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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各ユーザが利用したコンテンツに予め付与されたメタ情報であるキーワードと各ユーザ
の識別情報とを対応付けてユーザキーワード情報として記憶する第１の手段と、
複数ユーザのユーザキーワード情報を読み出してクラスタリングを含む所定の演算のいず
れかによりキーワードグループを生成する第２の手段とを有するシステムに設けられ、
上記第２の手段が上記キーワードグループの生成に用いるグループ化条件をコンピュータ
処理により算出する装置であって、
複数の上記グループ化条件を順次に上記第２の手段に入力する第３の手段と、
該第３の手段が入力した各グループ化条件を用いて上記第２の手段が生成した複数のキー
ワードグループと各ユーザそれぞれのユーザキーワード情報との類似度をそれぞれに含ま
れる各キーワードに基づき算出する第４の手段と、
上記第３の手段が入力した各グループ化条件を用いて上記第２の手段が生成した複数のキ
ーワードグループと各コンテンツとの類似度をそれぞれに含まれる各キーワードに基づき
算出する第５の手段と、
上記第４の手段と上記第５の手段による各類似度の算出結果から、各グループ化条件毎に
各ユーザそれぞれのユーザキーワード情報と各コンテンツの組み合わせ毎の類似度を算出
する第６の手段と、
該第６の手段で算出した各類似度に基づく最適なグループ化条件の特定を行う第７の手段
と
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を有することを特徴とするグループ化条件決定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のグループ化条件決定装置であって、
上記第６の手段で算出した各ユーザそれぞれのユーザキーワード情報と各コンテンツの組
み合わせ毎の類似度を、各グループ化条件に対応付けてレコードとして記録する第８の手
段を有し、
上記第７の手段は、
各ユーザそれぞれのユーザキーワード情報と各コンテンツの組み合わせ毎に、類似度の高
い順に、予め定められた数分のレコードを抽出し、
抽出した各レコード内の各グループ化条件を用いて上記最適なグループ化条件を求めるこ
とを特徴とするグループ化条件決定装置。
【請求項３】
　コンピュータを、請求項１もしくは請求項２のいずれかに記載のグループ化条件決定装
置における各手段として機能させるためのプログラム。
【請求項４】
　各ユーザが利用したコンテンツに予め付与されたメタ情報であるキーワードと各ユーザ
の識別情報とを対応付けてユーザキーワード情報として記憶する第１の手段と、
複数ユーザのユーザキーワード情報を読み出してクラスタリングを含む所定の演算のいず
れかによりキーワードグループを生成する第２の手段とを有するシステムにおいて、上記
第２の手段が上記キーワードグループの生成に用いるグループ化条件をコンピュータ処理
により算出する方法であって、
複数の上記グループ化条件を順次に上記第２の手段に入力する第１のステップと、
該第１のステップで入力した各グループ化条件を用いて上記第２の手段が生成した複数の
キーワードグループと各ユーザそれぞれのユーザキーワード情報との類似度をそれぞれに
含まれる各キーワードに基づき算出する第２のステップと、
上記第１のステップで入力した各グループ化条件を用いて上記第２の手段が生成した複数
のキーワードグループと各コンテンツとの類似度をそれぞれに含まれる各キーワードに基
づき算出する第３のステップと、
上記第２のステップと上記第３のステップでの各類似度の算出結果から、各グループ化条
件毎に各ユーザそれぞれのユーザキーワード情報と各コンテンツの組み合わせ毎の類似度
を算出する第４のステップと、
該第４のステップで算出した各類似度に基づく最適なグループ化条件の特定を行う第５の
ステップと
を有することを特徴とするグループ化条件決定方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のグループ化条件決定方法であって、
上記第４のステップで算出した各ユーザそれぞれのユーザキーワード情報と各コンテンツ
の組み合わせ毎の類似度を、各グループ化条件に対応付けてレコードとして記録する第６
のステップを有し、
上記第５のステップでは、
各ユーザそれぞれのユーザキーワード情報と各コンテンツの組み合わせ毎に、類似度の高
い順に、予め定められた数分のレコードを抽出し、
抽出した各レコード内の各グループ化条件を用いて上記最適なグループ化条件を求めるこ
とを特徴とするグループ化条件決定方法。
【請求項６】
　入力されたキーワードに対してコンピュータ処理を行い、入力されたキーワードに関連
性のあるキーワードを選出し拡張キーワードとして出力するキーワード拡張装置であって
、
各ユーザが利用したコンテンツに関連するキーワードと当該ユーザの識別情報とが対応付
けられた利用履歴データを記憶装置に格納する利用履歴データ格納手段と、
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該利用履歴データ格納手段で格納した上記利用履歴データを読み出し、相互に関連性のあ
るキーワード同士を特定するための所定の演算処理を行い、相互に関連する各キーワード
を抽出してグループ分けし抽出結果データとして記憶装置に格納する関係抽出・格納手段
と、
入力されたキーワードと同じグループのキーワードを、上記関係抽出・格納手段で格納さ
れた抽出結果データを参照し上記拡張キーワードとして特定する拡張処理手段と、
請求項１もしくは請求項２のいずれかに記載のグループ化条件決定装置と
を有し、
該グループ化条件決定装置で算出した最適なグループ化条件を用いて、上記関係抽出・格
納手段によるキーワードのグループ分けを行うことを特徴とするキーワード拡張装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のキーワード拡張装置であって、
上記関係抽出・格納手段を、予め設定された時間に起動する手段を有し、上記抽出結果デ
ータを更新することを特徴とするキーワード拡張装置。
【請求項８】
　請求項６もしくは請求項７のいずれかに記載のキーワード拡張装置であって、
上記関係抽出・格納手段は、
上記利用履歴データに対して上記所定の演算処理を行う際に得られる、同じグループに含
まれるキーワード間の関係を表すパラメータ値を、上記抽出結果データにおける当該グル
ープに対応付けて付与することを特徴とするキーワード拡張装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のキーワード拡張装置であって、
上記拡張処理手段は、上記拡張キーワードに対して、該拡張キーワードが含まれるグルー
プに付与された上記パラメータ値を用いて重み付けを行うことを特徴とするキーワード拡
張装置。
【請求項１０】
　コンピュータを、請求項６から請求項９のいずれかに記載のキーワード拡張装置におけ
る各手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
　コンテンツＸのコンテンツ情報からなるキーワード集合Ｘと、ユーザａの嗜好情報から
なるキーワード集合ａとを入力してキーワード集合Ｘとキーワード集合ａとの類似度を算
出し、該類似度が予め定められたしきい値を超えると上記コンテンツＸを上記ユーザａに
提供するコンテンツ提供装置を具備したコンテンツ検索システムであって、
請求項６から請求項９のいずれかに記載のキーワード拡張装置を有し、
上記類似度が上記しきい値を超えない場合、上記キーワード集合Ｘを上記キーワード拡張
装置に入力し、該キーワード拡張装置から出力される上記キーワード集合Ｘに対する拡張
キーワード集合を上記コンテンツ提供装置に入力し、
該コンテンツ提供装置における上記拡張キーワード集合と上記キーワード集合ａとの類似
度の算出結果が上記しきい値を超えると上記コンテンツＸを上記ユーザａに提供すること
を特徴とするコンテンツ検索システム。
【請求項１２】
　ユーザが入力したキーワードＡに対応するコンテンツＸを検索するコンテンツ検索装置
を具備したコンテンツ検索システムであって、
請求項６から請求項９のいずれかに記載のキーワード拡張装置を有し、
上記コンテンツ検索装置での検索で上記キーワードＡに対応するコンテンツが検索されな
い場合、上記キーワードＡを上記キーワード拡張装置に入力し、該キーワード拡張装置か
ら出力される上記キーワードＡに対する拡張キーワード集合を上記コンテンツ検索装置に
入力し、
該コンテンツ検索装置による上記拡張キーワード集合に含まれる各拡張キーワードに基づ
くコンテンツ検索結果を出力することを特徴とするコンテンツ検索システム。
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【請求項１３】
　入力されたキーワードに対してコンピュータ処理を行い、入力されたキーワードに関連
性のあるキーワードを選出し拡張キーワードとして出力する装置のキーワード拡張方法で
あって、
各ユーザが利用したコンテンツに関連するキーワードと当該ユーザの識別情報とが対応付
けられた利用履歴データを記憶装置に格納する第１のステップと、
上記記憶装置から上記利用履歴データを読み出し、相互に関連性のあるキーワード同士を
特定するための所定の演算処理を行い、相互に関連する各キーワードを抽出してグループ
分けし抽出結果データとして記憶装置に格納する第２のステップと、
入力されたキーワードと同じグループのキーワードを、上記第２のステップで格納した抽
出結果データを参照し上記拡張キーワードとして特定する第３のステップとを有し、
かつ、請求項４もしくは請求項５のいずれかに記載のグループ化条件決定方法により算出
した最適なグループ化条件を用いて、上記第２のステップによるキーワードのグループ分
けを行う
ことを特徴とするキーワード拡張方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のキーワード拡張方法であって、
予め設定された時間に上記第２のステップでの処理を起動し、上記抽出結果データを更新
するステップを有することを特徴とするキーワード拡張方法。
【請求項１５】
　請求項１３もしくは請求項１４のいずれかに記載のキーワード拡張方法であって、
上記第２のステップで上記利用履歴データに対して上記所定の演算処理を行う際に得られ
る、同じグループに含まれるキーワード間の関係を表すパラメータ値を、上記抽出結果デ
ータにおける当該グループに対応付けて付与するステップを有することを特徴とするキー
ワード拡張方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のキーワード拡張方法であって、
上記第３のステップでは、上記拡張キーワードに対して、該拡張キーワードが含まれるグ
ループに付与された上記パラメータ値を用いて重み付けを行うことを特徴とするキーワー
ド拡張方法。
【請求項１７】
　ユーザ操作に応じて記憶装置に登録したキーワードが含まれるコンテンツ情報を検索し
て上記ユーザに通知するコンテンツ情報提供システムであって、
請求項６から請求項９のいずれかに記載のキーワード拡張装置から、上記記憶装置に登録
したキーワードの拡張キーワードを取得する拡張キーワード取得手段と、
上記記憶装置に登録したキーワードおよび上記キーワード拡張装置から取得した拡張キー
ワードのそれぞれに対応するコンテンツ情報を抽出するコンテンツ情報選択手段と、
抽出したコンテンツ情報を当該ユーザに通知する通知手段と
を有することを特徴とするコンテンツ情報提供システム。
【請求項１８】
　ユーザ操作に応じて記憶装置に登録したキーワードが含まれるコンテンツ情報を検索し
て表示するコンテンツ情報提供システムであって、
上記ユーザ操作に応じて記憶装置に登録したキーワードを、ネットワークを介して、請求
項６から請求項９のいずれかに記載のキーワード拡張装置に送出する送出手段と、
該キーワード拡張装置が出力する、上記送出手段から送出したキーワードの拡張キーワー
ドをネットワークを介して受信し取得する拡張キーワード取得手段と、
上記記憶装置に登録したキーワードおよび上記キーワード拡張装置から取得した拡張キー
ワードのそれぞれに対応するコンテンツ情報を抽出するコンテンツ情報選択手段と、
抽出したコンテンツ情報を表示画面に表示する通知手段と
を有することを特徴とするコンテンツ情報提供システム。
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【請求項１９】
　請求項１７もしくは請求項１８のいずれかに記載のコンテンツ情報提供システムであっ
て、
上記通知手段で通知してユーザが選択したコンテンツ情報からキーワードを抽出して上記
キーワード拡張装置に送出する手段を有し、該キーワード拡張装置において新たな利用履
歴データとして格納することを特徴とするコンテンツ情報提供システム。
【請求項２０】
　請求項１７から請求項１９のいずれかに記載のコンテンツ情報提供システムであって、
携帯電話、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡからなり、無線および有線ネットワークを介
して上記キーワード拡張装置に接続されることを特徴とするコンテンツ情報提供システム
。
【請求項２１】
　ユーザ操作に応じて記憶装置に登録したキーワードが含まれるコンテンツ情報を検索し
て上記ユーザに通知するシステムのコンテンツ情報提供方法であって、
請求項６から請求項９のいずれかに記載のキーワード拡張装置から、上記記憶装置に登録
したキーワードの拡張キーワードを取得する手順と、
上記記憶装置に登録したキーワードおよび上記キーワード拡張装置から取得した拡張キー
ワードのそれぞれに対応するコンテンツ情報を抽出する手順と、
抽出したコンテンツ情報を当該ユーザに通知する手順と
を有することを特徴とするコンテンツ情報提供方法。
【請求項２２】
　ユーザ操作に応じて記憶装置に登録したキーワードが含まれるコンテンツ情報を検索し
て表示するシステムのコンテンツ情報提供方法であって、
上記ユーザ操作に応じて記憶装置に登録したキーワードを、ネットワークを介して、請求
項６から請求項９のいずれかに記載のキーワード拡張装置に送出する手順と、
該キーワード拡張装置が出力する、上記手順で送出したキーワードの拡張キーワードをネ
ットワークを介して受信し取得する手順と、
上記記憶装置に登録したキーワードおよび上記キーワード拡張装置から取得した拡張キー
ワードのそれぞれに対応するコンテンツ情報を抽出する手順と、
抽出したコンテンツ情報を表示画面に表示する手順と
を有することを特徴とするコンテンツ情報提供方法。
【請求項２３】
　請求項２１もしくは請求項２２のいずれかに記載のコンテンツ情報提供方法であって、
上記抽出したコンテンツ情報の、当該コンテンツ情報の抽出に用いられた上記記憶装置に
登録したキーワードおよび上記キーワード拡張装置から取得した拡張キーワードとの類似
度を算出する手順を有し、
算出した類似度を示す情報を当該コンテンツ情報に付与して表示装置に表示することを特
徴とするコンテンツ情報提供方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のコンテンツ情報提供方法であって、
上記算出した類似度が予め定められた条件に一致するか否かにより当該コンテンツ情報を
フィルタリングする手順を有することを特徴とするコンテンツ情報提供方法。
【請求項２５】
　請求項２１から請求項２４のいずれかに記載のコンテンツ情報提供方法であって、
通知してユーザが選択したコンテンツ情報からキーワードを抽出して上記キーワード拡張
装置に送出する手順を有し、該キーワード拡張装置において新たな利用履歴データとして
格納することを特徴とするコンテンツ情報提供方法。
【請求項２６】
　コンピュータに、請求項２１から請求項２５のいずれかに記載のコンテンツ情報提供方
法における各手順を実行させるためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、コンテンツをキーワードの集合として記述し、そのキーワードを入力した
ユーザに適したコンテンツを推薦する際、そのキーワード数が不足していたため、適した
ユーザに推薦できない場合や、インターネット上の検索エンジンに入力する検索キーワー
ドが足りないため目的の検索結果が得られない場合に、適切なキーワードを追加もしくは
置換するキーワード拡張技術に係わり、特に、各ユーザの利用実態を反映してのキーワー
ド拡張を行うのに好適なキーワード拡張技術に関するものである。また、そのキーワード
を用いてユーザの嗜好にあったテレビやラジオ、音楽、ゲーム、出版物等のコンテンツの
情報を効率よく提供するのに好適なコンテンツ情報の提供技術に関するものである。さら
に、コンテンツとユーザのベクトル同士の類似度をキーワードグループを介して、算出し
、類似度の大きさに応じてユーザにコンテンツを推薦する技術に係わり、キーワードグル
ープを生成する際の最適なグループ化条件を決定する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ処理により、例えば、写真や画像、音楽、動画、Ｗｅｂページ、ゲーム、
映画等のコンテンツ（情報）の分類を行ったり、利用者へ推薦を判断する場合に、そのコ
ンテンツをキーワードの集合で記述しておいて、それらキーワードを用いて分類や検索、
推薦を行うことができる。
【０００３】
　しかし、コンテンツを記述したキーワードの数が少なかったり、頻出しないキーワード
の場合、適切な分類やリコメンド（推薦）ができない場合がある。また、例えば、インタ
ーネットでＷｅｂページを検索する際、入力キーワードの語句が含まれない文書は、内容
が類似したページであっても、選出されない場合があった。
【０００４】
　従来、このような問題点を解決するために、意味的あるいは内容的に同義であるキーワ
ードや、読み方や漢字の形態が類似したキーワードを、コンピュータ処理により追加もし
くは置換するキーワード拡張技術である。
【０００５】
　例えば、特許文献１においては、概念ネットワークを用いて、予め概念ネットワークに
登録されている入力キーワードと概念パラメータの距離が近いキーワードを追加すること
でキーワードを拡張する技術が記載されている。
【０００６】
　また、特許文献２においては、シソーラス辞書からキーワードと共起関係であるという
キーワードを得て、それらを用いてキーワードを拡張する技術が記載されている。
【０００７】
　また、特許文献３においては、入力されたキーワードから、予め定義しているルールに
則って類似キーワードを生成し、生成したキーワードを入力キーワードに加えることでキ
ーワードを拡張する技術が記載されている。
【０００８】
　しかしながら、これらの従来の技術では、ユーザの利用実態に基づき、時間的状況によ
って動的に適応されたキーワードによる拡張、および、ユーザの部分的な嗜好の特徴を反
映したキーワード拡張はできない。
【０００９】
　すなわち、特許文献１および特許文献２のそれぞれに記載の技術では、予め生成した概
念ベース辞書、シソーラス辞書に基づいてキーワードの拡張を行っており、そのため、ユ
ーザの利用実態に基づき、時間的状況によって動的に適応されたキーワードによる拡張は
困難である。
【００１０】
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　また、特許文献３に記載の技術も、予め定義しておいたルールと辞書に則ってキーワー
ドを拡張するものであり、そのため、ユーザの利用実態に基づき、時間的状況によって動
的に適応されたキーワードによる拡張は困難である。
【００１１】
　このようなキーワードを用いて、ユーザが視聴した番組を見逃さないようにする技術が
例えば、特許文献４に記載されている。従来、ユーザが視聴した番組を見逃さないように
するためには、ビデオデッキ等を用いて、放送時間やチャンネル番組を指定して録画した
り、録画したいキーワードを指定して、番組情報（ＥＰＧ：Electric Program Guide）を
ネットワークもしくは電波から受信し、登録したキーワードが含まれる番組を選択する技
術があったが、それぞれ、対象番組を明確に指定する必要があるという問題点、登録した
キーワードに一致しない場合は録画されず、そのため、多くのキーワードの登録が必要で
あるという問題点があるのに対し、特許文献４においては、ユーザの番組予約操作、視聴
結果や番組選択操作から、番組情報を用いて好みを自動的に学習し、番組情報と学習結果
とを用いて、番組選択を行う技術が記載されている。
【００１２】
　しかし、この技術においては、同じような番組ばかりが選択されがちになるという問題
点があり、このような問題点の解決して、柔軟な番組推薦を可能とすることを目的に、特
許文献５に記載の技術が開示されている。この特許文献５においては、特許文献４の技術
における学習の際にテーマといった上位概念を用い、番組の内容別にキーワード集合を定
義した「テーマ」という分類を用いた番組の推薦を行うことで、柔軟性を持たせた番組選
択を行う技術が記載されている。
【００１３】
　しかしながら、この特許文献５に記載の技術においても、ユーザの嗜好は、予め定義さ
れたテーマ分類（ジャンルをさらに細かく定義したもの）に則っているとは限らず、また
、利用実態や他人の嗜好が反映されていない為、類似したテーマの番組ばかりが推薦され
、結果的にユーザにとって意外な番組が推薦されにくい傾向となる問題点がある。
【００１４】
【特許文献１】特開平０８－１３７８９８号公報
【特許文献２】特開平１１－０４５２７４号公報
【特許文献３】特開平０５－２３３７０４号公報
【特許文献４】特開平０７－１３５６２１号公報
【特許文献５】特開２００２－３２０１５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　解決しようとする問題点は、従来の技術では、ユーザの利用実態に基づき、時間的状況
によって動的に適応されたキーワードによる拡張、および、ユーザの部分的な嗜好の特徴
を反映したキーワード拡張を行うことができない点、ならびに、従来のコンテンツ情報提
供技術では、本人の嗜好のみならず他人の嗜好も反映したコンテンツ推薦を行うことがで
きない点である。本発明の目的は、上記課題を解決して、各ユーザの利用実態を反映して
のキーワード拡張を行うことを可能とし、また、その拡張キーワードを用いてユーザの嗜
好にあったコンテンツ情報を効率よく提供することを可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するため、本発明では、各ユーザによるコンテンツの利用履歴から動的
に得られる、共起関係にある部分的な嗜好を反映したキーワード集合を抽出し、そのキー
ワードを用いてキーワード拡張を行うことで、ユーザの利用実態に基づき、時間的状況に
よって動的に適応されたキーワードによる拡張と、ユーザの部分的な嗜好の特徴を反映し
たキーワード拡張を行う。すなわち、各ユーザが利用したコンテンツに関連するキーワー
ドを各ユーザに対応付けた利用履歴データを格納し、所定の時間に、この利用履歴データ
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を参照して、キーワード同士が部分的に共起関係にあるキーワード集合を抽出して記憶装
置に格納し、入力された入力キーワードが、格納したキーワード集合に含まれている場合
、当該キーワード集合に含まれている他のキーワードを拡張キーワードとして出力する。
尚、キーワード集合の抽出には、クラスタリング処理によるキーワードグループ化、もし
くは、データマイニングにおける相関ルール抽出処理等によるキーワード関連ルール抽出
等を用いる。
【００１７】
　そして、このようなキーワード拡張技術を、ユーザの嗜好にあったコンテンツを提供す
る技術に適用する。例えば、ユーザに、好みの放送番組が放送していることを気づかせる
為に、ユーザが登録したキーワードに基づいて推薦対象となる番組を自動的に選出して、
ユーザに気づかせる技術に適用することにより、ユーザ本人が登録したキーワードが少な
く、推薦の判別が困難な場合でも、拡張キーワード情報を取得し、それを用いて、登録し
たキーワードを拡張することで、推薦の判別を可能とする。また、ユーザの操作により登
録キーワードを、キーワード拡張を行う側にフィードバックし、複数ユーザからフィード
バックされたキーワードに基づき拡張キーワード情報を生成する。また、本発明では、キ
ーワードのグループ化の算出に用いる条件として、最適なグループ化条件を求めるために
、利用実績があるユーザＩＤとコンテンツＩＤ間の組み合わせにおいて、複数のグループ
化条件を設定し、その条件から生成したキーワードグループを用いてそれぞれユーザ・コ
ンテンツ間の類似度を算出し、その結果から最適なグループ化条件を取得する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、コンテンツをキーワードの集合として記述し、そのキーワードを基に
適したユーザにコンテンツを推薦する際、そのキーワード数が不足していたため、適した
ユーザに推薦できない場合や、インターネット上の検索エンジンに入力する検索キーワー
ドが足りないため目的の検索結果が得られない場合においても、複数のユーザが利用した
コンテンツに関連する各キーワードに基づき、所定の時間で、キーワード同士の関連性の
抽出を行い、抽出したキーワードの関連性から拡張するキーワードを決定することで、ユ
ーザの利用実態に応じた適切なキーワードを動的に追加もしくは置換することが可能とな
る。
【００１９】
　また、本発明によれば、他のユーザの嗜好情報（登録したキーワード等）を反映したコ
ンテンツ推薦を行うことができ、従来は自ユーザの嗜好情報からは推薦できなかった意外
性を有しかつ有益なテレビ番組等のコンテンツを逃さないよう、当該ユーザに推薦するこ
とができる。また、本発明によれば、キーワードをグループ化するための最適な条件（グ
ループ化条件）が容易に取得できる、このようにして取得した最適なグループ化条件を用
いることで、コンテンツ推薦の精度を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図を用いて本発明を実施するための最良の形態例を説明する。尚、この実施例で
の説明に、本発明が限定されるものではない。
【実施例】
【００２１】
　図１は、本発明に係わるキーワード拡張装置の構成例を示すブロック図であって、１は
本発明に係わるキーワード拡張装置、２は関係抽出処理部、３は拡張処理部、４は入力処
理部、５は出力処理部、６は利用履歴データ格納部、７はキーワード関係抽出結果格納部
、８は実行契機処理部、９は設定ファイル、１０は利用履歴データ、１１は入力キーワー
ドである。
【００２２】
　本例のキーワード拡張装置１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）や主メモリ、表
示装置、入力装置、外部記憶装置からなるコンピュータ処理を行うものであり、光ディス
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ク駆動装置等を介してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記録されたプログラムやデータを外部
記憶装置内にインストールした後、この外部記憶装置から主メモリに読み込みＣＰＵで処
理することにより、入力されたキーワードに関連性のあるキーワードを選出し拡張キーワ
ードとして出力するための各処理部の機能を実行する。
【００２３】
　すなわち、キーワード拡張装置１は、利用履歴データ格納部６により、各ユーザが利用
したコンテンツに関連するキーワードと当該ユーザの識別情報とが対応付けられた利用履
歴データを記憶装置に格納し、関係抽出処理部２において、まず、利用履歴データ読み込
み処理部２ａにより、利用履歴データ格納部６で格納した利用履歴データを読み出し、関
係抽出演算部２ｂにより、設定ファイル９に基づき相互に関連性のあるキーワード同士を
特定するための所定の演算処理を行い、相互に関連する各キーワードを抽出してグループ
分けし、その結果を、抽出結果データとして、抽出結果の格納処理部２ｃにより、キーワ
ード関係抽出結果格納部７を介して記憶装置に格納する。
【００２４】
　尚、このような関係抽出処理部２による処理は実行契機処理部８からの指示に基づき実
行される。この実行契機処理部８では、内蔵するタイマ機能に基づき例えば予め設定され
た時間の経過を監視し、所定の時間間隔で、関係抽出処理部２に対する実行指示を出力す
る。これにより、キーワード関係抽出結果格納部７を介して記憶装置に格納される抽出結
果データは所定時間間隔で動的に更新される。
【００２５】
　また、実行契機処理部８による関係抽出処理部２に対する実行指示契機としては、タイ
マ周期の他に、利用履歴データの更新契機、利用履歴データの更新回数、利用履歴データ
のデータサイズ、入力部への入力契機、入力への入力回数などの情報を用いることも可能
である。
【００２６】
　このように、動的に更新される抽出結果データを用いて、拡張処理部３において、入力
処理部４を介して入力された入力キーワード１１に対する拡張キーワードを取得する。す
なわち、入力処理部４を介して入力キーワード１１が入力されると、拡張処理部３は、キ
ーワード関係抽出結果読み込み処理部３ａにより、キーワード関係抽出結果格納部７で格
納したキーワード関係抽出結果を読み込み、拡張キーワード取得部３ｂにより、入力キー
ワードと同じグループに属するキーワードを拡張キーワードとして特定する。
【００２７】
　そして、キーワード拡張装置１は、出力処理部５を介して、拡張処理部３において特定
した拡張キーワード１２を出力する。この出力処理部５では、拡張キーワードのみを出力
するだけでなく、それぞれの重み値を算出して合わせて出力することも可能である。また
出力先を、ＣＲＴ等の表示装置の画面や他の装置の入力手段や一時記憶装置やデータベー
スなどとすることも可能である。
【００２８】
　以下、図２から図５を用いて、関係抽出処理部２における関係抽出演算部２ｂとして、
クラスタリング処理を行う機能を設けたキーワード拡張装置１について説明する。
【００２９】
　図２は、クラスタリング処理機能を有する関係抽出処理部の構成例を示すブロック図で
あり、図３は、図２における関係抽出処理部が読み込む利用履歴データ例を示す説明図、
図４は、図２における関係抽出処理部から出力されるキーワード関係抽出結果例を示す説
明図、図５は、図４におけるキーワード関係抽出結果に基づく拡張処理部の動作例を示す
説明図である。
【００３０】
　図２に示すように、関係抽出処理部２２は、図１における関係抽出演算部２ｂとしてク
ラスタリングエンジン２２ｂを具備し、このクラスタリングエンジン２２ｂにおいて、実
行契機処理部２８からの指示で起動された利用履歴データ読み込み処理部２２ａが読み出
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した、利用データ格納部２６で格納された利用履歴データに対して、設定ファイル２９に
設定されている条件に従ってクラスタリング処理を行い、キーワード集合のクラスタを生
成し、各キーワード集合を抽出結果データとして、クラスタリング結果格納処理部２２ｃ
によりキーワード関係抽出結果格納部２７を介して記憶装置に格納する。
【００３１】
　この際、関係抽出処理部２２は、利用履歴データに対するクラスタリング処理を行う際
に得られる、同じグループに含まれるキーワード間の関係を表すパラメータ値を、抽出結
果データにおける当該グループに対応付けて付与する。
【００３２】
　例えば、クラスタリング演算を実施した結果で得られるパラメータ値、あるいは算出可
能なパラメータ値としては、「距離尺度（クラスタ核平均距離、クラスタ間の距離）」、
「クラスタの特徴値（核との分散値、偏差値）」等があり、それらのパラメータ値を、重
み付けの係数として用いることができる。
【００３３】
　また、クラスタリングエンジン２２ｂにおけるクラスタリング処理としては、ｋ－ｍｅ
ａｎｓ法（Ｋ平均法）や階層的クラスタリング手法あるいはＩＳＯＤＡＴＡ法等を用いる
ことができる。
【００３４】
　一般的なクラスタリング手法である階層的クラスタリング手法の場合、アイテムそれぞ
れにべクトル値が付与されており、複数のアイテムをクラスタに分ける場合、そのアイテ
ムのベクトル同士の距離を算出し、最も距離が短いアイテム同士をクラスタにする。さら
に、アイテムとクラスタ、クラスタ同士を結合する処理を行う。これら処理を予め設定し
た数のクラスタになるまで繰り返すことでクラスタを生成することができる。
【００３５】
　尚、クラスタリング手法に応じて、クラスタリング演算を行う際に必要な情報は、予め
ハードコーディングしておくか、設定ファイル２９で記述することが可能である。例えば
、設定ファイル２９にて、「生成するクラスタの数（生成クラスタ数＝ｎ個等の定義や、
生成クラスタ数＝全キーワードのｎ％等の割合や、生成クラスタ数＝ｆ（全キーワード数
）のような関数などがある）」、「正規化手法（重み値の正規化手法：ユーザ毎に正規化
、キーワード毎に正規化など）」、「クラスタリング演算繰り返し回数」、「類似度のし
きい値範囲」などの記述をする。
【００３６】
　図３に、関係抽出処理部２２にクラスタリング処理を用いる場合の利用履歴データの例
を示しており、この利用履歴データ３１において、キーワードＫ０１，Ｋ０２，Ｋ０３，
…のそれぞれにユーザＡ，Ｂ，Ｃ,…による重み値が付与されたキーワードベクトルが対
応付けられており、例えば、キーワードＫ０１に関しては、ユーザＡの重み値が「１０」
、ユーザＢの重み値が「２」、ユーザＣの重み値が「４」、ユーザＤの重み値が「５」、
ユーザＥの重み値が「６」…となっている。
【００３７】
　尚、このような利用履歴データは、コンテンツに付与されたキーワードとユーザ毎のキ
ーワード利用回数情報を基にして作成することが可能である。
【００３８】
　このような利用履歴データ３１に基づき、関係抽出処理部２２においてクラスタリング
処理することで取得されるキーワード関係抽出結果は、図４に示す内容となり、このキー
ワード関係抽出結果データ４１においては、クラスタリング処理の結果で得られたクラス
タ（分類番号）と、そこに含まれるキーワード集合とが対応付けて示されている。すなわ
ち、生成されたクラスタＣ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４，…ごとに、同一クラスタに分類された
各キーワードが格納されている。
【００３９】
　例えば、クラスタ（分類番号）Ｃ１として、キーワードＫ０１とキーワードＫ０３が分
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類されている。これは、図３における利用履歴データ３１において、キーワードＫ０１と
キーワードＫ０３に関しての各ユーザＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，…における重み値に関係があ
り、本クラスタリング処理を行った結果、同じグループに分類されたものである。
【００４０】
　また、図４におけるキーワード関係抽出結果データ４１においては、クラスタ生成の際
に得られるクラスタ毎の分散値が記録されている。
【００４１】
　このようなキーワード関係抽出結果データ４１に基づく拡張処理部の動作を図５を用い
て説明する。例えば、入力キーワード５１１として、入力処理部５４を介してＫ０１、Ｋ
１５の２つの入力キーワードが入力された場合、拡張処理部５３は、キーワード関係抽出
結果読み込み処理部５３ａにより、キーワード関係抽出結果格納部５７で格納された、キ
ーワード関係抽出結果データ（４１）を読み込み、拡張キーワード取得部５３ｂにより、
キーワードＫ０１と同じ分類（Ｃ１）に入っているキーワードＫ０３と、キーワードＫ１
５と同じ分類（Ｃ２）に入っているＫ０２，Ｋ０８，Ｋ１２の各キーワードを取得する。
【００４２】
　取得した各キーワード（Ｋ０３，Ｋ０２，Ｋ０８，Ｋ１２）を入力キーワード５１１（
Ｋ０１，Ｋ１５）と共に、出力処理部５５を介して拡張キーワード５１２として出力する
。このようにして、入力キーワード５１１（Ｋ０１，Ｋ１５）に対するキーワード数の増
加（拡張）を実現できる。
【００４３】
　また、これらの拡張キーワード５１２の生成に、例えば出力処理部５５において、入力
キーワード５１１のそれぞれに対する重み値を反映させることも可能である。例えば、入
力処理部５４を介して入力されたキーワードＫ０１，Ｋ１５に、それぞれ重み値「０．１
１」、「０．１５」が付与されていた場合、キーワードＫ０１によって拡張されたキーワ
ードＫ０３の重み値をＫ０１と同じ「０．１１」に、Ｋ１５によって拡張されたキーワー
ドＫ０２，Ｋ０８，Ｋ１２の重み値をＫ１５と同じ「０．１５」にすることが考えられる
。
【００４４】
　また、キーワード関係抽出結果を用いて拡張キーワードに重み付けをすることも可能で
ある。例えば、キーワード関係抽出結果格納部５７で格納された図４のキーワード関係抽
出結果データ４１に示すように、クラスタの分散値がキーワード関係抽出結果に格納され
ている場合、その分散値を用いて重み付けすることができる。
【００４５】
　具体的には、入力されたキーワードＫ０１，Ｋ１５にそれぞれ重み値「０．１１」、「
０．１５」が付与されており、キーワードＫ０３がキーワードＫ０１によって拡張され、
キーワードＫ０２，Ｋ０８，Ｋ１２がＫ１５によって拡張された場合、キーワードＫ０３
の重み値は、「キーワードＫ０１の重み値×（１－キーワードＫ０１が属する分類番号Ｃ
１の分散値）」＝「０．１１×（１－０．０５）」＝「０．１０４５」として算出され、
また、キーワードＫ０２，Ｋ０８，Ｋ１２の並み値は「キーワードＫ１５の重み値×（１
－キーワードＫ１５が属する分類番号Ｃ２の分散値）」＝「０．１５×（１－０．０９）
」＝「０．１３６５」として算出される。
【００４６】
　次に、図６から図９を用いて、図１の関係抽出処理部２における関係抽出演算部２ｂと
して、データマイニング処理を行う機能を設けたキーワード拡張装置１について説明する
。
【００４７】
　図６は、データマイニング処理機能を有する関係抽出処理部の構成例を示すブロック図
であり、図７は、図６における関係抽出処理部が読み込む利用履歴データ例を示す説明図
、図８は、図６における関係抽出処理部から出力されるキーワード関係抽出結果例を示す
説明図、図９は、図８におけるキーワード関係抽出結果に基づく拡張処理部の動作例を示
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す説明図である。
【００４８】
　図６に示すように、関係抽出処理部６２は、図１における関係抽出演算部２ｂとしてデ
ータマイニング処理を行う相関ルール分析エンジン６２ｂを具備し、この相関ルール分析
エンジン６２ｂにおいて、実行契機処理部６８からの指示で起動された利用履歴データ読
み込み処理部６２ａが読み出した、利用データ格納部６６で格納された利用履歴データに
対して、設定ファイル６９に設定されている条件に従って相関ルール分析処理を行い、キ
ーワード集合別のルールを生成し、各キーワード集合を抽出結果データとして、クラスタ
リング結果格納処理部６２ｃによりキーワード関係抽出結果格納部６７を介して記憶装置
に格納する。
【００４９】
　相関ルール分析エンジン６２ｂにおいてルール抽出演算を行う際に必要なパラメータは
、ルール抽出手法に応じて、予めハードコーティングしておくか、設定ファイル６９で記
述しておく。例えば、相関ルール抽出の場合、「利用履歴データとエンジン入力データと
の対応付け」、「確信度の範囲」、「支持度の範囲」、「リフトの範囲」、「ＵｐＣｏｎ
ｆの範囲」、「最大ルール長さの範囲」、「抽出ルール数の範囲」、「抽出ルールのソー
トキー（リフト、支持度、確信度）などの定義が必要である。
【００５０】
　例えば、「喜連川　優　"データマイニングにおける相関ルール抽出技法"　人工知能学
会誌　Ｖｏｌ．１２　Ｎｏ．４，ｐｐ．５１３－５２０（１９９７）」においては、「相
関ルール分析時の用語」として、「ヘッド・ボディ」、「指示回数」、「支持度（サポー
ト）」、「確信度（コンフィデンス）」、「リフト」、「ＵｐＣｏｎｆ」などが記載され
ている。
【００５１】
　具体的には、「ヘッド・ボディ」に関しては、「Ａならば同時にＢも満たす（確率が高
い）」というルールの場合、Ａをルールのボディ（条件部）、Ｂをルールのヘッド（結果
）と言う」と記載され、「指示回数」に関しては、「条件を満たすデータ数、アイテムの
指示回数、ルールの指示回数など」と記載され、「支持度（サポート）」に関しては、「
指示回数を全データ数で割ったもので、ある関連購買における支持率を表す。例えば砂糖
について卵の関連購買で支持度が２０％の場合、砂糖と卵を一緒に購入する顧客（ユーザ
）が顧客全体の２０％という意味である」と記載され、「確信度（コンフィデンス）」に
関しては、「ルールの指示回数をルールのボディの指示回数で割ったもので、ある関連購
買における信頼度を表す。例えば卵について砂糖の関連購買で確信度が６０％の場合、卵
購入者のうち６０％が一緒に砂糖を購入する傾向があることを示す」と記載され、「リフ
ト」に関しては、「ルールの確信度をルールのヘッドの支持度で割ったもの、つまり、ル
ールの支持度をルールのボディとヘッダの支持度で割ったものであり、アイテム間の関連
の強さ（関連購買傾向の比率）を表す」と記載され、「ＵｐＣｏｎｆ」に関しては、「ボ
ディが２つ以上あるルールにのみ定義でき、ボディが１つ少ないルールの確信度と比較し
たときのルールの確信度の上昇率を示す指標で、無駄に長いルールを抑制できる」と記載
されている。
【００５２】
　また、キーワード関連ルール抽出の手法として、時系列分析やデルタ分析手法を用いる
ことも可能である。時系列分析やデルタ分析手法を用いる場合は利用履歴データに時刻に
関する項目が必要となる。さらに、設定ファイル６９もしくはハードコーディングにおい
て、前述の相関ルール分析の場合に加えて、「利用履歴データのうち時刻情報の対応付け
」、「分析時の時間窓の範囲」の定義も必要となる。
【００５３】
　尚、このような相関ルール分析のアルゴリズムに関しては、「R.Agrawal, T.Imielinsk
i, and A.Swami：Mining Associations between Sets of Items in Massive Databases. 
In Proceedings of ACM SIGMOD(１99３)」に、また、時系列分析のアルゴリズムに関して
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は、「R.Agrawal and R.Srikant Mining Sequential Patterns. Proceedings of the Ele
venth IEEE inter－national Conference on Data Engineering(１99５)」に、また、デ
ルタ分析のアルゴリズムに関しては、「Mariko　Yoshida，Tetsuya Iizuka，Hisako Shio
hara，Masanori Ishiguro："Mining sequential patterns including time intervals，"
SPIE２０００, Orland U.S.A., pp.２１３－２２０(２０００)」に記載されている。
【００５４】
　図７に、関係抽出処理部６２に相関ルール分析処理を用いる場合の利用履歴データの例
を示しており、この利用履歴データ７１においては、コンテンツの利用履歴として、コン
テンツを利用したユーザＩＤ（ユーザＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，…）と、そのコンテンツに付与さ
れたキーワード（Ｋ０１，Ｋ０２,Ｋ０３,…）、および、その時刻に対応付けて逐次記録
されている。尚、この時刻項目は、ルール抽出に相関ルール分析手法を用いる場合には不
要であるが、時系列分析やデルタ分析手法を用いる場合は必要である。
【００５５】
　このような利用履歴データ７１に基づき、関係抽出処理部６２においてデータマイニン
グ処理（相関ルール分析、時系列分析、デルタ分析）を行う相関ルール分析エンジン６２
ｂを用いたルール抽出処理の結果で取得されるキーワード関係抽出結果は、図８に示すキ
ーワード関係抽出結果データ８１の内容となり、このキーワード関係抽出結果データ８１
においては、ルール抽出処理の結果で抽出されたキーワード間の関連が、各ルール番号（
１，２，…）別に、ボディとなるキーワード、ヘッドとなるキーワード、ならびに、「支
持度」、「確信度」が対応付けて示されている。
【００５６】
　このように、データマイニング手法（相関ルール分析、時系列分析、デルタ分析）を用
いたルール抽出処理の結果、抽出されたキーワード間の関連として、図８に示すキーワー
ド関係抽出結果データ８１においては、例えば、ルール（１）に関しては、「ボディとな
るキーワードＫ０１」ならば「ヘッドとなるキーワードＫ０３」というルール（１）の「
ルールの支持度は０．１％」、「ルールの確信度は０．２５％」というルールが得られた
結果が示されている。尚、ルール（２），（３），（５），（６）において示すように、
「ボディとなるキーワード」として複数のキーワードが選出される場合もある。これらの
ルールは、設定によって単数もしくは複数抽出される。
【００５７】
　このようにして抽出されたルール（キーワード関係抽出結果データ８１）は、キーワー
ド関係抽出結果として、分析結果格納処理部６２ｃによりキーワード関係抽出結果格納部
６７を介して記憶装置に保存される。尚、「ルールのリフト」等の値も得ることができれ
ば、図８のキーワード関係抽出結果データ８１において、「支持度」、「確信度」と同様
に記録しておくこともできる。
【００５８】
　このようなキーワード関係抽出結果データ８１に基づく拡張処理部の動作を図９を用い
て説明する。図９における拡張処理部９３は、入力処理部９４を介して入力された入力キ
ーワード９１１に対し、キーワード関係抽出結果格納部９７で格納された図８に示すキー
ワード関係抽出結果データ８１に基づき、キーワード拡張を行う。
【００５９】
　この際、例えば、入力キーワードが、（ａ）「ボディ」か「ヘッド」、（ｂ）「ボディ
のみ」、（ｃ）「ヘッドのみ」に含まれるルールが単数もしくは複数見つかった場合、そ
のルールにおける（Ａ）「ボディ」か「ヘッド」、（Ｂ）「ボディのみ」、（Ｃ）「ヘッ
ドのみ」に含まれるキーワードによって拡張する方法が考えられる。また、拡張されるキ
ーワードに同一のキーワードが重複して含まれる場合は、１つだけ用いるなどの解決が可
能である。尚、上述の（ａ）～（ｃ）、（Ａ）～（Ｃ）のどれを用いるかは、装置の設計
にゆだねる。
【００６０】
　以下、入力キーワードが「ボディ」か「ヘッド」に含まれるルールが見つかった場合、
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そのルールにおける「ボディ］か「ヘッド」に含まれるキーワードで拡張する場合の例を
説明する。
【００６１】
　入力処理部９４からＫ０１、Ｋ０９の２つの入力キーワードが入力された場合、拡張処
理部９３は、キーワード関係抽出結果読み込み処理部９３ａにより、キーワード関係抽出
結果格納部９７で格納された図８に示すキーワード関係抽出結果データ８１を読み込み、
拡張キーワード取得部９３ｂにより、キーワード関係抽出結果データ（８１）を参照し、
「ボディ」か「ヘッド」に入力キーワードＫ０１を含んでいるルール（ルール番号１）を
見つけ、そのルール（１）に含まれているキーワードＫ０３を拡張キーワードとして取得
する。
【００６２】
　同様に、「ボディ」か「ヘッド」に入力キーワードＫ０９を含んでいるルール（ルール
番号４）を見つけ、そのルール（４）に含まれているキーワードＫ２３を拡張キーワード
として取得する。このようにして取得した拡張キーワード９１２は出力処理部９５を介し
て外部に出力する。
【００６３】
　また、入力処理部９４から入力される入力キーワード９１１が複数のルールに含まれて
いる場合には、拡張処理部９３は、拡張キーワード取得部９３ｂにおいて、関係抽出結果
読み込み処理部９３ａにより読み込んだキーワード関係抽出結果データ（８１）を参照し
、「ボディ」か「ヘッド」に入力キーワードＫ０８を含んでいるルール（ルール番号２と
ルール番号６）を見つけ、そのルール番号２においてＫ０８と同じルールに含まれている
キーワードＫ０２，Ｋ１２と、ルール番号６においてＫ０８と同じルールに含まれている
キーワードＫ１５，Ｋ１２を拡張キーワードとして取得する。ただし、キーワードＫ１２
は重複しているため１つだけ用いることとし、結果的に、拡張されるキーワードはＫ０５
，Ｋ１２，Ｋ１５となる。
【００６４】
　これらの拡張されるキーワードに対して、例えば出力処理部９５において重みをつける
ことも可能である。例えば、入力されたキーワードが、（ａ）「ボディ」か「ヘッド」、
（ｂ）「ボディのみ」、（ｃ）「ヘッドのみ」に含まれるルールが単数もしくは複数見つ
かった場合、そのルールにおける（Ａ）「ボディ」か「ヘッド」、（Ｂ）「ボディのみ」
、（Ｃ）「ヘッドのみ」に含まれるキーワードによって拡張し、その拡張するキーワード
を、（１）「入力キーワードの重み値に関連した値で重み付けをする」、（２）「ルール
の『支持度』や『確信度』や『リフト』等の、分析で得られた値を用いて重み付けをする
等が考えられる。そして、上記（ａ）～（ｃ）、（Ａ）～（Ｃ）、（１）～（２）、を組
み合わせることで目的に応じて装置を設計、調整することができる。
【００６５】
　上記（１）の重み値を付与する例では、入力処理部９４に入力されたキーワードＫ０１
，Ｋ１５にそれぞれ重み値「０．１１」，「０．１５」が付与されていた場合、キーワー
ドＫ０１によって拡張されたキーワードＫ０３の重み値をＫ０１と同じ「０．１１」に、
また、キーワードＫ１５によって拡張されたキーワードＫ０８，Ｋ１２の重み値をキーワ
ードＫ１５と同じ「０．１５」にすることも可能である。
【００６６】
　また、上記（２）の重み値を付与する例として、拡張されたキーワードを「確信度」を
用いて重み付けする場合、キーワードＫ０１によって拡張されたキーワードＫ０３の重み
値は、「＝Ｋ０１が属するルール番号１の確信度＝０．２５」とし、キーワードＫ１５に
よって拡張されたキーワードＫ０８，Ｋ１２の重み値は、「＝キーワードＫ１５が属する
ルール番号６の確信度＝０．２７」とすることができる。
【００６７】
　それ以外の例として、拡張キーワードの重み値を、入力キーワードの重み値で倍数処理
することも考えられる。例えば、入力キーワードＫ０１の重み値が「０．１１」、キーワ
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ードＫ１５の重み値が「０．１５」の場合、キーワードＫ０１によって拡張されたキーワ
ードＫ０３の重み値は、「＝Ｋ０１が属するルール番号（１）の確信度×キーワードＫ０
１の重み値＝０．２５×０．１１＝０．０２７５」、キーワードＫ１５によって拡張され
たキーワードＫ０８，Ｋ１２の重み値は、「＝キーワードＫ１５が属するルール番号（６
）の確信度×キーワードＫ１５の重み値＝０．２７×０．１５＝０．０４０５」とするこ
とができる。
【００６８】
　このように実装条件やシステムの特性に応じて、それぞれの値に倍率をかけたり、数値
の正規化や増減演算を行ったり、関数をかけるなど、重み付け方法を設定することは容易
に類推できる。ただし、上記（２）の例で重み付けをする場合、拡張するキーワードが、
複数のルールから取得された場合は一意に重み付けするルールの「支持度」や「確信度」
や「リフト」が得られない場合がある。
【００６９】
　その場合、（ｉ）「一番大きい「支持度」や「確信度」や「リフト」に関連した値で重
み付けをする」方法や、（ｉｉ）「支持度」や「確信度」や「リフト」の平均値で重み付
けをするなどを例とした方法で重み付けすることが考えられる。
【００７０】
　例えば、Ｋ０８のキーワードが入力された場合、拡張処理部９３は、キーワード関係抽
出結果格納部９７で格納されたキーワード関係抽出結果データを参照し、「ボディ」か「
ヘッド」にキーワードＫ０８を含んでいるルール（ルール番号２とルール番号６）を見つ
ける。そして、ルール番号２においてキーワードＫ０８と同じルールに含まれているキー
ワードＫ０２，Ｋ１２と、ルール番号６においてキーワードＫ０８と同じルールに含まれ
ているキーワードＫ１２，Ｋ１５とによってキーワードを拡張する。
【００７１】
　ここで、前記（ｉ）一番大きい「支持度」や「確信度」や「リフト」に関連した値で重
み付けをすることによって、拡張されたキーワードをルールの確信度で重み付けした場合
、ルール番号２の確信度は、「０．７５」で、キーワードＫ０２，Ｋ１２が含まれ、ルー
ル番号６の確信度は、「０．２７」で、キーワードＫ１２，Ｋ１５が含まれるため、キー
ワードＫ０２の重み値はルール番号２の確信度「０．７５」、キーワードＫ１２の重み値
はルール番号２、６のうち、確信度が大きいルール番号２の確信度「０．７５」、キーワ
ードＫ１５の重み値はルール番号６の確信度「０．２７」とする。
【００７２】
　このように、同一のキーワードが複数のルールに該当していた場合であっても、実装条
件やシステムの特性に応じて容易に対応することができる。
【００７３】
　次に、図１で示すキーワード拡張装置１をコンテンツ検索システムに導入した例につい
て図１０と図１１を用いて説明する。
【００７４】
　図１０は、本発明に係わるコンテンツ検索システムの構成例を示すブロック図であり、
図１１は、図１０におけるコンテンツ検索システムの処理動作例を示す説明図である。
【００７５】
　図１０に示したコンテンツ検索システムは、ユーザの嗜好に合うコンテンツを検索して
推薦するものであり、図１から図９で説明したキーワード拡張装置１０１とコンテンツ推
薦装置１０３０とを有し、ユーザが行うコンテンツの「視聴履歴」、「操作履歴」、「入
力履歴」、「取得履歴」、「利用履歴」、あるいは「行動履歴」といったユーザの活動履
歴データ１００１～１００６から書式変換手段ａ１０１０，ｂ１０１１，ｃ１０２などに
よって利用履歴データ１０６を生成し、コンテンツ推薦装置１０３０が、コンテンツＤＢ
（データベース）１０３１のコンテンツ情報（キーワード集合）と嗜好ＤＢ（データベー
ス）１０３２を基に、ユーザ１０３３にコンテンツを推薦する際、必要に応じてキーワー
ド拡張装置１０１によってコンテンツ情報（キーワード情報）を拡張し、拡張したキーワ
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ードに基づきコンテンツを検索して、当該ユーザに対して推薦するシステムである。
【００７６】
　まず、利用履歴データ１０６の生成に必要な「履歴データ」の取得例について、それぞ
れ説明する。
【００７７】
　視聴履歴に関しては、例えば、ユーザ情報と、そのユーザＡが視聴している番組やコン
テンツを取得可能なリモコン装置や、セットトップボックス装置などによって、視聴者、
視聴番組、視聴時間などを取得して、インターネットやデータ放送から、番組名や出演者
やテレビ局名や製作者に関するデータを取得して、これらを履歴データ１００１として記
録する。
【００７８】
　尚、このような視聴履歴の生成技術に関しては、例えば文献「土井，塩原，石黒：放送
コンテンツの視聴スタイルによる嗜好情報生成，電子情報通信学会全国大会，Ａ－１５－
１８，２００２．３」において、視聴履歴から、番組のジャンル、出演者、タイトル名、
テレビ局名などをキーワードとして、視聴時間や視聴スタイル毎に重み付け方式を変えた
履歴データを作成し、主観評価値と履歴データとの相関について実験した結果が示されて
いる。
【００７９】
　換作履歴に関しては、例えば、ユーザＢがＰＣ（パーソナルコンピュータ）や携帯電話
に保存されている映像や音楽などのコンテンツおよびそのショートカットアイコンや、「
VisionMark」等のコンテンツの存在を示すオブジェクトに対する削除操作や保護操作と、
その操作を行ったユーザを取得して、その操作対象となったコンテンツ名やコンテンツの
説明文から得たキーワードを履歴データ１００２として記録することができる。
【００８０】
　尚、「VisionMark」については、例えば文献「宮奥、重吉、阿久津、外村：VisionMark
：情報伝達メディアとインターネットの協調に向けたメディア連携方式，電子情報通信学
会論文誌，D－I, Vol.J8６－D－I, No.６, pp４２１－４３０, ２００３.６」に記されて
いる。
【００８１】
　入力履歴に関しては、例えば、ユーザＣがパソコンや携帯電話などで、インターネット
の検索サイトにおいて、入力キーワードとその入力者であるユーザ情報とを履歴データ１
００３として記録することができる。尚、ユーザ情報は予め登録サイトで登録した情報を
「cookie」としてパソコンで記憶する技術などがある。
【００８２】
　取得履歴に関しては、例えば、ユーザＤが電子透かしで情報が埋め込まれているポスタ
ーを撮影して取得した、透かしで埋め込まれていた情報や、ＲＦＩＤ（Radio Frequency 
ＩＤentification）タグを情報ポスターに近づけて取得したポスターに関する情報と、そ
のユーザ情報が取得できれば、それらを履歴データ１００４として記録することができる
。
【００８３】
　利用履歴に関しては、例えば、ユーザＡがパソコンを用いてインターネットに接続して
Ｗｅｂを閲覧している際、その閲覧している文面とそのユーザ情報とが取得できれば、閲
覧ページの文面を形態素解析してキーワードを生成し、これらを履歴データ１００５とし
て記録することができる。ユーザ情報は予め登録サイトで登録した情報を「cookie」とし
てパソコンで記憶する技術などがある。
【００８４】
　行動履歴に関しては、例えば、ＲＦＩＤチップが埋め込まれた服を着たユーザＣが本を
持って、東京駅の自動改札機を出場した場合、その時刻や場所、ユーザ情報、所持品情報
、行動についての情報を得ることが可能である。このように、自動改札機やゲートセンサ
に近づいたり、通過する際に、その場所とそのユーザ情報と所持品などを特定できる情報
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が取得することで、これらの情報を履歴データ１００６として記録する。
【００８５】
　尚、各履歴データ１００１～１００６は、ネットワーク上の記憶装置に保存する場合や
、端末上に記憶する場合であっても構わない。
【００８６】
　上記のように、異なる複数のメディアの履歴データ１００１～１００６であっても、デ
ータの書式や、ユーザ情報が共通していれば、それぞれの履歴データを結合することが可
能である。例えば、ユーザ情報が、ＲＦＩＤチップのＩＤであったり、ユーザが自主的に
入力するユーザＩＤであったり、Ｗｅｂブラウザが覚えている「cookie」のＩＤであった
りと、メディアによって異なる場合でも、対応表などでユーザが一意に得ることが可能で
あれば結合することが可能である。
【００８７】
　また、ユーザ情報は、操作の度に得られなくとも、利用履歴データとして転送する時な
どに付与しても構わない。
【００８８】
　次に、履歴データ１００１～１００６からキーワード拡張装置１０１が用いる利用履歴
データ１０６を生成する際について説明する。
【００８９】
　それぞれのメディアによって、履歴データ１００１～１００６の書式、意味付けや重み
値の度合いが異なっている場合は、それぞれの履歴データ１００１～１００６を書式変換
手段１１０１２によって変換処理を行う。この変換処理を経て、書式や意味付けや重み値
の度合いに違いが無い履歴データ同士は結合して利用履歴データ１０６とすることが可能
である。
【００９０】
　書式変換手段ｃ１０１２においては、次のような変換処理が考えられる。すなわち、「
履歴データの書式の変更」、「キーワードの重み付けの調整、正規化」、「複数の履歴デ
ータの結合」、「履歴データの切り出し（ユーザ毎、期間毎など）」、「履歴データの間
引き処理」、「コンテンツ利用開始・利用終了時刻が記録されている履歴データの場合、
利用時間を取得して、その時間に応じた重み付け」、特願２００３－１８１２１８号に記
載のように「ログの新旧によった重み付け」、「ユーザの住所、氏名、年齢、職業、嗜好
情報等が記録されたユーザプロファイル１０２０と履歴データとの合成」、「年齢や性別
、住所、ユーザプロファイルが、ある条件に合致したデータのみの抽出」、「利用回数や
利用時間、利用頻度による重み付け」、「ＴＦ－ＩＤＦ法などによる重み値の変換」、「
操作（削除操作、保存操作など）や視聴スタイル（最後まで視聴、途中で視聴中断など）
に応じた重み付け」などが可能である。
【００９１】
　書式変換手段ｃ１０１２には、目的に応じて機能の異なる専用的な書式変換手段を用い
ても良いし、汎用的な書式変換手段でも良い。さらに、書式変換手段ａ１０１０，ｂ１０
１１のように多段で利用しても、複数回用いてもよい。
【００９２】
　また、キーワード拡張装置１０１で用いる利用履歴データ１０６は、単数であっても、
目的やユーザプロファイル１０２０別に複数用いても良い。複数用いる場合としては、「
書式が異なった利用履歴データ」、「ユーザプロファイル１０２０別に生成した利用履歴
データ」、「基となる履歴データに異なる重み付けを行って生成した利用履歴データ」な
どがあげられる。
【００９３】
　次に、図１１に基づき、図１０におけるコンテンツ検索システムの処理動作説明する。
図１１に示す処理は、ユーザａにコンテンツＸを推薦するか否かを判断する例である。ま
ず、コンテンツ推薦装置１０３０では、コンテンツＤＢ１０３１からコンテンツＸのコン
テンツ情報をキーワード集合として取得する（ステップＳ１１０１）。
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【００９４】
　次に、嗜好ＤＢ１０３２からユーザａさんの嗜好情報をキーワード集合として取得し、
コンテンツＸのキーワード集合とユーザａのキーワード集合との類似度を計算する（ステ
ップＳ１１０２）。この類似度の計算は、キーワード集合をそれぞれ大きさ「１」のキー
ワードベクトルとして考えてキーワードベクトル同士の内積演算や余弦演算によって求め
ることができる。
【００９５】
　計算結果の類似度が予め設定しているしきい値を下回る場合は（ステップＳ１１０３）
、コンテンツＸのキーワード集合の拡張を図る。コンテンツＸのキーワード集合を拡張す
る場合は、キーワード拡張装置１０１の入力処理部１０４にコンテンツＸのキーワードを
送信し、出力処理部１０５からの拡張されたキーワード集合を得る。
【００９６】
　このようにして、キーワード拡張装置１０１によって拡張されたコンテンツＸのキーワ
ード集合と、嗜好ＤＢ１０３２におけるユーザａのキーワード集合との類似度を算出する
（ステップＳ１１０４）。算出した結果、類似度がしきい値を越えた場合は（ステップＳ
１１０５）、ユーザａにコンテンツＸをリコメンド（推薦）し（ステップＳ１１０６）、
そうでない場合はリコメンドしない（ステップＳ１１０７）。
【００９７】
　以上の手順によって、コンテンツ推薦装置１０３０はコンテンツのリコメンドが可能と
なる。尚、コンテンツＸのコンテンツ情報やユーザａの嗜好情報は、キーワード集合であ
っても、キーワードにそれぞれ重み値がついたキーワード集合（キーワードベクトル）で
あってもかまわない。
【００９８】
　以上、図１～図９を用いて説明した本例の技術では、入力されたキーワードに対してコ
ンピュータ処理を行い、入力されたキーワードに関連性のあるキーワードを選出し拡張キ
ーワードとして出力するキーワード拡張装置において、各ユーザが利用したコンテンツに
関連するキーワードと当該ユーザの識別情報とが対応付けられた利用履歴データを記憶装
置に格納すると共に、記憶装置から利用履歴データを読み出し、相互に関連性のあるキー
ワード同士を特定するための所定の演算処理を行い、相互に関連する各キーワードを抽出
してグループ分けし抽出結果データとして記憶装置に格納し、入力されたキーワードと同
じグループのキーワードを、抽出結果データを参照することで拡張キーワードとして特定
する手順を実行することを特徴としている。
【００９９】
　尚、このキーワード拡張手順において、予め設定された時間で、利用履歴データの読み
出しと所定の演算処理に基づく抽出結果データの取得と格納を行い、抽出結果データを更
新する。また、所定の演算処理として、クラスタリング処理、もしくは、データマイニン
グ処理を行う。さらに、所定の演算処理を行う際に得られる、同じグループに含まれるキ
ーワード間の関係を表すパラメータ値を、抽出結果データにおける当該グループに対応付
けて付与すると共に、拡張キーワードに対して、同グループに付与されたパラメータ値を
用いて重み付けを行うことを特徴とする。
【０１００】
　このことにより、コンテンツをキーワードの集合として記述し、そのキーワードを基に
適したユーザにコンテンツを推薦する際、そのキーワード数が不足していたため、適した
ユーザに推薦できない場合や、インターネット上の検索エンジンに入力する検索キーワー
ドが足りないため目的の検索結果が得られない場合においても、複数の利用者が利用した
コンテンツ等の利用履歴情報に基づいてキーワード同士の関連性の抽出を行い、抽出した
キーワードの関連性から、拡張するキーワードを決定することができ、適切なキーワード
を追加もしくは置換することが可能となる。
【０１０１】
　尚、本発明のキーワード拡張技術は、図１～図１１を用いて説明した例に限定されるも
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のではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能である。例えば、図１０，
１１においては、キーワード拡張装置をコンテンツを推薦する検索システムに導入した例
を示したが、次のようなシステムへの適応が可能である。
【０１０２】
　入力キーワード補充システムにキーワード拡張装置を導入することで、例えば特許検索
やインターネットのページ検索、書籍検索などに入力するキーワードを、本キーワード拡
張装置を用いてキーワードを補填することで、従来の方式では検索結果として得られなか
った結果を得ることが可能となる。
【０１０３】
　キーワード関連性レポートシステムにキーワード拡張装置を導入することで、キーワー
ド関係抽出結果に格納されているキーワードの関連と、関係抽出処理時に得られた値（分
散値や支持度、確信度、リフトなど）をレポートにするサービスへの応用が可能である。
また入力されたキーワードと拡張されたキーワードとその重み値をレポートにする応用も
可能である。
【０１０４】
　ユーザプロファイルの違いによるキーワード関連性レポートシステムにキーワード拡張
装置を導入することで、前記キーワード関連性レポートにおいて、利用履歴データから年
齢や性別、住所、さらにアンケート結果等から得られたユーザプロファイルごとに、キー
ワード関係抽出結果を生成し、ユーザプロファイルの違いによって生成されるキーワード
関係抽出結果の違いや、拡張されるキーワードの違いをレポートにするとの応用も可能で
ある。
【０１０５】
　次に、このようなキーワード拡張技術の応用例を図１２から図２４を用いて説明する。
ここでは、上述のキーワード拡張技術を用いて、ユーザに、嗜好にあったテレビ番組等の
コンテンツを気づかせることができるようにすると共に、いままでユーザが知らなかった
意外なコンテンツ（例えばテレビ番組）も推薦して、ユーザに新しい視聴を行わせること
も可能とするのに好適なコンテンツ情報提供技術に関して説明する。
【０１０６】
　本例では、ユーザにとって意外かつ有益なコンテンツ情報（ここではテレビ番組情報を
例として説明する）を得るために、ユーザが登録したキーワードに対し、他のユーザが登
録したキーワードを反映したキーワード拡張を実施し、その拡張後の登録キーワードを含
む番組情報を提示してユーザに推薦する。
【０１０７】
　以下、図に示す実施例に基づいて詳しく説明する。尚、番組情報をユーザに提示するた
めの端末装置としては、携帯電話やＰＤＡ（Personal Digital Assistance）、パソコン
等があり、また、情報の伝達に用いるネットワークとしては、インターネットや公衆回線
、ＬＡＮ（Local Area Network）、無線ＬＡＮ、携帯電話のバケット通信網、ケーブル接
続等があり、番組としては、ラジオ放送番組、テレビ放送番組、インターネット放送番組
等のスケジュールに則って放送されるコンテンツ等があり、その番組情報としては、番組
のタイトル、出演者、製作者、解説文といった番組に関する情報であり、ＥＰＧ（Electr
ic Program Guide）等、ネットワークや電波、記憶媒体によって取得可能である。また、
キーワードとしては、出演者名や番組情報に含まれる単語をはじめとした文字列があり、
拡張キーワード情報としては、ユーザが端末装置に登録したキーワードを拡張するための
キーワード集合であり、複数のキーワード集合（グループ）で構成することも可能である
。
【０１０８】
　尚、上述したキーワード拡張技術における各部と本番組情報提供技術における各部との
対応付けを、次のようにして説明を行う。すなわち、「拡張処理部」は「キーワード拡張
手段」に、「関係抽出処理部」は「拡張キーワード生成手段」に、「キーワード関係抽出
結果格納部」は「拡張キーワード情報記憶装置」に、「キーワード関係抽出結果」は「拡
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張キーワード情報」に、「利用履歴データ格納部」は「フィードバック情報記憶手段」に
相当する。
【０１０９】
　図１２は、本発明に係わる番組情報提供システムの構成例を示すブロック図であり、図
１３は、図１２における番組情報提供システムで用いる番組情報提供端末装置の第１の内
部構成例を示すブロック図、図１４は、図１２における番組情報提供システムで用いる番
組情報提供端末装置の第２の内部構成例を示すブロック図、図１５は、図１２における拡
張機生成センタ装置の内部構成例を示すブロック図、図１６は、番組情報提供端末装置の
操作表示部の構成例を示す説明図、図１７は、番組情報提供端末装置の表示部の第１の表
示例を示す説明図、図１８は、番組情報提供端末装置の表示部の第２の表示例を示す説明
図、図１９は、番組情報提供端末装置の表示部の第３の表示例を示す説明図、図２０は、
番組情報提供端末装置の表示部の第３の表示例を示す説明図、図２１は、番組情報提供端
末装置の表示部の第４の表示例を示す説明図、図２２は、図１２における番組情報記憶装
置で記憶している番組情報の構成例を示す説明図、図２３は、図１２における拡張キーワ
ード生成センタ装置で記憶しているフィードバック情報の構成例を示す説明図、図２４は
、図１２における拡張キーワード情報記憶装置で記憶している拡張キーワード情報の構成
例を示す説明図である。
【０１１０】
　図１２において、１２００ａ～１２００ｃはユーザ、１２０１ａ～１２０１ｃは番組情
報提供端末装置（図中および以下「端末装置」と記載）、１２０２はネットワーク、１２
０３は番組情報記憶装置、１２０４は拡張キーワード情報記憶装置、１２０５は拡張キー
ワード生成センタ装置であり、端末装置１２０１ａ～１２０１ｃ、番組情報記憶装置１２
０３、拡張キーワード情報記憶装置１２０４、拡張キーワード生成センタ装置１２０５の
それぞれはプログラムに基づき動作するコンピュータ処理機能を有している。
【０１１１】
　このような構成において、ユーザ１２００ａが、端末装置１２０１ａにキーワードを登
録すると（ステップＳ１２０１）、端末装置１２０１ａは、ネットワーク１２０２を介し
て、番組情報記憶装置１２０３から、番組情報を取得する（ステップＳ１２０２）。
【０１１２】
　また、端末装置１２０１ａは、ネットワーク１２０２を介して、拡張キーワード情報記
憶装置１２０４から、拡張キーワード情報を取得して、ユーザが登録したキーワードを、
取得した拡張キーワード情報を用いて拡張する（ステップＳ１２０３）。そして、拡張後
の登録キーワードと、番組情報とを用いて、ユーザ１２００ａに推薦する番組情報を、画
面表示する（ステップＳ１２０４）。尚、キーワード拡張技術に関しては、図１３～１５
で説明する。
【０１１３】
　さらに、端末装置１２０１ａは、ユーザ１２００ａが登録したキーワードを、ネットワ
ーク１２０２を介して、拡張キーワード生成センタ装置１２０５に送信する（ステップＳ
１２０５）。
【０１１４】
　拡張キーワード生成センタ装置１２０５は、端末装置１２０１ａから送信されてきたキ
ーワードを受信し、拡張キーワード情報を生成し、拡張キーワード情報記憶装置１２０４
に格納する。尚、拡張キーワードを生成する技術については、図１３～１５での説明で示
す。
【０１１５】
　端末装置１２０１ａは複数あり（１２０１ｂ，１２０１ｃ）、それぞれ異なるユーザ（
１２００ｂ，１２００ｃ）が用いることができる。この端末装置１２０１ａ，１２０１ｂ
，１２０１ｃの詳細について、図１３を用いて説明する。
【０１１６】
　図１３に示す端末装置１３０１は、入力手段１３０１ａ、キーワード記憶手段１３０１
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ｂ、拡張キーワード情報取得手段１３０１ｃ、拡張キーワード情報記憶手段１３０１ｄ、
キーワード拡張手段１３０１ｅ、番組情報取得手段１３０１ｆ、番組情報記憶手段１３０
１ｇ、番組情報選択手段１３０１ｈ、類似度算出手段１３０１ｉ、表示内容生成手段１３
０１ｊ、表示手段１３０１ｋを有する。
【０１１７】
　ユーザ１３００は端末装置１３０１の入力手段１３０１ａにおいて、キーワードを登録
する。この端末装置１３０１における表示手段１３０１ｋでのキーワード追加登録画面例
を図１９に示す。このように入力手段１３０１ａで登録されたキーワードは、キーワード
記憶手段１３０１ｂにおいて記憶される。
【０１１８】
　拡張キーワード情報取得手段１３０１ｃは、ネットワーク（１２０２）を介して、拡張
キーワード情報記憶装置１３０４から、図２４に例示する拡張キーワード情報を取得する
。拡張キーワード情報取得手段１３０１ｃで拡張キーワード情報を取得する契機は、予め
設定しておいた時刻でも、ユーザの操作による契機でも、周期的でも良い。また、拡張キ
ーワード情報ヘアクセスするためのアドレスは予め端末装置１３０１で設定することが可
能である。
【０１１９】
　拡張キーワード情報取得手段１３０１ｃで所得した拡張キーワード情報は、拡張キーワ
ード情報記憶手段１３０１ｄで格納する。
【０１２０】
　キーワード拡張手段１３０１ｅは、キーワード記憶手段１３０１ｂに格納されている登
録キーワードを、拡張キーワード情報記憶手段１３０１ｄに格納されている拡張キーワー
ド情報を用いて拡張する。このキーワード拡張例の詳細は後述する。
【０１２１】
番組情報取得手段１３０１ｆは、ネットワーク（１２０２）を介して、番組情報記憶装置
１３０３から、複数もしくは単数の番組情報を取得する。この番組情報を、図２２に例示
する。取得する番組情報は、放送日時などが予め設定しておいた条件に合致する番組情報
であったり、取得可能な全ての番組情報であってもよい。
【０１２２】
　また、番組情報を取得する契機は、予め設定しておいた時刻でも、ユーザの操作による
契機でも、周期的でも良い。また、番組情報ヘアクセスするためのアドレス（ＵＲＬ：Un
iform Resource Locator等）は予め端末装置で設定することが可能である。
【０１２３】
　番組情報記憶手段１３０１ｇは、番組情報取得手段１０１ｆが取得した、複数もしくは
単数の番組情報を記憶する。
【０１２４】
　番組情報選択手段１３０１ｈは、現在の時刻などを参照して、表示手段１３０１ｋに表
示する番組情報として適したものを選択する。例えば、現在時刻からある時間以内に放送
される番組情報のみ選択する場合や、ユーザの場所や年齢、契約している放送局によって
、視聴可能な番組のみ選択する場合、ユーザが指定したジャンルの番組のみ選択する場合
などがある。
【０１２５】
　番組情報選択手段１３０１ｈで選択された番組情報は、表示手段１３０１ｋで表示され
る番組の候補となる。番組情報選択手段１３０１ｈが選択する条件を、別途ユーザが登録
しておくことも可能である。
【０１２６】
　類似度算出手段１３０１ｉは、番組情報選択手段１３０１ｈで選択された番組情報と、
キーワード拡張手段１３０１ｅによって拡張された登録キーワードとの類似度を算出する
。この類似度算出例は後述する。
【０１２７】
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　表示内容生成手段１３０１ｊは、番組情報と登録キーワードとの類似度の大きさから表
示手段１３０１ｋに表示する内容やその場所、アラートの有無を決定する。例えば、「類
似度の大きいものだけを表示する」、「現在から１時間以内に放送され、かつ、類似度の
大きい番組情報を画面上部に表示する」、「類似度の大きさに応じて所定の印を表示する
」と言った表示内容の生成を実施する。
【０１２８】
　表示手段１３０１ｋは、表示内容生成手段１３０１ｊが生成した画面を例えば図１６に
示す内容で表示する。
【０１２９】
　図１４に示す端末装置１４０１においては、キーワード記憶手段１４０１ｂおよび送信
可能情報格納手段１４０１ｎに記憶された情報を、送信手段１４０１ｍにより、ネットワ
ークを介して、拡張キーワード生成センタ装置１４０５に送信する。
【０１３０】
　送信手段１４０１ｍが、キーワード記憶手段１４０１ｂに記憶されている登録キーワー
ドを拡張キーワード生成センタ装置１４０５に送信する契機は、予め設定しておいた時刻
でも、ユーザの操作による契機でも、周期的でも良い。
【０１３１】
　この送信手段１４０１ｍから送信する情報をフィードバック情報と呼び、このフィード
バック情報として、ユーザＩＤ、端末ＩＤなど、ユーザや端末を一意に識別するためのコ
ードを拡張キーワード生成センタ装置へ送信しても良い。さらに、フィードバック情報と
して、ユーザ属性、設定地域、契約放送局名などを送信することも可能である。
【０１３２】
　送信可能なフィードバック情報は、しかるべき手段によって送信可能情報記憶手段に格
納されている。
【０１３３】
　図１５においては、拡張キーワード生成センタ装置１５０５の詳細図を示しており、拡
張キーワード生成センタ装置１５０５は、受信手段１５０５ａ、フィードバック情報記憶
手段１５０５ｂ、拡張キーワード生成手段１５０５ｃを具備している。
【０１３４】
　受信手段１５０５ａでは、端末装置１５０１から送信されたフィードバック情報を受信
する。フィードバック情報記憶手段１５０５ｂでは、受信手段１５０５ａで端末装置１５
０１から受信したフィードバック情報を記憶する。
【０１３５】
　フィードバック情報として、登録キーワード以外にユーザＩＤ、端末ＩＤといったユー
ザや端末を一意に識別するためのコードを受信した場合、それらと受信した登録キーワー
ドとを関連付けてフィードバック情報記憶手段１５０５ｂに格納する。格納技術の一例と
して、ユーザＩＤ毎に、受信した登録キーワードを記憶する技術がある。
【０１３６】
　また、フィードバック情報記憶手段１５０５ｂに格納されている該当ユーザＩＤの場所
に、既に登録キーワードが格納されている場合、一旦格納されている登録キーワードを削
除し、受信した登録キーワードで更新する技術がある。
【０１３７】
　他にも受信したフィードバック情報のうち、ユーザ属性、地域、契約放送局名などを格
納することが可能である。図２３において、フィードバック情報記憶手段１５０５ｂに格
納している情報の例を示す。
【０１３８】
　拡張キーワード生成手段１５０５ｃは、フィードバック情報記憶手段１５０５ｂに格納
されているフィードバック情報から、拡張キーワード情報を生成する。この拡張キーワー
ド情報は、フィードバック情報記憶手段１５０５ｂに格納されているフィードバック情報
において、何らかの関連があるキーワード同士をグループ化したものである。
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【０１３９】
　この拡張キーワード生成手段１５０５ｃの拡張キーワード情報の生成は、タイマや予め
設定した時間周期、フィードバック情報記憶手段１５０５ｂに格納された契機、フィード
バック情報記憶手段１５０５ｂに格納されたデータの量といった、しかるべき契機で実行
される。
【０１４０】
　また、拡張キーワード情報は、ユーザ属性（年齢や性別、地域など）ごとに生成するよ
うに設計することも可能である。このような拡張キーワード情報生成の詳細例は後述する
。
【０１４１】
　このようにして拡張キーワード生成手段１５０５ｃで生成された拡張キーワード情報は
、拡張キーワード情報記憶装置１５０４に格納される。尚、ユーザ属性（年齢や性別、地
域など）ごとに生成された拡張キーワード情報を、ユーザ属性毎に拡張キーワード情報記
憶装置１５０４に格納するように設計することも可能である。また、ユーザ属性毎に生成
された拡張キーワード情報が生成されている場合、ユーザは自分と同じ属性のユーザから
のフィードバック情報から生成した拡張キーワード情報を取得することも可能である。
【０１４２】
　図１６から図２１においては、端末画面表示例を示している。図１６においては、端末
装置１６０１の外形とその画面表示例を示しており、図１３における表示内容生成手段１
３０１ｊが生成した、現在放送中もしくはまもなく放送され番組情報との類似度が大きい
番組情報が３つ表示されている。尚、図中の星印の数によって類似度の大きさを表してい
る。尚、現在放送中の番組情報を表示することも可能である。
【０１４３】
　図１７では、メニュー画面例を示しており、このメニュー画面１７０１では、キーワー
ドの追加登録、キーワードの削除、キーワード拡張機能設定、フィードバック、地域選択
、終了などが、ユーザの操作によって選択できる。
【０１４４】
　地域選択では、ユーザの地域を選択することによって、視聴可能なテレビ放送局を判別
する。キーワード削除では、既にユーザが登録した登録キーワードを削除することができ
る。
【０１４５】
　図１８では、番組詳細情報表示例を示しており、ユーザが、この画面１８０１に表示さ
れた番組情報を選択することで、さらに詳細な情報が表示される。また「キーワード追加
登録」をユーザが選択することで、表示されている番組情報のキーワードを一括して登録
することが可能である。
【０１４６】
　尚、番組情報が文書などで、キーワードになっていない場合は、キーワードに分解する
必要がある。文書をキーワードに分解する手法として、形態素解析を行い名詞のみ用いる
といった処理がある。
【０１４７】
　図１９では、キーワード追加登録画面例を示しており、ユーザは、この画面１９０１に
表示されているメニューからキーワード追加登録を選択することで、ユーザが登録したい
任意のキーワードを追加登録できる。
【０１４８】
　図２０では、フィードバック画面例を示しており、ユーザは、この画面２００１に表示
されているメニューからフィードバックを選択することで、ユーザが登録したキーワード
を拡張キーワード生成センタ装置（１２０５）に送信することができる。
【０１４９】
　図２１では、キーワード拡張機能の選択画面例を示しており、ユーザは、この画面２１
０１に表示されているメニューからキーワード拡張機能設定を選択すると、キーワード拡
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張機能の有効/無効を設定できる。キーワード拡張機能を無効にした場合、拡張キーワー
ド情報を取得し、キーワード拡張手段１３０１ｅで登録キーワードを拡張する処理はスキ
ップされる。
【０１５０】
　図２２においては、図１２における番組情報記憶装置１２０３で記憶されている番組情
報の例を示しており、番組情報２２０１には、放送局名、放送日時、タイトル名、説明文
などが記述されている。尚、この番組情報記憶装置１２０３に格納されている番組情報２
２０１は、ファイルの形態であってもＷｅｂページの形態であっても、またデータベース
の形態であっても良い。
【０１５１】
　図２２に示す例では、「２ｃｈ」という放送局が、「２００４年１月１６日１８時３０
分から１９時００分」に「ニュース１８３０」というタイトルの番組を放送するという番
組情報である。その次の行の文は、その番組の解説文となっている。
【０１５２】
　図２３においては、図１５におけるフィードバック情報記憶手段１５０５ｂに記憶され
ている情報例を示しており、この情報２３０１では、ユーザＩＤ毎にフィードバック情報
として送信された登録キーワードを記憶している。
【０１５３】
　図２４においては、図１２における拡張キーワード情報記憶装置１２０４で記憶されて
いる拡張キーワード情報の例を示しており、本例の拡張キーワード情報２４０１は、４つ
のグループのキーワード集合が格納されている。
【０１５４】
　以下、図１６から図２４に示された具体手的な例を用いて、各手段における処理動作例
を説明する。
【０１５５】
　まず、図１３におけるキーワード拡張手段１３０１ｅによるキーワード拡張動作例を説
明する。尚、このキーワード拡張方法には複数あり、ここでは、拡張方法の一例を示す。
【０１５６】
　キーワード記憶手段１３０１ｂに格納されているキーワードが「アニメ」であり、図２
４における拡張キーワード情報２４０１に格納されているキーワードで「アニメ」を含む
キーワードグループに含まれる他のキーワードが「名探偵」、「ボケモンキー」の場合、
それらのキーワードを付与した、「アニメ」、「名探偵」、「ボケモンキー」を拡張後の
登録キーワードとする。
【０１５７】
　また、キーワード拡張手段１３０１ｅによるキーワード拡張処理例としては、図１～図
１１で説明したキーワード拡張装置と方法およびコンテンツ検索システムによる処理を用
いて、キーワードを拡張することが可能である。
【０１５８】
　以上に例示した手法によって、登録キーワードを拡張することが可能である。次に、図
１３における類似度算出手段１３０１ｉによる類似度算出例を説明する。
【０１５９】
　「類似度Ｒ＝（番組情報に含まれる、登録キーワードの数）＊１００／（番組情報の文
字列長＊登録キーワード数）」と定義した場合、図２２における番組情報２２０１が「ニ
ュース１８３０ : 山本アナ・温泉特集・名探偵ご紹介・地震の備えは大丈夫？関東の天
気」であり、上述のキーワード拡張手段１３０１ｅで拡張された登録キーワードが「アニ
メ」、「名探偵」、「ボケモンキー」であり、この場合、番組情報に含まれる、「登録キ
ーワードの数＝１」、「番組情報の文字列長＝７８バイト」、「登録キーワード数＝３」
のため、「類似度Ｒ＝（１＊１００）／（７８＊３）＝０．４２７」となる。
【０１６０】
　次に、図１５における拡張キーワード生成手段１５０５ｃによる拡張キーワード情報生
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成例を説明する。
【０１６１】
　拡張キーワード情報を生成する技術としては、キーワード拡張手段１３０１ｅによるキ
ーワード拡張処理例でも述べたように、図１～図１１で説明したキーワード拡張装置と方
法およびコンテンツ検索システムによる処理、特に、関係抽出処理部の処理を用いること
が可能である。
【０１６２】
　まず、第１の例を説明する。図１５におけるフィードバック情報記憶手段１５０５ｂに
格納されている（図２３に例示される情報２３０１参照）ユーザＩＤ毎の登録キーワード
を、それぞれのキーワードに「１」の重みが付与されたキーワードベクトルとする。
【０１６３】
　例えば、ユーザＩＤがＵＳＥＲ１の登録キーワードが、「ニュース」、「温泉」、「旅
行」、「ぶらり」、「高級」、「レストラン」の場合、ユーザＩＤがＵＳＥＲ１のキーワ
ードベクトルＶ（ＵＳＥＲ１）は、「Ｖ（ＵＳＥＲ１）＝（ニュース＝１，温泉＝１，旅
行＝１，ぶらり＝１，高級＝１，レストラン＝１）となる。
【０１６４】
　同様にして、各ユーザＩＤごとのキーワードベクトルを求める。そして、クラスタリン
グ手法を用いて、各キーワードをクラスタに分ける。例えば、Ｋ－Ｍｅａｎｓ法を用いて
クラスタリングする場合、生成するクラスタの数を指定する。キーワードが複数グループ
のキーワード集合にクラスタリングされると、その結果を拡張キーワード情報として用い
る。
【０１６５】
　次に、第２の例として、デークマイニングの相関ルール分析を用いて、キーワード同士
の関係を抽出し、抽出されたキーワードをグループ化して、拡張キーワード情報とする技
術を説明する。
【０１６６】
　この技術では、フィードバック情報記憶手段１５０５ｂに格納されている（図２３に例
示される情報２３０１参照）ユーザＩＤ毎の登録キーワードの情報をデークマイニングの
相関ルール分析の入力データとして用いる。この際、ユーザＩＤをトランザクションＩＤ
として用いることが可能である。尚、相関ルール分析の条件として支持度・確信度・リフ
ト・最大ルール長さなどを設定することが必要である。
【０１６７】
　相関ルール分析についての概要や関連文献については、「喜連川優，デークマイニング
における相関ルール抽出技法，人工知能学会誌　Ｖｏｌ．１２　Ｎｏ．４（１９９７）」
に記されている。また、相関ルール分析のアルゴリズムの一例として、「R.Agrawal，T.I
mielinski，and A.Swami : Mining Associations between Sets of Items in Massive Da
tabases. In Proceedings of ACM SIGMOD （１99３）」があげられる。
【０１６８】
　以上に例示した技術によって生成した拡張キーワード情報は、図２４に示すようにして
図１５における拡張キーワード情報記憶装置１５０４に格納される。
【０１６９】
　　以上、図１２から図２４を用いて説明したように、本例の番組情報提供技術では、端
末装置にユーザが登録した登録キーワードを、拡張キーワード情報を用いてキーワード拡
張手段によって拡張し、類似度算出手段によって、拡張後の登録キーワードと、複数もし
くは単数の番組情報との類似度を算出し、表示内容生成手段によって、算出した類似度の
値の大きさによって表示する番組情報の内容を生成し、表示手段によってユーザにお薦め
の番組情報を表示する。
【０１７０】
　他の複数のユーザの登録キーワードを拡張キーワード情報の生成に反映するには、送信
手段によって、登録されている登録キーワードやユーザ属性等の送信可能情報をフィード
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バック情報として拡張キーワード生成センタに送信し、受信手段で受信したフィードバッ
ク情報から拡張キーワード生成手段によって、関連性のあるキーワードの集合を抽出し、
それをグループにして、拡張キーワード情報として格納する。
【０１７１】
　これにより、ユーザに、嗜好にあった番組を気づかせることができるようにすると共に
、いままでユーザが知らなかった意外な番組も推薦して、ユーザに新しい視聴を行わせる
ことが可能となる。
【０１７２】
　すなわち、拡張キーワード情報は、複数のユーザからのフィードバック情報から生成し
ているため、拡張後の登録キーワードに、他のユーザの好みに関する情報が含まれる。そ
のため、いままで知らなかった意外な番組も推薦される可能性があり、ユーザに新しい視
聴を行わせることが可能となる。
【０１７３】
　さらに、拡張キーワード情報を用いて登録したキーワードを拡張することができるため
、登録した好みの番組に関するキーワードに一致していない番組でも、拡張後の登録キー
ワードでは一致する可能性があり、キーワードが少ない為に番組が推薦されないという点
を防ぐことができる。
【０１７４】
　また、ユーザ自身が、登録したキーワードをセンタに送信する「フィードバック」操作
を行わずとも、他のユーザの誰かがフィードバックすれば、サービスを受けることが可能
となる。
【０１７５】
　また、登録したキーワードに一致した番組を表示して、番組とユーザとの好みの類似度
の大きさに応じて、端末装置にて音を鳴らす、画面表示を行うといったを気づかせの動作
を行い、好みの番組の視聴を逃さないようにすることができる。
【０１７６】
　尚、図１２～図２４で示した例では、テレビ番組情報すなわちテレビ番組コンテンツへ
の適応例を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、映像や音楽、出版、ゲ
ームをはじめとしたコンテンツに関しても同様にして適応可能である。
【０１７７】
　次に、図２５～図２９を用いて、キーワードの集合の求め方（グループ分け、相関ルー
ル抽出）に関しての説明を行う。すなわち、上述したキーワード拡張装置等においては、
例えば、図３，７に示される利用履歴データ３１，７１を用いて、相互に関連する各キー
ワードを抽出して集合化（図４，図８のキーワード関係抽出結果データ４１，８１）を行
っているが、この際、クラスタリング手法では、図１，２の設定ファイル９，２９におい
て設定された「生成するクラスタの数」や「正規化手法」、「クラスタリング演算繰り返
し回数」、「類似度のしきい値範囲」等の各条件に基づきグループ分けを行っており、ま
た、データマイニング処理では、図６の設定ファイル６９において設定された「確信度の
範囲」や「支持度の範囲」、「リフトの範囲」、「ＵｐＣｏｎｆの範囲」、「最大ルール
長さの範囲」、「抽出ルール数の範囲」等の各条件に基づき、相関ルール抽出を行ってい
る。
【０１７８】
　また、例えば、論文『土井俊介、吉田由紀、東野豪「ＲＵＩ－Ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ：利
用履歴のアイテムの類似度関係を反映した協調フィルタリング方式」、ＤＥＷＳ２００４
（電子情報通信学会第１５回データ工学ワークショップ）Ｉ－７－０６』に記載のように
、ユーザのキーワードベクトルとコンテンツのキーワードベクトル同士の類似度を、キー
ワードグループを介して求め、求めた類似度の大きさに応じて、ユーザに推薦するコンテ
ンツを特定する技術においても、クラスタリングを用いる際に、生成するキーワードグル
ープの数（クラスタ数）を条件として指定している。
【０１７９】
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　このようなキーワードグループを生成する際の条件は、例えば、コンテンツを推薦する
サービスの内容や、ユーザの数、コンテンツに付与されたメタデータ（キーワード）の量
などによって、最適な条件が異なり、精度良くコンテンツの推薦を行うための最適な条件
を設定することが必要である。
【０１８０】
　図２５～図２９においては、このようなキーワードの集合化に用いる「最適な条件」を
求める技術を説明する。ここでは、ユーザのキーワードベクトルとコンテンツのキーワー
ドベクトル同士の類似度を、キーワードグループを介して算出し、算出した類似度に応じ
て、ユーザにコンテンツを推薦するシステムを例に、そのキーワードグループを生成する
際の最適なグループ化条件を決定する技術を説明する。
【０１８１】
　図２５は、本発明に係わるキーワードグループ化条件決定装置を具備したコンテンツ推
薦システムの構成例を示すブロック図であり、図２６は、本発明に係わるキーワードグル
ープ化条件決定装置の構成例を示すブロック図、図２７は、図２６における蓄積記録手段
に蓄積されたデータ例を示す説明図、図２８は、図２６におけるユーザのキーワードベク
トルのデータ例を示す説明図、図２９は、図２６における類似度算出実行手段の処理動作
例を示す説明図である。
【０１８２】
　図２５において、２５０１はグループ化条件決定装置、２５０２はキーワードグループ
を用いてコンテンツを推薦する装置、２５０３は利用履歴、２５０４はユーザのキーワー
ドベクトル、２５０５はコンテンツのキーワードベクトル、２５０６は最適なグループ化
条件である。
【０１８３】
　利用履歴２５０３は、コンテンツの識別情報（コンテンツＩＤ）と当該コンテンツを利
用したユーザの識別情報（ユーザＩＤ）とを対応付けた情報であり、ユーザのキーワード
ベクトル２５０４は、利用履歴２５０３を基に生成され、ユーザの（当該ユーザが過去に
評価を行ったコンテンツの内容を解析して得られる）プロファイル情報であり、コンテン
ツのキーワードベクトル２５０５は、コンテンツのメタ情報であり、それぞれ記憶装置に
記憶されている。
【０１８４】
　ユーザのキーワードベクトル２５０４は、図３の利用履歴データ３１や図７の利用履歴
データ７１に相当するものであり、また、図２８に例示されるものである。図２８におい
ては、ユーザＩＤ（１，２，３，４）の各ユーザがコンテンツを利用した結果、そのコン
テンツに含まれたメタ情報（キーワード）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの出現回数が登録されている。
【０１８５】
　キーワードグループを用いてコンテンツを推薦する装置２５０２は、複数ユーザのキー
ワードベクトル（２５０４）からキーワードをグループ化してキーワードグループを生成
し、このキーワードグループを介して、コンテンツのキーワードベクトル２５０５とユー
ザのキーワードベクトル２５０４同士の類似度を算出し、類似度の大きさに応じてユーザ
にコンテンツを推薦する。
【０１８６】
　図２８に示す例でのキーワードのグループ化においては、例えば、前述のＫ－Ｍｅａｎ
ｓ法、階層的クラスタリング法、ＩＳＯＤＡＴＡ法などを用いてキーワードを２つのグル
ープ（キーワードグループ）にクラスタリングした場合、キーワードの出現回数から、「
グループ１＝｛キーワードＡ，Ｃ｝」、「グループ２＝｛キーワードＢ，Ｄ｝」等とグル
ープ化される。この場合、「２つのグループ」が「グループ化条件」となる。尚、キーワ
ードのグループ化（集合化）にデータマイニング処理を用いることでも良い。
【０１８７】
　このようにして生成した各キーワードグループを介してユーザのキーワードベクトル２
５０４とコンテンツのキーワードベクトル２５０５との類似度を算出する際、前述の論文
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に記載のように、内積や余弦・相関係数を用いて算出することができ、キーワードグルー
プ（集合）同士の類似度は、大きさ１のキーワードベクトルとして算出可能である。
【０１８８】
　このような類似度の算出を、図２９を例に説明する。ここでは「キーワードグループ１
～３」の３つのキーワードグループを介してユーザＡとコンテンツＣとの類似度の算出を
例示している。
【０１８９】
　まず、ユーザＡとキーワードグループ（１）との類似度ｐ（Ａ，１）を算出し、また、
コンテンツＣとキーワードグループ（１）との類似度ｐ（１，Ｃ）を算出する。次に、ユ
ーザＡとキーワードグループ（２）との類似度ｐ（Ａ，２）を算出し、また、コンテンツ
Ｃとキーワードグループ（２）との類似度ｐ（２，Ｃ）を算出する。
【０１９０】
　さらに、ユーザＡとキーワードグループ（３）との類似度ｐ（Ａ，３）を算出し、また
、コンテンツＣとキーワードグループ（３）との類似度ｐ（３，Ｃ）を算出する。そして
、「Ｐ（Ａ，Ｃ）＝｛ｐ（Ａ，１）＊ｐ（１，Ｃ）｝＋｛ｐ（Ａ，２）＊ｐ（２，Ｃ）｝
＋｛ｐ（Ａ，３）＊ｐ（３，Ｃ）｝」の計算を行うことで、キーワードグループを介した
、ユーザＡとコンテンツＣとの類似度Ｐ（Ａ，Ｃ）を求めることができる。
【０１９１】
　また、図１～図１１で示したように、キーワードグループを用いてキーワード拡張した
後に、キーワードベクトルの類似度演算（内積・余弦・相関係数）を行って類似度を算出
することもできる。
【０１９２】
　この場合、まず、ユーザＡの嗜好を表すキーワードが複数記述されたキーワード集合を
、キーワードグループを用いて拡張（キーワード拡張）する。次に、コンテンツＣの内容
を表すキーワードが複数記述されたキーワード集合を、キーワードグループを用いて拡張
する。そして、内積や余弦・相関係数を用いて、拡張後のキーワード集合同士の類似度Ｐ
（Ａ，Ｃ）を算出する。ここで、キーワード集合同士の類似度は、大きさ１のキーワード
ベクトルとして算出可能である。
【０１９３】
　このように、図２５のキーワードグループを用いてコンテンツを推薦する装置２５０２
においては、ユーザのキーワードベクトル２５０４と、コンテンツのキーワードベクトル
２５０５を参照し、しかるべき演算（クラスタリング、データマイニング等）を行って、
キーワードグループを算出し、キーワードグループを介した、ユーザＡとコンテンツＣと
の類似度Ｐ（Ａ，Ｃ）を求めて、類似度に応じてコンテンツの推薦を行うが、制度の高い
コンテンツ推薦を行うためには、キーワードグループの算出に用いるグループ化条件を最
適なものとする必要があり、本例では、キーワードグループ化条件決定装置２５０１にお
いて、そのような最適なグループ化条件２５０６を算出する。
【０１９４】
　すなわち、キーワードグループを生成する際の最適なグループ化条件２５０６を決定す
るために、キーワードグループ化条件決定装置２５０１においては、まず、グループ化す
る条件を暫定的に設定し、その条件に従って、複数のユーザのキーワードベクトル（２５
０４）から関係があるキーワードのグループを生成する。
【０１９５】
　次に、利用履歴２５０３において利用実績があるユーザＩＤとコンテンツＩＤとを、利
用履歴２５０３から取得して設定し、設定したユーザＩＤのキーワードベクトルと、設定
したコンテンツＩＤのキーワードベクトルと、先に生成したキーワードグループとを用い
て、キーワードグループを用いてコンテンツを推薦する装置２５０２での処理と同様に、
クラスタリング等のしかるべき演算を行って、設定したユーザＩＤのユーザのキーワード
ベクトルと、設定したコンテンツＩＤのコンテンツのキーワードベクトル同士の類似度を
算出する。
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【０１９６】
　さらに、設定したユーザＩＤと、設定したコンテンツＩＤと、設定したグループ化条件
と、算出した類似度とを１つのレコードとして関連付けて、記憶装置に記憶する。
【０１９７】
　そして、グループ化する条件の暫定的な設定、キーワードのグループの生成、キーワー
ドグループを介してのユーザのキーワードベクトルとコンテンツのキーワードベクトル同
士の類似度の算出、設定したユーザＩＤと設定したコンテンツＩＤと設定したグループ化
条件と算出した類似度とからなるレコードの記憶装置への記憶を、予め定められた条件に
従って繰り返し実行した後、記憶装置に記録されたレコードを参照し、しかるべき演算に
よって最適なグループ化条件２５０６を決定する。
【０１９８】
　このしかるべき演算としては、例えば、記憶装置から、類似度の大きい順に、予め指定
された数のレコードを、ユーザＩＤ、コンテンツＩＤの組ごとに抽出し、その抽出した各
レコードに関連付けられている「グループ化条件」の値の平均値または頻出値またはそれ
らに関係する値を、最適なグループ化条件２５０６とする等がある。
【０１９９】
　以下、このような最適なグループ化条件２６０５を算出するためのキーワードグループ
化条件決定装置２５０１の詳細な構成を、図２６に示す。
【０２００】
　図２６に示す例では、キーワードグループ化条件決定装置２５０１には、グループ化条
件設定手段２６０１と、キーワードグループ化手段２６０２、類似度算出対象設定手段２
６０３、類似度算出手段２６０４、算出結果追加記録手段２６０５、類似度算出対象繰り
返し手段２６０６、グループ化条件繰り返し手段２６０７、蓄積記録手段２６０８、グル
ープ化条件決定手段２６０９が設けられている。
【０２０１】
　グループ化条件設定手段２６０１では、生成するキーワードグループ数等のグループ化
条件を暫定的に設定する。例えば、「生成するキーワードグループ数＝１０個」、といっ
た条件を設定する。尚、このグループ化条件は、図１，２，６における設定ファイル９，
２９，６９などで記述することが可能である。
【０２０２】
　設定するグループ数は、繰り返しごとに異なる値を設定することができる。例えば、１
回目の繰り返しでは「キーワードグループ数＝１０個」、「２回目の繰り返しではキーワ
ードグループ数＝１５個」、「３回目の繰り返しではキーワードグループ数＝２０個」と
言った具合に設定できる。
【０２０３】
　また、設定ファイルによる指定ではなく、繰り返しごとに自動的にキーワードグループ
数をインクリメントして設定することも可能である。
【０２０４】
　キーワードグループ化手段２６０２は、グループ化条件設定手段２６０１で設定したグ
ループ化条件に従って、複数ユーザのキーワードベクトル２５０４から、クラスタリング
等のしかるべき演算を実施して、キーワードのグループ集合（キーワードグループ２６１
０）を生成する。
【０２０５】
　類似度算出対象設定手段２６０３は、利用履歴２５０３から、利用実績があるユーザＩ
ＤとコンテンツＩＤの組み合わせを設定する。このユーザＩＤとコンテンツＩＤの組み合
わせの選出条件を定義することが可能である。例えば、類似度算出対象繰り返し手段２６
０６によって類似度算出対象設定手段２６０３が複数回実行された場合、一度設定された
ユーザＩＤとコンテンツＩＤの組み合わせはグループ化条件が変わるまで用いない、とい
った場合や、ランダムにユーザＩＤとコンテンツＩＤを選択する、といった場合がある。
【０２０６】
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　類似度算出実行手段２６０４では、類似度算出対象設定手段２６０３で設定したユーザ
ＩＤおよびコンテンツＩＤのそれぞれのキーワードベクトル情報と、キーワードグループ
２６１０とを用いて、上述のしかるべき演算を実施して、ユーザとコンテンツ間の類似度
を算出する。
【０２０７】
　算出結果追加記録手段２６０５は、類似度算出実行手段２６０４で算出した類似度を蓄
積記録手段２６０８に格納する。格納の際は、ユーザＩＤ、コンテンツＩＤ、キーワード
グループ数、類似度とを関連付けてレコードとして格納する。
【０２０８】
　類似度算出対象繰り返し手段２６０６は、類似度算出対象設定手段２６０３、類似度算
出実行手段２６０４、算出結果追加記録手段２６０５による各処理を、予め定めた条件を
満たすまで繰り返し実行させる。
【０２０９】
　さらに、グループ化条件繰り返し手段２６０７は、グループ化条件設定手段２６０１、
キーワードグループ化手段２６０２、類似度算出対象設定手段２６０３、類似度算出実行
手段２６０４、算出結果追加記録手段２６０５、類似度算出対象繰り返し手段２６０６に
よる各処理を、予め定めた条件を満たすまで繰り返し実行させる。
【０２１０】
　このようにして、設定された各キーワードグループ化条件で、利用実績があるユーザＩ
Ｄ、コンテンツＩＤの組み合わせにおける、類似度を算出し、その結果が蓄積記録手段２
６０８に格納される。
【０２１１】
　そして、グループ化条件決定手段２６０９は、蓄積記録手段２６０８に格納されている
ユーザＩＤとコンテンツＩＤとそのキーワードグループ数、類似度から、所定の演算によ
って、キーワードグループ数を決定する。
【０２１２】
　例えば、蓄積記録手段２６０８に格納された複数のユーザＩＤとコンテンツＩＤとその
キーワードグループ数、類似度のレコードから、ユーザＩＤとコンテンツＩＤの組み合わ
せ毎に類似度が一番大きいレコードを抽出し、その抽出レコードにおけるグループ数の平
均値や、頻度の多いグループ数を、グループ化条件として決定する演算技術がある。
【０２１３】
　尚、本例の類似度算出実行手段２６０４での処理に関する計算方式として、前述の論文
に記載のものを用いても良い。
【０２１４】
　図２７に示すように、蓄積記憶手段２６０８には、キーワードグループ生成条件、ユー
ザＩＤ、コンテンツＩＤ、類似度が各レコードとして、レコード番号（ＮＯ）で関連付け
られて格納されている。
【０２１５】
　図２７においては、利用履歴において、「ユーザＩＤ＝Ｕ００１」が「コンテンツＩＤ
＝Ｃ００１」、「ユーザＩＤ＝Ｕ００５」が「コンテンツＩＤ＝Ｃ００２」、「ユーザＩ
Ｄ＝Ｕ００７がコンテンツＩＤ＝Ｃ００１」を利用した実績がある場合の例を示しており
、グループ化条件設定手段２６０１において、生成するキーワードグループの数を、繰り
返し毎に１０,１５,２０個とした場合の例である。
【０２１６】
　ここで、グループ化条件決定手段２６０９において、図２７に例示する各レコードから
、それぞれのユーザＩＤ、コンテンツＩＤとの組み合わせごとで類似度が一番大きい時点
のレコードを抽出すると、「Ｕ００１とＣ００１」は、レコードＮＯ．０００７(キーワ
ードグループ生成条件＝２０個)、「Ｕ００５とＣ００２」は、レコードＮＯ．０００５(
キーワードグループ生成条件＝１５個)、「Ｕ００７とＣ００１」は、レコードＮＯ．０
００６(キーワードグループ生成条件＝２０個)となる。
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【０２１７】
　ここで、グループ化条件として、例えば、一番頻度の多いキーワードグループ生成条件
を用いた場合、上記３つの抽出結果のうち、２つが該当する「キーワードグループ数＝２
０個」がグループ化条件として出力される。
【０２１８】
　また、グループ化条件として、キーワードグループ数の平均を用いた場合、「（２０＋
１５＋２０）／３≒１８．３３…」となり、一番近い整数である「キーワードグループ数
＝１８個」がグループ化条件として出力される。
【０２１９】
　以上、図２５～図２９を用いて示した本例では、利用実績があるユーザＩＤとコンテン
ツＩＤ間の組み合わせにおいて、複数のグループ化条件を設定し、その条件から生成した
キーワードグループを用いてそれぞれユーザ・コンテンツ間類似度を算出し、その結果か
ら最適なグループ化条件を取得する。これにより、キーワードをグループ化するための最
適な条件を容易に取得できる。そして、取得した最適グループ化条件を用いることで、コ
ンテンツ推薦の精度が高まる。
【０２２０】
　また、グループ化条件決定装置２５０１を、図１～図１１で説明した各キーワード拡張
装置や、図１２～図２４で説明した各拡張キーワード生成センタ・装置・手段に設けるこ
とができ、例えば、図１０に示すキーワード拡張装置１０１にグループ化条件決定装置２
５０１を設け、キーワード拡張装置１０１の設定ファイルに、グループ化条件決定装置２
５０１で算出した最適なグループ化条件２５０６を設定することで、図１０におけるコン
テンツ推薦装置１０３０でのコンテンツ推薦を高精度化することができる。
【０２２１】
　尚、本例では、各グループ化条件毎に、各処理を繰り返して図２７に示すレコードを求
めているが、類似度算出対象設定手段２６０３により、利用履歴から一度に複数の利用実
績のあるユーザＩＤとコンテンツＩＤの組を読み込み、類似度算出実行手段２６０４にお
いて、それらの類似度を順次に算出し、算出結果追加記録手段２６０５により、蓄積記録
手段２６０８にまとめて記録することでも良い。
【０２２２】
　また、本例では、グループ化条件として「グループの数」を例示しているが、クラスタ
リングにおける「クラスタリング演算繰り返し回数」や「類似度のしきい値範囲」等、ま
た、データマイニング処理における「確信度の範囲」や「支持度の範囲」、「リフトの範
囲」、「ＵｐＣｏｎｆの範囲」、「最大ルール長さの範囲」、「抽出ルール数の範囲」等
を用いることでも良い。
【図面の簡単な説明】
【０２２３】
【図１】本発明に係わるキーワード拡張装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】クラスタリング処理機能を有する関係抽出処理部の構成例を示すブロック図であ
る。
【図３】図２における関係抽出処理部が読み込む利用履歴データ例を示す説明図である。
【図４】図２における関係抽出処理部から出力されるキーワード関係抽出結果例を示す説
明図である。
【図５】図４におけるキーワード関係抽出結果に基づく拡張処理部の動作例を示す説明図
である。
【図６】データマイニング処理機能を有する関係抽出処理部の構成例を示すブロック図で
ある。
【図７】図６における関係抽出処理部が読み込む利用履歴データ例を示す説明図である。
【図８】図６における関係抽出処理部から出力されるキーワード関係抽出結果例を示す説
明図である。
【図９】図８におけるキーワード関係抽出結果に基づく拡張処理部の動作例を示す説明図
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である。
【図１０】本発明に係わるコンテンツ検索システムの構成例を示すブロック図である。
【図１１】図１０におけるコンテンツ検索システムの処理動作例を示す説明図である。
【図１２】本発明に係わる番組情報提供システムの構成例を示すブロック図である。
【図１３】図１２における番組情報提供システムで用いる番組情報提供端末装置の第１の
内部構成例を示すブロック図である。
【図１４】図１２における番組情報提供システムで用いる番組情報提供端末装置の第２の
内部構成例を示すブロック図である。
【図１５】図１２における拡張機生成センタ装置の内部構成例を示すブロック図である。
【図１６】番組情報提供端末装置の操作表示部の構成例を示す説明図である。
【図１７】番組情報提供端末装置の表示部の第１の表示例を示す説明図である。
【図１８】番組情報提供端末装置の表示部の第２の表示例を示す説明図である。
【図１９】番組情報提供端末装置の表示部の第３の表示例を示す説明図である。
【図２０】番組情報提供端末装置の表示部の第３の表示例を示す説明図である。
【図２１】番組情報提供端末装置の表示部の第４の表示例を示す説明図である。
【図２２】図１２における番組情報記憶装置で記憶している番組情報の構成例を示す説明
図である。
【図２３】図１２における拡張キーワード生成センタ装置で記憶しているフィードバック
情報の構成例を示す説明図である。
【図２４】図１２における拡張キーワード情報記憶装置で記憶している拡張キーワード情
報の構成例を示す説明図である。
【図２５】本発明に係わるキーワードグループ化条件決定装置を具備したコンテンツ推薦
システムの構成例を示すブロック図である。
【図２６】本発明に係わるキーワードグループ化条件決定装置の構成例を示すブロック図
である。
【図２７】図２６における蓄積記録手段に蓄積されたデータ例を示す説明図である。
【図２８】図２６におけるユーザのキーワードベクトルのデータ例を示す説明図である。
【図２９】図２６における類似度算出実行手段の処理動作例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０２２４】
　１，１０１：キーワード拡張装置、２，２２，６２：関係抽出処理部、２ａ，２２ａ，
６２ａ：利用履歴データ読み込み処理部、２ｂ：関係抽出演算部、２ｃ：抽出結果の格納
処理部、３，５３，９３：拡張処理部、３ａ，５３ａ，９３ａ：キーワード関係抽出結果
読み込み処理部、３ｂ，５３ｂ，９３ｂ：拡張キーワード取得部、４，５４，９４：入力
処理部、５，５５，９５：出力処理部、６，２６，６６：利用履歴データ格納部、７，２
７，５７，６７，９７：キーワード関係抽出結果格納部、８，２８，６８：実行契機処理
部、９，２９，６９：設定ファイル、１０：利用履歴データ、１１，５１１，９１１：入
力キーワード、１２，５１２，９１２：拡張キーワード、２２ｂ：クラスタリングエンジ
ン、２２ｃ：クラスタリング結果格納処理部、３１，７１：利用履歴データ、４１，８１
：キーワード関係抽出結果データ、６２ｂ：相関ルール分析エンジン、６２ｃ：分析結果
格納処理部、１００１～１００６：履歴データ、１０１０～１０１２：書式変換手段（ａ
～ｃ）、１０２０：ユーザプロファイル、１０３０：コンテンツ推薦装置、１０３１：コ
ンテンツＤＢ、１０３２：嗜好ＤＢ、１０３３：ユーザ、１２００ａ～１２００ｃ：ユー
ザ、１２０１ａ～１２０１ｃ：端末装置、１２０２：ネットワーク、１２０３，１３０３
：番組情報記憶装置、１２０４，１３０４：拡張キーワード情報記憶装置（キーワード関
係抽出結果格納部）、１２０５，１４０５：拡張キーワード生成センタ装置、１３００：
端末装置、１３０１ａ：入力手段、１３０１ｂ：キーワード記憶手段、１３０１ｃ：拡張
キーワード情報取得手段、１３０１ｄ：拡張キーワード情報記憶手段、１３０１ｅ：キー
ワード拡張手段（拡張処理部）、１３０１ｆ：番組情報取得手段、１３０１ｇ：番組情報
記憶手段、１３０１ｈ：番組情報選択手段、１３０１ｉ：類似度算出手段、１３０１ｊ：



(33) JP 4471737 B2 2010.6.2

10

表示内容生成手段、１３０１ｋ：表示手段、１４０１：端末装置、１４０１ｂ：キーワー
ド記憶手段、１４０１ｍ：送信手段、１４０１ｎ：送信可能情報格納手段、１５０１：端
末装置、１５０４：拡張キーワード情報記憶装置（キーワード関係抽出結果）、１５０５
：拡張キーワード生成センタ装置、１５０５ａ：受信手段、１５０５ｂ：フィードバック
情報記憶手段（利用履歴データ格納部）、１５０５ｃ：拡張キーワード生成手段（関係抽
出処理部）、１６０１：端末装置、１７０１，１８０１，１９０１，２００１，２１０１
：画面、２２０１：番組情報、２３０１：情報（フィードバック情報）、２４０１：拡張
キーワード情報、２５０１：グループ化条件決定装置、２５０２：キーワードグループを
用いてコンテンツを推薦する装置、２５０３：利用履歴、２５０４：ユーザのキーワード
ベクトル、２５０５：コンテンツのキーワードベクトル、２５０６：最適なグループ化条
件、２５０７：推薦結果、２６０１：グループ化条件設定手段、２６０２：キーワードグ
ループ化手段、２６０３：類似度算出対象設定手段、２６０４：類似度算出手段、２６０
５：算出結果追加記録手段、２６０６：類似度算出対象繰り返し手段、２６０７：グルー
プ化条件繰り返し手段、２６０８：蓄積記録手段、２６０９：グループ化条件決定手段、
２６１０：キーワードグループ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図２７】 【図２８】
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