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(57)【要約】
【課題】高精度に目的とする情報を抽出する。
【解決手段】放送された番組に対する視聴者等からの意
見や要望、感想等を含む反響データから、前記番組に対
して言及された部分である放送言及部分の情報を抽出す
る情報抽出装置において、前記反響データに予め付加さ
れる放送番組毎の識別情報により、放送番組毎の前記放
送言及部分となる候補である単語又は連語の出現回数又
は出現確率に基づく表現を抽出する表現候補抽出手段と
、前記表現候補抽出手段により得られる放送番組毎の放
送言及部分の候補となる前記表現候補の集合のうち、予
め設定された放送番組の表現候補の集合から、少なくと
も１つの他の放送番組の表現候補の集合との差分を抽出
し、前記予め設定された放送番組に対する言及部分の情
報を抽出する放送言及部分抽出手段とを有することによ
り、上記課題を解決する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送された番組に対する視聴者等からの意見や要望、感想等を含む反響データから、前
記番組に対して言及された部分である放送言及部分の情報を抽出する情報抽出装置におい
て、
　前記反響データに予め付加される放送番組毎の識別情報により、放送番組毎の前記放送
言及部分となる候補である単語又は連語の出現回数又は出現確率に基づく表現を抽出する
表現候補抽出手段と、
　前記表現候補抽出手段により得られる放送番組毎の放送言及部分の候補となる前記表現
候補の集合のうち、予め設定された放送番組の表現候補の集合から、少なくとも１つの他
の放送番組の表現候補の集合との差分を抽出し、前記予め設定された放送番組に対する言
及部分の情報を抽出する放送言及部分抽出手段とを有する、
ことを特徴とする情報抽出装置。
【請求項２】
　前記表現候補抽出手段は、
　前記反響データに含まれる単語に対してｎ－ｇｒａｍを用いて出現確率を求め、前記出
現確率に基づいて前記単語の前後が連続することが必然か否かの検定を行い、必然か否か
の検定を表す量である検定量が予め設定された有意水準を超えていれば、前記表現候補と
して前記反響データに含まれる単語又は連語を抽出する、
ことを特徴とする請求項１に記載の情報抽出装置。
【請求項３】
　前記表現候補抽出手段は、抽出された表現候補の出現回数を生成し、前記検定量と共に
慣用表現データベースとして蓄積し、
　前記放送言及部分抽出手段は、前記慣用表現データベースに登録された複数の放送番組
の表現候補の集合から、予め設定された放送番組に対する前記放送言及部分を抽出する、
ことを特徴とする請求項２に記載の情報抽出装置。
【請求項４】
　放送された番組を視聴した視聴者からの反響文章から放送番組を特定し、対応する識別
情報を付加した反響データを生成し、放送反響データベースとして登録する放送反響デー
タ生成手段を有する、
ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の情報抽出装置。
【請求項５】
　放送された番組に対する視聴者等からの意見や要望、感想等を含む反響データから、前
記番組に対して言及された部分である放送言及部分の情報を抽出する情報抽出方法におい
て、
　前記反響データに予め付加される放送番組毎の識別情報により、放送番組毎の前記放送
言及部分となる候補である単語又は連語の出現回数又は出現確率に基づく表現を抽出する
表現候補抽出ステップと、
　前記表現候補抽出ステップにより得られる放送番組毎の放送言及部分の候補となる前記
表現候補の集合のうち、予め設定された放送番組の表現候補の集合から、少なくとも１つ
の他の放送番組の表現候補の集合との差分を抽出し、前記予め設定された放送番組に対す
る言及部分の情報を抽出する放送言及部分抽出ステップとを有する、
ことを特徴とする情報抽出方法。
【請求項６】
　前記表現候補抽出ステップは、
　前記反響データに含まれる単語に対してｎ－ｇｒａｍを用いて出現確率を求め、前記出
現確率に基づいて前記単語の前後が連続することが必然か否かの検定を行い、必然か否か
の検定を表す量である検定量が予め設定された有意水準を超えていれば、前記表現候補と
して前記反響データに含まれる単語又は連語を抽出する、
ことを特徴とする請求項５に記載の情報抽出方法。
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【請求項７】
　前記表現候補抽出ステップは、抽出された表現候補の出現回数を生成し、前記検定量と
共に慣用表現データベースとして蓄積し、
　前記放送言及部分抽出ステップは、前記慣用表現データベースに登録された複数の放送
番組の表現候補の集合から、予め設定された放送番組に対する前記放送言及部分を抽出す
る、
ことを特徴とする請求項６に記載の情報抽出方法。
【請求項８】
　放送された番組を視聴した視聴者からの反響文章から放送番組を特定し、対応する識別
情報を付加した反響データを生成し、放送反響データベースとして登録する放送反響デー
タ生成ステップを有する、
ことを特徴とする請求項５乃至７の何れか１項に記載の情報抽出方法。
【請求項９】
　放送された番組に対する視聴者等からの意見や要望、感想等を含む反響データから、前
記番組に対して言及された部分である放送言及部分の情報を抽出する情報抽出プログラム
において、
　コンピュータを、
　前記反響データに予め付加される放送番組毎の識別情報により、放送番組毎の前記放送
言及部分となる候補である単語又は連語の出現回数又は出現確率に基づく表現を抽出する
表現候補抽出手段、及び、
　前記表現候補抽出手段により得られる放送番組毎の放送言及部分の候補となる前記表現
候補の集合のうち、予め設定された放送番組の表現候補の集合から、少なくとも１つの他
の放送番組の表現候補の集合との差分を抽出し、前記予め設定された放送番組に対する言
及部分の情報を抽出する放送言及部分抽出手段として機能させるための情報抽出プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報抽出装置、情報抽出方法、及び情報抽出プログラムに係り、特に、高精
度に目的とする情報を抽出するための情報抽出装置、情報抽出方法、及び情報抽出プログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、放送番組等を視聴した視聴者等が番組に対して寄せられる意見や要望等の視聴者
の反響文から番組の評判分析が行われ、その結果に基づいて新たな番組等を制作して視聴
者の現在の嗜好に適合した番組が提供される。
【０００３】
　ここで、従来の評判分析は、反響文から「肯定的な意見」、「否定的な意見」、「番組
を見て考えたこと」、「知ったこと」、「番組への要望」、「質問」、「その他の意見」
等の典型的なカテゴリに分類して分析を行う手法がある。また、その場合には、予め感想
や要望等の種類を表現するのに用いられる語句を設定した語群からなる辞書を用意してお
き、感想や要望の対象となる語句と辞書との２つの構成により分類が行われていた。なお
、予め設定される辞書には、主に動詞や形容詞等の用言の表現が中心に集められ、それぞ
れに良い反響、悪い反響といった極性が割り振られたり、反響の良さが数値化されたりし
ている。
【０００４】
　また、従来では、反響文のテキストに含まれる意見情報には、例えば、感想や要望の対
象やその部分、属性、及びそれに対する評価値という形で構造化できるものが多く、これ
らの関係を用いて、対象から属性に至る階層関係を同定することで、意見の収集や要約に
役立たせる手法がある（例えば、非特許文献１参照。）。
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【０００５】
　また、感想や要望の対象は、予めわかっている商品名や店名等の特定の語を登録すると
いう方法が用いられてきた（例えば、非特許文献２参照。）。非特許文献２に示される手
法は、例えば、候補となる評価対象を、辞書を用いて同定し、次に評価値と対となる評価
対象を抽出して、評価対象が店名でなければ、店名にたどりつくまで評価対象間の階層関
係を同定するものである。
【０００６】
　更に、感想や要望の対象が句や節等の埋め込み文になっているときには、事前に商品名
等として登録することができず、そのために埋め込み文の検出手法（例えば、特許文献１
、２参照。）等を用いる必要があった。
【非特許文献１】小林のぞみ他、「意見情報抽出のための評価対象・評価視点間の関係同
定」、言語処理学会第１２回年次大会、２００６年３月
【非特許文献２】廣瀬峰史他、「レストランドメインにおける意見情報抽出」、言語処理
学会第１２回年次大会、２００６年３月
【特許文献１】特開昭６３－２１３０６５号公報
【特許文献２】特開平０３－０２２１７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、反響文から放送番組に対する評判を分析する場合は、感想や要望の対象が多
種多様になり、対象の全てを辞書等に事前に登録することは困難であった。特に、放送番
組が特定の商品を扱ったものではなく、より複雑なものを扱った放送である場合には、こ
れらの放送言及部分は単語の範囲を超えて句や節になることがあり、その可能性を事前に
網羅することは不可能であった。
【０００８】
　また、反響文の１つ１つを個別に分析するため、反響の多かった部分等の目的とする情
報を効率よく、高精度に特定することができなかった。
【０００９】
　本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、高精度に目的とする情報を抽出
するための情報抽出装置、情報抽出方法、及び情報抽出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】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本件発明は、以下の特徴を有する課題を解決するための手
段を採用している。
【００１１】
　請求項１に記載された発明は、放送された番組に対する視聴者等からの意見や要望、感
想等を含む反響データから、前記番組に対して言及された部分である放送言及部分の情報
を抽出する情報抽出装置において、前記反響データに予め付加される放送番組毎の識別情
報により、放送番組毎の前記放送言及部分となる候補である単語又は連語の出現回数又は
出現確率に基づく表現を抽出する表現候補抽出手段と、前記表現候補抽出手段により得ら
れる放送番組毎の放送言及部分の候補となる前記表現候補の集合のうち、予め設定された
放送番組の表現候補の集合から、少なくとも１つの他の放送番組の表現候補の集合との差
分を抽出し、前記予め設定された放送番組に対する言及部分の情報を抽出する放送言及部
分抽出手段とを有する、ことを特徴とする。
【００１２】
　請求項１記載の発明によれば、高精度に目的とする情報を抽出することができる。これ
により、例えば、ある放送番組において反響の多かった部分等を効率よく、高精度に特定
することができる。
【００１３】
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　請求項２に記載された発明は、前記表現候補抽出手段は、前記反響データに含まれる単
語に対してｎ－ｇｒａｍを用いて出現確率を求め、前記出現確率に基づいて前記単語の前
後が連続することが必然か否かの検定を行い、必然か否かの検定を表す量である検定量が
予め設定された有意水準を超えていれば、前記表現候補として前記反響データに含まれる
単語又は連語を抽出する、ことを特徴とする。
【００１４】
　請求項２記載の発明によれば、ｎ単語の連鎖について、ｎ－ｇｒａｍという形態で出現
確率を計算することで、全てのｎ－ｇｒａｍについて個別にその連鎖する出現が偶然によ
るものなのか、それとも偶然よりも強い確率で出現したものなのかを検定し、単語の連鎖
が必然と判断されたｎ－ｇｒａｍを放送言及部分と感想や要望、感想等の種類を表す表現
候補として抽出することができる。
【００１５】
　請求項３に記載された発明は、前記表現候補抽出手段は、抽出された表現候補の出現回
数を生成し、前記検定量と共に慣用表現データベースとして蓄積し、前記放送言及部分抽
出手段は、前記慣用表現データベースに登録された複数の放送番組の表現候補の集合から
、予め設定された放送番組に対する前記放送言及部分を抽出する、ことを特徴とする。
【００１６】
　請求項３記載の発明によれば、多量の反響文から統計的な特徴を用いて放送言及部分を
特定することができる。
【００１７】
　請求項４に記載された発明は、放送された番組を視聴した視聴者からの反響文章から放
送番組を特定し、対応する識別情報を付加した反響データを生成し、放送反響データベー
スとして登録する放送反響データ生成手段を有する、ことを特徴とする。
【００１８】
　請求項４記載の発明によれば、予め識別情報を含む放送反響データをデータベースに蓄
積しておくことにより、効率的に放送番組毎の反響データを抽出することができる。
【００１９】
　請求項５に記載された発明は、放送された番組に対する視聴者等からの意見や要望、感
想等を含む反響データから、前記番組に対して言及された部分である放送言及部分の情報
を抽出する情報抽出方法において、前記反響データに予め付加される放送番組毎の識別情
報により、放送番組毎の前記放送言及部分となる候補である単語又は連語の出現回数又は
出現確率に基づく表現を抽出する表現候補抽出ステップと、前記表現候補抽出ステップに
より得られる放送番組毎の放送言及部分の候補となる前記表現候補の集合のうち、予め設
定された放送番組の表現候補の集合から、少なくとも１つの他の放送番組の表現候補の集
合との差分を抽出し、前記予め設定された放送番組に対する言及部分の情報を抽出する放
送言及部分抽出ステップとを有する、ことを特徴とする。
【００２０】
　請求項５記載の発明によれば、高精度に目的とする情報を抽出することができる。これ
により、例えば、ある放送番組において反響の多かった部分等を効率よく、高精度に特定
することができる。
【００２１】
　請求項６に記載された発明は、前記表現候補抽出ステップは、前記反響データに含まれ
る単語に対してｎ－ｇｒａｍを用いて出現確率を求め、前記出現確率に基づいて前記単語
の前後が連続することが必然か否かの検定を行い、必然か否かの検定を表す量である検定
量が予め設定された有意水準を超えていれば、前記表現候補として前記反響データに含ま
れる単語又は連語を抽出する、ことを特徴とする。
【００２２】
　請求項６記載の発明によれば、ｎ単語の連鎖について、ｎ－ｇｒａｍという形態で出現
確率を計算することで、全てのｎ－ｇｒａｍについて個別にその連鎖する出現が偶然によ
るものなのか、それとも偶然よりも強い確率で出現したものなのかを検定し、単語の連鎖
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が必然と判断されたｎ－ｇｒａｍを放送言及部分と感想や要望、感想等の種類を表す表現
候補として抽出することができる。
【００２３】
　請求項７に記載された発明は、前記表現候補抽出ステップは、抽出された表現候補の出
現回数を生成し、前記検定量と共に慣用表現データベースとして蓄積し、前記放送言及部
分抽出ステップは、前記慣用表現データベースに登録された複数の放送番組の表現候補の
集合から、予め設定された放送番組に対する前記放送言及部分を抽出する、ことを特徴と
する。
【００２４】
　請求項７記載の発明によれば、多量の反響文から統計的な特徴を用いて放送言及部分を
特定することができる。
【００２５】
　請求項８に記載された発明は、放送された番組を視聴した視聴者からの反響文章から放
送番組を特定し、対応する識別情報を付加した反響データを生成し、放送反響データベー
スとして登録する放送反響データ生成ステップを有する、ことを特徴とする。
【００２６】
　請求項８記載の発明によれば、予め識別情報を含む放送反響データをデータベースに蓄
積しておくことにより、効率的に放送番組毎の反響データを抽出することができる。
【００２７】
　請求項９に記載された発明は、放送された番組に対する視聴者等からの意見や要望、感
想等を含む反響データから、前記番組に対して言及された部分である放送言及部分の情報
を抽出する情報抽出プログラムにおいて、コンピュータを、前記反響データに予め付加さ
れる放送番組毎の識別情報により、放送番組毎の前記放送言及部分となる候補である単語
又は連語の出現回数又は出現確率に基づく表現を抽出する表現候補抽出手段、及び、前記
表現候補抽出手段により得られる放送番組毎の放送言及部分の候補となる前記表現候補の
集合のうち、予め設定された放送番組の表現候補の集合から、少なくとも１つの他の放送
番組の表現候補の集合との差分を抽出し、前記予め設定された放送番組に対する言及部分
の情報を抽出する放送言及部分抽出手段として機能させる。
【００２８】
　請求項９記載の発明によれば、高精度に目的とする情報を抽出することができる。これ
により、例えば、ある放送番組において反響の多かった部分等を効率よく、高精度に特定
することができる。また、実行プログラムをコンピュータにインストールすることにより
、容易に目的とする情報の抽出を実現することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、高精度に目的とする情報を抽出することができる。これにより、例え
ば、ある放送番組において反響の多かった部分等を効率よく、高精度に特定することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　＜本発明の概要＞
　本発明は、反響文の１つ１つを個別に分析するのではなく、多量の反響文から統計的な
特徴を用いて放送言及部分を特定する方法を用いる。具体的には、まず、個々の反響文を
形態素解析等によって単語に分かち書きし、それらの単語を集計して単語毎に出現確率を
算定する。このとき、ｎ単語の連鎖についてもｎ－ｇｒａｍという形態で出現確率を計算
する。ここで、全てのｎ－ｇｒａｍについて個別にその連鎖する出現が偶然によるものな
のか、それとも偶然よりも強い確率で出現したものなのかを検定する。この検定で単語の
連鎖が必然と判断されたｎ－ｇｒａｍは、放送言及部分と感想や要望、感想等の種類を表
す表現として列挙される。
【００３１】
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　一方で、別の放送回についても同様の処理を行うと、別の放送回に対する放送言及部分
と感想や要望、感想等の種類を表す表現が列挙される。これら２つの列挙された集合の差
分を抽出することにより、着目した放送回における放送言及部分を特定することができる
。
【００３２】
　以下に、上述したような特徴を有する本発明における情報抽出装置、情報抽出方法、及
び情報抽出プログラムを好適に実施した形態について、図面を用いて詳細に説明する。な
お、以下に示す実施形態では、抽出される情報の一例として、放送番組を視聴した視聴者
からの反響データを入力し、その反響データから着目した放送番組における放送言及部分
を抽出するものとする。
【００３３】
　＜装置構成＞
　図１は、本実施形態における情報抽出装置の一構成例を示す図である。図１に示す情報
抽出装置１０は、入力手段１１と、出力手段１２と、蓄積手段１３と、放送反響データ生
成手段１４と、表現候補抽出手段１５と、放送言及部分抽出手段１６と、送受信手段１７
と、制御手段１８とを有するよう構成されている。
【００３４】
　入力手段１１は、使用者等からの放送反響データの生成指示や、表現候補の抽出指示、
放送言及部分の抽出指示等の各処理の入力を受け付ける。なお、入力手段１１は、例えば
キーボードや、マウス等のポインティングデバイス、マイク等の音声入力デバイス等から
なる。
【００３５】
　出力手段１２は、入力手段１１により入力された各指示内容や、各指示内容に基づいて
生成された放送反響データ、表現候補、放送言及部分等の内容を表示したり、音声を出力
する。なお、出力手段１２は、ディスプレイやスピーカ等からなる。
【００３６】
　蓄積手段１３は、放送反響データ生成手段１４にて生成された放送反響データを含む放
送反響データベース２１と、表現候補抽出部１５にて抽出された表現候補を含む慣用表現
データベース２２等を蓄積する。また、蓄積手段１３は、放送反響データ生成手段１４に
おいて、視聴者からの反響文等の入力情報から放送番組を特定し、特定した放送番組に対
応する番組ＩＤ等の識別情報を付加するために番組情報（番組名（タイトル）、放送回等
）とＩＤとが対となった番組一覧テーブル等を蓄積する。
【００３７】
　なお、蓄積手段１３は、上述した各種データを通信ネットワーク等に接続された外部装
置等から取得することもできる。また、蓄積手段１３は、例えば、文字情報や、その他の
情報の集合物であり、それらの情報を検索することができるように体系的に構成されてい
る。
【００３８】
　放送反響データ生成手段１４は、視聴者等から電子メールやＷｅｂブラウザ画面等を用
いて入力された放送番組に対する意見、要望、感想等の反響文から放送反響データを生成
する。具体的には、放送反響データ生成手段１４は、視聴者が入力した反響データに対し
て放送番組を識別するための識別情報等を付加して放送反響データを生成し、生成した放
送反響データを放送反響データベース２１として蓄積手段１３に蓄積させる。したがって
、放送反響データベース２１は、例えば、反響の対象となる放送番組のＩＤと反響の内容
等とからなるレコードから構成される。なお、放送反響データ生成手段１４における放送
反響データの生成例の詳細については後述する。
【００３９】
　表現候補抽出手段１５は、放送反響データベース２１に蓄積されている放送番組毎の放
送反響データ全体を抽出し、抽出された放送反響データを放送番組毎に入力して、放送言
及部分となる表現候補の集合を抽出する。また、表現候補抽出手段１５は、着目していな
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い他の放送番組に対する放送反響データに対しても放送言及部分となる表現候補の集合を
抽出する。
【００４０】
　また、表現候補抽出手段１５は、抽出した放送番組毎の表現候補の集合について、表現
候補の単語や連語（句、節等）に対して出現回数の統計値や後述する検定量ｔを生成し、
慣用表現データベース２２として蓄積手段１３に登録させる。
【００４１】
　なお、表現候補抽出手段１５における表現候補の抽出例の詳細については後述する。
【００４２】
　放送言及部分抽出手段１６は、慣用表現データベース２２に登録された放送番組毎の表
現候補の集合のうち、着目したある放送番組における表現候補の集合から、他の少なくと
も１つの放送番組の表現候補の集合との差分を抽出する。したがって、放送言及部分抽出
手段１６により出力された差分が、着目した放送に対する放送言及部分の集合となる。
【００４３】
　また、放送言及部分抽出手段１６は、例えば、抽出された着目した放送番組における放
送言及部分と、着目した放送番組におけるセリフ等の情報を形態素解析した単語や句、節
等とを照合することで、ある番組に対する反響部分の番組中のどこにあったのかを明確に
把握することができる。これにより、反響の内容を高精度に取得することができ、その結
果を反映して使用者の嗜好情報等に適した高精度な番組を制作して提供することができる
。
【００４４】
　なお、放送言及部分抽出手段１６における言及部分抽出例の詳細については後述する。
【００４５】
　送受信手段１７は、通信ネットワーク等を介してデータの送受信可能な外部装置から放
送反響データ、放送反響データベース２１、慣用表現データベース２２等を取得したり、
表現候補、放送言及部分等の各種データを送信するための通信インタフェイスである。
【００４６】
　制御手段１８は、情報抽出装置１０における各機能構成全体の制御を行う。具体的には
、制御手段１８は、入力手段１１により入力されたユーザからの入力情報に基づいて放送
反響データを生成したり、表現候補や放送言及部分を抽出したり、各構成部により得られ
る各種データを送受信手段１７により送受信させたり、各種データを受信する等の制御を
行う。
【００４７】
　＜放送反響データ生成手段１４における放送反響データの生成例＞
　次に、放送反響データ生成手段１４における放送反響データの生成例について説明する
。本実施形態における放送反響データは、例えば、視聴者等からの電子メールや、インタ
ーネット等におけるＷｅｂブラウザ画面等から視聴者により投稿された番組アンケート等
に含まれる反響文から放送反響データを生成する。
【００４８】
　ここで、図２は、反響文を取得する一例を示す図である。例えば、電子メールにより反
響文を取得する場合には、図２（ａ）に示すように、予め設定された宛先３１や件名３２
、本文３３等に記載されている内容から番組名に相当する部分（語句）を抽出する。これ
は、例えば、予め番組情報（番組名、放送回等）と、番組情報に対応するＩＤとからなる
番組一覧テーブル等を用意しておき、反響文と照合することで、どの番組に対する反響文
であるかを取得することができる。なお、例えば、電子メールの宛て先３１のアドレスを
番組毎に個別に設定しておくことにより、番組を容易に識別することができる。
【００４９】
　また、番組が識別されると、それぞれの番組毎に予め設定された番組ＩＤ等の識別情報
を本文３３に付加して放送反響データとして放送反響データベース２１に蓄積する。
【００５０】
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　また、視聴者がインターネット等を介してＷｅｂブラウザ画面から反響文を投稿するよ
うな場合には、図２（ｂ）に示すように、番組名を選択する選択ボックス３４に予め番組
名の一覧が表示され、その表示結果から投稿する番組名を選択することができ、その選択
された番組名に対応する番組ＩＤ等の識別情報を、投稿入力領域３５に入力された反響文
に付加して放送反響データベース２１に蓄積する。
【００５１】
　また、例えば、図２（ｂ）に示すように、Ｗｅｂブラウザ画面によりデータを入力させ
る場合には、性別や年代（年齢）等を選択させる領域を設けておき、視聴者に選択させる
ようにしてもよい。これを放送反響データベース２１に登録することで、放送言及部分を
性別や年代別に取得することができ、より詳細に番組の反響に対する分析を行うことがで
きる。
【００５２】
　なお、上述した手法により放送反響データベース２１に放送反響データを登録する以外
にもＦＡＸや電話等で送られてきた反響をオペレータ等により手入力により入力して反響
データを生成したり、電話により得られる音声データから既存の音声認識処理等を行うこ
とで反響データを取得し、その取得した結果から上述したように番組名に相当する部分を
抽出し、抽出した番組名のＩＤを付加して放送反響データとして放送反響データベース２
１に登録することもできる。また、放送反響データベース２１には、上述した番組識別情
報の他にレコード毎を識別するシーケンシャル番号等も付加して登録することができる。
【００５３】
　なお、放送反響データ生成手段１４は、上述したように反響文に放送番組毎の識別情報
を付加して生成した放送反響データを放送反響データベース２１に登録するだけでなく、
例えば、反響文に対して既存の言語解析処理等を行うことで、意見の分類、用言、体言、
用言・体言以外の語／不完全な形の用言、意見の種類（肯定的な意見／否定的な意見／考
えたこと／知ったこと／要望／質問／その他の意見／意見でないもの等）、意見の対象等
の情報を放送反響データベース２１に登録してもよい。
【００５４】
　ここで、図３は、番組反響データベースの一例を示す図である。なお、図３に示す例で
は、ある番組ＩＤ（図３では、Ａ０１）に対する反響文に対して言語解析処理等により得
られる所定の項目に分類分けされている。
【００５５】
　図３に示す番組反響データベースの項目としては、例えば、「番組ＩＤ」、「シーケン
シャル番号」、「意見の内容」、「意見の分類」、「用言」、「体言」、「用言・体言以
外の語／不完全な形の用言」、「意見の種類（肯定的な意見／否定的な意見／考えた事／
知った事／要望／質問／その他の意見／意見でないもの等）」、「意見の対象」等がある
。なお、本発明においては、この項目に限定されず、例えば、性別や年代等の項目を入力
することもできる。
【００５６】
　＜表現候補抽出手段１５における表現候補の抽出例＞
　次に、表現候補抽出手段１５における表現候補の抽出例について説明する。表現候補抽
出手段１５は、上述したように、放送反響データベース２１に蓄積されている放送番組毎
の反響全体を抽出し、抽出された放送反響データを放送番組毎に入力して、それぞれ放送
言及部分の表現候補の集合を取得する。
【００５７】
　なお、本実施形態では、ｎ単語の連鎖についてもｎ－ｇｒａｍという形態で出現確率を
計算し、全てのｎ－ｇｒａｍについて個別にその連鎖する出現が偶然によるものなのか、
それとも偶然よりも強い確率で出現したものなのかを検定する。また、この検定で単語の
連鎖が必然と判断されたｎ－ｇｒａｍは、放送言及部分と感想や要望、感想等の種類を表
す表現として出力する。
【００５８】
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　ここで、表現候補抽出のアルゴリズムとして、例えば、予め設定されたｎ－ｇｒａｍに
対して、以下に示す式（１）により検定量ｔを計算し、単語が連続することが必然か否か
の検定で有意水準を超えていれば、表現候補として保持する。
【００５９】
【数１】

　なお、上述した式（１）において、Ｎは単語総数を示し、ｗは単語を示し、ｐｎ（ｗ１

…ｗｎ）は、ｎ－ｇｒａｍの出現確率を示し、ｐ（ｗ）は、単語ｗの出現頻度を示してい
る。
【００６０】
　次に、上述した式（１）を用いて表現候補を抽出する例についてフローチャートを用い
て詳細に説明する。図４は、表現候補抽出処理の一例を示すフローチャートである。図４
に示す表現候補の抽出処理では、一例として、１０－ｇｒａｍ（連語数１０）までの表現
候補を抽出する例を示すが連語数については任意に調整することができる。したがって、
まず、ｎ＝１０として（Ｓ０１）、ｎ－ｇｒａｍの中から１つの単語ｗｎを選択する（Ｓ
０２）。次に、ｗｎの出現確率ｐｎを計算する（Ｓ０３）。また、ｗｎを１－ｇｒａｍに
分解し、その出現確率の積ｐ１を計算する（Ｓ０４）。更に、上述した式（１）によりｐ

１とｐｎとから検定量ｔを計算する（Ｓ０５）。
【００６１】
　ここで、Ｓ０５の処理にて計算された検定量ｔが予め設定される有意水準を超えている
か否かを判断し（Ｓ０６）、検定量ｔが有意水準を超えている場合（Ｓ０６において、Ｙ
ＥＳ）、ｗｎを候補として採択する（Ｓ０７）。また、Ｓ０７の処理が終了後、又は、Ｓ
０６の処理において検定量ｔが有意水準を超えていない場合（Ｓ０６において、ＮＯ）、
次に、Ｎ＞ｎ単語なるＮに対してｗｎがｗＮの部分文字列であるか否かを判断する（Ｓ０
８）。
【００６２】
　ここで、Ｎ＞ｎなるＮに対してｗｎがｗＮの部分文字列である場合（Ｓ０８において、
ＹＥＳ）、ｗｎを候補から除外する（Ｓ０９）。また、ｗｎがｗＮの部分文字列でない場
合（Ｓ０８において、ＮＯ）、ｗｎを候補として出力する（Ｓ１０）。
【００６３】
　次に、処理していないｗｎが存在するか否かを判断し（Ｓ１１）、処理していないｗｎ

が存在する場合（Ｓ１１において、ＮＯ）、Ｓ０２に戻り、Ｓ０２の処理において、まだ
処理していないｗｎを選択して後続の処理を継続して行う。
【００６４】
　また、処理していないｗｎが存在しない場合（Ｓ１１において、ＹＥＳ）、ｎの値から
１減算する（Ｓ１２）。ここで、ｎ＝１か否かを判断し（Ｓ１３）、ｎの値が１でない場
合は、Ｓ０２の処理に戻り後続の処理を継続する。また、Ｓ１３の処理において、ｎ＝１
の場合（Ｓ１３において、ＹＥＳ）には、処理を終了する。
【００６５】
　上述した処理により、例えば、２－ｇｒａｍから１０－ｇｒａｍ（連続する２～１０単
語）までの長さの放送言及部分の候補を抽出することができる。具体的には、ｎが１０か
ら２になるまでループを繰り返しながらｎを１つずつ減少させていき、全てのｎ－ｇｒａ
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ｍに対して、上述した式（１）により検定量ｔを計算し、単語が連続することが必然か否
かの検定を有意水準に基づいて行うことで、表現候補を抽出することができる。
【００６６】
　また、ある２つの候補が重なった表現を持つ場合、ｗｎがｗＮの部分文字列であるとき
にｗｎを除外することによって、単語列の長い方の候補を残して短い方の部分表現に相当
する候補は除外される。このようにして、最後まで残った候補を表現候補として慣用表現
データベース２２に出力する。また、表現候補抽出手段１５は、上述した表現候補抽出処
理を放送番組毎に行い、着目していない放送番組から抽出された表現候補等を慣用表現デ
ータベース２２に出力する。なお、表現候補抽出手段１５は、慣用表現データベース２２
に表現候補を登録する際、例えば、その表現候補の出現回数の統計値や検定量ｔ等を表現
候補に付加して登録する。
【００６７】
　ここで、図５は、慣用表現データベースの一例を示す図である。なお、図５（ａ）～（
ｃ）は、それぞれ異なる番組に対する反響文について、上述した表現候補の抽出を行った
結果を示している。なお、図５については、形態素解析処理により単語毎に分かち書きさ
れたものが登録されている。
【００６８】
　また、表現候補抽出手段１５は、出現回数又は検定量ｔの値が所定の値以上の単語や連
語等を放送言及部分の表現候補として出力する。例えば、出現回数が５以上等の予め設定
された抽出条件に基づいて出現確率の高い単語を放送言及部分の表現候補として出力する
ことができる。
【００６９】
　また、検定量ｔについても、例えば、自由度無限大で、有意水準０．５％の（片側）検
定値である２．５７６を予め設定された下限として、この抽出条件に基づいて出現確率の
高い単語を放送言及部分の表現候補として出力することができる。更に、出現回数の上限
と下限を設定してもよい（例えば、出現回数が１～２回のもの等）。これにより、特殊な
反響内容等を取得することができる。
【００７０】
　なお、慣用表現データベース２２の項目としては、例えば、「出現回数」、「検定量ｔ
」、及び、「ｎ－ｇｒａｍの出現確率を行った対象文章」等から構成されるが、本発明に
おいてはこれに限定されない。
【００７１】
　＜放送言及部分抽出手段１６における言及部分抽出例＞
　次に、放送言及部分抽出手段１６における言及部分抽出例について、説明する。放送言
及部分抽出手段１６は、着目したある放送番組において、表現候補抽出手段１５にて抽出
した表現候補の集合に対して他の放送回から検出された表現候補の集合との差分を取るこ
とによって放送言及部分を特定する。
【００７２】
　ここで、図６は、放送言及部分を抽出する様子を説明するための一例を示す図である。
なお、図６では、抽出される放送言及部分を模式的に示している。図６に示すように、上
述の表現候補抽出手段１５の処理により、着目したある１回の放送に対する表現候補の集
合４１が抽出されるが、その中から他の放送番組から抽出される表現候補の集合４２，４
３に含まれる表現候補は除外し、残った表現候補を、その放送番組に固有の放送言及部分
として出力する。
【００７３】
　なお、図６の例では、他の放送から抽出される複数の表現候補の集合４２，４３につい
て差分を抽出しているが、本発明においてはこれに限定されず他の少なくとも１つの放送
番組から抽出される表現候補の集合を用いることができる。
【００７４】
　また、放送言及部分抽出手段１６は、その放送回に対する特徴的な表現だけを抽出する
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ために、他の放送回や他の放送番組で検出された表現候補の集合との差分をとり、最終的
に差分で残った表現を元の反響文と照合することによって、ある放送番組において反響の
多かった部分等を効率よく、高精度に特定することができる。
【００７５】
　したがって、放送言及部分抽出手段１６は、着目しているある放送番組からの表現候補
の集合に対して、上述した図５（ａ）～（ｃ）に示すような慣用表現データベース２２に
蓄積されている表現候補の集合の差分を取得することによって、着目している放送に対す
る放送言及部分を高精度に抽出することができる。
【００７６】
　ここで、図７は、表現候補の集合の差分により得られる放送言及部分の一例を示す図で
ある。放送言及部分抽出手段１６は、上述したように着目したある１つの放送回における
放送言及部分と感想や要望、感想等の種類を表す表現として列挙された表現候補の集合か
ら、別の放送回に対して同様の処理を行って得られる放送言及部分と感想や要望、感想等
の種類を表す表現候補の集合との差分を抽出することにより、図７に示すように、着目し
た放送回の放送言及部分を特定することができる。
【００７７】
　＜実行プログラム＞
　ここで、上述した情報抽出装置１０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ等の揮発性の記憶媒体、ＲＯＭ
等の不揮発性の記憶媒体、マウスやキーボード、ポインティングデバイス等の入力装置、
画像やデータを表示する表示部、並びに外部と通信するためのインタフェイスを備えたコ
ンピュータによって構成することができる。
【００７８】
　したがって、情報抽出装置１０が有する入力手段１１、出力手段１２、蓄積手段１３、
放送反響データ生成手段１４、表現候補抽出手段１５、放送言及部分抽出手段１６、送受
信手段１７、及び、制御手段１８における各機能は、これらの機能を記述したプログラム
をＣＰＵに実行させることによりそれぞれ実現可能となる。また、これらのプログラムは
、磁気ディスク（フロッピィーディスク、ハードディスク等）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等の記録媒体に格納して頒布することもできる。
【００７９】
　つまり、上述した各構成における処理をコンピュータに実行させるための実行プログラ
ムを生成し、例えば、汎用のパーソナルコンピュータやサーバ等にそのプログラムをイン
ストールすることにより、情報抽出処理を実現することができる。
【００８０】
　次に、本発明における実行プログラムによる処理手順についてフローチャートを用いて
説明する。なお、以下の処理説明では、抽出する情報の一例として上述したように着目し
たある放送番組に対する放送言及部分を抽出するものとするが、本発明における抽出対象
については特に限定されない。
【００８１】
　＜情報抽出処理＞
　図８は、本実施形態における情報抽出処理手順の一例を示すフローチャートである。図
８において、まず、視聴者等から電子メールやＷｅｂブラウザ画面上に設けられたアンケ
ート画面等により反響文が入力されると（Ｓ２１）、放送毎の識別情報を付加した放送反
響データを生成し（Ｓ２２）、生成された放送反響データを放送反響データベースに登録
する（Ｓ２３）。
【００８２】
　次に、放送反響データベースに登録されている放送反響データから上述したある特定の
放送番組毎の反響全体を抽出し、抽出された放送反響データを放送番組毎に入力して、放
送言及部分の表現候補の集合を抽出する（Ｓ２４）。また、Ｓ２４の処理により抽出され
た表現候補は、慣用表現データベースに登録する（Ｓ２５）。
【００８３】



(13) JP 2009-48482 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

　次に、Ｓ２５の処理により登録されている慣用表現データベースを用いて、着目してい
る放送番組の表現候補から着目していない他の放送番組の表現候補との差分を抽出し（Ｓ
２６）、放送言及部分を抽出する（Ｓ２７）。
【００８４】
　上述した情報抽出処理により、高精度に目的とする情報を抽出することができる。これ
により、例えば、着目しているある放送番組において反響の多かった部分等を効率よく、
高精度に特定することができる。高精度に目的とする情報を抽出することができる。
【００８５】
　＜本発明を用いた評価分析結果＞
　ここで、上述した本発明手法を用いた評価分析結果について説明する。なお、以下の説
明では、有意水準を０．５％と設定し、１放送番組に対して９１６文の反響文を用いて分
析を行った。
【００８６】
　ここで、全反響文のうち、放送言及部分を正しく特定できた数（Ａ）と、特定漏れを起
こした数（Ｂ）と、誤特定を起こした数（Ｃ）とを用いて、ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ＝Ａ／（
Ａ＋Ｃ），ｒｅｃａｌｌ＝Ａ／（Ａ＋Ｂ）で定義される精度を形態素単位及び文字（単語
、連語）単位で評価分析した結果、ｐｒｅｃｉｓｉｏｎについては、形態素単位では５０
．９４％、文字単位では５２．７１％の精度で抽出することができるようになった。また
、ｒｅｃａｌｌは、形態素単位では１８．５７％、文字単位では１７．９８％の精度で抽
出することができるようになった。
【００８７】
　上述したように本発明によれば、高精度に目的とする情報を抽出することができる。こ
れにより、例えば、着目しているある放送番組において反響の多かった部分等を効率よく
、高精度に特定することができる。
【００８８】
　また、評判表現の辞書を構築したり反響文の構文解析をすることなく、放送局等に寄せ
られた反響から放送言及部分を自動的に抽出することができる。
【００８９】
　これにより、例えば、放送（テレビ、ラジオ、インターネット、ワンセグ等を含む）を
始めとするマスコミュニケーションに対する反響を抽出する場合に、評判の対象を自動的
に抽出する場面に用いることができる。
【００９０】
　なお、本発明を適用して抽出される情報としては、上述した実施形態に示すように放送
番組に対する反響文の放送言及部分の抽出に限定されず、例えば、新聞、雑誌、食品、電
気製品、携帯電話等のあらゆる商品に対する反響文に対しても対象の情報を効率的かつ高
精度に抽出することができる。
【００９１】
　以上本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限
定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種
々の変形、変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本実施形態における情報抽出装置の一構成例を示す図である。
【図２】反響文を取得する一例を示す図である。
【図３】番組反響データベースの一例を示す図である。
【図４】表現候補抽出処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】慣用表現データベースの一例を示す図である。
【図６】放送言及部分を抽出する様子を説明するための一例を示す図である。
【図７】表現候補の集合の差分により得られる放送言及部分の一例を示す図である。
【図８】本実施形態における情報抽出処理手順の一例を示すフローチャートである。
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【符号の説明】
【００９３】
　１０　情報抽出装置
　１１　入力手段
　１２　出力手段
　１３　蓄積手段
　１４　表現候補抽出手段
　１５　放送言及部分抽出手段
　１６　送受信手段
　１７　制御手段
　２１　放送反響データベース
　２２　慣用表現データベース
　３１　宛先
　３２　件名
　３３　本文
　３４　選択ボックス
　３５　投稿入力領域
　４１，４２，４３　集合

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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