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明 細 苫

操作文援装置および操作文援方法

技術分野

０００1 本発明は、選択型インタフェースを持つコンピュータ・アプリケーションや電ィヒ製品

などにぉいて、ユーザの操作を支援する装置に関し、特にユーザの選択行動に関す

る操作履歴を利用してユーザの目的の機能やコンテシソを推定する操作支援装置

に関する。

背景技術

０００2 近年のコンピュータ・アプリケーションや電ィヒ製品等の操作は多様な機能の実装に

ょり、膨大な数の機能が実行できるょうになっている。この膨大な機能を、ょり簡単に

実行するためのインタフェースとして、階層構造を持つ選択型のインタフェースが多く

のアプリケーションや機器にぉいて採用されている。

０００3 この選択型インタフェースでは、システム設計者が作成した複数の選択可能項 目の

中からユーザが最も目的に近いと考える項 目を次々に選択していくことで、最終的に

目的の機能を達成させることが可能になる。そのため、機能を実行するまでの正確な

手続きを知らない初心者でも容易に目的の機能を装置に実行させることができること

が特徴である。

０００4 しかし、システム開発者の設計思想とユーザが選択可能項 目からイメージする目的

とが一致しない場合、ユーザが 自分の目的に近い項 目を選んでいったとしても、目的

の機能に辿り着けないという問題が生じてしまう。そこで、ユーザが 目的まで辿り着け

ない時に、それまでのユーザの入力情報 (実際に選択した項 目)からユーザの要求

する機能を適切に把握し、対応する機能を装置に実行させるための操作方法やその

機能の説明をユーザに伝える支援が必要となる。

０００5 このょうな問題に対し、各キ一とシステムで実行可能な各機能をシステム開発者が

予め特徴ベクトルを用いて定義し、ユーザが選択したキ一人力の集合から計算され

た特徴ベクトルと各機能の特徴ベクトルとの距離を計算するとことでユーザの目的の

機能を検索し、検索結果を提示するへルプ表示装置 (特許文献 参照 ) が開示され



ている。ょり具体的には「ヵ一ソルキー」「スペース」「削除」なとの各キ一と各機能の

説明文を特徴付けるへクトルを、システム設計者か予め定義した特徴卓語 (移動、上

、下、右、削除、挿入等)をもとに作成する。このょぅに作成されたへクトルを用いて

、例えは文章を編集している時にユーザかへルプホタンを押すと、ヘルプホタンを押

されるまてに入力されたキ一人力操作の履歴から、キ一人力操作の特徴を表すキ一

人力操作ヘクトルを作成し、各機能の特徴を表すへクトルとの距離を計算することて

ユーザかとのょぅな編集作業を行いたいのかを推定する。

特井文献 1 特開平 ０ 856 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 しかし、従来の手伝ては、ユーザか選択した項 目の集合のみを利用してシステムて

実行可能な各機能を検索することてユーザの目的機能を推定している。このため、ユ

ーザか選択した選択項 目か多くの機能と関連する選択項 目てある場合、同様の高い
スコアを持つ機能か大呈に出力されてし 、刊 、結果としてユーザの実現したい機能か

なかなか表示されないといぅ問題か生しる。

０００7 図 は、従来の レコータにおけるメニュー画面の遷移の一例を示す図てある。

例えは、ユーザか レコータて、ある機能を実現したいときに図 に示すょぅな画

面の遷移か行われたとする。即ちユーザはトノプ画面から「機能選択」「番組表から予

約」「戻る」「その他の機能」「ぴったり録画」の順に選択項 目の選択を行い、目的の機

能に仙り着けないと判断しへルプホタンを押して機能の検索結果を求めている。この

ょぅな場合、従来の手怯を用いて、選択された項 目に関連する機能を検索すると「番

組表」「予約」「録画」に関する機能か検索結果として上位の候補に出力される。しか

し、 レコータにおいて、「番組表」「予約」「録画」に関する機能は某本的な機能

てあり、それらのキ一ヮ一トに関する機能は非常に多いため、ユーザの目的の機能

か検索結果の上位に入らない可能性か高くなるといぅ問題かある。

０００8 本発明は、このょぅな従来の探題を解決するためになされたものてあって、ユーザ

か目的とする機能を、ょり迅速かつ的確に絞込むことかてきるょぅにする操作支援装

置及ひ操作支援方怯を提供することを目的とする。



課題を解決するための手段

０００9 前記従来の課題を解決するため本発明の操作支援装置は、階層構造をもつメニュ
ー画面に表示される項 目をユーザが選択する操作の履歴に某づいて、ユーザが 目

的とする機能を推定し、推定結果に某づいて操作支援を行ぅ操作支援装置であって

、前記メニュー画面に表示される各項 目と、前記階層構造の末端に位置する各機能

との意味的距離を記憶している項 目一機能間距離記憶手段と、ユーザによって選択

された選択項 目と各前記機能との意味的距離と、選択可能であるにもかかわらず選

択されなかった非選択項 目と各前記機能との意味的距離とから、各前記機能がユー

ザの目的とする機能である可能性の度合いを推定する推定手段と、前記推定結果に

某づいて、前記可能性の高い機能ほど優先的に選択可能に提示されるよぅ操作支

援のための出力の内容を決定する操作支援決定手段とを備えることを特徴とする。

本構成によりユーザが選択した項 目の情報に加え、選択は可能だが選択しなかった

項 目に関する情報も利用してユーザの目的を推定するため、ユーザの選択意図を十

分反映させた目的推定が可能となり、ユーザに対し操作支援すべき可能性の高い機

能についてより適切な支援が可能となる。

００1０ また、本発明の前記操作支援装置は、さらに、ユーザが前記項 目を順次選択する

操作履歴に関する情報を格納する操作履歴記憶手段を備え、前記意味的距離は、

項 目と機能との間の意味が近いほど大きな値で定義され、前記推定手段は、前記メ

ニュー画面で、直上の階層のメニュー画面に戻るための「戻る」処理が実行された時

点で、「戻る」処理が実行された少なくとも直前の前記メニュー画面における選択項

目と当該選択項 目の少なくとも末端に位置する各機能との意味的距離である第 の

選択項 目距離と、「戻る」処理が実行された前記メニュー画面における各非選択項 目

と少なくとも前記末端に位置する各機能との意味的距離である第 の非選択項 目距

離とを算出し、前記第 の選択項 目距離と前記第 の非選択項 目距離との差分が負

になるとき、当該機能について、ユーザの目的とする機能である可能性を前記差分

の大きさに応じて低く推定するとしてもよい。本構成により、「戻る」処理が実行された

時点で、ユーザが 目的としている可能性が低い機能について、目的可能性スコアが

第 の非選択項 目距離に某づいて再計算される。この結果、ユーザの選択行動のぅ



ち、選択された選択項 目に関する情報以上の情報を得て、ユーザが 目的としない機

能への支援を抑制することができるため、よりユーザの意図を反映した目的推定が可

能となり、効率よく適切な支援が可能となる。

００11 本発明の前記操作支援装置は、さらに、ユーザが前記項 目を順次選択する操作履

歴に関する情報を格納する操作履歴記憶手段を備え、前記推定手段は、前記メニュ
ー画面で、 つの項 目が選択された時点で、前記選択項 目と同一メニュー画面に表

示されていながら選択されなかった各前記非選択項 目の末拙に位置する各機能と前

記選択項 目との意味的距離である第2の選択項 目距離と、前記末端に位置する各機

能と前記選択項 目と同一メニュー画面に表示されていながら選択されなかった各前

記非選択項 目との意味的距離である第2の非選択項 目距離とを算出し、前記第2の

選択項 目距離と前記第2の非選択項 目距離との差分が負になるとき、当該機能につ

いて、ユーザの目的とする機能である可能性を前記差分の大きさに応じて低く推定

するとしてもよい。これにより、操作支援装置は、ユーザが項 目を選択する都度、第2

の非選択項 目距離に某づいて、目的可能性スコアを再計算するので、ユーザが 目

的とする可能性の低い機能への操作支援を抑制し、効率よく適切な操作支援を行ぅ

ことが可能となる。

００12 なお、本発明は、装置として実現できるだけでなく、その装置を構成する処理手段
。をステップとする方法として実現したり、それらステップをコンピュータに実行させるフ

ログラムとして実現したり、そのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能なC

などの記録媒体として実現したり、そのプログラムを示す情報、データ又は

信号として実現したりすることもできる。そして、それらプログラム、情報、データ及び

信号は、インターネット等の通信ネットワークを介して配信してもよい。

発明の効果

００13 本発明による操作支援装置によれば、ユーザが選択した項 目の情報に加え、選択

可能であったにもかかわらず選択されなかった非選択項 目の情報も利用してユーザ

の目的を推定する。非選択項 目の情報も利用することで、より精度よく機能の絞込み

や分離が可能となる。これにより、ユーザの選択意図を十分反映させた精度の良い

目的推定が可能となり、ユーザに対し操作支援すべき可能性のより高い機能に対す



る支援を行うことができる。

図面の簡単な説明

図 図 は、従来の レコーダにおけるメニュー画面の遷移の一例を示す図であ

る。

図2 図2は、本発明の実施の形態 における操作支援装置の構成を示すブロック図

である。

図3 図3は、単語概念を構築するためのオフライン処理の処理手順を示すフローチ

ヤートである。

図4 図4は、構築された単語概念を用いて各機能の目的可能性スコアを推定するオ

ンライン処理の処理手順を示すフローチヤートである。

図5 図5は、あるテキストコーパスより作成された単語意味ベクトルを用いて単語 「

番組」と単語2 「ダビング」「録画」「変更」「設定」「停止」との単語間の意味的近さを求

めた結果を示す表である。

図6 図6は、各機能とその機能の内容を説明する文章とを関連付けて示すテーブル

である。

図7 図7は、項 目一機能間距離記憶部に記憶されるデータの一例を示すテーブル

である。

図8 図8は、操作履歴記憶部に記憶される操作履歴の具体例を示す図である。

図9 図9は、ユーザによる選択項 目の選択に応じた表示画面の遷移の一例を示す

図である。

図1０図 ０は、システムにおけるメニューの階層構造を示すメニュー構造情報の一

例を示す図である。

図11 図 は、選択された項 目から各機能のスコアリングを行う方法についての具体

例を示す図である。

図12 図 2は、図4に示したステッ ０6でのより詳細な処理手順を示すフローチヤ

ートである。

図13 図 3は、図 ０に示したメニュー構造情報の一部を示す図である。

図14 図 4は、図 ０に示したメニュー画面の階層構造の一部である図 3の他の例



を示す図である。

図15 図 5は、図2に示した推定部から操作支援決定部に出力される推定結果の一

例を示す図である。

図16 図 6は、非選択情報利用推定部で推定スコアの再計算を行わない場合の推

定結果の一例を示す図である。

図17 図 7は、図2に示した操作支援決定部で決定された操作支援の具体的な一

例を示す図である。

図18 図 8は、図4のステッ ０6における推定スコアの再計算処理の他の例にお

けるより詳細な処理手順を示すフローチャートである。

図19 図 9は、図 ０に示したメニュー画面の階層構造の一部を示す図である。

符号の説明

００15 ０ 入力部

０2 テキストコーパス記憶部

０3 単語概念記憶部

０4 システム情報記憶部

０5 項 目一機能間距離計算部

０6 項 目一機能間距離記憶部

０7 操作履歴記憶部

０8 選択情報利用推定部

０9 非選択情報利用推定部

０ 操作支援決定部

出力部

2 タイマー

3 制御部

4 推定部

発明を実施するための最良の形態

００16 上記従来技術を検討すると、ユーザの操作意図により適合した目的を、選択項 目

の選択履歴から推定して操作の支援を行ぅには、従来のよぅに選択された項 目のみ



を利用して機能を推定するのは難しく、ュ一ザの選択行動からより多くの情報を獲得

し、各機能が 目的ュ一ザの日的か否かの判断を行ぅ必要がある。

００17 上記に述べたよぅに、選択型インタフェースでは、階層構造からなる選択項 目の全

体構成を把握しなくても、提示された複数の選択項 目の中からュ一ザが最も目的に

近いと考える項 目を選択していくことにより、目的とする機能に辿り着くことができる。

この選択行動をより詳しく分析すると下記の2点の特徴があることが分かる。

００18 ・ュ一ザは提示された各選択項目に表示されている文言が表す機能と、目的とす

る機能との内容の近さを求め、それぞれの近さを比較して最も近い選択項 目を選択

している。このため、選択されなかった項 目である非選択項 目に比べ、選択された選

択項 目と目的の機能とは近く、非選択項 目と目的の機能とは遠い。

００19 2・同様に、選択項 目と比較して非選択項 目に近い機能は目的の機能である可能

性が低い。

００2０ このよぅに、ュ一ザの意図をより正確に推定するには、選択項 目の情報のみでなく、

選択される際に比較された非選択項 目の情報、より具体的には各機能に対する選択

００2 1 上記の考え方に某づいて、ユーザが感じる意味的な近さを表す距離である、選択

項 目及び非選択項 目と各機能との距離を、テキストコーパスから計算される単語間の

距離により近似し、両距離の差分値を利用して目的推定のスコアを再計算する方法

について、以下、本発明の実施の形態により、図面を参照しながら説明する。

００22 (実施の形態 )

図2は、本発明の実施の形態 における操作支援装置の構成を示すブロック図であ

る。図2に示す操作支援装置は、「戻る」処理が実行される直前のメニュー画面で選

択された選択項 目と各機能との意味的距離と、「戻る」処理が実行されたメニュー画

面で選択されなかった非選択項 目と各機能との意味的距離とに某づいて、各機能が

ユーザの目的とする機能である可能性の高さを推定し、推定結果に某づいて操作支

援をする操作支援装置であって、入力部 ０ 、テキストコーパス記憶部 ０2、単語概

念記憶部 ０3、システム情報記憶部 ０4、項目一機飴間距離計算部 ０5、項目一

機能間距離記憶部 ０6、操作履歴記憶部 ０7、選択情報利用推定部 ０8、非選択



情報利用推定部 ０9、操作支援決定部 ０、出力部 、タイマー 2、制御部

3及び推定部 4を備える。

入力部 ０ は、ユーザからの入力操作を受け付ける。テキストコーパス記憶部 ０2

は、単語概念を作成するのに利用されるテキストコーパスを記憶する。単語概念記憶

部 ０3は、各選択項 目に表示される機能の単語概念を記憶する。システム情報記憶

部 ０4は、システムに備えられる機能に関する情報、システムのインタフェースにお

ける選択項 目の階層構造などを含む構造情報、及びそれぞれの選択項 目に関する

情報である選択項 目情報などを記憶する。項 目一機能間距離計算部 ０5は、テキス

トコーパス記憶部 ０2に記憶されるテキストコーパスから単語概念を作成し、結果を

単語概念記憶部 ０3に格納すると共に、システム情報記憶部 ０4に格納されている

情報を用いて、各選択項 目と各機能との距離を計算する。項 目一機能間距離記憶

部 ０6は、前記メニュー画面に表示される各項 目と、前記階層構造の末端に位置す

る各機能との意味的距離を記憶している項 目一機能間距離記憶手段の一例であり、

項 目一機能間距離計算部 ０5によって計算された各項 目と各機能の距離を記憶す

る。操作履歴記憶部 ０7は、ユーザが前記項 目を順次選択する操作履歴に関する

情報を格納する操作履歴記憶手段の一例であり、入力部 ０ より入力された操作に

関する情報を、その時点のシステム状態と共に記憶する。選択情報利用推定部 ０8

は、選択された項 目と、項 目一機能間距離記憶部 ０6に記憶される各項 目と各機能

との距離を某に、ユーザが 目的とする機能を推定する。非選択情報利用推定部 ０9

は、選択項 目の情報及び非選択項 目の情報と、項 目一機能間距離記憶部 ０6に記

憶される各項 目と各機能との距離を某に、各機能に対し、目的である可能性を再計

算する。操作支援決定部 ０は、前記推定結果に某づいて、前記可能性の高い機

能ほど優先的に選択可能に提示されるよぅ操作支援のための出力の内容を決定す

る操作支援決定手段の一例であり、非選択情報利用推定部 ０9で再計算された高

い推定スコアを持つ機能をユーザの目的機能とし、その機能に応じてユーザへの操

作支援方法を決定する。出力部 は、ディスプレイ等による表示出力やスピーヵ等

による音声出力などを行ぅ。タイマー 2は、ユーザが各選択項 目を選択する操作な

どに要する時間を計測する。制御部 3は、ヘルプボタンが押されたことを検出する



か、前記階層構造の末端の機能に至る前の項 目が選択された状態で何の操作もさ

れないまま所定の時間を超えたことを検出するか、または、特定のパターンのユーザ

操作を検出すると、前記操作支援決定手段によって決定された前記操作支援のため

の内容を出力する制御手段の一例であり、上記各処理を含む操作支援装置の全般

的な制御処理を行ぅ。推定部 4は、ユーザによって選択された選択項 目と各前記

機能との意味的距離と、選択可能であるにもかかわらず選択されなかった非選択項

目と各前記機飴との意味的距離とから、各前記機能がユーザの目的とする機能であ

る可能性の度合いを推定する推定手段の一例であり、推定に関する全般的な制御を

行ぅ。前記意味的距離は、例えば、項 目と機能との間の意味が近いほど大きな値で

定義される。また、推定部 4は、前記メニュー画面で、直上の階層のメニュー画面

に戻るための「戻る」処理が実行された時点で、「戻る」処理が実行された直前の前記

メニュー画面における選択項 目と当該選択項 目の末端に位置する各機能との意味

的距離である第 の選択項 目距離と、「戻る」処理が実行された前記メニュー画面に

おける各非選択項 目と前記末端に位置する各機能との意味的距離である第 の非

選択項 目距離とを算出し、前記第 の選択項 目距離と前記第 の非選択項 目距離と

の差分が負になるとき、当該機能について、ユーザの目的とする機能である可能性

を前記差分の大きさに応じて低く推定する前記推定手段の一例である。さらに、推定

部 4は、さらに、前記第 の選択項 目距離と前記第 の非選択項 目距離との差分

が正になるとき、当該機能について、ユーザの目的とする機能である可能性を前記

差分の大きさに応じて高く推定する前記推定手段の一例である。

００24 前記のよぅに構成された操作支援装置の例として、 レコーダにおける操作支

援装置を用いた具体的な動作説明を図3および図4に示すフローチャートを中心に

説明する。

００25 図3は、単語概念を構築するためのオフライン処理の処理手順を示すフローチャー

トである。まず、オフラインでの処理について図3のフローチャートを用いて説明する。

００26 なお、以降に説明するオフラインの処理は、テキストコーパスを利用して単語間の

距離を計算するための単語概念を構築する処理であり、単語概念を構築ために利用

するテキストコーパスが変化しない場合、一度の処理でよい。よってオンラインの処理



の前であればいつ行ってもよレ七、別のシステムでオフラインによる単語概念の構築

を行い、その結果を利用してもよい。

００2 7 ステッ 2０ において、項 目一機能間距離計算部 ０5 はまず、テキストコーパス記

憶部 ０2 に保存されるテキストコーパスを用いて単語間の距離が表現される単語概

念を構築する。なお、本実施の形態での単語概念を作成するために利用するテキス

トコーパスとしては、一般的なユーザの単語概念を構築するために、新聞記事やマニ

ュアル、インターネット上のホームページなどの一般的な文章の集合を利用する。

００2 8 本実施例では、テキストコーパスから単語意味概念を作成する手法として潜在的意

味解析 ( a en e man c Ana s A) を用いる。

００2 9 潜在意味解析では、さまざまな文脈において語の意味がどのよぅに使用されている

かを大規模なテキストコーパスに現れるすべての語や語の集合に対し、統計的な計

算 (特典値分解 ) と次元締約を施すことによって導出し意味空間として表現する理論

であり、各語や文脈をある次元のべクトルでの表現が可能となる。このよぅにして作成

される意味空間が人間の知識を反映していることは、さまざまな方面で検証されてい
る ( 日本知能情報ファ、ジイ学会誌 「用語解説」2００5年2月号掲載 (非特許文献 )

００3０ 上記意味空間を作成した結果、各語や文脈がべクトルで表現されるため、各語や

文脈の類似性をべクトルの内積により求めることができる。以後、このよぅにして作られ

た意味空間上での単語ベクトルを単語意味ベクトルと表現し、単語間の内積で求め

られる距離を単語間の意味的な近さまたは単語間の意味的距離と表現する。また、

作成された意味空間を単語概念と表現する。

００3 1 具体的に、図5 は、あるテキストコーパスより作成された単語意味ベクトルを用いて

単語 「番組」と単語2 「ダビング」「録画」「変更」「設定」「停止」との単語間の意味的

近さを求めた結果を示す表である。なお図5 における意味的距離は値が大きいほど、

単語 と単語2の意味的距離が近いことを示している。このコ一パスで作成した単語

間の意味の近さとしては「番組」といぅ単語に対し、「ダビング」(意味的距離二０・ 4 3

) や「録画」(意味的距離 ０ 2 3 ) は意味的に近いが、「止める」(意味的距離二０・

０44) 意味的に遠いれ、ぅ結果になっている。

００3 2 このよぅにして作成された単語概念、より具体的には各単語の単語意味ベクトルは



単語概念記憶部 ０3に格納される。

００33 図3のステッ ０2において、項 目一機能間距離計算部 ０5はシステムが実行可

能な各機能 (以後、単に「各機能」と記述する。) とシステムの入力画面で選択可能な

各項 目 (以後、単に「各選択項 目」と記述する。) の特徴を表す単語を抽出する。図6

は、各機能とその機能の内容を説明する文章とを関連付けて示すテーブルである。

より具体的には、システム情報記憶部 ０4に格納される図6に示すよぅな各機能を説

明する文章から、各機能を特徴付ける単語を抽出する。なお図6において項 目5０

は機能を管理するのに利用する機能 o・であり、項 目5０2は機能名であり、項 目5０

3は各機能の説明や、操作方法、コメントなどが記されている機能説明であり、項 目5

０4は機能を実現するための選択すべき項 目が選択すべき順に記されている操作手

順である。この各機能の説明情報の内容はマニュアルをそのまま利用してもよレ七、

別途作成してもよい。

００34 具体的な各機能を特徴付ける単語の抽出方法としては、機能名や機能説明の文

菩を形態素解析し、形態素に分割する。分割された形態素のぅち、特定のひとつもし

くは複数の形態素を連結したものを、機能を特徴付ける単語として抽出する。より具

体的には、各機能を特徴付ける単語として機能名や機能説明に出てく形態素の品

詞 (例えば名詞と動詞など)を某に決めてもよレ七、形態素の出現頻度情報を利用し

て決定してもよい。出現頻度の利用方法としては、ある機能の機能名や説明文にお

いて出現頻度が高く、かつ、他の機能の機能名や説明文にはおいては出現頻度が

低い形態素を、機能を特徴付ける単語とする方法などがある。同様にして各選項 目

についても特徴単語を抽出する。

００35 図3に示したステッ ０3において、項 目一機能間距離計算部 ０5はステッ 2

で抽出した各機能および各選択項 目を特徴付ける単語を単語概念記憶部 ０3から

検索し、各機能と各選択項 目との距離を計算する。

００36 例えば、図6の機能 ・ の機能 (以後、単に「機能 」と記述する。) と選択項 目「

機能選択」に対してステッ ０2で抽出された機能の特徴単語が 「録画」「予約」「日

時」「チャンネル」「設定」「予約」「タイマー」であり、選択項 目の特徴単語が 「機能」「

選択」であったとすると、ステッ ０3では、これらの単語について単語概念記憶部



０3に記憶される各単語に対応する単語意味ベクトルを検索し、各単語ベクトルを加

算することで、機能 を表現するべクトル及び選択項 目「機能選択」を表現するべクト

ルを作成する。そして、作成された各機能と各選択項 目を表現するべクトルの内積を

とることで各機能と各選択項 目との距離を計算する。

００37 なお、各単語意味ベクトルを加算するときに、前記機能を特徴付ける単語の抽出方

法に某づいて重み付けを行って加算してもよい。具体的には品詞で機能を特徴付け

る単語を抽出した場合、例えば動詞の方を名詞より高い重みを付けて加算してもよい
し、単語の出現頻度で機能を特徴付ける単語を抽出する場合は、例えば機能名や

機能の説明文に含まれる出現頻度が高い単語や他の機能の機能名や説明文にお

いて出現頻度の低い単語に高い重みをつける方法などが考えられる。また、上記例

では、各機能と選択項 目を表現するべクトルを特徴単語からまず作成し、作成したべ

クトル問の距離で各機能と各選択項 目の距離を定義したが、各機能と各選択項 目の

距離は、それぞれに含まれる特徴単語同上の距離を計算しておき、その和として計

算しても良い。

００38 ステッ ０4において、項 目一機能間距離計算部 ０5はステッ ０2で計算した

各機能と各選択項 目の距離を項 目一機能間距離記憶部 ０6に格納する。

００39 図7は、項 目一機能間距離記憶部 ０6に記憶されるデータの一例を示すテーブル

である。項 目6０ は管理番号であり、項 目6０2は選択項 目名、項 目6０3は機能名、

項 目6０4は前記方法により求められた項 目名と機能名との意味的距離を示す項 目

一機能間の距離である。

００4０ なお、項 目一機能間距離は正規化し、最大値を として以後の例について扱ぅこと

にする。

００4 1 図4は、構築された単語概念を用いて各機能の目的可能性スコアを推定する処理

手順を示すフローチャートである。次にオンラインでの処理について図4のフローチャ
ートを用いて説明する。

００42 ステッ 3０ において、ユーザが入力部 ０から入力するュ一ザの選択結果は制

御部 3に渡される。

００43 ステッ ０2において、



テム状態に関する情報を操作履歴記憶部 ０7に記憶すると共に、システムの動作制

御に利用する。図8は、操作履歴記憶部 ０7に記憶される操作履歴の具体例を示す

図である。図8に示す操作履歴は図6の機能 「日時とチャンネルを指定して録画予

約する」を目的とするユーザの操作履歴の例である。図8において項 目7０ は履歴

・であり、項 目7０2は選択時の日時、項 目7０3は選択時の停滞時間であり選択項

目上にヵ一ソルが移動してから選択項 目が押されるまでの時間である。項 目7０4は

表示画面名 (メニュー画面名)であり、項 目7０5は項 目7０4で示される表示画面の中

からユーザが選んだ選択項 目名であり、項 目7０6は項 目7０4に示される表示画面の

選択項 目のぅち、項 目7０5に示されるユーザが選択した選択項 目以外の選択項 目 (

すなわち、非選択項 目)である。

００44 図9は、ユーザによる選択項 目の選択に応じた表示画面の遷移の一例を示す図で

ある。以下では、図8に示される操作履歴の具体的な操作シーケンスを、図9に示さ

れる表示画面の遷移図を使って説明する。まずユーザはトップメニューの画面である

図9のメニュー画面 (トップメニュー)から選択項 目「機能選択」を選択する (履歴 o

)。「機能選択」が選択された結果、図9のメニュー画面 (機能選択画面) が表示

され、ユーザはその選択肢の中から「録画予約」を選択する (履歴 o 2)。「録画予

約」が選択された結果、図9のメニュー画面3 (録画予約画面) が表示され、ユーザは

その選択肢の中から「録画設定」を選択する (履歴 o 3)。ここで、ユーザは「録画

設定」の画面を見て、ユーザの目的機能はその先には無いと判断し、「戻る」を選択

する。「戻る」を選択した結果、再び図9のメニュー画面3が表示される (履歴 o 4)

ここで、ユーザは自分の目的を実行するためにどの選択項 目を選んでよいか分から

なくなり、図9のメニュー画面3において、ヘルプ項 目を選択する (履歴 o 5)

００45 ステッ ０3において、制御部 3はユーザに対して操作支援が必要か否かの判

断を行ぅ。これは前記具体例のよぅにユーザ 自身がへルプ項 目を選択する等、入力

部からの要求により判断しても良いし、操作履歴から停滞時間や特定パターンの検

出により自動で判断してもよい。具体的には、停滞時間が一定時間以上になった場

合に操作支援が必要と判断する方法や、同じ選択項 目を何度も選択したり、予め定

義された選択パターンをユーザが選択したりする行動を検出し、操作支援の必要で



あると判断する方法がある。

００46 ステッ ０3で操作支援の必要が無いと判断された場合、ステッ 3０3の 、即

ちステッ ０4へ進む。ステッ ０4では制御部 3が入力操作に応じた制御を行

い、ステッ ０8へ進む。ステッ ０8において、制御部 3は操作の終了か否かを

判断する。もし、操作の終了ではなく、引き続き入力が必要な場合はステッ 3０8の

O、即ちステッ 3０へ進み、再びユーザからの入力操作を受け付ける。もし、操

作の終了であると判断された場合、処理を終了する。

００47 一方、ステッ ０3で操作支援が必要であると判断された場合、ステッ 3０3の

S 、即ちステッ 3０5へ進む。

００48 図 ０は、システムにおけるメニューの階層構造を示すメニュー構造情報の一例を

示す図である。以下では、図4のフローチャートでステッ 3 からステッ 3 にか

けて行われる処理の具体例を、図8に示される操作履歴の例と図9に示される操作シ

ーケンス及び図 ０に示されるシステムのメニュー構造情報との一部を用いて説明す

る。

００49 まず、ステッ 3０5において、選択情報利用推定部 ０8は、ユーザの選択項 目の

履歴情報を利用して、ユーザの目的の推定を行ぅ。すなわち、各機能について、選

択項 目の情報を利用したスコアリングを行ぅ。なお、ここで目的推定に利用する選択

項 目については事前にシステム開発者によって定義される。具体的には「戻る」や「

ヘルプ」などの特定項 目は選択されても、目的推定に利用しないとしてもよレ七、項

目を形態素に分け、品詞情報などを利用して決定するとしてもよい。

００5０ 図 は、選択された項 目から各機能のスコアリングを行ぅ方法についての具体例を

示す図である。選択情報利用推定部 ０8は、システム情報記憶部 ０4に記憶されて

いる各推定対象機能を保持する。次に、操作履歴記憶部 ０7から選択項 目を抽出

する。具体的には、図8に示される操作履歴の場合、「機能選択」「録画予約」「録画

設定」を抽出する。次に、各機能と選択項 目の距離を項 目一機能間距離記憶部 ０6

から抽出し、各機能について各選択項 目との距離を加算することで、各機能の推定

スコアを決定する。より具体的には、図 に示すよぅに選択項 目「機能選択」「録画予

約」「録画設定」に対する機能 ( 「日時とチャンネルを指定して録画予約する」) の距



離がそれぞれ、0・6、0・7、0・6であったとすると、この機能の選択うベルからの推

定スコアは0・6 ０ 7 ０・6 二 ・9となる。なお、図 では分かりやすいよぅに、全

ての項 目を横に並べた形で表現したが、各機能のスコアを格納する領城は一つでよ

く、選択項 目の距離を逐次的に加算していけばよい。

００5 1 図4のステッ ０6において、非選択情報利用推定部 ０9は、ユーザの操作履歴

情報のぅち、前記選択情報の他に、特定の機能に関し、非選択項 目情報を利用して

、各機能が 目的の機能である可能性を表すスコア (以後、単に「目的可能性スコア」と

記述する。)を計算する。非選択情報利用推定部 ０9は、この計算結果を用いて、前

記各機能におけるステッ 3０5で計算した推定スコアを再計算する。

００5 2 より具体的には、ユーザの「戻る」行為を検出し、「戻る」際に表示されていた非選択

項 目 (図9のメニュー画面4で表示されている「モード設定」「音声設定」「ぴったり録画

」など)及びこれまでの選択項 目 ( 「機能選択」「録画予約」「録画設定」) と各機能との

距離の差分を用いて目的可能性スコアを計算し、その値をステッ 3 で計算した

推定スコアに加算もしくは減算する。

００5 3 本手法による目的可能性スコアの計算は、選択型インタフェースにおいて、ユーザ

が項 目を選択せずに「戻る」とレぢ行為が、ユーザは非選択項 目の先には自分の実

行したい目的の機能は存在しないと判断した行為であるといぅ特徴を反映させたもの

である。即ち本手法では、これまで選択してきた項 目と比較し、非選択項 目の方が近

い機能は目的の機能でない可能性が高いといぅ特徴を反映させている。このよぅな推

定スコアの計算方法により、選択項 目のみを利用して推定スコアを計算する方法に

比べ、ユーザが 目的とする機能とそぅでない機能とのより明確な分別が可能となり、よ

りユーザの意図に近い推定結果の出力を可能とする。さらに具体的には、各機能に

対する選択項 目と非選択項 目の距離の差を上記で述べたよぅなコ一パスを某にした

定最化した項 目一機能間距離を用いて再現し、その値を利用してユーザが選択しな

かった行為に対する各機能の目的可能性を計算する。

００54 図 2は、図4に示したステッ ０6でのより詳細な処理手順を示すフローチャート

である。図 3は、図 ０に示したメニュー構造情報の一部を示す図である。以下では

、図4に示したステッ ０6で行われる処理 (非選択情報を用いた推定スコアの再計



算 ) について、図 2のフローチヤート及び図 ０の階層図の一部である図 に示す

階層図を用いて具体的に説明する。なお、図 3にある数値は項 目一機能間距離記

憶部 ０6に保存されている項 目と機能の間の距離を示す。

００5 5 まず、非選択情報利用推定部 ０9は、ステッ ０ において、操作履歴記憶部

０7にある操作履歴から選択項 目を取得し、ステッ ０2において、取得した選択項

目の中に「戻る」があるかを判定する。もし「戻る」が選択されていない場合、ステップ

０3へ進み、推定部 4は選択情報利用推定部 ０8で計算された推定スコアの変

更を行わず、推定スコアとして操作支援決定部 ０に出力する。

００56 一方、ステッ ０2で「戻る」が選択されていると判定された場合、ステッ ０2

の S、即ちステッ ０4へ進む。ステッ ０4では「戻る」を選択する前に選択

した項 目を取得し、続いてステッ ０5において、「戻る」が選択されたときの同一

画面上の非選択項 目 (以後、単に「非選択項 目」と記述する。)を取得する。具体的

には、図8で示される操作履歴の場合、「戻る」が選択される前の選択項 目として「録

画設定」を、「戻る」が選択されたときの非選択項 目として「モード設定」「音声設定」「

ぴったり録画」を取得する。

００5 7 次に非選択情報利用推定部 ０9は、ステッ ０7において、非選択項 目の先に

存在する各機能と非選択項 目との距離 (以後、単に「非選択項 目距離」と記述する。)

、及び非選択項 目の先に存在する各機能と選択項 目との距離 (以後、単に「選択項

目距離」と記述する。)を取得し、選択項 目距離から非選択項 目距離を引いた値を目

的可能性スコアして計算する。

００58 具体的には、まず「戻る」が行われた際の選択項 目である「録画設定」(以後、「 5」

と記述する。) と非選択項 目である「ぴったり録画」(以後、「 7」と記述する。) の両

項 目名と、非選択項 目 7の先に存在する機能 「ぴったり録画で予約する際の設定

をする」(以後、「G 」と記述する。) との距離を項 目一機能間距離記憶部 ０6から

取得し、その差分を目的可能性スコアとして計算する。より具体的には図 3に示すよ

ぅに 5とG の距離が0・6であり、 7とG ０との距離が0・9であるので、 5からの

G ０の目的可能性スコアは0・6 ０・9二 ０・3となる。

００59 他の非選択項 目である「モード選択」「音声設定」とその先にある機能についても同



様にして選択項 目と非選択項 目と機能との距離との差から目的可能性スコアを計算

する。例えば、G8と 5との間の選択項 目距離は0・6であり、G8と 5との間の非選

択項 目距離は0・4である。従って、 5からのG8の目的可能性スコアは0・6 ０・4

二０・2となる。

００6０ 図 2のステッ ０8において、ステッ ０7において計算された目的可能性ス

コアに某づき推定スコア変更の判断を行う。もし、目的可能性スコアが負、即ち非選

択項 目距離が選択項 目距離より大きい場合、ステッ ０9へ進み目的可能性スコ

アの絶対値に比例する値だけ推定スコアを下げる (即ち、その機能が 目的の機能で

ある可能性を下げる)。一方、目的可能性スコアが正、すなわち非選択項 目距離が選

択項 目距離より小さい場合、ステッ ０へ進み目的可能性スコアの絶対値に比

例する値だけ推定スコアを上げる (即ちその機能が 目的である可能性を上げる)。

００6 1 具体的にはG ０の目的可能性スコアは上記のように ０・3であり、同様にしてG8

の目的可能性スコアは図 3より0・6 ０・4 二０・2となるため、G ０に対する推定ス

コアの再計算結果としては図4のステッ 3０5で計算された推定スコアに対し、 ０

3 を加算した値となり、G8に対する推定スコアの再計算結果としてはステッ 3０5

で計算された推定スコアに対し ０ 2 を加算した値となる。なお巳 は正の重み定

数であり、設計者によって決定される。

００62 なお、上記例では、選択項 目 と機能G8及びG ０の距離が等しく0・6の例につ

いて述べたが、この距離は機能の記述方法により典なる。図 4は、図 ０に示したメ

ニュー画面の階層構造の一部である図 3の他の例を示す図である。すなわち、図

4では、選択項 目 と機能G8及びG ０の距離が典なる場合の例について示してい
る。

００63 例えばG ０の機能を説明する表現 (吉菓 ) が図 4に示すように「指定時間にぴった
り合わせて録画する」となっている場合、「設定」とレづ単語が無くなっているため、図

3の とG ０の選択項 目距離は0・5と小さくなる。この場合、G ０の目的可能性ス

コアは0・5 ０・9 二 ０・4となりG ０に対する推定スコアの再計算結果としては図4

のステッ 3０5で計算されたスコアに対し0・4 を加算した値となる。

００64 上記処理により、非選択項 目を見て「戻り」行動を行った非選択項 目の先にある機



能に対し、もし非選択項 目距離が近いなら、ユーザの日的がその機能である場合、

その項 目を選んでいる可能性が高い。すなわち、非選択項 目を見て「戻り」行動を行

った非選択項 目の先にある機能と非選択項 目との意味的距離が近ければ、非選択

項 目の先にある機能を目的とするユーザは、非選択項 目を選択しているはずである

。従って、非選択項 目距離が近い場合には、非選択項 目の先にある機能が 目的の

機能である可能性を下げる。逆に、もし、選択項 目距離が非選択項 目距離に比べて

近いなら、非選択項 目を選ばなかったのは、ユーザにとって非選択項 目の先にある

機能に対し、非選択項 目が不適切であったために選ぶことができなかった可能性が

高い。このため、非選択項 目の先にある機能がユーザの日的とする機能である可能

性を上げることが可能となり、よりユーザの意図を反映した目的推定スコアの計算が

可能となる。

００65 なお、上記例では、目的可能性スコアの値が正の場合も負の場合も推定スコアの

再計算に利用したが、どちらか一方のみを利用して再計算を行ってもよい。例えば、

目的可能性が正の場合、上記例ではその値を加算して対象機能の推定スコアの再

計算を行ったが、選択項 目を考慮した推定スコアはステッ 3０5により計算されてい

るので、目的可能性スコアを利用した再計算を行わず、目的可能性スコアが負の場

合のみ推定スコアに利用してもよい。

００66 また、上記具体例では選択項 目として、「戻る」を選択する直前の項 目を利用したが

、複数の選択項 目を利用してもよい。具体的には上記例では選択項 目として「戻る」

を選択する直前に選択した「録画設定」のみを利用したが、「戻る」を選択する前に選

択した「機能選択」「録画予約」「録画設定」のどれか一つもしくは複数の項 目を利用

して選択項 目と機能との距離を求めてもよい。より具体的には、各選択肢と機能との

距離を求め、選択項 目数で剖ることで平均値を求め、その値を項 目一機能間距離と

して用いてもよいし、単語概念を利用して、各項 目から一つのべクトルを作成し、その

べクトルに対して機能との距離を計算し、利用してもよい。

００67 また、上記具体例では、非選択項 目の先に存在する機能についてのみ推定スコア

の再計算を行う方法について述べたが、全ての機能について、非選択項 目と選択項

目を利用して、推定スコアの計算を行ってもよい。具体的には、図 ０において「人名



で検索して録画予約する」(以後 「G7」と記述する) といぅ機能に対して推定スコアの

再計算を行ぅ場合、まず、非選択項 目である 5 6 7とG7との各距離を項 目

一機能間距離記憶部 ０6から取得し、最も大きな距離 (すなわち意味が近い)を非

選択項 目距離とする。次に選択項 目である 5とG7との距離を同様に項 目一機能間

距離記憶部 ０6から取得し、選択項 目距離とする。その差分値 (選択項 目距離から

非選択項 目距離を引いた値)を目的可能性スコアとしてG7の推定スコアの再計算に

利用する。

００68 図 5は、図2に示した推定部 4から操作支援決定部 ０に出力される推定結果

の一例を示す図である。項 目 3０ は推定機能順位でありュ一ザが 目的とする機能

である可能性の高さの順を示し、項 目 3０2は推定された機能の番号を示す推定機

能番号、項 目 3０3は推定された機能の機能名である推定機能名、項 目 3０4は目

的推定スコア (前記推定スコア)である。同図に示すよぅに、比選択項 目距離を用いて

推定スコアの再計算を行ぅことによって、G3 G2 G の順で目的の機能である可能

性が高いと推定されている。

００69 図 6は、非選択情報利用推定部 ０9で推定スコアの再計算を行わない場合の推

定結果の一例を示す図である。この場合、目的推定に利用される単語としては選択

された項 目から抽出された「録画」「予約」「設定」だけを某にスコアの計算を行ぅので

G8 Gg G ０が上位に入る。これに対し、非選択情報利用推定部 ０9で推定スコ

アの再計算を行った場合、G8～G ０の推定スコアは減算され、図 5に示すよぅに、

「設定」と意味の近い「指定」を含むG3が上位になるよぅな推定結果が得られる。

００7０ 図4のステッ 3０7において、操作支援決定部 ０はステッ 3０6で計算された推

定結果と、システム情報記憶部 ０4に記憶されている図6に示すよぅな各機能に関す

る詳細な情報や操作手順などを某にュ一ザの操作支援方法を決定する。決定した

操作支援に必要な画面や音声などを出力部 に提示する。

００7 1 図 7は、操作支援決定部 ０で決定された操作支援の具体的な一例を示す図で

ある。項 目 5０ はュ一ザが 目的とした機能である可能性の高さを示す予測順位で

あり、項 目 5０2は予測結果である機能を示す予測機能であり、項 目 5０3は予測機

能の操作手順または詳細説明を表示させるためのボタンである。項 目 5０4はュ一



ザが選択した操作の順番を示す番号であり、項 目 5０5はユーザが操作支援を必要

とするまでに選択した選択項 目から抽出された選択単語であり、項 目 5０6は項 目

5０5で示される選択単語に関して単語間の意味的距離が近い単語であり、 ０7は

キーワード検索のための単語入カボックスである。このように、ユーザが操作支援を

必要とするまでに選択した選択項 目から抽出された選択単語に対して、単語間の意

味的距離が近い関連単語を項 目 5０6に表示することにより、ユーザは項 目 ０6に

表示された関連単語を使ってより容易にキーワード検索を行 ことができる。

００72 本操作支援画面例において、表示された予測機能の中にユーザが 目的としていた

機能がある場合は、項 目 5０2内の「GO」ボタンを押すことで直接その操作画面に遷

移することができる。もし直接遷移するのではなく操作手順やこの操作によってどん

なことができるのか等、操作に関する情報が知りたい場合は項 目 5０3に示される「

操作手順」ボタンを押すことで、操作手順や関連情報を知ることができる。また、本操

作支援画面例で示される操作支援においてはキーワード検索も可能である。 ０7

のキーワード検索用単語入カボックスには直接キーワードを入力してもよいが、本操

作支援例では、項 目 5０5にユーザが実際選択した選択項 目から抽出した単語を表

示し、項 目 5０6に項 目 5０5に表示される単語に意味的距離が近い単語を、単語

概念記憶部 ０3に格納されている単語概念を利用して計算した結果を表示する。ユ

ーザが項 目 5０5及び項 目 5０6に表示される単語を選択すると選択された単語が

自動的にキーワード検索用単語入カボックスに入力される。このような入カインタフェ
ースを持つことで、単にキーワードの入力操作が楽になるだけではなく、キーワードを

思いつかないユーザにとっても、関連単語が表示されるため容易にキーワード検索

が可能となる。さらに、この関連単語は単語概念上の単語の意味ベクトルを用いて計

算するため、予め全ての単語に対してシステム開発者が用意する必要が無い。なお

、キーワード検索は 5０7に入力された つもしくは複数の単語を利用したキーワード

マッチングの検索でもよいし、入力された単語の意味ベクトルを足し合わせて作成さ

れるべクトルと機能概念ベクトルとの距離を、内積を用いて計算してもよい。

００7 3 図4のステッ 3０7以降は前記ユーザに支援が不要な場合と同じ処理を行う。

００74 なお、上記本実施の形態では単語概念より、項 目一機能間の距離を予め全て計算



し、その結果を保存して目的推定に利用したが、推定部 4において、目的の推定

スコアを計算する際に必要な項 目一機能間の距離を計算してしてもよいし、選択情

報利用推定部 ０8の計算結果を某に、非選択情報利用推定部 ０9で再計算する機

能を限定してもよい。これらの工夫により、より 、さな記憶容呈またはより少ない計算

呈で同様の結果を得ることができる。

００75 また、上記本実施の形態では「戻る」が選択されたときの非選択項 目の先にある機

飴を推定スコアの再計算対象として扱ったが、某本的な考え方としては、非選択項目

に近い機能は目的の機能である可能性が低いといぅ特徴を利用したものであり、再

計算の対象とする機能は全ての機能を対象にしてもよい。

００76 以上の動作により、ユーザが選択した項 目を用いた目的推定に加え、ユーザが 「戻

る」を選択した際の操作履歴から選択項 目距離と非選択項 目距離の差分を利用して

目的推定スコアの再計算をすることで、各機能に対して単に選択された項 目のみを

用いて目的の推定スコアを計算する場合と比べて、よりユーザの意図を反映し、かつ

、より分解能の高いスコアリングが可能となり、ユーザの選択意図を十分反映させた

目的推定及び操作支援が実現可能となる。

００77 (実施の形態2)

上記実施の形態 では、「戻る」とレぢ行為を行った際の、非選択項 目を利用して、

推定スコアの再計算を行い、よりユーザの選択意図を反映させた目的推定及び操作

支援を行ぅ方法について説明した。

００78 本実施の形態2では、さらに、通常の選択行為における非選択項 目を利用して、新

たに項 目が選択される都度、目的可能性スコアを計算し、選択項 目を用いて計算し

た推定スコアの再計算を行ぅ操作支援の実現方法について述べる。なお、本実施の

形態2で説明する推定スコアの再計算は上記実施の形態 で説明した推定スコアの

再計算方法と独立であるので、両手法を用いた推定スコアの再計算を行ってもよい。

実施の形態2において推定部 4は、前記メニュー画面で、 つの項 目が選択され

た時点で、前記選択項 目と同一メニュー画面に表示されていながら選択されなかっ
た各前記非選択項目の末端に位置する各機飴と前記選択項目との意味的距離であ

る第2の選択項 目距離と、前記末端に位置する各機能と前記選択項 目と同一メニュ



一画面に表示されていながら選択されなかった各前記非選択項 目との意味的距離

である第2の非選択項 目距離とを算出し、前記第2の選択項 目距離と前記第2の非

選択項 目距離との差分が負になるとき、当該機能について、ユーザの目的とする機

能である可能性を前記差分の大きさに応じて低く推定する前記推定手段の一例であ

る。また、推定部 4は、さらに、前記第2の選択項 目距離と前記第2の非選択項 目

距離との差分が正になるとき、当該機能について、ユーザの目的とする機能である可

能性を前記差分の大きさに応じて高く推定する前記推定手段の一例である。

００79 本実施の形態と上記実施の形態 との相違点は、図4のステッ における非選

択情報を利用して推定スコアを再計算する方法が典なるのであり、他は実施の形態

と同一である。従って本実施の形態においては、その相違点を中心に説明する。

００8０ 図 8は、図4のステッ 3０6における推定スコアの再計算処理の他の例におけるよ

り詳細な処理手順を示すフローチヤートである。また、図 9は、図 ０に示したメニュ
ー画面の階層構造の一部を示す図である。以下では、図4のステッ 3０6における

非選択情報を用いた推定スコアの再計算処理について、図 8のフローチヤート及び

図 ０の階層構造の一部を示した図 9を用いて説明する。

００8 1 非選択情報利用推定部 ０9は、ステッ 6０ において、操作履歴記憶部 ０7か
ら図8に示されるよぅな操作履歴のぅち、一つの選択項 目に関する履歴情報を取得す

る。ステッ 6０2において、選択項 目が 「戻る」や「ヘルプ」のよぅに、選択項 目として

目的推定に利用しない項 目か否かを判断する。もし、選択項 目として目的推定に利

用しない項 目であった場合、ステッ ０2の S、即ちステッ 6０3に進み、次の

操作履歴に次の選択項 目があるかを判断し、まだ処理していない選択項 目があれば

、ステッ 6０へ進み、まだ処理していない選択項 目が無ければ、処理を終了する

。一方、もし、ステッ 6０2において選択項 目が 目的推定に利用する項 目であった

場合、ステッ 6０2の O、即ちステッ ０4へ進む。ステッ ０4では非選択

項 目を取得し、ステッ 6０5で非選択項 目の先にある機能を取得する。具体的には

図8の履歴 ・3の場合、選択項 目は「録画設定」(以後、「 5」と記述する。)であり

、非選択項 目は「番組表から予約」「予約確認」「番組表の検索」(以後、「 2」、「 3」

、「 4」と記述する。)であり、非選択項 目の先にある機能は図 ０より例えば非選択項



目が 2である場合、「今放送中の番組を録画する」と「番組表で選ばれた番組を録

画予約する」「日時とチヤンネルを指定して録画予約する」(以後、「G 」、「G2」、「G

3」と記述する。)である。

００82 ステッ 6０6において、前記非選択項 目の先にある機能と選択項 目との距離 (以

後、単に「選択項 目距離」と記述する。) と、前記非選択項 目の先にある機能と非選択

項 目との距離 (以後、単に「非選択項 目距離」と記述する。) とを項 目一機能間距離

記憶部 ０6より取得する。

００83 ステッ 6０7において、選択項 目距離から非選択項 目距離を引いた値を目的可

能性スコアとして計算する。具体的な例として、 5を選択した際のG2及びG3の目的

可能スコアについて、図 9を用いて説明する。ここで、図 9にある数値は各項 目と

機能との距離である。図 9よりG2に対する 2の非選択項 目距離は0・9であり、G2

に対する 5の選択項 目距離は0・3であるので、G2の目的可能性スコアは0・3 ０

・9二 ０・6となる。また、同様にG3に対する 5の選択項 目距離は0・6であり、G3

に対する 2の非選択項 目距離は0・4であるので、 5を選択したときのG3の目的可

能性スコアは0・6 ０・4 二 ０・2となる。

００84 同様に他の機能についても選択項 目距離と非選択項 目距離を用いて目的可能性

スコアを計算する。

００85 ステッ 6０8では、ステッ 6０7において計算された目的可能性スコアに某づき

推定スコア変更の判断を行ぅ。もし、目的可能性スコアが負、即ち非選択項 目距離が

選択項 目距離より大きい場合、ステッ 6０9へ進み目的可能性スコアの絶対値に

比例する値だけ推定スコアを下げる (即ち、その機能が 目的の機能である可能性を

下げる)。一方、目的可能性スコアが正、すなわち非選択項 目距離が選択項 目距離

より 、さい場合、ステッ 6 ０へ進み目的可能性スコアの絶対値に比例する値だけ

推定スコアを上げる (即ちその機能が 目的である可能性を上げる)。

００86 具体的にはG2の目的可能性スコアは上記のよぅに ０・6であり、同様にしてG3の

目的可能性スコアは ０・2であるため、G2に対する推定スコアの再計算結果として

はステッ 3０5で計算された推定スコアに対し、 ０ 6 を加算した値となり、G3に

対する推定スコアの再計算結果としてはステッ 3 で計算された推定スコアに対し



０ 2 を加算した値となる。なお巳 は正の重み定数であり、設計者によって決定さ

れる。

００87 上記の処理により非選択項 目の先にある機能に対して、非選択項 目距離の方が選

択項 目距離より近いなら、もし、その機能がユーザの日的の機能であった場合、非選

択項 目を選んでいる可能性が高いので、目的の機能である可能性を下げ、逆に選択

項 目の方が非選択項 目より近い場合、非選択項 目を選ばなかったのは、ユーザにと

って非選択項 目の先にある機能に対し、非選択項 目が不適切であったために選ぶこ

とができなかった可能性が高いので、目的である可能性を上げることが可能となり、よ

りユーザの意図を反映した目的推定スコアの計算が可能となる。

００88 これ以降の処理の説明は上記実施の形態 の図4のステッ 3０7以降で行われる

処理と同様であるので省略する。

００89 以上の動作により、ユーザが選択した項 目を用いた目的推定に加え、選択項 目距

離と非選択項 目距離の差分を利用して目的推定スコアの再計算することで、各機能

に対して単に選択された項 目より目的の推定スコアを計算するより、ユーザの意図を

反映し、かつ分解能の商いスコアリングが可能となり、ユーザの選択意図を十分反映

させた目的推定及び操作支援が実現可能となる。

００9０ なお、上記実施の形態 及び実施の形態2では機器の操作支援を具体的な例とし

て動作の説明を行ったが、選択型インタフェースを利用する機器やシステムであれば

、あらゆる機器及びシステムに本技術は利用可能であり、例えば選択型インタフェー

スを持つ携帯電話の機能探索支援やインターネット上の商品やコンテンソ検索の支

援にも利用可能である。

００9 1 例えば、選択型インタフェースを持つ携帯電話において、自分の携帯電話の電話

番号を知りたいと考え、選択項 目を選んでいくが、自分の電話番号を表示する機能

を見つけられないという際に、どのような選択項 目及び非選択項 目が操作履歴に存

在したかという情報をもとに本手法を用いることで目的の機能を精度よく推定すること

が可能となる。また、インターネット情報商品販売ザイトは通常ジヤンル別の階層構造

になっており、具体的な商品の情報に辿り着くにはいくつかのジヤンル名などの選択

肢を選ぶ必要がある。このように選択肢を選んでいくことで目的の商品を目指すが辿



り着けないとレづ際に、どのような選択項 目及び非選択項 目が操作履歴に存在したか
とレぢ情報をもとに本手法を用いることで目的の商品を精度よく推定することが可能と

なる。

００9 2 なお、ブロック図 (図2など) の各機能ブロックは典型的には集積回路である 5 1とし

て実現される。これらは個別に チップ化されても良いし、一部 は全てを含むように

００9 3 (例えばメモり以外の機能ブロックが チップィヒされていても良い。)

ここでは、 S としたが、集積度の違いにより、 C 、システム S 、スーパー S 、ウ

ルトラ S と呼称されることもある。

００9 4 また、集積回路ィヒの手法は S に限るものではなく、専用回路又は汎用プロセザで

実現してもよい。 S 製造後に、プログラムすることが可能な PG ( e d og ammma

b e G a e A a )や、 S 内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギ

ュラブル・プロセッザ一を利用しても良い。

００9 5 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術により S に置き換わる集積回

路ィヒの技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積ィヒを行って

もよい。バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。

００9 6 また、各機能ブロックのうち、符号ィヒまたは復号ィヒの対象となるデータを格納する手

段だけ チップィヒせずに別構成としても良い。

産業上の利用可能性

００9 7 本発明は、階層構造を有する選択型インタフェースを持つ多くの装置に対して利用

可能であり、 、携帯電話機及び レコーダなどの装置やインターネットのホー

ムページなどにおいて、所望の機能を実行するための、または所望のコンテシソを見

つけるための支援技術として、その利用可能性は非常に大きい。



請求の範囲

階層構造をもつメニュー画面に表示される項 目をユーザが選択する操作の履歴に

某づいて、ユーザが 目的とする機能を推定し、推定結果に某づいて操作支援を行ぅ

操作支援装置であって、

前記メニュー画面に表示される各項 目と、前記階層構造の末端に位置する各機能

との意味的距離を記憶している項 目一機能間距離記憶手段と、

ユーザによって選択された選択項 目と各前記機能との意味的距離と、選択可能で

あるにもかかわらず選択されなかった非選択項 目と各前記機能との意味的距離とか
ら、各前記機能がユーザの目的とする機能である可能性の度合いを推定する推定手

段と、

前記推定結果に某づいて、前記可能性の高い機能ほど優先的に選択可能に提示

されるよぅ操作支援のための出力の内容を決定する操作支援決定手段と

を備えることを特徴とする操作支援装置。

2 前記操作支援装置は、さらに、ユーザが前記項 目を順次選択する操作履歴に関す

る情報を格納する操作履歴記憶手段を備え、

前記意味的距離は、項 目と機能との間の意味が近いほど大きな値で定義され、

前記推定手段は、前記メニュー画面で、直上の階層のメニュー画面に戻るための「

戻る」処理が実行された時点で、「戻る」処理が実行された少なくとも直前の前記メニ

ュー画面における選択項 目と当該選択項 目の少なくとも末端に位置する各機能との

意味的距離である第 の選択項 目距離と、「戻る」処理が実行された前記メニュー画

面における各非選択項 目と少なくとも前記末端に位置する各機能との意味的距離で

ある第 の非選択項 目距離とを算出し、前記第 の選択項 目距離と前記第 の非選

択項 目距離との差分が負になるとき、当該機能について、ユーザの目的とする機能

である可能性を前記差分の大きさに応じて低く推定する

ことを特徴とする請求項 記載の操作支援装置。

3 前記推定手段は、さらに、前記第 の選択項 目距離と前記第 の非選択項 目距離

との前記差分が正になるとき、当該機能について、ユーザの目的とする機能である可

能性を前記差分の大きさに応じて高く推定する



ことを特徴とする請求項2記載の操作支援装置。

4 前記操作支援装置は、さらに、ユーザが前記項 目を順次選択する操作履歴に関す

る情報を格納する操作履歴記憶手段を備え、

前記推定手段は、前記メニュー画面で、 つの項 目が選択された時点で、前記選

択項 目と同一メニュー画面に表示されていながら選択されなかった各前記非選択項

目の末端に位置する各機能と前記選択項 目との意味的距離である第2の選択項 目

距離と、前記末端に位置する各機能と前記選択項 目と同一メニュー画面に表示され

ていながら選択されなかった各前記非選択項 目との意味的距離である第2の非選択

項 目距離とを算出し、前記第2の選択項 目距離と前記第2の非選択項 目距離との差

分が負になるとき、当該機能について、ユーザの目的とする機能である可能性を前

記差分の大きさに応じて低く推定する

ことを特徴とする請求項 記載の操作支援装置。

5 前記推定手段は、さらに、前記第2の選択項 目距離と前記第2の非選択項 目距離

との差分が正になるとき、当該機能について、ユーザの目的とする機能である可能性

を前記差分の大きさに応じて高く推定する

ことを特徴とする請求項4記載の操作支援装置。

6 前記操作支援装置は、さらに、ヘルプボタンが押されたことを検出するか、前記階

層構造の末端の機能に至る前の項 目が選択された状態で何の操作もされないまま

所定の時間を超えたことを検出するか、または、特定のパターンのユーザ操作を検出

すると、前記操作支援決定手段によって決定された前記操作支援のための内容を出

力する制御手段を備える

ことを特徴とする請求項 記載の操作支援装置。

7 階層構造をもつメニュー画面に表示される項 目をユーザが選択する操作の履歴に

某づいて、ユーザが 目的とする機能を推定し、推定結果に某づいて操作支援を行ぅ

操作支援方法であって、

前記メニュー画面に表示される各項 目と、前記階層構造の末端に位置する各機能

との意味的距離を記憶している項 目一機能間距離記憶ステップと、

ユーザによって選択された選択項 目と各前記機能との意味的距離と、選択可能で



あるにもかかわらず選択されなかった非選択項 目と各前記機能との意味的距離とか

ら、各前記機能がュ一ザの目的とする機能である可能性の度合いを推定する推定ス

テップと、

前記推定結果に某づいて、前記可能性の高い機能ほど優先的に選択可能に提示

を備えることを特徴とする操作支援方法。

8 階層構造をもつメニュー画面に表示される項 目をユーザが選択する操作の履歴に

某づいて、ユーザが 目的とする機能を推定し、推定結果に某づいて操作支援を行ぅ

操作支援装置のためのプログラムであって、コンピュータに

前記メニュー画面に表示される各項 目と、前記階層構造の末端に位置する各機能

との意味的距離を記憶している項 目一機能間距離記憶ステップと、ユーザによって

選択された選択項 目と各前記機能との意味的距離と、選択可能であるにもかかわら

ず選択されなかった非選択項 目と各前記機能との意味的距離とから、各前記機能が

ユーザの目的とする機能である可能性の度合いを推定する推定ステップと、前記推

定結果に某づいて、前記可能性の高い機能ほど優先的に選択可能に提示されるよ

ログラム。
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