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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は２以上のフィールドの１又は２以上の値をそれぞれが含むデータレコードをコン
ピューティングシステムが受信すること、及び
　２又は３以上のデータレコードの１又は２以上のデータクラスタを識別するために、少
なくとも一つのプロセッサによる、前記受信したデータレコードを処理することであって
、前記データクラスタが、識別されたトークンを表すネットワークに基づいて識別される
候補データレコードに基づいて識別される、前記処理することを含む、方法であって、
　前記処理することが、
　前記受信したデータレコードのフィールド又はフィールドの組み合わせの少なくとも１
つの値又は値のフラグメントをそれぞれが含むトークンを識別すること、
　前記識別されたトークンを表す前記ネットワークを生成し、前記ネットワークのノード
が、個々のトークンを表し、さらに前記ネットワークのエッジがそれぞれ、トークンの間
の変数関係を表すこと、
　それぞれの受信したデータレコードをデータクラスタに関連付けるために、同じセット
にある候補データレコードがそれぞれ、前記生成されたネットワークにおける接続された
ノードのサブセットによって表されるトークンの同じグループからの１又は２以上のトー
クンを含むように、候補データレコードの対応するセットを識別すること、及び
　受信したデータレコードに対応する候補データレコードのセットのうちの少なくとも１
つの候補データレコードについて、前記受信したデータレコードが、前記候補データレコ
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ードが属する候補データクラスタのクラスタ関連性基準を満たすか否かを決定すること、
を含む、前記方法。
【請求項２】
　２つのトークンが、前記トークンの間の距離が閾値を下回る場合、変数関係を有する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　処理することが、ノードの異なるサブセットが、ノードに関連する値に少なくとも部分
的に基づいて区別されるネットワークのグラフ表現を生成し、特定のノードに関連する値
が、受信したデータレコード内に出現するその特定のノードによって表されるトークンの
インスタンスの数のカウントを定量化することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　受信したデータレコードが、候補データレコードが属する候補データクラスタに関する
クラスタ関連性基準を満たすか否かを決定することが、前記候補データレコードが属する
前記候補データクラスタの少なくとも１つの代表データレコードを取り出すこと、及び前
記受信したデータレコードを前記代表データレコードと比較することを含む、請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　閾値より大きい値に関連するノードが、前記閾値より大きい値を有さないノードとはグ
ラフ上で区別される、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　受信したデータレコードが、候補データレコードが属する候補データクラスタに関する
クラスタ関連性基準を満たすか否かを決定することが、前記候補データレコードが属する
前記候補データクラスタの少なくとも１つの代表データレコードを取り出すこと、及び前
記受信したデータレコードを前記代表データレコードと比較することを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　距離が、共有される文字のシーケンスに基づいて測定される、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも１つのサブセットが、第１ノードと、前記第１ノードに関連する値以下の値
に関連するノードを接続するエッジをトラバースすることによって得られるノードとを含
む、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも第１サブセットが、前記第１サブセットの中の他のノードによって表される
トークンの代表であるトークンに関連する少なくとも１つのノードを含む、請求項４に記
載の方法。
【請求項１０】
　第１の受信したデータレコードに関連付けるデータクラスタを識別することが、前記第
１の受信したデータレコードの少なくとも１つのトークンをそのトークンの代表的トーク
ンで置き換えることを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　第１セットの他のノードに関連する値の平均値より閾値を超えて大きい値に関連する少
なくとも１つのノードを識別することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　エッジで互いに直列に接続された、識別されたノードのうちの任意の２つを特定するこ
とをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　２つのノードの間にエッジを追加することによって、又は２つのノードの間のエッジを
取り外すことによってネットワークを変更するように前記ネットワークに適用されるユー
ザからのインプット又は所定の規則を受け取ることをさらに含む、請求項１に記載の方法
。
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【請求項１４】
　ユーザインターフェースにおいて、ネットワークの視覚的表現を表示すること、及びノ
ードに関連する値を視覚的に示すことをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ユーザインターフェースを介してインプットを受け取ることをさらに含む、請求項１４
に記載の方法。
【請求項１６】
　コンピュータ可読記憶媒体上に格納されたコンピュータプログラムであって、
　コンピューティングシステムに、
　１又は２以上のフィールドの１又は２以上の値をそれぞれが含むデータレコードを受信
させること、さらに
　２又は３以上のデータレコードの１又は２以上のデータクラスタを識別させるために前
記受信したデータレコードを処理することであって、前記データクラスタが、識別された
トークンを表すネットワークに基づいて識別される候補データレコードに基づいて識別さ
れる、前記処理すること、を行わせるための命令を含み、前記処理することが、
　前記受信したデータレコードのフィールド又はフィールドの組み合わせの少なくとも１
つの値又は値のフラグメントをそれぞれが含むトークンを識別すること、
　前記識別されたトークンを表す前記ネットワークを生成し、前記ネットワークのノード
が、個々のトークンを表し、さらに前記ネットワークのエッジがそれぞれ、トークンの間
の変数関係を表すこと、
　それぞれの受信したデータレコードをデータクラスタに関連付けるために、同じセット
にある候補データレコードがそれぞれ、前記生成されたネットワークにおける接続された
ノードのサブセットによって表されるトークンの同じグループからの１又は２以上のトー
クンを含むように、候補データレコードの対応するセットを識別すること、及び
　受信したデータレコードに対応する候補データレコードのセットのうちの少なくとも１
つの候補データレコードについて、前記受信したデータレコードが、前記候補データレコ
ードが属する候補データクラスタのクラスタ関連性基準を満たすか否かを決定すること、
を含む、前記コンピュータプログラム。
【請求項１７】
　１又は２以上のフィールドの１又は２以上の値をそれぞれが含むデータレコードを受信
するように構成された入力デバイス又は入力ポートと、
　２又は３以上のデータレコードの１又は２以上のデータクラスタを識別するために前記
受信したデータレコードを処理するように構成された少なくとも１つのプロセッサであっ
て、前記データクラスタが、識別されたトークンを表すネットワークに基づいて識別され
る候補データレコードに基づいて識別される、前記プロセッサとを含む、コンピューティ
ングシステムであって、
　前記処理が、
　前記受信したデータレコードのフィールド又はフィールドの組み合わせの少なくとも１
つの値又は値のフラグメントをそれぞれが含むトークンを識別すること、
　前記識別されたトークンを表す前記ネットワークを生成し、前記ネットワークのノード
が、個々のトークンを表し、さらに前記ネットワークのエッジがそれぞれ、トークンの間
の変数関係を表すこと、
　それぞれの受信したデータレコードをデータクラスタに関連付けるために、同じセット
にある候補データレコードがそれぞれ、前記生成されたネットワークにおける接続された
ノードのサブセットによって表されるトークンの同じグループからの１又は２以上のトー
クンを含むように、候補データレコードの対応するセットを識別すること、及び
　受信したデータレコードに対応する候補データレコードのセットのうちの少なくとも１
つの候補データレコードについて、前記受信したデータレコードが、前記候補データレコ
ードが属する候補データクラスタのクラスタ関連性基準を満たすか否かを決定すること、
を含む、前記コンピューティングシステム。
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【請求項１８】
　１又は２以上のフィールドの１又は２以上の値をそれぞれが含むデータレコードを受信
するための手段と、
　２又は３以上のデータレコードの１又は２以上のデータクラスタを識別するために前記
受信したデータレコードを処理するための手段であって、前記データクラスタが、識別さ
れたトークンを表すネットワークに基づいて識別される候補データレコードに基づいて識
別される、前記手段とを含む、コンピューティングシステムであって、
　前記処理が、
　前記受信したデータレコードのフィールド又はフィールドの組み合わせの少なくとも１
つの値又は値のフラグメントをそれぞれが含むトークンを識別すること、
　前記識別されたトークンを表す前記ネットワークを生成し、前記ネットワークのノード
が、個々のトークンを表し、さらに前記ネットワークのエッジがそれぞれ、トークンの間
の変数関係を表すこと、
　それぞれの受信したデータレコードをデータクラスタに関連付けるために、同じセット
にある候補データレコードがそれぞれ、前記生成されたネットワークにおける接続された
ノードのサブセットによって表されるトークンの同じグループからの１又は２以上のトー
クンを含むように、候補データレコードの対応するセットを識別すること、及び
　受信したデータレコードに対応する候補データレコードのセットのうちの少なくとも１
つの候補データレコードについて、前記受信したデータレコードが、前記候補データレコ
ードが属する候補データクラスタのクラスタ関連性基準を満たすか否かを決定すること、
を含む、前記コンピューティングシステム。
【請求項１９】
　処理が、ノードの異なるサブセットが、ノードに関連する値に少なくとも部分的に基づ
いて区別されるネットワークのグラフ表現を生成することをさらに含み、特定のノードに
関連する値が、受信したデータレコード内に出現するその特定のノードによって表される
トークンのインスタンスの数のカウントを定量化する、請求項１６に記載のコンピュータ
プログラム。
【請求項２０】
　受信したデータレコードが、候補データレコードが属する候補データクラスタに関する
クラスタ関連性基準を満たすか否かを決定することが、前記候補データレコードが属する
前記候補データクラスタの少なくとも１つの代表データレコードを取り出すこと、及び前
記受信したデータレコードを前記代表データレコードと比較することを含む、請求項１９
に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　少なくとも第１のサブセットが、前記第１のサブセットの中の他のノードによって表さ
れるトークンの代表であるトークンに関連する少なくとも１つのノードを含む、請求項２
０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　第１の受信したデータレコードに関連付けるべきデータクラスタを識別することが、前
記第１の受信したデータレコードの中の少なくとも１つのトークンをそのトークンの代表
的トークンで置き換えることを含む、請求項２１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２３】
　閾値より大きい値に関連するノードが、前記閾値より大きい値を有さないノードとはグ
ラフ上で区別される、請求項２０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　少なくとも１つのサブセットが、第１のノードと、前記第１のノードに関連する値以下
の値に関連するノードを接続するエッジをトラバースすることによって得られるノードと
を含む、請求項２０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　受信したデータレコードが、候補データレコードが属する候補データクラスタに関する



(5) JP 6113740 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

クラスタ関連性基準を満たすか否かを決定することが、前記候補データレコードが属する
前記候補データクラスタの少なくとも１つの代表データレコードを取り出すこと、及び前
記受信したデータレコードを前記代表データレコードと比較することを含む、請求項１６
に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　２つのトークンが、それらのトークンの間の距離が閾値を下回る場合、変数関係を有す
る、請求項１６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２７】
　距離が、共有される文字のシーケンスに基づいて測定される、請求項２６に記載のコン
ピュータプログラム。
【請求項２８】
　処理が、第１のセットの中の他のノードに関連する値の平均値より閾値を超えて大きい
値に関連する少なくとも１つのノードを識別することをさらに含む、請求項１６に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項２９】
　処理が、エッジで互いに直列に接続された、識別されたノードのうちの任意の２つを特
定することをさらに含む、請求項２８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３０】
　２つのノードの間にエッジを追加することによって、又は２つのノードの間のエッジを
取り外すことによってネットワークを変更するように前記ネットワークに適用されるユー
ザからのインプット又は所定の規則を受け取ることを、コンピューティングシステムに行
わせる命令をさらに含む、請求項１６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３１】
　処理が、ノードの異なるサブセットが、ノードに関連する値に少なくとも部分的に基づ
いて区別されるネットワークのグラフ表現を生成することをさらに含み、特定のノードに
関連する値が、受信したデータレコード内に出現するその特定のノードによって表される
トークンのインスタンスの数のカウントを定量化する、請求項１７に記載のコンピューテ
ィングシステム。
【請求項３２】
　受信したデータレコードが、候補データレコードが属する候補データクラスタに関する
クラスタ関連性基準を満たすか否かを決定することが、前記候補データレコードが属する
前記候補データクラスタの少なくとも１つの代表データレコードを取り出すこと、及び前
記受信したデータレコードを前記代表データレコードと比較することを含む、請求項３１
に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３３】
　少なくとも第１のサブセットが、前記第１のサブセットの中の他のノードによって表さ
れるトークンの代表であるトークンに関連する少なくとも１つのノードを含む、請求項３
２に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３４】
　第１の受信したデータレコードに関連付けるデータクラスタを識別することが、前記第
１の受信したデータレコードの中の少なくとも１つのトークンをそのトークンの代表的ト
ークンで置き換えることを含む、請求項３３に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３５】
　閾値より大きい値に関連するノードが、前記閾値より大きい値を有さないノードとはグ
ラフ上で区別される、請求項３２に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３６】
　少なくとも１つのサブセットが、第１のノードと、前記第１のノードに関連する値以下
の値に関連するノードを接続するエッジをトラバースすることによって得られるノードと
を含む、請求項３２に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３７】
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　受信したデータレコードが、候補データレコードが属する候補データクラスタに関する
クラスタ関連性基準を満たすか否かを決定することが、前記候補データレコードが属する
前記候補データクラスタの少なくとも１つの代表データレコードを取り出すこと、及び前
記受信したデータレコードを前記代表データレコードと比較することを含む、請求項１７
に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３８】
　２つのトークンが、それらのトークンの間の距離が閾値を下回る場合、変数関係を有す
る、請求項１７に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３９】
　距離が、共有される文字のシーケンスに基づいて測定される、請求項３８に記載のコン
ピューティングシステム。
【請求項４０】
　処理が、第１のセットの中の他のノードに関連する値の平均値より閾値を超えて大きい
値に関連する少なくとも１つのノードを識別することをさらに含む、請求項１７に記載の
コンピューティングシステム。
【請求項４１】
　処理が、エッジで互いに直列に接続された、識別されたノードのうちの任意の２つを特
定することをさらに含む、請求項４０に記載のコンピューティングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、参照によりそれぞれ本明細書に組み込まれている、２０１１年１１月１５日
に出願した米国特許出願第６１／５６０，２５７号、及び２０１２年６月１５日に出願し
た米国特許出願第６１／６６０，２５９号の優先権を主張するものである。
【０００２】
　この説明は、変数トークンネットワークに基づくデータクラスタ化に関する。
【背景技術】
【０００３】
　データクラスタ化は、実質的に類似する情報が共有の識別子でラベル付けされ、その結
果、後でその情報が共通のロケーションに一緒にグループ化されているかのように処理さ
れ得るようにする方法である。この情報は、例えば、財務データ又は健康管理記録などの
様々なタイプの情報を含み得る。各クラスタ（複数のクラスタのセットの）は、いくつか
の類似性基準を満たすと判定されているデータ（例えば、文書、データベースレコード、
又は他のデータオブジェクト）の単位を含む。一部の技法は、データの単位をバッチとし
て処理してクラスタを生成する、又は既存のクラスタに追加する「オフライン」技法であ
る。一部の技法は、データの単位を、データが受け取られるにつれてインクリメンタルに
処理する「オンライン」技法である。クラスタは、１つのレベルの所与のクラスタがそれ
自体、別のレベルの複数のクラスタに分割される階層型であることが可能である。場合に
よっては、それらのクラスタは、各データ単位が厳密にそれらのクラスタのうちの１つに
入っているデータ単位の分割に対応し、場合によっては、クラスタは、データ単位が２つ
以上のクラスタのメンバである状態で重なり合うことが可能である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一態様では、一般に、方法が、１又は２以上のフィールドの１又は２以上の値をそれぞ
れが含むデータレコードを受信すること、及び受信したデータレコードを処理して、１又
は２以上のデータクラスタを識別することを含む。この処理は、フィールド又はフィール
ドの組み合わせの少なくとも１つの値又は値のフラグメントをそれぞれが含むトークンを
識別すること、識別されたトークンを表すネットワークを生成し、このネットワークのノ
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ードが、トークンを表し、さらにこのネットワークのエッジがそれぞれ、トークンの間の
変数関係を表すこと、及びノードの異なるサブセットが、ノードに関連する値に少なくと
も部分的に基づいて区別されるネットワークのグラフ表現を生成し、特定のノードに関連
する値が、受信したデータレコード内に出現するその特定のノードによって表されるトー
クンのインスタンスの数のカウントを定量化することを含む。
【０００５】
　態様は、以下の特徴のうちの１又は２以上を含み得る。
【０００６】
　２つのトークンは、それらのトークンの間の距離が閾値を下回る場合、変数関係を有す
る。
【０００７】
　少なくとも１つのサブセットが、第１ノードと、第１ノードに関連する値以下の値に関
連するノードを接続するエッジをトラバースすることによって得られるノードとを含む。
【０００８】
　少なくとも第１サブセットが、第１サブセットの他のノードによって表されるトークン
の代表であるトークンに関連する少なくとも１つのノードを含む。
【０００９】
　第１の受信したデータレコードに関連付けるデータクラスタを識別することは、第１の
受信したデータレコードの少なくとも１つのトークンをそのトークンの代表的トークンで
置き換えることを含む。
【００１０】
　第１セットの他のノードに関連する値の平均値より所定の閾値を超えて大きい値に関連
する少なくとも１つのノードを識別すること。
【００１１】
　この方法は、エッジで互いに直列に接続された、識別されたノードのうちの任意の２つ
を特定することをさらに含む。
【００１２】
　この方法は、２つのノードの間にエッジを追加することによって、又は２つのノードの
間のエッジを取り外すことによってネットワークを変更するようにネットワークに適用さ
れるユーザからのインプット又は所定の規則を受け取ることをさらに含む。
【００１３】
　この方法は、ユーザインターフェースにおいて、ネットワークの視覚的表現を表示する
こと、及びノードに関連する値を視覚的に示すことをさらに含む。
【００１４】
　この方法は、ユーザインターフェースを介してインプットを受け取ることをさらに含む
。
【００１５】
　別の態様では、一般に、コンピュータプログラムが、コンピュータ可読記憶媒体上に格
納される。このコンピュータプログラムは、コンピューティングシステムに、１又は２以
上のフィールドの１又は２以上の値をそれぞれが含むデータレコードを受信させ、さらに
受信したデータレコードを処理して、１又は２以上のデータクラスタを識別させるための
命令を含む。この処理は、フィールド又はフィールドの組み合わせの少なくとも１つの値
又は値のフラグメントをそれぞれが含むトークンを識別すること、識別されたトークンを
表すネットワークを生成し、このネットワークのノードが、トークンを表し、さらにこの
ネットワークのエッジがそれぞれ、トークンの間の変数関係を表すこと、及びノードの異
なるサブセットが、ノードに関連する値に少なくとも部分的に基づいて区別されるネット
ワークのグラフ表現を生成し、特定のノードに関連する値が、受信したデータレコード内
に出現するその特定のノードによって表されるトークンのインスタンスの数のカウントを
定量化することを含む。
【００１６】
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　別の態様では、一般に、コンピューティングシステムが、１又は２以上のフィールドの
１又は２以上の値をそれぞれが含むデータレコードを受信するように構成された入力デバ
イス又は入力ポートと、受信したデータレコードを処理して、１又は２以上のデータクラ
スタを識別するように構成された少なくとも１つのプロセッサとを含む。この処理は、フ
ィールド又はフィールドの組み合わせの少なくとも１つの値又は値のフラグメントをそれ
ぞれが含むトークンを識別すること、識別されたトークンを表すネットワークを生成し、
このネットワークのノードが、トークンを表し、さらにこのネットワークのエッジがそれ
ぞれ、トークンの間の変数関係を表すこと、及びノードの異なるサブセットが、ノードに
関連する値に少なくとも部分的に基づいて区別されるネットワークのグラフ表現を生成し
、特定のノードに関連する値が、受信したデータレコード内に出現するその特定のノード
によって表されるトークンのインスタンスの数のカウントを定量化することを含む。
【００１７】
　別の態様では、一般に、コンピューティングシステムが、１又は２以上のフィールドの
１又は２以上の値をそれぞれが含むデータレコードを受信するための手段と、受信したデ
ータレコードを処理して、１又は２以上のデータクラスタを識別するための手段とを含む
。この処理は、フィールド又はフィールドの組み合わせの少なくとも１つの値又は値のフ
ラグメントをそれぞれが含むトークンを識別すること、識別されたトークンを表すネット
ワークを生成し、このネットワークのノードが、トークンを表し、さらにこのネットワー
クのエッジがそれぞれ、トークンの間の変数関係を表すこと、及びノードの異なるサブセ
ットが、ノードに関連する値に少なくとも部分的に基づいて区別されるネットワークのグ
ラフ表現を生成し、特定のノードに関連する値が、受信したデータレコード内に出現する
その特定のノードによって表されるトークンのインスタンスの数のカウントを定量化する
ことを含む。
【００１８】
　態様は、以下の利点のうちの１又は２以上を有することが可能である。
【００１９】
　大量のデータをクラスタ化する際、パフォーマンス及びスケーラビリティを制限する主
な要因のうちの１つが、適切な距離測定の下でいずれが近いかを判定するのにレコード間
で行われなければならない計算の回数である。単純な全対全比較は、クラスタ化されてい
るレコードの数の２乗に比例して拡大縮小する。
【００２０】
　改良されたアプローチは、クラスタをインクリメンタルに発見し、各クラスタを、新た
なクエリレコードが近くなければならない代表的レコードで代表させてから、近くのレコ
ードのさらなる採点が行われる。クエリレコードが新たなクラスタに属することを発見す
ることは、既存のすべてのクラスタ代表がまず調べられてからでないと、新たなクラスタ
が作成され得ないため、別々のクラスタの数の２乗に比例して拡大縮小する。ビジネスの
顧客データベース内で個人又は世帯をクラスタ化する場合に一般的であるように、多数の
別々のクラスタに関して、このアプローチは、成り立たなくなる。
【００２１】
　本明細書で説明されるデータクラスタ化方法は、検索プロセスを使用して、おおよその
距離測定の下で、クエリレコードがいずれかの既存のクラスタに十分に近いかどうかを判
定してから、費用のかかる比較が行われる。このことは、クエリレコードが新たなクラス
タの最初のレコードである以前のアプローチにおける最悪ケースを最良ケースに変換する
。クエリレコードが既存のレコードと不十分な重なり合いしか有さない場合、クエリレコ
ードは、検索から候補レコードを全く返さず、新たなクラスタのメンバであるはずである
。
【００２２】
　本明細書で説明されるデータクラスタ化方法は、初期クエリから展開されるいくつかの
クエリの組み合わせに基づいてターゲットが狭く絞られた検索を使用する。これらの複数
のクエリは、検索中に検出すべきクエリ語句の変数一致（match）を可能にするとともに
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、フィールドの複数のトークンからの、又はレコードの複数のフィールドからの同時のク
エリを可能にする。この検索は、既存のクラスタの代表の役割をするマスタレコードのセ
ットから、候補一致基準を満たす候補レコードを見つけ出そうとする。検索インデックス
が、バッチモードで完全データセットに照らして事前計算されることが可能であり、又は
インクリメンタルモードで累加的に入力される（populated）ことが可能である。バッチ
モードにおいて、検索インデックスは、ビットベクトルの形態でレコードを一致するため
のロケーション情報を含むことが可能である。このことは、複数の検索の結果を組み合わ
せるブール計算を容易にする。
【００２３】
　候補一致基準は、検索の組み合わせの定性的な結果を、例えば、顧客の検索がラストネ
ームと都市の両方で一致したかどうかを符号化するコードである検索コードに関連して作
成されることが可能である。各検索コードに関連するサンプルレコードが、ユーザが候補
一致基準を調整するのを支援するように抽出されることが可能である。また、検索コード
は、一部の実施例において、候補一致基準全体を、検索結果に対するブール式として実現
して、トークンがおおよそで一致するだけでよい場合に検索を非常に迅速にすることを可
能にもする。
【００２４】
　候補一致基準を満たす候補レコードが見出された後、それらの候補レコードに関連する
各クラスタからの代表的レコードが、クエリレコードとの詳細な比較のために取り出され
る。より費用のかかる距離測定が、この比較のために使用される。検索コードと同様に、
一致コードが、比較される個々のフィールド又はフィールドの組み合わせの各ペア間で見
出される定性的一致、並びに特定のフィールドが、例えば、無効であったか、空白であっ
たか、又は入力されていたかを示す、比較される個々のフィールド又はフィールドの組み
合わせの入力の状態を含め、比較を定性的に要約するように構築される。一致コードから
のクラスタ化の後、様々な品質の一致の数を定量化する統計が累算されることが可能であ
る。また、各一致コードに関連する決まった数のサンプルレコードが、ユーザが様々な種
類の一致の品質を判断すること、及び一致結果を変えるようにそれに相応してレコードを
比較するのに使用される比較関数を繰り返し調整することを支援するように抽出されるこ
とも可能である。また、レコードの入力特徴と一致結果の品質の間の相互関係が、一致コ
ードから推論されることも可能である。
【００２５】
　クエリレコードと候補クラスタからの代表的レコードの間の詳細な比較のセットが、何
らかの一致閾値を超える一致する最良のペアを見出すように解析されることが可能である
。一致閾値を超える一致する最良のペアが存在しない場合、クエリレコードは、新たなク
ラスタの最初のレコードにされる。一致閾値を超える１つの一致する最良のペアが存在す
る場合、クエリレコードは、対応するクラスタに追加される。異なる既存のクラスタに対
して一致閾値を超える複数の一致するペアが存在する場合、クエリレコードは、一致する
最良のペアに関連するクラスタに追加されるが、ユーザによる点検のために提供され得る
代替のクラスタのセットが記録される。
【００２６】
　クラスタメンバシップ判定が行われ、すべてのクエリレコードがクラスタに割り当てら
れた後、ユーザが、クラスタ化されたレコードのネットワークを点検して、クラスタ承認
プロセスにとりかかることが可能である。あいまいな一致が、点検のためにユーザに合図
（flagged）される。ユーザは、クラスタ内の任意のレコードを確認することを選択する
ことが可能であり、確認した場合、そのレコードがクラスタ化に再び差し出された場合に
は、そのレコードは、クラスタ化プロセスを経ることなしに同一のクラスタｉｄを受け取
る。このことは、ユーザが、レコードが正しいクラスタに入っていることを手動で確認し
た場合、その決定が永続しなければならないというビジネス要件を満たす。
【００２７】
　ユーザは、レコードを、そのレコードが入れられていたクラスタから除外することを選
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択することが可能である。その後のクラスタ化実行時に、そのレコードは、そのクラスタ
に割り当てられることを阻止され、アルゴリズムによって判定された次善のクラスタに割
り当てられる。
【００２８】
　ユーザは、レコードを新たなクラスタにマップすることを選択することが可能である。
その後のクラスタ化実行時に、そのレコードは、新たなクラスタに割り当てられる。確認
されていない任意のレコードが、それらのレコードが、既存の他のクラスタのレコードに
対してよりも、そのレコードに近いという条件付きで、その新たなクラスタの中でそのレ
コードと一緒になることが可能である。同様に、ユーザは、選択されたレコードを、その
レコードがクラスタ化プロセスによって入れられていない、既存の異なるクラスタに再マ
ップすることが可能である。後の実行時に、選択されたレコードは、選択されたクラスタ
に入れられ、そのレコードに近い任意の（確認されていない）レコードが、その選択され
たレコードと一緒にその選択されたクラスタに移動する。このことは、ユーザが、少数の
選択された個々のレコードを再マップすることを可能にするとともに、選択されたレコー
ドと緊密に関係するすべてのレコードを再マップする再クラスタ化を可能にする。
【００２９】
　承認プロセスは、ユーザによる変更によって影響を受けるすべてのレコードを抽出し、
それらのレコードをクラスタ化プロセスを介して返すプロセスによって円滑にされる。も
たらされるデータクラスタは、前のデータクラスタに対して差別化され、ユーザには、そ
の結果が示される。その後、ユーザが、行われたばかりの変更に加えてさらなる変更を適
用して、それらの変更を繰り返す、又は破棄して、承認プロセスを始めからやり直すこと
を選択することが可能である。この承認プロセス全体が、一時作業領域で実行されること
が可能であり、このプロセスが完了して、ユーザが満足すると、クラスタ化プロセスを導
く基礎をなすクラスタストアが、永続的な生産領域に再び公開されることが可能である。
【００３０】
　本明細書で説明されるデータクラスタ化プロセスのさらなる利点は、バッチモードクラ
スタ化が、初期データセットに対して行われることが可能であり、将来のデータが、蓄積
されたデータセット全体を再クラスタ化する必要なしに、インクリメントモードを使用し
て既存のクラスタに追加され得ることである。このことは、個々のレコードのクラスタメ
ンバシップが、新たなデータが到着するにつれ、変化することがないというビジネス期待
及びビジネス要件を満たす。未確認のレコードが、クラスタ承認プロセス中に可能である
ように、再処理されない限り、個々のクラスタに対するそれらのレコードの割り当ては、
変化し得ない。
【００３１】
　多国籍機関が、多数の国の個人についての情報を格納する可能性がある。これらの国は
、データがどのように使用され、他国にエクスポートされ得るかを制限するデータプライ
バシーの法律又は規制を有することが可能である。データプライバシーの法律は、健康管
理記録及び財務記録を含む多種多様な異なるタイプのデータを保護することが可能である
。一部の国におけるデータ保護の法律は、いずれの他国へのデータのエクスポートも阻止
する。他の国において、そのような法律は、一部の国へのデータのエクスポートを許す一
方で、他の国へのデータのエクスポートを阻止する。本明細書の用法では、いずれの他国
へのデータの流れも制限する国は、データエクスポート禁止の国と呼ばれ、選択的な国へ
のデータの流れを制限する国は、選択的データエクスポートの国と呼ばれ、さらに制限的
データエクスポートの国が、データエクスポート禁止の国と選択的データエクスポートの
国をひとまとめにして指すように使用される。
【００３２】
　同時に、要求国が、それらの国の管轄下のエンティティから選択された情報が提供され
ることを要求することが可能である。例えば、米国（この例では、要求国）が、米国の管
轄下の地球規模の金融機関が、所望の個人に関連する銀行口座のリストを提供することを
要求するが、要求されたデータは、スイス国（この例では、制限的データエクスポートの
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国）にあることが可能である。
【００３３】
　本明細書で説明されるデータクラスタ化技法は、要求国における所望の個人に関連する
レコードを、制限されたデータエクスポートの国におけるレコードと、それらの国々から
データをエクスポートすることなしにクラスタ化するのに使用されることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１Ａ】クラスタ化プロセスを示すブロック図である。
【図１Ｂ】制限されたデータエクスポートの国が関与するクラスタ化プロセスを示す図で
ある。
【図１Ｃ】クラスタ化エンジンを示すブロック図である。
【図１Ｄ】候補検索エンジンを示すブロック図である。
【図１Ｅ】変数プロファイラを示すブロック図である。
【図１Ｆ】変数ネットワークアナライザを示すブロック図である。
【図１Ｇ】クラスタ承認エンジンを示すブロック図である。
【図２Ａ】変数－検索手順の例を示す図である。
【図２Ｂ】変数－検索手順の例を示す図である。
【図２Ｃ】変数－検索手順の例を示す図である。
【図２Ｄ】変数－検索手順の例を示す図である。
【図３Ａ】変数ネットワークの例を示す図である。
【図３Ｂ】トークン代表ストアを入力するプロセスの例を示す図である。
【図４】レプリケートされたセグメント化を使用するクラスタ化を並列化するためのプロ
セスの例を示す流れ図である。
【図５Ａ】レプリケートされたセグメント化を使用する並列クラスタ化の例を示す図であ
る。
【図５Ｂ】レプリケートされたセグメント化を使用する並列クラスタ化の例を示す図であ
る。
【図５Ｃ】レプリケートされたセグメント化を使用する並列クラスタ化の例を示す図であ
る。
【図６】自然キーによる分割を伴う並列代替キー生成の例を示す図である。
【図７Ａ】複数のフィールドからのクエリに対して検索することの例を示す図である。
【図７Ｂ】複数のフィールドからのクエリに対して検索することの例を示す図である。
【図７Ｃ】複数のフィールドからのクエリに対して検索することの例を示す図である。
【図７Ｄ】複数のフィールドからのクエリに対して検索することの例を示す図である。
【図８】変数ルックアップ手順を実施する削除－結合手順を使用することの例を示す図で
ある。
【図９】インクリメンタルモードでクラスタ化するためのプロセスの例を示す流れ図であ
る。
【図１０Ａ】インクリメンタルモードでクラスタ化することの例を示す図である。
【図１０Ｂ】インクリメンタルモードでクラスタ化することの例を示す図である。
【図１０Ｃ】インクリメンタルモードでクラスタ化することの例を示す図である。
【図１０Ｄ】インクリメンタルモードでクラスタ化することの例を示す図である。
【図１１Ａ】バッチモードでクラスタ化するためのプロセスの例を示す流れ図である。
【図１１Ｂ】バッチモードでクラスタ化するためのプロセスの例を示す流れ図である。
【図１１Ｃ】既存のクラスタの１つのメンバに一致するクエリレコードに関するクラスタ
メンバシップ判定プロセスの例を示す図である。
【図１１Ｄ】既存の複数のクラスタのメンバに一致するクエリに関するクラスタメンバシ
ップ判定プロセスの例を示す図である。
【図１２】複数の一致を調整するプロセスの例を示す流れ図である。
【図１３Ａ】複数の一致を調整することの例を示す図である。
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【図１３Ｂ】複数の一致を調整することの例を示す図である。
【図１３Ｃ】複数の一致を調整することの例を示す図である。
【図１４Ａ】クラスタ承認プロセスの例を示す流れ図である。
【図１４Ｂ】クラスタ承認プロセスの例を示す流れ図である。
【図１５Ａ】１つのシステム上で始まり、遠隔システム上で続くクラスタ化の例を示す流
れ図である。
【図１５Ｂ】１つのシステム上で始まり、遠隔システム上で続くクラスタ化の例を示す流
れ図である。
【図１５Ｃ】１つのシステム上で始まり、遠隔システム上で続くクラスタ化の例を示す流
れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
１　概略
１．１　検索ベースのクラスタプロセス概略
　図１Ａを参照すると、データ処理システム１０が、データソース１００からのデータを
クラスタ化するのに使用される。一部の実施例において、データ処理システム１０によっ
て実行されるクラスタ化プロセスが、場合により、無効な値を含め、それぞれのフィール
ド（「属性」又は「カラム」とも呼ばれる）に関する値を有するレコードとして編成され
たデータ内で出現するトークンを解析する。トークンは、フィールド又はフィールドの組
み合わせの少なくとも１つの値、又は値の少なくとも１つのフラグメントである。ユーザ
１０２が、ユーザインターフェース１０４を使用して、データソース１００、及びデータ
ソース１００の変数関係のネットワークにおける選択されたフィールド（又はフィールド
の組み合わせ）における値、トークン、並びに値及びトークンの変数のコレクションに関
して、場合により、表とグラフの両方として、レポートを受信すること、変数トークン、
類似した句（すなわち、マルチトークン単位）、及び類似したレコードを識別し、トーク
ン、句、又はレコードのあいまいな一致又は偽陽性の一致を見つけ出して、解決し、さら
にクラスタメンバシップ判定を行って、各レコードを１又は２以上のクラスタに割り当て
るビジネス規則を作成し、保持すること、並びに変数ネットワーク接続及びクラスタメン
バシップ判定を点検し、変更し、承認することを含む、クラスタ化プロセスの様々な態様
を監視して、制御する。
【００３６】
　データソース１００は、一般に、データセットとも呼ばれる、様々な個々のデータソー
スを含み、これらのデータソースのそれぞれが、独自の格納フォーマット及びインターフ
ェース（例えば、データベーステーブル、スプレッドシートファイル、フラットテキスト
ファイル、又はメインフレームによって使用されるネイティブフォーマット）を有するこ
とが可能である。個々のデータソースは、クラスタ化システム１０にローカルであること
が可能であり、例えば、同一のコンピュータシステム上でホストされ、又はクラスタ化シ
ステム１０から遠隔であることが可能であり、例えば、ローカルエリアネットワーク若し
くはワイドエリアネットワークを介してアクセスされる、又はクラウドにおけるウェブサ
ービスを介してクラスタ化システム１０にアクセスする、若しくはそのようなクラスタ化
システム１０によってアクセスされる遠隔コンピュータ上でホストされる。
【００３７】
　データソースにおけるデータは、１又は２以上のレコードとして編成されることが可能
であり、各レコードは、値を含む１又は２以上のフィールドを含み、各値は、文字のスト
リング又はバイナリ値からなる。ストリング文字は、単一バイト又はマルチバイトの文字
、例えば、ＡＳＣＩＩ又はユニコードであることが可能である。バイナリデータは、整数
などの数、及び画像データなどの生のデータ及び／又は圧縮されたデータを含み得る。
【００３８】
　データソース１００から読み取られたデータが、変数プロファイラ１１０によって処理
される。変数プロファイラ１１０は、トークンを識別し（例えば、所定の規則に基づいて



(13) JP 6113740 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

）、データの特定のトークンの出現（例えば、特定のトークンが出現するレコードの数）
をカウントし、さらに一部の実施例において、特定のトークンが出現する特定のレコード
を識別する情報を格納する。また、変数プロファイラ１１０は、何らかの類似性スコアに
基づいて、例えば、編集距離、音声上の類似性、又は共有される文字のシーケンスに基づ
く測定（例えば、「ｅｑｔｙ　ｆｎｄ」は、「ｅｑｕｉｔｙ　ｆｕｎｄ」に対して、「ｅ
ｑｔｙ　ｆｎｄ」のすべての文字が「ｅｑｕｉｔｙ　ｆｕｎｄ」の中で同一の順序で出現
するので、類似している）によって、互いの変数である識別された異なるトークンのペア
（「変数トークンペア」と呼ばれる）を識別することもする。外部データ１０６が、例え
ば、語の辞書、同義語及び省略形のリスト、ユーザが供給した変数ペアリング（例えば、
会社特有の同義語、省略形、又は頭字語）、又は名前の文化的変数ペアリング（例えば、
ニックネーム、変数つづり、外来名の変数音訳など）を供給することによって、類似性ス
コアを使用して変数プロファイラ１１０によって識別されたトークン及び変数トークンペ
アのコレクションを豊富化する、又は変更するのに使用され得る。そのようなリストは、
オリジナルオリジナルデータセットの中に存在しないトークンを追加する、又は無関係で
あるトークンの間に類似性によって変数ペアリングを生じさせることが可能である。また
、外部データ１０６が、変数ペアリングに関連するスコアを変更するのに（スコアが近さ
を示すのに使用される場合、このことは、トークン間の見た目の距離を変更するのに使用
され得る）、変数ペアリング（例えば、偶然に類似している辞書語間の）を断つのに、又
はトークンを取り外すのに使用されることも可能である。
【００３９】
　トークンの例が、値がスペースによって分離された複数の語からなるフィールドの語（
スペースなしの文字のストリング）、例えば、フルネームを含むフィールドからとられた
個人のファーストネーム、又はストリートアドレス（場合により、複数のフィールドを連
結することによって形成された）の語である。トークンは、都市の名前、「Ｎｅｗ　Ｙｏ
ｒｋ」のようにスペースを含むことも可能である。トークンは、政府識別子（ｉｄ）又は
インボイス番号のように、数値、場合により、バイナリであることが可能である。トーク
ンは、１つの文字が削除されているストリング、数字が削除されている数、ストリング若
しくは数からとられたｎ個の文字の隣り合ったシーケンスからなるｎグラムなどの、スト
リング値又は数値のフラグメントであることが可能である。トークンは、画像の中の領域
に対応するデータのような、バイナリフィールドのフラグメントであることも可能である
。
【００４０】
　変数プロファイラ１１０によって識別された変数トークンのペアリング（変数トークン
ペアにする）は、各トークンがノードで表され、変数トークンの間のペアリングが、それ
らのトークンを表すノード間のエッジに対応する変数ネットワークを規定する。この変数
ネットワークが、変数ネットワークアナライザ１２０によって解析されることが可能であ
る。通常のネットワークは、接続された複数の構成要素のコレクションを含むことが可能
であり、接続された各構成要素のノードはすべて、その構成要素における別のノードにエ
ッジで接続されるが、互いに接続される、異なる構成要素におけるノードは存在しない。
接続された構成要素は、エッジによって接続されたノードのセットの閉包である。定義に
より、異なる、接続された構成要素は、互いに素である。変数ネットワークアナライザ１
２０が、ネットワークの接続された構成要素のコレクションを識別することが可能であり
、１又は２以上のトークン代表を、変数ネットワークの接続された構成要素内の各トーク
ンに関連付けることが可能である。変数ネットワークのノードを特徴付ける数量の中には
、データセットのすべてのレコードにわたる選択されたフィールド（又はフィールドの組
み合わせ）の中の関連するトークンのインスタンスのカウントがあり、別個に、トークン
とペアにされた変数の数、つまり、そのトークンを代表するノードに接続されたエッジの
数に対応する、トークンの度数（又は配位数）が存在する。
【００４１】
　ユーザ１０２が、ユーザインターフェース１０４において、トークンに関する、詳細に
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は、単一の接続された構成要素内のトークンに関する変数ペアリングのネットワークのグ
ラフ表示を見ることが可能である。変数ネットワークの接続された構成要素の特定のサブ
セットが重要なものとなる可能性があり、グラフ表示の中で強調表示されてもよい。例え
ば、より大きいカウントを有するノードに接続されていないノードを考慮されたい。一部
の実施例において、これらのノードは、接続された構成要素に関するトークン代表のコレ
クションとして選択され得る。等しいカウント、又はより小さいカウントのノードにだけ
接続するエッジをたどることによって得られたノードのツリーからなるサブネットワーク
は、トークン代表の正規の近隣と呼ばれ得る。正規の近隣のすべてのノードが、その正規
の近隣のトークン代表によって表されることが可能である。正規の近隣は、重なり合って
もよい。したがって、トークンは、そのトークンがそれ自体、トークン代表ではない場合
、２つ以上のトークン代表に関連することが可能である。ユーザ１０２が、グラフィカル
ユーザインターフェース１０４を介して正規の近隣、及び正規の近隣の重なり合いを視覚
化できることが有用である。
【００４２】
　選択されたトークンとペアにされた変数トークンのセットは、そのトークンのローカル
近隣と呼ばれる。選択されたトークンは、ローカル近隣に関するプライマリと呼ばれる。
グラフ表示において、ローカル近隣は、選択された（プライマリ）ノードにエッジで接続
されたノードのセットである。トークンの度数（又はグラフ的な意味における配位数）は
、ローカル近隣のサイズ（トークン自体を除外するように１を引いた）である。選択され
たトークンの重要度は、選択されたトークンのローカル近隣における各トークンに関する
出現のカウントの合計を、少なくとも１つのトークン（その選択されたトークンが出現す
る所与のソース及びフィールド又はコンテキスト）を含むレコードの数で割った比のログ
として計算される。この重要度は、様々なトークンの相対的重要性が比較されることを可
能にし、すなわち、より高い重要度を有するトークンは、より少ないレコードの中で出現
し、したがって、検索において使用される際、より区別する役割をする。
【００４３】
　一部の実施例において、統計試験によって特異であると識別されるトークン、例えば、
カウントが、平均にローカル近隣におけるトークンのカウントの標準偏差を足した合計を
超えるトークンが、「（ローカルの）陽性のトークン」と識別され得る。（正規の近隣に
おける、又は実際、任意の近隣におけるトークンに関して同様の識別が行われ得る。）会
社名又は個人名の個々の語から形成されたトークンに関して、陽性のトークンは、例えば
、誤りで形成されたタイプ入力上の変数ではなく、統計的に「実際の」語又は名前である
可能性が高い。つまり、そのトークンの出現の頻度が、十分に高く、したがって、データ
セット内のそのトークンの近隣のコンテキスト内で、そのトークンが偶然、出現した可能
性は低い。
【００４４】
　陽性のトークンは、必ずしも辞書の中で見つかるものと予期されないことに留意された
い。データセットの中でつづりの間違った語が優勢である体系的な理由が存在し得る。詳
細には、沢山の勝手に作られた、又は意図的につづりの誤った語が、独特の会社名を形成
するのに使用される。同様に、データセットの統計がすべての辞書語の識別をサポートす
るわけではない可能性があるため、すべての辞書語が陽性のトークンとして認識されるわ
けではない。
【００４５】
　多くのローカル近隣は、１つの陽性のトークンを有する。陽性のトークンは、統計的な
意味で、「実際の」トークンであり、その他のトークンは、比較的稀な変数である。一部
のローカル近隣は、すべての変数トークンの出現の頻度が同様であるため、陽性のトーク
ンを全く有さない可能性がある。このことは、特に、陽性のトークンを区別するのに不十
分な統計しか存在しない場合に、データセットの中で稀であるトークンに関して生じ得る
。陽性のプライマリトークンのローカル近隣が、２つ以上の陽性のトークンを有する場合
、その他の陽性のトークンは、「偽陽性」と見なされる。つまり、それらのトークンは、
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統計的に、プライマリ陽性トークンの偶然の変数ではなく、他の「実際の」トークンであ
る可能性が高い。そのような偽陽性を識別することは、そのような偽陽性が、意味上の意
義に基づいてペアにされるべきではない類似性に基づいてペアにされたトークンを表すの
で、有用である。変数ネットワークの精度が、そのような変数ペアリングを断つことによ
って向上させられることが可能である。複数形のような一部の「偽」陽性は、変数として
残されるべきであるため、いくらかの配慮が要求される。
【００４６】
　トークン代表のコンテキストにおいて、正規の近隣に関して陽性のトークンを識別する
ことは、有用であり得る。一部の非常に一般的な個人名は、非常に類似している。例えば
、「Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ」と「Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ」を考慮されたい。１つの代入だけで
異なることが、「Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ」と「Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ」を変数ペアにする。所
与のデータセットの中で「Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ」と「Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ」のうちのいず
れかが、他方より頻繁であり、そのいずれかが、「Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ」と「Ｆｅｒｎａ
ｎｄｅｚ」の両方を含む正規の近隣において最も頻繁に出現するトークンである可能性が
高く、したがって、一部の実施例において、その正規の近隣のトークン代表である。「Ｈ
ｅｒｎａｎｄｅｚ」と「Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ」の間の結び付きを断つことによって、「Ｈ
ｅｒｎａｎｄｅｚ」と「Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ」はともに、より大きいカウントの別のトー
クンに結び付けられる可能性が低いトークンになり、すると、それぞれの独自の（重なり
合う）正規の近隣を有するトークン代表となる。例えば、「Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ」と「Ｆ
ｅｒｎａｎｄｅｚ」の間の結び付き、及び他の類似したペアを断つ、さらなる剪定が、こ
れらの正規の近隣をより完全に分離するのに必要である可能性がある。
【００４７】
　ユーザ１０２が、ユーザインターフェース１０４を使用して、例えば、ノード間でエッ
ジを追加すること、若しくは削除すること、又はノードを追加すること、若しくは取り外
すことによって、変数ネットワークを操作することが可能である。このことは、適切な外
部データ１０６を供給することによって変数プロファイラ１１０によって実行される手順
において行われている可能性があるのと同様に、変数ペアリングを追加すること、若しく
は断つこと、又はトークンを追加すること、若しくは取り外すことに対応する。グラフィ
カルユーザインターフェース１０４が、このことを行う有用な方法をもたらす。また、グ
ラフィカルユーザインターフェース１０４は、陽性のトークンを他のトークンからグラフ
ィックスで区別し、陽性のトークンを接続するエッジを強調表示することも可能である。
接続された陽性のトークンのすべての変数ペアをリストアップするビューが、いずれのエ
ッジを断ち、いずれのエッジを保つかを選択する機構と一緒に与えられることが可能であ
る。
【００４８】
　検索ベースのクラスタ化エンジン１３０が、一部の実施例では、並列に処理されるよう
にセグメントに分けられ、及び／又はプロセッサの間で分割された「トークン化されたレ
コード」（コンテンツがトークン化されているレコード）を処理して、類似したコンテン
ツを有するレコードをグループ化して（それらのレコードに対応するトークンに基づいて
）、データクラスタ１８０のコレクションを生成する。クラスタ化エンジン１３０は、デ
ータソース１００におけるレコードのバッチ内のすべてのレコードが最初から比較のため
にひとまとめに利用できる「バッチモード」（又は「オフラインモード」）で、又はレコ
ードが、到着するにつれ、それまでに処理されているレコードのコレクションに照らして
処理される「インクリメンタルモード」（又は「オンラインモード」）で実行されること
が可能である。
【００４９】
　一部の実施例において、バッチモードが、初期のクラスタ化を得るのに使用され、後の
レコードが、インクリメンタルモードで追加される。すると、データを追加することは、
蓄積されたデータの完全なセットを最初から再クラスタ化することを要求しない。追加の
レコードだけを処理する明白なパフォーマンス上の利点に加えて、このことは、クラスタ
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に対するレコードのそれまでに決定された割り当てが、データセット全体が最初から再ク
ラスタ化されるとした場合に生じ得るように、新たなデータが到着するにつれて変わるこ
とがあり得ないというさらなる利点を有する。このことは、クラスタ、及びクラスタのメ
ンバが、クラスタ化プロセスとは無関係にビジネス意義を有するとともに、企業は、より
多くのデータが利用可能になるというだけの理由でクラスタメンバシップが変わり得ると
いう考え方には抵抗があるので、ビジネスコンテキストでクラスタ化を行う際に特に重要
である。
【００５０】
　クラスタストア１７０は、検索ストア１４６及び代表的レコードストア１７８（図１Ｄ
及び図１Ｇ参照）を含め、クラスタ化エンジン１３０によって保持され、クラスタプロセ
スに参加する。一部の実施例において、クラスタストア１７０に加えて、変数プロファイ
ラ１１０及び変数ネットワークアナライザ１２０からの結果が、クラスタ化プロセス中に
類似性に関してレコードを比較する際に考慮に入れられることが可能である。
【００５１】
　データクラスタは、コンテンツが十分に類似していると判断されているデータレコード
のセットである。クラスタに含められたデータレコードは、そのクラスタのメンバである
と言われる。一部の実施例において、クラスタのレコードは、そのクラスタの他のメンバ
と高い度合の類似性を示し、他のクラスタのメンバと低い度合の類似性を示す。
【００５２】
　セグメントは、クラスタにおけるメンバシップに関して互いに比較され得るデータレコ
ードのセットである。異なるセグメントのレコードは、クラスタ化エンジン１３０によっ
て比較されず、必然的に、別々のクラスタに対するメンバシップを割り当てられる。デー
タレコードセットをセグメントに入れることは、セグメント化と呼ばれる。レコードは、
２つ以上のセグメントのメンバであり得る。一部のシナリオにおいて、例えば、レコード
のコレクションを、製品識別子、又は郵便番号若しくは出所の国のような地理的数量のよ
うな互いに素なセットに分割する特性を分類する、クラスタにわたって共通であると見込
まれる値に基づく自然なセグメント化が存在する。一部の実施例において、データクラス
タは、他の基準に基づいてセグメント化されることが可能であり、例えば、データが、政
府によって割り当てられた識別子のフラグメントに基づいてセグメント化されることが可
能である。一部の実施例において、複数のレベルのセグメント化が可能である。例えば、
データが、出所の国別にまずセグメント化されることが可能であり、それぞれの出所の国
セグメント内のデータクラスタが、政府によって割り当てられた識別子のフラグメントに
よってさらにセグメント化されることが可能である。
【００５３】
　一部の実施例において、並列に処理する際、各セグメントは、異なるセグメントのレコ
ード間で比較は全く行われないため、別の処理パーティションに送られることが可能であ
る。他の実施例において、検索ストアを含め、クラスタ化エンジン１３０によって使用さ
れる或るデータが、すべてのパーティションによって共有されるという条件付きで、同一
のセグメントのデータレコードが、並列に処理されるべき別々のパーティションに分割さ
れることが可能である。
【００５４】
　遠隔処理システム間の情報の制限された流れ、又は単方向の流れが関与する一部の実施
例において、クエリ、並びに検索ストアエントリのような共有される情報が、制限された
遠隔処理システムにおいて閲覧される結果の信頼性を損なうことなしに、制限された遠隔
処理システムに単方向で送られることが可能である。例えば、一部の国々は、それらの国
々の国境をまたいだ個人情報の共有を制限し、すなわち、いくつかの国は、他のすべての
国へのデータエクスポートを禁止する（例えば、スイス国）一方で、他の国々は、米国を
含む、選択された他の国々へのデータエクスポートを禁止する（例えば、フランス）。図
１Ｂにおいて、クエリ２０が、ユーザ２２によって米国２１内で開始される。このクエリ
は、個人名、政府によって割り当てられた識別子、及び生年月日からなることが可能であ
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り、このクエリの目的は、名前を指定された個人によって所有されるすべての銀行口座を
見つけ出すことである。このクエリが、米国２１内で保持されるデータクラスタ２３に適
用され、いくつかのレコード（候補レコードと呼ばれる）が返される。検索ストア１４６
からの検索エントリ、又は代表的レコードストア１７８からの代表的レコードなどのさら
なる情報が、このクエリの結果として取り出され、保持されることが可能である。このク
エリ、候補レコード、及び、場合により、さらなる情報が、選択的データエクスポートの
国４１内で保持されるデータクラスタ４３に照らして、ローカルユーザ４２によってロー
カルでクラスタ化されるように、選択的データエクスポートの国４１に送られることが可
能である（４０）。同様に、このクエリ、候補レコード、及び、場合により、さらなる情
報が、選択的データエクスポートの国５１内で保持されるデータクラスタ５３に照らして
、ローカルユーザ５２によってローカルでクラスタ化されるように、データエクスポート
禁止の国５１に送られることが可能である（５０）。クラスタ化の結果は、適切なローカ
ルアクションのために、例えば、詐欺検知又は法律執行のために、制限されたデータエク
スポートの国々の国内で利用可能となる。制限されたデータエクスポートの国がその国の
データ、又はその国の共有される情報（検索エントリ又は代表的レコードのような）をエ
クスポートしないことは、制限されたデータエクスポートの国におけるデータから導き出
されるクラスタメンバがその国の外では見えないことを単に意味する。その制限された国
の外でクラスタ化されたデータの完全性は、影響を受けない。
【００５５】
　一部の実施例において、レコードの類似性は、採点関数及びビジネス規則を使用して、
データレコードの１又は２以上のフィールドからのトークンの比較を組み合わせてスコア
にすることによって測定される。検索コード及び一致コードなどのデータパターンコード
が、レコードの特性を要約し、類似性を測定するためのビジネス規則を作成する際と、結
果をユーザ１０２に提示する際の両方で役立つ。例えば、レコードに関する検索コードが
、レコードのセットの間で共有されるトークンの組み合わせにラベルを付けることが可能
である一方で、ペアに関する一致コードが、比較されている各フィールド、又はフィール
ドの各組み合わせに関して一致品質、及び入力の状態を符号化することが可能である。例
えば、比較されるフィールド値のペアに関する一致コード内の一致品質状態は、それらの
値が同一であった場合、「厳密な一致」を含むことが可能であり、又は類似性スコアがフ
ァジー一致閾値より大きかった場合、「ファジー一致」を含むことが可能である。一致コ
ード内の入力状態は、ペアのレコード１における値が無効又は空白（０以上のスペース文
字）である場合、「入力されていない１」を含むことが可能であり、あるいはペアのレコ
ード１における値とレコード２における値がともに入力されている、又はともに無効若し
くは空白である場合、「相互に関係する入力」を含むことが可能である。検索コード又は
一致コードは、検索又は一致ペアを特徴付ける様々な属性に関するそのようなコード化さ
れた状態のコレクションから組み立てられる。各検索コードを有するサンプルレコード、
又は各一致コードを有する一致するペアからのサンプルレコードが、ユーザに表示され得
る。このことは、ユーザが、クラスタメンバシップ判定を行うのに使用される類似性の測
定を開発し、改良し、調整するのに役立ち得る。
【００５６】
　クラスタ承認エンジン１９０が、ユーザ対話を介してクラスタ判定を繰り返し改良する
のに使用され得る。ユーザ１０２が、例えば、レコードをクラスタのメンバとして確認し
て、又はレコードを新たなクラスタ若しくは既存のクラスタに再マップして、ユーザイン
ターフェース１０４を介して一連のクラスタ承認判定を行う。クラスタ全体を分割するの
に、又はマージするのに、選択されたレコードがユーザ１０２によって再マップされるだ
けでよい。クラスタ承認判定によって潜在的に影響を受けるレコードが、クラスタ化エン
ジン１３０を介して識別され、取り出され、再処理されて、変更されたデータクラスタ１
８０がもたらされる。個々のレコードを再マップすることは、クラスタメンバシップに対
してカスケード効果を有し、影響を受けるレコードが再クラスタ化されると、既存のクラ
スタが分割される、又はマージされることをもたらし、つまり、クラスタのオリジナルプ
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ライマリレコードに対してよりも、再マップされるレコードに近いレコードは、再マップ
されるレコードと一緒に再マップされるレコードの新たなクラスタに移動する。ユーザ１
０２には、ユーザによるクラスタ承認選択によって誘発された変化を検証するようにユー
ザインターフェース１０４においてデータクラスタの「前と後の」表現が示されることが
可能である。次に、ユーザ１０２が、結果に満足するまで、クラスタを変更することを繰
り返しで継続することが可能である。再マップすることによって生じるカスケード効果の
ため、ユーザは、個々のすべてのレコードの配置を細かく管理する必要なしに、いくつか
の賢明な変更で多くのレコードの配置を操作することができる。
【００５７】
１．２　クラスタ化エンジン
　図１Ｃは、クラスタ化エンジン１３０の実施例の要素を図示する。一部の実施例におい
て、データソースレコード１００又はトークン化されたレコード１１８が、セグメント化
エンジン１３２によって読み取られて、セグメントに分離され、及び／又は並列パーティ
ショナ１３４によって並列処理のために複数のプロセスの間に分割される。
【００５８】
　一部の実施例において、オリジナルレコード又はトークン化されたレコードのセットが
、より区別しやすいレコードを先にして、レコードの識別性又は豊かさを反映する順序を
課すように並べ替えられる（１３６）（各セグメント内、及び／又は各プロセス内で）こ
とが可能である。このことは、クラスタ化の品質を向上させ得る。識別性とは、多様な値
及び複数のトークンを包含するより完全に入力されたフィールドを有するレコードが、入
力されていないフィールド、及びデフォルトの値又は単一トークンで入力されたフィール
ドを包含する、場合により、不完全なレコードの場合と比べて、他のレコードから直観的
により区別しやすいということを意図している。
【００５９】
　例えば、１つの識別性の基準は、レコードの特徴的入力パターンに基づくことも可能で
ある。入力パターンコードが、例えば、レコードの１若しくは２以上のフィールドの選択
されたセット、又はフィールドの組み合わせに関する値のセット（クラスタメンバシップ
と関係のある）、例えば、フィールドが入力されていない（無効、空、又は空白）場合の
値「０」、フィールドがデフォルトの値を包含する場合の値「１」、フィールドにデフォ
ルトでない値が入力されている場合の値「２」を連結することによって、レコードの入力
の状態を符号化するのに使用され得る。他のより大きい値が、フィールドの入力の状態、
例えば、テキストフィールドのトークンの数のさらなる定性的な区別を行うのに使用され
ることも可能である（それらの数が「９」を超え得る場合、他のコード値の表現において
適切な補償を行って）。識別性のスコアが、入力パターンコードにおける様々な入力値の
重み付けされたスコアとして計算されることが可能である。より高いスコアは、より区別
しやすいレコードを示し、レコードを編成する並べ替え１３６は、識別性のスコアの上位
の順からの並べ替えであることが可能である。（一般に、並べ替え順序は、スコアにまず
変換することをしない、入力パターンコードなどの数値でない識別性の基準から決定され
得る。）識別性のより正式の測定は、所与のソース及びフィールド（又はコンテキスト）
における各トークンの重要度のような統計的な測定を含む変数プロファイラストア１１５
のデータを使用して構築され得る。
【００６０】
　識別性の並べ替え１３６を行う目的は、そうすることが、クラスタ化メンバシップ判定
プロセスがインクリメンタルであるため、すなわち、レコードが、処理されるにつれ、ク
ラスタに割り当てられるため、より良好なクラスタ化結果につながることである。詳細に
は、クラスタの数は、始めには知られておらず、レコードが処理されるにつれ、新たなク
ラスタが発見される。識別性の順序付けは、クラスタメンバシップ判定プロセスと一緒に
機能して、クラスタメンバシップ判定プロセスと適合する最大数の個別のクラスタをもた
らすように設計される。より低い識別性のスコアを有し、しばしば、それに付随するより
低いデータ品質を有するレコードが先に処理された場合、それらのレコードが、さもなけ
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れば区別しやすいクラスタの凝集を誘発する傾向があることを経験が示す。
【００６１】
　一部の実施例において、実質的に異なるデータ品質を有するレコードが別々に処理され
るデータ品質カスケードでクラスタ化を実行することが好ましい可能性がある。例えば、
顧客名、政府ｉｄ、及び生年月日を有する銀行レコードに関して、３つすべてのフィール
ドが（デフォルトでない値で）入力されているレコードのセットを、２つのフィールドが
（デフォルトでない値で）入力されているレコードとは別個に、１つだけのフィールドが
入力されているレコードとは別個に処理する価値がある。クラスタ化メンバシップ判定の
信頼性は、レコードの完全性が低下するにつれて低下し、別々のクラスタ化動作を行うこ
とが、ユーザがこのことの影響を理解するのを助ける可能性がある。同様に、異なる識別
性のスコアのレコードが、ユーザ１０２のためにユーザインターフェース１０４において
グラフ表示で特徴付けられることも可能である。例えば、それらのレコードが、いずれの
レコードの信頼性がより低いかをユーザが一目で見分けることができるように、高い識別
性から低い識別性までに及ぶ階調スケールで色付けされることも可能である。また、ユー
ザインターフェース１０４は、やはり、ユーザが所与の品質のデータに集中することを可
能にする、異なる範囲の識別性を有するトークンの表示のオンとオフを切り換えるための
スイッチを有することも可能である。ここで、識別性は、データ品質の代わりとして使用
されているが、グラフ表示は、クラスタ化を駆動するのに使用される識別性のスコアとは
無関係に導き出されたデータ品質の直接の測定を使用することも可能である。
【００６２】
　クラスタ化エンジン１３０は、比較のために利用可能なレコードのセットの中から、ク
エリレコードと呼ばれる、それぞれのオリジナルレコード又はトークン化されたレコード
に関する候補一致を識別する候補検索エンジン１４０を含む。候補検索エンジンによって
レコードが全く取り出されない場合、新たなクラスタｉｄが生成されて、そのクエリレコ
ードに割り当てられる。その新たなクラスタについての適切な情報が、クラスタストア１
７０の中に格納される。レコードが候補検索エンジンによって取り出された場合、それら
のレコードは、クラスタメンバシップ判定を行うのに先立って、採点エンジン１５０によ
ってクエリレコードに照らして詳細に採点される。クラスタメンバシップエンジン１６０
が、採点されたクエリレコードのクラスタメンバシップを判定する。変数プロファイラ１
１０によって生成された変数プロファイラストア１１５、及び変数ネットワークアナライ
ザ１２０によって生成された変数ネットワークストア１２６、並びに他のクラスタストア
１７０がすべて、候補レコードを識別すること、及び採点することを支援するように候補
検索エンジン１４０及び採点エンジン１５０によって使用され得る。
【００６３】
　一部の実施例において、単一のレコードが、例えば、異なるセグメントの中で、又は異
なるクラスタ戦略を用いた別々のクラスタ化動作で、複数のクラスタに割り当てられるこ
とが可能である。複数一致リコンサイラ１６５が、各レコードを単一のクラスタに関連付
けるように割り当てを調整するのに使用され得る。
【００６４】
　一部のシナリオにおいて、複数のクラスタに対するあいまいな一致が、複数の一致が調
整された後に、例えば、レコードが２つ以上のクラスタにおけるメンバシップに近い場合
のように、代替の一致を区別するのに不十分な情報しか存在しない場合に、残る可能性が
ある。例えば、「Ａｃｍｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｃａｎａｄａ」という名前、及び「
Ａｃｍｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ」という名前でラベルが付けられ
た別々の２つのクラスタが存在するものと想定されたい。「Ａｃｍｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉ
ｅｓ」というクエリレコードは、両方の名前に対して等しい一致である。他の情報がない
状況において、「Ａｃｍｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ」がいずれのクラスタに割り当てられ
るべきかは、あいまいであり、解決できない。そのような事例において、あいまいな一致
が、場合により、あいまいな一致に関与するレコードに、クラスタ化される（一致する）
レコードのネットワークのグラフ表示において別の色で印を付けて、ユーザインターフェ
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ース１０４においてユーザ１０２に報告され、表示されることが可能である。
【００６５】
　一部の実施例において、クラスタメンバシップ判定プロセスは、あいまいなレコードを
、可能な代替のクラスタのセットからの１つのクラスタに割り当てることが可能である。
あいまいなメンバとペアにされたクラスタメンバシップ判定に関与するクラスタの各メン
バに関して、ユーザインターフェース１０４が、あいまいなレコードから、メンバシップ
が許可されたクラスタのペアにされたメンバに至るエッジを１つの色で表示し、メンバシ
ップが拒否されたクラスタの対応するメンバに至る各エッジを異なる色で表示することが
可能である。（例えば、図１１Ｄで、あいまいなレコード１１９０と一致されるクラスタ
のメンバ１１９３の間のエッジが黒で示される一方で、あいまいなレコードと一致されな
いクラスタのメンバ１１９４の間のエッジがグレーで示される。）この表示は、ユーザ１
０２が、クラスタメンバシップエンジンによって行われた判定を、クラスタメンバシップ
エンジンによる割り当てを受け入れる、又は変更する前に直ちに利用可能な代替から容易
に区別できるようにすることが可能である。
【００６６】
　候補検索エンジン１４０の目的は、類似性の最低限の標準を満たすレコードだけを取り
出す検索を実行することによって、クエリレコードと詳細に比較される必要があるレコー
ドの数を減らすことである。基本的に、比較に利用できるレコードのセット（バッチ事例
では、セグメントのすべてのレコード）には、インデックスに照らした検索が、一致であ
る可能性が全くないレコードを破棄する計算リソースをわずかしか使用しない高速のフィ
ルタとして使用され得るように、インデックスが付けられる。クラスタ化エンジン１３０
のパフォーマンスは、候補検索エンジン１４０が、詳細に考慮されるべきレコードのセッ
トを絞ることの成功に劇的に影響され得る。
【００６７】
１．３　候補検索エンジン
　図１Ｄは、候補検索エンジン１４０の実施例の要素の概略を示す。クエリレコードが、
データソースレコード１００Ｐ又はトークン化されたレコード１１８Ｐのセットから読み
取られる。このクエリレコードは、オリジナルレコード又はトークン化されたレコードが
、並列に処理されるようにセグメント化され、及び／又は分割されている場合、セグメン
トの中に、及び／又は並列パーティションの中に入っていることが可能である。クエリは
、クエリレコードの１若しくは２以上のフィールド、又はフィールドの組み合わせから１
若しくは２以上のトークンを選択する事前定義された、又はユーザによって指定された手
順に基づき、クエリ構築手順１４２によって、選択されたトークン、又は選択されたトー
クンの組み合わせから生成される。一部の実施例において、生成されたクエリは、クエリ
展開エンジン１４３によって、１又は２以上の特定のクエリを含む展開されたクエリに展
開される。
【００６８】
　一部の実施例において、採点エンジン１５０によるクラスタメンバシップを判定するこ
とに関与する、採点フィールドと呼ばれるフィールドのコレクションが、採点エンジン１
５０によって使用される採点規則から見出されることが可能である。採点規則は、事前定
義された、又はユーザによって指定された規則セットの中で指定され、この規則セットの
中で、１若しくは２以上のフィールド、又はフィールドの組み合わせが、類似性に関して
別々に比較され、その後、集合的なセットの中間フィールドスコアが組み合わされて、全
体的なレコードスコアが計算される。規則セットは、規則のコレクションであり、それら
の規則のそれぞれが、入力値、定数、パラメータ、他の中間値、他の出力値、並びに１又
は２以上の事例ベースの割り当てのセットの中で他のデータセットを調べることによって
得られた値を組み合わせることによって、１若しくは２以上の中間値又は出力値を計算し
、このことは、組み込まれた論理演算及び数学的演算、組み込まれた関数、並びにユーザ
によって定義された関数の組み合わせを使用することが可能である。規則セットは、いく
つかがベクトルであり得る、１又は２以上の出力値を生成することが可能である。採点規
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則セットの採点規則は、入ってくるデータレコードからの選定されたフィールドを使用し
、これらのフィールドが、ひとまとめに採点フィールドと呼ばれる。
【００６９】
　採点フィールドの中で同一の値を共有するレコードのセットは、同一のクラスタメンバ
シップ判定を共有する。採点フィールド重複排除モジュール１４４が、そのようなレコー
ドセットのうちの最初のレコードだけが採点にかけられ、後続のレコードは、そのクラス
タメンバシップ結果を単に継承することを確実にする。
【００７０】
　検索エントリ展開エンジン１４５が、入ってくるデータソース１００全体におけるレコ
ードに、又は既存のデータクラスタレコードのセット１８０に適用されて、検索ストア１
４６が構築される。
【００７１】
　クエリレコードが、候補検索エンジン１４０のコア検索エンジン１４７に送られる。検
索エンジン１４７は、展開された各クエリを取り込み、そのクエリレコードと識別された
候補一致レコードの間の可能な候補一致の一意のレコード識別子の１又は２以上のリスト
を返す。これらのリストは、クラスタ候補セレクタ１４８に送られ、セレクタ１４８が、
事前定義された規則及び／又はユーザによって指定された規則（例えば、規則セット）を
適用して、採点エンジン１５０による詳細な採点の投資に値する最低基準を満たす候補一
致レコードのリストを識別する。一部の実施例において、クエリレコードと利用可能なレ
コードの間で一致されるトークンの組み合わせを特徴付ける検索コードが、選択プロセス
を円滑にするとともに、選択プロセスを遡及的に解析するのに使用される。
【００７２】
１．４　変数プロファイラ
　図１Ｅは、変数プロファイラ１１０の実施例の要素の概略を示す。変数プロファイラ１
１０は、参照により本明細書に組み込まれている、「Managing　an　Archive　for　Appr
oximate　String　Matching」という名称の米国特許出願公開第２００９／０１８２７２
８号明細書において説明されるようなアーカイブを生成するためのプロセスを含む、変数
トークンのペアリングを識別するアーカイブを生成するための様々な技法のいずれかを使
用することが可能である。レコードが、データソース１００から読み取られる。それらの
レコードが、スタンダダイザ１１２及びトークナイザ１１３によって処理されることを含
め、データ準備モジュール１１１におけるプロファイリングのために準備される。スタン
ダダイザ１１２が、選択されたフィールド（又はフィールドの指定された組み合わせ）の
性質及び意味に基づいて、入ってくるデータを標準化するように事前定義された規則及び
／又はユーザによって指定された規則を適用する。例えば、ストリング値が、小文字に変
換されることが可能であり、特定の句読文字が、削除される、スペース文字で置換される
、又は削除されることと、スペース文字で置換されることの両方が行われる（場合により
、複数のレコードをもたらして）ことが可能である。トークナイザ１１３が、フィールド
の性質及び意義に応じて、フィールドの値に適用される事前定義された規則及び／又はユ
ーザによって指定された規則に基づいて、トークンのリストを識別する。例えば、アドレ
スのストリートの行が、スペース文字で分割されて、語のリストになることが可能である
一方で、場合により、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ」のような意味単位を表す値を包含する都市フ
ィールドは、語に分割されない。トークナイザ１１３が、クラスタ化エンジン１３０によ
るさらなる処理のためにトークン化されたレコード１１８のデータセット又はデータスト
リームを生成する。
【００７３】
　トークン化されたレコードの別々のトークンが、各トークンのインスタンスの数（例え
ば、トークンが出現するレコードの数）をカウントすることを含め、変数プロファイリン
グエンジン１１４によってプロファイリングされる。一部の実施例において、トークンが
出現したデータソース、フィールド、及び／又はコンテキスト（フィールドの論理グルー
プ化）を識別するキーが、そのトークンに関連付けられることが可能であり、そのトーク
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ンのインスタンスの数の対応するカウントが保持されることが可能である。このことは、
異なるソース、異なるフィールド、又は異なるコンテキストにおいて出現する同一のトー
クンに関して別々の統計が集計されることを可能にする。一部の実施例において、所与の
フィールド又はコンテキストにおいてトークンが出現するレコードを識別するロケーショ
ン情報も、トークンに関連付けられる。このロケーション情報は、トークンが出現する各
レコードに関してビットが設定される、圧縮されてもよい、ビットベクトルの形態である
ことが可能である。それらのビットの順序は、レコードのロケーションに明示的に、又は
暗黙にマップされ得る。
【００７４】
　変数プロファイリングエンジン１１６が、トークン類似性測定に基づいて、互いの変数
であるトークンを識別することにとりかかる。多くのトークン類似性測定が可能である。
１つのトークン類似性測定は、編集距離に基づいて類似性に関してトークンを比較するこ
とである。レーベンシュタイン編集距離は、１つの語を別の語に変えるのに要求される挿
入、削除、及び代入の数をカウントする。２つの語がより類似しているほど、それらの語
の編集距離は小さくなる。別の測定は、例えば、ＳＯＵＮＤＥＸ符号化を使用して、音声
上の類似性に基づいて語を比較することである。
【００７５】
　第３の可能性は、共有される文字のシーケンスを比較することである。基本シーケンス
類似性スコアが、共有される文字の数をカウントし、短い方のストリングの長さによって
割ることによって、計算され得る。次に、完全シーケンス類似性スコアが、シーケンスの
乱れた文字、及びストリングの長さの差に関して基本スコアから重み付けされたペナルテ
ィを引くことによって形成される。例えば、「ｅｑｔｙ　ｆｎｄ」と「ｅｑｕｉｔｙ　ｆ
ｕｎｄ」は、それぞれ、可能な８つの文字及び１１の文字のうち、スペース文字を含め、
８つの文字を共有する。基本類似性スコアは、１である。シーケンスの乱れた文字は存在
せず、長さの差は、３である。したがって、０．０５という長さミスマッチの重みを用い
ると、シーケンス類似性スコアは、１－０．５＊３＝０．８５である。
【００７６】
　一部の実施例において、変数プロファイリングエンジン１１４は、変数ペア、及び変数
ペアの類似性スコアを識別するスコアアーカイブ、並びにトークンのソース－フィールド
－コンテキスト出現のそれぞれにおけるすべてのトークン、関連するカウント、ロケーシ
ョン情報、及び同一のソース－フィールド－コンテキストにおける変数トークンのリスト
、及びそれらのトークンのカウントを包含する変数アーカイブを含む、変数プロファイラ
ストア１１５を生成する。変数ネットワーク１１６が、各ノードがトークンであり、各エ
ッジが変数トークンのペアリングである変数アーカイブから計算されることが可能である
。変数ネットワーク１１６は、ユーザ１０２が、場合により、変数プロファイリングエン
ジン１１４によって変数ペアとして識別されていないトークンを結び付けるようにエッジ
を追加して、又は意味に基づいてではなく、類似性に基づいてのみ変数であるトークンを
接続するエッジを削除して、変数ネットワーク１１６を操作することが可能なユーザイン
ターフェース１０４においてグラフ表示されることが可能である。
【００７７】
　一部の実施例において、変数プロファイラストア１１５及び変数ネットワーク１１６は
、外部データ１０６を組み込むことによって豊富化され得る。外部データ１０６は、ユー
ザによって供給された、又は第三者から入手可能な同義語及び省略形のリストを含み得る
。外部データソースの一例が、ニックネーム、代替のつづり、及び代替の音訳を含む、名
前の文化的変数のリストである。例えば、そのようなデータは、外部データのトークンの
すべて、及びそれらのトークンに伴う変数ペアを変数プロファイラストア１１５及び変数
ネットワーク１１６に追加することによって、又はそのデータの中で存在するトークン間
のペアリングだけを追加することによって、組み込まれ得る。外部データのトークンのす
べて、及びそれらのトークンに伴う変数ペアを変数プロファイラストア１１５及び変数ネ
ットワーク１１６に追加する場合、そのデータの中に存在しないトークンに関連するカウ
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ントは、０でなければならない。そのようなトークンが将来の処理において生じた場合に
は、そのトークンのカウントが増やされることが可能であるが、他のトークンに対する暗
示される結び付きは、既に存在していることになる。
【００７８】
１．５　変数ネットワークアナライザ概略
　図１Ｆは、変数ネットワークアナライザ１２０の実施例の要素の概略を示す。変数ネッ
トワーク１１６が読み取られ、ネットワーク解析エンジン１２２がネットワーク解析を行
う。一部の実施例において、このネットワーク解析は、変数ネットワーク１１６内の変数
トークンの接続された構成要素のセットを識別し、後段でいくつかが説明されるさらなる
解析を実行することが可能である。ユーザ１０２が、各トークンがノードとして表示され
、トークンの各変数ペアリングがエッジによって示される変数ネットワーク１１６のグラ
フ表示を、ユーザインターフェース１０４において閲覧することが可能である。このグラ
フ表示は、後段で列挙される例における情報などの、ノード及びエッジを特徴付ける情報
で飾られることが可能である。ユーザ１０２は、ユーザインターフェース１０４を使用し
て、ノード若しくはエッジを追加して、若しくは削除して、又は飾られた情報を編集して
、変数ネットワーク１１６を繰り返し変更することができる。
【００７９】
　トークンのローカル近隣が表示され得る。ネットワークアナライザ１２２によって行わ
れる近隣解析が、陽性のトークン（ローカル近隣、又は他の近隣において他のトークンか
ら統計的に区別可能なトークン）、及び陽性のトークンのペアを接続するエッジを識別し
、さらにグラフ表示においてそれらのトークン及びエッジに印を付けることが可能である
。
【００８０】
　各トークンのインスタンスのカウントが、その表示において示されることが可能であり
、一部の実施例において、そのノードのために使用されるアイコンのサイズによって図示
されることが可能である。より大きいカウントの変数に全く接続されないトークンが、そ
れらのトークンの正規の近隣（最大カウントのトークンから始めて、等しいカウント、又
はより小さいカウントのトークンに対するすべての変数ペアリングを追うことによって形
成されるトークンのツリー）と一緒に識別され、表示されることが可能である。トークン
代表は、選択された近隣におけるすべてのトークンを代表するように選択されたトークン
である。トークン代表セレクタ１２４が、接続された各構成要素から１又は２以上のトー
クン代表、例えば、正規の近隣の最大カウントのトークンを選択することが可能である。
トークン代表に関連する正規の近隣及びその他の近隣は、重なり合う可能性がある。
【００８１】
　変数プロファイラストア１１５からとられたトークンの重要度が、いずれのトークンが
、検索用語として使用された際、比較的より区別する役割をするかを示す。選択されたト
ークンの重要度は、その選択されたトークンのローカル近隣における変数のカウントから
計算され、その選択されたトークンに関連付けられる。変数のペアにされたトークンは、
異なるローカル近隣を有する可能性があるので、それらのトークンの重要度は、異なる可
能性があり、それ故、各トークンに重要度を関連付けることが重要である。重要度は、変
数ネットワークのグラフ表示において色のグラデーションで表示され得る別の特性である
。
【００８２】
　ローカル近隣の（シンプソンの）多様度指数が、各トークンに関連する別の数量である
。正規化されると、シンプソンの多様度は、指定されたトークンの変数のカウントの分布
の偏りを反映する。多様度の正規化されていない大きさは、ランダムに選択されたトーク
ンの変数が有するものと予期されるカウントである。指定されたトークンの第ｋ番の変数
のカウントがｎｋである場合、変数（指定されたトークンを含まない）の合計数は、ｎｋ

のｋにわたる合計である。多様度は、
多様度＝＜ｎｋ＞＝Σｋ　ｉｎ　ｖａｒｉａｎｔｓｎｋｐｋ＝Σｋ　ｉｎ　ｖａｒｉａｎ
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ｔｓｎｋ
２／Ｎ、

ただし、
Ｎ＝Σｋ　ｉｎ　ｖａｒｉａｎｔｓｎｋ

は、変数の合計カウントであり、さらに
ｐｋ＝ｎｋ／Ｎ
は、ランダムに選択された出現が第ｋ番の変数に関連する確率である。示される多様度を
正規化するのに、Σｋ　ｉｎ　ｖａｒｉａｎｔｓｎｋで割って、０～１までの範囲内の量
を得る。この多様度は、トークンの相互関係が低い多様度を暗示するため、互いに関係す
るトークンの間の結び付きを識別するために役立ち得る。このことは、陽性のトークンを
識別するのに使用される測定と類似するが、異なる測定を与える。
【００８３】
　ネットワーク解析の結果は、一部の実施例において、トークン代表ストア１２７及び近
隣解析ストア１２８を含む、ネットワーク解析ストア１２６のコレクションの中に格納さ
れ得る。トークン、及びトークンに関連するトークン代表は、トークン代表ストア１２７
の中に格納され得る。近隣解析ストア１２８が、陽性のトークン、陽性のトークンの変数
ペア、及び正規の近隣を含め、ネットワーク解析から集められた情報を包含することが可
能である。
【００８４】
１．６　クラスタ承認プロセス概略
　図１Ｇは、クラスタ承認エンジン１９０の実施例の要素の概略を示す。クラスタメンバ
シップ判定が、ユーザインターフェース１０４を使用してユーザ１０２によって点検され
ることが可能である。１つのレコードが、メンバであり得るように２つ以上のクラスタに
十分に近い、あいまいなクラスタメンバシップ判定が、クラスタ化エンジン１３０によっ
て合図され、ユーザ１０２によって解決されることが可能である。エンジン１９０の図示
される要素は、ユーザ入力によって開始され得るアクションに対応する。
【００８５】
　レコードが、所与のクラスタのメンバとして確認されることが可能である（１９２）。
レコードの一意のレコード識別子と、関連する確認されたクラスタのクラスタｉｄをペア
にする判定が、クラスタストア１７０の中で確認済み又は除外済みのストア１７２の中に
格納されることが可能である。確認されたレコードが、確認済み又は除外済みのストア１
７２の中にそのレコードの一意のレコード識別子が（確認されたセットの中に）存在する
ことで明らかになることとして、クラスタ化エンジン１３０に提示された場合、その確認
されたクラスタのクラスタｉｄが、さらなる処理なしに報告される。
【００８６】
　レコードが、所与のクラスタから除外されることが可能である（１９４）。その判定が
、クラスタストア１７０の中で確認済み又は除外済みのストア１７２の中に格納されるこ
とが可能である。除外されたレコードが、クラスタ化エンジン１３０に再び提示された場
合、そのレコードは、除外されたクラスタにおけるメンバシップを阻止され、必然的に、
異なる、場合により、新たなクラスタに割り当てられる。
【００８７】
　レコードは、他のクラスタに再マップされることが可能である（１９６）。詳細には、
クラスタは、１又は２以上のレコードを新たなクラスタに割り当てることによって、２又
は３以上の部分に分割されることが可能である（１９７）。多くの事例において、再処理
が行われた際など、選定された個別のレコードを再マップするだけでよく、オリジナルク
ラスタプライマリレコードと比べて、それらのレコードにより類似したレコードは、再マ
ップされたレコードの後を追って再マップされたレコードの新たなクラスタに入る。また
、クラスタは、１又は２以上のレコードを既存のクラスタに再マップすることによって１
つのクラスタにマージされることも可能である（１９８）。やはり、多くの事例において
、再クラスタ化に先立って、選定された個別のレコードを再マップするだけでよい。
【００８８】
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２　実施例
２．１　変数プロファイラ及び削除－結合手順
　変数プロファイラ１１０が、変数のペアを識別し、それらのペアの類似性を測定し、さ
らに変数トークンのペア、及びそれらのペアの類似性スコアを変数プロファイラストア１
２６の中に格納する。一部の実施例において、変数プロファイラ１１０が、トークンのす
べてのペアの間の編集距離を計算し、編集距離（「類似性スコア」）が所定の閾値を下回
るトークンのペアを格納する。レーベンシュタイン編集距離が、１つのトークンを別のト
ークンに変えるのに要求される最低限の数の挿入、削除、及び／又は代入をカウントし、
タイプ入力上の類似性の広く使用されている測度である。残念ながら、トークンのすべて
のペアを比較するアプローチは、大多数のトークンペアは、類似性を全く有さず、したが
って、多量の計算労力がほとんど利益なしに費やされるため、非効率である。
【００８９】
　削除－結合手順が、レーベンシュタイン編集距離とほぼ同じように、タイプ入力上の変
数に基づいてトークンの類似性を測定するが、比較的近いトークンだけを比較するように
設計され、その結果、多数の無関係のトークンを評価する計算費用が節約される。このこ
とは、「Managing　an　Archive　for　Approximate　String　Matching」という名称の
米国特許出願公開第２００９／０１８２７２８号明細書においてより完全に説明される。
【００９０】
　一部の実施例において、削除－結合手順は、以下のように進められる。トークン辞書（
すなわち、カタログ、又はトークンのリスト）の各トークン、又はトークン辞書の一部分
（例えば、所与のソース、所与のフィールド、及び／又は所与のコンテキストに関する）
に関して、そのトークンから単一の文字を削除することによって形成されるすべての変数
が作られる。所与のトークンに関するこの「削除セット」は、オリジナルトークンを識別
するキー（「ｔｏｋｅｎ＿ｋｅｙ」）、オリジナルトークン（「ｏｒｉｇｉｎａｌ」）、
削除変数トークン（「ｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｖａｒ」）、及びオリジナルトークンから削除
された文字の位置（「ｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｐｏｓ」）をそれぞれが有するエントリのリス
トを包含する。削除セットのコレクションは、変数プロファイラストア１１５の中にトー
クン辞書と一緒に格納されることが可能であり、又はやはり変数プロファイラストア１１
５の中に格納される変数ペアを生成するように変数プロファイリングエンジン１１４によ
って使用された後、破棄されることが可能である。
【００９１】
　オリジナルトークンは、削除変数と一緒に削除セットの中に０という削除された文字位
置で含められることが可能である。例えば、以下が、トークンＬＯＮＤＯＮに関する削除
セットである。すなわち、
【００９２】
【表１】

【００９３】
　｛ｔｏｋｅｎ＿ｋｅｙ，ｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｐｏｓ｝は、所与の削除変数を識別する一
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【００９４】
　削除－結合手順は、２つ以上の削除に拡張され得る。一部の実施例において、削除位置
のシーケンスは、類似性を採点する際に使用するために記録されることが可能である。他
の実施例において、削除位置は、保持されなくてもよく、採点は、代替の手順を使用して
行われ得る。
【００９５】
　削除－結合手順と類似した手順が、ｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｖａｒトークンに対して結合（
又はルックアップ）操作を実行することによって１又は２以上の辞書のトークンの間で変
数一致を判定するのに使用され得る。結合／ルックアップ操作は、高速で、選択的である
。ｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｖａｒトークンを共有する２つのトークンが、各トークンにおいて
多くとも１回の削除（削除－結合１変数に関して）だけ異なることが可能であり、したが
って、それらのトークンは、編集距離が「近い」。このことは、削除－結合手順の潜在的
な利点、すなわち、採点する価値があるだけ十分に近いペアだけを識別することによって
、採点を要求するペアの数を減らすことをもたらす。一部の実施例において、ｄｅｌｅｔ
ｉｏｎ＿ｖａｒ上でペアにされたトークンの間の類似性スコアが、事前定義された、又は
ユーザによって指定された類似性関数を使用して、関連するオリジナルトークンの間で直
接に計算される。例えば、ペアにされた２つのトークンが、レーベンシュタイン編集距離
又は他の何らかの編集距離測定を使用してそれらのトークンの編集距離を計算することに
よって比較されることが可能である。削除－結合手順のこの適用は、ユーザが、所望され
る任意の類似性採点手順を使用することを可能にしながら、採点すべきペアの数を減らす
という潜在的な利点を有する。
【００９６】
　他の実施例において、変数ペアリングの品質が、削除された文字の位置を比較すること
によって採点される。このことは、削除－結合手順から集められた情報を活用する編集距
離様の測定の高速な計算をもたらし（一方、レーベンシュタイン編集距離計算は、事実上
、トークンペアに関してゼロからやり直す）、さらにペアリングの特徴を強調するスコア
のカスタマイズを可能にする。類似性スコアを計算するための手順の一例において、異な
るタイプの変更にポイントが以下のとおり割り当てられることが可能である。すなわち、
削除（又は挿入）に関して１ポイント、最初の文字を変更することに関して１ポイント、
最後の文字を変更することに関して１ポイント、削除された文字の位置が２つ以上、離隔
している場合、１ポイントである。各タイプの変更に関連付けられた重みは、調整可能で
ある。一方のトークンの削除位置が０であり、他方のトークンの削除位置がそうではない
場合、このことは、単一の挿入又は単一の削除である。削除位置が同一である場合、この
ことは、代入である。削除位置が１だけ異なる場合、このことは、入れ換えである。同一
のｔｏｋｅｎ＿ｋｅｙと、同一のｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｐｏｓとを有する一致は、厳密な一
致であるので、無視される。また、同一のトークンのペアにされた文字の削除を示す一致
も、厳密な一致として無視される（例えば、ＭＥＥＴが、１つのインスタンスで文字２を
削除することによって、第２インスタンスにおいて文字３を削除することによってＭＥＴ
に変換されることが可能であり、ペアリングは、共有されるトークンＭＥＥＴを単に返す
）。
【００９７】
　以下は、オリジナルトークンＬＯＮＤＯＮ、ＬＯＤＯＮ、ＬＯＭＤＯＮ、ＬＯＤＮＯＮ
、ＬＯＤＯＯＮに関するそれぞれの削除セットからの選択されたエントリの例である。
【００９８】
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【表２】

【００９９】
　この例において、削除変数エントリの多くは、関心を引く一致につながらないため、示
されていない。結合操作は、第１エントリと第２エントリを、この両方のエントリがｄｅ
ｌｅｔｉｏｎ＿ｖａｒの同一の値を有する場合、ペアにする。オリジナルトークンのもた
らされる変数ペアは、以下のとおりである。すなわち、
【０１００】

【表３】

【０１０１】
　前掲の例示的な変数一致は、それぞれ、トークン０－削除、代入、入れ換え、異なるパ
スによって得られた入れ換え、離隔した挿入及び削除、及びトークン０－挿入（又はトー
クン１－削除）である。変数一致を表すアーカイブのトークンの各ペアは、一致の品質を
示す関連する類似性スコアを有する。
【０１０２】
　前述した採点を使用して、これらのペアに関する類似性スコアは、以下のとおりである
。すなわち、
【０１０３】
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【表４】

【０１０４】
　これらの事例において、類似性スコアは、事実上、変数ペアの間の編集距離に対応する
。単一の文字削除に基づく削除－結合手順が、すべての編集距離１変数ペア（挿入、削除
、及び代入）、及びいくつかの編集距離２変数ペア（入れ換え）を見出す。離隔した挿入
－削除に関するスコアは、ｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｐｏｓが２つ以上、離隔していたため、追
加のペナルティによってカスタマイズされている。
【０１０５】
　ペアに関して類似性スコアを計算した後、類似性スコアに閾値を適用すること、又はペ
アリングの性質に条件を適用することによって一致判定が行われる。例えば、この場合、
類似性スコアに基づく規則は、類似性スコアが２以下である場合、変数ペアリングが変数
一致を表すことであることが可能であり、その結果、離隔した挿入－削除ペアリング「Ｌ
ＯＮＤＯＮ　ＬＯＤＯＯＮ」が変数一致として識別されることから除外される。
【０１０６】
　ペアリングの性質に条件を適用することの例として、そのペアリングに挿入、削除、代
入が関与しているかどうか、又は変更された文字が最初の文字又は最後の文字であったか
、あるいはｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｐｏｓの位置が２つ以上、離隔していたかどうかの情報を
符号化する、一致コードと呼ばれるコードが、構築されることが可能である。一部の実施
例において、そのような一致コードは、ビット、又はビットの組み合わせが、識別された
各条件に関して設定されたビットマップとして構築されることが可能である一方で、他の
実施例において、そのような一致コードは、各条件を符号化するサブストリングの連結か
らなるストリング、又は、場合により、単に、情報を保持するレコード構造である。一致
コードは、特定の重みを割り当てることも、実際のスコアを計算する関数を定義すること
もせずに、類似性スコアに寄与する可能性がある情報を符号化するデータパターンコード
である。このことは、スコアを計算するステップを経る必要なしに、一致が一致コードに
直接に適用されることを許す、又は認めない一般的な条件を明らかにする。例えば、この
場合、変数一致は、一致コードによって示される離隔した挿入－削除を有さない任意の変
数ペアリングであることが可能である。
【０１０７】
２．２　変数－検索
　変数－検索動作が、候補検索エンジン１４０の一部の実施例の動作の基礎をなす。図２
Ａ～図２Ｄは、変数－検索動作の例を示す。図２Ａを参照すると、生のクエリ２００が処
理のために読み取られる。この例において、生のクエリ２００は、値「８２５３６」を有
する、政府ｉｄなどの数値フィールドである。要件は、データセット２２０の中で政府ｉ
ｄと一致する変数を見出すことであり、政府ｉｄは、１つ以下の代入だけ生のクエリと異
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なる。このことは、一致する２つの政府ｉｄが１以下のハミング距離を有することを要求
するのと均等である。ハミング距離は、等しい長さの整列された２つの文字シーケンス（
ときとして、長さの差を足すことによって、等しくない長さの整列されたシーケンスにま
で拡張される）の間の一致しない文字の数をカウントする。
【０１０８】
　データセット２２０は、ディスク上に保持される基準データセット、又は、例えば、メ
モリ内の結合操作中にメモリの中に保持される一時データセットであることが可能である
。
【０１０９】
　削除－結合手順の最初のステップは、クエリ展開手順として、生のクエリ２００に適用
されて、展開されたクエリ２１０と呼ばれる削除セットが生成される（２０５）。展開さ
れたクエリ２１０は、２つの値、すなわち、ｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｐｏｓの値（「ｄｅｌ＿
ｐｏｓ」というラベルが付けられた見出しの下の）、及びｄｅｌｅｔｉｏｎ＿ｖａｒトー
クン（「ｄｅｌ＿ｖａｒ」というラベルが付けられた見出しの下の）をそれぞれが含むエ
ントリを含む。同様に、検索－エントリ展開手順が、データセット２２０の各エントリに
適用されて、削除セット２２５が生成され、次に、削除セット２２５が検索ストア２３０
に書き込まれる。
【０１１０】
　図２Ｂを参照すると、展開されたクエリ２１０の各エントリが、検索ストア２３０の中
で探されて、一致するエントリ２３２が見出される。次に、一致するエントリ２３２の中
のキー２３５が、データセット２２０の中で探されて（２３７）、さらなる処理のために
データセットレコードが取り出される。データセット２２０の一致するレコードのコレク
ションはすべて、ｉｄフィールドが、生のクエリｉｄ２００に対して１以下のハミング距
離を有するという要件を満たす変数一致である。この例において、生のクエリｉｄ「８２
５３６」は、「８２４３６」と「８２５３８」の両方に対してハミング距離１一致である
が、「８５２３６」（ハミング距離２）に対してはそうではない。
【０１１１】
　図２Ｃを参照すると、ｉｄに対する一致要件が、削除－結合１一致を許すように緩和さ
れる。前述したとおり、このことは、すべての編集距離１一致、並びに入れ換え及び離隔
した挿入－削除を含む。生のクエリ２００及びデータセット２２０は、前の場合と同様で
あり、展開されたクエリ２１０と検索ストア２３０がともに、前の場合と同様に、生のク
エリ２００、及びデータセット２２０の各ｉｄから削除セットを形成することによって構
築される。この例において、展開されたクエリからのルックアップは、ｄｅｌ＿ｖａｒだ
けを使用する。このことは、前の両方のハミング距離１一致を見出し、さらに新たな一致
２３６も見出す。一致エントリ２３６のキー２３７が、データセット２２０の中で探され
て（２３８）、さらなる処理のためにデータセットレコードが取り出される。この例にお
いて、生のクエリｉｄ「８２５３６」は、入れ換えを伴う、データセットｉｄ「８５２３
６」に対する削除－結合１一致である。
【０１１２】
　図２Ｄは、一般的な例を図示する。生のクエリ２００Ｇが、クエリ展開２０５Ｇを経て
、展開されたクエリ２１０Ｇを与える。クエリ展開２０５Ｇが、１又は２以上の検索キー
、及び、場合によっては、オリジナル生のクエリ、又は生のクエリが導き出されたクエリ
レコードからのさらなる情報からなる２又は３以上のエントリを生成する。データセット
２２０Ｇの各エントリが、検索－エントリ展開手順によって、検索ストア２３０Ｇの２又
は３以上のエントリに展開される（２２５Ｇ）。検索－エントリ展開２２５Ｇは、１又は
２以上の検索キー、及び、場合によっては、データセットレコードからのさらなる情報か
らなる２又は３以上のエントリを生成する。検索－エントリ展開２２５Ｇは、データセッ
ト２２０の中に重複キーが存在し得るので、必ずしも、データセット２２０Ｇの各エント
リに関して別々の検索－エントリを生成するとは限らない。検索－エントリ展開手順２２
５Ｇは、必ずしも、クエリ展開手順２０５Ｇと同一の展開手順であるとは限らない。
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【０１１３】
　それぞれの展開されたクエリ検索キー２３１Ｇが、検索ストア２３０Ｇの中で変数－ル
ックアップ手順２３２Ｇを使用して探されて、一致するエントリ２３３Ｇが見出される。
ルックアップ手順２３２Ｇは、クエリ検索キー２３１Ｇに対して計算を実行することが可
能であり、したがって、必ずしも、検索－エントリ検索キー２３３Ｇと同一であるとは限
らない。次に、一致された検索－エントリ検索キー２３３Ｇに対応するデータセットキー
２３５Ｇが、データセット２２０Ｇの中でデータセットキー２３５Ｇを有するすべてのレ
コードを探して（２３６Ｇ）、取り出すのに使用される。
【０１１４】
２．３　変数ネットワーク解析
２．３．１　変数近隣
　変数近隣は、同義語、省略形、文化的変数などの、外部データ１０６によって指定され
る変数ペアリングを場合により、含む、変数ペアリング（変数関係とも呼ばれる）のシー
ケンスによって関係するトークンのセットである。１つの実施例において、変数プロファ
イラ１１０が、多くとも１つの挿入及び１つの削除だけ異なるタイプ入力上の変数を検出
し、識別するように削除－結合手順を使用してクラスタ化されるようにデータソース１０
０をプロファイリングする。このことは、単一の挿入、単一の削除、及び単一の代入、並
びに入れ換え及び離隔した挿入／削除を範囲に含む（例えば、「ｈｅｌｌｏ」と「ｈｌｌ
ｉｏ」は、削除－結合１変数である）。変数プロファイラストア１１５の中で、すべての
トークンは、より多くのレコードが処理されるにつれてオンラインで更新され得る１又は
２以上の変数の関連するリストを有する。しかし、すべての変数は、その変数自らの変数
を有するトークンでもある。削除－結合手順、又は他の類似性測定によって形成された変
数ペアリングのシーケンスを追うことによって得られるトークンのセットが、近隣を規定
する。このセットの閉包は、閉包近隣と呼ばれ、トークンがノードであり、変数ペアリン
グがエッジであるグラフの変数ネットワークにおける接続された構成要素を形成する。類
似性変数ペアを、外部データ１０６又はユーザによって供給された入力、例えば、同義語
、代替のつづり、文化的変数などから得られる変数トークンペアで補足することが、関係
するトークンのより大きい近隣につながる。
【０１１５】
　図３Ａで、変数アーカイブ３００が、データレコードセットの中で出現するトークンの
リストを包含し、各トークン（「ｔｏｋｅｎ」というラベルが付けられた）が、そのトー
クンがデータセットのフィールド（又はコンテキスト）の中で出現する回数の関連するカ
ウント（「ｃｏｕｎｔ」というラベルが付けられた）（例えば、そのトークンがフィール
ドの中で出現するレコードの数）、並びにそのトークンの変数トークンのそれぞれのリス
ト（「ｖａｒｉａｎｔ」というラベルが付けられた）、及びそれらの変数トークンがデー
タセットの同一のフィールド（又はコンテキスト）の中で出現する回数（「ｖａｒｉａｎ
ｔ＿ｃｏｕｎｔ」というラベルが付けられた）を有する。変数アーカイブ３００のコンテ
ンツに対応する変数近隣ネットワーク図３１０が、すべてのトークンをノードとしてとり
、すべてのトークンをそのトークンの変数のそれぞれと接続することによって構築され得
る。各ノードはそのカウントに関連する。一部の実施例において、より大きいカウントを
有するトークンが表示上でより上にあるように（例えば、「ｃｏｕｎｔ」というラベルが
付けられた垂直軸により）ノードを配置することが、一般的な語と稀な語が容易に区別さ
れることを可能にする有用な図示をもたらす。変数近隣ネットワークの接続された構成要
素は、有向非巡回グラフであり、その接続されたセットのトークンに関する類似性関係の
推移閉包である。データセットに関する完全なネットワーク図は、この種類の接続されて
いない多くのグラフを含み得る。
【０１１６】
２．３．２　トークン代表
　トークン代表は、接続された近隣の選択されたトークンである。一部の実施例において
、近隣におけるすべてのトークンが、その近隣を代表するトークンによって置き換えられ
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ることが可能である。このことは、トークン代表の検索が、その近隣における任意の変数
に関連するすべてのレコードを返すという効果を有する。このことは、変数を対象に繰り
返される変数検索中の作業負荷を低減するので、望ましい。単純な変数検索は、各トーク
ンを検索し、その後、そのトークンの変数のそれぞれを検索することである。変数を対象
とした繰り返しは、トークンに遭遇するたびに行われる必要がある。近隣におけるすべて
の変数トークンがトークン代表で置き換えられた場合、変数トークンのいずれかに遭遇す
るたびに、すべての変数一致を返すのにトークン代表を１回、探すだけで十分である。
【０１１７】
　さらに、変数トークンの近隣を扱うことが、変数検索への推移性の測度を供給すること
が可能である。変数－ペア関係は、ＢがＡとの変数－ペアリングであり、ＣがＢとの変数
－ペアリングである場合、Ｃは、必ずしもＡとの変数－ペアリングではないため、推移的
ではない。例えば、削除－結合１変数ペアリングを考慮されたい。トークン「ｃｈｉｃａ
ｇｏ」は、「ｃｈｉｃａｇｏ＃」の変数であり、「ｃｈｉｃａｇ０」は、「ｃｈｉｃａｇ
ｏ」の変数であるが、「ｃｈｉｃａｇ０」は、「ｃｈｉｃａｇｏ＃」の削除－結合１変数
ではない。
【０１１８】
　しかし、変数検索に関して、Ａで検索を行った際に見出されるレコードのセット、又は
Ｂで検索を行った際に見出されるレコードのセットが同一であることが望ましい。このこ
とは、ＡがＢの稀な変数である場合、Ａによって意図される「実際の」トークンに関連す
るレコードのうちのより多くが、Ｂで検索することによって見出されるレコードであるた
めである。例えば、「ｃｈｉｃａｇｏ＃」、及び「ｃｈｉｃａｇｏ＃」の削除－結合１変
数で検索することは、「ｃｈｉｃａｇｏ」一致を見出すが、「ｃｈｉｃａｇ０」のような
「ｃｈｉｃａｇｏ」の他の一致を逃す。
【０１１９】
　変数－ペアリングは、推移的ではないので、より高い推移性を実現するには、Ａ又はＢ
で検索を行う際に含められるトークンの近隣を拡大することしかない。その場合、近隣に
関するトークン代表で検索することが、その近隣内のすべてのトークンが同一のレコード
を返すことを確実にする。もちろん、この検索は、個々のトークンのローカル近隣を超え
て展開されているので、取り出されるトークンの一部のペアは、それらのトークンがあま
りにも類似していないため、一致しない可能性がある。このことは、関連するレコードが
依然として、他のフィールドからの強力な採点に基づいて一致し得るため、許容可能であ
る。そのような一致は、検索によって適切な候補が返されなかったとすると、見出され得
ないことになる。
【０１２０】
　閉包近隣は、選ばれたトークンに関する変数関係の推移閉包によって見出される近隣で
あり、つまり、変数ペアリングの連鎖によって到達され得るすべてのトークンのセットで
ある。閉包近隣におけるいずれのトークンも、そのトークンが、その近隣におけるすべて
のトークンに関するトークン代表として使用される限り、トークン代表として選ばれ得る
。しかし、閉包近隣は、データセットがより大きく、より多様になるにつれ、さもなけれ
ば接続されていない閉包近隣の間のギャップを埋めるより多くの変数が現れて、それらの
閉包近隣を合体させるため、使用不能に大きく成長する可能性がある。このことにより、
他の種類の近隣に注目することが重要になる。
【０１２１】
　一部の実施例において、トークン代表は、より大きいカウントを有する変数を有さない
トークンである。図３Ａにおいて、正規の近隣３２０が、トークン代表から始めて、１つ
のトークンを等しいカウント、又はより小さいカウントの別のトークンに接続する結び付
きを追うことによって到達され得るすべてのトークンを含む。トークンは、２つ以上の正
規の近隣に属することが可能である。そのトークンは、正規の近隣の代表トークンである
。
【０１２２】
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　図３Ｂに図示される一実施例において、トークン代表及び正規の近隣が、カウントの大
きい順に変数アーカイブ３００をまず並べ替え、さらにｖａｒｉａｎｔ＿ｃｏｕｎｔ＜ｃ
ｏｕｎｔであるすべての変数を破棄して、剪定された変数アーカイブ３３０を得ることに
よって、計算され得る。変数を全く有さないエントリは、トークン代表であり、トークン
－代表ベクトルストア３４０に即時に追加される。並べ替えられた変数アーカイブのレコ
ードが処理されるにつれ、各トークンが、トークン、及びそのトークン自体からなるトー
クンベクトルとしてトークン－代表ベクトルに書き込まれる。それぞれの非トークン代表
に関して、その非トークン代表の変数のそれぞれに関連するトークン－代表ベクトルが、
トークンファイルの中で探される（３４２）。これらのトークンベクトルの合併が計算さ
れて、個別のトークン－代表のセットが見出され（３４４）、もたらされたトークン－代
表ベクトルが、トークンと一緒にトークンファイルに書き込まれる（３４６）。
【０１２３】
　別の実施例において、トークン代表は、何らかのトークン閾値より大きいカウントを有
するすべてのトークンとして識別されることが可能であり、それらのトークンが、語幹抽
出（例えば、複数形）によって関係する場合を例外とし、語幹抽出によって関係する場合
、語幹関連のトークンは、同一の正規の近隣における変数として保持されることが可能で
あり、最大のカウントを有する語幹関連のトークンがトークン代表である。このことは、
一般的なトークンの間の結び付きを断つ役割をし、正規の近隣のサイズを小さくする。ト
ークン及び正規の近隣を見出すのに、前のアルゴリズムが、各トークンがトークン閾値を
超えるカウントを有するトークンのすべてのペアリングに関して、変数ペアリングが断た
れ、さらに以前にペアにされたトークンが、トークン代表として、すなわち、より大きい
カウントの変数を全く有さないトークンとしてトークン－ベクトルファイルに追加される
という変更を伴って適用されることが可能である。
【０１２４】
　この実施例の変数が、指定された辞書、又は指定されたトークンリストに属するすべて
のトークンをトークン代表と定義することである（やはり、語幹関連のトークンについて
の注意を伴って）。その場合、トークンは、一般的でなくてもよく、トークンは、単に、
何らかの権限によって別々のトークンとして認識されるだけでよい。
【０１２５】
　一部の実施例において、同義語、省略形、文化的変数などの、外部データ１０６に基づ
いてペアにされた変数トークンは、それらの変数トークンがペアにされたトークンと同一
の正規の近隣のメンバと見なされることが可能であり、ただし、それらの変数トークンを
その正規の近隣から除外できることが貴重である状況が存在する（事実上、そのペアリン
グをオフにして）。トークンに、それらのトークンの出所でラベルを付けること、例えば
、外部データ１０６から、又は変数プロファイラ１１０において使用された特定の類似性
測定からというラベルを付けることが、任意のソースからのペアにされた変数トークンの
扱いを管理する有効な手段をもたらす。
【０１２６】
２．４　セグメント化
　図１Ｂの例において、データソース１００から、又はトークン化されたレコード１１８
から読み取られたデータレコードが、処理のためにクラスタ化エンジン１３０に供給され
る。一部の実施例において、データレコードは、セグメント化エンジン１３２に送信され
ることが可能である。セグメント化エンジンが、セグメント値と呼ばれる値に基づいて、
データレコードにセグメント識別子を割り当てる。次に、レコードが、それらのセグメン
ト識別子に基づいて並列パーティショナ１３４によって分割されて、様々な受信側処理エ
ンティティに送信されることが可能であり、ただし、同一のセグメント識別子を有するす
べてのレコードは、同一の処理エンティティに送信される。処理エンティティは、例えば
、ＣＰＵ（例えば、マルチコアプロセッサにおけるコア）若しくはコンピュータなど処理
ノード、又はＣＰＵ上で実行される計算プロセス若しくは計算スレッドを含むことが可能
である。
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【０１２７】
　一部の実施例において、セグメント値は、オリジナルレコード１００若しくはトークン
化されたレコード１１８、及び／又はランタイムに供給される情報（例えば、データを処
理するデータセンタのロケーション、又はデータセットの名前）に適用された、場合によ
り、ユーザによって指定された規則セットの中で定義された関数を使用する、ユーザによ
って指定された式から導き出されることが可能である。同一のセグメント値を有するレコ
ードは、同一のセグメント識別子を受ける（それらのセグメント値が、同一の式を使用し
て導き出される場合）が、異なるセグメント値を有するレコードは、セグメント化スキー
ムに依存して、異なるセグメント識別子を受けることが可能であり、又は同一のセグメン
ト識別子を受けることも可能である。例えば、セグメント値は、データレコードの出所の
国を表すことが可能である（このことは、例えば、レコードを処理するデータセンタのロ
ケーションに基づいて暗黙であることも、レコードのフィールドとして明示的であること
も可能である）。一部の実施例において、戦略識別子が、セグメント識別子のセットを区
別するのに使用される。例えば、データレコードの出所の国が、１つの戦略識別子を有す
ることが可能である一方で、レコードの中で名前を指定された個人の出生国は、異なる戦
略識別子を有することが可能である。このことは、セグメント値とセグメント識別子が、
セグメント値とセグメント識別子の間の対応が保たれることが要求されることなしに、重
なり合う範囲にわたることを許す。
【０１２８】
　セグメント化の１つの用途は、一致を見つけるように比較されなければならない（クラ
スタ化中に、又は他の一致動作中に）レコードの数を減らすように、レコードのより大き
いセットから単一のセグメントのレコードを分離することであり、すなわち、厳密に一致
するセグメント識別子（及び存在する場合、厳密に一致する戦略識別子）を有するレコー
ドだけが、一致のための候補である。この例において、セグメント化の後に、クラスタ化
アルゴリズムの並列化のためにレコードのセグメントを複数の処理エンティティに分割す
ることが行われる。本明細書で説明されるクラスタ化アルゴリズムは、セグメント化に基
づくクラスタ化アルゴリズムの並列実行にパフォーマンス上の利益があるため、セグメン
ト化中に、レコードの数が増やされることを許すことが可能である。その結果、セグメン
ト識別子（すなわち、同一のセグメント）を共有するレコードのセットは、レコードを分
離するためにセグメント化が使用される場合と比べて、はるかに大きいことが可能である
。パフォーマンス上の利益を実現するのに、別々のセグメント値の数は、分割後に処理エ
ンティティの間でほぼバランスのとれた配分を与えるのに十分な大きさであるだけでよい
。バランスのとれた配分は、一部の並列処理システムに関して、他の並列処理システムの
場合と比べて、より不可欠であり得る。また、配分のいくつかの種類の偏り（一部の処理
エンティティに、他の処理エンティティと比べて、より多くのレコードが割り当てられて
いる）は、過分割によって、すなわち、処理エンティティ数よりずっと多くの分割を使用
することで対処され得る。過分割では、各処理ノードは、パーティションが大きく異なる
サイズのものである場合でさえ、類似した量の作業を受け取る可能性が高い。また、パー
ティショナが、おおよそで一致された１又は２以上のフィールド（又はそのようなフィー
ルドに適用されたハッシュ関数）、及び厳密に一致された１又は２以上のフィールドから
なるマルチパートキーによって分割を行って、潜在的な偏りを小さくすることも可能であ
る。
【０１２９】
　一部の実施例において、セグメント値の選択は、クラスタメンバシップ基準の一部を形
成する厳密な基準に基づく。例えば、口座レコードをクラスタ化する際、個人身元フィー
ルドに加えて、銀行は、特定のタイプの口座に関するレコードのクラスタに関心がある可
能性がある。詳細には、当座預金口座（例えば、チェッキングアカウント）に関するレコ
ードが一緒にクラスタ化されることが可能である一方で、普通預金口座に関するレコード
が別々にクラスタ化されることが可能である。この種類のセグメント化は、ときとして、
暗黙であり、つまり、当座預金口座レコードと普通預金口座レコードは、異なるソースに
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由来することが可能であり、既に分離されている。場合によっては、データレコードの中
に、セグメント値として使用され得るが、口座の性質を正確に報告するものと信頼されな
ければならない口座タイプ識別子が存在することが可能である。
【０１３０】
　一部の実施例において、裏付ける確認が、セグメント化の時点で、又は後にメンバシッ
プ判定中に行われて、セグメント値が忠実であることが検証される。例えば、普通預金口
座の口座番号が、特定のセットの可能性からの数字で常に始まることが可能である。この
セットがランタイムに知られている場合、口座が本当に普通預金口座であるかどうかが、
セグメント化より前に確認され得る。このセットが存在することが知られているが、有効
な値は知られていない場合、頭に付けられた数字が、クラスタメンバシップ基準の一部と
されることが可能であり、又は、実際、セグメント値の一部とされることが可能であり、
クラスタの中に存在する口座番号の間の整合性が、クラスタメンバシップ判定の一環とし
て確立されることが可能である。
【０１３１】
　レコードが、特定のクラスタのメンバであると判定された後、そのレコードは、その特
定のクラスタを識別するｃｌｕｓｔｅｒ＿ｉｄを含むように増強されることが可能である
。一部の実施例において、セグメント値（又は、ときとして、セグメント識別子自体）は
、前のクラスタ化からのｃｌｕｓｔｅｒ＿ｉｄに設定されることが可能である。このこと
は、階層クラスタ化を可能にする。例えば、データレコードが最初に名前別にクラスタ化
されていた場合、類似した名前を共有するが、別々の政府によって割り当てられた識別子
を有するレコードをクラスタを見つけ出す政府によって割り当てられた識別子別のその後
のクラスタ化が、名前ｃｌｕｓｔｅｒ＿ｉｄをセグメント値として使用することも可能で
ある。類似していない名前を有するレコードは、同一のクラスタのメンバではあり得ない
ため、比較されなくてもよい。
【０１３２】
　一部の実施例において、データレコードは、複数の処理エンティティにわたってセグメ
ント識別子でハッシュ分割されることが可能であり、したがって、共通のセグメント識別
子を有するすべてのレコードは、単一の処理エンティティの中に一緒に入れられる。この
ことは、セグメント間の通信が要求されないため、並列処理を可能にする。
【０１３３】
２．４．１　レプリケートされたセグメント化を介する並列化
　データソースの互いに素なセグメント化が存在しない状態での並列化が、データソース
１００をレプリケートすること、及び任意の２つの変数ペアレコードが少なくとも１つの
セグメント値を共有しなければならないことを確実にするセグメント化の適切な選択を使
用することによって実現され得る。セグメント値は、フィールド値又はフィールド値の組
み合わせの１又は２以上のフラグメントから構成され得る。セグメント値のセットは、少
なくとも１つのセグメント値が、２つのレコードの間の許されるすべての変数に関して２
つのレコードによって共有される場合、網羅的であると言われる。図４で、網羅的なレプ
リケートされたセグメント化のプロセスが図示される。データソース４００が読み取られ
、すべてのデータレコード４０１に一意のレコードキーが、そのようなレコードキーが既
に存在するのでない場合、割り当てられる。すべてのデータレコードが、十分な回数、レ
プリケートされて、網羅的なセットのセグメント値からの各セグメント値が、１つのレプ
リカントデータレコードに割り当てられる（４０２）。（レプリケートされるレコードの
数は、各レコードのデータに依存することが可能である。）もたらされたデータレコード
が、レプリカントに関連するセグメント値で分割される（４０４）。レプリカントの結び
付けられたペアのセットに関して各処理エンティティにおいて代替クラスタキーが生成さ
れる（４０６）。構造上、許容可能なすべての変数は、セグメントキーが網羅的であるた
め、何らかのセグメントキーのパーティションの中で検出されることになる。クラスタキ
ーのスーパーセットは、複数一致調整手順の後に、各クラスタに関する一意のｃｌｕｓｔ
ｅｒ＿ｋｅｙに解決される（４０８）。
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【０１３４】
　多くとも１つの代入だけ異なり得る２つの政府ｉｄを一致させる事例を考慮されたい。
セグメント値の網羅的なセットがまず、政府ｉｄにおける奇数位置からの数字（又は、よ
り一般的には、文字）をとり、その後、偶数位置から数字（又は、より一般的には、文字
）をとることによって与えられる。このセットが網羅的であることは、いずれの単一の文
字代入も、奇数位置であるか、偶数位置でなければならず、奇数位置と偶数位置の両方で
はないため、容易に見て取れる。このため、他方のタイプのセグメント値は、単一の代入
だけ異なって、２つのレコードに関して合致しなければならない。例えば、１２３４５６
が、セグメントキー（１３５，２４６）を有し、１２４４５６が、セグメントキー（１４
６，２４６）を有する。これらのセグメントキーは、第１セグメント値で異なるが、第２
セグメント値で合致する。
【０１３５】
　図５Ａ～図５Ｃは、この事例における全体的なプロセスを図示する。図５Ａにおいて、
データレコード７００が読み取られる。第１レコード５０１は、数値ｉｄ「１２３４５６
」と、一意のレコードキー「ｒ１」とを有する。これらのレコードが、２回、レプリケー
トされ（５０２）、奇数位置からの文字、例えば、「１３５」からなるセグメントキー、
及び偶数位置からの文字、例えば、「２４６」からなるセグメントキーが割り当てられる
（５０３）。データが、セグメントキー値で分割される（５０４）。同一のセグメントキ
ーを有するレコードは、同一のパーティションの中に入るが、同一のレコードキーを有す
るレコードは、同一のパーティションの中に入らなくてもよい（５０６）。例えば、セグ
メントキー値「１３５」は、第１パーティションの中にあるが、レコードキー「ｒ１」を
有するレコードは、第１パーティションと第２パーティションの両方の中に出現すること
に留意されたい。
【０１３６】
　図５Ｂにおいて、レコード５０６が、それらのレコードのパーティション５０８内でク
ラスタ化され、クラスタキーが割り当てられて、データクラスタ５１０がもたらされる。
いくつかのレコードキーは、複数のクラスタに割り当てられることに留意されたい。例え
ば、レコードキー「ｒ１」を有するレコードは、クラスタ「ｋ１」とクラスタ「ｋ２」の
両方の中に出現する。
【０１３７】
　図５Ｃにおいて、この複数一致が調整される。データクラスタ５１０が読み取られ、ク
ラスタキーの複数割り当てが解決され（５２０）、レコードに対するクラスタキーの最終
的割り当てが行われる（５３０）。この解決の詳細は、後段で説明される。
【０１３８】
２．４．２　セグメント化なしの並列化
　代替キー生成は、生成された値を、１又は２以上のフィールドから構成される自然キー
の値とペアにすることである。自然キーのそれぞれの個別の値は、一意の代替キー値を有
する。代替キーを生成するための一方法は、ときとして、キー相互参照ファイル（略して
、キーｘｒｅｆストア）と呼ばれる代替キー／自然キーペアのストアを保持することであ
る。それぞれの新たなデータレコードが処理されるにつれ、自然キー値がこのストアの中
で探され、自然キー値が見つかった場合、代替キーが返され、自然キー値が見つからなか
った場合、新たな代替キーが生成される。キーｘｒｅｆストアは、現在の実行において生
成された代替キーのレコードを保持するようにメモリの中で部分的に作成されることが可
能であり、以前に生成された値を保持するようにディスク上に部分的に着地させられ（さ
らに処理の開始時にメモリに読み込まれる）ことが可能である。キーが生成された後、新
たに生成された代替キーを含むキーペアが、着地させられたキーｘｒｅｆストアに追加さ
れる。ときとして、生成された最大の代替キー値は、便宜上、別に格納されて、次の実行
時に、前に生成された最高のキーが、重複なしにさらなるキーを生成するための開始点と
して利用可能であるようにする。
【０１３９】
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　このキー生成方法を並列に適用するのに、データレコードが、自然キーで、又は分割キ
ーと呼ばれる自然キーの何らかのフラグメントで分割されて、その分割キーの値を共有す
るすべてのデータレコードが同一の処理エンティティに送信されるようにすることが可能
である。このことは、自然キーを共有するすべてのレコードが、同一の処理エンティティ
によって扱われることを確実にする。詳細には、新たに生成されたキーの最近のメモリ内
ストアに対する処理エンティティによるアクセスが可能であり、したがって、同一の自然
キーを有するすべてのレコードが、同一の代替キー値を得る。何も共有しない並列アーキ
テクチャすなわち、プロセス間通信の全くない並列アーキテクチャにおいて、新たに生成
されたキーのストアは、現在の処理エンティティによって扱われるレコードにだけ利用可
能であり、したがって、同一の自然キーを有するレコードが、同一の並列実行中に異なる
プロセスエンティティにおいて扱われるとした場合、それらのレコードは、異なる代替キ
ーを得ることになる。
【０１４０】
　一部の状況において、自然キー値の配分は、或る値を有するレコードが、他の値を有す
るレコードの平均数と比べて、ずっと多く存在して、不均等である可能性がある。この事
例において、自然キーで分割することは（フラグメントで分割することさえ）、データパ
ーティションにわたるデータの偏りにつながる可能性があり、つまり、いくつかのパーテ
ィションが、他のパーティションと比べて、ずっと多くのレコードを包含することになる
。このことは、処理時間が、等しい複雑度のタスク（代替キー生成のような）に関してデ
ータ量に比例するため、並列化の効率を低下させる。この事例において、一様なデータ配
分を得るようにラウンドロビン（単に、プロセスのそれぞれにレコードを次々に送る）で
分割してみる価値があり得る。その場合、代替キーは、前述した方法によって各プロセス
内で生成されることが可能であり、代替キー生成が完了した後、同一の自然キーに対する
もたらされる複数代替キー割り当てが、後処理ステップにおいて重複排除され得る。この
重複排除を実行する一方法が、各パーティションのレコードを自然キーにロールアップし
て、そのパーティション内で代替キー／自然キーペアを見つけ出し、その後、その自然キ
ーで再分割することである（今度は、その自然キーのいくつかのパーティションコピーだ
けが存在する）。その自然キーに対する第２ロールアップが、生成された複数の代替キー
のうちの１つ、例えば、各自然キーに関して最小の代替キーを選択することが可能である
。最後に、（オリジナルラウンドロビン分割における）レコードに対する第２走査で、そ
れらの代替キーが選択された単一の値に更新され得る。データを２回走査することが要求
されるにもかかわらず、このことは、偏りを伴った生成と比べて、よりパフォーマンスが
高いことが可能である。（操作の異なる順序が関与する、大きいキーグループを扱う他の
方法が存在し、例えば、自然キーを重複排除するように二重ロールアップを実行してから
、代替キーを生成すること、又は他の何らかの方法を適用して、大きいキーグループを検
出して、別個の処理に回すことも可能である。）
【０１４１】
　自然キーで分割することが、並列化に関して効果的でない戦略な可能性がある第２の状
況は、代替キーが、必ずしも、厳密に一致する自然キーに関してではなく、おおよその（
又は均等の）一致する自然キーに関して生成される場合である。この事例において、一致
するすべての候補レコードを同一のプロセスに送信することが保証付きである分割キーは
、存在しない可能性がある。（プロセスは、処理エンティティ内で実行される実行のイン
スタンスである。）このことは、一致判定は、通常、レコードの比較を含み、レコード内
のデータのみに基づいて行われ得ないためである。前段で説明したマルチパスソリューシ
ョンは、この事例では、重複排除プロセスが、複数の代替キーが割り当てられている場合
を識別するのに自然キーに依拠するため、効果的でない。パーティションにわたって、い
ずれのレコードがおおよそ一致する自然キーを包含するかを識別することは、元の問題と
均等である。
【０１４２】
　両方の状況に対するソリューションが、代替キー生成の以下の例によって説明される。
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前述したメモリ内ストアとは異なるキーｘｒｅｆストアの異なる実施例が、最近に生成さ
れた代替キーに関して使用されることが可能である。以下の特徴を有するストアが利用可
能である。すなわち、１）これらのストアは、ディスク上に保持され、１つのプロセスに
よって更新され得る（後尾に追加することによって）、２）これらのストアは、複数のプ
ロセスから読み取られることが可能である（さらに、変更が行われるにつれ、更新される
ことが可能である）。代替キー生成手順は、以下のとおりである。パーティショナが、例
えば、ラウンドロビンで、プロセスにわたる均等な配分を得るようにデータを分割する。
各パーティション内で、プロセスは、各自然キーをとり、すべてのパーティションに関し
てキーｘｒｅｆストアに照らしてルックアップを実行し、その自然キーが１又は２以上の
キーｘｒｅｆストアの中で見つかった場合、プロセスは、最小の値を有する代替キーをと
り（さらに、その自然キーが２つ以上のキーｘｒｅｆストアの中に出現したかどうかの印
を付け）、いずれのキーｘｒｅｆストアの中でもその自然キーが見つからなかった場合、
プロセスは、新たな代替キーを生成し、このパーティションに関連するキーｘｒｅｆスト
アを更新する。新たな代替キーがプロセスにおいて生成されるにつれ、それらの代替キー
は、そのプロセスに関する関連するキーｘｒｅｆストアの中でディスクに保存される。こ
のことにより、それらのキーのすべてが生成された後にキーｘｒｅｆストアを更新する必
要性が取り除かれる。さらに、そのストアを読み取るすべてのプロセスが、変更が保存さ
れた後、その変更で更新されるので、１つのプロセスにおいて最初に出現する自然キーが
別のプロセスにおいて後に出現した場合、その自然キーには、その他方のプロセスで最初
に割り当てられたオリジナル代替キーが割り当てられる。
【０１４３】
　以下の潜在的な競合条件が存在する。すなわち、同一の自然キーを有する２つのレコー
ドが異なるプロセスに同時に到着した場合、キーｘｒｅｆストアに照らしたルックアップ
は、いずれのプロセスにおいても一致を示さない可能性があり、その自然キーに関して、
さらなる２つの新たな異なる代替キーが生成される。このことは、ローカルキーｘｒｅｆ
ストアが新たな代替キーで更新される前に処理されるレコードに限って生じ、これらの更
新が、その他のプロセスによって読み取られる。その後のすべての自然キーには、最小の
値の代替キーが割り当てられる。後のこれらのレコードに、２つ以上の自然キーが見られ
たという事実でさらなる印を付けることによって、事後にキー衝突を訂正するのに使用さ
れ得るマーカが配置される。このマーカ上のフィルタが、２つ以上の代替キー割り当てを
有していた自然キーを見つけ出し、その後、代替の代替キーが識別されて、置き換えられ
ることが可能である。初期の衝突が生じた場合に限って自然キーが現れた場合、それでも
衝突を見逃す可能性がある。このことを確実に検出し、訂正するのに、データ（したがっ
て、自然キー）が再びキー生成プロセスにかけられて、割り当てが訂正されることが可能
であり、つまり、２回目で、あいまいな割り当ては、明白となる。この２回目の修正は、
それらの自然キーがおおよそであることしか要求されない場合でさえ、一致判定が決定論
的である限り、つまり、同一のデータが再判定された場合に同一の判定をする場合、信頼
できることに留意されたい。このことは、２回目の開始までには、すべてのローカルキー
ｘｒｅｆストアに、すべてのプロセスが書き込み及び読み取りを行っているため、うまく
いく。
【０１４４】
　この並列化方法は、クラスタ化に適用されることが可能であり、他のファジーデータ操
作にも適用されることが可能である。クラスタ化は、キーが厳密ではなく、均等であるに
過ぎない代替キー生成の形態であると見なされ得る。ローカルストアの詳細な形態は、デ
ータ操作により異なり得るが、類似した技法が使用されることが可能である。
【０１４５】
　図６は、自然キーで分割することなしに並列で実行される代替キー生成手順の実施例を
図示する。自然キー「ｎ１」を有するレコードが、データソース６００Ｐ１においてパー
ティションＰａｒｔｉｔｉｏｎ１の中で最初に出現する。パーティションＰａｒｔｉｔｉ
ｏｎ１のキーｘｒｅｆストアＸｒｅｆ１　６０４Ｐ１、及びパーティションＰａｒｔｉｔ
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ｉｏｎ２のキーｘｒｅｆストアＸｒｅｆ２　６０４Ｐ２が調べられ、「ｎ１」が見つから
ず（６０６）、したがって、代替キー「ｓ１」が生成されて、出力６２０Ｐ１に書き込ま
れる。その一方で、キーｘｒｅｆレコード「ｎ１　ｓ１」が、ローカルキーｘｒｅｆスト
アＸｒｅｆ１　６０４Ｐ１に保存される（６０８）。後に、自然キー「ｎ１」を有するレ
コードが、データソース６００Ｐ２においてパーティションＰａｒｔｉｔｉｏｎ２の中で
出現する（データが自然キーで分割されていたとしたら、そうなっていたであろうＰａｒ
ｔｉｔｉｏｎ１の中にではなく）。やはりキーｘｒｅｆストアＸｒｅｆ１　６０４Ｐ１及
びＸｒｅｆ２　６０４Ｐ２が調べられ、「ｎ１」は、Ｘｒｅｆ２　６０４Ｐ２の中にない
が、Ｘｒｅｆ１　６０４Ｐ１の中で見出される（６１０）。代替キー「ｓ１」が、取り出
され、レコード６１１に割り当てられ、さらに出力６２０Ｐ２に書き込まれる。
【０１４６】
２．５　採点フィールド重複排除
　セグメント化（及び並列化）の後、一部の実施例において、データソース１００、又は
トークン化されたデータレコードのセット１１８Ｐからのレコードが、採点フィールド重
複排除エンジン１４４に送られる。一部の実施例において、前述したとおり、クラスタメ
ンバシップを判定する採点の際に使用されるフィールド、いわゆる採点フィールドが、ラ
ンタイムに特定されることが可能である。採点フィールド重複排除エンジン１４４が、採
点フィールド上で同一の値を有するレコードのセットから１つのレコードを選択して、ク
ラスタ化プロセスを続け、もたらされるクラスタｉｄが、そのセットのその他のレコード
の間で共有されるようにする。これらのレコードは、クラスタメンバシップ判定プロセス
の見地から同一であるので、これらのレコードのすべてに関して同一のクラスタ化判定に
必然的に到達しなければならない。
【０１４７】
２．６　候補検索
２．６．１　２つのモード
　データレコードセットのすべてが一緒に処理されるか、又はレコードが、到着するにつ
れ、それまでにクラスタ化されたレコードに照らして処理されるかに依存して、検索ベー
スのクラスタ化プロセスのわずかに異なる２つのアプローチが可能である。そのようなレ
コードのすべてが一緒に処理されることは、バッチモードを説明するのに対して、レコー
ドが、到着するにつれてそのように処理されることは、オンラインモードとして使用され
得るインクリメンタルモードであるが、データのすべてが最初から利用可能である場合に
適用されることも可能である。この２つのモードの間の１つの違いは、バッチモードでク
ラスタ化エンジンによって使用される、変数プロファイラストア１１５、変数ネットワー
クストア１２６及び検索ストア１４６を含む様々なストアが、前処理ステップ中に計算さ
れるのに対して、インクリメンタルモードでは、一部のストアは、データが到着するにつ
れインクリメンタルで入力され得ることである。詳細には、１つのインクリメンタルモー
ドアプローチは、データの完全なセットで変数プロファイラストア１１５及び変数ネット
ワークストア１２６を事前計算することである一方で、検索ストア１４６は、インクリメ
ンタルで入力される。インクリメンタルモードで、クラスタ化結果は、レコードが処理さ
れる順序に依存することが可能である。
【０１４８】
２．６．２　インクリメンタルモードにおけるクラスタ発見
　インクリメンタルクラスタ化プロセスにおいて、クエリレコードと呼ばれる、入ってく
るレコードが、既存のクラスタのレコードと比較されて、そのクエリレコードがいずれの
クラスタに属すべきかが判定されることが可能である。直接のアプローチにおいて、各ク
エリレコードが、最も近い一致を見つけ出すようにそれまでのすべてのレコードと比較さ
れることが可能である。近い一致が全く存在しない場合、クエリレコードは、新たなクラ
スタの最初のメンバであり、存在する場合、クエリレコードは、そのクエリレコードが最
も近く一致したレコードを包含するクラスタに追加される。このことは、単純明快である
が、潜在的に計算リソースを大量に使用する。ほとんどの比較は、否定的な結論（「この



(39) JP 6113740 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

クラスタではない」）をもたらし、最悪ケースは、そのクエリレコードが新たなクラスタ
のメンバである場合である。このアプローチは、各クラスタから代表的なメンバを選択し
、そのクエリレコードをクラスタ代表と比較することによって改良され得る。このことは
、レコードの変数類似性が少なくとも部分的に推移的であるという所見を活用し、つまり
、クエリレコードがクラスタ代表と十分に類似していない場合、そのクエリレコードは、
クラスタの他のいずれのメンバとも十分に類似している可能性は低い（それらのメンバは
すべて、そのクラスタ代表と類似しているので）。
【０１４９】
　変数類似性は、実際には推移的ではないため（「ＡがＢと類似する」と「ＢがＣと類似
する」は、「ＡがＣと類似する」を暗示しない）、ときとして、候補閾値と呼ばれる、ク
ラスタメンバシップを判定するのに適用されるのと比べてより低い類似性閾値が、クエリ
レコードをクラスタ代表と比較する際に適用されることが可能である。その意図は、クラ
スタのメンバに対するクエリレコードの予期される類似性に関して正確な下限を設けるこ
とである。この下限は、クエリレコードが属し得ないクラスタをうまく除外するが、クエ
リレコードがいずれのクラスタに属するかという疑問には答えない。その理由は、２つ以
上のクラスタ代表が、クエリレコードに対して、その候補閾値を超える類似性スコアを有
し得ることである。これらのクラスタ代表は、ひとまとめにして候補レコードと呼ばれる
。候補レコードが識別された後、クエリレコードが、何らかの候補レコードに関連する各
クラスタのすべてのメンバと比較されて、クエリレコードが最も近い親近性を有するクラ
スタが見出されることが可能である。この親近性が一致閾値を超えている場合、クエリレ
コードは、対応するクラスタのメンバであり、超えていない場合、クエリレコードは、新
たなクラスタに割り当てられる。候補レコードが見出された後、クラスタメンバシップ判
定のパフォーマンスを向上させるステップが行われることが可能であり、一部のステップ
について以下に説明する。
【０１５０】
　クエリレコードをクラスタ代表と比較する改良を用いても、新たなクラスタを識別する
事例は、依然として不良であり、つまり、新たなクラスタに属するクエリレコードは、そ
のクエリレコードが新規であることを確認するのに既存のすべてのクラスタの代表と比較
されなければならない。クラスタの数が増加するにつれ、新たなクラスタを識別するのに
かかる時間が増加し、新たなクラスタを認識するのに要求される比較の数が既存のクラス
タの数に比例するため、クラスタ化プロセスは、遅くなる。計算上の課題は、各クエリレ
コードをすべてのクラスタ代表と比較することに優る、レコードをクラスタ化する方法を
見出すことである。
【０１５１】
　検索ベースのクラスタ化アプローチは、新たなクラスタを識別する最悪ケースを最良ケ
ースに変えようと試みることによって、この課題に取り組むことである。単純化された形
態で、このことは、既存のクラスタメンバ、又はそれらのクラスタメンバのクラスタ代表
から入力された検索ストアに対して検索を実行することによって行われる。クエリレコー
ドが、検索ストアの中で探される。クエリレコードが見つからなかった場合、そのクエリ
レコードは、新たなクラスタに属するはずである。このプロセスは、図１Ａ及び図１Ｃに
示される候補検索エンジン１４０によって行われる。このアプローチは、検索ストア１４
６を入力して、検索ストア１４６の中でクエリを探すのにかかる時間が、各クエリレコー
ドを、クラスタ代表の増大するストアに照らしてすべてのクラスタ代表と直接に比較する
のにかかる時間より少ない場合、有利である。このアプローチの裏の巧妙さは、検索スト
ア１４６を入力する検索－エントリ展開エンジン１４５、候補検索エンジン１４０のため
にクエリを構築するクエリ展開エンジン１４３、及び検索を実行する検索エンジン１４７
（又は変数－ルックアップ手順）を選択することを含め、候補検索エンジン１４０によっ
て使用されるプロセスを定義することにある。
【０１５２】
　図２Ｄが、このプロセスの実施例を示すのに使用され得る。一部の実施例において、検
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索ストア２３０Ｇが、クラスタメンバからなるデータセット２２０Ｇから計算されたエン
トリで入力される。検索ストア２３０Ｇに照らして、展開されたクエリエントリ２１０Ｇ
に変数－ルックアップ手順２３２Ｇを適用することが、クラスタメンバシップ基準の何ら
かの必要な構成要素のプロクシを計算するのに使用され得る。プロクシは、レコードが、
そのプロクシに対して少なくとも最低限のスコアに達するのでない限りクラスタのメンバ
であり得ない場合、良好なプロクシである。この最低限のスコア（候補閾値）が、候補一
致２３２Ｇを定義する。クエリがこの要求される最低限に達するクラスタレコード２３６
Ｇが候補レコードである。
【０１５３】
　プロクシスコアの例が、２つの個人名のような、２つの複数語フィールド（又はフィー
ルドの組み合わせ）によって共有される語の数である。２つの名前を比較するのにクラス
タメンバシップ判定において使用される採点アルゴリズムは、それぞれ名前における語の
セット以外も考慮に入れることが可能であり、詳細には、語の順序、及び語の位置を考慮
に入れることが可能である。しかし、２つの名前は、それらの名前が語を全く共通で有さ
ない場合、一致する可能性がなく、それらの名前が、語のほんの一部を共通で有するだけ
である場合、高いスコアを有する可能性は低い。２つの名前が共通で有する語の数をカウ
ントすることが、名前スコアのプロクシであり、つまり、名前スコアほど正確ではないが
、それでも信頼できる。このプロクシは、共通する語の数がそれぞれの名前における語の
数との関係で知られている場合、より正確になる。この長さが、クラスタレコードを全く
フェッチすることなしにプロクシスコアを計算するのに利用可能であるように、検索スト
ア１４６の中に格納され得る。
【０１５４】
　一部の実施例において、クエリの初期選択は、クラスタメンバシップ基準によって導か
れることが可能である。オリジナルデータレコードの最も粒度の高い分解、又は最も明確
に区別する分解を与えるクラスタメンバシップ基準の構成要素が、生のクエリを構築する
ための基礎として使用される場合、しばしば、より良好なパフォーマンスが実現され得る
。このことは、検索基準を満たすレコードの数を減らす。
【０１５５】
　また、複数のフィールドからの値を用いたクエリが関与する複数の検索が行われること
も可能であり、より絞られたセットの候補につながる可能性がある。これらの検索につい
ては、後段で説明する。ここでは、詳細がより単純であるため、単一のフィールドからと
られたクエリに注目する。
【０１５６】
　いくらかの度合の可変性をそれぞれにおいて許して、企業が、個人名、政府によって割
り当てられた識別子、及び生年月日に基づいて顧客データベースから顧客を識別すること
を所望する例を考慮されたい。この場合、初期のクエリに関して、政府によって割り当て
られた識別子が、個人名より選好されることが可能である。通常、政府によって割り当て
られた識別子は、可能なあいまいさを見込んでも、個人名と比べてより特定的であり、し
たがって、より良好なクエリをもたらす、つまり、候補一致のセットをより迅速に絞るも
のと予期される。
【０１５７】
　しかし、フィールド（又はフィールドの組み合わせ）に関連する粒度は、データセット
全体にわたって一定でない可能性がある。多数の関連するレコードを伴って、政府によっ
て割り当てられた識別子のいくつかに入力されるデフォルトの値（例えば、空白、又はす
べて０若しくはすべて９）が存在する可能性がある。これは、レコードのサブセットに関
して、クエリの選択の破綻を表す。あまりにも多くのレコードが検索によって取り出され
る場合、採点されるべきレコードのセットを絞る検索の主要な目的は、達せられていない
。このことに対処するのに、所与のクエリ検索から返される候補の数にカットオフ限度が
課せられることが可能であり、すなわち、候補レコードの数が閾値を超えた場合、そのク
エリは、拒否される。
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【０１５８】
　一部のシナリオにおいて、展開されたクエリからのすべてのクエリが拒否されるまで生
のクエリが続けられることが可能であり、展開されたクエリからのすべてのクエリが拒否
された後、クエリレコードが、代替の検索戦略を用いて再処理されなければならない。例
えば、生のクエリが複数語ストリングである場合、展開されたクエリは、そのストリング
の個々の語からなることが可能である。そのストリングの非常に一般的な語が、多過ぎる
候補を返すものとして拒否されることが可能である一方で、残りの、頻度のより低いクエ
リ語は、所望される一致するレコードを見つけ出すのに妥当である。生のクエリを拒否す
べきかどうかの判定は、潜在的に満足のいく一致するレコードが、拒否されるクエリから
のレコードを含めないことによって見逃されるかどうかに基づくことが可能である。展開
されたクエリ内に複数のクエリが埋め込まれる場合、いくつかのクエリが失敗する一方で
、他のクエリが続けられることは問題ない可能性がある。複数の独立したクエリが存在し
ない状況では、展開されたクエリセットからの１つのクエリの拒否が、そのセット全体を
拒否するのに十分である可能性がある。
【０１５９】
　多くの事例において、検索戦略が破綻する場合に、そのことは、データにデータ品質問
題があること、例えば、不完全なレコード、又は採点フィールドに予期されないデフォル
トの値が入っていることを示し得るので、レコードのセットを独立に識別することが有用
であり得る。レコードの本体からレコードのそのようなセットを分離することにより、デ
ータが、最終的な一致判定の一般的な信頼性を示すセットに分類される。政府によって割
り当てられた識別子を全く有さない、又はデフォルトの、政府によって割り当てられた識
別子しか有さないレコードは、政府によって割り当てられた識別子をともに有するレコー
ドの間で見出されるより低い確度の一致につながるものと見込まれ得る。
【０１６０】
２．６．３　複数の検索及び検索コード
　検索ストア３３０Ｇは、検索エントリ３３４Ｇをペアリングキー３３３Ｇで重複排除す
ること、及びロケーションキー３３５Ｇを、特定の検索キー３３３Ｇを有するデータレコ
ードに関するすべてのロケーションキーを保持するロケーション情報にロールアップする
ことによって改良され得る。一部の実施例において、このロケーション情報は、関連する
レコードの数が少ない場合、キーの単純なベクトルであることも可能である。他の実施例
において、このロケーション情報は、各ビットセットが、データセット３２０Ｇのデータ
レコードを明示的に、又は暗黙に示す、ビットベクトルであることが可能である。ビット
ベクトルは、圧縮されてもよい。
【０１６１】
　ロケーション情報のビットベクトル実施例を使用することにより、検索ストアのサイズ
が小さくなることが可能であり、ペアリングキー３３３Ｇの同一の値に対してルックアッ
プ３３２Ｇを繰り返すことが解消され得るが、本当の利益は、複数の検索の結果を組み合
わせた際にもたらされる。展開されたクエリが、生のクエリの各語に関する別々のクエリ
からなる複数語ストリングからなる生のクエリの例において、別々の展開されたクエリの
結果が、ロケーションビットベクトルの論理積をとることによって組み合わされることが
可能である。２つのロケーションビットベクトルの論理積により、両方のロケーションビ
ットベクトルにおける同一の位置で設定されたビットが求められる。この場合、これらの
ビットは、それらのロケーションビットベクトルに関連する両方の語を包含するレコード
である。ロケーションビットベクトルの間で論理積のすべての組み合わせを形成すること
によって、データセット３２０Ｇのレコード３２２Ｇ中に存在する生のクエリ３００Ｇか
らの語のすべての組み合わせが見出されることが可能である。
【０１６２】
　これらの組み合わせを編成することを円滑にするのに、検索コードの概念が導入され得
る。検索コードは、いずれの検索クエリが最終的なロケーション情報結果に寄与するかを
符号化するデータパターンコードである。一部の実施例において、ロケーション結果に寄
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与する生のクエリ、又は展開されたクエリの各部分に関して、ビットベクトルにおいてビ
ットが設定されることが可能である。複数のビットセットが、各ビットセットに関連する
各ロケーション情報結果の論理積に対応する。２つの検索が存在したとする場合、第１ビ
ットが、第１セットから返される結果に関して設定され、第２ビットが、第２セットに関
して返される結果に関して設定され、両方のビットが、両方の検索から返される結果（各
検索の結果の論理積）に関して設定される。
【０１６３】
　単一のフィールドからの２つ以上のトークンで複数の検索を行い、それらの検索によっ
て取り出されるロケーション情報を論理的に組み合わせるという概念は、複数のフィール
ド（又はコンテキスト）からのトークンで複数の検索を行い、それらの検索によって取り
出されるロケーション情報を論理的に組み合わせることに一般化されることが可能である
。
【０１６４】
　図７Ａ～図７Ｄが、実施例における検索コードの構築及び使用を示す。図７Ａで、生の
クエリ７００が、データレコードの３つのフィールド、ｆｉｒｓｔ（ｎａｍｅ）、ｌａｓ
ｔ（ｎａｍｅ）、及びｓｔｒｅｅｔからのトークンから構築される。例えば、ｌａｓｔに
関するクエリは、「ｓｍｉｔ」である。生のクエリが、展開されたクエリ７０４をもたら
すようにクエリ展開手順７０２によって展開される。この事例における展開されたクエリ
は、場合により、変数プロファイラストア１１５から獲得される、生のクエリの各部分に
関する変数トークンからなる。例えば、「ｓｍｉｔ」に関連する変数トークンには、「ｓ
ｍｉｔｈ」及び「ｓｍｉｔｈｓ」が含まれる。
【０１６５】
　図７Ｂで、データソース７１０が、４つのフィールド、「ｋｅｙ」、「ｆｉｒｓｔ」、
「ｌａｓｔ」、及び「ｓｔｒｅｅｔ」からなる。検索－エントリ展開手順７１２が、この
３つのクエリフィールドのそれぞれに関して検索ストア７１４を入力するのに使用される
。
【０１６６】
　図７Ｃで、展開されたクエリ７０４Ａが、変数－ルックアップ手順７２０Ａによって処
理されて、ロケーション結果７２４Ａがもたらされる。この事例において、変数－ルック
アップ手順は、それぞれの展開されたクエリに関して検索ストア７１４の中を探すこと（
７２１）から始めて、実施される。次に、それぞれの展開されたクエリからのロケーショ
ン情報結果が組み合わされて（ベクトルの合併、又はビットベクトルの論理和）、生のク
エリの「ｌａｓｔ」部分に関するロケーション情報結果７２４Ａがもたらされる。このこ
とが、「ｌａｓｔ　ｎａｍｅ」というラベルが付けられた円７３０Ａとして図示される。
【０１６７】
　「ｆｉｒｓｔ」フィールドに関する第２展開されたクエリ７０４Ｂが、変数－ルックア
ップ手順７２０Ｂによって処理されて、ロケーション情報結果７２４Ｂが得られる。この
ことが、「ｆｉｒｓｔ　ｎａｍｅ」というラベルが付けられた円７３０Ｂとして図示され
る。「ｌａｓｔ　ｎａｍｅ」円７３０Ａと「ｆｉｒｓｔ　ｎａｍｅ」円７３０Ｂの共通部
分は、レコード「［２，４］」７３２を包含する。
【０１６８】
　図７Ｄで、３つすべての生のクエリの結果が示されている。各円７３０ＡＢＣが、レコ
ードのそれぞれのコレクション７２４Ａ、７２４Ｂ、７２４Ｃを包含する。例えば、「ｌ
ａｓｔ　ｎａｍｅ」円が、レコード７２４Ａ、「｛１，２，４，５，７｝」を包含する。
この円に検索コード１が割り当てられ、このことが検索－コードテーブル７４０の中に記
録される。同様に、「ｆｉｒｓｔ　ｎａｍｅ」円に検索コード２が割り当てられ、「ｓｔ
ｒｅｅｔ」円に検索コード４が割り当てられる。検索コード１、２、及び４はそれぞれ、
共通部分を除外した領域だけでなく、対応する円領域全体を指すことが強調されなければ
ならない。同時に満足させられる２つ以上の生のクエリに関連するレコードが、対応する
円形領域に関連するレコードのセットを交わらせることによって見出される。その結果が
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、検索－コードテーブル７４０の中に記録され、結果に寄与する個々の領域の検索コード
の合計によって形成される検索コードとペアにされる。この場合、検索コードは、各ビッ
トセットがいずれの円形領域が存在するかを示すビットマップ表現として認識され得る。
【０１６９】
　最終ステップは、いずれの検索コードが、クラスタメンバシップに関してより綿密な採
点に値するクエリに対する十分な応答に対応するかを指定することである。この場合、候
補選択基準７４２は、検索コードが３、５、又は７でなければならないことである。この
ことは、成功するクエリ候補は、ｌａｓｔ　ｎａｍｅと一致する変数と、ｆｉｒｓｔ　ｎ
ａｍｅ又はｓｔｒｅｅｔ、又はｆｉｒｓｔ　ｎａｍｅとｓｔｒｅｅｔの両方と一致する変
数とを有さなければならないことを意味する。ｆｉｒｓｔ　ｎａｍｅ及びｓｔｒｅｅｔと
一致する変数では、情報と一致するいずれの単一の変数の場合にも同様であるように、不
十分である。採点のために返される候補７４４は、これら３つの検索コード７４２に関連
するレコードの合併によって与えられる。
【０１７０】
２．６．４　クエリ構築
　クエリ構築手順１４２において、データソース１００から、又はトークン化されたレコ
ード１１８から読み取られたレコードの１若しくは２以上のフィールド又はランタイムパ
ラメータのフラグメント又は全体から選ばれたコンテンツから生のクエリを構築する、場
合により、クエリ構築規則セットが関与するクエリ構築式をユーザが与える。生のクエリ
は、いくつかがベクトルであり得る、１又は２以上のクエリフィールドの値からなること
が可能である。例えば、ユーザが、個人名をクエリとして使用することを所望することが
可能であり、ファーストネームフィールド、ミドルネームフィールド、及びラストネーム
フィールドのコンテンツを、各フィールド値の間のスペースで、又はカンマとスペースで
連結することによって、そのクエリを構築する規則を指定する。１又は２以上のネームフ
ィールドが無効である、又は入力されていない場合、その名前の構築を指定するさらなる
割り当て（「大文字小文字」）が与えられることが可能である。代替として、場合により
、ファーストネームとミドルネームの頭文字だけが保たれ、ラストネームと連結される。
生のクエリは、複数の部分から形成された構造化されたレコードであることが可能であり
、例えば、個人名に関する生のクエリは、別々のファーストネームクエリフィールド、ミ
ドルネームクエリフィールド、及びラストネームクエリフィールドからなることも可能で
ある。単一のｆｕｌｌ＿ｎａｍｅフィールドだけがデータレコード上に存在する場合、ユ
ーザクエリ構築式は、生のクエリの構成フィールドを入力するのにそのｆｕｌｌ＿ｎａｍ
ｅ値をどのように構文解析すべきかを指定することが可能である。クエリ構築式は、クエ
リレコードのデータを特徴付ける１又は２以上のデータパターンコード、例えば、生のク
エリの他の要素を構築するのに使用される各フィールドの入力の状態（例えば、入力され
ている、空白、又は無効）を示す入力パターンコードを入力することが可能である。
【０１７１】
　一部の実施例において、変数プロファイラ１１０のデータ準備モジュール１１１におけ
るスタンダダイザ１１２のようなスタンダダイザが、句読文字若しくは他の指定された文
字を削除すること、又はそれらの文字を代替の文字で置き換えること、数の左側を０又は
スペースで埋めること、アルファベットを小文字にすることなどのような、要求されるこ
とをユーザが示すが、完全な詳細で指定しなくてもよい（これらの操作は、事前定義され
た操作として利用可能であり得るので）操作を使用して、生のクエリに適用されることが
可能である。一部の実施例において、独立した複数の標準化が適用されて、標準化された
生のクエリのベクトルがもたらされることが可能である。例えば、「＆」のような一部の
句読文字が、自然な用法の範囲に及ぶように複数の様態で扱われる必要がある可能性があ
り、つまり、その文字は、それぞれ有用な効果を伴って、削除される、スペース文字で置
き換えられる、そのままにされる、又は「ａｎｄ」という語に展開されることが独立に行
われ得る。
【０１７２】
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　クエリアプローチが直面する１つの課題は、個人名又は企業名のような一部のフィール
ド（又はフィールドの組み合わせ）が、自由形式の性質を有することであり、つまり、２
つの名前が、それらの名前が欠落した語で、又は語順で異なる場合でさえ、許容可能な一
致であり得ることである（すなわち、クラスタメンバシップ処理中にトークンを比較する
のに使用される類似性採点関数又は類似性採点規則が、欠落した語、又は語順の変更にペ
ナルティを課すが、それでも、欠落した語、又は語順の変更を許容する可能性がある）。
このことは、例えば、一般に、フルネーム自体は、クエリであり得ないことを暗示する、
つまり、あまりにも多くの許容可能な一致が見逃される可能性がある。つまり、フルネー
ムで直接に検索することは、重要なすべての候補によっては満足させられない可能性があ
る語順、及びいくつかの名前が存在することを前提とする。代わりに、フルネームは、生
のクエリとして扱われ、実際のクエリは、その生のクエリを展開することによって生のク
エリから生成されるようにした方がよい場合があり得る。
【０１７３】
２．６．５　クエリ展開
　生のクエリが、クエリ展開エンジン１４３によって処理されて、展開されたクエリが生
成されることが可能である。一部の実施例において、変数プロファイラ１１０のデータ準
備モジュール１１１におけるトークナイザ１１３のようなトークナイザが、クエリ展開中
に生のクエリの要素に適用されて、クエリが、クエリ語句と呼ばれるトークンに分割され
ることが可能である。
【０１７４】
　一部の実施例において、クエリ語句は、例えば、タイプ入力上の変数、代替のつづり、
及び文化的変数を含むようにさらに展開されることが可能である。例えば、「ｃｉｖｉｌ
ｉｚａｔｉｏｎ」というクエリ語句が、「ｃｉｖｉｌｉｓａｔｉｏｎ」及び「ｃｉｖｉｌ
ｉｚａｔｉｎ」という語句を含むように展開され得る。「Ｗｅｂｅｒ」に関するクエリが
、「Ｗｅｂｂｅｒ」という語句を含むように展開され得る。また、他の展開も可能であり
、例えば、１つの文字体系における名前が、別の文字体系において複数のつづりを有する
ことが可能である（例えば、漢字からローマ字への変換）。展開の際に使用すべきタイプ
入力上の変数のセットは、変数プロファイル１１０において計算され得る。前処理が変数
プロファイルストアの基本セットを確立した後、新たなレコードが処理されるにつれ、さ
らなる変数がオンラインで検出されて、変数プロファイラストアの変数のリストに追加さ
れることが可能である。
【０１７５】
　一部の実施例において、各クエリ語句は、トークン－代表ストア１２７を変数ネットワ
ークストア１２６と一緒に使用してトークン代表で置き換えられることが可能である。こ
のことは、同一の近隣（例えば、正規の近隣）内の変数トークンが同一のトークン－代表
で置き換えられ、したがって、関連する変数トークンを識別することは、単に厳密なトー
クン－代表一致を見つけ出すことを要求するだけであるので、変数トークンの比較を円滑
にする。変数トークンは、２つ以上の近隣のメンバであることが可能であり、したがって
、２つ以上のトークン－代表を有することが可能である。トークンに対応するすべてのト
ークン代表が、置換として使用されることが可能であり、その結果、（置換される）クエ
リ語句の数が増加する。
【０１７６】
　一部の実施例において、クエリ展開エンジン１４３は、場合により、トークン－代表置
換の後、２つ（又は３つ以上）のクエリ語句を組み合わせることによってトークン－ペア
クエリ語句を形成することが可能である。このペアリングの目的は、クエリ語句に基づい
て検索から返されるレコードのセットを絞ることである。一部の実施例において、（トー
クン－代表で置換された）トークン－ペアクエリ語句は、アルファベット順に並べ替えら
れる。このことは、トークン－ペアクエリ語句を検索する際に語順の局所化された変更を
検出可能にする。隣接する語の各ペアを形成する際にオリジナルの語順が格納される場合
、そのようなペアのセットが、ブロック再構成まで、オリジナルの句を再構築するのに使
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用されることが可能である。このことは、オリジナルの語順が、語のセット自体によって
は捕捉されない様態で語ペアにおいて捕捉されることを意味する。
【０１７７】
　仲介する１つのクエリ語句を有するクエリ語句からトークン－ペアクエリ語句を作成す
ることは、一致の可能性を完全に除外することなしにフィールド（又はフィールドの組み
合わせ）から語（又は他のトークン）が欠落している可能性があり、フィールド採点アル
ゴリズムが、このことを許容するように設計されるため、検索を向上させる。例えば、ミ
ドルネームは、企業名からの「ｏｆ」のような項目の場合にそうであるように、しばしば
、切り詰められ、又はレコードから省略される。欠落した語の他の多くのそれほど明白で
はない例が、現実のデータには生じる。三重のクエリ語句、及びよりより多重のセットの
クエリ語句が、さらに絞ったクエリを形成するのに使用され得る。
【０１７８】
　例えば、クエリ展開エンジン１４３が、「Ｊｏｈｎ　Ｊａｃｏｂ　Ｊｉｎｇｌｅｈｉｅ
ｍｅｒ　Ｓｃｈｍｉｄｔ」という生のクエリを受け取る。トークン－代表ストア１２７が
、トークン－代表「Ｊｏｈｎ」、「Ｊａｃｏｂ」、「Ｊｉｎｇｌｅｈｅｉｍｅｒ」、「Ｓ
ｃｈｍｉｄｔ」のリストを返す。生のクエリにおける「Ｊｉｎｇｌｅｈｉｅｍｅｒ」は、
「Ｊｉｎｇｌｅｈｉｅｍｅｒ」を包含する変数の正規の近隣におけるトークン－代表であ
る、「Ｊｉｎｇｌｅｈｉｅｍｅｒ」のより頻度の高い変数「Ｊｉｎｇｌｅｈｅｉｍｅｒ」
で置換されていることに留意されたい。クエリ展開エンジン１４３が、隣接するクエリ語
句、この例では、「Ｊａｃｏｂ　Ｊｏｈｎ」、「Ｊａｃｏｂ　Ｊｉｎｇｌｅｈｅｉｍｅｒ
」、及び「Ｊｉｎｇｌｅｈｅｉｍｅｒ　Ｓｃｈｍｉｄｔ」を使用して、アルファベット順
に並べられた（トークン－代表で置換された）トークン－ペアクエリ語句を作成する。ま
た、クエリ展開手順は、仲介する１つのクエリ語句を有するクエリ語句「Ｊｉｎｇｌｅｈ
ｅｉｍｅｒ　Ｊｏｈｎ」及び「Ｊａｃｏｂ　Ｓｃｈｍｉｄｔ」に関してアルファベット順
に並べられた（トークン－代表で置換された）トークン－ペアクエリ語句を作成すること
もする。
【０１７９】
　一部の実施例において、生のクエリは、前述した変数－検索の一部として変数－ルック
アップ手順におけるクエリとなるように設計された変数クエリのセットを生成するように
生のクエリを体系的に変更するクエリ展開手順を適用することによって、展開され得る。
例として、２つの政府によって割り当てられた識別子（「ｇｉｄｓ」）が、それらのｇｉ
ｄｓが多くとも１文字の変更だけ異なる場合に限って、つまり、それらのｇｉｄｓが１以
下のハミング距離を有する場合に、一致と見なされるものと想定されたい。削除－結合手
順が、図８に示されるとおり、厳密なルックアップを介してこのことを実施するのに使用
され得る。データソース８２０における各ｇｉｄが、そのｇｉｄの削除セットを形成し、
さらに削除位置、削除変数、及び関連するキーを含む各削除エントリを検索ストア８３０
に書き込むことによって展開される（８２５）。生のクエリ８００は、ｇｉｄからなる。
生のクエリ８００が、検索ストア８３０のエントリを展開する（８２５）のに使用される
のと同一の削除－結合手順を使用して、削除セット８１０に展開される（８０５）。展開
されたクエリは、削除位置と削除変数の両方をキーとして使用して検索ストア８３０の中
でシークされる（８３２）。このことが、変数一致のセットをもたらし、次に、変数一致
のこのセットが、一致するレコードを取り出すのに使用され得る（８３７）。
【０１８０】
　この手順の変数形態が、オリジナルの変更されていないｇｉｄを、検索ストア８３０の
中に削除位置０でエントリとして含め、検索ルックアップのキーを削除変数だけに（削除
位置を無視して）変えることである。このことは、単一文字挿入、単一文字削除、及び単
一文字代入、並びに２文字入れ換え及び非隣接挿入／削除を含む、すべての削除－結合１
変数一致を見つけ出し、つまり、これらの一致は、すべての編集距離１変更と、長さを変
えない編集距離２変更（二重代入は範囲に含まれない）の大部分とを含む。
【０１８１】
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２．６．６　採点エンジン
　クエリデータレコードと、既存のデータクラスタのデータレコード（インクリメンタル
モードにおいて）又はデータソースにおける他のデータレコード（バッチモードにおいて
）の間の類似性の測度が、採点エンジン１５０によって計算されるスコアとして表される
ことが可能である。採点エンジン１５０は、１若しくは２以上のフィールドの、又はフィ
ールドの組み合わせの、例えば、名前及び／又はアドレスを個々に、又は共同で構成する
フィールドのコンテンツ全体又は部分的コンテンツを比較することによって、２つのレコ
ードを比較することが可能である。これらのコンテンツは、これらのコンテンツがレコー
ドのフィールドの値から導き出されるので、「フィールド－値」と呼ばれることが可能で
ある。
【０１８２】
　一部の実施例において、フィールド－値の選択されたペアの間のスコアは、それらの値
の相等性、又はそれらの値の間の編集距離などの類似性基準に基づくことが可能である（
他の類似性基準には、音声上の類似性、又は画像データ（例えば、顔認証のための）に関
するグラフィック上の類似性などの様々なタイプのデータに関する他の形態の類似性が含
まれる）。１文字又は２文字からなる短いフィールド－値は、誤りを意図と区別するため
の基礎が存在しない可能性があるため、しばしば、相等性に関してしか比較されないこと
が可能である。別個に、一部のフィールド－値、例えば、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ」を包含す
る都市フィールドは、スペース文字を包含するようなことがある単位としてだけ意味上の
意義を有する。そのような値では、１つの値を別の値に変えるのに要求される挿入、削除
、及び代入の回数をカウントする編集距離が、類似性の良好な測度であり得る。
【０１８３】
　一部の実施例において、コンテンツが、何らかの分離記号（一般に、ただし、排他的に
ではなく、スペース文字）で分離されたトークンの順序付けられたセットである、フィー
ルド－値の選択されたペアの間のスコアは、厳密に一致するトークンの数、変数一致（同
一ではないが、均等である、又は類似していると認識される）であるトークンの数、並び
にトークン順序及びトークン位置の一致を考慮に入れることが可能である。例えば、個人
名が、スペース分離記号又はカンマ分離記号を用いたファーストネームフィールド、ミド
ルネームフィールド、及びラストネームフィールドの連結として構築されることが可能で
ある。データ品質問題には、１又は２以上のフィールドが入力されていないこと、及び名
前順序の変更（例えば、ファーストネームとラストネームを入れ替えること）が含まれる
。
【０１８４】
　一部の実施例において、レコードのペアの間のスコアが、異なる情報の類似性の存在、
欠如、又は度合に重み付けされた重点を与えるように、条件付き規則の階層に応じて、フ
ィールド－値のペアの間で、スコア－要素と呼ばれるスコアのセットを組み合わせること
によって、事前定義された、又はユーザによって指定された採点規則（例えば、規則セッ
トによって、又は関数によって指定された）に基づいて計算されることが可能である。例
えば、アドレスレコードを比較する際、同一の住宅番号、同一のストリート、同一の都市
、及び同一の郵便番号を有する２つのレコードには、通常、一方のレコードに郵便番号が
欠けている、又は一致しない郵便番号のような何らかの矛盾が存在するレコードの別のペ
アと比べて、より高いスコアが与えられる。スコア要素は、単一のスカラ値に制限されな
くてもよく、複数のフィールド、及び複数のベクトルを包含するレコードを含め、より複
雑な形態をとることが可能である。
【０１８５】
　スコアは、個々のフィールド－値ペアに関する定性的採点測定のセット（例えば、スコ
アが１である場合、「厳密な一致」、スコアが１未満であるが、ファジー一致閾値を超え
ている場合、「ファジー一致」など）、及び／又はフィールド－値の入力の状態のような
レコード特性を符号化するデータパターンコードである、一致コードを含み得る。一致コ
ードは、前述した検索コードと似たような目的を果たす。つまり、一致コードは、数値ス
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コアの計算を要求することなしに、採点測定のセットを編成し、定性的一致条件の指定を
円滑にする。
【０１８６】
　スコア要素は、少なくとも部分的な順序付けを有さなければならず、したがって、スコ
ア要素は、「より高い」スコア、又は「最良の」スコアを判定するように組み合わされ、
比較されることが可能である。スコア要素の部分的順序付け、及び最良のスコアを判定す
るスコア要素の関連する比較は、順序付けられた事例ベースの規則セットが関与する、事
前定義された、又はユーザによって指定された規則セットの形態をとることが可能である
。
【０１８７】
２．６．７　インクリメンタルモードにおけるクラスタメンバシップ判定
　クラスタ化プロセス全体が、クラスタメンバシップ判定において一体となる。図９が、
クラスタメンバシップを判定するためのプロセスの実施例の概略を示す。データソース１
００が読み取られる。生のクエリが形成され展開される前に、レコードはセグメント化さ
れ並列に分割される（図示せず）（９１０）。一部の実施例において、前述したクエリ構
築手順及びクエリ展開手順は、変数プロファイラストア１１５及び変数ネットワークスト
ア１２６から読み取る。一部の実施例において、クエリレコードは、より区別しやすいレ
コードを先に置くように識別性の基準１３６で並べ替えられることが可能である。生の候
補レコードが、検索ストア１４６にアクセスすることによって、前述した候補検索エンジ
ンを使用して見出される（９２０）。事前定義された条件、又はユーザによって指定され
た条件が関与する候補選択手順９３０が、それらの生の候補レコードに適用されて、候補
レコードのセットがもたらされる。
【０１８８】
　選択９３０の後に見出される候補レコードは、既存のクラスタのメンバであり、実際、
候補クラスタレコードである、つまり、それらの候補レコードは、１又は２以上のクラス
タのメンバに対する近似一致である。選択条件９３０は、クエリレコードが、より綿密な
調査に値するだけクラスタに十分に近いかどうかを判定するように指定される。
【０１８９】
　クエリレコードが、候補選択９３０の後に全く候補クラスタレコードを返さない場合（
９３２）、そのクエリレコードは、既存のクラスタのいずれのメンバにも近くなく、新た
なクラスタが作成される（９３４）。そのクエリレコードは、マスタレコードとしてマス
タレコードストア１７６に書き込まれる。この新たなクラスタレコードが、代表的レコー
ドストア１７８及びデータクラスタ１８０にさらに書き込まれる。この新たなクラスタレ
コードは、検索ストア１４６に追加された検索－エントリ展開手順９３５を使用して検索
－エントリを入力するのに使用される。一部の実施例において、生の候補クラスタレコー
ド９２０を見つけ出すのに候補検索エンジンによって使用される検索ストア１４６は、マ
スタレコードだけから入力される（９３５）。他の実施例において、マスタレコードに加
えて、代表的レコードストア１４８のレコードが、検索ストアに追加されることも可能で
ある（９５２）。
【０１９０】
　マスタレコードは、クラスタを何らかの様態で特徴付ける特別なクラスタの代表的メン
バ、例えば、クラスタの最初のメンバである。一部の実施例において、クラスタ化が始ま
る前にデータが並べ替えられ、したがって、新たなクラスタの最初のメンバは、そのクラ
スタに関して、並べ替え順序で先頭となる。例えば、銀行ローン相手方のデータセットの
中で、データが、会社名における語の多い順に並べ替えられて、マスタレコードを、最も
長い会社名を有するクラスタのメンバにすることが可能である。長い会社名を有するレコ
ードが、クラスタのシードとなるように選択され得るのは、長い名前が、より多くのトー
クンを包含するとともに、より多様なトークンを包含するため、より短い名前と比べて、
一部の類似性採点手順によって、より容易に区別され得るためである。
【０１９１】
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　クラスタは、２つ以上のマスタレコードを有し得る。この特徴は、クラスタをマージす
る際、及びアルゴリズムによって行われたクラスタメンバシップ判定を人によって行われ
た判定で変更する際のクラスタ承認プロセスにおいて後段で使用される。
【０１９２】
　候補選択手順９３０が１又は２以上の候補レコードを返した場合、それらの候補レコー
ドに関連するすべてのデータクラスタのメンバが、クエリレコードに照らして採点される
ように取り出される。これらの関連するデータクラスタは、候補データクラスタと呼ばれ
る。一部の実施例において、すべてのクラスタメンバではなく、代表的レコードストア１
７８の中に格納されたメンバだけが取り出される（９３９）。採点エンジン１５０が、ク
エリレコードと取り出されるすべてのクラスタメンバの間の類似性スコアを判定するのに
使用される。最良のスコアが一致閾値を超えている場合、そのクエリレコードは、対応す
るクラスタに追加される。クエリレコードが、２つ以上のクラスタに関して一致閾値を超
えている場合、そのクエリレコードは、そのクエリレコードがより高いスコアを有する方
のクラスタに追加される。一部の実施例において、クエリレコードが、２つ以上のクラス
タに関して同一の最良のスコアを有する場合、そのクエリレコードは、最初のクラスタに
追加される。他の実施例において、クエリレコードが、２つ以上のクラスタに関して同一
の最高スコアを有する場合、そのクエリレコードは、メンバシップの尤度を反映する重み
と一緒にすべてのそのようなクラスタに追加されることが可能である。
【０１９３】
　一部の実施例において、クエリレコードがデータクラスタに関連付けられた後、クラス
タメンバシップを判定することを担う最良のスコアが、閾値と比較されることが可能であ
る。最良のスコアがこの閾値を下回る場合、そのクエリレコードは、クラスタのその他の
メンバと十分に異なっていると見なされ、代表的レコードストア１７８に追加される。こ
の場合の意図は、類似性スコアの部分的推移性を活用することである。ＡがＢと非常に類
似しており、さらにＣがＡと非常に類似している場合、Ｂは、Ｃと少なくとも相当に類似
している。このため、ＣをＢに照らして採点することは、Ａに照らしたスコアが十分に正
確であるので、必要ない可能性がある。そのような閾値は、「準重複」閾値と呼ばれるこ
とが可能であり、極めて高く設定され得る。その目的は、特に、ほぼ同一であるクラスタ
メンバに照らした冗長な採点を減らすことである。
【０１９４】
　一実施例において、クエリと生の候補レコードの間の一致するトークン－ペアクエリ語
句の数がカウントされることが可能であり、その数が候補閾値を超えた場合、その生の候
補レコードは、候補レコードであり、関連するデータクラスタは、候補クラスタと見なさ
れる。すべての候補データクラスタが識別された後、そのクエリレコードが、それらの候
補クラスタのメンバに照らして採点されて、最良のスコアが見出され、プロセスは、前述
したとおり、続けられる。
【０１９５】
　図１０Ａ～図１０Ｄは、マルチトークンクエリフィールドに関するクラスタ化プロセス
の実施例を示す図である。図１０Ａにおいて、生のクエリ１０００が、会社名、「ＡＣＭ
Ｅ－Ｍｅｔｌ　Ｇｒｐ」から形成される。生のクエリ１０００は、小文字に変換すること
、及び句読点を置換することによって標準化されて（１００２）、標準化された生のクエ
リ１００４「ａｃｍｅ　ｍｅｔｌ　ｇｒｐ」が与えられる。各トークンが、図３Ａ～図３
Ｂにおけるとおり、そのトークンのトークン－代表ベクトル１００６で置換される。語「
ｍｅｔｌ」は、２つの正規の近隣に属し、したがって、２つのトークン「ｍｅｔａｌ」と
「ｍｅｔａ」を有し、この両方が、もたらされるトークン置換された生のクエリにおいて
使用される。このトークン置換された生のクエリが展開されて（１００８）、アルファベ
ット順に並べられたトークン語ペア及び単独語トークンのリストからなる展開されたクエ
リ１０１０、例えば、「ａｃｍｅ　ｍｅｔａｌ」、「ｇｒｏｕｐ　ｍｅｔａｌ」、「ｇｒ
ｏｕｐ　ｍｅｔａ」などがもたらされる。
【０１９６】
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　図１０Ｂで、プロセスが続けられる。標準化された生のクエリ１００４は、トークン置
換され（１００６）、展開されて（１００８）、展開されたクエリ１０１０をもたらして
いる。別個に、マスタレコードストア１０５０のエントリが、検索ストア１０５４を入力
するように展開されている（１０５２）。検索ストア１０５４における変数－ルックアッ
プは、この事例では、展開されたクエリ１０１０から各トークンペアをとり、検索ストア
１０５４の中でそのトークンペアを探す（１０５６）ことによって機能する。共通のクラ
スタｉｄと一致するトークンペアの数がカウントされ（１０５８）、その結果が、生の候
補レコードのリストの中に格納される（１０６０）。この例において、一致するトークン
ペアの数は、２つの会社名のスコアのプロクシである。クエリ及びマスタレコードにおけ
るトークンの数に対してあまりにも少ない一致するペアを有する候補を取り外すように閾
値が適用される（１０６２）（この目的で、マスタレコードにおける名前のトークン数単
位での長さが、検索ストア１０５４の中に格納されている）。
【０１９７】
　図１０Ｃで、候補レコード１０６１が、候補クラスタｉｄ（クラスタシーケンスを含む
）１０７２に関する代表的レコードストア１０７０から代表的レコードをフェッチするよ
うに読み取られる。標準化された、入ってくるレコード１０７４に存在する採点フィール
ドが、各代表的レコード１０７６からの取り出されたフィールドに照らして個々に採点さ
れる（１０７８）。これらのフィールド－レベルスコア１０８０が、事例ベースのスコア
規則セット１０８２において組み合わされて、比較されるレコードのスコアが計算される
。この場合、スコアは、一致判定として論理の点で符号化される（１０８４）。この場合
、規則は、入力条件を「論理積演算すること」、及び事例を下方に「論理和演算すること
」によって読み取られる。例えば、名前スコアが、ｎｅａｒ＿ｄｕｐｌｉｃａｔｅ＿ｔｈ
ｒｅｓｈｏｌｄより高く、ｉｄ＿ｓｃｏｒｅが１であり、さらにｄａｔｅ＿ｓｃｏｒｅが
１である場合、一致判定は、「準重複」である。名前スコアがｎｅａｒ＿ｄｕｐｌｉｃａ
ｔｅ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄより低かった場合、一致する条件が、存在する場合、見出され
るまで、次の行が試みられるといった具合である。一部の実施例において、この規則セッ
トは、参照により本明細書に組み込まれている米国特許第８，０６９，１２９号明細書に
おいて説明される環境などのビジネス規則環境を使用して符号化され得る。採点規則セッ
ト１０８２の列に示されるスコア要素は、一致コードで符号化されることが可能であり、
例えば、第２行は、最初の位置の「３」が、一致閾値を超えた（ただし、準重複閾値を下
回る）名前スコアを示し、その他２つの位置の「１」が、ｉｄスコア及び日付スコアに関
して厳密な一致を示す、「３１１」という一致コードを有することが可能である。
【０１９８】
　図１０Ｄで、スコア規則セット１０８２において、比較されたレコードに関する一致判
定１０８４が、別の事例ベースの規則セットにおいてアクション１０８８に変換される（
１０８６）。異なる一致判定に関して異なるアクションが行われる。一致判定１０９０「
準重複」は、名前スコアがｎｅａｒ＿ｄｕｐｌｉｃａｔｅ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄを超えて
おり（このことにより、ｍａｔｃｈ＿ｓｃｏｒｅより高いことが暗示される）、その他の
スコアが１である場合、割り当てられる。もたらされるアクション１０９２は、既存のク
ラスタｉｄを入ってくるレコードに割り当てることである。他方、一致判定１０９３が、
「一致」であった（「準重複」ではなく）場合、既存の一致閾値を割り当てることに加え
て、アクション１０９４は、代表的レコードストア１０７０にレコードを追加することで
ある。一致判定１０９５が「一致なし」であった場合、アクション１０９６～１０９９は
、新たなクラスタｉｄを生成して、そのｉｄをレコードに割り当てること、そのレコード
をマスタレコードストア１０５０に追加すること、検索－エントリ展開手順１０５２をレ
コードに適用し、それらの結果を検索インデックス１０５４に追加すること、及びそのレ
コードを代表的レコードストア１０７０に追加することである。
【０１９９】
２．６．８　バッチモードにおけるクラスタメンバシップ判定
　クラスタ化プロセスは、バッチモードにおいて、インクリメンタルモードにおけるのと
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は多少異なったように進められる。図１１Ａ～図１１Ｄは、このクラスタ化プロセスを図
示する。図１１Ａで、このクラスタ化プロセスの高レベルの概略が与えられる。変数プロ
ファイラストア１１５及び変数ネットワークストア１２６が、検索－エントリ展開手順を
介して読み取られ、処理されて、検索ストア１４６の中に検索－エントリ１４５が入力さ
れることが可能である。このことは、前処理ステップとして行われる。データソース１０
０が読み取られる。生のクエリが、一部の実施例において、変数プロファイラストア１１
５及び変数ネットワークストア１２６のデータを使用して、各レコードに関して生成され
、展開される（１１１０）。展開されたクエリは、クラスタメンバシップ基準を満足させ
ない可能性があるレコードを除外するようにクラスタメンバシップ基準を近似するように
作成されることが可能である。展開されたクエリは、検索ストア１４６から生の候補レコ
ードを取り出す候補検索エンジン１１２０に送られることが可能である。生の候補レコー
ドが、候補セレクタ１１３０によってフィルタリングされて、プロクシ一致基準を満たす
候補レコードが選択されることが可能である。一部の実施例において、プロクシ一致基準
は、各レコードに関して行われた複数の検索の結果を符号化する、検索コードを使用して
部分的に実現され得る。プロクシ一致基準を満たすすべての候補レコードが、クエリレコ
ードに照らして詳細な採点を受けることが可能であり（１１４０）、もたらされるスコア
が、変数－ペアスコアストアの中に保存されることが可能である（１１５０）。
【０２００】
　一部の実施例において、各ペアに、スコアの要素に関するスコア判定の品質（名前一致
又は郵便番号一致の品質などの）を含む、採点判定の背後の詳細、並びにそのペアのレコ
ードにおけるフィールド又はフィールドの組み合わせの入力の状態の符号化を符号化する
一致コードが割り当てられることが可能である。
【０２０１】
　データソース１００のすべてのレコードが処理され、変数－ペアスコアストア１１５０
が完成した後、データソースレコード１００が再び読み取られる。データソースレコード
が、クラスタメンバシップエンジンによって処理されて（１１５０）、新たなクラスタを
作成すること、及びクラスタメンバシップ判定があいまいである、又は周辺的である場合
に、そのことを示すことを含め、各データソースレコードがいずれのクラスタに属するか
が判定されることが可能である。ユーザ１０２が、ユーザインターフェース１０４を使用
して、変数－ペアスコアストア１１５０を点検することが可能である。一部の実施例にお
いて、このユーザインターフェースは、各レコードがノードであり、候補レコードの変数
－ペアがエッジである、変数－ペアスコアのネットワークをグラフ表示することが可能で
ある。このユーザインターフェースは、候補レコードのペアに関連する全体的なスコア、
スコア詳細（全体的なスコアに寄与する構成スコアを含む）、検索コード、及び一致コー
ドを記録することが可能である。一部の実施例において、ユーザ１０２は、変数－ペアス
コアストア１１５０を操作して、変数ペアリングの詳細を追加する、取り外す、又は変更
することができる。
【０２０２】
　変数－ペアスコアストアが、データセット１００に関して完成したので（１１５０）、
バッチモードクラスタメンバシップ判定は、インクリメンタルモードの場合のように、そ
れまでに処理されているレコードだけでなく、クラスタメンバシップ判定を行うのに利用
可能なレコードの完全なセットを有する。
【０２０３】
　図１１Ｂで、クラスタメンバシップエンジンの１つのバッチモード実施例が図示される
。データレコードが、変数－ペアスコアストア１１５０を得るのに処理されるのと同一の
データソース１００から読み取られる。一部の実施例において、これらのレコードは、よ
り区別しやすいレコードを先に置くように識別性の基準に応じて並べ替えられることが可
能である（１１５１）。クラスタストア１７０及びデータクラスタ１８０の入力は、イン
クリメンタルである。各クエリレコードが、そのクエリレコードの一意レコード識別子（
一意レコード識別子が既に付加されているものと想定される）でクラスタストア１７０の
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中で探されて（１１５２）、既にクラスタのメンバであるかどうかが判定され、既にクラ
スタのメンバである場合、関連するクラスタｉｄが取り出される。
【０２０４】
　クエリレコードの一意のレコード識別子がクラスタストア１７０の中に既に存在する場
合、そのクエリレコードは、以前のデータレコードの処理中にそれらのクラスタストアに
追加されているはずである。クラスタｉｄを割り当て（１１５３）、データクラスタ１８
０を更新する（１１５４）。
【０２０５】
　一意のレコード識別子がクラスタストアの中に存在しない場合、その一意のレコード識
別子の変数ペアのレコードが、変数－ペアスコアストア１１５０の中で見つけ出されるこ
とが可能であり（１１５５）、スコアが一致閾値を超えている変数ペアのレコードが取り
出される。この一致閾値は、オリジナルレコードがクラスタのマスタレコードであったと
した場合に、同一のクラスタに入るだけ十分に類似しているレコードを示す。現在の設定
において、マスタレコードは、クラスタの最初のメンバであると見なされ得る。したがっ
て、ほとんどのレコードは、それら自体はマスタレコードではなく、この一致閾値は、変
数－ペアのレコードと同一のクラスタにおけるメンバシップをサポートするだけ十分に類
似しているレコードを識別するのに使用される。次に、各変数－ペアのレコードが、クラ
スタストアの中で探されて（１３５５）、それらのレコードのうちの１又は２以上が、ク
ラスタに既に割り当てられているかどうかが判定されることが可能である。考慮すべき３
つの事例、すなわち、変数－ペアのレコードのいずれもクラスタストアに入っていない事
例、１つが入っている事例、又は多くが入っている事例が存在する。
【０２０６】
　クラスタストアの中に既に存在している変数－ペアのレコードが全くない場合、現在の
レコードは、新たなクラスタの最初のメンバシップとなるだけ十分に既存のクラスタとは
異なる。新たなクラスタが、現在のレコードに基づいて作成されると（１１５６）、デー
タクラスタは、その新たなクラスタで更新される（１１５４）。さらに、各変数－ペアの
レコードの一意のレコード識別子、及び変数－ペアスコアストア１１５０からの関連する
採点情報を含め、一致閾値を超えている変数－ペアのレコードのそれぞれが、クラスタに
追加される。前述したとおり、スコアが一致閾値を超えているレコードは、現在のレコー
ドがクラスタのマスタレコードであったとした場合と同一のクラスタに入るだけ十分に類
似しており、現在のレコードは、新たなクラスタの最初のメンバであるので、クラスタの
マスタレコードである。これらのレコードは、これらのレコードについての情報が不完全
であるため、データクラスタ１８０を更新するのに使用され得ない。各レコードは、その
レコードがデータソース１００から読み取られ、そのレコードの一意のレコード識別子が
クラスタストア１７０の中で見つけ出されると、データクラスタ１８０に追加される。
【０２０７】
　１つの変数－ペアのレコードが既存のクラスタのメンバであることが見出された場合、
現在のレコードは、クラスタのメンバの一致閾値の範囲内にあり、そのクラスタのメンバ
であるとされる。現在のレコードに、関連するクラスタｉｄが割り当てられる（１１５３
）。次に、データクラスタ１８０が、現在のレコードで更新される（１１５４）。クラス
タ検索ストア１７０が、現在のレコードに関連するクラスタ情報で更新されることが可能
である（１１６８）。
【０２０８】
　図１１Ｃが、１つの変数－ペアのレコードが既存のクラスタのメンバである例を与える
。既存のクラスタのマスタレコード１１８０に、黒で塗りつぶされた円で印が付けられて
いる。非マスタレコードが、グレーで塗りつぶされた円で示される。準重複閾値１１８１
が、そのマスタレコードと非常に類似しており、例えば、代表的レコードストア１７８（
クラスタストア１８０のうちのいずれか）に追加されない可能性があるレコードを取り囲
む。一致閾値１１８２が、直接の関連によってクラスタのメンバとなるだけマスタレコー
ドと十分に類似しているすべてのレコードを取り囲む。第２の互いに素なクラスタのマス
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タレコード１１８３が、そのレコードの準重複閾値境界及び一致閾値境界と一緒に示され
る。
【０２０９】
　現在のレコード１１８４は、このレコード１１８４が、示される２つのクラスタの一致
閾値境界の外にあるので、既存のクラスタのメンバではない。このレコード１１８４自ら
の一致閾値境界１１８５が、１つのデータレコード１１８６を取り囲む。このデータレコ
ード１１８６は、このデータレコード１１８６が一致閾値の範囲内にあるため（このため
、データレコード１１８４がマスタレコードであるとした場合、データレコード１１８４
に関連するクラスタのメンバであることになり、この場合、データレコード１１８４は、
マスタレコードである）、データレコード１１８４に関する変数－ペアデータレコードで
ある。データレコード１１８６は、既にマスタレコード１１８０に関連するクラスタのメ
ンバであり、したがって、現在のデータレコード１１８４がこのクラスタに追加される。
現在のデータレコードは、一致閾値１１８２を外れているので、現在のデータレコードが
クラスタメンバシップを導き出すデータレコードに対する接続を示すようにエッジ１１８
７が描かれる。
【０２１０】
　一部の実施例において、関連の連鎖を介するクラスタの成長を制限するのに、外側の疑
わしい閾値境界１１８８がマスタレコード１１８０の周囲に引かれて、クラスタメンバが
見出され得る領域を制限することが可能である。データレコード１１８９は、データレコ
ード１１８４の一致閾値の範囲内にあり、現在、そのクラスタのメンバであるが、疑わし
い閾値境界１１８８の外にあり、したがって、マスタレコード１１８０のクラスタにおけ
るメンバシップから除外される。そのような周辺的な変数－ペアリングが、この場合に破
線で示されるとおり、ネットワークグラフにおいて区別されることも可能である。
【０２１１】
　図１１Ｂに戻る。多くの変数－ペアのレコードが既存のクラスタのメンバであることが
見出された場合、クラスタのセットは、重複排除される。１つだけの明確なクラスタが存
在する場合、前述の事例が当てはまる。一実施例において、現在のレコードの１又は２以
上の変数－ペアのレコードを包含するいくつかの別々のクラスタが存在する場合、各クラ
スタ内の最良のスコア、及び対応する一致する変数ペアのレコードが、クラスタメンバシ
ップ判定のあいまいさ又は不確かさの証拠として記録される（１１６２）。最良の一致は
、それぞれの別個のクラスタからの最良のスコアを比較することによって見出されること
が可能である（１１６４）。引き分けが生じた場合、現在のレコードは、最も小さいクラ
スタｉｄを有するクラスタに割り当てられる。一部の実施例において、現在のレコードは
、各クラスタの相対的スコアによって決定される重みと一緒に２つ以上のクラスタの部分
的メンバにされてもよい。
【０２１２】
　関連するクラスタｉｄが、現在のレコードに割り当てられる（１１５３）。データクラ
スタ１８０が、現在のレコードで更新される（１１５４）。さらに、クラスタストア１７
０が、割り当てられたクラスタｉｄ、及びスコアを伴う代替のクラスタメンバシップペア
リングのリストを含む、現在のレコードに関連するクラスタ情報で更新される（１１６８
）。
【０２１３】
　図１１Ｄが、現在のデータレコードが別々の２つのクラスタの一致閾値の範囲内にある
実施例を示す。前述の場合と同様に、データレコード１１８０及び１１８３が、別々のク
ラスタのマスタレコードであり、データレコード１１８０及び１１８３のそれぞれの準重
複閾値境界及び一致閾値境界が示されている。現在のデータレコード１１９０が、クラス
タメンバシップに関して考慮されている。現在のデータレコード１１９０は、一致閾値の
内側に２つの変数－ペアのレコード、データレコード１１９３及び１１９４を有する。デ
ータレコード１１９３は、マスタレコード１１８０に関連するクラスタのメンバであり、
データレコード１１９４は、マスタレコード１１８３に関連するクラスタのメンバである
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。クラスタとこれらの変数－ペアのレコードがともに、クラスタストア１８０の中に記録
されることが可能である。２つの間でより良い方のスコアが、現在のデータレコード１１
９０と変数－ペアデータレコード１１９３の間のスコアであるものと想定されたい。現在
のデータレコード１１９０は、マスタレコード１１８０のクラスタに割り当てられ、現在
のデータレコード１１９０のデータレコード１１９３とのペアリングが、黒のエッジで印
を付けられる。変数－ペアデータレコード１１９４、及び変数－ペアデータレコード１１
９４に関連する、マスタレコード１１８３を有するクラスタとの代替の関連付けが、グレ
ーのエッジによって記録され、印を付けられる。
【０２１４】
　グラフィカルユーザインターフェース１０４において、クラスタのネットワークが、各
データレコードをノードとして表示されることが可能である。マスタレコードであるデー
タレコードが区別されることが可能である。クラスタ内のデータレコードのコレクション
の回りに線を描くクラスタの境界が引かれることが可能である。クラスタメンバとの変数
－ペアリングのお蔭でクラスタのメンバである一致境界の外にあるデータレコードが、エ
ッジによって示されることが可能である。潜在的に、２つ以上のクラスタのメンバである
データレコードが、強調表示されることが可能である。これらは、割り付けがクラスタ承
認プロセス中にユーザによる点検を受ける可能性があるデータレコードであり、これらの
データレコードを区別して、複数のクラスタに対するこれらのデータレコードの結び付き
を示すことは、ユーザがメンバシップに関して最終的な決定に達するのを助けることが可
能である。ユーザ１０２は、ユーザインターフェース１０４を使用して、そのような決定
を、後段で説明されるとおり、クラスタネットワークの点検の一環として、又はクラスタ
承認プロセスの一環として行うことができる。
【０２１５】
２．６．９　トークン－ペアクエリ語句に関する変数－ルックアップ手順
　候補レコードが、クラスタｉｄが検索結果によって参照されて出現する、異なるクエリ
の数に基づいてランク付けされることが可能である。例えば、クラスタ１が、３つのクエ
リに関する検索結果によって参照されることが可能であり、クラスタ１０が、２つのクエ
リに関する検索結果によって参照されることが可能であり、クラスタ１５が、４つのクエ
リに関する検索結果によって参照されることが可能であるといった具合である。一部の実
施例において、候補レコードには、それらの候補レコードを参照する検索結果を生成した
トークン－ペアクエリ語句の数対トークン－ペアクエリ語句の数の比に基づくスコアが与
えられる。このスコアは、以下の式を使用して算出され得る。すなわち、
ｓｃｏｒｅｃａｎｄｉｄａｔｅ＝ＱｕｅｒｙＰａｉｒｓｃａｎｄｉｄａｔｅ／Ｑｕｅｒｙ
Ｐａｉｒｓ
ただし、ｓｃｏｒｅｃａｎｄｉｄａｔｅは、クラスタのスコアである。ＱｕｅｒｙＰａｉ
ｒｓｃａｎｄｉｄａｔｅは、そのクラスタを識別する検索結果を含むクエリの数である。
さらに、ＱｕｅｒｙＰａｉｒｓは、検索ストアの展開されたクエリから探し出されたトー
クン－ペアクエリ語句の数である。
【０２１６】
　候補レコードが、スコアを候補閾値と比較することによって識別されることが可能であ
る。例えば、クエリペアのうちの半分が一致することが、良好なスコアであることが可能
である。
【０２１７】
　一部の実施例において、いずれの候補を保持するかを決定する際に補足的な情報が使用
され得る。例えば、トークン－ペアクエリ語句の数（隣接するクエリ語句、及び仲介する
クエリ語句を有するクエリ語句を含む）は、クエリにおけるトークンの数Ｎの点で２Ｎ－
３として表現され得る。この候補レコードは、Ｍ個のトークンを有し、したがって、２Ｍ
－３個のトークン－ペアクエリ語句を有する。候補の良好なセットをもたらす例示的な基
準は、一致したクエリペアの数が２＊ｍｉｎｉｍｕｍ（Ｍ，Ｎ）－５以上であることを要
求することである。この式の重要な特徴は、この式が、候補レコードが、クエリと比べて
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、より少ないトークン－ペアを有する可能性があり、したがって、より少ない一致ペアが
、可能な一致を有することを要求されることを認識することである。他の式も可能である
。
【０２１８】
２．６．１０　クエリ拒否処理
　一部の実施例において、あまりにも多くの別々のレコードを参照する検索結果が、十分
に区別する役割をしないとして破棄されることが可能である。例えば、トークン－ペアク
エリ語句によって返されるレコードの最大数に関する閾値が１００であることが可能であ
り、このことが、トークン－ペアクエリ語句が役に立たなかった場合、時間を浪費せずに
適当な数の個々のレコードが採点されることを可能にする。クラスタメンバシップは、通
常、２つ以上のフィールド類似性スコアによって判定される。トークン－ペアクエリ語句
が、大量のクラスタを返す場合、このことは、候補のセットにわたって、トークン－ペア
クエリ語句が大きく変わらない一方で、他の何らかの値が大きく変わることを意味する可
能性がある。取り出されたレコードの数が閾値に達した後、トークン－ペアクエリ語句は
、他の区別に役立つ情報が効果的であるほどには効果的でない可能性があるため、ドロッ
プされることも可能である。
【０２１９】
　単独トークンクエリ語句に関して、閾値は、より低く設定されることが可能であり、場
合により、１０未満に設定されることが可能である。その理由は、個々の単独トークンク
エリ語句が、一般に、それほど区別に役立たないことであり、事実、個々の単独トークン
クエリ語句は、ペアが形成され得ない場合に１語だけのトークンを包含するレコードとの
一致を検出するのに最も役立つ可能性がある。単独トークンクエリ語句が明確な一致を見
つけ出すことに成功しない場合、区別するのにより役立つ他の何らかの情報を使用する方
が生産的であり得る。
【０２２０】
　一部のシナリオにおいて、生のクエリが候補クエリを全くもたらさないことが可能であ
り、例えば、生のクエリが空白又は無効であることも可能である。又は、クエリ語句がす
べて、一般的過ぎるとして拒否されることが可能であり、この場合、クエリは全く行われ
得ない。両方の場合において、そのレコードは、クエリプロセスから拒否される。異なる
フィールド（又はフィールドの組み合わせ）が関与する代替のクエリ構築式が、クラスタ
化を駆動する役に立つクエリを作成するのに使用され得る。いずれのクエリ式の下でレコ
ードがクラスタ化されたかを示すクラスタ戦略識別子が、レコードに印を付けるのに使用
されてもよい。
【０２２１】
　例えば、第１クラスタ化が、政府によって割り当てられた識別子に基づいており、多数
のレコードが、例えば、すべて０のデフォルトの値を有するものと想定されたい。すべて
０の政府によって割り当てられた識別子で（名前や生年月日のような他のフィールドで異
なって）１００のクラスタが形成された後、後続のレコードは、拒否される。一部の実施
例において、一般的過ぎるクエリ語句を共有するすべてのレコード、又は代表的レコード
のより小さいセットが、既にクラスタ化されたレコード、及びそれらのレコードのクラス
タのその他のメンバを含め、抽出される。レコードのこのコレクションが、新たなクラス
タ戦略を使用して再クラスタ化される。各レコードに関する、古い戦略の下におけるオリ
ジナルクラスタｉｄは、後の使用のために保存されることが可能である。この例において
、名前に基づくクエリを使用する新たなクラスタ戦略は、レコードのこのセットに関して
、区別するのにより役立つ可能性が高く、政府によって割り当てられた識別子のクラスタ
戦略が失敗した場合にレコードをクラスタ化するのに使用され得る。一般に、クエリを構
築するのに使用すべきフィールドは、区別するのに最も役立つものから区別するのに最も
役立たないものの順に選択される。不完全なレコードは、区別するのにそれほど役立たず
、潜在的に、あいまいなクラスタメンバシップ判定につながり、したがって、それらのレ
コードが、完全に入力されたレコードとは別にクラスタ化されることが有用である。
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【０２２２】
　第２クラスタ戦略の下でクラスタ化する際、一般的過ぎるクエリをセグメント値として
使用することが有用であり得る。このことにより、一般的なクエリ値を共有するセットか
らのレコードに対してクラスタ化が制限される。第２クラスタ化の後、古いクラスタｉｄ
と新たなクラスタｉｄの複数一致調整が使用されることが可能である。最初のクラスタ化
と２番目のクラスタ化は、クラスタ戦略の選択がクラスタメンバシップ判定に影響を与え
得るため、異なるレコードセットをクラスタに割り当てる可能性がある。複数一致調整は
、それらの異なる戦略の下におけるクラスタをマージしようと試みる。複数一致調整の詳
細は、異なるが、関連する脈絡において後段で説明される。
【０２２３】
　一部の実施において、検索ストア１４６は、異なるフィールド（又はフィールドの組み
合わせ）を使用するクエリに対応する複数の検索－展開手順に関する検索エントリを包含
することが可能である。例えば、検索ストア１４６は、政府によって割り当てられた識別
子クエリに基づくクラスタに関するエントリを包含することが可能である。これらの検索
－ストアエントリが、名前ベースのクエリに関して、同一のクラスタｉｄキーを保持して
、再展開され得る。つまり、政府によって割り当てられた識別子クエリを使用してクラス
タ化することによって導き出されたデータクラスタをデータソースとして使用して、名前
ベースのクエリ表現のための検索エントリが、展開され得る。このことは、検索ストアに
インデックスを付け直すことに相当する。既存のクラスタのセットに、新たなクエリ戦略
のためにインデックスが付け直された場合、拒否されたレコードを処理することは、関連
するレコードを抽出して、再処理することを要求せず、新たなクエリのためにインデック
スが付け直された検索ストアを使用するフレッシュなクラスタ化実行として進められるこ
とが可能である。
【０２２４】
２．６．１１　複数一致調整
　図１２で、複数一致調整ステップ手順が図示される。クラスタがベクトル化された形態
で保持される場合、つまり、複数クラスタメンバが、単一のレコードの中で一緒に保持さ
れる場合、それらのクラスタメンバが、個々のレコードに正規化される（１２００）。こ
れらのレコードが、一意のレコードキーで分割される（１２０２）。このことが、それぞ
れのオリジナルデータレコードのすべてのレプリカントが同一のパーティションの中に入
っていることを確実にする。それらのデータレコードが、レコードキーでロールアップさ
れて、レコードに関連する別々のクラスタキーのベクトルが得られる（１２０４）。１つ
のクラスタキー、例えば、最小のクラスタキーが、選好されるものとして選択される。次
に、このベクトルが、選好される（この場合は、最小の）クラスタキーを他のそれぞれの
別個のクラスタキーとペアにする、クラスタキーペアに正規化される（１２０６）。次に
、推移閉包が、すべてのクラスタキーペアのセットに適用される。このことは、接続され
たクラスタキーペアの各ネットワークに対する、つまり、各クラスタに対する１つのクラ
スタキーの割り当てをもたらし（１２０８）、次に、このクラスタキーが、各一意のデー
タレコードに割り当てられる（１２１０）。
【０２２５】
　複数一致リコンサイラ１６５の一実施例が、図１３Ａ～図１３Ｃに図示される。図１３
Ａで、複数のパーティション上のレコードのクラスタ５１０が、個々のレコード１３２１
に正規化される（１３２０）。最初のクラスタ１３００において、ｋ１が、２つのレコー
ドを包含するクラスタのクラスタｉｄである。これらのレコード１３１０のうちの最初の
レコードが、セグメントキー「１３５」、ｉｄ「１２３４５６」、及びレコードキー「ｒ
１」を有する。正規化の後、クラスタキーｋ１が、レコード１３１０に追加され、セグメ
ントキーがドロップされて、レコード１３２２がもたらされる。次に、正規化されたレコ
ード１３２１が、レコードキー１３２４で再分割される。結果１３２６は、レコードキー
を共有するすべてのレコードが同一のパーティション内に存在することである。
【０２２６】
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　図１３Ｂで、レコード１３２６が、レコードキー１３２８でロールアップされて、クラ
スタキーのベクトル１３３０をそれぞれが包含する、一意のレコードキーを有するレコー
ドがもたらされる。例えば、レコード１３３１が、レコードキー「ｒ１」を有する一意の
レコードである。レコード１３３１は、ｉｄ「１２３４５６」と、２つのクラスタｉｄの
ベクトル「［ｋ１，ｋ２］」を有する。クラスタキーのペアが形成される。この場合、こ
れらのクラスタキーは、既にペアである。ベクトルがより長い、例えば、「［ｋ１，ｋ２
，ｋ５］」である場合、ペアは、以下のベクトル、すなわち、「［ｋ１，ｋ２］」、「［
ｋ２，ｋ５］」における隣接する要素から形成される。推移閉包１３３２が、接続された
ペアの各セットに関して一意の代表的クラスタキーを選択するように適用されて、結果と
してのペアリング１３３４が与えられる。
【０２２７】
　図１３Ｃで、レコード１３３０に、推移閉包１３３２から得られたマッピング１３３４
を使用して一意のクラスタキーが割り当てられる。これらのレコードが、クラスタキー１
３４０で再分割されて、クラスタキーにわたってロールアップされてデータクラスタ５３
０にされる。
【０２２８】
２．６．１２　クラスタ承認プロセス
　一部の実施例において、マスタレコードが、クラスタ化の後に行われるクラスタ承認プ
ロセスの一環として、クラスタのメンバの中からユーザによって指定されることが可能で
ある。クラスタは、２つ以上のマスタレコードを有し得る。同一のクラスタｉｄを有する
複数のマスタレコードが、クラスタシーケンス番号で区別される。
【０２２９】
　クラスタ承認プロセスは、ＵＩを介して、レコードのクラスタへのグループ化を点検し
、所望に応じて変更を行う機会をユーザに与える。例えば、ユーザが、クラスタ中のいず
れのレコード、又はいずれの複数のレコードがマスタレコードとして指定されるかを変更
することを所望する可能性がある。マスタレコードは、クラスタの特別の代表の役割をし
、詳細には、マスタレコードは、ときとして、表示のために使用されることが可能であり
、ときとして、検索ストアエントリが形成されるマスタレコードとして使用されることが
可能である。ユーザが、クラスタの最初のメンバ以外、又はクラスタの重心以外の何らか
のレコードが、場合により、そのレコードが、そのレコードのフィールドのうちのいくつ
かの中でより良好な値（ユーザに対して）を有するため、より良好な代表であると感じる
ことが可能である。一部の実施例において、マスタレコードが変更されると、マスタレコ
ードストアが、新たなマスタレコードを追加し、前のマスタレコードを無効にする、又は
取り外すことによって変更されることが可能である。検索ストアがマスタレコードに基づ
く場合、検索ストアは、新たなマスタレコードに対応するエントリを追加し、さらに古い
マスタレコードと関係するエントリを無効にする、又は取り外すように変更される。
【０２３０】
　また、ユーザが、１つのクラスタのクラスタｉｄが別のクラスタのクラスタｉｄの値に
再マップされるべきことを手動で示すことによって、２つのクラスタをマージすることを
選択することも可能である。例えば、会社名に基づくクラスタ化に関して、ユーザが、２
つのクラスタ上の会社名が同一の法人を表し、同一のクラスタの中に一緒に保持されるべ
きことを認識することが可能である。クラスタｉｄ１２５が、「ＨＳＢＣ」に関するレコ
ードを保持することが可能である一方で、クラスタｉｄ１９２が、「Ｍｉｄｌａｎｄ　Ｂ
ａｎｋ」に関するレコードを保持する。これらの名前は、類似性採点規則の下で一致では
ないが、ユーザは、Ｍｉｄｌａｎｄ　ＢａｎｋがＨＳＢＣによって買収されていることを
知っており、Ｍｉｄｌａｎｄ　ＢａｎｋとＨＳＢＣを一緒にクラスタ化することを所望す
る。ユーザが、クラスタｉｄ１９２がクラスタｉｄ１２５に再マップされるべきことを示
すことが可能である。一部の実施例において、クラスタ承認変更が処理されると、マスタ
レコードストアが、クラスタｉｄ１９２を有するプライマリレコードのクラスタｉｄを１
２５に変更し、クラスタシーケンスを次に大きい未使用の値に設定するように変更される
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ことが可能である。また、マスタレコードに関連する検索ストアエントリが、ｃｌｕｓｔ
ｅｒ＿ｉｄを１９２から１２５に変えるように変更されることも可能である。将来のクラ
スタ化において、「Ｍｉｄｌａｎｄ　Ｂａｎｋ」という名前を有するレコードは、クラス
タｉｄ１２５において候補を見出し、クラスタｉｄ１２５において「ＨＳＢＣ」レコード
と一緒にクラスタ化されることが可能である。
【０２３１】
　ユーザが、クラスタを同様の様態で分割することを選択することが可能である。一部の
実施例において、レコードには、新たなクラスタのメンバであるという印が付けられるこ
とが可能である。クラスタ承認変更が処理されると、そのレコードが、新たなクラスタの
マスタレコードとしてマスタレコードストアに追加されることが可能であり、そのレコー
ドから入力された検索－エントリが、検索ストアに追加されることが可能である。
【０２３２】
　一部の実施例において、検索ストアエントリは、すべてのクラスタメンバから生成され
たエントリの互いに素な合併で入力され、つまり、そのクラスタの何らかのメンバによる
検索－エントリ展開手順によって生成されたそれぞれの別個のエントリが、そのクラスタ
に結び付けられたインデックスにおけるエントリとして保持される。このことは、そのク
ラスタの多様性を検索プロセスに公開するのに役立つ。
【０２３３】
　一部の実施例において、さらなる情報が、候補の存立可能性の評価を容易にするように
検索ストアの中に格納されることが可能である。例えば、企業名又は個人名のような複数
語フィールドのトークンの数が、検索ストアの中に格納されることが可能である。
【０２３４】
　図１４Ａ～図１４Ｂは、クラスタ承認プロセスをより詳細に図示する。図１４Ａで、デ
ータクラスタ１８０からのレコードが読み取られ（１４０１）、データクラスタレコード
からのクラスタｉｄ及び他の情報を含む、選択されたデータクラスタのすべてのメンバに
関するレコードを包含する承認ワークシートが入力される。一部の実施例において、承認
シートにおける列は、いずれのレコードが確認され、いずれのレコードがマスタレコード
であるかを示すように入力され得る。ユーザ１０２が、承認変更を指定するようにユーザ
インターフェース１０４を介して承認ワークシートを閲覧し、編集することができる（１
４２０）。
【０２３５】
　承認ワークシートに対してユーザ１０２によって（又は何らかの自動的プロセスを介し
て）行われた変更が、変更された承認ワークシートをオリジナルワークシートと比較する
ことによって検出される（１４３０）。
【０２３６】
　一部の実施例において、ユーザ１０２が、レコードをクラスタのメンバとして確認する
ことが可能であり、確認した場合、そのレコードは、将来、クラスタ化に差し出された場
合、さらなる処理なしに現在のクラスタｉｄを受け取る。一部の実施例において、更新手
順１４３２が、確認済み又は除外済みのストア１７２にレコードの一意参照キーを現在の
クラスタｉｄと一緒に追加し（１４３３）、そのレコードに確認済みとして印を付けるこ
とによって、このことを実現する。また、ユーザが、以前に確認されたレコードの確認を
取り消すことも可能であり、確認を取り消した場合、そのレコードは、確認済み又は除外
済みのストア１７２から削除される、又は更新手順によって無効にされたという印が付け
られることが可能である（１４３２）。
【０２３７】
　一部の実施例において、ユーザが、レコードを、クラスタのメンバとして除外すること
が可能であり、除外した場合、そのレコードは、将来、クラスタ化に差し出された場合、
さらなる処理なしに、現在のクラスタｉｄを有するクラスタにおけるメンバシップを阻止
される。このことは、そのレコードに関する次善のクラスタを見つけ出すようクラスタ化
アルゴリズムを仕向ける機構として使用され得る。一部の実施例において、除外は、確認
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と類似したプロセスによって達せられる。更新手順１４３２が、レコードの一意参照キー
を現在のクラスタｉｄと一緒に確認済み又は除外済みのストア１７２に追加して（１４３
３）、レコードに除外されたという印を付ける。ユーザが、前に除外されたレコードの除
外を取り消すことが可能であり、除外を取り消した場合、そのレコードは、確認済み又は
除外済みのストア１７２から削除される、又は更新手順によって無効にされたという印が
付けられることが可能である（１４３２）。
【０２３８】
　一部の実施例において、いずれのレコードがクラスタのマスタレコードであるかが変更
されることが可能である。新たなマスタレコードは、更新されたマスタレコードストア１
４４０の中に格納されることが可能であり、古いマスタレコードは、マスタレコードスト
ア１４４０から削除される又は無効にされることが可能である。
【０２３９】
　一部の実施例において、レコードに、新たなクラスタに再マップされるように印が付け
られることが可能である。このことは、既存のクラスタを分割する効果を有する。そのよ
うな印が付けられたレコードには、新たなクラスタｉｄが割り当てられ（１４３８）、更
新されたマスタレコードストア１４４０の中に新たなクラスタのマスタレコードとして格
納される。現在のクラスタのマスタレコードに対してよりも、印の付けられたレコードの
方に近いレコードは、後続のステップでレコードが再処理される際に、印が付けられたレ
コードと一緒にクラスタ化されるので、選択されたレコードにそのように印が付けられる
だけでよい。
【０２４０】
　一部の実施例において、レコードが既存のクラスタに再マップされることが可能である
。このことは、２つのクラスタをマージする効果を有する。例えば、クラスタｉｄ１９２
を有するレコード「Ｍｉｄｌａｎｄ　Ｂａｎｋ」が、「ＨＳＢＣ」クラスタ１２５に再マ
ップされて、その結果、これらのクラスタがマージされることが可能である。既存のクラ
スタにレコードをマージする際、そのレコードには、既存のクラスタｉｄが割り当てられ
ることが可能であり、そのレコードは、そのクラスタに関する新たな、さらなるマスタレ
コードとなる。一部の実施例において、クラスタの異なるマスタレコードが、クラスタシ
ーケンス番号で区別されることが可能である。新たなマスタレコードがクラスタに追加さ
れると、最高のクラスタシーケンス番号がインクリメントされてから（１４３６）、その
レコードが、更新されたマスタレコードストア１４４０に追加される。
【０２４１】
　確認済み又は除外済みのストア１７２及び更新されたマスタレコードストア１４４０に
適切な更新が行われた後、それらの変更によって潜在的に影響を受けるすべてのレコード
が、データクラスタ１８０から抽出されて（１４３４）、影響を受けるレコードのデータ
セット１４５０がもたらされることが可能である。一部の実施例において、影響されるレ
コードは、変更が開始されたクラスタの、又はレコードが再マップされているクラスタの
すべてのレコードを抽出することによって識別されることが可能である。その理由は、こ
れらのクラスタのレコードがすべて、クラスタメンバシップに関係のある意味で比較的近
く、それでも、これらのクラスタのメンバに対する変更が他のクラスタにおけるメンバシ
ップ判定に影響を与えないだけ十分に他のクラスタのレコードから離れていることである
。
【０２４２】
　図１４Ｂで、クラスタ承認変更による影響を受けるレコードを再クラスタ化するプロセ
スが図示される。影響を受けるレコード１４５０が読み取られ（１４５１）、検索ストア
及び代表ストアに適用されて、影響を受けるレコードのクラスタに関連するすべてのレコ
ードが（確認されたレコード以外）削除されて（１４５２）、縮小された検索ストア１４
５６及び縮小された代表ストア１４５８がもたらされる。このことは、事実上、影響を受
けるレコードに関して、確認済み又は除外済みのストア１７２及び更新されたマスタレコ
ードストア１４４０が既に入力されていること以外は、クラスタ化プロセスを初期状態に
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戻す。影響を受けるレコード１４５０は、確認済み又は除外済みのストア１７２、更新さ
れたマスタレコードストア１４４０、縮小された検索ストア１４５６、及び縮小された代
表ストア１４５８を使用して、図９におけるとおり読み取られ（１４５９）、再クラスタ
化される。
【０２４３】
　確認されたレコードには、それらの既存のクラスタｉｄが割り当てられる。マスタレコ
ードである、影響を受けるレコードは、それらのレコード自体との厳密な一致であり、そ
れらのレコードに関連するクラスタｉｄを割り当てられる。除外されるレコードは、特定
のクラスタから阻止され、適宜、他のクラスタに割り当てられる。この割り当ては、影響
を受けるクラスタの中にないクラスタに対して行われることが可能であり、そうされる可
能性が高い。そのような再割り当てが可能であるのは、更新されたマスタレコードストア
１４４０、縮小された検索ストア１４５６、及び縮小された代表ストア１４５８が、他の
すべてのクラスタに関するレコードを包含し、したがって、それらの他のクラスタに対す
る一致及び割り当てが可能であるためである。他のすべてのレコードは、通常のクラスタ
メンバシップ判定プロセスがそれらのレコードを連れて行く先に向かう。前のクラスタの
レコードと比べて、再マップされたレコードとより類似しているレコードは、再マップさ
れたレコードのクラスタに割り当てられる。このことは、クラスタを分割することと、マ
ージすることの両方に関して行われる。
【０２４４】
　レコードが処理されるにつれ、縮小された検索ストア１４５６及び縮小された代表スト
ア１４５８が再入力されて（１４６４）、更新された検索ストア１４６６及び更新された
代表ストア１４６８がもたらされる。クラスタメンバシップ判定の結果が、変更された、
影響を受けるデータクラスタのデータセットに書き込まれる（１４８０）。この結果がオ
リジナルデータクラスタ１８０と比較されて（１４８２）、データクラスタ差が見出され
ることが可能である（１４８４）。一部の実施例において、クラスタの前と後のリスト又
はグラフ画像が、ユーザインターフェース１０４においてユーザ１０２に示されることが
可能である。次に、ユーザ１０２が、さらなる承認変更を行い、このプロセスを繰り返す
ことによって反復することを選択すること、又はそれらの変更を破棄して、やり直すこと
を選択することが可能である。ユーザが承認変更に満足した場合、確認済み又は除外済み
のストア１７２、マスタレコードストア１７４、検索ストア１４６、及び代表的レコード
ストア１７８を含むデータクラスタ１８０及びクラスタストア１７０が、新たなデータソ
ースの将来のクラスタ化のために使用されるように公開されることが可能である。
【０２４５】
３　遠隔システムに照らしたクラスタ化
　孤立した遠隔クラスタ化システム、詳細には、データを全くエクスポートしない遠隔ク
ラスタ化システムにおいて保持されるデータクラスタに照らしてレコードをクラスタ化す
ることが、インクリメンタルモードにおけるクラスタメンバシップ手順の変更によって扱
われることが可能である。必須の要件は、クエリに加えて、起点システム上のクラスタ化
プロセス中に見出されたいくらかのさらなるデータが、遠隔クラスタ化システムに送られ
なければならないことである。このさらなるデータは、起点システム上の変数の範囲を代
表する、トークンのレベルと候補レコードの両方のレベルで変数である。これらの変数が
、遠隔システム上で包括的検索及びクラスタ一致を行うことを要求される。
【０２４６】
　クエリには、２つの形態があり得る。クエリは、クエリレコードから形成されたクエリ
であることが可能であり、その場合、そのクエリレコードがそのクエリと一緒に送られる
。又は、クエリは、関連するクエリレコードを全く有さない孤立したクエリであることが
可能であり、その場合、そのクエリ自体だけが単に送られる。このことは、このプロセス
において後に候補一致レコードの採点に影響を与える。
【０２４７】
　トークンに関して、起点システムにおける各トークンが、遠隔システムにおいて、起点
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システムに存在しない変数トークンを有することが可能である。これらの新たな変数を見
つけ出すのに、起点クラスタ化プロセスに参加するトークンと関係するすべての変数が、
遠隔システムに送られなければならない。一部の実施例において、トークンの変数の全範
囲を捕捉するのに、オリジナルの展開されたクエリにおけるトークンとペアにされたすべ
てのトークン－代表に対応するトークンの集められた近隣が取り出され、遠隔クラスタ化
システムに送られる。遠隔システム上で、これらのオリジナルトークンが変数プロファイ
ラストア及び変数ネットワークストアに追加されて、オリジナルシステムと遠隔システム
の間で新たな変数ペアリングが判定され、更新された変数プロファイラストア及び変数ネ
ットワークストアが書き込まれる。トークン－代表が、更新された変数ネットワークスト
アにおいて形成される。トークン－代表は、検索ストアにこれらのトークン－代表でイン
デックスが付けられるため、遠隔システム上で最初に作成されたままでなければならない
。新たなオリジナル変数トークン、すなわち、遠隔変数プロファイラストアにも、遠隔変
数ネットワークストアにも既に存在しているわけではない起点システムからのトークンは
、既存のトークン－代表近隣に追加される。
【０２４８】
　すべてのオリジナルの変数を送る同様の要件が、適切に一致する候補レコード、すなわ
ち、クエリに適切な選択基準を満たす候補レコードが特定された後に、代表的レコードス
トアから取り出される代表的レコードに適用される。これらの代表的レコードは、それら
のクエリ選択基準を満たす起点システム上のレコードの多様性を範囲に含む。これらのレ
コードのそれぞれが、さもなければ検出されないままになる可能性がある遠隔システム上
の変数ペアリングを見つけ出すことが可能である。
【０２４９】
　クエリと関係する変数トークンと代表的レコードの両方が、クエリと一緒に遠隔システ
ムに送られる場合、インクリメンタルモードにおける前述したクラスタメンバシップ手順
が、指定された選択基準によりクエリと一致するすべてのレコードを取り出すように適用
されることが可能である。一部の応用例、例えば、詐欺検知又は法科学捜査において、ク
エリと関係するレコードを取り出すための選択基準は、クラスタメンバシップを判定する
のに使用されるクラスタメンバシップ基準とは異なることが可能である。クラスタメンバ
シップは、通常、偽陽性識別、つまり、レコードを誤ったクラスタに入れることを回避す
るように、より制限的な基準を優先させるのに対して、法科学クエリは、偽陰性、つまり
、一致であるべきレコードを見逃すことを回避するように、より緩い基準を優先させる。
【０２５０】
　図１５Ａ～図１５Ｃで、遠隔クラスタ化システムに照らして行われるクエリの例が図示
される。図１５Ａで、ユーザインターフェース１０４Ａを使用するユーザＡ　１０２Ａが
、クエリ１５００をローカルクラスタ化システムにサブミットする。一部の実施例におい
て、変数プロファイラストア１１５Ａからのレコードを利用して、生のクエリにおける各
トークンとペアにされる変数トークンを見つけ出し、変数ネットワークストア１２６Ａか
らのレコードを利用して、例えば、展開されたクエリにおいて変数トークンに取って代わ
るべきトークン－代表を探し出して、そのクエリが展開されることが可能である（１５１
０）。前述したとおり、変数ネットワークストア１２６Ａにおけるそれらのトークンに関
するトークン－代表の近隣は、選択された変数ネットワークレコードとして抽出され、保
持される（１５１４）。選択された変数ネットワークレコードにおけるすべてのトークン
が、変数プロファイラストア１１５Ａから抽出され（１５１５）、選択された変数プロフ
ァイラレコードとして保持される（１５１６）ことが可能である。
【０２５１】
　生の候補が、検索ストア１４６Ａを使用して、展開されたクエリから見つけ出される（
１５２０）。使用される検索エントリが、選択された検索エントリにおいて保持されるこ
とが可能である（１５２２）。クエリ選択基準が、生の候補レコードに適用されて（１５
３０）、候補レコードが選択される。候補レコードが存在する場合、それらの候補レコー
ドに関連するクラスタに包含される代表的レコードが、代表的レコードストア１７８Ａか
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ら取り出され（１５４０）、選択された代表的レコードとして保持される（１５４２）。
クエリ１５００、及び、存在する場合、様々な選択されたレコード１５１４、１５１６、
及び１５４２が、遠隔クラスタ化システムによる処理のために遠隔クラスタ化システムに
送られて、受信される（図示せず）。
【０２５２】
　図１５Ｂで、受信し、選択された変数プロファイラレコード１５１６が、遠隔システム
上の変数プロファイラストア１１５Ｂを更新するのに使用されて（１５５１）、更新され
た変数プロファイラストア１５５２がもたらされる。一部の実施例において、このことは
、このクエリの目的に限って使用される一時的更新であり得る。受信し、選択された変数
ネットワークレコード１５１４、及び更新された変数プロファイラストア１５５２が、変
数ネットワークストア１２６Ｂを更新するのに使用されて（１５５３）、更新変数ネット
ワークストア１５５４がもたらされる。
【０２５３】
　図１５Ｃで、受信したクエリ１５００及び受信し、選択された代表的レコード１５４２
が読み取られる。生のクエリが、それぞれの選択された代表的レコードから形成され、オ
リジナルクエリと一緒に、更新変数プロファイラストア１５５２及び更新された変数ネッ
トワークストア１５５４を使用して、展開されたクエリに展開される（１５１０）。生の
候補レコードが、遠隔検索ストア１４６Ｂの中で見つけ出される（１５６０）。クエリ選
択基準が、生の候補レコードに適用されて、それらの選択基準を満たす候補レコードが見
つけ出される（１５６５）。フィルタが適用される（１５６７）。候補が全く存在しない
場合、そのことが、ユーザインターフェース１０４Ｂを介してユーザ１０２Ｂに報告され
る。
【０２５４】
　候補が存在する場合、それらの候補が、代表的レコードストア１７８Ｂのそれらの候補
に対応するクラスタから代表的レコードを取り出すのに使用され、それらの代表的レコー
ドが、次に、現在のクエリレコードに照らして、つまり、オリジナルクエリレコード、又
は現在のクエリが形成される元となったオリジナルの代表的レコードに照らして採点され
る。オリジナルのクエリ自体が関連するクエリレコードを有さなかった場合、すべての代
表的レコードがとられる。一部の実施例において、オリジナルクエリに関連するクエリレ
コードが存在する場合、そのクエリレコードもまた、取り出された代表的レコード１７８
Ｂに照らして採点され、そのスコアが、現在のクエリレコードと代表的レコードの間のス
コアと一緒に報告される。
【０２５５】
　現在のクエリレコードと代表的レコード１７８Ｂの間のもたらされるスコアが、クエリ
一致基準と比較され、それらの一致基準が満たされた場合（１５７５）、データクラスタ
レコードが、遠隔データクラスタ１８０Ｂから取り出されて（１５７７）、クエリ結果と
して格納される（１５８０）。次に、それらのクエリ結果が、ユーザインターフェース１
０４Ｂを介してユーザ１０２Ｂに報告される。
【０２５６】
４　実施例
　前述したクラスタ化技法、セグメント化技法、及び並列化技法は、コンピュータ上で実
行されるソフトウェアを使用して実施され得る。例えば、このソフトウェアが、少なくと
も１つのプロセッサと、少なくとも１つのデータストレージシステム（揮発性メモリ及び
不揮発性メモリ、及び／又は記憶素子を含む）と、少なくとも１つの入力デバイス又は入
力ポートと、少なくとも１つの出力デバイス又は出力ポートとをそれぞれが含む、１又は
２以上のプログラミングされた、又はプログラマブルなコンピュータシステム（分散型、
クライアント／サーバ型、又はグリッド型などの様々なアーキテクチャのものであり得る
）上で実行される１又は２以上のコンピュータプログラムにおける手順を形成する。この
ソフトウェアは、例えば、データフローグラフのデザイン及び構成と関係する他のサービ
スを提供するより大きいプログラムの１又は２以上のモジュールを形成することが可能で
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造として、又はデータリポジトリの中に格納されたデータモデルに準拠する他の編成され
たデータとして実装され得る。
【０２５７】
　このソフトウェアは、汎用、若しくは専用のプログラマブルコンピュータによって読み
取られ得る、ＣＤ－ＲＯＭなどの記憶媒体上で提供されることが可能であり、又はネット
ワークの通信媒体を介して、このソフトウェアが実行されるコンピュータの記憶媒体に伝
送される（伝搬される信号内に符号化されて）ことが可能である。これらの機能のすべて
が、専用のコンピュータ上で、又は、コプロセッサなどの専用のハードウェアを使用して
実行されることが可能である。このソフトウェアは、このソフトウェアによって指定され
る計算の異なる部分が異なるコンピュータによって実行される分散された様態で実装され
ることが可能である。それぞれのそのようなコンピュータプログラムは、好ましくは、汎
用、又は専用のプログラマブルコンピュータによって読み取られることが可能な記憶媒体
又はストレージデバイス（例えば、ソリッドステートメモリ又はソリッドステートメディ
ア、又は磁気媒体又は光媒体）の上に格納され、又はダウンロードされて、その記憶媒体
又はストレージデバイスがそのコンピュータシステムによって読み取られると、本明細書
で説明される手順を実行するようにそのコンピュータを構成する、又は動作させるように
する。また、本発明のシステムは、コンピュータプログラムを備えて構成されたコンピュ
ータ可読記憶媒体として実装されると考えられることも可能であり、ただし、そのように
構成された記憶媒体は、コンピュータシステムが、本明細書で説明される機能を実行する
特定の、事前定義された様態で動作するようにさせる。
【０２５８】
　本発明のいくつかの実施形態が説明されてきた。それでも、本発明の趣旨及び範囲を逸
脱することなく、様々な変数形態が作成され得ることが理解されよう。例えば、前述した
ステップのうちのいくつかは、順序に依存しないことが可能であり、このため、前述した
順序とは異なる順序で実行されることが可能である。
【０２５９】
　以上の説明は、添付の特許請求の範囲において規定される本発明の範囲を例示すること
を意図しており、限定することは意図していないことを理解されたい。例えば、前述した
いくつかの機能ステップは、全体的な処理に実質的に影響を与えることなしに、異なる順
序で実行されることが可能である。その他の実施形態が、以下の特許請求の範囲に含まれ
る。
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