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(57)【要約】
　検索クエリーに応答してディスカッションスレッドへ
の投稿を提供する、コンピュータプログラム製品を含む
、システム、方法、および装置である。この方法は、検
索エンジンにより検索クエリーを満たすと識別された複
数のリソースを識別する情報を受信し、複数のリソース
の中で第１のリソースをディスカッションフォーラムへ
の投稿を含むと識別し、各々が第１のリソースと異なる
１つまたは複数の第２のリソースを識別することを含む
。第２のリソースの各々は第１のリソースに直接または
間接にリンクされ、ディスカッションフォーラムへの１
つまたは複数の他の投稿を含む。さらに、この方法は、
ディスカッションフォーラムについて第１のリソースお
よび１つまたは複数の第２のリソースから情報を抽出し
、検索クエリーへの応答の一部として、抽出された情報
を第１のリソースへのリンクとともにユーザへの表示の
ためにユーザ装置に提供することを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数のコンピュータと、
　実行されるとき、前記１つまたは複数のコンピュータに動作を実行させるコンピュータ
プログラムを有形に符号化するコンピュータ読み取り可能な媒体と、
　を含み、
　前記動作は、
　検索エンジンにより検索クエリーを満たすと識別された複数のリソースを識別する情報
を受信し、
　前記複数のリソースの中で第１のリソースをディスカッションフォーラムへの投稿を含
むと識別し、
　各々が前記第１のリソースと異なる１つまたは複数の第２のリソースを識別し、
　前記ディスカッションフォーラムについて前記第１のリソースおよび前記１つまたは複
数の第２のリソースから情報を抽出し、
　前記検索クエリーへの応答の一部として前記抽出された情報を前記第１のリソースへの
リンクとともにユーザへの表示のためにユーザ装置に提供することを含み、
　前記第２のリソースの各々は前記第１のリソースに直接または間接にリンクされ、前記
第２のリソースの各々は前記ディスカッションフォーラムへの１つまたは複数の他の投稿
を含むシステム。
【請求項２】
　前記１つまたは複数の第２のリソースは、前記第１のリソースと前記第２のリソースの
各々とが共有する１つまたは複数の属性に少なくとも一部基づいて識別され、
　前記１つまたは複数の第２のリソースを識別する動作は、
　前記第１のリソースについての属性の値を決定し、
　前記属性が対応付けされた他のリソースを識別し、
　前記他のリソースの属性の値を決定し、
　識別されたリソースの属性の値が前記第１のリソースの属性の値と等しいならば、前記
識別されたリソースを第２のリソースとして指定することをさらに含む請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記１つまたは複数の属性は、前記複数の投稿が前記ディスカッションフォーラムに提
供された時刻、および、前記複数の投稿を提供した著者を含む請求項２に記載のシステム
。
【請求項４】
　前記抽出された情報は、前記ディスカッションフォーラムに前記投稿および１つまたは
複数の他の投稿を提供した著者の数、最新の投稿が提供された時刻、同じ著者によって提
供された投稿の数、および投稿への回答の数を含む請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記検索エンジンにより識別された複数のリソースは、前記１つまたは複数の第２のリ
ソースのうち少なくとも１つを含む請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１のリソースに含まれる投稿は対応付けされた最初のタイムスタンプを含み、前
記最初のタイムスタンプは前記ディスカッションフォーラムに最初の投稿が提供された時
刻を表わす請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記１つまたは複数の第２のリソースに含まれる１つまたは複数の他の投稿は、前記第
１のリソースに含まれる投稿の時刻の前または後のいずれかの時刻に提供されたものであ
る請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　検索エンジンにより検索クエリーを満たすと識別された複数のリソースを識別する情報
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を受信するステップと、
　前記複数のリソースの中で第１のリソースをディスカッションフォーラムへの投稿を含
むと識別するステップと、
　各々が前記第１のリソースと異なる１つまたは複数の第２のリソースを識別するステッ
プと、
　前記ディスカッションフォーラムについて前記第１のリソースおよび前記１つまたは複
数の第２のリソースから情報を抽出するステップと、
　前記検索クエリーへの応答の一部として前記抽出された情報を前記第１のリソースへの
リンクとともにユーザへの表示のためにユーザ装置に提供するステップと、
　を含み、
　前記第２のリソースの各々は前記第１のリソースに直接または間接にリンクされ、前記
第２のリソースの各々は前記ディスカッションフォーラムへの１つまたは複数の他の投稿
を含むコンピュータ実装された方法。
【請求項９】
　前記１つまたは複数の第２のリソースは、前記第１のリソースと前記第２のリソースの
各々とが共有する１つまたは複数の属性に少なくとも一部基づいて識別され、
　前記方法は、
　前記第１のリソースについての属性の値を決定するステップと、
　前記属性が対応付けされた他のリソースを識別するステップと、
　前記他のリソースの属性の値を決定するステップと、
　識別されたリソースの属性の値が前記第１のリソースの属性の値と等しいならば、前記
識別されたリソースを第２のリソースとして指定するステップと、
　をさらに含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１つまたは複数の属性は、前記複数の投稿が前記ディスカッションフォーラムに提
供された時刻、および、前記複数の投稿を提供した著者を含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記抽出された情報は、前記ディスカッションフォーラムに前記投稿および１つまたは
複数の他の投稿を提供した著者の数、最新の投稿が提供された時刻、同じ著者によって提
供された投稿の数、および投稿への回答の数を含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記検索エンジンにより識別された複数のリソースは、前記１つまたは複数の第２のリ
ソースのうち少なくとも１つを含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のリソースに含まれる投稿は対応付けされた最初のタイムスタンプを含み、前
記最初のタイムスタンプは前記ディスカッションフォーラムに最初の投稿が提供された時
刻を表わす請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つまたは複数の第２のリソースに含まれる１つまたは複数の他の投稿は、前記第
１のリソースに含まれる投稿の時刻の前または後のいずれかの時刻に提供されたものであ
る請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　１つまたは複数のコンピュータと、
　実行されるとき、前記１つまたは複数のコンピュータに動作を実行させるコンピュータ
プログラムを有形に符号化するコンピュータ読み取り可能な媒体と、
　を含み、
　前記動作は、
　ディスカッションフォーラムの検索を要求するリクエストおよび検索クエリーを受信し
、
　前記検索クエリーを満たす複数のリソースを識別する検索エンジンからの情報を受信し
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、
　前記複数のリソースの中で複数のディスカッションスレッドウェブページを識別し、
　前記複数のディスカッションスレッドウェブページから複数のディスカッションフォー
ラムを識別し、
　前記複数のディスカッションスレッドウェブページから前記複数のディスカッションフ
ォーラムの各々について情報を抽出し、
　前記検索クエリーへの応答の一部として前記抽出された情報を前記複数のディスカッシ
ョンフォーラムの各々へのリンクとともにユーザへの表示のためにユーザ装置に提供する
ことを含むシステム。
【請求項１６】
　前記複数のディスカッションスレッドウェブページから複数のディスカッションフォー
ラムを識別することは、
　第１のディスカッションスレッドウェブページへの第１のリンクを識別し、
　第２のディスカッションスレッドウェブページへの第２のリンクを識別し、
　前記第１のディスカッションスレッドウェブページが前記第２のディスカッションスレ
ッドウェブページを指し示すリンクを含むことを判断し、前記第１のディスカッションス
レッドウェブページおよび前記第２のディスカッションスレッドウェブページが同じディ
スカッションフォーラムを出所とするとして指定することを含み、
　前記第１のリンクおよび前記第２のリンクは同じディスカッションフォーラムを指し示
す請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　各々のディスカッションスレッドウェブページは、対応するディスカッションフォーラ
ムへの１つまたは複数の投稿を含み、
　前記検索エンジンは、ディスカッションスレッドウェブページに含まれる少なくとも１
つの投稿が前記検索クエリーを満たすことを判断した請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記検索エンジンは、前記複数のディスカッションスレッドウェブページに、対応する
複数の順位付けを提供し、
　前記動作は、最高の順位付けを有するディスカッションスレッドウェブページを含むデ
ィスカッションフォーラムへのリンクが最初に表示されるように、前記複数の順位付けの
降順で前記複数のディスカッションフォーラムの各々へのリンクを含む複数のリンクを表
示することをさらに含む請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　ディスカッションフォーラムの検索を要求するリクエストおよび検索クエリーを受信す
るステップと、
　前記検索クエリーを満たす複数のリソースを識別する検索エンジンからの情報を受信す
るステップと、
　前記複数のリソースの中で複数のディスカッションスレッドウェブページを識別するス
テップと、
　前記複数のディスカッションスレッドウェブページから複数のディスカッションフォー
ラムを識別するステップと、
　前記複数のディスカッションスレッドウェブページから前記複数のディスカッションフ
ォーラムの各々について情報を抽出するステップと、
　前記検索クエリーへの応答の一部として前記抽出された情報を前記複数のディスカッシ
ョンフォーラムの各々へのリンクとともにユーザへの表示のためにユーザ装置に提供する
するステップと、
　を含むコンピュータ実装された方法。
【請求項２０】
　前記複数のディスカッションスレッドウェブページから複数のディスカッションフォー
ラムを識別するステップは、
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　第１のディスカッションスレッドウェブページへの第１のリンクを識別するステップと
、
　第２のディスカッションスレッドウェブページへの第２のリンクを識別するステップと
、
　前記第１のディスカッションスレッドウェブページが前記第２のディスカッションスレ
ッドウェブページを指し示すリンクを含むことを判断し、前記第１のディスカッションス
レッドウェブページおよび前記第２のディスカッションスレッドウェブページが同じディ
スカッションフォーラムを出所とするとして指定するステップと、を含み、
　前記第１のリンクおよび前記第２のリンクは同じディスカッションフォーラムを指し示
す請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　各々のディスカッションスレッドウェブページは、対応するディスカッションフォーラ
ムへの１つまたは複数の投稿を含み、
　前記検索エンジンは、ディスカッションスレッドウェブページに含まれる少なくとも１
つの投稿が前記検索クエリーを満たすことを判断した請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記検索エンジンは、前記複数のディスカッションスレッドウェブページに、対応する
複数の順位付けを提供し、
　前記方法は、最高の順位付けを有するディスカッションスレッドウェブページを含むデ
ィスカッションフォーラムへのリンクが最初に表示されるように、前記複数の順位付けの
降順で前記複数のディスカッションフォーラムの各々へのリンクを含む複数のリンクを表
示するステップをさらに含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　データ処理装置によって実行されるとき、前記データ処理装置に動作を実行させる命令
を含むコンピュータプログラムで符号化されたコンピュータ記憶媒体であって、
　前記動作は、
　検索エンジンにより検索クエリーを満たすと識別された複数のリソースを識別する情報
を受信し、
　前記複数のリソースの中で第１のリソースをディスカッションフォーラムへの投稿を含
むと識別し、
　各々が前記第１のリソースと異なる１つまたは複数の第２のリソースを識別し、
　前記ディスカッションフォーラムについて前記第１のリソースおよび前記１つまたは複
数の第２のリソースから情報を抽出し、
　前記検索クエリーへの応答の一部として前記抽出された情報を前記第１のリソースへの
リンクとともにユーザへの表示のためにユーザ装置に提供することを含み、
　前記第２のリソースの各々は前記第１のリソースに直接または間接にリンクされ、前記
第２のリソースの各々は前記ディスカッションフォーラムへの１つまたは複数の他の投稿
を含むコンピュータ記憶媒体。
【請求項２４】
　データ処理装置によって実行されるとき、前記データ処理装置に動作を実行させる命令
を含むコンピュータプログラムで符号化されたコンピュータ記憶媒体であって、
　前記動作は、
　ディスカッションフォーラムの検索を要求するリクエストおよび検索クエリーを受信し
、
　前記検索クエリーを満たす複数のリソースを識別する検索エンジンからの情報を受信し
、
　前記複数のリソースの中で複数のディスカッションスレッドウェブページを識別し、
　前記複数のディスカッションスレッドウェブページから複数のディスカッションフォー
ラムを識別し、
　前記複数のディスカッションスレッドウェブページから前記複数のディスカッションフ
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ォーラムの各々について情報を抽出し、
　前記検索クエリーへの応答の一部として前記抽出された情報を前記複数のディスカッシ
ョンフォーラムの各々へのリンクとともにユーザへの表示のためにユーザ装置に提供する
ことを含むコンピュータ記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、ディスカッションフォーラムへの投稿を含む検索結果を提示するインター
ネット検索エンジンに関する。
【０００２】
　本願は、発明の名称を“Providing posts to discussion threads in response to a s
earch query”とする２００８年８月１日に出願された米国出願第６１／０８５，７８３
号の優先権を主張し、その全体の内容を参照によりここに援用する。
【背景技術】
【０００３】
　インターネットのようなネットワークにおいて様々な情報をユーザに入手可能にするこ
とができる。検索エンジンは、検索クエリーの受信に応答して、複数のリソースを保有す
る複数のコンテンツホストを効率的に検索し、受信したクエリーを満たすリソースを識別
する。一般に、検索エンジンは、各々のリンクが、ユーザに識別されたリソースの１つへ
のアクセスを可能にするリンクのリストとして検索結果を提示する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　識別されたリソースは１つまたは複数の追加の埋め込まれたリソースを有することがで
きる。一般に、検索エンジンはリンクの近くに情報の断片を提供する。この断片は検索ク
エリーに含まれるテキストと同一または類似の識別されたリソースの一部、例えばテキス
トを含む。コンテンツホストに格納され、検索エンジンによって識別されたリソースは、
ディスカッションスレッドへの投稿を含むウェブページを含むことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書は、検索クエリーに応答してディスカッションスレッドへの投稿を提供するシ
ステムおよび方法を開示する。一例において、検索エンジンは、検索クエリーの受信に応
答して、検索クエリーを満たす検索結果として複数のリソースを含む情報を識別する。こ
こで説明される技術を使用して、ディスカッションフォーラムへの投稿を含むディスカッ
ションスレッドウェブページである、検索結果におけるリソース、および、ディスカッシ
ョンフォーラムについての情報が識別される。また、ディスカッションスレッドに関する
情報は表示装置において表示のために提供される。いくつかの場合において、この情報は
、他の種類の検索結果を表わす情報とともに提供される。
【０００６】
　概して、本明細書で説明される発明の一態様は、検索エンジンにより検索クエリーを満
たすと識別された複数のリソースを識別する情報を受信し、前記複数のリソースの中で第
１のリソースをディスカッションフォーラムへの投稿を含むと識別し、各々が前記第１の
リソースと異なる１つまたは複数の第２のリソースを識別し、前記ディスカッションフォ
ーラムについて前記第１のリソースおよび前記１つまたは複数の第２のリソースから情報
を抽出し、前記検索クエリーへの応答の一部として前記抽出された情報を前記第１のリソ
ースへのリンクとともにユーザへの表示のためにユーザ装置に提供する動作を含み、前記
第２のリソースの各々は前記第１のリソースに直接または間接にリンクされ、前記第２の
リソースの各々は前記ディスカッションフォーラムへの１つまたは複数の他の投稿を含む
方法において実現することができる。この態様の他の実施形態は、対応するシステム、装
置、および、この方法の動作を実行させるように構成されたコンピュータプログラム製品
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を含む。
【０００７】
　これらおよび他の実施形態の各々は、任意選択で、次の特徴のうち１つまたは複数を含
むことができる。前記１つまたは複数の第２のリソースは、前記第１のリソースと前記第
２のリソースの各々とが共有する１つまたは複数の属性に少なくとも一部基づいて識別さ
れ、前記１つまたは複数の第２のリソースを識別する動作は、前記第１のリソースについ
ての属性の値を決定し、前記属性が対応付けされた他のリソースを識別し、前記他のリソ
ースの属性の値を決定し、識別されたリソースの属性の値が前記第１のリソースの属性の
値と等しいならば、前記識別されたリソースを第２のリソースとして指定することをさら
に含む。前記１つまたは複数の属性は、前記複数の投稿が前記ディスカッションフォーラ
ムに提供された時刻、および、前記複数の投稿を提供した著者を含む。前記抽出された情
報は、前記ディスカッションフォーラムに前記投稿および１つまたは複数の他の投稿を提
供した著者の数、最新の投稿が提供された時刻、同じ著者によって提供された投稿の数、
および投稿への回答の数を含む。前記検索エンジンにより識別された複数のリソースは、
前記１つまたは複数の第２のリソースのうち少なくとも１つを含む。前記第１のリソース
に含まれる投稿は対応付けされた最初のタイムスタンプを含み、前記最初のタイムスタン
プは前記ディスカッションフォーラムに最初の投稿が提供された時刻を表わす。前記１つ
または複数の第２のリソースに含まれる１つまたは複数の他の投稿は、前記第１のリソー
スに含まれる投稿の時刻の前または後のいずれかの時刻に提供されたものである。
【０００８】
　概して、本明細書で説明される発明のもう１つの態様は、ディスカッションフォーラム
の検索を要求するリクエストおよび検索クエリーを受信し、前記検索クエリーを満たす複
数のリソースを識別する検索エンジンからの情報を受信し、前記複数のリソースの中で複
数のディスカッションスレッドウェブページを識別し、前記複数のディスカッションスレ
ッドウェブページから複数のディスカッションフォーラムを識別し、前記複数のディスカ
ッションスレッドウェブページから前記複数のディスカッションフォーラムの各々につい
て情報を抽出し、前記検索クエリーへの応答の一部として前記抽出された情報を前記複数
のディスカッションフォーラムの各々へのリンクとともにユーザへの表示のためにユーザ
装置に提供する動作を含む方法において実現することができる。
【０００９】
　これらおよび他の実施形態の各々は、任意選択で、次の特徴のうち１つまたは複数を含
むことができる。前記複数のディスカッションスレッドウェブページから複数のディスカ
ッションフォーラムを識別することは、第１のディスカッションスレッドウェブページへ
の第１のリンクを識別し、第２のディスカッションスレッドウェブページへの第２のリン
クを識別し、前記第１のディスカッションスレッドウェブページが前記第２のディスカッ
ションスレッドウェブページを指し示すリンクを含むことを判断し、前記第１のディスカ
ッションスレッドウェブページおよび前記第２のディスカッションスレッドウェブページ
が同じディスカッションフォーラムを出所とするとして指定する動作を含み、前記第１の
リンクおよび前記第２のリンクは同じディスカッションフォーラムを指し示す。各々のデ
ィスカッションスレッドウェブページは、対応するディスカッションフォーラムへの１つ
または複数の投稿を含み、前記検索エンジンは、ディスカッションスレッドウェブページ
に含まれる少なくとも１つの投稿が前記検索クエリーを満たすことを判断した。前記検索
エンジンは、前記複数のディスカッションスレッドウェブページに、対応する複数の順位
付けを提供し、前記動作は、最高の順位付けを有するディスカッションスレッドウェブペ
ージを含むディスカッションフォーラムへのリンクが最初に表示されるように、前記複数
の順位付けの降順で前記複数のディスカッションフォーラムの各々へのリンクを含む複数
のリンクを表示することをさらに含む。
【００１０】
　本明細書で説明される発明の特定の実施形態は、次の効果のうち１つまたは複数を実現
するように実装することができる。ユーザは、多数の関係する投稿を含みうるディスカッ
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ションスレッドの統合されたビューを見る。そうでなければ、検索エンジンによって提供
された結果において散らばったウェブページとして表わされうる。さらに、ユーザは、ユ
ーザの検索クエリーに関する投稿を有するページを含む複数のディスカッションスレッド
見る。
【００１１】
　本明細書の１つまたは複数の実施形態の詳細は、添付図面および以下の説明に記載され
ている。本明細書の他の特徴、態様、および効果は、説明、図面、および特許請求の範囲
から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ディスカッションフォーラムスレッドへの投稿を含むリソースについて情報を抽
出する一例の処理を表わす。
【図２】ディスカッションフォーラムスレッドへの投稿を含むリソースを識別する一例の
システムを表わす。
【図３】投稿を含む２つのリソースが同じディスカッションフォーラムスレッドに属すこ
とを判断する一例の処理を表わす。
【図４】検索結果に含まれるリソースから抽出された、ディスカッションフォーラムスレ
ッドへの投稿を含むリソースについて情報を提供する一例の処理を表わす。
【図５】ディスカッションフォーラムのディスカッションスレッドウェブページについて
情報が提示される一例の表示装置を表わす。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　検索エンジンは、複数のコンテンツホストにおいてリソースをクロール（crawl）して
情報を収集し、コンピュータ検索可能なリソースのインデックスを生成する。検索エンジ
ンは、検索クエリーを受信すると、検索クエリーを最も良く満たすと判断したリソースを
識別する。検索エンジンは、検索結果を生成して識別されたリソースを提示する。いくつ
かの場合において、検索エンジンによって識別されたリソースは、ディスカッションスレ
ッドへの１つまたは複数の投稿を含むディスカッションスレッドウェブページである。デ
ィスカッションスレッドは、一般に、ディスカッションフォーラムによって維持管理され
る。いくつかの実施形態において、後述する技術を使用して、ディスカッションフォーラ
ムのトピックに関する他のディスカッションスレッドウェブページが識別され、フォーラ
ムについての情報が取得され、例えば表示装置における表示のために提供される。いくつ
かの実施形態において、検索結果は、ディスカッションスレッドウェブページ、識別され
たディスカッションスレッドウェブページが属すディスカッションフォーラムスレッドに
関する情報、またはその両方を識別するためにフィルタリングされ、表示装置における提
示のために提供される。ディスカッションフォーラムは、ウェブログの閲覧者からコメン
トを受け取ることができる個人のインターネットウェブログ、共通のテーマ、例えば話題
を共有するメッセージがグループ分けされるスレッド化されたディスカッション、ユーザ
が発行するためのテキスト、音声、画像等を含む短時間の更新を送信するマイクロブログ
等を含むことができる。図１を参照してこれらの機能を実行する一例の処理を説明する。
【００１４】
　図１は、ディスカッションフォーラムスレッドへの投稿を含むインターネットのアドレ
ス指定可能なリソースについて情報を抽出する一例の処理１００を表わす。処理１００は
、検索エンジンにより検索クエリーを満たすと識別された複数のリソースを識別する情報
を受信する（ステップ１０５）。例えば、検索エンジンは、検索クエリーに応答して、検
索クエリーを最も良く満たすと判断した複数のリソースを識別する。識別されたリソース
は、検索エンジンがそのクロールおよび情報取得処理を実行した、１つまたは複数のコン
テンツホストに格納され、検索エンジンにアクセス可能なウェブページ、画像、映像等を
含むことができる。一般に、リソースはインターネットにおけるＵＲＬ（Uniform Resour
ce Locator）によってアドレス指定可能である。処理１００はそのような識別されたリソ
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ースを受信する。
【００１５】
　処理１００は、複数のリソースの中で第１のリソースをディスカッションフォーラムス
レッドへの投稿を含むと識別する（ステップ１１０）。処理１００は、リソース、例えば
ウェブページを、ディスカッションフォーラムスレッドへの投稿を含むものと分類するた
めに、ウェブページの属性およびウェブページのコンテンツに関する複数の基準に依存す
る。特に、ディスカッションスレッドウェブページにおいてあるキーワードが一般に発見
される。そのようなキーワードは、「フォーラム」、「話題」、「スレッド」、「投稿」
、「によって投稿された」、「回答」等を含む。そのようなキーワードの存在は、ウェブ
ページがディスカッションフォーラムスレッドの一部であるか否かを判断するために処理
１００が使用する１つの基準である。使用することができる他の基準は、ウェブページが
ディスカッションスレッドへの投稿を含むページのドキュメント構造の特性を有するか否
か、投稿が提供された時刻を示す多数の日付の存在、そのような投稿を提供した著者を表
わす多数のユーザ名の存在、フォーラムのルートページに戻る多数のリンクの存在等を含
む。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、処理１００は、特定のウェブページを分類するために、
変数が、ページにおける特定の特徴の存在または欠如、例えばページにおける「次へ」お
よび「前へ」のリンクの存在、または語句「スレッド」の存在に従う値をとり、係数が、
それぞれの特徴と対応付けされた経験的に決定された重み付けである多項式を評価する。
処理１００は、多項式の値が予め定められた閾値を満たすならば、ページを、ディスカッ
ションスレッドへの１つまたは複数の投稿を含むページであると分類する。いくつかの実
施形態において、特徴および重み付けは、機械学習システムの補助を用いて決定される。
【００１７】
　処理１００は、第１のリソースがディスカッションスレッドウェブページであることを
判断すると、ディスカッションフォーラムスレッドへの投稿を含む、１つまたは複数の追
加の異なる第２のリソースを識別する（ステップ１１５）。第２のリソースの各々は、例
えば、「次の投稿」または「前の投稿」のリンクを通して、第１のリソースに直接または
間接にリンクされる。これらのウェブページの各々は、例えば、フォーラムの実装または
各々の投稿の長さに応じて１つまたは複数の投稿を含むことができる。
【００１８】
　処理１００は、同じスレッドの一部であるように第１のリソースにリンクされている１
つまたは複数の第２のリソースを識別すると、スレッドについて第１のリソースおよび１
つまたは複数の第２のリソースから情報を抽出する（ステップ１２０）。例えば、ディス
カッションフォーラムは、複数の著者からディスカッションスレッドへの複数の投稿を受
信することができる。ディスカッションフォーラムは、著者がディスカッションフォーラ
ムスレッドに投稿を提供した時刻を示すタイムスタンプを各々の投稿と対応付けることが
できる。処理１００によって抽出された情報は、スレッドにおける投稿の数、投稿を提供
した著者の数、同じ著者による投稿の数、各々の投稿のタイムスタンプ、各々の投稿の著
者、スレッドへの最新の投稿のタイムスタンプ、著者による最新の投稿のタイムスタンプ
等についてのデータを含むことができる。
【００１９】
　処理１００は、抽出された情報を第１のリソースへのリンクとともに提供する（ステッ
プ１２５）。例えば、処理１００は、検索クエリーに応答して提供される他の情報に加え
てユーザへの表示のためにユーザ装置に抽出された情報を提供することができる。検索エ
ンジンは、検索結果に含まれる各々のリソースについて情報の断片を生成することができ
る。例えば、識別されたリソースがテキストを含むドキュメントであるならば、断片は検
索クエリー内のテキストと合致するテキストの部分を含むことができる。検索エンジンは
、検索結果における各々のリソースへのリンク、例えばＵＲＬを提供し、リソースと対応
付けされたリンクの近くでの表示のために各々のリソースと対応付けされた断片を提供す
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ることができる。処理１００は、第１のリソースの断片およびＵＲＬとともに表示のため
に抽出された情報を提供することができる。リンクおよび抽出された情報は、コンピュー
タシステムに動作可能に結合された表示装置、例えば図２に表わされているものに類似し
たシステムおよび表示装置においてユーザインタフェース内に表示することができる。
【００２０】
　図２は、ディスカッションフォーラムスレッドへの投稿を含むリソースを識別する一例
のシステム２００を表わす。システム２００は、検索エンジン２０５に動作可能に結合さ
れたユーザ装置、例えばコンピュータシステム２１５からの検索クエリーの受信に応答し
て複数のコンテンツホスト２１０に格納された複数のリソースを識別する検索エンジン２
０５、および、１つまたは複数のネットワーク２２０、例えばインターネット上のコンテ
ンツホスト２１０を含む。また、システム２００は、ディスカッションフォーラムの投稿
を含むディスカッションスレッドウェブページを識別するスレッド識別モジュール２２５
を含む。いくつかの実施形態において、スレッド識別モジュール２２５は、１つまたは複
数のコンピュータに実装され、以下で説明される方法とともに図１を参照して説明した方
法を実行するように構成されたソフトウェアである。例えば、スレッド識別モジュール２
２５は、検索結果に含まれるウェブページと同じディスカッションフォーラムスレッドへ
の投稿を含む１つまたは複数のディスカッションスレッドウェブページを識別し、スレッ
ドについて情報を抽出する。続いて、スレッド識別モジュール２２５は、検索結果におけ
るリソースへのリンクおよび抽出された情報の両方を検索クエリーが受信されたユーザ装
置に提供する検索エンジン２０５に抽出された情報を提供する。リンクおよび抽出された
情報は、検索エンジン２０５によって識別されたディスカッションスレッドウェブページ
へのリンクの近くに抽出された情報が表示されるように、ユーザ装置のディスプレイ、例
えばＬＣＤ（液晶ディスプレイ）に表示することができる。
【００２１】
　いくつかのシナリオにおいて、同じディスカッションフォーラムスレッドへの投稿を含
む１つより多くのディスカッションスレッドウェブページは、検索エンジン２０５によっ
て、受信された検索クエリーを満たすと識別することができる。そのようなシナリオにお
いて、抽出された情報は、検索エンジン２０５によって識別される各々のディスカッショ
ンスレッドウェブページへのリンクの近くに表示することができる。その代わりに、検索
クエリーを満たす、スレッドについての複数のウェブページが発見されたときでも、ただ
１つの検索結果の項目が、スレッドへのリンクまたはスレッドのページとともにユーザの
ために提供される。例えば、検索エンジン２０５は、複数のディスカッションスレッドウ
ェブページを含むことができ、ディスカッションスレッドウェブページの各々は検索クエ
リーを満たす検索結果において同じディスカッションスレッドフォーラムへの投稿を含む
。識別されたディスカッションスレッドウェブページの各々へのリンクを別個に提示する
代わりに、ディスカッションフォーラムスレッドへのリンクは、表示装置におけるユーザ
への表示のために、スレッド情報、断片等とともに１つの検索結果において提示すること
ができる。
【００２２】
　図３は、投稿を含む２つのリソースが同じディスカッションフォーラムスレッドに属す
ことを判断する一例の処理３００を表わす。同じディスカッションフォーラムスレッドへ
の投稿を含む複数のリソース、例えばディスカッションスレッドウェブページは、ある類
似性、例えば投稿を含むドキュメントの構造的な類似性、各々のディスカッションスレッ
ドウェブページを識別する共通の属性等を共有するハイパーテキストマークアップ言語（
ＨＴＭＬ）でありうる。さらに、ディスカッションフォーラムスレッドにおける各々のデ
ィスカッションスレッドウェブページは、同じディスカッションフォーラムスレッドにお
けるもう１つのディスカッションスレッドウェブページへの少なくとも１つのリンクを含
む。このようにして、複数のディスカッションスレッドウェブページは互いにリンクされ
ている。
【００２３】
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　いくつかの実施形態において、スレッド識別モジュール２２５は、複数のディスカッシ
ョンスレッドウェブページのＵＲＬを対応する複数のレコードとして受信し、それを例え
ばコンピュータ読み取り可能な媒体にテーブルとして格納する。検索結果におけるウェブ
ページと同じスレッドへの投稿を含むディスカッションスレッドウェブページを識別する
ために、候補のディスカッションスレッドウェブページを識別することができ、他のディ
スカッションスレッドウェブページを決定することができ、ここで各々の候補のディスカ
ッションスレッドウェブページは他のディスカッションスレッドウェブページへのリンク
を含む。第１のスレッドウェブページにおけるリンクが第２のスレッドウェブページを指
し示すだけでなく、第２のスレッドウェブページにおける同様なリンクが第１のスレッド
ウェブページへの戻りを指し示すであろう。いくつかの実施形態において、候補のディス
カッションスレッドウェブページは、検索エンジン２０５が以前にクロールしてウェブペ
ージのコンピュータ検索可能なインデックスを生成したのと同じウェブページとすること
ができる。
【００２４】
　処理３００は、第１のリソースを受信し（ステップ３０５）、第１のリソースが第１の
ディスカッションスレッドウェブページであることを判断する（ステップ３１０）。例え
ば、第１のリソースは、ディスカッションスレッドウェブページであると識別された検索
結果におけるリソースである。スレッド識別モジュール２２５は、他のディスカッション
スレッドウェブページを識別する（ステップ３１５）。検索エンジンは他のスレッドウェ
ブページにおける投稿が検索クエリーを満たさないと判断することができたので、他のデ
ィスカッションスレッドウェブページのいくつかまたは全ては、検索結果に含まれる必要
がない。識別されたディスカッションスレッドウェブページの各々は、他のリソース、す
なわち、スレッドへの投稿を含まないリソースを指し示すＵＲＬを含むことができる。
【００２５】
　処理３００は、各々の識別されたディスカッションスレッドウェブページから外部リン
ク（outlink）を識別する（ステップ３２０）。例えば、スレッド識別エンジン２２５は
、ディスカッションスレッドウェブページにおける全てのリンクを識別することができる
。
【００２６】
　処理３００は、第１のリソースにおける外部リンクが第１のリソースを他のディスカッ
ションスレッドウェブページに直接または間接にリンクしているかどうかを検査する（ス
テップ３２５）。外部リンクは、他のリソースを指し示す、ディスカッションスレッドウ
ェブページにおけるリンクであり、そのようなリソースは、同じディスカッションフォー
ラムスレッドに含まれる他のディスカッションスレッドウェブページを含む。受信された
レコードをフィルタリングすることができる基準は、第１のリソースにおける外部リンク
、および、互いを指し示すディスカッションスレッドウェブページの各々における外部リ
ンクとすることができる。ディスカッションフォーラムスレッドへの複数の投稿は複数の
ページに及ぶので、それらのページは、例えば各々のページにおけるページ番号によって
表わされるハイパーリンク、特定のテキスト、例えば「次へ」、「前へ」によって表わさ
れるリンク等によってリンクされる。例えば、ディスカッションフォーラムスレッドへの
投稿が１０ページに及ぶならば、最初のページはフォーラムにおける２番目のページを指
し示すハイパーリンク、すなわち「次へ」、または、フォーラムにおける対応するページ
を指し示す複数のページへのハイパーリンク、すなわち「１」、「２」、「３」、「１０
」等を含むことができる。各々のハイパーリンクはアンカーテキストおよびターゲットＵ
ＲＬを含むことができる。スレッド識別モジュール２２５は、第１のリソースおよび１つ
または複数のディスカッションスレッドウェブページにおけるハイパーリンクが同じ宛先
アンカーを列挙しているならば、第１のリソースおよび１つまたは複数のディスカッショ
ンスレッドウェブページは直接にリンクされている。さらに、第２のディスカッションス
レッドウェブページが、第１のリソースに直接にリンクされている他のウェブページを指
し示す外部リンクを含むならば、スレッド識別モジュール２２５は、第２のディスカッシ
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ョンスレッドウェブページおよび第１のリソースが間接にリンクされていると結論するこ
とができる。このようにして、スレッド識別モジュール２２５は互いに直接または間接に
リンクされてスレッドを形成する、第１のリソースに含まれるウェブページを含む複数の
ディスカッションスレッドウェブページを識別することができる。
【００２７】
　同じディスカッションフォーラムスレッドへの投稿を含む複数のディスカッションスレ
ッドウェブページはただ１つのウェブサイトに及ぶ。処理３００は、第１のリソースおよ
び識別されたディスカッションスレッドウェブページが属すウェブサイト（または、より
詳しくは、ディスカッションフォーラム）を識別する（ステップ３３０）。それをするた
めに、スレッド識別モジュール２２５は、識別された他のディスカッションウェブページ
の各々、各々のウェブページのコンテンツの本体等を指し示すＵＲＬにおけるテキストを
検査する。例えば、スレッド識別モジュール２２５は、ウェブページが属すウェブサイト
を列挙するＵＲＬの一部を検査し、ディスカッションスレッドウェブページを含むウェブ
サイトを識別することができる。
【００２８】
　処理３００は、識別されたディスカッションスレッドウェブページおよび第１のリソー
スが同じウェブサイトに属すかどうかを検査する（ステップ３３５）。スレッド識別モジ
ュール２２５は、リンクが同じウェブサイト、例えば同じドメイン名等への参照を含むデ
ィスカッションスレッドウェブページを第１のリソースへのリンクとして識別する。これ
は、２つのディスカッションスレッドウェブページが同じディスカッションフォーラムス
レッドにリンクされているかどうかをスレッド識別モジュール２２５が判断することがで
きるもう１つの基準である。
【００２９】
　処理３００は、上述した基準を満たす第２のリソースを識別すると、第２のリソースを
第１のリソースと同じディスカッションフォーラムスレッドに含まれるディスカッション
スレッドウェブページとして指定する（ステップ３４０）。ウェブサイトが同じでないな
らば、処理はステップ３３０および３３５を繰り返す。スレッド識別モジュール２２５は
、このステップを実行すると、この基準を満たすそれらのディスカッションスレッドウェ
ブページのみへのＵＲＬを含むようにテーブル内のレコードをフィルタリングすることが
できる。
【００３０】
　例えば、スレッド識別モジュール２２５は、上述した基準に合致しない全てのリンクを
フィルタリングし、その基準に合致するディスカッションスレッドウェブページへのリン
クを出力する。いくつかの実施形態において、スレッド識別モジュール２２５は、第１の
リソースと同じディスカッションフォーラムスレッドに属す全ての第２のリソースを識別
子によって識別することができるように、第２のリソースの各々に識別子を割り当てる。
いくつかの実施形態において、スレッド識別モジュール２２５は、各スレッドの最初およ
び最後を識別するために、どのリソースのレコードがどの既知のスレッドへの投稿を含む
か、および、リソースが互いにどのようにリンクされているかを維持管理するために、不
揮発性メモリ内にリソースの識別子（例えばリソースへのリンク）およびスレッドの識別
子を格納する。
【００３１】
　投稿は継続的にディスカッションフォーラムスレッドに追加することができるので、投
稿が配信されるディスカッションスレッドウェブページの数は時間とともに増加しうる。
スレッド識別モジュール２２５は、定期的に、ステップ３１５、３２０、３２５、３３０
、３３５、および３４０を実行して、新たなディスカッションスレッドウェブページが、
第１のリソースが属すディスカッションフォーラムスレッドに属すかどうかを識別する。
スレッド識別モジュール２２５は、新たなディスカッションスレッドウェブページを識別
したとき、および、そのような新たに識別されたウェブページが既に識別されたスレッド
への投稿を含むと判断したとき、そのディスカッションスレッドウェブページが一部であ
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るスレッドに従って各々の新たに識別されたウェブページに識別子を割り当て、既知のス
レッドの格納されたレコードにこれらのウェブページへのリンクを追加することができる
。このようにして、第１のリソースと同じディスカッションフォーラムスレッドへの投稿
を含む全てのディスカッションスレッドウェブページが識別される。検索エンジンが検索
結果として提供されるリソースとして投稿を含むリソースを識別したとき、スレッド識別
モジュール２２５は、その情報をスレッドについてユーザに提供される情報に含めること
ができるように、最新の追加のために当該のスレッドの最後を検査することができる。他
の実施形態において、検索エンジンが検索結果として提供されるリソースとして投稿を含
むリソースを識別したとき、スレッドの全体を含むリソースが動的に識別される。
【００３２】
　スレッド識別モジュール２２５は、ディスカッションフォーラムスレッドについて第１
のリソースおよび１つまたは複数の第２のリソースから情報を抽出するために（ステップ
１２０）、スレッドを含むリソースを走査して著者の数、スレッドにおける投稿の数、各
々の投稿が受信されたタイムスタンプ等を判断する。一般に、ディスカッションフォーラ
ムは、投稿についてこの種の情報を収集し、それを発行された投稿に含める。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、スレッド識別モジュール２２５は、グラフの各ノードが
レコードのテーブルに含まれるディスカッションスレッドウェブページの識別子であるリ
ンクグラフを作ることができる。グラフにおけるリンクは、フォーラムにおける１つのデ
ィスカッションスレッドウェブページからもう１つのウェブページへのリンクを表わす。
１つのディスカッションスレッドウェブページにもう１つのディスカッションスレッドウ
ェブページからアクセスすること、およびその逆が可能であるので、リンクは双方向であ
る。このようにして、スレッド識別モジュール２２５は区分されたグラフを作ることがで
き、個々の区分はディスカッションスレッドである。いくつかの実施形態において、ディ
スカッションスレッドウェブページの各々は、検索エンジン２０５が検索クエリーの受信
に応答して検索し、検索結果を識別するコンピュータ検索可能なインデックスに含めるこ
とができる。各々のディスカッションスレッドウェブページについての識別子は、例えば
ページついてのレコード内のユニークなフィールドに格納することができる。同じフォー
ラムのディスカッションスレッドウェブページは、検索エンジン２０５がフォーラムにお
けるページのただ１つの識別子を知ることによって同じフォーラムに属すディスカッショ
ンスレッドウェブページのレコード、例えばテーブル内の行を識別することを可能としう
る識別子を共有することができる。
【００３４】
　スレッド識別モジュール２２５は、検索結果におけるディスカッションスレッドウェブ
ページと同じスレッドへの投稿を含む他のディスカッションスレッドウェブページを識別
し、スレッドそれ自身について情報を抽出すると、表示装置における表示のために検索結
果に追加される抽出された情報を提供する。いくつかの実施形態において、図５に表わさ
れているように、抽出された情報は、検索結果に含まれるディスカッションスレッドウェ
ブページへのリンクの近くに表示装置内に表示される。
【００３５】
　いくつかのシナリオにおいて、検索結果は、同じスレッドへの投稿を含む１つより多く
のディスカッションスレッドウェブページを含むことができる。いくつかのシナリオにお
いて、検索結果は１つより多くのスレッドにディスカッションスレッドウェブページを含
めることができる。スレッド識別モジュール２２５は、各々のスレッドへの投稿を含むデ
ィスカッションスレッドウェブページを一塊にし、それぞれのスレッドについて情報を抽
出することができる。さらに、スレッド識別モジュール２２５は、図４を参照して説明さ
れる動作を実行することによって、検索結果に含まれるディスカッションスレッドウェブ
ページを一塊にすることによってディスカッションフォーラムを識別し、表示装置内のユ
ーザインタフェースにおいてユーザにスレッドに関するリンクおよび情報を提示すること
ができる。
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【００３６】
　図４は、特にディスカッションフォーラムに向けられた検索に応答して情報を提供する
一例の処理４００を表わす。処理４００は、検索クエリーおよびディスカッションフォー
ラムスレッドを検索するリクエストを受信する（ステップ４０５）。例えば、ユーザは、
コンピュータシステム２１５に動作可能に結合された表示装置内のユーザインタフェース
における検索クエリー、および、検索クエリーを満たすリソースのリクエストを提示する
ことができる。コンピュータシステム２１５は、１つまたは複数のネットワーク、例えば
インターネットにおいて検索エンジン２０５およびスレッド識別モジュール２２５に動作
可能に結合することができる。
【００３７】
　処理４００は、検索クエリーを満たす複数のリソースを識別する検索エンジン２０５か
ら情報を受信する（ステップ４１０）。
【００３８】
　処理４００は、複数のリソースの中で複数のディスカッションスレッドウェブページを
識別する（ステップ４１５）。例えば、スレッド識別モジュール２２５は、上述した方法
を使用して、複数のリソースの中から複数のディスカッションスレッドウェブページを識
別する。識別されたディスカッションスレッドウェブページは、同じディスカッションフ
ォーラムスレッドへの投稿を含むウェブページ、および、異なるディスカッションフォー
ラムスレッドへの投稿を含むウェブページの組み合わせを表わす。
【００３９】
　処理４００は、複数のディスカッションスレッドウェブページから複数のディスカッシ
ョンフォーラムスレッドの各々について情報を抽出する（ステップ４２０）。例えば、ス
レッド識別モジュール２２５は、上述したように、同じディスカッションフォーラムスレ
ッドへの投稿を含む複数のスレッドウェブページを識別することができる。さらに、スレ
ッド識別モジュール２２５は、複数のディスカッションスレッドウェブページに対して上
述した動作を実行してディスカッションフォーラムスレッドによってウェブページをグル
ープ化することができる。スレッド識別モジュール２２５は、グループ化に続いて、上述
した方法を使用して各々のディスカッションフォーラムについて情報を抽出することがで
きる。
【００４０】
　処理４００は、抽出された情報を複数のディスカッションフォーラムスレッドの各々へ
のリンクとともに提供する（ステップ４３０）。上述したように、検索エンジン２０５か
ら受信された検索結果は、複数のディスカッションフォーラムスレッドへの投稿を含む複
数のディスカッションスレッドウェブページを含む。表示装置に提示される検索結果は、
複数のディスカッションスレッドウェブページへのリンク、および、複数のディスカッシ
ョンスレッドウェブページに関する断片を含む。いくつかの実施形態において、それぞれ
のスレッドについて抽出された情報は、図５に表わされているように、スレッド内のスレ
ッドウェブページへのリンクの近くに表示される。
【００４１】
　図５は、ディスカッションフォーラムスレッドのディスカッションスレッドウェブペー
ジについての情報が提示される一例の表示装置５００を表わす。表示装置５００は、１つ
または複数のネットワーク２２０において検索エンジン２０５およびスレッド識別モジュ
ール２２５に動作可能に結合されたコンピュータシステム２１５内の構成要素とすること
ができる。表示装置５００内に、例えばウェブブラウザによって表示されるユーザインタ
フェース５０５は、ユーザが検索クエリーを入力することができるテキストボックス５１
０を含むことができる。応答において、検索エンジン２０５によって識別されたリソース
へのリンクは、ユーザインタフェース５０５において、例えばテキストボックス５１０の
下に表示することができる。図５の例において、検索結果５１５はディスカッションスレ
ッドウェブページに限定されない。他の実施形態において、そのような結果５１５は、他
の結果、例えばニュースの結果、一般のウェブの検索結果とともに含めることができる。
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検索エンジン２０５によって識別されたディスカッションスレッドウェブページを指し示
すリンク、すなわちリンク１、リンク２、リンク３はユーザインタフェース５０５内に表
示される。各々のリンクの下にディスカッションフォーラムについての情報が表示される
。例えば、図５は、リンク１が指し示すディスカッションスレッドウェブページが４人の
著者による９個の投稿を含み、最新の投稿が３月１７日に受信されたディスカッションフ
ォーラムであることを表わす。取得可能ならばその日の時刻も表示することができる。例
えば、ユーザがリンク１を選択すると、ウェブブラウザはリンク１が指し示すディスカッ
ションスレッドウェブページを開く。ユーザは、ディスカッションスレッドウェブページ
に配置された外部リンクを使用して、スレッドにおける他の投稿へナビゲートすることが
できる。
【００４２】
　本明細書において説明した本発明の実装および機能的な動作は、デジタル電子回路で、
または、本明細書において開示された構造およびそれらの構造的な等価物を含む、コンピ
ュータソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアで、または、それらの１つま
たは複数の組み合わせで実現することができる。本明細書で説明した本発明の実施形態は
、１つまたは複数のコンピュータプログラム製品、すなわち、データ処理装置による実行
のための、または、データ処理装置の動作を制御する、コンピュータ読み取り可能な媒体
に符号化されたコンピュータプログラム命令の１つまたは複数のモジュールとして実現す
ることができる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、機械読み取り可能な記憶装置、機
械読み取り可能な記憶基板、メモリ装置、またはそれらの１つまたは複数の組み合わせと
することができる。用語「データ処理装置」は、例示としてプログラム可能なプロセッサ
、コンピュータ、または、複数のプロセッサまたはコンピュータを含む、データを処理す
る全ての装置および機械を包含する。装置は、ハードウェアに加えて、当該のコンピュー
タプログラムのための実行環境を生成するコード、例えば、プロセッサファームウェア、
プロトコルスタック、データベース管理システム、オペレーティングシステム、またはそ
れらの１つまたは複数の組み合わせを構成するコードを含むことができる。
【００４３】
　（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション、スクリプト、またはコ
ードとしても知られる）コンピュータプログラムは、コンパイル言語またはインタプリタ
言語、または、宣言型言語または手続き型言語を含む、任意の形態のプログラミング言語
で記述することができ、スタンドアロンプログラムとして、またはモジュール、コンポー
ネント、サブルーチンとして、またはコンピュータ環境における使用のために適した他の
単位を含む、任意の形態で配備することができる。コンピュータプログラムはファイルシ
ステム内のファイルに対応する必要はない。プログラムは、他のプログラムまたはデータ
を保持するファイルの一部（例えば、マークアップ言語ドキュメント内に格納された１つ
または複数のスクリプト）に、当該のプログラムに専用の単一のファイルに、または複数
の統合されたファイル（例えば、１つまたは複数のモジュール、サブプログラム、または
コードの部分を格納するファイル）に格納することができる。コンピュータプログラムは
、１つの場所に配置された、または、複数の場所にわたって分散され、通信ネットワーク
によって相互接続された、１つのコンピュータまたは複数のコンピュータで実行されるよ
うに配備することができる。
【００４４】
　本明細書で説明した処理およびロジックのフローは、１つまたは複数のコンピュータプ
ログラムを実行する１つまたは複数のプログラム可能なプロセッサによって実行されて、
入力データに操作し、出力を生成することによって機能を実行することができる。処理お
よびロジックのフローは特定目的の論理回路、例えばＦＰＧＡ（field programmable gat
e array）またはＡＳＩＣ（application-specific integrated circuit）によって実行さ
れ、装置は特定目的の論理回路、例えばＦＰＧＡまたはＡＳＩＣとして実現することもで
きる。
【００４５】
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　コンピュータプログラムの実行のために適したプロセッサは、例として、汎用および特
定目的のマイクロプロセッサの両方、および、任意の種類のデジタルコンピュータの１つ
または複数のプロセッサを含む。一般に、プロセッサは、リードオンリメモリまたはラン
ダムアクセスメモリまたはその両方から命令およびデータを受け取る。コンピュータの必
須の要素は、命令を実行するプロセッサ、および、命令およびデータを記憶する１つまた
は複数のメモリ装置である。一般に、コンピュータは、データを記憶する１つ又は複数の
大容量記憶装置、例えば磁気ディスク、光磁気ディスク、または光ディスクを含み、また
は大容量記憶装置からデータを受信し、または大容量記憶装置にデータを転送し、または
その両方を行うために動作可能に結合される。しかし、コンピュータはそのような装置を
有する必要はない。さらに、コンピュータは、他の装置、例えば、ほんのいくつかを挙げ
ると、携帯電話、ＰＤＡ（personal digital assistant）、携帯オーディオプレイヤー、
ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機、または携帯型記憶デバイス（例えば、Ｕ
ＳＢ（universal serial bus）フラッシュデバイス）に組み込むことができる。コンピュ
ータプログラム命令およびデータを格納するために適したコンピュータ読み取り可能な媒
体は、例として半導体メモリ装置、例えばＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、およびフラッシュ
メモリデバイス、磁気ディスク、例えば内蔵ハードディスク、または取り外し可能なディ
スク、光磁気ディスク、およびＣＤ－ＲＯＭおよびＤＶＤ－ＲＯＭディスクを含む、全て
の形態の不揮発性メモリ、媒体、およびメモリ装置を含む。プロセッサおよびメモリは、
特定目的の論理回路によって補助され、または、特定目的の論理回路に組み込むことがで
きる。
【００４６】
　ユーザとの相互作用を提供するために、本明細書で説明した発明の実施形態は、ユーザ
に情報を表示するための表示装置、例えばＣＲＴ（陰極線管）またはＬＣＤ（液晶ディス
プレイ）モニタ、および、ユーザがコンピュータに入力を与えることができるキーボード
およびポインティングデバイス、例えばマウスまたはトラックボールを有するコンピュー
タにおいて実現することができる。ユーザとの相互作用を提供するために他の種類の装置
も使用することができ、例えば、ユーザに提供されるフィードバックは任意の形態の知覚
フィードバック、例えば視覚フィードバック、聴覚フィードバック、または触覚フィード
バックとすることができ、ユーザからの入力は、音響、音声、または触覚入力を含む任意
の形態で受け取ることができる。さらに、コンピュータは、ユーザによって使用される装
置にドキュメントを送信し、ユーザによって使用される装置からドキュメントを受信する
ことによって、例えば、ウェブブラウザから受信されたリクエストに応答してユーザのク
ライアント装置におけるウェブブラウザにウェブページを送信することによってユーザと
相互作用することができる。
【００４７】
　本明細書で説明した本発明の実施形態は、バックエンドコンポーネント、例えばデータ
サーバを含む、または、ミドルウェアコンポーネント、例えばアプリケーションサーバを
含む、または、本明細書で説明した発明の実施形態とユーザが相互作用することができる
フロントエンドコンポーネント、例えばグラフィカルユーザインタフェースまたはウェブ
ブラウザを有するクライアントコンピュータを含むコンピュータシステムにおいて、また
は、１つまたは複数のそのようなバックエンド、ミドルウェア、またはフロントエンドコ
ンポーネントの任意の組み合わせで実現することができる。システムのコンポーネントは
、任意の形態または媒体のデジタルデータ通信、例えば通信ネットワークによって相互接
続することができる。通信ネットワークの例は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
、および、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、例えばインターネットを含む。
【００４８】
　本明細書は多くの詳細を含むが、これらは本明細書の範囲または特許請求されうるもの
の範囲への限定として解釈されるべきではなく、本明細書の特定の実施形態に特有の特徴
の説明として解釈されるべきである。個々の実施形態の場合において本明細書で説明した
ある特徴は、単一の実装に組み合わせて実現することができる。逆に、単一の実装の場合
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み合わせで実現することができる。さらに、これらの特徴はある組み合わせにおける動作
として説明され、そのように当初は特許請求されうるが、特許請求された組み合わせから
の１つまたは複数の特徴は、いくつかの場合において、組み合わせから削除することがで
き、特許請求された組み合わせは、副次的な組み合わせまたは副次的な組み合わせの変形
に向けられることが可能である。
【００４９】
　同様に、動作は図面において特定の順序で表わされているが、これは、表わされている
特定の順序で、または、順次的な順序でそのような動作が実行され、または、所望の結果
を達成するために全ての表わされた動作が実行されることを必要とするものとして解釈さ
れるべきでない。ある場合において、マルチタスクおよび並列処理が効果的でありうる。
さらに、上述した実施形態における各種のシステムの構成要素の分離は、全ての実施形態
においてそのような分離を必要とするものとして解釈されるべきでなく、説明したプログ
ラムコンポーネントおよびシステムは、一般に、単一のソフトウェア製品に一緒に統合し
、または、複数のソフトウェア製品にパッケージすることができると理解すべきである。
【００５０】
　このように本明細書の特定の実施形態が説明された。他の実施形態は特許請求の範囲内
にある。例えば、請求項に記載された動作は、異なる順序で実行され、所望の結果を達成
することができる。検索エンジンは順位付けを検索結果におけるリソースと対応付け、各
々の順位付けは、検索クエリーへのリソースの関連性を表わす。従って、検索結果に含ま
れるディスカッションスレッドウェブページは対応付けされた順位付けを有する。ユーザ
インタフェースに表示される検索結果はディスカッションスレッドウェブページに限定さ
れず、ディスカッションスレッドウェブページへのリンクは、ディスカッションスレッド
ウェブページの減少する順位付け基づいて降順で表示することができる。
【符号の説明】
【００５１】
　　２００　システム
　　２０５　検索エンジン
　　２１０　コンテンツホスト
　　２１５　コンピュータシステム
　　２２０　ネットワーク
　　２２５　スレッド識別モジュール
　　５００　表示装置
　　５０５　ユーザインタフェース
　　５１０　テキストボックス
　　５１５　検索結果
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