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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　議論が行われている間の時点で表示手段に表示出力されている資料情報と議論が行われ
ている間に当該表示出力されている資料情報になされた書き込みとに基づき議論の進行に
したがって逐次生成される議論状況情報と、前記話題と前記議論状況情報を対応付ける話
題対応情報とが蓄積される議論状況情報保持手段と、
　議論を開始する際に、議論を開始する話題についての議論の開始を示す議論開始操作を
受け付ける議論開始操作受付手段と、
　議論が終了した際に、議論の終了した話題についての議論の終了を示す議論終了操作を
受け付ける議論終了操作受付手段と、
　前記議論開始操作受付手段により議論開始操作が受け付けられた話題または前記議論終
了操作受付手段により前記議論終了操作が受け付けられた話題に対応する前記議論状況情
報を特定し、前記話題と該話題に対応する議論状況情報とを対応付ける話題対応情報を生
成する話題対応情報生成手段と、
　前記議論終了操作受付手段により議論終了操作が受け付けられた話題が、前記議論終了
操作の受付の前に前記議論開始操作受付手段により議論開始操作が受け付けられた話題で
ある第１の話題と異なる話題である第２の話題である場合に、前記議論終了操作受付手段
により議論終了操作が受け付けられたことに応じて、前記議論状況情報保持手段に蓄積さ
れている複数の話題についての議論状況情報から、前記話題対応情報に基づき前記第１の
話題に対応付けられている議論状況情報のうち最新の議論状況情報を特定し、当該特定し
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た議論状況情報に対応する画面が表示されるよう制御を行う対応画面表示出力制御手段と
、
　を含むことを特徴とする議論支援装置。
【請求項２】
　前記資料情報は前記議論の話題と予め対応付けられており、
　前記議論状況情報保持手段に蓄積される議論状況情報を特定の話題と対応付けるか否か
を、各議論状況情報の基である前記資料情報に対応付けられた話題に基づき判断する判断
手段をさらに含み、
　前記話題対応情報生成手段は、前記判断手段による判断結果に基づき、前記議論開始操
作受付手段により議論開始操作が受け付けられた話題または前記議論終了操作受付手段に
より前記議論終了操作が受け付けられた話題と、前記議論状況情報とを対応付ける話題対
応情報を生成する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の議論支援装置。
【請求項３】
　前記対応画面表示出力制御手段による制御に基づき表示される前記議論状況情報に対応
する画面の変更操作を受け付ける再開情報変更受付手段と、
　前記再開情報変更受付手段により受け付けられた変更操作に応じて、前記対応画面表示
出力制御手段による制御に基づき表示される前記議論状況情報に対応する画面を、前記議
論状況情報保持手段への蓄積の順番が前記最新の議論状況情報の次、または前の議論状況
情報に対応する画面に変更する再開情報変更手段と、
　前記再開情報変更手段により変更された議論状況情報に対応する画面に基づき、蓄積の
順番が、前記対応する画面が表示されている議論状況情報の次以後である議論状況情報が
前記第２の話題に対応付けられるよう、前記話題対応情報を更新する話題対応情報更新手
段と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の議論支援装置。
【請求項４】
　議論が行われている間の時点で表示手段に表示出力されている資料情報と議論が行われ
ている間に当該表示出力されている資料情報になされた書き込みとに基づき議論の進行に
したがって逐次生成される議論状況情報と、前記話題と前記議論状況情報を対応付ける話
題対応情報とを議論状況情報保持手段に蓄積させる手段、
　議論を開始する際に、議論を開始する話題についての議論の開始を示す議論開始操作を
受け付ける議論開始操作受付手段、
　議論が終了した際に、議論の終了した話題についての議論の終了を示す議論終了操作を
受け付ける議論終了操作受付手段、
　前記議論開始操作受付手段により議論開始操作が受け付けられた話題または前記議論終
了操作受付手段により前記議論終了操作が受け付けられた話題に対応する前記議論状況情
報を特定し、前記話題と該話題に対応する議論状況情報とを対応付ける話題対応情報を生
成する話題対応情報生成手段、
　前記議論終了操作受付手段により議論終了操作が受け付けられた話題が、前記議論終了
操作の受付の前に前記議論開始操作受付手段により議論開始操作が受け付けられた話題で
ある第１の話題と異なる話題である第２の話題である場合に、前記議論終了操作受付手段
により議論終了操作が受け付けられたことに応じて、前記議論状況情報保持手段に蓄積さ
れている複数の話題についての議論状況情報から、前記話題対応情報に基づき前記第１の
話題に対応付けられている議論状況情報のうち最新の議論状況情報を特定し、当該特定し
た議論状況情報に対応する画面が表示されるよう制御を行う対応画面表示出力制御手段、
　としてコンピュータを機能させるための議論支援プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、議論支援装置及び議論支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　話題について考えや意見を複数の人が表出しあう議論を支援する議論支援装置が存在す
る。特許文献１には、会議における議論の流れを木構造で表示する技術が開示されている
。特許文献２には、会議に用いられる画面の変更を検知して画面キャプチャを行う技術が
開示されている。議論においては、ある話題に関する議論が他の話題に関する事項にまで
及ぶことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１１９９５９号公報
【特許文献２】特開２００６－１４６３１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、議論の過程で蓄積された、複数の話題についての議論の状況を示す情報のう
ちから、特定の話題についての議論の状況を示す情報が特定される議論支援装置及び議論
支援プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、議論支援装置であって、議論が行われている時間に含まれる
一時点における議論の状況を示す議論状況情報を複数保持する議論状況情報保持手段と、
議論の終了した話題についての議論の終了を示す議論終了操作を受け付ける議論終了操作
受付手段と、少なくとも１つの前記議論状況情報に基づいて、前記議論終了操作を受け付
けた時点以前の時点における議論の状況を示す少なくとも１つの前記議論状況情報のうち
から特定される、前記話題に対応する議論状況情報を示す話題対応情報を生成する話題対
応情報生成手段と、を含むこととしたものである。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の議論支援装置であって、前記議論状況情報
に基づいて、当該議論状況情報が前記話題についての議論の状況を示すか否かを判断する
判断手段、をさらに含み、前記話題対応情報生成手段が、前記判断手段による判断結果に
基づいて、前記話題対応情報を生成することとしたものである。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の議論支援装置であって、前記判断手段が、
前記議論終了操作を受け付けた時点に対応する議論状況情報と、前記判断の対象となる議
論状況情報と、の比較結果に基づいて、前記判断の対象となる議論状況情報が前記話題に
ついての議論の状況を示すか否かを判断することとしたものである。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は３に記載の議論支援装置であって、前記判断手
段が、前記各議論状況情報について、前記議論状況情報に対応する時点に基づく順序に従
って順次判断して、前記話題対応情報生成手段が、前記判断手段による判断結果が変化し
た際の前記判断の対象である議論状況情報に基づいて、前記話題対応情報を生成すること
としたものである。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一項に記載の議論支援装置であっ
て、前記議論状況情報に基づいて、当該議論状況情報と前記話題との関連又は乖離の程度
を示す、当該議論状況情報に対応する指標を算出する指標算出手段、をさらに含み、前記
話題対応情報生成手段が、前記各議論状況情報に対応する指標に基づいて特定される議論
状況情報を示す前記話題対応情報を生成することとしたものである。
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【００１０】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から５のいずれか一項に記載の議論支援装置であっ
て、利用者からの要求に応じて、前記話題対応情報を更新する話題対応情報更新手段、を
さらに含むこととしたものである。
【００１１】
　請求項７に記載の発明は、請求項１から６のいずれか一項に記載の議論支援装置であっ
て、前記議論終了操作受付手段が前記議論終了操作を受け付けた後に、前記議論状況情報
保持手段に保持されている議論状況情報であって、前記話題対応情報生成手段により生成
される話題対応情報が示す議論状況情報とは異なる議論状況情報のうちのいずれかである
議論状況情報に対応する画面を表示出力する対応画面表示出力手段、をさらに含むことと
したものである。
【００１２】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の議論支援装置であって、前記対応画面表示
出力手段が、前記話題に対応する議論状況情報とは異なる議論状況情報のうちの、対応す
る時点が最も後である議論状況情報に対応する画面を表示出力することとしたものである
。
【００１３】
　請求項９に記載の発明は、請求項１から８のいずれか一項に記載の議論支援装置であっ
て、議論が開始された話題についての議論の開始を示す議論開始操作を受け付ける議論開
始操作受付手段、をさらに含み、前記話題対応情報生成手段が、前記議論終了操作受付手
段が前記話題についての議論の終了を示す議論終了操作を受け付ける前に、前記話題とは
異なる他の話題についての議論開始操作を受け付けた場合に、前記他の話題についての議
論開始操作を受け付けてから前記話題についての議論終了操作を受け付けるまでの時間に
含まれる時点に対応する議論状況情報のうちから特定される、前記他の話題に対応する議
論状況情報を示す話題対応情報をさらに生成することとしたものである。
【００１４】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１から９のいずれか一項に記載の議論支援装置であ
って、前記話題対応情報生成手段が、対応する時点に基づく順序が互いに隣接する議論状
況情報を示す話題対応情報を生成することとしたものである。
【００１５】
　請求項１１に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一項に記載の議論支援装置であ
って、前記議論終了操作受付手段が前記議論終了操作を受け付けた後に、前記議論状況情
報保持手段に保持されている議論状況情報であって、前記話題対応情報生成手段により生
成される話題対応情報が示す議論状況情報とは異なる議論状況情報のうちのいずれかであ
る議論状況情報に対応する画面を表示出力する対応画面表示出力手段と、利用者からの要
求に応じて、前記話題対応情報を更新する話題対応情報更新手段と、をさらに含み、前記
話題対応情報更新手段が、前期対応画面表示出力手段による前記議論状況情報に対応する
画面の表示出力後に受け付ける、利用者からの要求に応じて、前記話題対応情報を更新す
ることとしたものである。
【００１６】
　請求項１２に記載の発明は、議論支援プログラムであって、議論が行われている時間に
含まれる一時点における議論の状況を示す議論状況情報を複数、議論状況情報保持手段に
保持させる手段、議論の終了した話題についての議論の終了を示す議論終了操作を受け付
ける議論終了操作受付手段、少なくとも１つの前記議論状況情報に基づいて、前記議論終
了操作を受け付けた時点以前の時点における議論の状況を示す少なくとも１つの前記議論
状況情報のうちから特定される、前記話題に対応する議論状況情報を示す話題対応情報を
生成する話題対応情報生成手段、としてコンピュータを機能させることとしたものである
。
【発明の効果】
【００１７】
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　請求項１，１２に記載の発明によれば、議論の過程で蓄積された、複数の話題について
の議論の状況を示す情報のうちから、特定の話題についての議論の状況を示す情報が特定
される。
【００１８】
　請求項２に記載の発明によれば、各議論状況情報が予め定められた議論の状況を示すか
否かに基づいて、特定の話題についての議論の状況を示す情報が特定される。
【００１９】
　請求項３に記載の発明によれば、議論終了操作を受け付けた時点に対応する議論状況情
報と、判断の対象となる議論状況情報との比較結果に基づいて、特定の話題についての議
論の状況を示す情報が特定される。
【００２０】
　請求項４に記載の発明によれば、各議論状況情報が予め定められた議論の状況を示すか
否かが、議論状況情報に対応する時点の順序に従って判断され、判断結果が変化した際の
議論状況情報に基づいて、特定の話題についての議論の状況を示す情報が特定される。
【００２１】
　請求項５に記載の発明によれば、議論状況情報と予め定められた話題との関連又は乖離
の程度に基づいて、特定の話題についての議論の状況を示す情報が特定される。
【００２２】
　請求項６に記載の発明によれば、話題対応情報生成手段によって生成される話題対応情
報が、利用者からの要求に応じて更新される。
【００２３】
　請求項７に記載の発明によれば、議論終了操作を受け付けた後に、その議論終了操作に
対応する話題についての議論の状況を示す情報とは異なる情報に対応する画面が表示出力
される。
【００２４】
　請求項８に記載の発明によれば、議論終了操作を受け付けた後に、その議論終了操作に
対応する話題についての議論の状況を示す情報とは異なる情報のうち、対応する時点が最
も後である情報に対応する画面が表示出力される。
【００２５】
　請求項９に記載の発明によれば、議論終了操作を受け付ける前に、その議論終了操作に
対応する話題とは異なる話題に対応する議論開始操作を受け付けた場合に、その議論開始
操作に対応する話題についての議論の状況を示す情報が生成される。
【００２６】
　請求項１０に記載の発明によれば、議論の過程で蓄積された、複数の話題についての議
論の状況を示す情報のうちから、対応する時点に基づく順序が互いに隣接する、特定の話
題についての議論の状況を示す情報が特定される。
【００２７】
　請求項１１に記載の発明によれば、議論終了操作を受け付けた後に、その議論終了操作
に対応する話題についての議論の状況を示す情報とは異なる情報に対応する画面が表示出
力され、その表示出力後に受け付ける利用者からの要求に応じて、話題対応情報生成手段
によって生成される話題対応情報が更新される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態に係る議論支援装置のハードウェア構成の一例を示す図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係る議論支援装置により実現される機能の一例を示す機能
ブロック図である。
【図３】操作画面の一例を示す図である。
【図４】議論状況情報のデータ構造の一例を示す図である。
【図５】話題対応情報のデータ構造の一例を示す図である。
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【図６】本実施形態に係る議論支援装置で行われる処理の流れの一例を示すフロー図であ
る。
【図７Ａ】議論状況情報と議題との対応関係の一例を示す図である。
【図７Ｂ】議論状況情報と議題との対応関係の一例を示す図である。
【図７Ｃ】議論状況情報と議題との対応関係の一例を示す図である。
【図８】本実施形態に係る議論支援装置で行われる処理の流れの一例を示すフロー図であ
る。
【図９Ａ】議論状況情報と議題との対応関係の一例を示す図である。
【図９Ｂ】議論状況情報と議題との対応関係の一例を示す図である。
【図９Ｃ】議論状況情報と議題との対応関係の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の一実施形態について図面に基づき詳細に説明する。
【００３０】
　図１のハードウェア構成図に例示するように、本実施形態における議論支援装置１０は
、例えば、制御部１２、記憶部１４、ユーザインタフェース（ＵＩ）部１６、通信部１８
を含んでいる。これらの要素は、バスなどを介して接続される。
【００３１】
　制御部１２は、ＣＰＵ等のプログラム制御デバイスであり、議論支援装置１０にインス
トールされるプログラムに従って動作する。記憶部１４は、ＲＯＭやＲＡＭ等の記憶素子
やハードディスクなどである。記憶部１４には、制御部１２によって実行されるプログラ
ムなどが記憶される。また、記憶部１４は、制御部１２のワークメモリとしても動作する
。ＵＩ部１６は、ディスプレイ、プロジェクタ、スクリーン、カメラ、マイク、スピーカ
ー、マウス、ボタンなどであり、利用者が行った操作の内容や、利用者が入力した音声を
制御部１２に出力する。また、このＵＩ部１６は、制御部１２から入力される指示に従っ
て情報を表示出力したり音声出力したりする。本実施形態では、ＵＩ部１６は、２つの出
力装置（例えば、ディスプレイ、及び、プロジェクタを介して出力される画像が投影され
るスクリーン）を備えている。通信部１８は、例えば、ネットワークボードなどの通信イ
ンタフェースであり、ＬＡＮなどのネットワークを介して接続されるファイルサーバ（図
示せず）などとの間で情報の送受信を行う。
【００３２】
　図２は、本実施形態に係る議論支援装置１０により実現される機能の一例を示す機能ブ
ロック図である。図２に例示するように、議論支援装置１０は、資料情報記憶部２０、議
論進行制御部２２、操作信号受付部２４、進行中話題情報保持部２６、議論状況情報保持
部２８、指標算出部３０、判断部３２、話題対応情報生成部３４、対応画面表示出力部３
６、話題対応情報更新部３８、を含むものとして機能する。操作信号受付部２４は、議論
開始操作信号受付部２４ａと、議論終了操作信号受付部２４ｂを含んでいる。指標算出部
３０は、関連度算出部３０ａと、乖離度算出部３０ｂと、を含んでいる。資料情報記憶部
２０、進行中話題情報保持部２６、議論状況情報保持部２８は、記憶部１４を主として実
現される。その他の要素は制御部１２を主として実現される。
【００３３】
　これらの要素は、コンピュータである議論支援装置１０にインストールされたプログラ
ムを、議論支援装置１０の制御部１２で実行することにより実現されている。このプログ
ラムは、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどのコンピュータ可読な情報伝達媒体
を介して、あるいは、インターネットなどの通信ネットワークを介して議論支援装置１０
に供給される。
【００３４】
　資料情報記憶部２０は、議論（例えば、会議などにおける議論）において用いられる電
子文書などの資料情報を記憶する。なお、資料情報記憶部２０は、通信部１８を介して接
続されるファイルサーバが備えるハードディスクなどにより実現されていてもよい。本実
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施形態では、いくつかの資料情報に、例えば、議論の話題（本実施形態では、例えば、議
題）に対応する（例えば、議題の識別子や名称が示されている）電子的な目印（例えば、
電子付箋）が付されている。
【００３５】
　議論進行制御部２２は、利用者からの要求や操作を受け付けて、議論の進行を支援する
制御を行う。
【００３６】
　議論進行制御部２２は、具体的には、例えば、図３に例示する操作画面４０をディスプ
レイなどのＵＩ部１６に表示出力する。
【００３７】
　図３は、操作画面４０の一例を示す図である。図３に例示するように、操作画面４０は
、議題ボタン４２、議論開始ボタン４４、議論終了ボタン４６、再開情報変更ボタン４８
、資料情報選択ボタン５０、を含んでいる。
【００３８】
　議題ボタン４２には、例えば、会議における議題の識別子や名称が示されている。議論
進行制御部２２は、資料情報記憶部２０に記憶されている資料情報に付されている電子付
箋などに基づいて、議題ボタン４２を生成してＵＩ部１６に表示出力する。このように、
議題ボタン４２は、議題に対応している。そして、議論進行制御部２２は、各議題に対応
する、議論開始ボタン４４、議論終了ボタン４６、再開情報変更ボタン４８を生成してデ
ィスプレイなどのＵＩ部１６に表示出力する。
【００３９】
　資料情報選択ボタン５０は、資料情報記憶部２０に記憶されている各資料情報（例えば
、電子文書など）に対応する。資料情報選択ボタン５０には、資料情報を代表する情報（
例えば、識別子や名称や要約や代表する頁を表す画像など）が示されている。
【００４０】
　利用者が、例えば、マウスなどのＵＩ部１６により議題ボタン４２を押下すると、議論
進行制御部２２は、議題ボタン４２が押下されたことを示す信号を受け付けて、その議題
ボタン４２に対応する電子付箋が付されている資料情報の、例えば、電子付箋が付されて
いる位置に対応する部分を示す情報を、例えば、プロジェクタなどを介してスクリーンな
どのＵＩ部１６へ出力する。
【００４１】
　利用者が、例えば、マウスなどのＵＩ部１６により資料情報選択ボタン５０を押下する
と、議論進行制御部２２が、例えば、資料情報選択ボタン５０が押下されたことを示す信
号を受け付けて、押下された資料情報選択ボタン５０に対応する資料情報の予め定められ
た部分（例えば、最初の頁）を示す情報を、例えば、プロジェクタなどを介してスクリー
ンなどのＵＩ部１６へ出力する。本実施形態では、利用者が、例えば、予定されていた議
題に関連する資料に対応する資料情報選択ボタン５０を押下した際には、議論進行制御部
２２は、その資料を出力する。
【００４２】
　操作信号受付部２４は、利用者による操作に応じて、予め定められた議題についての議
論の開始や終了を示す信号を受け付ける。議論開始操作信号受付部２４ａは、予め定めら
れた議題についての議論の開始を示す議論開始操作信号を受け付ける。議論終了操作信号
受付部２４ｂは、議論が終了した議題についての議論の終了を示す議論終了操作信号を受
け付ける。
【００４３】
　利用者が、例えば、操作画面４０の議論開始ボタン４４をマウスなどのＵＩ部１６によ
り押下すると、議論開始操作信号受付部２４ａが、議論開始ボタン４４に対応する議題（
例えば、議題Ａ）の識別子に関連付けられた、その議題についての議論の開始を示す議論
開始操作信号を受け付ける。本実施形態では、この場合、議論進行制御部２２が、議論が
開始される議題などの話題（例えば、上述の場合は議題Ａ）を示す進行中話題情報（例え
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ば、議題の識別子）を生成して、進行中話題情報保持部２６に出力する。進行中話題情報
保持部２６は、少なくとも１つの進行中話題情報を、例えば、スタック構造などのデータ
構造により保持する。
【００４４】
　そして、利用者が、ＵＩ部１６から出力される資料情報（例えば、スクリーンに投影さ
れる資料情報）に対して、電子ペンなどを用いて文字や図形などを書き込むと、議論進行
制御部２２が、書き込まれた文字や図形などを検出して、資料情報に重ね合わせてスクリ
ーンなどのＵＩ部１６へ出力する。議論進行制御部２２は、具体的には、例えば、電子ペ
ンの筆圧を検出することによって、書き込まれた文字や図形などを検出する。また、議論
進行制御部２２は、スクリーンの隅に配置されているカメラや、電子ペンに搭載されてい
るカメラなどにより予め定められた時間間隔で撮像される画像に基づいて検出される電子
ペンの動きに基づいて、書き込まれた文字や図形などを検出してもよい。
【００４５】
　議論進行制御部２２は、議論が行われている時間に含まれるその時点における議論の状
況を示す議論状況情報５２を生成する（図４参照）。図４は、議論状況情報５２のデータ
構造の一例を示す図である。図４に例示するように、議論状況情報５２は、例えば、議論
状況情報５２の識別子である議論状況情報識別子５４と、対応時点情報５６と、議論状況
実体情報５８と、を含む。対応時点情報５６は、議論状況情報５２に対応する時点に対応
する。本実施形態では、対応時点情報５６は、例えば、議論状況情報５２の生成時刻を示
している。このように、本実施形態では、議論状況情報５２は、例えば、時刻に対応する
。なお、対応時点情報５６が、議論状況情報５２が生成された順序を示す番号を示してい
てもよい。議論状況実体情報５８は、議論状況情報５２の実体を示す。議論状況実体情報
５８は、例えば、ある時点における発言内容に対応する文字列、電子掲示板などにおける
議論においてある時点に書き込まれた投稿記事の内容、ある時点までに電子ペンなどを用
いて資料情報に書き込まれた文字や図形、ある時点までに電子ペンなどを用いて書き込ま
れた文字や図形を資料情報に重ね合わせた画像などである。議論状況実体情報５８は、本
実施形態では、具体的には、例えば、議論進行制御部２２が、プロジェクタを介してスク
リーンなどのＵＩ部１６に出力している情報（画像）をキャプチャすることにより生成さ
れる画像などである。
【００４６】
　議論進行制御部２２は、例えば、資料情報選択ボタン５０が押下されたことを示す信号
を受け付けて、ＵＩ部１６に出力する情報を変更する際に、その変更の直前にＵＩ部１６
に出力されていた情報に基づいて議論状況情報５２を生成する。また、操作画面４０や、
スクリーンに出力されている画面が画面保存ボタン（図示せず）を含んでいる場合には、
その画面保存ボタンをマウスなどのＵＩ部１６により利用者が押下した場合に、議論進行
制御部２２が、画面保存ボタンが押下されたことを検出して、その時点にＵＩ部１６に出
力されている情報に基づいて議論状況情報５２を生成してもよい。また、議論進行制御部
２２は、予め定められた時間間隔や、予め定められた条件に基づくタイミングで議論状況
情報５２を生成してもよい。
【００４７】
　そして、議論進行制御部２２は、生成した議論状況情報５２を議論状況情報保持部２８
に出力する。そして、議論状況情報保持部２８が、この議論状況情報５２を保持する。本
実施形態では、議論が進行するに従って、議論状況情報保持部２８に、議論が少なくとも
１つの議論状況情報５２が蓄積される。
【００４８】
　以下、本実施形態では、議論開始操作信号受付部２４ａが最初の議題に対応する議論開
始操作信号を受け付けてからｎ番目に生成された議論状況情報５２を議論状況情報５２（
ｎ）と表現する。
【００４９】
　例えば、利用者などの議論の参加者が、進行中話題情報保持部２６に最後に追加された
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進行中話題情報が示す話題（すなわち、現在進行中だと考えられる議題（例えば、議題Ａ
））について議論するうちに、他の話題に議論が及び、その話題について結論が得られる
ことがある。このような場合は、利用者が、その話題（例えば、議題Ｂ）に対応する議論
終了ボタン４６をマウスなどのＵＩ部１６により押下してもよい。このように、利用者が
、議論の開始時に押下した議論開始ボタン４４に対応する議題（例えば、議題Ａ）に対応
する議論終了ボタン４６を押下する前に、その話題とは異なる話題（例えば、議題Ｂ）に
対応する議論終了ボタン４６を押下してもよい。また、対応する議題が操作画面４０に表
示されていない場合は、利用者は、「新規議題」に対応する議論終了ボタン４６を押下し
てもよい。
【００５０】
　また、例えば、利用者などの議論の参加者が、進行中話題情報保持部２６に最後に追加
された進行中話題情報が示す話題（すなわち、現在進行中だと考えられる話題（例えば、
議題Ａ））について議論するうちに、他の話題に議論が及び、その話題について議論して
いることに気がつくことがある。このような場合は、利用者が、その話題（例えば、議題
Ｂ）に対応する議論開始ボタン４４を、その話題について議論していることに気がついた
時点でマウスなどのＵＩ部１６により押下してもよい。このように、利用者が、議論の開
始時に押下した議論開始ボタン４４に対応する話題（例えば、議題Ａ）に対応する議論終
了ボタン４６を押下する前に、その話題とは異なる話題（例えば、議題Ｂ）に対応する議
論開始ボタン４４を押下してもよい。
【００５１】
　指標算出部３０は、議論状況情報保持部２８に保持されている議論状況情報５２に基づ
いて、その議論状況情報５２と議題との関連又は乖離の程度を示す、その議論状況情報５
２に対応する指標を算出する。関連度算出部３０ａは、議論状況情報５２と議題との関連
の程度を示す関連度を算出する。乖離度算出部３０ｂは、議論状況情報５２と議題との乖
離の程度を示す乖離度を算出する。なお、指標算出部３０が、関連度と乖離度との両方を
算出してもよい。
【００５２】
　関連度算出部３０ａは、具体的には、例えば、議論状況実体情報５８に議題Ｂ（あるい
は、議題Ａ）に対応する電子付箋が付されているか否か、に基づいて、議論状況情報５２
と議題Ｂとの関連度を算出する。なお、関連度算出部３０ａは、議論状況実体情報５８が
、対応する時刻が次である議論状況情報５２（直後議論状況情報）と共通の電子文書を示
しているか否か、議論状況情報５２に対応する時刻と直後議論状況情報に対応する時刻と
の差分が予め定められた時間（例えば、１０秒）以下であるか否か、議論状況実体情報５
８に直後議論状況情報と異なる利用者による書込がされているか否か、などに基づいて、
上述の関連度を算出してもよい。なお、関連度算出部３０ａは、議論状況情報５２と議題
Ａとの関連度を算出してもよい。
【００５３】
　乖離度算出部３０ｂは、具体的には、例えば、議論状況実体情報５８が、対応する時刻
が直前の議論状況情報５２（直前議論状況情報）と異なる電子文書を示しているか否か、
議論状況実体情報５８に議題Ｂに対応する電子付箋が付されているか否か、議題Ａに対応
する議論開始ボタン４４が押下された時点以降に議論状況情報保持部２８に蓄積された議
論状況情報５２の数、議論状況実体情報５８に直前議論状況情報と異なる利用者による書
込がされているか否か、などに基づいて、議論状況情報５２と議題Ａとの乖離度を算出す
る。なお、乖離度算出部３０ｂが、その議論状況情報５２と議題Ｂとの乖離度を算出して
もよい。
【００５４】
　判断部３２は、議論状況情報保持部２８に保持されている議論状況情報５２に基づいて
、その議論状況情報５２が予め定められた議題についての議論の状況を示すか否かを判断
する。判断部３２は、議論開始操作信号、あるいは、議論終了操作信号を受け付けた時点
に対応する議論状況情報５２と、議論状況情報保持部２８に保持されている議論状況情報
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５２との比較結果に基づいて、その議論状況情報５２が予め定められた議題についての議
論の状況を示すか否かを判断してもよい。また、判断部３２は、上述の指標算出部３０に
より算出される指標（例えば、関連度や乖離度）に基づいて、上述の判断を行ってもよい
。判断部３２は、具体的には、例えば、各議論状況情報５２に対応する関連度や乖離度と
予め定められた値との比較結果に基づいて、上述の判断を行ってもよい。
【００５５】
　話題対応情報生成部３４は、議論状況情報保持部２８に保持されている少なくとも１つ
の議論状況情報５２に基づいて、これらの議論状況情報５２のうちから特定される、予め
定められた議題に対応する議論状況情報５２を示す話題対応情報６０を生成する（図５参
照）。図５は、話題対応情報６０のデータ構造の一例を示す図である。図５に例示するよ
うに、話題対応情報６０は、例えば、議題の識別子である話題識別子６２（例えば、「議
題Ｂ」という文字列）と、話題対応情報生成部３４により特定される少なくとも１つの議
論状況情報識別子５４と、を含む。このように、話題対応情報６０は、話題（例えば、議
題）に対応する。また、話題対応情報６０は、少なくとも１つの議論状況情報５２に対応
する。話題対応情報生成部３４は、判断部３２による判断結果に基づいて話題対応情報６
０を生成してもよい。また、話題対応情報生成部３４は、対応時点情報５６に基づく順序
が互いに隣接する（例えば、対応する時刻が互いに隣接する）議論状況情報５２を示す話
題対応情報６０を生成してもよい。
【００５６】
　対応画面表示出力部３６は、議論開始操作信号、あるいは、議論終了操作信号を受け付
けた後に、議論状況情報保持部２８に保持されている議論状況情報５２であって、話題対
応情報生成部３４により生成される話題対応情報６０が示す議論状況情報５２とは異なる
議論状況情報５２のうちのいずれかである議論状況情報５２に対応する画面をスクリーン
などのＵＩ部１６に表示出力する。
【００５７】
　話題対応情報更新部３８は、利用者からの要求に応じて話題対応情報６０を更新する。
【００５８】
　ここで、利用者が、議題Ａに対応する議論開始ボタン４４を押下した後に、議論状況情
報保持部２８に議論状況情報５２がｎ１個蓄積されて、その後、利用者が、議題Ｂに対応
する議論終了ボタン４６を押下した際に、議論支援装置１０で行われる処理の一例を、図
６に例示するフロー図を参照しながら説明する。
【００５９】
　まず、議論終了操作信号受付部２４ｂが、議題Ｂに対応する議論終了操作信号を受け付
ける（Ｓ１０１）。そして、関連度算出部３０ａが、議論状況情報保持部２８に保持され
ている各議論状況情報５２（議論状況情報５２（１）～議論状況情報５２（ｎ１））につ
いて、その議論状況情報５２と議題Ｂとの関連の程度を示す関連度を算出する（Ｓ１０２
）。そして、判断部３２が、Ｓ１０１に例示する処理における議論終了操作信号の受付時
点以前の時点に対応する議論状況情報５２について、対応する時刻が新しい議論状況情報
５２（例えば、議論状況情報５２（ｎ１））から、対応する時刻がより古くなっていく順
に（例えば、議論状況情報５２（ｎ１－１）、議論状況情報５２（ｎ１－２）・・・）、
順次、その議論状況情報５２が、議題Ｂについての議論の状況を示すか否かを、Ｓ１０２
に例示する処理で算出された関連度に基づいて判断する（Ｓ１０３）。そして、Ｓ１０３
に例示する処理における判断部３２の判断結果が変化した際（例えば、議論状況情報５２
（ｍ１）までは議題Ｂについての議論の状況を示すと判断した後に、議論状況情報５２（
ｍ１－１）が議題Ｂについての議論の状況を示さないと判断した際）に、話題対応情報生
成部３４が、Ｓ１０３に例示する処理において議題Ｂについての議論の状況を示すと判断
された各議論状況情報５２（例えば、議論状況情報５２（ｍ１）～議論状況情報５２（ｎ

１））に対応する議論状況情報識別子５４と、議題Ｂに対応する話題識別子６２と、と含
む話題対応情報６０を生成する（Ｓ１０４）。そして、対応画面表示出力部３６が、議論
状況情報保持部２８に保持されている議論状況情報５２のうち、議題Ａに対応する議論状
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況情報５２のうちのいずれか（例えば、議題Ａに対応する議論状況情報５２のうち、対応
する時刻が最後の議論状況情報５２（例えば、議論状況情報５２（ｍ１－１）））に対応
する画面をスクリーンなどのＵＩ部１６に表示出力する（Ｓ１０５）。図７Ａ、図７Ｂ及
び図７Ｃに、議論状況情報５２と議題との対応関係の一例を示す。そして、この時点にお
ける、議論状況情報５２と議題との対応関係は図７Ａ、図７Ｂ及び図７Ｃそれぞれの「第
１段階」に対応する。
【００６０】
　なお、上述の処理例のＳ１０４に例示する処理において、話題対応情報生成部３４が、
議題Ｂについての議論の状況を示すと判断された議論状況情報５２以外の議論状況情報５
２（例えば、議論状況情報５２（１）～議論状況情報５２（ｍ１－１））に対応する議論
状況情報識別子５４と、議題Ａに対応する話題識別子６２と、含む話題対応情報６０を生
成してもよい。また、議題Ａに対応する話題識別子６２を含む話題対応情報６０と、議題
Ｂに対応する話題識別子６２を含む話題対応情報６０と、の両方を生成してもよい。
【００６１】
　上述のＳ１０５に例示する処理の後、議題Ａに対応する再開情報変更ボタン４８を押下
してもよい。この場合、議論進行制御部２２が、再開情報変更ボタン４８を押下されたこ
とを示す信号を受け付けて、押下された再開情報変更ボタン４８に応じて、ＵＩ部１６に
出力される情報を変更する。議論進行制御部２２は、具体的には、例えば、再開情報変更
ボタン４８を押下されたことを示す信号を受け付けて、対応する時刻が、ＵＩ部１６に出
力されている情報に対応する議論状況情報５２の次、あるいは、前である議論状況情報５
２に含まれる議論状況実体情報５８に対応する情報をスクリーンなどのＵＩ部１６に出力
する。
【００６２】
　その後、利用者が、議題Ａに対応する議論開始ボタン４４を押下すると、話題対応情報
更新部３８が、その時点にＵＩ部１６に出力されている情報に基づいて、話題対応情報６
０を更新する。話題対応情報更新部３８は、具体的には、例えば、対応する時刻がＵＩ部
１６に出力されている情報に対応する議論状況情報５２（すなわち、例えば、議論開始ボ
タン４４が押下されたときに、選択されていた（ＵＩ部１６に出力されていた）議論状況
情報５２）（ここでは、例えば、議論状況情報５２（ｌ１）とする。）の次以降である議
論状況情報５２（例えば、議論状況情報５２（ｌ１＋１）～議論状況情報５２（ｎ１））
の議論状況情報識別子５４が含まれるよう、議題Ｂに対応する話題対応情報６０を更新す
る。
【００６３】
　図７Ａには、議論開始ボタン４４が押下されたときに、選択されていた議論状況情報５
２（ｌ１）（ＵＩ部１６に出力されていた議論状況情報５２（ｌ１））が、議論状況情報
５２（ｍ１－１）以前の議論状況情報５２である場合（すなわち、ｌ１＜ｍ１－１である
場合）の議論状況情報５２と議題との対応関係の一例を示している。この場合は、本実施
形態では、話題対応情報更新部３８は、例えば、議論状況情報５２（ｌ１＋１）～議論状
況情報５２（ｍ１－１）が議題Ｂに対応付けられるよう、話題対応情報６０を更新する（
図７Ａ中の「第２段階」に対応。）。
【００６４】
　図７Ｂには、議論開始ボタン４４が押下されたときに、選択されていた議論状況情報５
２（ｌ１）（ＵＩ部１６に出力されていた議論状況情報５２（ｌ１））が、議論状況情報
５２（ｍ１－１）である場合（すなわち、ｌ１＝ｍ１－１である場合）の議論状況情報５
２と議題との対応関係の一例を示している。この場合は、本実施形態では、話題対応情報
更新部３８は、例えば、話題対応情報６０を更新しない（図７Ｂ中の「第２段階」に対応
。）。
【００６５】
　図７Ｃには、議論開始ボタン４４が押下されたときに、選択されていた議論状況情報５
２（ｌ１）（ＵＩ部１６に出力されていた議論状況情報５２（ｌ１））が、議論状況情報
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５２（ｍ１－１）以後の議論状況情報５２である場合（すなわち、ｌ１＞ｍ１－１である
場合）の議論状況情報５２と議題との対応関係の一例を示している。この場合は、本実施
形態では、話題対応情報更新部３８は、例えば、議論状況情報５２（ｍ１）～議論状況情
報（ｌ１）が議題Ａに対応付けられるよう、話題対応情報６０を更新する（図７Ｃ中の「
第２段階」に対応。）。
【００６６】
　なお、このとき、話題対応情報更新部３８が、例えば、対応する時刻が、ＵＩ部１６に
出力されている情報に対応する議論状況情報５２（例えば、議論状況情報５２（ｌ１））
以前である議論状況情報５２（例えば、議論状況情報５２（１）～議論状況情報５２（ｌ

１））の議論状況情報識別子５４が含まれるよう、議題Ａに対応する話題対応情報６０を
更新してもよい。
【００６７】
　その後、議論の進行と共に、議論進行制御部２２が議論状況情報５２の生成及び議論状
況情報保持部２８への出力処理を実行する。そして、利用者が議題Ａに対応する議論終了
ボタン４６を押下した際に、話題対応情報生成部３４が、議論状況情報保持部２８が保持
している議論状況情報５２に基づいて、例えば、議論状況情報５２（ｎ１＋１）の生成時
点以降に議論進行制御部２２により生成された議論状況情報５２に対応する、議題Ａに対
応する話題対応情報６０を生成してもよい（図７Ａ、図７Ｂ及び図７Ｃそれぞれの「第３
段階」に対応）。あるいは、話題対応情報更新部３８が、議題Ａに対応する話題対応情報
６０を更新してもよい。なお、この場合、議論進行制御部２２が、進行中話題情報保持部
２６に保持されている、議題Ａに対応する進行中話題情報を削除してもよい。
【００６８】
　次に、利用者が、議題Ａに対応する議論開始ボタン４４を押下した後に、議論状況情報
保持部２８に議論状況情報５２がｎ２個蓄積されて、その後、利用者が、議題Ｂに対応す
る議論開始ボタン４４を押下した際に、議論支援装置１０で行われる処理の一例を、図８
に例示するフロー図を参照しながら説明する。
【００６９】
　まず、議論終了操作信号受付部２４ｂが、議題Ｂに対応する議論開始操作信号を受け付
ける（Ｓ２０１）。そして、乖離度算出部３０ｂが、議論状況情報保持部２８に保持され
ている各議論状況情報５２（議論状況情報５２（１）～議論状況情報５２（ｎ２））につ
いて、その議論状況情報５２と議題Ｂとの乖離の程度を示す乖離度を算出する（Ｓ２０２
）。そして、判断部３２が、議題Ａに対応する議論開始操作信号の受付時点から、Ｓ２０
１に例示する処理における議論開始操作信号の受付時点以前の時点までに対応する議論状
況情報５２（例えば、議論状況情報５２（１）～議論状況情報５２（ｎ２））について、
対応する時刻が古い議論状況情報５２から、対応する時刻がより新しくなっていく順に（
例えば、議論状況情報５２（１）、議論状況情報５２（２）・・・）、順次、その議論状
況情報５２が、議題Ｂについての議論の状況を示すか否かを、Ｓ２０２に例示する処理で
算出された乖離度に基づいて判断する（Ｓ２０３）。そして、Ｓ２０３に例示する処理に
おける判断部３２の判断結果が変化した際（例えば、議論状況情報５２（ｍ２）までは議
題Ｂについての議論の状況を示さないと判断した後に、議論状況情報５２（ｍ２＋１）が
議題Ｂについての議論の状況を示すと判断した際）に、話題対応情報生成部３４が、Ｓ２
０３に例示する処理により、議題Ａについての議論の状況を示すと判断された各議論状況
情報５２以外の議論状況情報５２（例えば、議論状況情報５２（ｍ２＋１）～議論状況情
報５２（ｎ２））に対応する議論状況情報識別子５４と、議題Ｂに対応する話題識別子６
２と、と含む話題対応情報６０を生成する（Ｓ２０４）。そして、議論進行制御部２２が
、議題Ｂに対応する進行中話題情報を生成して、進行中話題情報保持部２６に追加出力す
る（Ｓ２０５）。
【００７０】
　なお、上述の処理例のＳ２０４に例示する処理において、話題対応情報生成部３４が、
議題Ａについての議論の状況を示すと判断された議論状況情報５２（例えば、議論状況情
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報５２（１）～議論状況情報５２（ｍ２））に対応する議論状況情報識別子５４と、議題
Ａに対応する話題識別子６２と、と含む話題対応情報６０を生成してもよい。また、議題
Ａに対応する話題識別子６２を含む話題対応情報６０と、議題Ｂに対応する話題識別子６
２を含む話題対応情報６０の両方を生成してもよい。
【００７１】
　上述の処理例におけるＳ２０４に例示する処理の後、利用者が、議題Ａに対応する議題
ボタン４２を押下してもよい。この場合、対応画面表示出力部３６が、議題Ａに対応する
議題ボタン４２が押下されたことを示す信号を受け付けて、対応画面表示出力部３６が、
議論状況情報保持部２８に保持されている議論状況情報５２のうち、議題Ａに対応する議
論状況情報５２のうちのいずれか（例えば、例えば、議題Ａに対応する議論状況情報５２
のうち、対応する時刻が最後の議論状況情報５２（例えば、議論状況情報５２（ｍ２））
）に対応する画面をスクリーンなどのＵＩ部１６に表示出力する。図９Ａ、図９Ｂ及び図
９Ｃに、議論状況情報５２と議題との対応関係の一例を示す。そして、この時点における
、議論状況情報５２と議題との対応関係は図９Ａ、図９Ｂ及び図９Ｃそれぞれの「第１段
階」に対応する。
【００７２】
　ここで、議論進行制御部２２が、進行中話題情報保持部２６に最後に追加された、議題
Ｂに対応する進行中話題情報を削除して、話題対応情報生成部３４が、議題Ｂに対応する
議論開始操作信号の受付時点から議題Ａに対応する議題ボタン４２が押下されたことを示
す信号の受付時点までに進行中話題情報保持部２６に蓄積された議論状況情報５２に基づ
いて、議題Ｂに対応する話題対応情報６０を生成してもよい。
【００７３】
　そして、利用者が、議題Ａに対応する再開情報変更ボタン４８を押下してもよい。この
場合、上述に説明したように、議論進行制御部２２が、ＵＩ部１６に出力される情報を変
更する。
【００７４】
　そして、利用者が、議題Ａに対応する議論開始ボタン４４を押下すると、話題対応情報
更新部３８が、その時点にＵＩ部１６に出力されている情報に基づいて、話題対応情報６
０を更新する。話題対応情報更新部３８は、具体的には、例えば、対応する時刻がＵＩ部
１６に出力されている情報に対応する議論状況情報５２（すなわち、例えば、議論開始ボ
タン４４が押下されたときに、選択されていた（ＵＩ部１６に出力されていた）議論状況
情報５２）（ここでは、例えば、議論状況情報５２（ｌ２）とする。）の次以降である議
論状況情報５２（例えば、議論状況情報５２（ｌ２＋１）～議論状況情報５２（ｎ２））
の議論状況情報識別子５４が含まれるよう、議題Ｂに対応する話題対応情報６０を更新す
る。
【００７５】
　図９Ａには、議論開始ボタン４４が押下されたときに、選択されていた議論状況情報５
２（ｌ２）（ＵＩ部１６に出力されていた議論状況情報５２（ｌ２））が、議論状況情報
５２（ｍ２）以前の議論状況情報５２である場合（すなわち、ｌ２＜ｍ２である場合）の
議論状況情報５２と議題との対応関係の一例を示している。この場合は、本実施形態では
、話題対応情報更新部３８は、例えば、議論状況情報５２（ｌ２＋１）～議論状況情報５
２（ｍ２）が議題Ｂに対応付けられるよう、話題対応情報６０を更新する（図９Ａ中の「
第２段階」に対応。）。
【００７６】
　図９Ｂには、議論開始ボタン４４が押下されたときに、選択されていた議論状況情報５
２（ｌ２）（ＵＩ部１６に出力されていた議論状況情報５２（ｌ２））が、議論状況情報
５２（ｍ２）である場合（すなわち、ｌ１＝ｍ２である場合）の議論状況情報５２と議題
との対応関係の一例を示している。この場合は、本実施形態では、話題対応情報更新部３
８は、例えば、話題対応情報６０を更新しない。
【００７７】
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　図９Ｃには、議論開始ボタン４４が押下されたときに、選択されていた議論状況情報５
２（ｌ２）（ＵＩ部１６に出力されていた議論状況情報５２（ｌ２））が、議論状況情報
５２（ｍ２）以後の議論状況情報５２である場合（すなわち、ｌ１＞ｍ２である場合）の
議論状況情報５２と議題との対応関係の一例を示している。この場合は、本実施形態では
、話題対応情報更新部３８は、例えば、議論状況情報５２（ｍ２＋１）～議論状況情報（
ｌ２）が議題Ａに対応付けられるよう、話題対応情報６０を更新する。
【００７８】
　なお、このとき、例えば、対応する時刻が、ＵＩ部１６に出力されている情報に対応す
る議論状況情報５２（例えば、議論状況情報５２（ｌ２））以前である議論状況情報５２
（例えば、議論状況情報５２（１）～議論状況情報５２（ｌ２））の議論状況情報識別子
５４が含まれるよう、議題Ａに対応する話題対応情報６０を更新してもよい。
【００７９】
　その後、利用者が議題Ａに対応する議論終了ボタン４６を押下すると、上述したように
、話題対応情報生成部３４が、例えば、議論状況情報５２（ｎ２＋１）の生成時点以降に
議論進行制御部２２により生成された議論状況情報５２に対応する、議題Ａに対応する話
題対応情報６０を生成してもよい（図９Ａ、図９Ｂ及び図９Ｃそれぞれの「第３段階」に
対応）。あるいは、話題対応情報更新部３８が、議題Ａに対応する話題対応情報６０を更
新してもよい。なお、この場合、議論進行制御部２２が、進行中話題情報保持部２６に保
持されている、議題Ａに対応する進行中話題情報を削除してもよい。
【００８０】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。
【００８１】
　例えば、上記実施形態を３つ以上の議題が混在する状況において適用してもよい。例え
ば、利用者が、議論の進行に伴って、議題Ａに対応する議論開始ボタン４４、議題Ｂに対
応する議論開始ボタン４４、議題Ｃに対応する議論終了ボタン４６、議題Ｂに対応する議
論終了ボタン４６、議題Ａに対応する議論終了ボタン４６、の順に操作画面４０に含まれ
るボタンをマウスなどのＵＩ部１６により押下するようにしてもよい。
【００８２】
　また、上記実施形態のように、議論終了操作信号受付部２４ｂが議論終了操作信号を受
け付けた際に、話題対応情報生成部３４が話題対応情報６０を生成してもよい。また、す
べての議題についての議論終了操作信号を受け付けた際（すなわち、進行中話題情報が空
になった際）に、話題対応情報生成部３４が、議論状況情報保持部２８に保持されている
すべての議論状況情報５２に基づいて、話題対応情報６０を生成してもよい。
【００８３】
　また、議論進行制御部２２が、操作画面４０に含まれるボタンが押下されたことを検出
するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８４】
　１０　議論支援装置、１２　制御部、１４　記憶部、１６　ユーザインタフェース（Ｕ
Ｉ）部、１８　通信部、２０　資料情報記憶部、２２　議論進行制御部、２４　操作信号
受付部、２４ａ　議論開始操作信号受付部、２４ｂ　議論終了操作信号受付部、２６　進
行中話題情報保持部、２８　議論状況情報保持部、３０　指標算出部、３０ａ　関連度算
出部、３０ｂ　乖離度算出部、３２　判断部、３４　話題対応情報生成部、３６　対応画
面表示出力部、３８　話題対応情報更新部、４０　操作画面、４２　議題ボタン、４４　
議論開始ボタン、４６　議論終了ボタン、４８　再開情報変更ボタン、５０　資料情報選
択ボタン、５２　議論状況情報、５４　議論状況情報識別子、５６　対応時点情報、５８
　議論状況実体情報、６０　話題対応情報、６２　話題識別子。
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