
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

特許文献や技術論文などの技術文書を検索する技術文書検索装置において
、
検索手段と、
技術文書の書誌事項から検索式を生成する検索式合成手段と、
技術文書間の類似度を判定する文書類似度判定手段と
を備え、前記検索式合成手段は、元になる技術文書の書誌事項から検索式を生成し、前記
検索手段は、前記検索式合成手段によって生成された検索式を用いて検索を実行し、前記
文書類似度判定手段は、 検索された技術文書と元の技術文書との

類似度を判定し、前記検索された技術文書と元の技術文書との関係を
、前記類似度が視覚的に分かるように表示することを特徴とする技術文書検索装置。
【請求項２】
前記文書類似度判定手段が判定した類似度が所定値以下である技術文書を検索結果から除
くことを特徴とする請求項１に記載の技術文書検索装置。
【請求項３】
技術文書の一部分を抽出する部分文書抽出手段を具備し、前記文書類似度判定手段は、前
記検索された技術文書及び前記 技術文書の中で、前記部分文書抽出手段が抽出した一
部分を用いて前記類似度を判定することを特徴とする請求項１に記載の技術文書検索装置
。
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【請求項４】
前記部分文書抽出手段は、特許文献の中から「従来の技術」または「発明が解決しようと
する課題」の部分を抽出することを特徴とする請求項３に記載の技術文書検索装置。
【請求項５】
前記検索式合成手段は、元になる技術文書の書誌事項に含まれる出願人及び発明者の情報
を用いて前記検索式を生成することを特徴とする請求項１に記載の技術文書検索装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、特許文献や技術論文などの技術文書を検索する技術文書検索装置に関し、特に
、的確な検索が可能であり、また、検索結果を分かり易く表示することができる装置を実
現するものである。
【０００２】
【従来の技術】
特許文献や技術論文の数は、既存の発行分だけでも膨大な量に達しており、今後も増え続
けることが確実である。これらの技術文献を有効に利用するためには、目的の分野の文書
を的確に選択することができる検索手段を持つことが不可欠である。
【０００３】
文書の検索には、従来から、キーワード検索や、ベクトル空間法を用いて検索質問に類似
する文書を検索する方法などが知られている。
【０００４】
図２０は、従来の文書検索装置の構成を示している。この装置は、検索条件を入力し、検
索結果を出力する入出力手段１１と、技術文書が格納された文書実体格納手段１４と、技
術文書の検索用インデックスが格納されたインデックス格納手段１３と、検索用インデッ
クスを用いて技術文書を検索する検索手段１２とを備えている。
【０００５】
このインデックス格納手段１３には、文書実体格納手段１４に格納された各技術文書のイ
ンデックスとして、各技術文書から抽出されたキーワードやベクトルデータ、辞書などが
格納されている。
【０００６】
入出力手段１１から検索条件式や検索質問が入力されると、検索手段１２は、インデック
ス格納手段１３に格納されたインデックスを用いて、検索条件式に合致する文書や、検索
質問に類似する文書を検索し、検索結果が入出力手段１１を通じて表示される。検索結果
の文書実体は、入出力手段１１からの選択操作に応じて文書実体格納手段１４から読み出
されて表示される。
【０００７】
また、検索した特許文献を分かり易く示すため、従来から、特許マップによる表示が行わ
れている。
【０００８】
図１９は、特許マップの一例を示している。この例は、パソコン用インクジェットプリン
タに関する特許マップであり、このプリンタの構成要素の関係、各構成要素ごとの関連す
る特許文献の番号及びキーワード、特許文献の抽出年代、特許分類などが記述され、また
、特許文献については、出願人と技術評価を示す記号とが表示されている。
【０００９】
こうした特許マップの作成を支援する装置が特開平７－１８２３５６号に記載されている
。この装置では、あらかじめ決めておいたキーワード、特許分類、年代などに従って特許
文献が自動的に分類される。
【００１０】
また、特開平８－２２１４３５号には、特許マップで表示する特許文献を自動更新するシ
ステムが記載されている。このシステムでは、クライアント端末から特許データベースサ
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ーバに予め検索キーを送ることにより、特許データベースが更新された時、更新範囲の特
許データが検索キーで検索され、検索結果がクライアント端末に送られて、クライアント
端末の特許マップ用データベースに追加される。
【００１１】
このように、検索された特許文献が表示された特許マップは、技術動向や権利関係を把握
するための資料として広く利用されている。
【００１２】
また、検索した特許文献の文書集合を出願年代別の件数でグラフ表示して、該当する技術
分野の出願動向を表すことも広く行われている。また、特開平７－１８２３５６号には、
特許文献や技術情報を、利用分野、要素技術、発行時期などのデータと合わせてデータベ
ースに蓄積し、このデータベースの検索結果を、利用分野軸、要素技術軸、時間軸を座標
軸とした技術情報空間に表示する方法が開示されている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、キーワードによる技術文書の検索では、関連する文書であっても、全く新しい概
念の技術文書や、キーワードに指定した単語以外の単語を使って記述されている技術文書
については、検索から漏れたり、正しく分類できない可能性がある。
【００１４】
また、技術用語には、例えば「フィルター」が、電気分野では、信号の周波数範囲を制限
する回路部品の意味を持ち、機械分野では、液体から懸濁粒状物を分離する多孔性物質の
意味を持ち、また、光学分野では、光量を制限する光学部品を表すように、同じ用語であ
っても、技術分野で異なる意味に使用されるものが少なくない。そのため、技術文書のキ
ーワード検索では、キーワードを適切に選定しないと、検索結果に大量のノイズが含まれ
る場合がある。
【００１５】
また、検索された技術文献を各種の視点から整理して表示する装置は、前述した特開平７
－１８２３５６号などに記載されているが、検索された技術文献の相互間の関連性に着目
し、技術文献同士の関係を表示する装置は、これまで作られていない。
【００１６】
本発明は、こうした従来の問題点を解決するものであり、技術文書の検索や分類を効率的
、且つ、的確に行うことができ、また、検索した技術文書同士の相互間の関係を明示する
ことができる技術文書検索装置を提供することを目的としている。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明では、 特許文献や技術論文などの技術文書を検索する技術
文書検索装置において、検索手段と、

技術文書間の類似度を判定する文書類似度判定手段とを設け、

【００２１】
そのため、この装置では、技術マップの情報を用いて、検索結果を適切に分類することが
できる。
【００２２】
また、技術マップに記載されてい 術文書との類似度に基づいて、検索結果を絞り込む
ことができる。
【００２３】
また、書誌事項に含まれる発明者や出願人を共通にする技術文書の関係を表示したり、参
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照関係にある技術文書の関係を表示したりすることができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
第１の実施形態では、従来、技術文献の検索結果を表示するために用いられていた特許マ
ップの情報を、検索した特許文献を分類するために使用する技術文書検索装置について説
明する。
【００２５】
この装置は、図１に示すように、検索条件を入力し、検索結果を出力する入出力手段１１
と、特許文献が格納された文書実体格納手段１４と、特許文献の検索用インデックスが格
納されたインデックス格納手段１３と、検索用インデックスを用いて特許文献を検索する
検索手段１２と、特許文献の文書ベクトルを分析する分析手段１５と、これまでに作成さ
れた複数の特許マップが蓄積されている技術マップ群蓄積手段１７と、技術マップ群蓄積
手段１７からた読み出され特許マップを記憶する技術マップ格納手段１８と、文書ベクト
ルを用いて特許文献相互間の類似度を判定する文書類似度判定手段１６とを備えている。
【００２６】
技術マップ群蓄積手段１７に格納された各特許マップは、図２に示すように、ツリー状の
データ構造を備えており、この例では、パソコン用インクジェットプリンタの制御部、計
算機インタフェース、プリント部などの各構成要素ごとに、検索キーワードや重要特許一
覧のデータが記述されている。この特許マップを画面表示した場合には、例えば図１９の
ように表示される。
【００２７】
利用者は、この技術文献検索装置を使うに当たり、自分がこれから使う特許マップを入出
力手段１１で指定する。指定された特許マップは、技術マップ群蓄積手段１７から読み出
されてマップ格納手段１８に格納される。
【００２８】
次に、利用者は、好きなキーワードを入力して特許文献を検索する。検索手段１２は、イ
ンデックス格納手段１３に格納されたインデックスを用いて、キーワードに合致する文書
を検索し、検索結果が入出力手段１１を通じて表示される。図３は、「カラー＊高速」を
キーワードに用いて特許文献を検索したときの検索結果の表示画面を示している。ここで
は２０００件の検索結果が得られている。
【００２９】
このように検索結果が多数得られたとしても、表示画面の「分類表示」ボタンを押すこと
によって、図４に示すように、その検索結果が特許マップの構成図ごとに分類されて表示
される。
【００３０】
入出力手段１１から「分類表示」が入力されたとき、装置内部では、検索結果の特許文献
の各々と、特許マップの構成要素ごとに記載されている特許文献との類似度が計算され、
検索結果の特許文献が、最も類似する構成要素の部分に分類される。この類似度の判定は
、ベクトル空間法などの公知の技術を用いて行う。
【００３１】
この処理は、次のような手順で行われる。
▲１▼分析手段１５は、特許マップの構成要素ごとに記載されている各特許文書の文書ベ
クトルを計算する（これは、あらかじめ計算しておいてもよい）。
▲２▼分析手段１５は、検索結果の特許文献一つを取り出し、この特許文献の文書ベクト
ルを計算する。
▲３▼文書類似度判定手段１６は、特許マップ中の各構成要素の特許文献の文書ベクトル
と、検索結果の特許文献の文書ベクトルとを比較し、類似度が最も大きい、一番近いとこ
ろに分類する。（どこにも似ていなかったら「その他」に分類する。また、文書空間全体
からみて、あまりにも違っている場合は、「関連しない」という所に分類することで、そ
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の検索結果を捨てる）
▲４▼次の検索結果の特許文献を取り出し、▲２▼からの処理を繰り返す。次の検索結果
の特許文献がなければ終了する。
このように、この技術文書検索装置では、特許マップの情報を利用して、検索した特許文
献を分類して表示することができる。
【００３２】
なお、この装置では、検索結果の特許文献と、特許マップに記載されている特許文献との
類似度を比較する場合、文書全体についての文書ベクトルを計算して比較したが、文書の
一部を取り出して比較するように構成することもできる。
【００３３】
この場合の装置は、図５に示すように、特許文献の記載箇所の一部を抽出する部分文書抽
出手段１９を設ける。その他の構成は図１の装置と変わりがない。
【００３４】
部分文書抽出手段１９は、類似度を計算する際に、検索結果の特許文献、及び、特許マッ
プの特許文献の各々から「従来の技術」の記載箇所を取り出す。分析手段１５は、この「
従来の技術」の文書ベクトルを計算し、文書類似度判定手段１６は、検索結果の特許文献
における「従来の技術」の文書ベクトルを、特許マップ中の特許文献における「従来の技
術」の文書ベクトルと比較し、一番近いところに分類する。
【００３５】
特許文献は非常に長く、最大のデータ量を占める「実施の形態」には、各種の実施例や比
較例など、多様な内容が含まれる場合がある。そのため、特許文献全体を対象として類似
度を比較すると、処理負担が大きいだけで無く、分類の精度が低下する場合もあり得る。
【００３６】
その点、「従来の技術」には、これまで何が問題で何を改善したかが強調して記述される
ため、この「従来の技術」だけの文書ベクトルを作成し、相互に比較することにより分類
が可能になる。
【００３７】
また、同様に、部分文書抽出手段１９により特許文献の「発明が解決しようとする課題」
を抽出し、この部分の文書ベクトルを比較して分類するようにしてもよい。
【００３８】
また、技術論文の場合は、過去の文献を参照している部分を中心に抜き出し、ここの部分
だけから文書ベクトルを作成し、比較分類する。技術論文の場合は、特許文献と異なり、
形式が自由であるため、特定の部分を抽出することは難しいが、過去の文献を参照してい
る部分の周辺は、従来の技術についての記述部分と考えられるため、過去の文献の記述箇
所を目安に、従来技術の記述部分を抜き出して分類することができる。
【００３９】
このように、この技術文献検索装置では、少ない処理負担で、分類の精度を高めることが
可能である。
【００４０】
また、この技術文献検索装置に、図６に示すように、類似度を絡めた表示データを合成す
る表示合成手段２０を設けることにより、検索結果の特許文献を、技術空間に類似度を表
す大きさの点で表示することができる。
【００４１】
この装置は、検索結果を示す図３の表示画面の「多次元分類」ボタンを押すと、図７に示
すように、書誌事項（出願人など）、時間（出願日など）、及び構成要素を軸とする多次
元空間に、検索結果の特許文献の位置を表す点を表示する。このとき、表示合成手段２０
は、検索結果の特許文献を表す点の大きさを、文書類似度判定手段１６が計算した類似度
の大きさに対応させて表示する。
【００４２】
利用者が、この分類表示された点をマウスでクリックすると、該当する特許文献が文書実
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体格納手段１４から読み出されて、その内容が表示される。また、内容を表示していると
きに、「特許マップに追加」ボタンをクリックすると、その特許文献が特許マップに追加
される。従って、利用者は、多次元空間の点の大きさを目安に特許マップに追加する特許
文献を選択することができる。
【００４３】
このように、この技術検索装置では、特許マップ作成支援の機能を有しており、特許マッ
プに登録する特許文献の更新を容易に実施することができる。
【００４４】
なお、ここでは、特許文献の表示点の大きさを類似度によって差別化する場合について説
明したが、類似度に応じて点の色や形状を差別化するようにしても良い。
【００４５】
（第２の実施形態）
第２の実施形態では、従来、技術文献の検索結果を表示するために用いられていた特許マ
ップの情報を、特許文献の検索数を絞り込むために使用する技術文書検索装置について説
明する。
【００４６】
この装置は、図８に示すように、利用者が設定した検索式に特許マップのキーワードを加
えた検索式を合成する検索式合成手段２１を備えている。その他の構成は第１の実施形態
の図６と変わりがない。
【００４７】
この装置の技術マップ群蓄積手段１７には、あらかじめ作成された特許マップが蓄積され
ている。利用者は、この技術文書検索装置を使うに当たり、自分がこれから使う特許マッ
プを指定する。指定された特許マップは、技術マップ群蓄積手段１７から読み出され、技
術マップ格納手段１８に格納される。
【００４８】
次に、利用者は、入出力手段１１から好きなキーワードを入力して特許文献を検索する。
入出力手段１１からキーワードが入力されると、検索式合成手段２１は、利用者から指定
されたキーワード以外に、特許マップで指定された基本キーワードや書誌事項（ＩＰＣ分
類など）を加えて検索式を自動的に組み立て、検索手段１２は、この検索式を用いて検索
を実施する。文書類似度判定手段１６は、検索結果の特許文献と特許マップに記載されて
いる特許文献との類似度を判定し、類似度が極めて低いものを除いて（この判定はあまり
狭めない、類似度をある程度広くとる）検索結果を表示する。
【００４９】
例えば、利用者が「ＦＡＸサーバ装置」に関する特許を検索したいとする。いままでの検
索装置で
「（ＦＡＸ＋ファクシミリ＋ファックス）＊制御＊画像＊通信＊圧縮」
などと検索すると、目的とするＦＡＸサーバ関連特許以外にＮＣ制御装置（工作機械数値
制御装置）の特許が膨大に検索されてしまう。利用者はＩＰＣ分類で絞り込むほか、ＮＣ
などの単語をＮＯＴ演算子で指定して少しずつ絞り込まなければならず、これは特許分野
ごとにノウハウが必要であった。
【００５０】
この技術文書検索装置では、利用者があらかじめＦＡＸサーバ装置に関する特許マップを
持っていれば、その特許マップを指定しただけでＦＡＸサーバ装置の特許が検索できる。
【００５１】
また、「カラー」とだけキーワードを指定した場合、通常の検索装置では、カラーテレビ
からカラーフィルムから、あらゆるものが検索され、その数は膨大な量に達するが、この
技術文書検索装置の場合には、カラーＦＡＸに関係したＦＡＸサーバ装置の特許文献だけ
を検索することができる。
【００５２】
このように、この技術文書検索装置は、特許マップを用いて検索条件を合成することによ

10

20

30

40

50

(6) JP 3625054 B2 2005.3.2



り、効率的、且つ、正確な技術文書の検索が可能になる。
【００５３】
（第３の実施形態）
第３の実施形態では、書誌事項に共通性を持つ特許文献を検索し、相互間の関係を表示す
る技術文書検索装置について説明する。
【００５４】
この装置は、図９に示すように、特許文献の書誌事項を抽出する書誌事項抽出手段２２と
、書誌事項から検索式を合成する検索式合成手段２１と、検索された特許文献の間の関係
を記憶する文書関係記憶手段２３とを備えている。その他の構成は第１の実施形態の図１
と変わりがない。
【００５５】
利用者は、何らかのキーワードを入出力手段１１から入力して特許文献を検索する。その
結果、図１１の画面例に示すように、ある程度の数の特許文書が検索されたとする。その
うちの１件が、探していた特許文書に相当するものであったとする。そこで、利用者は、
この特許文献（元特許文献と云う）に類似する特許文書を見ようとする。以降の手順を図
１０のフロー図に示している。
【００５６】
ステップ１：利用者は、図１２に示すように、画面上で文書を選択し、「類似書誌検索」
ボタンを押す。すると、この技術文書検索装置の書誌事項抽出手段２２は、選択された元
特許文献から発明者と出願人とを抽出する。出願人として「出願人Ａ」の名前が、発明者
として「発明者１」「発明者２」「発明者３」の３人の名前が抽出されたとする。
【００５７】
ステップ２：検索式合成手段２１は、
出願人Ａ＊発明者１＋出願人Ａ＊発明者２＋出願人Ａ＊発明者３
という検索式を組み立てる。
ステップ３：検索手段１２は、この検索式で検索を行う。その結果、５０件の検索結果が
得られたとする。
ステップ４：文書類似度判定手段１６は、この得られた５０件全てに対して、元特許文献
との類似度を計算する。類似度が、あらかじめ決めておいた閾値以上の場合、すなわち、
ある程度似ていたら、結果として残すが、それ以外の（似ていない）検索結果は捨てる。
ステップ５：残った検索結果を文書関係記憶手段２３に格納し、これを、時間順（出願順
）、または類似度順、あるいは時間順で類似度順にソートして出力表示する。
【００５８】
こうして、図１３に示すように、出願人及び発明者が共通する特許文献の相互間の類似度
を時間軸上に表示することができる。
【００５９】
このように、この装置では、元文書から、一部の書誌事項だけ抜き出し、その抽出した書
誌事項から検索式を合成し、この検索式で検索を実施し、得られた検索結果から類似のも
のを探し、類似のものだけを整列して表示することにより、書誌事項が共通する特許文献
の相互間の関係を表示することができる。
【００６０】
（第４の実施形態）
第４の実施形態では、参照関係にある特許文献を検索し、相互間の関係を表示する技術文
書検索装置について説明する。
【００６１】
この装置は、図１４に示すように、特許文献中で参照している文献を抽出する関連文書抽
出手段２４と、検索された特許文献の間の関係を記憶する文書関係記憶手段２３と、参照
関係にある特許文献を関連付けて表示する表示合成手段２０とを備えている。その他の構
成は第１の実施形態の図１と変わりがない。
【００６２】
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利用者は、何らかのキーワードを入出力手段１１から入力して特許文献を検索する。その
結果、図１１の画面例に示すように、ある程度の数の特許文書が検索され、そのうちの１
件が、探していた特許文書に相当するものであったとする。そこで、利用者は、この特許
文献（種特許文献と云う）に類似する特許文献を見ようとする。以降の手順を図１５のフ
ロー図に示している。
【００６３】
ステップ１１：利用者は、画面上で種特許文献を選択し、「参照文献検索」ボタンを押す
。
ステップ１３：技術文書検索装置の関連文書抽出手段２４は、種特許文献から、種特許文
献で引用されている参照文書名を（複数）抽出する。これを親特許文献と呼ぶ。
ステップ１４：文書関係記憶手段２３は、種特許文書と親特許文献との関係を記憶する。
ステップ１５：親特許文献を文書実体格納手段１４から取得し、
ステップ１６：その親特許文献を種とし、ステップ１３～ステップ１６を繰り返し、最初
の種特許文献からＮ世代（Ｎは指定できる）遡るまで繰り返す。
【００６４】
ステップ１７：最初の種特許文献を再び種特許文献に設定し、
ステップ１９：この種特許文献を参照している特許文献を、文書実体格納手段１４に格納
された特許文献を全文検索して検索する。
ステップ２０：文書関係記憶手段２３は、検索された結果（子特許文献）と種特許文献と
の関係を記憶する。
ステップ２１：全ての子特許文献について、これを種とし、ステップ１９～ステップ２１
をＭ世代（Ｍは指定可能）後まで繰り返す。
ステップ２２：表示合成手段２０は、ステップ１４及びステップ２０で文書関係記憶手段
２３に記憶された文書間の関係を表示する。
図１６、図１７は、こうして表示された画面の一例を示している。
【００６５】
なお、文献中で参照している文書名の抽出は、特許文献ならば「特公平１１－１２３４５
」などのように形式的に記述されているので、計算機が容易に認識可能である。また、論
文の場合は、参照文献が文末に、
［８］飯塚泰樹，　接続確立最小法による単語分割，　２００－ＮＬ－１３９，ｐｐ１１
，２０００
などのように形式的に記述されているため、この記述部分から計算機が容易に認識できる
。
【００６６】
また、子特許文献（子供）を探す時は、種特許文献（自分）の特許公開番号をもとにデー
タベースを全文検索すれば、種特許文献（自分）を参照している子特許文献（子供）を検
索することは可能である。
【００６７】
また、兄妹の子供（甥）に当たる文献を検索するかどうか、親をどこまで遡るか（Ｎ世代
、あるいはＸ年前）、子供をどこまで辿るか（Ｍ世代、あるいは現在までの全て）、など
については、選択できるようにする。
【００６８】
また、より多くの文書から参照されている文書（子供が多い文書）は、表示する時に特に
色をつけるなどして強調表示するようにしても良い。これは、子供が多いということは、
より重要であるということを示しており、それを明示するためである。
【００６９】
また、図１６、図１７では、説明のために特許公開番号しか表示していないが、公開番号
以外に、名称、出願人などの表示を選択できるようにしたり、あるいは、図１８に示すよ
うに、図中の公開番号の位置にマウスポインタを置いたときだけ、その書誌事項や要約内
容がポップアップ表示されるように構成しても良い。
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【００７０】
また、図１６、図１７の特許公開番号のボックスをダブルクリックすると、すぐにその特
許文献を閲覧できるようにすることも可能である。また、閲覧している特許文献に参照特
許（親特許）番号が記されている部分があると、そこだけ反転表示（あるいは色付き表示
）し、そこをクリックすると参照特許（親特許）を表示するように構成しても良い。
関係する特許文献の間の類似度を文書類似度判定手段で判定し、この類似度が視覚的に分
かるように表示するようにしても良い。
【００７１】
このように、この技術文書検索装置では、文書間の参照関係を検索し、その文書間の関係
を画面上に表示することができる。この画面を閲覧することにより、技術体系や技術動向
などを簡単に把握することができる。
【００７２】
なお、実施形態では、特許文献の検索を中心に説明したが、本発明の技術文書検索装置は
、技術論文などを対象とすることもできる。
【００７３】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明の技術文書検索装置は、特許マップなどの技術マ
ップを検索に使うことにより、利用者が難しい指定をしなくても簡単に自分の欲する検索
結果を得ることができる。
【００７４】
また、この検索結果を基に、技術マップに登録すべき技術文書を的確、且つ、簡便に識別
することができ、技術マップのデータを正確に更新することが可能になる。その結果、技
術動向をより簡単、且つ、的確に把握できるようになる。
【００７５】
また、本発明の技術文書検索装置では、文書間の繋がりを検索して表示できるため、利用
者は技術体系や技術動向を容易に把握することができ、また、この繋がりから関連文書を
探すことにより、検索漏れを減らし、より簡単、且つ、正確に文書検索を行うことが可能
になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態の技術文書検索装置の構成を示すブロック図、
【図２】特許マップのデータ構成を示す図、
【図３】第１の実施形態の技術文書検索装置の検索結果画面を示す図、
【図４】第１の実施形態の技術文書検索装置の特許マップ分類表示画面を示す図、
【図５】第１の実施形態の技術文書検索装置の他の構成を示すブロック図、
【図６】第１の実施形態の技術文書検索装置のその他の構成を示すブロック図、
【図７】第１の実施形態の技術文書検索装置の三次元分類表示画面を示す図、
【図８】第２の実施形態の技術文書検索装置の構成を示すブロック図、
【図９】第３の実施形態の技術文書検索装置の構成を示すブロック図、
【図１０】第３の実施形態の技術文書検索装置の動作手順を示すフロー図、
【図１１】第３の実施形態の技術文書検索装置の検索結果画面を示す図、
【図１２】第３の実施形態の技術文書検索装置の類似書誌検索選択画面を示す図、
【図１３】第３の実施形態の技術文書検索装置の表示画面を示す図、
【図１４】第４の実施形態の技術文書検索装置の構成を示すブロック図、
【図１５】第４の実施形態の技術文書検索装置の動作手順を示すフロー図、
【図１６】第４の実施形態の技術文書検索装置で表示される文書間の繋がりを示す図、
【図１７】第４の実施形態の技術文書検索装置での三次元分類表示画面を示す図、
【図１８】第４の実施形態の技術文書検索装置でのポップアップ表示を示す図、
【図１９】特許マップを示す図、
【図２０】従来の技術文書検索装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
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１１　入出力手段
１２　検索手段
１３　インデックス格納手段
１４　文書実体格納手段
１５　分析手段
１６　文書類似度判定手段
１７　技術マップ群蓄積手段
１８　技術マップ格納手段
１９　部分文書抽出手段
２０　表示合成手段
２１　検索式合成手段
２２　書誌事項抽出手段
２３　文書関係記憶手段
２４　関連文書抽出手段
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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