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(57)【要約】
ナレッジディスカバリプロセスにおいて、有識者によっ
て創出されるデータ中の概念間をナビゲートするシステ
ム、方法、及びコンピュータプログラムプロダクトが開
示される。本発明はデータソースとコミュニティベース
の投稿設備とを利用し、有識者によって開示される概念
の関連性を特定する。本発明の手法により、概念は著者
に対応付けられ、関係概念と有識者及び／又は投稿者の
群とを結び付けるツールがもたらされる。
【選択図】図
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　知的ネットワークサイトを利用してナレッジナビゲーション及びディスカバリを容易に
する方法であって、
　ａ．前記知的ネットワークサイトのユーザを識別すること、
　ｂ．前記知的ネットワークサイトの中で前記ユーザのためウェブページを作成すること
、
　ｃ．前記ユーザウェブページの内、前記知的ネットワークサイト上で公開する部分を決
定すること、
　ｄ．前記ユーザにより特定された概念を含む閲覧ウェブページのＵＲＬへのリンクを作
成すること、及び
　ｅ．前記ユーザのウェブページ上で前記閲覧ウェブページの前記ＵＲＬを掲示すること
、
　を含むこと、を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記知的ネットワークサイト上で公開するＵＲＬを決定することをさらに含むこと、を
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザのため概念データベースを作成することをさらに含むこと、を特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記掲示ＵＲＬを整理することをさらに含むこと、を特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記ユーザにより特定された概念に関係する掲示ＵＲＬを強調表示することをさらに含
むこと、を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記特定された概念に関係する人物を特定することをさらに含むこと、を特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　知的ネットワークサイトを利用してナレッジナビゲーション及びディスカバリを容易に
する方法であって、
　ａ．注力分野に関係する複数レコードからなる少なくとも１つのデータストアをコンピ
ュータメモリにロードすること、
　ｂ．前記注力分野に関連するＮ個の概念を格納する少なくとも１つのシソーラスを前記
コンピュータメモリにロードすること、
　ｃ．アクティブウェブページのＨＴＭＬコードを解析すること、
　ｄ．前記少なくとも１つのシソーラスの中の少なくとも１つの概念を前記ウェブページ
上で強調表示すること、及び
　ｅ．前記ＨＴＭＬコードの内、前記強調表示された少なくとも１つの概念を含む部分を
ウィキへコピーすること、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのシソーラスの中にはない少なくとも１つの概念を特定することを
さらに含むこと、を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの概念のためウィキページを作成することをさらに含むこと、を特
徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記強調表示された少なくとも１つの概念に基づき前記知的ネットワークサイトの中を
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探索することをさらに含むこと、を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記強調表示された少なくとも１つの概念に基づき選択されたウィキの中を探索するこ
とをさらに含むこと、を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　データベースの中で前記強調表示された少なくとも１つの概念に関係する情報を編纂す
ることをさらに含むこと、を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　前記情報を統一形式で提示することをさらに含むこと、を特徴とする請求項１２に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記強調表示された少なくとも１つの概念についてコメントを入力することをさらに含
むこと、を特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１５】
　前記強調表示された少なくとも１つの概念についてコメントを編集することをさらに含
むこと、を特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　知的ネットワークサイトを利用してナレッジナビゲーション及びディスカバリを容易に
する方法であって、
　ａ．ウェブページの中で２つ以上の概念を選択すること、
　ｂ．前記概念間の事実関係を提案すること、及び
　ｃ．前記概念の各ウィキページにおいて前記概念間のリンクを作成すること、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　ａ．概念間の確認済み事実関係を格納するデータベースを探索すること、及び
　ｂ．前記選択された概念間の記録済み事実関係を表示すること、をさらに含むこと、
　を特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記選択された概念の定義を表示することをさらに含むこと、を特徴とする請求項１６
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記選択された概念を、順位付けされたリストの中で表示することをさらに含むこと、
を特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記選択された概念に関連する人物を探すことをさらに含むこと、を特徴とする請求項
１６に記載の方法。
【請求項２１】
　前記提案された事実関係を前記知的ネットワークサイト上に掲示することをさらに含む
こと、を特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　コンピュータにより、知的ネットワークサイトを利用したナレッジナビゲーション及び
ディスカバリを容易にするための制御ロジックが記憶されたコンピュータ用媒体を備える
コンピュータプログラムプロダクトであって、前記制御ロジックが、
　ａ．前記知的ネットワークサイトのユーザを前記コンピュータに識別させる、第１のコ
ンピュータ可読プログラムコード手段、
　ｂ．前記知的ネットワークサイトの中で前記ユーザのためのウェブページを前記コンピ
ュータに作成させる、第２のコンピュータ可読プログラムコード手段、
　ｃ．前記ユーザウェブページの内、前記知的ネットワークサイト上で公開する部分を前
記コンピュータに決定させる、第３のコンピュータ可読プログラムコード手段、
　ｄ．前記ユーザにより特定された概念を含む閲覧ウェブページのＵＲＬへのリンクを前
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記コンピュータに作成させる、第４のコンピュータ可読プログラムコード手段、及び
　ｅ．前記ユーザのウェブページ上で前記閲覧ウェブページの前記ＵＲＬを前記コンピュ
ータに掲示させる、第５のコンピュータ可読プログラムコード手段、を備えること、
　を特徴とするコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項２３】
　前記知的ネットワークサイト上で公開するＵＲＬを前記コンピュータに決定させる、第
６のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を特徴とする請求項２
２に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項２４】
　前記ユーザのための概念データベースを前記コンピュータに作成させる、第６のコンピ
ュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を特徴とする請求項２２に記載の
コンピュータプログラムプロダクト。
【請求項２５】
　前記掲示ＵＲＬを前記コンピュータに整理させる第６のコンピュータ可読プログラムコ
ード手段をさらに備えること、を特徴とする請求項２２に記載のコンピュータプログラム
プロダクト。
【請求項２６】
　前記ユーザにより特定された概念に関係する掲示ＵＲＬを前記コンピュータに強調表示
させる、第６のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を特徴とす
る請求項２２に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項２７】
　前記特定された概念に関係する人物を前記コンピュータに特定させる、第６のコンピュ
ータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を特徴とする請求項２２に記載のコ
ンピュータプログラムプロダクト。
【請求項２８】
　コンピュータにより、知的ネットワークサイトを利用したナレッジナビゲーション及び
ディスカバリを容易にするための制御ロジックが記憶されたコンピュータ用媒体を備える
コンピュータプログラムプロダクトであって、前記制御ロジックが、
　ａ．注力分野に関係する複数レコードからなる少なくとも１つのデータストアを、前記
コンピュータにコンピュータメモリへロードさせる、第１のコンピュータ可読プログラム
コード手段、
　ｂ．前記注力分野に関連するＮ個の概念を格納する少なくとも１つのシソーラスを、前
記コンピュータに前記コンピュータメモリへロードさせる、第２のコンピュータ可読プロ
グラムコード手段、
　ｃ．アクティブウェブページのＨＴＭＬコードを前記コンピュータに解析させる、第３
のコンピュータ可読プログラムコード手段、
　ｄ．前記少なくとも１つのシソーラスの中の少なくとも１つの概念を、前記コンピュー
タに前記ウェブページ上で強調表示させる、第４のコンピュータ可読プログラムコード手
段、及び
　ｅ．前記ＨＴＭＬコードの内、前記強調表示された少なくとも１つの概念を含む部分を
、前記コンピュータにウィキへコピーさせる、第５のコンピュータ可読プログラムコード
手段と、
　を備えることを特徴とするコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのシソーラスの中にはない少なくとも１つの概念を前記コンピュー
タに特定させる、第６のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を
特徴とする請求項２８に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つの概念のためのウィキページを前記コンピュータに作成させる、第
７のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を特徴とする請求項２
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９に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３１】
　前記強調表示された少なくとも１つの概念に基づき前記知的ネットワークサイトの中を
前記コンピュータに探索させる、第６のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに
備えること、を特徴とする請求項２８に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３２】
　前記強調表示された少なくとも１つの概念に基づき選択されたウィキの中を前記コンピ
ュータに探索させる、第６のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること
、を特徴とする請求項２８に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３３】
　データベースの中で前記強調表示された少なくとも１つの概念に関係する情報を前記コ
ンピュータに編纂させる、第６のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備える
こと、を特徴とする請求項２８に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３４】
　前記情報を前記コンピュータに統一形式で提示させる、第７のコンピュータ可読プログ
ラムコード手段をさらに備えること、を特徴とする請求項３３に記載のコンピュータプロ
グラムプロダクト。
【請求項３５】
　前記強調表示された少なくとも１つの概念についてのコメントを前記コンピュータに受
け付けさせる、第６のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を特
徴とする請求項２８に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３６】
　前記強調表示された少なくとも１つの概念についてのコメントの編集を前記コンピュー
タに可能とさせる、第６のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、
を特徴とする請求項２８に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３７】
　コンピュータにより、知的ネットワークサイトを利用したナレッジナビゲーション及び
ディスカバリを容易にするための制御ロジックが記憶されたコンピュータ用媒体を備える
コンピュータプログラムプロダクトであって、前記制御ロジックが、
　ａ．ウェブページの中で選択される２つ以上の概念を前記コンピュータに受け付けさせ
る、第１のコンピュータ可読プログラムコード手段、
　ｂ．前記概念間で提案される事実関係を前記コンピュータに受け付けさせる、第２のコ
ンピュータ可読プログラムコード手段、及び
　ｃ．前記概念の各ウィキページにおいて前記概念間のリンクを前記コンピュータに作成
させる、第３のコンピュータ可読プログラムコード手段、を備えること、
　を特徴とするコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３８】
　ａ．概念間の確認済み事実関係を格納するデータベースを前記コンピュータに探索させ
る、第４のコンピュータ可読プログラムコード手段、及び
　ｂ．前記選択された概念間の記録済み事実関係を前記コンピュータに表示させる、第５
のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、
　を特徴とする請求項３７に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３９】
　前記選択された概念の定義を前記コンピュータに表示させる、第４のコンピュータ可読
プログラムコード手段をさらに備えること、を特徴とする請求項３７に記載のコンピュー
タプログラムプロダクト。
【請求項４０】
　前記コンピュータに、前記選択された概念を順位付けされたリストの中で表示させる、
第４のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を特徴とする請求項
３７に記載のコンピュータプログラムプロダクト。



(6) JP 2010-529518 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

【請求項４１】
　前記選択された概念に関連する人物を前記コンピュータに探させる、第４のコンピュー
タ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を特徴とする請求項３７に記載のコン
ピュータプログラムプロダクト。
【請求項４２】
　前記コンピュータに、前記提案された事実関係を前記知的ネットワークサイト上に掲示
させる、第４のコンピュータ可読プログラムコード手段をさらに備えること、を特徴とす
る請求項３７に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して知的ネットワークのためのシステム及び方法に関し、より具体的には
、ナレッジディスカバリプロセスを容易にするため、有識者によって創出される大量のデ
ータ中の概念間をナビゲートするシステム及び方法に関する。
【０００２】
[関連出願の相互参照]
　本出願は、以下に記載の出願人の同時係属中の出願と関連し、その利益を主張し、また
それらの出願の内容の全てを参照して本文の記載の一部として援用する：
　米国仮特許出願６１／０６４，３４５、発明の名称「ナレッジナビゲーション及びディ
スカバリの改良型システム及び方法（Enhanced System and Method for Knowledge Navig
ation and Discovery）」、２００８年２月２９日出願；
　米国仮特許出願６１／０６４，２１１、発明の名称「ナレッジナビゲーション及びディ
スカバリのシステム及び方法（System and Method for Knowledge Navigation and Disco
very）」、２００８年２月２１日出願；
　米国仮特許出願　　　　　、発明の名称「ナレッジナビゲーション及びディスカバリの
改良型システム及び方法（Enhanced System and Method for Knowledge Navigation and 
Discovery）」、２００８年３月１９日出願；
　米国仮特許出願　　　　　、発明の名称「知的ネットワークを介したナレッジナビゲー
ション及びディスカバリのシステム及び方法（System and Method for Knowledge Naviga
tion and Discovery Via Intellectual Networking）」、２００８年３月２６日出願；
　米国仮特許出願６０／９０９，０７２、発明の名称「ナレッジディスカバリの方法及び
目的（Method and Object for Knowledge Discovery）」、２００７年３月３０日出願；
及び
　米国通常特許出願　　　　　、発明の名称「データ構成、ナレッジナビゲーション及び
ディスカバリのためのシステム及び方法（Data Structure, System and Method for Know
ledge Navigation and Discovery）」、２００８年３月３１日出願。
【背景技術】
【０００３】
　現在の情報時代において、情報は驚異的なペースで作り出されている。例えば、地球的
規模の公共インターネットでは１億余りのウェブサイトに５，０００億ページ余りの情報
が散在していると推定されており、それらは日々拡大している。このような拡大はニュー
ス記事、科学的研究、ウェブログ（すなわち「ブログ」）等を「公式に」掲示するウェブ
サイト運営者ばかりでなく、一般人によるものもある。つまり「ウィキ」タイプの様々な
サイトもインターネットの膨大なページ数に及ぶデータの増加に寄与している。通常「ウ
ィキ」タイプのサイトは共同ウェブサイトの形をとり、ユーザは普通、大幅な制約を受け
ずにその内容を容易に修正できる。（ウィキタイプのサイトでは誰しもがウェブブラウザ
を使ってサイトに置かれた別著者の作品を含むコンテンツを編集、削除、修正できる。）
【０００４】
　情報は驚異的ペースで作り出されているが、インターネットはデータ保管庫の便利な一
例にすぎないため、該当する情報を見つけて分析する作業は、人間社会のあらゆる局面に
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おいてかつてないほど重要で手間のかかる作業となっている。大量の情報は自然言語のテ
キストに符号化されているため、大量のテキストの中で情報の「金塊」を見つける作業の
ことを、しばしば「テキストマイニング」と呼ぶ。これまで情報検索（ＩＲ）と情報抽出
（ＩＥ）という２大テキストマイニング手法が発展をとげてきた。
【０００５】
情報検索：文書発見
　情報検索の問題は図書館や書庫の起源と同じくらい古い。情報を含む書籍等の媒体を保
管すると、その後はそれらを発見する作業が待っている。大量の文書群にアクセスするに
あたっては目録と索引が一般的な手段となる。多くのテキストがデジタル化されているコ
ンピュータ時代にあっては、大量の文書群に索引を付け検索するための計算ツールが開発
されている。これらのツールのユーザは主に「キーワード」や文章を使ってデータベース
に照会し、通常であればクエリに該当する出版物の一覧を得る。例えば「新しい肺癌治療
法を論述する書類を探す」というクエリであれば、その結果はおそらく、最近の肺癌用臨
床試験薬が記された書類のリファレンスとなろう。
【０００６】
　ＩＲ用コンピュータの研究開発は１９５０年代にまで遡る。これまで様々なアルゴリズ
ムとアプリケーションが開発されており、文献等の多くの情報源をオンラインで入手でき
ることから、科学研究者らは日常的にＩＲツールを利用している。例えば、Ｇｏｏｇｌｅ
やＹａｈｏｏ！を使ったウェブ探索は典型的なＩＲ作業である。方法論の観点からすると
、ＩＲはブール探索、確率的探索、ベクトル空間探索という３通りの手法に区別できる。
【０００７】
　ブールモデルを採用するＰｕｂＭｅｄは最も普及した生物医学書誌データベースの１つ
である。上記のクエリを例にとれば「肺癌ＡＮＤ治療」というようなものになるであろう
。キーワード探索にかなり工夫を凝らしたＰｕｂＭｅｄでも、ブール探索の典型的な欠点
を免れることはできない。すなわち「書類ＡＮＤ論述ＡＮＤ新治療ＡＮＤ肺癌」というよ
うな具体性の高いクエリになると、通常であれば結果がほとんど出ないか、全く出なくな
る。その結果は単語ベースのブールクエリを忠実に反映するものであって、通常は関連性
に基づき結果を順位付けることはできない。
【０００８】
　確率的探索とベクトル空間探索は、より洗練されたツールでのクエリの絞り込みを提供
する。ベクトル空間検索の場合は、文書とクエリの両方がテキストに含まれる最も重要な
語（すなわちキーワード）のベクトルによって表現される。例えばベクトル｛書類、論述
、新治療、肺癌｝が上記のクエリに相当し、重要度を表す数値が割り当てられる。文書と
クエリをベクトルに変換した後には、通常はクエリベクトルと文書ベクトルとの角度を計
算する。２ベクトル間の角度が小さいほどベクトルは類似している。つまり、文書がクエ
リに類似もしくは関連する度合いが高くなる。ベクトル空間クエリの結果は、ベクトル空
間中で類似する文書のリストになる。ブールシステムを凌ぐ大きな改善点は、まず第１に
結果を順位付けできることにある。つまり、最初の結果は通常は最後の結果よりクエリと
の関連性が高い。さらなる大きな改善点として、たとえクエリに含まれる語の全てが１つ
の文書の中になくても、ほとんどの場合は関連性のある結果が返ってくる。一般的に、ク
エリを詳しく絞り込むほど結果は絞り込まれる。
【０００９】
情報抽出：事実の発見
　ＩＲクエリの結果として、ユーザが出すクエリとの関連が見込まれる出版物のリストが
提示されるが、ユーザはそれらの書類を通読して該当する情報を抽出しなければならない
。例えば上記で説明したクエリの例に戻る場合、ユーザの関心は肺癌の新治療が記載され
た書類のリストを一覧することではないかも知れない。むしろこのユーザにとっては新治
療の具体的リストのほうが好ましいかも知れない。そこで、ＩＥ分野に多大な努力が注が
れてきた。
【００１０】



(8) JP 2010-529518 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

　ＩＥの中心的な手法の１つとして、事実又は事実の組み合わせをテンプレートとして予
め定義する取り組みがなされてきた。例えば、生化学反応には各種の反応体ばかりでなく
、多くの場合は媒介分子（すなわち触媒）も関与する。さらに、かかる反応はしばしば特
定の細胞で起こり、１細胞の特定部分で起こることすらある。この場合、抽出アルゴリズ
ムはまず、テキストの中で１つ以上の反応体に言及する部分を探索し、次に反応の場所と
なる細胞の名称を解釈すること等で、テンプレートを埋めることを試みる。主語と目的語
が入れ替わらないようにすることが重要であるため、多くの場合は高度な自然言語処理（
ＮＬＰ）手法が必要となり、また実際の意味を抽出するための意味解析も必要となる。「
シスプラチンを採る肺癌患者にある程度の改善が見られた」という文章はシスプラチンと
いう薬が肺癌治療に使われていることを意味している。シスプラチンが薬で肺癌が疾病で
あることが分かっていれば「シスプラチンは肺癌を治療する」という関係の計算は大いに
はかどる。このような解釈には通常のＩＲを遥かに上回る計算が要求されるため、ＩＥ研
究開発から十分に正確な結果を出せる特化システムにこぎつけたのもごく最近のことであ
る。
【００１１】
マイニングを越えて：ディスカバリ
　デジタル方式で記録された情報の爆発的拡大は記憶及び検索の面で難題をもたらしてい
るが、ナレッジディスカバリを目指す新たな道のりも切り開かれている。人類の歴史を通
じて研究者らは既存の情報に直観を組み合わせながら仮説を立ててきた。出来上がった仮
説は、その後検証の対象となる。人間が情報を吸収する力には限りがあるが、大量の情報
を処理して仮説作りを支援する計算ツールは、研究を進めるうえで有望なツールとなる。
この分野においては、主に相関的ディスカバリと連想的ディスカバリという２通りの方法
論が発展をとげてきた。
【００１２】
相関的ディスカバリ
　ドン・スワンソン教授による先駆的研究は、実験によって裏付けられた新規な科学的仮
説を導き出した。参照により全文を本願に援用する非特許文献１を参照されたい。スワン
ソンの仮説によると、ある学術論文がＡとＢとの関係に言及し、さらに別の論文でＢとＣ
との関係が指摘される場合、ＡとＣとは仮定的に関係しているため、この関係を実証する
記録は必要ない。今日の科学は高度に特化、細分化されているため、Ａ－Ｂ関係を表明す
る論文はＣを専門に扱う研究者にとって未知であり、検索不能かも知れない。スワンソン
の最初の発見として、例えばエスキモー人の食事は魚が豊富であり、魚油（Ａ）に含まれ
る脂肪酸を摂取すると、血小板凝集と血液粘度が低下することが分かっている（Ｂ）。こ
のため、エスキモー人には心臓に関連する各種疾病の発病率が低い。このこととは関係の
無い、レイノー病（Ｃ）を研究する医学分野では、レイノー病患者の血液粘度が高く、血
小板凝集が正常値よりも多いことが分かっている（Ｂ）。参照により全文を本願に援用す
る非特許文献２を参照されたい。魚油によりレイノー病患者の健康が改善するという推移
的関係は容易に成立するが、このことは無関係な２つの科学分野で出版された情報を組み
合わせることにより、スワンソンが仮説を立てた数年後に立証されている。近年では相関
的ディスカバリ原理を利用する様々な文献ベースのディスカバリツールが開発されている
。しかし、それらのツールはいずれも今のところ実験段階にあり、ユーザにとって扱いや
すいものにはなっていない。
【００１３】
連想的ディスカバリ
　既存のデータから新たな関係を仮定するさらなる手法では、通常のＩＲツールを使用す
る。ここでは文書世界から「オブジェクト」世界への変換が重要な課題となる。オブジェ
クトとは、概念や現実世界の実体を表すものである。例えば、ある特定の疾病を記述した
文書はその疾病を代表する形態にまとめることができる。例えばベクトル空間モデルであ
れば、かかる変換に容易に対処できる。疾病を記述した文書のベクトルを組み合わせ、疾
病を代表する１つのベクトルにまとめることができる。このようにして疾病、薬剤、遺伝
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子、タンパク質等の単位に文書群を変換することができる。かかる手法によるディスカバ
リでは、ベクトル空間の中でクエリオブジェクトに関連するオブジェクトを発見する。例
えば、クエリオブジェクトが「肺癌」で、１組の薬剤オブジェクトに対してこのクエリを
実行する場合は、順位付けされたクエリ結果には肺癌とともに記載された薬剤ばかりでな
く、かかる疾病との関係では研究がなされていなかった薬剤で、新たな肺癌治療法となる
かも知れない薬剤も含まれることになる。同様に、化学物質と薬剤を記憶するオブジェク
トデータベースでレイノー病を表すベクトルをクエリに使用すると、既存の治療法と新た
な治療法として見込みのある治療法（魚油等）の両方を結果として得ることができる。こ
の「オブジェクト」手法で重要な点は、いかなる種類のオブジェクトでも探索を実行でき
、いかなる種類のオブジェクトでも要求できることにある。
【００１４】
研究者のニーズ
　インターネット等の膨大なデータストアを利用するユーザの１部類にすぎない研究専門
の科学者に共通する目的は、物事の仕組みを理解することにある。研究にあたっては、特
定の条件を再現し物事が生起する理由を得るため様々な実験が考案される。多くの場合、
実験を行うことが研究者にとってのさらなる主要な目的となっている。
【００１５】
　科学プロジェクトのライフサイクルはアイデアの誕生からスタートするが、これは１名
または複数の科学者によって十分に練りあげられた仮説であったり、単なるひらめきであ
ったりする。以前の実験結果に情報と新たな仮説が加わることでアイデアが生まれること
も多々ある。今日のデータ及び知識の洪水の中においては、多様化した情報及び知識源を
最適に組み合わせながら最も有望な仮説を選ぶことが課題となる。
【００１６】
　さらに研究者らは科学的レーダーを絶えずはりめぐらして新しい情報を探っている。読
まなければいけない書類の山を自動的に増やすだけの現在の電子ツールは、情報の大半を
消化し、本当に関心を引く知識が発見、もしくは発見されようとしている時に限り、警報
を発するツールに置き換えなければならない。
【００１７】
【非特許文献１】Swanson, D.R.“未発見パブリックナレッジ（Undiscovered Public Kno
wledge）”Library Quarterly,1986; 56:103-118
【非特許文献２】Swanson, D.R. “魚油、レイノー症候群、未発見パブリックナレッジ（
Fish Oil, Raynaud’s Syndrome, and Undiscovered Public Knowledge）”Perspectives
 in Biology and Medicine,1986; 30:7-18
【非特許文献３】Schuemie M., Jelier R., Kors J., “ペレグリン：辞書参照によるラ
イトウェイト遺伝子名正規化（Peregrine: Lightweight Gene Name Normalization by Di
ctionary Lookup）”Proceedings of Biocreative 2
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　上記の大規模データストアの問題と従来のテキストマイニングの限界を踏まえ、ナレッ
ジナビゲーション及びディスカバリのデータ構造、システム、方法、及びコンピュータプ
ログラムプロダクトが求められている。これは、膨大なデータストアの意味的探索、ナビ
ゲーション、圧縮、及び記憶を可能にし、相関的ナレッジディスカバリ、連想的ナレッジ
ディスカバリ、及び／又はその他のナレッジディスカバリを容易にするデータ構造、シス
テム、方法、及びコンピュータプログラムプロダクトである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の態様は、特に知的ネットワークサイトの分野でナレッジナビゲーション及びデ
ィスカバリのための改良型システム、方法、及びコンピュータプログラムプロダクトを提
供することによって上記の必要性を満たす。
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【００２０】
　ナレッジナビゲーション及びディスカバリを容易にするデータ構造、システム、方法、
及びコンピュータプログラムプロダクトは、語句ではなく概念もしくは思考単位に基づき
、特定の言語やその他の概念表現に依存しない。ある特定の研究分野もしくは注力分野で
、シソーラスやオントロジーに含まれる概念か概念の集まりに固有の識別子が割り当てら
れる。（ａ）クエリに相当するソース概念と、（ｂ）ソース概念との間に何らかの関係を
持つターゲット概念という、２通りの基礎的概念型を定義する。固有の識別子によって識
別される各概念には、最低でも３つの属性、すなわち（１）事実値と、（２）共起値と、
（３）関連性値とが、割り当てられる。ソース概念と、１つ以上の属性により当該ソース
概念に関係する（ターゲット）概念は「Ｋｎｏｗｌｅｔ（ＴＭ）」と称する新規なデータ
構造に記憶される。（データ構造がコンピュータでデータを効率よく使用できるよう記憶
する手段であることは、当業者には理解されよう。多くの場合、データ構造を慎重に選ぶ
ことにより最も効率的なアルゴリズムの使用が可能となる。入念に設計されたデータ構造
により、実行時間とメモリ空間の点でリソースの使用を可能な限り抑えつつ、様々な重要
な操作を実行することが可能となる。データ構造は、プログラミング言語から提供される
データ型とリファレンスと演算を用いて実装される。）
【００２１】
　事実属性Ｆは、権威あるデータベース（すなわち、特定の科学分野及び／又は注力分野
で科学界により信頼のおけるデータベース又はデータリポジトリとして認められたもの）
の中で概念についての言及があるか否かを示すものである。事実属性は、それ自体ソース
及びターゲット概念関係の真偽を指示するものではない。
【００２２】
　共起属性Ｃは、信頼をおけるものとして認められていないデータベース、データストア
、データリポジトリ等において１単位のテキスト（同じ文章、同じ段落、同じ抄録等）の
中でソース概念がターゲット概念とともに言及されているか否かを示すものである。共起
属性もまた、それ自体概念関係の真偽を指示するものではない。
【００２３】
　関連性属性Ａは、２つの概念間の概念的重複を示すものである。
【００２４】
　Ｋｎｏｗｌｅｔとその３つの属性Ｆ、Ｃ、及びＡは「コンセプトクラウド」に相当する
。かかるコンセプトクラウドの間で概念の相互関係が成立することにより「コンセプト空
間」が出来上がる。データベース等のデータリポジトリに新しい情報が入るにつれ、Ｋｎ
ｏｗｌｅｔとそのＦ、Ｃ、及びＡ属性が定期的に更新（もしくは変更）されることに注意
されたい。ＫｎｏｗｌｅｔとそのＦ、Ｃ、及びＡ属性はナレッジデータベースに記憶され
る。
【００２５】
　ナレッジナビゲーション及びディスカバリのデータ構造、システム、方法、及びコンピ
ュータプログラムプロダクトは本発明の一態様において、シソーラスを使って特定の知識
源（テキスト等）に索引を付けるインデクサーを利用する（「ハイライトニング・オン・
ザ・フライ（highlighting on the fly）」とも称する）。次に、照合エンジンを使って
各ＫｎｏｗｌｅｔにつきＦ、Ｃ、及びＡ属性を作成する。Ｋｎｏｗｌｅｔ空間はデータベ
ースに記憶される。特定のコンセプト空間でＦ、Ｃ、及びＡ属性に基づきＫｎｏｗｌｅｔ
／概念対の意味的関連性が計算される。全知識分野のメタ分析にＫｎｏｗｌｅｔマトリッ
クスと意味的距離を役立て、手つかずの概念間の関連を明らかにすることもできる。
【００２６】
　本発明の態様には、ウェブ上のサーチエンジン、専有サーチエンジン、インターネット
ブラウザプラグイン、ウィキ、プロキシサーバ等の形をとる研究ツールとして提供できる
という利点がある。
【００２７】
　本発明の態様のさらなる利点として、ユーザは概念を用いて新たな（相関的、連想的）
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ディスカバリを行えるばかりでなく、データストア中に存在する著者情報もとに概念に関
係する専門家を発見することができる。
【００２８】
　本発明の態様のさらなる利点として「Ｋｎｏｗｌｅｔ」と称する新規なデータ構造によ
り、科学者はデータストアや関連（生物医学等）オントロジー又はシソーラスから概念（
及び自動的に含まれる同義語）を用いて新たな（相関的、連想的）ディスカバリを行うこ
とができる。
【００２９】
　本発明の態様のさらなる利点として、Ｋｎｏｗｌｅｔにより科学的詳細及び説明レベル
を問わずあらゆる分野のあらゆるコンテンツに対し正確な情報検索及び抽出と相関的及び
連想的ディスカバリを行うことができる。
【００３０】
　本発明の態様のさらなる利点として、ワールドワイドウェブやその他のデータストアか
ら固有の情報ビットを失うことなく冗長性を排除し、記憶、探索、共有がさらに容易な圧
縮版又は「ジップ（zipped）」版のウェブを作ることができる。
【００３１】
　本発明の態様のさらなる利点として、概念閲覧の際にはかつてないほど複雑（且つ綿密
）なインターネット探索クエリを自動的に作ることができる。
【００３２】
　本発明の態様のさらなる利点として、公共のデータストアや権威あるオントロジー／シ
ソーラスを私有のデータストアやオントロジー／シソーラスで増強し、コンセプト空間と
ナレッジナビゲーション及びディスカバリ能力の充実を図ることができる。
【００３３】
　本発明の態様のさらなる利点として、ユーザは共同研究にあたって特定の概念に関係す
る専門家を容易に特定することができる。
【００３４】
　以下において、本発明の態様のさらなる特徴及び利点と本発明の種々の態様の構造及び
動作を、添付の図面とコンピュータリストの別表を参照しつつ詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一態様を実施可能な例示的環境のシステム図である。
【図２】本発明の実施に利用可能な例示的コンピュータシステムのブロック図である。
【図３】本発明の一態様による例示的Ｋｎｏｗｌｅｔ空間作成及びナビゲーションプロセ
スを示すフローチャートである。
【図４】本発明の一態様によるＫｎｏｗｌｅｔデータ構造の例示的構成を示すブロック図
である。
【図５Ａ】本発明の一態様による例示的ログインプロセスを示すフローチャートである。
【図５Ｂ】本発明の一態様による例示的ログインプロセスを示すフローチャートである。
【図６】本発明の一態様による例示的ウィキファイア機能を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一態様による例示的クリック及びリンク機能を示すフローチャートであ
る。
【図８Ａ】本発明の一態様による例示的ウィキファイア機能を示すフローチャートである
。
【図８Ｂ】本発明の一態様による例示的ウィキファイア機能を示すフローチャートである
。
【図９】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示的
ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１０】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１１】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
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的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１２】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１３】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１４】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１５】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１６】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１７】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１８】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図１９】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図２０】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図２１】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図２２】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図２３】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図２４】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図２５】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図２６】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図２７】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【図２８】本発明のグラフィカルユーザインターフェイスの態様によって生成される例示
的ウィンドウ又はグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明の特徴及び利点は、本発明の詳細な説明を添付の図面を参照することでさらに明
らかになろう。図面においては、同様の参照番号は同様または機能的に類似の要素を示す
。さらに、参照番号の最も左側の数字は、当該の参照番号を初めて示す図面を表す。
【００３７】
概要
　本発明の態様は、知的ネットワークサイトの文脈におけるナレッジナビゲーション及び
ディスカバリのためのシステム、方法、およびコンピュータプログラムプロダクトを対象
とする。
【００３８】
　本発明の一態様においては、生物医学研究者等のユーザがＰｕｂＭｅｄ等の膨大データ
ストアの中でナビゲーションと探索とナレッジディスカバリとを実行するための自動ツー
ルが提供される。ＰｕｂＭｅｄは最も普及した生物医学書誌データベースの１つであり、
米国立医学図書館によって提供、管理され、１９５０年代にまで遡るその生物医学記事の
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抄録及び引用は１７００万余りに及ぶ。本発明はかかる態様において、生物医学研究者が
ただ単にキーワードを使ってブール探索を実行し関連記事を見つける以上のことを果たす
。「Ｋｎｏｗｌｅｔ」とも称する新規なデータ構造を使用する本発明の一態様により、科
学者はデータストアと関連（生物医学等）オントロジー又はシソーラスから、例えば生物
医学及び保健関係の概念に関する情報を含む米国立医学図書館の統一医学用語システム（
登録商標）（ＵＭＬＳ）データベースから、概念もしくは思考単位（特定の言語で表され
る概念の同義語を自動的に含む）を用いて新たな相関的ディスカバリ、連想的ディスカバ
リ、及び／又はその他ディスカバリを実行できる。
【００３９】
　ここでは上記のＰｕｂＭｅｄデータストアと生物医学オントロジーを使用する典型的生
物医学研究者の観点から本発明の態様をより詳細に説明する。本説明は単に便宜的に提供
されるものであって、本発明の応用を限定するものではない。本発明を別の態様でいかに
実施すべきかについては、本説明を読了した当業者には明らかであろう。例えば、膨大な
データストアと、関連オントロジー／シソーラスと、ナレッジナビゲーション及び（相関
的、連想的、及び／又はその他）ナレッジディスカバリの必要性がある下記分野のいずれ
においても、本発明の応用が可能である。
【００４０】
　諜報の分野では、一態様において、例えば様々な言語による大量に傍受したeメール及
び／又はその他情報を調べ、疑わしいＫｎｏｗｌｅｔや関連性を示唆し、大量の文書の中
で一見無関係に思われる事実を発見することにより、本発明の利益を享受することができ
る。
【００４１】
　金融の分野では、一態様において、例えば業績動向、経営管理、ＳＥＣ報告書のＫｎｏ
ｗｌｅｔ等、融資取引構造に関係する文書のプロファイルを作成することにより、本発明
の利益を享受することができる。
【００４２】
　法律の分野では、一態様において、例えば判例と関連判決をプロファイリングし、関連
文書、専門家、判決を見つけるのみならず、特定の判決に関する大量の文書の中で概念間
の関係を発見することにより（文書作成等）、本発明の利益を享受することができる。
【００４３】
　ビジネスの分野では、一態様において、例えば所有する特許と特許出願のデータストア
を調べて開示内容に類似する技術のライセンス供与に関心を寄せる企業を見つけたり、合
併／買収活動に関わる企業のナレッジマップを作成することにより、本発明の利益を享受
することができる。
【００４４】
　医療の分野では、一態様において、例えば患者データベースに科学文献を関係づけるこ
とにより、本発明の利益を享受することができる。患者はオンライン「患者Ｋｎｏｗｌｅ
ｔ」を作り、新しい疾病やその疾病に適用できる新規薬物療法について新たな情報を得る
ことができる。患者Ｋｎｏｗｌｅｔは、希少疾病を患う患者に検査を行う際の基礎にもな
る。
【００４５】
　本書の全体を通じて互換的に使用する用語「ユーザ」、「エンドユーザ」、「研究者」
、「顧客」、「専門家」、「著者」、「科学者」、「公衆」、及び／又はこれらの用語の
複数形は、本発明が提供するナレッジナビゲーション及びディスカバリのためのツールに
アクセスし得る、同ツールを使用し得る、同ツールの影響を受ける、及び／又は同ツール
の利益を享受する、人又は実体を指す。
【００４６】
システム
　図１は、本発明の一態様による、様々なハードウェアコンポーネントとその他機能から
なる例示的システム図１００を示す。図１に示すように、システムで使用するデータ等の
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情報とサービスは本発明の一態様において、例えば端末１０２を使用するユーザ１０１に
よって入力され、この端末は、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ミニコンピュー
タ、ラップトップ、パームトップ、メインフレームコンピュータ、マイクロコンピュータ
、電話機、モバイル装置、個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）であり、あるいはプロセッ
サと入力及び表示機能とを有するその他装置である。端末１０２は、通信結合部１０３及
び１０５を介してインターネット等のネットワーク１０４を経由しサーバ１０６へ結合さ
れ、このサーバは、例えばＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、マイ
クロコンピュータであり、あるいはプロセッサとデータリポジトリとを有するか、プロセ
ッサを有しデータ管理のためリポジトリへ接続する、その他装置である。
【００４７】
　かかる態様において、サービスプロバイダがインターネット１０４上のワールドワイド
ウェブ（ＷＷＷ）サイトを通じてナレッジナビゲーション及びディスカバリツールへのア
クセスを、無料登録、支払済み加入者、及び／又はペイ・パー・ユース方式で許可するこ
とは、本説明を読了した当業者には理解されよう。つまりシステム１００は多数のユーザ
、実体、又は組織が加入し利用する形に拡張でき、そのユーザ１０１（すなわち科学者、
研究者、著者、及び／又は研究を望む公衆）は探索、クエリ送信、結果閲覧を行えるほか
、多くの場合はシステム１００関連のデータベースやツールを操作できる。
【００４８】
　図１に示すようなウェブサービスとしてではなく、単独型システム（ＰＣにインストー
ルされるもの等）として、あるいはシステム１００の全コンポーネントが安全な企業間ワ
イドエリアネットワーク（ＷＡＮ）又はローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を介して
接続され通信するエンタープライズシステムとして、ナレッジナビゲーション及びディス
カバリのためのツールが本発明の代替的な態様から提供されることも、本説明を読了した
当業者には理解されよう。
【００４９】
　一態様において、インターネット１０４上でユーザ１０１からの入力に応じてサーバ１
０６によりグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）画面が生成されることは、本
説明を読了した当業者には理解されよう。すなわち、かかる態様におけるサーバ１０６は
ウェブサイトでサーバアプリケーションを実行する典型的なウェブサーバであって、ユー
ザ１０１によって使用される遠隔地のブラウザから届くハイパーテキスト転送プロトコル
（ＨＴＴＰ）又はハイパーテキスト転送プロトコルセキュアド（ＨＴＴＰＳ）リクエスト
に応じてウェブページを送出する。つまりサーバ１０６は（後述するプロセス３００のい
ずれかのステップを実行しながら）、システム１００のユーザ１０１に対しウェブページ
の形でＧＵＩを提供することができる。これらのウェブページはユーザのＰＣ、ラップト
ップ、モバイル装置、ＰＤＡ等の装置１０２へ送出され、ＧＵＩ画面（図９から図２８の
画面等）として表示される。
【００５０】
Ｋｎｏｗｌｅｔ
　本発明の態様においては「Ｋｎｏｗｌｅｔ」と称する新規なデータ要素又は構造を使用
し、相関的、連想的、及び／又はその他ディスカバリのほかに、軽便な記憶と正確な情報
検索及び抽出を実現する。つまり、関係オントロジー又はシソーラス（任意の分野、任意
の科学的詳細度）に含まれる概念は、Ｋｎｏｗｌｅｔにより、コンセプト空間における事
実情報抽出と、共起に基づく結び付きと、関連性（ベクトル方式等）による意味表現とし
て表される。１つ以上の関係データストアについて、対象となる概念と、関係オントロジ
ー／シソーラスに含まれる他の全概念との事実（Ｆ）属性又は値と、テキスト共起（Ｃ）
属性又は値と、関連性（Ａ）属性又は値とが、各概念につきＫｎｏｗｌｅｔに記憶される
。
【００５１】
　Ｋｎｏｗｌｅｔは一態様において、ターゲット概念に対する意味的連想値等、ソース概
念と全ターゲット概念とのあらゆる関係を記憶するＺｏｐｅ（プログラミング言語Ｐｙｔ
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ｈｏｎで記述されたオープンソースのオブジェクト指向ウェブアプリケーションサーバ、
バージニア州フレデリックスバーグのＺｏｐｅ社によりＺｏｐｅパブリックライセンス条
件で配布）データ要素の形をとる）。
【００５２】
　以下に詳述する通り、かかるＫｎｏｗｌｅｔを用いて「意味的距離」（もしくは「意味
関係」）値を計算し、ユーザに対して提示することができる。意味的距離とは、所定のコ
ンセプト空間における２つの概念間の距離又は近接であって、これはコンセプト空間の作
成に用いるデータストアやデータリポジトリ（文書の集まり）によって異なるほか、２つ
の概念間の一致を規定する照合制御ロジックや、事実（Ｆ）属性と、共起（Ｃ）属性と、
関連性（Ａ）属性とに付与される相対的重みによって異なる。かかる手法の目的は、人間
の脳の連想的推論能力の主要要素を再現することである。人間が「既知」概念の関連性マ
トリックスを用いてテキストを読み、理解するように、本発明の態様は、膨大且つ多様な
人間の思考要素の力をデータストアやデータリポジトリに応用することを目指す。以上を
踏まえ、本発明の態様は、例えば事実属性と、共起属性と、関連性属性とにより、テキス
トの中で概念を「重ね合わせる」ことができる。ただし、特定の概念と別の概念との関係
を表現する属性であればいくらでも使用できることは、当業者には理解されよう。
【００５３】
　別表１のコンピュータプログラムリストは、本発明の一態様による例示的Ｋｎｏｗｌｅ
ｔのＸＭＬ表現を提示するものである。本発明のかかる態様においては、リソース記述フ
レームワーク（ＲＤＦ）やウェブオントロジー言語（ＯＷＬ）等、標準のオントロジー及
びウェブ言語にＫｎｏｗｌｅｔをエクスポートできる。したがって、かかる言語を使用す
るアプリケーションであればいずれのものでも、ＳＰＡＲＱＬプロトコルやＲＤＦクエリ
言語等のプログラムによる推論、照会に本発明のＫｎｏｗｌｅｔ出力を役立てることがで
きる。
【００５４】
方法論
　本発明の一態様においては、ナレッジナビゲーション及びディスカバリのための探索ツ
ールがユーザ１０１に提供される。かかる例示的態様においては、生物医学研究者等のユ
ーザがＰｕｂＭｅｄ等の膨大なデータストアの中でナビゲーションと探索とナレッジディ
スカバリを実行するための自動ツールが提供される。
【００５５】
　図３を参照すると、本発明の一態様による自動ツールの例示的Ｋｎｏｗｌｅｔ空間作成
及びナビゲーションプロセス３００のフローチャートが示されている。プロセス３００は
ステップ３０２で始まり、制御は直ちにステップ３０４へ移る。
【００５６】
　本発明のかかる態様において、ステップ３０４ではナレッジベースを含む１つ以上のデ
ータストア（ＰｕｂＭｅｄ等）へシステム１００を接続し、ユーザはここでナビゲーショ
ンと探索とディスカバリを行う。
【００５７】
　本発明のかかる態様において、ステップ３０６ではデータストアに関係する１つ以上の
オントロジー又はシソーラスへシステムを接続する。例えばデータストアが生物医学抄録
であれば、オントロジーはＵＭＬＳ（ＵＭＬＳが有する概念は２００６年時点で１，３０
０，０００を優に上回る）、１９８６年に設立された注釈付きタンパク質配列データベー
スＵｎｉＰｒｏｔＫＢ／Ｓｗｉｓｓ－Ｐｒｏｔ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅｂ
ａｓｅ、文献ｃｕｒａｔｉｏｎかユーザによる直接提出から抜粋されたタンパク質相互作
用データの無料オープンソースデータベースシステムＩｎｔＡｃｔ、遺伝子産物を種から
切り離して生物学的過程、細胞成分、分子機能の観点から記述する遺伝子産物オントロジ
ー（Gene Ontology(GO)Database）の内、いずれか１つ以上であってよい。
【００５８】
　本発明の態様は特定の言語に依存せず、各概念には固有の数字識別子が付与され、同概
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念の同義語（同じ自然言語、専門用語、又は別の言語）にも同じ数字識別子が付与される
ことは、本説明を読了した当業者には理解されよう。このため、ユーザは言語にとらわれ
ることなく（言語に依存することなく）ナビゲーションと、探索と、ディスカバリ活動と
を実行できる。
【００５９】
　本発明のかかる態様において、ステップ３０８では、データストアの各レコード（Ｐｕ
ｂＭｅｄデータベースの抄録等）を調べ、各レコードに出現するオントロジー（ＵＭＬＳ
等）の概念にタグを付け、索引を作成することによって各レコード（ＰｕｂＭｅｄの抄録
等）における概念の位置を記録する。一態様では当技術で周知のインデクサー（「タガー
」と称することもある）をステップ３０８の索引作りに利用する。かかる態様におけるイ
ンデクサーは、オランダ、ロッテルダムのエラスムス大学メディカルセンター、メディカ
ルインフォマティクス学部バイオセマンティクスグループによって開発され、参照により
全文を本願に援用する非特許文献３で説明されているインデクサーＰｅｒｅｇｒｉｎｅ等
の、固有名認識（ＮＥＲ）インデクサー（ステップ３０６でロードされるデータストアに
関係する１つ以上のオントロジー又はシソーラスを使用）である。ＮＥＲインデクサーに
は、例えばマサチューセッツ州ウォルサムのＲｕｅｔｅｒｓ／ＣｌｅａｒＦｏｒｅｓｔよ
り入手できるＣｌｅａｒＦｏｒｅｓｔ　Ｔａｇｇｉｎｇ　Ｅｎｇｉｎｅ、東京大学理学部
情報科学科より入手できるＧＥＮＩＡ　Ｔａｇｇｅｒ、http://www.ihop-net.orgから入
手できるｉＨＯＰサービス、カリフォルニア州レッドウッドシティのＩｎｇｅｎｕｔｉｔ
ｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓから入手できるＩＰＡ、フランス、パリのＴｅｍｉｓ　Ｓ．Ａ．より
入手できるＩｎｓｉｇｈｔ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｒ（ＴＭ）　Ｅｘｔｒａｃｔｏｒ等があ
る。
【００６０】
　本発明の一態様において、ステップ３１０ではある概念とコンセプト空間の中に存在す
る他の全概念との関係（及び意味的距離／関連性）を「記録」するＫｎｏｗｌｅｔをオン
トロジー内の各概念につき作成する。かかる態様において、ステップ３０６でシステムに
ロードされた概念の存在をデータストアで探索し、ステップ３０８で作成した索引を使っ
て概念間の関係を判断するには、Ｌｕｃｅｎｅ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｅｎｇｉｎｅ等のサーチ
エンジンを使用できる。この例で使用するＬｕｃｅｎｅ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｅｎｇｉｎｅは
Ａｐａｃｈｅソフトウェアファウンデーションライセンスのもとで利用できるＪａｖａで
記述された高性能フル装備のテキストサーチエンジンライブラリで、フルテキスト（特に
クロスプラットフォーム）探索を必要とするほとんどのアプリケーションに適している。
【００６１】
　本発明のかかる態様において、ステップ３１２では「Ｋｎｏｗｌｅｔ空間」（コンセプ
ト空間）を作成し、システム内に記憶（例えばサーバ１０６と連携するデータストア内に
記憶）する。これはステップ３１０で作成したＫｎｏｗｌｅｔの総体であって、大きなダ
イナミックオントロジーを形成する。オントロジーの中にＮ個の概念がある場合は、Ｋｎ
ｏｗｌｅｔ空間は（多くても）［Ｎ］×［Ｎ－１］×［３］のマトリックスで、事実（Ｆ
）、共起（Ｃ）、関連性（Ａ）の観点からＮ個の概念の各々がＮ－１個の他の全概念にど
のように関係しているかを詳述する。ステップ３１２は、かかる本発明の態様において、
各概念対につきＦ、Ｃ、及びＡ属性（値）を計算するステップを含む。この場合のＫｎｏ
ｗｌｅｔ空間は全Ｋｎｏｗｌｅｔに基づく仮想コンセプト空間であって、それぞれの概念
は自身のＫｎｏｗｌｅｔにとってのソース概念にあたり、他の全Ｋｎｏｗｌｅｔにとって
のターゲット概念にあたる。（ここでは、ある特定のソース／ターゲット概念の組み合わ
せでＦ、Ｃ、又はＡがＫｎｏｗｌｅｔの中でゼロではない場合、それぞれＦ＋、Ｃ＋、又
はＡ＋状態と表記する。さらに、これらの値がゼロ以下であれば、それぞれＦ－、Ｃ－、
又はＡ－と表記する。）
【００６２】
　オントロジーはかかる本発明の態様ではＵＭＬＳであり、Ｎの値が１，０００，０００
を優に上回ることは、本説明を読了した当業者には理解されよう。
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【００６３】
　ただし、上記の通り本発明の一態様では属性をいくつでも使用できる。この態様におい
ては、Ｋｎｏｗｌｅｔ空間は［Ｎ］×［Ｎ－１］×［Ｚ］のマトリックスで表され、Ｚ個
の各属性につきＮ個の概念の各々が、Ｎ－１個の他の全概念にどのように関係しているか
を詳述する。ステップ３１２は、かかる本発明の態様において、各概念対につきＺ個の属
性（値）を計算するステップを含むことになる。
【００６４】
　かかる本発明の態様でＫｎｏｗｌｅｔの［Ｎ－１］部分を減らすことにより、Ｋｎｏｗ
ｌｅｔ空間を［Ｎ］×［Ｎ－１］×［Ｚ］のマトリックスより小さくできる（コンピュー
タのメモリ記憶と処理に合わせて最適化できる）ことは、本説明を読了した当業者には理
解されよう。それには、それぞれの概念を自身のＫｎｏｗｌｅｔにとってのソース概念と
し、Ｎ－１個のターゲット概念の内、Ｚ個の値（Ｆ、Ｃ、及びＡ値等）のいずれかが正と
なるもののみをターゲット概念とし、ソース概念のＫｎｏｗｌｅｔに含める。
【００６５】
　かかる本発明の態様において、ステップ３１２は各概念対につきＦ、Ｃ、及びＡ属性（
値）を計算するステップを含み、Ｆ値は、例えばデータストアの解析によって決まる２つ
の概念間の事実関係によって求めることができる。本発明の一態様においては、＜名詞＞
＜動詞＞＜名詞＞（または＜概念＞＜関係＞＜概念＞）の三重項を調べることで事実関係
を導き出す（「マラリア」、「伝染」、「蚊」等）。Ｆ値は、例えばステップ３０４でロ
ードされる１つ以上のデータストアの探索に応じて０（事実関係なし）又は１（事実関係
あり）となる。
【００６６】
　事実値Ｆは本発明の一態様においては０又は１になるが、例えばシソーラスで定義され
る概念の意味型等、１つ以上の重み係数を考慮に入れることにより事実属性Ｆに影響が及
ぶことは、当業者には理解されよう。例えば、＜遺伝子＞及び＜鉛筆＞より＜遺伝子＞及
び＜疾病＞のほうが有意な関係が提供され、Ｆ値を左右する。この例のＦ値は、ＰｕｂＭ
ｅｄ等、科学界の特定分野で認められた権威あるデータソースにおける事実関係の存在（
又は不在）によって決まる。ただしＦ値は概念や関係の正確さや信憑性を示すものではな
く、これを決定づける要因がほかにもあることは、当業者には明らかであろう。さらに、
事実の繰り返しはデータストアに存在するテキスト（記事等）の読みやすさに大いに貢献
するが、事実そのものは１つの情報単位であって、Ｋｎｏｗｌｅｔ空間の中で繰り返す必
要はない。データストアの「原文献」で事実が繰り返される度合いと事実が「真」である
見込みとの間に直観的関係があっても、繰り返しが多いとしても事実が本当に真であるこ
とが保証されるわけではない。したがって本発明の一態様においては、事実の繰り返しが
一定の閾を超えると、それ以上事実の文面が真である尤度は増加しないと仮定する。
【００６７】
　Ｃ値は２つの概念間の共起関係によって決まる。これは２つの概念が同じテキスト群（
文章、段落、ｘ個の語）の中に出現するか否かによって決まる。本発明の一態様において
は、データストアの中で２つの概念の共起が見つかる回数に応じてＣ値が０乃至０．５の
範囲に及ぶ。共起の判定にあたっては、データストアにおける概念の意味型等、１つ以上
の重み係数を考慮に入れる。したがってＣ値は、例えば１つ以上の重みによって左右され
る。つまり、対象となる同じテキスト群（文章等）の中に＜薬剤＞と＜疾病＞の両方が出
現するとすれば、共起は現に存在する。しかし同じ文章中に＜薬剤＞と＜都市＞の両方が
出現する場合は、本発明の一態様により共起関係が指摘される見込みは低くなる。
【００６８】
　Ａ値は２つの概念間の関連性的関係によって決まる。Ａ値は一例において、概念クラス
タ（ｎ次元空間）における多次元スケーリング処理の結果に応じて０乃至０．４の範囲に
及ぶ。多次元スケーリング処理では、データストアの中で２つの概念間の類似性もしくは
相違性を調べる。Ａ値は、２つの概念間の概念的重複を示すものである。一例においては
、多次元概念クラスタの中で２つの概念が近いほど関連性値Ａは高くなる。概念的重複が
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ごく僅かか皆無であれば関連性値Ａは０に近づく。
【００６９】
　２つの概念間の間接的連想は、それぞれの「概念プロファイル」の照合に基づき計算す
る。概念プロファイルは次の通りに作成する。システム１００にロードされたデータスト
アに見られる各概念につき、特定の概念が相当数出現するレコードを検索する。態様によ
っては、（ＩＲ）リコールを犠牲にして高精度を優先する。データストアの中でソース概
念に「関する」レコード（ＰｕｂＭｅｄ内の抄録等）から最低０から所定の閾値（２５０
等）までの概念を選択してリストを作成する。次に、術語学に基づくレコード（ＰｕｂＭ
ｅｄの抄録等）の概念索引により概念に順位を付け、加重集約により１つの概念リストに
まとめる。かかるリストにはソース概念との関連性が高い概念が入る。これらのリストは
多次元空間内のベクトルで表すことができ、各ベクトル対につき関連性スコア（Ａ）を計
算する。かかる関連性スコアを０乃至１の値としＫｎｏｗｌｅｔのＡカテゴリに記録する
。Ｆ及びＣパラメータが負となる概念でも、正の関連性スコアＡが統計上の閾値よりも多
い場合は、非明示的関係を示唆するかなりの概念的重複が概念プロファイルに存在する。
閾値は、特定の意味型をとる無関係概念と相互作用が判明している概念との分布概念プロ
ファイル一致を比較することによって計算できる（Ｓｗｉｓｓ－ＰｒｏｔとＩｎｔＡｃｔ
で相互作用が判明していないタンパク質と相互作用が判明しているタンパク質等）。
【００７０】
　本発明の一態様においては、ＦもＣも正ではない概念対の場合に、暗示的な関連性であ
っても有意な関係を示す間接的証拠が存在することがある。Ｋｎｏｗｌｅｔではそのよう
な連想的関係を第３のパラメータＡで捕捉する。本発明の一態様においてＡパラメータは
Ｋｎｏｗｌｅｔの最も興味深い側面に相当する（以下で詳述する「ディスカバリ」モード
でシステム１００を使用する場合等）。Ｃ＋及びＦ－状態からＦ＋状態へ事実が移るにつ
れ、システム１００にロードされたデータストアは事実上固まる。ただし、概念をＦ－、
Ｃ－、及びＡ＋状態からＦ＋状態にするとこれまで見逃されてきた新たな共起と事実が発
生し、さらに重要なことには、コンピュータ推論によるナレッジディスカバリプロセス（
及び文献に基づく仮説を確認するその後の試験所関係実験）の一部をなすであろう。
【００７１】
　データストア（ＰｕｂＭｅｄの新規抄録等）及び／又はオントロジー（新規概念）に対
する更新を捕捉するためステップ３０４から３１２を周期的に繰り返してもよいことは、
本説明を読了した当業者には理解されよう。
【００７２】
　本発明の一態様において、ステップ３１４では１つ以上のソース概念（コンセプト空間
の中でナレッジナビゲーション及びディスカバリの出発点となる特定の概念）からなる探
索クエリをユーザから受け付ける。
【００７３】
　本発明の一態様において、ステップ３１６ではＫｎｏｗｌｅｔ空間の中でルックアップ
を実行し、ソース概念に対する全Ｎ－１個のターゲット概念の意味的距離（ＳＤ）を計算
し、１組のターゲット概念（コンセプト空間の中でソース概念に関係する概念）を提示す
る。例えばシステムは一態様において、Ｋｎｏｗｌｅｔ空間内で算出された上位５０のＳ
Ｄ値に対応する１組のターゲット概念を返す。
【００７４】
　かかる態様においては次の通りに意味的距離を計算する。
ＳＤ＝ｗ１Ｆ＋ｗ２Ｃ＋ｗ３Ａ；
式中ｗ１、ｗ２、及びｗ３はＦ、Ｃ、及びＡ値にそれぞれ割り当てる重みである。ユーザ
は様々なモードでシステムに照会でき、これに応じてｗ１、ｗ２、及びｗ３値がシステム
によって自動的に調整されることは、本説明を読了した当業者には理解されよう。例えば
、ユーザが事実に基づく背景情報を所望する「バックグラウンド」モードでは、ｗ１、ｗ

２、及びｗ３がそれぞれ１．０、０．０、及び０．０に設定される。さらなる例として、
ユーザが連想的関係に注目する「ディスカバリ」モードでは、ｗ１、ｗ２、及びｗ３がそ
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れぞれ１．０、０．５、及び２．０に設定される。これとは別の本発明の態様では、様々
なモードで様々な係数もしくは特性（意味型等）によりＦ、Ｃ、及びＡ値が加重される。
したがって、ＳＤ（又は意味的関連性）は重み付けされた事実、共起、及び関連性情報に
基づき計算されるソース概念とターゲット概念との意味関係である。
【００７５】
　本発明の一態様において、ステップ３１８ではＧＵＩを通じてユーザにターゲット概念
を提示し、ユーザはソース概念と、１組のターゲット概念（Ｆ、Ｃ、Ａ、及び／又はＳＤ
値に従い色分け）と、ＳＤ計算にあたって関係の基礎となったデータストア内のレコード
（ＰｕｂＭｅｄの抄録）のリストを一覧することができる。その後、ステップ３２０に示
すように、プロセス３００は終了する。
【００７６】
　図４を参照すると、本発明の一態様によるプロセス３００によって作成されたＫｎｏｗ
ｌｅｔデータ構造４００の例示的構成を示すブロック図が示されている。
【００７７】
　生物医学研究者等のユーザがナビゲーションと探索とナレッジディスカバリを実行する
ための自動ツールを提供する本発明の一態様において、生物医学文献中に存在する概念は
、例えばタンパク質や疾病は、ソース概念（図４の青い球）として扱うことができる。Ｕ
ＭＭＳやＵｎｉＰｒｏｔＫＢ／Ｓｗｉｓｓ－Ｐｒｏｔ等の権威あるデータベースの中には
、概念に関するキュレート情報と他の概念との事実関係が存在するかも知れない。この情
報は捕捉され、データベース内のソース概念との間に「事実」関係を持つ概念は、その概
念のＫｎｏｗｌｅｔに含まれる。図４に示したＫｎｏｗｌｅｔでは、これらの「事実で関
連付けられた概念」が緑色で塗りつぶされた球で示されている。
【００７８】
　加えて、文献内の同一文章中でソース概念が他の概念とともに言及されることがある。
２つの概念が共起する文章が多数存在する場合は特に、２つの概念間の有意な関係、もし
くは偶然の関係が、大いに見込まれる。事実関係を持つ概念のほとんどは文献全体の１つ
以上の文章の中で言及されることが見込まれるが、プロセス３００で検索するデータスト
アがただ１つであれば（ＰｕｂＭｅｄ等）、かかるデータストアだけでは容易に回収でき
ない事実関連性が数多く存在するかも知れない。例えばＵｎｉＰｒｏｔＫＢ／Ｓｗｉｓｓ
－Ｐｒｏｔに記述されている多くのタンパク質－タンパク質相互作用は、ＰｕｂＭｅｄの
中で共起として見つけることはできない。図４に示したＫｎｏｗｌｅｔでは、ソース概念
と同じ文章の中で最低１回共起するターゲット概念が緑色の環で示されている。
【００７９】
　最後の概念カテゴリは、データストアの索引付きレコードの中でテキスト単位（文章等
）に共起がなく、対象となるＫｎｏｗｌｅｔの中にソース概念と共通する十分な概念を持
つものによって形成される。これらの概念は図４において黄色の環で示されており、暗示
的関連性に相当することがある。それぞれのソース概念は他の（ターゲット）概念との間
に様々な強さの関係を持ち、それらの距離には事実（Ｆ）、共起（Ｃ）、及び関連性（Ａ
）係数の値が割り当てられている。これらの値に基づき概念対間の意味的関連性（又はＳ
Ｄ値）が計算される。
【００８０】
　本発明の別の態様においては、ユーザが２つ以上のソース概念を入力できる。システム
はかかる態様において、入力されたソース概念の全てに関係する１組のターゲット概念を
創出する。より良いＩＲとして、すなわちより良いサーチエンジンとしてかかる態様を役
立てることができることは、本説明を読了した当業者には理解されよう。したがって、ス
テップ３０４でシステムにロードされた１つ以上のデータストアにおいては、ソース概念
Ａ及びＢで事実（Ｆ）又は共起（Ｃ）関係が成立しないこともある。この場合、従来のブ
ール／キーワード探索を実行するサーチエンジンでは結果が出ないかも知れない。しかし
Ｋｎｏｗｌｅｔ空間を利用する本発明であれば、ソース概念Ａ及びＢを関連性（Ａ）によ
り結び付けるターゲット概念を創出できる。
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【００８１】
　本発明のさらなる態様においては、データストアに含まれるレコードの著者（ＰｕｂＭ
ｅｄ内に抄録がある出版物の著者）にも索引を付けることにより、上記のステップ３０８
及び３１０を強化することができる。本発明のかかる態様においては、Ｋｎｏｗｌｅｔ空
間の中でＮ個の概念が互いに対応付けられるばかりでなく、Ｍ名の著者からなる母集団が
Ｎ個の概念に固有のものとして対応付けられることにより、Ｋｎｏｗｌｅｔ空間は［Ｎ＋
Ｍ］×［Ｎ＋Ｍ－１］×３のマトリックスになる（各概念につきＫｎｏｗｌｅｔがあり、
各著者につきＫｎｏｗｌｅｔがあるコンセプト空間）。かかる態様により、ユーザが共同
研究にあたって特定の概念に関係する専門家を容易に特定できることは、本説明を読了し
た当業者には理解されよう。
【００８２】
　Ｍ名の著者からなる母集団をＮ個の概念に固有のものとして対応付けることによりＫｎ
ｏｗｌｅｔ空間が［Ｎ＋Ｍ］×［Ｎ＋Ｍ－１］×３のマトリックス（Ｚ属性の数を３と仮
定）となる本発明の態様において、システム１００のユーザに便利なツールを数多く提示
できることは、本説明を読了した当業者には理解されよう。かかる態様においては、ステ
ップ３０４でシステムにロードされたデータストアに含まれるＭ名の各著者につき様々な
寄与因子を計算できる。これらの寄与因子により、単に多作な著者（出版物が多い著者）
と「革新的」な著者（Ｋｎｏｗｌｅｔ空間の中で初めて共起する２つの概念に関係する作
品の著者）とが区別される。Ｋｎｏｗｌｅｔ空間とそこに記憶されたＦ、Ｃ、及びＡパラ
メータをもとに寄与因子を様々に計算できることは、本説明を読了した当業者には理解さ
れよう（例えば文章単位、記事単位等に基づく寄与因子）。１つの文章、複数の文章、抄
録、文書、出版物全般に基づき寄与因子を計算することもできる。
【００８３】
　本発明のさらなる態様において、ステップ３０４でシステムにロードされるデータスト
ア内の画像（データストア内の記事に含まれる画像等）や他の画像リポジトリの中に存在
する画像を、ステップ３０８でＮ個の概念のいずれかに結び付けることができることは、
本説明を読了した当業者には理解されよう。その場合はこれらの画像には索引を付け、Ｋ
ｎｏｗｌｅｔ空間の中で参照し、新たなデータポイント（フィールド）として、ここで説
明するナビゲーションと探索とディスカバリ活動を実行するツールで使用する。
【００８４】
　本発明のさらなる態様において、上記のステップ３０４から３１２を並行して実施し、
出来上がった２つのＫｎｏｗｌｅｔ（概念）空間を比較、探索し、ナレッジナビゲーショ
ン及びディスカバリに役立てることができることは、本説明を読了した当業者には理解さ
れよう。すなわち、第１の研究分野のデータベース及びオントロジーを使って作成された
Ｋｎｏｗｌｅｔ空間を、第２の研究分野（関連分野等）のデータベース及びオントロジー
を使って作成された第２のＫｎｏｗｌｅｔ空間に比較することができる。本発明は一態様
において、ある１つのオントロジー等のリソースでクエリから結果を出せない場合に、別
のオントロジー又はシソーラスから作られたＫｎｏｗｌｅｔ空間で関連性のある結果が１
つ以上見つかる可能性を指摘できる。
【００８５】
　本発明の別の態様においてはナビゲーションと探索とディスカバリ活動を実行するツー
ルを企業の形で提供し、認定ユーザ（営利団体のＲ＆Ｄ部門の研究科学者、大学の研究科
学者等）に利用させることができる。かかる態様においては、システムにロードされる１
つ以上の（公共）データストアを１つ以上の専有データストア（内部の未公開Ｒ＆Ｄ等）
で増強できる、及び／又はシステムにロードされる１つ以上の（公共）オントロジー又は
シソーラスを１つ以上の専有オントロジー又はシソーラスで増強できる。かかる態様にお
いては、公共及び私有データの組み合わせによって（望ましい場合は専有）コンセプト空
間とナレッジナビゲーション及びディスカバリ能力の充実を図ることができる。かかる態
様で、例えば企業内の著者による未公開記事が１つ以上の私有データストアとしてシステ
ムにロードされるとすれば、企業内のユーザは、著作が印刷される前にＫｎｏｗｌｅｔ空
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間の中で新たな共起を捕らえ、認識することができよう。
【００８６】
　本発明の別の態様では、ナビゲーションと探索とディスカバリ活動を実行するツールか
ら１つ以上のセキュリティオプションをユーザに提案することができる。例えば本発明の
一態様において、１つ以上の専有データストア（内部の未公開Ｒ＆Ｄ等）及び／又は１つ
以上の専有オントロジー又はシソーラスから作成されたＫｎｏｗｌｅｔ空間をステップ３
１２で暗号化し、システム１００に記憶することができる。本発明のかかる態様において
、Ｋｎｏｗｌｅｔ空間に暗号処理を適用し、復号鍵を持つ者（認定ユーザ）のみＫｎｏｗ
ｌｅｔ空間を復号できることは、当業者には理解されよう。
【００８７】
　本発明の別の態様においては、ナビゲーションと探索とナレッジディスカバリを実行す
るツールを使用し、インターネットサーチエンジンの出力を「即座に（on the fly）」選
択及び／又は分類することができる。例えば、サーチエンジンの出力をＵＲＬごとに分類
し、プラグインそのもののデータリポジトリの中でフォルダにソートすることができる。
本発明は一態様において、かかるフォルダに記憶された文書に基づき、及び／又はテキス
トとして受け付けられた概念に基づき、ユーザの関心事プロファイルを作成することがで
きる。
【００８８】
　上述したとおり、ステップ３１８ではＧＵＩを通じてユーザにターゲット概念が提示さ
れ、ユーザはソース概念と、ソース概念の定義を含むウィキと、１組のターゲット概念と
を一覧することができる。ユーザは本発明の態様において（ターゲット概念と、ＳＤ計算
にあたって関係の基礎となるデータストア内のレコードを踏まえて）表示された１つ以上
のウィキでソース概念の定義を編集できる。
【００８９】
　ナビゲーションと探索とナレッジディスカバリを実行するツールがインターネットブラ
ウザのプラグイン又はアドオンとして提供される本発明のさらなる態様においては、「新
規性インジケータ」として機能するボタンをツールバー又はプルダウンメニュー上に設け
ることができる。つまり、インターネットを閲覧し、関心のあるウェブページに遭遇した
ユーザが、本発明によりツールバー又はプルダウンメニュー上に提供される「新規性」ボ
タンをクリックすると、アクティブウェブページのＨＴＭＬコードが「即座に」解析され
、ユーザ自身のＫｎｏｗｌｅｔ空間の概念はすべてグレーアウト（例えば灰色表示）され
る。かかる態様においては、ウェブページ上のテキストの内、当該ユーザにとって実際に
「新しい」知識に相当するテキストにユーザの注意が向けられる（当該ユーザによって既
に読まれている文書内の知識は、残りのテキストと対照をなす灰色等の好ましい色で表示
され、テキストの色やその他の属性は修正されない）。
【００９０】
　本発明のさらなる態様においては、ナビゲーションと探索とディスカバリ活動を実行す
るツールがプロキシサーバを通じて提供され、ユーザの「お気に入り」ウェブサイト、す
なわち「ブックマーク」が付いたウェブサイトは事前に解析される。かかる態様において
は、上記のステップ３０６でロードされた１つ以上のオントロジー又はシソーラスの中の
概念が、手作業を要さずに（「ウィキファイア」ボタン又はメニューオプションを起動す
る必要なく）ユーザのブラウザで強調表示（例えば黄色表示）される。
【００９１】
　本発明のさらなる態様においては、ナビゲーションと探索とナレッジディスカバリを実
行するツールがワープロ／テキスト編集プラグイン又はアドオンとして提供される。つま
り、ユーザが（上記のとおり）ターゲット概念とともに表示されるウィキを編集したり、
新たな論文を執筆するときには、上記のステップ３０６でシステムにロードされたＫｎｏ
ｗｌｅｔ空間に関連する１つ以上のオントロジー又はシソーラスが定期的に照会される。
かかるプラグイン又はアドオンはＮ個の概念の内、ユーザによって入力された概念を認識
し、同義語、同音異義語、翻訳、及び／又は関係概念を「即座に」提案する。つまり「［
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提案するｎ個の概念のリスト］ですか？」と尋ねるツールとして機能する。さらにこのプ
ラグイン又はアドオンでは、概念の状態をリアルタイムで表示及び／又は変更できる。例
えば、注目の概念が適切に定義されているか否かを表示したり、１つ以上の言語に翻訳さ
れているか否かを表示するなどして、オンラインの概念状態報告を「即座に」提供するこ
とができる。
【００９２】
コンセプトウェブ
　「ウェブ１．０」は当技術において、およそ１９９４年から２００４年までのワールド
ワイドウェブの状態を指す。これは、ほとんどのサイトが一方通行の公開メディア（テキ
スト、画像）であった「読み取り専用」の状態である。２００４年頃（年数の区切りは曖
昧）に作られた用語「ウェブ２．０」は「読み取り及び書き込み」状態に至るウェブの進
化を指す。つまりウェブ２．０は、ソーシャルネットワーキングサイト、ウィキ、ブログ
、フォークソノミー等、創造性とコラボレーションとユーザ間共有を容易にすることを目
指したウェブベースのコミュニティとホスト型サービスを意味する。
【００９３】
　ここで、本発明の態様は「セマンティクウェブ」（ウェブ３．０状態）を容易にするも
のであり、ワールドワイドウェブとオフラインリソースから導出された概念と概念間の関
係から冗長性と曖昧さを排除し、動的でインタラクティブなウェブ（「コンセプトウェブ
」）を形成する。
【００９４】
　インターネット探索を行うユーザ／研究者の関心はデータや情報そのものにあるのでは
なく、それらの「構成要素」を実行可能な知識に合成して働きかけることにあるというこ
とが、コンセプトウェブの第一前提である。例えば「アムステルダムで最高のホテル」を
探す一方で、非常に複雑な生物学的経路も探すユーザに、この前提を当てはめることがで
きる。このユーザはアムステルダムにある全てのホテルの情報に関心があるわけではなく
、仮定的経路の中で全５０通りの遺伝子に言及する学術論文全５０００報を通読できるわ
けでもない。このユーザにとっての真の関心事は、アムステルダムにおける宿泊先や特定
の疾患の原因として仮定される遺伝子について決定を下すことである。本発明の態様によ
るコンセプトウェブは、通読し分析する中間的作業を最小限に抑えながら、重要情報と信
頼を損なうことなく所望の成果を達成できる。
【００９５】
　ただし、コンセプトウェブを阻む障壁として曖昧さと規模の問題が存在する。インター
ネット（又はその他データストア）上のテキストページに関わる「曖昧さの問題」とは、
ある特定の文脈に含まれる語句、用語、表記、標識、記号、概念の特性が定義されていな
いか、定義不能か、複数の定義を持つか、明白な定義を欠くため、その意味が不明瞭であ
ったり誤解を招いたりする状態を指す。インターネット（又はその他データストア）上の
テキストページに関わる「規模の問題」とは、最新（２００７年）の推定によると１億余
りのウェブサイトに５，０００億ページ余りのウェブページがインターネット上に散在し
ているとことを指す。
【００９６】
　当技術では現状、多数の意味を持つ遺伝子記号等、曖昧性の高い用語やトークンでさえ
、先進の曖昧性除去アルゴリズムにより、通常ならば８０％の精度と８０％のリコール率
で解決できることは、本説明を読了した当業者には理解されよう。したがって、本発明の
態様は、曖昧性を最適に低減させる新しい曖昧性除去手法をさらに含む。
【００９７】
　インターネット（又はその他データストア）上のテキストページに関わる「規模の問題
」が部分的に冗長性によるものであることは、本説明を読了した当業者には理解されよう
。一般的な出版物の代表的例として、学術論文に記載された文章の大半は、以前に一度以
上発表されたことのある事実表明を含んでいる。多くの場合は、一般的事実が無限に繰り
返されることで論文の読みやすさに寄与する。
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【００９８】
　例えば「マラリア」が「蚊」によって「伝染」することは一世紀以上前から知られてい
る。例えばＰｕｂＭｅｄ書誌データベース（抄録１７，０００，０００余り）には、この
共起が５６１８件ある。最初の発表から５０００回以上にわたる繰り返しには、発表され
た事実が再確認され（徐々に固められ）、マラリアとその伝染に関する記事の読みやすさ
が増し、この事実が他の事実とともに広まるという価値がある。Ｋｎｏｗｌｅｔを利用す
る本発明の一態様においては、概念間の関係を表す多数の属性及び値の組み合わせにより
、事実表明が何度も繰り返される科学関連の文章から２概念間の関係が一度だけ記録され
る。それらの関係の属性及び値は多数の事実表明、関連性、又は共起の増加に基づき変化
する。この手法により、Ｋｎｏｗｌｅｔ空間の拡大はテキスト空間に比べて最小限に抑え
られる。したがって、本発明の態様においては「ウェブのジッピング」（圧縮）を達成で
きる。
【００９９】
　上述したとおり、ステップ３０４から３１２を並行して実施することによって作られる
２つのＫｎｏｗｌｅｔ（概念）空間を比較し、探索することにより、ナレッジナビゲーシ
ョン及びディスカバリプロセスに役立てることができる。つまり、第１の研究分野のデー
タベース及びオントロジーを使って作成されたＫｎｏｗｌｅｔ空間を、第２の研究分野の
データベース及びオントロジーを使って作成された第２のＫｎｏｗｌｅｔ空間に比較する
ことができる。同様に、上述した「ウェブのジッピング」を達成する本発明の態様を利用
し、２つ以上のジップされたデータセットを概念レベルで比較することもできる。
【０１００】
知的ネットワーク
　上記の説明では、Ｋｎｏｗｌｅｔ空間の中でＮ個の概念が互いに対応付けられるばかり
でなく、Ｍ名の著者からなる母集団がＮ個の概念に一意に対応付けられることにより、Ｋ
ｎｏｗｌｅｔ空間が［Ｎ＋Ｍ］×［Ｎ＋Ｍ－１］×３マトリックスとなる本発明の態様を
開示した（各概念につきＫｎｏｗｌｅｔがあり、各著者につきＫｎｏｗｌｅｔがあるコン
セプト空間）。かかる態様によりユーザが共同研究にあたって特定の概念に関係する専門
家を容易く特定できることは、本説明を読了した当業者には理解されよう。
【０１０１】
　本発明のさらなる態様においては、ナレッジナビゲーション及びディスカバリプロセス
をさらに支援するため、付加的機能を備えた知的ネットワークサイトが提供される。
【０１０２】
　図５Ａ及び５Ｂを参照すると、本発明の一態様による例示的ログイン及び選択プロセス
５００のフローチャートが示されている。プロセス５００はステップ５０２で始まり、制
御は直ちにステップ５０４へ移る。
【０１０３】
　かかる態様においては、関心分野の中の各個人（例えば、ステップ３０４でシステム１
００にロードされるＰｕｂＭｅｄ等の１つ以上のデータストアの中のＭ名の著者の各々）
にウィキＩＤという静的で一意な識別子がステップ５０４で付与される。ステップ５０６
では、知的ネットワークェブサイトコミュニティの中で個人用ウェブページ（又は「ホー
ムページ」）がウィキＩＤごとに作成される。このホームページには、代替的なスペルや
一般的なスペルミスを含む著者（又は専門家）の氏名と履歴情報（連絡先情報、個人情報
、職歴、学歴、出版物、専門的資格、受賞経験、専門的会員資格、会議出席経験、関心事
、進行中のプロジェクト、特許等）とが表示され、ステップ５０８のログイン／パスワー
ド機構を通過する専門家や著者の指名者（助手等）に限り編集モードでアクセスできる。
さらに専門家はステップ５１０で自身のホームページの内、知的ネットワークェブサイト
上の他の専門家に向けて「公開する」（閲覧を許可する）部分を選ぶことができる。
【０１０４】
　かかる態様においては、知的ネットワークコミュニティの管理運営目的にウィキＩＤ（
ならびにユーザのホームページへのリンク）を役立てることができ（会議出席登録、論文
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、提案書、報告書提出等）、現在のように書類を手書きで記入する必要はなくなる。
【０１０５】
　かかる態様においては（ステップ３０６でシステム１００にロードされる１つ以上のオ
ントロジー又はシソーラスの中の概念が、ステップ５１２で閲覧するウェブページ上で手
入力を要さずに強調表示（例えば黄色表示）される上記「ウィキファイア」ボタンと同様
）、インターネットブラウザのプラグイン又はアドオンとしてボタンが提供され、ユーザ
がステップ５１４でこのボタンをクリックすると、閲覧中のページのＵＲＬが知的ネット
ワークェブサイト上の自身のホームページにリンク（ならびに掲示）される。かかる態様
においては、インターネットブラウザのプラグイン又はアドオンボタンを「クリンク」ボ
タン（クリックとリンクの合成語）と標示することができる。クリンクボタンの働きは、
ユーザが研究している概念に関係する（静的）ＵＲＬを保存することだけではない。ＵＲ
Ｌをクリンクすると、そのＵＲＬのページに現れた概念のうちユーザが関心のある概念に
タグが付き、ユーザの個人的Ｋｎｏｗｌｅｔ空間が拡張する（つまり、上述した手順のス
テップ３０４でシステム１００にロードされる１つ以上のデータストアのほかに、Ｆ、Ｃ
、及びＡ属性値計算の基礎となるナレッジベースが拡張する）。
【０１０６】
　ステップ５１６では、クリンクされたＵＲＬのページに現れた概念を、プロセス３００
のステップ３０４でシステム１００にロードされる１つ以上のデータストア（ＰｕｂＭｅ
ｄ等）に含まれる文書内の概念と併せて操作し、ナレッジディスカバリを行うことができ
る（バックグラウンドモード探索、ディスカバリモード探索等）。
【０１０７】
　かかる態様においてはステップ５２０でユーザが自身のホームページで「クリンクした
」ＵＲＬをフォルダ等の区分けに整理し、それぞれのＵＲＬに名前を付けることができる
。かかる態様においてユーザはステップ５２２で自身のホームページを閲覧して（自身の
履歴書等から）現時点で関心のある概念を強調表示し、それらの概念に関係するクリンク
したＵＲＬを表示、強調するなどして、無関係のＵＲＬから区別することもできる。
【０１０８】
　かかる態様において、知的ネットワークェブサイトコミュニティのユーザは、共同研究
にあたってクリンクしたＵＲＬに見られる特定の概念に関係する専門家をステップ５２４
で容易に特定することができる。ステップ５２６に示すように、その後プロセスは終了す
る。
【０１０９】
　知的ネットワークェブサイトはウィキサイトの形をとることもでき、その場合に共同作
業やウィキサイトで一般的なその他のユーザ／コミュニティ機能が可能になることは、こ
本説明を読了した当業者には理解されよう。
【０１１０】
　上述した本発明の一態様を利用し、ナレッジナビゲーション及びディスカバリ活動を容
易にする知的ネットワークサイト「ウィキピープル」を作ることもできる。かかる態様に
おけるウィキピープルの利点として、文献ベースのナレッジディスカバリの自動警報、資
金調達、出版、会議へのウィキＩＤ使用、主要全言語による履歴書照合、求人等を挙げる
ことができる。
【０１１１】
　図６を参照すると、本発明の一態様によるナビゲーションと探索とナレッジディスカバ
リを実行するツールを使用するウィキファイアプロセス６００のフローチャートが示され
ている。このツールはインターネットブラウザのプラグイン又はアドオンとして提供でき
る。プロセス６００はステップ３０２で始まり、制御は直ちにステップ６０４へ移る。
【０１１２】
　ステップ６０４でインターネットを閲覧し、ステップ６０６で関心を引くウェブページ
に遭遇したユーザが、本発明によりツールバー又はプルダウンメニュー上に提供される「
ウィキファイア」ボタンをステップ６０８でクリックすると、ステップ６１０でアクティ
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ブウェブページのＨＴＭＬコードが「即座に」解析され、ステップ３０６でシステムにロ
ードされた１つ以上のオントロジー又はシソーラスに含まれる概念はステップ６１２で強
調表示（例えばカラー表示）される。ユーザは関心のある１つ以上の概念を強調表示し、
ステップ６１４で、Ｙａｈｏｏ！やＧｏｏｇｌｅ等のインターネットサーチエンジンを使
用して本発明のシステムの中で探索を実行できるほか、所定のウィキ内で探索を実行する
こともできる。本発明のかかる態様には、かつてないほど複雑（且つ綿密）なインターネ
ット探索クエリ（ブール「Ａｎｄ」クエリ）が構築されるという利点がある。これは、ロ
ードされるオントロジー又はシソーラスと一意な数字識別子と同義語（同一言語、又は異
言語）によるものである。
【０１１３】
　インターネットサーチエンジンの結果（出力）に相当するウェブページそのものに「ウ
ィキファイア」ボタン又はメニューオプションを使用することもでき、その場合に上記の
ステップ３０６でシステムにロードされた１つ以上のオントロジー又はシソーラスの中の
概念がステップ６１６で「即座に」強調表示されることは、当業者には理解されよう。ウ
ィキの中には強調表示された概念に関する項目を作ることができる。システムの同一ユー
ザか他のユーザは、後でこの項目を編集できる。かかる態様において、ステップ６１８で
選択され編集されるウィキ項目はユーザのローカルコピーか、企業（コミュニティ）のグ
ローバルコピーである。かかる態様においてはさらに、インターネットブラウザのプラグ
イン又はアドオンの一部としてオン・ザ・フライ方式の「編集」ボタンを提供でき、その
場合はステップ６２０でウェブページのＨＴＭＬ出力から選択される部分を特定された概
念のウィキページに瞬時に「コピー」することが可能となるため、ある１つのウェブサイ
トから別のウェブサイトにかけて大量のデータを取り込む必要はなくなる。本発明のこの
態様により、分散するサイト（異なる自然言語によるサイトを含む）は概念レベルで「連
携」され、共通のＧＵＩで提示される。（「連携」が、クエリが変換され一群の異種デー
タベースに向けて一斉送信され、結果が併合され簡潔な統一形式により提示され、結果の
並べ替えが可能であることを意味することは、当業者には理解されよう。）ユーザは決定
ステップ６２２で閲覧を継続するか（この場合、プロセス６００はステップ６０４まで戻
る）、または作業を終了するか（ステップ６２４に表示）を選択できる。
【０１１４】
　図７を参照すると、本発明の一態様による「クリンク」機能を利用するプロセス７００
のフローチャートが示されている。プロセス７００はステップ７０２で始まり、制御は直
ちにステップ７０４へ移る。
【０１１５】
　この態様における「クリンク」ボタンの働きを説明すると、ユーザはまずステップ７０
４で「ウィキファイア」環境内を閲覧しながらいずれかのページへ進み、事実関係がある
と考えられる２つ以上の概念をステップ７０６でクリックする。ウィキファイアはステッ
プ７０８で、それらの概念が既にコンセプト空間の中で事実的に関連付けられているか否
かをポップアップで表示する。ユーザはステップ７１０でコミュニティに向けて「事実化
」を投稿することを望む場合に、テキストの中で概念を選択して「クリンク」ボタンをク
リックする。この操作により、選択された概念のウィキページにはステップ７１２で「ク
リンクした」ボタンが挿入される。その後にそれらのページを閲覧するユーザは、その概
念を別の概念に結ぶ新たなリンクがボタンに含まれていることを知る。つまり、このボタ
ンはウィキの中で関係を収集する役割を果たし、収集された関係には注釈が付けられる。
ステップ７１４では、いずれかのユーザによって提案された２概念間の事実関係が視覚化
されたＫｎｏｗｌｅｔの中で「ウィキ」球として表示される。ステップ７２０に示すよう
に、その後プロセス７００は終了する。
【０１１６】
　かかる態様におけるウィキファイアのモードは、探査モード（現在のポップアップ）と
、ユーザがタグを選択し、選択されたタグを閲覧して「専門家プロファイル」、「関心事
プロファイル」、又は「活動プロファイル」に記憶できるタグ付けモードと、（ドロップ



(26) JP 2010-529518 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

ダウン）から１つ以上の言語により定義を表示する翻訳モード（ソース言語／ターゲット
言語）と、クリンクされたページで概念の承認をユーザに求め、それらの概念を順位付け
されたリストの中で表示するクリンクモード（タグ付けモードに接続）と、有識者の一致
を表示する（同業者、査閲者、専門家等を見つけることができる、エキスパートロケーシ
ョンモードと、デフォルトにより「その他」を表示し見込みのある概念をページに表示す
るシソーラス強化モード（シンプルなＮＬＰ、バイグラム、トライグラム等）と、を含む
。
【０１１７】
　かかる態様においてはコミュニティの中の出資者と発行者が査閲者、被譲与者、その他
としてのユーザについて詳細情報を含む内部データベースを管理でき、このデータベース
はウィキＩＤにより各ユーザの公開ウィキピープルホームページへリンクされる。
【０１１８】
ＧＵＩ
　本発明の別の態様においては、ユーザがウィキ等の編集可能な環境へ接続されたウェブ
ページを「即座」に作成できるツールを実行し提供するため、ナビゲーションと探索とデ
ィスカバリ活動を実行するツールを提供できる。
【０１１９】
　図８Ａと図８Ｂを参照すると、本発明の一態様によるウィキファイア機能を利用するプ
ロセス８００のフローチャートが示されている。プロセス８００はステップ８０２で始ま
り、制御は直ちにステップ８０４へ移る。
【０１２０】
　かかる態様においてユーザがステップ８０４でシステムにログオンする、またはコンセ
プトウェブポータルに入ると、図９に示すＧＵＩ画面が表示される。ステップ８０６に示
すように、ユーザは図９のＧＵＩ画面で概念を入力できる。ユーザはまた、ステップ８０
８で機能（ウィキファイア又はコンセプトウェブナビゲータ）を選択できる。機能が選択
された後にはサーバ１０６が選択された機能をステップ８１０で起動し、ステップ８１２
ではデータソースの選択がユーザに求められる。データソースの選択は、図１０に示すド
ロップダウン画面として提示できる。データソースの例としてＰｕｂＭｅｄ、ＢｉｏＭｅ
ｄＣｅｎｔｒａｌ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｓｃｈｏｌａｒ、Ｐｕｂ　Ｒｅｐｏｓ
ｉｔｏｒｙ等が図示されている。ステップ８１２でユーザがデータソースを選択すると、
本発明によるシステムはステップ８１４でウィキプロキシサーバを通じて選択されたデー
タソースにアクセスし、ステップ８１６ではデータソースのウェブサイト上で強調表示さ
れた概念を表示する。図１５から図２２に各種データソースの表示例を示す。
【０１２１】
　次に、ユーザは図２３に示すように概念の定義を得る、コンセプトウェブに概念をリン
クする、概念により他のウェブサイトを探索する方法を得る等、様々なウィキファイア探
索機能及び能力をステップ８１８で利用できる。さらにステップ８２０では概念カテゴリ
の強調表示がユーザに提示され、図２４の表示のように、強調表示される概念は、図示さ
れたブラウザの上部でユーザがツールバーから選択するカテゴリ次第で決まる。ステップ
８２２ではウィキファイア探索機能からクエリ概念が表示され、図２５に示すように、探
索の対象となるサイトのリストが提示される。図２６は、ステップ８２２でＧｏｏｇｌｅ
が探索対象として選択された場合に表示されるＧＵＩ画面例を示す。
【０１２２】
　図２７に示すように、適合サイト上ではクエリ拡張機能を使ってユーザの探索を絞り込
むことができる。探索中はユーザが未認識の概念に遭遇したか否かを決定ステップ８２４
で判断する。遭遇していない場合、プロセス８００はステップ８３０へ進む。ステップ８
２６でユーザが未認識の概念に遭遇した場合（図２８に図示）は、新規ウィキページを作
成するか、または別の概念を入力するかを選ぶオプションが決定ステップ８２６でユーザ
に提示される。プロセス８００は、ユーザが別の概念の入力を選ぶ場合にステップ８０６
まで戻る。ユーザが新規ウィキページ作成を決定する場合はステップ８２８で新規ウィキ
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ページが作成され、その後には別の概念を入力するか、プロセス８００の終了（ステップ
８３２に表示）を選ぶオプションがユーザに提示される（ステップ８３０）。
【０１２３】
実施例
　本発明の態様と、ここで説明する方法もしくはその部分又は機能）は、ハードウェア、
ソフトウェア、又はこれらの組み合わせを用いて実施でき、１つ以上のコンピュータシス
テムかその他の処理システムの中で実施できる。ただし、本発明によって実行される操作
は、追加、比較等、人間のオペレータによる精神的活動に通常関連する用語でしばしば記
されている。そのような人間のオペレータ能力はほとんどの場合、ここで説明する本発明
の一部を形成する操作において必要ないか、もしくは望ましくない。むしろ、これらの操
作は機械操作である。本発明の操作を実行するにあたって有用な機械として、汎用デジタ
ルコンピュータやこれに類似する装置を挙げることができる。
【０１２４】
　事実、本発明は一態様において、ここで説明する機能を遂行できる１つ以上のコンピュ
ータシステムを対象とする。コンピュータシステム２００の一例を図２に示す。
【０１２５】
　コンピュータシステム２００は、プロセッサ２０４等、１つ以上のプロセッサを含む。
プロセッサ２０４は通信インフラ２０６へ接続されている（通信バス、クロスオーバーバ
ー、ネットワーク等）。この例示的コンピュータシステムの観点から様々なソフトウェア
態様を説明する。他のコンピュータシステム及び／又はアーキテクチャを用いて本発明を
実施する方法は、本説明を読了した当業者には明らかであろう。
【０１２６】
　コンピュータシステム２００は、通信インフラ２０６から（又は図示されていないフレ
ームバッファから）グラフィックスやテキスト等のデータを転送し、ディスプレイ装置で
表示するためのディスプレイインターフェース２０２を含み得る。
【０１２７】
　コンピュータシステム２００はまた、メインメモリ２０８を、好ましくはランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）を含み、さらに二次メモリ２１０を含み得る。二次メモリ２１０は
、例えばハードディスクドライブ２１２を、及び／又はフロッピーディスクドライブ、磁
気テープドライブ、光ディスクドライブ等に相当する着脱可能ストレージドライブ２１４
を含む。着脱可能ストレージドライブ２１４は、周知の方法で着脱可能記憶部２１８の読
み取り及び／又は書き込みを行う。着脱可能記憶部２１８はフロッピーディスク、磁気テ
ープ、光ディスク等に相当し、着脱可能ストレージドライブ２１４によって読み書きが行
われる。コンピュータソフトウェア及び／又はデータを記憶するコンピュータ用ストレー
ジ媒体も着脱可能記憶部２１８に含まれることは、理解されよう。
【０１２８】
　二次メモリ２１０は代替的な態様において、コンピュータプログラムやその他の命令を
コンピュータシステム２００にロードするため他の類似装置を含み得る。かかる装置は、
例えば着脱可能記憶部２２２とインターフェース２２０を含む。例えばこれは、プログラ
ムカートリッジとカートリッジインターフェース（ビデオゲーム装置に見られるもの等）
、取外可能メモリチップ（消去可能プログラム可能読取専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プロ
グラム可能読取専用メモリ（ＰＲＯＭ）等）と関連するソケット、着脱可能記憶部２２２
からコンピュータシステム２００へソフトウェアとデータを転送できるその他の着脱可能
記憶部２２２及びインターフェース２２０を含む。
【０１２９】
　コンピュータシステム２００はまた、通信インターフェース２２４を含み得る。通信イ
ンターフェース２２４は、コンピュータシステム２００と外部装置との間でソフトウェア
とデータの転送を可能にする。通信インターフェース２２４は、例えばモデム、ネットワ
ークインターフェース（イーサネットカード等）、通信ポート、パーソナルコンピュータ
メモリカード国際協会（ＰＣＭＣＩＡ）スロット及びカード等を含む。通信インターフェ
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ース２２４経由で転送されるソフトウェアとデータは信号２２８の形をとり、これは通信
インターフェース２２４によって受信可能な電子信号、電磁信号、光信号、その他信号で
あってよい。これらの信号２２８は通信経路（チャネル）２２６を通じて通信インターフ
ェース２２４へ供給される。信号２２８を搬送するチャネル２２６は、ワイヤ又はケーブ
ル、光ファイバ、電話線、セルラーリンク、無線周波数（ＲＦ）リンク、その他通信チャ
ネルを用いて実装できる。
【０１３０】
　本明細書に用いる用語「コンピュータプログラム媒体」及び「コンピュータ使用可能媒
体」は通常、着脱可能ストレージドライブ２１４、ハードディスクドライブ２１２に設置
されたハードディスク、信号２２８等の媒体を指す。これらのコンピュータプログラムプ
ロダクトがコンピュータシステム２００にソフトウェアを提供する。本発明はかかるコン
ピュータプログラムプロダクトを対象とする。
【０１３１】
　コンピュータプログラム（コンピュータ制御ロジックとも称する）はメインメモリ２０
８及び／又は二次メモリ２１０に記憶される。通信インターフェース２２４経由でコンピ
ュータプログラムを受け付けることもできる。かかるコンピュータプログラムが実行され
ることにより、コンピュータシステム２００はここで説明する本発明の機能を実行できる
ようになる。具体的には、コンピュータプログラムが実行されることにより、プロセッサ
２０４は本発明の機能を実行できるようになる。したがって、かかるコンピュータプログ
ラムはコンピュータシステム２００のコントローラに相当する。
【０１３２】
　ソフトウェアを用いて本発明が実施される態様においては、ソフトウェアがコンピュー
タプログラムプロダクトに記憶され、着脱可能ストレージドライブ２１４、ハードドライ
ブ２１２、又は通信インターフェース２２４によりコンピュータシステム２００へロード
される。プロセッサ２０４によって制御ロジック（ソフトウェア）が実行されると、プロ
セッサ２０４はここで説明する本発明の機能を実行する。
【０１３３】
　別の態様においては、本発明は主にハードウェアで実施され、例えば特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）等のハードウェアコンポーネントを使用する。ここで説明する機能を実
行するハードウェアステートマシンの実装は、当業者には明らかであろう。
【０１３４】
　さらに別の態様においては、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより本発明が
実施される。
【０１３５】
結論
　以上、本発明の様々な態様を説明してきたが、それらの態様は本発明を制限するもので
はなく、例示として提示されていることを理解されたい。本発明の精神及び範囲から逸脱
することなく本発明の形態及び細部に変更が可能であることは、当業者には明らかであろ
う。したがって、本発明は上記の例示的態様によっては制限されない。
【０１３６】
　さらに、本発明の機能と利点を強調する添付の図面及びＧＵＩ画面は、単に例示のため
提示されていることを理解されたい。本発明の構造は十分に柔軟なものであり、添付の図
面とは別の方法で利用（及び進行）できるよう構成可能である。
【０１３７】
　さらに、添付の要約書の目的は、広く米国特許商標局及び公衆、特に特許又は法律の専
門用語や語法に精通していない関連技術の科学者、技術者、実務者が本技術的開示の性質
と本質を一読でより速やかに判断できるようにすることである。該要約書は、本発明の範
囲を制限するものではない。
【０１３８】
別表１（コンピュータプログラムリスト）
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　本発明の特徴及び利点は、本発明の詳細な説明を添付の別表１（コンピュータプログラ
ムリスト）を参照しつつ読むことでさらに明らかになろう。本明細書の開示に含まれる以
下の別表は著作権保護の対象である。本著作権保有者は、特許庁における包袋や記録に見
られるように、当特許文献または特許開示の保管者がファクシミリ複製を作成することに
異議を唱えないが、それ以外の場合においては、本著作権保有者が当該の著作権の全てを
所有する。
【０１３９】
<?xml version=’1.0’ encoding=’UTF-8’?>
【０１４０】
<knowlets>
【０１４１】
<info>
【０１４２】
<import id=’new’/>
【０１４３】
<creation-date>2006-09-30 08:27:52.509000</creation-date>
【０１４４】
<application_domain id=’lifesciences’/>
【０１４５】
<author>create_semantic_network.py</author>
【０１４６】
<sources>
【０１４７】
<source id=’KnewCo Mined’ type=’mined’/>
【０１４８】
<source id=’umls’ title=’UMLS semantic network’ type=’factual’/>
【０１４９】
</sources>
【０１５０】
<relations-info>
【０１５１】
<relation-info id=’11’ title=’CHD’ type=’factual’/>
【０１５２】
<relation-info id=’12’ title=’DEL’ type=’factual’/>
【０１５３】
<relation-info id=’13’ title=’PAR’ type=’factual’/>
【０１５４】
<relation-info id=’14’ title=’QB’ type=’factual’/>
【０１５５】
<relation-info id=’15’ title=’RB’ type=’factual’/>
【０１５６】
<relation-info id=’16’ title=’RL’ type=’factual’/>
【０１５７】
<relation-info id=’17’ title=’RN’ type=’factual’/>
【０１５８】
<relation-info id=’18’ title=’RO’ type=’factual’/>
【０１５９】
<relation-info id=’19’ title=’RQ’ type=’factual’/>
【０１６０】
<relation-info id=’20’ title=’RU’ type=’factual’/>
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【０１６１】
<relation-info id=’100’ title=’access_instrument_of’ type=’factual’/>
【０１６２】
<relation-info id=’101’ title=’access_of’ type=’factual’/>
【０１６３】
<relation-info id=’102’ title=’active_ingredient_of’ type=’factual’/>
【０１６４】
<relation-info id=’103’ title=’actual_outcome_of’ type=’factual’/>
【０１６５】
<relation-info id=’104’ title=’adjectival_form_of’ type=’factual’/>
【０１６６】
<relation-info id=’105’ title=’adjustment_of’ type=’factual’/>
【０１６７】
<relation-info id=’106’ title=’affected_by’ type=’factual’/>
【０１６８】
<relation-info id=’107’ title=’affects’ type=’factual’/>
【０１６９】
<relation-info id=’108’ title=’analyzed_by’ type=’factual’/>
【０１７０】
<relation-info id=’109’ title=’analyzes’ type=’factual’/>
【０１７１】
<relation-info id=’110’ title=’approach_of’ type=’factual’/>
【０１７２】
<relation-info id=’111’ title=’associated_disease’ type=’factual’/>
【０１７３】
<relation-info id=’112’ title=’associated_finding_of’ type=’factual’/>
【０１７４】
<relation-info id=’113’ title=’associated_genetic_condition’ type=’factual
’/>
【０１７５】
<relation-info id=’114’ title=’associated_morphology_of’ type=’factual’/>
【０１７６】
<relation-info id=’115’ title=’associated_procedure of’ type=’factual’/>
【０１７７】
<relation-info id=’116’ title=’associated_with’ type=’factual’/>
【０１７８】
<relation-info id=’117’ title=’branch_of’ type=’factual’/>
【０１７９】
<relation-info id=’119’ title=’causative_agent_of’ type=’factual’/>
【０１８０】
<relation-info id=’120’ title=’cause_of’ type=’factual’/>
【０１８１】
<relation-info id=’121’ title=’challenge_of’ type=’factual’/>
【０１８２】
<relation-info id=’122’ title=’classified_as’ type=’factual’/>
【０１８３】
<relation-info id=’123’ title=’classifies’ type=’factual’/>
【０１８４】
<relation-info id=’124’ title=’clinically_associated_with’ type=’factual’/
>
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【０１８５】
<relation-info id=’125’ title=’clinically_similar’ type=’factual’/>
【０１８６】
<relation-info id=’126’ title=’co-occurs_with’ type=’factual’/>
【０１８７】
<relation-info id=’127’ title=’component_of’ type=’factual’/>
【０１８８】
<relation-info id=’128’ title=’conceptual_part_of’ type=’factual’/>
【０１８９】
<relation-info id=’129’ title=’consists_of’ type=’factual’/>
【０１９０】
<relation-info id=’130’ title=’constitutes’ type=’factual’/>
【０１９１】
<relation-info id=’131’ title=’contained_in’ type=’factual’/>
【０１９２】
<relation-info id=’132’ title=’contains’ type=’factual’/>
【０１９３】
<relation-info id=’133’ title=’contraindicated_with’ type=’factual’/>
【０１９４】
<relation-info id=’134’ title=’course_of’ type=’factual’/>
【０１９５】
type=’factual’/>
【０１９６】
<relation-info id=’139’ title=’degree_of’ type=’factual’/>
【０１９７】
<relation-info id=’140’ title=’diagnosed_by’ type=’factual’/>
【０１９８】
<relation-info id=’141’ title=’diagnoses’ type=’factual’/>
【０１９９】
<relation-info id=’142’ title=’direct_device_of’ type=’factual’/>
【０２００】
<relation-info id=’143’ title=’direct_morphology_of’ type=’factual’/>
【０２０１】
<relation-info id=’144’ title=’direct_procedure_site_of’ type=’factual’/>
【０２０２】
<relation-info id=’145’ title=’direct_substance_of’ type=’factual’/>
【０２０３】
<relation-info id=’146’ title=’divisor_of’ type=’factual’/>
【０２０４】
<relation-info id=’147’ title=’dose_form_of’ type=’factual’/>
【０２０５】
<relation-info id=’148’ title=’drug_contraindicated_for’ type=’factual’/>
【０２０６】
<relation-info id=’149’ title=’due_to’ type=’factual’/>
【０２０７】
<relation-info id=’150’ title=’encoded_by_gene’ type=’factual’/>
【０２０８】
<relation-info id=’151’ title=’encodes_gene_product’ type=’factual’/>
【０２０９】
<relation-info id=’152’ title=’episodicity_of’ type=’factual’/>
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【０２１０】
<relation-info id=’153’ title=’evaluation_of’ type=’factual’/>
【０２１１】
<relation-info id=’154’ title=’exhibited_by’ type=’factual’/>
【０２１２】
<relation-info id=’155’ title=’exhibits’ type=’factual’/>
【０２１３】
<relation-info id=’156’ title=’expanded_form_of’ type=’factual’/>
【０２１４】
<relation-info id=’157’ title=’expected_outcome_of’ type=’factual’/>
【０２１５】
<relation-info id=’158’ title=’finding_context_of’ type=’factual’/>
【０２１６】
<relation-info id=’159’ title=’finding_site_of’ type=’factual’/>
【０２１７】
<relation-info id=’160’ title=’focus_of’ type=’factual’/>
【０２１８】
<relation-info id=’161’ title=’form_of’ type=’factual’/>
【０２１９】
<relation-info id=’162’ title=’has_access_instrument’ type=’factual’/>
【０２２０】
<relation-info id=’163’ title=’has_access’ type=’factual’/>
【０２２１】
<relation-info id=’164’ title=’has_active_ingredient’ type=’factual’/>
【０２２２】
<relation-info id=’165’ title=’has_actual_outcome’ type=’factual’/>
【０２２３】
<relation-info id=’166’ title=’has_adjustment’ type=’factual’/>
【０２２４】
<relation-info id=’167’ title=’has_approach’ type=’factual’/>
【０２２５】
<relation-info id=’168’ title=’has_associated_finding’ type=’factual’/>
【０２２６】
<relation-info id=’169’ title=’has_associated_morphology’ type=’factual’/>
【０２２７】
<relation-info id=’170’ title=’has_associated_procedure’ type=’factual’/>
【０２２８】
<relation-info id=’171’ title=’has_branch’ type=’factual’/>
【０２２９】
<relation-info id=’173’ title=’has_causative_agent’ type=’factual’/>
【０２３０】
<relation-info id=’174’ title=’has_challenge’ type=’factual’/>
【０２３１】
<relation-info id=’175’ title=’has_component’ type=’factual’/>
【０２３２】
<relation-info id=’176’ title=’has_conceptual_part’ type=’factual’/>
【０２３３】
<relation-info id=’177’ title=’has_contraindicated_drug’ type=’factual’/>
【０２３４】
<relation-info id=’178’ title=’has_contraindication’ type=’factual’/>
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【０２３５】
<relation-info id=’179’ title=’has_course’ type=’factual’/> 
【０２３６】
<relation-info id=’180’ title=’has_definitional_manifestation’ type=’factua
l’/>
【０２３７】
<relation-info id=’181’ title=’has_degree’ type=’factual’/>
【０２３８】
<relation-info id=’182’ title=’has_direct_device’ type=’factual’/>
【０２３９】
<relation-info id=’183’ title=’has_direct_morphology’ type=’factual’/>
【０２４０】
<relation-info id=’184’ title=’has_direct_procedure_site’ type=’factual’/>
【０２４１】
<relation-info id=’185’ title=’has_direct_substance’ type=’factual’/>
【０２４２】
<relation-info id=’186’ title=’has_divisor’ type=’factual’/>
【０２４３】
<relation-info id=’187’ title=’has_dose_form’ type=’factual’/>
【０２４４】
<relation-info id=’188’ title=’has_episodicity’ type=’factual’/>
【０２４５】
<relation-info id=’189’ title=’has_evaluation’ type=’factual’/>
【０２４６】
<relation-info id=’190’ title=’has_expanded_form’ type=’factual’/>
【０２４７】
<relation-info id=’191’ title=’has_expected_outcome’ type=’factual’/>
【０２４８】
<relation-info id=’192’ title=’has_finding_context’ type=’factual’/>
【０２４９】
<relation-info id=’193’ title=’has_finding_site’ type=’factual’/>
【０２５０】
<relation-info id=’194’ title=’has_focus’ type=’factual’/>
【０２５１】
<relation-info id=’195’ title=’has_form’ type=’factual’/>
【０２５２】
<relation-info id=’196’ title=’has_indirect_device’ type=’factual’/>
【０２５３】
<relation-info id=’197’ title=’has_indirect_morphology’ type=’factual’/>
【０２５４】
<relation-info id=’198’ title=’has_indirect_procedure_site’ type=’factual’
/>
【０２５５】
<relation-info id=’199’ title=’has_ingredient’ type=’factual’/>
【０２５６】
<relation-info id=’200’ title=’has_intent’ type=’factual’/>
【０２５７】
<relation-info id=’201’ title=’has_interpretation’ type=’factual’/>
【０２５８】
<relation-info id=’202’ title=’has_laterality’ type=’factual’/>
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【０２５９】
<relation-info id=’203’ title=’has_location’ type=’factual’/>
【０２６０】
<relation-info id=’204’ title=’has_manifestaiton’ type=’factual’/>
【０２６１】
<relation-info id=’205’ title=’has_measurement_method’ type=’factual’/>
【０２６２】
<relation-info id=’206’ title=’has_mechanism_of_action’ type=’factual’/>
【０２６３】
<relation-info id=’207’ title=’has_member’ type=’factual’/>
【０２６４】
<relation-info id=’208’ title=’has_method’ type=’factual’/>
【０２６５】
<relation-info id=’209’ title=’has_multi_level_category’ type=’factual’/>
【０２６６】
<relation-info id=’210’ title=’has_occurrence’ type=’factual’/>
【０２６７】
<relation-info id=’211’ title=’has_onset’ type=’factual’/>
【０２６８】
<relation-info id=’212’ title=’has_outcome’ type=’factual’/>
【０２６９】
<relation-info id=’213’ title=’has_part’ type=’factual’/>
【０２７０】
<relation-info id=’214’ title=’has_pathological_process’ type=’factual’/>
【０２７１】
<relation-info id=’215’ title=’has_permuted_term’ type=’factual’/>
【０２７２】
<relation-info id=’216’ title=’has_pharmacokinetics’ type=’factual’/>
【０２７３】
<relation-info id=’217’ title=’has_physiologic_effect’ type=’factual’/>
【０２７４】
<relation-info id=’218’ title=’has_plain_text_form’ type=’factual’/>
【０２７５】
<relation-info id=’219’ title=’has_precise_ingredient’ type=’factual’/>
【０２７６】
<relation-info id=’220’ title=’has_priority’ type=’factual’/>
【０２７７】
<relation-info id=’221’ title=’has_procedure_context’ type=’factual’/>
【０２７８】
<relation-info id=’222’ title=’has_procedure_device’ type=’factual’/>
【０２７９】
<relation-info id=’223’ title=’has_procedure_morphology’ type=’factual’/>
【０２８０】
<relation-info id=’224’ title=’has_procedure_site’ type=’factual’/>
【０２８１】
<relation-info id=’225’ title=’has_process’ type=’factual’/>
【０２８２】
<relation-info id=’226’ title=’has_property’ type=’factual’/>
【０２８３】
<relation-info id=’227’ title=’has_recipient_category’ type=’factual’/>
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【０２８４】
<relation-info id=’228’ title=’has_result’ type=’factual’/>
【０２８５】
<relation-info id=’229’ title=’has_revision_status’ type=’factual’/>
【０２８６】
<relation-info id=’230’ title=’has_scale_type’ type=’factual’/>
【０２８７】
<relation-info id=’231’ title=’has_scale’ type=’factual’/>
【０２８８】
<relation-info id=’232’ title=’has_severity’ type=’factual’/>
【０２８９】
<relation-info id=’233’ title=’has_single_level_category’ type=’factual’/>
【０２９０】
<relation-info id=’234’ title=’has_specimen_procedure’ type=’factual’/>
【０２９１】
<relation-info id=’235’ title=’has_specimen_source_identity’ type=’factual
’/>
【０２９２】
<relation-info id=’236’ title=’has_specimen_source_morphology’ type=’factua
l’/>
【０２９３】
<relation-info id=’237’ title=’has_specimen_source_topography’ type=’factua
l’/>
【０２９４】
<relation-info id=’238’ title=’has_specimen_substance’ type=’factual’/>
【０２９５】
<relation-info id=’239’ title=’has_specimen’ type=’factual’/>
【０２９６】
<relation-info id=’240’ title=’has_subject_relationship_context’ type=’fact
ual’/>
【０２９７】
<relation-info id=’241’ title=’has_suffix’ type=’factual’/>
【０２９８】
<relation-info id=’242’ title=’has_supersystem’ type=’factual’/>
【０２９９】
<relation-info id=’243’ title=’has_system’ type=’factual’/>
【０３００】
<relation-info id=’244’ title=’has_temporal_context’ type=’factual’/>
【０３０１】
<relation-info id=’245’ title=’has_time_aspect’ type=’factual’/>
【０３０２】
<relation-info id=’246’ title=’has_tradename’ type=’factual’/>
【０３０３】
<relation-info id=’247’ title=’has_translation’ type=’factual’/>
【０３０４】
<relation-info id=’248’ title=’has_tributary’ type=’factual’/>
【０３０５】
<relation-info id=’249’ title=’has_version’ type=’factual’/>
【０３０６】
<relation-info id=’253’ title=’indicated_by’ type=’factual’/>
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【０３０７】
<relation-info id=’254’ title=’indicates’ type=’factual’/>
【０３０８】
<relation-info id=’255’ title=’indirect_device_of’ type=’factual’/>
【０３０９】
<relation-info id=’256’ title=’indirect_morphology_of’ type=’factual’/>
【０３１０】
<relation-info id=’257’ title=’indirect_procedure_site_of’ type=’factual’/
>
【０３１１】
<relation-info id=’258’ title=’induced_by’ type=’factual’/>
【０３１２】
<relation-info id=’259’ title=’induces’ type=’factual’/>
【０３１３】
<relation-info id=’260’ title=’ingredient_of’ type=’factual’/>
【０３１４】
<relation-info id=’261’ title=’intent_of’ type=’factual’/>
【０３１５】
<relation-info id=’262’ title=’interpretation_of’ type=’factual’/>
【０３１６】
<relation-info id=’263’ title=’interprets’ type=’factual’/>
【０３１７】
<relation-info id=’264’ title=’inverse_isa’ type=’factual’/>
【０３１８】
<relation-info id=’265’ title=’inverse_may_be_a’ type=’factual’/>
【０３１９】
<relation-info id=’266’ title=’inverse_was_a’ type=’factual’/>
【０３２０】
<relation-info id=’267’ title=’is_interpreted_by’ type=’factual’/>
【０３２１】
<relation-info id=’268’ title=’isa’ type=’factual’/>
【０３２２】
<relation-info id=’269’ title=’larger_than’ type=’factual’/>
【０３２３】
<relation-info id=’270’ title=’laterality_of’ type=’factual’/>
【０３２４】
<relation-info id=’271’ title=’location_of’ type=’factual’/>
【０３２５】
<relation-info id=’272’ title=’manifestation_of’ type=’factual’/>
【０３２６】
<relation-info id=’275’ title=’may_be_a’ type=’factual’/>
【０３２７】
<relation-info id=’276’ title=’may_be_diagnosed_by’ type=’factual’/>
【０３２８】
<relation-info id=’277’ title=’may_be_prevented_by’ type=’factual’/>
【０３２９】
<relation-info id=’278’ title=’may_be_treated_by’ type=’factual’/>
【０３３０】
<relation-info id=’279’ title=’may_diagnose’ type=’factual’/>
【０３３１】
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<relation-info id=’280’ title=’may_prevent’ type=’factual’/>
【０３３２】
<relation-info id=’281’ title=’may_treat’ type=’factual’/>
【０３３３】
<relation-info id=’282’ title=’measured_by’ type=’factual’/>
【０３３４】
<relation-info id=’283’ title=’measurement_method_of’ type=’factual’/>
【０３３５】
<relation-info id=’284’ title=’measures’ type=’factual’/>
【０３３６】
<relation-info id=’285’ title=’mechanism_of_action_of’ type=’factual’/>
【０３３７】
<relation-info id=’286’ title=’member_of_cluster’ type=’factual’/>
【０３３８】
<relation-info id=’287’ title=’metabolic_site_of’ type=’factual’/>
【０３３９】
<relation-info id=’288’ title=’metabolized_by’ type=’factual’/>
【０３４０】
<relation-info id=’289’ title=’metabolizes’ type=’factual’/>
【０３４１】
<relation-info id=’290’ title=’method_of’ type=’factual’/>
【０３４２】
<relation-info id=’291’ title=’modified_by’ type=’factual’/>
【０３４３】
<relation-info id=’292’ title=’modifies’ type=’factual’/>
【０３４４】
<relation-info id=’293’ title=’moved_from’ type=’factual’/>
【０３４５】
<relation-info id=’294’ title=’moved to’ type=’factual’/>
【０３４６】
<relation-info id=’298’ title=’mth_has_expanded_form’ type=’factual’/>
【０３４７】
<relation-info id=’301’ title=’mth_plain_text_form_of’ type=’factual’/>
【０３４８】
<relation-info id=’306’ title=’occurs_after’ type=’factual’/>
【０３４９】
<relation-info id=’307’ title=’occurs_before’ type=’factual’/>
【０３５０】
<relation-info id=’308’ title=’occurs_in’ type=’factual’/>
【０３５１】
<relation-info id=’309’ title=’onset_of’ type=’factual’/>
【０３５２】
<relation-info id=’312’ title=’outcome_of’ type=’factual’/>
【０３５３】
<relation-info id=’313’ title=’part_of’ type=’factual’/>
【０３５４】
<relation-info id=’314’ title=’pathological_process_of’ type=’factual’/>
【０３５５】
<relation-info id=’316’ title=’pharmacokinetics_of’ type=’factual’/>
【０３５６】
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<relation-info id=’317’ title=’physiologic_effect_of’ type=’factual’/>
【０３５７】
<relation-info id=’319’ title=’precise_ingredient_of’ type=’factual’/>
【０３５８】
<relation-info id=’322’ title=’priority_of’ type=’factual’/>
【０３５９】
<relation-info id=’323’ title=’procedure_context_of’ type=’factual’/>
【０３６０】
<relation-info id=’324’ title=’procedure_device_of’ type=’factual’/>
【０３６１】
<relation-info id=’325’ title=’procedure_morphology_of’ type=’factual’/>
【０３６２】
<relation-info id=’326’ title=’procedure_site_of’ type=’factual’/>
【０３６３】
<relation-info id=’327’ title=’process_of’ type=’factual’/>
【０３６４】
<relation-info id=’328’ title=’property_of’ type=’factual’/>
【０３６５】
<relation-info id=’329’ title=’recipient_category_of’ type=’factual’/>
【０３６６】
<relation-info id=’330’ title=’replaced_by’ type=’factual’/>
【０３６７】
<relation-info id=’331’ title=’replaces’ type=’factual’/>
【０３６８】
<relation-info id=’332’ title=’result_of’ type=’factual’/>
【０３６９】
<relation-info id=’333’ title=’revision_status_of’ type=’factual’/>
【０３７０】
<relation-info id=’334’ title=’same_as’ type=’factual’/>
【０３７１】
<relation-info id=’335’ title=’scale_of’ type=’factual’/>
【０３７２】
<relation-info id=’336’ title=’scale_type_of’ type=’factual’/>
【０３７３】
<relation-info id=’339’ title=’severity_of’ type=’factual’/>
【０３７４】
<relation-info id=’340’ title=’sib_in_branch_of’ type=’factual’/>
【０３７５】
<relation-info id=’341’ title=’sib_in_isa’ type=’factual’/>
【０３７６】
<relation-info id=’342’ title=’sib=in=part_of’ type=’factual’/>
【０３７７】
<relation-info id=’343’ title=’sib_in_tributary_of’ type=’factual’/>
【０３７８】
<relation-info id=’344’ title=’site_of_metabolism’ type=’factual’/>
【０３７９】
<relation-info id=’345’ title=’smaller_than’ type=’factual’/>
【０３８０】
<relation-info id=’346’ title=’specimen_of’ type=’factual’/>
【０３８１】
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<relation-info id=’347’ title=’specimen_procedure_of’ type=’factual’/>
【０３８２】
<relation-info id=’348’ title=’specimen_source_identity_of’ type=’factual’
/>
【０３８３】
<relation-info id=’349’ title=’specimen_source_morphology_of’ type=’factual
’/>
【０３８４】
<relation-info id=’350’ title=’specimen_source_topography_of’ type=’factual
’/>
【０３８５】
<relation-info id=’351’ title=’specimen_substance_of’ type=’factual’/>
【０３８６】
<relation-info id=’352’ title=’ssc’ type=’factual’/>
【０３８７】
<relation-info id=’353’ title=’subject_relationship_context_of’ type=’factu
al’/>
【０３８８】
<relation-info id=’354’ title=’suffix_of’ type=’factual’/>
【０３８９】
<relation-info id=’355’ title=’supersystem_of’ type=’factual’/>
【０３９０】
<relation-info id=’356’ title=’system_of’ type=’factual’/>
【０３９１】
<relation-info id=’357’ title=’temporal_context_of’ type=’factual’/>
【０３９２】
<relation-info id=’358’ title=’time_aspect_of’ type=’factual’/>
【０３９３】
<relation-info id=’359’ title=’tradename_of’ type=’factual’/>
【０３９４】
<relation-info id=’360’ title=’translation_of’ type=’factual’/>
【０３９５】
<relation-info id=’361’ title=’treated_by’ type=’factual’/>
【０３９６】
<relation-info id=’362’ title=’treats’ type=’factual’/>
【０３９７】
<relation-info id=’363’ title=’tributary_of’ type=’factual’/>
【０３９８】
<relation-info id=’364’ title=’uniquely_mapped_from’ type=’factual’/>
【０３９９】
<relation-info id=’365’ title=’uniquely_mapped_to’ type=’factual’/>
【０４００】
<relation-info id=’366’ title=’used_by’ type=’factual’/>
【０４０１】
<relation-info id=’367’ title=’used_for’ type=’factual’/>
【０４０２】
<relation-info id=’368’ title=’uses’ type=’factual’/>
【０４０３】
<relation-info id=’369’ title=’use’ type=’factual’/>
【０４０４】
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<relation-info id=’370’ title=’version_of’ type=’factual’/>
【０４０５】
<relation-info id=’371’ title=’was_a’ type=’factual’/>
【０４０６】
</relations-info>
【０４０７】
</info>
【０４０８】
<knowlet id=’Amino Acid, Peptide, or Protein/(131)I-Macroaggregated Albumin’ t
itle=’(131)I-Macroaggregated Albumin’>
【０４０９】
<semantic-types>
【０４１０】
<semantic-type id=’116’ label=’Amino Acid, Peptide, or Protein’/>
【０４１１】
<semantic-type id=’121’ label=’Pharmacologic Substance’/>
【０４１２】
<semantic-type id=’130’ label=’Indicator, Reagent, or Diagnostic Aid’/>
【０４１３】
</semantic-types>
【０４１４】
<relations>
【０４１５】
<relation id=’15’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, Pe
ptide, or Protein/Serum Albumin, Radio-Iodinated’/>
【０４１６】
</relations>
【０４１７】
</knowlet>
【０４１８】
<knowlet id-‘Lipid/1,2-Dipalmitoylphosphatidylcholine’ title=’1,2-Dipalmitoyl
phosphatidylcholine’>
【０４１９】
<semantic-types>
【０４２０】
<semantic-type id=’119’ label=’Lipid’/>
【０４２１】
<semantic-type id=’121’ label=’Pharmacologic Substance’/>
【０４２２】
</semantic-types>
【０４２３】
<relations>
【０４２４】
<relation id=’13’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/Lecithin
’/>
【０４２５】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/1,2-Dip
almitoylphosphatidylcholine’/>
【０４２６】
<relation id=’284’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Clinical Attr
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ibute/DIPALMITOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE:MASS CONCENTRATION:POINT IN TIME:SERUM:QUAN
TITATIVE’/>
【０４２７】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/1,2-Dip
almitoylphosphatidylcholine’/>
【０４２８】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/1,2-Dip
almitoylphosphatidylcholine’/>
【０４２９】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/1,2-Dip
almitoylphosphatidylcholine’/>
【０４３０】
<relation id=’268’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/colfosc
eril palmitate’/>
【０４３１】
<relation id=’264’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/Lecithi
n’/>
【０４３２】
<relation id=’264’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/Pulmona
ry Surfactants’/>
【０４３３】
<relation id=’264’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/Lecithi
n’/>
【０４３４】
<relation id=’264’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/Pulmona
ry Surfactants’/>
【０４３５】
<relation id=’268’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/colfosc
eril palmitate’/>
【０４３６】
<relation id=’175’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Clinical Attr
ibute/DIPALMITOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE:MASS CONCENTRATION:POINT IN TIME:SERUM:QUAN
TITATIVE’/>
【０４３７】
<relation id=’18’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/colfosce
ril palmitate’/>
【０４３８】
<relation id=’18’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Clinical Attri
bute/DIPALMITOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE:MASS CONCENTRATION:POINT IN TIME:SERUM:QUANT
ITATIVE’/>
【０４３９】
</relations>
【０４４０】
</knowlet>
【０４４１】
<knowlet id=’Amino Acid, Peptide, or Protein/1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme
’ tytle=’1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme’>
【０４４２】
<semantic-types>
【０４４３】



(42) JP 2010-529518 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

<semantic-type id=’116’ label=’Amino Acid, Peptide, or Protein’/>
【０４４４】
<semantic-type id=’126’ label=’Enzyme’/>
【０４４５】
</semantic-types>
【０４４６】
<relations>
【０４４７】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, P
eptide, or Protein/1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme’/>
【０４４８】
<relation id=’13’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, Pe
ptide, or Protein/Glucosyltransferases’/>
【０４４９】
Acid, Peptide, or Protein/Glycogen Branching Enzyme’/>
【０４５０】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, P
eptide, or Protein/1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme’/>
【０４５１】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, P
eptide, or Protein/1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme’/>
【０４５２】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, P
eptide, or Protein/1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme’/>
【０４５３】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, P
eptide, or Protein/1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme’/>
【０４５４】
<relation id=’284’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Clinical Attr
ibute/1,4-ALPHA GLUCAN BRANCHING ENZYME:CATALYTIC CONCENTRATION:POINT IN TIME:LE
UKOCYTES:QUANTITATIVE’/>
【０４５５】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, P
eptide, or Protein/1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme’/>
【０４５６】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, P
eptide, or Protein/1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme’/>
【０４５７】
<relation id=’175’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Clinical Attr
ibute/1,4-ALPHA GLUCAN BRANCHING ENZYME:CATALYTIC CONCENTRATION:POINT IN TIME:LE
UKOCYTES:QUANTITATIVE’/>
【０４５８】
<relation id=’18’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Carbohydrate/1
,4-glucan’/>
【０４５９】
<relation id=’18’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’ Clinical Attr
ibute/1,4-ALPHA GLUCAN BRANCHING ENZYME:CATALYTIC CONCENTRATION:POINT IN TIME:LE
UKOCYTES:QUANTITATIVE’/>
【０４６０】
<relation id=’18’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Gene or Genome



(43) JP 2010-529518 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

/GBE1 gene’/>
【０４６１】
</relations>
【０４６２】
</knowlet>
【０４６３】
<knowlet id=’Lipid/1-Alkyl-2-Acylphosphatidates’ title=’1-Alkyl-2-Acylphospha
tidates’>
【０４６４】
<semantic-types>
【０４６５】
<semantic-type id=’119’ label=’Lipid’/>
【０４６６】
</semantic-types>
【０４６７】
<relations>
【０４６８】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/1-Alkyl
-2-Acylphosphatidates’/>
【０４６９】
<relation id=’15’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Lipid/Phosphol
ipid Ethers’/>
【０４７０】
</relations>
【０４７１】
</knowlet>
【０４７２】
<knowlet id=’Amino Acid, Peptide, or Protein/1-Carboxyglutamic Acid’ title=’1
-Carboxyglutamic Acid’>
【０４７３】
<semantic-types>
【０４７４】
<semantic-type id=’116’ label=’Amino Acid, Peptide, or Protein’/>
【０４７５】
<semantic-type id=’123’ label=’Biologically Active Substance’/>
【０４７６】
</semantic-types>
【０４７７】
<relations>
【０４７８】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, P
eptide, or Protein/1-Carboxyglutamic Acid’/>
【０４７９】
<relation id=’13’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Organic Chemic
al/Tricarboxylic Acids’/>
【０４８０】
<relation id=’13’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, Pe
ptide, or Protein/Glutamic Acid’/>
【０４８１】
Acid, Peptide, or Protein/gamma-Carboxyglutamate’/>
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【０４８２】
<relation id=’215’ strength=’1.0’ source=’umls’ knowlet-id=’Amino Acid, P
eptide, or Protein/1-Carboxyglutamic Acid’/>
【０４８３】
</relations>
【０４８４】
</knowlet>
【０４８５】
…
【０４８６】
<knowlets>
【符号の説明】
【０４８７】
１０４　ネットワーク
２０２　ディスプレイインターフェース
２０４　プロセッサ
２０６　通信インフラ
２０８　メインメモリ
２１０　二次メモリ
２１２　ハードディスクドライブ
２１４　着脱可能ストレージドライブ
２１８、２２２　着脱可能記憶部
２２０　インターフェース
２２４　通信インターフェース
２２６　接続経路
２３０　ディスプレイユニット
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