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(57)【要約】
【課題】ユーザがより関心を持っている事柄に関連する
コンテンツをユーザに推薦する。
【解決手段】情報処理装置１では、キーワード抽出部３
２は、ユーザにより作成されたテキストからキーワード
を抽出し、キーワード情報取得部３３は、抽出されたキ
ーワードの所定のキーワード情報を取得し、関心度演算
部３４は、取得されたキーワード情報に基づいて、キー
ワードに対するユーザの関心の高さを表すポイントを求
め、キーワード選択部３５は、ポイントに基づいて、抽
出されたキーワードの中から所定のキーワードを選択し
、コンテンツ決定部３６は、選択されたキーワードに基
づいて、ユーザに推薦するコンテンツを決定する。本発
明は、例えば、携帯電話やPC等のあらゆる情報処理装置
に適用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザにより作成されたテキストからキーワードを抽出するキーワード抽出手段と、
　前記キーワード抽出手段により抽出された前記キーワードの所定のキーワード情報を取
得するキーワード情報取得手段と、
　前記キーワード情報に基づいて、前記キーワードに対する前記ユーザの関心の高さを表
す関心度情報を求める関心度演算手段と、
　前記関心度情報に基づいて、前記キーワード抽出手段により抽出された前記キーワード
の中から所定のキーワードを選択するキーワード選択手段と、
　前記キーワード選択手段により選択された前記キーワードに基づいて、前記ユーザに推
薦するコンテンツを決定するコンテンツ決定手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記キーワード情報は、
　キーワードが抽出された前記テキストが作成された時刻に対応する時刻を示す情報、
　前記テキスト上のキーワードの位置を示す情報、
　前記テキストにおけるキーワードの出現回数を示す情報
　である
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記テキストは、推薦されるコンテンツに関連付けられており、
　前記キーワード情報は、前記テキストが関連付けられているコンテンツの種類を示す情
報である
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記推薦されるコンテンツは、放送コンテンツ、ネットワークコンテンツ、またはパー
ソナルコンテンツである
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記テキストは、複数の項目から構成されており、
　前記テキストを構成する前記項目の中の所定の項目のテキストを取得するテキスト取得
手段をさらに備え、
　前記キーワード抽出手段は、前記テキスト取得手段により取得された前記項目のテキス
トからキーワードを抽出し、
　前記キーワード情報取得手段は、前記キーワード抽出手段によりキーワードが抽出され
た前記項目の種類を示す情報を、前記キーワード情報として取得する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
ユーザにより作成されたテキストからキーワードを抽出するキーワード抽出ステップと、
　前記キーワード抽出ステップの処理により抽出された前記キーワードの所定のキーワー
ド情報を取得するキーワード情報取得ステップと、
　前記キーワード情報に基づいて、前記キーワードに対する前記ユーザの関心の高さを表
す関心度情報を求める関心度演算ステップと、
　前記関心度情報に基づいて、前記キーワード抽出ステップの処理により抽出された前記
キーワードの中から所定のキーワードを選択するキーワード選択ステップと、
　前記キーワード選択ステップの処理により選択された前記キーワードに基づいて、前記
ユーザに推薦するコンテンツを決定するコンテンツ決定ステップと
　を含む情報処理方法。
【請求項７】
　ユーザにより作成されたテキストからキーワードを抽出するキーワード抽出ステップと
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、
　前記キーワード抽出ステップの処理により抽出された前記キーワードの所定のキーワー
ド情報を取得するキーワード情報取得ステップと、
　前記キーワード情報に基づいて、前記キーワードに対する前記ユーザの関心の高さを表
す関心度情報を求める関心度演算ステップと、
　前記関心度情報に基づいて、前記キーワード抽出ステップの処理により抽出された前記
キーワードの中から所定のキーワードを選択するキーワード選択ステップと、
　前記キーワード選択ステップの処理により選択された前記キーワードに基づいて、前記
ユーザに推薦するコンテンツを決定するコンテンツ決定ステップと
　を含む情報処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び方法、並びにプログラムに関し、特に、ユーザがより関心
を持っている事柄に関連するコンテンツをユーザに推薦することができるようにする情報
処理装置及び方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　膨大なコンテンツの中からユーザに推薦するコンテンツを決定する方法の１つとして、
ユーザの関心が高いキーワードを抽出し、そのキーワードに基づいて推薦するコンテンツ
を決定する方法が開発されている。
【０００３】
　例えばユーザによるコンテンツの選択に関する履歴情報に基づいて、ユーザが興味を持
っている興味キーワードを抽出し、その興味キーワードに基づいて推薦するコンテンツを
決定する方法（例えば、特許文献１参照）がある。
【特許文献１】特開２０００－２９８９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、この従来の方法においては、コンテンツの決定に使用されるキーワード
は、装置側が提示したリストからユーザの指示に基づいて選択されたり、視聴若しくは録
画予約したコンテンツに付与されているSI(Service Information)情報やG－Guide（商標
）情報等のテキストから抽出される。
【０００５】
　すなわち従来の方法においては、コンテンツの決定に使用されるキーワードは、コンテ
ンツの提供側が提供したテキストから抽出されるので、結局、ユーザに推薦されるコンテ
ンツの範囲が、コンテンツ提供側が意図した範囲となり、その範囲が限られてしまう可能
性がある。
【０００６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ユーザがより関心を持ってい
る事柄に関連するコンテンツをユーザに推薦することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面の情報処理装置は、ユーザにより作成されたテキストからキーワードを
抽出するキーワード抽出手段と、前記キーワード抽出手段により抽出された前記キーワー
ドの所定のキーワード情報を取得するキーワード情報取得手段と、前記キーワード情報に
基づいて、前記キーワードに対する前記ユーザの関心の高さを表す関心度情報を求める関
心度演算手段と、前記関心度情報に基づいて、前記キーワード抽出手段により抽出された
前記キーワードの中から所定のキーワードを選択するキーワード選択手段と、前記キーワ
ード選択手段により選択された前記キーワードに基づいて、前記ユーザに推薦するコンテ
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ンツを決定するコンテンツ決定手段とを備える。
【０００８】
　前記テキストは、複数の項目から構成させ、本発明の一側面の情報処理装置には、前記
テキストを構成する前記項目の中の所定の項目のテキストを取得するテキスト取得手段を
さらに設け、前記キーワード抽出手段には、前記テキスト取得手段により取得された前記
項目のテキストからキーワードを抽出させ、前記キーワード情報取得手段には、前記キー
ワード抽出手段によりキーワードが抽出された前記項目の種類を示す情報を、前記キーワ
ード情報として取得させることができる。
【０００９】
　本発明の一側面の情報処理方法または情報処理をコンピュータに実行させるプログラム
は、ユーザにより作成されたテキストからキーワードを抽出するキーワード抽出ステップ
と、前記キーワード抽出ステップの処理により抽出された前記キーワードの所定のキーワ
ード情報を取得するキーワード情報取得ステップと、前記キーワード情報に基づいて、前
記キーワードに対する前記ユーザの関心の高さを表す関心度情報を求める関心度演算ステ
ップと、前記関心度情報に基づいて、前記キーワード抽出ステップの処理により抽出され
た前記キーワードの中から所定のキーワードを選択するキーワード選択ステップと、前記
キーワード選択ステップの処理により選択された前記キーワードに基づいて、前記ユーザ
に推薦するコンテンツを決定するコンテンツ決定ステップとを含む。
【００１０】
　本発明の一側面においては、ユーザにより作成されたテキストからキーワードが抽出さ
れ、抽出された前記キーワードの所定のキーワード情報が取得され、前記キーワード情報
に基づいて、前記キーワードに対する前記ユーザの関心の高さを表す関心度情報が求めら
れ、前記関心度情報に基づいて、前記キーワード抽出手段により抽出された前記キーワー
ドの中から所定のキーワードが選択され、選択された前記キーワードに基づいて、前記ユ
ーザに推薦するコンテンツが決定される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一側面によれば、例えばユーザがより関心を持っている事柄に関連するコンテ
ンツをユーザに推薦することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書又は図面に記載
の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポー
トする実施の形態が、明細書又は図面に記載されていることを確認するためのものである
。従って、明細書又は図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する実施の
形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは、その
実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆に
、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのこと
は、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意
味するものでもない。
【００１３】
　本発明の一側面の情報処理装置は、
　ユーザにより作成されたテキストからキーワードを抽出するキーワード抽出手段（例え
ば、図１のキーワード抽出部３２）と、
　前記キーワード抽出手段により抽出された前記キーワードの所定のキーワード情報を取
得するキーワード情報取得手段（例えば、図１のキーワード情報取得部３３）と、
　前記キーワード情報に基づいて、前記キーワードに対する前記ユーザの関心の高さを表
す関心度情報を求める関心度演算手段（例えば、図１の関心度演算部３４）と、
　前記関心度情報に基づいて、前記キーワード抽出手段により抽出された前記キーワード
の中から所定のキーワードを選択するキーワード選択手段（例えば、図１のキーワード選
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択部３５）と、
　前記キーワード選択手段により選択された前記キーワードに基づいて、前記ユーザに推
薦するコンテンツを決定するコンテンツ決定手段（例えば、図１のコンテンツ決定部３６
）と
　を備える。
【００１４】
　前記テキストは、複数の項目から構成させ、
　本発明の一側面の情報処理装置には、
　前記テキストを構成する前記項目の中の所定の項目のテキストを取得するテキスト取得
手段（例えば、図１の抽出対象テキスト取得部３１）をさらに設け、
　前記キーワード抽出手段には、前記テキスト取得手段により取得された前記項目のテキ
ストからキーワードを抽出させ、
　前記キーワード情報取得手段には、前記キーワード抽出手段によりキーワードが抽出さ
れた前記項目の種類を示す情報を、前記キーワード情報として取得させることができる。
【００１５】
　本発明の一側面の情報処理方法または情報処理をコンピュータに実行させるプログラム
は、
　ユーザにより作成されたテキストからキーワードを抽出するキーワード抽出ステップ（
例えば、図２のステップＳ１２）と、
　前記キーワード抽出ステップの処理により抽出された前記キーワードの所定のキーワー
ド情報を取得するキーワード情報取得ステップ（例えば、図２のステップＳ１３）と、
　前記キーワード情報に基づいて、前記キーワードに対する前記ユーザの関心の高さを表
す関心度情報を求める関心度演算ステップ（例えば、図２のステップＳ１４）と、
　前記関心度情報に基づいて、前記キーワード抽出ステップの処理により抽出された前記
キーワードの中から所定のキーワードを選択するキーワード選択ステップ（例えば、図２
のステップＳ１５）と、
　前記キーワード選択ステップの処理により選択された前記キーワードに基づいて、前記
ユーザに推薦するコンテンツを決定するコンテンツ決定ステップ（例えば、図２のステッ
プＳ１６）と
　を含む。
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明を適用した実施の形態について説明する。
【００１７】
　図１は、本発明を適用した情報処理装置１の構成例を示すブロック図である。
【００１８】
　情報処理装置１は、例えば情報処理装置１のユーザにより作成されたテキストに基づい
て、ユーザに推薦するコンテンツを決定し、決定したコンテンツの情報をユーザに提示す
る。
【００１９】
　情報処理装置１は、テキスト蓄積部１１、コンテンツ決定部１２、及び表示部１３から
構成される。
【００２０】
　例えば情報処理装置１が携帯電話やPC（Personal Computer）等であって、インターネ
ットを介して他の端末と通信可能である場合、テキスト蓄積部１１は、情報処理装置１の
ユーザ宛のメール等のメッセージや情報処理装置１のユーザにより作成されたメッセージ
等のテキストの情報（以下、テキスト情報という）を適宜取得して蓄積する。
【００２１】
　コンテンツ決定部１２は、テキスト蓄積部１１に蓄積されたテキスト情報を読み出し、
読み出したテキスト情報の所定のテキストから抽出されたキーワードの中から所定のキー
ワードを選択し、選択した所定のキーワードに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツを
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決定するコンテンツ決定処理を行い、その結果得られるユーザに推薦するコンテンツの情
報を、表示部１３に供給する。
【００２２】
　表示部１３は、コンテンツ決定部１２から供給されるコンテンツの情報を表示する。例
えば、表示部１３は、そのコンテンツがチャンネルAの番組B等である場合、「本日のお薦
め番組：チャンネルAの番組B、・・・」と図示せぬ表示画面に表示する。
【００２３】
　次に、コンテンツ決定部１２の構成例について説明する。コンテンツ決定部１２は、抽
出対象テキスト取得部３１、キーワード抽出部３２、キーワード情報取得部３３、関心度
演算部３４、キーワード選択部３５、及びコンテンツ決定部３６から構成される。
【００２４】
　抽出対象テキスト取得部３１は、テキスト蓄積部１１に蓄積されているテキスト情報を
読み出し、読み出したテキスト情報の所定のテキスト（例えば、メッセージのタイトルや
本文等）を抽出対象テキストとして取得し、キーワード抽出部３２に供給する。また、抽
出対象テキスト取得部３１は、適宜、キーワード情報の取得に用いる情報（例えば、メッ
セージの日付等）含む情報を取得して、抽出対象テキストに付随させる。
【００２５】
　キーワード抽出部３２は、抽出対象テキスト取得部３１から供給される抽出対象テキス
トに対して、例えば、形態素解析を行うことにより、抽出対象テキストから所定の単語を
キーワードとして抽出し、キーワード情報取得部３３に供給する。
【００２６】
　キーワード情報取得部３３は、キーワード抽出部３２から供給されるキーワードの所定
のキーワード情報を、例えば、そのキーワードが抽出された抽出対象テキストまたは抽出
対象テキストに付随している情報等を解析することにより取得し、関心度演算部３４に供
給する。
【００２７】
　関心度演算部３４は、キーワード情報取得部３３から供給されるキーワード情報に基づ
いて、そのキーワード情報に対応するキーワードに対するユーザの関心の高さを表す関心
度情報としてのポイントを求め、キーワード選択部３５に供給する。
【００２８】
　キーワード選択部３５は、例えば、関心度演算部３４から供給されたポイントのうちの
高い順で上位３個のポイントが得られたキーワード、つまり、ユーザの関心が高いキーワ
ードを、所定のキーワードとして選択して、コンテンツ決定部１３に供給する。
【００２９】
　コンテンツ決定部３６は、キーワード選択部３５から供給されるキーワードに基づいて
、例えば、メタデータにそのキーワードを含む放送コンテンツ等をユーザに推薦するキー
ワードに決定し、決定したコンテンツのチャンネルや番組名等のコンテンツの情報を、表
示部１３に供給する。
【００３０】
　図２は、コンテンツ決定部１２によるコンテンツ決定処理を示すフローチャートである
。
【００３１】
　なおこのコンテンツ決定処理は、例えば、所定の時間ごとに、あるいは、テキスト蓄積
部１１に所定の量のテキストが新たに蓄積されると開始される。
【００３２】
　またテキスト蓄積部１１には、抽出対象テキストとなりうる所定のテキストを含むテキ
スト情報があらかじめ蓄積されているものとする。
【００３３】
　ステップＳ１１において、抽出対象テキスト取得部３１で、テキスト蓄積部１１からテ
キスト情報が読み出され、読み出されたテキスト情報の所定のテキストが抽出対象テキス
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トとして取得される。
【００３４】
　ステップＳ１２において、キーワード抽出部３２で、取得された抽出対象テキストから
キーワードが抽出される。
【００３５】
　ステップＳ１３において、キーワード情報取得部３３で、抽出されたキーワードの所定
のキーワード情報が取得される。
【００３６】
　ステップＳ１４において、関心度演算部３４で、取得されたキーワード情報に基づいて
、そのキーワード情報に対応するキーワードに対するユーザの関心の高さを表すポイント
が求められる。
【００３７】
　ステップＳ１５において、キーワード選択部３５で、求められたポイントに基づいて、
抽出されたキーワードの中から、所定のキーワードが選択される。
【００３８】
　ステップＳ１６において、コンテンツ決定部３６で、選択されたキーワードに基づいて
、ユーザに推薦するコンテンツが決定され、決定されたコンテンツの情報が、表示部１３
に供給される。このようにユーザに推薦するコンテンツが決定されると、コンテンツ決定
処理は終了する。
【００３９】
　次に、情報処理装置１のユーザを含む例えばメッセージ交換サイトの複数のメンバの間
でやり取りされたメッセージをテキスト情報とする場合のコンテンツ決定処理の具体例を
、図４乃至図８を参照して説明する。
【００４０】
　なおこの例の場合、テキスト蓄積部１１には、図３に示すように、上述の複数のメンバ
間でやり取りされたメッセージが蓄積されたメッセージDB(database)５１が設けられてい
る。
【００４１】
　はじめに図４の例を参照して、コンテンツ決定処理の具体例を説明する。
【００４２】
　通常、ユーザの興味や関心は、時間の経過に伴って変化する。例えば１週間前に作成さ
れてやり取りされたメッセージよりも１日前に作成されてやり取りされたメッセージの方
が、ユーザがいま興味を持っている事柄を含んでいることが多い。すなわち現在時刻に時
間的により近い時点で作成されたメッセージから抽出されたキーワードに対するユーザの
関心は高いと考えられる。
【００４３】
　そこで図４の例では、メッセージが作成された時刻に対応する、例えばメッセージの日
付が現在時刻に時間的により近いメッセージから抽出されたキーワードにより大きい重み
を与えるようにしている。
【００４４】
　はじめに図４左に示すように、メッセージの中からタイトル部分のテキスト「レストラ
ン予約」、「来週の食事会」、「沖縄に決定」、「海に行こうよ」、及び「夏休みの予定
」が抽出対象テキストとして取得され、抽出対象テキストに、メッセージの日付及びメッ
セージの送信元（メンバ）の情報が付随される（ステップＳ１１）。
【００４５】
　次に、図４右に示すように、抽出対象テキスト「レストラン予約」からは「レストラン
」及び「予約」が、抽出対象テキスト「来週の食事会」からは「来週」及び「食事会」が
、抽出対象テキスト「沖縄に決定」からは「沖縄」が、抽出対象テキスト「海に行こうよ
」からは「海」が、そして抽出対象テキスト「夏休みの予定」からは「夏休み」及び「予
定」が、それぞれキーワードとして抽出される（ステップＳ１２）。
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【００４６】
　次に、図４右に示すような、キーワード「レストラン」、「予約」、「来週」、「食事
会」、「沖縄」、「海」、「夏休み」、「予定」のそれぞれが抽出された各メッセージの
例えば日付（7/6，7/6，7/5，7/5，7/4，7/3，7/1，7/1）が、各キーワードのキーワード
情報として取得される（ステップＳ１３）。
【００４７】
　次に、日付が現在時刻に時間的により近いメッセージから抽出されたキーワードほど大
きな重みが与えられ、各キーワードの重みが各キーワードに対するポイントとして求めら
れる（ステップＳ１４）。
【００４８】
　例えば、直近のメッセージから抽出されたキーワードの重みが5とされ、過去のメッセ
ージに遡るごとに1づつ小さくなるように重みが与えられて、各キーワードのポイントが
求められる。
【００４９】
　図４の例では、例えば現在の日付が7/7であるとすると、図４右に示すように、日付が7
/6の、直近のメッセージから抽出されたキーワード「レストラン」と「予約」の重みが5
とされ、日付が7/5の、次に現在時刻に近いメッセージから抽出されたキーワード「来週
」と「食事会」の重みが4とされ、日付が7/4の、次に現在時刻に近いメッセージから抽出
されたキーワード「沖縄」の重みが3とされ、日付が7/3の、次に現在時刻に近いメッセー
ジから抽出されたキーワード「海」の重みが2とされ、日付が7/1の、次に現在時刻に近い
メッセージから抽出されたキーワード「夏休み」と「予定」の重みが1とされる。
【００５０】
　そして、各キーワードの重みが、各キーワードに対するポイントとして求められる。
【００５１】
　このように各キーワードのポイントが求められると、例えばポイントが高い順で上位３
個のポイントが得られたキーワードが、ユーザの関心が高いキーワードとして選択され（
ステップＳ１５）、選択されたキーワードに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツが決
定される（ステップＳ１６）。
【００５２】
　このようにしてコンテンツ決定処理が行われ、ユーザに推薦するコンテンツが決定され
る。
【００５３】
　すなわち図４の例では、ユーザの関心事が、夏休みの事柄から食事会の事柄に移行して
いるが、日付が現在時刻に時間的により近いメッセージから抽出されたキーワードの重み
を大きくするようにしたので、ユーザがいま関心を持っている食事会に関するキーワード
「レストラン」、「予約」、「来週」、「食事会」のポイントを、ユーザが以前に関心を
持っていた夏休みに関するキーワード「沖縄」、「海」、「夏休み」、「予定」のポイン
トより大きくすることができる。その結果、ユーザがいま関心を持っている事柄に関連す
るキーワードに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツを決定することができ、ユーザが
より関心を持っている事柄に関連するコンテンツをユーザに推薦することができる。
【００５４】
　次に図５の例を参照して、コンテンツ決定処理の他の具体例を説明する。
【００５５】
　例えばやり取りされたメッセージに複数回出現しているキーワードに、ユーザは高い関
心を持っている場合がある。
【００５６】
　そこで図５の例では、複数回出現しているキーワードのポイントが大きくなるように重
みが付与されている。
【００５７】
　はじめに、図５左に示すように、メッセージの中から本文部分のテキスト「イタリアン
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のお店リストつくりました。」、「来週の食事会はイタリアンはどうでしょう。」、「沖
縄がいいんじゃない？」、「夏休みは海がいいな。」、及び「夏休みの予定を決めましょ
う。」が抽出対象テキストとして取得され、抽出対象テキストに、メッセージの日付が付
随される（ステップＳ１１）。
【００５８】
　次に、図５右上に示すように、抽出対象テキスト「イタリアンのお店リストつくりまし
た。」からは「イタリアン」及び「お店」が、抽出対象テキスト「来週の食事会はイタリ
アンはどうでしょう。」からは「食事会」及び「イタリアン」が、抽出対象テキスト「沖
縄がいいんじゃない？」からは「沖縄」が、抽出対象テキスト「夏休みは海がいいな。」
からは「夏休み」及び「海」が、抽出対象テキスト「夏休みの予定を決めましょう。」か
らは「夏休み」及び「予定」が、それぞれキーワードとして抽出される（ステップＳ１２
）。
【００５９】
　次に、図５右上に示すような、キーワード「イタリアン」、「お店」、「食事会」、「
イタリアン」、「沖縄」、「夏休み」、「海」、「夏休み」、「予定」のそれぞれが抽出
された各メッセージの例えば日付（7/6，7/6，7/5，7/5，7/4，7/3，7/3，7/1，7/1）が
、各キーワードのキーワード情報として取得される（ステップＳ１３）。
【００６０】
　次に、例えば、図４の例の場合と同様に、直近のメッセージから抽出されたキーワード
の重みが5とされ、過去のメッセージに遡るごとに1づつ小さくなるように重みが与えられ
る。
【００６１】
　図５の例では、現在の日付が7/7であるとすると、図５右上に示すように、日付が7/6の
、直近のメッセージから抽出されたキーワード「イタリアン」と「お店」の重みが5とさ
れ、日付が7/5の、次に現在時刻に時間的に近いメッセージから抽出されたキーワード「
食事会」と「イタリアン」の重みが4とされ、日付が7/4の、次に現在時刻に時間的に近い
メッセージから抽出されたキーワード「沖縄」の重みが3とされ、日付が7/3の、次に現在
時刻に近いメッセージから抽出されたキーワード「夏休み」と「海」の重みが2とされ、
日付が7/1の、次に現在時刻に近いメッセージから抽出されたキーワード「夏休み」と「
予定」の重みが1とされる。
【００６２】
　このように各キーワードの重みが与えられると、同じ単語ごと重みが集計されて、各キ
ーワードのポイントが求められる（ステップＳ１４）。
【００６３】
　図５の例では、図５右下に示すように、複数回出現するキーワード「イタリアン」及び
「夏休み」の重みが同じ単語ごとにそれぞれ集計されて、キーワード「イタリアン」及び
「夏休み」のポイント（9(=5＋4)，3(=2＋1)）が求められる。１回だけ出現するキーワー
ド「お店」、「食事会」、「沖縄」、「海」、「予定」については、各キーワードの重み
が、各キーワードに対するポイント（5，4，3，2，1）とされる。
【００６４】
　このように各キーワードのポイントが求められると、例えばポイントが高い順で上位３
個のポイントが得られるキーワードが、ユーザの関心が高いキーワードとして選択され（
ステップＳ１５）、選択されたキーワードに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツが決
定される（ステップＳ１６）。
【００６５】
　このようにしてコンテンツ決定処理が行われ、ユーザに推薦するコンテンツが決定され
る。
【００６６】
　すなわち図５の例では、同じ単語のキーワードが複数回抽出されたとき、それぞれに重
みを与え、その単語のキーワードについて集計した結果得られた重みを、その単語のキー
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ワードのポイントとするようにしたので、例えば、２回出現しているキーワード「イタリ
アン」のポイントを、キーワード「イタリアン」が出現している抽出対象テキストに出現
しているが１回だけ出現しているキーワード「お店」のポイントより大きくすることがで
きる。その結果、ユーザがより関心を持っていると思われる事柄に関連するキーワードに
基づいて、ユーザに推薦するコンテンツを決定することができ、ユーザがより関心を持っ
ている事柄に関連するコンテンツをユーザに推薦することができる。
【００６７】
　次に図６の例を参照して、コンテンツ決定処理の他の具体例を説明する。
【００６８】
　上述したように、やり取りされたメッセージに複数回出現している単語に対して、ユー
ザは高い関心を持っていると考えられるが、図５の例のように、同じキーワードが異なる
抽出対象テキストに複数回出現しているのではなく１つの抽出対象テキストに複数回出現
している場合がある。そのとき図５の例のように複数回出現しているキーワードそれぞれ
に同じ重みを与えると、他のキーワードに比べポイントが大きくなり過ぎることがある。
【００６９】
　そこで図６の例では、１つの抽出対象テキストにおける出現回数が所定回数以上のキー
ワードには所定の小さい重みを与えるようにしている。
【００７０】
　はじめに図６左に示すようなメッセージの中から本文部分のテキスト「イタリアンのお
店リストつくりました。」、「来週の食事会はイタリアンはどうでしょう。」、「沖縄が
いいんじゃない？沖縄といえば、沖縄そば。」、「夏休みは海がいいな。」、及び「夏休
みの予定を決めましょう。」が抽出対象テキストとして取得され、抽出対象テキストに、
メッセージの日付が付随される（ステップＳ１１）。
【００７１】
　次に、図６右上に示すように、抽出対象テキスト「イタリアンのお店リストつくりまし
た。」からは「イタリアン」及び「お店」が、抽出対象テキスト「来週の食事会はイタリ
アンはどうでしょう。」からは「食事会」及び「イタリアン」が、抽出対象テキスト「沖
縄がいいんじゃない？沖縄といえば、沖縄そば。」からは「沖縄」、「沖縄」、及び「沖
縄」が、抽出対象テキスト「夏休みは海がいいな。」からは「夏休み」及び「海」が、抽
出対象テキスト「夏休みの予定を決めましょう。」からは、「夏休み」及び「予定」が、
それぞれキーワードとして抽出される（ステップＳ１２）。
【００７２】
　次に、図６右上に示すような、キーワード「イタリアン」、「お店」、「食事会」、「
イタリアン」、「沖縄」、「沖縄」、「沖縄」、「夏休み」、「海」、「夏休み」、「予
定」のそれぞれの、１つの抽出対象テキストにおける出現回数（1，1，1，1，3，3，3，1
，1，1，1）が、各キーワードのキーワード情報として取得される（ステップＳ１３）。
【００７３】
　次に、例えば、１つの抽出対象テキストにおける出現回数が所定回数以上のキーワード
に所定の小さな重みが与えられる。
【００７４】
　図６の例では、図６右上に示すように、１つの抽出対象テキストにおける出現回数が１
回のキーワードの重みは1とされ、１つの抽出対象テキストにおける出現回数が２回以上
のキーワードの重みは0.5とされる。すなわち、キーワード「イタリアン」、「お店」、
「食事会」、「イタリアン」、「沖縄」、「沖縄」、「沖縄」、「夏休み」、「海」、「
夏休み」、「予定」のそれぞれの重みが、1、1、1、1、0.5、0.5、0.5、1、1、1、1とさ
れる。
【００７５】
　このように各キーワードの重みが与えられると、同じ単語ごとに重みが集計され、各キ
ーワードのポイントが求められる（ステップＳ１４）。
【００７６】
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　図６の例では、図６右下に示すように、複数回出現するキーワード「イタリアン」、「
沖縄」及び「夏休み」の重みが同じ単語ごとにそれぞれ集計されて、キーワード「イタリ
アン」、「沖縄」及び「夏休み」のポイント（2(=1×2)，1.5(=0.5×3)，2(=1×2)）が求
められる。１回だけ出現するキーワード「お店」、「食事会」、「海」、「予定」につい
ては、各キーワードの重みが、各キーワードのポイント（1，1，1，1）とされる。
【００７７】
　このように各キーワードのポイントが求められると、例えばポイントが高い順で上位３
個のポイントが得られるキーワードが、ユーザの関心が高いキーワードとして選択され（
ステップＳ１５）、選択されたキーワードに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツが決
定される（ステップＳ１６）。
【００７８】
　このようにしてコンテンツ決定処理が行われ、ユーザに推薦するコンテンツが決定され
る。
【００７９】
　すなわち図６の例では、１つの抽出対象テキストに複数回出現しているキーワードに、
１つの抽出対象テキストに１回だけ出現しているキーワードに比べてより小さい重みを与
えるようにしたので、例えば、１つの抽出対象テキストに３回出現しているキーワード「
沖縄」のポイントを、例えば異なる抽出対象テキストそれぞれに２回出現しているキーワ
ード「イタリアン」及び「夏休み」のポイントより小さくし、１つの抽出対象テキストに
複数回出現しているキーワードのポイントが大きくなり過ぎることを防止することができ
る。
【００８０】
　また換言すれば、例えば異なる抽出対象テキストに繰り返し出現しているキーワード「
イタリアン」及び「夏休み」は、同じ１つの抽出対象テキストに繰り返し出現しているキ
ーワード「沖縄」に比べ、ユーザが継続的に関心を持っているキーワードであると考えら
れるので、このように重みを与えることにより、ユーザが継続的に関心を持っているキー
ワードのポイントを、同じ抽出対象テキストに繰り返し出現するキーワードのポイントよ
り大きくすることができる。
【００８１】
　その結果、ユーザがより関心を持っていると思われる事柄に関連するキーワードに基づ
いて、ユーザに推薦するコンテンツを決定することができ、ユーザがより関心を持ってい
る事柄に関連するコンテンツをユーザに推薦することができる。
【００８２】
　次に図７の例を参照して、コンテンツ決定処理の他の具体例を説明する。
【００８３】
　抽出対象テキスト上の位置が先頭により近いキーワードに対するユーザの関心は高く、
抽出対象テキスト上の位置が先頭からより遠いキーワードに対するユーザの関心は低いと
も考えられる。
【００８４】
　そこで図７の例では、抽出対象テキスト上の位置が先頭からより近い、つまり、抽出対
象テキスト上の出現の順番が早い（小さい）キーワードにより大きい重みを与えるように
している。
【００８５】
　はじめに、図７上から１番目に示すように、メッセージの中から本文部分のテキスト「
おいしいワインを見つけました。カリフォルニアワインだけど、なかなかおいしいです。
ワインにはおいしいパンとチーズも必要ですね。パンはやっぱりバゲットがいいと思いま
す。パンがあれば、それで十分。それくらい、パンがあるだけで楽しむことができるので
す。」が抽出対象テキストとして取得される（ステップＳ１１）。
【００８６】
　次に、図７上から２番目に示すように、この抽出対象テキストからは、「ワイン」、「
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カリフォルニア」、「ワイン」、「ワイン」、「パン」、「チーズ」、「パン」、「バケ
ット」、「パン」、及び「パン」が、それぞれキーワードとして抽出される（ステップＳ
１２）。
【００８７】
　次に、図７上から２番目に示すように、キーワード「ワイン」、「カリフォルニア」、
「ワイン」、「ワイン」、「パン」、「チーズ」、「パン」、「バケット」、「パン」、
「パン」のそれぞれの抽出対象テキストにおける出現の順番（1，2，3，4，5，6，7，8，
9，10）が、各キーワードのキーワード情報として取得される（ステップＳ１３）。
【００８８】
　次に、例えば、抽出対象テキスト上の出現の順番がより小さいキーワードほどより大き
い重みが与えられる。
【００８９】
　例えば抽出対象テキスト上の出現の順番が最も早い（小さい）キーワードの重みが10と
され、出現の順番が遅く（大きく）なるごとに1づつ小さくなるように重みが与えられる
。
【００９０】
　すなわち図７の例では、図７の上から２番目に示すように、出現の順番が1のキーワー
ド「ワイン」の重みが10とされ、出現の順番が2のキーワード「カリフォルニア」の重み
が9とされる。同様に、出現の順番が3乃至10のキーワード「ワイン」、「ワイン」、「パ
ン」、「チーズ」、「パン」、「バケット」、「パン」、「パン」それぞれの重みが、8
、7、6、5、4、3、2、1とされる。
【００９１】
　このように各キーワードの重みが与えられると、同じ単語ごとに重みが集計され、各キ
ーワードのポイントが求められる（ステップＳ１４）。
【００９２】
　図７の例では、図７の上から3番目に示すように、複数回出現するキーワード「ワイン
」及び「パン」の重みが同じ単語ごとにそれぞれ集計されて、キーワード「ワイン」及び
「パン」のポイント（25(=10＋8＋7)，13(=6＋4＋2＋1)）が求められる。１回だけ出現す
るキーワード「カリフォルニア」、「チーズ」、「バケット」については、各キーワード
の重みが、各キーワードに対するポイント（9，5，3）とされる。
【００９３】
　このように各キーワードのポイントが求められると、例えばポイントが高い順で上位３
個のポイントが得られるキーワードが、ユーザの関心が高いキーワードとして選択され（
ステップＳ１５）、選択されたキーワードに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツが決
定される（ステップＳ１６）。
【００９４】
　このようにしてコンテンツ決定処理が行われ、ユーザに推薦するコンテンツが決定され
る。
【００９５】
　すなわち図７の例では、抽出対象テキスト上の位置が先頭により近いキーワードにより
大きい重みを与えるようにしたので、例えば抽出対象テキストの冒頭に出現するキーワー
ド「ワイン」のポイントを、抽出対象テキストの後半部分に出現するキーワード「パン」
のポイントより大きくすることができる。その結果、ユーザがより関心を持っていると思
われる事柄に関連するキーワードに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツを決定するこ
とができ、ユーザがより関心を持っている事柄に関連するコンテンツをユーザに推薦する
ことができる。
【００９６】
　次に図８の例を参照して、コンテンツ決定処理の他の具体例を説明する。
【００９７】
　図４及び図５の例では、メッセージの日付、つまり、抽出対象テキストの日付を、図６
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の例では、１つの抽出対象テキストにおけるキーワードの出現回数を、図７の例では、キ
ーワードの抽出対象テキスト上の位置を、それぞれキーワード情報とし、キーワード情報
に基づいて各キーワードに重みを与えるようにしたが、これらの例を複数組み合わせるこ
ともできる。
【００９８】
　図８は、図４及び図５の例と図７の例を組み合わせた例を示している。すなわち図８の
例では、抽出対象テキストの日付（図４及び図５の例）と抽出対象テキスト上の位置（図
７の例）とをキーワード情報とし、それらに基づいてキーワードに重みを与えるようにし
ている。
【００９９】
　はじめに、図８上から１番目に示すように、メッセージの中から本文部分のテキスト「
その映画見たよ。「ワイン畑でつかまえて」でしょ？最近の映画の中ではイチオシ。」、
「そうそう。そのワイナリーで撮影した映画があるんだよね。見たことある？この映画？
」、「そのワイン知ってる。映画監督のコッポラのワイナリーのワインだよね？」、及び
「おいしいワインを見つけました。カリフォルニアワインだけど、なかなかいけるよ。チ
ーズも見つけたいな」が抽出対象テキストとして取得され、抽出対象テキストに、メッセ
ージの日付が付随される（ステップＳ１１）。
【０１００】
　次に、図８上から１番目に示すように、抽出対象テキスト「その映画見たよ。「ワイン
畑でつかまえて」でしょ？最近の映画の中ではイチオシ。」からは「映画」、「ワイン」
、「畑」、「映画」が、抽出対象テキスト「そうそう。そのワイナリーで撮影した映画が
あるんだよね。見たことある？この映画？」からは、「ワイナリー」、「映画」、及び「
映画」が、抽出対象テキスト「そのワイン知ってる。映画監督のコッポラのワイナリーの
ワインだよね？」からは、「ワイン」、「映画」、「監督」、「ワイナリー」、及び「ワ
イン」が、抽出対象テキスト「おいしいワインを見つけました。カリフォルニアワインだ
けど、なかなかいけるよ。チーズも見つけたいな」からは、「ワイン」、「カリフォルニ
ア」、「ワイン」、及び「チーズ」が、それぞれキーワードとして抽出される（ステップ
Ｓ１２）。
【０１０１】
　次に、図８上から１番目に示すように、キーワード「映画」、「ワイン」、「畑」、「
映画」、「ワイナリー」、「映画」、「映画」、「ワイン」、「映画」、「監督」、「ワ
イナリー」、「ワイン」、「ワイン」、「カリフォルニア」、「ワイン」、「チーズ」の
それぞれが抽出された各抽出対象テキストの日付（7/14，7/14，7/14，7/14，7/13，7/13
，7/13，7/12，7/12，7/12，7/12，7/12，7/11，7/11，7/11，7/11）と、各抽出対象テキ
スト上の出現の順番（1，2，3，4，1，2，3，1，2，3，4，5，1，2，3，4）とが、キーワ
ード情報として取得される（ステップＳ１３）。
【０１０２】
　次に、例えば、抽出対象テキストの日付が現在時刻により近いキーワードにより大きい
重みが与えられるとともに、各抽出対象テキスト上の出現の順番がより小さいキーワード
により大きい重みが与えられる。
【０１０３】
　図８の例では、まず、図４及び図５の例の場合と同様に、直近のメッセージから抽出さ
れたキーワードの重みが5とされ、過去のメッセージに遡るごとに1づつ小さくなるように
日付による重みが与えられる。次に、図７の例の場合と同様に、例えば各抽出対象テキス
ト上の出現の順番が最も早い（小さい）キーワードの重みが10とされ、出現の順番が大き
くなるごとに1づつ小さくなるように出現の順番による重みが与えられる。そして、各キ
ーワードについて日付による重みと出現の順番による重みとが掛け算され、その結果がキ
ーワードの（最終的な）重みとして与えられる。
【０１０４】
　例えば、現在の日付が7/13であり、日付が7/11から7/12までのメッセージの本文部分を



(14) JP 2008-257655 A 2008.10.23

10

20

30

40

50

抽出対象テキストとするとき、図８上から１番目に示すように、これらの抽出対象テキス
トから抽出されるキーワード「ワイン」、「映画」、「監督」、「ワイナリー」、「ワイ
ン」、「ワイン」、「カリフォルニア」、「ワイン」、「チーズ」のそれぞれの日付によ
る重みが、5、5、5、5、5、4、4、4、4とされ、出現の順番による重みが、10、9、8、7、
6、10、9、8、7とされる。
【０１０５】
　そして、キーワード「ワイン」、「映画」、「監督」、「ワイナリー」、「ワイン」、
「ワイン」、「カリフォルニア」、「ワイン」、「チーズ」それぞれの日付による重みと
出現順番による重みが掛け算され、その結果、各キーワードの重みは、50(=5×10)、45(=
5×9)、40(=5×8)、35(=5×7)、30(=5×6)、40(=4×10)、36(=4×9)、32(=4×8)、28(=4
×7)とされる。
【０１０６】
　あるいは、例えば、現在の日付が7/15であり、日付が7/11から7/14までのメッセージの
本文部分を抽出対象テキストとするとき、図８上から１番目に示すように、これらの抽出
対象テキストから抽出されるキーワード「映画」、「ワイン」、「畑」、「映画」、「ワ
イナリー」、「映画」、「映画」、「ワイン」、「映画」、「監督」、「ワイナリー」、
「ワイン」、「ワイン」、「カリフォルニア」、「ワイン」、「チーズ」のそれぞれの日
付による重みが、5、5、5、5、4、4、4、3、3、3、3、3、2、2、2、2とされ、出現の順番
による重みが、10、9、8、7、10、9、8、10、9、8、7、6、10、9、8、7とされる。
【０１０７】
　そして、キーワード「映画」、「ワイン」、「畑」、「映画」、「ワイナリー」、「映
画」、「映画」、「ワイン」、「映画」、「監督」、「ワイナリー」、「ワイン」、「ワ
イン」、「カリフォルニア」、「ワイン」、「チーズ」それぞれの重みが、50(=5×10)、
45(=5×9)、40(=5×8)、35(=5×7)、40(=4×10)、36(=4×9)、32(=4×8)、30(=3×10)、2
7(=3×9)、24(=3×8)、21(=3×7)、18(=3×6)、20(=2×10)、18(=2×9)、16(=2×8)、14(
=2×7)とされる。
【０１０８】
　このように各キーワードの重みが与えられると、同じ単語ごとに重みが集計されて、各
キーワードのポイントが求められる（ステップＳ１４）。
【０１０９】
　図８の例では、例えば、上述した現在の日付が7/13の場合、図８上から２番目に示すよ
うに、キーワード「ワイン」、「映画」、「監督」、「ワイナリー」、「カリフォルニア
」、「チーズ」のそれぞれのポイント（152(=5×10+5×6+4×10+4×8)，45(=5×9)，40(=
5×8)，35(=5×7)，36(=4×9)，28(=4×7)）が求められる。
【０１１０】
　あるいは、例えば、上述した現在の日付が7/15の場合、図８上から３番目に示すように
、キーワード「映画」、「ワイン」、「畑」、「ワイナリー」、「監督」、「カリフォル
ニア」、「チーズ」のそれぞれのポイント（151(=5×10+5×7+4×9+4×8+3×9)，129(=5
×9+3×10+3×6+2×10+2×8)，40(=5×8)，61(=4×10+3×7)，24(=3×8)，18 (=2×9)，1
4(=2×7)）が求められる。
【０１１１】
　このように各キーワードのポイントが求められると、例えばポイントが高い順で上位３
個のポイントが得られるキーワードが、ユーザの関心が高いキーワードとして選択され（
ステップＳ１５）、選択されたキーワードに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツが決
定される（ステップＳ１６）。
【０１１２】
　このようにしてコンテンツ決定処理が行われ、ユーザに推薦するコンテンツが決定され
る。
【０１１３】
　すなわち図８の例では、日付が現在時刻に時間的に近いキーワード、または抽出対象テ
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キスト上の位置が先頭により近いキーワードにより大きい重みを与えるようにしたので、
例えば、ワインの話題が中心となっている7/11から7/12までの２日間では、キーワード「
ワイン」のポイントを最も大きくすることができ、あるいは、話題の中心がワインから映
画に移行している7/11から7/14までの４日間では、キーワード「映画」のポイントを最も
大きくすることができる。その結果、ユーザがより関心を持っていると思われる事柄に関
連するキーワードに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツを決定することができ、ユー
ザがより関心を持っている事柄に関連するコンテンツをユーザに推薦することができる。
【０１１４】
　なお以上においては、メッセージのタイトル部分（図４）または本文部分（図５乃至図
８）を抽出対象テキストとする場合について説明したが、その他、例えばメッセージが、
「タイトル」、「コメント」、及び「メモ」の項目（以下、テキスト項目と称する）から
構成され、これらのテキスト項目すべてを抽出対象テキストにするとともに、テキスト項
目の種類をキーワード情報として、キーワード情報としてのテキスト項目の種類に応じて
キーワードの重みを変えるようにしてもよい。
【０１１５】
　例えば、テキスト項目「タイトル」に記載されているキーワードが重要であるとも考え
られるので、テキスト項目「タイトル」をユーザの関心が高いテキスト項目の種類とみな
すこともできるし、テキスト項目「コメント」の文字数に制限が無いとすると、より詳細
な記述ができるので、テキスト項目「コメント」をユーザの関心が高いテキスト項目の種
類とみなすこともできる。そこで、ユーザの関心が高いと思われるテキスト項目の種類か
ら抽出されたキーワードにより大きい重みが与えられるようにすることもできる。
【０１１６】
　また以上においては、抽出対象テキストは、メッセージに関連するテキストとしたが、
その他、放送番組や番組情報等の放送コンテンツ、ウェブサイト上の画像データ若しくは
音声データ等のネットワークコンテンツ、またはユーザが所有する画像データ若しくは音
声データに付与される例えばそのコンテンツに対する情報処理装置１のユーザの感想、メ
モ等のユーザにより作成されたテキストとしてもよい。
【０１１７】
　かかる抽出対象テキストを扱う情報処理装置１では、図９に示すように、テキスト蓄積
部１１には、メッセージが蓄積されるメッセージDB５１の他、パーソナルコンテンツが蓄
積されるパーソナルコンテンツDB５２、ネットワークコンテンツが蓄積されるネットワー
クコンテンツDB５３、及び、放送コンテンツが蓄積される放送コンテンツDB５４が設けら
れる。各DBには、上述したようなユーザにより作成されたテキストが含まれるテキスト情
報が各コンテンツに関連付けられて格納されている。
【０１１８】
　なお、パーソナルコンテンツDB５２に蓄積されるパーソナルコンテンツは、例えば、情
報処理装置１に脱着可能な状態で接続された図示せぬメモリカード等から取得されて蓄積
され、ネットワークコンテンツDB５３に蓄積されるネットワークコンテンツは、例えば、
図示せぬウェブサイトのサーバからインターネットを介して取得されて蓄積され、放送コ
ンテンツDB５４に蓄積される放送コンテンツは、例えば、図示せぬ放送局のサーバからイ
ンターネットあるいは放送波を介して取得されて蓄積される。
【０１１９】
　ところでコンテンツの種類には、大きく分けてユーザが生成または管理するもの、つま
り、ユーザが著作権を持っているものとそうでないものとがあるが、ユーザが著作権を持
っているコンテンツに対するユーザの関心は高いか、若しくは、関心の解析対象そのもの
と考えられる。すなわち、ユーザが著作権を持っている例えばパーソナルコンテンツ（例
えばパーソナルコンテンツDB５２に格納されているコンテンツ）等に付与された抽出対象
テキストから抽出されたキーワードに対するユーザの関心は高く、ユーザが著作権を持っ
ていない例えば放送コンテンツ、ネットワークコンテンツ（例えば、ネットワークコンテ
ンツDB５３や放送コンテンツDB５４に格納されているコンテンツ）等に付与された抽出対
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象テキストから抽出されたキーワードに対するユーザの関心は低いと考えることもできる
。
【０１２０】
　そこで、キーワードが抽出される抽出対象テキストが関連付けられているコンテンツの
種類がキーワード情報として取得され、ユーザの関心が高いコンテンツの種類のキーワー
ドにより大きい重みが与えられるようにすることもできる。
【０１２１】
　以上のように、情報処理装置１は、ユーザにより作成されたテキストからキーワードを
抽出し、抽出されたキーワードの所定のキーワード情報を取得し、キーワード情報に基づ
いて、キーワードに対するユーザの関心の高さを表すポイントを求め、ポイントに基づい
て、抽出されたキーワードの中から所定のキーワードを選択し、選択されたキーワードに
基づいて、ユーザに推薦するコンテンツを決定するようにしたので、すなわち、ユーザに
より作成されたテキストに基づいて、ユーザに推薦するコンテンツを決定するようにした
ので、ユーザの意向の範囲で、ユーザに推薦するコンテンツの範囲を、決定することがで
きる。
【０１２２】
　なお、キーワード情報は、上述したものに限定されるものではなく、その他、例えば、
キーワードが含まれる抽出対象テキストの数や、キーワードが抽出対象テキストに出現す
る期間等を用いてもよい。
【０１２３】
　また、抽出対象テキストで構成されるコンテンツは、メッセージに限定されるものでは
なく、その他、例えば、ウェブログに含まれるテキスト等であってもよい。
【０１２４】
　抽出対象テキストが付与されるコンテンツは、放送コンテンツ、ネットワークコンテン
ツ、パーソナルコンテンツに限定されるものではない。
【０１２５】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュー
タ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが
可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインスト
ールされる。
【０１２６】
　図１０は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェ
アの構成例を示すブロック図である。
【０１２７】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）７１，ROM（Read Only Memor
y）７２，RAM（Random Access Memory）７３は、バス７４により相互に接続されている。
【０１２８】
　バス７４には、さらに、入出力インタフェース７５が接続されている。入出力インタフ
ェース７５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる入力部７６、ディスプ
レイ、スピーカなどよりなる入力部７７、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりな
る記憶部７８、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部７９、磁気ディスク、光
ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア８１を駆動
するドライブ８０が接続されている。
【０１２９】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU７１が、例えば、記憶部７８に記憶さ
れているプログラムを、入出力インタフェース７５及びバス７４を介して、RAM７３にロ
ードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１３０】
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　コンピュータ（CPU７１）が実行するプログラムは、例えば、磁気ディスク（フレキシ
ブルディスクを含む）、光ディスク（CD－ROM(Compact Disc－Read Only Memory),DVD(Di
gital Versatile Disc)等）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパッ
ケージメディアであるリムーバブルメディア８１に記録して、あるいは、ローカルエリア
ネットワーク、インターネット、ディジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒
体を介して提供される。
【０１３１】
　そして、プログラムは、リムーバブルメディア８１をドライブ８０に装着することによ
り、入出力インタフェース７５を介して、記憶部７８にインストールすることができる。
また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部７９で受信し、記憶部
７８にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM７２や記憶部７８に
、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１３２】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０１３３】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明を適用した情報処理装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】コンテンツ決定部１２におけるコンテンツ決定処理を説明するフローチャートで
ある。
【図３】本発明を適用した情報処理装置の他の構成例を示すブロック図である。
【図４】コンテンツ決定処理の具体例を説明する図である。
【図５】コンテンツ決定処理の具体例を説明する図である。
【図６】コンテンツ決定処理の具体例を説明する図である。
【図７】コンテンツ決定処理の具体例を説明する図である。
【図８】コンテンツ決定処理の具体例を説明する図である。
【図９】本発明を適用した情報処理装置の他の構成例を示すブロック図である。
【図１０】本発明を適用したコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【０１３５】
　１　情報処理装置，　１１　テキスト蓄積部，　１２　コンテンツ決定部，　１３　表
示部，　３１　抽出対象テキスト取得部，　３２　キーワード抽出部，　３３　キーワー
ド情報取得部，　３４　関心度演算部，　３５　キーワード選択部，　３６　コンテンツ
決定部，　５１　メッセージDB，　５２　パーソナルコンテンツDB，　５３　ネットワー
クコンテンツDB，　５４　放送コンテンツDB，　７１　ＣＰＵ，　７２　ＲＯＭ，　７３
　ＲＡＭ，　７４　バス，　７５　入出力インタフェース，　７６　入力部，　７７　入
力部，　７８　記憶部，　７９　通信部，　８０　ドライブ，　８１　リムーバブルメデ
ィア
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月24日(2008.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　キーワード選択部３５は、例えば、関心度演算部３４から供給されたポイントのうちの
高い順で上位３個のポイントが得られたキーワード、つまり、ユーザの関心が高いキーワ
ードを、所定のキーワードとして選択して、コンテンツ決定部３６に供給する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１０】
　あるいは、例えば、上述した現在の日付が7/15の場合、図８上から３番目に示すように
、キーワード「映画」、「ワイン」、「畑」、「ワイナリー」、「監督」、「カリフォル
ニア」、「チーズ」のそれぞれのポイント（180(=5×10+5×7+4×9+4×8+3×9)，129(=5
×9+3×10+3×6+2×10+2×8)，40(=5×8)，61(=4×10+3×7)，24(=3×8)，18 (=2×9)，1
4(=2×7)）が求められる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２８】
　バス７４には、さらに、入出力インタフェース７５が接続されている。入出力インタフ
ェース７５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる入力部７６、ディスプ
レイ、スピーカなどよりなる出力部７７、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりな
る記憶部７８、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部７９、磁気ディスク、光
ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア８１を駆動
するドライブ８０が接続されている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】
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