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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサが、
　情報レポジトリに保存されたテキストに含まれる章句のうちユーザが指定した章句を取
得するステップと、
　ユーザが関心を持つ単語またはユーザが関心を持つ単語の集合を表す構成要素を含むユ
ーザ関心情報をユーザ関心情報レポジトリから取得するステップと、
　取得した章句に対して構文解析を行うことで、前記取得した章句が表す意味として可能
性のある１以上の解釈を記述した情報であって、各解釈について前記取得した章句に含ま
れる単語間の意味上の関係を記述した意味構造体を生成するステップと、
　前記意味構造体の各解釈の記述に含まれる単語を、統合、削除、または変更する処理を
行う規則を表す要約変換子を作成するステップと、
　前記意味構造体の前記記述に含まれる単語のうち、前記ユーザ関心情報に含まれる前記
構成要素に対応する単語を、ユーザ関心焦点要素として特定するステップと、
　前記意味構造体の前記記述に含まれる単語のうち、特定されたユーザ関心焦点要素の他
の単語に対して、前記要約変換子が表す規則に従った処理を行うことで、前記意味構造体
の前記記述をより短い記述に書き換え、当該より短い記述を含む圧縮意味構造体を生成す
るステップと、
　前記圧縮意味構造体に含まれる記述が表す文を、前記取得した章句の要約に含める文の
候補として出力するステップと、
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　を実行する、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記プロセッサが、さらに、
　前記出力するステップで出力された候補からの前記ユーザによる選択を受け付けるステ
ップと、
　前記取得した章句と当該章句の要約とを含むユーザ関心依存ノートを作成するステップ
と、
　を実行し、
　前記ユーザ関心依存ノートに含まれる前記要約は、前記受け付けるステップで受け付け
られた、前記ユーザに選択された候補の文を含む、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、
　前記プロセッサが、さらに、
　前記ユーザ関心依存ノートを表示装置に表示させるステップであって、前記ユーザによ
る操作に従って、前記ユーザ関心依存ノートに含まれる前記章句および前記要約の表示を
調整するステップ、
　を実行する、方法。
【請求項４】
　情報レポジトリに保存されたテキストに含まれる章句のうちユーザが指定した章句を取
得するステップと、
　ユーザが関心を持つ単語またはユーザが関心を持つ単語の集合を表す構成要素を含むユ
ーザ関心情報をユーザ関心情報レポジトリから取得するステップと、
　取得した章句に対して構文解析を行うことで、前記取得した章句が表す意味として可能
性のある１以上の解釈を記述した情報であって、各解釈について前記取得した章句に含ま
れる単語間の意味上の関係を記述した意味構造体を生成するステップと、
　前記意味構造体の各解釈の記述に含まれる単語を、統合、削除、または変更する処理を
行う規則を表す要約変換子を作成するステップと、
　前記意味構造体の前記記述に含まれる単語のうち、前記ユーザ関心情報に含まれる前記
構成要素に対応する単語を、ユーザ関心焦点要素として特定するステップと、
　前記意味構造体の前記記述に含まれる単語のうち、特定されたユーザ関心焦点要素の他
の単語に対して、前記要約変換子が表す規則に従った処理を行うことで、前記意味構造体
の前記記述をより短い記述に書き換え、当該より短い記述を含む圧縮意味構造体を生成す
るステップと、
　前記圧縮意味構造体に含まれる記述が表す文を、前記取得した章句の要約に含める文の
候補として出力するステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動要約作成（condensation）及び自動ノート作成（note-taking）に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　知識労働者が直面している問題の一つは、ますます膨大な量になりつつある情報をどの
ように調べるかという問題である。この問題に対処するため、何人かの研究者が、自動要
約作成システムや自動ノート作成システムの開発に取り組んでいる。目標とされているシ
ステムは、ユーザに関わりのある事項をユーザにリマインドするのに役立つよう、要約や
ノート（メモ）を自動作成できるシステムであり、そういったシステムがあれば、ユーザ
は、そのシステムを、自分に関わりのある事項を調べまたその内容を思い出すのに役立て
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ることができる。
【０００３】
　既存のシステムの中には、注目すべき章句を自動的に又はユーザ指定に応じテキストか
ら抽出することによって、そのテキストに含まれている情報をユーザが思い出せるように
するシステムがある。しかしながら、こういったシステムで抽出される章句の中には、そ
のユーザに関係のない情報が大量に含まれている可能性がある。従って、ユーザ関心依存
要約或いはユーザ関心依存ノートを自動作成するシステム及び方法、特に章句の意味につ
いての目印乃至見出しとなり、読むのが簡単で、更にはユーザの関心を惹く情報に的を絞
った要約やノートを自動作成できるシステム及び方法があれば、有用であろう。
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５４３８５１１号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／２３０４１５号明細書
【非特許文献１】S. Riezler et al., "Statistical Sentence Condensation Using Ambi
guity Packing and Stochastic Disambiguation Method for Lexical-Functional Gramme
r", in "Proceedings of HLT-NAACL 2003, Main Papers", pp.118-125, Edmonton, Alber
ta, Canada, May-June 2003
【非特許文献２】R. Mitkov, "Introduction to the Special Issue on Computational A
naphora Resolution", in "Computational Linguistics" Vol.27, Issue 4 (December 20
01), pp.473-477
【非特許文献３】A. Frank, "From Parallel Grammer Development towards Machine Tra
nslation - A Project Overview -", in "Proceedings of the MT Summit VII: MT in th
e Great Translation Era", pp.132-142, 1999
【非特許文献４】R. Kaplan et al., "Lexical Functional Grammer: A Formal System f
or Grammatical Representation", in "Formal Issues in Lexical-Functional Grammer"
 ed. by M. Dalrymple, R. Kaplan, J. Maxwell and A. Zaenen
【非特許文献５】J. Maxwell III et al., "A Method for Disjunctive Constraint Sati
sfaction", in "Current Issues in Parsing Technology", ed. by Masaru Tomita, Kluw
er Academic Publishers, 1991, pp.173-190
【非特許文献６】U. Hahn, "Automatic Text Summarization Methods, Systems, Evaluat
ion", Text Knowledge Engineering Lab, Freiburg University, Germany, [online], In
ternet URL <http://www.coling.uni-freiburg.de/teaching/studies/jena/ss04/introdu
ction.ppt>
【非特許文献７】Paul and Carol Kiparsky, re-printed from "Progress in Linguistic
s" eds. by M. Bierwisch and K. Heidolph, The Hague, Mouton, 1970
【非特許文献８】R. Kaplan, "Three Seductions of Conceptual Psycholinguistics", i
n "Linguistic Theory and Computer Applications" eds. by Peter Whitelock, Mary Mc
Gee Wood, Harold L. Somers, Rod Johnson and Paul Benneet, pp.149-188, London, Ac
ademic Press, 1987
【発明の開示】
【０００５】
　本発明は、ユーザ関心依存要約（user-interest sensitive condensation）又はユーザ
関心依存ノート（user-interest sensitive note）をソーステキストから自動作成するシ
ステム及び方法に関する。ここで言うソーステキストの例としては、ウェブ上のページ、
電子書籍、投稿・掲載された記事・論文、音声認識により取得した情報等がある（但しこ
れらに限られるものではない）。本発明の実施形態においては、ユーザの興味・関心・注
意・好感（interest:本願中「関心」と略記）を惹くであろう思想・事実・命題（本願中
「概念」と略記）を記述した情報であるユーザ関心情報が作成され、そのソーステキスト
の言語特性（language characteristics）が判別され、例えばそのソーステキストのテキ
スト特性、言語特性又はその双方に基づき構文解析文法（parsing grammer）が選択的に
決定され、生成文法（generation grammer）及び（必須ではないが）１個又は複数個の意
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味歪曲制限子（meaning distortion constraints）が選択的に決定され、少なくとも１個
の多語文を含む章句（passage）がユーザによって選択・特定され、更に、その章句に関
する一般に複数個の互換な意味構造体（meaning structures）が構文解析文法に基づき作
成される。
【０００６】
　これらの意味構造体は、ある文の意味に関する複数通りの解釈を順番に並べたもの、そ
の文の意味についてのあらゆる解釈をひとまとめにして記述したもの、その文の意味に関
する複数通りの解釈間で共通する構成要素を統合して記述したもの等を、含む情報である
。意味構造体の構成要素のうちユーザ関心情報内に現れている概念と同様の概念を示す構
成要素をユーザ関心焦点要素（user-interest foci(focus)）と呼ぶ。本発明の実施形態
においては、こういった意味構造体に対し条件選択的な何個かの要約変換子（condensati
on transformations）が適用される。要約変換子は、意味構造体からよりサイズが小さい
意味構造体即ち圧縮意味構造体（reduced又はcondensed meaning structures）を作成す
るための変換子である。その際要約変換子により意味構造体に施される変換乃至変形は、
例えば、意味構造体内のユーザ関心焦点要素を優先的に保持させる、その意味構造体に圧
縮、削除、統合その他の変換を施す、といった目的乃至機能を有するものである。また、
要約変換子に意味歪曲制限子を随伴させ又は組み込んでおくことにより、その要約変換子
の適用に伴い章句の意味が歪曲される危険を、その意味歪曲制限子により抑えることがで
きる。即ち、ソーステキストにおける章句から最尤推論、継承又は導出される意味が、作
成される要約内の章句に現れるようにすることができる（但しこれに限られるものではな
い）。意味歪曲制限子は要約変換子の適用中でも適用後でも適用することができ、またそ
れ単独でも他のものと組み合わせても適用することができる。従って、要約変換子の適用
によって圧縮意味構造体内に現れた意味歪曲を事後的に修復することもできる。
【０００７】
　本発明の実施形態においては、更に、圧縮意味構造体に生成文法を適用して１個又は複
数個の要約候補（candidate condensates）を作成する。例えば、圧縮意味構造体に多義
性解消モデル（disambiguation model）たる統計モデル、確率モデル乃至予測モデルを適
用することによって一般に複数個の候補意味構造体（candidate meaning structures）を
作成し、それら候補意味構造体に生成文法を適用して要約候補を作成すればよい。更に、
このように圧縮意味構造体及び多義性解消モデルから作成した要約候補にランキングを付
し、最良のものからＮ個の要約候補を含むリストを作成するようにしてもよい。こうして
得られる要約候補は、元々の章句のうちユーザの関心を惹く部分の意味を表す目印乃至見
出し（signal）となる記述を含むものとなる。なお、生成文法は、構文解析文法と同じも
のでも別のものでもよく、文法的に正しい文を作成するものであってもよいしそうでなく
てもよい。
【０００８】
　本発明の実施形態においては、これら要約候補のうち何個かをそれぞれユーザ関心焦点
要約（user-interest focused condensate）即ちユーザ関心依存要約として寄せ集めるこ
とによって、ユーザ関心依存ノートが作成され、作成されたユーザ関心依存ノートが出力
例えば表示される。ユーザ関心依存ノートには、ユーザ関心依存要約たる要約部（conden
sate portion）に加え、要約部に関連付けられており元々の章句に入っていた章句部（pa
ssage portion）を含めることができる。即ち、要約部のうちいくつかを手動又は自動選
択して章句部に関連付けておき、章句部と関連付けられている要約部がユーザ等によって
手動又は自動選択されたときに関連付け先の章句部が出力例えば表示されるようにしても
よい。また、作成したユーザ関心依存ノートの出力形態としては、そのユーザ関心依存ノ
ートを情報レポジトリ又はファイルに保存する、そのユーザ関心依存ノートを表示装置上
に表示させる、そのユーザ関心依存ノートをコンピュータプログラムに送って処理させる
、といった形態を挙げることができるが、これらに限られるものではない。更に、作成さ
れたユーザ関心依存ノートを閲覧する際の便を考えると、そのユーザ関心依存ノートに、
その全体又は一部に関連付けられた可選択ユーザインタフェースコンポーネントを設ける
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のが好都合である。即ち、ユーザがある可選択ユーザインタフェースコンポーネントを操
作すると、その可選択ユーザインタフェースコンポーネントに関連付けられている要約部
又は章句部の表示が変わる（例えばその可選択ユーザインタフェースコンポーネントの操
作によって選択された要約部に対応する章句部の表示が広がり又は畳まれる）ようにする
とよい。更に、ユーザ関心依存ノートを構成する要約部及び（必須ではないが）章句部の
表示先は、ポップアップボックス、テキストバルーン、リサイズド／ズーミングウィンド
ウ要素等とすればよいが、これらに限られるものではなく、要約部及びこれに係る章句部
に含まれる情報を表示できる限りどのようなユーザインタフェース構成要素でも使用でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１に、本発明の実施形態に係るユーザ関心依存自動ノート作成システム１００の使用
環境の例を示す。このユーザ関心依存自動ノート作成システム１００は、アクセス可能な
形態でテキスト１０００、１００１等を貯蔵している情報レポジトリ２００、通信機能付
パーソナルコンピュータ３００、ユーザ関心情報レポジトリ６００等と、随時その通信リ
ンク９９を介して個々に接続可能である。ユーザ関心依存自動ノート作成システム１００
は、例えば図５に示すように、ユーザ要求、指定章句（selected passage）及びテキスト
１０００を受け取るための入出力回路１０、指定章句について一般に複数個の互換な意味
構造体を決定する回路２５、それら意味構造体内のユーザ関心焦点要素をメモリ３０内の
ユーザ関心情報に基づき判別する回路３５、メモリ２０内の要約変換子に基づき章句を意
味的に圧縮して１個又は複数個の要約候補を作成する回路４０、最良のＮ個の要約候補の
中から要約を選択してユーザ関心依存ノートを作成及び出力する回路４５、並びに以上の
動作を制御しつつ全体動作を実行するプロセッサ１５から構成されており、或いは図７に
示すように、ユーザ要求、指定章句及びユーザ関心情報を受け取るための入出力回路１０
、その章句の言語特性を判別する回路８５、その章句のスタイル、ジャンル、言語特性等
に基づき構文解析文法を決定する回路５０、生成文法を決定する回路５５、その章句につ
いて１個又は複数個のパッケージ化意味構造体を作成する回路６０、メモリ２０又はユー
ザ関心情報レポジトリ６００内のユーザ関心情報に基づきそのパッケージ化意味構造体に
おけるユーザ関心焦点要素を判別する回路８０、メモリ２０内の要約変換子及び意味歪曲
制限子を適用してそのパッケージ化意味構造体内の非特徴的情報（less salient informa
tion）を除去すること等により意味歪曲無しに圧縮意味構造体を作成する回路６５、メモ
リ２０内にある多義性解消用確率モデル（stochastic disambiguation model）等に基づ
きその圧縮意味構造体から最尤候補意味構造体（maximum likelihood candidate meaning
 structures）を抽出決定する回路７０、この最尤候補意味構造体及び生成文法に基づき
要約を自動作成する回路７５、この要約及び指定章句に基づきユーザ関心依存ノートを作
成する回路４５、並びに以上の動作を制御しつつ全体動作を実行するプロセッサ１５から
構成されており、或いは図８に示す機能構成を有している。
【００１０】
　情報レポジトリ２００は、例えば、ＨＴＭＬ（hyper text markup language）、ＸＭＬ
（extensive markup language）、ＷＭＬ（wireless markup language）等によりエンコ
ードされたファイルを提供するウェブサーバ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｗｏｒｄ
文書、Ａｄｏｂｅ（登録商標）ＰＤＦ文書等にアクセスできるようにしてあるディジタル
ライブラリその他、既知のものも今後開発されるものも含めテキスト１０００、１００１
等にアクセス可能な形態によって提供できる。
【００１１】
　本発明を実施する際には、例えば、ユーザが通信機能付パーソナルコンピュータ３００
を操作し、情報レポジトリ２００から読み込んだテキスト例えば１０００中の任意の章句
、即ち１個又は複数個の多語文を含む文章を（例えばハイライトさせることによって）選
択・指定する。これに応じ、通信機能付パーソナルコンピュータ３００は、そのテキスト
１０００内の指定章句につきユーザ関心依存ノートを作成するよう求めるユーザ要求を発
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する。ユーザ関心依存自動ノート作成システム１００はこの場合プロキシとして動作する
。即ち、発せられたユーザ要求と指定章句を示す情報とを受け取り、それに応じユーザ関
心情報レポジトリ６００からそのユーザに係るユーザ関心情報を読み込む。その上で、ユ
ーザ関心依存自動ノート作成システム１００は、構文解析文法を読み込み、読み込んだ構
文解析文法を用いその指定章句について一般に複数個の互換な意味構造体を作成し、意味
構造体に要約変換子を適用してユーザ関心依存要約ひいてはユーザ関心依存ノートを作成
する。また、要約変換子の適用に前後して、指定章句のうち所定条件を満たす部分に対し
即ち条件選択的に、意味歪曲制限子を適用してもよい。そのようにすれば、要約変換子の
適用によって意味歪曲が生じることを防ぎ又は要約変換子の適用によって生じた意味歪曲
を修復することができる。また、意味歪曲制限子は、要約変換子の適用中や適用後にも適
用でき、そのようすれば、発生した意味歪曲を事後的に修復することができる。
【００１２】
　各意味構造体に適用される要約変換子の実体は、ユーザ関心情報に基づき作成される情
報の集まりであり、意味歪曲制限子はこの要約変換子に内部実装してもよいし随伴させて
もよい。要約変換子は意味構造体から圧縮意味構造体を作成するための変換子乃至関数と
して機能するものであり、圧縮前の意味構造体に含まれている構成要素のうちユーザが関
心を持っている概念を表している構成要素が圧縮意味構造体においても確実に保存される
よう、圧縮前の意味構造体に含まれる構成要素を削除し、統合し、また調整等する。この
過程に先立ち、ユーザ関心焦点要素を炙り出すため、ユーザ関心情報の構成要素が各意味
構造体の構成要素と比較される。例えば、もしユーザ関心情報に「plague」（ペスト菌）
なる言葉が含まれている一方、何れかの意味構造体に「plague」と概念的関連のある構成
要素が含まれているとする。このような例に対してユーザ関心情報・意味構造体間の構成
要素間比較が行われると、その意味構造体の構成要素のうちユーザ関心情報の構成要素と
概念的に関連のある構成要素即ち「plague」が、ユーザ関心焦点要素として認識・識別さ
れることとなる。各意味構造体の構成要素についてのこの比較は、概念的類似性判別、同
義語・類義語判定、下位語判定、上位語判定、統計的類似性判別、分布的類似性判別その
他、各種の類似性判定／判別手法により行うことができる。
【００１３】
　類似性を測るための物差しとしては、大規模データベース例えばウェブ全体での統計的
類似性指標を使用することができる。例えば、ある単語と、その単語とは別の単語が、あ
る同じ単語群と同一の文、文章又は文書内で共起しやすい傾向にあるならば、それら２個
の単語はある程度の統計的類似性を有していると言える。例えば、「cancer」（癌）とい
う単語は「treatment」（治療）「radiation」（放射線）等といった単語群と同一の文、
文章又は文書内で共起しやすい傾向にあり、他方で「melanoma」（黒色腫）という単語も
同じく「treatment」「radiation」等と同一の文、文章又は文書内で共起しやすい傾向に
あるから、単語「cancer」と単語「melanoma」はある程度の統計的類似性を有していると
言える。
【００１４】
　また、各意味構造体を獲得知識（semantic facts）から構成することもできる。獲得知
識とは、ある特定の特定の物事の集まりに対して特定の述語を適用するように求める単純
化された命題のことである。例えば、章句「John saw Bill」（ジョンがビルと会った）
をエンコード（符号表現化）して得られる獲得知識が「see(John,Bill)」であるとすると
、章句「Sam realized that John saw Bill」（サムはジョンがビルと会ったことを知っ
た）をエンコードして得られる獲得知識は「realize(Sam,P)」となり、またこの獲得知識
中の述語Ｐも獲得知識「see(John,Bill)」としてエンコードされる。
【００１５】
　構文解析文法の適用により各意味構造体を獲得知識から構成した場合、それらの意味構
造体への要約変換子の適用に前後してユーザ関心焦点要素を炙り出す際には、各意味構造
体の構成要素のうちユーザ関心情報内の対応する構成要素にマッチングしている獲得知識
を探し、その獲得知識にマーキングする。即ち、各意味構造体群の構成要素のうち、ユー
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ザが多大な関心を持っている概念を記述している獲得知識が要約変換子の適用後にも優先
的に保持されるよう、獲得知識に対して選択的にマーキングを施す。要約変換子は、各意
味構造体群内の獲得知識のうち、マーキングされている獲得知識が保持されるよう、また
好ましくは更に、マーキングされていない獲得知識が省略されるよう、各意味構造体内の
獲得知識に適用される。
【００１６】
　要約変換子を各意味構造体内の獲得知識に適用しそれらの削除、統合、変換その他圧縮
につながる処理を行うことにより、一般に複数個の互換な圧縮意味構造体又は圧縮テキス
ト構造体と呼べる構造体が作成される。その際、要約変換子は、各意味構造体内の獲得知
識とユーザ関心情報の構成要素との類似性に基づき、各圧縮意味構造体乃至テキスト構造
体内の構成要素のうちユーザ関心焦点要素に対して高い保持優先順位を付ける。また、実
施に当たっては、要約変換子に意味歪曲制限子を組み込んでおくこともできる。意味歪曲
制限子を組み込んでおけば、要約変換子の適用により作成される圧縮意味構造体にて指定
章句の意味からの意味歪曲が発生する確率が減る。何れの形態にせよ、ユーザ関心情報に
基づき意味歪曲制限子を適用することによって、指定章句内に表されているユーザ関心対
象概念が引き続き圧縮意味構造体内でも保存される可能性が高まる。
【００１７】
　要約変換子の適用によって圧縮意味構造体が作成されたら、それら圧縮意味構造体に対
して多義性解消モデルを適用することにより、何個かの（最尤）候補意味構造体を作成す
る。例えば、圧縮意味構造体に対して適用したとき指定章句からして適切な候補意味構造
体が作成されるような統計モデル、確率モデル又は予測モデルを、多義性解消モデルとし
て決定する。このモデル例えば確率モデルに対しては、トレーニングセットに組み込まれ
ている例のうち良好な例題に対しては高い確率を割り当てさほど望ましくない又はさほど
適切でない例題に対しては低い確率を割り当てるよう、トレーニングを施しておくとよい
。このようなトレーニングを施すことは、トレーニングセットを構成しているフィーチャ
（素性が分かっている例題）の好ましさについての指標を、その多義性解消モデルから確
率情報等として得られるようにする、ということである。こうしたトレーニングを経たモ
デルを各圧縮意味構造体に適用すれば、（最尤）候補意味構造体を選択的に決定すること
ができる。なお、その結果得られる（最尤）候補意味構造体が、元々のテキストで使用さ
れている言語例えば英語の文に対応した構成を有するものになるようにする必要はない。
【００１８】
　次いで、こうして決定された候補意味構造体に生成文法を適用することによって何個か
の要約候補が決定される。このとき、決定した要約候補に対し文に対応してランキングを
付してもよい。例えば、多義性解消用の統計モデル、確率モデル又は予測モデルから得ら
れた各要約候補に対し、文短縮率を用いてランキングを付してもよい。ユーザは、ランキ
ングが付された要約候補のうち１個を、指定章句の意味合いを好適に表すユーザ関心依存
要約として、選択することができる。ユーザ関心依存ノートは例えばこのようにして選択
されたユーザ関心依存要約を表す要約部を含む情報として作成される。ユーザ関心依存ノ
ートには、この要約部だけでなく、この要約部に関連付けられている章句部を含む構成と
することができる。章句部とは、指定章句に含まれている情報であって、ユーザ関心依存
ノート内の要約部に関連付けられている情報を言う。即ち、ユーザ関心依存ノートの作成
の際に要約部と関連付ける章句部を決定してもよい。ユーザ関心依存ノートには、更に、
動的な可選択ユーザインタフェースコンポーネントを含める（或いは少なくとも関連付け
る）ことができる。可選択ユーザインタフェースコンポーネントは、ユーザ関心依存ノー
トの構成部分、例えば要約部や章句部に関連付ける。可選択ユーザインタフェースコンポ
ーネントを操作することによって、ユーザは、その可選択ユーザインタフェースコンポー
ネントに関連付けられておりユーザ関心依存ノートに含まれている要約部、章句部その他
の部分を表示させ又はその表示を伸縮させる（例えば表示窓を開いたり広げたり縮めたり
閉じたりする）等、することができる。更に、ユーザに提示する要約候補の個数Ｎ、即ち
ランキングに従って最良のものから何個の要約候補を選ぶかについては、実施に当たって
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任意に設定乃至調整することができるから、例えばＮ＝１に設定しておけば最もランキン
グが高い要約候補が自動的に選択されることとなり、ユーザが複数個の要約候補のリスト
の中から１個を選択する手間が省かれる。また、手動的にであれ自動的にであれ選択され
た要約候補について、選択直後、後刻又はその双方にてユーザによる編集を行えるように
してもよい。
【００１９】
　図２は、ユーザ関心依存自動ノート作成システム１００について本発明の第１実施形態
に係る使用手順を示すフローチャートであり、例えば図５に示したシステム１００中の特
にプロセッサ１５にて実行されるものである。この図に示されている手順はステップＳ２
００にて始まった後直ちにステップＳ２０５に移行する。ステップＳ２０５ではノートを
作成すべきテキストに含まれている章句が指定章句として特定される。指定章句の特定は
、その章句をハイライトする、その章句にタグを付ける等、既知の又は今後開発される手
法又はその任意の組合せによってテキスト内の章句を選択等することにより、行われる。
その後この手順はステップＳ２１０に続く。
【００２０】
　ステップＳ２１０ではこの指定章句についてのユーザ関心依存ノートが作成される。そ
の際には、例えば、指定章句の意味を表現する情報の集まりである意味構造体が作成され
、ユーザの関心の所在を示す情報の集まりであるユーザ関心情報が読出、作成等の手法に
より決定され、指定章句又はその意味構造体内のユーザ関心焦点要素がユーザ関心情報の
構成要素と指定章句又はその意味構造体の構成要素との類似性に基づき判別され、指定章
句又はその意味構造体に対する要約変換子の条件選択的適用による圧縮、省略その他の要
約化操作によって指定章句又はその意味構造体がよりサイズの小さな圧縮章句又は圧縮意
味構造体に変換される。この変換の際、指定章句内又は意味構造体内のユーザ焦点集中要
素は、ユーザの関心とさほど密接に関連していない構成要素に比べて、圧縮章句又は圧縮
意味構造体内でも優先的に保持される。
【００２１】
　更に、このようにして得た圧縮章句又は圧縮意味構造体に基づき要約が作成され、ユー
ザ関心依存ノートがこの要約を含む要約部及び好ましくはこの要約部に関連付けられてい
る章句部から形成される。ユーザ関心依存ノートに含まれている要約部は、ユーザの関心
を惹くであろう事項に関する意味的な目印乃至見出しであり、これに関連付けられている
動的な可選択ユーザインタフェースを操作することによって対応する章句部等を展開表示
させ閲覧し再考すること等が可能である。そしてこの手順はステップＳ２１５へと続く。
【００２２】
　ステップＳ２１５ではこのユーザ関心依存ノートを許容できるかどうかが判別される。
許容できるかどうかの判別は明示的に行うようにしてもよいし暗黙のうちに行うようにし
てもよい。例えば、ユーザ関心依存ノートが自動的に許容されるようデフォルト設定して
おいてもよいし、ユーザが格別に拒絶しない限りそのユーザ関心依存ノートは許容された
ものと見なすようにしてもよいし、ユーザが明示的に許容しない限りそのユーザ関心依存
ノートは拒絶されたものと見なすようにしてもよい。暗黙のうちにせよ明示的にであれ、
ここでユーザがそのユーザ関心依存ノートを拒絶したなら、この手順は（必須ではない）
ステップＳ２２０へと続く。
【００２３】
　必須でないステップＳ２２０ではユーザ関心依存ノートの章句部に基づき新たなユーザ
関心依存ノートが作成される。例えば、ユーザ関心依存ノートのうちプログラムによって
作成された要約部がユーザの求めるところに適合していなかった場合は、ユーザは指定章
句又はこれを利用して作成した情報をユーザ関心依存ノート内に新たな要約部として挿入
することができる。即ち、プログラムによって作成された要約を許容できなかったユーザ
は指定章句自体をそのユーザ関心依存ノートに挿入することができ、それによって簡単に
、指定章句の意味を全面的にそのユーザ関心依存ノート内に保存させることができる。
【００２４】
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　また、ステップＳ２１５にて許容できるユーザ関心依存ノートはないと判別されたら指
定章句が自動挿入されるようにしてもよい。このように、不都合な事態に対してユーザの
自然な感覚に沿うようデフォルト的且つ柔軟に対処することにより、ユーザが負う心理上
、知覚処理上の負担が軽減される。この手順は更にステップＳ２２５へと続く。
【００２５】
　ステップＳ２２５ではユーザがユーザ関心依存ノートを編集するかどうかをユーザ又は
システムが判別する。ユーザ又はシステムがユーザ依存ノートに施せる編集は、例えば、
その要約部をより洗練したものに仕上げる、章句部があるならそれを手動修正する、ハイ
ライト・下線その他の強調処理を施す、といったことである。編集不要と判断された場合
はこの手順は直ちにステップＳ２３５へと移行する。
【００２６】
　逆に、ユーザ関心依存ノートに対する編集が必要であると判断された場合はこの手順は
ステップＳ２３０に移行し、ステップＳ２３０にてユーザ関心依存ノートがユーザによる
編集に従い変形される。例えば、ユーザは、ユーザ関心依存ノート内の要約部や（もしあ
るなら）章句部に語句を追加し又はそれらから語句を削除する等することができる。この
ようにユーザが編集乃至変形を施すことによって、指定章句の意味に関わるユーザ関心焦
点の目印乃至見出しとしての要約部の実用性が高まる。
【００２７】
　ユーザ関心依存ノートに対する編集乃至変形の態様には様々な態様があり得、それらは
ユーザ選択により行うことも自動的に行うこともまたその組合せにより行うこともできる
。そういった編集乃至変形によって、ユーザ関心情報に適ったユーザ関心依存ノートを得
ることができる。また、ユーザ関心依存ノートはどのような種類の章句から作成してもよ
い。例えば、以前に作成されたユーザ関心依存ノートに含まれている章句を指定章句とし
て新たなユーザ関心依存ノートを作成してもよい（勿論これ以外の章句を指定章句として
もよい）。作成済のユーザ関心依存ノートを指定章句として新たなユーザ関心依存ノート
を作成する際には、例えば、先のユーザ関心依存ノートを作成してから今までに新たなユ
ーザ関心情報が追加されているかどうかを判別し、追加されていれば新たなユーザ関心依
存ノートを作成する、というようにすればよい。次いでこの手順はステップＳ２３５へと
続く。
【００２８】
　ステップＳ２３５ではユーザ関心依存ノートが出力される。出力の形態としては、その
ユーザ関心依存ノートをファイル乃至記憶／格納媒体に保存する、そのユーザ関心依存ノ
ートをビデオモニタ乃至表示装置上に表示させる、等々の形態があり得る。そしてこの手
順はステップＳ２４０に移行する。
【００２９】
　ステップＳ２４０においては、現自動ノート作成セッションを終了させるための処理を
開始すべきかどうか、またそのように要求されているかどうかが判別される。例えば、一
連のキー操作、マシンシャットダウン、タイマによる所定時間計時等のイベントに応じて
終了処理を開始させる。このステップＳ２４０にてセッション終了処理実行せずとの判別
が下された場合はこの手順はステップＳ２０５に移行しステップＳ２０５～Ｓ２４０が繰
り返されるが、現セッション終了と判別された場合はこの手順はステップＳ２４５に移行
して終了する。
【００３０】
　図３は、本実施形態に係る手順のうち、ユーザ関心依存ノートを作成する処理の部分（
図２中のステップＳ２０５及びＳ２１０やＳ２２０に相当）について、第１の例を示すフ
ローチャートである。この手順はステップＳ１０にて始まった後直ちにステップＳ１５に
進む。
【００３１】
　ステップＳ１５ではユーザ関心依存ノート内に要約化すべき章句が特定される。ノート
化するこの指定章句は、ファイルから読み込む、ウェブサーバ等の情報レポジトリから読
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み込む、自動音声認識システムを用いた音声認識により取り込む等、既知の又は今後開発
される選択乃至入力手法を用いて特定する。また、この指定章句の構成要素に対して共参
照な（co-referent）非ローカル情報形式の語句によって指定章句を補強することもでき
る。指定章句内語句間共参照判別方法については非特許文献２に記載されているので参照
されたい。この後この手順はユーザ関心情報を決定するステップＳ２０に進み更にステッ
プＳ２５に進む。
【００３２】
　ステップＳ２５では要約変換子が作成される。要約変換子は指定章句の構成要素を統合
、削除、変更等して指定章句のサイズを圧縮する変換子である。要約変換子は例えばＸＬ
Ｅ（Xerox Linguistic Environment:但しXeroxは登録商標）ではリライトルール又はリラ
イト関数で表せるが、ＸＬＥ以外の様々な言語学的・言語処理的なツール・関数・環境等
によっても圧縮変換子を作成することができる。手順は更にステップＳ３０に進む。
【００３３】
　ステップＳ３０ではユーザ関心情報及び要約変換子に基づき圧縮章句が作成される。即
ち、ユーザ関心情報として認識された情報に対し要約変換子を条件選択的に適用すること
によって、指定章句から修飾語句その他の非特徴的情報を削除しユーザ関心情報の構成要
素にマッチングしている構成要素を含む圧縮章句を得ることができる。手順は更にステッ
プＳ３５に進む。
【００３４】
　ステップＳ３５では圧縮章句に基づき要約候補が１個又は複数個決定される。要約候補
は指定章句のうちその意味上ユーザの関心を惹く部分を記述した情報であり従ってユーザ
関心指示子である。また、要約候補に対し統計モデル、確率モデル、予測モデル又はその
任意の組合せを利用して選択用のランキングを付してもよい。手順は更にステップＳ４０
に進む。
【００３５】
　ステップＳ４０では要約候補のうち１個と指定章句とに基づきユーザ関心依存ノートが
作成される。ユーザ関心依存ノート内で要約部を章句部に関連付けてもよい。要約部が選
択されたらその要約部を同ユーザ関心依存ノート内の対応する章句部のヘッダとすること
もでき、また要約部をアンカーとしておきその要約部が選択されたらその要約部に対応す
る章句部が流れるように展開表示されるようにしてもよい。要約部はユーザの関心を惹く
情報の目印乃至見出しとなるから、これを利用して、そのユーザ関心依存ノート内で（も
しあれば）その要約部に関連付けられている章句部その他の部分の詳細を展開閲覧できる
ようにすることもできる。
【００３６】
　例えば、ユーザ関心依存ノート内の要約部、章句部その他部分はユーザアクションに応
じて随時表示させる。具体的には、ユーザ関心依存ノート内の要約部がクリックされたと
きにこれに対応する章句部を表示させるようにすればよい。この後手順はステップＳ４５
に進んで図２中のステップＳ２１０に戻り直ちにステップＳ２１５に移行する。
【００３７】
　図４は、本実施形態に係る手順のうちユーザ関心依存ノートを作成する処理について第
２の例を示すフローチャートである。この手順はステップＳ５０にて始まった後直ちにス
テップＳ５５へと進む。
【００３８】
　ステップＳ５５ではユーザ関心依存ノート内に要約化すべき章句が指定章句として特定
される。ノート化対象とするこの指定章句は、ファイルから読み込む、ウェブサーバ等の
情報レポジトリから読み込む、自動音声認識システムを用いた音声認識により取り込む等
、既知の又は今後開発される選択乃至入力手法を用いて特定することができる。この後こ
の手順はユーザ関心情報を決定するステップＳ６０に進む。
【００３９】
　実施に当たっては、ユーザ関心情報を、ユーザ識別子に基づきファイルから読み込むよ
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うにしてもよいし、インタラクティブな操作でユーザが入力するようにしてもよいし、こ
れら以外の入力手法を用いてもよい。手順は更にステップＳ６５に進む。
【００４０】
　ステップＳ６５では要約変換子が作成される。要約変換子は、指定章句の構成要素を統
合、削除、変更等することにより指定章句をよりサイズが小さな圧縮章句へと変換する変
換子である。要約変換子は例えばＸＬＥのリライトルール又は関数等、各種の言語学的・
言語処理的なツール・関数・環境等に従い表すことができる。手順は更にステップＳ７０
に進む。
【００４１】
　ステップＳ７０では意味構造体が作成される。意味構造体を作成するには、指定章句を
意味構造体へと変換できる構文解析文法を用いればよい。意味構造体は例えばｆ表現意味
構造体（f-structure）を含む構成とすることができ、また文法としてはＬＦＧ（lexical
 functional grammer）、ＨＰＳＧ（head-driven phrase structure grammer）等を使用
することができる（但しこれらには限られない）。手順は更にステップＳ７５に進む。
【００４２】
　ステップＳ７５ではユーザ関心情報及び要約変換子に基づき圧縮意味構造体が作成され
る。即ち、ユーザ関心情報として認識された情報に基づき要約変換子が条件選択的に適用
され、それによって意味構造体から修飾語句その他の非特徴的情報が削除され、ユーザ関
心情報の構成要素にマッチングしている構成要素を含む圧縮意味構造体が得られる。手順
は更にステップＳ８０に進む。
【００４３】
　ステップＳ８０では圧縮意味構造体に基づき要約候補が１個又は複数個決定される。要
約候補は指定章句のうちその意味上ユーザの関心が集中するはずの部分を表現したユーザ
関心指示子である。要約候補には統計モデル、確率モデル、予測モデル又はその任意の組
合せを利用し選択用のランキングを付すこともできる。手順は更にステップＳ８５に進む
。
【００４４】
　ステップＳ８５では要約候補のうち１個と指定章句とに基づきユーザ関心依存ノートが
作成される。ユーザ関心依存ノート内で要約部を章句部に関連付けてもよい。要約部が選
択されたらその要約部を同ユーザ関心依存ノート内の対応する章句部のヘッダ又はブレッ
トとすることもでき、また要約部をアンカーとしておきその要約部が選択されたらその要
約部に対応する章句部が流れるように展開表示されるようにしてもよい。要約部は情報的
にユーザの関心を惹く目印乃至見出しとなり、これを利用して、そのユーザ関心依存ノー
ト内で（もしあれば）その要約部に関連付けられている章句部その他の部分の詳細を展開
閲覧させることもできる。
【００４５】
　例えば、ユーザ関心依存ノート内の要約部、章句部その他部分はユーザアクションに応
じて随時表示させる。具体的には、ユーザ関心依存ノート内の要約部がクリックされたと
きにこれに対応する章句部を表示させるようにすればよい。この後手順はステップＳ９０
に進んで図２中のステップＳ２１０に戻り直ちにステップＳ２１５に移行する。
【００４６】
　図６は、ユーザ関心依存自動ノート作成システム１００について本発明の第２実施形態
に係る使用手順を示すフローチャートである。この手順はステップＳ１００にて始まった
後直ちにステップＳ１０５に進む。ステップＳ１０５においてはノート作成対象たる章句
が指定章句として特定される。
【００４７】
　ユーザによる指定章句の特定はテキスト内の１個又は複数個の多語文をハイライトさせ
、ペーストし、マーキングし又は選択することによって行うことができる。手順はその上
でステップＳ１１０へと進む。ステップＳ１１０では指定章句について言語特性が判別さ
れる（但しこれは必須なステップではない）。
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【００４８】
　実施に当たっては、指定章句に係る言語特性を、そのテキストを記述している言語例え
ばＸＭＬ、ＨＴＭＬ等にて使用されている言語識別タグ、指定章句を対象とした言語解析
その他、既知の又は今後開発される言語判別手法を用いて判別すればよい。次いで手順は
ステップＳ１１５へと進む。
【００４９】
　ステップＳ１１５ではユーザ関心情報が決定される。ユーザ関心情報は、例えば、その
ユーザが関心を抱いている事項の明示的又は暗示的な概念表現を含む情報である（但しこ
れに限られるものではない）。例えば、ダイアログボックスその他の入力要素からキーワ
ードを取得する、といった形態で、そのユーザに関する明示的な情報を捕捉することがで
きる。また、ＷｏｒｄＮｅｔ（商標）等のレキシコン（lexicon:レキシカルデータベース
）を使用して例えば同義語・類義語、上位語、下位語、用例等、そのユーザが抱いている
関心と明らかに関連している概念的表現即ち関連概念を集めてもよい。これら入力される
キーワードや関連概念はそのユーザが関心を抱いている情報を反映しているから、ユーザ
関心情報として使用することやそれらからユーザ関心情報を作成することができる。
【００５０】
　また、ユーザの関心を間接的又は非明示的に記述している表現・情報に基づきそのユー
ザの関心がどこに所在しているのかを判別することによって、ユーザ関心情報を決定して
もよい。例えば、ライブラリ内やデータレポジトリ内におけるユーザによるブラウジング
パターン乃至傾向から導かれる推論によって、ユーザの関心がどこに所在しているのかを
判別してもよい。或いは、そのユーザのカリキュラム歴、履修コースリスト、学歴、職歴
、熟練度、趣味その他、そのユーザに関連した情報を用いそのユーザの関心の所在を判別
してもよい。その後処理はステップＳ１２０に進む。
【００５１】
　ステップＳ１２０では構文解析文法が決定される。構文解析文法の決定は、判別済の言
語特性、章句指定元のテキストのジャンル等、指定章句又はその所属元テキストに関する
既知の種類の又は今後明らかにされる種類の特性情報に基づき行えばよい。従って、構文
解析文法としては、例えばＬＦＧ、ＨＰＳＧ、ＬＴＡＧ（lexicaized tree adjoining gr
ammer）、ＣＣＧ（combinatory categorial grammer）等、それを用いた構文解析により
指定章句を意味構造体に変換可能な既知の若しくは今後開発される文法を、単独で又は任
意に組み合わせて用いればよい。
【００５２】
　例えば、指定章句の言語特性が「English」（英語）でジャンル特性が「newspaper」（
新聞）ならそれらに応じ構文解析文法を選択的に決定すればよい。指定章句の言語特性が
「English」でジャンル特性が「scientific publication」（科学的出版物）ならそれら
に応じ構文解析文法を選択的に決定すればよく、そのようにすれば「Bio-Engineering」
（バイオエンジニアリング）関係の記事を構文解析できるであろう。このように、構文解
析文法としては各テキスト乃至指定章句の言語構造を認識できるものを選択決定する。構
文解析文法は、先に決定してある総称的乃至上位概念的文法であってもよいし、そのテキ
スト又はその特定プロパティに基づく文法であってもよい。この手順は次いでステップＳ
１２５に進みステップＳ１２５では生成文法が決定される。
【００５３】
　生成文法は、作成される要約が使用言語の文法に適ったものになるようにする。生成文
法は構文解析文法と同一であってもよい。本発明の実施に当たっては、ＬＦＧ、ＨＰＳＧ
、ＬＴＡＧ、ＣＣＧその他、意味表現に含まれている情報を表す文を作成するのに有用な
既知の若しくは今後開発される文法を、単独で又は組み合わせて用いることができる。
【００５４】
　本発明の実施に当たって望ましいのはあるバージョンのＬＦＧを生成文法として用いる
ことである。即ち、自然言語例えば英語のプロパティを正確にモデリングしている限りに
おいては、ＬＦＧにより得られる出力は文法的に正しいものになるから、文法的に正しい



(13) JP 4938298 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

要約された文を作成するにはそのようなバージョンのＬＦＧを用いるのが望ましい。但し
、明らかなことに、既知の又は今後開発されるどのような文法も、本発明における構文解
析文法、生成文法又はその双方として用いることができる。手順は更にステップＳ１３０
に進む。
【００５５】
　ステップＳ１３０では要約変換子が作成される。要約変換子は、各意味構造体の構成要
素について削除、統合、変更又はその任意の組合せを実行する変換子であり、リライトル
ールその他、既知の又は今後開発される意味構造体変換手法を利用した変換子である。手
順は更にステップＳ１３５に進む。
【００５６】
　ステップＳ１３５では意味歪曲制限子が作成される。意味歪曲制限子は、必須なもので
はないが、各要約変換子にこれを適用することによって、より確実に、指定章句から圧縮
意味構造体ひいては要約への変換を、指定章句からの意味歪曲を伴わないで行うことがで
きる。例えば「The CEO believes that 4th quarter earnings will improve.」（ＣＥＯ
は第４四半期の売り上げが伸びると信じている）という文は「The 4th quarter earnings
 will improve.」（第４四半期の売り上げは伸びる）と要約できるが、このような要約の
値打ちはさほど高くない。それは、指定章句で述べられていたのが「信条」であるのに「
事実」へと意味的に歪曲されているからである。必須ではないながらも、要約変換子と併
用する形で又は要約変換子に組み込んだ形で意味歪曲制限子を適用すれば、指定章句から
の意味歪曲を伴う要約が作成されることは生じにくくなり、そういった要約が作成される
という懸念がなくなる。次いで手順はステップＳ１４０に進む。
【００５７】
　ステップＳ１４０では指定章句及び構文解析文法に基づき各意味構造体からパッケージ
化意味構造体（packed meaning structure）、例えばＸＬＥによるｆ表現意味構造体をパ
ッケージ化したものが作成される。ＸＬＥｆ表現意味構造体についてはより詳細には非特
許文献１を参照されたい。無論、他種の意味表現も用いることができる。
【００５８】
　パッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構造体においては、テキスト中の章句における文脈化言
語事実（contexted fact）についてのリストが作成されるため、それによって自然言語に
おけるいくつかの意味を効率的にエンコードできる。即ち、Ｃｉ→Ｆｉの形態を採る文脈
化事実の集まりとして複数通りの意味をエンコードできる（Ｃｉは文脈、Ｆｉは言語事実
）。文脈は、通常は、章句又は文が有している複数通りの意味を記述しているａｎｄ－ｏ
ｒツリー構造（and-or forest）から一組選択される。パッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構
造体に含まれる言語事実は、何れも当該パッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構造体内では１回
しか生起しない。これは、そのパッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構造体内にほぼ同じ意味を
表すいくつかの意味表現が含まれておりそれらの意味表現にその言語事実が共通している
場合であってさえも、そうである。このように言語事実を正規化することは、構成要素を
探索及び変換する上で好都合である。
【００５９】
　即ち、自然言語に多義性があるため、個別のパッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構造体によ
って複数通りの意味が表現されること、言い換えればパッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構造
体内にこれら複数通りの意味表現がエンコードされる（併記される）ことがあるものの、
それらのうちいくつかの意味表現に共通する構成要素がそのパッケージ化ＸＬＥｆ表現意
味構造体内に繰り返して現れることはない。例えば、英語における「the duck is ready 
to eat」なる文言には二通りの意味があり、そのうち一つは「the duck is hungry」（そ
の家鴨は空腹である）という意味であり、もう一つは「the duck is cooked」（その家鴨
は調理済である）という意味である。パッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構造体内にはこれら
二通りの意味が併記されるが、それら二通りの意味表現の間で「duck」なる語句が下位構
造として共有されるため、パッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構造体に含まれている情報を操
作するのに要する時間は短くて済む。なお、解離的接続詞の単一化及びｆ表現意味構造体
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のパッケージ化については特許文献１を参照されたい。この手順は更にステップＳ１４５
に進む。
【００６０】
　ステップＳ１４５では、パッケージ化意味構造体内におけるユーザ関心焦点要素がユー
ザ関心情報に基づき判別される。ユーザ関心焦点要素とはパッケージ化意味構造体の構成
要素のうちユーザ関心情報内の対応する構成要素とマッチング又は類似している構成要素
のことである。即ち、本発明を実施するに当たっては、例えば、ユーザ関心情報の構成要
素をパッケージ化意味構造体内の対応する構成要素と照合することによって、ユーザ関心
焦点要素を判別する。その結果、パッケージ化意味構造体の構成要素のうちユーザ関心情
報の構成要素にマッチング又は類似していると判別された構成要素には、ユーザ関心焦点
要素であるとマーキングされる。マッチング又は類似していると判別されるのは、ユーザ
関心情報の構成要素により表現されている概念とパッケージ化意味構造体の構成要素によ
り表現されている概念との間に、文言的類似性、概念的類似性、統計的類似性等の類似性
がある場合である。手順は更にステップＳ１５０に進む。
【００６１】
　ステップＳ１５０では、ユーザ関心焦点要素、意味歪曲制限子及び要約変換子に基づき
パッケージ化意味構造体から圧縮（パッケージ化）意味構造体が作成される。このときパ
ッケージ化意味構造体の構成要素に対し適用される要約変換子には、例えば、非特徴的構
成要素を削除する変換子、別のより短い若しくはよりコンパクトな構成要素に置換する変
換子、構成要素を変形する変換子等が含まれ得る（但しこれらに限られるものではない）
。要約変換子に対しては、ユーザ関心焦点要素が優先的に保持されるよう且つ指定章句の
意味合いが歪曲されないよう、制限が課される。即ち、本発明を実施するに当たっては、
例えばパッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構造体内にエンコードされている複数通りの言語事
実が要約変換子に基づき変換される。要約変換子によりエンコード動作乃至処理を施すこ
とによって言語事実が追加、削除又は変形され、それによってパッケージ化意味構造体内
の表現のうち非特徴的情報や関係希薄情報の生起回数が少なくなる。その結果得られる圧
縮意味構造体即ち変換された言語事実を含む意味構造体は、それぞれ要約作成に当たり意
味構造体として使用されるかもしれない意味構造を効率的にエンコードした結果を表す意
味構造体となる。圧縮意味構造体が作成されたらこの手順はステップＳ１５５に進む。
【００６２】
　ステップＳ１５５では例えば確率的な多義性解消モデルを適用することによって圧縮意
味構造体から（最尤）候補意味構造体が何個か作成される。候補意味構造体は、最尤候補
意味構造体の作成は、確率的多義性解消手法（stochastic disambiguation method）、字
句意味論的多義性解消手法（lexical semantic disambiguation method）等、既知の又は
今後開発される多義性解消手法を用いて作成される。例えば、何個かの圧縮意味構造体に
対して統計的解析を適用することにより最尤多義性解消モデルを作成する。
【００６３】
　モデルを作成したらそのモデル例えば予測多義性解消モデルを圧縮意味構造体に適用し
て何個かの圧縮された最尤候補意味構造体を作成する。この作成は何個かのプロパティ関
数、例えば属性（attributes）、属性結合（attribute combinations）、属性対定義対（
attribute value pairs）、動詞幹共起（co-occurrence of verb-stems）、下位範疇化フ
レーム（sub-categorization frames）、ルールトレース情報（rule trace information
）その他、既知の又は今後知られることとなる意味構造体フィーチャに基づき実行する。
例えば、本発明を実施するに当たっては、教師データ
【数１】

に含まれる各文ｙについて一組の最尤候補意味構造体Ｓ（ｙ）を決定し、多義性解消モデ
ルたる予測モデルを圧縮意味構造体最尤化条件Ｌ（λ）に基づきトレーニングする。この
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最尤条件Ｌ（λ）は次の式
【数２】

に基づき各文毎に与えられる。この式中のｆはプロパティ関数であり、ｙ及びｓは原文と
理想圧縮意味構造体（gold-standard reduced meaning structure）との対を表している
。その上で、最尤候補意味構造体を、これら（予測的）多義性解消モデル及び圧縮意味構
造体に基づき作成する。作成される最尤候補意味構造体は圧縮意味構造体の一部即ちサブ
セットであり、使用する多義性解消モデル例えば確率的多義性解消モデルにより決定した
生起可能性しきい値とそれらのプロパティとの比較結果に基づき作成する。最尤候補意味
構造体が作成されたらこの手順はステップＳ１６０に進む。
【００６４】
　ステップＳ１６０では要約が作成される。例えば、生成文法を最尤候補意味構造体と併
用することにより、指定章句の意味を代表するにふさわしく要約部として使用できる文を
１個又は複数個判別する。実施に当たっては、何個かの最尤候補意味構造体の中から最良
のＮ個の構造体を要約候補として選び、その結果を示すピックアップリストを作成して出
力する。そのようにすれば、ユーザは、出力されたリストに含まれる要約候補のうち何れ
かを、指定章句に含まれる意味合いのうちユーザの関心を惹く意味合いを示す目印乃至見
出しとして、迅速に選択することができる。但し、本発明を実施するに当たり、最尤な又
は次善な要約候補を提示できる他の方法を用いてもよい。その上でこの手順はステップＳ
１６５へと進む。ステップＳ１６５においては、選択された要約候補及び（もし希望なら
）対応する章句に基づきユーザ関心依存型の要約部（即ちユーザ関心依存要約）及び章句
部が選択的に作成され、それらによりユーザ関心依存ノートが作成される。そしてこの手
順はステップＳ１７０へと進んで終了する。
【００６５】
　図８は、本発明の実施形態に係るユーザ関心依存自動ノート作成システム１００の機能
構成を概観する図である。この図に示すように、まずテキスト１０００から少なくとも１
個の多語文を含む章句が指定章句として選択的に特定され、特定された指定章句に係るパ
ッケージ化意味構造体がＬＦＧに係る構文解析文法２２００を用いＸＬＥ構文解析部９０
０により作成され、ユーザ関心情報７００及び（これは必須ではないが）意味歪曲制限子
８５０を伴い又は組み込んである要約変換関数（要約変換子）８００が変換部１１００に
てこのパッケージ化意味構造体に対し条件選択的に適用され、それによって作成された圧
縮パッケージ化意味構造体に対し統計的選択部１２００にて多義性解消用統計モデル１３
００が適用されて候補意味構造体が作成・選択され、ＸＬＥ要約候補作成部１４００にて
ＬＦＧ等における生成文法２３００が適用されて１個又は複数個の（図中「Ｎ個の」）（
好ましくは）文法的に正しい要約候補が作成され、作成された（好ましくは）文法的に正
しい要約候補の中から指定章句の意味を表すのにふさわしいものがユーザによって要約部
として選択され、その結果に基づき例えば要約部に章句部を関連付けた形でユーザ関心依
存ノート１５００が作成され、好ましくはそのユーザ関心依存ノート１５００がノートフ
ァイル内に格納・記憶される。ユーザは、ユーザ関心情報に基づきその要約内又はユーザ
関心依存ノート内に関連付けられているユーザインタフェース要素を用い動的に選択操作
を行うことにより、そのノートファイルからそのユーザ関心依存ノート１５００を取り出
してその全体又は一部を表示させることができる。表示されるユーザ関心依存ノート１５
００には、要約部だけでなくこれに関連する章句部をも（必須ではないが）含めることが
できる。
【００６６】
　図９に、本発明にて要約対象とされる章句の例を示す。例示されている章句は１個の文
から構成されており、この文には何個かの修飾語句が含まれている。より詳細には、この
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文においては、「a dish of plague」（皿に載せたペスト菌）が「the gates of the for
tress」（砦の複数の門）をどのように通り抜けたかが、詳細に説明されている。ユーザ
関心情報即ちユーザの関心が記述されている情報から見て、皿が砦の門をくぐった形態に
関する記述をユーザに提示することが適切でない場合、この章句についての要約は、例え
ば「Igor Domaradsky carried a dish with a culture of plague through the gates.」
とするのが望ましいであろう。このユーザ関心依存ノートの要約部には、運んだ形態に関
する記述が含まれないことととなるが、それでもそのユーザ関心依存ノートはユーザの役
に立つものになる。なお、この要約は、後に図示する通り「イゴール・ドマラドスキは培
養したペスト菌を皿に載せて運びそれらの門をくぐった。」「培養されたペスト菌に感染
しているイゴール・ドマラドスキが皿を運んでそれらの門をくぐった。」というように二
通りに解釈できる（本発明ではこれらを双方とも語句重複無しに同じ意味構造体内にエン
コードできる）。
【００６７】
　図１０に、本発明におけるユーザ関心情報格納用データ構造について第１の例１６００
を示す。このデータ構造１６００は複数個の行を含んでおり、各行にはそれぞれユーザの
関心が集まる構成要素を含むユーザ関心情報が格納されている。これらの構成要素は、論
理ＡＮＤ演算子、論理ＯＲ演算子、展開（拡張）演算子、否定子その他、既知の又は今後
開発される概念記述手法による論理演算子を用いて展開（拡張）又は圧縮することができ
る（但し必須ではない）。構成要素の展開・拡張は、例えばシソーラス（類義語・関連語
のリスト）や各種のオントロジ、例えばＷｏｒｄＮｅｔレキシコン等を調べることにより
、実現できる。
【００６８】
　この例中、第１行は「["Igor Domaradsky"|Igor]」なるエントリを含んでいる。このエ
ントリは、人名を示す語句「Igor Domaradsky」がフルネーム「Igor Domaradsky」で現れ
ていてもファーストネーム「Igor」だけで現れていてもよいことを、記述している。
【００６９】
　第２行は「+[disease*2]」なるエントリを含んでいる。このエントリは、ユーザ関心情
報中の第２の構成要素により記述されている概念が「disease」（病気）なる語句に関連
するものであることを、表している。また、このエントリに含まれている「*」というシ
ンボルは、このエントリで定められている概念記述形態が、「disease」だけでなく、Ｗ
ｏｒｄＮｅｔレキシコン内における「disease」の所在箇所からリンクされておりＷｏｒ
ｄＮｅｔレキシコン内に蓄えられている同義語・類義語、上位語及び下位語の集まりを併
用して記述する、という形態であることを表しており、また「2」は、この記述にて同義
語・類義語、上位語及び下位語として使用されるのは「disease」から２リンク以内にあ
るものであることを、表している。例えば、「viral infections」（ウィルス性の病気）
「bactrial ingections」（細菌性の病気）といった下位語には「disease」からリンクを
１個辿れば到達でき、また特定の病気例えば「Ebola」（エボラ出血熱）「plague」（ペ
スト）「pneumonia」（肺炎）といった下位語には「disease」からリンクを２個辿れば到
達できるから、それらはこのエントリによる概念記述に含まれている。そして、このエン
トリ中、語句に先行している「+」なる文字は、ここで記述している概念をユーザ関心情
報乃至概念に肯定的に含める、ということを表している。逆に、もしこの種のエントリ内
に「-」なる文字があれば、それは、そこで記述している概念をユーザ関心情報乃至概念
に否定的に含める（概念的に除外する）ことを、表している。
【００７０】
　第３行は「+[bio-terrorism*]」なるエントリを含んでいる。このエントリは、ユーザ
関心情報中の第３の構成要素により記述されている概念が「bio-terrorism」（生物テロ
リズム）なる語句に関連するものであることと、ＷｏｒｄＮｅｔレキシコン内で「bio-te
rrorism」及びこの語句から１リンク先にある同義語・類義語、上位語及び下位語の集ま
りによってこの概念が記述されることとを、表している。なお、ここではリンク数が指定
されていないので、デフォルト値である１がリンク数として使用されている。
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【００７１】
　図１１に、本発明におけるパッケージ化意味構造体について例１７００を示す。例示し
たパッケージ化意味構造体１７００は、図９に示した文（元々の章句）からエンコードし
たパッケージ化ＸＬＥｆ表現意味構造体を含んでいる。このパッケージ化意味構造体１７
００においては、図９に示した文に関する二通りの解釈が選択肢Ｃ１　１７１０及びＣ２
　１７２０によって示されている。１個目の選択肢Ｃ１　１７１０により表されている解
釈は、この文では「Igor」が運んだ「dish」（皿）が「with」（～を伴う）によって修飾
されている、という解釈である。これに対して、２個目の選択肢Ｃ２　１７２０により表
されている解釈は、この文は「Igor carrying the dish」（皿を運んでいるイゴール）が
「culture of genetically altered plague」（培養した遺伝子改変型ペスト菌）に感染
している、という文であるという解釈である。
【００７２】
　例示したパッケージ化意味構造体１７００では、ユーザ関心情報１６００に含まれてい
る構成要素「Igor Domaradsky」及び「plague」がハイライトされている。即ち、このよ
うに下線が引かれている構成要素は、ユーザ関心情報１６００の構成要素となっているも
のであり、ユーザにとり最も関心がある情報である。パッケージ化意味構造体１７００の
構成要素のうち下線が引かれているものは、優先的に保持されるべき構成要素であり、ま
たその保持に関してより高めの優先順位乃至登場頻度を付与しておくべき構成要素である
のに対して、下線が引かれていない構成要素は、圧縮、省略等の対象とすべき構成要素で
あり、また圧縮、省略等してもその章句のユーザにとっての適当性が意に反して削がれる
とは言えないような構成要素である。
【００７３】
　図１２に、本発明における圧縮パッケージ化意味構造体について第１の例１８００を示
す。この図に示した圧縮パッケージ化意味構造体１８００は、図１０記載のＸＬＥｆ表現
意味構造体１６００をエンコード・パッケージ化して得られた図１１記載のパッケージ化
意味構造体１７００の全体に、何個かの要約変換子を適用することによって得られたもの
である。議論の簡明化のため、この図においては、要約変換子適用結果のうち２個目の選
択肢Ｃ２　１７２０についてのもののみを示してある。この圧縮パッケージ化意味構造体
１８００においても、パッケージ化意味構造体１７００においてと同様、ユーザ関心情報
１６００に含まれる構成要素「Igor」及び「plague」に下線が引かれている。即ち、この
パッケージ化意味構造体１７００の構成要素と、ユーザ関心情報１６００内の対応する構
成要素との字句レベルでの照合によって、マッチングしていると判別された構成要素であ
る「Igor」及び「plague」に、下線が引かれている。例えばこういった構成要素がユーザ
関心焦点要素と呼ばれる。なお、各種の照合（マッチング）技術を用い、ユーザ関心情報
の構成要素とパッケージ化意味構造体１７００の構成要素との間の照合の範囲、性格等を
拡張できることも、また明らかであろう。
【００７４】
　圧縮パッケージ化意味構造体１８００を作成するにはパッケージ化意味構造体１７００
に要約変換子を適用すればよい。その際、上掲のようにユーザ関心情報１６００との照合
が行われるため、結果として得られる圧縮パッケージ化意味構造体１８００は、ユーザが
抱いている特定の関心事項に沿うよう指定章句（図９参照）に含まれる意味合いをコンパ
クトに詰め込んだものになり、またその指定章句の意味合いをよく表現したものになる。
即ち、例えば、ユーザが語句「ancient」（古い）及び「fortress」（砦）に関心がある
ことを既に示していた場合、要約変換子を適用することによって、結果として得られる圧
縮パッケージ化意味構造体１８００における語句「ancient」及び「fortress」の登場確
率乃至登場頻度が高まる。更に、必須ではないが、意味歪曲制限子を要約変換子と併せて
又はこれに組み込んで使用することにより、結果として得られる圧縮パッケージ化意味構
造体１８００にて指定章句からの意味歪曲が生じる確率が抑えられる。即ち、このように
すれば、指定章句から最尤推論、継承又は暗示された圧縮パッケージ化意味構造体１８０
０から後に要約を作成したときに、その要約が指定章句の意味合いを歪曲したものになる
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ことは起こりにくく、又はそうなることを防止できる。
【００７５】
　図中、符号Ｄ１　１８１０及びＤ２　１８２０で示されているのは２個の語句選択肢で
ある。選択肢Ｄ１　１８１０には「dish」及び「culture」（培養物／培地）が含まれて
いるが、ある種の要約変換子を適用すれば「dish」が含まれず「culture」が含まれるよ
うにすることもできる。即ち、通常、容器とその中身を比べると中身の方が大切で容器に
はさほど重点がないと認められることから、「containers」（容器）又はこれに類する語
が含まれていたらそれを削除する、という要約変換子を使用するのが有効なことがある。
この種の要約変換子を適用すれば、語句「containers of X」（Ｘの容器）は「X」に圧縮
されＸとして認識される。
【００７６】
　図１３に、本発明における圧縮パッケージ化意味構造体について第２の例１９００を示
す。この図に示した圧縮パッケージ化意味構造体１９００は図１２に示した圧縮パッケー
ジ化意味構造体１８００をよりコンパクトにしたバージョンである。即ち、省略した構成
要素を示す白地のスペースを除去することによって、よりコンパクトにしてある。この圧
縮パッケージ化意味構造体１９００においては、ユーザ関心情報１６００の構成要素との
概念的類似性が高い構成要素が保存されており又は優先されている。即ち、パッケージ化
意味構造体１７００に含まれていた情報のうちユーザ関心情報１６００に対応する情報は
この圧縮パッケージ化意味構造体１９００でも保存されているが、非特徴的情報は削除さ
れている。
【００７７】
　削除されるのは、例えば、皿が門をどのようにして通り抜けたかを記述している情報で
ある。即ち、削除される情報はユーザが明示的に示した関心を示す語句「Igor Domaradsk
y」及び「plague」（図１０参照）にさほど関係がない情報である。その結果、この圧縮
パッケージ化意味構造体１９００から要約又はその候補として作成される情報は、指定章
句の意味合いのうちユーザが関心を抱くであろう部分を保存している情報、例えば先に要
約候補として例示した「Igor Domaradsky carried a dish with a culture of plague th
rough the gates.」という情報となる。この例では、元々２８語あった指定章句（図９参
照）から、ユーザの関心を惹く１３語から構成される要約（候補）が作成されている。
【００７８】
　パッケージ化意味構造体１７００におけるユーザ焦点要素の識別は、例えば、ユーザ関
心情報１６００の構成要素とパッケージ化意味構造体１７００の構成要素とが字句的に同
義かを調べることにより行うことができるが、パッケージ化意味構造体１７００における
ユーザ焦点要素の関連付け・識別をコンセプトマッチング（概念照合）によって行うこと
もできる。例えば、「container」又はこれに類する構成要素に続くシンボル「*」はＷｏ
ｒｄＮｅｔレキシコン内で当該構成要素並びに当該構成要素から１リンク先にある同義語
・類義語、上位語及び下位語の集まりを示しており、また「*2」はその構成要素並びにそ
の構成要素から２リンク以内にある同義語・類義語、上位語及び下位語の集まりを示して
いる。このＷｏｒｄＮｅｔレキシコンに限らず、ＳＵＭＯ（suggested upper merged ont
ology）、サイク（cyc）等のレキシコンを単独で又は任意に組み合わせて使用すれば、ユ
ーザ関心情報１６００によって表されている概念を判別・識別することができる。また、
構成要素間の統計的類似性を用いてマッチング度合いを判別することもできる。
【００７９】
　図１４に、本発明におけるユーザ関心情報格納用データ構造について第２の例２０００
を示す。このユーザ関心情報格納用データ構造２０００のうち第１行は「[fortress*3]」
なるエントリを含んでいる。このエントリは、「fortress」という特定の言葉により「fo
rtress」の概念をどのように表現するかを示している。この概念を記述するには、やはり
同義語・類義語、上位語及び下位語の集まりが併用される。この場合、シンボル「*」に
続くリンク数が「3」であるから、語句「fortress」と共に概念記述に使用されるのは、
ＷｏｒｄＮｅｔレキシコン内で語句「fortress」から３リンク以内にあるものである。し
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かしながら、本発明の実施に使用できるレキシコンはＷｏｒｄＮｅｔレキシコンに限られ
てはおらず、既知のものも今後開発されるものも含め、概念を表現できる様々なレキシコ
ン、オントロジ乃至システムであれば、それ単独で又は任意に組み合わせて、ユーザ関心
情報の表現に使用することができる。
【００８０】
　第２行は「[archaeology*]」なるエントリを含んでいる。このエントリは、ユーザが「
archaeology」（考古学）なる語句に関心を抱いていることと、ＷｏｒｄＮｅｔレキシコ
ン内で語句「archaeology」及びそこから（デフォルト設定である）１リンク先にある同
義語・類義語、上位語及び下位語の集まりがこの概念の記述に使用されることとを、表し
ている。
【００８１】
　第３行は「[bronze age*]」なるエントリを含んでいる。このエントリは、ユーザが「b
ronze age」（青銅器時代）という概念に関心を抱いていることを表している。この概念
は、「bronze age」並びにＷｏｒｄＮｅｔレキシコン内で語句「bronze age」から（デフ
ォルト設定である）１リンク先にある同義語・類義語、上位語及び下位語の集まりによっ
て、定義される。
【００８２】
　第４行は「[c:¥user¥abc¥file_history]」なるエントリを含んでいる。このエントリは
、歴史（history）に関するユーザの関心を規定する概念をファイル「c:¥user¥abc¥file_
history」から読み込むべきであることを表している（なお図中における逆スラッシュを
明細書内では「¥」で表す；以下同様）。
【００８３】
　第５行は「[c:¥use¥abc¥file_project1]」なるエントリを含んでいる。このエントリは
、プロジェクト１に関連するユーザ関心情報を記述する概念語句をファイル「c:¥use¥abc
¥file_project1」から読み込むべきであることを、示している。ここで言うプロジェクト
１とは例えば共同プロジェクトである。読出元とされているファイルは、逐次学習等によ
り習得した語句等が記述されるファイル、即ちプロジェクトチームメンバーによる逐次修
正乃至調整を受けるファイルである。このように概念語句を単一ファイル内に集めておく
ことにより、プロジェクトチームメンバーがグループ全体で他のメンバーとグループ的知
識を共有することができる。
【００８４】
　第６行は「-[container*2]」なるエントリを含んでいる。このエントリ中、「-」なる
符号は、語句「container」はユーザが関心を否定した語句である、ということを表して
いる。更に、この語句「container」にはシンボル「*2」が付されている。そのため、こ
の「container」だけでなく関連概念もユーザ関心範囲から概念的に除外される。即ち、
この語句「container」並びにこの語句から２リンク以内にある同義語・類義語、上位語
及び下位語の集まりは、ユーザ関心範囲から概念的に除外されるか、或いはその荷重が下
げられる。このようなエントリを有するユーザ関心情報２０００が例えば図９に示した指
定章句に適用された場合、図１２で言えば選択肢Ｄ１　１８１０に当たる選択肢がなく選
択肢Ｄ２　１８２０に当たる選択肢を含む圧縮パッケージ化意味構造体が、作成されるで
あろう。
【００８５】
　本発明を実施するに際しては、特に指定乃至宣言しない限り、ユーザ関心情報格納用デ
ータ構造を構成する各行内に記載されている事項（定義乃至規定）を論理ＯＲ演算で結合
させるよう、決めておくことができる。また、ユーザ関心依存ノートがユーザに対して表
示される実施形態であれば、ユーザ関心情報を複数組判別決定しておきそれらに別々のタ
グ、別々の表示特性等を関連付けるようにしてもよい。図１４に示したユーザ関心情報２
０００を例として言うと、ファイル「file_project1」内に記述されているユーザ情報に
係るユーザ関心焦点要素を表示させる際には「project1」というタグを付けて全体に赤い
色調で表示し、ファイル「file_history」内に記述されているユーザ情報に係るユーザ関
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心焦点要素を表示させる際には「history」というタグを付けて全体に黄色い色調で表示
する等々、といった具合である。
【００８６】
　また、ユーザ関心焦点要素のうちユーザ関心情報の構成要素との間に強い類似性を有し
ているものについては強調フォントで表示させ、さほど類似性のないものについては斜字
体で表示させる、といった具合に、既知の又は今後開発される表示特性であって人間が感
知識別できるものによって、区別して表示してもよい。このようにすることによって、ユ
ーザが、テキストから作成された要約が自分の関心対象概念にどれだけ密接に関係してい
るかを、迅速に理解することが可能になる。なお、ここで言う表示特性とは、色、フォン
ト、斜字修飾、強調修飾、音響、触感その他、人間が感知識別できる既知の又は今後開発
される特性のことである（但しこれらに限られるものではない）。
【００８７】
　図１５に、本発明における意味歪曲制限子格納用データ構造について例２１００を示す
。この意味歪曲制限子格納用データ構造２１００はパターン部２１１０及びアクション部
２１２０を有している。パターン部２１１０に規定されている制限条件即ちパターン制限
条件との照合により「マッチング」との結果が得られたら、対応する（即ち同じ行の）ア
クション部２１２０に規定されているアクションルールが発動される。
【００８８】
　即ち、例示されている意味歪曲制限子格納用データ構造２１００のパターン部２１１０
第１行には「-DOWNWARD_MONOTONIC(P)」なる定義乃至規定が含まれている。「DOWNWARD_M
ONOTONIC(P)」は述語Ｐがダウンワードモノトニックであるという条件であり、その先頭
に付されている文字「-」は否定を表しているから、このパターン制限条件「-DOWNWARD_M
ONOTONIC(P)」に「マッチングした」との照合結果が得られるのは、述語Ｐがダウンワー
ドモノトニックでない場合である。テキスト内に含まれる述語がダウンワードモノトニッ
クという性質を有しているかどうかを判別するには、例えば、ＸＬＥにて規定されている
関数や、オントロジ若しくはレキシコン上におけるルックアップ操作等、既知の又は今後
開発されるダウンワードモノトニック性（downward monotonicity）判別手法を使用すれ
ばよい。
【００８９】
　例示されている意味歪曲制限子格納用データ構造２１００のアクション部２１２０第１
行には「CONDENSE_MODIFIERS(P)」なるリライトルールが含まれている。このリライトル
ールは、対応するパターン部２１１０にて規定されている制限条件に「マッチングした」
という照合結果が得られたときに発動されるルールであり、このルールの適用によって述
語Ｐの修飾語句が圧縮乃至要約化されるルールである。従って、この場合、ダウンワード
モノトニックでない述語Ｐに対して修飾語句が圧縮乃至要約化されることとなる。このと
き指定章句の一部たる述語Ｐ内で圧縮乃至要約化される修飾語句は、その圧縮乃至要約化
ではその章句の意味合いが変化しないようなもののみである。
【００９０】
　例えば、使用しているレキシコンにおいて「prevent」（防止する・妨げる）なる単語
はダウンワードモノトニックであるが「cause」（引き起こす・原因となる）なる単語は
ダウンワードモノトニックでないとエンコードされているとする。指定章句が「the pres
ident prevented a long strike」（社長が長時間ストライキを防いだ）であるなら、「p
revent」が含まれているためこの章句はダウンワードモノトニックであると判別されるこ
ととなり、従って意味歪曲制限子２１００のパターン部２１１０第１行に規定されている
パターン制限条件が満足されることはない。そのため、対応するアクション部２１２０に
規定されているリライトルールは発動せず、従ってこの文内の修飾語句は圧縮も要約化も
されないから、「the president prevented a strike」（社長がストライキを邪魔した）
というように意味的に歪曲して要約されることは起こりにくい。これに対して、「cause
」はダウンワードモノトニックでないからリライトルールが発動されるため、第１行にて
規定されているパターン制限条件及びリライトルールだけでは、「the president caused
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 a long strike」（社長が長時間ストライキの原因であった）が「the president caused
 a strike」（社長がストライキを起こさせた）に圧縮乃至要約化される可能性は低減で
きない。
【００９１】
　次に、パターン部２１１０第２行には「PASSIVE(P),SUBJ(P,S),BY-OBJ(P,O)」なる定義
乃至規定が含まれている。これは、ある述語Ｐが受動態で、主語Ｓを有しており、且つ目
的語をＯとするＢＹ前置詞を有しているときに、その述語Ｐについて、対応するアクショ
ン部２１２０に規定されているアクションルールが発動されることを、表している。
【００９２】
　アクション部２１２０第２行に含まれている定義乃至規定「SUBJ(P,O),OBJ(P,S)」は、
対応するパターン部２１１０に規定されているパターン制限条件が満足されたときに、そ
の文から受動態変化を除去して能動態に変形し、ＢＹ前置詞の目的語Ｏを主語にし、元々
主語Ｓであった語を入れ替わりに目的語にする、というアクションルールを表している。
従って、例えば「John was seen by Bill」（ジョンはビルに見られた）なる章句は「Bil
l saw John」（ビルはジョンを見た）に圧縮乃至要約化される。即ち、ここでは意味歪曲
制限子を含む要約変換子によって、語句「was seen」（受動態）が語句「saw」（能動態
）に変形され、且つ文内で主語と目的語とが入れ替えられており、しかも指定章句からの
意味歪曲が回避されている。
【００９３】
　図１６に、本発明におけるユーザ関心依存自動ノート作成システム１００用のユーザイ
ンタフェース２８００での閲覧画面について第１の例を示す。このユーザインタフェース
２８００においては、テキスト部２５００、ノートファイル部２６００及びユーザ関心情
報部２７００が表示等されている。
【００９４】
　テキスト部２５００は、第１章句２５１０、第２章句２５２０、第３章句２５３０、第
４章句２５４０及び第５章句２５５０を含んでいる。これらの章句２５１０～２５５０は
、例えば、ニュースワイヤサービス（広義にはインターネットを介した情報配信サービス
）から配信された情報や、ウェブサーバから取り込んだウェブページ等、圧縮乃至要約化
できる情報をもたらす情報源から入手したものである。ここでは、テキスト部２５００に
含まれる第５章句２５５０が、要約化すべきソーステキストとして選択されている。
【００９５】
　ユーザ関心依存ノートファイル部２６００は３個のユーザ関心依存ノート２６１０、２
６２０及び２６３０を含んでいる。これらのうち、ユーザ関心依存ノート２６１０は先に
第１章句２５１０が指定章句として選択されたときにその章句２５１０から自動作成され
たノートであり、ユーザ関心依存ノート２６２０は先に第４章句２５４０が指定章句とし
て選択されたときにその章句２５４０から自動作成されたノートであり、現在ハイライト
されている第５章句２５５０に対応しているのはユーザ関心依存ノート２６３０である。
これらユーザ関心依存ノート２６１０、２６２０及び２６３０は、それぞれ対応する要約
部２６１１、２６２１又は２６３１を含んでおり、各ユーザ関心依存ノートをそれぞれ対
応する章句部に関連付けることもできる（図では展開されていない）。また、要約部２６
１１、２６２１及び２６３１を可選択ユーザインタフェース要素やリンクに関連付けるよ
うにしてもよい。それら可選択ユーザインタフェース要素又はリンクを操作すれば、ユー
ザ関心依存ノート内の対応する章句部（但し必須ではない；図示せず）その他の部分を、
表示させたり隠したりすることができる。
【００９６】
　ユーザ関心情報はユーザ関心情報部２７００に反映されている。ユーザ関心情報部２７
００には、ユーザが関心を抱いている概念や関心を抱いていない（関心を損ねている）概
念に関する記述が含まれ得る。ユーザ関心情報部２７００においては、概念を記述する語
句を括弧で括り、その語句がユーザの肯定的関心対象概念についての記述であるなら括弧
の前に文字「+」を冠し、否定的関心対象概念についての記述であるなら文字「-」を冠し
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ている。図示の例でユーザ関心情報部２７００に含まれている概念記述２７１１～２７１
３には何れも「+」が冠されているからこれらは皆ユーザの肯定的関心対象概念を表すも
のである。同一の括弧の中に複数個の語句が括られている場合、それらの語句は暗黙的な
約束に従い論理ＡＮＤ演算子で結合されており、文字「|」が入っている場合はそれらの
語句は論理ＯＲ演算子で結合されている。
【００９７】
　図示の例では、第２章句２５２０及び第３章句２５３０は、これまでのところ要約化の
対象たる指定章句としては選択されておらず、従ってこれらの章句に係るユーザ関心依存
ノートは作成されていない。これに対して、第１章句２５１０、第４章句２５４０及び第
５章句２５５０は要約化、概要化され、それぞれ第１ユーザ関心依存ノート２６１０、第
２ユーザ関心依存ノート２６２０又は第３ユーザ関心依存ノート２６３０が作成されてい
る。
【００９８】
　更に、ユーザ関心依存ノート部２７００内に指示子文字「^」、「*」、「>」等を見出
し乃至目印として付すようにしてもよい。例えば、文字「^」が付されているユーザ関心
依存ノートをクリック等で選択することやそのユーザ関心依存ノートにマウスカーソルを
重ね又はそのユーザ関心依存ノートからマウスカーソルを外すことによって、そのユーザ
関心依存ノートに対応する章句又はこれに関する情報を展開表示させることができる。ま
た、文字「*」はそのようにして表示された章句部の表示開始位置を表している。そして
、文字「>」は、そのユーザ関心依存ノートに設定されているリンクを選択することによ
って更なる情報を表示等させることができることを表している。これらの指示子は次の図
１７に示されている。なお、これらの他にも様々な指示子を使用し更なる情報を表示等さ
せることができる。
【００９９】
　図１７に、本発明におけるユーザ関心依存自動ノート作成システム１００用のユーザイ
ンタフェース２８００での閲覧画面について第２の例を示す。このユーザインタフェース
２８００においても、テキスト部２５００、ノートファイル部２６００及びユーザ関心情
報部２７００が表示等されている。
【０１００】
　ユーザ関心依存ノートファイル部２６００は３個のユーザ関心依存ノート２６１０、２
６２０及び２６３０を含んでいる。これらのうち、ユーザ関心依存ノート２６１０は先に
第１章句２５１０が指定章句として選択されたときにその章句２５１０から自動作成され
たノートであり、ユーザ関心依存ノート２６２０は先に第４章句２５４０が指定章句とし
て選択されたときにその章句２５４０から自動作成されたノートであり、現在ハイライト
されている第５章句２５５０に対応しているのはユーザ関心依存ノート２６３０である。
ユーザ関心依存ノート２６１０は対応する要約部２６１１を、ユーザ関心依存ノート２６
２０は対応する要約部２６２１及び章句部２６２２を、ユーザ関心依存ノート２６３０は
対応する要約部２６３１及び章句部２６３２を、それぞれ含んでいる。また、要約部２６
１１、２６２１及び２６３１を可選択ユーザインタフェース要素やリンクに関連付けるよ
うにしてもよい。それら可選択ユーザインタフェース要素又はリンクを操作すれば、ユー
ザ関心依存ノート内の対応する章句部（この例では２６２２や２６３２）その他の部分を
、表示させたり隠したりすることができる。
【０１０１】
　ユーザ関心情報はユーザ関心情報部２７００に反映されている。ユーザ関心情報部２７
００には、ユーザが関心を抱いている概念や関心を抱いていない（関心を損ねている）概
念に関する記述が含まれ得る。ユーザ関心情報部２７００においては、概念を記述する語
句を括弧で括り、その語句がユーザの肯定的関心対象概念についての記述であるなら括弧
の前に文字「+」を冠し、否定的関心対象概念についての記述であるなら文字「-」を冠し
ている。図示の例でユーザ関心情報部２７００に含まれている概念記述２７１１～２７１
３には何れも「+」が冠されているからこれらは皆ユーザの肯定的関心対象概念を表すも
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のである。同一の括弧の中に複数個の語句が括られている場合、それらの語句は暗黙的な
約束に従い論理ＡＮＤ演算子で結合されており、文字「|」が入っている場合はそれらの
語句は論理ＯＲ演算子で結合されている。
【０１０２】
　図示の例では、第２章句２５２０及び第３章句２５３０は、これまでのところ要約化の
対象たる指定章句としては選択されておらず、従ってこれらの章句に係るユーザ関心依存
ノートは作成されていない。これに対して、第１章句２５１０、第４章句２５４０及び第
５章句２５５０は要約化、概要化され、それぞれ第１ユーザ関心依存ノート２６１０、第
２ユーザ関心依存ノート２６２０又は第３ユーザ関心依存ノート２６３０が作成されてい
る。
【０１０３】
　本発明に係るユーザ関心依存自動ノート作成システムを実施するに当たっては、先にブ
ロック図又はフローチャートにより示した回路及び処理を、汎用コンピュータに適当なプ
ログラミングを施すことによって実現することができる。また、本発明に係るユーザ関心
依存自動ノート作成システムを何個かの物理的に別体なハードウェア的構成要素乃至回路
から構成すること、またそれら構成要素乃至回路のうち何個かをＡＳＩＣ（application 
specific integrated circuit）内に組み込むことやＦＰＧＡ（field programmable gate
 array）、ＰＬＤ（programmale logic device）、ＰＬＡ（programmable logic array）
又はＰＡＬ（programmable array logic）を用い構成することやディスクリートな論理素
子乃至回路部品を用いて構成することも、可能である。どのような形態によって実現する
かは専ら設計的な事項であり、本件技術分野における習熟者（いわゆる当業者）にとって
は、これは、本願による開示から読みとることができ又は推察することができる事項であ
る。
【０１０４】
　更に、本発明に係るユーザ関心依存自動ノート作成システム又はそれを構成する回路等
は、それぞれ、ソフトウェアルーチン、マネージャ、オブジェクト等であって、然るべく
プログラミングが施された汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ等
の上で実行できるものとして、実現することができる。その場合、本発明に係るユーザ関
心依存自動ノート作成システム又はそれを構成する回路等は、通信ネットワーク上例えば
サーバ上にあるリソースに配置又は分散された１個又は複数個のルーチンとして、実現す
ることもできる。本発明に係るユーザ関心依存自動ノート作成システム又はそれを構成す
る回路等は、更に、ソフトウェアシステムやハードウェアシステム、例えばウェブサーバ
又はクライアントデバイス内に当該ユーザ関心依存自動ノート作成システムを実体的に組
み込んだ形態で、又はそういったシステムに組み込めるプログラムコードを格納している
コンピュータ可読記憶媒体という形態で、実現することもできる。
【０１０５】
　更に、図５及び図７に示したメモリ２０及び３０は書換可能型、書換不能型又は固定型
の揮発性又は不揮発性メモリにより実現することができる。
【０１０６】
　図１、図５及び図７に示した通信リンク９９としては、本発明に係るユーザ関心依存自
動ノート作成システム又はユーザ関心依存自動要約作成システムに通信装置を接続可能な
装置乃至システムであれば、既存の又は今後開発されるどのような装置乃至システムを用
いてもよい。また、以上の説明においては自動ノート作成に係るシステムを例示したが、
本発明は自動要約作成に係るシステムとして実現することができる。
　［付記］
（付記１）
　テキストから章句を特定するステップと、
　ユーザ関心情報を決定するステップと、
　要約変換子を作成するステップと、
　これら章句、ユーザ関心情報及び要約変換子に基づきユーザ関心依存要約を作成するス
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テップと、
　を有する自動要約方法。
（付記２）
　付記１記載の自動要約方法において、更に、特定された章句について意味構造体を作成
するステップを有し、作成した意味構造体の構成要素のうちユーザ関心情報の構成要素に
マッチングしている構成要素に基づき要約を作成する自動要約方法。
（付記３）
　付記２記載の自動要約方法において、意味構造体を構文解析文法に基づき作成する自動
要約方法。
（付記４）
　付記１記載の自動要約方法において、文法的に正しい文を含むようユーザ関心依存要約
を作成する自動要約方法。
（付記５）
　付記１記載の自動要約方法において、意味構造体に適用される要約変換子が意味歪曲制
限子を伴い又は含む自動要約方法。
（付記６）
　付記５記載の自動要約方法において、ユーザ関心依存要約を作成するに当たり、意味構
造体のうちダウンワードモノトニックなる特徴を有する部分を意味歪曲制限子を用いて条
件選択的に調整する自動要約方法。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の実施形態に係るユーザ関心依存自動ノート作成システムの使用環境例を
示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るユーザ関心依存自動ノート作成システム使用手順を
示すフローチャートである。
【図３】図２に示した手順のうち一部についてその第１例を示すフローチャートであ　　
る。
【図４】図２に示した手順のうち一部についてその第２例を示すフローチャートである。
【図５】図１に示したシステムの内部構成の第１例を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係るユーザ関心依存自動ノート作成システム使用手順を
示すフローチャートである。
【図７】図１に示したシステムの内部構成の第２例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係るユーザ関心依存自動ノート作成システムの機能構成を概
観する図である。
【図９】本発明におけるノート作成対象章句の例を示す図である。
【図１０】本発明におけるユーザ関心情報格納用データ構造の第１例を示す図である。
【図１１】本発明におけるパッケージ化意味構造体の例を示す図である。
【図１２】本発明における圧縮パッケージ化意味構造体の第１例を示す図である。
【図１３】本発明における圧縮パッケージ化意味構造体の第２例を示す図である。
【図１４】本発明におけるユーザ関心情報格納用データ構造の第２例を示す図である。
【図１５】本発明における意味歪曲制限子格納用データ構造の例を示す図である。
【図１６】本発明におけるユーザ関心依存自動ノート作成システム用ユーザインタフェー
スでの閲覧画面の第１例を示す図である。
【図１７】本発明におけるユーザ関心依存自動ノート作成システム用ユーザインタフェー
スでの閲覧画面の第２例を示す図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１００　ユーザ関心依存自動ノート作成システム、７００，１６００，２０００，２７
００　ユーザ関心情報、８００　要約変換子、８５０，２１００　意味歪曲制限子、９０
０　構文解析部、１０００，１００１，２５００　テキスト、１１００　変換部、１４０
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０　要約候補作成部、１５００，２６００，２６１０，２６２０，２６３０　ユーザ関心
依存ノート、１７００，１８００，１９００　意味構造体、２２００　構文解析文法、２
３００　生成文法、２５１０～２５５０　章句、２６１１，２６２１，２６３１　ユーザ
関心依存ノートの要約部、２６２２，２６３２　ユーザ関心依存ノートの章句部。

【図１】 【図２】
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