWに対してマスターランクを獲得した場合、サ
ブカテゴリに対して“マスター”であってもよく、他の例としては、ガイドに関連したQK
Wの70%以上においてマスター又はプロレベルを獲得した場合、全般においてガイドは“プ
ロ”であってよい。 
【０１９９】
　アイテムに対するガイドに関連した格付け（全般、QKW、カテゴリ、サブカテゴリを含
むがこれに限らない）に関して、アイテムに関連した格付けに関する情報が記録されてよ
い。例えば、多くの格付けのためのサブカテゴリに関連したガイドのキーワード格付け平
均がサブカテゴリの格付けであるような、その他のアイテムから格付けが起因する格付け
、多くの格付けのためのカテゴリに関連したガイドのキーワードに対する平均格付けであ
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るカテゴリ格付けである。格付け情報は、検索者キーワード記録2600の検索者キーワード
別計算格付け欄2660（図１５Ｂ）、検索者サブカテゴリ別格付け欄2480（図１５Ａ）、検
索者カテゴリ別格付け欄2470及び/又は検索者記録2400の検索者全般格付け欄2460に保存
されてよい。 
【０２００】
　この発明を開示後に、当業者は本発明の精神と目的から逸脱しない限り、その他のラン
クステータス条件及び/又は格付け計算式を実装できることを認識するであろう。
【０２０１】
　図２２は少なくとも本発明の一つの実施例に従ってシステムのオペレーションのグラフ
ィック表示を説明している。図22に示されているのは、模範ガイドAからIである。ガイド
AからIは、キーワード“superman”に関するガイドの比較平均格付けを反映するため図２
２に配置されている。例えば、ガイドA2150は平均格付け4.8であり、ガイドB2152は平均
格付け4.5であり、ガイドC2154は平均格付け4.4であり、ガイドD2156は平均格付け4であ
り、ガイドE2158は平均格付け4.1であり、ガイドF2160は平均格付け3であり、ガイドG216
2は平均格付け3.2であり、ガイドH2164は平均格付け3.5であり、ガイドI2166は平均格付
け2.8である場合がある。本発明の少なくとも一つの実施例に従ったシステムのオペレー
ションは、本文に記載のある通り、そのキーワードに対して最も格付けの高いガイド、す
なわちガイドA2150に新しいユーザクエリを届けさせるようになっている。ガイドA2150が
利用できない又はクエリを拒否する場合、本文に記載の通り、ガイドB2152に回されるだ
ろう。少なくとも一つの実施例において、クエリのQKWに関連したカテゴリに関連したガ
イドのランク及び/又は格付けはクエリを処理するガイドの選定に使用されてよい。　 
【０２０２】
　その間、少なくとも本発明の一つの実施例に従ってシステムはガイド2110がシステム内
でそのキーワードに対してその他のより低い格付けのガイド2110にトレーニングクエリを
出すことが許可される。この活動は例えば、図１４Ｃのエッジ３によって表される条件の
評価結果を反映する。例えば、図２２に示された通り、ガイドB2152はガイドD2156に対し
てクエリを出し（オペレーション2168）、ガイドC2154はガイドH 2164に対してクエリを
出し(オペレーション2170)、ガイドE2158はガイドG2162に対してクエリを出す(オペレー
ション2172)。ガイド2110は新しい格付けを蓄積するため、本文で説明の通り、格付けは
変更してよい。少なくとも本発明の一つの実施例において、図１４Ａ－１４Ｄ及び図１５
Ａ及び１５Ｂを含む本文に記載のある活動エンジン1400のオペレーションの結果として、
あるキーワードに対して最高格付けで利用可能なガイド、例えば、図２２においてガイド
A2150は、最低格付けで利用可能なガイド例えば、図２２においてガイドI2166にトレーニ
ングを行う。
【０２０３】
　キーワードとフレーズはDMOZのような一般的な分類方法を用いて分類されてよい。ここ
に開示したシステムは、このような分類方法や、あるいは、キーワードを関連するワード
のより広いクラス（例えば、サブカテゴリィ（キーワードの「小」グループ、カテゴリィ
（「大」グループ、及びドメイン（「特大」グループ））に分類して、「万能検索者」が
、「スペシャリスト」が所定のキーワードに関係しない場合にクエリをうまく処理できる
ようにする同様の方法を、使用することができる。 少なくとも一つの実施例において、
クエリのQKWに関連したカテゴリに関連したガイドのランク及び/又は格付けはクエリを処
理するガイドの選定に使用されてよい。 
【０２０４】
　少なくとも一つの実施例において、QKWに関連している利用可能なガイドがいない場合
、システム1100（図１１）はQKWに関連したサブカテゴリにおいて最高ランクで最高格付
けのガイドを選定してよい。QKWに関連したサブカテゴリに関連する利用可能なガイドが
いない場合、システム1100はQKWに関連したサブカテゴリに関連したカテゴリにおいて最
高ランクで最高格付けのガイドを選定してよい。QKWに関連したサブカテゴリに関連した
カテゴリに関連する利用可能なガイドがいない場合、システムは全般において最高ランク
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で最高格付けのガイドを選択する。この方法を用いて、ユーザクエリは、クエリに関して
最高レベルの専門知識をもった最も実力のあるガイド（すなわち、そのランク内で、最高
ランクで最高格付けをもった利用可能な検索者）に向けられてよい。特別な実施例におい
て、ガイドが“マスター”であり、3.5の格付けを所有している場合、そのガイドは“プ
ロ”で4.0の格付けを所有するガイドよりも先に選ばれる。同様に、ガイドが“マスター
”であり、4.8の格付けを所有する場合、そのガイドは“マスター”で3.8の格付けを所有
するガイドよりも先に選ばれる。　
【０２０５】
　その他の実施例において、その他の選定基準が使用されてよい。さらに、基準は格付け
とランキングが関連するアイテムのタイプに次第で決定されてよい。例えば、カテゴリに
関連した検索者を選ぶ際にランクと格付け（上記に説明の通り）が使用されるかもしれな
いのに対して、キーワードに関連したガイドの選択において格付けのみが検索者の選定に
使用されるかもしれない。
【０２０６】
　少なくとも本発明の一つの実施例によるシステムにおいて、ガイド2110があるキーワー
ドに対してより低いランキングのガイドにトレーニングクエリを出すように指示され、そ
のキーワードに対してより低いランキングのガイドが利用可能でない場合、システムはガ
イド2110に対してキーワードを含むサブカテゴリのトレーニングクエリをより低いランキ
ングガイドに出すように指示してよい。これには、検索者キーワード記録2600のサブカテ
ゴリUID2640がより高いランキングのガイドの検索者キーワード記録2600のサブカテゴリU
ID2640と同じである場合の検索者キーワード記録2600（図１５Ｂ）に関連したガイドを含
むことが可能である。ガイド2110があるサブカテゴリにおけるより低いランキングのガイ
ドにトレーニングクエリを出すように指示され、そのサブカテゴリに対してより低いラン
キングのガイドが利用可能でない場合、システムはガイド2110に対してサブカテゴリを含
むカテゴリのトレーニングクエリをより低いランキングガイドに出すように指示してよい
。この方法で、“マスター”ガイドは“マスター”ガイドキーワードに関連したキーワー
ドに関連するより低いランキングのガイドにトレーニングを提供する。カテゴリ、サブカ
テゴリ、キーワード分類方法が使われる一方で、この実施例において分類方法内のより大
きい又はより小さいレベル数が発明範囲内である。他の実施例では、任意のアイテムに関
する検索者の格付け及び/又はランクはトレーニングクエリ及び/又はトレーニングクエリ
を受け取ったガイドを選択するのに使用されてもよい。システム1100（図11）は、トレー
ニングを提供する検索者及び/又はトレーニングを受ける検索者を決定する任意の特定の
方法又は計算式に限定しない。少なくとも一つの実施例において、サブカテゴリランクと
格付けはトレーニングセレクション用に使用されてよい。 
【０２０７】
　少なくとも本発明の一つの実施例に従ってシステム内の作業員がマスターである場合、
かかる作業員が割り当てられる第２次活動2120（図１２）はその他の作業員のトレーニン
グを含んでよい。図１６のシステム8400に説明の通り、少なくとも公開されたシステムと
方法の実施例において、グラフィカルユーザインターフェース(GUI‘s)8402及び8427はマ
スターレベル2215（図１３）のメンバーの検索者コンピュータシステム上に現れてよい。
【０２０８】
　GUI8402（図１６）は“トレーニングガイド?”表題8405を含む。少なくとも公開された
システムと方法の一つの実施例において、GUI8402は検索者を“クリック”することによ
ってその他の検索者をトレーニングしないように選択できるキャンセルボタン8410も含む
。
【０２０９】
　GUI8402は、“クエリ入力”表題8415に関連したテキスト欄ボックス8420も含む。少な
くとも公開されたシステムと方法の一つの実施例において、テキスト欄ボックス8420はト
レーニングを提供する検索者からのテキストを受け入れる。特に、トレーニングを提供す
る検索者が情報クエリをテキスト欄ボックス8420に入力し、トレーニングを受けた検索者
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によって回答されるようにクエリを提出できる。或いは、トレーニングを提供する検索者
は、例えば“ガイドなしPAQ‘s（以前に回答済みクエリ）のリスト″8425という題のクエ
リのリストから事前に回答済みのクエリを選択できる。少なくとも公開されたシステムと
方法の一つの実施例において、事前に回答されたクエリは、直接人間の検索者のインタラ
クションなしで回答されている。　
【０２１０】
　図１６に説明の通り、GUI8427は、トレーニングを受ける検索者へ提出するためトレー
ニングを実施する検索者が少なくとも一つの情報検索クエリを選ぶための”PAQガイドな
し“8430と題したリストを含む。例えば、情報検索クエリ8435が“Who won the Super bo
wl in 1975”といった以前に回答された情報検索クエリであってよく、トレーニングを行
う検索者はトレーニングのために提出される情報検索クエリを選択してよい。例えばカテ
ゴリ“football”を割り当てられた検索者は、情報検索クエリを受け取り情報検索クエリ
の検索結果を提供するために選択されてよい。
【０２１１】
　図１７に説明の通り、例えばマスター2215のコンピュータ画面（図１３）はGUI8402（
図１６）を含む。マスター2215が入力済み又は選択済みクエリをテキスト欄ボックス8420
にある実習生に提出後、トレーニングを受けたガイドはGUI8502（図１７）とインタラク
トしてよい。少なくとも一つの実施例において、GUI8502は情報探索者がシステムとイン
タラクトするインターフェースである。一旦検索クエリがトレーニングを受けるガイドへ
転送されると、”格付け“ボックスがGUI8402に現れてる。
【０２１２】
　“格付け”ボックス8422（図１８）又は“ラジオボックス”や選択可能格付けボタン（
例、“よい”、“OK”、“悪い”）といったようなその他の同等のインターフェースは、
トレーニングを受けるガイドの格付けを入力するためトレーニングを提供するガイドによ
って使用されてよく、その情報は検索者記録（例　検索者キーワード記録2600（図１５Ｂ
））に保存されてよい。トレーニングを受けるガイドはパフォーマンスに関してフィード
バックを受けるか、システムが上記に説明の通り格付け及び/又はランキングを修正して
よい。
【０２１３】
　図１７に説明の通り、検索結果セクション8520に加え、GUI 8502はチャットウィンドウ
8505、予備結果セクション8510及び広告セクション8515を含み、そして“格付け”ボック
ス8522を含んでよい。 
【０２１４】
　トレーニングを行う検索者は、例えば“マスター”であり、トレーニングを受ける検索
者、例えば実習生とインタラクトするためチャットウィンドウ8505を利用してもよい。例
えば、選択された情報検索クエリに関する説明を求めるため実習生がマスターとチャット
してもよい。　
【０２１５】
　予備結果セクション8510は、マスターによって提出された情報検索クエリに対応してト
レーニングを受けた実習生が出した中間結果を含んでよい。
【０２１６】
　広告セクション8515（図１７）は、公開されたシステム、例えば、クエリに関連した広
告テキスト、ビデオ、オーディオ、イメージ等を販売促進するため、広告テキスト、ビデ
オ、オーディオ、イメージ等を含んでよい。広告セクション8515のオプション使用に関し
て、クエリに対して適切な広告を選択するためのガイドトレーニングに関連して下記に説
明する。
【０２１７】
　検索結果セクション8520は、トレーニングを提供した検索者によって提出された情報検
索クエリに対応してトレーニングを受けた実習生が出した最終結果を含んでよい。
【０２１８】
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　“格付け”ボックス8522又は“ラジオボックス”や選択可能格付けボタン（例、“よい
“、“OK”、“悪い”）といったようなその他の同等のインターフェースは、トレーニン
グを行うガイドの格付けを入力するためトレーニングを受けるガイドによって使用されて
よく、その情報は検索者記録（例、検索者キーワード記録2600（図１５Ｂ））に保存され
てよい。この方法において、トレーニングを提供するガイドはパフォーマンスに関してフ
ィードバックを受けるか、システムが上記に説明の通り格付け及び/又はランキングを修
正してよい。 
【０２１９】
　上記に説明した実施例が１人の作業員（マスター）が１人の作業員（実習生）をトレー
ニングしていることを説明している一方、このシナリオのその他の変化が本文で記載の実
施例の範囲内である。例えば、チャットインターフェース、クエリ、結果等がいずれか若
しくは全員のセッション参加者が閲覧可能な共同的な環境において、１人の作業員が複数
のよりランキングの低い作業員をトレーニングするかもしれない。参加者はいつでもセッ
ションに参加でき、退出してもよい。このシナリオにおいて、複数の低いランキングの検
索者は閑散時にトレーニングを受けてよいが、必要があればユーザの要求に対応してよい
。これにより作業員が他の作業員をトレーニングするというような第２次活動を行うこと
によっていずれか若しくは全部の給与を稼ぐことが可能である。
【０２２０】
　さらに、トレーニングを受けるガイド及び/又はトレーニングを提供するガイドは、シ
ステムへのその他の形式のフィードバックを提供してよい。例えば、上記の格付けは、主
題エリアの知識、効果的なトレーニングを提供する能力、礼儀正しさ、タイピング技術、
言葉遣い、スピーチ品質（本発明内で記載されたボイスベースの能力を使用してトレーニ
ングを行う場合）及び/又はその他のトレーニングセッションというようなパフォーマン
スの様々な観点に適用されてよい。
【０２２１】
　図１８に説明の通り、第２次活動2120（図１２）で利用されたビデオトレーニングファ
イル9205は、第１キーワード9210、第２キーワード9215、第３キーワード9220、第１カテ
ゴリ9225、第２カテゴリ9230及び/又は第３カテゴリ9235と関連させることができる。
【０２２２】
　例えば、バスケットボールに関連した検索についてビデオトレーニングファイル9205を
提供したい人間のガイドは、例えば“Basketball”という第1カテゴリ9225及び/又は例え
ば“NCAA Basketball”という第１キーワード9210とビデオトレーニングファイルを関連
付けてよい。この発明を開示後に、当業者は本発明の精神と目的から逸脱しない限り、様
々なその他の環境設定が提供され得ることを認識するであろう。例えば、カテゴリ“Bask
etball”とキーワード“NCAA Basketball”に関連することに加えて、ビデオトレーニン
グファイル9205（図１８）がさらに第2カテゴリ9230、例えば“NCAA Sports”及び/又は
第2キーワード9215、例えば“NCAA Division 1 Basketball”と関連付けてもよい。
【０２２３】
　関連付けにより、システム又はビデオトレーニングファイルの検索を行う人間のガイド
が、ビデオトレーニングファイル9205（図１８）に割り当てたキーワード及び/又はカテ
ゴリへ割り当てられたガイドへのキーワード及び/又はカテゴリにマッチすることが可能
となる。
【０２２４】
　トレーニングファイルとアイテムの関連付けがファイルを作成するプロバイダに説明さ
れる一方で、検索者/プロバイダがファイルといずれかのアイテム（例、QKW、カテゴリ、
タグ、ステータス等）の間を関連付けるのは本発明の範囲内である。これにより、ファイ
ルを閲覧するプロバイダがその他のアイテムと関連付けることを可能にする場合がある。
例えば、検索者はトレーニングファイルがプロレベルで“NCAA Basketball”というカテ
ゴリが検索者に適切であると感じるかもしれないが、その他の検索者は、“Sports”とい
うカテゴリのマスターレベルの検索者に有益であると思うかもしれない。図２１に説明し
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たようにGUIはトレーニングファイルとアイテムを関連付けに使用されてよい。
【０２２５】
　図１９に説明の通り、少なくとも本発明の一つの実施例において、グラフィカルユーザ
インターフェース9305によって人間のガイドは今後のトレーニングに使用するビデオトレ
ーニングファイルをアップロード及び/又は保存することができる。このような実施例に
おいて、グラフィカルユーザインターフェース9305はキーワードテキストボックス9310と
ブラウザボックス9315を含んでよい。
【０２２６】
　キーワードテキストボックス9310により、ビデオトレーニングファイルのアップローダ
ー、すなわち、ビデオファイルをアップロードしたいと思っている人間のガイドが、ビデ
オファイルに関連するキーワードやカテゴリを割り当てることができる。特に、アップロ
ーダーはキーワードの名前を例えばビデオファイルがキーワードテキストボックス9310に
関連するようにタイプしてよい。この発明を開示後に、当業者は本発明の精神と目的から
逸脱しない限り、様々なその他の環境設定が提供され得ることを認識するであろう。例え
ば、少なくとも一つの実施例のおいて、キーワードテキストボックス9310（図１９）は、
アップローダーがビデオトレーニングファイルと関連付けるためキーワード及び/又はカ
テゴリの選択ができることを可能にするようなキーワード及び/又はカテゴリのリストと
置き換えられてもよい。
【０２２７】
　ブラウザボックス9315はアップローダーがアップロードされるトレーニングファイルを
選択することを可能にする。トレーニングファイルは適用可能な任意の方法を使用して配
置されてよい。例えば、トレーニングファイルはガイドコンピュータシステム（例、1122
（図１１））のローカルストレージデバイス上に配置されてもよい。アップローダーはタ
ーゲットURI又はシステム1100にアクセス可能な他のストレージにアップロードされるフ
ァイルを選択してよい。トレーニングファイルを配置・保存するその他の方法は、この発
明を提示後に、適切な技における通常の技術の一つに容易に発生する。
【０２２８】
　少なくとも一つの実施例において、ビデオトレーニングファイルをアップロードするガ
イドは、使用、効能（格付け及び/又はファイルを見るガイドのレベルによって測定）、
ガイドによるファイルの格付け又はシステムマネジャによって決定されたその他の適切な
測定に基づいて報酬が支払われてもよい。かかる報酬はガイドが効果的なトレーニングツ
ールを作成し、適切なキーワードやカテゴリを選び、人気のあるトピックスに関するトレ
ーニングを作成するモチベーションを上げることを助けるかもしれない。格付け等の追跡
は、さらにシステム1100（図１１）によって活動に対するガイドを選定するのに使用され
てもよい。ビデオデータベース9685（図２５）はそれのみ又はシステム1100（図１１）の
その他の要素との組み合わせて、任意のエリアにおけるトレーニングファイルの需要及び
/又はニーズを決定するのに使用されてもよい。検索者は報酬を受けるかもしれない関連
エリアにおけるトレーニング資料を作成するように要求されるかもしれない。検索者は、
キーワードに関して図１０Ｅに説明の通りGUIを使って、適切な情報を見るためシステム
にアクセスできるかもしれない。
【０２２９】
　図２０に説明の通り、グラフィカルユーザインターフェース9400により、ビデオトレー
ニングを考えている人間のガイドがトレーニングを受けてもらうために選ぶことを可能に
するかもしれない。少なくとも一つの実施例において、グラフィカルユーザインターフェ
ース9400（図２０）はプロンプト9405、受け入れボタン9410、拒否ボタン9415を含む。人
間のガイドがビデオトレーニングを受けたいと望む場合、ガイドは受け入れボタン9410を
作動するであろう。或いは、人間のガイドがビデオトレーニングを受けることを望まない
場合、ガイドは拒否ボタン9415を作動するであろう。
【０２３０】
　或いは、システム1100（図１１）がガイドがアイドル状態であると判断する場合、ブラ
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ウザメニュー9407がGUI9400（図２０）に表示され、ガイドが様々な基準に基づいてトレ
ーニングビデオを選択することが可能になる。例えば、メニューがガイドに関連したカテ
ゴリ、サブカテゴリ及びQKWの“ツリー構造”を提供するかもしれない。ガイドはメニュ
ーを使ってアイテムを選択し、選択に基づいてトレーニングファイルを見るかもしれない
。メニューの順番及び/又はコンテンツは格付け、ランク、承認等、ガイドに関連する要
素に基づいて決定されてよい。　
【０２３１】
　ガイドがビデオトレーニングを受け入れる場合、又はビデオトレーニングがオプション
ではない場合、図２０に説明された通り、システムはグラフィカルユーザインターフェー
ス9500（図２１）をガイドに提示でき、それには例えば、ビデオトレーニングを代表する
ファイル選定プロンプト9503及びアイコン9505、9510、9515及び9520が含まれ、ビデオの
サムネイルイメージを表示してもよい。さらに、GUI9500は、ビデオファイルの格付けを
表示する格付け欄9522を含んでよい。ビデオファイルの格付けは使用、検索者の格付け等
のような要素に基づいてもよい。以前に閲覧されたビデオファイルはGUI 9500に表示され
てもよく、及び/又は提示されないかもしれない。
【０２３２】
　少なくとも本発明の一つの実施例において、ビデオトレーニングを受けたいと望む人間
のガイドが少なくとも一つのアイコンを作動することで、それによりビデオファイルを実
行し、自身のコンピュータ画面に表示できる。それから、人間のガイドは、検索スキルを
強化し、自身のパフォーマンスランキングを向上するため選択したビデオファイルを見る
ことができる。　
【０２３３】
　図２３に説明の通り、少なくとも本発明の一つの実施例において、方法9600が提供され
ている。図２３及びその後図２７で表示の方法は、検索者、タスク作業員、ガイドは実習
生/プロ/マスターのステータスに達しているとされている。これらのステータスとヒエラ
ルキは説明目的で使用されているが、他のステータス及びいかなるタイプのトレーニング
を受ける及び/又は提供する検索者を選定する規則は、本発明の範囲内で使用されてよい
。
【０２３４】
　図２３の方法9600において、検索者が暇かどうかを決定するため検索者の多忙ステータ
スが監視される（オペレーション9605）。例えば、少なくとも本方法又は発明の一つの実
施例において、検索者が利用可能である又は暇である又はトレーニングを受ける又は提供
する資格があるかどうかを決定するため、検索者データベース9682（図２３）が考慮され
る。以前に記載の通り、本発明システムにおける主要活動2115（図１２）の一つが情報探
索者に検索結果を提供するためにあってよい。検索者のオーディオ/ビデオトレーニング
、インタラクティブクエリトレーニング、検索結果検証、転写等のような第２次活動2120
（図１２）は、検索者が検索結果を提供するために検索クエリに回答しようとしていない
時、すなわち、検索者が暇又は多忙でない時に、起こってよい。オペレーション9605（図
２３）において決定を監視する多忙ステータスが暇な検索者の配置とならない場合、暇な
検索者の多忙ステータスの監視が継続されるオペレーション9605の決定により暇な検索者
の配置又は発見する結果となる場合、制御がオペレーション9610へ転送され、方法9600が
継続する。
【０２３５】
　オペレーション9610において、検索者がオーディオ/ビデオトレーニングに参加する資
格があるかどうか決定される。この決定は、第２次活動に利用可能な検索者の検索者に関
連した任意のアイテム（例、ランク、格付け等）に基づいてよい。また、検索者データベ
ース9682（図２３）の任意又は全部のコンテンツを調査してこれを実施してもよい。オペ
レーション9610において、検索者がオーディオ/ビデオベーストレーニングに参加する資
格があるかどうかが決定される場合、制御はオペレーション9615に転送され、方法9600が
継続する。
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【０２３６】
　オペレーション9610において、検索者がトレーニングの資格がないと決定される場合、
制御はオペレーション9605に転送され、方法9600が継続する。
【０２３７】
　例えば、本文に記載のシステムの一つの実施例において、キーワード、サブカテゴリ、
カテゴリ、全般等に関してプロランクを達成したガイドがオーディオ/ビデオトレーニン
グに参加する資格がある場合がある。また、同じアイテムに対してマスターのランクを達
成した他のガイドが、オーディオ/ビデオトレーニングを受ける資格がない場合もある。
例えば、ランキングの高い検索者でのみ実行されるインタラクティブクエリトレーニング
に対する需要が高いことが原因であることがある。その他の要因が、検索者がオーディオ
ビデオトレーニングに第２次活動として参加資格があるかどうか決定するために利用され
てよい。これらの要因は図３２に関して下記で説明の通り修正されてよい。 
【０２３８】
　検索者（例、実習生検索者、実習生/プロ/マスターヒエラルキにおいて最も低いステー
タス）は、第２次活動2120（図１２）（例、トレーニング、クエリ及び結果検証、投票等
）にのみ参加することができるかもしれない。この場合、暇な検索者がオーディオ/ビデ
オトレーニングに参加する資格があるかどうか決定する必要はない。検索者は第2次活動
に参加することのみが許可される場合、オペレーション9613が方法9600で提供される。オ
ペレーション9613において、第２次活動を実行することのみが許可される検索者がシステ
ムにログインしているかどうかに関する決定が実施される。オペレーション9613における
決定が適切な検索者（すなわち、オーディオ/ビデオトレーニングに参加のみできる検索
者）がシステムにログインしていない場合、適切な検索者がシステムにログインしている
かどうかの決定が継続される。 
【０２３９】
　オペレーション9613において、第２次活動の資格のみがある検索者がログインしている
かどうかを決定する場合、制御はオペレーション9615に転送され、方法9600が継続する。
【０２４０】
　本文に記載のシステムの少なくとも一つの実施例において、主要活動に参加する資格を
決定するための検索者の適性を決定するビジネス規則が定義されてもよい。例えば、実習
生レベルの検索者又はパフォーマンス格付けの低いプロレベルの検索者は、情報探索者に
とって高レベルの高品質サービスを確保するため、オーディオ/ビデオトレーニングを受
けることのみ許可される。
【０２４１】
　オペレーション9615（図２３）において、検索者にオーディオ/ビデオトレーニングに
参加するように検索者に警告を出すメッセージが検索者に転送される。発明された方法96
00の少なくとも一つの実施例において、電子ポップアップウィンドウ又はボックスにメッ
セージが含まれてもよい。しかしながら、電子メール、インスタントメッセージ、テキス
トメッセージ又はその他のコミュニケーション手段を含む他の通知手段は、本文で記載の
システムと方法の範囲内で使用されてよい。それから制御がオペレーション9617に転送さ
れ、方法9600が継続する。
【０２４２】
　オペレーション9617において、検索者がオーディオ/ビデオトレーニングへの参加を拒
否するかを選択することが可能かどうかが決定される。オペレーション9617によって検索
者がオーディオ/ビデオベーストレーニングへの参加を拒否するかを選択する余地がない
場合、制御はオペレーション9656に転送され、方法9600が継続する。
【０２４３】
　オペレーション9617において、検索者がオーディオ/ビデオベーストレーニングへの参
加を拒否するかどうかを選択することを決定する場合、制御はオペレーション9620に転送
され、方法9600が継続する。
【０２４４】
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　オペレーション9620において、検索者がトレーニングを受けるかどうかという決定がな
される。オペレーション9620において、検索者がオーディオ/ビデオトレーニングの受け
入れを拒否するかが決定される場合、制御はオペレーション9605に転送され、方法9600が
継続する。　
【０２４５】
　少なくとも本発明方法の一つの実施例において、検索者がオーディオ/ビデオトレーニ
ングを受け入れない場合、もう一度トレーニングの提案の申し出がある場合、ビデオトレ
ーニングを拒否するオプションが提供できないようなフラグの設定が可能である。 
【０２４６】
　オペレーション9620において、検索者がオーディオ/ビデオトレーニングを受けること
が決定される場合、制御はオペレーション9656に転送され、方法9600が継続する。 
【０２４７】
　オペレーション9656において、ビデオトレーニングセッションが開始される。このオペ
レーションにおいて、検索者が活動に利用不可能であることを表示するフラグの設定が可
能であり（図３３に関連してさらに説明の通り）、オーディオ/ビデオトレーニングセッ
ションの開始時間、ビデオトレーニングセッションが以前に拒否された回数の記録等が検
索者データベース9682に記録される場合がある。その後、制御がオペレーション9625に転
送され、方法9600が継続する。
【０２４８】
　オペレーション9625（図２３）において、検索者に関連するアイテム（例、キーワード
、カテゴリ等）に関連する検索者へのプレゼンテーションに適切なビデオトレーニングが
検索者に実施される。例えば、“NCAA Basketball”というキーワードを割り当てられた
プロの検索者は、マスターレベルに進むため自分のスキルを向上するにはキーワード“NC
AA Basketball“に関連するビデオトレーニングが必要かもしれない。よって、検索者は
ビデオデータベース9685においてかかるビデオ（すなわち、キーワード“NCAA　Basketba
ll”に関連したビデオおよび“プロ”及び/又は“実習生”ステータスに関するビデオ）
が実施されるであろう。検索オペレーション9625が、トレーニングを受ける検索者及び/
又はビデオトレーニングファイルに関連したレベル、格付け等を含む任意の基準に基づい
てビデオトレーニングファイルを選択してよい。プロセス9600における制御がオペレーシ
ョン9630に渡される。
【０２４９】
　オペレーション9630において、ビデオデータベース9685から選択したビデオが、検索者
データベース9682の調査によって以前に検索者に転送されたかどうかに関する決定が実施
される。オペレーション9630においてビデオが以前に検索者に転送されていることが決定
される場合、制御はオペレーション9627に転送され、方法9600が継続する。
【０２５０】
　オペレーション9630において、ビデオが以前に検索者に提示されていないと決定される
場合、制御はオペレーション9635に転送され、方法9600が継続する。
【０２５１】
　オペレーション9627において、検索者に以前にビデオが送信されたかどうか決定される
。オペレーション9627において、ビデオが以前に検索者に送信されていたことを決定する
場合、制御はオペレーション9635に転送され、方法9600が継続する。　
【０２５２】
　オペレーション9627において、ビデオが以前に検索者に送信されていなかったことを決
定する場合、制御はオペレーション9625に転送され、方法9600が継続する。　
【０２５３】
　オペレーション9627における決定は様々な規準に基づいてよい。例えば、検索者に対し
てその他の適切なビデオトレーニングファイルがない場合、検索者はインタラクティブス
キル評価を含む以前に見たトレーニングファイルをもう一度見ることが許可されてもよい
。かかるファイルを２回見ることにより、検索者のパフォーマンスの向上度のインジケー
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ターとなるかもしれない。その他の状況において、トレーニングファイルの内容が簡単で
、1度以前に見た後では適切ではないため、１回のみかかるファイルを見るのが適切な場
合がある。検索者に以前に送信された又は検索者が以前に見たトレーニングファイルを送
信するかどうかを決めるその他のオプションは、当業者には自明であり、ここに記載の方
法はいかなる特定の基準にも限定されない。
【０２５４】
　オペレーション9635において、ビデオがサーバから実行されるどうかという決定がなさ
れる。ビデオがサーバから実行されると決定される場合、制御はオペレーション9645に転
送され、方法9600が継続する。
【０２５５】
　オペレーション9635においてビデオがサーバから実行されると決定される場合、制御は
オペレーション9640（図２３）に転送され、方法9600が継続する。
【０２５６】
　オペレーション9635におけるビデオがオンライン又は検索者へ“ポッドキャスト”で実
施されるべきかの決定は、トレーニングを受ける検索者の要望又は、トレーニングファイ
ルの権利管理、利用可能な転送方法等のようなその他の要素によってなされる。　
【０２５７】
　オペレーション9640において、ビデオ再生デバイスにビデオがダウンロードされる（又
は“ポッドキャスト”される）。制御がオペレーション9650に転送され、方法9600は継続
する。
【０２５８】
　オペレーション9645において、ビデオがサーバ（例、ビデオデータベースサーバ）から
検索者へストリーム又は再生される。制御がオペレーション9650に転送され、方法9600は
継続する。
【０２５９】
　オペレーション9650において、ビデオトレーニングを受ける検索者はビデオを格付けす
るように及び/又はトレーニングに関するコメントを提供するように促される。少なくと
も一つの実施例において、数字の格付け又は“A”, “B”, “C”, “D”, “F”といっ
たような文字でのグレードがビデオに割り当てられる。或いは、“乏しい”又は“よい”
といったような格付けがビデオに割り当てられる場合もある。格付けに加え、本発明方法
の少なくとも一つの方法において、検索者は受けたビデオトレーニングの“役立ち度”に
関するフィードバックを提供するように要求されてもよい。さらに、検索者はビデオはど
んなスキルを改善するためにデザインされているかに関して知らされてもよい。その他の
実施例において、スキルテストの結果、検索者がビデオを見るのに費やした時間、人間が
手助けしたトレーニングセッションの結果などといったようなアイテムが、ビデオトレー
ニングの格付け決定に使用されてもよい。それから制御がオペレーション9655に転送され
、方法9600は継続する。
【０２６０】
　オペレーション9655において、検索者のコメント及び/又は格付け、及びビデオの効力
に関するその他のデータはビデオデータベース9685に記録される。検索トレーニングセッ
ションからのビデオトレーニングファイルの格付けはトレーニング用のビデオの選択に使
用されてよく、システム管理者及び/又はトレーニングビデオファイルのプロデューサー
へのフィードバックの提供に使用されてもよい。さらに、ビデオトレーニングファイルの
プロデューサーへの報酬、及び/又はビデオファイルを見た検索者への報酬は、検索者の
格付け、トレーニング用のビデオファイルの使用方法、トレーニングビデオを見た検索者
のスキルレベルの変化、トレーニングビデオを見るのに費やした時間間隔、トレーニング
ビデオの前、間、後に検索者が見た広告等によって基づいて決定されてもよい。それから
制御はオペレーション9660に転送され、方法9600が継続する。
【０２６１】
　オペレーション9660において、トレーニングを受けた検索者が特定のビデオに対してオ
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ーディオ/ビデオトレーニングが終了したとマークされると、システムはビデオが検索者
に提示されたかどうかを決定することが可能となる。さらに、オーディオ/ビデオトレー
ニングによって修正されたランク、格付け等検索者に関するその他のデータが検索者デー
タベースに記録されてもよい。オペレーション9660（図２３）へのこのマーキングは、本
発明方法の一つの実施例において、トレーニングを受けた検索者に関連した検索者データ
ベース9862の欄に適切なデータを記録することで完了される。制御がオペレーション9665
に転送され、方法9600は継続する。
【０２６２】
　オペレーション9665において、検索者のトレーニングログ（本文下記に説明の通り、検
索者データベース9682に保存済）が更新されてよい。検索者がオーディオ/ビデオトレー
ニングを完了したことを表示するため、多忙/暇フラグを暇に設定してもよい。トレーニ
ングセッションの完了時間を表示する時間スタンプが記録され、検索者のその他のデータ
は検索者のデータベースに更新されてよい。それから制御がオペレーション9605に転送さ
れ、方法9600は継続する。
【０２６３】
　方法9600がビデオトレーニングに関して説明される間、ガイドのスキルを改善するかも
しれないその他のタイプのトレーニング資料が提供されてもよい。トレーニング資料には
、イメージ、オーディオ情報、テキスト、URL、インタラクティブメディアプレゼンテー
ション、エッジ状態及び/又は取得したスキルを測定するためのテスト、又はかかる資料
の任意の組み合わせを含んでもよい。例えば、MySpace（登録商標）ページ(又はそこへの
リンク)、ブログ、YouTube（登録商標）、有名な歴史的人物に関するクイズ、コンピュー
タシステム、ソフトウェアプログラム又はアップローダー（図１９に関連して本文で説明
の通り）によって表示されるその他のリソースがトレーニング資料であってもよい。さら
に、トレーニング資料は、トレーニングリソースを活用する人物がアップローダーに匿名
で、ある程度匿名で又は匿名無しで連絡できるようにアップローダーのUIDに関連されて
いてよい。
【０２６４】
　図２４に説明の通り、検索者データベース9682はトレーニングを受ける検索者に関連す
る欄を含んでよい。本発明を提示した後は、当業者は、その他のフィールドが検索者デー
タベース9682に含まれてもよいことを認識するであろう。検索者データベース9682は、本
発明の実装を助けるのに実行可能なものであれば、例えば、リレーショナルデータベース
など、どのようなデータベースであってもよい。
【０２６５】
　検索者データベース9682における検索者識別（ID）欄9705は、例えば、実習生、プロ又
はマスターといったようなトレーニングを受ける検索者のステータスを識別するための検
索者識別子欄を含んでよい。或いは、検索者のステータスは検索者データベース9682にお
ける別個欄に保存されてもよく、下記に記載の通りランキング欄9720の一部として含まれ
る。検索者認識欄9705は、例えばビデオファイルのクリエーターが検索者に直接のフィー
ドバックを提供するために連絡を取ることが可能にするため、検索者のウェブアドレス、
検索者の名前、電話番号等を含んでもよい。検索者認識欄9705（図２４）はランダム番号
作成者によって作成されたランダム番号を含んでよい。検索者データベース9682及び/又
はビデオデータベースにおける情報はさらに、検索者とビデオトレーニングの提供者の間
の匿名のコミュニケーションの提供に使用されてもよい。匿名コミュニケーション方法は
、発明者Scott A. Jonesによる代理人整理番号1918.1006のANONYMOUS SEARCH SYSTEM USI
NG HUMAN SEARCHERSという題名の関連出願にてさらに詳しく説明される。この文はそのま
ま参照として本文に含まれている。
【０２６６】
　多忙/暇欄9710は対応する検索者が主要活動2115（図１２）、すなわち情報探索者から
の情報検索クエリに参加するのに忙しいかどうかを表示するステータスを含んでよい。例
えば、少なくとも一つの実施例において、多忙/暇欄9710は、検索者が暇であることを表
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示する“正”の値、又は検索者が暇でないことを表示する“偽”を含むフラグ欄である。
多忙/暇欄9710は、少なくとも一つの実施例において、システムがビデオ又はオーディオ
トレーニングの資格がある又は利用可能である検索者を決定することができるように助け
る。
【０２６７】
　カテゴリ/キーワード欄9715は、検索者が割り当てられたキーワード、カテゴリ等の名
前を含むことができる。例えば、少なくとも公開されたシステムと方法の一つの実施例に
おいて、欄には特定の検索者がキーワード“NCAA Basketball”に割り当てられたことを
表示するため、“NCAA Basketball”という値を含んでよい。
【０２６８】
　ランキング欄9720は特定の検索者のランクの表示を含んでよい。公開されたシステムと
方法の少なくとも一つの実施例において、検索者のランクはトレーニング目的で検索者に
提示されるべき適切なビデオを決定するために活用されることができる。例えば、ランキ
ング欄9720は、欄が対応する検索者のランキング値を表示する番号を含んでよい。例えば
、システムにおいて最も優秀な実習生としてランク付けられた実習生の検索者が検索者の
ランキング欄9720に“T1”の値を含むことによって特定されてもよい。その値は検索者が
公開されたシステムと方法においてNo.1(1)にランク付けられた実習生検索者(T) である
ことを表示するであろう。同様に、システムにおいて3番目に最も優秀なマスターとして
ランク付けられたマスターの検索者が検索者のランキング欄9720に“V3”の値を含むこと
によって特定されてもよい。その値は検索者が公開されたシステムと方法において第3位
にランク付けられたマスター検索者(V) であることを表示するであろう。この発明を開示
後は、当業者は本発明の精神と目的から逸脱しない限り、その他のランキング仕様書を活
用できることを認識するであろう。
【０２６９】
　例えば、本文でさらに説明された通りグローバルランキング/格付けシステムが、公開
されたシステムと方法によって使われてもよい。かかるスキームにおいて、ランキング欄
9720（図２４）は、欄が対応する特定の検索者の全体ランキングを表示する数値を含んで
よい。例えば、“155”という値は、プロ検索者が、公開されたシステムと方法にあるマ
スター、プロ、実習生という全ての検索者の内155番目の検索者であることを表示してい
る。　
【０２７０】
　欄9725に提示されたビデオは例えば、以前に特定の検索者に提示されたビデオ及び/又
はオーディオファイルのリストを含んでよい。欄9725に提示されたビデオは、特定の検索
者が同じトレーニングビデオを１回以上受け取ることを避けるため、特定のトレーニング
ビデオが以前に検索者に提示されたかどうかを決定するのを助けることが可能である。
【０２７１】
　本発明システムと方法の少なくとも一つの実施例において、検索者データベース9682は
検索者欄9730の助けとなるかどうかを決定するビデオを含む。欄9730は、システムが検索
者が有益であると考えるビデオの種類を決定する助けとなる可能性がある。例えば、検索
者がもっと詳細なビデオを好む場合、かかる趣向は欄に保存されてよく、システムに対し
て検索者が自分にとって最も有益であると考えるビデオを提供することを助けることがで
きる。　
【０２７２】
　或いは、欄9730によって有益であると決定されたビデオは検索者格付け“よい“のビデ
オリストになりえる。それからシステムは、同様のトレーニングビデオをその検索者の今
後のトレーニングセッションのためにビデオの長さ、著作者、リソースやリストにあるビ
デオに共通する下記に記したその他のパラメータのような間接的な情報を抽出することが
できる。
【０２７３】
　欄9735にログされたトレーニング時間は、検索者が参加したビデオトレーニングの合計
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時間、分及び/又は時間を含んでよい。欄9735は検索者が昇進するべきかどうかの決定を
助けることができる。例えば、検索者がビデオトレーニングに長時間ログした場合、検索
者が昇進すべきであるかどうかを決定する時にポジティブに考慮されるべき要因であると
いえる。　
【０２７４】
　図２５に説明の通り、ビデオデータベース9685はビデオ又はオーディオファイル9805を
含んでよい。ビデオ又はオーディオファイル9805は、例えば以前に熟練の検索者によって
、システム管理者又はビデオプロデューサーによって提供された電子ファイルを含んでよ
い。この発明を開示した後は、当業者は、その他のタイプのファイル又はリソースをその
他の本発明の精神と目的から逸脱しない限り、提供できることを認識するであろう。例え
ば、公開されたシステムと方法の一つの実施例において、ファイルへのアクセスを提供す
るテキスト、ビデオ、オーディオ及び/又はイメージ等のファイル及び/又は情報（例、UR
L、パスワード等）がデータベース9685に保存されてよい。
【０２７５】
　コメント/ビデオ格付け欄9810（図２５）はトレーニングビデオに関する検索者からの
コメント（例、検索者がビデオが有益であったと思ったかどうか）を含んでよい。さらに
、少なくとも公開されたシステムと方法の一つの実施例において、格付けやグレードはビ
デオによって提供されたトレーニングに関する検索者の経験における満足レベルを表示す
るためビデオに対して提供される。
【０２７６】
　ビデオ欄9815に適切な検索者ランキングは、ランキングカテゴリやビデオが最も有益で
あるだろうと思われる検索者のスキルカテゴリを含む。例えば、ビデオは特定の複雑な検
索問題に関するトレーニングを提供する場合、ビデオは一般的に例えば実習生といったよ
うな初心者の検索者にはあまり適していないだろう。同様に、ビデオが特定の簡単な検索
問題に関するトレーニングを提供しており、検索者がシステムにおけるベスト検索者とし
てランク付けされる場合、ビデオは一般的にエキスパート検索者にはあまり適していない
だろう。 
【０２７７】
　ビデオ欄9820に適するキーワード/カテゴリは、ビデオが適するキーワードとカテゴリ
を含んでよい。例えば、“NCAA”が提供しているウェブサイトの検索の仕方を示している
特定のビデオは、キーワード“NCAA Basketball”をビデオ欄9820に適するキーワード/カ
テゴリに含んでよい。ビデオ又はその他のリソースに関連したキーワード、カテゴリ、タ
グ等は本文で以前に説明した通り様々な要素によって決定されてよい。
【０２７８】
　この発明を開示後は、当業者は、本発明の精神と目的から逸脱しない限り、その他の欄
をデータベースに提供できることを認識するであろう。　
【０２７９】
　図２６に説明の通り、少なくとも本発明の一つの実施例において、システム9900が提供
されている。システム9900は検索者コンピュータシステム9905、インターネットのような
ネットワーク9910、検索システム9920、検索者データベース9682及びビデオデータベース
9685といったようなデータベースを含んでよい。
【０２８０】
　検索者コンピュータシステム9905は、ビデオトレーニングを受けるため、例えば実習生
検索者によって操作されることが可能である。特に、実習生検索者は、ネットワーク9910
経由で検索システム9920から例えばビデオファイルやオーディオファイルをダウンロード
するため、検索者コンピュータシステム9905を使用してよい。
【０２８１】
　検索システム9920は公開されたシステムと方法のプロバイダによって提供され、システ
ム9900の”脳“として仕える。例えば、検索システム9920は、検索者データベース9682及
びビデオデータベース9685からのデータベースクエリを制御する。これにより、本文上記
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の記載事項に従って公開されたシステムと方法を実施するデータを含むことが可能である
。
【０２８２】
　図２７に説明の通り、少なくとも本発明の一つの実施例において、方法8600が提供され
ている。
【０２８３】
　方法8600のオペレーション8605において、検索者が暇かどうかがを決定するため、検索
者の多忙ステータスが監視されている。例えば、公開された方法の少なくとも一つの方法
において、検索者データベース8682（図２９）はアイドル検索者を決定するため調査され
る。以前に記載の通り、一つの優先事項は、情報探索者に検索結果を提供することである
。第２次活動2120（図１２）及び/又は検索者のトレーニングは、検索者が検索結果を提
供するために検索クエリに回答しようとしていない時、すなわち、検索者が暇又は多忙で
ない時に、起こってよい。オペレーション8605（図２７）における決定が暇な検索者を配
置又は発見する結果とならない場合、暇な検索者の多忙ステータスの監視が継続される。
オペレーション8605の決定により暇な検索者の配置する結果となる場合、方法8600におけ
る制御がオペレーション8610へ転送される。
【０２８４】
　オペレーション8610において、検索者が人間が手助けする検索トレーニングに参加する
資格があるかどうか決定される。検索者データベース8682を参照することによって、この
決定が実施される。暇な検索者が人間が手助けする検索トレーニングを受ける資格がない
場合、制御はオペレーション8612に転送され、方法8600が継続する。 
【０２８５】
　オペレーション8610において、検索者が人間が手助けする検索トレーニングを受ける資
格がないと決定される場合、制御はオペレーション8615に転送され、方法8600が継続する
。
【０２８６】
　オペレーション8612において、検索者が人間が手助けする検索トレーニングを提供する
資格があるかどうかの決定が実施される。オペレーション8612において、検索者が人間が
手助けする検索トレーニングを提供する資格がないと決定される場合、制御はオペレーシ
ョン8605に転送され、方法8600が継続する。　
【０２８７】
　オペレーション8612において、検索者が人間が手助けする検索トレーニングを提供する
資格があると決定される場合、制御はオペレーション8615に転送され、方法8600が継続す
る。
【０２８８】
　少なくとも一つの実施例において、オペレーション8610における決定は検索者のランク
及び/又は格付けに基づく。例えば、検索者がマスターランクを獲得しているが、情報探
索者と実施した過去5回の検索セッションにおいて格付けが平均3.2未満である場合、その
検索者は他のマスターガイドからのさらなるトレーニングを受ける必要があると決定され
てよい。特定の実施例が提供される一方で、もし検索者が人間が手助けするトレーニング
に基づくクエリを受け取る資格がある場合、検索者データベースに保存されたいかなる又
は全てのデータに基づくいかなるセットの規則が決定するのに使用されてよい。
【０２８９】
　オペレーション8612（図２７）において人間が手助けするトレーニングを提供するため
の検索者の資格の決定は、システム管理者によって適格であると決定されたいかなる要素
に基づいてよい。以前に説明の通り、検索者ランク及び/又は格付けは検索者が人間が手
助けする検索トレーニングを提供する資格があるかどうかを決定するのに使用されてよい
。少なくとも一つの実施例において、人間が手助けするトレーニングを提供する検索者の
選定は、検索者の以前に行った人間が手助けする検索トレーニングセッションからの検索
者格付けに基づいたランク及び/又は格付けに基づいてよい。人間が手助けするトレーニ
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ングの提供に関するランク及び/又は格付けは情報探索者に対して検索結果を提供するラ
ンク及び/又は格付けとは異なる場合がある。どんな又は全てのランクと格付けはトレー
ニングを受けるガイド又はトレーニングを提供するガイドを選定するのに利用されてよい
。
【０２９０】
　例えば、検索者（例検索者ビル氏）はマスターランクを所有し、ユーザ/情報探索者へ
の検索結果を提供する能力において格付け4.8を所有しているかもしれない。彼は、人間
が手助けする検索者へのトレーニングを提供する能力において、実習生のランクで2.5の
格付けを所有しているかもしれない。異なる検索者（例検索者サリー氏）はマスターラン
クを所有し、ユーザ/情報探索者への検索結果を提供する能力において格付け2.5を所有し
ているかもしれない。彼女は、人間が手助けする検索者へのトレーニングを提供する能力
において、マスターのランクで4.8の格付けを所有しているかもしれない。この実施例で
は、人間が手助けするトレーニングランク及び/又は格付けがより高い検索者（すなわち
、検索者サリー氏）が、情報探索者への検索結果を提供するランク及び/又は各付けがよ
り高い検索者よりも先に、人間が手助けするトレーニングを提供するために選定される可
能性があることが述べられている。このように、人間が手助けする検索トレーニングを提
供するために選定された検索者は、トレーニング活動、検索活動又はパラメータの任意の
組み合わせに関連したスキルに基づいて選定されてよい。
【０２９１】
　この発明を開示後は、当業者は、本発明の精神と目的から逸脱しない限り、その他の計
算式及び方法を実装して、ここに記載のデータベースにある情報に基づいて人間の手を用
いるトレーニングを提供及び受ける検索者を選定できることを認識するであろう。
【０２９２】
　以前に説明の通り、システム1100（図１１）のような検索システムに登録した検索者に
よっては主要な活動に参加する資格がない可能性がある。結果として、このような（例、
実習生検索者）検索者が多忙であるか暇であるかを決定する必要はない。この場合、方法
8600のオペレーション8613が提供される。オペレーション8613において、主要活動に参加
する資格がない作業員がシステム1100（図１）にログインしているかどうか決定がなされ
る。かかる作業員がログインしていないことが決定する場合、オペレーション8613（図２
７）が継続する。　
【０２９３】
　第２次活動に参加する資格のみがある検索者がシステムにログインしているかどうかを
決定する場合、制御はオペレーション8615に転送され、方法8600が継続する。
【０２９４】
　オペレーション8615において、人間が手助けするトレーニングに参加する資格があると
決定された検索者に警告するメッセージが送信される。これには、人間が手助けする検索
トレーニングを受ける資格のある検索者及び/又はインタラクティブな人間が手助けする
検索トレーニングを提供する資格がある検索者の両方が含まれてよい。　
【０２９５】
　オペレーション8617において、検索者がインタラクティブな人間が手助けする検索トレ
ーニングを拒否するオプションを提供されるかどうかに関しての決定がなされる。このオ
プションが検索者に提供されるかが決定される場合、制御はオペレーション8620に転送さ
れ、方法8600が継続する。　
【０２９６】
　オペレーション8617において、検索者がインタラクティブな人間が手助けする検索トレ
ーニングセッションを拒否するオプションを提供されないと決定される場合、制御はオペ
レーション8655に転送され、方法8600が継続する。　
【０２９７】
　オペレーション8617において検索者がトレーニングセッションを拒否するかどうかとい
う決定は、検索者データベース8682からのデータに基づいてよい。例えば、検索者が以前
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にトレーニングセッションに参加を拒否している場合、最後のトレーニングから長時間経
過している場合、又は検索者の格付けが降格しており、ランクの修正が必要である場合、
検索者は検索トレーニングセッションを拒否する資格がない場合がある。少なくとも一つ
の実施例において、検索者は誰一人トレーニングセッションを拒否するオプションが提供
されていない。他の実施例において、トレーニングを提供するように選定されたマスター
ガイドは、低いランキングのガイドが多数トレーニングセッションに利用可能である場合
、トレーニングセッションを拒否するオプションが提供されない場合もある。 
【０２９８】
　オペレーション8620において、検索者がトレーニングセッションを受け入れるかどうか
という決定がなされる。検索者がトレーニングセッションを受け入れないと決定される場
合、制御はオペレーション8605に転送され、方法8600が継続する。
【０２９９】
　オペレーション8620において、検索者がトレーニングセッションを受け入れることが決
定される場合、制御はオペレーション8655に転送され、方法8600が継続する。
【０３００】
　オペレーション8655において、トレーニングセッションに基づいた検索クエリの要求が
受け取られる。下記に記載の通り、トレーニングに基づいた検索クエリは、インタラクテ
ィブ及び非インタラクティブセッションで提供されてよい。トレーニングを受けるガイド
は主要活動には利用できない。オペレーション8655（図２７）において、トレーニングを
受ける検索者がその他の活動に利用できないことを表示するため、多忙フラグが検索者デ
ータベース8682に記録されてよい。　
【０３０１】
　オペレーション8657において、セッションがインタラクティブクエリトレーニングであ
るかどうかの決定がなされる。オペレーション8657において、セッションがインタラクテ
ィブクエリセッションでないと決定される場合、制御はオペレーション8625に転送され、
方法8600が継続する。　
【０３０２】
　オペレーション8657において、セッションがインタラクティブクエリセッションである
と決定される場合、制御は図２８で説明の通り、方法8700のオペレーション8705に転送さ
る。　
【０３０３】
　オペレーション8625において、クエリベースのトレーニングを受け取る検索者へ提示さ
れるトレーニングクエリのためにクエリデータベース8680が検索される。検索オペレーシ
ョン8625は、検索者ランク、検索者格付け、検索者及び/又はクエリに関連したキーワー
ド、カテゴリ、タグ等を含む様々な基準に基づいてトレーニングクエリを選択してよい。
選択された検索クエリはクエリデータベース8680から回復される。　
【０３０４】
　例えば、本発明の少なくとも一つの実施例において、検索者が低いランキングの場合、
比較的低いレベルの検索スキルを必要とする比較的簡単な検索クエリが、低いランクの検
索者を求めてクエリデータベース8680から回復されるであろう。低いランキングの検索者
が比較的高いレベルの検索スキルを必要とする検索クエリに提示される場合、検索者のや
る気を失わせてしまう可能性がある。さらに、クエリデータベース8680は、キーワード及
び/又はカテゴリに割り当てられた検索者に提示するのに関連した又は適切なクエリを求
めて検索される。
【０３０５】
　更に説明すると、トレーニングを受ける検索者は“実習生”のランクと平均格付け3.0
を所有しており、カテゴリ“Music>History”に関連しており、検索クエリデータベース8
680から選択されたクエリは、“who was the　drummer for the Beatles?”であるかもし
れない。理由はこのクエリがカテゴリ“music”及びサブカテゴリ“history”に関連して
いるからである。このクエリは、例えばクエリを処理したことのある検索者のランク、ク
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エリの使用頻度、ガイド及び/又はユーザのグループによる投票、又は他の要素に基づい
て、ランク“実習生“と関連していてよい。
【０３０６】
　オペレーション8630において、検索者データベース8682を調べることによって、サーチ
クエリが検索者に既に転送されているかどうかの決定を行う。オペレーション8630におい
て、クエリが以前に検索者に送信されていると決定される場合、制御はオペレーション86
27に転送され、方法8600が継続する。
【０３０７】
　オペレーション8630（図２７）において、クエリが以前に検索者に送信されていないと
決定される場合、制御はオペレーション8636に転送され、方法8600が継続する。　
【０３０８】
　オペレーション8627において、以前に検索者に送信されたことのあるクエリが検索者に
送信されてもOKであるかに関して決定がなされる。オペレーション8627において、以前に
検索者に送信されたことのあるクエリが検索者に送信されるのがOKではないと決定する場
合、制御はオペレーション8625に転送され、方法8600が継続する。オペレーション8627に
おいて、以前に検索者に送信されたことのあるクエリが検索者に送信されるのがOKである
と決定する場合、制御はオペレーション8636に転送され、方法8600が継続する。　
【０３０９】
　オペレーション8636において、人間が手助けするクエリベースのトレーニングを受ける
検索者に検索者クエリが送信される。クエリベースのトレーニングは、以前に特に言及し
ている通り、インタラクティブ又は非インタラクティブであってもよい。　
【０３１０】
　オペレーション8631において、トレーニングを受ける検索者が作成した検索結果はシス
テム1100（図１１）によって受け取られる。管理がオペレーション8633に転送され、方法
8600が継続する。オペレーション8633において、対象とした広告がトレーニングを受ける
検索者によって選択され、システム1100（図１１）によって受け取られてよい。
【０３１１】
　オペレーション8635において、トレーニングを受ける検索者の格付けが作成される。ト
レーニングを受ける検索者の格付けを作成するため、様々な方法が使用されてよい。例え
ば、トレーニングを受ける検索者によって作成された検索結果が以前にクエリ用に作成さ
れた検索結果と比較されてよい。少なくとも公開された方法の一つの実施例において、例
えば、比較には、トレーニングを受けた検索者によって作成された検索結果の分析及び検
索結果及び結果を作成するために必要なインターバル時間の比較を含む。同じ結果が以前
の検索結果としてトレーニングを受ける検索者によって作成され、以前結果を作成した検
索者が必要な経過時間がトレーニングを受ける検索者によって必要な時間よりも短い場合
、トレーニングを受ける検索者は以前に検索結果を作成した検索者の格付けと等しい格付
けを所有するべきではないと決定がなされてもよい。他の実施例として、トレーニングを
受ける検索者によって作成された結果は、トレーニングセッション中及び/又はトレーニ
ング終了後に検索者によって格付けされてよい。トレーニングを受ける検索者によって作
成された結果が以前の検索結果よりも高い格付けとなる場合、トレーニングを受ける検索
者は以前の検索結果を作成した検索者よりも高い格付け（又はランク）とされてよい。少
なくとも一つの実施例において、トレーニングを受ける検索者によって作成された検索結
果は、トレーニングを受ける検索者と同じ又はそれよりも低いランクの検索者によって作
成された検索結果と比較されてもよい。　
【０３１２】
　例えば、本発明方法の一つの実施例において、比較には２セットの検索結果(以前に提
供された検索結果とトレーニングを受けている検索者が作成した検索結果)の分析及び検
索結果に含まれるリソースの数及び/又はリソースの徹底の比較を含んでよい。一つ以上
の信頼すべきリソースから得た結果は他のリソースから得た結果よりも高く格付けされて
よい。
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【０３１３】
　この発明を開示後に、当業者は、本発明の精神と目的から逸脱しない限り、その他の要
素を検索結果の格付けに利用できることを認識するであろう。
【０３１４】
　トレーニングに基づくクエリがインタラクティブトレーニングセッションである場合、
トレーニングを提供するガイドは、トレーニングを受けるガイドによってシステム1100（
図１１）へ送信された検索結果を見ることができてよい。検索結果はGUI8502（図１７）
のようなGUIに提示されてもよい。トレーニングを提供するガイドはチャットインターフ
ェース8505を使用してトレーニングを受けるガイドと一緒にインタラクトしてよい。この
方法で、トレーニングを提供する検索者はインタラクティブな方法で、最善な検索結果と
検索されるトピックに有益なリソースを見つける方法に関するトレーニングを受ける検索
者を手助けでき、また、トレーニングを受ける検索者の能力を向上させるため手助けして
もよい。
【０３１５】
　オペレーション8633（図２７）において公開された方法の少なくとも一つの実施例にお
いて、例えば、本文に記載の通り、主要活動の間に情報探索者へ広告を送信する検索者に
見習って、トレーニングを受ける検索者はシステム及び/又はトレーニングを提供する検
索者に広告を送信してもよい。広告はトレーニングクエリを検索者が受け取った後で送信
されてよい。広告は、検索が実施されている間及び/又は検索者が検索結果のクエリに対
応している間に、情報探索者に対してプレゼンテーションを意図してよい。広告がいつ送
信されたかに関わらず、トレーニングを受ける検索者は、より熟練の検索者によって例え
ば以前に情報探索者へ転送された広告のプールと一緒に提示され及びそこから選択するこ
とも可能である。　
【０３１６】
　トレーニングを受ける検索者が広告を選択した後で、選択された広告は“正しい”広告
、すなわちより熟練の検索者によって以前に情報探索者に送信された広告と比較されてよ
い。 
【０３１７】
　例えば、クエリが“who won the National Basketball Association(NBA) championshi
p game in　2005”である場合、実習生レベルの検索者はキーワード“tickets for sale 
for NBA games”, “NBA championship team memorabilia”及び“NBA clothing”に関連
した広告を含む広告から選択できるかもしれない。以前に広告を情報探索者に提供したマ
スターレベルのガイドは、クエリに対応して情報探索者に送信するため“NBA championsh
ip team memorabilia”を選択したかもしれない。公開された方法の少なくとも一つの実
施例において、トレーニングを受けるガイドが選んだ広告とクエリに対応して以前に送信
された広告（例、マスターレベルのガイドが以前に選んだ広告）の比較が行われている。
この比較は、トレーニングを受けるガイドがクエリに関連した適切な広告を選んでいるか
どうかを決定するために使用してよい。
【０３１８】
　上記の実施例を継続して、トレーニングを受けるガイドが“tickets for sale for NBA
 games”を含む広告を選んだ場合、システムは以前にマスターによって選ばれた広告より
もトレーニングを受けるガイドによって選ばれた広告のほうが適格性が低いと格付けする
場合がある。このような実施例において、本発明方法の少なくとも一つの実施例において
、トレーニングの一部として、システムはトレーニングを受けるガイドに他の広告を選ぶ
か、より適格な広告を選ぶように追加の広告を選ぶよう促してもよい。本発明方法の少な
くとも一つの実施例において、システムがトレーニングを提供するガイドが２番目に選ば
れた広告を送信し、トレーニングを受けるガイドを2番目に選んだ広告に基づいて格付け
することを可能にしてもよい。トレーニングを受けるガイドのパフォーマンスの格付け基
準には、選択した広告の適格性、広告を選択するまでに必要な時間等が含まれてよい。
【０３１９】
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　検索結果にある通り、クエリトレーニングセッションがインタラクティブトレーニング
セッションである場合、トレーニングを受ける検索者が送信した広告はGUI8502（図１７
）といったようなGUIにて提示される場合がある。トレーニングを提供する検索者が、チ
ャットインターフェース8505を使用してトレーニングを受けるガイドとインタラクトとし
てよい。トレーニングを提供するガイドはアドバイスを与え、検索クエリ及び/又は検索
結果に適格な広告を選ぶためトレーニングを受けるガイドの能力を改善することが可能で
あってよい。　
【０３２０】
　オペレーション8635（図２７）において、トレーニングセッションのグレード又は格付
けがトレーニングを受ける検索者に割り当てられてよい。少なくとも一つの実施例のおい
て、“A”, “B”, “C”, “D”, “F”といったような文字でのグレードが、トレーニ
ングを受ける検索者に割り当てられる。或いは、“初心者パフォーマンス”又は“エキス
パート検索者”といったようなグレードが検索者のパフォーマンスに割り当てられてもよ
い。グレードに加え、本発明方法の少なくとも一つの実施例において、検索者はトレーニ
ングセッションの間、検索者のパフォーマンスに関してフィードバックも提供される。例
えば、検索者はなぜ自分が受け取ったグレードを受け取ったのか及び/又はどのようにし
て検索者は自分のパフォーマンスを改善することができるかといったようなことに関して
アドバイスを受ける場合がある。　
【０３２１】
　トレーニングセッションをベースにしたクエリがインタラクティブセッションである場
合、トレーニングを提供するガイドは、トレーニングを受けるガイドのパフォーマンスの
いかなる又は全ての観点における格付けを提供してよい。これは、GUI8402（図１６）、
又はより詳細なスキルの評価チェックリストを含むその他のインターフェースを使って実
行されてもよい。インタラクティブクエリセッションでトレーニングを受けるガイドは、
トレーニングを提供する検索者のパフォーマンスも格付けすることができてよい。GUI850
2（図１７）といったようなインターフェースが使用されてもよいし、又はトレーニング
を受けるガイドがトレーニングを提供するガイドの様々なスキルに関してコメントできる
ようなより複雑なインターフェースが提供されてもよい。　
【０３２２】
　オペレーション8640（図２７）において、検索者データベース8682（図２９）のトレー
ニングクエリに、トレーニングを受ける検索者及び/又はトレーニングを提供する検索者
がトレーニングクエリを完了したとして印がつけられる。例えば、本発明方法の少なくと
も一つの実施例において、検索者データベース8682に検索者がトレーニングクエリを終了
したことを表示する入力が記録される。オペレーション8640（図２７）は、格付け、検索
結果、広告、チャットセッションの履歴及び検索者データベース8682及び/又はクエリデ
ータベース8680にあるトレーニングを受ける検索者及び/又はトレーニングを提供する検
索者に関するその他の情報の記録を含んでよい。
【０３２３】
　オペレーション8645において、検索者のランクが検索トレーニングセッションに基づい
たクエリからの情報に基づいて修正される必要があるかどうかが決定される。ランクにお
ける変更が必要であると決定される場合、制御はオペレーション8650に転送され、方法86
00が継続する。
【０３２４】
　オペレーション8645において、ランクにおける変更が必要でないと決定される場合、検
索者が主要又は第２次活動に対して利用可能であることを表示するため、検索者データベ
ース8682における多忙/暇インジケータがトレーニングセッションにおいては検索者が暇
であると設定し、制御はオペレーション8605に転送され、方法8600が継続する。　
【０３２５】
　オペレーション8650において、図１４Ａ－１４Ｃに関連して説明の通り、ランクにおけ
る変更が実施される。検索者データベース8682がクエリトレーニングセッションに参加す
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る検索者の新しいランクで更新される。検索者が主要又は第２次活動に対して利用可能で
あることを表示するため、検索者データベース8682における多忙/暇インジケータがクエ
リトレーニングセッションにおいては検索者が暇であると設定し、制御はオペレーション
8605に転送され、方法8600が継続する。　
【０３２６】
　図２８に説明された実施例において、方法8700が提供される。他の実施例では、トレー
ニングを提供するために選択された検索者を活用するインタラクティブトレーニングを含
むクエリベーストレーニングを提供する。　
【０３２７】
　方法8600（図２７）のオペレーション8657において、セッションがインタラクティブト
レーニングであると決定される場合、図２８の方法8700が提供される。オペレーション87
05（図２８）において、以前に方法8600のオペレーション8612に関して説明した通り、ト
レーニングを提供する資格のある検索者が利用できるかどうかに関して決定する。トレー
ニングを提供する資格のある検索者が利用可能ではないと決定される場合、制御は図２７
に説明された方法8600のオペレーション8625へ転送される。
【０３２８】
　オペレーション8705（図２８）において、トレーニングを提供する資格のある検索者が
利用可能であると決定される場合、検索者データベース8682がトレーニングを提供する検
索者が活動に対して利用可能でないことを反映して更新され、そして、セッションが開始
された時間、トレーニングを受ける検索者の身元証明等といったようなその他のデータが
検索者データベース8682に記録される。　
【０３２９】
　トレーニングを提供するガイドは、トレーニングを受けるために選ばれた検索者のキー
ワード及び/又はカテゴリを検証してよい。例えば、トレーニングを受ける検索者はキー
ワード“NCAA Basketball”及び“amateur basket weaving”を割り当てられてもよい。
このような実施例において、トレーニングを提供するガイドは、トレーニングを受けるガ
イドがキーワード“NCAA Basketball”が割り当てられることを決定してよい。本発明方
法の少なくとも一つの実施例において、トレーニングを提供するガイドがトレーニングを
受ける検索者がトレーニングを受けるカテゴリ及び/又はキーワードを決定してよい。例
えば、トレーニングを受ける検索者（例、実習生）がキーワード“NCAA Basketball”及
び“amateur basket weaving”を割り当てられたとしても、トレーニングを提供するガイ
ドがキーワード“NCAA Hockey”に関するトレーニングを提供すると決定してよい。　
【０３３０】
　オペレーション8707において、トレーニングを受けるガイドは、トレーニングを提供す
るガイドによって選択されたキーワード、カテゴリ等に関するトレーニングを拒否するオ
プションが提供される。トレーニングを受けるガイドがトレーニングを提供するガイドに
よって選択されたキーワード、カテゴリ等に関するトレーニングを受けることを拒否する
場合、制御はオペレーション8750に転送され、プロセス8700が継続する。 
【０３３１】
　オペレーション8750において、トレーニングセッションが終了される場合、検索者デー
タベース8682はトレーニングを提供する検索者とトレーニングを受ける検索者が活動に対
して利用可能であることを反映するように更新され、制御は図２７に説明された方法8600
のオペレーション8605に転送される。
【０３３２】
　オペレーション8707において、トレーニングを受けるガイドがトレーニングを提供する
ガイドによって選択されたキーワード、カテゴリやアイテムに関するトレーニングを受け
ることを拒否しない場合、制御はオペレーション8710に転送され、プロセス8700が継続す
る。　
【０３３３】
　他の実施例において、トレーニングを受ける検索者が自分がトレーニングを受けるキー
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ワードやカテゴリ等に関するオプションを与えられてもよい。従って、トレーニングを受
けるガイドは、方法8700のオペレーション8707において、トレーニングを提供することを
拒否するオプションを提供されてもよく、トレーニングを提供するガイドの選択に基づい
て制御が転送される。 
【０３３４】
　オペレーション8710（図２８）において、トレーニングを提供するガイドが、トレーニ
ングを受けるガイドが割り当てられる及び/又はトレーニングが実施されるキーワード及
び/又はカテゴリに対応するクエリ及び/又は検索結果を見つけるため、クエリデータベー
ス8680からのクエリ及び/又は検索結果を検証してよい。例えば、本発明方法の少なくと
も一つの実施例において、トレーニングを受ける検索者がキーワード“NCAA Basketball
”を割り当てられる場合、検索者が割り当てられたキーワード“NCAA Basketball”のト
レーニングに適した検索クエリを見つけるため、トレーニングを提供する検索者はクエリ
データベース8680を検索する。　
【０３３５】
　オペレーション8715（図２８）において、トレーニングを提供するガイドは、自分がク
エリデータベース8680からクエリ及び/又は検索結果を選択したいかどうかに関するオプ
ションを提示される。トレーニングを提供するガイドは特定の検索結果、例えば、トレー
ニングを受けるガイドのパフォーマンスのグレードを決める又は格付けを行うために使用
するのに最も適していると思われる検索結果、又はトレーニングを受ける検索者にとって
最も有益なトレーニング練習になるであろう検索結果を選ぶことができる。
【０３３６】
　トレーニングを提供するガイドがクエリデータベース8680から検索クエリ及び/又は検
索結果を選択することを選んだ場合、制御はオペレーション8725に渡り、ガイドがトレー
ニングを受ける検索者に選んだ検索クエリを送信する。その後方法8700が継続し、制御が
方法8600（図２７）のオペレーション8631へ渡る。
【０３３７】
　クエリデータベース8680にあるクエリ及び/又は検索結果を検証した後で、トレーニン
グを提供するガイドはデータベースからクエリ及び/又は検索結果を選択しないことを決
定してよい。例えば、ガイドがデータベースにある特定の検索クエリが、トレーニングを
受ける検索者のスキルレベルをもつ検索者が見つけるのが難しすぎると感じる場合もある
。かかる場合、方法8700のオペレーション8720において、トレーニングを提供するガイド
は自分自身の検索クエリを作成、検索を実施、データベース8680におけるクエリに対応す
るクエリ及び/又は検索結果を保存してもよい。検索を実施することで、システムは、ト
レーニングを提供する検索者によって作成された検索結果とトレーニングを受けた検索者
によって最終的に作成された検索結果の比較が可能となる。クエリデータベース8680にお
けるクエリ及び/又は検索結果を保存することで、例えば、クエリデータベース8680が有
利にさらなる検索クエリ及び対応する検索結果で拡張されることが可能となる場合がある
。方法8700（図２８）が継続し、制御はオペレーション8725に渡る。
【０３３８】
　トレーニングを提供する検索者が検索クエリ及び/又は検索結果をデータベース8680に
保存した後で、選択されたクエリはオペレーション8725でトレーニングを受けるガイドに
送信される。方法8700が継続し、制御は方法8600（図２７）のオペレーション8631に渡さ
れる。 
【０３３９】
　図２８に説明された実施例において、トレーニングを提供する人間の検索者は、クエリ
及び/又は検索結果に関連した検索クエリ、検索結果、広告等を選択し、その情報をトレ
ーニングを受ける人間の検索者に転送することができる。トレーニングを提供する検索者
は、本文で説明されたインターフェースを使ってトレーニングを受ける人間の検索者とイ
ンタラクトしてよい。　
【０３４０】
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　方法8700においてトレーニングを提供する検索者が選んだどの又は全ての選択が、オプ
ションでシステム1100（図１１）で行われてもよい。少なくとも一つの実施例において、
方法8700の全てのオペレーションはシステム1100で実施される。 
【０３４１】
　図２９に説明の通り、本発明方法の少なくとも一つの実施例に従って、検索者データベ
ース8682はトレーニングを受ける検索者に関連する欄を含んでよい。この発明を開示後に
、当業者は、その他の欄がデータベース内に含まれてもよいことを認識するであろう。例
えば、関連データベースのような、公開されたシステムと方法の実施を手助けするために
、検索者データベース8682は実行可能なデータベースのどんな種類であってもよいことに
も注意すべきである。
【０３４２】
　検索者認識（ID）欄8805は、例えば、実習生、プロ又はマスターといったようなトレー
ニングを受ける検索者を認識するための検索者識別子欄を含んでよい。或いは、検索者の
ステータスは検索者データベース8682における別個欄に保存されてもよく、下記に記載の
通りランキング欄8820の一部として含まれる。検索者認識欄8805は、直接フィードバック
を提供するためにマスターが連絡を取ることが可能にするため、検索者のウェブアドレス
、検索者の名前、電話番号等も含んでもよい。少なくとも一つのデータベースの実施例に
おいて、検索者認識欄8805はランダム番号作成機によって作成されたランダムな番号を含
んでよい。
【０３４３】
　多忙/暇欄8810は対応する検索者が主要活動、すなわち情報探索者からの検索クエリを
見つけることに参加するのに忙しいかどうかを表示するステータスを含んでよい。例えば
、少なくとも一つの実施例において、多忙/暇欄8810は、検索者が暇であることを表示す
る“正“の値、又は検索者が暇でないことを表示する“偽”を含むフラグ欄である。少な
くとも公開されたシステムと方法の一つの実施例において、多忙/暇欄8810はシステムが
トレーニングの資格があるガイドを決定することを可能にすることを助ける。この欄8810
は検索者が検索を受け入れた時に更新されてよい。
【０３４４】
　カテゴリ/キーワード欄8815は、検索者が割り当てられたキーワード及びカテゴリの名
前を含んでよい。例えば、少なくとも公開された検索データベース8682の一つの実施例に
おいて、欄には特定の検索者がキーワード“NCAA Basketball”に割り当てられたことを
表示するため、“NCAA Basketbal”という値を含んでよい。
【０３４５】
　ランキング欄8820は“プロ”のような特定の検索者のランクの表示を含んでよい。他の
例を挙げると、ランキング欄8820は、欄が対応する検索者の格付けを表示する番号を含ん
でよい。例えば、システムにおいて最も優秀な実習生として格付けされた実習生の検索者
が、検索者のランキング欄8820に“T1”の値を含むことによって特定されてもよい。その
値は検索者がNo.1(1)にランク付けられた実習生検索者(T) であることを表示してもよい
。同様に、三番目に最も優秀なマスター検索者としてランク付けられたマスターの検索者
が検索者のランキング欄8820に“V3”の値を含むことによって特定されてもよい。その値
は検索者が第３位にランク付けられたマスター検索者(V) であることを表示するであろう
。この発明を開示後に、当業者は、本発明の精神と目的から逸脱しない限り、その他のラ
ンキング仕様書を用いてもよいことを認識するであろう。
【０３４６】
　例えば、グローバルランキングシステムが、公開されたシステムと方法によって使われ
てもよい。かかるスキームにおいて、ランキング欄8820は、欄が対応する特定の検索者の
全体ランキングを表示する数値を含んでよい。例えば、“155”という値は、プロ検索者
がマスター、プロ、実習生を含む全ての検索者の内155番目の検索者であることを表示し
ているだろう。　
【０３４７】
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　トレーニングクエリ提示（TQP）欄8825には、特定の検索者に以前に提示されたトレー
ニングクエリのリストが含まれてよい。8825欄は、図２７に対応するテキストにおいて上
記に説明の通り、同じトレーニングクエリを検索者が受け取ることがないように、特定の
トレーニング検索クエリが以前に検索者に提示されたかどうかの決定を助ける。
【０３４８】
　公開されたシステムと方法の少なくとも一つの実施例において、検索者データベース86
82は合格グレード欄8830付きのトレーニングクエリを含む。合格グレード欄8830（図２９
）付きのトレーニングクエリは、検索者が“合格である”と見なされるグレードを受け取
るトレーニングクエリを含む。例えば、実習生のパフォーマンスを改善するために最もト
レーニングが必要なクエリの種類を決定する際に、その欄によって実習生検索者にトレー
ニングを提供するマスター検索者を助けることができる。
【０３４９】
　グレード欄8835は検索者によって実行された最後のトレーニングクエリのグレードを含
んでよい。少なくとも一つの実施例において、グレード欄8835は、以前に検索者に提示さ
れた特定のトレーニングクエリ（例、トレーニングクエリ提示欄8825に指定の通り）に対
応し、特定の対応するパフォーマンスのグレードを指定する。
【０３５０】
　改善エリア/コメント欄8840は、検索者のためのフィードバックの記録を可能にし、特
定の検索者が改善が必要なエリア又はキーワード/カテゴリを特定するテキストを含んで
よい。公開されたシステムと方法の少なくとも一つの実施例において、検索者のパフォー
マンスランキングに含まれる要素は、改善が必要なエリアとして特定される。例えば、特
定の実習生検索者が検索結果を作成するためにかかった時間を改善（短縮）する必要があ
る場合、改善エリア/コメント欄8840は、どのようにして検索者が要素を改善できるかと
いう提案に関するコメントと一緒に特定の要素を明示してよい。
【０３５１】
　図３０で説明の通り、クエリデータベース8680はクエリ欄8905を含む。クエリ欄8905は
、例えばより熟練の検索者によって以前に提供された検索結果のクエリを含む。
【０３５２】
　検索結果欄8910は、クエリ欄8905に以前に提供されたクエリに対応する検索結果を含む
。
【０３５３】
　クエリ欄8915に適切な検索者ランキングは特定のクエリが適切であるランキングレベル
に関する表示を含む。例えば、クエリが比較的難しいクエリである場合、その欄はそのク
エリが優秀及び/又は熟練の検索者のトレーニングに最も適していると表示している。同
様に、クエリが比較的簡単なクエリである場合、クエリ欄8915に適した検索者ランキング
は、そのクエリが乏しい及び/又は経験が少ない検索者のトレーニングに最も適している
と表示している。少なくとも一つの実施例において、その欄はクエリが最も適しているカ
テゴリ及び/又はキーワードを表示している。過去数年に渡る大学バスケットボールチャ
ンピオンシップチームに関する情報に関するクエリは、トレーニングクエリがキーワード
“NCAA Basketball”を割り当てられた検索者に提示するのに適していることを明示する
ため、クエリ欄8915に適するその検索者ランキングに“NCAA Basketball”が含まれてよ
い。尚、本発明のシステムと方法の少なくとも一つの実施例において、かかる表示が別の
欄、例えば適切なカテゴリ/キーワード欄に保存されてよい。にもかかわらず、例えばク
エリデータベース8680から検索クエリを選択する際に、かかる表示はマスター検索者を助
けることができる。
【０３５４】
　クエリ欄8920用の可能性のある広告には、トレーニングを受ける検索者がトレーニング
の一部として選ぶことができる特定のクエリに関連していてよい。“適切な“回答欄8925
のクエリ用の広告には、クエリ結果と一緒に実際に送信された広告及び図２７に対応する
説明の通り、“適切な”広告と考えられる広告が含まれる。



(67) JP 2009-545076 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

【０３５５】
　例えば、図３１に示す通り、システム81000の一つの実施例には、検索者コンピュータ
システム81005、インターネットのようなネットワーク81010、実習生コンピュータシステ
ム81015、検索者システム81020及びクエリデータベース8680といったようなデータベース
を含む。
【０３５６】
　検索者コンピュータシステム81005は、例えばスキルが低い検索者にトレーニングを提
供するため、マスター検索者によって操作されることが可能である。特に、ネットワーク
81010を経由して検索システム81020に検索クエリを選択又は転送するためにマスター検索
者が検索者コンピュータシステム81005を使い、実習生コンピュータシステム81015が実習
生検索者が検索結果を提供するためのトレーニングクエリを受け取ることを可能にする。
【０３５７】
　実習生コンピュータシステム81015は、例えばトレーニングに参加するため、実習生検
索者によって操作されることが可能である。特に、検索を実行し、ネットワーク81010を
経由して検索システム81020に受け取った検索クエリへの結果を転送するため、実習生検
索者は実習生コンピュータシステム81015を使ってもよい。
【０３５８】
　本文で以前に認識した関連出願で説明の通り、検索システム81020によって、検索者コ
ンピュータシステム81005からの転送及び実習生コンピュータシステム81015からの転送の
両方が、両方のシステムが望む結果を回復することができる検索システム81020に届くた
め、検索者コンピュータシステム81005と実習生コンピュータシステム81015の間にインタ
ラクションを起こすことができる。　
【０３５９】
　例えば、トレーニング検索クエリは検索者コンピュータシステム81005から、クエリが
実習生コンピュータシステム81015によってアクセスされる検索システム81020に転送され
る。同様に、検索者コンピュータシステム81005によって作成された検索クエリに対応す
る実習生コンピュータシステム81015を使って作成した検索結果は、検索者コンピュータ
システム81005によってアクセス可能な検索システム81020に転送される。　
【０３６０】
　この発明を開示後に、このコンピュータシステムが、例えば、デル（登録商標）のコン
ピュータシステムなど、公知のどのような実行可能なコンピュータシステムでもよいこと
は当業者には自明である。
【０３６１】
　システム81000の少なくとも一つの実施例において、本明細書及びクレームに従い、公
開されたシステムと方法を実行するための情報を含む検索者データベース8682とクエリデ
ータベース8680を含む。
【０３６２】
　図３２を参照して、優先環境設定5200は、公開されたシステムと方法の少なくとも一つ
の実施例に従ってシステム内に含まれる第２次活動（2120（図１２））を管理する優先環
境設定表を説明する。
【０３６３】
　優先環境設定表5200は第２次活動ID欄5205、第２次活動優先欄5210、第２次活動パーセ
ンテージ欄5215及び第２次活動目標欄5220を含む。　
【０３６４】
　第２次活動ID欄5205は第２次活動を識別する情報を含んでよい。第２次活動ID欄の内容
は第２次活動の名前、第２次活動のユニークな識別子及びその他の情報を含んでよい。　
【０３６５】
　第２次活動優先欄5210は第２次活動の優先事項を識別する情報を含んでよい。第２次活
動優先欄の内容は、第２次活動の優先度を表示する番号、第２次活動の優先レベルの名前
等を含んでよい。第２次活動優先欄の内容は、第２次活動がガイドに提示されるかどうか
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を決定するために使用されてよい。
【０３６６】
　第２次活動パーセンテージ欄5215は、第２次活動を実施するガイドによってログされた
時間のパーセンテージ、ガイドが第２次活動に費やした時間、ガイドによる第２次活動セ
ッションの数のカウント及び/又はガイドが行った第２次活動の合計数等を記録する情報
を含んでよい。第２次活動パーセンテージ欄の内容は、ガイドによって既に実施された第
２次活動の量を追跡するために使用されてもよい。
【０３６７】
　第２次活動目標欄5220は、第２次活動を実施するガイドによってログされた時間の目標
パーセンテージ、ガイドが第２次活動に費やした目標時間、ガイドによる第２次活動セッ
ションの数の目標カウント及び/又はガイドが行った第２次活動の目標合計数等を識別す
る情報を含んでよい。　第２次活動目標欄の内容は、ガイドによって既に実施された第２
次活動の量を記録するために使用されてもよい。
【０３６８】
　第２次活動は主要活動を実施していないガイド（すなわちサーチクエリの情報探索者）
によって実施される可能性のある活動である。 
【０３６９】
　第２次活動は、オーディオ/ビデオトレーニングの受取、クエリベーストレーニングの
受取、検索結果、翻訳、転写等の検証を含むがこれに限らないものでよい。 
【０３７０】
　図３２に説明の通り、一つ以上の第2次活動は同じ優先レベルをもってよい。例えば、
第２次活動A5225はインタラクティブクエリトレーニングであってもよく、第２次活動B52
30はビデオトレーニングであってもよい。主要活動が検索であるシステムにおいて、第2
次活動としてのビデオトレーニングとインタラクティブクエリトレーニングがガイドへ検
索戦略を教えてよい。かかる環境設定において、第２次活動A5225（例、ビデオトレーニ
ング活動）及び第２次活動B5230（例、インタラクティブクエリトレーニング）は、初め
は同じ第２次活動優先5210（例、“第１位”）を所有するかもしれないけれども、第２次
活動B(例、ビデオトレーニング)は第２次活動A（例、インタラクティブクエリトレーニン
グ）がガイドの経験が乏しいために実現できない場合にのみ起こるかもしれない。　
【０３７１】
　結果として、第２次活動A5225に関連した第２次活動パーセンテージ欄5215に記録され
た通りガイドが第２次活動A5225に費やした時間のパーセンテージは、第２次活動A5225（
例、“35”）に関連した第２次活動目標欄5220に記録された第２次活動目標を越えるかも
しれない。この例では、第２次活動A5225に関連した優先レベル欄5210が、第２次活動Ｂ
に関連した第２次活動のパーセンテージが増加するため、より低い優先レベル（例、“第
２位”）に変更される可能性がある。例えば、クエリトレーニングパーセンテージが50%
でビデオトレーニングが25%の場合、インタラクティブクエリトレーニングの代わりに提
供される前に、ガイドは好みでビデオトレーニングを提供されるかもしれない。優先レベ
ルを調節することで、活動レベルは時間に対する目標値に対してバランスを取ることが可
能である。
【０３７２】
　上記に記載の通り、第２次活動に関連した優先レベルが第２次活動C5235に関連した優
先レベルよりも高いにもかかわらず、第２次活動A5225と第２次活動B5230は任意の理由で
利用できないことがある。退屈を避け、ガイドの満足度を強化し、新たな収入を提供する
等を行うため、第２次活動C5235に関連した第２次活動パーセンテージ欄5215が第２次活
動C5235に関連した第２次活動目標欄5220以上であったとしても、第２次活動C5235はガイ
ドに提供されてよい。結果として、ガイドのために第２次活動C5235を選択する優先順位
を下げるため、第２次活動C5235に関連した第２次活動優先欄5210が下げられてもよい（
例、”第２位“から”第３位“）。第２次活動D5240に関連した第２次活動パーセンテー
ジ欄5215が第2次活動D5240に関連した第２次活動目標欄5220以下である場合、第２次活動
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D5240の優先順位が上昇してもよい（例、“第３位”から“第２位”）。
【０３７３】
　ガイドが第２次活動に利用可能となる場合、図３３に関連してさらに説明の通り、シス
テム1100（図１１）は、第２次活動に関連した第２次活動優先レベル欄5210に基づいて第
２次活動をガイドに提供してよい。第２次活動は同じ優先順位レベル（例、“第１位”が
第２次活動A5220及び第２次活動B5225に関連しているかもしれない）を所有してよい。両
方の活動がガイドに利用可能な場合、両方が第２次活動に利用可能なガイドに等しく提示
される可能性がある。　
【０３７４】
　トレーニングの資格のあるガイドが利用できない、トレーニングを提供する資格のある
ガイドが利用できない、適切なビデオトレーニングが利用できない、検証用の検索結果が
利用できない、投票リクエストが利用できない等といったような理由で、第２次活動がガ
イドに利用可能ではないかもしれないので、本文に記載の方法とシステムによって、シス
テム1100（図１１）が目標を達成するため第２次活動に費やすパーセンテージ時間が次第
にバランスを取れるようにできるかもしれない。 
【０３７５】
　時の経過につれて、優先環境設定5200（図３２）によって確立された優先順位レベルと
第2次活動時間の目標パーセンテージに基づいて、システムは優先して第２次活動をガイ
ドへ提供してよい。時間の記録及び/又はガイドによって実施された第２次活動数が検索
者データベース8682に維持されるので、第２次活動に関連した優先レベルを変更すること
により、システムが第２次活動のバランスを取ることが可能である。 
【０３７６】
　第２次タスク優先環境設定5200が１人のガイドの第２次活動を管理する観点から説明さ
れている。しかし、方法はこのシンプルなケースに限定されない。第２次タスク優先環境
設定は１人のガイド、ランク付きのガイドのグループ、カテゴリに関連したガイドのグル
ープ等に関連していてよい。システムで利用可能な第２次活動は、関連第２タスク目標と
して第２次タスク優先環境設定に関連していてもよい。　
【０３７７】
　例えば、高いトレイナー格付けをもったマスターレベルのガイドは、第２次活動時間の
80%の目標をもった第２次活動“クエリトレーニングの提供”及び、第２次活動時間の20%
の目標をもった第２次活動“検索結果の検証”に関連されてよい。対照してみると、高い
トレーニング格付けをもった実習生レベルのガイドは、第２次活動時間の50%の目標をも
った第２次活動“クエリトレーニングを受ける”及び、20%の目標をもった第２次活動“
オーディオ/ビデオトレーニング”、及び30%の目標を持った第２次活動“投票”に関連さ
れてよい。この方法において、第２次活動のガイドのレベル、ガイドのグループ等は、例
えばスキルレベルに基づいたガイドの使用を最適化するため、トレーニングに関する費用
を最小化するため、転写サービスの急な需要の増加に対応するため等といった目的で修正
及び調節されてよい。　
【０３７８】
　例えば、検索システムがガイドの第２次活動としてガイド用のインタラクティブクエリ
トレーニング、転写サービス、投票サービスを提供している場合、システムの管理者は最
初はインタラクティブクエリトレーニングの優先順位レベルを“第１位”に、そして転写
サービスの優先順位を“第２位“、投票サービスを“第３位”に設定するかもしれない。
例えばトピックスに利用可能なスキルのあるガイドの数を増やすために、これにより、シ
ステムが第一優先事項としてガイドをトレーニングする原因となるであろう。システムは
、“インタラクティブトレーニング”活動に対して、“トランスクリプションとポーリン
グに100ドルを足した合計収入より少ない”という目標を優先順位環境設定5200における
第２次活動目標欄5220に設定するかもしれない。第２次活動から全く収入が得られず、“
インタラクティブトレーニング”の費用が“100ドル”を超える場合、インタラクティブ
トレーニングに関する優先順位が“第3位”に下げられ、収入を生み出す活動にガイドが
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参加するまで、収入が得られる活動（すなわち、転写および投票活動）に関する優先順位
が上昇できる。この方法において、目標（収入に対する費用の差額）は、データベース15
6（図２）からの情報によって決定された値に基づいてよい目標欄に認識された目標に見
合うように自動的な方法でシステム管理者によって規制されてもよい。よって、システム
管理者は第2次タスクの優先順位を調節する必要はないが、希望する結果をもたらすため
に目標を調節してよい。
【０３７９】
　他の例として、検索システムがガイド用の第２次活動としてビデオベーストレーニング
と言語翻訳を提供してもよい。この場合、ビデオベーストレーニングは使用毎のロイヤル
ティ費用を必要とし、言語トレーニングは収入発生活動であってもよい。ビデオベースト
レーニングに関する費用が優先順位環境設定5200の第２次活動目標欄5220に保存された値
（例100ドル）を越える場合、ビデオトレーニング活動は、顧客のいる転写タスクのバッ
クログのような測定値が言語翻訳第２次活動に関連した第２次活動欄に保存された目標に
見合うまで、システム管理者によって優先順位環境設定から除外されてもよい。　
【０３８０】
　条件と優先順位レベルの関連性のその他の組み合わせは、当業者には自明である。
【０３８１】
　第２次活動優先プロファイル、方法とシステムが第２次活動の実施にガイドが費やした
時間のパーセンテージを使用して説明された一方で、第２次活動セッションの数、第２次
活動セッションのパーセンテージ等といったような、その他の目標を使用しても良いこと
は当業者には自明である。
【０３８２】
　図３３に説明の通り、方法5300はプロバイダの第２次活動を管理するために提供される
。オペレーション5305において、プロバイダが主要活動を実施するかどうかに関する決定
がなされる。プロバイダが主要活動を実施する場合、制御はオペレーション5305に残り、
情報探索者からの情報検索クエリへ対応するといったような主要活動をプロバイダが終了
するまで待つために方法5300が継続する。 
【０３８３】
　オペレーション5305において、プロバイダが主要活動を実施しないと決定される場合、
制御はオペレーション5310に転送され、方法5300が継続する。
【０３８４】
　オペレーション5310において、プロバイダが第２次活動に利用可能かどうかに関する決
定がなされる。全てのプロバイダに基づいて決定されてもよく、又はプロバイダに関連し
た情報（例、キーワード、レベル、格付け等）に基づいて条件が異なってもよい。主要活
動が検索者がクエリに対応することである場合、システムは、例えば特定の時間の間暇な
ガイドのパーセンテージを決定してもよい。例えば、システムにいる50%のガイドが少な
くとも10分間検索クエリを見つけていない場合、オペレーション5310においてプロバイダ
が第２次活動に利用可能であると決定してよい。オペレーション5310において、プロバイ
ダが第２次活動に利用可能でない場合、制御はプロセス5310に残り、方法5300が継続して
プロバイダが第２次活動に利用可能かどうかを決定する。
【０３８５】
　オペレーション5310において、プロバイダが第２次活動に利用可能であると決定される
場合、制御はオペレーション5315に転送され、方法5300が継続する。
【０３８６】
　オペレーション5315において、第２次活動は利用可能なプロバイダによって実施される
。プロバイダが上記に記載の通り、プロバイダに関連した優先順位環境設定表に基づいて
第2次活動が選択される。管理がオペレーション5320に転送され、方法5300は継続する。
【０３８７】
　オペレーション5320において、プロバイダが第２次活動を終了したかどうかに関する決
定がなされる。プロバイダが第２次活動を終了していない場合、制御はオペレーション53



(71) JP 2009-545076 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

20に残り、方法5300が継続して、プロバイダが第２次活動を終了したかどうかを決定する
。
【０３８８】
　オペレーション5320（図３３）において、プロバイダが第２次活動を終了したと決定さ
れる場合、制御はオペレーション5305に転送され、方法5300が継続する。　
【０３８９】
　オペレーション5320における決定は、検索者及び/又は活動に関連した任意の情報に基
づいてよい。少なくとも一つの実施例において、システム1100（図１１）は検索者/ガイ
ドが情報探索者（又はユーザ）からの検索クエリに対応する（すなわち、主要活動）必要
があることを決定してよい。この場合、第２次活動はその他の基準（例、ビデオ閲覧の終
了、検索トレーニングの終了等）を考慮することなく終了することが決定されてよい。同
様に、第２次活動の終了基準はプロバイダに関連した任意の情報(例、レベル、カテゴリ
、格付け、QKW、タグ等)に基づいて決定されてよい。
【０３９０】
　方法5300は様々な方法で使用されてよい。例えば、“インタラクティブクエリベースト
レーニング”を提供するカテゴリ“Sports”のマスターレベルのガイドが、“完了インジ
ケータ”終了基準に基づいて第２次活動（すなわち、トレイナーとしてトレーニングセッ
ションに参加すること）を終了してよい。第２次活動の終了基準には一つ以上の基準の組
み合わせが含まれてよい。例えば、トレーニングセッションは“トレイナーログオフ”条
件及び/又は“トレイニー終了による格付け”条件によって終了されてよい。　
【０３９１】
　図３４に説明の通り、少なくとも本発明システムの一つの実施例において、システム54
00が提供されている。システム5400は検索者コンピュータシステム5405、インターネット
のようなネットワーク5410、検索システム5420、情報探索者コンピュータシステム5425及
び第2次活動を管理するエンジン5427を含む。
【０３９２】
　情報探索者コンピュータシステム5425は、情報検索クエリを検索システム5420に提出す
るために情報探索者によって操作されることが可能であり、検索者コンピュータシステム
5405を運営する検索者によって検索結果が、例えば返されるようにすることが可能である
。　
【０３９３】
　検索者コンピュータシステム5405は、例えば情報探索者によって提出された情報検索ク
エリに対応するため、検索者によって操作されることが可能である。特に、検索者は、検
索クエリに対応してネットワーク5410を経由して検索システム5420に検索結果を転送する
ため、検索者コンピュータシステム5405を使用してよく、それにより情報探索者コンピュ
ータシステム5425は検索結果を受け取ることが可能となる。
【０３９４】
　本文に説明の通り、データベースはグループを形成するため様々なタイプのアイテム（
例、キーワード、カテゴリ、ユーザの識別子、ガイド、広告、ファイル等）を関連付ける
ために使用されてよい。例えば、一つ以上のキーワードがカテゴリを形成するために関連
付けられてよく、一人以上のガイドの一つ以上の識別子がガイドのクラス（例、“実習生
“、“プロ”、“代弁者”等）を形成するために関連付けられてよい。グループのメンバ
ーは関連性に基づいて識別されてよい。それから、グループは、ステータス表、第2次活
動リスト等といったようなグループの各メンバーがアクションをとるのに使用されるその
他の情報に関連付けられてよい。
【０３９５】
　検索システム5420（図３５）は本発明のプロバイダによって提供されてよく、システム
5400の“脳”として仕える。また、検索システム5420は情報探索者コンピュータシステム
5425及び検索者コンピュータシステム5405のインターフェースとしても仕えてよく、それ
により情報検索が本文で説明の通り、人間の検索者によって実施可能となる。検索システ
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するエンジンは、第２次活動が起こる場合、第２次活動が本文で説明された方法を使用し
てどの順番で、どの優先順位で起こるかを決定する。 
【０３９６】
　本発明が有給検索者環境の状況において説明されているにもかかわらず、発明は検索者
が無給である環境、すなわち検索者がボランティアでサービスを提供する環境において実
施されることも可能であることに注意が払われるべきである。
【０３９７】
　この発明を開示後に、当業者には、本発明がソフトウェア、ファームウェア及び/又は
その二つの組み合わせにおいて実施されることが可能であることが判明するであろう。本
発明に従ったプログラムコードは、C、C++といったような任意の実行可能なプログラミン
グ言語又は、その他のいかなる実行可能なハイレベルプログラミング言語、又はかかるハ
イレベルのプログラミング言語と例えばAssemblerといったような低いレベルのプログラ
ミング言語の組み合わせ、又は前記又はその同等な言語の任意の組み合わせで実施される
ことができる。本発明の実施例におけるある面は、Rubyにおける優先実装と共にPerl（登
録商標）、Python（登録商標）、JavaScript（登録商標）といったような組み込み用スク
リプト言語を利用して実施されることが可能である。　
【０３９８】
　また、本発明は、本発明の実施例に従って本文で説明された方法を実施するためにコン
ピュータを制御する指示の処理がエンコード化されたコンピュータ読込可能手段の形式で
あっても可能である。　
【０３９９】
　本発明は本文に記載の実施例に限定されるべきではない。この発明を開示後に、当業者
は、本発明の精神と目的から逸脱することなく、本実施例が変更されることを認識するで
あろう。
【図１】



(73) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図２】 【図３】

【図３Ａ】 【図４】



(74) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(75) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図９Ｃ】 【図１０Ａ】



(76) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図１０Ｂ】 【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】 【図１０Ｅ】



(77) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図１１】

【図１２】 【図１３】



(78) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】

【図１４Ｄ】 【図１５Ａ】



(79) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図１５Ｂ】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(80) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】



(81) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】



(82) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】



(83) JP 2009-545076 A 2009.12.17

【図３２】 【図３３】

【図３４】



(84) JP 2009-545076 A 2009.12.17

10

20

30

40

【国際調査報告】



(85) JP 2009-545076 A 2009.12.17

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  11/780,297
(32)優先日　　　　  平成19年7月19日(2007.7.19)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(
BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,
CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,K
P,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU
,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ジョーンズ，スコット，エイ．
            アメリカ合衆国　インディアナ州　４６０３２，カーメル，ウエスト１１６番ストリート　１１５
            ０，シー／オー　チャチャ　サーチ，インク．
(72)発明者  クーパー，トーマス，イー．
            アメリカ合衆国　インディアナ州　４６０３２，カーメル，ウエスト１１６番ストリート　１１５
            ０，シー／オー　チャチャ　サーチ，インク．
Ｆターム(参考) 2C028 AA10  AA12  BB04  BB06  DA04 
　　　　 　　  5B075 UU40 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

