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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイに制約のあるデバイス上で検索とナビゲーションをさらに容易にするため
にコンテンツ項目を概念クラスタの配列として検索し提示する方法であって、
　Ａ）　コンテンツ項目の相対的に大きい集合を提供するステップであって、前記コンテ
ンツ項目の少なくとも一部は前記コンテンツ項目と関連付けられている明確な概念を特定
するためにメタデータを有し、前記メタデータの少なくとも一部は複数のメタデータ語を
有する句を含むステップと、
　Ｂ）　ユーザインクリメンタル入力を受け入れ、所望のコンテンツ項目に関する複数の
検索語を絞り込んで識別するステップと、
　Ｃ）　前記コンテンツ項目の相対的に大きい集合から、
　前記コンテンツ項目の第１の集合であって、すべての検索語が、当該第１の集合の各コ
ンテンツ項目のメタデータ句の１つのメタデータ語に一致する集合と、
　前記コンテンツ項目の第２の集合であって、前記検索語の第１の部分集合が、当該第２
の集合の各コンテンツ項目の少なくとも第１のメタデータ句の少なくとも１つのメタデー
タ語に一致する集合と、
　前記コンテンツ項目の第３の集合であって、前記検索語の第２の部分集合が、当該第３
の集合の各コンテンツ項目の少なくとも第２のメタデータ句の少なくとも１つのメタデー
タ語に一致すると共に、前記第１のメタデータ句が前記第２のメタデータ句とは異なる集
合と、
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　を選択するステップと、
　Ｄ）　共通集合のコンテンツ項目のメタデータと関連付けられている前記明確な概念か
ら推論される、ユーザ推定の概念の前記共通集合を形成するために、前記第２および第３
の集合が共有する前記コンテンツ項目を分類するステップと、
　Ｅ）　前記第１の集合と前記共通集合のコンテンツ項目を概念クラスタ集合に編成する
ステップであって、
　前記第１の集合の前記コンテンツ項目は、前記検索語に一致する同じメタデータ句を有
するコンテンツ項目が一緒にクラスタ化されるように、前記検索語に一致するメタデータ
語を有する前記メタデータ句に基づいて明確な概念クラスタ集合に編成され、
　前記共通集合の前記コンテンツ項目は、前記検索語に一致する同じ第１および第２のメ
タデータ句を有するコンテンツ項目が一緒にクラスタ化されるように、前記共通集合の前
記コンテンツ項目が共有する少なくとも前記第１および第２のメタデータ句に基づいてユ
ーザ推定の概念クラスタに編成される、ステップと、
　Ｆ）　前記明確な概念クラスタ集合と前記ユーザ推定の概念クラスタ集合に編成される
前記コンテンツ項目を提示するステップであって、
　各明確な概念クラスタ集合が、前記検索語に一致するメタデータ語を有する前記明確な
概念クラスタ集合の前記コンテンツ項目に共通の前記メタデータ句に基づいて識別され、
　各ユーザ推定の概念クラスタ集合が、前記ユーザ推定の概念クラスタ集合の前記コンテ
ンツ項目が共有する前記第１および第２のメタデータ句に基づいて識別されるステップと
、
　を備えてなる方法。
【請求項２】
　前記インクリメンタル入力は曖昧なテキスト入力であり、前記曖昧なテキスト入力は１
桁または複数桁を有し、各桁は１つ以上の英数字を表わす、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　日付、曜日および／または時刻に基づいて、前記コンテンツ項目の少なくとも一部の前
記メタデータ句の少なくとも１つのメタデータ語を修正するステップをさらに備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンテンツ項目を提示することが、ディスプレイに制約のあるデバイス上になされ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記インクリメンタル入力は順序付けられた少なくとも２つの接頭辞を備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　前記インクリメンタル入力は順序付けられていない少なくとも２つの接頭辞を備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記インクリメンタル入力は単語区切り文字で区切られた少なくとも２つの接頭辞を備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記編成されたコンテンツ項目は、所与の関連性機能に従って提示されるように順序付
けられており、前記関連性機能は、前記コンテンツ項目の時間的関連性、前記コンテンツ
項目の位置関連性、前記コンテンツ項目の人気度およびユーザの好みのうちの少なくとも
１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記メタデータ語の少なくとも一部は、前記コンテンツ項目の少なくとも一部と関連付
けられている前記明確な概念と音声学的に等価な語を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メタデータ語の少なくとも一部は、前記メタデータ句の語の一般的なスペルミスの
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語を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記コンテンツ項目の情報コンテンツ間の関係に基づいて、コンテンツ項目の前記大き
い集合のコンテンツ項目を所定の階層に編成するステップをさらに備え、前記コンテンツ
項目と関連付けられている前記明確な概念を特定するための前記メタデータは、前記所定
の階層に基づいて選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ディスプレイに制約のあるデバイス上で検索とナビゲーションをさらに容易にするため
にコンテンツ項目を概念クラスタの配列として検索し提示するシステムであって、
　Ａ）　コンテンツ項目の相対的に大きい集合をカタログ化する電子的可読媒体に記憶さ
れたデータベースであって、前記コンテンツ項目の少なくとも一部は前記コンテンツ項目
と関連付けられている明確な概念を特定するためにメタデータを有し、前記メタデータの
少なくとも一部は複数のメタデータ語を有する句を含む、データベースと、
　Ｂ）　ユーザインクリメンタル入力を受け入れ、所望のコンテンツ項目に関する複数の
検索語を絞り込んで識別するための入力論理手段と、
　Ｃ）　前記コンテンツ項目の相対的に大きい集合から、
　前記コンテンツ項目の第１の集合であって、すべての検索語が、当該第１の集合の各コ
ンテンツ項目のメタデータ句の１つのメタデータ語に一致する集合と、
　前記コンテンツ項目の第２の集合であって、前記検索語の第１の部分集合が、当該第２
の集合の各コンテンツ項目の少なくとも第１のメタデータ句の少なくとも１つのメタデー
タ語に一致する集合と、
　前記コンテンツ項目の第３の集合であって、前記検索語の第２の部分集合が、当該第３
の集合の各コンテンツ項目の少なくとも第２のメタデータ句の少なくとも１つのメタデー
タ語に一致すると共に、前記第１のメタデータ句が前記第２のメタデータ句とは異なる集
合と、
　を選択する選択論理手段と、
　Ｄ）　共通集合のコンテンツ項目のメタデータと関連付けられている前記明確な概念か
ら推論される、ユーザ推定の概念の前記共通集合を形成するために、前記第２および第３
の集合が共有する前記コンテンツ項目を分類する分類論理手段と、
　Ｅ）　前記第１の集合と前記共通集合のコンテンツ項目を概念クラスタ集合に編成する
編成論理手段であって、
　前記第１の集合の前記コンテンツ項目は、前記検索語に一致する同じメタデータ句を有
するコンテンツ項目が一緒にクラスタ化されるように、前記検索語に一致するメタデータ
語を有する前記メタデータ句に基づいて明確な概念クラスタ集合に編成され、
　前記共通集合の前記コンテンツ項目は、前記検索語に一致する同じ第１および第２のメ
タデータ句を有するコンテンツ項目が一緒にクラスタ化されるように、前記共通集合の前
記コンテンツ項目が共有する少なくとも前記第１および第２のメタデータ句に基づいてユ
ーザ推定の概念クラスタに編成される、編成論理手段と、
　Ｆ）　前記明確な概念クラスタ集合と前記ユーザ推定の概念クラスタ集合に編成される
前記コンテンツ項目を提示する提示論理手段であって、
　各明確な概念クラスタ集合は、前記検索語に一致するメタデータ語を有する前記明確な
概念クラスタ集合の前記コンテンツ項目に共通の前記メタデータ句に基づいて識別され、
　各ユーザ推定の概念クラスタ集合は、前記ユーザ推定の概念クラスタ集合の前記コンテ
ンツ項目が共有する前記第１および第２のメタデータ句に基づいて識別される、提示論理
手段と、
　を備えてなるシステム。
【請求項１３】
　電子的可読媒体に記憶される前記データベースの少なくとも一部分は、ユーザから離れ
た場所にあるサーバシステムに実装されている、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
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　前記入力論理手段、前記選択論理手段、前記分類論理手段、前記編成論理手段および前
記提示論理手段のうちの少なくとも一つが、ユーザから離れた場所にあるサーバシステム
に実装されている、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記インクリメンタル入力は曖昧なテキスト入力であり、前記曖昧なテキスト入力は１
桁または複数桁を有し、各桁は１つ以上の英数字を表わす、請求項１２に記載のシステム
。
【請求項１６】
　日付、曜日および／または時刻に基づいて、前記コンテンツ項目の少なくとも一部の前
記メタデータ句の少なくとも１つの前記メタデータ語を修正するための修正論理手段を更
に備える、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１７】
　所与の関連性機能に従って提示する前記編成済みコンテンツ項目を順序付ける順位付け
論理手段を更に備えており、前記関連性機能は、前記コンテンツ項目の時間的関連性、前
記コンテンツ項目の位置関連性、前記コンテンツ項目の人気度および前記ユーザの好みの
少なくとも１つを備える、請求項１２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、以下の出願に対する米国特許法第１１９条（ｅ）項の下での利益を主張し、
引用することによりその内容が本明細書の一部をなすものとする。
　２００６年９月１４日に出願された、「Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｏｆ　Ｄｙｎａｍｉｃａｌ
ｌｙ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ　Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌｌｙ　Ｏｒｇａｎｉｚｅｄ　Ｒ
ｅｓｕｌｔ　Ｃｌｕｓｔｅｒｓ　Ｆｏｒ　Ａｎ　Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｓｅａｒｃｈ
　Ｑｕｅｒｙ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ　Ｏｎｅ　Ｏｒ　Ｍｏｒｅ　Ｐｒｅｃｏｍｐｕｔｅｄ　
Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｃｌｕｓｔｅｒｓ」と題する米国仮特許出願第６０／８２５
，６１６号明細書
【０００２】
　本出願は、以下の出願に関し、引用することによりその内容が本明細書の一部をなすも
のとする。
　２００４年１１月９日に出願された、「Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎ
ｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」と題する米国仮特許出願第６０／６２６，
２７４号明細書、および２００５年３月２４日に出願された、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｓｅａｒｃｈｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｅｌｅｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｕｓｉｎｇ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｔｅｘｔ　Ｉｎｐ
ｕｔ」と題する米国仮特許出願第６０／６６４，８７９号明細書に対する優先権を主張す
る、２００５年５月２４日に出願された、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏ
ｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｓｅａｒｃｈｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｕｓｉｎｇ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｔｅｘｔ　Ｉｎｐｕｔ」と題する米国
特許出願第１１／１３６，２６１号明細書、
　２００５年８月２６日に出願された、「Ａ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｉｎ
ｇ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｏｆ　Ｍｕｌｔｉｗｏｒｄ　Ｐｒｅｆｉｘｅｓ　Ｏｆ　Ｒｅｓ
ｕｌｔｓ　Ｏｂｔａｉｎｅｄ　Ｂｙ　Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｗｉｔｈ
　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｔｅｘｔ　Ｅｎｔｒｙ　Ｏｎ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ａ　Ｋｅｙｐａｄ　Ｗｉｔｈ　Ｏｖｅｒｌｏａ
ｄｅｄ　Ｋｅｙｓ」と題する米国仮特許出願第６０／７１１，８６６号明細書、および２
００５年９月１２日に出願された、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｉ
ｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｗｉｔｈ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｔｅｘｔ　Ｅｎｔｒ
ｙ　Ｕｓｉｎｇ　Ａ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｋｅｙｐａｄ　Ｗｉｔｈ　Ｏｖｅｒｌｏａｄｅｄ
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　Ｋｅｙｓ」と題する米国仮特許出願第６０／７１６，１０１号明細書に対する優先権を
主張する、２００５年１２月２０日に出願された、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ｆｏｒ　Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ａｍｂｉｇｕｏｕｓ，Ｒ
ｅｄｕｃｅｄ　Ｔｅｘｔ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｑｕｅｒｉｅｓ　Ａｎｄ　Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ
ｉｎｇ　Ｒｅｓｕｌｔｓ　Ｔｈｅｒｅｏｆ」と題する米国特許出願第１１／３１２，９０
８号明細書、ならびに
　２００５年９月１２日に出願された、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ
　Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　　Ｗｉｔｈ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｔｅｘｔ　Ｅ
ｎｔｒｙ　Ｕｓｉｎｇ　Ａ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｕｓｉｎｇ　Ａ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｋｅｙ
ｐａｄ　Ｗｉｔｈ　Ｏｖｅｒｌｏａｄｅｄ　Ｋｅｙｓ」と題する米国仮特許出願第６０／
７１６，１０１号明細書、および２００５年８月２６日に出願された、「Ａ　Ｄｙｎａｍ
ｉｃ　Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｏｆ　Ｍｕｌｔｉｗｏｒｄ　Ｐ
ｒｅｆｉｘｅｓ　Ｏｆ　Ｒｅｓｕｌｔｓ　Ｏｂｔａｉｎｅｄ　Ｂｙ　Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔ
ａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｗｉｔｈ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｔｅｘｔ　Ｅｎｔｒｙ　Ｏｎ　Ｔｅｌ
ｅｖｉｓｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ａ　Ｋｅｙｐａ
ｄ　Ｗｉｔｈ　Ｏｖｅｒｌｏａｄｅｄ　Ｋｅｙｓ」と題する米国仮特許出願第６０／７１
１，８６６号明細書に対する優先権を主張する、２００５年９月２７日に出願された、「
Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ａｍｂｉｇｕｏ
ｕｓ，Ｍｕｌｔｉｔｅｒｍ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｑｕｅｒｉｅｓ」と題する米国特許出願第１
１／２３５，９２８号明細書。
【０００３】
　［技術分野］
　本発明は、コンテンツを選択して提示する方法に関し、具体的には、ユーザが所望の情
報を見つけやすいように、コンテンツを動的に結合して階層的クラスタに編成する方法に
関する。
【背景技術】
【０００４】
　入力および／またはディスプレイに制約のあるデバイス上での情報検索および提示シス
テムの使いやすさの１つの尺度は、ユーザが所望の情報を見つける際に費やす労力である
（情報の発見には、テキストベースの検索、コンテンツ空間の閲覧、またはこれら両方の
何らかの組合せが考えられる）。入力およびディスプレイに制約のあるデバイスで（検索
または閲覧法のいずれかによって）情報検索に費やす労力を最小にする１つの方法は、イ
ンクリメンタルサーチ法の利用である。インクリメンタルサーチではユーザが入力しなけ
ればならないテキストの量が減少するので、ユーザが入力した文字ごとに結果が検索され
るインクリメンタルサーチを採用することは、入力に制約のあるデバイスでのフルワード
検索インタフェースよりもはるかに優れている（たとえば、以下の援用された出願で提示
された方法を参照されたい）。
【０００５】
　ただし、インクリメンタルサーチシステムにおける課題の１つは、入力が少ないときや
、同じ物理的なキーに複数の英数字が割り当てられた多重キーパッド（ｏｖｅｒｌｏａｄ
ｅｄ　ｋｅｙｐａｄ）を用いる入力など、入力が曖昧な性質を持つものであるときでも、
最適な結果をユーザに提示することである。たとえば、接頭辞の完全な一致が部分的な単
語の一致よりも関連性が高いと評価される場合は、インクリメンタル入力での純粋な語彙
の一致が好結果をもたらさないことになる。さらに、入力方式に多重キーパッドを使用し
ている場合に曖昧なテキストを入力すると、問題はさらに悪化する。
【０００６】
　さらに、曖昧なテキスト入力は、曖昧入力の性質に起因して様々な結果と一致する可能
性がある。これは、曖昧入力が、ユーザが意図する検索入力を表わすだけでなく、他の単
語や句も表わす可能性があるからである。たとえば、周知の１２キーの電話キーパッドを
使用した入力「２２７」は、「ｃａｒ」と「ｂａｒ」の両方を表わし、大きく異なる結果



(6) JP 5161883 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

に一致する可能性がある。したがって、曖昧なインクリメンタルテキスト入力は、入力に
制約のあるデバイス上で検索入力を行うのに便利な方法であるが、返される結果の量の増
加によって、結果集合でわずかな項目しか見られない、すなわち、ディスプレイに制約の
あるデバイスでは扱いにくくなる可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、インクリメンタルサーチクエリに対する検索結果を階層的に編成された概念
クラスタに動的に再配列する方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様において、表示に制約のあるデバイス上での検索とナビゲーションをさ
らに容易にするために、コンテンツ項目を概念クラスタの配列として検索し提示する方法
は、コンテンツ項目の比較的大きい集合を提供するステップを含む。コンテンツ項目の少
なくとも一部は、コンテンツ項目と関連付けられている明確な概念を指定するためのメタ
データを有する。メタデータの少なくとも一部は、複数のメタデータ語を有する句を含む
。方法は、さらに、所望のコンテンツ項目に対して複数の検索語を絞り込んで識別するた
めにユーザインクリメンタル入力を受け取るステップと、コンテンツ項目の比較的大きい
集合からコンテンツ項目の第１の集合、コンテンツ項目の第２の集合、およびコンテンツ
項目の第３の集合を選択するステップとを含み、コンテンツ項目の第１の集合では、すべ
ての検索語が上記第１の集合の各コンテンツ項目のメタデータ句の１つのメタデータ語に
一致し、コンテンツ項目の第２の集合では、検索語の第１の部分集合が上記第２の集合の
各コンテンツ項目の少なくとも第１のメタデータ句の少なくとも１つのメタデータ語に一
致し、コンテンツ項目の第３の集合では、検索語の第２の部分集合が上記第３の集合の各
コンテンツ項目の少なくとも第２のメタデータ句の少なくとも１つのメタデータ語に一致
し、第１のメタデータ句は第２のメタデータ句と異なる。また、方法は、共通集合のコン
テンツ項目のメタデータと関連付けられている明確な概念から推論されるユーザ推定の概
念に関する共通集合を形成するために第２および第３の集合が共有するコンテンツ項目を
分類するステップと、第１の集合と共通集合のコンテンツ項目を概念クラスタの集合に編
成するステップとを含む。第１の集合のコンテンツ項目は、検索語に一致する同じメタデ
ータ句を有するコンテンツ項目が一緒にクラスタ化されるように、検索語に一致するメタ
データ語を有するメタデータ句に基づいて明確な概念クラスタの集合に編成される。共通
集合のコンテンツ項目は、検索語に一致する同じ第１および第２のメタデータ句を有する
コンテンツ項目が一緒にクラスタ化されるように、共通集合のコンテンツ項目が共有する
少なくとも第１および第２のメタデータ句に基づいてユーザ推定の概念クラスタに編成さ
れる。方法は、明確な概念クラスタの集合とユーザ推定の概念クラスタの集合とに編成さ
れるコンテンツ項目を提示するステップを含む。各明確な概念クラスタの集合は、検索語
に一致するメタデータ語を有する上記の明確な概念クラスタ集合のコンテンツ項目に共通
のメタデータ句に基づいて識別される。ユーザ推定の概念クラスタの各集合は、ユーザ推
定の概念クラスタの上記集合のコンテンツ項目が共有する第１および第２のメタデータ句
に基づいて識別される。
【０００９】
　本発明の別の態様において、インクリメンタル入力は曖昧なテキスト入力であり、曖昧
なテキスト入力は１桁または複数桁を有し、各桁は１つ以上の英数字を表わす。
【００１０】
　本発明のさらに別の態様において、方法は、インクリメンタル入力の日付、曜日、およ
び時刻の少なくとも１つに基づいてコンテンツ項目の少なくとも一部のメタデータ句の少
なくとも１つのメタデータ語を修正するステップをさらに備える。
【００１１】
　本発明のさらに別の態様において、コンテンツ項目を提示するステップは、ディスプレ
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イに制約のあるデバイス上で行なわれる。
【００１２】
　本発明のさらに別の態様において、インクリメンタル入力は、順序付けられた少なくと
も２つの接頭辞および／または順序付けられていない少なくとも２つの接頭辞を備える。
インクリメンタル入力は、単語区切り文字で区切られた少なくとも２つの接頭辞を備えう
る。
【００１３】
　本発明の態様において、編成されたコンテンツ項目は、所与の関連性機能（ｒｅｌｅｖ
ａｎｃｅ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）に従って提示されるように順序付けられる。この関連性機
能は、コンテンツ項目の時間的関連性、コンテンツ項目の位置関連性、コンテンツ項目の
人気度（大衆性）およびユーザの好みの少なくとも１つを備える。
【００１４】
　本発明の別の態様において、メタデータ語の少なくとも一部は、コンテンツ項目の少な
くとも一部と関連付けられている明確な概念と音声学的に等価な語および／またはメタデ
ータ句の語の一般的なスペルミスの語を含む。
【００１５】
　本発明のさらに別の態様において、方法は、コンテンツ項目の情報コンテンツ間の関係
に基づいて、コンテンツ項目の大きい集合のコンテンツ項目を所定の階層に編成するステ
ップをさらに備える。コンテンツ項目と関連付けられている明確な概念を指定するための
メタデータは、所定の階層に基づいて選択される。
【００１６】
　本発明の態様において、ディスプレイに制約のあるデバイス上での検索とナビゲーショ
ンをさらに容易にするために、コンテンツ項目を概念クラスタの配列として検索し提示す
るシステムは、コンテンツ項目の比較的大きい集合をカタログ化する電子的可読媒体に記
憶されるデータベースを含む。コンテンツ項目の少なくとも一部は、コンテンツ項目と関
連付けられている明確な概念を指定するためのメタデータを有する。メタデータの少なく
とも一部は、複数のメタデータ語を有する句を含む。また、システムは、所望のコンテン
ツ項目に対する複数の検索語を絞り込んで識別するためにユーザのインクリメンタル入力
を受け取る入力論理と、コンテンツ項目の比較的大きい集合からコンテンツ項目の第１の
集合、コンテンツ項目の第２の集合、およびコンテンツ項目の第３の集合を選択する選択
論理とを含み、コンテンツ項目の第１の集合では、すべての検索語が上記第１の集合の各
コンテンツ項目のメタデータ句の１つのメタデータ語と一致し、コンテンツ項目の第２の
集合では、検索語の第１の部分集合が上記第２の集合の各コンテンツ項目の少なくとも第
１のメタデータ句の少なくとも１つのメタデータ語と一致し、コンテンツ項目の第３の集
合では、検索語の第２の部分集合が上記第３の集合の各コンテンツ項目の少なくとも第２
のメタデータ句の少なくとも１つのメタデータ語と一致し、第１のメタデータ句は第２の
メタデータ句とは異なる。システムは、さらに、共通集合のコンテンツ項目のメタデータ
と関連付けられている明確な概念から推論されるユーザ推定の概念に対する共通集合を形
成するために第２および第３の集合が共有するコンテンツ項目を分類する分類論理と、第
１の集合および共通集合のコンテンツ項目を概念クラスタ集合に編成する編成論理とを含
む。第１の集合のコンテンツ項目は、検索語と一致する同じメタデータ句を有するコンテ
ンツ項目が一緒にクラスタ化されるように、検索語と一致するメタデータ語を有するメタ
データ句に基づいて明確な概念クラスタ集合に論理によって編成される。共通集合のコン
テンツ項目は、検索語と一致する同じ第１および第２のメタデータ句を有するコンテンツ
項目が一緒にクラスタ化されるように、共通集合のコンテンツ項目が共有する少なくとも
第１および第２のメタデータ句に基づいてユーザ推定の概念クラスタに論理によって編成
される。また、システムは、明確な概念クラスタ集合およびユーザ推定の概念クラスタ集
合に編成されるコンテンツ項目を提示する提示論理を含む。各明確な概念クラスタ集合は
、検索語と一致するメタデータ語を有する上記明確な概念クラスタ集合のコンテンツ項目
に共通のメタデータ句に基づいて識別される。各ユーザ推定の概念クラスタ集合は、上記
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ユーザ推定の概念クラスタ集合のコンテンツ項目が共有する第１および第２のメタデータ
句に基づいて識別される。
【００１７】
　本発明の別の態様において、電子的可読媒体に記憶されるデータベースの少なくとも一
部分は、ユーザから離れた場所にあるサーバシステムに実装される。
【００１８】
　本発明のさらに別の態様において、入力論理、選択論理、分類論理、編成論理、および
提示論理は、ユーザから離れた場所にあるサーバシステムに実装される。
【００１９】
　本発明のさらに別の態様において、インクリメンタル入力は、曖昧なテキスト入力であ
る。曖昧なテキスト入力は１桁または複数桁を有する。各桁は１つ以上の英数字を表わす
。
【００２０】
　本発明のさらに別の態様において、システムは、インクリメンタル入力の日付、曜日、
および時刻の少なくとも１つに基づいてコンテンツ項目の少なくとも一部のメタデータ句
の少なくとも１つのメタデータ語を修正する修正論理をさらに含む。
【００２１】
　本発明の別の態様において、システムは、所与の関連性機能に従って提示する編成済み
コンテンツ項目を順序付ける順位付け論理をさらに含む。関連性機能は、コンテンツ項目
の時間的関連性、コンテンツ項目の位置関連性、コンテンツ項目の人気度（大衆性）およ
びユーザの好みのうち少なくとも１つを含みうる。
【００２２】
　上記その他の特徴は、本発明の実施形態が示され例として記載される以下の詳細な説明
から容易に明らかになるであろう。
【００２３】
　本発明の様々な実施形態をより完全に理解するために、添付図に関連して取り入れられ
る以下の説明をここで参照する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】コンテンツ項目および概念を階層的な時間依存の概念クラスタに編成し、ユーザ
のインクリメンタル入力を１つまたは複数の概念クラスタに一致させ、関連のある動的な
階層的クラスタを生成してユーザに提示する方法を示す。
【図２】概念クラスタ階層を示す。
【図３】種々の結果と関連付けられている種々の概念クラスタ階層を示す。
【図４】語彙の一致、所定の概念クラスタ、および動的に生成される概念クラスタを含む
、一部の接辞語入力に対する検索結果が返される場合の本発明の実施形態を示す。
【図５】概念クラスタを拡張することによるユーザの情報発見を示す。
【図６】概念クラスタを拡張することによるユーザの情報発見を示す。
【図７】ユーザによって入力された一部の接頭辞入力に基づいて、動的な概念クラスタが
生成された後、ユーザによって動的な概念クラスタが拡張される場合のユーザの情報発見
を示す。
【図８】概念クラスタを融合することによる、概念クラスタ階層およびユーザの情報発見
を示す。
【図９】コンテンツ項目の選択、再編成、および提示を行うコンテンツシステムを示す。
【図１０】選択されるコンテンツ項目の選択、再編成、および提示を行うユーザデバイス
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の好ましい実施形態は、検索結果を見つけて階層的に編成された概念クラスタに
動的に再編成する方法およびシステムを提供する。概念クラスタは、１つまたは複数の共
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通テーマまたは情報タイプによって関係付けられているコンテンツ項目および／またはト
ピックの集合である。たとえば、１つの概念クラスタは「野球」であってもよく、このク
ラスタは、過去のメジャーリーグ野球試合の得点および／または将来の試合の日程に関係
する検索結果を含んでいる可能性がある。一部の実施において、概念クラスタは、時間的
に制約があり（以下に記載される）、事前に計算される概念クラスタと動的に生成される
概念クラスタとの両方を含む。検索結果は、コンテンツ結果と検索クエリのインクリメン
タル入力との間の語彙の一致、ならびにインクリメンタル入力と概念クラスタ識別子の間
の一致を含みうる。結果の階層的な概念主導のクラスタ化は結果の編成をより豊富にする
ので、検索結果を生成して提示するこの方法は情報に関するインクリメンタルサーチのユ
ーザの実施経験を著しく充実したものにする。本明細書に開示される技術では、具体的な
概念に関するすべての結果が同時に収集されているので、ユーザは所望の情報コンテンツ
をより容易に見つけることができる。これは、同じ概念に関する結果が他の結果の中にイ
ンタリーブされてもよい語彙の一致と対照をなしており、ユーザに対する認知負荷を高め
るものである。
【００２６】
　本発明の実施形態は、２００５年８月１５日に出願された、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　
Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｓｅａｒｃｈｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｅｌｅｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｎｏｎ－ｉ
ｎｔｒｕｓｉｖｅ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ａｎｄ　Ｗｉｔｈ　Ｒ
ｅｄｕｃｅｄ　Ｔｅｘｔ　Ｉｎｐｕｔ」と題する米国特許出願第１１／２０４，５４６号
明細書、２００５年１０月７日に出願された、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　
Ｆｏｒ　Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｗｉｔｈ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｔｅｘｔ
　Ｅｎｔｒｙ　Ｗｈｅｒｅ　Ｔｈｅ　Ｒｅｌｅｖａｎｃｅ　Ｏｆ　Ｒｅｓｕｌｔｓ　Ｉｓ
　Ａ　Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｕｓｅｒ
　Ｉｎｐｕｔ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｔｒｉｎｇ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｃｏｕｎｔ」と題す
る米国特許出願第１１／２４６，４３２号明細書、２００６年８月２５日に出願された、
「Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｆｏｒ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｂ
ｅｔｗｅｅｎ　Ｔｅｘｔ　Ｉｎｐｕｔ　Ａｎｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題す
る米国特許出願第１１／５０９，９０９号明細書、２００６年１１月１７日に出願された
、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｆｉｎｄｉｎｇ　Ｄｅｓｉｒｅｄ　
Ｒｅｓｕｌｔｓ　Ｂｙ　Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｕｓｉｎｇ　Ａｎ　Ａ
ｍｂｉｇｕｏｕｓ　Ｋｅｙｐａｄ　Ｗｉｔｈ　Ｔｈｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎ
ｇ　Ｏｒｔｈｏｇｒａｐｈｉｃ　Ａｎｄ　Ｔｙｐｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｒｒｏｒｓ」と題
する米国特許出願第１１／５６１，１９７号明細書、および２００７年３月６日に出願さ
れた、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｎｇ　ａｎｄ　
Ｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ｌｅａｒｎｅｄ　Ｐｅｒｉ
ｏｄｉｃｉｔｙ　Ｏｆ　Ｕｓｅｒ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」と題する米国
特許出願第１１／６８２，６９３号明細書を含むが、これらに限定されない以前に申請さ
れた出願に開示された技術、システム、および方法を基礎としており、これら各々の内容
は、引用することにより本明細書の一部をなすものとする。これらの出願は、曖昧なテキ
スト入力、検索結果の順序付け方法、ならびにユーザの行動および好みを学習する技術を
用いてインクリメンタルサーチを行う具体的な方法を教示している。これらの出願に開示
された技術は、これらの出願に記載されたコンテンツ項目の収集に適用される技術と同じ
かまたはそれに類似した本明細書に記載のユーザのナビゲーション動作またはユーザの概
念クラスタとの関係とともに利用されうる。ただし、これらの技術は、組み入れられた特
許出願に開示されたシステムおよび方法に限定されるものではない。したがって、このよ
うなシステムおよび出願を参照することは有益な場合もあるが、本実施形態または本発明
を理解する上で必要であるとは考えられない。
【００２７】
　図１は、本発明の実施形態の工程を示すフローチャートである。フローチャートは、ユ
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ーザのインクリメンタルサーチ入力に基づいてコンテンツを検索し、検索から返されるコ
ンテンツ項目結果に基づいて動的に生成される、階層的に配列された概念クラスタの結果
を再編成し提示する方法を示す。コンテンツ項目は、コンテンツ項目を特徴付けるメタデ
ータと関連付けられている。これは、コンテンツ項目を特徴付けてコンテンツ項目とコン
テンツ項目に関係する概念との間の情報関係を記述する階層にコンテンツ項目を編成する
ステップを含む、多くの方法で実施されうる。このような実施形態において、コンテンツ
項目と概念クラスタは、まず、概念クラスタと具体的なコンテンツ項目との間の関係と、
概念クラスタどうしの関係とを最もよく表わす階層に編成される（ステップ１０１）。コ
ンテンツは階層のクラスタに編成されるので、各概念クラスタは階層内の他のクラスタに
対して親、子、または兄弟クラスタとなりうる。同様に、各コンテンツ項目は、１つまた
は複数の概念クラスタのメンバーになりうる。コンテンツ項目の概念クラスタへの編成は
、ユーザが検索入力を行う前にルーチン的に行なわれる事前計算ステップで行なわれうる
が、あるいは、編成ステップは、以下にさらに詳しく記載されるユーザの検索入力を処理
する直前にトリガされて処理されうる。
【００２８】
　前述のように、一部の実施形態において、コンテンツ項目は階層なしで維持されうるの
で、このステップは省かれ、以下にさらに詳しく記載されるように、コンテンツ項目と関
連付けられているメタデータに従って後で編成されうる。したがって、一部の実施におい
て、コンテンツ項目はメタデータと関連付けられているだけで、階層に配列される必要が
ない。このような実施形態において、コンテンツ項目の集合体に対する特別の階層がない
ため、コンテンツ項目は「フラットな」配列を有する。コンテンツ項目と関連付けられて
いるメタデータは、コンテンツ項目の情報コンテンツを記述するための１つまたは複数の
語を有しうるメタデータ句からなる。
【００２９】
　方法は、次のステップで、ユーザから検索入力を受け取る必要がある（ステップ１０２
）。先に説明した通り、検索入力は、援用された出願に開示された技術を用いて入力され
る曖昧なインクリメンタルテキスト入力とすることができる。また、検索は、コンテンツ
の情報ツリーの閲覧に基づくこともありうる。曖昧なテキスト入力を利用する実施におい
て、本明細書に開示される方法を採用したシステムおよび／またはデバイスは、特別の単
語区切り文字、すなわち、１つの曖昧な検索語が終了して別の検索語が始まっていること
を明確に示す文字を提供しうる。特別の単語区切り文字を提供することによって、曖昧な
入力に一致しうる明確な検索語の数が少なくなる。ところが、単語区切り文字を表わすた
めに曖昧な文字を使用すると、ユーザが複数語入力のつもりのテキスト入力が曖昧性解消
システムによって単一の検索語であると解釈され、それにより、ユーザにとって関心のな
い結果を検索システムに返させる可能性がある。さらに、曖昧入力に一致する明瞭な検索
語の数が増加する可能性があるので、システムの処理負荷が増加し、システム性能の低下
を招くおそれがある。
【００３０】
　コンテンツ項目はユーザ入力に基づいて選択される（ステップ１０３）。取り込まれた
出願におけるコンテンツ検索方法は、このステップにとって有用である。１つの実施にお
いて、各コンテンツ項目は、１つまたは複数の記述的なメタデータ語と関連付けられてい
る。このメタデータは、たとえば、コンテンツ項目のタイプ、コンテンツ項目に含まれる
情報、およびコンテンツ項目と関連付けられているキーワードを記述する。したがって、
インクリメンタル入力は、ユーザが求めるものと一致するコンテンツを識別するために、
様々な記述語／メタデータに対して比較されうる。
【００３１】
　この後、検索入力は、ステップ１０１で規定された概念クラスタおよび／またはコンテ
ンツ項目と関連付けられているメタデータと照合される（ステップ１０４）。照合は、た
とえば、一致と先の援用された出願における検索技術とによって、ユーザの入力と概念ク
ラスタの１つまたは複数の識別子との間の語彙の一致および／またはコンテンツ項目と関
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連付けられているメタデータとに基づいてもよい。階層が提供されると、階層はメタデー
タがコンテンツ項目と関連付けられている事項をある程度決定するので、概念クラスタ階
層の相対的編成がコンテンツ項目の提示を管理する。方法は、ユーザの入力に一致するコ
ンテンツ項目、概念クラスタ、およびメタデータを識別すると、ユーザによる選択コンテ
ンツ項目の選択またはナビゲーションを支援するために、ユーザに提示する選択コンテン
ツ項目の最良の階層編成を決定する（ステップ１０５）。
【００３２】
　選択コンテンツ項目を階層的に編成する１つの方法は、コンテンツ項目を明確な概念ク
ラスタとユーザ推定の概念クラスタに分類することである。明確な概念クラスタは、ユー
ザの検索入力の複数の語に一致する語を含んだメタデータ句を有するコンテンツ項目のグ
ループである。したがって、ユーザの入力によって表わされる概念は、単一のメタデータ
句にはっきり見られる概念に一致すると言える。ユーザ推定の概念クラスタは、ユーザの
検索入力から推論されうる概念によって関係付けられるコンテンツ項目のグループである
。したがって、概念は、単一のメタデータ句の中に見られる概念よりはむしろ、複数のメ
タデータ句の一体化によって形成される。したがって、ユーザの検索入力の第１の部分に
一致する第１のメタデータ句と、ユーザの検索入力の第２の部分に一致する第２のメタデ
ータ句とを有するコンテンツ項目は、ユーザ推定の概念クラスタに分類される。明確な概
念クラスタとユーザ推定の概念クラスタは、以下の例に示される。最後に、方法は、階層
、たとえば、ステップ１０５によって決定されて階層内で選択されたコンテンツ項目を提
示する概念クラスタに従って、選択されたコンテンツ項目を再編成する必要がある（ステ
ップ１０６）。
【００３３】
　図２は、情報を階層的な時間依存のクラスタに（図１のステップ１０１によって生成さ
れる）編成する例である。図２は、芸能人２０１に関係する情報とデータの編成を示す。
芸能人クラスタは、さらに、俳優２０２と歌手２０３に分類される。さらに、著名人Ｔｏ
ｍ　Ｃｒｕｉｓｅ　２０４およびＪａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ　２０５は、俳優クラス
タ２０２に分類されるが、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓ　２０６は歌手クラスタ２０３に分類され
る。芸能人クラスタは、上位の親クラスタの子クラスタであってもよく、他の著名人に関
係する兄弟クラスタを有してもよく、さらに別の子クラスタ２０７を有してもよいことに
留意されたい。
【００３４】
　Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅクラスタ２０４は子クラスタを有し、そのようなクラスタの１つ
はＴｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅが表示されるすべてのＴＶコンテンツ２０８を含むクラスタであ
る。もう１つの重要な概念クラスタは、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅに関係するウェブビデオ２
０９のクラスタである。さらに別のクラスタは、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅが表示される映画
２１０である。さらなるクラスタ２１１は、情報階層に含まれうる。これらのクラスタ２
０８～２１１は、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅと関連付けられているメタデータに基づいて生成
される。Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅは俳優であるため、このクラスタと関連付けられている多
様なオーディオ／ビデオコンテンツがある。したがって、これらのオーディオ／ビデオコ
ンテンツ項目の場合、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅはメタデータ句であってもよい。Ｊａｃｋ　
Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ　とＴｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅ　はいずれも俳優であるので、Ｊａｃｋ　
Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎクラスタ２０５はＴｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅクラスタ２０４に類似した子
クラスタを含む。追加クラスタ２１２には、さらなる俳優が割り当てられうる。これらの
クラスタ内の情報は、クラスタまたはサブクラスタに含まれる情報が時刻や日付によって
変化しうるので時間依存性があると言われる。たとえば、ＴＶ番組は、特定日の一定時刻
に放送を開始することができる。データの編成は前述の事前計算ステップ実行時に行なわ
れうるが、結果はユーザが後でインクリメンタルサーチを行うときに利用される。
【００３５】
　Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓクラスタ２０６も子クラスタを有するが、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓは歌
手であるので、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓクラスタ２０６の下にある子クラスタは俳優クラスタ
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に対して生成されるクラスタとは異なる。たとえば、販売中のＴｏｍ　Ｊｏｎｅｓ音楽Ｃ
Ｄを含むＣＤクラスタ２１３と、有名なＴｏｍ　Ｊｏｎｅｓコンサートの日付および情報
をリストしたコンサートクラスタ２１４とは、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓクラスタ２０６の下に
見られる。したがって、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓは、コンサートコンテンツ項目と関連付けら
れているメタデータ句である。さらなる子クラスタ２１５が含まれうる。同様に、歌手ク
ラスタ２０３の下には追加の著名人クラスタ２１６が見られうる。
【００３６】
　前述のように、概念クラスタは、コンテンツ項目と関連付けられているメタデータに基
づいて生成されうる。ただし、すべてのメタデータ語が概念クラスタとしても使えるよう
に選択されなくてもよい。たとえば、１つの実施において、コンテンツ項目の集合全体の
メタデータに表示される語は、概念クラスタ階層を作成するために使用される。さらなる
例において、概念クラスタは、コンテンツ項目の一般的なカテゴリ化に基づいて作成され
る。したがって、１つの概念クラスタは「スポーツ」になり、これはサブクラスタ「野球
」、「バスケットボール」などを有することになる。クラスタのもう１つの集合は、「映
画」になり、これはサブクラスタ「ジャンル」、「俳優」、「監督」などを有することに
なる。概念クラスタのどの重要な編成にも本明細書に開示される技術が使用されうるが、
本発明はクラスタおよび対応する階層の特定の生成方法に限定されない。
【００３７】
　図３は、検索結果の編成および提示の例を提供する。ユーザは、「Ｔｏｍ」３０１を「
Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅ」の接頭辞としてインクリメンタルサーチをサポートするシステム
に入力する。接頭辞「Ｔｏｍ」は、親クラスタノードの「Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅ」３０２
と「ＴＶコンテンツ」、「ウェブビデオ」、および「映画」などの概念クラスタとの関係
を通してこれらのクラスタと照合される。したがって、この例では、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓ
ｅは明確な概念クラスタである。ただし、システムは、単一のクラスタ「Ｔｏｍ　Ｃｒｕ
ｉｓｅ」の下にあるＴｏｍ　ＣｒｕｉｓｅのＴＶコンテンツ、ウェブビデオ、および映画
を提示するのではなく、「Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅ．．．ＴＶコンテンツ」、「Ｔｏｍ　Ｃ
ｒｕｉｓｅ．．．ウェブビデオ」、および「Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅ．．．映画」の各クラ
スタを動的に作成して、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅと関連付けられているクラスタ階層の一部
分を効果的に「フラット化」する。こうすると、様々なＴｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅコンテンツ
を１つの画面上に表示することによって、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅに関係した結果のユーザ
による選択とナビゲーションが容易になる。
【００３８】
　また、入力は、明確な概念クラスタのもう１つの例でもある、「Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓ」
３０３に関係したコンテンツなど、語「Ｔｏｍ」と関連付けられている他の概念クラスタ
にも一致する。Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓは歌手であるので、「Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓ」の親クラ
スタと関連付けられている種々の概念サブクラスタ、たとえば、彼の音楽のＣＤ、コンサ
ート日付などがある。上記のように、システムは、上記の便益を得るためにＴｏｍ　Ｊｏ
ｎｅｓクラスタ階層の一部分を動的にフラット化する。所定の階層の一部分をフラット化
するか否かは、提示される結果のリストとなる項目の数に基づいて決定されうる。結果の
最適な数は、技術が採用されるデバイスのタイプとユーザの好みとに基づいて決定されう
る。
【００３９】
　その一方、システムは、援用された出願に記載された一致法および／またはコンテンツ
項目のメタデータと検索入力「Ｔｏｍ」との語彙の一致に基づいてコンテンツ項目を見つ
ける。この後、これらの検索結果は、上記の概念クラスタ照合および再編成によって決定
される概念クラスタ階層で提示される。したがって、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅに関係したす
べてのコンテンツはＴｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅの下の子ノードであるサブクラスタに従って編
成され、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓに関係したすべてのコンテンツはＴｏｍ　Ｊｏｎｅｓと関連
付けられているサブクラスタの下で同様に編成される。
【００４０】
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　図４は、部分的な接頭辞検索入力からの検索結果を再編成するために本明細書に開示さ
れる技術の採用を示す。図４における階層的な再編成は、コンテンツ項目および事前に計
算された概念クラスタ（たとえば、図２のクラスタ）に対して検索入力４０１の語彙の照
合を実施し、照合結果に基づいて新たな概念クラスタ４０２を動的に生成することによっ
て生成される。ユーザは、２人の俳優４０１の部分的な接頭辞を絞り込んで入力する。こ
の例では、Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅに対する「Ｔｏｍ」とＪａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎに
対する「Ｊａｃ」である。このインクリメンタル入力は、コンテンツ項目の比較的大きい
集合からのコンテンツ項目に一致し、そのコンテンツ項目の一部は動的に形成される新た
な概念クラスタ４０２（たとえば、ユーザ推定の概念クラスタ）に配列されるが、他のコ
ンテンツ項目は結果提示４０３に直接提示される。いずれの場合も、部分的な接頭辞入力
４０１は、結果と照合され、結果は関連性による順序である（関連性による順序付け方法
については、援用された出願を参照されたい）。
【００４１】
　動的に生成される概念クラスタ４０２は、検索基準、すなわち、「Ｔｏｍ」と「Ｊａｃ
」の両接頭辞を満たすサブクラスタとコンテンツ項目を含む新たなクラスタを生成するこ
とによって形成されうる。この態様は、以下にさらに詳しく記載される。動的に生成され
る概念クラスタ４０２を命名する１つの方法は、新たなクラスタを形成するために集めた
種々のクラスタを結合することである。たとえば、ユーザに提示される、動的に形成され
る概念クラスタ４０２は、「Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅ．．．Ｊａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ
」、「Ｔｏｍ　Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎ．．．Ｊａｃｋｉｅ　Ｃｈａｎ」、「Ｔｏｍ　Ｊｏｎ
ｅｓ．．．Ｊａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ」、および「Ｍａｒｉｓａ　Ｔｏｍｅｉ．．．
Ｊａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ」を含み、ここで、各人物の名前はその人物と関連付けら
れているクラスタを表わす。したがって、クラスタ４０２の各々は、コンテンツ項目と関
連付けられているメタデータ句で、両方の著名人を含むものが存在しないという点におい
てユーザ推定の概念クラスタの例である。ユーザ推定の概念クラスタは、そのクラスタの
複数のコンテンツ項目に共通した２つの個別メタデータ句の組合せに基づいて形成される
。様々な結果と関連付けられている矢印記号４０４は、追加の子クラスタノードおよび／
またはコンテンツ項目が、提示された結果の下で編成されることを示す。
【００４２】
　結果４０３は、直接提示され、すなわち、概念クラスタに分類されずに、Ｔｏｍ　Ｊａ
ｃｋｍａｎ出演の映画「Ｔｈｅ　Ｃａｔ　Ｆｒｏｍ　Ｏｕｔｅｒ　Ｓｐａｃｅ」、Ｊａｃ
ｋｉｅ　ＧｌｅａｓｏｎおよびＴｏｍ　Ｈａｎｋｓ出演の映画「Ｎｏｔｈｉｎｇ　ｉｎ　
Ｃｏｍｍｏｎ」、Ｊａｃｋ　ＮｉｃｈｏｌｓｏｎおよびＴｏｍ　Ｎｏｏｎａｎ出演の「Ｔ
ｈｅ　Ｐｌｅｄｇｅ」、ならびにＴｏｍ　Ｊａｃｋｓｏｎ出演のＴＶ番組「Ｓｌｉｄｅｒ
ｓ：Ｅｇｇｈｅａｄｓ」を含む。これらの結果４０３は、（１）コンテンツ項目が両方の
部分的な接頭語（すなわち、明確な概念クラスタ）に一致するメタデータを含み、及び／
または（２）１つの結果のみがコンテンツ項目結果を提示させる具体的な語を有すること
が分かっているので、動的な概念クラスタに編成されない。たとえば、「Ｔｈｅ　Ｃａｔ
　Ｆｒｏｍ　Ｏｕｔｅｒ　Ｓｐａｃｅ」は、「Ｔｏｍ」と「Ｊａｃ」の両検索語がその映
画と関連付けられているメタデータ「Ｔｏｍ　Ｊａｃｋｍａｎ」に現れているので一致と
して表示される。他方で、結果「Ｔｈｅ　Ｐｌｅｄｇｅ」は、第１の語「Ｔｏｍ」が映画
「Ｔｈｅ　Ｐｌｅｄｇｅ」と関連付けられているメタデータ項目「Ｔｏｍ　Ｎｏｏｎａｎ
」に一致し、かつ第２の語「Ｊａｃ」が同じ映画と関連付けられている別のメタデータ項
目「Ｊａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ」に一致するので、一致として表示される。ただし、
この例では、他のコンテンツ項目は、メタデータ語「Ｔｏｍ　Ｎｏｏｎａｎ」と「Ｊａｃ
ｋ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ」のどちらとも関連付けられていない。これら２つのメタデータ
を共有した他のコンテンツ項目「Ｔｏｍ　Ｎｏｏｎａｎ．．．　Ｊａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌ
ｓｏｎ」が見つけられると、動的クラスタが生成されていることになる。このクラスタは
、コンテンツ項目「Ｔｈｅ　Ｐｌｅｄｇｅ」と、これらメタデータ語の両方と関連付けら
れている他のコンテンツ項目とを含んでいることになる。結果「Ｎｏｔｈｉｎｇ　ｉｎ　



(14) JP 5161883 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

Ｃｏｍｍｏｎ」の隣に示された矢印記号４０５は、その結果がビデオクリップ、注釈、お
よび／または映画のＤＶＤを販売するベンダーへのリンクなど、子ノードを有することを
示す。
【００４３】
　他の検索および／または提示方法に対して本明細書に開示される技術の１つの特徴は、
概念クラスタの非語彙的な性質である。Ｔｏｍ　ＣｒｕｉｓｅとＪａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌ
ｓｏｎの組合せは、それ自体で概念クラスタを形成することができる。このような概念の
照合では、ユーザに「Ｔｏｍ　Ｃｒｕｉｓｅ．．．Ｊａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ」の単
一の結果が提示される。この結果は、階層的でありうるうえに、両俳優が出演する具体的
な映画、および／または映画のリスト、ＴＶ番組のリスト、および／または両俳優が出演
する他のコンテンツへのリンクなどの結果項目を含みうる。このように結果を概念クラス
タの中に動的に集めると、他の検索システムとは対照的にユーザ体験が大いに向上し、照
合は純粋に語彙的な性質のものになる。たとえば、純粋に語彙をベースにした検索は、Ｔ
ｏｍ　ＣｒｕｉｓｅとＪａｃｋ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎとに一致する複数の項目を有する結
果を返す可能性があり、この２人と関連付けられているコンテンツ項目の集合に共通する
結果が、他の語彙照合による他の結果、たとえば、Ｔｏｍ　ＷｉｌｋｉｎｓｏｎとＪａｃ
ｋｉｅ　Ｃｈａｎの中に混合されてもよい。さらに、混合された結果の順序付けは、この
共通集合の個々の結果の大衆性が様々であるために厄介なこともある。
【００４４】
　図５は、概念クラスタを拡張することによるユーザの情報発見を示す。この例では、ユ
ーザは、検索語５０１として「ＲＥ」を絞り込んで入力している。ユーザは、検索をさら
に絞り込むために、すなわち、インクリメンタルサーチから返される結果の１つにナビゲ
ートするためにさらに多くのテキストを入力し続けることができる。ここで、概念クラス
タ「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」５０２は、インクリメンタルテキスト入力「ＲＥ」５０１に現在一
致している結果の１つである。ユーザが５０３で「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」概念クラスタ（明確
な概念クラスタ）にナビゲートすると、階層内のサブクラスタが表示される（５０４）。
これらのサブクラスタは、サブクラスタ「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ　試合ライブ」、「Ｒｅｄ　Ｓ
ｏｘ　ＴＶ番組放送予定」、「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ　過去の試合」、および「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ
ウェブビデオ」を含み、これは、１つの実施において、Ｒｅｄ　Ｓｏｘに何らかの関連の
あるコンテンツ項目のみを含む。「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ　試合ライブ」、「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ　
ＴＶ番組放送予定」、および「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ　過去の試合」サブクラスタは、時間依存
のクラスタ５０５であり、そのコンテンツは時間の経過とともに動的に訂正される。「Ｒ
ｅｄ　Ｓｏｘ　ウェブビデオ」サブクラスタは、時間依存性がなく、時間の経過とともに
動的に訂正される必要がない。コンテンツ項目「Ｂｌｕｅ　Ｊａｙｓ＠Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」
５０６も結果の中で提示される。
【００４５】
　図６は、概念クラスタを拡張することによるユーザの情報発見を示す。この例では、ユ
ーザは、検索語６０１として「ＹＡＮ」を絞り込んで入力している。前の例と同様に、ユ
ーザは、検索をさらに絞り込むために、すなわち、インクリメンタルサーチから返される
結果の１つにナビゲートするためにさらに多くのテキストを入力し続けることができる。
ここで、概念クラスタ「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」６０２は、インクリメンタ
ルテキスト入力「ＹＡＮ」６０１に現在一致している結果の１つである。ユーザが６０３
で「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」概念クラスタ（明確な概念クラスタ）にナビゲ
ートすると、階層内のサブクラスタが表示される（６０４）。これらのサブクラスタは、
サブクラスタ「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ　試合ライブ」、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ
　Ｙａｎｋｅｅｓ　ＴＶ番組放送予定」、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ　過去の
試合」、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ　ウェブビデオ」、および「野球ウェブビ
デオ」を含む。この例では、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓに何らかの関連のあるコ
ンテンツ項目に加えて、リストは、関係概念と関連付けられている項目、すなわち、より
一般的な概念「野球」と関連付けられている「野球ウェブビデオ」６０６を含む。「Ｎｅ



(15) JP 5161883 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

ｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ　試合ライブ」、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ　
ＴＶ番組」、および「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ　過去の試合」サブクラスタは
、時間依存のクラスタ６０５であり、そのコンテンツは時間の経過とともに動的に訂正さ
れる。「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓウェブビデオ」および「野球ウェブビデオ」
サブクラスタは、時間依存性がなく、時間の経過とともに動的に訂正される必要がない。
コンテンツ項目「Ｙａｎｋｅｅｓ＠Ｒｏｙａｌｓ」６０７も提示される。
【００４６】
　図７は、動的な概念クラスタの情報再編成がユーザのインクリメンタル部分的接頭辞入
力において複数の語の一致に共通するクラスタに関連したクラスタ階層に基づいている場
合の実施形態の１つの実施による提示出力を示す。この例において、ユーザは、検索入力
として「ＲＥ　ＹＡＮ」を絞り込んで入力している（７０１）。ここでもユーザは、テキ
ストの入力を続けることにより、検索をさらに絞り込む、すなわち、インクリメンタルサ
ーチから返される結果の１つにナビゲートすることができる。入力に応じて、概念クラス
タ「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ．．．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」７０２は、インクリメン
タルテキスト入力「ＲＥ　ＹＡＮ」７０１に現在一致している結果の１つである。「Ｒｅ
ｄ　Ｓｏｘ．．．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」クラスタ７０２は、２つの概念「
Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」と「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」を共通集合とする（したがっ
て、ユーザ推定の概念クラスタを形成する）ことによって動的に作成される。事前計算ス
テップ（図１のステップ１０１）実行時、概念「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」は、概念「Ｎｅｗ　Ｙ
ｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」と同様に概念「野球」に関係付けられている。
【００４７】
　概念「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」と概念「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」はいずれも概念
「野球」に関係付けられているので、動的な、ユーザ推定の概念クラスタ「Ｒｅｄ　Ｓｏ
ｘ．．．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」７０２が生成され、２つの入力語「ＲＥ」
および「ＹＡＮ」の一致と関連付けられているコンテンツは共有される親概念「野球」の
階層に従って編成され、ユーザに提示される。前の例と同様に、ユーザが「Ｒｅｄ　Ｓｏ
ｘ．．．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」概念クラスタ７０２を選択すると、２つの
概念の共通集合からのサブクラスタが表示される（７０４）。この場合、動的に形成され
る共通集合クラスタは、「試合ライブ」、「ＴＶ番組放送予定」、「ウェブビデオ」、お
よび「過去の試合」である。さらに、この編成は、親概念「野球」と関連付けられている
情報階層によって管理され、親概念「野球」は前述の事前計算ステップ実行時に決定され
うる。したがって、「試合ライブ」、「ＴＶ番組放送予定」、「ウェブビデオ」、および
「過去の試合」は、上位概念の「野球」と関連付けられているコンテンツ項目の共通のタ
イプであるので、これらはクラスタとして選択される。図５のコンテンツ項目「Ｂｌｕｅ
　Ｊａｙｓ＠Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」５０６、図６のコンテンツ項目「Ｙａｎｋｅｅｓ＠Ｒｏｙ
ａｌｓ」６０７、および図６の概念クラスタ「野球ウェブビデオ」６０６は、図７で提示
される新たに形成された概念クラスタ構造に含まれない。これは、これらのコンテンツ項
目とクラスタが両入力「ＲＥ」および「ＹＡＮ」に一致しなかったからである。
【００４８】
　また、ユーザがまず「ＲＥ」を入力し、つぎに「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」概念（図５と関連付
けて記載）を選択し、さらに「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」概念クラスタの中に「ＹＡＮ」を入力す
ると、概念の動的な共通集合が取られる。同様に、ユーザは情報ノードのツリー配列を閲
覧して同様の結果に到達することができる。したがって、ユーザは、最上位のノード「ス
ポーツ」を閲覧し、続いて子ノード「メジャーリーグ野球」を選択し、さらに続いて「Ｒ
ｅｄ　Ｓｏｘ」ノードを選択することができる。いったん「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」クラスタを
選択すると、ユーザは検索語「ＹＡＮ」を入力して概念クラスタ「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」およ
び「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」の動的な共通集合を完成させることができる。
あるいは、ユーザは、「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」クラスタが動的な共通集合クエリの一部分であ
り、ツリーを閲覧して「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｙａｎｋｅｅｓ」クラスタを探し、そのクラ
スタを共通集合に追加しなければならないことをインタフェース経由で指示することがで
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きる。
【００４９】
　このような検索を行うシステムは、ユーザの検索セッション、たとえば、ユーザが「Ｒ
ｅｄ　Ｓｏｘ」概念内で現在閲覧しているシステムトラックのクエリ状態を維持すること
によってこの種の検索法を可能にするように構成されうる。したがって、ユーザが概念ク
ラスタ「Ｒｅｄ　Ｓｏｘ」に対して閲覧を行った後でテキストの入力を開始すると、シス
テムは新たなテキスト入力を現在のクラスタとともに使用し、新たなテキスト入力を単独
のクエリ入力と解釈せずに完成されたクエリを形成する。また、このようなシステムは、
ユーザの状態を追跡しないように構成することもでき、その場合、新たなテキスト入力は
単独のクエリとして扱われることになる。同様に、このようなシステムを実装するデバイ
スは、ユーザがクエリ状態をリセットして、コンテンツ階層内のユーザの位置とは関係な
く新たな単独のクエリを入力する機能を与えうるような「エスケープ」キーを提供するこ
とができる。
【００５０】
　上記の説明は、提示用にコンテンツ項目が編成される新たな階層を形成するために、事
前に計算されたクラスタ階層がどのようにフラット化および／またはマージされうるかを
示すものである。また、概念クラスタは、通常は種々のクラスタに編成されるコンテンツ
項目の集合体を含む新たに融合した概念クラスタを形成するために結合されうる。たとえ
ば、図８は、別の可能な概念クラスタ階層８００と動的に形成され融合した概念クラスタ
８０１の形成の例を示す。この階層において、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓクラスタ８０２は、歌
手クラスタ８０３の下で編成される。ただし、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓは映画にも出演してお
り、彼についてのウェブビデオがあり、彼のコンサートの一部はテレビ放映されているの
で、俳優クラスタ８０５の下にはＴｏｍ　Ｊｏｎｅｓクラスタ８０４もある。したがって
、ユーザがインクリメンタルサーチテキスト「ＴＯ　ＪＯ」８０６を入力すると、「ＴＯ
」は「Ｔｏｍ」に絞り込まれてこれに一致し、「ＪＯ」は「Ｊｏｎｅｓ」に絞り込まれて
これに一致するので、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓ歌手クラスタ８０２とＴｏｍ　Ｊｏｎｅｓ俳優
クラスタ８０４の下にあるコンテンツ項目が返されることになる。これは、明確な概念ク
ラスタのもう１つの例である。さらに、作曲家「Ｔｏｍ　Ｊｏｈｎｓｏｎ」、野球選手「
Ｔｏｄｄ　Ｊｏｎｅｓ」、およびその他の一致に関するコンテンツ項目など、検索テキス
トに一致する他の著名人のコンテンツ項目が返されるかもしれない。これら著名人の各々
は、対応する概念クラスタを有しうる。
【００５１】
　ユーザが所望のコンテンツ項目を探すのを支援するために、システムは、関連付けられ
ている著名人概念クラスタ８０７に従ってコンテンツ項目を編成することができる。した
がって、システムは、Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓ　８０８の一般的な概念クラスタを動的に生成
してＴｏｍ　Ｊｏｎｅｓ俳優クラスタ８０４の下にあるサブクラスタと、Ｔｏｍ　Ｊｏｎ
ｅｓ歌手クラスタ８０２の下にあるサブクラスタとを結合するので、これらは動的に形成
された一般的なＴｏｍ　Ｊｏｎｅｓクラスタ８０８の下で分類される。したがって、ユー
ザはまず、自分が関心のある著名人Ｔｏｍ　Ｊｏｎｅｓ　８０９を選択し、その後、自分
が探している具体的なコンテンツのタイプをさらに閲覧することができる（８１０）。動
的に形成された概念クラスタＴｏｍ　Ｊｏｎｅｓ　８０８は、「Ｓｈｅ’ｓ　ａ　ｌａｄ
ｙ」などのコンテンツ項目をサブクラスタとともに含んでいる可能性がある。
【００５２】
　図９は、本明細書に記載される技術に使用されるコンテンツシステム９００の実例であ
る。１つの実施において、コンテンツシステム９００は、ユーザの検索入力を受け取る入
力デバイス９０１と動的に生成される階層内で選択されたコンテンツ項目を提示する提示
デバイス９０２とを有する。入力デバイス９０１は、以下に記載されるキーパッドおよび
／またはナビゲーションインタフェースを有し、ユーザに対してクエリ入力ができるよう
にする。提示デバイス９０２は、コンテンツ項目の検索結果とコンテンツそのものとを表
示する提示画面を有する。入力と提示デバイス９０１、９０２は、たとえば、携帯電話、
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ＰＤＡ、またはその他のハンドヘルドコンピュータデバイスの場合のように同じデバイス
でありうる。このようなデバイスは、フルＱＷＥＲＴＹキーボードまたは同等のキーボー
ドを有してもよく、あるいは、デバイスは入力に制約のあるデバイスであってもよい。入
力に制約のあるデバイスは、典型的に、フルキーボードを有するデバイスに比べて入力能
力が制限されている。典型的な携帯電話の１２ボタンキーパッドは、入力に制約のあるデ
バイスの一例を提供するものである。また、入力デバイス９０１と提示デバイス９０２は
、個別のデバイスでもありうる。たとえば、テレビのリモコンは入力デバイス９０１とし
て機能しうるが、テレビそのものは提示デバイス９０２である。
【００５３】
　また、システム９００は、提示デバイス９０２を維持しこれにコンテンツを提供するコ
ンテンツプロバイダ９０３を含む。コンテンツプロバイダ９０３は、コンテンツカタログ
９０４、階層カタログ９０５、およびクエリ処理エンジン９０６を有する。コンテンツカ
タログ９０４は、コンテンツ項目と、様々なコンテンツ項目を記述するメタデータ語など
の関連データを含む。階層カタログ９０５は、上記のように、コンテンツ項目と関連付け
られている様々なコンセプトクラスタ階層を含む。クエリ処理エンジン９０６は、ユーザ
クエリ入力を受け取ってクエリ入力に一致するコンテンツ項目を選択する（コンテンツ項
目選択法の例については、援用された出願を参照されたい）。
【００５４】
　コンテンツプロバイダ９０３の構成要素は、単一のサーバマシンに存在しうるし、ネッ
トワーク化された複数のマシンに分配されうる。同様に、様々な構成要素が様々な形で結
合または分配されうる。たとえば、コンテンツカタログ９０４は、コンテンツ項目と関連
付けられている階層を記憶することもできる。さらに、コンテンツ項目、関連付けられて
いるメタデータ、および階層情報のリストがコンテンツ項目とは別に記憶されうる。こう
すると、コンテンツリストと関連データが入力デバイス９０１および／または提示デバイ
ス９０２に記憶されうることになるが、実際のコンテンツそのものは遠隔で保持されるこ
とになる。一部の実施において、コンテンツそのもののいくつかまたは一部は、入力デバ
イス９０１および／または提示デバイス９０２に記憶されうる。
【００５５】
　入力デバイス９０１はユーザ入力をコンテンツプロバイダ９０３に伝え、コンテンツプ
ロバイダ９０３は先に記載され援用された技術を用いて適切なコンテンツ項目の結果を提
示デバイス９０２に返す。システム９００の構成要素は、有線および無線方式を含む、様
々な周知のネットワーク方式によって通信しうる。
【００５６】
　図１０は、前述の技術およびシステムに使用されるユーザデバイス１０００を示す。ユ
ーザデバイス１０００は、図９の入力デバイス９０１と提示デバイス９０２の両方として
機能するデバイスの１つの例を提供する。ユーザデバイス１０００は、テキスト入力用の
フルキーパッドまたは入力に制約のあるキーパッドを有するキーパッド１００１と、コン
テンツ項目階層、コンテンツ項目結果、またはコンテンツ項目そのものをユーザが閲覧す
ることを可能にする５ボタンナビゲーションインタフェースなどのナビゲーションインタ
フェース１００２とを有する。また、ユーザデバイス１０００は、コンテンツ項目、階層
、およびコンテンツ項目結果の各リストを表示する提示領域１００３も含む。提示領域１
００３は、ユーザのクエリ入力を表示するクエリ表示領域１００４と、動的に形成される
概念クラスタに分類されているコンテンツ項目を提示するコンテンツ表示領域１００５と
を含む。コンテンツ表示領域１００５は、現在選択されているクラスタを表示するクラス
タ識別領域１００６と、選択されたクラスタに分類されたコンテンツ項目またはサブクラ
スタを表示する階層表示領域１００７とにさらに分けられる。
【００５７】
　閲覧を目的とする情報の編成は、動的に形成された概念クラスタの提示に使用される階
層と異なる場合があることに留意されたい。さらに、インクリメンタルサーチ入力は、つ
づりの誤りまたは誤植を有する可能性がある。援用された出願に記載された方法は、この
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ような誤りを克服し、（１）現在の方法によってこれらの誤りを含む部分的な接頭辞入力
を結果に適合しうるようにし、（２）有意義である限り、動的なクラスタ階層を生成する
ために使用されうる。
【００５８】
　コンテンツ項目検索結果を非語彙的な概念主導でクラスタ化するこの形態は、ユーザが
最小労力で関心のある結果を見つけることを可能にするので、ディスプレイおよび／また
はテレビ、携帯電話、およびＰＤＡ（携帯端末）など、入力に制約のあるデバイスでのユ
ーザ体験を大いに高める。しかし、本明細書に記載される方法と技術は、同様の便益を得
るために、他のユーザインタフェース、たとえば、標準キーボードおよび／またはマウス
デバイスを用いて使用されうる。
【００５９】
　本発明の範囲は上記の実施形態に限定されるものではなく添付の特許請求の範囲によっ
て規定され、これら特許請求の範囲は記載内容に対する修正および改良を包含することは
理解されよう。たとえば、先に示した実施形態は、オーディオ／ビデオコンテンツの提供
に関して記載されている。ただし、本明細書に記載され組み入れられた技術、方法、およ
びシステムは、アドレス帳入力、連絡先、個人スケジュール情報、またはその他のタイプ
のデータなど、他のコンテンツに対して実施されうる。さらに、ＰＤＡ、携帯電話、携帯
用パソコンなど、多種多様な物理的デバイスにおいて、本明細書に開示された技術が採用
されうる。これらのタイプのデバイスは、同じ制約の多く、すなわち、制限された入力お
よび／または出力能力を共有しており、したがって、本明細書で提供される本発明の態様
から便益を得ることができる。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】



(21) JP 5161883 B2 2013.3.13

10

フロントページの続き

(72)発明者  ラジャナラ，プラナブ
            インド　バンガロール　５６００３７，マラタハリ，ファースト　メイン，＃３３

    審査官  佐藤　実

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００５／０２４６３２４（ＵＳ，Ａ１）
              特開平０８－１２３８２１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06F  17/30
              G06F   3/048


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

