
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のコンピュータ及び通信媒体を備えるネットワーク上でタスクを実行可能にする方法
であって、
移動可能プログラムであって、各々が前記ネットワークにおけるいずれのコンピュータに
おいても共通して解釈及び処理されるようアレンジされた部品構造を有し、前記構造は、
（１）所定の時間において前記ネットワーク中で全体において一意的であり、かつ少なく
とも前記移動可能プログラムが存在する限り前記ネットワークにおけるいずれのコンピュ
ータにおいても前記移動可能プログラムの存在及び位置を管理及び判定することができる
、識別子と、（２）前記ネットワークを介した経路を定義するナビゲーション情報と、（
３）実行すべきタスクに関する情報であって前記ネットワークにおけるいずれのコンピュ
ータにおいても解釈することができる態様で表現される情報と、を含む移動可能プログラ
ムを、各コンピュータにおいて、前記ネットワークを介して受信し、
前記ネットワークの各コンピュータにおいて、
前記移動可能プログラムを記憶し、
移動可能プログラムを作り出し、かつ、
前記ネットワークを介して前記移動可能プログラムを送信
前記移動可能プログラムに関連するタスク
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し、
の実行を推進するためのサービスとして、

収納庫と相互作用すること、
セキュリティ上の決定をすること、



を特徴とする方法。
【請求項２】
複数のコンピュータ及び通信媒体を備えるネットワーク上のコンピュータが分散した移動
可能プログラムのサービス環境に関与できるようにするための方法であって、
移動可能プログラムであって、各々が前記ネットワークにおけるいずれのコンピュータに
おいても共通して解釈及び処理されるようアレンジされた部品構造を有し、前記構造は、
（１）所定の時間において前記ネットワーク中で全体において一意的であり、かつ少なく
とも前記移動可能プログラムが存在する限り前記ネットワークにおけるいずれのコンピュ
ータにおいても前記移動可能プログラムの存在及び位置を管理及び判定することができる
、識別子と、（２）前記ネットワークを介した経路を定義するナビゲーション情報と、（
３）実行すべきタスクに関する情報であって前記ネットワークにおけるいずれのコンピュ
ータにおいても解釈することができる態様で表現される情報と、を含む移動可能プログラ
ムを、各コンピュータにおいて、前記ネットワークを介して受信し、
前記ネットワークの各コンピュータにおいて、
前記移動可能プログラムを記憶し、
移動可能プログラムを作り出し、かつ、
前記ネットワークを介して前記移動可能プログラムを送信
前記移動可能プログラムに関連するタスク

することを特徴とする方法。
【請求項３】
関係者が操作するコンピュータと相互作用することにより当該関係者に実行すべきタスク
を定義可能とし、
移動可能プログラムのうちの一つに、定義されたタスクに関連する情報を組み込むことを
特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項４】
関係者が人を含むことを特徴とする請求の範囲第３項に記載の方法。
【請求項５】
関係者が、コンピュータ上で作動する手順を含むことを特徴とする請求の範囲第３項に記
載の方法。
【請求項６】
関係者が、コンピュータ上で作動する移動可能プログラムを含むことを特徴とする請求の
範囲第３項に記載の方法。
【請求項７】
タスクの実行を進めるステップが、ディジタルオブジェクトの収納庫との相互作用を含む
ことを特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項８】
実行すべきタスクに関する情報が、解釈可能或いは実行可能なインストラクションを含む
ことを特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項９】
タスクの実行を進めるステップが、記憶されたエキスパート・ナレッジの利用を含むこと
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他の移動可能プログラムを生成すること、
前記移動可能プログラム中に収容されたタスク情報を解釈すること、
前記移動可能プログラムとのトランザクションを管理すること、及び、
処理の実行をスケジューリングすること、
を含むサービスを実行すること

し、
の実行を推進するためのサービスとして、

収納庫と相互作用すること、
セキュリティ上の決定をすること、
他の移動可能プログラムを生成すること、
前記移動可能プログラム中に収容されたタスク情報を解釈すること、
前記移動可能プログラムとのトランザクションを管理すること、及び、
処理の実行をスケジューリングすること、
を含むサービスを実行



を特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項１０】
移動可能プログラムが、ディジタルオブジェクトを含むことを特徴とする請求の範囲第１
項または第２項に記載の方法。
【請求項１１】
ディジタルオブジェクトが、プロトコル変換情報を含むことを特徴とする請求の範囲第 10
項に記載の方法。
【請求項１２】
タスクの実行を進めるステップが、プロトコル変換を含むことを特徴とする請求の範囲第
１項または第２項に記載の方法。
【請求項１３】
タスクの実行を進めるステップが、「ウァッツ・ニュー」の提供を含むことを特徴とする
請求の範囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項１４】
タスクの実行を進めるステップが、「クリッピング」サービスの提供を含むことを特徴と
する請求の範囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項１５】
タスクの実行を進めるステップが、移動可能プログラムのバージョンを管理するためのバ
ージョン制御サービスの提供を含むことを特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記
載の方法。
【請求項１６】
タスクの実行を進めるステップが、移動可能プログラムの構造を決定し、その要素へアク
セスすることを含むことを特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項１７】
タスクの実行を進めるステップが、存在する仕事から派生する仕事を作り出すことを含む
ことを特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項１８】
タスクの実行を進めるステップが、源の移動可能プログラムから、同一或いは異なる位置
にあるターゲットの移動可能プログラムにメッセージを通すことを含むことを特徴とする
請求の範囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項１９】
同一のメッセージが複数の移動可能プログラムを通ることを特徴とする請求の範囲第 18項
に記載の方法。
【請求項２０】
ネットワークの通信媒体を介して遠隔収納庫への局地的なクエリーを実行するための方法
であって、当該局地的なクエリーが、クエリー形態変換プロトコルに従っており、かつ、
遠隔収納庫が、 送受信プロトコルに従ったクエリーに応答し、前記方法が、
局地的なクエリーに基づき、かつ、

移動可能プログラムの送受信プロトコルに従った 移動可能プ
ログラムを局地的に生成し、
ネットワークの通信媒体を介して 遠隔収納庫に移動可能プログラムを
送信し、

遠隔収納庫にて、前記 送受信プロトコルにしたがって収納庫に質問をするこ
とにより、移動可能プログラムに応答し、
移動可能プログラムの送受信プロトコルにしたがった戻りの移動可能プログラム中で、遠
隔収納庫からクエリーの結果を戻し、

。
【請求項２１】
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それぞれの
実行可能で解釈可能なプログラミング言語のシンタッ

クスを呼び出す共通の 複数の

それぞれの 並列的に

各 それぞれの

前記戻りの移動可能プログラムを局地的に受信し、
前記戻りの移動可能プログラムに収容された結果を処理し、付加的な戻りの移動可能プロ
グラムとして更新された整合した表示を、ユーザに提供することを特徴とする方法



前記処理が、冗長な情報の除去を含むことを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項２２】
戻りの移動可能プログラムが、元の移動可能プログラムの修正されたバージョンであるこ
とを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項２３】
付加的な移動可能プログラムが局地的に生成され、ネットワークの通信媒体を介して送信
されることを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項２４】
クエリー形態変換プロトコルが、ユーザにより設定された表示形態を含むことを特徴とす
る請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項２５】
移動可能プログラムの送受信プロトコルが、クエリーの形態変換プロトコルおよび収納庫
における送受信プロトコルと異なることを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項２６】
移動可能プログラムが、実行可能で解釈可能なプログラム言語のエントリーおよびナビゲ
ーションの部分を含むことを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項２７】
移動可能プログラムが、ネットワークをナビゲーションすることにより遠隔収納庫の場所
に到達し、かつ、移動可能プログラムのナビゲーションの部分が、当該ナビゲーションに
関する情報を含むことを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項２８】
さらに、遠隔収納庫の場所にて、クエリーの実行ステータスを示すステータス移動可能フ
ログラムを送信することを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項２９】
さらに、遠隔収納庫にて、移動可能プログラムを実行して、所定の収納庫のクエリーを決
定し、収納庫への質問の間、移動可能プログラムを記憶し、収納庫への質問及び移動可能
プログラムに収容された制御情報に基づく結果を戻すことを制御する特徴とする請求の範
囲第 20項に記載の方法。
【請求項３０】
さらに、局地的にサービスステーションを用いて、移動可能プログラムを作成し、送信し
、受信し、かつ、消去することを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項３１】
さらに、遠隔収納庫の場所にて、移動可能サービスステーションを用いて、移動可能プロ
グラムを作成し、送信し、受信し、制御し、処理し、かつ、消去することを特徴とする請
求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項３２】
さらに、局地的なクエリーに基づき移動可能プログラムを送信すべき遠隔収納庫を局地的
かつ自動的に選択することを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項３３】
移動可能プログラムを送信するステップが、移動可能プログラムを、電子メールプロトコ
ル、ファイル転送プロトコル、或いは、ネットワーク上の他の通信方法に順応させること
を含むことを特徴とする請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項３４】
さらに、移動可能プログラムの送受信プロトコルに、変換情報を含めることを特徴とする
請求の範囲第 20項に記載の方法。
【請求項３５】
移動可能プログラムが、さらに、認証情報を含むことを特徴とする請求の範囲第１項また
は第２項に記載の方法。
【請求項３６】
移動可能プログラムが、さらに、スケジューリング情報を含むことを特徴とする請求の範
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囲第１項または第２項に記載の方法。
【請求項３７】
移動可能プログラムが、さらに、支払情報を含むことを特徴とする請求の範囲第１項また
は第２項に記載の方法。
【請求項３８】
移動可能プログラムが、不変であることを特徴とする請求の範囲第１項または第２項に記
載の方法。
【請求項３９】
複数のコンピュータ及び通信媒体を備えるネットワーク上でタスクを実行可能にする装置
であって、ネットワーク上のコンピュータの各々にて、コンピュータ上で稼動するソフト
ウェアの形態の移動可能プログラムサービスステーションを含む移動可能プログラムサー
ビス環境を備え、当該サービスステーションが、
移動可能プログラムであって、各々が前記ネットワークにおけるいずれのコンピュータに
おいても共通して解釈及び処理されるようアレンジされた部品構造を有し、前記構造は、
（１）所定の時間において前記ネットワーク中で全体において一意的であり、かつ少なく
とも前記移動可能プログラムが存在する限り前記ネットワークにおけるいずれのコンピュ
ータにおいても前記移動可能プログラムの存在及び位置を管理及び判定することができる
、識別子と、（２）前記ネットワークを介した経路を定義するナビゲーション情報と、（
３）実行すべきタスクに関する情報であって前記ネットワークにおけるいずれのコンピュ
ータにおいても解釈することができる態様で表現される情報と、を含む移動可能プログラ
ムを、各コンピュータにおいて、前記ネットワークを介して受信し、
前記ネットワークの各コンピュータにおいて、
前記移動可能プログラムを記憶し、
移動可能プログラムを作り出し、かつ、
前記ネットワークを介して前記移動可能プログラムを送信前記移動可能プログラムに関連
するタスク

ように構成されたことを特徴とする装置。
【請求項４０】

、当該局地的なクエリーが、クエリープロトコル
に従っており、かつ、遠隔の知識ベースのシステムが、知識ベースのシステムプロトコル
に従ったクエリーに応答

。
【請求項４１】
遠隔システムからディジタルオブジェクトを取り出す方法であって、
遠隔システムが、移動可能プログラムにオブジェクトを組み込み、

移動可能プログラムが、
局地的なシステムに送信され、

前記局地的なシステムは、
局地的なユーザが、移動可能プログラムを介して、当該ディジタルオブジェクトにアクセ
スし、
移動可能プログラムが、 、当該オブジェクトへのアク
セスに対する付加的な認証および／または支払を求めるディジタルオブジェクトの一部へ
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の実行を推進するためのサービスとして、
収納庫と相互作用すること、
セキュリティ上の決定をすること、
他の移動可能プログラムを生成すること、
前記移動可能プログラム中に収容されたタスク情報を解釈すること、
前記移動可能プログラムとのトランザクションを管理すること、及び、
処理の実行をスケジューリングすること、
を含むサービスを提供する

前記遠隔収納庫のうち少なくとも１つが

する、知識ベースのシステムを備える、請求の範囲第 20項に記載
の方法

当該 認証されないアクセスからオブジェクトを保護する資格のあ
る移動可能プログラムサービス環境である
前記移動可能プログラムが当該オブジェクトの少なくとも部分へのアクセスについての制
限を定義する情報を含み、

前記移動プログラム環境と関連して



のアクセスを制限し、
当該オブジェクトに対し実行された行為について、 通知
がなされることを特徴とする方法。
【請求項４２】
移動可能プログラム自体がディジタルオブジェクトである請求の範囲第 41項に記載の方法
。
【請求項４３】
移動可能プログラムの少なくとも何れかが一定期間移送されずに局所的なシステムに留ま
る請求の範囲第 41項に記載の方法。
【請求項４４】
移動可能プログラムの少なくとも何れかが一定期間移送されずに局所的なシステムに留ま
る請求の範囲第 42項に記載の方法。
【請求項４５】
オブジェクトに対してアクションが実行されると通知がされる請求の範囲第 41項、 42項、
43項又は 44項に記載の方法。
【請求項４６】
オブジェクトに対して実行されたアクションの情報が記録される請求の範囲第 41項、 42項
、 43項又は 44項に記載の方法。
【請求項４７】
オブジェクトに対して実行されたアクションの情報が記録される請求の範囲第 45項に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
本発明は、分散タスクの実行に関する。

利便のために、以下に、主たるテキストにて使用されるある用語の補足説明である簡単な
用語の解説を記述する。
「ネットワーク」とは、コンピュータおよびこれらを相互接続する通信媒体の組である。
「パケット」とは、分散システム内でデータを伝達するための基本的な容器であり、これ
は、典型的には、発送にて用いられるアドレス情報を含んでいる。
「プロトコル」とは、ストラクチャ、フォーマット、処理および／または機能を定義した
一般に合意されたルールの組であり、分散システムの要素が互いに通信するためにこれが
守られなければならない。
「資源」とは、分散システム内のある位置でアクセス可能な情報或いはサービスである。
「ディジタルオブジェクト」とは、一般には、（事実上任意の種類の情報のディジタル表
現を含む）ディジットのシーケンスを意味し、これには、その「ハンドル」と称される、
関連する一意的な識別子が含まれる。
「収納庫（ repository）」とは、ディジタルオブジェクトを記憶し、適応可能な期間およ
び状況にしたがって、ネットワークを経てこれらをアクセス可能にする資源である。
「データベース」とは、質問（クエリー）を解析して回答を与えるように構成された情報
の組織体である。ディジタルオブジェクト自体が、データベースまたはデータベースの要
素を含み得る。
「権利保有者」とは、ディジタルオブジェクトの法的に行使可能な「権利」を有する人或
いは存在をいう。
「分散システム」には、ノウボット（ Knowbot）システム、並びに、磁気ディスク、光デ
ィスクおよび紙の上でのデータのディジタル表現を含む他の大規模記憶媒体など、ノウボ
ットシステムの外部にある構成部品が含まれる。
「ノウボットプログラム」とは、ある位置から他の位置に移動可能な、実行可能なコンピ
ュータプログラムである。これには、タスクを実行するための一連のステップを定義する
「インストラクションシーケンス」や他のデータが含まれる。
「クーリエ」は、分散システムを介して移動に従事するノウボットプログラムの事例を参
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照する場合に用いられる。
「ノウボットシステム」とは、コンピュータ間でノウボットプログラムを移動し、当該プ
ログラムを実行し、必要に応じて、宛先のコンピュータ或いはネットワークにその結果を
移動し、または、そこに記憶するシステム（プログラムを含む）をいう。
「ノウボットサービスステーション」とは、ネットワーク上の位置で作動し、かつ、ノウ
ボットプログラムを生成し、記憶し、実行し、削除するなどの行為が可能なソフトウェア
および／またはハードウェアをいう。
「ノウボットサービス環境」とは、ノウボットプログラムを取り扱うための媒体をいい、
これは、ノウボットサービスステーションの集合物から構成される。ノウボットシステム
は、サービス環境を提供する。
「ノウボットフレームワーク」とは、タスク実行のためのカレンシー（ currency）（ノウ
ボットプログラム）およびプログラムを取り扱うための媒体（ノウボットサービス環境）
を定義する概念的なモデルをいう。
「通知機関」とは、ノウボットプログラムにより実行される処理に関する情報を記憶する
ノウボットサービス環境の一部をいう。
「将来のノウボットプログラム」とは、ノウボットサービス環境の外部の源（ source）か
ら、ノウボットサービスステーションにより受け入れられたノウボットプログラムをいう
。

最も基本的な意味において、本発明自体は、コンピュータ間でノウボットプログラムを作
成し、記憶し、移動し、当該プログラムを実行し、必要に応じて、宛先のコンピュータに
その結果を移動し、または、そこに記憶するシステム（これをノウボット（登録商標）シ
ステムと称する。）に関する。コンピュータのほとんどまたは全てが「オンライン」であ
り、一般的なコンピュータネットワーク環境の一部をなし得るが、そのコンセプトは、磁
気ディスク、光ディスクおよび紙の上でのデータのディジタル表現（バーコードなど）を
含む他の大規模記憶媒体など他の媒体を介したプログラムのオフラインの移動にも適用さ
れる。さらに、このシステム内のコンピュータは、全てのときに、存在するネットワーク
に接続されている必要はなく、この接続性は、ときおり、行ったり来たりするものである
。「システム」というラベルは、全般的には、これらプログラムが生成され且つ管理され
、これらが相互作用し、これらが記憶された情報と相互作用し、並びに、これらがシステ
ムの一部をなすプログラムおよびコンピュータの定義の範囲外に存在すると考えられる人
々やプログラムを含む、外部のシステムと相互作用するようなシステマチックな規則性を
暗示している。
説明のために、システムの一部或いは全てを引用するために、「ノウボット（登録商標）
システム」という用語を用いる（ノウボット（登録商標）は、ナショナルリサーチインセ
ンティブ社の登録商標である）。このノウボット（登録商標）システムは、システムの部
分をなすコンビュータを当該システムの外部にあるコンピュータから識別することを可能
にし、かつ、システムにより定義された手法によってのみ相互作用する、良く定義された
境界を有する。ノウボットシステムの内部に存在するもの、および、その外部に存在する
ものの双方を、分散システムと称することができる。システムの内部にあると考えられる
部分は、所定の手法のみによって、他の部分と相互作用する。適当な行為を定義する規則
は、実際には、どのように構成部分が生成され、かつ、これが、システムの適切に機能す
る構成部分であると常に考えられるかを決定する仕様である。
ノウボット（登録商標）システムは、主として、ソフトウェアシステムであり、その構成
部分は、所定の手法にて作動するプログラムである。ソフトウェアは、コンピュータベー
スの（ハードウェア）環境にて作動し、時折、ハードウェアの資源を生成し、割当て、管
理する基本プログラムであるオペレーティングシステムと関連して作動する。ノウボット
（登録商標）システムの基本設計の基礎には、以下の仮定が存在する。すなわち、システ
ムが稼動しているコンピュータは、オペレーティングシステムの「頂点にて」作動するノ
ウボット（登録商標）システムにより必要とされる機能を提供するオペレーティングシス
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テムを有している。任意のオペレーティングシステムがデータ通信（ネットワーク）環境
を基礎とするコンピュータの組み込みをサポートし、かつ、オペレーティングシステムの
全体の制御の下で、「時分割」で複数のプログラムが同時に作動することができる場合に
は、当該オペレーティングシステムは適切なものとなる。さらに、コンピュータ間で移動
可能な（ノウボットプログラムと称される）プログラムは、十分な情報を収容し、これに
より、所望のように実行を開始し或いは再開できなければならず、かつ、コンピュータが
、インタープリタ、スケジューラ、記憶などの必要なサポート環境を提供しなければなら
ない。ノウボット（登録商標）システムは、広汎なハードウェアおよびオペレーティング
システムの頂上に提供され得る。
また、ノウボット（登録商標）システムの一部をなすコンピュータが少なくとも間欠的に
、共通の通信ネットワークに接続され、ノウボット（登録商標）システムの行為の規則に
したがって、時折、情報が一方のコンピュータから他のコンピュータに通過すると考える
。
ノウボット（登録商標）システムは、種々で別個のシステムや資源、および、これらの間
の相互接続システムとしてのサービスを、共通するオペレーティング環境にリンクする。
ある一つのシステムおよびその資源に関する情報は、中間メカニズムを介して他のシステ
ム、ノウボット（登録商標）システムに通信される。ノウボット（登録商標）システム自
体により、関連するシステムおよび資源から識別されて、タスクを実行することができる
。また、ノウボット（登録商標）システムは、これら関連するシステムおよび資源が与え
られたタスクを実行することを容易にする。
以下に、我々は、ソフトウェア、ハードウェアおよび通信設備の集合体が、一緒になった
ときに、どのように組織されて、ノウボットとして機能されるかを記載した概念を説明す
る。実際に、これら概念の全ては、一連の所定の規則にしたがってふるまうソフトウェア
加工品（ artifact）に基づいている。これら加工品には、「ランニングプログラム」や、
後のアクセスのための「収納庫」とは別に記憶された「ディジタルオブジェクト」が含ま
れる。本発明の概念は、全般的には、任意のあるハードウェア、通信ネットワーク或はオ
ペレーティングシステムの仕様というよりも、むしろ、ソフトウェア加工物の定義および
行為に基礎を置いている。しかしながら、所望であれば、所定の場合に、超ＬＳＩの技術
が許すのであれば、ソフトウェアの一部或いは全部を、集積回路（たとえば半導体チップ
）のシステムに置き換えても良い。
ノウボット（登録商標）プログラムは、与えられたマシンにて実行する基本的なソフトウ
ェア要素である。ノウボット（登録商標）プログラムのある事例は、クーリエであり、あ
るコンピュータから他のコンピュータに移動するのにしたがって、或いは、外部世界と相
互作用するときに、ノウボット（登録商標）プログラムによってその形態をなす。ノウボ
ット（登録商標）プログラムは、種々の手法にて明確にされ得るキャリー情報（データ）
を含むことができる。ノウボットプログラムの到着および出発を処理するため、ノウボッ
ト（登録商標）プログラムと他のノウボット（登録商標）プログラムとの間の情報交換の
ため、並びに、ノウボット（登録商標）プログラムを、「収納庫」と称される情報アクセ
スサブシステムを含むノウボット（登録商標）システムの他の部分と相互作用させ、かつ
、人々や、可視的、可聴的または他の明白な表現によるものを含む外部のサブシステムと
相互作用させるために、ノウボット（登録商標）システムにおいては準備がなされる。
ノウボット（登録商標）プログラムの重要な特徴は、権利所有者のためにデータを保護し
、記述された用語や状況にしたがってその適用を制御し、かつ、データを解釈して、これ
を可視的、可聴的または他の手法で明白にし、かつ、人間の相互作用が、表現の選択に影
響を与えられるようにすることにある。
ノウボット（登録商標）システムはソフトウェアベースのオープンアーキテクチャの相互
接続構造を有しているため、他の高度に成功したインターネットとして知られているソフ
トウェアベースのオープンアーキテクチャの相互接続システムを論じるのに有用である。
インターネットは、急速に発展した、数百万のコンピュータおよび数万のネットワークを
ともにリンクさせる「ネットワークの中のネットワーク」である。インターネットは、「
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パケット切換」環境によりコンピュータを互いにリンクするための最小限の一連の要求を
介して、かつ、どのように、いつおよび何の形態の情報がインターネットの一部をなすコ
ンピュータ間に交換されるかを統治するあるフォーマットおよび手続上の取極（プロトコ
ル）に従うことにより実現される。
第１図に示すように、インターネット１０は、基本的には世界中の任意の場所に位置する
コンピュータユーザのための通信フレームワーク１２を提供する。任意のコンピュータ１
４ａは、共通に理解されるパケットプロトコル１６および共通に受け入れられるアドレス
スキーム１８にしたがうことにより、任意の他のユーザ１４ｂにディジタル情報を送信す
る。パケットプロトコルは、受容体のアドレスを含むディジタル情報を伝達する構造およ
びパケットの取り扱いのための最小限の規則の組を設定する。アドレススキームは、二重
アドレスの防止を含むアドレス割当てのための最小限の規則を設定する。パケットプロト
コルおよびアドレススキームにしたがうコンピュータは、パケットがその宛先に到着し、
かつ、受容体が伝達されたディジタル情報をアクセス可能である点で、比較的確実である
。その一方、インターネットフレームワークは、本質的には、パケットをフォーマットし
、送信し、受信し、解体し、或いは組み立てる物理的なハードウェア／ソフトウェアネッ
トワーク部品２０の定義を意図しておらず、その代わりに、ユーザ、ユーザのグループお
よび販売者にこれら事項を委ねている。これにより、実行スキームおよび実行結果のため
のオープンな分散マーケットが実現された。
パケットプロトコルのハードウェア／ソフトウェアの要求が最小限であり、かつ、これら
の中で本質的には任意のディジタル情報が伝達されるため、経済的価値の交換のためにペ
ーパーチェックが法的提供を与えるように、分散ネットワークを横断するディジタル情報
の交換のためのカレンシー（ currency）２２を提供している。インターネットフレームワ
ークの曖昧なアドレススキームおよび他の態様は、連邦予約手形交換所（ Federal Reserv
e clearinghouse）の曖昧なトランジットコードが手形交換のための一般的な媒体を提供
するように、一般的媒体２４を提供する。しかしながら、（用紙のサイズや他の手形のプ
ロトコルによる要求が満たされていれば）手形交換所がどのような手形が振り出され、配
達され、受理され或いは使用されるかについて何ら制限を課していないのと同様に、イン
ターネットフレームワークは、ユーザが生成し、送信し、受理し、および、使用するパケ
ットにおける物理的なありさまに何ら制限を課していない。
（第１図の幾分脈絡を欠いた表示１２、２０により示唆された）物理的な手段からの広汎
に分散されたネットワーク（すなわちフレームワーク）上のディジタル情報の交換のため
の媒体およびカレンシーを切断する考えは強力なものであり、かつ、インターネットの大
いなる成功に向けられたものであった。これは、個人、非営利団体および営利団体が、手
段の中央制御を要求されることなく、インターネットに関係し、インターネットにより利
益を得ることができるからである。同時に、インターネットの共同社会は、共通に受け入
れられるインターネットフレームワークにて具現化される原理を促進しかつこれを改善す
るために、絶え間なく努力している。これは、概念があらゆる源から作られ、これがテス
トされ、広汎な有用性が見出された場合には、この概念が最終的に受け入れられるフレー
ムワークの一部となるような中央集権化を避けるようなプロセスを経て実現される。この
概念において、提案された原理がフレームワークになり、かつ、広く適用されるか否かは
、主としてこれらの品質による。
インターネットフレームワーク、および、これが実行される物理的なネットワークの他の
強力な特徴は、他の通信フレームワークおよび他の物理的ネットワークと容易に共存でき
る能力にある。インターネットは、現在のところ、多くの異なるタイプのネットワークお
よび通信媒体を受け入れる。原理的には、ほとんど全てのネットワークおよび通信媒体が
、インターネットの一部をなし得る。
最後に、インターネットフレームワークは、高度に拡大可能であり、世界規模でユーザ数
の拡張を比較的容易になすことができる。

第２図に示すように、本発明は新規でより強力なフレームワーク（ノウボットフレームワ
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ーク２８と称する）が、（インターネットフレームワークの場合のように）単にディジタ
ル情報を通信するためではなく、分散システム３２にて利用可能な資源（たとえば、イン
ターネット或いは他のネットワーク）を利用して、ネットワーク関係者３０ａ、３０ｂの
ために実行されるタスクを有している。「ネットワーク関係者」という語句中に、我々は
、実行すべきタスクを要求し得る全ての存在を含んでいる。これには、コンピュータおよ
びネットワーク中の他のハードウェアやソフトウェアをはじめ、スタンドアローンのパー
ソナルコンピュータおよび組織から独立したものが含まれる。「タスク」に関して、我々
は、ネットワーク上の資源により実行され得る全てのものを意図している。タスクは、広
範囲な複雑さを有することができ、典型的には、これらは、単に、ディジタル情報を含む
単純なインターネットパケットの配達によりなされる種類のディジタル情報の通信以上の
ものを含む。特に、タスクは、しばしば、実行すべきタスクを要求した存在の位置から離
れた位置にてなされる処理ステップを含む。「資源」に関して、我々は、タスクの実行の
ために寄与可能な、ネットワーク上の全ての有用なものを意図している。これは、コンピ
ュータソフトウェア、記憶されたディジタルオブジェクトおよび広汎なサービスを含むこ
とができる。
ノウボットフレームワークは、いかなる任意の複雑さが実行されるタスクを有する「カレ
ンシー」と、タスクの実行の一部をなすカレンシーを取り扱うための「媒体」との双方を
定義する。このカレンシーはノウボットプログラムと称される。ノウボットプログラムは
、関係者のために実行すべきタスクを実行するのに役立つネットワーク関係者の移動可能
な使節（ emissary）である。このタスクは、ユーザのシステムにおいて局地的に実行され
、或いは、局地的および／または遠隔的に他の位置にて、他のシステムおよび資源との相
互作用を含むことができる。ノウボットプログラムを取り扱うための媒体は、分散ノウボ
ットサービス環境或いは単にノウボットサービス環境と称される。ノウボットサービス環
境は、ネットワークのある場所にて稼動する、潜在的には無限の数の種々のいわゆるノウ
ボットサービスステーション（ソフトウェアおよび／またはハードウェア）として分散さ
れる。ステーションは、ノウボットプログラムを生成し、記憶し、実行しかつ削除するこ
とができ、他の場合には、ノウボットプログラム自体により、または、行為をなすことを
認証され或いは行為を認められたユーザにより決定されたように、ノウボットプログラム
上の許可された行為をなすことができる。ノウボットフレームワークは、ノウボットプロ
グラムの構造のための最小限の規則３８の組（たとえば、プログラムが実行すべきタスク
に関するある情報を含んでいなければならないこと）と、ノウボットサービス環境にて実
行される機能のための最小限の規則４０の組（たとえば、ノウボットプログラムを生成し
、送信し、受信し、モニターしかつ削除可能な典型的なノウボットサービスステーション
）とを定義する。
我々は、以下に、ノウボットプログラムおよびそのサービス環境に対して、いくつかの付
加的な特定の原理を述べるが、全般的には、ノウボットフレームワークの強化は、インタ
ーネットフレームワークの場合と同様になされ、これは、ハードウェアおよびソフトウェ
アの手段に関する自由市場の力や、フレームワーク原理に関する、ノウボットユーザの共
同社会内でのオープンスタンダードの発展プロセスによる。インターネットフレームワー
クのように、ノウボットフレームワークは、ネットワーク中でタスクを実行するための他
の手法と自由に共存でき、かつ、容易に拡大可能であることが意図される。
一般に、ある態様において、本発明は、通信リンクにより相互接続された多数のコンピュ
ータのネットワーク上で実行すべきタスクを可能とすることを特徴とする。また、これら
コンピュータの一部或いは全部を、ネットワークの内部におくことができる。あるサービ
スステーションから他のサービスステーションに送信され、或いは、その環境から（いち
おう）輸出されるノウボットプログラムを参照するときに、我々は、クーリエという用語
を用いる。各コンピュータにおいて、ノウボットプログラムは、通信リンク上で受信され
かつ送信され、また、記憶されかつ生成され得る。また、ノウボットプログラムに関連す
るタスクの実行が進められ得る。各ノウボットプログラムは、全体において一意的な識別
子と、（適用可能なときに）ネットワークを介した経路を定義するナビゲーション情報と
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、実行すべきタスクに関する情報を含む。互いにクローンであるノウボットプログラムは
、同一の基本識別子を使用し、これらには、互いに識別するためのバージョンナンバまた
は他の区切り文字（ delimiter）が設けられる。
一般に、他の態様において、本発明は、通信リンクにより相互接続された多数のコンピュ
ータのネットワーク上にあるコンピュータが、上に述べたステップにより、分散ノウボッ
トサービス環境に関与できるようにすることを特徴とする。
本発明の手段は、１以上の以下の構成を備えることができる。
コンピュータの関係者（たとえば、人、プロセスまたはコンピュータ上で作動しているノ
ウボットプログラム）は、実行すべきタスクを定義することができる。定義されたタスク
に関連する情報は、ノウボットプログラムの一つに組み込まれる。ノウボットプログラム
に収容されたタスク情報は解釈され得る。タスクの実行を進めるステップは以下のステッ
プを含む。すなわち、付加的なノウボットプログラムを生成し、他のノウボットプログラ
ムと相互作用し、ディジタルオブジェクトの収納庫に相互作用し、情報のデータベースに
問い合わせ、プロトコルを変形し、当該タスクに関連するサービスを提供する他の位置を
特定するディレクトリサービスを提供し、セキュリティを決定し、「新しいこと（ what's
 new）」のサービスを提供し、新たに利用可能な情報を特定し、情報を抽出する「切り抜
き（ clipping）」サービスを提供し、ノウボットプログラムのバージョンを管理するため
のバージョン制御サービスを提供し、実行が他の位置で生じたことを必然的にユーザに知
らせることなく、他の位置でのタスクの実行を得ることによりユーザの行動に応答し、ノ
ウボットプログラムの構成を決定するための方法（たとえば、ディジタルオブジェクトが
ノウボットプログラム内に収容され、要素をアクセスするかどうかを決定すること）を提
供し、存在する仕事から派生する仕事を生成し、他のノウボットプログラム、ディジタル
オブジェクト或いは他のデータを収容するノウボットプログラムを生成し、かつ、ソース
ノウボットプログラムからのメッセージを、異なる場所のターゲットノウボットプログラ
ムに通す。
実行すべきタスクに関する情報は、解釈可能或いは実行可能なインストラクションを含ん
でも良い。ノウボットプログラムは、ディジタルオブジェクト或いはノウボットプログラ
ムの形態のデータを含んでも良い（ノウボットプログラム自体がディジタルオブジェクト
になり得る）。ディジタルオブジェクトは、プロトコル変換情報を含み得る。
一般に、他の態様において、本発明は、局地クエリーがクエリープロトコルに応じ、かつ
、遠隔データベースがデータベースプロトコルにしたがったクエリーに応答するような、
遠隔データベース（或いは遠隔の知識ベースのシステム）の局地クエリーをネットワーク
の通信チャンネルを介して実行することを特徴とする。ノウボットプログラムは、局地ク
エリーに基づき、かつ、ノウボットプログラムのプロトコルに応じて、局地的に生成され
る。ノウボットプログラムは、ネットワークの通信チャンネルを介して、遠隔データベー
スに送られる。遠隔データベースにおいては、データベースプロトコルにしたがってデー
タベースに質問することにより、ノウボットプログラムが役立てられる。クエリーの結果
は、ノウボットプログラムプロトコルにしたがったリターンノウボットプログラム中で、
遠隔データベースから戻される。
本発明の手段は、１以上の、以下に述べる特徴を備えることができる。リターンノウボッ
トプログラムが局地的に受け入れられ、かつ、結果が、リターンノウボットプログラム中
に収容された結果にしたがってユーザに与えられ得る。付加的なノウボットプログラムが
生成されても良い。これは、局地クエリーに基づき、かつ、ノウボットプログラムプロト
コルにしたがっている。付加的なノウボットプログラムの各々は、与えられたデータベー
ス或いは収納庫上で並列的に働くことができ、或いは、他のデータベースに送られ得る。
他のデータベースの各々にて、他のデータベースに質問することにより、対応するノウボ
ットプログラムが役立てられる。他のデータベースの各々からのクエリーの結果は、ノウ
ボットプログラムプロトコルにしたがったリターンノウボットプログラム中で戻される。
リターンノウボットプログラム中に収容された結果は、局地的に処理され、矛盾のない表
示がユーザに提供される。ユーザへの矛盾のない表示は、付加的なリターンノウボットプ
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ログラムが受理されるのにしたがって更新され得る。処理には、冗長情報の除去が含まれ
ても良い。リターンノウボットプログラムは、オリジナルのノウボットプログラムの修正
バージョンであっても良い。付加的なノウボットプログラムは、局地的に生成され、かつ
、ネットワークの通信チャンネルを介して送信されても良い。ノウボットプログラムは、
局地的に受理されるのと同様に生成され得る。
クエリープロトコルは、他のプログラムから得られ或いはユーザにより完成された、表示
可能或いはマシンにより解釈可能な形態を有し得る。ノウボットプログラムプロトコルは
、クエリープロトコルやデータベースプロトコルと異なっていても良い。ノウボットプロ
グラムプロトコルは、実行可能なプログラム言語の同一性およびシンタックスを含んでい
ても良い。ノウボットプログラムは、実行可能なプログラム言語のエントリー（ entry）
およびナビゲーションのエントリーを含んでいても良い。ノウボットプログラムは、ネッ
トワークを操縦することにより、遠隔データベースの場所に到達することができ、かつ、
メッセージのナビゲーションの部分は操縦に関する情報を含み得る。遠隔データベースの
場所は、機械により解釈可能な、および／または、自然言語（たとえば、英語）の形態の
クエリーの実行状態を示すステータスノウボットプログラムを送信しても良い。遠隔デー
タベースでは、ノウボットプログラムが、データベースに質問している期間中記憶されて
も良く、かつ、データベースに質問することおよびその結果を戻すことは、ノウボットプ
ログラム内に収容された制御情報により制御されても良い。ノウボットサービスステーシ
ョンは、ノウボットプログラムを生成し、送信し、受信しかつ削除するために用いること
ができる。遠隔データベースの場所では、ノウボットサービスステーションを、ノウボッ
トプログラムを生成し、送信し、受信しかつ削除するために用いることができる。ノウボ
ットプログラムが送信される遠隔データベースは、局地クエリーにより、局地的かつ自動
的に決定される。ノウボットプログラムの送信は、ノウボットプログラムを、電子メール
プロトコルまたはファイル転送プロトコル、或いは、ネットワーク上の他の通信方法に順
応させることを含む。ノウボットプログラムプロトコルは、変換情報を含んでも良い。
ノウボットプログラムは、認証情報、スケジューリング情報、および、期間や状況の情報
を含んでも良い。
本発明の他の効果や特徴は、以下の説明および請求の範囲から明らかになるであろう。

第１図は、インターネットフレームワークのブロックダイヤグラムである。
第２図は、ノウボットフレームワークのブロックダイヤグラムである。
第３図は、ノウボットサービス環境のブロックダイヤグラムである。
第４図Ａおよび第４図Ｂは、ノウボットサービスステーションのブロックダイヤグラムで
ある。
第５図は、トランザクションマネージャのブロックダイヤグラムである。
第６図は、ゲートウェイのブロックダイヤグラムである。
第７図は、ノウボットプログラムの内容のダイヤグラムである。
第８図および第９図は、シリアルサーチおよびパラレルサーチの手法のブロックダイヤグ
ラムである。
第１０図は、ノウボットプログラムのダイヤグラムである。
第１１図は、ノウボットサービス環境のブロックダイヤグラムである。
第３図は、基本的には無限の数のノウボットプログラム５４ａ、５４ｂ、…を取り扱う広
汎な種々の機能５２ａ、５２ｂ、…を提供し、かつ、各々が分散ネットワークのある場所
にて作動するハードウェアおよびソフトウェアの形態をなす種々のノウボットサービスス
テーション５６ａ、５６ｂ、…を提供するノウボットサービス環境５０を示している。ノ
ウボットサービスステーションの例は、個々のユーザのパーソナルコンピュータ（ＰＣ）
やラップトップ（サービスステーション５６ａ）、ディジタルオブジェクトの供給者であ
る関係者の収納庫やデータベースサーバ（サービスステーション５６ａ）、スマートカー
ドや他のパーソナルディジタル機器や加工品、或いは、電話会社の中央局のスイッチ（サ
ービスステーション５６ｂ）にて作動するソフトウェアを含んでいる。
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第１１図に示すように、ノウボットサービス環境により提供すべき最も基本的な機能には
、情報がどのように収集され、組織化され、エンドユーザ関係者に提示されるか、および
、実行すべきタスクの要求がそのようにエンドユーザ関係者１７２から引き出されるのか
を含む、集合および提示サービス１７０と、クエリーがどのように収納庫関係者１７６や
他の資源に提示されるか、および、結果が提示のためにこれら資源に統合されるかを含む
、検索および統合サービス１７４と、ノウボットプログラムやノウボットサービスステー
ションおよびそのパフォーマンスの真正さを証明し、かつ、ディジタルオブジェクトの権
利を、記述された期間および状況にしたがって、これらプログラムおよびサービスステー
ションにより効果的に保護する保証／保護サービス１７８とが含まれる。これらサービス
につき、より以下により詳細に説明する。

ノウボットサービスステーションは、特別なシステムステータスの非常な柔軟さを備えた
選択されたユーザがサービスステーションを管理し、そのパフォーマンスを更新すること
を認めるが、このノウボットステーションは、オペレーションシステムに類似し、ただし
、関係者が随意にプログラムやファイルを作成し、随意にプログラムを作動させることは
認めていない。一般に、サービスステーションは、関係者の仕様および／またはそれ自体
の内部要求に応答して、ノウボットプログラムを作成する。将来のノウボットプログラム
は、サービスステーションではないユーザのＰＣなどの外部源から到達することができ、
かつ、ノウボット環境での使用のために認証され得る。また、将来のノウボットプログラ
ムは、ＣＤ－ＲＯＭなどの外部媒体上に到達するようにしてもよい。また、サービスステ
ーションは、他のサービスステーションから受理したノウボットプログラムを処理し、か
つ、それ自体の環境にて、ノウボットプログラムを記憶し、管理する。
第４図に示すように、各サービスステーションにて実行される機能は、４つの主たるカテ
ゴリーの範疇にある。すなわち、ｉ．ノウボットプログラムを生成し、送信し、受信し、
認証し、実行し、記憶し、モニターし、かつ、削除することを含むノウボットプログラム
の基本管理６０、 ii．実行すべきタスクを定義する場合に関係者を補助し、実行したタス
クの結果を、有用な形態でかつ有用なときに提供する、関係者６３との相互作用６２、 ii
i．資源により理解されるフォーマットおよび時間で情報或いは行為のための要求を伝達
すること、および、行為の情報や結果を処理することを含む、実行されるタスクを得ると
きに資源６５として働く関係者との相互作用６４、並びに、 iv．他のサービスステーショ
ン６６と相互作用することや、適切かつ許されるときに、外部のおそらく信用できない行
為の組を限定できるようにするためにノウボットフレームワークの一部ではないハードウ
ェアやソフトウェアと相互作用することである。
ノウボットプログラム５４ｅないし５４ｐは、種々のメカニズム、たとえば、インターネ
ットパケットにて輸送されることにより、ノウボットサービスステーションから、ノウボ
ットサービス環境のノウボットサービスステーションまで通過することができる。また、
ノウボットプログラム５４ｑないし５４ｔは、ある期間与えられたノウボットサービスス
テーションにとどまることができ、その意味でホストのノウボットサービスステーション
は、ノウボットプログラムのための宿泊所および／または処理プラントとして考えられ得
る。
第４図Ｂを参照すると、一般的なノウボットサービスステーションの全般的構造には、ノ
ウボットプログラムのための保管庫６０と、（限定されるものではないが） PERL或いは PY
THONなどの言語にて書かれたノウボットプログラムを解釈するためのノウボットプログラ
ムインタープリタ６２とが含まれる。コアノウボットオペレーティングシステム６８は、
（以下に説明する）基本的なキー機能、および、ノウボットオペレーテイングシステムア
プリケーションプログラムインタフェース（ＡＰＩ）６４を提供する。このＡＰＩは、所
定のインタフェースを提供し、これにより、アプリケーションプログラムが、オペレーテ
ィングシステムと相互作用するために容易に書かれることが可能となる。ノウボットオペ
レーティングシステム拡張ＡＰＩ６６は、拡張部（ extension）７０にインタフェースを
提供する。これら拡張部は、殆ど無限の種々の、たとえば自然言語処理などオペレーショ
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ンシステムの基本機能を補足するサービスや機能を含み得る。
単純なノウボットサービスステーションは、基本機能の小さな組を実行できることのみが
必要とされ、かつ、これらステーションは、ソフトウェアプログラムやＶＬＳＩチップの
形態にて、簡単にかつ容易に実現され得る。他のより複雑なノウボットサービスステーシ
ョンは、ネットワーク中のこれらの位置に適しており、かつ、これらが相互作用を期待さ
れる範囲に適するように種々の特殊な機能を有している。
最小限の基本的な機能性を備えた単純なノウボットサービスステーションにつき再度論ず
る。第５図に示すように、ノウボットサービスステーションの中核は、ある種の交通警官
およびステータスハンドラとして作動し、サービスステーション中の行為を監督するトラ
ンザクションマネージャ７０である。このトランザクションマネージャは、ノウボットプ
ログラムがサービスステーションに到着した場合に、ノウボットプログラム受信機７２と
相互作用し、かつ、出て行くノウボットプログラムが出発する場合に、ノウボットプログ
ラム送信機７４と相互作用する。入力スケジューラ７６は、ノウボットプログラムの到着
の軌跡を保持し、適切なときにサービスステーションにて取り扱われるためにスケジュー
リングされることを確実にする。出力スケジューラ７８は、同様に、サービスステーショ
ンから送信すべきノウボットプログラムの軌跡を保持し、これらが順調に送信されること
を確実にする。
他の源から到着したノウボットプログラムは、受信機に直接進む。受信機はアクセス制御
を提供し、到着したノウボットプログラムが適切にサービスステーションに入っていくか
を評価する。そうであれば、受信機はプログラムを記憶部８２に記憶する。そうでない場
合には、受信機は当該プログラムを処分し、或いは、関連する正しい作動をなす。局地的
に生成された、たとえば、サービスステーションと同じ位置のシステム源からのノウボッ
トプログラムは、トランスレータまたは特定部（スペシファイア： specifier）により生
成され、さらに整理されるためにトランザクションマネージャに通される。トランザクシ
ョンマネージャは、引き続いてなされる処理或いは送信のため、局地的に生成されたプロ
グラムを記憶部に配置することもでき、或いは、即座に送るために送信機に直接手渡すこ
ともできる。
入力スケジューラおよび出力スケジューラは、ノウボットプログラムが記憶部に入るとき
の各々に関してなすべき作動を決定する。作動には、即座にまたはある時間の後に、或い
は、周期的に、さらには、他のイベントが生じた後のいずれかにプログラムにより呼び出
されるステップを実行することが含まれる。このような処理を実行する時がくると、入力
スケジューラは、トランザクションマネージャに通知する。プログラムを送信する時がく
ると、出力スケジューラは送信機に通知する。
トランザクションマネージャは、サーバステーション中の全てのトランザクションを管理
し、ステータスを周期的にチェックする。トランザクションマネージャは、進行中のトラ
ンザクションの軌跡を保持し、他のサービスステーションに、ステータスおよびエラー状
況を通知する。（通知を提供する一つの方法は、新たなノウボットプログラムを他のサー
ビスステーションに送信することによる。）トランザクションマネージャは、インタープ
リタ８４の助けを求め、ノウボットプログラムを実行する。これは、受理されたノウボッ
トプログラムが、局地的ユーザや局地的な収納庫或いは他の場所に向けられることが意図
されるか否かを決定するときに生じる場合がある。インタープリタは、プログラムを「解
釈し」（たとえば、ノウボットプログラムを稼動して）、どのような作動をなすべきかを
判断する。局地的ユーザに向けることを意図する場合には、解釈の結果はスペシファイア
に通されて、次いで、ユーザとの通信がなされる。たとえば、スペシファイアは、どのよ
うな画像がスクリーン上に現れるか、或いは、与えられたタイプの多数の行為がユーザの
ためにどのようになされるかなど、提示事項を取り扱うことができる。この情報は、ノウ
ボットプログラムから取り出され得る。
局地的な収納庫８６に向けることが意図される場合（たとえば、プログラムにより表わさ
れるタスクが収納庫内のある情報をアクセスするものである場合）には、解釈されたノウ
ボットプログラムは、どの収納庫をアクセスするかを決定するとともに、その実行法（た
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とえば、シリアルかパラレルか、粗さ（ granularity）のレベル、および、どのように情
報を命令し且つ組み合わせるか）を計画する。次いで、ノウボットプログラムは、当該プ
ログラムに沿って、解釈の結果を、１以上のトランスレータに通し、トランスレータが収
納庫と通信する。トランスレータは、プログラムにより表わされる要求を、局地的な収納
庫の言語に変換する。局地的な収納庫は、直接要求を実行できるようにしても良い。他の
場所に向けることが適切である場合には、トランザクションマネージャは、解釈の結果を
、ネットワークを経て所望の場所に急送するために送信機に通す。所望の場所は、インタ
ーネットの場合には他のサービスステーションであろうが、収納庫、ゲートウェイ、或い
は、ノウボットサービス環境の外部にある資源であっても良い。
収納庫の検索結果は、トランスレータを介して戻される。トランスレータは、これをフォ
ーマットして記憶部８２に記憶し、かつ、トランザクションマネージャに通知する。トラ
ンザクションマネージャは、次いで、トランザクションの終了を記録し、出力スケジュー
ラに進める。
出力スケジューラは、種々の返還の方針を提供する。通常は、結果はプログラムの形態で
戻され、その場合に、送信機は、出力スケジューラにより指示されたときに、指示された
ようにプログラムを送信する。さらに、結果は、他の媒体（たとえば、Ｅ－メイルやファ
イル転送）にて通信され、或いは、配達に適した「マークアップ（ markup）言語」に利用
できるようにされる。このマークアップ言語は、その構造を通知する情報からなる自己記
述の形態をなし、このため、他の解釈が下流側にて可能である。結果はユーザに戻され、
或いは、記憶または処理のための指定された中間の位置に戻される。
第６図に示すより複雑なシステムは、種々のユーザがアクセス可能なサービスを提供する
ために、収納庫９２ａ、９２ｂ、…に記憶されたディジタル情報の大規模なプロバイダに
より使用可能である。ユーザは収納庫に含めるために材料を提供することを希望でき、或
いは、収納庫に保持された情報（ディジタルオブジェクト、以下参照）にアクセスするこ
とを希望できる。サービスプロバイダは、ゲートウェイを保持する。このゲートウェイは
、多数のサーバ９４ａ、９４ｂ、…を有し、その中の少なくともいくつかは、収納庫およ
びゲートウェイの管理に関する他のソフトウェアとともに、ノウボットサービスステーシ
ョン９６ａ、９６ｂ、…を有している。各サーバは、１以上のローカルエリアネットワー
ク（ＬＡＮ）と接続され、また、収納庫および一組のルータ９９ａ、９９ｂ、…に役立つ
。各ルータは、たとえば、ダイヤルアップ、ワイヤレス、Ｘ．２５リンク或いはインター
ネットネットへの接続などを含む通信リンクを接続されている。
収納庫へのクエリーの作成を希望するユーザは、ノウボットプログラムを組み立て、これ
が、まず、適切なアドレスサーバ１０２に問い合わせて、収納庫のＩＰアドレスを決定し
、クエリーに対して回答し、ルータ９９ｂに進む。ルータ９９ｂは、プログラムを、サー
バの所定の一つに送信し、そこで、ノウボットサービスステーションは、所定の収納庫と
相互作用して、クエリーを完了する。また、結果は、ノウボットプログラムによりパッケ
ージにされ、インターネットを介して戻される。
第６図のノウボットサービスステーションは、検索の要求や他の作動を同調させるために
互いに相互作用する。

ノウボットプログラムの論理構造が、ネットワークを介したプログラムを助けてガイドす
るため、および、その作動のための命令を提供するために情報のフィールドの形態にて第
７図に示されている。フィールドの正確な順序は重要ではなく、フィールドは、ノウボッ
トがノウボットサービス環境を介して移動するのにしたがって、サービスステーションに
より追加され或いは変更され得る。保管庫においては、種々の実行手段があり得るし、ま
た、多くのフィールドは不必要であり省略することもあり得る。
第１のフィールドは、ノウボットサービス環境にて現在のところ存在する他のノウボット
プログラムからこのノウボットプログラムを識別する、全体において一意的な識別子１１
０である。これは、長期間にわたりノウボットプログラムを識別するのにも有用であって
もよい。識別子の一部は、ノウボットプログラムを作成したノウボットサービスステーシ
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ョンの識別から派生している。識別子は、保管庫からノウボットプログラムを検索するた
めに用いることができ、或いは、ノウボットプログラムを参照するために用いることもで
きる。一意的な識別子がセマンティック（ semantics）を備えたものである場合には、当
該プログラムを作成したノウボットサービスステーションは、セマンティックが何である
かを明らかにするためのタイプおよびバージョンのインジケータを提供し、或いは、この
情報は、以下に説明するシステム、時間および日付のフィールドに収容され得る。
全体において一意的な識別子により、ノウボットプログラムの存在、位置および活性が適
切に制御され或いは決定されつつ、ノウボットサービス環境に存在することができる。
次の（オプションの）フィールドは、ノウボットプログラムの真正さ、特に、ノウボット
プログラムを考案したと主張する環境により、当該ノウボットプログラムが実際に作成さ
れたことを確実にするために用いられる認証情報１１２である。また、必要であれば、ノ
ウボットプログラムの一部或いは全部が、暗号化されていても良い。
次のフィールドはスケジューリング情報１１４を収容している。これは、いつ或いはどの
くらい頻繁にノウボットプログラムにより表わされるタスクを実行すべきかに関連してい
る。これは、当該フィールドに記述されたコストや時間の制限に依拠していても良い。ま
た、このフィールドが、（エラー情報通知を含む）必要なステータス情報を特定しても良
い。このスケジューリング情報は、不足のない仕様の情報がプログラム中の他の位置にあ
ると仮定している。スケジューリング情報は、たとえば、いつノウボットプログラムが機
能を果たすか、どのくらいの期間だけノウボットプログラムが存在するか、および、いつ
どのようにしてノウボットプログラムがステータス情報を戻すべきかを示している。タス
クをスタートさせるための命令のある例には、（ａ）「収納庫Ｘで明日の午後２時にこの
ノウボットプログラムを稼動させる」；ノウボットプログラムは収納庫内の稼働中のノウ
ボットプログラムにリポートを戻す、（ｂ）「収納庫Ｙで毎日正午にこのノウボットプロ
グラムを稼動させる」；結果は、いわゆるその日の新しいことになるであろう、（ｃ）「
イベントＺが生じるまで待機し（たとえば、我々が使用したいカレンシーを知るまで）、
次いで、当該イベントの結果を用いてノウボットプログラムを稼動させる」、（ｄ）「こ
のノウボットプログラムを稼動し、イベントＷが生じた場合（たとえば、株価が１５未満
になった場合）には、行為Ｑをなし（たとえば、売却する）、これが２０を超えた場合に
は購入する。」ノウボットプログラム１７４は、また、他の起動の基準やトリガー状態を
含んでいても良い。
次のフィールド、すなわち、ナビゲーション情報１１６には、ノウボットサービス環境に
おけるプログラムの将来のナビゲーション、および／または、プログラムによりなされた
ナビゲーションの経路のヒストリーが獲得されている。
次のフィールドである時間および状況１１８は、プログラムのために実行されたタスクに
対する支払許可などの領域、或いは、使用期間および使用状況に関連している。この情報
は、公開鍵の暗号や、支払許可のための等価なメカニズムの使用、並びに、他の期間およ
び状況により保護される。支払情報は、許可されたクレジットの限度を示し、支払許可を
確実にすることができ、かつ、この情報は、ノウボットプログラムに完全に収容しても良
いし、ディジタルキャッシュ支払システムや他の電子支払メカニズムと協働しても良い。
次のフィールドである、システム、時間および作成の日付１２０は、プログラムがコピー
され、或いは、そのヒストリーの記録が必要な場合の追跡メカニズムを提供する。他のプ
ログラムに組み込まれたプログラムはそれ自体のシステム、時間および作成日付を有する
。このフィールドは、情報を取得可能なノウボットプログラムを特定しても良い。
次のフィールドである、オペレーション１２２は、典型的には、ノウボットプログラムの
内容と協働する実行すべきインストラクションシーケンスを収容する。ノウボットサービ
スステーションにて解釈可能な任意の言語が認められる。インストラクションシーケンス
は、自然言語（たとえば英語）を解釈するための自然言語理解プログラムと協働して用い
られる自然言語のディジタル表示であり得る。インストラクションシーケンスの単純な形
態は、フォーマットされた検索コマンド或いはアクセスコマンド、たとえば、「識別子Ｘ
を持つ物（オブジェクト）にアクセスせよ」或いは「特定の名称の人物によりかかれた物
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を検索せよ」というものである。また、インストラクションシーケンスは、たとえば、「
自分を実行して、実行結果中の宛先の名前に結果を通せ」というような実行すべき処理を
特定するものであっても良い。
次のフィールドである経路（ path）１２４は、全般的には、最も最近にプログラムを取り
扱ったサービスステーションを特定する。また、このフィールドは、プログラムが取り扱
われた時間にしたがって、当該プログラムを先に取り扱った一連のサービスステーション
に関する情報を含んでいても良い。以前および将来の軌道に関する不完全な情報を含み得
るナビゲーションフィールドと異なり、パスフィールドは、実際に取られた経路（パス）
の最終的な経路をもたらすことが意図される。
次のフィールドである、データ記述１２６は、全般的には、データごとの（ハンドルとし
て知られている）一意的な識別子、（以下に説明する）データの各部分のユーザに関連す
る権利、（必要であれば）リポート要求、および、インストラクションシーケンスを使用
するための方向を含む。この方向は、実行可能なプログラムの形態をなしていても良い。
最後のフィールドであるデータ１２８は、以下に述べるもののうち１以上を含んでいる。
ａ．　我々がディジットのシーケンス（たとえば、二進数のディジットやビット）と定義
したものであるディジタルオブジェクトおよび我々が「ハンドル」と称している関連する
一意的な識別子である。ディジタルオブジェクトには、権利（たとえば著作権）、或いは
、他の権利や利害関係を主張した情報や材料が組み込まれていても良い。また、ここには
、ディジタルオブジェクト自体に関連する権利が有っても良い。したがって、ディジタル
オブジェクトは、従来の著作（たとえば、文字や絵画）や、コンピュータユーザのための
所望の表明を生成することができる、より広汎な任意のディジタル材料を含み得る。した
がって、ディジタルオブジェクトは、プログラム、および、先に存在する一以上の著作に
基づきまたはこれを組み込んだ他のデータを含み得る。ディジタルオブジェクトはネット
ワークを経て配布され、次いで、全体的或いは部分的にコンピュータスクリーン（或いは
他の出力装置、たとえばプリンタ）上に表現され得る。ディジタルオブジェクトは、オー
ディオ、ビデオまたは３－Ｄの場面および加工物や、多くの異なる方法にて表現される可
能性が有り且つその表現が始めて起こるようなビットシーケンスを含み得る。ディジタル
オブジェクトにおいて主張される権利の通知に関して、権利とは、法令の下にて存在する
もの（たとえば、著作権、特許権、トレードシークレット、商標権）或いは個人的な行為
（たとえば、秘密、共同事業または交渉）の結果としてのものをいう。
ｂ．　ビットのシーケンス（おそらくは、データのタイプを備えている）
ｃ．　（ディジタルオブジェクトなど）他の存在への間接的な引用
ｄ．　上述したものの組
ｅ．　（組を含む）上述したものの組み合わせ
記述フィールドの内容により、ディジタルオブジェクトは、権利を完全に認識しつつ、か
つ、その内容に関する許可を得て、独立して特定されかつ処理され得る。ディジタルオブ
ジェクト自体がノウボットプログラムであっても良い。
ノウボットプログラムは、タスクを実行するために、必要に応じて互いに通信することが
できる。このような通信手段は以下の通りである。
１．マルチキャスト（ multicast）通信は、複数の他のノウボットプログラムに到達させ
る場合やターゲットのノウボットプログラムの位置が前もって知らされていない場合に用
いることができる。２．源のノウボットプログラムは、ターゲットを作り出したノウボッ
トサービスステーションを介してメッセージを発送することより、当該メッセージをター
ゲットのノウボットプログラムに送信することができる。３．あるノウボットプログラム
から他のノウボットプログラムに直接通信するために、所定のメカニズムを使用すること
ができる。
ノウボットプログラムをどのように送受信するかを定義するプロトコル或いはプロトコル
の組に加えて、システムは、メッセージをどのように送受信するかを定義するプロトコル
或いはプロトコルの組を備えていても良い。ある場合には、メッセージを送信する方が、
ノウボットプログラム自体を送信するよりも、むしろ効果的である場合がある。たとえば
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、ノウボットプログラムがノウボットサービスステーションに到達し、処理の前に、他の
ノウボットプログラムからのメッセージを待つ場合がある。
ノウボットプログラムは、ノウボットサービスステーションにて互いに相互作用すること
ができる。ノウボットプログラムは、ノウボットサービスステーションにて増殖しても良
い。ノウボットプログラムのクローンの各々は、その親や兄弟と独立して作動可能である
。ノウボットプログラムおよびこれらのクローンは、その活動を同調させ、かつ、タスク
を実行するのに協力しても良い。より一般には、任意のノウボットプログラムは、クロー
ンであろうとなかろうと、任意の他のノウボットプログラムと同調して作動することがで
きる。
ノウボットプログラムは持続性を持ち、すなわち、ノウボットプログラムは、ノウボット
作動環境において用心深い存在を維持するという期待をもって生成され得る。通常は、持
続性のあるノウボットプログラムは、特定のノウボットサービスステーションに存在する
が、ノウボット作動環境中を絶え間なく移動する持続性のあるプログラムが存在していて
も良い。
単純なユーザのクエリーやシステムクエリーを伝達するノウボットプログラムは、複雑な
検索手順を作り出し或いは他の分散タスクを実行する。いくつかの収納庫やデータベース
に質問を与えて、全ての必要な部品を得て、検索や他のタスクの実行を満足しても良い。
（収納庫は、複数のデータベースや知識ベースを収容していても良い。）これら部品は、
単一の応答或いは複数の応答としてユーザに配布される。ある場合には、ユーザは部品の
一部或いは全部を別に配布すべきことを求め、或いは、システムがこれを許可するであろ
う。
ノウボットプログラムは、クエリーや検索に対応していない、（おそらく、他のノウボッ
トプログラム、収納庫、データベースおよび／または知識ベースと協働した）複雑なタス
クを実行する場合がある。たとえば、ネットワーク中で、コンピュータ中で、或いは、コ
ンピュータやネットワークの組において、プログラムの起動、パラメータの設定或いはソ
フトウェアパッチの挿入など何かが生じる場合がある。

ノウボットサービス環境中のノウボットプログラムおよびノウボットサービスステーショ
ンは「資格のある存在」として特定される。これにより、全てのサービスステーションと
いうわけではないが、システムの行為についてある保証が与えられる。また、種々の保証
のレベルを特定することができる。あるサービスステーションでは、その資格は、ノウボ
ットサービス環境中のサービスステーションの存在を登録することに相当する。このよう
な登録をなす団体は、認証された場合を除きサービスステーションを変更しない（つまり
、みだりに手を付けない）ことに同意するであろう。サービスステーションは、（たとえ
ば、サービスステーションが変更され、或いは、その作動が修正される場合に）それ自体
の完全性を決定するためのメカニズムを含み得る。
資格のあるサービスステーションに到達したノウボットプログラムは、プログラムを生じ
たサービスステーションや実行のコストを提供したサービスステーションの資格が受け入
れ可能であるかどうかにかかわらず、資格のあるサービスステーションにて取り扱い可能
となる。費用のかかる実行について、認証のため電子支払が必要な場合もある。権利（た
とえば著作権）のあるディジタルオブジェクトや権利（たとえば契約或いは証文）に関す
るディジタルオブジェクトをアクセスする要求がある場合、ある信頼レベルにて資格のあ
るサービスステーションのみに、ノウボットプログラムを戻すことができる。プログラム
に関するサービスステーションが資格があるか否かを決定するために、アクセスを実行す
るのに先立ってテストがなされても良い。或いは、より制限されていない案では、ディジ
タルオブジェクトに関して何がなされるかという点でプログラムを単純に制限しても良い
。
ノウボットプログラムに関して、資格とは、資格のあるサービスステーションがプログラ
ムの作成者であり、全体において一意的な識別子を当該プログラムに割り当て、関連する
情報にしたがってノウボットプログラムのコピーを保持していることを単に意味するもの
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であっても良い。ノウボットプログラムが削除されたときに、当該プログラムを作成した
サービスステーションに、ステータスメッセージが戻される。このメッセージの配布は、
当該ステーションが利用可能でない場合には延期される。長期間存在するノウボットプロ
グラムおよび比較的短期間存在するノウボットプログラムを含む場合の通知のための他の
メカニズムは、他のステーションに通知することにより、その責任を転嫁する。
ノウボットプログラムを作り出したサービスステーションにより維持され、或いは、当該
サービスステーションとアクセス可能な収納庫に記憶されたときに、当該ノウボットプロ
グラム自体をディジタルオブジェクトとして見られるようにしても良い。ノウボットプロ
グラムを、任意のサービスステーションにより削除できるようにしても良い。ノウボット
プログラムがもはや保持する価値がないと考えられる場合には、ノウボットプログラムの
記録を、これを作り出したサービスステーションにより削除できるようにしても良い。
ノウボットプログラムは、機密性或いは所有権の主張がなされたディジタルオブジェクト
を、与えられたコンピュータにある間或いはネットワークを経て輸送されている間に要求
し、および／または、受理することができる。公開鍵暗号などの従来からのネットワーク
セキュリティ技術を、輸送および記憶の際の保護のために用いることができる。ここに記
載されたアプローチは、コンピュータ処理の間の、記載された処理を施されたディジタル
オブジェクト或いは使用法の種別を保護するのに役立つ。ある情報の材料は、ネットワー
ク環境にある間、この形態の保護を有する要求をすることになるであろう。資格のあるサ
ービスステーションのみが、この材料にアクセスするに足るだけの信頼がされるであろう
。資格のあるサービスステーションに存在し、かつまた、資格のあるサービスステーショ
ン間を輸送されるノウボットプログラムは、信頼されるものと考えられる。全ての他の環
境に存在し、かつまた、資格のあるサービスステーションの間を輸送されていないノウボ
ットプログラムは、信頼されない存在であると仮定される。（戻りのパス（経路）におい
て、）資格のある宛先のみが資格のあるノウボットプログラムを受理できるということを
保証するために、ノウボットプログラムの源は認証されなければならない。暗号とともに
認証のレベルは、システム内で特定されかつ維持されていても良い。
資格なしにサービスステーションおよびノウボットプログラムを使用することも可能であ
るが、知的所有権を保護する能力に関する保証がなされていないことになる。
有効なノウボットプログラム（たとえば、ノウボットプログラムたる必要な論理構造を有
するもの）は、適切なノウボット構造を生成することができ、かつ、これを作り出すこと
ができる他のソフトウェアへの適切なインタフェースの制限に適合することができる任意
の関係するソフトウェアにより作り出され得る。プログラムを作る際に、インタフェース
の関係者側には、制限をなすことができない。また、認証され或いは資格のあるノウボッ
トプログラムが、認証され或いは資格のあるノウボットサービスステーションにより提供
され或いは有効にされた場合には、ノウボット構造は、認証され或いは資格のあるノウボ
ットプログラムの形態をなすことができる。ノウボットプログラム中のタスクの記述は、
解釈可能な任意の言語、たとえば、 PERLスクリプト、 PYTHON、その他にて表現され得る。
ノウボットサービスステーションは、複数の言語インタープリタをサポートしても良い。
ある言語インタープリタが、他の言語にて表現されたノウボットプログラムの構造上の一
部を解釈できても良い。いずれの場合にも、資格のあるノウボットプログラムは、資格の
あるノウボットサービスステーションのみにより作成される。
資格のあるサービスステーションにて作動することにより、資格のあるノウボットプログ
ラムは、ノウボットサービス環境において知的所有権を保護することができる。権利者が
資格のないサービスステーションに、彼らの知的所有権を送信する意志がある場合に限り
、資格のないプログラムからの情報の要求を満足させることができる。資格のないプログ
ラムの間の通信やなされる行為の種別にあると考えられる技術的な制限は存在しない。し
たがって、資格のあるサービスステーションの外部に送信されたいかなる情報にも、資格
のあるサービスステーションからのさらなる保証は与えられない。このような行為は、通
常は、必要であれば権利者の許可の下でのみ、なされるであろう。このような許可は、期
間および状況フィールドにて示されても良い。しかしながら、資格のあるサービスステー
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ション内では、権利および権利の主張は、続けて保護されるであろう。

各ノウボットプログラムは名前を含み、或いは、１以上のディジタルオブジェクトを示す
ことができる。これらは、一般には、権利および利害関係を持っている。プログラムには
、どのオペレーションが各ディジタルオブジェクトで実行可能かを決定し、要求されたリ
ポートを決定するための十分な情報が含まれている。
ノウボットプログラムは、収納庫の検索、これら自身のオペレーション、プログラム間の
相互作用、および、収納庫への保管をなすことができる。また、これらを、資格のあるサ
ービスステーションに送信することができる。権利者が許可したような場合には、これら
を資格のないサービスステーションに送信することもできる。
各サービスステーションは、各ノウボットプログラムにて実行されたオペレーションの軌
跡を保持する。また、各サービスステーションは、（ノウボットプログラムに収容された
期間および状況にしたがった用法で）「通知機関」、ノウボットサービス環境のキーにな
る部分である論理的な分散システム、或いは、権利者の権利管理手法に適合するように、
リポートを電子的に戻す。ある場合には、重要なイベントやオペレーションが発生する（
たとえば、情報や権利のある材料に基づき、或いは、これらが組み込まれたノウボットプ
ログラムのためのタスクが実行される）ごとに通知が要求されるであろう。他の場合には
、周期的な（たとえば、月ごと或いはＮ個のイベントごとの）リポートのみが要求される
であろう。
通知機関のシステムがネットワークから逸脱した場合には、局地的な情報の収集の後のリ
ポートが依然として要求されるが、リポートの要求は中断される場合がある。或いは、要
求された通知のレベルがありえないものである場合には、そのような環境の下でノウボッ
トプログラムのために実行することが、ユーザに制限される場合がある。たとえば、ある
応用例が時間に依存し、かつ、ネットワークを経た、収集システム（より一般には、権利
管理システム）からの「電子的な許可」の補充に依拠していることがある。
サービスステーションがネットワークから逸脱し、特定の期間内に再度接続されなかった
場合には、サービスステーションが再度接続され、かつ、通知システムが更新されるまで
、通知リポートを提供しなければならない全てのノウボットプログラムが、（たとえば、
サービスステーション記憶部の制限により）作動不能にされる場合がある。或いは、この
場合に関して、サービスステーションは権利者により認証され、当該権利者の任意の材料
を含むノウボットプログラムの活性或いは当該ノウボットプログラムのリポートの制限を
除去しても良い。また、ノウボットプログラムは、必要でないのなら、収集ステーション
から切断された間に収集された全てのリポートを削除するようにしても良い。

ノウボットフレームワークによれば、ネットワーク中の１以上のコンピュータに記憶され
た情報および当該１以上のコンピュータにて利用可能なサービスを利用する、事実上無限
の応用例が可能である。これら応用例は、単一のコンピュータでの典型的な単純な情報の
アクセス要求（たとえば、 Jim DanielsにどのネットワークアドレスでＥ－メールを送信
すべきか、或いは、 Jim Daniels用の公開鍵はどれか？）、若しくは、遠隔サーバへの単
一のコマンド（ 1999年３月３日の任意のときのワシントンＤＣ発サンディエゴ行の片道チ
ケットの発行）に限定されない複雑なタスクを実行することができる。その代わりに、ノ
ウボットプログラムにより、関係者が、情報を検索することができ、かつ、多数のコンピ
ュータから蓄積し或いは多数のコンピュータにて実行される必要があり、かつ、計画中の
後ろ側のステップが、当該計画中の前側のステップの結果に依存するようなタスクを実現
することが可能となる。フレームワークにより、これら全てが、関係者にとってわかりや
すく（或いは要求されれば通知付きで）実現することができる。
ある広汎なクラスでの応用例では、情報に関する単一の関係者の要求に応答することを含
む。この情報は、ネットワーク上の異なる遠隔位置に配置された独立したデータベースを
アクセスし、かつ、ユーザに整然とした提示をなすための情報を組み立てることによって
のみ、得ることができる。
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第８図の特定の例において、インターネットアドレスを得るための中央の登記機関がない
と考える。局地コンピュータ１３０のユーザが他のユーザのインターネットアドレスを必
要とする場合に、第１のユーザは、他のユーザを特定する単一の要求１３０を入力する。
局地ノウボットサービスステーション１３８は、要求を解釈して、対応するノウボットプ
ログラムを作り出し、当該ノウボットプログラムを、一連の他のコンピュータ１３２、１
３４、１３６に送信する。これら他のコンピュータは、それぞれ、それ自体のノウボット
サービスステーションを有し、かつ、ユーザアドレスディレクトリを維持するために知ら
れている。（これは、局地コンピュータのサービスステーションが、このようなディレク
トリを維持するコンピュータのアドレスのテーブルを持っているのであれば、前もって知
ることができる。そうでなければ、サービスステーションは、まず、このようなテーブル
を有していることが知られているコンピュータにノウボットプログラムを送信して、これ
得る必要がある。）コンピュータ１３２、１３４、１３６上のディレクトリ１３８、１４
０、１４２の各々は、それ自体のネーミングやアドレッシングの取極を有する傾向がある
。コンピュータ１３０のサービスステーションは、ユーザのクエリーが共通のプロトコル
にしたがって表現されるようにセットアップされていても良く、かつ、他のコンピュータ
のサービスステーションが、各ディレクトリにて共通のプロトコルから入ってくる要求を
、ディレクトリに直接質問できるような形態に変換する変換ルーチンを備えていても良い
。クエリーの結果は、次いで、ノウボットプログラムに挿入され、当該ノウボットプログ
ラムは、次のディレクトリに進められる。サービスステーションの各々は、クエリーがそ
こで実行されている期間、ノウボットプログラムの「宿泊所」として一時的に機能する。
ノウボットプログラムが一巡して、かつ、多数のアクセス結果を伝達するコンピュータ１
３０に戻すときに、局地サービスステーションの拡張部或いは増進部が、共通プロトコル
からの戻りを、情報の局地的表示に有用なフォーマットに変換する。また、局地サービス
ステーションの増進部は、これらを表示する前に、ユーザのパフォーマンスにしたがって
、結果を組織化する。たとえば、ユーザは、入力の直近の更新に基づき、年代の逆の順序
での表示を求めることができる。また、この表示に、各入力が見出されたデータベース或
いは収納庫を示す表示の付加を求めることができる。
ノウボットプログラムが、第８図に示すようなラウンドロビン方式にて検索を実行するこ
と（すなわち、シリアルに、したがって、タスク管理を分権化すること）により、受け入
れ可能性を長時間にすることができる。他の手法には、基本的に同時にコンピュータ１３
２、１３４、１３６にいくつかのノウボットプログラムを送信し、（第８図の破線に示す
ように）元のコンピュータ１３０に、望むならば特定された時間制限内に、独立してこれ
らを戻すことが含まれる。このような情報を蓄積する並列的な手法（すなわち、集権的タ
スク管理）は、（しばしば起こるように）訪問すべきコンピュータの数が大きいときに、
遅延を減少させるために、本質的に重要である。
他の例では、局地コンピュータのユーザは、特定の外国長期国債の米ドルでの現在の価格
を決めることを求める場合がある。ユーザは、この単純なクエリーが、実際には、外国通
貨の価格を取って、現在の交換レートに基づきこれを米ドルに変換する必要があることに
気付かない場合がある。局地ノウボットサービスステーションの拡張部或いは増進部は、
取り出すべき情報の一つ一つを名づけることなく、ユーザが単に答えを求めるべき問題を
表現すれば良いようなユーザインタフェースを提供する。サービスステーションは、１以
上のノウボットプログラムを適切な遠隔ノードに送信し、必要な情報を取り出す。ひとた
び情報が戻ると、局地サービスステーションの増進部は、現在の価格および変換レートを
使用して、回答を決定し、この回答をユーザに配布する。（しかしながら、情報の一つ一
つは必ずしも必要ではない。）貨幣の変換は、多くの両替の交換にて生じ得るため、ユー
ザは、１つ（所望により１以上）の近接しているが著しく異なる交換レートに基づき、或
いは、いくつかの交換レートからの平均に基づき答えを得るであろう。
この例において、ユーザは、サービスステーションがノウボットプログラムを使用して情
報の行方不明の一片を得て、次いで計算を実行することを要求して、解決すべき問題を明
確にする場合を考える。しかしながら、ユーザが、単に、非数学的な正確な言葉で、問題
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をはっきりと表現できるにすぎず、問題を数学的な形態に変換して、これを解決するのに
助けが必要であるとすると、ユーザは、言葉にて、たとえば、「１９９９年に５，０００
万ドルに達する世界中のＰＣＭＣＩＡモデムのドルでの販売見込みはどのくらいか？」と
いうような質問を言葉にて入力することができる。第９図に示すように、局地コンピュー
タのサービスステーションの拡張部および増進部は、まず、ノウボットプログラム１５１
を、エキスパートシステム１５３がある位置の遠隔サービスステーション１５２に送信す
る。このエキスパートシステム１５３は、製品のドルでの販売をどのように評価するかに
関する知識を収容している。プログラムは、「以下の質問に答えるために、どのような情
報を知る必要が有りますか：…？」という方針に沿って、クエリーを実行する。エキスパ
ートシステム１５３は、「過去５年間の米国内での製品の販売、全世界の人口に対する米
国の人口のパーセンテージ、および、特定の新たな技術に直面した際の製品の生育力の評
価」というような回答を提供することができる。また、このような回答が、当該回答を見
出したコンピュータのアドレスを与えたと考える（そうでなければ、ノウボットプログラ
ムは他のコンピュータを訪れて、上述した情報を取得する）。ノウボットプログラムは、
次いで、サービスステーション１５２の助けをかりて、情報が位置している場所の３つの
他のコンピュータ１５４、１５６、１５８に向けられる３つの新たなノウボットプログラ
ム１６０、１６２、１６４を生み出すことができる。プログラムはパラレル（並列的）に
送信され得るし、或いは、単一のプログラムはシリアル（直列的）に送信され得る。ノウ
ボットプログラム１６６、１６８、１７０にはめ込まれたサービスステーション１５２に
情報が戻ったときに、サービスステーション１５４にて待機している元のノウボットプロ
グラムにより、生み出された３つのプログラムが削除され、当該ノウボットプログラムが
、サービスステーション１５０に結果を戻す。次いで、回答が作られて表示される。
サービスステーションおよびノウボットプログラムは、当該ディジタルオブジェクトの作
成者やこれに関する権利所有者によるネットワーク上での当該ディジタルオブジェクトの
利用可能性を促進するように、コンピュータに配置されたディジタルオブジェクトへアク
セス、当該ディジタルオブジェクトの使用、および、当該ディジタルオブジェクトの補償
を制御するための贅沢なフレームワークを提供する。ディジタルオブジェクトに関する権
利の通知に関して、権利とは、法令の下にて存在するもの（たとえば、著作権、特許権、
トレードシークレット、商標権）或いは個人的な行為（たとえば、秘密、共同事業または
交渉）の結果としてのものをいう。収納庫やディジタルオブジェクトの制御に関する付加
的な情報は、本件と同一の譲受人に譲渡された 1993年 10月 22日出願の米国特許出願第 08／
142,161号に記載され、当該出願は本願に組み込まれている。
ディジタルオブジェクトの作成者或いは所有者は、典型的には、その使用、再生およびア
クセスまたは実行が制御可能であることを希望することができ、また、これら行為を許可
することに対する補償を希望することができる。たとえば、受信機１５０により解釈され
たときに、そのデータがジョージワシントンの肖像を明らかに表わすディジタルオブジェ
クト（「ジョージワシントンデータ」）の所有者は、広告代理店による多数の使用よりも
高校教師による単一の使用に、よりその変更を少なくするように希望する場合がある。高
校に送信されたジョージワシントンデータが認証されていない第三者に送出されるのを防
止するために、暗号化された（ encrypted）バージョンのデータをネットワークに送信す
るノウボットプログラムは、高校のサービスステーションと相互作用することにより、暗
号化されたデータのアクセスを特定のコンピュータに制限し、かつ、高校の特定の登録さ
れたソフトウェアのコピーにて使用するように制限した指令を伝達することができる。
また、ディジタルオブジェクトの作成者および所有者は、当該ディジタルオブジェクトの
システム用、再生および普及に関するレポート、たとえば、受理された支払の検索または
支払のクロスチェックなどを受理しても良く、或いは、統計的な情報を保持するように求
めても良い。ノウボットプログラムは、サービスステーションと相互作用して、このよう
なサービスを提供する。ジョージワシントンデータの例において、所有者は、当該データ
を運ぶノウボットプログラムにより運ばれるデータに価格スケジュールを添付しても良い
。所有者のノウボットプログラムは、サービスステーションとの相互作用を介して、デー
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タの潜在的な使用に関して、購入したコンピュータと実際に交渉しても良い。或いは、価
格を予め定めても良い。プログラムにより、ディジタルオブジェクトへのアクセスおよび
所有者に対する新たな「購入」を報告しても良い。
ノウボットプログラムは、ネットワーク上ですでに有用となっている、ディジタルオブジ
ェクトに添付され或いはネットワークのいずれかの場所にて有用な支払スケジュールにし
たがってディジタルオブジェクトのシステム用に対する支払を収集する支払メカニズムを
使用しても良い（ノウボットプログラムは、収納庫に、パッケージ化されたディジタルオ
ブジェクトおよび支払スケジュールを記憶することができる）。ジョージワシントンデー
タ１５０の所有者は、ネットワーク上で、銀行預金や資金残高を保持することができる。
所有者のノウボットプログラムは、ディジタルオブジェクトの購入者との完全な取引に向
けられ、ネットワーク上で、購入者から所有者の預金に、資金を転送することにより終了
する。資金は、直接的なお金の転送、ディジタルキャッシュ或いはクレジットカード（た
とえば、 Visaやマスターカード）の請求の形をとることができる。さらに、他の信頼され
た認証サービスを使用することができる。
また、ノウボットプログラムは、ユーザにより生成された派生的な仕事の一部として、デ
ィジタルオブジェクトのシステム用を制御するように働くことができる。たとえば、ジョ
ージワシントンデータの所有者は、解像度の減じられたバージョンの表示が、アメリカの
歴史に関するオンラインの作品にて使用するために変更され、或いは、色付きのバージョ
ンから白黒の表示が作られたりすることを認めるように選択することができる。ノウボッ
トプログラムは、ネットワーク中の派生的な仕事へのアクセスを制御することができ、か
つ、アクセス数を所有者に報告することができる。所有者は、上述したように、ノウボッ
トプログラムが自動的に支払の取引の面倒をみるように、これを構成することができる。
一般に、ノウボットプログラムは、派生的な仕事の派生の軌跡に関する情報を保持するこ
とができる。
ノウボットプログラム自体が、現存する仕事に基づく派生的な仕事の生成に巻き込まれる
場合がある。これには、ノウボットプログラムが新たな材料を、現存する仕事を作り直し
た現存する仕事に付加することが含まれる。
ディジタルオブジェクトの所有者がその使用に対して支払を求めるのと同様に、ディジタ
ルオブジェクトのユーザは、知らず知らずのうちに、ディジタルオブジェクトへのアクセ
スに対して、絶えられないほど高額な勘定を請求されることがないように、これを確実に
することを求める。話題に関する蓄積された情報を自動的に送出するノウボットプログラ
ムは、自動的に、かつ、送り手の知識を要することなく、ネットワーク中の多数の遠隔位
置にあるディジタルオブジェクトをアクセスするための手数料を請求することができる。
たとえば、ユーザが、帆船に関する全ての利用可能な情報の一つを見つけ出し、これを購
入するような効果を持つ、不注意なクエリーを作る場合がある。サービスモジュールは、
要求者の側に位置するサービスステーションに含まれる。これは、サービスステーション
にて始められたノウボットプログラムが、ユーザにて決定された総額よりも料金が高くな
ることを、スクリーンに表示するような形態にて防止することができる。或いは、これは
、与えられた予算に対してアクセスのための最も好ましい一連の場所を選択する助けをす
ることができる。
ノウボットプログラムの他の使用には、特定の患者の臨床データおよび医学データベース
の組み合わせをアクセスすることがある。ある例では、ノウボットプログラムは、ネット
ワークから患者の体温および関連する情報を検索して、医学データベースにあるような基
準として適用可能な体温と比較する。ノウボットプログラムが、患者に熱があると判断し
た場合には、ノウボットプログラムは、医学データベースの処置情報にアクセスして、同
一の使命の全ての適切な処置スケジュールを見出すことができる。
ノウボットプログラムは、ネットワークのサポートおよび援助するジョブのために使用す
ることができる。たとえば、サービスステーションがデータベースと情報消費者との間の
保護層として役立ち、データベースに過負荷を与えることや、データベースを損傷する可
能性のあるインストラクションを防止することができる。また、ノウボットプログラムは
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、ネットワークの診断問題の手伝いをすることができる。ノウボットプログラムは、トラ
ヒック、使用、および、システムのステータス情報を集めることができ、この情報に関す
るレポートを作成し、かつ、当該情報に基づき、ネットワークを修理することができる。
ノウボットプログラムの問い合わせに対するデータベースゲートキーパー（ gatekeeper）
は、バッファ記憶にてノウボットの問い合わせを受理し、次いで、規則的な間隔で、当該
問い合わせをデータベースに与え、当該データベースを含むシステムの過負荷を防止する
。さらに、ゲートキーパーは、問い合わせを取り扱っている間にデータベースを損傷する
おそれのあるインストラクションに対する、データベースのための保護層を提供するよう
に設計されている。
存在するデータベース装置および記憶装置は、新たなサービスステーションのソフトウェ
アおよびおそらくはハードウェアにしたがって更新され、存在する装置やデータの価値を
損なうことなく、記憶装置との標準的なノウボットプログラムのインタフェースを提供す
る。
サービスステーションから送信されたノウボットプログラムは、ルール、フレームおよび
スクリプト、並びに、おそらく自然言語を用いて入力された知識を持つ知識ベースのシス
テムまたはエキスパートシステムを含み、或いは、これらに間接的にアクセスすることが
できる。
ノウボットプログラムを、図書館資源の管理、資源の組織化、データストリームの特徴化
、ディジタルオブジェクトの間の同調、ノウボットプログラム、ディジタルオブジェクト
および他のデータの構造の決定、並びに、ディジタルオブジェクトの間のリンクの形成な
ど、管理的なタスクのために使用しても良い。ノウボットプログラムが、入札の請求およ
び管理の補助を含む、分散資源との相互作用の管理に巻き込まれる場合もある。たとえば
、ノウボットプログラムは、多数の入札者に同じ質問を与え、ユーザのための回答を作り
出すことができる。他の例では、ユーザは、ノウボットプログラムを認証して、コスト対
品質の比率或いは同様な公式を用いて入札者を自動的に決定することができる。ユーザが
、実質上、品質を気にしない場合には、ノウボットプログラムは、最も低い入札をユーザ
のために、自動的に選択する。或いは、ノウボットプログラムに、引き渡し時を考慮する
ように権能を与えても良い。
ノウボットプログラムを、機密的な或いは秘密の情報を保護するために使用することがで
きる。この場合に、期間および状況は、ユーザの特定および当該ユーザの知る必要性に基
づくものとなる。
ノウボットプログラムが、きちんとしたディレクトリサービスに巻き込まれる場合がある
。ノウボットプログラムは、ユーザのプロファイルを取り出し、ユーザのためのディレク
トリ情報を探し出し、ユーザのプロファイルが変化するのにしたがって情報を更新する。
たとえば、ユーザのプロファイルが、ユーザの現在位置から車で５分の範囲にあるイタリ
ア料理店へのユーザの興味を反映している場合には、ノウボットプログラムは、ユーザの
位置が変化するのにしたがって、イタリア料理店に対するユーザディレクトリのエントリ
ーを更新する。
ノウボットサービスステーションは、情報提供者から情報消費者への譲歩の転送を促す第
三者の付加価値サービスプロバイダを含むことができる。これら第三者のプロバイダは、
情報交換所、カタログ配送者、ルータ（ router）などがなり得る。また、ネットワーク上
で利用可能な新たなサービスや資源に関する情報である「新しいこと（ what's new）」の
プロバイダ、ディジタルオブジェクトに関する同一性確認（ identification）情報および
ネットワーク中の他の情報を提供する参照情報サーバ、所望の情報に関する広汎な基準の
みに基づき情報を見出すためにユーザやノウボットプログラムを助けるブラウジングサー
バ（ browsing server）、ユーザの元々の検索の質問を表現するために、適切なクエリー
を作成する際に、ノウボットプログラムを助けるクエリーアドバイザ、或いは、データベ
ース格付けサービスなどが、第三者のプロバイダであり得る。
サービスプロバイダは、洗練されたコンピュータプログラム、たとえば、記載品質アナラ
イザ、オイル探査アナライザ、特許出願アナライザなどのを保持し、ネットワーク上で付
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加価値のあるサービスを提供するためにこれらを使用することができる。
情報プロバイダにより作り出されたノウボットプログラムは、収納庫に情報を運び、かつ
、配達の確認を情報プロバイダに戻す。
第１０図を参照すると、ノウボットプログラムは入れ子状態となっており、第１のノウボ
ットプログラム１６０が第２のノウボットプログラム１６２を収容し、これが、検索され
た情報１６４を保持している。第２のノウボットプログラムが検索された情報の制御アク
セス（たとえば、認証された実行、保護の模写）の軌跡を保持することができるため、第
２のノウボットプログラムは、制御アクセス（たとえば、実行、模写）に関して情報プロ
バイダの助けをする。また、第２のノウボットプログラムは、団体の検索アクセスの認証
にしたがって検索された情報の軌跡を保持し、かつ、当該情報のアクセスを制限すること
ができるため、第２のノウボットプログラムは、知的所有権の保護に役立つことができる
。
ノウボットプログラムは、システム或いはネットワークからの不正或いはごみになったデ
ータや情報を排除する使命を有していても良い。ノウボットプログラムは、プログラムが
不正のフォーマットを有していたり、或いは、その期限が切れていることを調べることが
できるサービスステーションの各々にて、サービスステーションからサービスステーショ
ンへと移動することにより、これを実現している。
ノウボットプログラムは、異種のシステムやアプリケーションの間のプロトコル変換或い
は他の解釈を提供することができる。変換処理において、介在するネットワークが役割を
果たす必要がない。
ネットワーク上でアクセス可能な刊行物を作ることを希望する大学のような情報プロバイ
ダは、サービスステーションの一部として、ノウボットの付加価値を持つサービスモジュ
ールをセットアップすることができる。モジュールは、ネットワークを経て（自然言語や
構造化された分類法にて）アクセスされ、受理された入力は、記事のディジタル表示のた
めの収納庫の検索をガイドし、潜在的消費者のノウボットプログラムに関連するデータを
特定し、かつ、販売の交渉をするために使用される。消費者のノウボットプレーヤは、期
間および状況に合意するか、或いは、購入の是非に関する決定をなすデータをユーザに送
信することの要求のいずれかの能力を備えている。
他の応用例において、ノウボットプレーヤは、プログラムを生成するストーリーボードを
訪れ、次いで、要求されたストーリーボードを記憶する。次いで、ノウボットプログラム
は、楽音生成プログラム、画像生成プログラム、テキスト生成プログラムおよびビデオ生
成プログラムを訪れる。ユーザに戻されたノウボットプログラムには、（ときどきマルチ
メディア作品と称される）コンピュータプログラム、或いは、自動的に生成された成分の
ディジタル表示を組み込んだ作品の部分のディジタル表示が含まれる。他のディジタルオ
ブジェクトを作り出すために、同様な手順を用いることができる。
他の例では、ノウボットプログラムは、寝室用のベッドおよび居間用のテーブルを購入し
たいユーザのために機能する。ユーザの局地的サービスステーションは、ユーザの要求へ
の質問の種別に関する知識、および、全般的にどこで情報を見出せるかに関する知識にア
クセスする。サービスステーションは、ユーザからの寸法情報を得る相互作用プログラム
を駆動して、誰がベッドおよびテーブルを製作したかを見出す必要を知る。サービスステ
ーションは、ノウボットプログラムを送信して製作者を知り、多数の回答を受理する。
他の例では、多数のノウボットプログラムが、他のプログラムの行為に対してどのように
反応するかに関するインストラクションを含んでいる。これは、戦争ゲームのシミュレー
ションにて使用することができる。ノウボットプログラムは、別個の特性および能力を有
するタンクに類似している。ここに、ノウボットプログラムは、シミュレーションの間ず
っと存在する活性化された存在となる。
このような手法は、新しい航空機など複雑なシステムのモデリングを手伝う際に利用する
ことができる。航空機の各部、たとえば翼をモデリングするための計算は、独立してなさ
れ、各部の相互作用は、ノウボットプログラムを介して管理される。
データベースのクエリーの場合に、ノウボットプログラムは、ユーザにより記入されたフ
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ォームからの情報に対する要求をなし、次いで、検索すべき各データベースに関して、サ
ービスステーション内の特定のシソーラスの助けをかりて、当該要求を、当該データベー
ス用の適切なクエリーのフォーマットに変換するように作動する。
或いは、各データベースが、情報に対する標準的なノウボットプログラムの要求を受理し
かつこれを理解することができる標準的なノウボットインタフェースを有するサービスス
テーションと協働してもよい。ノウボットプログラムは、データベースのクエリーを作成
する前に、ユーザの要求を標準的なフォーマットに変換するだけで良い。標準的なフォー
マットを使用することは、情報検索能力の品質および完全性を維持するのに役立つ。また
、これにより、データキャリアの存在が、情報の検索者と情報源とを接続するような、情
報転送の際に、フォーマット変換動作に巻き込まれることなく、その仕事をなすことがで
きる。したがって、キャリアの存在は、データサービスの消費者を最もコスト効果の高い
サービスのプロバイダに自動的に接続することのように、単なるデータの配布に価値を付
加することができる。
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