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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ問合せに応答するための方法において、
　問合せ応答モジュールによって、複数のユーザのうちの問合せユーザの装置により提示
された問合せを受信するステップと、
　問合せ応答モジュールによって、複数のドキュメントより成るコーパスをサーチして、
１つ以上のヒットを識別するステップであって、各ヒットは、その問合せに関連している
と判断されたコーパスにおけるドキュメントであるようなステップと、
　信頼性ネットワークモジュールによって、友人リストを確立して、前記問合せユーザに
対する信頼性ネットワークを構築するステップであって、前記信頼性ネットワークは、前
記問合せユーザ以外の少なくとも１人のユーザを含む前記複数のユーザのサブセットをメ
ンバーとして有し、前記信頼性ネットワークの前記メンバーは、選択された、ユーザによ
り構成されたコミュニティのメンバーであり、その選択されたコミュニティは、前記問合
せユーザにより選択されるようなステップと、
　ユーザ注釈モジュールによって、前記複数のユーザにより生成された注釈の記憶装置に
アクセスするステップであって、各注釈は、前記コーパスにおける前記複数のドキュメン
トのうちの対象ドキュメントに関連され、そして各注釈は、ユーザ特有のメタデータを含
むようなステップと、
　問合せ応答モジュールによって、少なくとも１つの注釈がマッチングする前記ドキュメ
ントである各々のヒットを注釈付きヒットとして識別するステップであって、各マッチン
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グする注釈の生成ユーザは、前記信頼性ネットワークのメンバーの１人であるようなステ
ップと、
　各マッチングする注釈からの前記レーティングを取得し、前記問合せユーザの前記信頼
性ネットワークにおいて平均レーティングを計算するステップであって、前記平均レーテ
ィングは、前記問合せユーザに関する前記注釈を生成する前記ユーザに対する信頼係数に
よって重み付けがなされるステップと、
　問合せ応答モジュールによって、前記ヒットのリストを含むサーチレポートを発生する
ステップであって、前記注釈付きヒットの各々に対して、前記サーチレポートが、少なく
とも１つのマッチングする注釈に関する情報を含み、前記ヒットの前記リストに関する順
序は、前記注釈付きヒットの平均レーティングに少なくとも一部は基づいて決定されるよ
うなステップと、
　ネットワークを介して前記サーチレポート及び少なくとも一つのマッチングする注釈の
前記ユーザ特有のメタデータを前記問合せユーザの装置へ送信するステップと、
を備えたコンピュータ・ソフトウェアによる情報処理方法。
【請求項２】
　前記信頼性ネットワークのメンバーは、前記問合せユーザにより友人として明確に識別
される少なくとも１人の他のユーザを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記信頼性ネットワークは、前記複数のユーザのうちの他のユーザを友人として識別す
るために前記複数のユーザにより操作できる信頼性ネットワークインターフェイスを含み
、
　問合せ応答モジュールによって、前記問合せユーザを含む複数の入力ユーザから前記信
頼性ネットワークインターフェイスを経て友人の識別を受信するステップと、
　問合せ応答モジュールが、各々の入力ユーザに対して識別された友人のリストを記憶す
るステップと、
を更に備えた請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記問合せユーザに対する信頼性ネットワークを構築する前記ステップは、
　前記問合せユーザに対する識別された友人のリストを検索する段階と、
　前記問合せユーザの識別された友人の少なくとも１人を信頼性ネットワークのメンバー
として追加する段階と、
を含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記問合せユーザの装置に対する信頼性ネットワークを構築する前記ステップは、
　前記信頼性ネットワークの複数のメンバーのうちの１メンバーに対する識別された友人
のリストを検索する段階と、
　前記信頼性ネットワークの複数のメンバーのうちの１メンバーの識別された友人の少な
くとも１人を信頼性ネットワークのメンバーとして追加する段階と、
を更に含む請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記問合せユーザに対する信頼性ネットワークを構築する前記ステップは、
　最大値を越えない分離度で前記問合せユーザに接続された信頼性ネットワークメンバー
の識別された友人を信頼性ネットワークのメンバーとして追加する段階を更に含む、請求
項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記問合せユーザに対する信頼性ネットワークを構築する前記ステップは、
　前記信頼性ネットワークへ前記問合せユーザをメンバーとして追加する段階を更に含む
、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記識別された友人のリストにおける各友人に信頼性重みを指定するステップを更に備
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えた、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記信頼性重みは、前記信頼性ネットワークインターフェイスを経て受信したユーザ入
力に基づいて指定される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記問合せユーザに対する信頼性ネットワークを構築する前記ステップは、
　メンバーとして前記信頼性ネットワークに追加すべきユーザを、前記信頼性重みに少な
くとも一部分基づいて選択する段階を更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記問合せユーザに対する信頼性ネットワークを構築する前記ステップは、
　前記問合せユーザが通信する相手であるユーザのリストから前記問合せユーザに対する
識別された友人のリストを自動的にポピュレートする段階を含む請求項２に記載の方法。
【請求項１２】
　前記問合せユーザが通信する相手であるユーザの前記リストは、前記問合せユーザによ
り維持されるインスタントメッセージング連絡先のリストを含む、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記問合せユーザが通信する相手であるユーザの前記リストは、前記問合せユーザによ
り維持されるｅメールアドレス帳を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記問合せユーザが通信する相手であるユーザの前記リストは、前記問合せユーザが属
するコミュニティのメンバーのリストを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記信頼性ネットワークモジュールは、前記自動的にポピュレートされる友人リストを
編集するために前記問合せユーザにより操作できる信頼性ネットワークインターフェイス
を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記信頼性ネットワークのメンバーは、選択された、ユーザにより構成されたコミュニ
ティのメンバーであり、その選択されたコミュニティは、前記問合せユーザにより選択さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記問合せユーザは、前記選択されたコミュニティのメンバーでもある、請求項１６に
記載の方法。
【請求項１８】
　前記問合せユーザは、前記選択されたコミュニティのメンバーではない、請求項１６に
記載の方法。
【請求項１９】
　前記選択されたコミュニティの識別子を前記問合せユーザから受信するステップを更に
備えた、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記問合せユーザは、前記信頼性ネットワークのメンバーの１人である、請求項１に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記サーチレポートは、注釈付きヒットである各ヒットに適用される視覚ハイライトエ
レメントを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　各々の注釈付きヒットに適用される前記視覚ハイライトエレメントは、前記平均レーテ
ィングに依存する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記サーチレポートを発生する前記ステップは、各々の注釈付きヒットに対して、少な
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くとも１つのマッチングする注釈のユーザ特有メタデータの表示を要求するためにユーザ
により操作できる制御エレメントを前記サーチレポートに設ける段階を含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項２４】
　前記サーチレポートを発生する前記ステップは、各々の注釈付きヒットに対して、少な
くとも１つのマッチングする注釈から抽出された情報を前記サーチレポートに設ける段階
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記サーチレポートを発生する前記ステップは、注釈付きヒットしか含まない個別のリ
ストを発生する段階を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　コーパスをサーチする前記ステップは、
　ユーザ問合せからサーチ用語を抽出する段階と、
　前記サーチ用語を含むコーパス内の各ドキュメントをヒットとして識別する段階とを含
み、
　問合せ応答モジュールによって、前記注釈の記憶装置をサーチして、１つ以上の付加的
な注釈付きヒットを識別するステップであって、ユーザ特有のメタデータが前記サーチ用
語を含むところのコーパスにおける各ドキュメントを付加的な注釈付きヒットとして識別
するステップと、
　問合せ応答モジュールによって、前記付加的な注釈付きヒットを、前記サーチ結果ペー
ジにおいて前記ヒットのリストに組み込むステップと、
を更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記注釈の記憶装置は、前記コーパスにおけるドキュメントのグループに関連した少な
くとも１つの注釈を更に備え、そして前記ドキュメントのグループのうちの１つであるヒ
ットは、注釈付きヒットとして識別される、請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ユーザ特有のメタデータはユーザにより明確に入力される情報のアイテムを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項２９】
　前記情報のアイテムは前記関連ドキュメントのレーティングである、請求項２８に記載
の方法。
【請求項３０】
　前記情報のアイテムは前記関連ドキュメントを記述するキーワードである、請求項２８
に記載の方法。
【請求項３１】
　前記情報のアイテムは所定の語彙から選択されたラベルである、請求項２８に記載の方
法。
【請求項３２】
　前記情報のアイテムは前記関連ドキュメントの記述である、請求項２８に記載の方法。
【請求項３３】
　前記コーパスは複数のワールドワイドウェブページを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３４】
　ユーザ問合せに応答するための方法において、
　問合せ応答モジュールによって、多数のユーザのうちの問合せユーザの装置により提示
された問合せを受信するステップと、
　信頼性ネットワークモジュールによって、友人リストを確立して、前記問合せユーザに
対する信頼性ネットワークを構築するステップであって、前記信頼性ネットワークは、前
記問合せユーザ以外の少なくとも１人のユーザを含む前記複数のユーザのサブセットをメ
ンバーとして有し、前記信頼性ネットワークの前記メンバーは、選択された、ユーザによ
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り構成されたコミュニティのメンバーであり、その選択されたコミュニティは、前記問合
せユーザにより選択されるようなステップと、
　ユーザ注釈モジュールによって、前記複数のユーザにより生成された注釈の記憶装置に
アクセスするステップであって、各注釈は、前記コーパスにおける前記複数のドキュメン
トのうちの対象ドキュメントに関連され、更に、各注釈は、前記対象ドキュメントに関連
するユーザ特有メタデータを含むようなステップと、
　問合せ応答モジュールによって、１つ以上のヒットを識別するステップであって、各ヒ
ットは、前記問合せに関連すると判断されたコーパスにおけるドキュメントであり、更に
、各ヒットは、少なくとも１つの注釈がマッチングするドキュメントであり、各マッチン
グする注釈の生成ユーザは、前記信頼性ネットワークのメンバーの１人であるようなステ
ップと、
　各マッチングする注釈からの前記レーティングを取得し、前記問合せユーザの前記信頼
性ネットワークにおいて平均レーティングを計算するステップであって、前記平均レーテ
ィングは、前記問合せユーザに関する前記注釈を生成する前記ユーザに対する信頼係数に
よって重み付けがなされるステップと、
　問合せ応答モジュールによって、ヒットのリストを含むサーチレポートを発生するステ
ップであって、前記ヒットの前記リストに関する順序は、前記注釈付きヒットの平均レー
ティングに少なくとも一部は基づいて決定されるステップと、
　ネットワークを介して、前記サーチレポート及び少なくとも一つのマッチングする注釈
の前記ユーザ特有のメタデータを前記問合せユーザの装置へ送信するステップと、
を備えた方法。
【請求項３５】
　前記信頼性ネットワークのメンバーは、前記問合せユーザにより友人として明確に識別
された少なくとも１人の他のユーザを含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記信頼性ネットワークのメンバーは、選択されたユーザコミュニティのメンバーであ
り、そして前記コミュニティは、前記問合せユーザにより選択される、請求項３４に記載
の方法。
【請求項３７】
　１つ以上のヒットを識別する前記ステップは、前記問合せを前記コーパスにおけるドキ
ュメントのコンテンツと比較する段階を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　１つ以上のヒットを識別する前記ステップは、前記問合せを、前記生成ユーザが前記信
頼性ネットワークメンバーの１人であるところの注釈のサーチプールにおける注釈のユー
ザ特有メタデータと比較する段階を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３９】
　１つ以上のヒットを識別する前記ステップは、
　前記問合せからサーチ用語を抽出する段階と、
　前記サーチプールにおける各々の注釈に対して、前記サーチ用語が前記ユーザ特有メタ
データに存在するかどうか検出する段階と、
を更に含み、前記関連ドキュメントは、前記サーチ用語が前記ユーザ特有メタデータに存
在する場合にヒットとして識別される、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　問合せ応答モジュールによって、前記サーチプールにおける少なくとも１つの注釈がマ
ッチングするドキュメントである各ドキュメントに対して、前記サーチ用語が前記ドキュ
メントに存在するかどうか検出するステップを更に備え、
　前記ドキュメントは、前記サーチ用語が前記ドキュメントに存在する場合にヒットとし
て識別される、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ユーザ特有のメタデータは、複数のフィールドを含み、そして前記問合せは、前記
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検出動作中にどのフィールドを考慮すべきか指定する、請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　前記サーチレポートは、各ヒットに対して、少なくとも１つのマッチングする注釈のユ
ーザ特有のメタデータの表示を要求するためにユーザにより操作できる制御エレメントを
更に含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４３】
　前記サーチレポートは、各ヒットに対して、少なくとも１つのマッチングする注釈から
の少なくとも幾つかのユーザ特有のメタデータを更に含む請求項３４に記載の方法。
【請求項４４】
　前記注釈の記憶装置は、前記コーパスにおけるドキュメントのグループに関連した少な
くとも１つの注釈を更に含み、そして前記ドキュメントのグループの１つであるドキュメ
ントがヒットとして識別される、請求項３４に記載の方法。
【請求項４５】
　前記コーパスはワールドワイドウェブである、請求項３４に記載の方法。
【請求項４６】
　複数のユーザからのユーザ問合せに応答するためのコンピュータシステムにおいて、
　コーパスに属する複数のドキュメントのサーチ可能な表示を記憶するように構成された
インデックスデータ記憶装置と、
　注釈を記憶するように構成された個人化データ記憶装置であって、各注釈は、前記複数
のユーザのうちの生成ユーザに関連され、更に、各注釈は、前記コーパスに属する前記複
数のドキュメントのうちの対象ドキュメントに関連するユーザ特有のメタデータを含み、
前記ユーザ特有のメタデータは、前記対象ドキュメントのレーティングを含むような個人
化データ記憶装置と、
　前記インデックスデータ記憶装置及び個人化データ記憶装置に通信可能に結合されたサ
ーチサーバーと、
を備え、前記サーチサーバーは、
　　前記複数のユーザのうちの問合せユーザからの問合せを受信するように構成された入
力制御手段と、
　　前記インデックスデータ記憶装置をサーチして、１つ以上のヒットを識別するように
構成されたサーチ制御手段であって、各ヒットは、受信した問合せに関連すると判断され
た前記コーパスにおけるドキュメントであるようなサーチ制御手段と、
　　友人リストを確立して、前記問合せユーザに対する信頼性ネットワークを構築するよ
うに構成された信頼性ネットワーク制御手段であって、前記信頼性ネットワークが、前記
問合せユーザ以外の少なくとも１人のユーザを含む前記複数のユーザのサブセットをメン
バーとして有するような信頼性ネットワーク制御手段と、
　　少なくとも１つの注釈がマッチングするドキュメントである各々のヒットを注釈付き
ヒットとして識別するように構成された個人化制御手段であって、各々のマッチングする
注釈の生成ユーザが、前記信頼性ネットワークのメンバーの１人であるような個人化制御
手段と、
　　各マッチングする注釈からの前記レーティングを取得し、前記問合せユーザの前記信
頼性ネットワークにおいて平均レーティングを計算するレーティング制御手段であって、
前記平均レーティングは、前記問合せユーザに関する前記注釈を生成する前記ユーザに対
する信頼係数によって重み付けがなされるレーティング制御手段と、
　　ヒットのリストを含むサーチレポートを発生するように構成されたレポート制御手段
であって、前記サーチレポートは、更に、各々の注釈付きヒットに対して、少なくとも１
つのマッチングする注釈に関する情報を含むものであり、前記ヒットの前記リストに関す
る順序は、前記注釈付きヒットの平均レーティングに少なくとも一部は基づいて決定され
、更に、前記サーチレポート及び少なくとも一つのマッチングする注釈の前記ユーザ特有
のメタデータを前記問合せユーザに送信するようにも構成されたレポート制御手段と、
を含むものであるコンピュータシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、ドキュメントのコーパスをサーチすることに係り、より詳細には、
問合せユーザにより与えられる注釈（アノテーション）及びその問合せユーザに対して信
頼関係を有する他のユーザにより与えられる注釈を含むドキュメントのユーザ注釈をレバ
レッジするサーチシステム及び方法に係る。
【０００２】
　関連出願へのクロスレファレンス：本出願は、次の２つの米国プロビジョナル特許出願
の利益を請求する。
　・　２００４年３月１５日に出願された「Search Systems and Methods with Integrat
ion of User Judgments Including Trust Networks」と題する出願第６０／５５３，５７
７号；及び
　・　２００４年１０月２８日に出願された「Search Systems and Methods with Integr
ation of User Judgments Including Trust Networks」と題する出願第６０／６２３，２
８２号。
　これら特許出願の各開示をあらゆる目的で参考としてここに援用する。
【０００３】
　本開示は、あらゆる目的で参考としてここに援用する「Search Systems and Methods w
ith Integration of User Annotations」と題する共通に所有する出願中の米国特許出願
（代理人ドケット第０１７８８７－０１３７２０ＵＳ）に関連している。
【背景技術】
【０００４】
　ワールドワイドウェブ（ウェブ）は、実質上全ての想像可能な主題に関連した相互リン
ク情報ソースの大きな集合体を提供する（テキスト、イメージ及びメディアコンテンツを
含む種々のフォーマットで）。ウェブが成長するにつれて、この集合体をサーチして、特
定の主題に関連したコンテンツを識別するためのユーザの能力が益々重要となり、この要
求を満足するために、多数のサーチサービスプロバイダーが現在存在する。一般に、サー
チサービスプロバイダーは、ウェブページを発行し、これを経て、ユーザは、ユーザが何
に関心があるかを示す問合せを提示することができる。この問合せに応答して、サーチサ
ービスプロバイダーは、その問合せに関連すると考えられるウェブページ又はサイトへの
リンクのリストを、通常、「サーチ結果」ページの形態で発生して、ユーザへ送信する。
【０００５】
　問合せ応答は、一般に、次のステップを伴う。第１に、ウェブページ又はサイトの予め
生成されたインデックス又はデータベースを、問合せから抽出された１つ以上のサーチ用
語を使用してサーチして、ヒットのリスト（通常、サーチ用語を含むか、さもなければ、
問合せに関連するものとして識別されるターゲットページ又はサイト、或いはそれらター
ゲットページ又はサイトに対するリファレンス）を発生する。次いで、これらヒットを所
定の基準に基づいてランク付けし、そして最良の結果（これらの基準に基づく）に、最も
目立つ場所、例えば、リストのトップ、を与える。ヒットのランク付けしたリストを、通
常、ヒットページ又はサイトへのリンクのリストを含む「結果」ページ（又は１組の相互
接続されたページ）の形態で、ユーザへ送信する。又、スポンサー付きリンク又は広告の
ような他の特徴を結果リストに含ませてもよい。
【０００６】
　ヒットのランク付けは、ユーザのサーチが成功で終わるか又は失望で終わるかという点
でしばしば重要なファクタである。頻繁に起きることに、１つの問合せは、ユーザが適度
な時間内に全てのヒットを調査することが不可能なほど多数のヒットを返送する。ユーザ
がたどる最初の幾つかのリンクが当該コンテンツへと導かなかった場合には、たとえ当該
コンテンツがリストの更に下で得られたとしても、ユーザは、サーチ、及びおそらく、そ
のサーチサーバープロバイダーをあきらめることがしばしばある。
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【０００７】
　当該コンテンツが目立った場所となる見込みを最大にするために、サーチサービスプロ
バイダーは、益々精巧なページランク付け基準及びアルゴリズムを開発した。初期のウェ
ブサーチでは、ランク付けが、通常、所与のページにおけるサーチ用語の発生数及び／又
は接近度に基づくものであった。これでは不充分であることが分かり、今日使用されるア
ルゴリズムは、通常、ヒットページ自体におけるサーチ用語の存在に加えて、他の情報、
例えば、所与のヒットページにリンクするウェブ上の他のサイトの数（これは、他のコン
テンツプロバイダーがそのヒットページをいかに有用と考えるかを反映する）を合体する
。１つのアルゴリズムは、問合せユーザが、返送されるヒットをレーティング決めするこ
とによりフィードバックを与えるのを許す。レーティングは、問合せに関連して記憶され
、そして以前の肯定的レーティングは、同じ問合せがユーザにより次に入力されたときに
ヒットをランク付けするファクタとして使用される。
【０００８】
　しかしながら、既存のアルゴリズムは、一般に、個々のユーザの好みを考慮するもので
はない。例えば、同じ問合せを入力する２人のユーザは、実際に、異なるものに関心があ
って、一方のユーザに関連するページ又はサイトが他方のユーザに関連しないことがある
。更に、異なるユーザは、コンテンツをいかに編成して表示するか、どちらのコンテンツ
プロバイダーを信頼するか、等々の分野において異なる好みを有し、これは、ユーザが所
与のサイトをいかに評価し又はレーティング決めするかに影響することがある。従って、
１人のユーザ（又は大勢のユーザ）を満足するサイトが、同じ問合せを入力する次のユー
ザを満足しないことがあり、そのユーザは、依然として、失望であきらめることになる。
【０００９】
　個々のユーザが彼らに関心のあるコンテンツを見つけるのを助けるための別のツールは
、「ブックマーキング」である。慣習的に、ブックマーキングは、ウェブブラウザプログ
ラムにおいて実施されており、ページを見ている間に、ユーザは、そのページに対するブ
ックマークをセーブすることを選択できる。ブックマークは、通常、そのページに対する
ＵＲＬ（ユニフォームリソースロケータ）、タイトル、及びおそらく、いつユーザがその
ページに訪問したか又はいつユーザがブックマークを生成したか等の他の情報を含む。ウ
ェブブラウザプログラムは、ブックマークのリストを維持し、そしてユーザは、自分のブ
ックマークリストにおいてページを見つけることによりブックマーク付きページへナビゲ
ートすることができる。ブックマークのリストをナビゲートするタスクを簡単化するため
に、ほとんどのブックマーキングツールは、ユーザがそれらのブックマークをフォルダへ
と編成するのを許す。最近、あるインターネットベースの情報サービスは、登録されたユ
ーザが、インターネットに接続されたコンピュータからブックマークのパーソナルリスト
を生成し及びそれにアクセスすることを許すブックマーキングツールを実施している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ブックマーキングは役立つものであるが、このツールは、制約もある。例えば、フォル
ダではあっても、所与の時点でユーザが探している情報の特定アイテムをどのブックマー
ク付きページが有しているかユーザが思い出すのは困難である。又、既存のブックマーキ
ングツールは、一般に、ユーザが所与のページに既にブックマークをしたかどうかユーザ
が識別する上で助けとならないし、又、ブックマーク付き情報をサーチするための容易さ
を与える上でも助けとならない。更に、既存のブックマーキング技術は、ユーザが他のユ
ーザとブックマークを共有する容易な仕方を与えるものではない。
【００１１】
　従って、個々のユーザがそれらに関心のあるコンテンツを収集しそしてサーチする上で
助けとなる改良されたツールを提供することが要望される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明の実施形態は、種々のページ又はサイトに関するユーザジャッジメント情報を合
体するサーチシステム及び方法を提供する。この情報は、問合せユーザからのジャッジメ
ントを含むと共に、問合せユーザにより自身の「信頼性ネットワーク」のメンバーとして
選択された他のユーザ、或いは問合せユーザにより識別された何らかの他のユーザグルー
プからのジャッジメントを含んでもよい。例えば、ある実施形態では、コンテンツ注釈シ
ステムに参加する各ユーザは、友人のリストを定義することができ、ここで、各友人は、
第１のユーザが注釈を共有することを望むシステムの別のユーザであり、種々の参加ユー
ザにより定義された友人のリストに基づいて、ユーザごとに信頼性ネットワークが定義さ
れる。他の実施形態では、ユーザのための信頼性ネットワークは、ユーザが属する充分定
義されたコミュニティのメンバーを含むものとして定義される。信頼性ネットワークがい
かに定義されるかに関わらず、問合せユーザの信頼性ネットワークのメンバーによる注釈
は、問合せユーザによるコーパスのその後のサーチの結果に一体化することができると共
に、コーパスをブラウズする問合せユーザの経験を向上させるために種々の仕方で使用す
ることもできる。他の実施形態では、問合せユーザは、所定のコミュニティ（ユーザがそ
のメンバーであってもよいし、なくてもよい）のメンバーを指定してもよく、そしてその
コミュニティのメンバーによる注釈は、問合せユーザに対するサーチ結果に一体化するこ
ともできるし、又、問合せユーザのブラウジング経験を向上させるように使用することも
できる。
【００１３】
　本発明の１つの態様によれば、ユーザ問合せに応答する方法は、多数のユーザの中の問
合せユーザにより提示された問合せを受信するステップと、１つ以上のヒットを識別する
ために多数のドキュメントより成るコーパスをサーチするステップであって、各ヒットが
その問合せに関連したものであると判断されたコーパスにおけるドキュメントであるよう
なステップと、を備えている。問合せユーザに対して信頼性ネットワークを構築するステ
ップを更に備え、この信頼性ネットワークは、問合せユーザ以外の少なくとも１人のユー
ザを含むユーザのサブセットをメンバーとして有するものである。ユーザにより生成され
た注釈の記憶装置にアクセスするステップを更に備え、各注釈は、コーパスにおけるドキ
ュメントのうちの対象ドキュメント及びユーザのうちの生成ユーザに関連され、そして各
注釈は、この対象ドキュメントに関連したユーザ特有のメタデータを含む。少なくとも１
つの「注釈付きヒット」を識別するステップを更に備え、注釈付きヒットとは、少なくと
も１つのマッチングする注釈の対象ドキュメントでもあるヒットであり、且つ各マッチン
グする注釈の生成ユーザは、信頼性ネットワークのメンバーの１人である。ヒットのリス
トを含むサーチレポートを発生するステップを更に含む。注釈付きヒットの各々に対して
、サーチレポートは、マッチングする注釈に関する情報も含む。コーパスは、例えば、複
数のワールドワイドウェブページを含むことができ、そしてユーザは、人間又はコンピュ
ータ（或いはコンピュータを操作する人間）でよい。
【００１４】
　ある実施形態において、信頼性ネットワークのメンバーは、問合せユーザにより友人と
して明確に識別される少なくとも１人の他のユーザを含む。例えば、信頼性ネットワーク
インターフェイスを設けることができ、この信頼性ネットワークインターフェイスは、他
のユーザを友人として識別するためにユーザにより操作することができる。信頼性ネット
ワークインターフェイスを経て、問合せユーザを含む多数の入力ユーザから友人の識別が
受け取られる。入力ユーザごとに、識別された友人のリストが記憶される。又、ある実施
形態では、識別された友人のリストにおける各友人に信頼性重みを指定することも許され
る。信頼性重みは、例えば、信頼性ネットワークインターフェイスを経て受信したユーザ
入力に基づいて指定することができる。
【００１５】
　他の実施形態では、問合せユーザに対して信頼性ネットワークを構築するステップは、
問合せユーザが通信する相手であるユーザのリストから問合せユーザに対する識別された
友人のリストを自動的にポピュレーションすることを含む。このユーザリストは、例えば
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、問合せユーザにより維持されるインスタントメッセージ連絡先のリストと、問合せユー
ザにより維持されるｅメールアドレス帳と、問合せユーザが属するコミュニティのメンバ
ーのリスト、等を含んでもよい。又、自動的にポピュレートされた友人リストを編集する
ために問合せユーザにより操作できる信頼性ネットワークインターフェイスを設けること
もできる。
【００１６】
　識別された友人のリストが使用される場合には、問合せユーザに対して信頼性ネットワ
ークを構築するステップは、問合せユーザに対する識別された友人のリストを検索し、そ
して問合せユーザの識別された友人の少なくとも１人を信頼性ネットワークのメンバーと
して追加することを含むのが好都合である。又、信頼性ネットワークメンバーのうちの第
１メンバーに対する識別された友人のリストを検索してもよいし、信頼性ネットワークメ
ンバーのうちの第１メンバーに対する識別された友人の少なくとも１人を信頼性ネットワ
ークのメンバーとして追加してもよい。ある実施形態では、最大値を越えない分離程度で
問合せユーザに接続された信頼性ネットワークメンバーの識別された友人が、信頼性ネッ
トワークのメンバーとして追加される。他の実施形態では、メンバーとして信頼性ネット
ワークに追加すべきユーザを選択することは、信頼性重みに少なくとも一部分基づいて行
われる。又、問合せユーザを信頼性ネットワークにメンバーとして追加してもよい。
【００１７】
　個々のユーザを友人として明確に識別することは要求されない。例えば、ある実施形態
では、信頼性ネットワークのメンバーは、選択されたユーザコミュニティのメンバーであ
り、選択されたコミュニティは、問合せユーザにより選択される。問合せユーザは、選択
されたコミュニティのメンバーであってもなくてもよく、又、信頼性ネットワークのメン
バーであってもなくてもよい。ユーザが信頼性ネットワークを定義するためにコミュニテ
ィを選択する場合には、ユーザは、コミュニティの個々のメンバーを識別する情報にアク
セスしてもしなくてもよい。
【００１８】
　サーチレポートを発生するために注釈を種々の仕方で使用することができる。ある実施
形態では、問合せユーザの問合せに応答して発生されるサーチレポートは、注釈付きヒッ
トである各ヒットに適用される視覚ハイライトエレメントを含む。注釈に含まれるユーザ
特有のメタデータは、各注釈付きヒットのためのレーティングを含み、このレーティング
は、各々のマッチングする注釈から抽出され、そして平均レーティングが計算され、各々
の注釈付きヒットに適用される視覚ハイライトエレメントは、この平均レーティングに依
存する。ある実施形態では、ヒットのリストのための順序が、この注釈付きヒットの平均
レーティングに少なくとも一部分基づいて判断される。更に別の実施形態では、サーチレ
ポートを発生するステップは、各々の注釈付きヒットに対して、少なくとも１つのマッチ
ングする注釈のユーザ特有のメタデータの表示を要求するためにユーザにより操作できる
制御エレメントをサーチレポートに設けることも含む。更に別の実施形態では、サーチレ
ポートを発生するステップは、注釈付きヒットしか含まない個別のリストを発生すること
も含む。
【００１９】
　ある実施形態において、前記方法は、注釈の記憶装置をサーチして、１つ以上の付加的
な注釈付きヒットを識別するステップも備え、各々の付加的な注釈付きヒットは、注釈の
記憶装置が、生成ユーザが信頼性ネットワークメンバーの１人であるところの関連注釈を
含み、且つその関連注釈が、問合せに関連していると判断されるユーザ特有のメタデータ
を含むようなコーパスにおけるドキュメントに対応する。付加的な注釈付きヒットは、サ
ーチ結果ページにおいてヒットのリストに組み込むことができる。例えば、コーパスをサ
ーチすることは、ユーザ問合せからサーチ用語を抽出し、そのサーチ用語を含むコーパス
における各ドキュメントをヒットとして識別し、又、注釈の記憶装置をサーチすることは
、ユーザ特有のメタデータがサーチ用語を含むようなコーパスにおける各ドキュメントを
付加的な注釈付きヒットとして識別することを含んでもよい。
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【００２０】
　ある実施形態では、注釈の記憶装置は、コーパスにおけるドキュメントのグループに関
連した少なくとも１つの注釈を含んでもよく、そしてドキュメントのグループの１つであ
るいかなるヒットも、注釈付きヒットとして識別することができる。
【００２１】
　ユーザ特有のメタデータは、ユーザにより明確に入力される情報のアイテム、例えば、
関連ドキュメントのレーティング、関連ドキュメントを記述するキーワード、所定の語彙
から選択されたラベル、関連ドキュメントの記述、等を含むのが好都合である。
【００２２】
　本発明の別の態様によれば、ユーザ問合せに応答する方法は、多数のユーザのうちの問
合せユーザにより提示された問合せを受信するステップを備えている。問合せユーザに対
して信頼性ネットワークを構築するステップを更に備え、この信頼性ネットワークは、問
合せユーザ以外の少なくとも１人のユーザを含むユーザのサブセットをメンバーとして有
する。ユーザにより生成された注釈の記憶装置にアクセスするステップを更に備え、記憶
装置内の各注釈は、コーパスに属する多数のドキュメントのうちの対象ドキュメント及び
ユーザのうちの生成ユーザに関連され、そして各注釈は、この対象ドキュメントに関連し
たユーザ特有のメタデータを含む。１つ以上のヒットを識別するステップを更に備え、各
ヒットは、問合せに関連すると判断されたコーパスにおけるドキュメントであり、又、各
ヒットは、少なくとも１つのマッチングする注釈の対象ドキュメントでもあり、各マッチ
ングする注釈の生成ユーザは、信頼性ネットワークのメンバーの１人である。ヒットのリ
ストを含むサーチレポートを発生して問合せユーザへ送信するステップを更に含む。コー
パスは、例えば、ワールドワイドウェブページでよく、そしてユーザは、人間又はコンピ
ュータ（或いはコンピュータを操作する人間）でよい。
【００２３】
　信頼性ネットワークは、種々の仕方で構築することができる。例えば、信頼性ネットワ
ークのメンバーは、問合せユーザにより友人として明確に識別された少なくとも１人の他
のユーザを含み、そして信頼性ネットワークは、上述したように、例えば、種々のユーザ
の明確に識別された友人のリストから構築することができる。又、信頼性ネットワークの
メンバーは、選択されたユーザコミュニティのメンバーでもよく、このコミュニティは、
ユーザにより選択され、又、ユーザは、選択されたコミュニティのメンバーであってもな
くてもよく、そして個々のコミュニティメンバーの認識を知っても知らなくてもよい。
【００２４】
　ある実施形態では、１つ以上のヒットを識別することは、問合せを、コーパスにおける
ドキュメントのコンテンツと比較することを含む。
【００２５】
　別の実施形態では、１つ以上のヒットを識別することは、問合せを、生成ユーザが信頼
性ネットワークメンバーの１人であるところの注釈のサーチプールにおける注釈のユーザ
特有メタデータと比較することを含む。例えば、問合せからサーチ用語を抽出することが
でき、そしてサーチプールにおける各注釈に対して、そのサーチ用語がユーザ特有のメタ
データに存在するかどうか検出することができ、そしてサーチ用語がユーザ特有のメタデ
ータに存在する場合には、その関連ドキュメントがヒットとして識別される。ある実施形
態では、ユーザ特有のメタデータは、複数のフィールドを含み、そして問合せは、検出の
動作中にどのフィールドを考慮すべきか指定することができる。更に、サーチプールにお
ける少なくとも１つの注釈の対象ドキュメントである各ドキュメントに対して、サーチ用
語がドキュメントに存在するかどうか検出することができ、そしてサーチ用語がドキュメ
ントに存在する場合には、そのドキュメントもヒットとして識別することができる。
【００２６】
　ある実施形態では、サーチレポートは、各ヒットに対して、少なくとも１つのマッチン
グする注釈のユーザ特有のメタデータの表示を要求するためにユーザにより操作できる制
御エレメントを含む。他の実施形態では、サーチレポートは、各ヒットに対して、少なく



(12) JP 5395014 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

とも１つのマッチングする注釈からの少なくとも幾つかのユーザ特有のメタデータを含む
。更に別の実施形態では、各々のマッチングする注釈に含まれるユーザ特有のメタデータ
は、対象ドキュメントのレーティングを含み、そしてリストにおけるヒットは、ヒットの
レーティングに少なくとも一部分基づいて判断された順序で配置される。
【００２７】
　ある実施形態では、注釈の記憶装置は、コーパスにおけるドキュメントのグループに関
連した少なくとも１つの注釈と、ヒットとして識別できるドキュメントのグループの１つ
であるドキュメントとを含んでもよい。
【００２８】
　本発明の更に別の態様によれば、多数のユーザからのユーザ問合せに応答するためのコ
ンピュータシステムは、インデックスデータ記憶装置と、個人化データ記憶装置と、これ
らのインデックスデータ記憶装置及び個人化データ記憶装置に通信可能に結合されたサー
チサーバーとを備えている。インデックスデータ記憶装置は、コーパスに属するドキュメ
ントのサーチ可能な表示を記憶するように構成される。個人化データ記憶装置は、コーパ
スにおけるドキュメントのうちの対象ドキュメント及びユーザのうちの生成ユーザに各々
関連した注釈を記憶するように構成され、各注釈は、対象ドキュメントに関連したユーザ
特有のメタデータを含む。サーチサーバーは、入力制御ロジック、サーチ制御ロジック、
信頼性ネットワーク制御ロジック、個人化制御ロジック、及びレポート制御ロジックを備
えている。入力制御ロジックは、ユーザのうちの問合せユーザからの問合せを受信するよ
うに構成される。サーチ制御ロジックは、インデックスデータ記憶装置をサーチして、１
つ以上のヒットを識別するように構成されるもので、各ヒットは、受信した問合せに関連
すると判断されたコーパスにおけるドキュメントである。信頼性ネットワーク制御ロジッ
クは、問合せユーザに対する信頼性ネットワークを構築するように構成され、信頼性ネッ
トワークは、問合せユーザ以外の少なくとも１人のユーザを含むユーザのサブセットをメ
ンバーとして有する。個人化制御ロジックは、少なくとも１つのマッチングする注釈の対
象ドキュメントである各々のヒットを注釈付きヒットとして識別するように構成され、各
々のマッチングする注釈の生成ユーザは、信頼性ネットワークのメンバーの１人である。
レポート制御ロジックは、ヒットのリストを含むサーチレポートを発生するように構成さ
れ、サーチレポートは、更に、各々の注釈付きヒットに対して、少なくとも１つのマッチ
ングする注釈に関する情報を含み、そしてレポート制御ロジックは、更に、サーチレポー
トを問合せユーザに送信するように構成される。
【００２９】
　本発明の更に別の態様によれば、多数のユーザからのユーザ問合せに応答するためのコ
ンピュータシステムは、インデックスデータ記憶装置と、個人化データ記憶装置と、これ
らのインデックスデータ記憶装置及び個人化データ記憶装置に通信可能に結合されたサー
チサーバーとを備えている。インデックスデータ記憶装置は、コーパスに属するドキュメ
ントのサーチ可能な表示を記憶するように構成される。個人化データ記憶装置は、コーパ
スにおけるドキュメントのうちの対象ドキュメント及びユーザのうちの生成ユーザに各々
関連した注釈を記憶するように構成され、各注釈は、対象ドキュメントに関連したユーザ
特有のメタデータを含む。サーチサーバーは、入力制御ロジック、信頼性ネットワーク制
御ロジック、サーチ制御ロジック、及びレポート制御ロジックを備えている。入力制御ロ
ジックは、ユーザのうちの問合せユーザからの問合せを受信するように構成される。信頼
性ネットワーク制御ロジックは、問合せユーザに対する信頼性ネットワークを構築するよ
うに構成され、信頼性ネットワークは、問合せユーザ以外の少なくとも１人のユーザを含
むユーザのサブセットをメンバーとして有する。サーチ制御ロジックは、コーパスからの
１つ以上のドキュメントをヒットとして識別するように構成されるもので、各ヒットは、
問合せに関連すると判断され、更に、各ヒットは、少なくとも１つのマッチングする注釈
の対象ドキュメントであり、そして各々のマッチングする注釈の生成ユーザは、信頼性ネ
ットワークのメンバーの１人である。レポート制御ロジックは、ヒットのリストを含むサ
ーチレポートを発生するように構成され、そして更に、サーチレポートをユーザに送信す
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るように構成される。
【００３０】
　添付図面を参照した以下の詳細な説明から本発明の特徴及び効果が良く理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態による情報検索及び通信ネットワークのブロック図である。
【図２】本発明の別の実施形態による情報検索及び通信ネットワークのブロック図である
。
【図３】本発明の実施形態による注釈のためのコンテンツフィールドの一例を示す図であ
る。
【図４】本発明の実施形態により注釈を編成するフォルダエントリーの一例を示す図であ
る。
【図５】本発明の実施形態による信頼性ネットワークのためのネットワークグラフである
。
【図６】本発明の実施形態による信頼性ネットワークインターフェイスページの一例を示
す図である。
【図７】本発明の実施形態によりユーザが見ようとするページに対して注釈を付け及び／
又は既存の注釈を見るためのツールバーベースのインターフェイスの一例を示す図である
。
【図８】本発明の一実施形態により注釈を表示するためのオーバーレイの一例を示す図で
ある。
【図９Ａ】本発明の実施形態により注釈情報で改善されたサーチ結果ページの一例を示す
図である。
【図９Ｂ】本発明の実施形態により注釈情報で改善されたサーチ結果ページの一例を示す
図である。
【図１０】本発明の一実施形態により問合せユーザからの現在問合せに対する応答に信頼
性ネットワークメンバーの注釈を合体させるプロセスを示すフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施形態によるパーソナルウェブサーチインターフェイスページの
一例を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態によりパーソナルウェブサーチ中に問合せに応答するプロ
セスを示すフローチャートである。
【図１３】本発明の一実施形態によるフォルダプライバシー設定の一例を示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態によりユーザ自身の注釈と相互作用するためのライブラリ
ーインターフェイスページの一例を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態によるインポートインターフェイスページの一例を示す図
である。
【図１６Ａ】本発明の一実施形態によりコミュニティウェブをサーチするためのインター
フェイスページの一例を示す図である。
【図１６Ｂ】本発明の一実施形態によりコミュニティウェブをサーチするためのインター
フェイスページの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明の実施形態は、ワールドワイドウェブのようなコーパスに見られる種々のドキュ
メント（又は他のコンテンツアイテム）に関連した注釈をユーザが共有するのを許すシス
テム及び方法を提供する。ここで使用する「注釈（アノテーション）(annotation)」とい
う語は、一般に、コーパスからのドキュメントに関係した記述及び／又は評価メタデータ
を指し、ここで、メタデータは、ユーザから収集され、そしてその後、そのユーザの識別
子及び対象ドキュメント（即ち、メタデータに関係したドキュメント）の識別子に関連し
て記憶される。注釈は、メタデータの種々のフィールド、例えば、ページ又はサイトのレ
ーティング（好意的又は否定的でよい）、ページ又はサイトのトピック（又はトピックス
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）を識別する１つ以上のキーワード又はラベル、ページ又はサイトのフリーテキスト記述
、及び／又は他のフィールドを含んでもよい。注釈は、コーパスのユーザから収集され、
そして注釈を生成したユーザの識別子、及びそれに関連したドキュメント（又は他のコン
テンツアイテム）の識別子と共に記憶されるのが好都合である。注釈、及びユーザから注
釈を収集するプロセスの一例が、前記特許出願（代理人ドケット第０１７８８７－０１３
７２０ＵＳ）に説明されている。本発明は、特定のメタデータにも、メタデータを収集す
る特定の技術にも限定されないことを理解されたい。
【００３３】
　本発明の実施形態において、コンテンツ注釈システムに参加する各ユーザは、友人のリ
ストを定義することができ、各友人は、第１ユーザが注釈を共有したいシステムの別のユ
ーザである。種々の参加ユーザにより定義された友人のリストに基づいて、ユーザごとに
信頼性ネットワークが定義され、第１ユーザの信頼性ネットワークのメンバーによる注釈
を第１ユーザによりコーパスのその後のサーチの結果に一体化することができると共に、
これを種々の仕方で使用して、コーパスをブラウズする第１ユーザの経験を向上させるこ
ともできる。
【００３４】
　例えば、第１ユーザがコーパスをサーチするときに、第１ユーザ、又は第１ユーザの信
頼性ネットワークの他のメンバーが注釈付けしたドキュメントに対応するヒット（ここで
は、「注釈付きヒット」と称する）をハイライト処理し、ユーザがこのような注釈を見る
のを許すためにリンクを設けることができる。注釈が数値レーティングのようなジャッジ
メントデータを含む場合には、このジャッジメントデータを第１ユーザの信頼性ネットワ
ークにわたって集計できると共に、そのジャッジメントが好意的か否定的か指示する仕方
で注釈付きヒットをハイライト処理することができる。更に、第１ユーザの信頼性ネット
ワークにわたって集計された数値レーティングは、第１ユーザの問合せに応答してサーチ
結果をランク付けするのに使用でき、好意的な集計レーティングは、所与のページ又はサ
イトのランクを上げる傾向があり、そして否定的な集計レーティングは、ランクを下げる
傾向がある。
【００３５】
　注釈がユーザ供給テキスト記述及び／又は記述キーワード又はラベルを含むような別の
実施形態では、第１ユーザは、ページコンテンツに加えて又はそれに代わって、自分の信
頼性ネットワークメンバーにより生成された注釈のコンテンツをサーチするオプションを
有してもよい。他の実施形態では、第１のユーザが自分の信頼性ネットワークのメンバー
により注釈付けされたページを訪問するときに、その第１ユーザがこのような注釈を見る
のを許す制御が与えられる。
【００３６】
　例示の目的で、この説明及び添付図面は、特定の問合せ、サーチ結果ページ、ＵＲＬ、
及び／又はウェブページを使用することができる。このような使用は、実際のウェブペー
ジ又はサイトの見解、推奨又は軽蔑を暗示することを意味するものではない。更に、本発
明は、ここに示す特定の実施例に限定されないことを理解されたい。
【００３７】
　Ｉ．概略
　Ａ．ネットワーク実施の概略
　図１は、本発明の一実施形態によるクライアントシステム２０を備えた情報検索及び通
信ネットワーク１０の一般的概略を示す。このコンピュータシステム１０において、クラ
イアントシステム２０は、インターネット４０、又は他の通信ネットワーク、例えば、ロ
ーカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）又はワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）接続を経
て、多数のサーバーシステム５０1乃至５０Nに結合される。以下に述べるように、クライ
アントシステム２０は、本発明により、サーバーシステム５０1乃至５０Nのいずれかと通
信するように構成され、例えば、メディアコンテンツや他の情報、例えば、ウェブページ
をアクセスし、受け取り、検索し及び表示するように構成される。
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【００３８】
　図１に示すシステムの多数の要素は、ここで詳細に説明する必要のない従来の良く知ら
れた要素を含む。例えば、クライアントシステム２０は、デスクトップパーソナルコンピ
ュータ、ワークステーション、ラップトップ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ
）、セルラー電話、又はＷＡＰイネーブル装置、或いはインターネットに直接的又は間接
的にインターフェイスできる他の計算装置を含むことができる。クライアントシステム２
０は、通常、ブラウジングプログラム、例えば、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔのＩｎｔｅｒｎｅｔ
　ＥｘｐｌｏｒｅｒTMブラウザ、Ｎｅｔｓｃａｐｅ　ＮａｖｉｇａｔｏｒTMブラウザ、Ｍ
ｏｚｉｌｌａTMブラウザ、ＯｐｅｒａTMブラウザ、或いはセルラー電話、ＰＤＡ又は他の
ワイヤレス装置等の場合にはＷＡＰイネーブルブラウザ、を実行して、クライアントシス
テム２０のユーザが、サーバーシステム５０1乃至５０Nからインターネット４０を経て入
手できる情報及びページをアクセスし、処理し及び見るのを許す。又、クライアントシス
テム２０は、通常、１つ以上のユーザインターフェイス装置２２、例えば、キーボード、
マウス、タッチスクリーン、ペン等を備えていて、サーバーシステム５０1乃至５０N又は
他のサーバーにより与えられるページ、フォーム及び他の情報に関連して、ブラウザによ
りディスプレイ（例えば、モニタスクリーン、ＬＣＤディスプレイ、等）に与えられるグ
ラフィックユーザインターフェイス（ＧＵＩ）と相互作用する。本発明は、ネットワーク
の特定グローバルインターネットワークを指すインターネットに使用するのに適している
。しかしながら、インターネットに代わって又はそれに加えて、他のネットワーク、例え
ば、イントラネット、エクストラネット、バーチャルプライベートネットワーク（ＶＰＮ
）、非ＴＣＰ／ＩＰベースのネットワーク、ＬＡＮ又はＷＡＮ、等を使用できることも理
解されたい。
【００３９】
　一実施形態によれば、クライアントシステム２０及びその全ての要素は、Ｉｎｔｅｌ　
Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）TMプロセッサ、ＡＭＤ　ＡｔｈｌｏｎTMプロセッサ等、又は
多数のプロセッサのような中央処理ユニットを使用して実行されるコンピュータコードを
含むアプリケーションを使用してオペレータ構成可能である。ここに述べるようにデータ
及びメディアコンテンツを通信し、処理し及び表示するためにクライアントシステム２０
を操作し及び構成するためのコンピュータコードは、ダウンロードされてハードディスク
に記憶されるのが好ましいが、全プログラムコード又はその一部分を、良く知られた他の
揮発性又は不揮発性メモリ媒体又は装置、例えば、ＲＯＭ又はＲＡＭに記憶してもよいし
、或いはプログラムコードを記憶できる媒体、例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）媒体
、デジタル多様性ディスク（ＤＶＤ）媒体、フロッピー（登録商標）ディスク、等に設け
てもよい。更に、全プログラムコード又はその一部分を、ソフトウェアソース、例えば、
サーバーシステム５０1乃至５０Nの１つから、インターネットを経てクライアントシステ
ム２０へ送信し及びダウンロードしてもよいし、或いは通信媒体及びプロトコル（例えば
、ＴＣＰ／ＩＰ、ＨＴＴＰ、ＨＴＴＰＳ、イーサネット（登録商標）、又は他の従来の媒
体及びプロトコル）を使用して、他のネットワーク接続（例えば、エクストラネット、Ｖ
ＰＮ、ＬＡＮ、又は他の従来のネットワーク）を経て送信してもよい。
【００４０】
　本発明の態様を実施するためのコンピュータコードは、Ｃ、Ｃ＋＋、ＨＴＭＬ、ＸＭＬ
、Ｊａｖａ（登録商標。以下同じ。）、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）等のコード、
又は他の適当なスクリプト言語（例えば、ＶＢＳｃｒｉｐｔ）、或いはクライアントシス
テム２０で実行でき又はクライアントシステム２０で実行するようにコンパイルできる他
の適当なプログラミング言語でよいことが明らかであろう。ある実施形態では、クライア
ントシステム２０にコードがダウンロードされず、必要なコードがサーバーにより実行さ
れるか、又はクライアントシステム２０に既に存在するコードが実行される。
【００４１】
　Ｂ．サーチ及び注釈システムの概略
　図２は、本発明の実施形態によりメディアコンテンツを通信するための別の情報検索及
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び通信ネットワーク１１０を示す。図示されたように、ネットワーク１１０は、クライア
ントシステム１２０、１つ以上のコンテンツサーバーシステム１５０、及びサーチサーバ
ーシステム１６０を備えている。ネットワーク１１０において、クライアントシステム１
２０は、インターネット１４０又は他の通信ネットワークを経てサーバーシステム１５０
及び１６０に通信可能に結合される。上述したように、クライアントシステム１２０及び
その要素は、インターネット１４０又は他の通信ネットワークを経てサーバーシステム１
５０、１６０及び他のサーバーシステムと通信するように構成される。
【００４２】
　一実施形態によれば、クライアントシステム１２０で実行されるクライアントアプリケ
ーション（モデル１２５で示された）は、サーバーシステム１５０及び１６０と通信する
と共に、そこから受け取ったデータコンテンツを処理して表示するようにクライアントシ
ステム１２０及びその要素を制御するためのインストラクションを含む。クライアントア
プリケーション１２５は、リモートサーバーシステム（例えば、サーバーシステム１５０
、サーバーシステム１６０又は他のリモートサーバーシステム）のようなソフトウェアソ
ースからクライアントシステム１２０へ送信され及びダウンロードされるのが好ましいが
、クライアントアプリケーションモジュール１２５は、上述したフロッピー（登録商標）
ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、等のソフトウェア記憶媒体に設けることができる。例えば、１
つの態様において、クライアントアプリケーションモジュール１２５は、データを操作す
ると共に、種々のオブジェクト、フレーム及びウインドウにおいてデータをレンダリング
するために、例えば、埋め込み型ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）又はＡｃｔｉｖｅＸ
コントロールのような種々の制御器を含むＨＴＭＬラッパーにおいて、インターネット１
４０を経てクライアントシステム１２０へ供給されてもよい。
【００４３】
　更に、クライアントアプリケーションモジュール１２５は、データ及びメディアコンテ
ンツを処理するための種々のソフトウェアモジュール、例えば、サーチ要求及びサーチ結
果データを処理するための特殊なサーチモジュール１２６と、データ及びメディアコンテ
ンツをテキスト及びデータフレーム並びにアクティブウインドウ、例えば、ブラウザウイ
ンドウ及びダイアログボックスにおいてレンダリングするためのユーザインターフェイス
モジュール１２７と、クライアント１２０で実行される種々のアプリケーションにインタ
ーフェイスしそしてそれと通信するためのアプリケーションインターフェイスモジュール
１２８とを備えている。本発明の態様に基づいてアプリケーションインターフェイスモジ
ュール１２８がインターフェイスするように好ましく構成されるところのクライアントシ
ステム１２０で実行されるアプリケーションは、例えば、種々のｅメールアプリケーショ
ン、インスタントメッセージング（ＩＭ）アプリケーション、ブラウザアプリケーション
、ドキュメントマネージメントアプリケーション、等を含む。更に、ユーザインターフェ
イスモジュール１２７は、クライアントシステム１２０上に構成されたデフォールトブラ
ウザ又は異なるブラウザのようなブラウザを含んでもよい。
【００４４】
　一実施形態によれば、サーチサーバーシステム１６０は、サーチ結果データ及びメディ
アコンテンツをクライアントシステム１２０へ与えるように構成され、そしてコンテンツ
サーバーシステム１５０は、例えば、サーチサーバーシステム１６０により与えられるサ
ーチ結果ページにおいて選択されたリンクに応答して、ウェブページのようなデータ及び
メディアコンテンツをクライアントシステム１２０へ与えるように構成される。ある変形
例において、サーチサーバーシステム１６０は、コンテンツ、及び、又はそれに代わって
、コンテンツへのリンク及び／又は他のリファレンスを返送する。サーチサーバーシステ
ムは、ユーザから問合せを受け取ってそれに対するサーチ結果データを発生するように構
成された問合せ応答モジュール１６２と、ユーザ供給される注釈情報とのユーザ相互作用
をマネージするように構成されたユーザ注釈モジュール１６４と、ユーザに対する信頼性
ネットワークをマネージするように構成された信頼性ネットワークモジュール１６５とを
備えている。サーチサーバーシステム１６０は、サーチサーバーシステム１６０の特定ユ
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ーザに関するデータを記憶する個人化データベース１６６と、サーチされるべきコーパス
（ある場合には、ワールドワイドウェブ）へインデックスを与えるページインデックス１
７０とに通信可能に結合される。個人化データベース１６６及びページインデックス１７
０は、一般的に従来のデータベース技術を使用して実施することができる。
【００４５】
　一実施形態における信頼性ネットワークモジュール１６５は、サーチサーバー１６０の
登録された各ユーザに対して「友人」のリストを確立し、そしてそれらリストを個人化デ
ータベース１６６に記憶する。友人のリストは、信頼性ネットワークモジュール１６５に
より自動的に初期化されそして以下に述べるようにユーザにより編集されてもよいし、或
いは手動で生成されてもよい。種々のユーザに対して確立された友人のリストに基づいて
、信頼性ネットワークモジュール１６５は、各ユーザに対して、そのユーザの友人、及び
ある場合には、そのユーザの友人の友人、等々を、以下に述べるある限界まで含む信頼性
ネットワークを定義する。
【００４６】
　ある実施形態では、信頼性ネットワークモジュール１６５は、各ユーザに対する信頼性
ネットワークを動的に構築し、即ち、これは、信頼性ネットワークメンバー及び各メンバ
ーに対する関連パラメータ（例えば、以下に述べる信頼性重み又は信用係数）のリストを
発生することを含む。所与のユーザに対する信頼性ネットワークの構築は、信頼性ネット
ワーク情報が必要とされるときに（例えば、ユーザが問合せを提示するときに）リアルタ
イムで行うことができる。或いは又、所与のユーザに対する信頼性ネットワークは、所定
の条件のもとで構築されて、後で使用するために記憶されてもよい。信頼性ネットワーク
情報の構築（又は再構築）をトリガーする条件は、例えば、ユーザがサーチサーバー１６
０と新たなセッションを開始するたび；ユーザが以下に述べるように自分の友人のリスト
を更新するたび；或いは規則的にスケジュールされた間隔（例えば、毎日）、を含む。
【００４７】
　一実施形態における注釈モジュール１６４は、個人化データベース１６６と相互作用し
て、サーチサーバーシステム１６０の種々のユーザに対するユーザ注釈データを記憶しそ
してマネージする。例えば、ユーザから受け取った注釈データを注釈モジュール１６４へ
供給して個人化データベース１６６に記憶することができ、そして注釈モジュール１６４
が、問合せ応答モジュール１６２、サーチサーバー１６０の他の要素、及び／又はクライ
アント１２０から発生する要求を含む注釈データの要求に応答することもできる。
【００４８】
　注釈データのユーザエントリーに対して種々のインターフェイスを設けることができる
。その一例が、前記特許出願（代理人ドケット第０１７８８７－０１３７２０ＵＳ）に説
明されており、これら又は他のインターフェイスのいずれを使用してもよい。ユーザがペ
ージ又はサイトに注釈付けすることを選択するときには、ユーザ注釈モジュール１６４が
ユーザから（例えば、クライアントシステム１２０を経て）新たな注釈データを受け取り
、そして個人化データベース１６６を更新する。
【００４９】
　一実施形態における問合せ応答モジュール１６２は、例えば、ページ、ページへのリン
ク、インデックスされたページのコンテンツを表わすデータ、等でポピュレートされた種
々のページインデックス１７０を参照する。ページインデックスは、自動ウェブクローラ
ー１７２及び／又は種々のスパイダー等、並びにハイアラーキー構造体内でウェブページ
を分類してランク付けするための手動又は半自動分類アルゴリズム及びインターフェイス
を含む種々の収集技術により発生することができる。これらの技術は、サーチサーバーシ
ステム１６０において実施されてもよいし、或いはページインデックス１７０を発生して
それをサーチサーバーシステム１６０に入手できるようにする個別のシステム（例えば、
ウェブクローラー１７２）において実施されてもよい。種々のページインデックス実施及
びフォーマットがこの技術で知られており、ページインデックス１７０に対して使用され
てもよい。



(18) JP 5395014 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

【００５０】
　問合せ応答モジュール１６２は、クライアントシステム１２０、特に、サーチモジュー
ル１２６から受け取った種々のサーチ要求（問合せ）に応答してデータを与えるように構
成される。ここで使用する「問合せ」という用語は、ユーザから（例えば、クライアント
システム１２０を経て）サーチサーバー１６０へ送られる要求であって、ページインデッ
クス１７０によりインデックされたウェブ（又は他のコーパス）をサーチすることにより
満足することのできる要求を含む。一実施形態において、ユーザには、サーチモジュール
１２６を経てサーチインターフェイスが与えられる。このインターフェイスは、ユーザが
問合せを入力できる（例えば、タイプすることで）テキストボックス、所定の問合せから
選択するためのチェックボックス及び／又は無線ボタン、ユーザがサーチを全サーチコー
パスの所定サブセットへ（例えば、あるウェブサイト、又はページインデックス１７０内
の分類別サブセクションへ）制限できるようにするディレクトリ又は他の構造体、等を含
んでもよい。いかなるサーチインターフェイスを使用してもよい。
【００５１】
　問合せ応答モジュール１６２は、所与の問合せに対してウェブページを処理しそしてラ
ンク付けする（例えば、問合せから抽出されたサーチ用語の発生パターンにより測定され
た論理的関連性、サーチ用語及び／又は特定のページ又はサイトに関連したコンテクスト
識別子、ページスポンサーシップ、多数のページから収集された接続データ、等の組合せ
に基づいて）ためのサーチ関連アルゴリズムで構成されるのが好都合である。例えば、問
合せ応答モジュール１６２は、受け取った問合せをパーズして、１つ以上のサーチ用語を
抽出し、次いで、そのサーチ用語を使用してページインデックス１７０にアクセスし、こ
れにより、「ヒット」のリスト、即ち問合せに少なくともある程度関連していると判断さ
れたページ又はサイト（或いはページ又はサイトへのリファレンス）のリストを発生する
ことができる。問合せ応答モジュール１６２は、次いで、１つ以上のランク付けアルゴリ
ズムを使用してヒットをランク付けすることができる。ヒットを識別してランク付けする
ための特定のアルゴリズムは、本発明にとって重要ではなく、従来のアルゴリズムを使用
できる。
【００５２】
　本発明のある実施形態では、問合せ応答モジュール１６２は、問合せユーザの信頼性ネ
ットワーク（問合せユーザを含む）に属するユーザに関連した注釈データを個人化データ
ベース１６６から検索すると共に、そのような注釈データをサーチ結果に合体するように
も構成される。注釈データの検索は、例えば、信頼性ネットワークメンバーのリストを得
るための問合せ応答モジュール１６２と信頼性ネットワークモジュール１６５との間の相
互作用、及び／又は例えば、信頼性ネットワークメンバーが識別されたときに注釈データ
を検索するための問合せ応答モジュール１６２と注釈モジュール１６４との間の相互作用
を含んでもよい。
【００５３】
　注釈データの合体は、種々の仕方で行うことができる。例えば、少なくとも幾つかの注
釈がレーティングを含む場合には、そのレーティング情報に少なくとも一部分基づいてヒ
ットを識別し及び／又はランク付けすることができる。個々の信頼性ネットワークメンバ
ーによりヒットページ又はサイトに与えられるレーティングは、直接使用してもよいし、
或いは特定のページをレート付けした全ての信頼性ネットワークメンバーにわたる集計（
例えば、平均）レーティングを使用することもできる。一実施形態では、問合せ応答モジ
ュール１６２は、特定のページ又はサイトに対する好意的なレーティングに基づいて「好
意的な」結果の個別リストを発生してもよいし、或いは問合せ応答モジュール１６２は、
特定のページ又はサイトのレーティングをサーチ結果のランク付けに合体してもよいし、
或いは問合せ応答モジュール１６２は、特定のページ又はサイトの信頼性ネットワークメ
ンバーにより否定的なレーティングを使用して、サーチ結果ページに含まれたヒットのリ
ストからヒットをドロップすべきかどうか判断してもよい。注釈がテキスト記述、キーワ
ード又はラベルを含む場合には、サーチヒットの識別及び／又はランク付け中にこれら要
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素のいずれかにおけるサーチ用語の出現を考慮してもよい。
【００５４】
　信頼性ネットワーク注釈のような個人化特徴をサーチできるようにするために、サーチ
サーバー１６０は、ユーザログイン特徴を与えるのが好都合であり、ここで、「ログイン
」とは、一般に、コンピュータシステムのユーザを識別し及び／又は認証するための手順
を指す。多数の例がこの技術で知られており、本発明の実施形態に関連して使用すること
ができる。例えば、一実施形態では、各ユーザは、独特のユーザ識別子（ＩＤ）及びパス
ワードを有し、そしてサーチサーバー１６０は、クライアント１２０にログインページを
与え、これを経てユーザがこの情報を入力できるようにすることで、ユーザがログインす
るのを促す。他の実施形態では、ユーザＩＤ及びパスワードに加えて又はそれに代わって
、生物測定、音声、又は他の識別及び認証技術を使用してもよい。ユーザが、例えば、ロ
グインすることで、自分自身を識別すると、ユーザは、以下に述べるようにユーザ注釈モ
ジュール１６４と相互作用することにより注釈を生成し及び／又は更新することができる
。更に、ログインしたユーザにより入力された各問合せは、そのユーザに対する独特のユ
ーザＩＤに関連付けることができ、即ちそのユーザＩＤに基づいて、問合せ応答モジュー
ル１６２は、個人化データベース１６６にアクセスして、問合せユーザの信頼性ネットワ
ークのメンバーからの注釈を、そのユーザの問合せに対する応答に合体することができる
。ユーザがログインすると（例えば、クライアントアプリケーション１２５を経て）、ユ
ーザがクライアントアプリケーション１２５を操作する間にユーザの認識を適切な時間に
サーチサーバー１６０に通信できるという意味で、ユーザログインが持続されるのが好都
合である。従って、ここに述べる個人化特徴は、ユーザに常時アクセスできるようにされ
る。
【００５５】
　問合せに応答して信頼性ネットワークメンバーの注釈を使用するのに加えて、問合せ応
答モジュール１６２は、他のユーザの注釈から収集した集計情報も使用できる。例えば、
一実施形態では、ページ又はサイトに対するグローバルな集計レーティング（例えば、平
均レーティング）が、信頼性ネットワークのメンバーシップに関わらず、そのページ又は
サイトに対するレーティングを注釈に与えた各ユーザのレーティングから計算される。こ
のグローバルな集計レーティングは、サーチヒットを選択し及び／又はランク付けするの
に使用できる。別の実施形態では、ページ又はサイトを記述するグローバルな集計キーワ
ード又はラベルを判断することができ、これは、例えば、信頼性ネットワークのメンバー
シップに関わらず、注釈付けしたユーザによりそのページ又はサイトに最も頻繁に適用さ
れたキーワード又はラベルを識別することで行われる。所与のページに対するこのような
集計注釈は、例えば、ページインデックス１７０に記憶され、そして問合せ応答モジュー
ル１６２によりこれを使用して、サーチサーバー１６０に対してユーザが知られているか
どうかに関わらず、問合せに応答してヒットをランク付けすることができる。
【００５６】
　一実施形態では、ユーザ注釈モジュール１６４は、新たな注釈データを受け取ったとき
にそれを集計モジュール（図２には示さず）へ転送し、該モジュールは、ページインデッ
クス１７０に記憶された集計注釈データを更新する。集計注釈データは、規則的な間隔、
例えば、毎日又は毎時間、或いはほぼリアルタイムで更新されてもよい。グローバルな集
計注釈データの収集及び使用は、前記特許出願（代理人ドケット第０１７８８７－０１３
７２０ＵＳ）に説明されている。
【００５７】
　更に別の実施形態では、問合せ応答モジュール１６２は、全コーパスのサブセットにわ
たりヒットをサーチし又はレポートすることで問合せに応答するように構成されてもよい
。例えば、ユーザは、問合せを提示し、そして自分の信頼性ネットワークのメンバーによ
り注釈付けされたドキュメントのみがヒットとしてレポートされるように要求することが
できる。別の例として、ユーザは、あるコミュニティのメンバーにより注釈付けされたド
キュメントのみがサーチヒットとしてレポートされるように要求することもできる。この
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ようなオペレーションの例を以下に説明する。
【００５８】
　ここに述べるサーチシステムは、例示に過ぎず、変更や修正がなされ得ることが明らか
である。コンテンツサーバー及びサーチサーバーシステムは、例えば、Ｙａｈｏｏ！Ｉｎ
ｃ．によりユーザに提供される分散型サーバーシステムのような単一組織の一部分でもよ
いし、或いは異種組織の一部分でもよい。各々のサーバーシステムは、一般に、少なくと
も１つのサーバー及びそれに関連したデータベースシステムを備え、又、多数のサーバー
及びそれに関連したデータベースシステムを備えてもよく、そして単一ブロックとして示
されているが、地理的に分散されてもよい。例えば、サーチサーバーシステムの全てのサ
ーバーは、互いに接近して配置されてもよいし（例えば、単一のビルディング又は構内に
位置するサーバーファームに）、或いは互いに離れた位置に分散されてもよい（例えば、
１つ以上のサーバーが都市Ａに配置されそして１つ以上のサーバーが都市Ｂに配置される
）。従って、ここに使用する「サーバーシステム」という語は、通常、１つ以上の地理的
位置にわたり又はローカルに分散された１つ以上の論理的及び／又は物理的に接続された
サーバーを含み、即ち「サーバー」及び「サーバーシステム」という語は交換可能に使用
される。加えて、ここに述べる問合せ応答モジュール及びユーザ注釈モジュールは、同じ
サーバーに実施されてもよいし、異なるサーバーに実施されてもよい。
【００５９】
　サーチサーバーシステムは、１つ以上のページインデックスと、クライアントシステム
から受け取ったサーチ問合せに応答してそれらページインデックスにアクセスしてユーザ
へサーチ結果を与えるためのアルゴリズムとで構成することができる。サーチサーバーシ
ステムは、ページインデックスそれ自体を発生してもよいし、別のソース（例えば、個別
のサーバーシステム）からページインデックスを受け取ってもよいし、或いは別のソース
からページインデックスを受け取ってその更なる処理（例えば、種々のページ情報の追加
又は更新）を遂行してもよい。更に、サーチサーバーシステムは、コンポーネントモジュ
ールの特定の組合せを含むものとして説明するが、モジュールへの分割は、説明の便宜上
に過ぎず、より多くの、より少数の又は異なるモジュールが定義されてもよいことを理解
されたい。
【００６０】
　更に、ある実施形態では、サーチサーバー１６０により維持されるものとしてここに説
明する幾つかのモジュール及び／又はメタデータは、全体的に又は部分的にクライアント
システムに常駐されてもよい。例えば、ユーザ注釈の幾つか又は全部をクライアントシス
テム１２０にローカルに記憶させて、クライアントアプリケーション１２５のコンポーネ
ントモジュールによりマネージすることができる。ページインデックス１７０の一部分又
は全部を含む他のデータをサーチサーバー１６０から周期的にダウンロードさせて、その
後に使用するためにクライアントシステム１２０により記憶することができる。更に、ク
ライアントアプリケーション１２５は、クライアント１２０にローカルに記憶されたコン
テンツのインデックスを生成してマネージできると共に、ローカルに記憶されたコンテン
ツをサーチし、ローカルに記憶されたコンテンツを含むサーチ結果をウェブサーチ結果に
合体し、等々の能力を発揮することもできる。従って、サーチオペレーションは、サーチ
サーバーシステム及び／又はクライアントシステムによるオペレーションの組合せを含ん
でもよい。
【００６１】
　本発明の実施形態では、注釈は、サーチ結果ページから入力される注釈、ツールバーイ
ンターフェイスを使用して入力される注釈、等々を含む種々の仕方で、ユーザから収集す
ることができる。注釈データを収集する実施例を以下に説明する。
【００６２】
　Ｃ．注釈の概略
　個人化データベース１６６に記憶された注釈データは、サーチサーバー１６０の登録さ
れたユーザから種々の適当なインターフェイスを経て収集することができる。注釈を収集
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するための注釈フォーマット及びインターフェイスの幾つかの例が、前記特許出願（代理
人ドケット第０１７８８７－０１３７２０ＵＳ）に説明されており、これについて以下に
簡単に要約する。しかしながら、本発明は、特定の注釈フォーマット又は注釈収集技術に
限定されないことを理解されたい。
【００６３】
　１．注釈のコンテンツ
　上述したように、ここで使用する「注釈」という語は、一般に、ページ又はサイトに関
係した記述及び／又は評価メタデータ（又はコーパスにおける他のコンテンツアイテム）
であって、ユーザから収集された後に、そのユーザの識別子及びページ又はサイトの識別
子に関連して記憶されたものを指す。注釈は、メタデータの種々のフィールド、例えば、
ページ又はサイトのレーティング（好意的又は否定的な見解を指示する任意のデータでよ
い）、ページ又はサイトのトピック（又はトピックス）を識別する１つ以上のキーワード
、ページ又はサイトのテキスト記述、及び／又は他のフィールドを含んでもよい。例示の
目的で、特定の注釈構造を以下に述べるが、この特定の注釈構造は、本発明にとって重要
ではないことを理解されたい。
【００６４】
　ここで使用する「ページ」とは、独特のロケータ（例えば、ＵＲＬ）によって識別可能
で且つ適当に構成されるブラウザプログラムにより表示可能なコンテンツの単位を指す。
「サイト」とは、共通の要旨に関係し且つ同じサーバーに位置する１つ以上のページのグ
ループを指す。本発明のある実施形態では、注釈を生成するユーザは、その注釈を単一の
ページに適用すべきか又は関連ページのグループ（サイト）に適用すべきかを指示するこ
とができる。後者のケースでは、ユーザは、サイトの範囲を定義できるのが好都合である
。ある実施形態では、ページ注釈とサイト注釈との間には、その注釈が潜在的に適用され
るページの数以外の差がない。
【００６５】
　一実施形態では、各注釈は、個人化データベース１６６における構造化エントリーであ
る。図３は、注釈３００に対するコンテンツフィールドを示す。左欄３０２のフィールド
は、ユーザ注釈モジュール１６４により自動的に発生され及び更新され、一方、右欄３０
４のフィールドは、ユーザ供給されるのが好ましい。
【００６６】
　自動的に発生されるフィールドは、注釈を生成（又はセーブ）したユーザのユーザＩＤ
を記憶する「著者ＩＤ(Author ID)」３０６と、注釈の対象であるページ（又はページの
グループ）を識別する「ＵＲＬ」フィールド３０８とを備えている。この実施形態では、
注釈は、ＩＤが著者ＩＤフィールド３０６に現われるユーザと、ＵＲＬがＵＲＬフィール
ド３０８に記憶されたＵＲＬに一致するドキュメントとに関連される。「ホストフラグ」
フィールド３１０は、注釈がページに適用されるかページのグループに適用されるかを指
示する。ホストフラグが「ページ」にセットされた場合には、注釈は、ＵＲＬがフィール
ド３０８のストリングに厳密に一致するページだけに適用され、一方、ホストフラグが「
サイト」にセットされた場合には、注釈は、ＵＲＬがフィールド３０８に示されたストリ
ングで始まるページに適用される。従って、ホストフラグが「サイト」にセットされた注
釈は、多数のページ（１つのページのみを含む）に適用することができる。ホストフラグ
フィールド３１０は、デフォールト値（例えば、「ページ」）に自動的にセットされても
よく、そしてユーザには、値を変更するオプションを与えることができる。
【００６７】
　「タイトル」フィールド３１２は、対象ページのタイトルを記憶する。このフィールド
は、デフォールトにより、注釈付きページのソースコードから抽出されたページタイトル
で埋めるのが好都合であり、ある実施形態では、ユーザがタイトルを変更することが許さ
れる。「アブストラクト」フィールド３１４は、対象ページ又はサイトのテキストアブス
トラクトを記憶し、このアブストラクトは、自動的に発生することもできるし、ユーザに
より供給することもできる。
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【００６８】
　欄３０２における残りのフィールドは、注釈に関する経歴情報を与える。例えば、「参
照(Referral)」フィールド３１６は、ユーザが対象ページにどのように到達するかに関す
るコンテクスト情報を与える。この参照フィールド３１６は、例えば、ユーザが対象ペー
ジに導かれたときに応答した問合せ（図３に示すように）、ユーザが注釈付きページへナ
ビゲートされる前に何を見たかに関する経歴情報、又は著者が注釈をインポートしたとこ
ろの別のユーザの識別子（インポートについては、以下に述べる）を含んでもよい。
【００６９】
　ユーザがページに注釈付けし、その後に、その注釈を修正する場合には、参照フィール
ド３１６は、その修正された注釈へ導いた参照ソースを識別するように更新されるのが好
都合である。「古い参照(Old referral)」フィールド３１８は、以前の注釈バージョンに
関するコンテクスト情報を記憶するのに使用でき、この情報は、参照フィールド３１６に
記憶された情報と同様である。いかなる数の古い参照（古い参照なしも含む）が維持され
てもよい。
【００７０】
　「最後の更新(Last updated)」フィールド３２０は、いつユーザが注釈を最後に更新し
たか指示するタイムスタンプを与える。「最後の訪問(Last visited)」フィールド３２２
は、いつユーザが注釈付きページに訪問したか指示するタイムスタンプを与える。図３は
、これらのタイムスタンプをＹＹＹＹ－ＭＭ－ＤＤＨＨ：ＭＭ：ＳＳフォーマットで示し
ているが、他のフォーマット及び希望の精度に置き換えてもよいことを理解されたい。こ
の情報は、例えば、古い注釈を、おそらく信頼性の低いものとして識別するのに使用でき
る（特に、注釈付きページが、ユーザがそのページに最後に訪問したときより最近に更新
された場合）。
【００７１】
　欄３０４におけるフィールドは、著者により供給されるもので、ユーザがデータを供給
するまで及び供給しない限り、空のままであるのが好都合である。好ましい実施形態では
、ユーザは、全てのこれらフィールドに対するデータを供給することが要求されず、注釈
がサーチ処理に使用されるときには空きフィールドを無視することができる。
【００７２】
　「キーワード」フィールド３２４は、対象ページを記述する１つ以上のユーザ供給キー
ワード又はユーザ選択ラベルを記憶する。ここで使用する「キーワード」（この技術では
「タグ」と称することもある）とは、ワード又はフレーズを自由に選択するユーザにより
供給されるワード又は短いフレーズを指し、一方、「ラベル」とは、システム定義語彙、
例えば、カテゴリー識別子のハイアラーキーリストからユーザにより選択されたワード又
は短いフレーズを指す。
【００７３】
　「記述」フィールド３２６は、対象ページのユーザ供給テキスト記述を記憶する。この
フィールドをポピュレートする際には、ユーザは、ワード又は短いフレーズ或いは特定の
長さに制限されず、そしてテキストは、フォーマットされてもされなくてもよい。ある実
施形態では、記述フィールド３２６は、非常に長いテキストストリング（例えば、５００
又は１０００ワードまで）を記憶することができる。又、ユーザは、記述の一部分として
他のコンテンツへのリンクを含むことも許される。リンクは、例えば、注釈付きページに
より監視されるトピックスに関する詳細を与える他のサイトを識別するために含ませるこ
とができる。
【００７４】
　「レーティング」フィールド３２８は、対象ページのユーザ見解又はジャッジメントを
反映する数値又は他の指示子を記憶する。レーティングは、種々のスケールを使用して与
えることができ、このスケールは、少なくとも「好意的」、「否定的」及び「中立」レー
ティングを許すのが好ましい。例えば、一実施形態では、ユーザは、注釈の生成中に、好
意的（例えば、賛成(thumbs up)）又は否定的（例えば、反対(thumbs down））レーティ
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ングを対象ページに与えるよう促される。好意的及び否定的のレーティングには、各々、
数値（例えば、＋２及び－２）が指定され、レーティングの付かないページには、「中立
」ジャッジメント（例えば、０）を表わすデフォールトレーティングが与えられる。他の
レーティングシステム、例えば、０から４個の星印、１から１０のレーティング、等を使
用してもよい。フィールド３２８に記憶されるレーティング指示子は、ユーザにより使用
されるレーティングスケールに一致しなくてもよい（例えば、ユーザが１から１０のスケ
ールでページをレーティング決めする場合には、これを、－４から５の範囲のレーティン
グ指示子に換算することができる）。ユーザが注釈付けするがレーティング決めしないペ
ージは、中立レーティングを有するものとして処理されるのが好都合である。
【００７５】
　注釈エントリー３００は、例示に過ぎず、異なるフィールドを伴う他の注釈構造を使用
してもよいことを理解されたい。例えば、ある実施形態では、注釈は、対象ページのコン
テンツの一部又は全部の表示を圧縮形態又は非圧縮形態で含んでもよい。他の実施形態で
は、ユーザは、記述を対象ページのコンテンツの特定部分に接続することができ、そして
記述が接続される部分は、注釈に記憶されてもよい。他の実施形態では、サーチサーバー
１６０は、ページ又はサイトをある分類学に基づいてカテゴリー分けすることもでき、こ
のようなカテゴリーデータは、注釈の一部分としてセーブされてもよい。
【００７６】
　対象ページ（又はサイト）に関係した他のメタデータは、注釈レコードにおいて収集さ
れて、ユーザがブラウズを続けるときに自動的に更新されてもよい。例えば、ユーザが注
釈付けしたページ又はサイトにユーザが訪問する回数をカウントするためにカウンタが設
けられてもよい。このカウンタ及び／又は最後に訪問したタイムスタンプは、ユーザがペ
ージ又はサイトを訪問するたびに自動的に更新することができる。ある実施形態では、ユ
ーザがサーチサーバー１６０にログインする間に行われる訪問のみが、自動更新を生じさ
せる。
【００７７】
　注釈エントリーは、個人化データベース１６６に記憶するのに適したフォーマットでフ
ォーマットされてもよく（例えば、関係データベーススキーマ、ＸＭＬレコード、等）、
そして種々のフィールドへのリファレンスによりアクセスすることができる。一実施形態
では、注釈レコードは、少なくとも著者ＩＤ、ＵＲＬ、タイトル及びキーワードによりア
クセスできる。
【００７８】
　２．注釈データの収集
　注釈は、種々の仕方でユーザから収集することができ、その一例が前記特許出願（代理
人ドケット第０１７８８７－０１３７２０ＵＳ）に説明されている。そこに説明されたよ
うに、ユーザは、適当なツールバーが装備されたウェブブラウザクライアントに表示され
たページに注釈付けするように選択することもできるし、又はユーザは、サーチヒットの
リストに現れるページに注釈付けするように選択することもできる。
【００７９】
　本発明の実施形態では、ユーザからページ（又はページのグループ）に関する記述及び
／又は評価メタデータを収集し、そしてそのメタデータを、それを与えたユーザ及び対象
ページ（又はページのグループ）に関連付けるための任意の適当な技術を使用することが
できる。各ユーザが種々のページ又はサイトに訪問して注釈付けするときに、各ユーザは
、そのユーザに関心のあるコンテンツのパーソナル「ライブラリー」を構築し、そして各
ユーザは、自分自身のライブラリーを見て編集することができ、これは、例えば、前記特
許出願（代理人ドケット第０１７８８７－０１３７２０ＵＳ）に説明されている。
【００８０】
　３．注釈の編成
　ある実施形態では、ユーザは、フォルダを使用してそれらの注釈を編成することができ
る。例えば、各ユーザは、「メイン」フォルダを有し、ここには、そのユーザの新たな注
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釈をデフォールトにより入れることができる。ユーザは、必要に応じて付加的なフォルダ
を生成することができる。ある実施形態では、ユーザは、フォルダ内にサブフォルダを定
義することもできる。フォルダを生成してマネージするユーザインターフェイスは、一般
的に従来設計のものでよい。
【００８１】
　一実施形態では、各フォルダは、個人化データベース１６６におけるフォルダエントリ
ーを使用して定義される。図４は、本発明の一実施形態によるフォルダエントリー４００
を示す。このフォルダエントリー４００は、フォルダ４００に属する注釈及び／又はサブ
フォルダへのリファレンス（例えば、永続的ポインタ）を与えるリファレンスフィールド
４０４を含み、リンク付きリスト又は他の適当なデータ構造を使用して、リファレンス４
０４を実施することができる。
【００８２】
　又、フォルダエントリー４００は、フォルダのマネージメントに有用な他のフィールド
も含むのが好都合である。一実施形態において、これらのフィールドは、フォルダが属す
るユーザのユーザＩＤを記憶する「著者ＩＤ(Author ID)」フィールド４０６と、ユーザ
供給フォルダネームを記憶する「ネーム」フィールド４０８（例えば、上限が８０キャラ
クタ）とを備えている。この「ネーム」フィールド４０８は、「新規フォルダ」又は他の
何らかの適当なストリングに対するデフォールトでもよい。「記述」フィールド４１０は
、フォルダの目的又はコンテンツのユーザ編集可能なフリーテキスト記述を記憶し、即ち
このフィールドは、空き状態に対するデフォールトでもよい。「アクティブ」フィールド
４１２は、そのフォルダ内の注釈を問合せに応答して使用すべきかどうか指示するフラグ
（例えば、ブール値）を記憶する。
【００８３】
　「発行(Publication)フラグ」フィールド４１４、「プライバシーレベル」フィールド
４１６、及び「アクセスリスト」フィールド４１８は、全て、注釈の共有に関連したもの
で、これは、ある実施形態では、フォルダごとのベースで制御することができる。フィー
ルド４１４の発行フラグは、フォルダ４００の注釈を、発行メカニズムを経て他のユーザ
へ自動的に配布すべきかどうか指示し、発行については、以下に説明する。フィールド４
１６のプライバシーレベル及びフィールド４１８のアクセスリストは、フォルダ内の注釈
を他のユーザが見ることができねばならない程度を制御するのに使用される。プライバシ
ーレベル及びそれらの意義の一例を以下に説明する。
【００８４】
　フォルダフォーマットは変化してもよく且つ他のフィールドが含まれてもよいことが明
らかであろう。「メイン」フォルダを除くと、ユーザは、フォルダを自由に生成、再ネー
ム付け、及び削除することができる。ある実施形態では、多数のフォルダが同じ注釈への
リファレンスを記憶することができ、他の実施形態では、各注釈が厳密に一度に１つのフ
ォルダに指定され、そしてユーザは、１つのフォルダから別のフォルダへ注釈を移動した
り、又は異なるフォルダに注釈のコピーを生成したりすることができる。ある実施形態で
は、各注釈エントリーは、その注釈が指定されたフォルダ（１つ又は複数）へ戻るリファ
レンスを記憶する「フォルダＩＤ」も含むことができる。
【００８５】
　フォルダは任意であるが、フォルダを設けることは、サーチの経験に勝る付加的なユー
ザ制御度を許す。例えば、ユーザは、自分の注釈を多数のフォルダに配列し、アクティブ
なフラグ（フィールド４１２）を１つ以上のフォルダに対して真にセットし且つ他のもの
に対して偽にセットすることができる。ユーザが問合せを入力すると、アクティブなフォ
ルダ（１つ又は複数）におけるジャッジメントのみが結果に影響を及ぼすことになる。又
、ユーザは、種々のウェブブラウザプログラム又はインターネットポータルサービスによ
りサポートされるブックマーク又は他のパーソナルサイトリストに若干類似した仕方で、
フォルダを使用して、注釈付きページを収集し編成することもできる。好ましい実施形態
では、ここに述べるフォルダ及び注釈データは、ユーザのためにサーチサーバー１６０に
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維持され、そしてユーザがサーチサーバー１６０にアクセスする場所に関わりなく、ユー
ザに得られるようにすることができる。
【００８６】
　別の実施形態では、フォルダが使用されず、注釈の使用は、注釈レコードにおけるユー
ザ供給キーワード又はラベルに基づいてマネージされる。例えば、アクティブなフラグ、
発行フラグ、及び／又はプライバシー設定は、フォルダ当りではなく、キーワード当たり
に定義することができる。
【００８７】
　II．信頼性ネットワークを経ての注釈の共有
　前記特許出願（代理人ドケット第０１７８８７－０１３７２０ＵＳ）に説明されたよう
に、各ユーザの収集された注釈は、ユーザがウェブをブラウズするときにそのユーザに得
ることができるようにされる。例えば、ユーザが注釈付けしたサイトをユーザが見ている
間に、ユーザは、自分の注釈を見及び／又は編集することもできる。別の例として、サー
チ結果ページは、ユーザが注釈付けしたヒットページを識別するための視覚又は他のハイ
ライトエレメントを含んでもよいし、或いは種々のヒットページに対してユーザの注釈か
ら抽出されたメタデータをレポートしてもよい。更に別の例として、サーチヒットを識別
し及び／又はランク付けするためにページコンテンツ及び他の従来のファクタに加えて又
はそれに代わってユーザの注釈を使用してもよい。
【００８８】
　本発明の実施形態において、ユーザは、自分自身の注釈に加えて、他のユーザにより生
成された注釈を見ることもできる。第１ユーザにより注釈が見られるべきである１組のユ
ーザを、ここでは、第１ユーザの「信頼性ネットワーク」と称し、そして好ましい実施形
態では、各ユーザは、自分の信頼性ネットワークのメンバーに対して少なくともある程度
の制御を行うことができる。ユーザの信頼性ネットワークを定義するための技術の実施例
を以下に説明する。
【００８９】
　Ａ．信頼性ネットワークの生成
　１．ソーシャルネットワークモデル
　ある実施形態では、ユーザに対する信頼性ネットワークは、ユーザの種々の対間の信頼
関係から構築されたソーシャルネットワークに基づいて定義される。各ユーザは、１人以
上の他のユーザ（ここでは、第１ユーザの「友人」と称される）に対する信頼関係を明確
に定義することができる。種々のユーザの信頼関係に基づいて、ユーザを信頼関係により
他のユーザに接続するソーシャルネットワークを定義することができ、そして所与のユー
ザから発するソーシャルネットワークの一部分を、そのユーザに対する信頼性ネットワー
クとして定義することができる。このような実施形態では、所与のユーザに対する信頼性
ネットワークは、一般に、ユーザそれ自身に加えて、ユーザの友人を含むと共に、ユーザ
の友人の友人、等々も含むことができる。ある実施形態では、全ての信頼関係は相互であ
り（即ち、ユーザＡ及びＢは、両方が互いに信頼性があると合意した場合にのみ友人であ
る）、他の実施形態では、一方向の信頼関係も定義することができる（即ち、ユーザＡは
、ユーザＢがユーザＡを友人としてもつかどうかに関わらず、ユーザＢを友人としてもつ
ことができる）。ユーザは、他のユーザを、その注釈が第１ユーザ自身にとって価値があ
ると思われるときに、友人として定義することができる。
【００９０】
　種々のユーザにより定義された信頼関係から、「ソーシャルネットワーク」を構築する
ことができ、そしてソーシャルネットワークの全部又は一部分を所与のユーザに対する信
頼性ネットワークとして選択することができる。一般に、ソーシャルネットワークは、例
えば、図５に示すように、ネットワークグラフ５００により表わすことができる。ネット
ワークグラフ５００は、異なるユーザを各々表わすノード５０１－５０９を備えている（
この例ではユーザが文字Ａ－Ｈで識別される）。ノードの対を接続するエッジ（矢印）は
、ユーザ間の信頼関係を表わし、従って、ユーザＡは、ユーザＢ、Ｃ、Ｄ及びＩを信頼し
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、ユーザＢは、ユーザＣ及びＥを信頼し、等々となる。この例では、信頼関係は、単一方
向性であり、両方向性の信頼関係（例えば、ユーザＡとＣとの間）は、２つのエッジを使
用して表わされる。ネットワークグラフ５００は、例示に過ぎないことを理解されたい。
ソーシャルネットワークが多数のユーザ及び多数の信頼関係を含んでもよく、そして１人
のユーザが多数の他のユーザに対して信頼関係を定義してもよく、又、信頼関係は、単一
方向性でも両方性でもよい。
【００９１】
　本発明の一実施形態において、ユーザＡは、自分自身の注釈と、自分のいずれかの友人
により生成された注釈とを見ることができる。別の実施形態では、ユーザＡは、自分の友
人の友人により生成された注釈を見ることもできる。例えば、ユーザＡとユーザＥとの間
には直接的な信頼関係がない。しかしながら、ユーザＡは、ユーザＢを信頼し、次いで、
ユーザＢは、ユーザＥを信頼する。従って、ユーザＡは、ユーザＥに対して「間接的な」
信頼関係をもつと言うことができ、ユーザＢ及びＥの両方からの注釈がユーザＡに見える
ようになる。
【００９２】
　より一般的には、この説明は、Ｎ個の分離度で信頼関係を参照する。但し、Ｎは、ソー
シャルネットワークにおいてユーザを接続するエッジの最小数に等しい整数である。Ｎ＝
１は、直接的な信頼関係（例えば、ユーザＡとＢとの間の関係）に対応し、Ｎ＞１は、間
接的な信頼関係に対応する。この説明の目的上、ユーザＡは、Ｎ＝０では、自分自身のソ
ーシャルネットワークのメンバーとしてみなすことができる。本発明のある実施形態では
、ウェブをブラウジングしているユーザ（例えば、ユーザＡ）は、自分自身の注釈を見て
編集することができると共に、ある最大分離度（例えば、Ｎ＝１、２、３又はそれ以上）
まで自分のソーシャルネットワーク内の他のユーザにより生成された注釈を見ることもで
きる（が、編集はしない）。
【００９３】
　ある実施形態では、ユーザＡは、自分の信頼関係の各々に異なる「信頼性重み」を指定
することができる。信頼性重みは、種々のスケールで定義することができ、例えば、１か
ら１０までの整数、等で定義することができる。信頼性重みは、ユーザＡが自分の各友人
の注釈において有している相対的な信用度を反映するのが好都合であり、一般に、高い信
頼性重みは、高い信用度を反映する。
【００９４】
　信頼性重みが定義される場合には、この情報を使用して信頼性ネットワークを定義する
こともできる。例えば、信頼性伝播アルゴリズムを使用して、「信用係数」ｐをソーシャ
ルネットワーク内のユーザに指定することができ、ユーザＡに対するユーザＸの信用係数
ｐXAは、一般に、ユーザＡが自分の友人に指定した信頼性重み、ユーザＡの友人がその友
人に指定した信頼性重み、等々に基づく。信頼性伝播アルゴリズムの実施例は、この技術
で知られており、これを使用して、信用係数を発生することができる。又、ユーザＡに対
する他のユーザの信用係数も、分離度に基づいて決定することができるが、これは、例え
ば、ユーザＡの各友人に対して等しい信頼性重みを仮定し、次いで、信頼性伝播アルゴリ
ズムを使用して、各信頼性ネットワークメンバーに対する信用係数を決定するか、或いは
ユーザＡから所与の分離度において各ユーザに等しい信用係数を指定することにより行わ
れる。一実施形態では、ユーザＡの信頼性ネットワークにおけるメンバーシップは、ユー
ザＡからの分離度に関わらず、信用係数ｐXAがあるスレッシュホールドを越えるようなユ
ーザＸに制限される。信頼性重み及び信用係数の他のユーザは、以下で説明する。
【００９５】
　２．友人の明確な識別
　一実施形態において、信頼性ネットワークモジュール１６５（図２）は、１人のユーザ
（例えば、ユーザＡ）が、自分の信頼性ネットワークを定義する目的で他のユーザを友人
として明確に識別できるようにするインターフェイスを形成する。このインターフェイス
は、要求があったときにユーザにサービスされるウェブページを含むことができ、そして
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ユーザは、インターフェイスページを受け取る前に、サーチサーバー１６０にログインす
ることが要求されるのが好都合である。
【００９６】
　図６は、本発明の一実施形態により信頼性ネットワークインターフェイスページ６００
の一例を示す。このページ６００は、ユーザ（例えば、ユーザＡ）が、ソーシャルネット
ワークモデルを使用して信頼性ネットワークを定義する目的で、自分の友人のリストを見
て変更するための種々のメカニズムを与える。ユーザＡの友人の現在リストがセクション
６０２に表示される。友人ごとに、リストエントリー６０４は、ユーザＩＤ、記述、及び
信頼性重みを含む。記述フィールドは、ユーザＡにより、希望の情報、例えば、友人の実
際の名前、ユーザＡとの関係、等でポピュレートすることができる。セクション６０２は
、そのフィールドによる分類をサポートするように実施されてもよいし、各友人に関する
他の情報、例えば、各友人が有する友人の数、又は友人がリストに追加されたときを指示
するタイムスタンプ（図示せず）を含んでもよい。リストをポピュレーションする情報６
０２は、例えば、個人化データベース１６６に適切なレコードで記憶し、そしてユーザ要
求に応答して信頼性ネットワークモジュール１６５により検索することができる。
【００９７】
　他の情報が与えられてもよい。例えば、ある実施形態では、セクション６０２の各エン
トリー６０４は、ユーザＡの信頼性ネットワークに友人を含ませるべきか（スマイルアイ
コン）又は無視すべきか（「否定」アイコン）を指示する「アクティブ」フラグ６０５を
含む。これは、ユーザＡが、リストから友人を除去せずに、友人の注釈を無視するのを許
す。例えば、ユーザＡに対する友人の同じリストを、別のソーシャルネットワークコンテ
クストに使用してもよいし、ユーザＡが、注釈を見る目的ではなく、他のコンテクストに
おいて友人のリストにある別のユーザ（例えば、ユーザＤ）を希望してもよい。ある実施
形態では、ユーザＡは、各友人の友人からの注釈を含むべきか（使用すべきか）、無視す
べきか（使用しないか）を選択することもでき、そしてエントリー６０４がこの情報を示
してもよい。
【００９８】
　各エントリーは、「Ｅｄｉｔ（編集）」ボタン６０６及び「Ｄｅｌｅｔｅ（削除）」ボ
タン６０８を付随する。ボタン６０６をアクチベートすると、ダイアログボックスをオー
プンし（又はページを形成し）、これにより、ユーザＡは、友人に関する情報を更新する
ことができ、次いで、その変更をセーブ又はキャンセルすることができる。ボタン６０８
をアクチベートすると、ユーザＡのリストから友人が除去される。
【００９９】
　「Ｖｉｅｗ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ネットワークを見る）」ボタン６０９も設けられる。こ
のボタン６０９をアクチベートすると、自分の友人及び自分の友人の友人も含むユーザＡ
の信頼性ネットワークのインタラクティブ表示を、最大分離度、最小信用係数、又は信頼
性ネットワークを定義するための他の制限パラメータに対して起動する。この表示は、ユ
ーザＡの信頼性ネットワークに入る全てのユーザ（即ち、注釈がユーザＡに見えるように
される全てのユーザ）を含むのが好都合であり、そしてユーザＡが自分の信頼性ネットワ
ークから阻止したユーザ（例えば、ユーザＤ）を示してもよい。
【０１００】
　一実施形態において、この表示は、図５と同様のネットワークグラフを含み、そしてグ
ラフ又は他の表示が編集可能であってもよい。例えば、ユーザＡは、ノードを削除するこ
とが許され、従って、そのノードにより表わされたユーザを自分の信頼性ネットワークか
ら除外すべきであることが指示される。一実施形態では、ノードがユーザＡの友人を表わ
す場合（例えば、ユーザＡが、編集ユーザとして、ノード５０４を削除すべき場合）、ノ
ードを除去すると、ユーザＡの友人のリストから友人（例えば、ユーザＤ）を除去し、別
の実施形態では、ノードを削除すると、その友人に対する「アクティブ」フラグ６０５を
インアクティブ状態に単にセットするだけである。ノードが友人の友人である場合（ユー
ザＡからの分離度が１より大きいノード）、ノードを削除することは、そのユーザの注釈
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がユーザＡに見えるのを阻止するが、信頼関係には変化がないという作用を有する。むし
ろ、特定のユーザを「阻止された」として識別する特別のエントリーが、個人化データベ
ース１６６においてユーザＡに対して維持された友人のリストに追加されるのが好都合で
ある。例えば、ユーザＡが、編集ユーザとして、ノード５０７を削除すべき場合には、ユ
ーザＧは、ユーザＡの信頼性ネットワークのメンバーであることを止めるが、ユーザＣと
ユーザＧとの間の信頼関係には影響がなく、ユーザＧは、ユーザＣの信頼性ネットワーク
に保持される。従って、ユーザＡは、注釈がユーザＡに役立たないと分かった個々のメン
バーを選択的に阻止することにより自分の信頼性ネットワークを同調することができる。
ある実施形態では、あるメンバーを阻止することは、その阻止されたメンバーのみを経て
信頼性ネットワークに接続される他のメンバーも阻止するという作用を有する。
【０１０１】
　図６を再び参照すれば、ページ６００は、セクション６１０も備え、これを経てユーザ
Ａは新たな友人を追加することができる。ユーザＡは、新たな友人のユーザＩＤをテキス
トボックス６１２に入力し、記述をテキストボックス６１４に入力し、そして信頼性重み
をボックス６１６に入力する。ある実施形態では、信頼性重みは、デフォールト値（例え
ば、１から５のスケールにおいて３）を有してもよい。又、ユーザＡは、チェックボック
ス６１８を経て、新たな友人の友人を自分の信頼性ネットワークに含ませるべきかどうか
選択することもできる。「Ａｄｄ（追加）」ボタン６２０をアクチベートすると、オペレ
ーションが完了し、セクション６０２内のリストが新たな友人を含むようにリフレッシュ
されるのが好都合である。
【０１０２】
　定義されると、ユーザＡの友人のリストは、ユーザＡに対する他のユーザ特有の情報に
関連して、例えば、個人化データベース１６６に記憶される。次いで、この情報にアクセ
スし、これを使用して、そのユーザの問合せに対する応答を個人化又はカスタマイズする
ことができる。
【０１０３】
　ここに述べるインターフェイスは、例示に過ぎず、その変更や修正が可能であることが
明らかである。例えば、ある実施形態では、友人の承諾を追加すべき場合だけ新たな友人
を追加することができる。従って、ユーザＡが追加ボタン６２０をアクチベートしても、
ユーザＡのリストに友人が直ちに追加されない。むしろ、ｅメール、インスタントメッセ
ージ、又は他の適当な通信媒体を経て、Ａにより名指しされたユーザ（例えば、ユーザＫ
）に招待状を送り、そしてユーザＫは、その招待を受け容れるかどうかについての指示で
応答することができる。ユーザＫがそれを受け容れる場合には、例えば、他方の友人リス
トに各ユーザを追加することにより、ユーザＡとＫとの間の両方向友好関係が確立され、
さもなければ、新たな友好関係は確立されない。
【０１０４】
　３．友人の自動識別
　ある実施形態では、信頼性ネットワークモジュール１６５は、ユーザＡが自発的にコン
タクトするところの他のユーザを識別するために種々の情報ソースを発掘することにより
ユーザＡに対する友人のリストを自動的に発生することもできる。
【０１０５】
　例えば、一実施形態では、サーチサーバー１６０のプロバイダーは、ｅメール、ＩＭ（
インスタントメッセージング）、等の通信サービスも提供する。この技術で知られている
ように、このようなサービスは、ユーザＡがコンタクトすることを望むユーザのリストを
ユーザＡが維持するのを許す。例えば、ユーザＡがプロバイダーのＩＭサービスに登録さ
れた場合には、ユーザＡは、「友人」リスト（「兄弟(buddy)」リストと称されることも
ある）を定義することができ、これは、ユーザＡがインスタントメッセージを交換したい
ところの他の登録ユーザに対するユーザ識別子のリストである。ユーザＡのＩＭ友人リス
トにユーザＢ（又は他のユーザ）を含ませることは、ユーザＡからユーザＢへの接続を指
示し、そしてユーザＢがユーザＡの友人かもしれないことを示唆する。同様に、ユーザＡ
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がプロバイダーのｅメールサービスに登録された場合には、ユーザＡは、ユーザＡがｅメ
ールを交換するところのユーザを識別するパーソナルｅメールアドレス帳を維持してもよ
い。ユーザＡのアドレス帳にユーザＣ（又はサーチサーバー１６０に登録された他のユー
ザ）を含ませることは、ユーザＡからユーザＣへの接続を指示し、そしてユーザＣがユー
ザＡの友人かもしれないことを示唆する。
【０１０６】
　更に別の実施形態では、サーチサーバー１６０のプロバイダーは、登録されたユーザが
オンラインコミュニティに参加することも許し、そのメンバーは、ブルテンボード、チャ
ットルーム、ｅメール配布リスト、等を使用して、互いに通信することができる。２人の
ユーザ（例えば、Ａ及びＢ）が両方とも同じオンラインコミュニティのメンバーである場
合には、ユーザ間に接続があり、そして両方向交友関係が適切であることが推測される。
【０１０７】
　これらの技術のいずれか又は全部を使用して、ユーザに対する友人のリストを自動的に
ポピュレートすることができる。ある実施形態では、ユーザの友人リストは、関係情報の
前記ソース又は他のソースのいずれかを使用して予めポピュレートすることができ、次い
で、ユーザは、上述したように、例えば、ページ６００を経てリストを編集することがで
きる。関係が自動的に定義される場合には、ページ６００は、関係が推測されるところの
ソースを指示するのが好都合であり（例えば、記述フィールドにおいて）、又、関係が自
動的に定義されたことを指示してもよい。友好関係を確立するのに相互承諾が要求される
実施形態では、関係データのソースを発掘し、そしてこれを、友人となるためにユーザの
種々の対へ招待状を発行するための基礎として使用することができ、両方のユーザが受け
容れたときに関係が確立される。
【０１０８】
　他の実施形態では、ユーザの友人リストは、デフォールトにより予めポピュレートされ
ず、そしてユーザは、関係情報のソース（例えば、ＩＭ友人リスト及び／又はｅメールア
ドレス帳及び／又はコミュニティメンバーシップ情報）がもしあれば、どれを使用して、
リストを自動的にポピュレートするか選択することができる。その後、ユーザはリストを
編集することができる。
【０１０９】
　４．友人の集合の選択
　他の実施形態では、信頼性ネットワークは、ユーザの充分定義されたグループ又はコミ
ュニティ間の暗示的な信頼関係に基づいて定義される。ここで使用する「コミュニティ」
という語は、サーチサーバー１６０がメンバーのユーザＩＤのリストを得てそれらＩＤを
注釈の著者に関連付けることのできる進行中フォーラムを指す。典型的に（必ずしもそう
でないが）、コミュニティは、サーチサーバー１６０のプロバイダーによりマネージされ
る少なくとも１つのネットワークベースの通信媒体、例えば、契約ベースのｅメール配布
リスト、メンバー専用のチャットルーム、ブルテンボード、等を使用する。一実施形態で
は、コミュニティは、Ｙａｈｏｏ！グループに対応するが、メンバーの認識をサーチサー
バー１６０により決定できる他のオンラインコミュニティが使用されてもよく、より一般
的には、充分定義されたメンバーシップリストを与える組織又はフォーラムは、サーチサ
ーバー１６０がそのメンバーシップリストにおけるユーザ識別子を注釈システムにおける
参加者のユーザ識別子へとマップできる限り、コミュニティとして使用することができる
。
【０１１０】
　ある実施形態では、ユーザＡの信頼性ネットワークは、ユーザＡが属するコミュニティ
の現在メンバーである全てのユーザを含むものとして定義される。ある実施形態では、ユ
ーザＡは、適当なインターフェイス（図６には示さず）を経て、自分がそのメンバーであ
って自分の信頼性ネットワークとして使用されるべき１つ以上のコミュニティを選択する
ことができる。ある実施形態では、ユーザＡは、例えば、上述したように、選択されたコ
ミュニティ（１つ又は複数）に対するコミュニティメンバーのリストから導出された友人
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のパーソナルリストを見て編集することが許されてもよいが、ユーザＡがコミュニティメ
ンバーのリストを編集できることも、それを見ることができることも必要ではない。従っ
て、ユーザＡは、自分が属するコミュニティを、そのコミュニティの他のメンバーが誰で
あるかの情報をもたずに、自分の信頼性ネットワークとして選択することができ、そして
ユーザＡの信頼性ネットワークのメンバーシップは、その選択されたコミュニティにメン
バーが加わったり去ったりするときに、ユーザＡの知識を伴ったり伴わなかったりして、
自動的に変化し得る。
【０１１１】
　ユーザＡの信頼性ネットワークがコミュニティへのリファレンスにより定義される場合
には、ユーザＡは、個々のメンバーからの注釈を阻止し、それらを信頼性ネットワークか
ら効果的に除去することができる。例えば、信頼性ネットワークメンバーによる注釈が表
示されるときには、表示インターフェイスは、ユーザＡが将来の著者の注釈を阻止するよ
うにサーチサーバー１６０に命令できるようにする制御を含んでもよい。このような実施
形態では、個人化データベース１６６は、各ユーザに対して、ユーザの信頼性ネットワー
クを定義するのに使用されるべきコミュニティ（１つ又は複数）のリストと、注釈を阻止
しなければならないユーザの「ブラックリスト」とを含んでもよい。
【０１１２】
　ユーザＡの信頼性ネットワークがコミュニティへのリファレンスにより定義される場合
には、全てのコミュニティメンバーは、ユーザＡから同じ分離度（例えば、Ｎ＝１）をも
つものとして処理することができる。ある実施形態では、全てのメンバーに、最初に、等
しい信頼性重みが指定され、そしてユーザＡは、適当なインターフェイスを経て個々のメ
ンバーの信頼性重みを手動で調整できてもよいし、できなくてもよい（例えば、上述した
ページ６００と同様に）。
【０１１３】
　他の実施形態では、各コミュニティメンバーには、コミュニティ内の「評判」スコアを
指定することができ、所与のメンバーに対する評判スコアは、そのメンバーに対する信用
係数として使用することができる。この評判スコアは、種々の仕方で決定することができ
る。一実施形態において、コミュニティメンバーの評判スコアは、コミュニティにおける
参加のレベル（例えば、ブルテンボード又はｅメール配布リストへの投稿の頻度、又はチ
ャットルームへの参加の頻度、等）に基づくものである。別の実施形態では、コミュニテ
ィメンバーは、他のメンバーの信頼性を明確にレーティング決めすることができ、そして
各メンバーの評判スコアは、このようなレーティングに基づくことができる（例えば、以
下のセクションＩＶ．Ｃを参照されたい）。更に別の実施形態では、コミュニティのメン
バーは、他のメンバーの注釈をレーティング決めすることができ（編集はしない）、そし
てメンバーの評判スコアは、コミュニティの他のメンバーにより自分の注釈に与えられた
レーティングに基づくことができる。
【０１１４】
　５．信頼性ネットワークに対するユーザの好み
　ある実施形態において、信頼性ネットワークモジュール１６５は、各ユーザが、いかに
自分の信頼性ネットワークを定義すべきか及びいかにそれを使用すべきかに関連した種々
のパラメータを指定するのを許す。例えば、図６のページ６００において、セクション６
２４は、ユーザが信頼性ネットワークに対する設定を制御するのを許す。例えば、無線ボ
タン６２６を使用して、ユーザは、信頼性ネットワークメンバーを分離度又は信用係数に
基づいて決定すべきであるかどうか指示することができる。ある実施形態では、ユーザは
、ある範囲内の最大分離度（例えば、Ｎmax＝１、２又は３）又は最小信用係数（例えば
、ｐmin＝０．２、０．４、又は０．８）を指定することができてもよい。チェックボッ
クス６２８、６３０及び６３２は、ユーザが、自分の信頼性ネットワークから得た情報を
表示すべき状況を指定するのを許す。例えば、ユーザは、自分の信頼性ネットワークから
得た情報に基づいてサーチ結果をハイライト処理し及び／又は順序付けすべきかどうか（
ボックス６２８、６３０）、並びに信頼性ネットワーク内の誰かにより表示ページに注釈
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付けされたかどうかブラウザツールバーが指示すべきであるかどうか（ボックス６３２）
を選択することができる。このようなオペレーションの実施例を以下に説明する。
【０１１５】
　他のユーザの好み及び好みの組合せがサポートされてもよいことが明らかであろう。例
えば、ユーザは、自分の信頼性ネットワークを、友人の明確なリストを使用してソーシャ
ルネットワークモデルから構築すべきか、或いはユーザが属するコミュニティから暗示的
に構築すべきかを指定することができる。
【０１１６】
　Ｂ．信頼性ネットワーク注釈へのツールバーインターフェイス
　図７は、本発明の実施形態によりユーザが見ようとするページに対して信頼性ネットワ
ークメンバーにより注釈を付け及び／又は既存の注釈を見るためのツールバーベースのイ
ンターフェイスの一例を示す。ウェブブラウザウインドウ７００は、ウェブコンテンツを
表示するためのビューエリア７０２、ナビゲーションボタン（後退、前進、等）を形成す
るデフォールトツールバー７０３、及び現在表示されるページのＵＲＬを示すと共に、ユ
ーザがビューエリア７０２に表示されるべき異なるページに対してＵＲＬを入力するのを
許すナビゲーションエリア７０４、等の従来の要素を備えている。又、ブラウザウインド
ウ７００は、従来のブラウザプログラムへの追加として設けられてもよいし又はブラウザ
プログラムの標準特徴として設けられてもよいサーチツールバー７０６も備えている。
【０１１７】
　サーチツールバー７０６は、ユーザがサーチサーバー１６０（図２）へ問合せを提示で
きるようにするテキストボックス７０８及び「Ｓｅａｒｃｈ　Ｗｅｂ（ウェブをサーチ）
」ボタン７０９と、ユーザが自分自身のセーブされた注釈を見ると共に自分が注釈付けし
たページへナビゲートするのを許す「Ｌｉｓｔ　Ｓａｖｅｄ（セーブしたものをリスト）
」ボタン７１０と、ページ又はダイアログボックスをオープンしてユーザが現在表示され
ているページに注釈付けするのを許す「Ｓａｖｅ　Ｔｈｉｓ（これをセーブ）」ボタン７
１２と、を備えているのが好都合である。サーチツールバー７０６のこれらの態様は、一
般に、前記特許出願（代理人ドケット第０１７８８７－０１３７２０ＵＳ）に説明された
特徴と同様でよい。ここで使用する、ページを「セーブ」するとは、ページに対する注釈
を生成して記憶することを指し、ページコンテンツのコピーをセーブすることを含んでも
よいし、含まなくてもよい。
【０１１８】
　ある実施形態において、サーチツールバー７０６は、ブラウズするユーザ又はその信頼
性ネットワークの別のメンバーが以前に注釈付けしたページをブラウザが表示するときの
アクティブな状態において現われる「Ｓｈｏｗ　Ｍｙ　Ｗｅｂ（自分のウェブを示す）」
ボタン７１４も備え、ブラウズするユーザは、ボタン７１４を操作して、自分の信頼性ネ
ットワークのメンバーにより入力された以前の注釈を見ることができる。注釈がレーティ
ングを含む場合には、ボタン７１４の見掛けは、信頼性ネットワークメンバーにより現在
表示されているページに与えられたレーティングに一部依存してもよい。例えば、全ての
信頼性ネットワークメンバーにわたる平均レーティングは、ボタン７１４に含まれたアイ
コンにより反映されてもよい。好ましい実施形態では、ボタン７１４は、現在表示されて
いるページがユーザの信頼性ネットワークの少なくとも１人のメンバーにより注釈付けさ
れたときしか操作できない。
【０１１９】
　図８は、ボタン７１４をアクチベートしたときに起動できるダイアログボックス又はオ
ーバーレイ８００を示す。このオーバーレイ８００は、ブラウズするユーザ（例えば、ユ
ーザＡ）の信頼性ネットワークのメンバーからの注釈に基づいて、現在表示されているペ
ージに関する注釈情報を与える。セクション８０２において、ユーザＡの信頼性ネットワ
ークの「最接近した」メンバーによりセーブされた注釈からのメタデータが表示される。
【０１２０】
　「最接近した」メンバーは、種々の仕方で定義することができる。一実施形態では、接
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近度は、主として、分離度（Ｎ）に基づくもので、ユーザＡに対して最も小さなＮをもつ
信頼性ネットワークメンバーが最接近として定義される。（ユーザＡは、定義によれば、
Ｎ＝０であるＡの信頼性ネットワークの唯一のメンバーであるから、ユーザＡがページに
注釈付けした場合には、ユーザＡ自身の注釈がセクション８０２において表示されること
に注意されたい。）Ｎを参照することにより最接近ユーザを定義することが結び付きを生
じる場合には、他のパラメータ（例えば、信頼性重み、信用係数、又はその関係がどれほ
ど長く存在したか）を使用して、どのメンバーが最接近か決定することができる。別の実
施形態では、信用係数を使用して接近度を定義し、他のパラメータ（例えば、分離度）を
使用して、結び付きを切断してもよい。「最接近メンバー」の特定の定義は、本発明にと
って重要でないことが明らかであろう。
【０１２１】
　セクション８０２の下には、表示されたページに注釈付けした他の信頼性ネットワーク
メンバーのリスト８０４がある。このような各メンバーの注釈を表示するためのクリック
可能なリンクを設けるのが好都合である。好ましい実施形態では、ブラウズするユーザは
、他のユーザにより入力された注釈を編集することが許されないが、自分自身の注釈を編
集することは許されてもよい（例えば、編集インターフェイスを起動する「Ｅｄｉｔ（編
集）」ボタンをオーバーレイ８００に含ませることにより；「Ｅｄｉｔ」ボタンは、ブラ
ウズするユーザ自身の注釈がセクション８０２に表示されるときしか操作できない）。
【０１２２】
　セクション８０６は、ブラウズするユーザの信頼性ネットワークにわたって集計された
メタデータを与える。一実施形態において、集計されたメタデータは、ページ又はサイト
に対する平均レーティングと、ページ又はサイトを記述するキーワードのリストとを備え
ている。平均レーティングは、例えば、レーティングの重み付けされた平均を計算するこ
とにより計算でき、各信頼性ネットワークメンバーのレーティングは、ブラウズするユー
ザに対するそのメンバーの信用係数により重み付けされる。（平均レーティングを計算す
る目的で、ページに注釈付けしなかった信頼性ネットワークメンバーは、無視されるのが
好都合である。）全ての信頼性ネットワークメンバーの注釈において最も頻繁に発生する
キーワードを識別することによりキーワードのリストを発生することができ、各キーワー
ドの発生頻度は、そのキーワードを使用した信頼性ネットワークメンバーの信用係数を加
算することにより計算できる。他の実施形態では、集計アルゴリズムが、所与の注釈の最
新さ（あまり最新でない注釈は低い重みを受ける）等の他のファクタを考慮することもで
きる。
【０１２３】
　「Ｃｌｏｓｅ（クローズ）」ボタン８０８は、オーバーレイ８００を閉じ、これは、ボ
タン７１４をアクチベートすることでいつでも再オープンすることができる。
【０１２４】
　ここに述べるツールバーインターフェイスは例示に過ぎず、変更や修正が可能であるこ
とが明らかであろう。又、サーチツールバー７０６は、図示されたものに加えて又はそれ
に代わって他のコンポーネントを備えてもよい。更に、他の持続的インターフェイス（即
ち、ユーザがウェブページを見ている間にアクセス可能なインターフェイス）に置き換え
られてもよく、サーチツールバーは必要とされない。別の実施形態では、注釈の存在をブ
ラウズするユーザに通知するインターフェイスエレメントは、他の情報を与えてもよい。
例えば、インターフェイスエレメントは、ページに注釈付けした最接近信頼性ネットワー
クメンバーを識別し、及び／又はページに注釈付けした信頼性ネットワークメンバーの数
を指示してもよい。このような情報は、オーバーレイ８００に含むこともできる。又、こ
のエレメントは、最接近メンバーがブラウズするユーザであるか別のユーザであるか指示
してもよい。注釈データは、オーバーレイに表示されなくてもよく、ダイアログボックス
、新たなブラウザウインドウ、既存のブラウザウインドウにおける新たなタブ、等を使用
することもできるし、又は注釈データをページにインラインで追加することもできる。或
いは又、現在ブラウザウインドウを、注釈データを含むページに向け直すこともできる。
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【０１２５】
　ある実施形態では、サーチツールバー７０６は、サーチサーバー１６０にログインされ
ないユーザにより「一般的」状態において、そしてログインされたユーザにより「個人化
」状態において有用となるように構成できる。一般的状態では、ツールバーは、基本的サ
ーチサービスへのアクセスを与え（例えば、テキストボックス７０８及び「Ｓｅａｒｃｈ
（サーチ）」ボタン７０９を経て）、そしてユーザが個人化サービスへのアクセスのため
にログインするのを許すボタンを備えている。個人化状態では、ツールバーを介して個人
化特徴をサポートすることができる。例えば、「Ｓａｖｅ　Ｔｈｉｓ（これをセーブ）」
ボタン７１２は、ツールバー７０６の個人化状態のみに設けられてもよく、或いは又、こ
のボタン７１２は、一般的状態に設けられてもよく、ツールバーが一般的状態にある間に
ボタン７１２がアクチベートされた場合には、ブラウザがログインページへと向き直され
る。
【０１２６】
　Ｃ．信頼性ネットワーク注釈へのサーチレポートインターフェイス
　ある実施形態では、ユーザの信頼性ネットワークメンバーによる注釈の存在が、そのユ
ーザにより入力された問合せに対してサーチ結果をレポートするページに含まれてもよい
。図９Ａは、本発明の一実施形態により注釈情報で改善されたサーチ結果ページ９００の
一例を示す。この結果ページ９００は、ユーザの問合せに応答して問合せ応答モジュール
１６２により発生されてもよい。この実施形態では、結果ページ９００は、バナーセクシ
ョン９０２を含む。ページ識別情報に加えて、バナーセクション９０２は、現在問合せ（
例えば、「ｃｈｉｎｅｓｅ　ｆｏｏｄ　ｓｕｎｎｙｖａｌｅ（チャイニーズフードサニー
ベール）」）を編集可能な形態で示すサーチボックス９０４と、ユーザが問合せを変更し
そして新たなサーチを実行できるようにするサーチボタン９０６とを備えている。これら
の特徴は、一般的な従来の設計でよい。
【０１２７】
　セクション９０８は、問合せユーザの信頼性ネットワークのメンバーが以前に注釈付け
したヒットが表示される個人化（「Ｍｙ　Ｗｅｂ（自分のウェブ）」）結果エリアである
。ある実施形態では、セクション９０８は、信頼性ネットワークの集計レーティング（例
えば、図８を参照して上述した）が好意的であるところのヒットしか示さず、他の実施形
態では、注釈付けされた全てのヒットがセクション９０８にリストされてもよい。各々の
注釈付けされたヒットは、ユーザがメンバーの注釈を見るためにアクチベートできる「Ｓ
ｈｏｗ　Ｍｙ　Ｗｅｂ（自分のウェブを示す）」ボタン９１０を付随するのが好都合であ
る。一実施形態では、ボタン９１０をアクチベートすると、上述した図８のオーバーレイ
８００と同様のオーバーレイを起動する。
【０１２８】
　「Ａｌｌ　Ｒｅｓｕｌｔｓ（全結果）」セクション９１６は、幾つか又は全てのヒット
（注釈付きヒット及び注釈なしヒットの両方を含む）を、問合せ応答モジュール１６２に
より決定されたランクと共に表示する。従来のランク付けアルゴリズムを使用してこのラ
ンクを発生することができる。セクション９１６における各エントリー９１８は、ヒット
の１つに対応し、そしてヒットページ（又はサイト）のタイトルと、そのページのコンテ
ンツからの簡単な抜粋（又はアブストラクト）とを含む。抜粋又はアブストラクトは、従
来の技術を使用して発生されてもよい。ヒットのＵＲＬ（ユニフォームリソースロケータ
）も表示される。信頼性ネットワークメンバーが注釈付けしないヒットについては、「Ｓ
ａｖｅ　Ｔｈｉｓ」ボタン９１９が表示され、そしてユーザは、ページ９００を見ながら
、ボタン９１９をアクチベートすることにより、注釈なしのヒットに注釈付けするように
選択することができる。「Ｓａｖｅ　Ｔｈｉｓ」ボタン９１９は、上述した図７のボタン
７１２に動作が類似しているのが好都合である。
【０１２９】
　セクション９１６における注釈付きヒットは、注釈の存在を指示するために視覚的にハ
イライト処理されてもよく、そして「Ｓｈｏｗ　Ｍｙ　Ｗｅｂ」ボタン９１０を含んでも
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よい。又、問合せユーザの信頼性ネットワークの他のメンバーはヒットに注釈付けしたが
問合せユーザは注釈付けしない各ヒットに対して、「Ｓａｖｅ　Ｔｈｉｓ」ボタン９１９
が設けられてもよい。
【０１３０】
　注釈付けされたヒットをハイライト処理するための種々の設計が使用されてもよく、こ
れは、例えば、境界付け、陰影付け、特殊なフォント、カラー、等を含む。注釈がレーテ
ィングを含むある実施形態では、ハイライト処理の形式は、信頼性ネットワークにわたる
集計レーティングに依存し、そして集計レーティングがページ９００に表示されてもよい
。例えば、ヒット９２０は、好意的レーティングを有し、一方、ヒット９２２は、否定的
レーティングを有する。他の実施形態では、他の集計メタデータ、及び／又は信頼性ネッ
トワークの個々のメンバーからのメタデータをページ９００に含ませることができる。
【０１３１】
　他の実施形態では、単なるハイライト処理以上の情報がサーチ結果ページに現われても
よい。図９Ｂは、「Ｍｙ　Ｗｅｂ」セクション９４８において信頼性ネットワークメンバ
ーによりなされたコメントからの抜粋を与える別のサーチ結果ページ９４０の一例である
。各ヒット９５０は、信頼性ネットワークメンバーにより注釈から抽出されたコメント９
５２を付随する。この実施形態では、２つのコメントが示されており、「Ｍｏｒｅ（もっ
と）」ボタン９５４をクリックすることで、付加的なコメント、又は注釈に関するより多
くの情報を見ることができる。問合せユーザがヒットに注釈付けしない場合には、「Ｓａ
ｖｅ　Ｔｈｉｓ」ボタン９５６が設けられてもよい。又、サーチ結果ページ９４０は、「
Ａｌｌ　Ｒｅｓｕｌｔｓ」セクション（図示せず）及び他の情報を含んでもよい。
【０１３２】
　ここに述べるサーチ結果ページは例示に過ぎず、その変更や修正が可能なことが明らか
である。ユーザへの送信に適したフォーマットでのサーチレポートをサーチ結果ページ９
００に置き換えてもよく、そしてサーチレポートと相互作用するための種々のインターフ
ェイス制御エレメントは、ここに示すものから変更されてもよい。注釈メタデータの一部
分（全部を含む）がページにインラインで含まれてもよく、及び／又は適当なインターフ
ェイス制御を経てアクセスできるようにされてもよい。ある実施形態では、ユーザは、自
分に送信されたサーチレポートにおける注釈関連情報の見掛けに関係した個人的好みをセ
ットすることができる。
【０１３３】
　Ｄ．改善されたウェブサーチ
　一実施形態において、サーチサーバー１６０（図２）は、ユーザの信頼性ネットワーク
メンバーの注釈ライブラリーにアクセスして、そのユーザからの問合せに応答するときに
付加的な情報を与える。例えば、上述したように、注釈付きヒット（即ち、少なくとも１
つの信頼性ネットワークメンバーのライブラリーにおける注釈付きページに対応するヒッ
ト）がサーチ結果に含まれてもよいし、或いは注釈付きヒットが結果リストに現われると
きにそれらがハイライト処理されてもよい。注釈がレーティングを含む場合には、好意的
にレーティング決めされたヒットの個別リストが設けられてもよいし、レーティング決め
されたヒットが、問合せユーザのレーティングを反映するようにハイライト処理されても
よいし、或いはレーティングデータが、ヒットをランク付けするファクタとして使用され
てもよい。
【０１３４】
　図１０は、問合せユーザからの現在問合せに対する応答に信頼性ネットワークメンバー
の注釈を合体させるために問合せ処理モジュール１６２（図２）において実施されるプロ
セス１０００のフローチャートである。ステップ１００２において、問合せが受け取られ
る。ステップ１００４において、問合せに対応するヒットのリストが、ページインデック
ス１７０（図２）から得られる。ステップ１００６において、問合せ処理モジュール１６
２は、例えば、従来のアルゴリズムを使用して、ヒットをランク付けする。
【０１３５】
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　ステップ１００８において、問合せ処理モジュール１６２は、問合せユーザがログイン
されたかどうか決定する。もしそうでなければ、問合せ処理モジュール１６２は、ステッ
プ１０１０において、個人化を伴わずに問合せユーザへ結果ページを送信し、ユーザが、
サーチサーバー１６０にログインせずに（又はそれに登録されずに）、サーチを遂行して
結果を得ることができるようにする。ユーザがログインされる場合には、結果ページは、
個人化データベース１６６における情報に基づいてそのユーザに対してカスタマイズされ
る。
【０１３６】
　より詳細には、ステップ１０１２において、問合せ処理モジュール１６２は、問合せユ
ーザのＩＤを個人化データベース１６６に与え、そしてユーザの信頼性ネットワークメン
バーのリストを検索する。一実施形態において、ステップ１０１２は、信頼性ネットワー
クモジュール１６５を使用して信頼性ネットワークメンバーのリストを動的に構築するこ
とを含む。例えば、信頼性ネットワークを友人のリストから構築して、問合せユーザから
最大分離度（Ｎmax）まで拡張すべき場合には、ステップ１０１２は、最初に、個人化デ
ータベース１６６から問合せユーザの友人のリストを得、そして各友人に対してネットワ
ークノードを定義することにより、ネットワークグラフの表示を生成することを含んでも
よい。Ｎmax＝１の場合には、信頼性ネットワークメンバーの識別がそこで停止し、Ｎmax
＞１の場合には、各友人の友人のリストが得られそして付加的なノードが定義され、等々
となって、やがて、最大分離度に到達する。充分大きなＮmaxの場合には、信頼性ネット
ワークメンバーの数がサーチシステムの全ユーザまで拡張し、従って、問合せユーザが注
釈と共に過剰に殺到するのを回避するためにＮmax又は信頼性ネットワークメンバーの全
数を制限することが望ましいことに注意されたい。
【０１３７】
　信頼性ネットワークがコミュニティへのリファレンスにより定義される他の実施形態で
は、ステップ１０１２は、そのコミュニティに対する現在メンバーシップリストを、個人
化データベース１６６から、又はサーチサーバー１６０にアクセスできる別のデータ記憶
装置から検索することを含んでもよい。更に別の実施形態では、ステップ１０１２は、問
合せユーザの信頼性ネットワークのメンバーの予め構築されたリストを個人化データベー
ス１６６から検索することを含む。
【０１３８】
　信頼性重み及び／又は信用係数を使用して信頼性ネットワークメンバーを識別するか又
は信頼性ネットワーク情報を使用する場合には、ステップ１０１２は、信頼性重み及び／
又は信用係数決定することを含んでもよい。
【０１３９】
　ステップ１０１３において、信頼性ネットワークメンバーにより生成された注釈が個人
化データベース１６６から検索され、そしてステップ１０１４において、その検索された
注釈のＵＲＬがヒットのＵＲＬと比較され、少なくとも１人の信頼性ネットワークメンバ
ーが注釈を以前に生成したところのＵＲＬに一致するヒットを検出する。このようなヒッ
トは、ここでは、注釈付きヒットと称される。ホストフラグが「サイト」にセットされた
注釈については、ヒットＵＲＬの開始部分が、（例えば、図３のＵＲＬフィールド３０８
において）注釈に記憶されたＵＲＬ（又は部分ＵＲＬ）に一致する場合に一致（「部分一
致」とも称される）が検出される。ホストフラグが「ページ」にセットされた場合には、
注釈のＵＲＬとヒットＵＲＬとの間の「厳密」な一致が要求される。ここで使用する「一
致」とは、特に指示のない限り、部分一致及び厳密な一致の両方を含む。
【０１４０】
　注釈がレーティングを含む実施形態では、各々の注釈付きヒットに対し、平均又は集計
レーティングがステップ１０１５で計算される。上述したように、集計レーティングは、
ヒットに注釈付けをした全ての信頼性ネットワークメンバーにわたる重み付け平均（信用
係数で重み付けされた）である。又、レーティングは、最新さ又は他の基準に基づいて重
み付けすることもできる。ステップ１０１６では、集計レーティングが好意的なものであ
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るかどうか決定される。もしそうであれば、好意的結果（「Ｍｙ　Ｗｅｂ」）のリストに
ヒットが追加される。他の実施形態では、全ての注釈付きヒットが、レーティングに関わ
りなく、「Ｍｙ　Ｗｅｂ」リストに追加されてもよい。
【０１４１】
　ステップ１０２０において、結果リストは、集計レーティングを使用して任意に再ラン
ク付けされる。例えば、ランク付け中に、従来のランク付けアルゴリズムを使用して各ヒ
ット（注釈付けされていてもいなくても）に対してベーススコアを発生することができる
。好意的又は否定的集計レーティングを有するヒットについては、レーティングから「ボ
ーナス」を決定することができる。このボーナスは、好意的にレーティング決めされたサ
イトが、ランク付けにおいて上昇する傾向があり、一方、否定的にレーティング決めされ
たサイトは下降する傾向があるように定義されるのが好都合である。例えば、低いスコア
が高いランクに対応する場合には、好意的レーティングに対するボーナスは、負の数とし
て定義され、そして否定的レーティングに対するボーナスは、正の数として定義されても
よい。ある実施形態では、部分ＵＲＬ一致には、厳密なＵＲＬ一致より小さなボーナスが
与えられてもよい。レーティングのない（又は中立にレーティング決めされた）ヒットは
、ボーナスを受けない。このボーナスをベーススコアに加算して（代数的に）、各ヒット
に対する最終的なスコアを決定することができ、そして新たなランク付けをこの最終的な
スコアに基づいて行うことができる。
【０１４２】
　ある実施形態では、ステップ１０２０における再ランク付けは、否定的な集計レーティ
ングを有する注釈付きヒットを、表示されるべきヒットのリストからドロップすることを
含んでもよい。このような実施形態では、ユーザに与えられるサーチ結果ページは、否定
的な集計レーティングのためにドロップされたヒットの数の指示、及び／又は否定的にレ
ーティング決めされたヒットが含まれた状態で表示されたサーチ結果をユーザが見るのを
許す「Ｓｈｏｗ　ａｌｌ　ｈｉｔｓ」ボタン（又は他の制御器）を含んでもよい。別の変
形例では、ユーザは、リンクをクリックして、否定的にレーティング決めされたヒットの
みを見ることができる。
【０１４３】
　ステップ１０２２では、「Ｍｙ　Ｗｅｂ」リストがランク付けされて、サーチ結果ペー
ジに追加される。ある実施形態では、このランク付けは、上述したベーススコア又は最終
的スコアに基づいてもよい。他の実施形態では、「Ｍｙ　Ｗｅｂ」リストにおけるヒット
は、集計レーティングにより分類され、同じレーティングをもつヒットは、上述したベー
ススコアに基づいて更に分類されてもよい。更に別の実施形態では、「Ｍｙ　Ｗｅｂ」リ
ストにおけるヒットは、そのヒットに注釈付けした信頼性ネットワークメンバーの数に主
として基づいて分類され、このヒットは、最接近メンバー等からの注釈を有する。
【０１４４】
　ステップ１０２４において、サーチ結果ページは、注釈の存在に基づいて変更され、例
えば、上述したハイライト処理及び／又は「Ｓｈｏｗ　Ｍｙ　Ｗｅｂ」ボタンを注釈付き
ヒットに追加することができる。この場合に個人化「Ｍｙ　Ｗｅｂ」セクションを含む変
更されたサーチ結果ページは、ステップ１０１０において、ユーザへ送信される。
【０１４５】
　ここに述べるプロセスは、例示に過ぎず、その変更や修正が考えられることが明らかで
ある。順次に説明されたステップは、パラレルに実行することができ、ステップの順序を
変更することもでき、そしてステップを変更又は組み合せることもできる。ある実施形態
では、ヒットに対する注釈のコンテンツの幾つか又は全部、或いはヒットに対する集計メ
タデータを、問合せユーザからの明確な要求の前にサーチ結果ページにインラインで表示
されてもよい。例えば、好意的又は否定的集計レーティングを指示する視覚的ハイライト
処理エレメントを表示することもできるし、或いは集計キーワードが自動的に発生される
アブストラクトのもとに現われてもよいし、等々である。それに加えて又はそれとは別に
、個々の信頼性ネットワークメンバーの注釈からのメタデータは、それらの各々の著者に
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対する属性を伴ったり伴わなかったりして、表示されてもよい。更に別の実施形態では、
サーチ結果ページは、どの信頼性ネットワークメンバーが各々の注釈付きヒットに注釈付
けしたか指示してもよい。
【０１４６】
　他の実施形態では、信頼性ネットワークメンバーの注釈は、サーチオペレーション中に
ヒットを識別するのに使用されてもよい。例えば、ページインデックス１７０をサーチす
るのに加えて、問合せ処理モジュール１６２は、ページインデックス１７０をサーチする
のに使用される同じサーチ用語の幾つか又は全部を使用して、信頼性ネットワークメンバ
ーの注釈の選択されたフィールドをサーチしてもよい。１つのこのような実施形態では、
注釈のキーワード及び／又は記述フィールドがサーチされ、そしてサーチ用語がこれらフ
ィールドの１つに現われる場合には、注釈付きページがページインデックス１７０のサー
チにおいてヒットとして識別されたかどうかに関わらず、注釈付きページがヒットとして
識別される。更に別の実施形態では、集計メタデータ（例えば、上述したように信頼性ネ
ットワークにわたって集計されたキーワード）をサーチすることもできる。
【０１４７】
　Ｅ．パーソナルウェブにおけるサーチ
　ある実施形態では、問合せユーザは、ウェブ全体ではなく、自分の信頼性ネットワーク
のメンバーにより注釈付けされたコンテンツをサーチすることができる。例えば、図７の
サーチツールバー７０６は、テキストボックス７０６及び「サーチウェブ」ボタン７０４
を備え、これは、全ウェブをサーチするための問合せを提示するのに使用できる。又、サ
ーチツールバー７０６は、「Ｍｙ　Ｗｅｂ」ボタン７２０も備え、これは、ユーザの信頼
性ネットワークのメンバーにより注釈付けされたコンテンツをサーチするのに使用できる
。このようなコンテンツは、ここでは、「パーソナルウェブ」と称され、一般的に、異な
るユーザが異なる信頼性ネットワークを有する程度まで、異なるユーザが異なるパーソナ
ルウェブも有する。一実施形態では、サーチサーバー１６０にログインするユーザは、テ
キストボックス７０６に問合せを入力し、次いで、ボタン７０９をアクチベートして全ウ
ェブをサーチするか、又はボタン７２０をアクチベートしてパーソナルウェブをサーチす
るかのいずれかである。後者のケースでは、サーチは、従来のウェブサーチと一般的に同
様であるが、問合せユーザの信頼性ネットワークの少なくとも１人のメンバーからの関連
注釈を有するヒットしか表示されない。例えば、従来のサーチインターフェイスページ又
はサーチ結果ページから、他のインターフェイスを経てパーソナルウェブサーチオプショ
ンを与えることもできる。
【０１４８】
　別の実施形態では、問合せユーザは、ページコンテンツに加えて又はそれに代わって、
パーソナルウェブに対する注釈をサーチすることができてもよい。例えば、サーチツール
バー７０６は、問合せユーザがサーチに対する希望の範囲を定義できるようにするパーソ
ナルウェブサーチインターフェイスページを起動するボタン（明確に示さず）を備えても
よい。
【０１４９】
　図１１は、本発明の一実施形態によるパーソナルウェブサーチインターフェイスページ
１１００の一例を示す。ページ１１００は、ユーザのパーソナルウェブ内のフィールド特
有サーチのためのユーザインターフェイスを与える。範囲セクション１１０２は、サーチ
が、他の信頼性ネットワークメンバーからの注釈付きコンテンツを含むべきか、ユーザ自
身の注釈付きコンテンツだけを含むべきか、或いは全ユーザからの注釈付きコンテンツを
含めて全ウェブを含むべきかをユーザが指示するのを許す。「Ｓｈｏｗ　Ｍｙ　Ｔｒｕｓ
ｔ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（自分の信頼性ネットワークを示す）」ボタン１１０４は、好都合に
も、ユーザが「Ｍｙ　Ｔｒｕｓｔ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（自分の信頼性ネットワーク）」ペー
ジ６００（図６）又は同様のページへナビゲートするのを許し、これにより、ユーザは、
自分の現在信頼性ネットワーク定義を見て変更し、次いで、ページ１１００へ戻ることが
できる。又、ある実施形態では、ユーザは、自分の信頼性ネットワークメンバーのリスト
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を見て、１人以上の個々のメンバーを選択し、これらメンバーによる注釈にサーチを制限
することができてもよい。
【０１５０】
　ページ１１００の問合せセクション１１１２は、ページコンテンツをサーチし及び／又
は注釈における特定フィールドをサーチするためのサーチ用語をユーザが入力できるとこ
ろの種々のテキストボックスを備えている。この例では、ユーザは、サーチ用語をページ
コンテンツについて（テキストボックス１１１４）、注釈タイトルについて（テキストボ
ックス１１１６）、キーワードフィールドについて（テキストボックス１１１８）、記述
について（テキストボックス１１２０）、及び／又は参照について（テキストボックス１
１２１）、別々に指定することができる。無線ボタン１１２２は、ヒットのレーティング
（例えば、上述した集計レーティング又は平均レーティング）を制限するのに使用できる
。デフォールトにより、「任意のレーティング」が選択され、従って、レーティングがサ
ーチを制限することはなく、ユーザは、サーチを、例えば、好意的レーティングをもつヒ
ットに、又は否定的レーティングをもつヒットに制限するよう選択することができる。「
Ｓｅａｒｃｈ」ボタン１１２６は、処理のための問合せを提示し、そして「Ｒｅｓｅｔ」
ボタン１１２８は、問合せセクション１１１２における全てのフィールドをクリアする。
【０１５１】
　ユーザは、セクション１１１２におけるテキストボックスの幾つか又は全部を空のまま
にしてもよく、テキストボックスが空の場合には、それに対応するフィールドがサーチの
制限に使用されないことを理解されたい。例えば、ユーザは、テキストボックス１１１４
にサーチ用語を入力し、そして他のテキストボックスを空のままにすることにより、自分
のパーソナルウェブのページコンテンツをサーチすることができ、実際のサーチは、ペー
ジインデックス１７０を使用して行うことができ、注釈付きページ又はサイトに対応しな
いヒットは、ユーザに結果を送信する前に破棄される。サーチの結果は、上述したページ
９００（図９Ａ）又は９４０（図９Ｂ）と同様のサーチ結果ページを使用して配送される
のが好都合であるが、ユーザのパーソナルウェブに制限されたサーチでは、各ヒットが少
なくとも１つの注釈しかもたない。
【０１５２】
　図１２は、本発明の一実施形態によりパーソナルウェブをサーチするためにページ１１
００又は別のインターフェイスを経て提示された問合せに応答するプロセス１２００を示
すフローチャートである。ステップ１２０２において、ユーザから問合せが受け取られる
。ステップ１２０４において、問合せユーザがログインされたかどうか決定される。もし
そうでなければ、ユーザは、ステップ１２０６において、ログインするように促されるか
、又はオペレーションを停止することができる。ステップ１２０８では、ユーザの信頼性
ネットワークのメンバーが識別され、このステップは、上述したプロセス１０００（図１
０）のステップ１０１２と一般的に同様である。ステップ１２１０において、信頼性ネッ
トワークメンバー（問合せユーザを含む）により作成された注釈が個人化データベース１
６６から検索される。
【０１５３】
　ステップ１２１２において、サーチヒットが、問合せにより、ページコンテンツ及び／
又は注釈コンテンツに基づいて識別される。ページコンテンツをサーチすべき場合には、
ページコンテンツに関する情報を、ページインデックス１７０から得ることもできるし、
又はページコンテンツの表示が個人化データベース１６６に記憶された場合にはその中の
注釈から得ることもできる。他のフィールドは、個人化データベース１６６から得られる
信頼性ネットワークメンバーの注釈を使用してサーチされる。特定のサーチアルゴリズム
に関わらず、ページは、問合せユーザの信頼性ネットワークの少なくとも１人のメンバー
がそれに注釈付けした場合にのみヒットとして識別されるのが好都合である。例えば、ペ
ージコンテンツをサーチすべき場合には、ページインデックス１７０に表わされた全コー
パスにわたりサーチを実行して、それにより得られるヒットのグローバルなリストを注釈
の有無に基づいてフィルタすることもできるし、或いはステップ１２１０で検索された注
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釈を使用して、ページインデックス１７０に表わされたサーチすべきドキュメントのプー
ルを発生することもできる。
【０１５４】
　ある実施形態では、ヒットが、平均レーティングに基づいて再ランク付けされるか又は
ハイライト処理される。従って、ステップ１２１４では、各ヒットに対する平均レーティ
ングが、上述したプロセス１０００（図１０）のステップ１０１５と同様に計算される。
ステップ１２１６では、プロセス１０００のステップ１０２０と同様に、平均レーティン
グを使用してヒットが再ランク付けされる。ステップ１２１８では、希望のハイライト処
理又はメタデータをヒットのリストに追加することができる。例えば、上述したように、
視覚的ハイライト処理を各ヒットに適用して、そのヒットに対する平均レーティングを反
映させてもよいし、「Ｓｈｏｗ　Ｍｙ　Ｗｅｂ」ボタンを各ヒットに関連付けて、ユーザ
が個々の信頼性ネットワークメンバーによる注釈を見るのを許してもよいし、或いは個々
の注釈及び／又は集計メタデータから抽出されたメタデータ（例えば、平均レーティング
又は集計キーワードセット）がリストに追加されてもよい。ステップ１２１８では、ヒッ
トのリストを含むサーチ結果ページが問合せユーザへ返送される。
【０１５５】
　ここに述べるサーチインターフェイス及びサーチプロセスは、例示に過ぎず、その変更
や修正が考えられることが明らかであろう。順次に説明したプロセスステップは、パラレ
ルに実行されてもよいし、ステップの順序を変更してもよいし、そしてステップを変更し
又は組み合せてもよい。
【０１５６】
　問合せインターフェイスを変更してもよい。例えば、別のインターフェイスでは、単一
のテキストボックスが設けられ、そしてユーザは、テキストボックスのサーチ用語をペー
ジコンテンツにおいてサーチすべきか及び／又は注釈レコードの種々のフィールド（例え
ば、タイトル、キーワード、記述、及び／又は他のフィールド）においてサーチすべきか
を選択するように促される。更に別の実施形態では、単一のテキストボックスをもつ「基
本的」サーチインターフェイスがデフォールトにより設けられ、そしてページコンテンツ
及び１つ以上の予め選択された注釈フィールドにわたりサーチが実行される。ユーザは、
この基本的サーチ構成を受け容れることもできるし、或いは問合せセクション１１１２（
又は別の問合せインターフェイス）を見て、より複雑な問合せを入力するよう選択するこ
ともできる。他の問合せインターフェイス及びインターフェイスの組合せも考えられる。
【０１５７】
　ある実施形態では、サーチページ１１００は、ツールバーのボタン（例えば、図７のツ
ールバー７０６のボタン７２０）又は永続的ユーザインターフェイスの他の適当なエレメ
ントを経てアクセスすることもできるし、或いはサーチプロバイダーのメインページから
アクセスすることもできる。サーチサーバー１６０にログインしないユーザがページ１１
００にアクセスするよう試みた場合には、ユーザは、ページ１１００が表示される前にロ
グインするよう促される。
【０１５８】
　更に、前記では「パーソナルウェブ」という語が使用されたが、多数のユーザによりア
クセスされるドキュメントコーパスの「パーソナル」バージョンを定義して、上述したの
と同様にサーチできることも理解されたい。
【０１５９】
　Ｆ．パーソナルウェブの探査
　ある実施形態では、ユーザは、問合せを入力せずに自分のパーソナルウェブを探査する
ことができる。例えば、ユーザは、フォルダにより自分自身の注釈を通してブラウズする
ことができるか、或いは適当に構成されたインターフェイスを使用して、フォルダにより
、自分の信頼性ネットワークのメンバーによる注釈を通してブラウズすることができても
よい。
【０１６０】
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　他の実施形態では、ユーザは、自分の信頼性ネットワークのメンバーにより注釈付けさ
れたページ又はサイトと同様の、又はそれに関連した他のドキュメント（例えば、ページ
又はサイト）をサーチできてもよい。「同様の」ドキュメントとは、注釈付けされたペー
ジに対するある類似性基準を満足するコンテンツを含むドキュメントである。類似性基準
は、例えば、ある数のワード、フレーズ又は他のマルチワード単位を共通に有すること；
同様の発生パターンのワード、フレーズ又は他のマルチワード単位を有すること；システ
ム定義分類学において同じカテゴリー又は厳密に関係したカテゴリーに属すること；等を
含む。２つのページ間の類似性を決定するためのアルゴリズムは、この技術で知られてお
り、本発明に使用することができる。「関係」ドキュメントは、ＵＲＬの一部分（例えば
、少なくともドキュメントネーム）を関係ページと共に共有し、この場合も、関係を決定
するための既知のアルゴリズムを使用してもよい。
【０１６１】
　別の実施形態では、ユーザは、注釈の相関を踏査することができてもよい。例えば、ユ
ーザは、「スタート」ページ又はサイトを選択し、そしてそのスタートページ又はサイト
にも注釈付けしたユーザにより最も頻繁に注釈付けされた他のページ又はサイトのリスト
を得ることができてもよい。
【０１６２】
　ユーザは、注釈付き文書が表示されるときには、サーチ結果ページから、又はツールバ
ーインターフェイスから、同様のドキュメント、関係ドキュメント又は相関ドキュメント
のサーチを開始することができてもよい。例えば、図８のオーバーレイ８００又は図７の
ツールバー７０６は、このようなサーチを開始できるようにする制御エレメントを含んで
もよい。
【０１６３】
　他の実施形態では、ユーザは、自分のパーソナルウェブにおいてアクティビティに関す
る情報を見ることができてもよい。例えば、ページ１１００（図１１）又は別のパーソナ
ルウェブインターフェイスページは、ユーザが情報のリストを見るのを許す種々の制御器
（図１１には示さず）を含んでもよい。一実施形態において、ユーザは、自分のパーソナ
ルウェブに最も最近追加されたページ又は注釈のリストを見ることができる。別の実施形
態では、ユーザは、最大数の信頼性ネットワークメンバーにより注釈付けされたページの
リスト、又は自分の信頼性ネットワーク内で最も高い平均又は集計レーティングを有する
ページのリストを見ることができる。更に別の実施形態では、ユーザは、ある時間周期に
わたり自分の信頼性ネットワークのメンバーが最も頻繁に訪問したページのリストを見る
ことができる。又、これら又は他のリストは、いずれも、注釈からのメタデータ、注釈か
らのメタデータの概要又は集計、等々を含んでもよい。
【０１６４】
　更に別の実施形態では、このような情報は、問合せに応答するのに使用することができ
る。例えば、ユーザの問合せ（又はユーザの問合せからのキーワード）が少なくとも１つ
の信頼性ネットワークメンバーの注釈における参照フィールドに一致するところの注釈付
きページ又はサイトのリストを設けることができる。他の変形、追加及び変更も考えられ
る。
【０１６５】
　Ｇ．パーソナルウェブ統計情報
　ある実施形態では、ユーザは、自分の信頼性ネットワークのメンバーによるアクティビ
ティに関する統計情報を見ることができてもよい。
【０１６６】
　例えば、ユーザは、ある時間周期にわたり自分の信頼性ネットワークメンバーによりサ
ーチサーバー１６０へ提示される問合せ、例えば、自分の信頼性ネットワーク内の最も人
気のある問合せ、その人気が最も劇的に変化した問合せ、等に関する統計情報を見ること
ができてもよい。このようなリストは、本発明の譲受人であるＹａｈｏｏ！Ｉｎｃにより
提供される既存の「バズ(Buzz)」特徴に類似したものでよいが、ユーザの信頼性ネットワ
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ークのメンバーにより提示される問合せのみを含む。
【０１６７】
　他の実施形態では、他の統計情報が入手できてもよい。例えば、ユーザは、自分の信頼
性ネットワークのメンバーの中で、例えば、同じページ又はサイトに注釈付けしたメンバ
ーの数、又はページに注釈付けしたメンバーにより与えられた平均レーティング、で測定
された最も人気のあるページ（又はサイト）のリストを見ることができてもよい。別のリ
ストは、メンバーにより最も最近注釈付けされたページ又はサイトを含んでもよく、この
ようなリストにおける入力は、誰がページに注釈付けしたか指示できると共に、ページ及
び／又は新たな注釈を見るためのリンクを与えることもできる。又、ユーザは、例えば、
注釈が特定のキーワード（又は多数のキーワード）を含まねばならないことを指定するこ
とで、このようなリストをフィルタすることができてもよい。
【０１６８】
　Ｈ．注釈へのアクセスの制限
　上述したように、本発明の実施形態では、１人のユーザの注釈の幾つか又は全部が、第
１のユーザに信頼性関係で接続された他のユーザに見えるようにすることができる。各ユ
ーザは、一般に、自分の友人を識別する能力を有するが、ある実施形態では、ユーザは、
他のユーザが自分を友人として識別するのを防止する能力をもたないことがある。従って
、ユーザが、自分の注釈のいずれか又は全部を他のユーザが見ることができるかどうか制
御するためのプライバシー設定を確立するのを許すことが望まれる。ある実施形態では、
フォルダレコード（例えば、図４を参照）又は注釈レコードは、アクセスの管理に関係し
た２つの付加的なフィールド、即ちプライバシーレベル（フィールド４１６）及びアクセ
スリスト（フィールド４１８）を含む。フォルダとしてプライバシーレベルが確立される
場合には、そのプライバシーレベルがそのフォルダ内の全ての注釈に適用される。ある実
施形態では、ユーザは、フォルダに対するデフォールトプライバシーレベルを確立でき、
次いで、フォルダ内の個々の注釈に対してそのデフォールトをオーバーライドする。
【０１６９】
　一実施形態では、プライバシーレベルは、「パブリック」、「共有」又は「プライベー
ト」の１つにセットすることができる。注釈（又はそのフォルダ）が「パブリック」とマ
ークされる場合には、注釈は、システムの他の登録されたユーザにより見ることができ、
そして注釈付けするユーザが他のユーザの信頼性ネットワークにいる場合に他のユーザに
見えることになる（少なくとも潜在的に）。この点において「ユーザに見える」とは、注
釈がオーバーレイ８００のような表示においてユーザに対して現われることができるか、
又はユーザの信頼性ネットワークにわたり集計メタデータを決定するのに注釈を使用でき
ることを意味する。例えば、図５に示す信頼関係を参照すれば、ユーザＡの信頼性ネット
ワークが分離度２までの全てのユーザを含むように定義される場合には、ユーザＧは、ユ
ーザＡの信頼性ネットワーク内となり、そしてユーザＡは、ユーザＧが「パブリック」と
マークしたユーザＧの注釈のいずれかを見ることができるようになる。
【０１７０】
　注釈（又はそのフォルダ）が「共有」とマークされる場合には、別のユーザがその注釈
を見ることができるのは、次の場合だけである。（１）注釈付けユーザが他のユーザの信
頼性ネットワーク内におり、そして（２）他のユーザが注釈付けユーザの信頼性ネットワ
ーク内にいる。例えば、図５を再び参照すれば、たとえユーザＧがユーザＡの信頼性ネッ
トワーク内にいても、ユーザＡは、ユーザＧが「共有」とマークしたユーザＧの注釈をい
ずれも見ることができない。というのは、ユーザＡがユーザＧの信頼性ネットワーク内に
いないからである。他方、ユーザＡ及びＣは、各々、他の「共有」注釈を見ることができ
る。
【０１７１】
　注釈（又はそのフォルダ）が「プライベート」とマークされる場合には、別のユーザが
その注釈を見ることができるのは、次の場合だけである。（１）注釈付けユーザが他のユ
ーザの信頼性ネットワーク内におり、そして（２）他のユーザが注釈（又はフォルダ）の
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アクセスリストにある。他のプライバシー設定と同様に、プライベートな注釈に対するア
クセスリストは、注釈の著者により維持されるのが好都合である。例えば、図５を再び参
照すれば、ユーザＡは、ユーザＣが「プライベート」とマークしたユーザＣの注釈を、ユ
ーザＣがその注釈に対するアクセスリストにユーザＡを入れた場合しか、見ることができ
ない。従って、ユーザは、ある注釈を、自分の友人の何人か又は全部から隠れて保持する
ことができる。
【０１７２】
　好ましい実施形態では、注釈は、そのプライバシーレベルに関わらず、その著者に常に
見ることができる。
【０１７３】
　フォルダプライバシー設定の使用を更に説明するために、図１３を参照すれば、リスト
１３０２は、ユーザＢにより定義できる種々のフォルダ（メイン及びＦ１－Ｆ４）に対す
るプライバシーレベルと、ユーザＢにより生成されて各フォルダに含むことのできる注釈
（Ｊ１－Ｊ１０）とを示し、リスト１３０４は、ユーザＢの信頼性ネットワークのメンバ
ーを示し、そしてリスト１３０６は、ユーザＡの信頼性ネットワークのメンバーを示す。
ユーザＡが、上述したプロセス１０００（図１０）に基づいて処理される問合せを入力す
ると仮定する。ステップ１０１２において、ユーザＢがユーザＡの信頼性ネットワークの
メンバーであると決定される。ステップ１０１３において、ユーザＢのフォルダツリー（
リスト１３０２を参照）を横断して、ユーザＢの注釈を検索する。フォルダ「メイン」は
、「パブリック」とマークされ、それ故、注釈Ｊ１－Ｊ３は、ユーザＡに見え、そしてユ
ーザＡの質問に応答して使用するために検索される。フォルダ「Ｆ１」は、「プライベー
ト」とマークされて、ユーザＡへのアクセスが許可されず、それ故、注釈Ｊ４及びＪ５は
、ユーザＡには見えず、検索もされない。フォルダ「Ｆ２」も「プライベート」とマーク
されるが、ユーザＡへのアクセスが許可され、それ故、注釈Ｊ６がユーザＡに見え、検索
される。フォルダ「Ｆ３」は、「パブリック」とマークされ、注釈Ｊ７及びＪ８が検索さ
れる。フォルダ「Ｆ４」は、「共有」とマークされるが、ユーザＡがユーザＢの信頼性ネ
ットワーク内にないためにユーザＡには見えず、従って、注釈Ｊ９及びＪ１０は、ユーザ
Ａには見えず、検索されない。従って、プロセス１０００では、見ることのできる注釈Ｊ
１－Ｊ３及びＪ６－Ｊ８が検索されて、ユーザＡの問合せに応答するのに使用され、一方
、見ることのできない注釈Ｊ４、Ｊ５、Ｊ９及びＪ１０は、そのようにされない。ユーザ
Ａの視点からは、見ることのできない注釈が存在しないかのごときであり、そして見るこ
とのできない注釈を使用してユーザＢがレーティング決めするヒットに対する信頼性ネッ
トワークの集計レーティングは、プロセス１０００のステップ１０１５において、ユーザ
Ｂがヒットに注釈付けしなかったかのように計算される。
【０１７４】
　ここに述べるものに加えて又はそれに代わって、他のプライバシーメカニズムを設けて
もよいことが明らかであろう。より多数又は少数のプライバシーレベルが定義されてもよ
い。ある実施形態では、注釈の著者の「共有」フォルダへのアクセスは、著者の信頼性ネ
ットワーク以外のデータ、例えば、著者のＩＭ友人のリスト、ｅメールアドレス帳、Ｙａ
ｈｏｏ！グループのメンバー、又は著者により選択される他の自発的関連付け、等を参照
して決定することができる。
【０１７５】
　別の実施形態では、情報の共有は、特定の注釈に使用されるキーワードに基づいて制御
できる。例えば、注釈付けユーザは、キーワード「サイクリング」を含む全ての注釈がパ
ブリックとして処理されねばならず、一方、キーワード「フットボール」を含む全ての注
釈が共有として処理されねばならず、等々であることを指定できてもよい。注釈が、異な
るプライバシーレベルが指定されたキーワードを含む場合には、システム規模のルールを
適用して、より限定的なプライバシーレベルで注釈の共有を支配すべきか、あまり限定的
でないプライバシーレベルで支配すべきかを決定することができる。
【０１７６】
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　ある実施形態では、メタデータをグローバルに集計することができる（例えば、サーチ
サーバー１６０の全登録ユーザによる注釈にわたって）。例えば、ページに対するグロー
バルなレーティングは、そのページの全てのユーザ供給レーティングを平均化することに
より決定できる。ある実施形態では、著者により確立されるプライバシー設定は、グロー
バルな集計中に尊重され、例えば、「パブリック」とマークされた注釈しか使用されない
。他の実施形態では、プライバシー設定は無視され、全ての注釈が使用される。
【０１７７】
　III．注釈の静的な共有
　本発明のある実施形態では、ユーザは、自分の注釈のコピーを他のユーザへ配布するこ
とにより自分の注釈を共有することもできる。上述した動的な共有とは異なり、静的な共
有は、好都合にも、受信側ユーザが自分自身の注釈コピーを得て、共有ユーザの注釈に影
響を及ぼすことなく、編集、削除、さもなければ、変更を行うことができる。
【０１７８】
　Ａ．注釈のエクスポート及びインポート
　ある実施形態では、ユーザは、注釈をエクスポート及びインポートすることができる。
例えば、「エクスポート」ユーザは、自分のライブラリー内の全ての注釈（又はそれら注
釈の選択されたサブセット）を別のユーザへ送信し、該ユーザが、次いで、その注釈を自
分自身のライブラリーに「インポート」するように選択することができる。注釈のエクス
ポート及びインポートをサポートする実施形態について、以下に説明する。
【０１７９】
　一実施形態では、インターフェイスページが設けられ、これを経てユーザは、自分自身
の注釈を見て編集することができる。図１４は、ライブラリーインターフェイスページ１
４００の一例であり、同様のインターフェイスが、前記特許出願（代理人ドケット第０１
７８８７－０１３７２０ＵＳ）に説明されている。制御セクション１４０２におけるビュ
ーオプションを操作することにより、ユーザは、リストセクション１４０４に自分自身の
注釈のカスタマイズされたリストを生成することができる。
【０１８０】
　リストセクション１４０４に表示される各注釈は、エクスポートするための注釈を選択
するのに使用できるチェックボックス１４０６を有する。選択がなされると（種々のボッ
クス１４０６をチェックするか又はチェックしないことにより）、ユーザは、ボタン１４
０８を操作して、チェックされた注釈をエクスポートすることができる。或いは又、ユー
ザは、ボタン１４１０を操作して、チェックボックス１４０６に関わりなく、セクション
１４０４にリストされた全ての注釈をエクスポートすることができる。
【０１８１】
　ユーザがボタン１４０８又は１４１０をアクチベートすると、選択された注釈のエクス
ポート可能なバージョンが生成される。例えば、エクスポートされる各注釈のメタデータ
の幾つか又は全部を個人化データベース１６６から検索し、必要に応じて再フォーマット
し（例えば、１つ以上のウェブページへ挿入し）、そして一時的記憶エリアに入れて、そ
こから、適当なリソース識別子（例えば、ＵＲＬ）を使用して検索することができる。
【０１８２】
　エクスポートユーザは、配送方法（例えば、ＩＭ、ｅメール）を識別し、そして１人以
上の受信者に対する適切な識別子（例えば、ＩＭスクリーンネーム、ｅメールアドレス）
を与えるように促される。好ましい実施形態では、エクスポートユーザと受信者との間の
信頼関係が必要とされず、エクスポートユーザは、自分の注釈を、自分で選択した誰かに
エクスポートすることができる。エクスポートされた注釈、又はそのエクスポートされた
注釈の利用性をシグナリングする他のデータは、識別された受信者へ配送される。通知機
構は、配送方法に依存し、例えば、適当に構成されたｅメールメッセージ又はインスタン
トメッセージが使用されてもよい。
【０１８３】
　各受信者は、自分自身のライブラリーへ注釈をインポートするオプションを有する。一
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実施形態では、ｅメール又はＩＭクライアントは、到来するメッセージが１つ以上の注釈
を含むことを確認し、そしてユーザに、注釈をインポートすべきかどうか尋ねるように構
成されてもよい。別の実施形態では、エクスポートされた注釈が表示可能なウェブページ
へとパッケージされ、そしてそのページに対するＵＲＬが、例えば、ｅメール又はＩＭを
経て受信者へ配送される。受信者は、エクスポートされた注釈を見て、インポートすべき
ものがもしあれば、それを選択することができる。図１５は、受信者へ送信されたＵＲＬ
により参照することのできるインポートインターフェイスページ１５００の一例を示す。
受信者がページ１５００へナビゲートするときにサインインしない場合には、ページを見
るか又は注釈をインポートする前にサインインするよう促されてもよい。
【０１８４】
　ヘッディング１５０２は、注釈のソースを識別する（例えば、エクスポートユーザのユ
ーザＩＤを表示することにより）。リスト１５０４は、各注釈からの選択されたフィール
ドを含む。この例では、タイトル、ＵＲＬ、キーワード、記述及びレーティングフィール
ドが示されている。他の実施形態では、図１５に示されたものに加えて又はそれに代わっ
て他のフィールドが示されてもよく、そしてインポートユーザ又はエクスポートユーザが
、表示されるべきフィールドを選択してもよい。各エントリーは、受信者がページ１５０
０から対象ページへナビゲートできるようにするアクティブリンクを含んでもよい。
【０１８５】
　各リスト１５０４は、受信者がチェックし又はクリアすることのできるチェックボック
ス１５０６を備えている。受信者がチェックされたアイテムをインポートできるようにす
る制御ボタン（ボタン１５０８）、又は全てのアイテムをインポートできるようにする制
御ボタン（ボタン１５１０）が設けられる。他の制御ボタンが設けられてもよい。
【０１８６】
　受信者が注釈をインポートするときには、新たな注釈レコード（例えば、上述した図３
に示された）が生成されて、個人化データベース１６６に追加されるのが好都合である。
新たな注釈の著者は、インポートユーザであり（エクスポートユーザではなく）、そして
各インポートされた注釈の「参照」フィールドは、エクスポートユーザを注釈のソースと
して識別するのが好都合である。「古い参照」フィールドは、エクスポートユーザの注釈
からの参照情報を含んでもよいし、又はデフォールト（例えば、空の）値にリセットされ
てもよい。「最後の更新」フィールドは、注釈がインポートされたときを反映するように
更新されてもよく、そして注釈に関連したカウンタ又は他の統計情報（例えば、最後の訪
問、訪問回数）がインポートユーザに対してリセットされてもよい。その後、インポート
された注釈は、インポートユーザにより生成されたかのように処理される。例えば、これ
は、プライバシー設定に関わりなくインポートユーザに見ることができ、そしてインポー
トユーザは、それを編集又は削除してもよい。
【０１８７】
　Ｂ．注釈の発行
　注釈を他のユーザにエクスポートするのに加えて、ユーザは、自分の注釈を発行するこ
ともできる。ここで使用する注釈の「発行(publication)」とは、適当なチャンネルを経
てユーザの注釈を自動的に配布することを指し、そして発行ユーザによりなされた変更を
反映するための再発行を含んでもよい。注釈の再発行、又は更新の発行は、情報の変更に
応答して規則的な間隔で又は他の何らかのスケジュールで行うことができる。ある発行チ
ャンネルについては、発行ユーザは、データを受信する者に対してある程度の制御をもつ
ことができ、他のチャンネルについては、受信ユーザがどの発行情報を見るべきか判断す
る。
【０１８８】
　一実施形態では、ユーザは、上述した発行フラグ（図４を参照）を使用して発行のため
に自分のフォルダの幾つか又は全部を指定してもよく、他の実施形態では、ユーザは、発
行のために個々の注釈を指定してもよいし、又は注釈におけるキーワードの有無に基づい
て発行を制御してもよい。図２のサーチサーバー１６０又は別の適当に構成されたサーバ
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ーにより実行される自動配布プロセスは、発行（又は再発行）されるべき注釈を識別し、
そして発行チャンネルに適した発行メッセージを発生する。
【０１８９】
　種々の技術及びチャンネルを使用して発行をサポートすることができる。一実施形態で
は、発行のために選択された注釈を使用して、ＲＳＳ（リアリー・シンプル・シンジケー
ション、これは、リッチ・サイト・サマリー又はＲＤＦ（リソース・ディスクリプション
・フレームワーク）サイトサマリーとしても知られている）フィードを周期的に更新する
ことができる。ＲＳＳフィードへの加入者は、更新された注釈の通知を受け取り、そして
例えば、上述したインポートページ１５００と同様のインターフェイスを使用して、それ
らをインポートすべきかどうか選択することができる。別の実施形態では、発行ユーザの
注釈の更新リスト（例えば、ページ１５００のようなインポートウェブページ）を指すＵ
ＲＬが、ユーザにより識別されたｅメールリストに周期的に配布され、コミュニティのブ
ルテンボード又はチャットルームに周期的に投稿され、等々とされてもよい。ｅメールリ
ストの各ユーザは、ＵＲＬにリンクし、そしてリストされた注釈のいずれか又は全部をイ
ンポートすることができる。更に別の実施形態では、リスト（又はリストに対する更新）
は、発行ユーザに対して維持されるブログ（ウェブログ）へ自動的に投稿することができ
る。更に別の実施形態では、ユーザは、注釈を合体する公然とアクセスできるウェブペー
ジを維持することができ、そして子のウェブページは、時々自動的に更新することができ
る。
【０１９０】
　IV．ユーザのコミュニティにおける注釈
　Ａ．コンテンツの専門的フィルタリング
　本発明のある実施形態では、ユーザは、あるコミュニティのメンバーにより注釈された
ページ又はサイトのライブラリー内でサーチを行うことができ、このようなライブラリー
は、ここでは、「コミュニティウェブ」と称される。ユーザは、コミュニティと提携して
もしなくてもよく、そしてコミュニティメンバーは、それら自体の間で定義された明確な
信頼関係をもってももたなくてもよい。
【０１９１】
　例えば、一実施形態において、サーチサーバー１６０（図２）の登録ユーザは、オンラ
インコミュニティ（例えば、Ｙａｈｏｏ！グループ）に自発的に参加することができ、そ
のメンバーは、サーチサーバー１６０のプロバイダーにより維持され又は投稿される専用
のメッセージボード、ｅメールリスト、チャットルーム、等を経て通信することができる
。個人化データベース１６６（又は別のデータベース）は、このような各コミュニティの
メンバーに対するユーザ識別子のリストを含むのが好都合である。別のユーザは、コミュ
ニティのメンバーであるかどうかに関わらず、そのコミュニティのコンテンツにわたって
サーチを実行することができる。この特徴は、例えば、良く知らない人気のあるトピック
スを踏査しているユーザにとって関心のあるものでよい。従って、例えば、「ハリーポッ
ター」の本にまだ馴染みのないユーザは、それらに関する情報をサーチすることに関心が
あるかもしれない。問合せ「ハリーポッター」でウェブをサーチすると、数百万のヒット
（ユーザが合理的な時間内に訪問するには多過ぎる）が返送されるが、ユーザには、これ
ら数百万のページのどれが訪問に値するかのアイデアがない。ハリーポッターファンのコ
ミュニティのメンバーにより評価されたページ又はサイトへサーチを制限することにより
、ユーザは、ファンの知識及び見解をレバレッジして、おそらく信頼性があり且つ有用で
あるコンテンツを迅速に見つけることができる。
【０１９２】
　図１６Ａは、本発明の一実施形態に基づきコミュニティウェブをサーチするためのイン
ターフェイスページ１６００を示す。ユーザは、例えば、サーチツールバー上の適切なボ
タンを操作するか、又はサーチインターフェイスページから、ページ１６００にアクセス
することができる。
【０１９３】
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　セクション１６０２は、ユーザが、サーチされるべきコミュニティウェブを定義するた
めに、どのコミュニティ（１つまたは複数）を使用すべきか指定できるようにする。１６
０４において、現在選択されたアクティブなコミュニティ（１つ又は複数）がリストされ
、そしてボタン１６０６を使用して、選択を変更することができる。
【０１９４】
　より詳細には、図１６Ｂは、本発明の一実施形態によるコミュニティ選択ページ１６１
０を示す。ページ１６１０は、ユーザがボタン１６０６を操作したときに表示することが
できる。左側に、問合せユーザがメンバーであるところのコミュニティ（「ＡＢＣ」及び
「ＱＲＳ」）のリスト１６１２が与えられる。各コミュニティネームの次に、チェックボ
ックス１６１４があり、ユーザは、これにチェックすると、そのコミュニティを選択する
ことができ、又はチェックしないと、そのコミュニティを選択解除することができる。こ
の実施形態では、ユーザは、多数のコミュニティを選択することができ、他の実施形態で
は、ユーザは、一度に１つのコミュニティしか選択しないように制限されてもよい。
【０１９５】
　その右側には、サーチインターフェイス１６１６があり、これは、ユーザが、自分がメ
ンバーでないコミュニティを見つけて選択できるようにする。ユーザは、テキストボック
ス１６１８を使用してネームにより、及び／又はテキストボックス１６２０を使用してキ
ーワードにより、コミュニティをサーチすることができる。サーチは、ユーザが「Ｓｕｂ
ｍｉｔ（提示）」ボタン１６２２を押したときに実行される。コミュニティのサーチは、
サーチサーバー１６０のプロバイダーにより維持されたサーチ可能なコミュニティディレ
クトリ（例えば、Ｙａｈｏｏ！グループディレクトリー）において実行されるのが好都合
である。このディレクトリは、各コミュニティのネーム及びコミュニティの簡単な記述を
含むのが好都合である。一実施形態では、テキストボックス１６１８に入力されるサーチ
用語は、コミュニティネームに対して一致され、そしてテキストボックス１６２０に入力
されるサーチ用語は、記述及びネームに対して一致される。
【０１９６】
　サーチ結果、この場合は、問合せに一致するコミュニティのネーム及び任意であるが簡
単な記述は、エリア１６２４に表示される。リストされるコミュニティの数は、例えば、
１０（又は他の何らかの数）に制限されてもよく、そしてコミュニティは、リストのため
に選択されてもよいし、或いは種々の基準に基づいてリスト内でランク付けされてもよい
。ある実施形態では、基準は、コミュニティが注釈付きコンテンツの有用なライブラリー
を与える見込みに関係している。例えば、コミュニティは、メンバーの数、メンバーによ
りレーティング決めされたページ又はサイトの全数、コミュニティのメッセージボード、
ｅメールリスト又はチャットルームにおけるアクティビティの量、等々に基づいて選択す
ることができる。この種類の又は同様の種類の統計情報がエリア１６２４に表示されても
よい。
【０１９７】
　ユーザは、チェックボックス１６２６を使用して、リストされたコミュニティの１つ以
上を選択することができる。好ましい実施形態では、ボックス１６２６にチェックを入れ
ることは、ユーザがコミュニティに参加することにはならず、又、個々のコミュニティメ
ンバーに関する情報をユーザに与えない。「Ｆｉｎｉｓｈｅｄ（終了）」ボタン１６２８
は、ユーザがコミュニティ（１つ又は複数）の新たな選択でページ１６００（図１６Ａ）
へ戻るのを許し、新たな選択は、ページ１６００が再表示されるときに１６０２に示され
る。ページ１６１０の「Ｃａｎｃｅｌ（キャンセル）」ボタン１６３０は、ユーザが、選
択を変更せずに、ページ１６００に戻るのを許す。
【０１９８】
　再び、図１６Ａを参照すれば、ページ１６００において、ユーザは、問合せセクション
１６３０に問合せを入力する。問合せセクション１６３０は、ユーザが注釈におけるメタ
データの特定フィールドに特有のサーチ用語を入力できる種々のボックスを備えている。
この例では、ユーザは、ページコンテンツ（テクストボックス１６３２）に対するサーチ
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用語、及び／又はタイトル（テキストボックス１６３４）、キーワード（テキストボック
ス１６３６）、記述（テキストボックス１６３８）、及び／又は参照（テキストボックス
１６４０）のような注釈フィールドを指定することができる。ユーザは、セクション１６
３０の全てのボックスにサーチ用語を入力することが要求されず、サーチ用語をもたない
ボックスに対応するフィールドは、サーチを制限するのに使用されない。又、ユーザは、
無線ボタン１６４２を使用して希望のレーティングを指定することもできる。「Ｓｅａｒ
ｃｈ（サーチ）」ボタン１６４４は、処理のために問合せを提示し、そして「Ｒｅｓｅｔ
（リセット）」ボタン１６４６は、問合せセクション１６３０における全てのフィールド
をクリアする。従って、コミュニティウェブをサーチするための問合せセクション１６３
０は、パーソナルウェブ問合せインターフェイス（例えば、図１１）と一般的に同様でも
よい。
【０１９９】
　コミュニティウェブをサーチするのに使用されるプロセスは、パーソナルウェブをサー
チするのに使用されるプロセス（例えば、図１２）と一般的に同様でよい。しかしながら
、ユーザから受け取った問合せは、コミュニティウェブがサーチされるべきである選択さ
れたコミュニティ（又は多数のコミュニティ）を識別し、そしてステップ１２０８は、問
合せユーザの信頼性ネットワークのメンバーではなく、指定されたコミュニティの全メン
バーを識別することを含む。コミュニティメンバーの識別は、信頼関係に関わらず行うこ
とができる。サーチは、選択されたコミュニティの少なくとも１人のメンバーにより注釈
付けされたドキュメントに制限される。
【０２００】
　好ましい実施形態において、コミュニティメンバーのプライバシー設定をコミュニティ
ウェブサーチ中に適用することができ、コミュニティメンバーは、問合せユーザの信頼性
ネットワークのメンバーであったかのように処理される。上述したプライバシー設定につ
いては、各コミュニティメンバーの「パブリック」注釈が全ての場合に使用され、「共有
」注釈は、問合せユーザがコミュニティメンバーの信頼性ネットワーク内にいる場合に使
用され、そして「プライベート」注釈は、問合せユーザがその注釈に対してアクセスリス
トにある場合しか使用されない。
【０２０１】
　更に、注釈メタデータを使用してヒットを識別しそしてレポートすることは、若干困難
である。例えば、キーワードに対するサーチは、コミュニティメンバーにわたるキーワー
ドの集計に基づいて行われてもよい。一実施形態では、キーワードの一致は、ページに注
釈付けしたコミュニティメンバーのある最小部分がそのキーワードを使用した場合にのみ
検出される。別の実施形態では、キーワードの一致は、少なくとも１人のコミュニティメ
ンバーがそのキーワードを使用した場合に検出される。同様に、ページがレーティング要
求を満足するかどうかは、ページに注釈付けしたコミュニティメンバーにわたる平均レー
ティングに基づいて決定されてもよいし、又はコミュニティメンバーの最小部分がページ
に指定のレーティングを与えたかどうかに基づいて決定されてもよいし、或いは少なくと
も１人のコミュニティメンバーがページに指定のレーティングを与えたかどうかに基づい
て決定されてもよい。
【０２０２】
　ある実施形態では、各コミュニティメンバーの注釈には、等しい重みが与えられてもよ
い。他の実施形態では、各レーティング決め者(rater)の注釈に与えられる重みは、グル
ープの他のメンバーによりそのレーティング決め者に指定された合計信頼性重み、そのレ
ーティング決め者が友人リストに含まれるところのグループメンバーの数、コミュニティ
におけるレーティング決め者の評判スコア、又はグローバルな評判スコア（例えば、上述
したような）、或いは他のスコアにより決定されてもよい。
【０２０３】
　サーチ結果がユーザにレポートされるときには、個々のコミュニティメンバーからメタ
データへのユーザアクセスが制限されるのが好都合である。例えば、一実施形態では、サ
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ーチ結果は、各ヒットに対するキーワードの集計リスト及び／又は平均レーティングしか
与えず、そしてそのヒットに注釈付けしたコミュニティメンバーの数又は一部分のような
情報を指示してもよい。このような情報は、問合せユーザが、個々のコミュニティメンバ
ーの認識又は注釈に関する情報を露呈せずに、自分が得た情報のクオリティを評価するの
を許すことができる。
【０２０４】
　別の実施形態では、サーチ結果は、個々の注釈からの匿名の抜粋を与えることができる
。例えば、記述フィールドからの抜粋を、特定の著者への属性をもたずに含ませることも
できるし、又は全てのキーワードのリスト（アルファベット順又は頻度順）を、個人への
属性キーワードをもたずにレポートすることもできるし、或いは非属性レーティングのリ
スト（例えば、時間順）を含ませることができる。
【０２０５】
　他の実施形態では、ユーザは、コミュニティウェブにおけるアクティビティに関する情
報を見ることができてもよい。例えば、ページ１６００（図１６Ａ）又は別のインターフ
ェイスページは、ユーザが情報のリストを見ることを許す種々の制御（図示せず）を含ん
でもよい。一実施形態では、ユーザは、コミュニティウェブに最も最近追加されたページ
又は注釈のリストを見ることができる。別の実施形態では、ユーザは、コミュニティメン
バーの最大数により注釈付けされたページのリスト、又はコミュニティ内の最高の平均レ
ーティングを有するページのリストを見ることができる。更に別の実施形態では、ユーザ
は、コミュニティのメンバーが最も頻繁に訪問したページのリストを見ることができる。
上述したコミュニティウェブサーチ結果ページと同様に、これら又は他のリストは、いず
れも、集計又は匿名注釈情報も含んでもよい。コミュニティメンバーにより確立されるプ
ライバシー設定は、この状況においても尊重されるのが好都合である。
【０２０６】
　コミュニティウェブは、特に、ユーザのパーソナルウェブに対する信頼性ネットワーク
が個々の友人ではなくコミュニティへのリファレンスにより定義される場合には、多くの
観点において、パーソナルウェブに類似していることが明らかである。従って、パーソナ
ルウェブについて上述したサーチ及びブラウジングオペレーションは、どれも、コミュニ
ティウェブへ拡張することができる。しかしながら、コミュニティウェブにアクセスする
ユーザがコミュニティのメンバーでない場合には、個々のコミュニティメンバーを識別す
る情報がアクセスユーザに入手できないようにするのが好都合である。
【０２０７】
　Ｂ．コミュニティの示唆
　ある実施形態では、サーチプロバイダーは、ユーザＡの注釈におけるパターンを分析し
、そしてそれらパターンに基づいて、ユーザＡが参加することに関心のある種々のコミュ
ニティを識別することができる。例えば、サーチプロバイダーは、関心をベースとするコ
ミュニティＧ（例えば、Ｙａｈｏｏ！グループ）を選択し、そしてそのコミュニティに対
するコミュニティウェブを含むページを識別してもよく、又、プロバイダーは、コミュニ
ティＧのメンバーがある数の注釈付きページに与えた平均レーティングを決定してもよい
。
【０２０８】
　ユーザＡが既にコミュニティＧのメンバーでないと仮定すれば、ユーザＡの注釈ライブ
ラリーを、コミュニティＧのコミュニティウェブと比較して、それらの間の親和性を検出
することができる。ここで使用する「親和性」とは、一般に、共通の関心事及び／又は味
覚のパターンを指すもので、種々の仕方で測定することができる。例えば、ユーザＡも注
釈付けしたコミュニティＧのコミュニティウェブにおけるページの数を使用して、親和性
を測定することができる。別の例として、ユーザＡ及びコミュニティＧにより同じページ
に与えられたレーティング間の相関を測定することもできる。特定のページに対するユー
ザＡのキーワードとコミュニティＧの集計キーワードとの間の相関も使用することができ
る。別の実施形態において、ユーザ当たりの問合せのログが維持される場合には、ユーザ
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Ａの問合せのパターンを、コミュニティＧのメンバーにより入力された問合せのパターン
と比較して、ユーザＡ及びコミュニティＧのメンバーが同様の関心事及び味覚を有するか
どうか決定してもよい。親和性が充分高いと思われる場合には、プロバイダーは、ユーザ
ＡがコミュニティＧに加わることを考えるべきであるという示唆を与える（例えば、ｅメ
ールにより）。或いは又、プロバイダーは、ユーザＡの加入の招待を考えるべきであると
いう示唆をコミュニティＧの代表者に与えてもよい。
【０２０９】
　一実施形態では、ユーザＡは、このような示唆を受け容れるかどうかの選択肢を有する
。例えば、ユーザＡは、ユーザプロフィールページを経てコミュニティに加入するという
示唆を受け入れることについて加わることもできるし又は身を引くこともできる。ユーザ
が身を引く場合には、そのユーザに対して示唆が発生されない。
【０２１０】
　システムは、ユーザＡを、示唆されたコミュニティに自動的に加えることができるが、
好ましい実施形態では、ユーザＡは、示唆されたコミュニティに加わるべきかどうかの最
終的な判断を制御する。例えば、示唆は、ユーザＡがコミュニティに関するより多くの情
報を得るか又はそれに加わるためにたどることのできるリンク、コミュニティの現在メン
バーに対する連絡先情報（例えば、ｅメールアドレス又はＩＭスクリーンネーム）、等を
含むことのできるｅメールメッセージにおいて送信されてもよい。従って、ユーザＡは、
受け取った示唆に従うべきかどうか及びいかに従うかを判断することができる。
【０２１１】
　ある実施形態では、ユーザＡは、自発的に加入できるコミュニティ（例えば、Ｙａｈｏ
ｏ！グループ）に加わる示唆を受け容れてもよい。他の実施形態では、コミュニティの既
存のメンバーは、新たなメンバーを獲得するための親和性ベースの参照プログラムに参加
すべきかどうか判断することができる。例えば、オンラインコミュニティは、通常、「オ
ーナー」、即ちオンラインコミュニティサービスのプロバイダーに対する連絡先ポイント
として指定されたコミュニティのメンバーであって、コミュニティに対する種々の操作ル
ール又は好み（例えば、コミュニティに関連したｅメールリストが適度なものであるかど
うか、新たなメンバーを承認すべきかどうか、等々）を設定する権限を有するコミュニテ
ィのメンバーを有する。サービスプロバイダーが親和性ベースの参照プログラムをオファ
ーする場合には、各コミュニティのオーナーは、そのコミュニティが参加を希望するかど
うか指示することができ、そしてサービスプロバイダーは、表現された好みに従う。
【０２１２】
　Ｃ．メタレーティング
　ある実施形態では、問合せユーザ又はブラウズユーザが注釈を見るときに、例えば、そ
れが役に立つと分かるかどうかについて、注釈を評価することが促されてもよい。例えば
、図８のオーバーレイ８００は、１組のフィードバックボタンを有してもよく、これを経
てユーザは、ここで「メタレーティング」と称される注釈のレーティングを提示すること
ができる。ユーザにより提示されるメタレーティングは、レーティング決めされた注釈、
注釈の著者、及び注釈をレーティング決めしたユーザに関連して、個人化データベース１
６６（図２）に記憶されるのは好都合である。メタレーティングは、種々の仕方で使用す
ることができる。
【０２１３】
　ある実施形態では、メタレーティングは、どの注釈を最初に表示すべきか決定するのに
使用できる。例えば、ユーザＡの信頼性ネットワークの非常に多数のメンバーがページに
注釈付けする場合には、一度に全部の注釈を表示することは不可能なことがあり、たとえ
全ての注釈が一緒に表示されても、それらを表示する順序を選択する必要も生じる。この
順序は、目立つ位置が与えられる注釈が、それが表示されるところのユーザにとって有益
である見込みを最大にするように決定されるのが好都合である。ユーザＡがページに注釈
付けする場合には、ユーザＡが自分自身の注釈を有益であると分かり、そして自分の注釈
を最初に表示できると仮定することができる。ユーザＡがページに注釈付けしない場合、
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又はユーザＡ自身の注釈に加えて他のユーザの注釈を表示すべきである場合には、メタレ
ーティングを使用して、他のユーザの注釈をいかに順序付けするか決定することができる
。
【０２１４】
　従って、ある実施形態では、特定のページ又はサーチヒットの各注釈に対する集計メタ
レーティングを計算することができ、そして最も好意的な集計メタレーティングをもつ注
釈を最初にユーザに示すことができる（場合によってはユーザＡ自身の注釈の後に）。集
計メタレーティングは、例えば、ユーザＡの信頼性ネットワークのメンバーにより与えら
れるメタレーティングの重み付けされた平均でよく、又、重みは、ユーザＡに対する各メ
ンバーの信用係数、ユーザＡからの分離度、等から決定することができる。或いは又、集
計メタレーティングは、例えば、ユーザＡの信頼性ネットワークにいるかどうかに関わら
ず、注釈をレーティング決めした全てのユーザからのメタレーティングの平均でもよい。
【０２１５】
　他の実施形態では、ページに注釈付けした各ユーザＸに対する集計メタレーティングを
計算し、これを使用して、ユーザＸに対する評判スコアを決定することができる。集計メ
タレーティングは、例えば、ユーザＸの注釈に与えられたレーティングを平均化すること
で、計算することができる。ユーザＸに対する評判スコアは、例えば、注釈システムの全
ユーザによりユーザＸの注釈に与えられた全メタレーティングを平均化することによりグ
ローバルに決定することもできるし、或いは例えば、ユーザＸが属する各コミュニティの
メンバーによりユーザＸの注釈に与えられたメタレーティングを個別に平均化することに
よりコミュニティごとに決定することもできる。従って、各ユーザは、１つ以上の評判ス
コアを有してもよい。
【０２１６】
　評判スコアは、上述した信用係数又は信頼性重みと一般に同様に使用できる。例えば、
ページ又はサイトの注釈を表示する順序は、それらの著者の適用可能な評判スコアに基づ
いて決定することができる。又、評判スコアは、集計レーティングに関心がある状況にお
いてページ又はサイトの集計レーティングを決定するための重みとして使用することもで
きる。又、評判スコアは、例えば、問合せユーザが、注釈付きコンテンツがサーチされて
いるコミュニティのメンバーではないときを含むコミュニティウェブサーチの間に信頼性
重み又は信用係数に代わって使用することもできる。コミュニティウェブサーチの間にコ
ミュニティ特有の評判スコアを使用すると、コミュニティ全体がどんなコンテンツの関心
又は価値を見出すかの信頼性ある指示子を与えることができる。
【０２１７】
　Ｖ．更に別の実施形態
　特定の実施形態について本発明を説明したが、当業者であれば、多数の変更が考えられ
ることが明らかであろう。例えば、種々のサーチレポート及びユーザインターフェイスの
見掛けは、ここに示した例とは異なってもよい。インターフェイスエレメントは、ここに
述べたボタン、ページのクリック可能な領域、テキストボックス、又は他の特有のエレメ
ントに制限されず、いかなるインターフェイス実施を使用してもよい。
【０２１８】
　又、レーティング関係において、本発明は、特定のレーティング機構に限定されるもの
ではなく、ある実施形態は、別々のレーティング機構（例えば、賛成／反対(thumbs up/t
humbs down)又はスケール上のレーティング）の中で選択するオプションをユーザに与え
る。ある実施形態では、好意的又は中立レーティングだけがサポートされてもよい。他の
実施形態では、レーティングが全く収集されなくてもよい。レーティングが収集されない
場合にも、ユーザ注釈を依然として収集して、逆サーチレポートで報告できる他の形式の
メタデータを与えることができ、これは、上述した種々の形式のメタデータを含むが、そ
れに限定されない。
【０２１９】
　更に、ある実施形態では、単一の全体的レーティングではなく、ユーザは、技術的性能
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、コンテンツ及び審美性に関連した次元を含むページ又はサイトの特有次元をレーティン
グ決めすることができる。例えば、技術的性能のレーティングは、ページにアクセスする
速度、サーバーの信頼性、ページから出て行くリンクが機能するかどうか、等々を反映す
るレーティングを含んでもよい。コンテンツのレーティングは、コンテンツが現在である
か、正確であるか、包含的であるか、充分に編成されているか、等々を反映するレーティ
ングを含んでもよい。審美性の定格は、レイアウトについてのユーザの見解、グラフィッ
クエレメントの信頼性、使用、等々を繁栄するレーティングを含む。ユーザは、多数のこ
れら又は他の次元においてサイトをレーティング決めすることが求められる。又、ある実
施形態では、ユーザは、全体的レーティングを与えることもできるし、或いは各観点に与
えられたレーティングから全体的レーティングを計算することもできる。
【０２２０】
　注釈は、いかなる数のフィールドをいかなる組合せで含むこともでき、そしてここに述
べたものより多数のフィールド、少数のフィールド、又は異なるフィールドを含んでもよ
い。例えば、ユーザは、注釈付けされているページ又はサイトが、ある一般的カテゴリー
のコンテンツ、例えば、「大人」、又は「外国」、又は「スパム」に属するかどうかを指
示することもできる。次いで、ユーザは、（ユーザ及び／又は自分の信頼性ネットワーク
メンバーにより）識別されたコンテンツを、サーチ中にそのカテゴリーに属するものとし
て含むか又は除外するように選択することができる。更に、異なるユーザがどのページ又
はサイトをこれらカテゴリーの１つ又は別のものに分類したかの情報を使用して、当該ペ
ージ又はサイトをグローバルなベースで処理しなければならないことを推論することがで
きる。従って、例えば、非常に多数のユーザが特定のページをスパムとして識別する場合
には、そのページが、将来の全サーチ結果から除外されてもよいし又はそれらに低いラン
クを与えてもよい。
【０２２１】
　又、ある実施形態における注釈は、ユーザ特有でないメタデータを含んでもよい。例え
ば、メタデータは、実世界の位置（例えば、緯度及び経度座標、ストリードアドレス、等
）、又は対象ページ又はサイトに関係した電話番号、対象ページ又はサイトに関係したＵ
ＰＣ（ユニバーサルプロダクトコード）又はＩＳＢＮ（国際標準ブックナンバー）又はＩ
ＳＳＮ（国際標準シリアルナンバー）、ページ又はサイトがポップアップウインドウを起
動するかどうかの指示子、等を含んでもよい。更に、対象ページ又はサイトの種々の属性
に関連したメタデータ、例えば、それが大人のコンテンツを含むかどうか、又は外国語で
あるかどうか、等を、ユーザ入力とは独立して、注釈に合体させることもできる。
【０２２２】
　又、注釈を見てそれと相互作用するための他のインターフェイスが設けられてもよい。
例えば、一実施形態では、注釈付きページがユーザのブラウザコンテンツに表示されるた
びに、注釈データが自動的に表示される（例えば、ページコンテンツとインラインで、又
はオーバーレイにおいて）。注釈データの自動的表示は、ブラウジングユーザ自身の注釈
に制限されてもよいし、或いはユーザの信頼性ネットワークの他のメンバーの何人か又は
全部からの注釈データの自動表示を含むように拡張されてもよい。ある実施形態では、各
ユーザは、他のユーザの注釈を自動的に表示すべきであるところの好みを指示することが
できる。
【０２２３】
　上述したように、ある実施形態では、ユーザは、注釈を単一ページに適用すべきか又は
ページのグループ（サイト）に適用すべきか制御することが許される。加えて、ある実施
形態では、ユーザは、注釈付きページと同じドメインネームの登録者に対して登録された
全てのページに注釈を適用することもできる。共通のドメインネームの登録者の存在は、
ＷＨＯＩＳ又は別の同様のサービスを使用して決定されてもよい。
【０２２４】
　他の実施形態では、サーチサーバー１６０のプロバイダーは、スポンサー付きリンクも
オファーすることができ、ここでは、コンテンツプロバイダーが、サーチ結果に設けられ
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たそれらのサイトへのリンクを得るために支払をする。スポンサー付きリンクは、通常、
普通のサーチ結果から分離された結果ページの指定セクションに表示される。本発明の一
実施形態では、ユーザ、信頼性ネットワーク、又はコミュニティ（適用できれば）が注釈
付けしたスポンサー付きリンクをマークすることもできる。例えば、スポンサー付きリン
クは、ユーザ信頼性ネットワークの少なくとも１人のメンバーがそのページに対する注釈
を有することを指示するためにハイライト処理を受けてもよく、そしてスポンサー付きリ
ンクに対する信頼性ネットワークの平均又は集計レーティング（もしあれば）を使用して
、上述した普通のサーチ結果のようにハイライト処理を決定してもよい。又、スポンサー
付きリンクは、「Ｓａｖｅ　Ｔｈｉｓ」ボタン、「Ｓｈｏｗ　Ｍｙ　Ｗｅｂ」ボタン、或
いは同様のボタン又はインターフェイス制御器を付随してもよい。
【０２２５】
　ある実施形態では、ユーザは、例えば、異なる（しかし、おそらくオーバーラップする
）コーピ(corpi)にわたってサーチするために、友人の多数のリストを定義することがで
きてもよい。例えば、ウェブサーチプロバイダーは、ユーザが、異なる「プロパティ」、
例えば、ショッピングプロパティ（商品及びサービスが販売のためにオファーされる主た
るサイトを含む）、ニュースプロパティ（現在事象についてレポートしそしてコメントす
る主たるサイトを含む）、等々の中でサーチするのを許してもよい。このような１つの実
施形態では、ユーザは、一般的なウェブサーチに対して友人の１つのリストを、ショッピ
ングプロパティ内のサーチに対して別のリストを、ニュースプロパティ内のサーチに対し
て更に別のリスト、等々を定義してもよい。リストが異なる程度まで、ユーザは、各サー
チカテゴリーに対して異なる信頼性ネットワークを有することになる。ユーザが、友人の
プロパティ特有リストを定義していないプロパティにおいてサーチを行う場合には、ユー
ザの一般的リストが使用されてもよい。
【０２２６】
　他の実施形態では、ユーザは、異なる友人を、特定のキーワードに関連付けることがで
きてもよく、ユーザの質問がそのキーワードをサーチ用語として含むときだけ信頼性ネッ
トワークに特定の友人が含まれる。
【０２２７】
　又、ある実施形態では、ユーザは、サーチ以外のアプリケーションに対して友人のリス
トを定義することができてもよい。例えば、多くのｅメールアカウントプロバイダーは、
種々のスパムフィルタを含むと共に、到来するメッセージをスパム又は非スパムとして報
告するオプションをユーザに与える（例えば、スパムフィルタの動作を見て改善できるよ
うに）。ユーザＡがｅメールのための友人リストを定義し、そしてＡの友人リストを使用
して定義された信頼性ネットワークがユーザＢを含むと仮定する。更に、ユーザＢが特定
のメッセージをスパムとして報告し、且つユーザＡがその後に同じ（又は非常に良く似た
）メッセージを受信すると仮定する。ユーザＡは、ユーザＡのｅメール信頼性ネットワー
ク内の誰か（ユーザＢと識別されてもよいしされなくてもよい）がこのメッセージをスパ
ムと考えるというある指示を受け取ってもよいし、或いはメッセージがユーザＡの「ジャ
ンク」ｅメールフォルダに向け直されるか、又はメッセージがスパムである可能性が高い
ことをユーザＡに警告するために他の何らかのアクションがとられてもよい。
【０２２８】
　ここに述べた実施形態は、ウェブサイト、ＵＲＬ、リンク、及び他の用語であって、ワ
ールドワイドウェブ（又はそのサブセット）がサーチコーパスとして働くインスタンスに
特有の他の用語を参照してもよい。しかしながら、ここに述べたシステム及び方法は、異
なるサーチコーパス（電子的データベース又はドキュメントレポジトリーのような）に使
用するように適応でき、そしてサーチレポート又は注釈は、コンテンツ、及びコンテンツ
を見つけることのできる位置へのリンク又はリファレンスを含んでもよいことを理解され
たい。
【０２２９】
　本発明の種々の特徴を組み込んだコンピュータプログラムは、記憶及び／又は送信のた
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めに種々のコンピュータ読み取り可能な媒体上にエンコードすることができ、適当な媒体
は、磁気ディスク又はテープ、光学記憶媒体、例えば、ＣＤ又はＤＶＤ、フラッシュメモ
リ、及びインターネットを含む種々のプロトコルに適合するワイヤード、光学、及び／又
はワイヤレスネットワークを経て送信するように適応されたキャリア信号を包含する。プ
ログラムコードがエンコードされたコンピュータ読み取り可能な媒体は、互換性のある装
置と共にパッケージされてもよいし、他の装置とは個別に設けられてもよい（例えば、イ
ンターネットダウンロードにより）。
【０２３０】
　特定のハードウェア及びソフトウェアコンポーネントを参照して本発明を説明したが、
当業者であれば、ハードウェア及び／又はソフトウェアコンポーネントの異なる組合せを
使用してもよく、且つハードウェアで実施されるとして説明された特定の動作をソフトウ
ェアで実施し、又はそれとは逆にも行えることが明らかであろう。
【０２３１】
　従って、本発明は、特定の実施形態について説明したが、特許請求の範囲内でなされる
あらゆる変更や等効物も包含することが明らかであろう。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】
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