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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信プラットフォーム内にオンライン掲載され、ユーザがブラウザ（１）の助けを借り
て閲覧できる、ページ（２）のコンテンツを増強するための方法であって、前記ユーザが
、少なくとも１つのソーシャル・ネットワーク（１２、１３、１４）に登録され、前記方
法が、以下のステップを、すなわち、
　前記ユーザによって探索されている前記ページ（２）から関連語句を抽出するステップ
と、
　前記ユーザが登録された少なくとも１つのソーシャル・ネットワークを含む複数のソー
シャル・ネットワークのコンテンツを意味的に総合するステップと、
　前記ユーザが登録された前記ソーシャル・ネットワークの前記コンテンツの前記意味的
総合から、前記抽出した関連語句についての情報を取り出すステップと、
　前記取り出した情報を前記ユーザに表示するステップと
　を含み、
　前記取り出した情報が前記ユーザの社会的コンテキストに依存し、前記ユーザの社会的
コンテキストからのデータが動的に収集されることを特徴とすることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記関連語句を抽出する前記ステップが、前記ユーザによって探索されている前記ペー
ジ（２）から固有表現を抽出することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　意味的総合の前記ステップが、固有表現抽出手段を使用することによって、前記ソーシ
ャル・ネットワーク内において投稿された意見を解析することを特徴とする、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　意味的総合の前記ステップが、データベース（２２）内において、複数のソーシャル・
ネットワークのコンテンツを利用することを特徴とする、請求項１または３に記載の方法
。
【請求項５】
　前記データベース（２２）が、定期的に更新されることを特徴とする、請求項４記載の
方法。
【請求項６】
　前記ユーザの社会的コンテキストが、前記ユーザが登録されたソーシャル・ネットワー
クのリストと、それらにアクセスするのに必要な情報とを含むことを特徴とする、請求項
５に記載の方法。
【請求項７】
　表示する前記ステップが、
　抽出した各関連語句に施されたハイライトと、
　カーソルを関連語句の上に移動させたときの、その関連語句に対応する前記取り出した
情報の、インフォバブル内での表示と
　を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　通信プラットフォーム内にオンライン掲載され、ブラウザ（１）の助けを借りて見るこ
とができる、ページ（２）の探索も行っている、少なくとも１つのソーシャル・ネットワ
ーク（１２、１３、１４）に登録されたユーザのブラウジングをアシストするためのユー
ザ・ブラウジング・アシスタント・デバイスであって、
　ブラウザ（１）の拡張機能（３）と、
　前記ユーザが登録された少なくとも１つのソーシャル・ネットワークを含む複数のソー
シャル・ネットワークのコンテンツを利用する中央意味ユニット（２０）と
　を備え、
　前記拡張機能（３）が、
　前記ユーザによって探索されている前記ページ（２）から関連語句を抽出する手段（３
２）と、
　前記ユーザの社会的コンテキストに依存し、前記ユーザの社会的コンテキストからのデ
ータが動的に収集される情報を取り出す管理エージェント（３１）とを備えることを特徴
とするユーザ・ブラウジング・アシスタント・デバイス。
【請求項９】
　前記抽出手段（３２）が、前記ユーザによって探索されている前記ページ（２）から固
有表現を抽出することを特徴とする、請求項８に記載のユーザ・ブラウジング・アシスタ
ント・デバイス。
【請求項１０】
　前記中央意味ユニット（２０）が、
　前記ソーシャル・ネットワーク（１２）、（１３）、（１４）の前記コンテンツを意味
的に総合することを可能にするポーリング手段（２１）と、
　前記ソーシャル・ネットワーク（１２、１３、１４）から抽出された意味情報を記憶す
るデータベース（２２）と、
　前記ブラウザ（１）の前記拡張機能（３）と前記データベース（２２）の間の対話を管
理することを担う問い合わせインタフェース（２３）と
　を備えることを特徴とする、請求項８に記載のユーザ・ブラウジング・アシスタント・
デバイス。
【請求項１１】
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　前記ポーリング手段（２１）が、固有表現抽出手段を使用することによって、前記ソー
シャル・ネットワーク内において投稿された意見を解析することを特徴とする、請求項１
０に記載のユーザ・ブラウジング・アシスタント・デバイス。
【請求項１２】
　前記問い合わせインタフェース（２３）が、対応するアクセス・プロトコルまたはシグ
ナリング・プロトコルに基づいた、異なる通信プラットフォームとの通信を可能にするこ
とを特徴とする、請求項１０に記載のユーザ・ブラウジング・アシスタント・デバイス。
【請求項１３】
　情報処理ユニット内で実施することができ、請求項１乃至７のいずれか１項による方法
を実施するための命令を含む、メモリ媒体上で実施されるコンピュータ実行可能なプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信プラットフォーム内におけるユーザ対話の分野に関し、より詳細には、
ソーシャル・ブラウジングに基づいた、ユーザ・ブラウジングの増強に関する。
【背景技術】
【０００２】
　「通信プラットフォーム」という用語は、これ以降、そのプラットフォームに接続され
た端末から送信されたリクエストを介してユーザ対話をサポートする、任意の通信システ
ムを指すものとする。例として、以下のもの、すなわち、
　例えば、ＨＴＴＰ、ＨＴＴＰＳ、またはＦＴＰなどのアクセス・プロトコルに基づいた
リクエストを介して、ＩＰ端末のネットワーク上で動作し、サイト内にオンライン掲載さ
れたコンテンツを閲覧することを可能にする、ハイパーテキスト・システムをホストする
、Ｗｅｂプラットフォーム、
　例えば、ＳＩＰ（セッション開始プロトコル）などのシグナリング・プロトコルの助け
を借りて、モバイル通信端末からオンライン掲載されたコンテンツにアクセスすることを
可能にする、ＷＡＰ（ワイヤレス・アプリケーション・プロトコル）プラットフォーム、
　アクセス・プロトコルまたはシグナリング・プロトコルの助けを借りてアクセス可能な
コンテンツをサポートする、ビデオ・オン・デマンド・プラットフォーム、
　ある機関（会社、省庁、または学校など）のイントラネット／エクストラネット・プラ
ットフォーム
を挙げることができる。
【０００３】
　例えば、「ユーザ・ブラウジング」という用語は、これ以降、問い合わせリクエストま
たはシグナリング・リクエストの助けを借りた、通信プラットフォームを用いた任意のユ
ーザ行為を指すために使用されるものとする。ユーザ対話は、通信プラットフォームに適
したブラウザを介した、例えば、Ｗｅｂ上の情報の検索／閲覧、ビデオ・オン・デマンド
・プラットフォームの探索、またはＷＡＰページの探索を含む。
【０００４】
　ここでは、「ソーシャル・ブラウジング」または「コミュニティ・ブラウジング」とは
、仮想コミュニティ内で実行される任意のユーザ対話のことであるとする。仮想コミュニ
ティは、ネットワーク内において、関心、主題、または情熱を一般に共有するユーザのグ
ループを示す。例として、オンライン・ソーシャル・ネットワーク（ｗｗｗ．ｆａｃｅｂ
ｏｏｋ．ｃｏｍもしくはｈｔｔｐ：／／ｍ．ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｔｗｉ
ｔｔｅｒ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｌｉｎｋｅｄｉｎ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｙｏｕｔｕｂｅ．ｃｏ
ｍ）、ディスカッション・フォーラム（ｗｗｗ．ｖｏｙａｇｅｆｏｒｕｍ．ｃｏｍ、ｈｔ
ｔｐ：／／ｆｏｒｕｍ．ｄｏｃｔｉｓｓｉｍｏ．ｆｒ）、ブログ、オンライン・ディスカ
ッション・グループ（ｈｔｔｐ：／／ｑｒｏｕｐｓ．ｇｏｏｑｌｅ．ｆｒ）、または質問
／回答サービス（ｈｔｔｐ：／／ａｎｓｗｅｒｓ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ）の仮想コミュニ
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ティを挙げることができる。
【０００５】
　ソーシャル・ブラウジングは、アクセス制限の有無にかかわらず、ユーザが、あらゆる
トピックにわたり得る同様の中心的関心事を有する他のユーザと対話することを可能にす
る。例示的な対話は、テキスト・コンテンツ（記事、コメント）、グラフィカル・コンテ
ンツ（写真、絵、もしくは図表）、またはオーディオもしくはビジュアル・コンテンツ（
ビデオ）を探索し、公開し、編集し、またはローディングすることから成る。したがって
、ユーザによって同じトピックが様々に扱われることがしばしばあり、そのため、これら
のユーザ対話の内容を共有すれば、これらのネットワークの外部では見つけることが困難
な、単一の主題についての知識の富が利用可能になる。
【０００６】
　同時に、ユーザがよく行う別の行為に、ユーザ・ブラウジングがある。通信プラットフ
ォームは、ほぼ無限の、世界中にわたる、異種の部分から成る、しばしば無料の、動的な
情報ソースを構成する。このブラウジングの目的は、例えば、映画、バケーションの目的
地、書籍、またはホテルについての情報を検索することとすることができる。そのため、
検索エンジン、ポータル、およびユーザが他のユーザの体験から恩恵を得ることを可能に
する、Ｗｅｂページ・タギングまたはイベント・スコアリングといった、Ｗｅｂ　２．０
によってサポートされるツールなどの、ブラウジングおよび検索機能が存在する。
【０００７】
　しかし、そのようなブラウジングの有効性にはまだ限界があり、以下の理由から、ユー
ザの期待を必ずしも満たすものではない。
　ユーザ・ブラウジングは、非常に汎用的なモデルに基づいて実行されるが、あるユーザ
の満足レベルは、そのユーザの中心的関心事、知識、スキル、現在の状況、プロフィール
、またはより一般的に言えば、そのユーザの社会的コンテキストに依存する。
　ユーザ・ブラウジングは、ユーザの中心的関心事とは反対の中心的関心事を扱うソーシ
ャル・ネットワークを含む通信プラットフォーム上で利用可能な大量のデータを扱うが、
それらの間に区別をつけない。したがって、ユーザは、信用できるサポート源をもたない
限り、自らの観点からは、情報が網羅的であるかについていかなる保証も得られない。そ
れゆえ、ユーザが、妥当な時間以内に、自分には完全と思われる情報を獲得することは困
難である。
　ユーザ・ブラウジングは、ソーシャル・ブラウジングから独立しており、それゆえ、２
つの独立した情報空間を構成している。ユーザの大きな苦労は、利用可能と思われる潜在
的な知識（ｓｕｐｐｏｓｅｄ　ａｖａｉｌａｂｌｅ　ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ　ｐｏｔｅｎｔ
ｉａｌ）から、いくつかのリソースを連続的に閲覧した後でようやく正確になる知識に進
むことにある。結果として、ユーザは、これら２つの情報空間から探索された情報を、自
分自身で組み合わせ、その後、総合することを常に求められる。
【０００８】
　Ｆｉｒｅｆｏｘ（登録商標）ブラウザの拡張機能として導入された、ＳｏｃｉａｌＢｒ
ｏｗｓｅｒシステム（Ｊｅｎｎｉｆｅｒ　Ｇ．ら、「ＳｏｃｉａｌＢｒｏｗｓｉｎｇ：　
Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　ａｎｄ　Ｗｅｂ　Ｂｒｏｗ
ｓｉｎｇ」、Ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ＡＣＭ　ＣＨＩ、２００７年）として知ら
れるソリューションは、社会的コンテキストの助けを借りて、Ｗｅｂプラットフォーム内
におけるユーザ・ブラウジングを増強することを可能にする。このソリューションは、キ
ーワードによって構成される異なるサービスを提供し、補完的情報が、キーワードを扱う
。ＳｏｃｉａｌＢｒｏｗｓｅｒ拡張機能は、ユーザからは透過的な方法で、以下のように
進行する。
　拡張可能なデータベース内に記録されたキーワードをＷｅｂページ内において識別する
ために、ユーザによって探索されているＷｅｂページのコンテンツをブラウズする。
　識別されたキーワードを扱う情報（意見、レビュー）を、（ソーシャル・ネットワーク
およびレビュー・サイトなどの）事前に定められた異なるサービスからインポートする。
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　補完的情報とマッチするキーワードにハイライトを施す。
　マウス・カーソルがハイライトを施された要素の上に移動した場合、要素とマッチする
取り出された原情報をインフォバブル（ｉｎｆｏｂｕｂｂｌｅ）内に表示する。
【０００９】
　文書ＷＯ　２００８０００５２８２は、ソーシャル・コンテンツの助けを借りてウェブ
ページのコンテンツを更新するための、Ｗｅｂブラウザとともに使用される方法を提案し
ている。
【００１０】
　既知のシステムおよび方法は、特に、
　ユーザのソーシャル・ネットワークからの矛盾のない意味のある増強を目的とした、探
索されているコンテンツの高度な解釈、
　ユーザ・ブラウジングの表現面での有益な増強を目的とした、表示されるソーシャル・
コンテンツの高度な処理、
　増強方法の独立した適切化（ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｉｏｎ）（カスタマイズ）、すなわ
ち、増強内容とユーザの社会的コンテキストとの自動的適合、
　ユーザの社会的コンテキストに関連するソーシャル・コンテンツの助けを借りてアシス
トされたユーザ・ブラウジング、
　ユーザのソーシャル・ブラウジングからもたらされる対話および人推薦（ｈｕｍａｎ　
ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ）に優先順位を与える、アシストされたユーザ・ブラウジ
ング、
　ソーシャル・ブラウジングに基づいた、ユーザ・ブラウジングの対話面での増強
を欠いているせいで、不完全であることが観察されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】ＷＯ　２００８０００５２８２
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｊｅｎｎｉｆｅｒ　Ｇ．ら、「ＳｏｃｉａｌＢｒｏｗｓｉｎｇ：　Ｉｎ
ｔｅｇｒａｔｉｎｇ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　ａｎｄ　Ｗｅｂ　Ｂｒｏｗｓｉ
ｎｇ」、Ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ＡＣＭ　ＣＨＩ、２００７年
【非特許文献２】Ｎａｄｅａｕ　Ｄ．ら、「Ａ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｎａｍｅｄ　ｅｎ
ｔｉｔｙ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ」、Ｌｉｎ
ｇｕｉｓｔｉｃａｅ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｅｓ、２００７年１月
【非特許文献３】Ｄａｖｅ　Ｄ．ら、「Ｍｉｎｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｐｅａｎｕｔ　Ｇａｌｌ
ｅｒｙ：　Ｏｐｉｎｉｏｎ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｓｅｍａｎｔｉｃ　ｃｌａ
ｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｒｅｖｉｅｗｓ」、ｐｒｏｃｅｅｄｉ
ｎｇｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ　ｃｏｎｆ
ｅｒｅｎｃｅ、２００３年
【非特許文献４】Ｈｕ　Ｍ．ら、「Ｍｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　ｓｕｍｍａｒｉｚｉｎｇ　ｃ
ｕｓｔｏｍｅｒ　ｒｅｖｉｅｗｓ」、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＡＣＭ　ＳＩＧＫ
ＤＤ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
　ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　ｄａｔａ　ｍｉｎｉｎｇ、２００４年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の１つの目的は、コミュニティ体験に基づいて、自動的かつカスタマイズされた
方法で、ユーザ・ブラウジングを増強することである。
【００１４】
　本発明の別の目的は、ソーシャル・ネットワークのメンバの体験をプールすることであ
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る。
【００１５】
　本発明の別の目的は、識別されたユーザにブラウザによって提供されるサービスの品質
を改善することである。
【００１６】
　本発明の別の目的は、ユーザ・ブラウジングをカスタマイズすること、または言い換え
ると、ユーザ・ブラウジングをユーザの社会的コンテキストに適合させることである。
【００１７】
　本発明の別の目的は、ソーシャル・ネットワーク内に含まれる個人的体験を利用するこ
とを可能にするツールを提案することである。
【００１８】
　本発明の別の目的は、ユーザのブラウジング行動を自動的に検出することである。
【００１９】
　本発明の別の目的は、識別されたユーザの意見を解釈し、総合することである。
【００２０】
　本発明の別の目的は、ソーシャル・ネットワーク内における識別されたユーザの意見を
協調的に使用することである。
【００２１】
　本発明の別の目的は、ユーザの仮想コミュニティから引き出された情報の助けを借りて
、ユーザのユーザ・ブラウジングを増強することである。
【００２２】
　本発明の別の目的は、ユーザの社会的コンテキストに依存する情報の助けを借りて、ユ
ーザによって探索されているコンテンツの一部分を完成させることである。
【００２３】
　本発明の１つの目的は、ユーザによって探索されているコンテンツの対話的増強を可能
にすることである。
【００２４】
　本発明の別の目的は、通信プラットフォーム内でブラウズしているときに、ユーザの有
効性および意思決定を改善することである。
【００２５】
　本発明の別の目的は、ユーザと情報検索および情報アクセスを行うためのシステムとの
間の対話を、カスタマイズされた方法で改善することである。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　上記の目的のため、本発明は、第１の態様によれば、通信プラットフォーム内にオンラ
イン掲載され、ユーザがブラウザの助けを借りて見ることができる、ページのコンテンツ
を増強するための方法を提案し、前記ユーザは、少なくとも１つのソーシャル・ネットワ
ークに登録され、方法は、以下のステップを、すなわち、
　ユーザによって探索されているページから関連語句を抽出するステップと、
　ユーザが登録された少なくとも１つのソーシャル・ネットワークを含む複数のソーシャ
ル・ネットワークのコンテンツを意味的に総合するステップと、
　ユーザが登録されたソーシャル・ネットワークのコンテンツの意味的総合から、抽出し
た関連語句についての情報を取り出すステップと、
　取り出した情報をユーザに表示するステップと
を含む。
【００２７】
　本発明は、第２の態様によれば、通信プラットフォーム内にオンライン掲載され、ブラ
ウザの助けを借りて閲覧することもできる、ページの探索を行っている、少なくとも１つ
のソーシャル・ネットワークに登録されたユーザのブラウジングをアシストするためのデ
バイスを提案し、アシスタンス・デバイスまたはアシスタントは、
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　ブラウザの拡張機能と、
　ユーザが登録された少なくとも１つのソーシャル・ネットワークを含む複数のソーシャ
ル・ネットワークのコンテンツを利用する中央意味ユニットと
を備える。
【００２８】
　第３の態様によれば、本発明は、情報処理ユニット内で実施することができ、上で要約
された方法を実行するための命令を含む、メモリ媒体上で実施されるコンピュータ・プロ
グラム製品を提案する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に従った例示的な通信プラットフォームを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の他の特徴および利点は、添付の図面を参照しながら行われる、方法の好ましい
一実施およびシステムの実施形態についての以下の説明を読んだときに、より容易かつ完
全に明らかとなり、図面において、図は、本発明によるユーザ・ブラウジング・アシスタ
ントの一実施形態を示すと同時に、その様々なモジュールの間の関係も示している。
【００３１】
　通信プラットフォーム内におけるユーザ・ブラウジングを増強するための方法およびシ
ステムについての本説明では、ユーザが通常はインターネットであるネットワーク１０に
接続された端末（例えば、コンピュータ、ＰＤＡすなわち携帯情報端末、またはテレビジ
ョン・セット）を有することと、この端末がブラウザ１を備えることとを開始時の前提と
する。ブラウザ１は、ネットワーク１０上にオンライン掲載されたサイトを閲覧すること
を可能にする、ＦｉｒｅＦｏｘ（登録商標）、Ｆｅｎｎｅｃ（登録商標）、Ｏｐｅｒａ（
登録商標）、Ｏｐｅｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ（登録商標）、または他の任意のエクスプローラ
である。
【００３２】
　ユーザ・ブラウジング中、ユーザは、ネットワーク１０上のサイト１１のページ２をブ
ラウズする。ページ２は、ビジタがブラウザ１の助けを借りて閲覧できる任意のリソース
を表す。サイト１１は、例えば、
　例えば、会社、学校、協会、または人物を紹介する「ショーケース」ウェブサイト、
　サービスもしくは製品を展示する商業サイト（ｅコマース）、または
　イベント、ニュース、もしくはより一般的に言えば、情報を軸とした宣伝用サイト
とすることができる。
【００３３】
　ブラウズしている間、ユーザは、ユーザ・ブラウジング・アシスタントのおかげで、自
分が属するソーシャル・ネットワークのメンバの体験から恩恵を得るが、ユーザ・ブラウ
ジング・アシスタントは、２つの機能モジュール、具体的には、
　ユーザ側にインストールされるブラウザ１の拡張機能３と、
　ネットワーク側１０に配置される中央意味ユニット２０と
を備える。
【００３４】
　ブラウザ１の拡張機能３は、
　探索されているページ２から関連語句を抽出することと、
　中央意味ユニット２０から、識別された関連語句に関する情報を取り出すことであって
、取り出した情報がユーザの社会的コンテキストに依存する、取り出すことと、
　取り出した情報をユーザに提示することと
を可能にする。
【００３５】
　それを行うため、拡張機能３は、２つの要素、すなわち、
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　ユーザによって探索されているページ２から関連語句を抽出する手段３２と、
　管理エージェント３１と
を備える。
【００３６】
　ブラウザ１の拡張機能３は、最初に、ユーザの社会的コンテキスト・データを精査する
。この情報は、例えば、拡張機能３がインストールされるときに、獲得することができる
。この状況において、ユーザは、
　自分が登録されている仮想コミュニティ（例えば、フォーラム、ブログ、ディスカッシ
ョン・グループ、質問／回答サービス、ソーシャル・ネットワーク、および協調的なリモ
ート・ワーク・プラットフォーム）を入力すること、または事前定義されたリストから選
択すること、ならびに可能性として、
　自分が登録されている、認証（例えば、識別子、パスワード、プロキシ、セッション、
またはポート）を要求する仮想コミュニティにアクセスするのに必要な情報を提供するこ
と
ができる。
【００３７】
　社会的コンテキスト・データは、ブラウザ１がオープンされたときに定期的（例えば、
週毎、月毎、または年毎）に収集することができる。
【００３８】
　変形として、または組み合わせて、管理エージェント３１は、
　ユーザが利用可能なブラウザ（１つまたは複数の）を（例えば、ブラウジング履歴、お
気に入り、ブックマーク、ショートカット、およびセーブされたログイン／パスワードを
）検査することによって、ならびに／または
　例えば、ユーザがフォーラムをブラウズするとき、またはＷｅｂページにまさにログイ
ンするときに、管理エージェント３１が現在の社会的コンテキストをセーブすることを申
し出るなど、ブラウジング・イベント（例えば、ハイパーリンクのクリック、認証ページ
、もしくは新しいＵＲＬへの変更）を管理することによって、
動的な方法で、ユーザの社会的コンテキスト・データに標識付けを行う。
【００３９】
　管理エージェント３１の助けを借りて識別されるユーザの社会的コンテキスト・データ
は、例えば、ユーザがメンバであるソーシャル・ネットワークのグループ（例えば、ソー
シャル・ネットワークＦａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）内のユーザのグループ）、またはソ
ーシャル・ネットワーク内においてユーザによって行われた投稿の数を見出すことによっ
て、ユーザの社会的コンテキストの詳細な記述を可能にする。
【００４０】
　ユーザの社会的コンテキストのより良い記述が、ユーザによって探索されているページ
２のコンテンツに提供される増強の有用性を高めることを理解して、ユーザの様々なソー
シャル・ネットワークにユーザによって与えられた重要性を強調する追加の記述的パラメ
ータを収集することができる。管理エージェント３１は、
　ソーシャル・ネットワーク上で費やされる平均時間、
　ソーシャル・ネットワークを訪問する頻度、
　ソーシャル・ネットワーク上で実行される対話（投稿、検索）の回数、
　ソーシャル・ネットワーク内での連絡先リストのサイズ、
　ソーシャル・ネットワークが更新される頻度、
　コミュニティのメンバの詳細（例えば、年齢、性別、カテゴリ：家族、友人、同僚、ま
たはクラスメート）、
　ユーザによって厳密に探索される公開コンテンツの形式（ビデオ、オーディオ、写真、
テキスト）、
　ユーザによって頻繁に探索されるコンテンツの言語、
　ソーシャル・ネットワーク内で最も頻繁にとられるソーシャル・ブラウジング経路
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などのユーザのソーシャル・ブラウジングの行動を管理することによって、ユーザの社会
的コンテキストについての知識を改善する。
【００４１】
　これらの統計は、ユーザのソーシャル・ネットワークの間で１つのソーシャル・ネット
ワークに別のソーシャル・ネットワークよりも高い優先順位を一時的に与え、その結果、
ユーザに応じたソーシャル・ネットワークの選好の順位を確立することを可能にする。結
果として、ユーザの社会的コンテキストのより良い記述がもたらされ、これらのソーシャ
ル・ネットワークに基づいて提供される増強コンテンツの有用性をより良く適合させ、高
めることを可能にする。
【００４２】
　ユーザの社会的コンテキストの時間的な変化を追うために（例えば、ユーザは自分の連
絡先リストを編集したり、またはソーシャル・ネットワーク内のグループに参加／脱退し
たりする）、管理エージェント３１は、ユーザの現在の社会的コンテキストの適切性を定
期的に検査する。
【００４３】
　一実施形態では、社会的コンテキストについての知識は、ユーザの対話を継続的に解析
することによって、またはユーザによって定期的に入力／編集されるデータを確定的に使
用することによって、動的に獲得される。
【００４４】
　ブラウザ１の拡張機能３がインストールされるとき、ユーザは、中央意味ユニット２０
を用いて、ユーザ・ログインによって指定されるアカウントを作成するように求められる
。このアカウントは、ユーザの社会的コンテキストの記述を含む。アカウントが作成され
るとき、ユーザは、
　中央意味ユニット２０を用いて、そのアカウントを指定するログインを定義し、
　自分の社会的コンテキストのデータ（自分が登録された仮想コミュニティ（例えば、フ
ォーラム、ブログ、ディスカッション・グループ、質問／回答サービス、ソーシャル・ネ
ットワーク、または協調的なリモート・ワーク・プラットフォーム）、および仮想コミュ
ニティにアクセスするのに必要な情報（例えば、アドレス、ログイン、パスワード、プロ
キシ、セッション、またはポート））を入力する。
【００４５】
　ユーザの社会的コンテキストは、中央意味ユニット２０のデータベース２２内に記憶さ
れる。
【００４６】
　一実施形態によれば、ブラウザ１が起動されたとき、管理エージェント３１は、中央意
味ユニット２０を用いてすでに作成されたアカウントに対応するログインを入力するよう
ユーザに求める。これは、同じ端末を使用する複数のユーザのプライバシを保護すること
を可能にする。
【００４７】
　別の実施形態によれば、パブリック・データ（例えば、ユーザが登録されたソーシャル
・ネットワーク、および対応するログイン）は、ユーザの端末上にローカルに記憶される
が、ユーザの詳細な社会的コンテキスト（例えば、ソーシャル・ネットワーク、ログイン
、パスワード、記述的な統計、および各ソーシャル・ネットワーク内におけるユーザ連絡
先）は、中央意味ユニット２０のデータベース２２内に記憶される。この情報は、それぞ
れのオーナのプライバシを保護する方法で、データベース２２内に記憶するために、管理
エージェント３１によって中央意味ユニット２０に送信される。
【００４８】
　ページ２をブラウズするとき、抽出手段３０は、そのページ内に含まれる関連テキスト
要素を区別することを可能にする。
【００４９】
　一実施形態によれば、これらの語句の抽出は、固有表現抽出手段（ｎａｍｅｄ　ｅｎｔ
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ｉｔｙ　ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ｍｅａｎｓ）（Ｎａｄｅａｕ　Ｄ．ら、「Ａ　ｓｕｒｖ
ｅｙ　ｏｆ　ｎａｍｅｄ　ｅｎｔｉｔｙ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｌａｓｓ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ」、Ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃａｅ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｅｓ、
２００７年１月）によって実行される。この技法は、ページ２のテキスト・コンテンツの
あまり重要でない原子的な解析を回避することを可能にする。
【００５０】
　有利なこととして、ユーザによって探索されているページ２上で開始する（要素抽出と
しても知られる）固有表現の抽出に基づいた、関連語句を抽出するための手段３２は、例
えば、キーワードに基づいた抽出手段を使用するよりも、ページ２のコンテンツのより良
い理解を可能にする。
【００５１】
　非網羅的な例を与えると、固有表現抽出は、ユーザによって探索されているページ２内
において、
　名前（例えば、人物、製品、会社、ホテル、国、政府機関の名前）またはタイトル（例
えば、歌、芸術作品、映画、書籍、新聞、雑誌のタイトル）など、適切な名前、
　頭字語、
　時間表現（日付、イベント日付、または他の任意の時間指定）、
　数値表現（例えば、測定可能な値、数量、パーセンテージ、比較）、
　統計的指標（例えば、ページ内における繰り返しの数）に基づいて関連があると思われ
る一節、
　重要な一節（タイトル、要約、タイトルの一部を含む句）、および
　多言語用語（ｍｕｌｔｉｌｉｎｇｕａｌ　ｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇｙ）
を識別することを可能にする。
【００５２】
　一実施形態によれば、関連語句を抽出するための手段３２は、ユーザの社会的コンテキ
スト（例えば、ユーザは、ある製品、あるブランドが大好きな、またはあるアーティスト
、都市、もしくはチームのファンであるコミュニティのメンバである）を考慮する。
【００５３】
　テキスト・コンテンツ内において情報を抽出するために、統計的または言語学的アプロ
ーチに基づいた他の技法も使用できることは、当業者には明らかであろう（Ｎａｄｅａｕ
　Ｄ．ら、「Ａ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｎａｍｅｄ　ｅｎｔｉｔｙ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉ
ｏｎ　ａｎｄ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ」、Ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃａｅ　Ｉｎｖｅ
ｓｔｉｇａｔｉｏｎｅｓ、２００７年１月）。そうである場合、管理エージェント３１は
、抽出手段３２を構成することを可能にする。
【００５４】
　例えば、語句がページ２内に出現する頻度と、（繰り返し出現する語句により大きなま
たは小さな重みを割り当てるための）一般言語における単語の頻度とに基づいた統計的指
標は、ページ２のテキスト・コンテンツについて最も記述的な語句を選択することを可能
にする。
【００５５】
　ユーザの社会的コンテキストに応じた、関連があると思われる語句の抽出に続いて、管
理エージェント３１は、これらの語句を軸とした情報を、ソーシャル・ネットワーク１２
、１３、１４のコンテンツを利用する中央意味ユニット２０に要求する。
【００５６】
　ユーザが、２つのソーシャル・ネットワーク１２、１３（例えば、ｗｗｗ．ｆａｃｅｂ
ｏｏｋ．ｃｏｍと、ｈｔｔｐ：／／ｇｒｏｕｐｓ．ｇｏｏｎｌｅ．ｆｒ上のディスカッシ
ョン・グループ）のメンバである、または以前にその２つのソーシャル・ネットワークを
探索したことがあると仮定する。
【００５７】
　管理エージェント３１によって中央意味ユニット２０に送信されるリクエストは、ユー
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ザによって探索されているページから抽出された語句のリスト、および中央意味ユニット
２０に対するユーザのログインを含む。
【００５８】
　このリクエストに応答することができるように、中央意味ユニット２０は、３つのユニ
ット、すなわち、
　ソーシャル・ネットワーク１２、１３、１４のコンテンツを意味的に総合することを可
能にするポーリング手段２１と、
　ユーザのソーシャル・ネットワークに加えて、ソーシャル・ネットワーク１２、１３、
１４から抽出された意味情報を記憶するデータベース２２であって、ソーシャル・ネット
ワーク１２、１３、１４のコンテンツを利用する、データベース２２と、
　ブラウザ１の拡張機能３とデータベース２２の間の対話を管理することを担う問い合わ
せインタフェース２３と
を備える。
【００５９】
　ポーリング手段２１は、ソーシャル・ネットワーク１２、１３、１４内に存在する意見
およびコメントから明瞭で簡潔な情報を合成するために、ソーシャル・ネットワーク１２
、１３、１４のコンテンツに対して高度な処理を実行する。その後、ポーリング手段２１
は、ソーシャル・ネットワーク１２、１３、１４内に見出される意見、またはより一般的
には、原情報に関する、異なるタイプの意味解析および／または統計的分析（意見、心情
、統計的測定）を実行する。
【００６０】
　ポーリング手段２１は、ソーシャル・ネットワーク１２、１３、１４内で投稿された（
意見マイニングとしても知られる）意見の解析を実行する。
【００６１】
　一実施形態によれば、ポーリング手段２１は、固有表現抽出手段（Ｎａｄｅａｕ　Ｄ．
ら、「Ａ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｎａｍｅｄ　ｅｎｔｉｔｙ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　
ａｎｄ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ」、Ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃａｅ　Ｉｎｖｅｓｔｉ
ｇａｔｉｏｎｅｓ、２００７年１月）を使用して、コミュニティ・ネットワーク内で投稿
された意見を解析する。結果は、固有表現、例えば、芸術作品、有名人、書籍、商品、ブ
ランド、またはバケーションの目的地に関する意見の意味的総合である。
【００６２】
　ポーリング手段２１の異なる動作モードは、「Ｄａｖｅ　Ｄ．ら、『Ｍｉｎｉｎｇ　ｔ
ｈｅ　Ｐｅａｎｕｔ　Ｇａｌｌｅｒｙ：　Ｏｐｉｎｉｏｎ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ａｎ
ｄ　ｓｅｍａｎｔｉｃ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｒｅｖ
ｉｅｗｓ』、ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｗｏｒｌｄ
　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ　ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ、２００３年」、および「Ｈｕ　Ｍ．ら、『
Ｍｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　ｓｕｍｍａｒｉｚｉｎｇ　ｃｕｓｔｏｍｅｒ　ｒｅｖｉｅｗｓ』
、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＡＣＭ　ＳＩＧＫＤＤ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
　ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ　ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　ｄ
ａｔａ　ｍｉｎｉｎｇ、２００４年」で説明されている。
【００６３】
　例えば、ユーザ「Ｘ」によってソーシャル・ネットワーク「Ｓ」に投稿された「私はこ
の製品『Ａ』を２年間所有しており、製品『Ａ』は効果的だと思う」というコメントが与
えられた場合、ポーリング手段２１によるそのコメントの意味解析は、ユーザ「Ｘ」によ
ってソーシャル・ネットワーク「Ｓ」に投稿された、製品「Ａ」に関するこの意見は肯定
的であると結論する。それゆえ、ポーリング手段は、例えば、笑顔を表示する感情の簡潔
なグラフィカル表現（感情アイコン）、カラー・コード（例えば、グリーン）、または短
い句（例えば、「Ａ」は効果的なことを意味する）の助けを借りて、この意見を定式化し
直す
【００６４】
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　ポーリング手段２１による、コメントまたは意見の意味的総合は、抽出された意味情報
のデータベース２２内に記憶され、意味的総合は、例えば、
　例えば、作成者のプロフィールについての１つまたは複数の詳細（グループ、ユーザ名
、電子メール・アドレス、年齢、性別、電話番号、国、写真）、
　コメントの固有表現（例えば、製品「Ｐ」、人物「Ａ」、映画「Ｆ」、プロセス「Ｒ」
、日付「Ｔ」）、
　ソース・ソーシャル・ネットワーク１２、１３、または１４、
　公開日付、
　そのコメントを述べているユーザ対話の数、
　当該意味的総合に類似する意味的総合の数
によって識別可能である。
【００６５】
　ソーシャル・ネットワーク１２、１３、１４から抽出された意味情報のデータベース２
２の内容は、意味ポーリング手段２１の助けを借りて、定期的に更新される。一実施形態
によれば、ポーリング手段２１によるソーシャル・ネットワークのコンテンツの解析頻度
は、時間当たりのコンテンツの変化率に依存する。
【００６６】
　ソーシャル・ネットワークから抽出された意味情報のデータベース２２の内容は、その
内容の任意の要素の源泉を容易に見つけることができるように分類される。例えば、コン
テンツは、ソーシャル・ネットワークによって、グループによって、作成者によって、デ
ィスカッション・トピックによって、公開日付によって、ファイル形式によって、固有表
現によって、または主題によって分類することができる。
【００６７】
　ブラウザ１の拡張機能３によって送信されたリクエストに対して中央意味ユニットによ
って提供されるレスポンスは、ユーザの社会的コンテキストに依存し、社会的コンテキス
トの詳細は、データベース２２にすでに記憶されており、リクエスト内にはパブリック・
サマリ（ｐｕｂｌｉｃ　ｓｕｍｍａｒｙ）が含まれることに留意されたい。
【００６８】
　ソーシャル・ネットワークから抽出された意味情報のデータベース２２は、複数のユー
ザが同時にそのデータベースに問い合わせることを可能にするために、高速に読み取りア
クセスされる。
【００６９】
　問い合わせインタフェース２３は、ブラウザ１の拡張機能３から送信されたすべての語
句について、ソーシャル・ネットワークから抽出された意味情報のデータベース２２に問
い合わせる。これらのリクエストは、ユーザの社会的コンテキストを考慮しながら、ペー
ジ２を現在ブラウズしているユーザのソーシャル・ネットワーク１２、１３から抽出され
た意味情報を扱う。これらのリクエストに対するレスポンスの効果は、ブラウザ１の拡張
機能３から送信された語句をそれぞれ増強することである。
【００７０】
　問い合わせインタフェース２３は、対応するアクセス・プロトコル（例えば、ｈｔｔｐ
、ｈｔｔｐｓ、ｆｔｐ）またはシグナリング・プロトコル（例えば、ＳＩＰ、ＸＭＰＰ）
に基づいた、異なる通信プラットフォーム（例えば、ビデオ・オン・デマンド、ＷＥＢ、
またはＷＡＰプラットフォーム）との通信を可能にする。
【００７１】
　一実施形態によれば、ブラウザ１の拡張機能３から送信された単一の語句に関するリク
エストに対するレスポンスが存在する場合は常に、単一のレスポンスを、例えば、
　ソーシャル・ネットワーク内においてこれらのレスポンスが出現した回数、
　これらのレスポンスの詳細（例えば、レスポンスのソース・ソーシャル・ネットワーク
：専用または一般ディスカッション・グループ、公開日、作成者：家族、友人、または同
僚）、



(13) JP 5538532 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

　ユーザの社会的コンテキスト（例えば、ユーザが最も多く訪問するソーシャル・ネット
ワーク、またはそのユーザによる対話を最も多く含むソーシャル・ネットワーク）
に基づいて選択することができる。
【００７２】
　一実施形態によれば、ブラウザ１の拡張機能３から送信された単一の語句に関するリク
エストに対するレスポンスが２つ以上存在する場合は常に、これらすべてのレスポンスが
ユーザに送信される。
【００７３】
　問い合わせインタフェース２３は、ユーザによって探索されているページ２から抽出手
段３２によって抽出された関連語句を扱うリクエストに対してデータベース２２から獲得
したレスポンスを、ブラウザ１の拡張機能３に転送する。これらのレスポンスは、ユーザ
の端末上に一時的に記憶することができる。
【００７４】
　管理エージェント３１は、中央意味データベース２０から受信した、ユーザによって探
索されているページ２から抽出手段３２の助けを借りて抽出された関連語句に関する情報
の表示を管理する仕事を担う。この情報を表示するための異なるモードは、
　それぞれの抽出語句の近くのページ２内に増強情報を組み入れること、
　関連語句およびそれぞれの増強を新しいウィンドウ内に、または新しいブラウザ１のタ
ブ内に表示すること、
　抽出された各関連語句にハイライト（例えば、下線、彩色、または枠囲い）を施し、そ
の語句について中央意味ユニット２０から非空白コンテンツを受信していれば、その語句
の上にカーソルが移動したときに、それぞれの増強情報をインフォバブル内に表示するこ
と
を可能にする。
【００７５】
　中央意味ユニット２０から受信した増強情報の表示媒体は、インフォバブルであるか、
それともウィンドウであるかにかかわらず、様々なユーザ対話を提供する。これらの対話
は、例えば、
　その情報の作成者：その作成者に電話し、電子メール／テキストを送信し、ソーシャル
・ネットワーク上で手紙を書き、その作成者のプロフィールを見ること、
　ソース・ソーシャル・ネットワーク：そのソーシャル・ネットワークに接続し、ソース
・ウェブサイト（フォーラム、ブログ）をオープンすること、
　その情報の特性：公開日付、現在の関連テーマを扱うソーシャル・ネットワーク内にお
いて識別された情報の数、
　ユーザへの申し出：（この対象を友人に送信すること、友人にギフトを申し出ること、
友人をこの対象についての対話に誘うことなど）その語句についての連絡相手との対話を
開始すること
に関する。
【００７６】
　増強情報を示す表示媒体は、その情報の形式、すなわち、
　例えば、時間の経過に伴うその書籍の借り出し、製品に関するユーザの連絡相手の満足
度を示す曲線、
　例えば、（例えば、ソーシャル・ネットワークＹｏｕｔｕｂｅ（登録商標）もしくはＤ
ａｉｌｙｍｏｔｉｏｎ（登録商標）からの）動画のトレーラもしくはクリップ、ホテルの
写真、空港までの道順、または書籍のカバー・ページを表示するマルチメディア・コンテ
ンツ
に自動的に適合する。
【００７７】
　中央意味ユニット２０は、例えば、
　インターネット・サービス・プロバイダ、または



(14) JP 5538532 B2 2014.7.2

10

　例えば、大学の図書館は、ローカル・ソーシャル・ネットワーク（学生、教師、クラス
、職員）の対話の助けを借りて、その図書借用イントラネット・サイトのウェブ・ブラウ
ジングを増強できるなど、ネットワークを管理する他の任意の主体
が担当できることに留意されたい。
【００７８】
　拡張機能３は、ユーザによって使用されるブラウザ１のパラメータを考慮することに留
意されたい。
【００７９】
　ユーザのコミュニティ・ブラウジングからこのようにして獲得されるユーザ・ブラウジ
ングの増強は、ユーザのソーシャル・ネットワークのメンバの体験からの恩恵をユーザに
与えることを可能にする。
【００８０】
　この増強は、オンライン・コミュニティのメンバ間に広がった信頼を利用することによ
って（知っている人の意見は匿名の意見よりも一般により影響力がある）、ユーザのブラ
ウジングに対するサポート源となる。それゆえ、この増強は、現在のオンライン検索作業
の効率性を改善する。

【図１】
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