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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータが文書の要約情報を計算する方法であって、
　属性（Ａ）および前記属性（Ａ）に対応する属性値（Ｖｊ）を含むクエリー情報に基づ
き、前記コンピュータがアクセス可能な記憶装置に格納された文書集合にクエリーを実行
し、一致した文書（ｄｉ）を識別するステップと、
　前記一致した文書（ｄｉ）の各々に関して、前記属性（Ａ）を有するトークンの第１の
数（Ｎ１ｉ（Ａ））を抽出するステップと、
　前記一致した文書（ｄｉ）の各々に関して、前記属性値（Ｖｊ）を有するトークンの第
２の数（Ｎ２ｉ（Ｖｊ））を抽出するステップと、
　前記第２の数（Ｎ２ｉ（Ｖｊ））を前記第１の数（Ｎ１ｉ（Ａ））で割った値であるス
コア（Ｓｉｊ）について前記一致した文書（ｄｉ）全体で和をとり、前記属性値（Ｖｊ）
に対するアグリゲートされた要約値メトリックス（ＳＶＭｊ）を算出するステップと、
　複数の前記属性値（Ｖｊ）および前記アグリゲートされた要約値メトリックス（ＳＶＭ

ｊ）からなる前記要約情報を作成してユーザーに提示するステップと
　を有することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスコープ（ｓｃｏｐｅ：範囲）および値（ｖａｌｕｅ）間の複数のアソシエー
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ションまたはスコープと値－重み対（ｖａｌｕｅ－ｗｅｉｇｈｔ　ｐａｉｒ）間の複数の
アソシエーション（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｓ）を含む階層型指定スコープ（ｈｉｅｒａ
ｒｃｈｉｃａｌ　ｎａｍｅｄ　ｓｃｏｐｅｓ）を含む文書（ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ）の要約
情報（ｓｕｍｍａｒｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を計算する方法に関し、この方法は文
書セット（文書集合）（ａ　ｓｅｔ　ｏｆ　ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ）にクエリーを適用し、
一致する文書のリザルトセット（ａｒｅｓｕｌｔ　ｓｅｔ　ｏｆ　ｍａｔｃｈｉｎｇ　ｄ
ｏｃｕｍｅｎｔｓ）および一致する文書のクエリー依存サブセクション（ｑｕｅｒｙ－ｄ
ｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｓｕｂｓｅｃｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ　ｄｏｃ
ｕｍｅｎｔｓ）を識別するステップを含んでいる。
【０００２】
　本発明は本発明の方法をサポートし実現する検索エンジン（ｓｅａｒｃｈ　ｅｎｇｉｎ
ｅ）にも関連している。
【０００３】
　本発明の方法は通信システム一般、すなわち、エクストラネット（ｅｘｔｒａｎｅｔｓ
）およびイントラネット（ｉｎｔｒａｎｅｔｓ）の両方にわたって情報アクセスおよび検
索（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｃｃｅｓｓ，ｓｅａｒｃｈ，ａｎｄ　ｒｅｔｒｉｅｖａ
ｌ）に応用する付加ツールまたは改良と見なすことができる。
【背景技術】
【０００４】
　情報検索（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｔｒｉｅｖａｌ）は従来エンドユーザがクエ
リー言語を使用するかあるいはグラフィカルユーザインターフェイスを介してブール演算
子を使用してクエリーを生成することを伴う。クエリーの実行により一致する文書セット
である検索結果（ｓｅａｒｃｈ　ｒｅｓｕｌｔ）が提供される。このリザルトセット（ｒ
ｅｓｕｌｔ　ｓｅｔ）は一般的にその特定の文書がメンバーであるかメンバーではない従
来のきちんとした集合又はセット（ｃｌａｓｓｉｃａｌ　ｃｒｉｓｐ　ｓｅｔ）である。
【０００５】
　本発明全体を通して我々は任意の検索可能（ｓｅａｒｃｈａｂｌｅ）なオブジェクトに
対して「文書」（ｄｏｃｕｍｅｎｔ）の用語を使用し、したがって、それはたとえばテキ
スト文書（ｔｅｘｔｕａｌ　ｄｏｃｕｍｅｎｔ）、ＸＭＬ，ＨＴＭＬ，ＳＧＭＬ，または
オフィスフォーマットで表される文書、レコード、テーブル、ビュー、またはクエリー等
のデータベースオブジェクト、またはマルチメディアオブジェクトを意味することができ
る。
【０００６】
　クエリーＱはＤの或るサブセット（ｓｕｂｓｅｔ）、すなわちＰ、がクエリーＱに対す
る適切な結果であるという仮定の元で文書セット（ｄｏｃｕｍｅｎｔ　ｓｅｔ）Ｄ（サー
チスペース）に適用される。再現率（ｒｅｃａｌｌ）はリザルトセットＲに戻されたＰの
フラクション（何分の１か：ｔｈｅ　ｆｒａｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐ　ｒｅｔｕｒｎｅｄ）
、すなわち、|Ｒ∩Ｐ|／|Ｐ|である。適合率（ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ）は適切であるＲの何
分の１かである、すなわち、|Ｒ∩Ｐ|／|Ｒ|。典型的な検索システム（ｓｅａｒｃｈ　ｓ
ｙｓｔｅｍ）は図１にグラフで示すような適合率および再現率のトレードオフを示す適合
率－再現率曲線を有し、それは適合率が高まると再現率がどのように低下するかおよびそ
の逆を示している。大きな適合率は低い再現率でしか達成されず、その逆も言える。検索
システムはアクセス可能な適合率および再現率を提供するように調整される。
【０００７】
　しかしながら、多くの文書が同じキーワードを共有する膨大なコンテンツ量の場合、リ
ザルトセットは人間ユーザに効率的に提供するのに大きすぎるものとなる。最近、情報検
索システム（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｔｒｉｅｖａｌ　ｓｙｓｔｅｍｓ）は、文書
が任意のクエリー（たとえば、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標）からのページランク（ｐａｇｅ
　ｒａｎｋ））に対して有効である事前確率（ｐｒｉｏｒｉ　ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｉｅ
ｓ）を含むだけでなく、クエリーおよび文書間の一致品質（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｍａ
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ｔｃｈ）の関数としてレレバンススコア（ｒｅｌｅｖａｎｃｅ　ｓｃｏｒｅ：適合性得点
）を計算する。検索結果はこのレレバンススコアに従ってランク付けして提示され、通常
は１０－２０文書のハイパーリンクページ内に、最高レレバンススコアを有する文書の詳
細を最初に示す。再現率および適合率の概念は前記したきちんとしたリザルトセットに対
するほど明確（ｃｌｅａｒ－ｃｕｔ）ではないが、それでも適用される。再現率は検索結
果内に好ましくは第１リザルトページ（ｆｉｒｓｔ　ｒｅｓｕｌｔ　ｐａｇｅ）の上部に
含まれる適切な文書を得ることに関連する。適合率は第１リザルトページ上に不適切な文
書が無いことを意味する。
【０００８】
　ユーザは検索結果を解析し、リザルト文書（ｒｅｓｕｌｔ　ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ）を調
べ、クエリーを再生成することにより情報検索システム（検索エンジン）とインタラクト
する。ユーザはシステム内の文書の収集範囲を一般的に知らずクエリーを十分に特定的な
ものとはしないため（すなわち、適合率が低い）、検索結果はしばしば一般的すぎる（ｔ
ｏｏ　ｇｅｎｅｒａｌ）ものとなる。一般的なクエリー再生成はクエリー改良を行う、す
なわち、適合率を改善するためにオリジナル検索リザルトセット（ｓｅａｒｃｈ　ｒｅｓ
ｕｌｔ　ｓｅｔ）のサブセット（ｓｕｂｓｅｔ：一部分）を選出することである。
【０００９】
　つい最近になって、情報検索システムはリザルトセットナビゲーションの概念を含んで
きている。刊行された従来技術の例として、たとえば、Ｅｎｄｅｃａ　ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．に譲渡された米国特許第７，０３５，８６４号と７，０６２，４８３
号、およびＦａｓｔ　Ｓｅａｒｃｈ　＆　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　ＡＳＡに譲渡されたノルウ
ェー国特許出願第２００５２２１５号を参照されたい。文書は多数の属性（たとえば、価
格、重み、キーワード）と関連付けられ、各属性はゼロ、一つ、または一般的に多数の値
を有する。属性値は頻度または値でソートされた頻度ヒストグラムとして提示される。ナ
ビゲータは定められた属性に対する頻度ヒストグラムを提示するグラフィカルユーザイン
ターフェイス・オブジェクトであり、ユーザはシングルクリックで属性値対をクエリー改
良として選出するだけでなく、リザルトセットを解析することができる。改良は瞬時に実
行され、新しいリザルトセットがその上の新しいナビゲータと共に提示される。たとえば
、“ｓｋｉｉｎｇ”に対する検索は“Ｃｏｕｎｔｒｙ”文書属性（メタデータ）上の“Ｃ
ｏｕｎｔｒｙ”ナビゲータを含むことができる。このナビゲータはノルウェーに関連付け
られる“ｓｋｉｉｎｇ”に対するリザルトセット内にかなりの数の文書があることを示唆
する値“Ｎｏｒｗａｙ”を含んでいる。ユーザがナビゲータ内の“Ｎｏｒｗａｙ”オプシ
ョンを選出すると、システムはノルウェーに関連付けられた文書にさらに限定される“ｓ
ｋｉｉｎｇ”リザルトセットのサブセットを提示する。
【００１０】
　図２において、クエリー２０１は文書レベル・メタデータ２０３－２０５上のナビゲー
タと共にリザルトセット２０２を与える。例において、姓“Ｔｈｏｒｓｅｎ”および名“
Ｔｏｒｓｔｅｉｎ”に対する検索（ｓｅｒｃｈ）２０１によりユーザはリザルトセット（
２０４）の中から名を改良し国（２０３）の一部の検索を抑制することができる。各改良
に対して、改良を適用する場合のリザルトセットのサイズが示される。
【００１１】
　ナビゲーションはデータマイニングの多くの概念を含んでいる。従来のデータマイニン
グは静的データセット上である。ナビゲーションにより、データマイニングは動的パー・
クエリー・リザルトセット（ｐｅｒ－ｑｕｅｒｙ　ｒｅｓｕｌｔ　ｓｅｔ）上で利用され
る。各文書属性はデータマイニング術語に関するディメンジョン／ファセットを表す。
【００１２】
　正式に、クエリーＱが与えられると、文書セットＤを横切って値{ν}を有する属性ａ上
のナビゲータＮは値νのＮ（Ｑ，ａ，ν）インスタンスを有する。文書ｄ内の属性ａに対
する値のセットはｄ（ａ）である。
　Ｎ（Ｑ，ａ，ν）＝｜｛ｄ　ｉｎ　Ｄ：Ｑ　ｍａｔｃｈｅｓ　ｄ，ν　ｉｎ　ｄ（ａ）
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｝｜
【００１３】
　属性値νと文書ヒットカウントＮ（Ｑ，ａ，ν）の両方が提示され、典型的には値また
は文書ヒットカウント上でソートされる。
【００１４】
　ナビゲーションはクエリーの文脈のリザルト・セットアグリゲーション（ａｇｇｒｅｇ
ａｔｉｏｎ：集約）の適用であり、ユーザが要約内の特定のオブジェクトを選出する時に
クエリー内に内蔵されるクエリー変更子だけでなくリザルトセット要約（ｒｅｓｕｌｔ　
ｓｅｔ　ｓｕｍｍａｒｙ）がユーザに提示される。プレゼンテーションは属性ディメンジ
ョンに沿ったリザルトセットのビュー（ｖｉｅｗ）であり属性値の他に品質インジケータ
を含むことができ、品質は通常定められた属性値または属性値範囲に対する文書数である
。
【００１５】
　後述するアイデアは一般的ケースにおけるアグリゲーションおよび特定的なナビゲーシ
ョンへの適用の両方を包含している。アグリゲーションは必ずしもそれをクエリー改良と
リンクしないで提示することができ、あるいは提示すらされない統計的解析に対する基礎
とすることができる。また、情報検索システムはクエリーの解析、リザルトセット、リザ
ルトセットに関連付けられたナビゲータ／アグリゲーションに基づいてこのようなクエリ
ー改良を自動的に選出するように選択することができる。
【００１６】
　文書－グローバル属性（メタデータ）は文書または構造化データベース・レコード（ｓ
ｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　ｄａｔａｂａｓｅ　ｒｅｃｏｒｄｓ）内で明白であるか、あるいは
情報抽出分野からの技術を使用して自動的に発見される文書の非構造化コンテンツ内の属
性である。階層構造化コンテンツ（たとえば、ＸＭＬからの）内で、サブ文書要素は明白
に属性と関連付けることができる。自動的に抽出された情報はグローバル・文書レベルお
よび文脈（サブ文書）レベル（ｃｏｎｔｅｘｔｕａｌ（ｓｕｂ－ｄｏｃｕｍｅｎｔ）ｌｅ
ｖｅｌ）、たとえば、文要素（ｓｅｎｔｅｎｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）において関連付ける
ことができる。サブ文書要素はコンテンツ（たとえば、ＨＴＭＬの文節）内で明白である
か、あるいは自動的に検出することができる（たとえば、文検出）。属性と要素の区別は
可視コンテンツフロー（ｖｉｓｉｂｌｅ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｆｌｏｗ）に関するものであ
り、要素のコンテンツは見えるが属性はエレメント上の見えないメタデータである。たと
えば、文要素のコンテンツは見えてエンティティ・サブ要素（たとえば、人名）を含むが
、文要素上の感情属性はコンテンツフロー、たとえば、文を横切る句検索（ｐｈｒａｓｅ
　ｓｅａｒｃｈ）、と干渉してはならない。同様に、エンティティ要素はオリジナルコン
テンツを含むが属性は検索および解析に使用されるコンテンツの正規化バージョンを含む
。たとえば、テキスト“ｙｅｓｔｅｒｄａｙ”はコンテキストから引き出されるＩＳＯ８
６０１標準に正規化された実際のデータ値を含む属性を有するデータエンティティ内に包
まれる。
【００１７】
　本出願人、すなわち、Ｆａｓｔ　Ｓｅａｒｃｈ　＆　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　ＡＳＡは最近
サブ文書要素、たとえば、ノルウェー国特許出願第２００５２２１５号に開示されている
ように文節および文上に文脈（ｐａｒａｇｒａｐｈｓ　ａｎｄ　ｓｅｎｔｅｎｃｅｓ）ナ
ビゲーション（ｃｏｎｔｅｘｔｕａｌ　ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ）を導入している。エンテ
ィティはたとえば文から抽出され文要素のサブ要素または文要素上の属性としてマークア
ップされる。検索システムにより、たとえば、特定の文をクエリーおよび文サブ要素／属
性上のナビゲーションにより選出することができる。たとえば、クエリーは“ｐｅｒｓｏ
ｎ_ｎａｍｅ”サブ要素内の“Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉｎｔｏｎ”を含む文を選択してこれらの
文の“ｄａｔｅ”サブ要素上にナビゲータを提示することができる。このようなナビゲー
タは非構造化自然言語コンテンツから抽出されるエンティティ上の等価文書－レベル・ナ
ビゲータよりも遥かに適切である。
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【００１８】
　図３は文書Ｘ０１、文節Ｘ０２、および文レベルＸ０３においてクエリー“ｓｏｃｃｅ
ｒ”に関連付けられた人々のアグリゲーションであり、明らかに文書レベルにおけるより
も意味的により正確な文節および文コンテキストにおけるアグリゲーションを明確に示し
ている。
【００１９】
　時々ユーザは詳細クエリーの指定を要求し、リザルトセットは特定すぎる文書を有する
（ｔｏｏ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ）（またはなにも有しない）（すなわ
ち、再現率が低い）。ある検索システムによりユーザは、たとえば、代替の表層形式の一
致（ｍａｔｃｈｉｎｇ　ｏｆ　ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｆｏｒｍｓ）
、すなわち、動詞、名詞の単数／複数、等の異なる時制の一致を可能にするレマティゼー
ション（ｌｅｍｍａｔｉｚａｔｉｏｎ）またはステミング（ｓｔｅｍｍｉｎｇ）を可能と
することにより再現率を簡単に高めることができる。他の再現率向上策は類義性を可能と
し、句検索から「全語」（ａｌｌ　ｗｏｒｄｓ）検索へ行き、「全語」検索から「ｍ中ｎ
」（ｎ　ｏｆ　ｍ）（または「任意」）検索へ行くことである。スペルチェックはどちら
の方法でも有効に働いて再現率または適合率を改善する。
【００２０】
　ハイボリューム・アプリケーションに対してスケーリングするために、検索ソリューシ
ョンは１台のマシン上で実行している単一アプリケーションにリンクされた検索の全面を
処理するソフトウェアライブラリから、しばしば数千の多数のマシンが外部クライアント
から受信したクエリーを実行している分散検索エンジンソリューションまで開発されてい
る。この開発により検索エンジンは個別の環境内で実行してアプリケーションにより外部
制約を課されることなく最適方法で問題を分散することができる。
【００２１】
　性能、スケーラビリティ、およびフォールトトレランスに対する基礎はスケーラブル文
書を個別のマシン上で処理されるパーティションへ分割し、これらのパーティションを他
のマシン上に複写することである。検索エンジン内で、クエリーは解析され次にパーティ
ションのいくつかまたは全てに発送され、各パーティションからの結果がマージされ、最
終リザルトセットは後処理された後で検索クライアントへ通される。性能およびフォール
トトレランスはデータを新しいマシン上に複写することにより高められる。検索エンジン
は新しいパーティションを付加することによりより多くのコンテンツに対してスケーリン
グする。
【００２２】
　文書－レベル属性上の従来のナビゲーションにおいて、レレバンススコアの低い文書は
最高レレバンススコアを有する文書に等しくカウントされる。レレバンススコアは一般的
にリザルトセットリストに沿って指数関数的に減衰し、かつ文書はリザルトセット内にフ
ァジーメンバシップを有するため、ナビゲータは文書カウントの大部分が低レレバンスヒ
ットからであるクエリー改良を含むことができる。
【００２３】
　図４はサンプルコンテンツ収集上のサンプルクエリーに対するレレバンスプロファイル
を示す。非正規化レレバンススコアはテールレベル（ｔａｉｌ　ｌｅｖｅｌ）へ向かう指
数関数降下プロファイルを有する。この特定のクエリーに対して、テールレベルはヒット
数１００付近に達する。ヒット１００の先からの文書はリザルトセット内に含まれるが有
効メンバシップは非常に低い。
【００２４】
　特に、再現率改善検索機能がイネーブルされると検索適合率は降下するが、一般的に、
検索エンジン内のレレバンス機構によりレザルトリスト（ｒｅｓｕｌｔ　ｌｉｓｔ）の上
部には非常に高品質の新しい文書しか含まれないことが保証される。しかしながら、リザ
ルトセット内に含まれる新しい各文書はナビゲータ内に含まれるため、ナビゲータ内の適
合率はさらに降下する。カレントナビゲータのコンテンツは適合率ではなく再現率へバイ
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アスされているので、品質の測度として文書・ヒットカウントしか提供しないため潜在的
にユーザを低クエリー改良へ誘引する。
【００２５】
　特にモバイル装置において、クライアントの画面の物理的エリア（ｒｅａｌ　ｅｓｔａ
ｔｅ）は制限されているが、目に見えるエリア内に多すぎる情報が詰め込まれるためデス
クトップであっても情報過負荷に苦しむ。思わしくない結果を与えるナビゲータクエリー
改良によりユーザは情報過負荷および他の目的であればより良く使用できるであろう画面
スペースの浪費による悪化を経験する。
【００２６】
　パーティションを横切るナビゲータデータのアグリゲーションはネットワーク帯域幅を
失わせる。パーティションはどの値が最終ナビゲータ内に現われるか知らないため、パー
ティションはナビゲータ内の各値に対して頻度カウントを戻さなければならない。リザル
トセット内に大きな値のスペースを有するナビゲータに対して、ユーザへのトップＮクエ
リー改良を選出する前に、分散されたアグリゲーションに対するネットワーク帯域幅は高
い検索スループットを得るための隘路となる。特に、ナビゲータ内に提示されない不適切
な（低頻度）値を含むためネットワーク帯域幅が浪費される。
【００２７】
　図５は分散アグリゲーションのプロセス略図を示す。コンテンツパーティションＸ０１
はクエリーと一致するパーティション内の文書上で作動するプロセスＸ０２によりアグリ
ゲート（ａｇｇｒｅｇａｔｅｄ）される。アグリゲートされた結果はネットワークＸ０３
を介してグローバルアグリゲーションプロセスＸ０４へ通される。グローバルアグリゲー
ションプロセスは多数のアグリゲーションサブプロセスにわたって分散された階層型アグ
リゲーションを含むことができる。最後に、プロセスＸ０５はナビゲータを提示する。多
くの一意的値を有するナビゲータはネットワークＸ０３上に十分な帯域幅を必要とする。
【００２８】
　ナビゲーションデータのアグリゲーションは典型的に全リザルトセットを横切る。ＣＰ
Ｕだけでなくネットワーク帯域幅も前記したように節減するより高い性能に対して、それ
はトップＮランクヒット上で実施することができ、Ｎはコンフィギュレーションすなわち
パー・クエリーパラメータ（いわゆるシャローアグリゲーション）である。一般的に、「
超レレバンス（ｓｕｐｅｒ－ｒｅｌｅｖａｎｔ）」文書しか含まれないように（図４内の
ヒット１００の先からのテールレベル参照）Ｎはクエリーの広いセット（ｗｉｄｅ　ｓｅ
ｔ　ｏｆ　ｑｕｅｒｉｅｓ）の適切なスコアプロファイルに一致しない。Ｎに対する一般
的な値を見つけたりクエリーだけから値を推定することはできない。たとえこのようなＮ
が見つかっても、適切な文書内に十分な範囲のレレバンススコアがあり全文書がレレバン
ススコアに無関係に同等にカウントされる。
【００２９】
　しかしながら、前記したことから判るようにナビゲーションおよびナビゲーションツー
ルにはいくつかの欠点があり、特に、検索結果の品質改善を保証し品質の不適切な測度を
使用して引き出される問題に取り組むアプリケーションすなわちクエリーの改良に関して
、明白な例は再現率が適合率よりも優先されるケースである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３０】
　したがって、本発明の第１の主要な目的はクエリー改良にナビゲーション方法が適用さ
れる時に検索結果の品質を改善することである。
【００３１】
　本発明の第２の目的は、ナビゲーションが使用されるか否かにかかわらず、クエリーに
応答して戻される事実（ｆａｃｔｓ）間の関係の信頼性を改善することである。
【００３２】
　本発明のもう１つの目的は再現率が高くて適合率が低すぎるために生じて、たとえば、



(7) JP 4861961 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

利用可能な画面ディスプレイ容量のオーバフローを生じ、それはディスプレイ容量が制約
された装置、たとえば、モバイル装置を情報検索に使用する時に特に問題となる情報過負
荷を回避することである。
【００３３】
　本発明のさらなる目的は利用可能なネットワーク帯域幅の利用を最適化し、思わしくな
いアグリゲーションによる輻輳を回避することである。
【００３４】
　本発明の最後の目的は本発明の方法をサポートし実現できる検索エンジンを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　前記した目的およびさらなる特徴および利点は本発明に従った方法により実現され、そ
れは文書スコープ、それらの値、およびリザルトセットを横切る関連する重みの要約情報
を計算し、値を要約値メトリック（ＳＶＭ：Ｓｕｍｍａｒｙ　Ｖａｌｕｅ　ｍｅｔｒｉｃ
）により重み付けすることにより特徴づけられ、前記要約値メトリックは属性値の重み付
けされた統計的および動的性質の結合であり、属性値の確率の測度を提供する。
【００３６】
　前記した目的およびさらなる特徴および利点は、また、本発明に従った検索エンジンに
より実現され、それは階層型スコープ（ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　ｓｃｏｐｅｓ）への
要約値メトリクス（ＳＶＭ）を指定する第１のモジュールであって、前記第１のモジュー
ルはコンテンツＡＰＩまたはコンテンツ解析段階内に含まれる第１のモジュールと、コン
テンツ内の明白なフォーマット構造認識からスコープを生成する第２のモジュールおよび
、コンテンツの解析からスコープを生成する第３のモジュールであって、前記第２および
第３のモジュールはコンテンツ解析段階内に含まれて前記生成されたスコープへ要約値メ
トリクスを割当てるようにされている前記第２および第３のモジュールと、スコープ、値
およびＳＶＭをインデクシング（ｉｎｄｅｘｉｎｇ）する第４のモジュールであって、前
記第４のモジュールはコア検索エンジンのインデックスサブシステム（ｉｎｄｅｘｉｎｇ
　ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）内に含まれる第４のモジュールとを含むことにより特徴づけられ
る。
【００３７】
　本発明のさらなる特徴および利点は添付された従属請求項から明らかである。
【実施例】
【００３８】
　本発明はその一般的概念および特徴の下記の検討およびそれらを実際の応用に関連付け
添付図と共に読み出してその実施例を例示する検討からより良く理解される。本発明は文
書レベルおよびサブ文書レベル（文脈ナビゲーション）で関連付けられた属性の要約化の
両方に応用される。文書レベルアグリゲーションおよびナビゲーションはサブ文書レベル
におけるアグリゲーションおよびナビゲーションの特殊なケースである。以下において、
文書レベル・ナビゲーションの特殊なケースについて最初に検討する。
【００３９】
　リザルトセット内の各文書をカウントするのではなく、本発明は属性値に関連付けられ
たいくつかの静的および動的性質を重み付けし、これらを結合して要約値メトリクス（Ｓ
ＶＭ）とし、これらのＳＶＭをリザルトセットを横切ってアグリゲートする方法およびシ
ステムを教示する。典型的に、ＳＶＭはその値を有する属性に対する確率または確信スコ
ア（ｂｅｌｉｅｆ　ｓｃｏｒｅ）である。
【００４０】
　本発明において、重みという用語は入力値ｘの任意の変換ｆ（ｘ）に対して使用され、
線型スケーリングは特殊なケースｆ（ｘ）＝ａ＊ｘである。多数の入力（ｘ１，ｘ２，ｘ

３，．．．）に対して、変換ｆ（ｘ１，ｘ２，ｘ３，．．．）は一般的に入力の非線形結
合である。
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【００４１】
　個別の属性－値対（ａｔｔｒｉｂｕｔｅ－ｖａｌｕｅ　ｐａｉｒｓ）に対するＳＶＭは
、たとえば、確率を合計することによりリザルトセットを横切ってアグリゲートされる。
任意のこのようなアグリゲーションの決定的な性質（ｃｒｕｃｉａｌ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ
）は定められた属性に対して最もレレバントな値がアグリゲーション内を支配するように
最高確率へ向かうバイアスがなければならないことである。
【００４２】
　多くの情報検索システムにおいてレレバンススコアは正規化されない。レレバンススコ
アの主要な目的は、プレゼンテーション内のレレバンシーを示すだけでなく最もレレバン
トなヒットを提示する前に文書をランク付け（ソーティング）することである。図４のレ
レバンススコアに対して、アグリゲーションはテールレベルを推定しこのレベルよりも上
の値を全体で一意値当り累積する。合計に対する割り合い又は比率（ｆｒａｃｔｉｏｎ　
ｗｉｔｈ　ｒｅｇａｒｄ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｔｏｔａｌ）は、前に使用したカウントと同じ
であるが最もレレバントな文書へ向かうバイアスを有する、その属性－値対の有意性の測
度である。
【００４３】
　正式に、クエリーＱの文脈内の文書ｄに対する正規化されたレレバンススコアはｐ（ｄ
）である。クエリーＱが文書と一致しなければ確率は０である。正規化されたレレバンス
スコアは属性ａ上のナビゲータ内の値νに対する文書の累積を評価する（ｗｅｉｇｈ　ｔ
ｈｅ　ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ）のに使用される。
Ｒ（ａ，ν）＝Σｐ（ｄ）ｉｆ　ν　ｉｎ　ｄ（ａ）［ｓｕｍ　ｏｖｅｒ　ａｌｌ　ｄ　
ｉｎ　Ｄ］
【００４４】
　コンテンツが分割されて（ｐａｒｔｉｔｉｏｎｅｄ）部分リザルト（ｐａｒｔｉａｌ　
ｒｅｓｕｌｔ）を計算する各パーティション上に自律的検索システムがあれば、この部分
リザルトは他のパーティションからの他の部分結果とマージされる（図５）。部分リザル
トはアグリゲーションを含むが、特に、非線形性が含まれる場合は前記正規化およびアグ
リゲーションはグローバル同期化（ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ）を
必要とすることがある。この場合、パーティションが最初にリザルトセットとパーティシ
ョンが最終アグリゲーションを計算する前に中央処理されるあるアグリゲーションパラメ
ータとを計算するツーパスプロトコル（ｔｗｏ－ｐａｓｓ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を必要と
することがある。
【００４５】
　テールレベル（ｔａｉｌ　ｌｅｖｅｌ）よりも上のレレバンススコアを累積する特殊な
ケースでは、（値、レレバンススコア合計、カウントの）三つ組みが各一意的属性－値対
に対して戻されるワンパスプロトコルで十分である。グローバルレレバンススコアテール
レベルは部分リザルトセット（ｐａｒｔｉａｌ　ｒｅｓｕｌｔ　ｓｅｔｓ）をマージする
時に推定される。属性アグリゲーションがマージされると、グローバルテールレベル倍し
たヒットカウント（ｇｌｏｂａｌ　ｔａｉｌ　ｌｅｖｅｌ　ｔｉｍｅｓ　ｔｈｅ　ｈｉｔ
　ｃｏｕｎｔ）がレレバンススコア合計から減じられる。アグリゲーションを正規化する
ために、部分リザルトセットはそれを横切って属性当り（レレバンススコア合計、カウン
ト）を含むこともできる。それによりグローバルテールレベルよりも上のグローバルレレ
バンススコアを計算して正規化に使用することができる。従来の正確なヒットカウントは
依然としてプロトコル内で得られる。
【００４６】
　正確なカウントを期すためには、非常に小さなカウントを有する属性値がグローバルに
はトップランク値となることがあるため、全属性値をグローバルマージ内に含めなければ
ならない。グローバルマージャーが特定の属性－値対の統計を要求するマルチパスプロト
コルは幾分レーテンシを増加はさせるがアグリゲーション帯域幅を低減する。
【００４７】
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　アグリゲーション内の値はレレバンススコアに従ってランク付けされ、値は本質的にフ
ァジーである。正確なカウントとは対照的に、値は容易に検証することはできず、エラー
の余地がある。エラー制約を満足させる必要があるアグリゲートされた値の数が正確なカ
ウントに対するものよりも少なくなるように、アグリゲーションをあるエラー制約と関連
付けることができる。特に、最大エラーｅが定められると、各パーティションはｅ／Ｎよ
りも少ないレレバンススコアを有する属性値をドロップすることができ、Ｎはパーティシ
ョン数である。グローバルレレバンススコア上の属性アグリゲーションを切り捨てるため
に、グローバルレレバンススコアが第１のパス（たとえば、テール推定）で計算されグロ
ーバルレレバンススコアに依存して局所アグリゲーションが実施されるツーパスプロトコ
ルが必要とされることがある。アグリゲーション（すなわち、シャローアグリゲーション
）に対して使用される最高ランク文書数を指定する時は、同じ方法を使用してアグリゲー
タ当りのエラー（ｅｒｒｏｒ　ｐｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｏｒ）を推定することができる
。アグリゲーションのプレゼンテーションはエラーを示したり高すぎるエラーを有するア
グリゲーションを単純にドロップすることができる。
【００４８】
　文書は定められた属性に対して１つ以上の値としか関連付けられないだけでなく、ファ
ジーメンバシップ得点、たとえば、その特定値ｐ（ｄ，ａ，ν）を有する確率と関連付け
ることもできる。これは文書を検索できるようにする前に、文書前処理中またはコンテン
ツをプッシュするクライアントを介して割当てられる事前重み（ｐｒｉｏｒｉ　ｗｅｉｇ
ｈｔ）である。アグリゲーションは関数ｆ、たとえば和（ｓｕｍ）を介したアグリゲート
、を介した全体（正規化）文書レレバンススコアだけでなくこの属性値重み（ａｔｔｒｉ
ｂｕｔｅ　ｖａｌｕｅ　ｗｅｉｇｈｔ）も考慮する。
Ｒ（ａ，ν）＝Σｆ（ｐ（ｄ），ｐ（ｄ，ａ，ν））ｉｆ　ν　ｉｎ　ｄ（ａ）［ｓｕｍ
　ｏｖｅｒ　ａｌｌ　ｄ　ｉｎ　Ｄ］
【００４９】
　関数ｆはリザルトセットの他のオブジェクト、他の属性、付加演算子、または前記した
システムおよび方法が階層型文書およびクエリーに応用されるように一般化される次節に
記載される他のアグリゲータも考慮する。
【００５０】
　重みｐ（ｄ，ａ，ν）は、たとえば、文書ｄの言語を属性ａに割当てることにより、た
とえば、分類プロセスから引き出すことができる。表１は４サンプル文書上での言語検出
に対する非正規化確率得点（ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ　ｓｃｏｒｅ）を示す。２つのノル
ウェー語“ｎｂ”および“ｎｎ”、スエーデン語（“ｓｖ”）、デンマーク語（“ｄａ”
）の検出には明らかにあいまいさがある。困難な演繹的分類を行うのではなく、検索およ
びアグリゲーション品質は不確かさを一致プロセスおよびアグリゲーションまで持ってく
ることにより改善する。
【表１】
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【００５１】
　文書に関連付けられる各言語はその言語の確率と共に値ν内にｐ（ｄ，ａ，ν）として
入れられる。多言語またはあいまいな文書には、たとえば、「言語“ｌａｎｇｕａｇｅ”
」属性内の下記の値｛（“ｅｎ”，０．９），（“ｊａ”，０．２）｝を割当てることが
でき、もう１つの文書は値｛（“ｅｎ”，１．０）｝を有する。「言語“ｌａｎｇｕａｇ
ｅ”」属性にわたるこれら２つのアグリゲーション（和を介した）は｛（“ｅｎ”，１．
９），（“ｊａ”，０．２）｝となる。ユーザが言語、たとえば、“ｅｎ”を選出すると
、リザルトセットは言語フィルタにかけられて、ある閾値よりも上の“ｅｎ”得点を有す
るリザルトセットのサブセットを選出するか、あるいはそれらの“ｅｎ”得点に従って文
書をブーストする。“ｅｎ”のブーストの相対的重みはリザルトセットおよび言語ナビゲ
ータのレレバンス統計の解析から決定することができる。
【００５２】
　任意の特徴抽出が不確かさおよび確率と関連付けられる。本発明はハード２進判断（ｈ
ａｒｄ　ｂｉｎａｒｙ　ｄｅｃｉｓｉｏｎ）を行ってこれらの２進値をアグリゲートする
のではなく、確率をアグリゲートしてユーザにアグリゲーションを提示することによりこ
れらの確率を処理する。情報検索に対する特徴抽出は、たとえば、言語検出、トピック分
類、画像解析、音響解析（たとえば、音声からテキスト）、および映像解析を含む。
【００５３】
　特定のクエリーに関連付けられた文書スコープの概観を得ることは、クエリーに関連付
けられた事実を推論できるようにするだけでなく、欲しい情報があるリテラル文脈を調べ
る検索を改良するために非常に貴重である。これは文脈ナビゲーションに頼って、すなわ
ち、最初に戻された情報の文脈を使用して行うことができる。このような文脈情報の品質
は、下記の検討から明らかなように、サブ文書コンテンツ要素に適用される時により高く
なる。
【００５４】
　本発明は階層型コンテンツ（たとえば、一般的にＨＴＭＬ，ＸＨＴＭＬ，およびＸＭＬ
で表される）およびクエリー（たとえば、全文拡張を含むＸＰａｔｈおよびＸＱｕｅｒｙ
）にも応用される。このケースにおける文書の表現はＸＭＬデータモデル［ｈｔｔｐ：／
／ｗｗｗ．ｗ３．ｏｒｇ／ＸＭＬ／Ｄａｔａｍｏｄｅｌ．ｈｔｍｌ］，すなわち、階層型
指定要素（ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　ｎａｍｅｄ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）とすることがで
き、要素はリテラルコンテンツ、サブ要素、指定スコープ（ｎａｍｅｄ　ｓｃｏｐｅｓ）
を有することができる。前に参照した文書モデルは文書が指定要素のセット（典型的には
フリーテキスト検索に使用される）および検索、およびアグリゲートに使用される指定ス
コープのセットを有する特殊なケースである。
【００５５】
　要素とスコープとの間の区別はむしろ偶然の一致による。本発明において属性値、属性
アグリゲーション、および属性ナビゲーションを参照する時は、文書スコープを有する両
方のトップレベル属性、サブ文書要素上の属性、およびサブ文書要素を含める。たとえば
、人名は文要素のリテラルコンテンツ内の要素である、文内の人名上にアグリゲートする
ことは完全に可能である。本発明は要素および属性の両方へのアグリゲートを教示し、下
記の任意特定の言葉使いは両方を示唆する。スコープという用語はここでは要素および要
素属性の両方を含む。
【００５６】
　情報検索システムはストリングスコープ（ｓｔｒｉｎｇ　ｓｃｏｐｅｓ）のリテラルコ
ンテンツをトークン化する、すなわち、コンテンツを人間ユーザにより知覚される検索可
能なアトミックユニット（ａｔｏｍｉｃ　ｕｎｉｔｓ）、トークン、へ分割する。西洋の
言語（ｗｅｓｔｅｒｎ　ｌａｎｇｕａｇｅｓ）に対して、これらのユニットはほぼワード
レベルであり、コンテンツ一致（ｃｏｎｔｅｎｔ　ｍａｔｃｈｉｎｇ）を句読点（ｐｕｎ
ｃｔｕａｔｉｏｎ）等に対して鈍感にする。ある言語はこのようなトークンの明白な分離
がなく文脈依存方法を必要とする。構造全体を通してコンテンツは要素属性コンテンツに
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影響されない単調増加位置（たとえば、文字位置およびトークン位置）を有する。
【００５７】
　トークンを選出する述語またはスコープ発生の形の多数の制約を含むクエリーは一致間
の距離（ｄｉｓｔａｎｃｅ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　ｍａｔｃｈｅｓ）を含むレレバン
ススコアを計算することができる。この距離はコンテンツ内の直接の位置距離（ｓｔｒａ
ｉｇｈｔ－ｆｏｒｗａｒｄ　ｐｏｓｉｔｉｏｎａｌ　ｄｉｓｔａｎｃｅ）に関して定義す
ることができる、例えばトークン距離である。近接レレバンススコア（ｐｒｏｘｉｍｉｔ
ｙ　ｒｅｌｅｖａｎｃｅ　ｓｃｏｒｅ）は、たとえば、ＡＮＤまたはＯＲ演算子（ｏｐｅ
ｒａｔｏｒｓ）に対して暗黙（ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ）に含めることができ、あるいは、
たとえば、“ｔｏ”ＮＥＡＲ“ｂｅ”を検索する明示な近接演算子（ｅｘｐｌｉｃｉｔ　
ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｏｐｅｒａｔｏｒｓ）内に含めることができる。明示な近接演算子
は引数の順序では鈍感にしか一致することができないが、それでもレレバンススコアを順
序で区別できる、すなわち、相対距離については否定的（ｎｅｇａｔｉｖｅ）である。暗
黙近接レレバンスも引数順序（ａｒｇｕｍｅｎｔ　ｏｒｄｅｒ）（たとえば、ＡＮＤ演算
子）に依存することができる。
【００５８】
　クエリーは術語のセット（ａ　ｓｅｔ　ｏｆ　ｐｒｅｄｉｃａｔｅｓ）が評価される構
造的文書スコープを指定する。レレバンススコア、位置情報、要素意味論（ｅｌｅｍｅｎ
ｔ　ｓｅｍａｎｔｉｃｓ）、要素統計（ｅｌｅｍｅｎｔ　ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ）（たと
えば、グローバルでのおよび文書当り（ｐｅｒ　ｄｏｃｕｍｅｎｔ）のこのような要素数
）、要素サイズ、文脈内に適用される述語／演算子（ｔｈｅ　ｐｒｅｄｉｃａｔｅｓ／ｏ
ｐｅｒａｔｏｒｓ　ａｐｐｌｉｅｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｏｎｔｅｘｔ）を含む各一致する
このようなスコープに対するクエリー評価文脈があり、特に、文脈内の述語というターム
（ｔｈｅ　ｔｅｒｍ　ｐｒｅｄｉｃａｔｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｏｎｔｅｘｔ）はレレバ
ンス統計－たとえば、この文書内で、文脈内にグローバルに存在するターム数等を含む。
クエリー文脈は文書スコープと関連付けられる、すなわち、その文脈内の述語が適用され
る文書スコープに関連付けられる。たとえば、文内に述語を有するクエリーは文に関して
他のスコープ（たとえば、ＸＰａｔｈ仕様内の軸）を参照できる文クエリー文脈を有する
。各スコープ値はそれをアグリゲートする時に使用される事前レレバンススコア（ｐｒｉ
ｏｒｉ　ｒｅｌｅｖａｎｃｅ　ｓｃｏｒｅ）（重み（ｗｅｉｇｈｔ））と関連付けられる
。クエリー文脈はクエリー内で指定される祖先クエリー文脈（ａｎｃｅｓｔｏｒ　ｑｕｅ
ｒｙ　ｃｏｎｔｅｘｔｓ）も含んでいる。特に、グローバル文書属性を含むグローバルク
エリー文脈は各クエリー評価文脈から入手可能である。
【００５９】
　クエリーは選出基準を定義するものの他にアグリゲートだけのためのソフト関連述語（
ｓｏｆｔ　ｒｅｌｅｖａｎｃｅ　ｐｒｅｄｉｃａｔｅｓ）を定義することができる。たと
えば、“ｓａｉｄ”および会社スコープを含む全文スコープ（ａｌｌ　ｓｅｎｔｅｎｃｅ
　ｓｃｏｐｅｓ）の選出、これら２つの制約の位置近似を含むレレバンススコアの算出、
レレバンススコアにより重み付けされた会社値のアグリゲートおよび“Ｉｎｃ”を含む会
社値への追加ブーストの付与。
【００６０】
　文脈ナビゲーション、特に、事実発見（ｆａｃｔ　ｆｉｎｄｉｎｇ）中に情報の位置近
似はしばしば意味関連度（ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　ｓｅｍａｎｔｉｃ　ａｓｓｏｃｉａｔｉ
ｏｎ）に対応する。近似概念（ｐｒｏｘｉｍａｌ　ｃｏｎｃｅｐｔｓ）は通常より高い意
味関連度を有する。しかしながら、絶対的距離限界（ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｄｉｓｔａｎｃ
ｅ　ｌｉｍｉｔ）は決定するのが困難である。それはコンテンツおよびクエリーの両方の
性質に依存する。ある概念は冗長な談話（ｖｅｒｂｏｓｅ　ｄｉｓｃｏｕｒｓｅ）（広い
文脈）内に存在し他は簡潔なリスト（ｔｅｒｓｅ　ｌｉｓｔｓ）（狭い文脈）内に存在す
る。挑戦（ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）は著しく適切な関連を含むのに十分狭い場合に統計的証
拠を得るのに十分なデータを得るのに十分広い最適文脈を選択することである。したがっ
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て、リザルトセットに対して元々考慮された適合率－再現率トレードオフは良品質文脈ナ
ビゲータに対して極めて重大となる。どんなエンティティおよびエンティティ値がある他
の述語に関連付けられるかに関心を持っている場合、ユーザは文脈を指定しない。このよ
うな適切な関連を見つけるための適切な文脈を選出するのは情報検索システムまでである
。
【００６１】
　一致のために特定のトークン距離近接述語およびアグリゲーションのための重みを付与
する時（Ｗｈｅｎ　ｉｍｐｏｓｉｎｇ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｔｏｋｅｎ　ｄｉｓｔａｎｃ
ｅ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｐｒｅｄｉｃａｔｅｓ　ｆｏｒ　ｍａｔｃｈｉｎｇ　ａｎｄ　
ｗｅｉｇｈｔｓ　ｆｏｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）は、文字またはトークン／語に関し
て距離を予測するのが困難になることがある。多くの場合、文書スコープに関して距離を
指定することは手元のタスクによりぴったり適合し、より正確な結果を与えるだけでなく
一致および重み付けの指定（ｔｏ　ｓｐｅｃｉｆｙ　ｔｈｅ　ｍａｔｃｈ　ａｎｄ　ｗｅ
ｉｇｈｉｎｇ）をより容易にする。たとえば、クエリーは５つの文内の２つの述語を検索
して一方の述語のアグリゲーション重み（ｗｅｉｇｈｔｓ）を述語がどれだけ多くの文か
ら離れているかの関数として指定することができる。もう１つの例は、中間の名詞句の数
により重み付けされる場所“Ｏｓｌｏ”の３つの文内の名詞句をアグリゲートする（ａｇ
ｇｒｅｇａｔｅ　ｎｏｕｎ　ｐｈｒａｓｅｓ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｒｅｅ　ｓｅｎｔｅｎ
ｃｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　“Ｏｓｌｏ”ｗｅｉｇｈｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ
　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｉｎ－ｂｅｔｗｅｅｎ　ｎｏｕｎ　ｐｈｒａｓｅｓ）。
【００６２】
　２つの述語間のもう１つの距離測度はもう１つの述語により選出されたスコープのアグ
リゲーションである。この距離測度は名詞句が文内に“Ｏｓｌｏ”の後で現われる名詞句
のアグリゲーションの重み付け（ｗｅｉｇｈｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　ａ　ｎｏｕｎ　ｐｈｒａｓｅ）に使用することができ、重み（ｗｅｉｇｈｔ
）は中間形容詞スコープの感情属性の関数（ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｅｎｔ
ｉｍｅｎｔ　ａｔｔｒｉｂｕｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｎ－ｂｅｔｗｅｅｎ　ａｄｊｅｃｔ
ｉｖｅ　ｓｃｏｐｅｓ）である。
【００６３】
　高品質連関（ｈｉｇｈ　ｑｕａｌｉｔｙ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｓ）を見つけるため
に、たとえば、文レベルにおける、最初に狭い文脈を検索しアグリゲートする（すなわち
、ナビゲータを計算する）ことができる。そこに十分な証拠（ｅｖｉｄｅｎｃｅ）があれ
ばそれをユーザに提示し、そうでなければ、たとえば文節レベルにおいて、幾分広い文脈
を試みる。まだ十分一致する文節がなければ、全文書を横断しクエリーを適用することに
頼りグローバル文書－レベル属性を使用する。
【００６４】
　もう１つの方法はトークン位置に関して（ｃｏｎｔｅｘｔ　ｗｉｄｔｈ）を指定する、
たとえば、最初に述語およびアグリゲートされるべきスコープ間の５トークンの間隙で試
み、次に、十分なデータがアグリゲートされまで間隙を増加しそれをユーザに提示する。
【００６５】
　接近（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ）がレレバンススコアに著しく寄与する時は、広い文脈を第
１の試みにおいて使用することができ、近接距離がアグリゲートされた値を変調して（ｔ
ｈｅ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｄｉｓｔａｎｃｅ　ｍｏｄｕｌａｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｅｄ　ｖａｌｕｅｓ）最もレレバントな関連に向かうバイアスを達成する。こ
のスキームにおいて、引き続くより広い検索が必要となることはありそうにない。しかし
ながら、文脈が段階的に増加して、構造要素に関してまたは位置距離に関して十分なデー
タを得ると、アグリゲーションはさまざまなレベルにおけるデータを結合してより狭い文
脈をより広いものよりも高く評価することができる。この種のアグリゲーションは各レベ
ルにおける結果の性質を解析してアグリゲートされた値を結合する適切な方法を決定しな
ければならない。これに基づいたデータの結合、すなわちデータの階層およびレベルを考
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慮した結合はメタアグリゲーション（ｍｅｔａａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）と呼ばれ後述す
る。
【００６６】
　スコープ値の重み付け（ｗｅｉｇｈｉｎｇ　ｏｆ　ｓｃｏｐｅ　ｖａｌｕｅｓ）は関係
（ｒｅｌａｔｉｏｎ）がクエリー内に指定される他のスコープに依存することができる。
たとえば、人名のアグリゲーションは、他のレレバンスメトリクスの他に、親文上の感情
により重み付けされ（ｗｅｉｇｈｔｅｄ　ｂｙ　ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｐ
ａｒｅｎｔ　ｓｅｎｔｅｎｃｅ）ポジティブな文脈内の人名がより高く重み付けされる（
感情上の数値を仮定して）。重み付け（ｗｅｉｇｈｉｎｇ）は文脈コンテンツが、たとえ
ば、各名前に関連付けられたタイトルにより人名を重み評価するのに使用できるように値
のマッピングを含む。このようなアグリゲーションはスコープ値に関連付けられたインデ
クシング時間算出重み（ｉｎｄｅｘｉｎｇ－ｔｉｍｅ　ｃａｌｃｕｌａｔｅｄ　ｗｅｉｇ
ｈｔｓ）上で行うことができる。この方法はより高い性能を提供できるがクエリー時間に
（ａｔ　ｑｕｅｒｙ　ｔｉｍｅ）このようなアグリゲーションを定義することに関する柔
軟性の欠如の問題がある。
【００６７】
　概念的に、他のナビゲータから推論されたレレバンスによりスコープ値の重み付けをす
る（ｗｅｉｇｈ　ｓｃｏｐｅ　ｖａｌｕｅｓ）こともできる（クエリー改良オプションは
必要とされないため、実際はアグリゲーションである）。たとえば、価格範囲は、低価格
であればいかなる色であろうとより適切であるが、高価格に対しては人は正確な色を欲し
がるように、価格範囲は色の重み付けをすることができる。前と同様に、同じ述語を文脈
レベル、たとえば、文またはトークン近接に適用できるが重み付けされた色アグリゲーシ
ョンに対する適切な証拠を集めるのに不十分なデータであれば、価格アグリゲーションは
価格のリザルトセット距離に従って色を重みを評価する（ｗｅｉｇｈｓ）（価格アグリゲ
ーションも評価できる）。
【００６８】
　従来、ナビゲーション中のクエリー改良は任意のレレバンススコアを適用せず、異なる
セット（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｓｅｔ）を使用して暗黙的にのみ、クエリー内のフィルタ
制約を本質的に変えるリザルトサブセットの選出および非選出（ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ａ
ｎｄ　ｄｅ－ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）である。本発明により、アグリゲーションおよびナビ
ゲーション経験はきちんとした（ｃｒｉｓｐ：クリスプ）フィルタリング演算子ではなく
クエリーへソフト制約（ｓｏｆｔ　ｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｓ）を加える（または除去する
）クエリー改良を使用して「よりソフトに（ｓｏｆｔｅｒ）」することができる。たとえ
ば、クエリー改良はオリジナルクエリーのアンドライク演算子（ａｎｄ－ｌｉｋｅ　ｏｐ
ｅｒａｔｏｒ）および推論ネットワークまたはファジー論理内のソフトナビゲーション述
語を加えることができる。オリジナルクエリーおよび加えられたナビゲーション述語はリ
ザルトセットおよびナビゲータの解析に従って重み付けされる（ｗｅｉｇｈｔｅｄ）。た
とえば、ナビゲーション述語の重みは小さなリザルトセットよりも巨大なリザルトセット
に対してより高くより制約的となる。小さなリザルトセットに対しては、ヒットリストの
再ランク付けが有効となることがある。本発明により、リザルトセットのレレバンスを変
えるクエリー改良は従来のきちんとしたフィルタリングと同じ効果をナビゲータ内に達成
することができる。
【００６９】
　要約値メトリクス（ＳＶＭ）は、たとえば、Ｊａｖａ（登録商標）コードに関して、ク
エリー内に定義されたカスタムコード（ｃｕｓｔｏｍ　ｃｏｄｅ）に基づいて計算するこ
とができる。たとえば、Ｊａｖａ（登録商標）コードはアグリゲーションが小文字値（ｌ
ｏｗｅｒ　ｃａｓｅ　ｖａｌｕｅｓ）上にあり、値内に大文字（ｕｐｐｅｒ　ｃａｓｅ　
ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ）が存在すれば値当たりＳＶＭは増加したと指定することができる
。クエリーは値上のカスタムアグリゲーションおよびＳＶＭも指定することができる。た
とえば、カスタムコードは文書内の一意的値をアグリゲートすることができ、一意的値当
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たりの最大ＳＶＭを選出する。ＸＱｕｅｒｙ全文またはオントロジー言語を含む、他の言
語、たとえば、ＸＰａｔｃｈまたはＸｑｕｅｒｙを使用することができる。
【００７０】
　コンテンツは様々なものとして多数のスキーマ（ｓｃｈｅｍａｓ）に付着することがで
きる。ある情報検索システムにより特定の検索スキーマへ正規化する必要なしにコンテン
ツを受け入れる（ｉｎｇｅｓｔｅｄ）ことができる。各コンテンツスキーマの特定の検索
スキーマへのマッピングを定義するタスクは巨大で決して終わらない。検索スキーマおよ
びマッピングは検索アプリケーションが発展するにつれ変化する。クエリー時間において
（ａｔ　ｑｕｅｒｙ－ｔｉｍｅ）マッピングを定義すればより柔軟性が与えられる。本発
明により多数のスキーマを横切るアグリゲーションは検索スキーマに含まれマッピングさ
れる指定されたスコープ間の意味距離を考慮することができる。マッピングは予め行って
値を意味距離（重みとしての）と関連付けるか、あるいはクエリー時間に行うことができ
る。たとえば、コンテンツ内の下記のスコープは意味距離（“ｃｕｓｔｏｍｅｒ”，０．
５），（“ｐｅｒｓｏｎ　ｎａｍｅ”，１．０），（“ａｃｃｏｕｎｔｈｏｌｄｅｒ”，
０．８），（“ｏｗｎｅｒ”，０．７）により重み付けされる検索スキーマ内の“ｎａｍ
ｅ”内へアグリゲートすることができる。
【００７１】
　図６はコンテンツスキーマ“Ｃｏｎｔａｃｔｓ”Ｘ０１および“Ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ”
Ｘ０２の検索スキーマ“ＳｅａｒｃｈＳｃｈｅｍａ”Ｘ０３へのプリ・インデクシングま
たはクエリー時間における（ｐｒｅ－ｉｎｄｅｘｉｎｇ　ｏｒ　ａｔ　ｑｕｅｒｙ　ｔｉ
ｍｅ）－マッピングを示す。“Ｃｏｎｔａｃｔｓ”スキーマＸ０１内で、“ＷｏｒｋＰｈ
ｏｎｅ”，“Ｈｏｍｅｐｈｏｎｅ”，および“ＭｏｂｉｌｅＰｈｏｎｅ”フィールドは全
て検索スキーマＸ０３（赤線）内の“ＰｈｏｎｅＮｕｍｂｅｒ”へマッピングされるが、
プライベートコンタクトであるかビジネスコンタクトであるかに応じて、たとえば、家ま
たは仕事で人とコンタクトするペナルティを考慮する異なる重みでマッピングされる。図
６は“Ｃｏｎｔａｃｔｓ”Ｘ０１内の“ＥｍａｉｌＮａｍｅ”の検索スキームＸ０３（緑
線）内の多数のフィールドへのマッピングも示しており、各々が異なる重みを有する。双
方向マッピングのあいまいさに（ｂｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ｍａｐｐｉｎｇ　ａｍ
ｂｉｇｕｉｔｉｅｓ）関連する重みが、値をアグリゲートする時だけでなく、検索結果リ
スト内のヒットの一致およびランク付けの両方に使用される。検索およびアグリゲートは
使用ケースに対して適切な検索スキーマに関するものである。多数の使用ケースに一致す
るいくつかの検索スキーマがあることがある。検索スキーマＸ０３はクエリーが情報検索
システム内に存在する、たとえば、ＸＭＬ表現の物理的スキーマＸ０１およびＸ０２をカ
バーするように拡張される点で論理１となることがある。あるいは、システム内の情報は
プリ・インデクシング時間（ｐｒｅ－ｉｎｄｅｘｉｎｇ　ｔｉｍｅ）に正規化されてスキ
ーマＸ０３を検索しその表現（ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ）内に格納されることがあ
る。２つの代替策の混合により検索スキーマ内にフィールド当たり柔軟性対性能の交換が
提供される。
【００７２】
　事実および知識を発見する時、すなわち、情報検索システム内の選出された文書のコン
テンツ内の強い関連（ｓｔｒｏｎｇ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｓ）を探す時は、全スコー
プを横切る（スコープ、値）関連をマージして減少するレレバンスメトリクスをソートす
るのが興味深いかもしれない。マージするスコープの集合は、恐らくは全アグリゲーショ
ンを横切って、クエリー内に定義することができる。
【００７３】
　本発明は、たとえば、人名および「誕生」を含む文内のデータの同時発生マイニングに
も応用できる。この場合、評価の利点は人と誕生日間のより良い関連を与えることである
。たとえば、人と「誕生」間の名詞句は「ビルクリントンの妻は１９４７－１０－２６に
生まれた」という形の文が「ビルクリントン」と日付間の強い関連を作らないように関連
の重みを下げることができる（ｃｏｕｌｄ　ｗｅｉｇｈｔ　ｔｈｅ　ａｓｓｏｃｉａｔｉ
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ｏｎ　ｄｏｗｎ）。
【００７４】
　図７は会社名が緑でハイライトされ、食料雑貨店（すなわち言語変形（ｌｉｎｇｕｉｓ
ｔｉｃ　ｖａｒｉａｎｔｓ））が赤でハイライトされ、形容詞が黄色でハイライトされた
２つの文Ｘ０１およびＸ０２を示す。文Ｘ０１は会社名Ｘ０３、形容詞Ｘ０４、および基
本形式「食料雑貨店（ｇｒｏｃｅｒｙ）」に関連付けられる「食料雑貨店（ｇｒｏｃｅｒ
ｉｅｓ）」Ｘ０５を含んでいる。文Ｘ０２は「食料雑貨店（ｇｒｏｃｅｒｙ）」Ｘ０６お
よび会社名Ｘ０７を含んでいる。クエリーは“Ｉｎｃ”を含む会社をブーストしながら「
食料雑貨店（ｇｒｏｃｅｒｙ）」と同じ文内の会社名のアグリゲーションを指定する。こ
のようにして、ＳＶＭはクエリー内の述語間の文書内の近くでトークンまたは語位置また
はヴィジュアル（ｖｉｓｕａｌ）に応答するようにされ、あるいは、同様にクエリー内の
述語間の文書内の文字位置近接に応答するようにされる。トークン距離による近接の測定
は必ずしもトークン間の視覚距離を表す必要はない。あるトークンは他よりも長く、句読
点、文字は一列に生じレイアウトは、たとえば、トークンを分離するテーブルを含むこと
がある。たとえば、トークンとエンティティスコープ間の視覚距離は要約値メトリクスＳ
ＶＭ内に含まれることがある。「誕生」と同時に発生する人をアグリゲートする時は、視
覚的に「誕生」近くに現われる「人」スコープが好ましい。たとえば、２つの文節におい
て、
．．．ｉｎ　１９５３，ｔｈｅ　ｈｏｕｓｅ　ｗａｓ　ｔａｋｅｎ　ｏｖｅｒ　ｂｙ　Ｊ
ｏｈｎ　Ｓｍｉｔｈ．
Ｂｏｒｎ　ｉｎ　１９６５，Ｊｕｌｉａ　Ｓｍｉｔｈ．．．
第１の文節は人スコープで終り、後続文節はトークン「誕生」で始り、人スコープおよび
トークン「誕生」はトークン近接に関して隣接しているが、視覚的には意味的にさらに離
れている。このケースにおいてＳＶＭに簡約を与えるために、文節スコープに暗黙的トー
クン分離を関連付けることができる。より進んだ方法は、たとえば、ＨＴＭＬを解釈する
ことにより文書フォーマット内の視覚レイアウトからトークン分離を引き出すことである
。もう１つの方法はクエリーが評価されるとコンテンツ内の一致間の視覚距離を計算でき
るように視覚位置をトークン位置に平行に関連付けることである。文Ｘ０２内の会社名Ｘ
０７はより良いトークン近接得点および正確な言語学的一致により文Ｘ０１内の会社名Ｘ
０３より高い重みを得る。言語学的変形は意味的あいまいさが導入されるケースではより
低い重みを有することがある。一方、クエリー内に指定されているように、会社名Ｘ０３
は“Ｉｎｃ”を含むための追加ブーストを得る。さらに、クエリーは形容詞「良い（ｇｏ
ｏｄ）」Ｘ０４が会社名Ｘ０３にブーストを与えるように中間形容詞上の感情にわたって
アグリゲーションを指定することができる。
【００７５】
　アグリゲーションは文書レベル上の文脈にも感応することができる。階層型分類法にお
ける同じノード内の支配的文書数はより広範な文書からの証拠のために幾分軽く重み付け
される（ｄｏｗｎ－ｗｅｉｇｈｔｅｄ）。分類法は重みと関連付けてアグリゲーションが
、たとえば、「ニュース（Ｎｅｗｓ）」カテゴリ内の文書からのスコープ値が「旅行（Ｔ
ｒａｖｅｌ）」カテゴリ内の文書からの値よりも高いと評価することができる。このよう
な分類法の例はＵＲＬ（ドメイン、ウェブサイト、ディレクトリ等のレベルを有する）、
概念的カテゴリ、プロダクト階層等の明白な分類、等である。
【００７６】
　このような分類法に対するサポートは、たとえば、ＯＷＬ，ＲＤＦ／ＲＤＦＳ，ＯＩＬ
，ＤＡＭＬ，ＤＡＭＬ＋ＯＩＬ，ＫＩＦ，ＯＣＭＬ，ＬＯＯＭ，ＫＭ，Ｆ－Ｌｏｇｉｃ，
ＯＫＢＣ，およびＣｙｃＬ（その他）等のオントロジー言語内に定義されたオントロジー
に一般化することができる。本発明において適用されるオントロジーについては後述する
。
【００７７】
　オントロジー内のいくつかのオブジェクトに部分的に関連付けられることがある文書が
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与えられると、スコープ値のレレバンス重みを推論する推論ルールを定義することができ
る（たとえば、前記言語内に）。概念的分類に関して、文書は「旅行（Ｔｒａｖｅｌ）」
および「ニュース（Ｎｅｗｓ）」の両方に属することができるが、確率は異なる。これら
の演繹的確率も前記したスコープ値重みに寄与する。
【００７８】
　また、オントロジーはアグリゲートされる値を各々が重みに関連付けられた多数の候補
値へマッピングすることができる。“ｆｏｏｄｋｉｎｄ”スコープは値“Ｇｒａｎｎｙ　
Ｓｍｉｔｈ”を有することがあり「りんご（ａｐｐｌｅ）」または「果物（ｆｒｕｉｔ）
」へマッピングされる。重みはやはり文書およびリザルトセット性質を考慮することがで
きるオントロジーに対する推論ルールにより決定することができる。最も単純なケースで
は、重みはオントロジー内の“ｉｓ－ａ”関係内の意味的距離から決定される。このよう
にして、値“Ｇｒａｎｎｙ　Ｓｍｉｔｈ”は文書内に事前重み０．９を運び、“Ｇｒａｎ
ｎｙ　Ｓｍｉｔｈ　ｉｓ　ａｎ　ａｐｐｌｅ”関係は重み０．９を有し、“ａｐｐｌｅ　
ｉｓ　ａ　ｆｒｕｉｔ”関係は重み０．８を有する。重みの単純なアグリゲートにより、
“ｆｏｏｄｋｉｎｄ”ナビゲータは３つの（値、重み）対、（“Ｇｒａｎｎｙ　Ｓｍｉｔ
ｈ”，０．９），（“ａｐｐｌｅ”，０．８１），および（“ｆｒｕｉｔ”，０．６４８
）を与えられる。
【００７９】
　図８はオントロジーＸ０１に関連付けられた文書Ｘ０６内の概念のアグリゲーションを
示す。文書Ｘ０６は異なる強度でノードＸ０２，Ｘ０４，およびＸ０５に関連付けられる
。オントロジー内で、ノードＸ０５はたとえばユーザプロファイルに基づいてＸ０４がノ
ードＸ０３に関連付けられるよりも強力にノードＸ０３に関連付けられる。Ａｍｅｒｉｃ
ａｎコンテンツに興味のあるユーザからのより頻繁な訪問がある。文書Ｘ０６からの重み
は全着信パス（破線で示す）のアグリゲートされた重みを有するようにノードＸ０３へパ
スＸ０４－Ｘ０３およびＸ０５－Ｘ０３を介して伝搬する。したがって、文書Ｘ０６に一
致する時に全ノードＸ０２，Ｘ０３，Ｘ０４，およびＸ０５がアグリゲーション内に含ま
れる。
【００８０】
　要約情報は多数のスコープに基づいて監視または非監視クラスタリングにより計算する
ことができる。監視クラスタリングは分類、すなわち、さまざまな文書レベルに対するス
コープ値を考慮した分類法の使用に近いと見なすことができる。前記したように、分類法
はオントロジー内に一般化することができ、文書を異なるレベルしたがってさまざまな値
に対する異なる確率に関連付けることができる概念的分類に対するルールを定義すること
ができる。多数のスコープに基づいてクラスタリングを実施すると、各スコープに関連付
けられた重みはクラスタリングプロセス内に含まれる。たとえば、“ｔｉｔｌｅ”スコー
プは“ｂｏｄｙ”スコープよりも高い重みを有することがあり、“ｔｉｔｌｅ”内のトー
クンは、たとえば、文書ベクトルに一層寄与しなければならない。また、エンティティサ
ブスコープ（ｅｎｔｉｔｙ　ｓｕｂｓｃｏｐｅｓ）は“ｔｉｔｌｅ”および“ｂｏｄｙ”
の各々のスコープ内でさらにブースティングを提供することがある。クラスタリングプロ
セスにおいて、各文書は各々がクラスタメンバシップ得点、たとえば、文書ベクトルおよ
びクラスタ中心ベクトル間のベクトル類似性測度に関連付けられた１つ以上のクラスタで
作られることがある。この得点はスコープ名およびスコープ値のアグリゲートに関して要
約値メトリクスとして使用することができる。次に、本発明のいくつかの典型的な実施例
をその特定の応用に関して与える。
【００８１】
例１
　本発明の第１の実施例はインターネット検索アプリケーション内の、たとえば、垂直検
索、局所検索、およびグローバルインターネット検索である。このようなアプリケーショ
ンの圧倒的なコンテンツボリュームおよび、サービスが一般大衆により使用されるために
生じる、ユーザの検索専門技術の典型的な欠如により関連情報を戻すための補助手段をシ
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ステムに設ける必要がある。新考案によりウェブページ解析は、たとえば、良く見えるフ
ォント内の情報に焦点を合わせて視覚表現により概念およびメタデータを評価し、逆文書
頻度（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｄｏｃｕｍｅｎｔ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）に基づくターム(ｔｅ
ｒｍｓ）のレレバンス計算と同様な多くのページ上で見つかったメニュー内のテキストか
らの寄与を低減する。文脈のハイパーリンク構造の解析は、たとえば、アンカーテキスト
・ナビゲータ内のページの参照しているアンカーテキストを評価することができる。クエ
リーの結果としてのページビューを使用してクエリーを見られたページと関連付けること
ができる。このクエリートラフィックの解析は、たとえば、時間経過に伴う人気、現在の
トレンド、ユーザを評価できる他のユーザのグループ内の人気に基づいて重み付けされた
関連を提供することができる。一般的なページビューに対するユーザトラフィックの解析
は全メタデータに適用する演繹的文書レレバンスを提供することができる。概念ナビゲー
タは前例を含むいくつかのソースから重み付けされた入力を取り出すことができる。
【００８２】
例２
　本考案の第２の実施例はｅ－行列（ｔａｉｌｉｎｇ）およびインターネット・ショッピ
ングを含むｅ－コマース・アプリケーションの検索分野内にある。たとえば、クエリー“
ｍｐ３”は多くのバッテリではなく多くのプレーヤを有するメーカへ向かってバイアスさ
れるメーカ・ナビゲータを与えるように、ｍｐ３プレーヤはそのｍｐ３プレーヤに対する
バッテリよりも強くメーカと関連付けられる。重みは単純に価格とすることができるが、
検索からのだけではなく全体的な販売数を含むように改良することができる。製品ナビゲ
ータ内の値に対する重みもレビューから引き出してビシセネスルール－たとえば、製品満
了日付、製品収益性、およびキャンペーンにより設定することができる。製品およびクエ
リー内のテキストから引き出された概念間の重み付けされた関連を、前記したインターネ
ット検索アプリケーションと同様に、これらのデータから確立することができる。示唆さ
れた製品カテゴリ、メーカ、モデル、および色およびサイズ等の特徴の重みはユーザトラ
フィックから推論することができる。異なる製品タイプは異なる特性を有するため、検索
に関して異なるコンテンツスキーマを有する。これらのスキーマはエンドユーザに対して
一般的な検索スキーマを提供するように正規化されるため、特定製品分野を検索スキーマ
分野へマッピングすることはファジーとなることがある。このファジーさは検索スキーマ
分野上のナビゲーションへ持続することができる。意味的に良好なマッピングに対する値
は明確ではない意味的相関があるマッピングに対するよりも高く重み付けされる。
【００８３】
　表２はクエリー“ｍｐ３”に一致する５製品を載せたｅ－コマース設定において使用さ
れるサンプル製品データベースを示す。メーカの従来のナビゲータは“Ｓａｎｙｏ”に対
する３ヒットおよび“Ｃｒｅａｔｉｖｅ”に対する２ヒットを返し、“Ｓａｎｙｏ”エン
トリを“Ｃｒｅａｔｉｖｅ”エントリよりも高くランク付けする。本考案によりベンダは
“Ｃｒｅａｔｉｖｅ”が“Ｓａｎｙｏ”よりも高くランク付けされるように、たとえば、
価格でメーカ・ナビゲータを評価することができ、これはより良いユーザ経験を作りベン
ダの収益性を改善すると思われる。
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【表２】

【００８４】
例３
　本発明の第３の実施例は知識発見およびテキストマイニング、たとえば、特許検索のエ
リア内にある。ユーザは典型的に対象エリアのエキスパートであり検索結果に極端な精度
が要求される。挑戦はより精密な情報を提供するクエリー改良を提供するだけでなく、ク
エリーをナビゲータと関連付けてクエリーおよびリザルトセットの定性的測度を与えるこ
とである。文書をメタデータと関連付ける技術、およびクエリーをそのリザルトセット内
の文書のメタデータ上のナビゲータと関連付ける技術は既にある。本出願人が譲り受けた
国際特許出願ＰＣＴ／ＮＯ０６／０００１６５はクエリー時間選出サブ文書エンティティ
と関連付けられたメタデータ上のナビゲータを計算し、ナビゲータ内により高い精度を与
えるように示されている。両方のケースにおいて、ナビゲータはメタデータの頻度に基づ
いている。本発明はクエリーおよびメタデータ間の関連を２進関係からクエリー時間で重
みを評価できる重み付け関係に変える。特許検索に応用された本実施例では、独立項、特
に請求項１の概念は、たとえば、発明の背景の概念よりも高く重み付けされるように重み
を、たとえば、請求項構造に基づくものとして特許の中の発明的ステップの識別により良
い精度を与えることができる。たとえば、述語の形の知識の抽出は本来確率的であり、本
考案によりこの不確かさは要約化へ流すことができる。これらの確率を閾値でフィルタリ
ングすると要約の品質が低減する。
【００８５】
例４
　本発明の第４の実施例はファイルおよび音楽、ビデオ、音声、および写真を含むストリ
ーミングブロードキャストを含むマルチメディアオブジェクトへの応用である。たとえば
、社会的ネットワーク内の人気測度は過去の活動および現在のトレンドの概要がこれらの
重みを含むようにジャンル、アーチスト、およびソングに重みを与えることができる。オ
ブジェクトにグローバルおよび特定文脈メタデータ（たとえば、ビデオストリーム内のス
クリーン当たり）を付加するために、特徴抽出がしばしばマルチメディアに適用される。
抽出された特徴は本発明が要約化において考慮する確率と関連付けられる。たとえば、音
声からテキストへの変換はメディアストリーム内で検出された音素および語へ確率を割り
当て、顔検出システムが検出された各顔へ確率を割り当てる。
【００８６】
　本発明のある望ましい有用な応用例の他に、当業者ならば本発明は検索システム上の従
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来の情報アクセスにおいて実施される情報アクセスおよび検索を超えた応用において実施
できることを容易に実感すると思われ、たとえば、企業検索システムでは要約値メトリク
スにビジネス企業内の特定の経営目標を達成する意図を設定することができる。要約値メ
トリクスＳＶＭを宣伝入札に応答させることもでき、これらは特に入札値および／または
期待宣伝収益を含むことができる。
【００８７】
　本発明に従った方法を応用すべき情報アクセスおよび検索のための一般的システムは本
発明に従った検索エンジン内に有利に実施することができる。
【００８８】
　以下において、本発明の方法をサポートし実現するようにされた検索エンジンについて
より詳細に検討する。本発明の方法をサポートし実現するために、さらにコンポーネント
およびモジュールが設けられ、図９について説明する。
【００８９】
　本発明の検索エンジン１００は、従来技術で知られているように、さまざまなサブシス
テム１０１－１０７を含まなければならない。検索エンジンはそこからコンテンツを検索
エンジン内にアクティブに押込む、またはデータコネクタを介して押込むことができるコ
ンテンツドメインまたはスペース内に配置された文書やコンテンツ・レポジットリにアク
セスすることができる。典型的なレポジットリはデータベース、Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃａ
等のＥＴＬ（Ｅｘｔｒａｃｔ－Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ－Ｌｏａｄ）ツールを介して利用可能
とされたソース、ＸＭＬフォーマット化レポジットリ、ファイルサーバからのファイル、
ウェブサーバからのファイル、文書管理システム、コンテンツ管理システム、電子メール
システム、通信システム、コラボレーションシステム、およびオーディオ、イメージおよ
びビデオ等のリッチメディアを含んでいる。検索された文書はコンテンツＡＰＩ（Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）１０２を介して検索
エンジン１００へ提出される。その後、改善された検索および発見操作に対するコンテン
ツを準備するために、文書はコンテンツ処理サブシステムとも呼ばれるコンテンツ解析段
階１０３で解析される。典型的に、この段階の出力は入力文書のＸＭＬ表現である。コン
テンツ解析の出力はコア検索エンジン１０１へ供給するのに使用される。大きな文書セッ
トおよび高いクエリー負荷が処理されることを考慮するために、コア検索エンジン１０１
は典型的にサーバのファームを横切って分散展開される。コア検索エンジン１０１はユー
ザ要求を受け入れて一致する文書のリストを作り出すことができる。文書順序付け（ｄｏ
ｃｕｍｅｎｔ　ｏｒｄｅｒｉｎｇ）は通常クエリーに関する定められた文書の確からしい
重要度を測定するレレバンスモデルに従って決定される。さらに、コア検索エンジン１０
３は文書属性に対する要約情報等のリザルトセットに関する追加メタデータを作り出すこ
とができる。
【００９０】
　コア検索エンジン１０１自体がさらにサブシステム、すなわち、コンテンツ文書をクロ
ーリング（ｃｒａｗｌｉｎｇ）およびインデクシングする索引（ｉｎｄｅｘｉｎｇ）サブ
システム１０１ａおよび検索を適切に実施するための検索サブシステム１０１ｂを含んで
いる。あるいは、コンテンツ解析段階１０３の出力はオプショナル・アラートエンジン１
０４内に供給することができる。アラートエンジン１０４はクエリーのセットを格納して
いて、定められた文書入力をどのクエリーが受け入れているか決定することができる。検
索エンジンは典型的にはモバイルでコンピュータ－ベース・クライアント・アプリケーシ
ョンとすることができる多くの異なるクライアントまたはアプリケーションからアクセス
することができる。他のクライアントはＰＤＡおよびゲーム装置を含む。クライアントス
ペースすなわちドメイン内に配置されたこれらのクライアントは検索エンジンクエリーま
たはクライアントＡＰＩ１０７に要求を提出する。典型的に、検索エンジン１００は、さ
らに、クエリー解析段階１０５の形のサブシステムを備え、より有意の情報を抽出できる
導クエリー（ｄｅｒｉｖｅｄ　ｑｕｅｒｙ）を構成するためにクエリーを解析し改良する
。最後に、クライアントにより使用される情報または視覚化を作り出すために、コア検索
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エンジン１０３からの出力は典型的にもう１つのサブシステム、すなわち、リザルト解析
段階１０６内でさらに解析される。両方の段階１０５および１０６がコア検索エンジン１
０１およびクライアントＡＰＩ１０７間に接続され、アラートエンジン１０４が存在する
場合、それはコンテンツ解析段階１０３およびクエリーおよびリザルト解析段階１０５，
１０６間でコア検索エンジン１０１に並列接続される。
【００９１】
　本発明をサポートし実現するために、従来技術で既知の検索エンジン１００にはあるモ
ジュール１０８－１１１を設けなければならない。第１のモジュールは階層型スコープに
要約値メトリクスを指定するために通常コンテンツＡＰＩ１０２内に設けられる。あるい
は、この第１のモジュールはコンテンツ解析段階内に含めることができる。少なくとも、
コンテンツ解析段階１０３はコンテンツ内の明白なフォーマット構造を認識することによ
りスコープを生成する第２のモジュール１０９を含み、それに基づいてこのように生成さ
れたスコープへ要約値メトリクス（ＳＶＭ）を割り当てる。さらに、第３のモジュールに
はコンテンツの解析からスコープを生成し、それに基づいてこのように生成されたスコー
プへ要約値メトリクス（ＳＶＭ）を割り当てるするコンテンツ解析段階１０２が設けられ
。前記したように、実際上ここではマルチ分散コア検索エンジンの表現と見なすことがで
きるコア検索エンジン１０１は、事実、さらに２つのサブシステム、すなわち、インデク
シングサブシステム１０１ａおよび検索サブシステム１０１ｂを含んでいる。本発明に従
った方法を実現するために、インデクシングサブシステム１０１ａはスコープ、値および
ＳＶＭをインデクシングするための第４のモジュール１１１を含まなければならない。最
後に、クエリーおよびリザルトの両方を処理するクライアントＡＰＩは、当業者ならばお
判りのように、クエリー、アグリゲーションおよびナビゲータを指定するための手段すな
わちモジュールを含み、これらは本発明に従った方法をサポートするように適切に適合さ
れる。
【００９２】
　本発明はこのような要約情報をクエリー改良のためのインタラクティブ・オブジェクト
とどのように関連付けられるかを開示しており、前にリザルトセットだけに適用された、
レレバンスの概念も要約情報に適用されデータ通信システム一般、すなわち、エクストラ
ネットとイントラネットの両方にわたって情報検索に応用することができる検索エンジン
または検索システムの知覚された品質を改善する。さらに、本発明は所要ネットワーク帯
域幅を低減することにより分散検索エンジン内のクエリー・スループットをどのように高
めるかをも開示している。したがって、詳細に説明したように、本発明は広く応用される
情報アクセスおよび検索方法の著しい改善を表している。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】典型的な適合率－再現率グラフを示す図である。
【図２】文書レベルリザルトセットナビゲータを示す図である。
【図３】クエリー“ｓｏｃｃｅｒ”に対する文脈ナビゲーションを示す図である。
【図４】クエリーに対するレレバンスプロファイルを示す図である。
【図５】分散されたアグリゲーションの略図である。
【図６】重みを有するマッピングの略図である。
【図７】要約値メトリクスの文脈重み付けを示す図である。
【図８】オントロジーを介したアグリゲーションを示す図である。
【図９】本発明に従った検索エンジンのアーキテクチュアの略図である。
【符号の説明】
【００９４】
　２０１　クエリー
　２０２　リザルトセット
　２０３，２０４，２０５　文書・レベル・メタデータ
　Ｘ０１　文書（図３）
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　Ｘ０２　文節（図３）
　Ｘ０３　文レベル（図３）
　Ｘ０１　コンテンツ・パーティション（図５）
　Ｘ０２　局所アグリゲーション（図５）
　Ｘ０３　ネットワーク（図５）
　Ｘ０４　グローバルアグリゲーション（図５）
　Ｘ０５　プロセス（図５）
　Ｘ０１　Ｃｏｎｔａｃｔｓ（図６）
　Ｘ０２　Ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ（図６）
　Ｘ０３　ＳｅａｒｃｈＳｃｈｅｍａ（図６）
　Ｘ０１　文（図７）
　Ｘ０２　文（図７）
　Ｘ０３　会社名（図７）
　Ｘ０４　形容詞（図７）
　Ｘ０５　食料雑貨店（図７）
　Ｘ０１　オントロジー（図８）
　Ｘ０１，Ｘ０２，Ｘ０３，Ｘ０４，Ｘ０５　ノード（図８）
　Ｘ０６　文書（図８）
　１００　検索エンジン
　１０１　コア検索エンジン
　１０１ａ　インデクシングサブシステム
　１０１ｂ　検索サブシステム
　１０２，１０７　アプリケーション・プログラミング・インターフェイス
　１０３　コンテンツ解析段階
　１０４　アラートエンジン
　１０５　クエリー解析段階
　１０６　リザルト解析段階
　１０８，１０９，１１０，１１１　モジュール
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