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(57)【要約】
【課題】コンテンツ体系をユーザとアイテムの関係から
なるグラフ体系で表現し、ユーザが意味情報に依拠して
興味の向くコンテンツを容易且つ的確に探索することを
可能にする興味体系グラフ形成装置、興味体系グラフ形
成方法、および、興味体系グラフ形成プログラムを提供
する。
【解決手段】各個人毎の興味がクラス階層化された興味
オントロジ間の近似度を計測し（５ａ）、該計測結果に
基づいて興味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあ
るユーザコミュニティを識別可能なユーザグラフのデー
タを形成し（５ｂ）、該ユーザグラフのデータに基づく
グラフの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエッジに
タクソノミによる意味情報を付与してユーザ間の関係を
グラフベースで再構築する（５ｃ）。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測手段と、
　前記近似度計測手段による計測結果に基づいて興味オントロジ間の近似度が所定の範囲
内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラフのデータを形成するユーザグラフ
形成手段と、
　前記ユーザグラフ形成手段によって形成されたユーザグラフのデータを管理すると共に
当該ユーザグラフのデータに基づくグラフの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエッジ
にタクソノミによる意味情報を付与してユーザ間の関係をグラフベースで再構築するユー
ザグラフ再構築手段と、
を備えたことを特徴とする興味体系グラフ形成装置。
【請求項２】
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測手段と、
　前記近似度計測手段による計測結果に基づいて興味オントロジ間の近似度が所定の範囲
内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラフのデータを形成するユーザグラフ
形成手段と、
　前記ユーザグラフ形成手段によって形成されたユーザグラフのデータを管理すると共に
ユーザグラフの中で関連性の近いサブユーザグラフを抽出してユーザ興味に基づくコミュ
ニティとし、該コミュニティ間の関係を階層的に構築し、コミュニティ間を結ぶエッジに
タクソノミによる意味情報を付与してユーザ間の関係を階層的なグラフベースで再構築す
るユーザグラフ再構築手段と、
を備えたことを特徴とする興味体系グラフ形成装置。
【請求項３】
　前記近似度計測手段は、興味情報が概念階層化された雛形オントロジに含まれるクラス
またはインスタンスおよびそれらの上位クラスを抽出することにより形成された前記興味
オントロジデータの供給を受けることを特徴とする請求項１または２に記載の興味体系グ
ラフ形成装置。
【請求項４】
　前記近似度計測手段は、前記雛形オントロジから割り振られたクラスＩＤが前記興味オ
ントロジに属するか否かに応じて前記興味オントロジ間のトポロジの近似度を計測すると
共に、前記雛形オントロジから割り振られたインスタンスＩＤが前記興味オントロジに属
するか否かに応じて前記興味オントロジ間のクラスの近似度を計測し、該計測されたトポ
ロジの近似度およびクラスの近似度に基づいて、前記興味オントロジ間の近似度を計測す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の興味体系グラフ形成装置。
【請求項５】
　前記ユーザグラフ形成手段は、各ユーザコミュニティに属するユーザの興味に関する粒
度の均一化が図られるべくユーザ数が所定値以内となるように規模が限定されたユーザコ
ミュニティが識別可能なユーザグラフのデータを形成することを特徴とする請求項１また
は２に記載の興味体系グラフ形成装置。
【請求項６】
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測ステップと、
　前記近似度計測ステップによる計測結果に基づいて興味オントロジ間の近似度が所定の
範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラフのデータを形成するユーザグ
ラフ形成ステップと、
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　前記ユーザグラフ形成ステップによって形成されたユーザグラフのデータを管理すると
共に当該ユーザグラフのデータに基づくグラフの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエ
ッジにタクソノミによる意味情報を付与してユーザ間の関係をグラフベースで再構築する
ユーザグラフ再構築ステップと、
を含むことを特徴とする興味体系グラフ形成方法。
【請求項７】
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測ステップと、
　前記近似度計測ステップによる計測結果に基づいて興味オントロジ間の近似度が所定の
範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラフのデータを形成するユーザグ
ラフ形成ステップと、
　前記ユーザグラフ形成ステップによって形成されたユーザグラフのデータを管理すると
共にユーザグラフの中で関連性の近いサブユーザグラフを抽出してユーザ興味に基づくコ
ミュニティとし、該コミュニティ間の関係を階層的に構築し、コミュニティ間を結ぶエッ
ジにタクソノミによる意味情報を付与してユーザ間の関係を階層的なグラフベースで再構
築するユーザグラフ再構築ステップと、
を含むことを特徴とする興味体系グラフ形成方法。
【請求項８】
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測ステップと、
　前記近似度計測ステップによる計測結果に基づいて興味オントロジ間の近似度が所定の
範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラフのデータを形成するユーザグ
ラフ形成ステップと、
　前記ユーザグラフ形成ステップによって形成されたユーザグラフのデータを管理すると
共に当該ユーザグラフのデータに基づくグラフの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエ
ッジにタクソノミによる意味情報を付与してユーザ間の関係をグラフベースで再構築する
ユーザグラフ再構築ステップと、
をコンピュータに実行させることを特徴とする興味体系グラフ形成プログラム。
【請求項９】
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測ステップと、
　前記近似度計測ステップによる計測結果に基づいて興味オントロジ間の近似度が所定の
範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラフのデータを形成するユーザグ
ラフ形成ステップと、
　前記ユーザグラフ形成ステップによって形成されたユーザグラフのデータを管理すると
共にユーザグラフの中で関連性の近いサブユーザグラフを抽出してユーザ興味に基づくコ
ミュニティとし、該コミュニティ間の関係を階層的に構築し、コミュニティ間を結ぶエッ
ジにタクソノミによる意味情報を付与してユーザ間の関係を階層的なグラフベースで再構
築するユーザグラフ再構築ステップと、
をコンピュータに実行させることを特徴とする興味体系グラフ形成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、興味体系グラフ形成装置、興味体系グラフ形成方法、および、興味体系グラ
フ形成プログラムに関し、例えば、サービスプロバイダが販売するコンテンツの販売体系
（棚割り）の策定等に応用する場合には、ユーザ嗜好マイニング結果が的確に反映された
棚割りが実現し、ユーザにとっては各自の嗜好に良く沿ったコンテンツを探し易くなり、



(4) JP 2009-205289 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

サービスプロバイダにとっては販売促進に繋がるような情報探索装置、情報探索方法、お
よび、情報探索プログラムに関する。
　尚、棚割りとは、多種多用な商品を、買い物客が、見易く取り易く、選び易いように、
用途・機能、デザイン、価格帯などのテーマ設定によって分類整理し、関連する商品を効
果的に組み合わせて陳列位置を決めることをいう。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ユーザの興味などのユーザコンテクストを用い、ニーズの実態に随時よく即した
コンテンツをネットワークを介してユーザに販売するサービスが注目されている。
　また、ユーザの興味対象をインターネット上で発信し、ユーザ間での議論を促進するブ
ログサービスや、互いに友人に紹介し合ったユーザ間で興味対象を議論したりするソーシ
ャル・ネットワーキングサービス（SNS： Social Network Service）などが注目されてお
り、このようなサービスを利用するユーザは今後増加の一途を辿るものと見込まれる。
【０００３】
　例えば、Amazon.comやLast.fmにおける如く、ユーザによる商品の購入状況や再生の履
歴基づいてユーザの興味対象をユーザプロファイルとして自動構築し、このユーザプロフ
ァイルに基づく商品のレコメンデーション（推薦）サービスを行うといったことは所謂電
子商店などにおいて盛んに行われている。
　このような趨勢にあって、ユーザの発信する多種多様な情報を収集し分析して木目細か
なレコメンデーション（推薦）サービスを行うことに多大な関心が寄せられるようになっ
ている。
【０００４】
　また、情報流通サービスは、ユーザによる自身の興味対象の発信や興味の近いユーザ同
士での種々の記事や楽曲情報の交換およびコミュニティにおける議論内容を閲覧すること
を通して、各ユーザの興味対象を拡大する基盤となる可能性を持つ。
　一方、現状のブログサービスにおける情報検索は、Googleなどのウェブページ検索エン
ジンや、RSS(RDF Site Summary)という簡単なメタデータ記述を利用したキーワードベー
スの検索であり、このため大量に発信されるブログ記事からユーザが自身の興味に沿った
情報が掲載された記事を適切に選択するのは困難なことが多い。
【０００５】
　即ち、ユーザはブログ検索の都度、自身の興味に即した検索目的語を適切に構成する必
要があり、検索キーワードの選択に手間がかかる。また、事前に検索対象をある程度把握
していないとキーワードの構成を行うこと自体が困難であり、この構成にもある程度の習
熟が必要になる。
　従って、興味を持つ可能性があると見込まれる対象に良く適合したキーワードを特定す
ることが困難になり、結局、情報検索自体ができないといった状況になってしまうことも
懸念される。
【０００６】
　このような懸念を払拭するための提案も既に幾つかなされている。例えば、ユーザの興
味対象としてユーザが興味を持つキーワードのみでなく、そのキーワードの背景となる情
報をも保持するユーザプロファイルを自動構築し、プロファイルに基づくブログ検索機能
を提供する試みが提案されている（例えば、非非特許文献１参照）。
　上記非非特許文献１では、音楽や映画などのサービスプロバイダが提供するサービスオ
ントロジへユーザの蓄積記事を分類することによって、記事に対しその話題対象であるイ
ンスタンスとインスタンスの背景知識を自動的にタグ付けするオートタギング手法と、ユ
ーザの興味がクラス階層化された興味オントロジをユーザプロファイルとして自動抽出す
る興味オントロジ手法とが提案されている。
【０００７】
　更に、興味オントロジ間の近似度を計測し、近似度が高い興味オントロジ間で一部クラ
ス階層が異なるクラスを検出し、そのクラスに属する記事を意外な興味記事としてユーザ
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に推薦することにより、ユーザの興味幅の拡大と他ユーザ間とのコミュニケーション促進
を検証する実験を実ブログサイト上で実施している。
　非非特許文献１所載のこの方法は、サービスプロバイダによって作成される専門的なコ
ンテンツの分類体系（タクソノミという）に基づく網羅的かつ専門的な知識を利用したコ
ンテンツの検索や推薦に有効である。
【０００８】
　しかしながら、非非特許文献１所載の方法によって構築されるタクソノミは通常のユー
ザが自然にイメージするような体系とは異なったものになりがちであり、興味を懐いてい
るようなコンテンツへの直感的なアクセスを可能にする分類体系としては必ずしも適合し
ない面があった。
　従って、自ずから、この分類体系に依拠する方法では、ユーザからのアクセスの増大は
見込みが薄いことになる。
　一方、ＣＧＳ（Consumer Generated Media）におけるユーザの記述はタクソノミに基づ
く専門知識に依拠せず曖昧であり、論理的に整理された一定の客観的傾向を見出すには不
向きである。
【０００９】
　上述のような問題に対処する提案も発明者等は既に行っている。例えば、先ずトップダ
ウン的アプローチによって、ユーザによるブログエンティティを、サービスドメインのオ
ントロジに分類して、ユーザの興味を該興味の重みに関する概念階層として意味論的に表
すユーザ興味オントロジを抽出し、次いで、ボトムアップ的アプローチによって、ユーザ
側から自身のユーザ興味オントロジをより細部に亘って更新していくといった手法を提案
した（非特許文献２参照）。
【００１０】
　この非特許文献２では、更に、各クラスおよびインスタンスに割り当てられた興味の重
みに関してオントロジ間の類似度を計測することも提案している。このユーザ興味オント
ロジ間の類似度の計測によって、ユーザが嘗て触れたことの無いような概念を含む革新的
なブログエンティティを検出でき、また、その手法を実験的によって確認したことが紹介
されている。
　更にまた、上述の非特許文献２に紹介した手法を更に具体的に改良し、タクソノミに基
づく網羅的なコンテンツ体系とフォークソノミに基づくユーザ意識を反映させた直感的な
コンテンツ体系との関係を構築することによって、専門的知識を活かしつつ、直感的情報
へアクセスする手段を提案している（非特許文献３参照）。
【００１１】
　一方、ユーザとアイテムの関係をグラフ構造で表現し、探索ユーザによるグラフ探索に
よる情報推薦手法が提案されている（非特許文献４参照）。この非特許文献４に開示の提
案では、ユーザ間の興味相関スコアや共通興味情報に基づいてユーザが興味を持ちそうな
情報をグラフ構造から発見し、推薦する。
　尚、ネットワークにおけるコミュニティ構造を割り出す高速処理のアルゴリズムも既に
提案されている（非特許文献５参照）。
【００１２】
【非特許文献１】「ユーザ興味オントロジ抽出によるブログコミュニティ形成方法」　中
辻　他、DBSJ Leteers Vol.5,No.1(2006.6)
【非特許文献２】Nakatuji,M.,Miyosi.Y.,and Otsuka, Y.:Innovation Detection Based 
on User-Interest Ontology of Blog Community, ISWC 06,pp.515-528(2006)
【非特許文献３】中辻真，吉田誠，平野美貴：ブログ記事へのオートタギングを利用した
ユーザ意識とサービスオントロジ間のマッピング技術，信学会全国大会D-4-4
【非特許文献４】Huang,z.,Chen,H. and Zeng,d.:Applying associative retrieval tech
niques to alleviate the sparsity problem in collaborative filtering(2004)
【非特許文献５】Newman, M.E.J.:Fast algorithm for detecting community structure 
in networks, Pysical Review E, Vol.69, p.066133(2003)
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　既述のような種々の提案があるが、現時点では、何れも、ユーザ間の関係にタクソノミ
に基づく意味情報を与えるものがなく、興味あるコンテンツを求めて探索を行うユーザが
意味情報に依拠してユーザグラフを探索する方途を与える提案はない。また、ユーザコミ
ュニティを持つといった視点がないため、グラフが大規模になるような場合では探索は困
難を極める。
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、コンテンツ体系をユーザとアイ
テムの関係からなるグラフ体系で表現し、ユーザが意味情報に依拠して興味の向くコンテ
ンツを容易且つ的確に探索することを可能にする興味体系グラフ形成装置、興味体系グラ
フ形成方法、および、興味体系グラフ形成プログラム
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】
【００１４】
　上記課題を解決するべく、本願では次に列記するような技術を提案する。
　本発明の請求項１の興味体系グラフ形成装置は：
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測手段と、前記近似度計測手段による計測結果に基づいて興
味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグ
ラフのデータを形成するユーザグラフ形成手段と、前記ユーザグラフ形成手段によって形
成されたユーザグラフのデータを管理すると共に当該ユーザグラフのデータに基づくグラ
フの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味情報を付与して
ユーザ間の関係をグラフベースで再構築するユーザグラフ再構築手段と、を備えたことを
特徴とする。
【００１５】
　上記請求項１の興味体系グラフ形成装置では、近似度計測手段によって、各個人毎の興
味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供給を受けて該供
給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味の近似度が計測
される。
　更に、ユーザグラフ形成手段によって、近似度計測手段による計測結果に基づいて興味
オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラ
フのデータが形成される。
【００１６】
　また、ユーザグラフ再構築手段によって、前記ユーザグラフ形成手段によって形成され
たユーザグラフのデータを管理されると共に当該ユーザグラフのデータに基づくグラフの
各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味情報を付与してユー
ザ間の関係をグラフベースで再構築される。
　上述のようにグラフベースで再構築されたデータに基づいて、別段の専門的な知識を持
たない一般的ユーザであっても、意味情報に依拠して興味の向くコンテンツを容易且つ的
確に探索することが可能になる。
【００１７】
　本発明の請求項２の興味体系グラフ形成装置は：
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測手段と、前記近似度計測手段による計測結果に基づいて興
味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグ
ラフのデータを形成するユーザグラフ形成手段と、前記ユーザグラフ形成手段によって形
成されたユーザグラフのデータを管理すると共にユーザグラフの中で関連性の近いサブユ
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ーザグラフを抽出してユーザ興味に基づくコミュニティとし、該コミュニティ間の関係を
階層的に構築し、コミュニティ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味情報を付与してユ
ーザ間の関係を階層的なグラフベースで再構築するユーザグラフ再構築手段と、を備えた
ことを特徴とする。
【００１８】
　上記請求項２の興味体系グラフ形成装置では、近似度計測手段によって、各個人毎の興
味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供給を受けて該供
給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味の近似度が計測
される。
　更に、ユーザグラフ形成手段によって、近似度計測手段による計測結果に基づいて興味
オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラ
フのデータが形成される。
【００１９】
　また、ユーザグラフ再構築手段によって、前記ユーザグラフ形成手段によって形成され
たユーザグラフのデータが管理されると共にユーザグラフの中で関連性の近いサブユーザ
グラフが抽出されてユーザ興味に基づくコミュニティが形成され、該コミュニティ間の関
係が階層的に構築され、コミュニティ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味情報が付与
されてユーザ間の関係が階層的なグラフベースで再構築される。
　上述のようにグラフベースで再構築されたデータに基づいて、別段の専門的な知識を持
たない一般的ユーザであっても、意味情報に依拠して興味の向くコンテンツを容易且つ的
確に探索することが可能になる。
【００２０】
　本発明の請求項３の興味体系グラフ形成装置は：
　上記請求項１または２に記載の興味体系グラフ形成装置において特に、前記近似度計測
手段は、興味情報が概念階層化された雛形オントロジに含まれるクラスまたはインスタン
スおよびそれらの上位クラスを抽出することにより形成された前記興味オントロジデータ
の供給を受けることを特徴とする。
　上記請求項３の興味体系グラフ形成装置では、専門的知識に基づいて予め的確に構築さ
れ得るタクソノミによる雛形オントロジが反映されて、的確に興味オントロジが形成され
得る。
【００２１】
　本発明の請求項４の興味体系グラフ形成装置は：
　上記請求項１または２に記載の興味体系グラフ形成装置において特に、前記近似度計測
手段は、前記雛形オントロジから割り振られたクラスＩＤが前記興味オントロジに属する
か否かに応じて前記興味オントロジ間のトポロジの近似度を計測すると共に、前記雛形オ
ントロジから割り振られたインスタンスＩＤが前記興味オントロジに属するか否かに応じ
て前記興味オントロジ間のクラスの近似度を計測し、該計測されたトポロジの近似度およ
びクラスの近似度に基づいて、前記興味オントロジ間の近似度を計測することを特徴とす
る。
　上記請求項４の興味体系グラフ形成装置では、専門的知識に基づいて予め的確に構築さ
れ得るタクソノミによる雛形オントロジが反映されて、的確に興味オントロジ間の近似度
が計測され得る。
【００２２】
　本発明の請求項５の興味体系グラフ形成装置は：
　上記請求項１または２に記載の興味体系グラフ形成装置において特に、前記ユーザグラ
フ形成手段は、各ユーザコミュニティに属するユーザの興味に関する粒度の均一化が図ら
れるべくユーザ数が所定値以内となるように規模が限定されたユーザコミュニティが識別
可能なユーザグラフのデータを形成することを特徴とする。
　上記請求項５の興味体系グラフ形成装置では、ユーザの興味に関する粒度が適度に均一
化されたユーザコミュニティのユーザグラフデータが形成される。
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【００２３】
　本発明の請求項６の興味体系グラフ形成方法は：
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測ステップと、前記興味オントロジ形成ステップによって形
成された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味の近似度を計測
する近似度計測ステップと、前記近似度計測ステップによる計測結果に基づいて興味オン
トロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラフの
データを形成するユーザグラフ形成ステップと、前記ユーザグラフ形成ステップによって
形成されたユーザグラフのデータを管理すると共に当該ユーザグラフのデータに基づくグ
ラフの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味情報を付与し
てユーザ間の関係をグラフベースで再構築するユーザグラフ再構築ステップと、を含むこ
とを特徴とする。
【００２４】
　上記請求項６の興味体系グラフ形成方法では、近似度計測ステップによって、各個人毎
の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供給を受けて
該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味の近似度が
計測される。
　また、近似度計測ステップによって、前記興味オントロジ形成ステップによって形成さ
れた興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味の近似度が計測され
る。
【００２５】
　更に、ユーザグラフ形成ステップによって、近似度計測ステップによる計測結果に基づ
いて興味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユ
ーザグラフのデータが形成される。
　また、ユーザグラフ再構築ステップによって、前記ユーザグラフ形成ステップによって
形成されたユーザグラフのデータが管理されると共に当該ユーザグラフのデータに基づく
グラフの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味情報が付与
されてユーザ間の関係がグラフベースで再構築される。
　上述のようにグラフベースで再構築されたデータに基づいて、別段の専門的な知識を持
たない一般的ユーザであっても、意味情報に依拠して興味の向くコンテンツを容易且つ的
確に探索することが可能になる。
【００２６】
　本発明の請求項７の興味体系グラフ形成方法は：
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測ステップと、前記近似度計測ステップによる計測結果に基
づいて興味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能な
ユーザグラフのデータを形成するユーザグラフ形成ステップと、前記ユーザグラフ形成ス
テップによって形成されたユーザグラフのデータを管理すると共にユーザグラフの中で関
連性の近いサブユーザグラフを抽出してユーザ興味に基づくコミュニティとし、該コミュ
ニティ間の関係を階層的に構築し、コミュニティ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味
情報を付与してユーザ間の関係を階層的なグラフベースで再構築するユーザグラフ再構築
ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２７】
　上記請求項７の興味体系グラフ形成方法では、近似度計測ステップによって、各個人毎
の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供給を受けて
該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味の近似度が
計測される。
　更に、ユーザグラフ形成ステップによって、近似度計測ステップによる計測結果に基づ
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いて興味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユ
ーザグラフのデータが形成される。
【００２８】
　また、ユーザグラフ再構築ステップによって、前記ユーザグラフ形成ステップによって
形成されたユーザグラフのデータが管理されると共にユーザグラフの中で関連性の近いサ
ブユーザグラフが抽出されてユーザ興味に基づくコミュニティが形成され、該コミュニテ
ィ間の関係が階層的に構築され、コミュニティ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味情
報が付与されてユーザ間の関係が階層的なグラフベースで再構築される。
　上述のようにグラフベースで再構築されたデータに基づいて、別段の専門的な知識を持
たない一般的ユーザであっても、意味情報に依拠して興味の向くコンテンツを容易且つ的
確に探索することが可能になる。
【００２９】
　本発明の請求項８の興味体系グラフ形成プログラムは：
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測ステップと、前記近似度計測ステップによる計測結果に基
づいて興味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能な
ユーザグラフのデータを形成するユーザグラフ形成ステップと、前記ユーザグラフ形成ス
テップによって形成されたユーザグラフのデータを管理すると共に当該ユーザグラフのデ
ータに基づくグラフの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエッジにタクソノミによる意
味情報を付与してユーザ間の関係をグラフベースで再構築するユーザグラフ再構築ステッ
プと、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００３０】
　上記請求項８の興味体系グラフ形成プログラムは、コンピュータによって実行されるこ
とによって、近似度計測ステップによって、各個人毎の興味がクラス階層化された興味オ
ントロジを表す興味オントロジデータの供給を受けて該供給された興味オントロジ間の近
似度を計測することによりユーザ間の興味の近似度が計測される。
　更に、ユーザグラフ形成ステップによって、近似度計測ステップによる計測結果に基づ
いて興味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユ
ーザグラフのデータが形成される。
　また、ユーザグラフ再構築ステップによって、前記ユーザグラフ形成ステップによって
形成されたユーザグラフのデータが管理されると共に当該ユーザグラフのデータに基づく
グラフの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味情報が付与
されてユーザ間の関係がグラフベースで再構築される。
【００３１】
　本発明の請求項９の興味体系グラフ形成プログラムは：
　各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供
給を受けて該供給された興味オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味
の近似度を計測する近似度計測ステップと、
　前記近似度計測ステップによる計測結果に基づいて興味オントロジ間の近似度が所定の
範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグラフのデータを形成するユーザグ
ラフ形成ステップと、
　前記ユーザグラフ形成ステップによって形成されたユーザグラフのデータを管理すると
共にユーザグラフの中で関連性の近いサブユーザグラフを抽出してユーザ興味に基づくコ
ミュニティとし、該コミュニティ間の関係を階層的に構築し、コミュニティ間を結ぶエッ
ジにタクソノミによる意味情報を付与してユーザ間の関係を階層的なグラフベースで再構
築するユーザグラフ再構築ステップと、
をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００３２】
　上記請求項９の興味体系グラフ形成プログラムは、コンピュータによって実行されるこ
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とによって、近似度計測ステップによって、各個人毎の興味がクラス階層化された興味オ
ントロジを表す興味オントロジデータの供給を受けて該供給された興味オントロジ間の近
似度を計測することによりユーザ間の興味の近似度が計測される。
　更に、ユーザグラフ形成ステップによって、近似度計測ステップによる計測結果に基づ
いて興味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユ
ーザグラフのデータが形成される。
【００３３】
　また、ユーザグラフ再構築ステップによって、前記ユーザグラフ形成ステップによって
形成されたユーザグラフのデータが管理されると共にユーザグラフの中で関連性の近いサ
ブユーザグラフが抽出されてユーザ興味に基づくコミュニティが形成され、該コミュニテ
ィ間の関係が階層的に構築され、コミュニティ間を結ぶエッジにタクソノミによる意味情
報が付与されてユーザ間の関係が階層的なグラフベースで再構築される。
　上述のようにグラフベースで再構築されたデータに基づいて、別段の専門的な知識を持
たない一般的ユーザであっても、意味情報に依拠して興味の向くコンテンツを容易且つ的
確に探索することが可能になる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、ユーザが意味情報に依拠して興味の向くコンテンツを容易且つ的確に
探索することを可能にする興味体系グラフ形成装置、興味体系グラフ形成方法、および、
興味体系グラフ形成プログラムが実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳述することにより本発明を明らか
にする。
（本発明の実施の形態としての興味体系グラフ形成装置の構成）
　図１は、本発明の一つの実施の形態としての興味体系グラフ形成装置を含むシステムの
構成を表す機能ブロック図である。
　図１において、サービスプロバイダ１は、ユーザのコンテンツや商品などの購買履歴１
ｂを保有するとともに、その購買履歴１ｂに対応したユーザＩＤ１ａ保有する。
　また、ブログ事業者２は、日付入りの記事ページを中心としたブログ２ｂを保有すると
ともに、ブログ２ｂに対応したユーザＩＤ２ａを保有する。このブログ２ｂは各ブログエ
ントリに対応する。
【００３６】
　ブログエントリはブログにおける記事の最小単位を表し、通常、各対応する日付が附さ
れる。
　一方、サービスプロバイダ３は、ユーザが蓄積した記事をサービスオントロジへ分類す
ることにより、各記事に対してその話題対象であるインスタンスとインスタンスの背景知
識がタグ付けされたコンテンツ体系３ａを保有する。
　また、ユーザ嗜好抽出手段４は、購買履歴やブログマイニングによって得られた個人の
嗜好に関する情報が格納された嗜好知識ベース４ａを保有する。
　更に、ユーザ嗜好解析エンジン５には、近似度計測手段５ａ、ユーザグラフ形成手段５
ｂ、および、ユーザグラフ再構築手段５ｃが設けられている。
【００３７】
　近似度計測手段５ａは、各個人毎の興味がクラス階層化された興味オントロジを表す興
味オントロジデータの供給を受けて、該供給された興味オントロジ間の近似度を計測する
ことによりユーザ間の興味の近似度を計測する。
　尚、興味オントロジデータの供給は、サービスプロバイダ３やユーザ嗜好抽出手段４か
ら受けたデータに基づいてユーザ嗜好解析エンジン５内で生成して近似度計測手段５ａに
供給してもよく、或いはまた、ユーザ嗜好解析エンジン５外から供給されるようにしても
よい。
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【００３８】
　また、ユーザグラフ形成手段５ｂは、近似度計測手段５ａによる計測結果に基づいて興
味オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティを識別可能なユーザグ
ラフのデータを形成する。
　更に、ユーザグラフ再構築手段５ｃは、その一つの態様においては、ユーザグラフ形成
手段５ｂによって形成されたユーザグラフのデータを管理すると共に当該ユーザグラフの
データに基づくグラフの各ノードを成す複数のユーザ間を結ぶエッジにタクソノミによる
意味情報を付与してユーザ間の関係をグラフベースで再構築する。
【００３９】
　或いはまた、ユーザグラフ再構築手段５ｃは、他の態様においては、ユーザグラフ形成
手段５ｂによって形成されたユーザグラフのデータを管理すると共にユーザグラフの中で
関連性の近いサブユーザグラフを抽出してユーザ興味に基づくコミュニティを形成し、該
コミュニティ間の関係が階層的を構築し、コミュニティ間を結ぶエッジにタクソノミによ
る意味情報を付与してユーザ間の関係を階層的なグラフベースで再構築する。
　上述の一の態様および他の態様の何れにおいても、グラフベースで再構築されたデータ
に基づいて、別段の専門的な知識を持たない一般的ユーザであっても、意味情報に依拠し
て興味の向くコンテンツを容易且つ的確に探索することが可能になる。
【００４０】
（本発明の実施の形態に係るユーザの意識とサービスオントロジとの間の関係）
　図２は、本発明の実施の形態に係るユーザの意識とサービスオントロジとの間の関係を
示す図である。
　図２において、サービスプロバイダ３が音楽に関するサービスをユーザに提供するもの
である場合には、音楽サービスデータベース１１ａには、コンテンツ体系３ａとして音楽
に関するサービスオントロジ１２を形成することができる。
　上述のユーザ嗜好解析エンジン５は、サービスオントロジ１２を雛形オントロジとして
適用することによって、ユーザ１４の興味オントロジを構築する。
【００４１】
　図示の例では、サービスオントロジ１２、即ち、雛形オントロジには、クラス１２ａ（
ロック）、クラス１３ｂ（メタル）、および、クラス１３ｃ（グラム）が包摂される。
　尚、雛形オントロジとは、個人の興味情報が概念階層化された興味オントロジの雛形で
ある。この雛形オントロジは、サービスプロバイダ３側で所要に応じて専門知識を導入し
たタクソノミを適用する等して当該サービスプロバイダの意図するところに良く適合する
ように形成することができる。
【００４２】
　本発明の実施の形態では、雛形オントロジ自体については、発明者等により先に提案し
た特開２００７－２２６４６８号公報（平成１９年９月６日公開）にも例示された通りの
公知のものを適用可能である。
　更に、ユーザ嗜好解析エンジン５は、その近似度計測手段５ａにおいて、上述の如く構
築された興味オントロジを表す興味オントロジデータの供給を受けて、該供給された興味
オントロジ間の近似度を計測することによりユーザ間の興味の近似度を計測する。
【００４３】
　ユーザ間の興味の近似度を計測する手法自体については、上掲の特開２００７－２２６
４６８号公報（平成１９年９月６日公開）における発明者等による既定案の手法を適用す
ることが推奨され得る。
　このように計測されたユーザ間の興味の近似度に基づいてユーザの意識体系１４が構築
される。図示の例では、ユーザの意識体系１４には、意識１３ａ、１３ｂ、および、意識
１３ｃが包摂される。
【００４４】
（ユーザ嗜好解析エンジンの作用）
　図３は、ユーザ嗜好解析エンジン５のユーザグラフ形成手段５ｂおよびユーザグラフ再
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構築手段５ｃによるユーザグラフの形成とユーザ間の関係をグラフベースで再構築する作
用を説明するための概念図である。
　ユーザグラフ形成手段５ｂは既述の近似度計測手段５ａによる計測結果に基づいて興味
オントロジ間の近似度が所定の範囲内にあるユーザコミュニティをノード（図３ではノー
ドｉおよびノードｊ）とし、各ノード間をそれらの関係を表すエッジで結び、グラフベー
スのデータを得る。
【００４５】
　興味オントロジ間の近似度が近いユーザ集合が共有するインスタンス集合は、ユーザ集
合の意識を反映しているとみなして該当等するインスタンス集合を抽出し、ユーザｉから
見たユーザｊの近似度Ｓ（ｉｊ）を求めＸ＞Ｓ（ｉｊ）＞Ｙという条件を満たす場合に、
ユーザｉとユーザｊとの間の興味が近いとして、ユーザｉ、ｊ間で関係を結ぶ。
　上記においてＳ（ｉｊ）が過大なときにはそのユーザの興味幅が大き過ぎることを意味
しており、ノードの適切な形成が阻害されるため、考慮外のデータとして処置する。
【００４６】
（ユーザネットワークを分割化する方法）
　図４はユーザネットワークを分割化する方法を表す概念図である。
　図４において、ユーザＡ～ユーザＪについてのユーザネットワークが生成されたものと
すると、そのユーザネットワークを分割することにより、ユーザＡ～Ｊの意識が階層化さ
れたユーザ集合Ｑ１～Ｑ３を得る。
　ユーザネットワークの分割手法自体は、上掲の非特許文献５であるNewman, M.E.J.:Fas
t algorithm for detecting community structure in networks, Pysical Review E, Vol
.69, p.066133(2003)に所載の公知のアルゴリズムを適用可能である。
　このアルゴリズムでは、集団間のリンクに対する集団内部のリンクの密度の濃さに基づ
いて評価し、この濃さの度合いにモジュール性（modularity）Ｑという値を導入している
。
【００４７】
　この手法で分割された後に生成されるユーザ集合に所属するユーザの数のばらつきが過
大であったり、各ユーザ集合に所属するユーザの数が過少である場合には、適正なユーザ
集合の階層を得ることができなくなる。
　即ち、上記のアルゴリズムでは、最初に結合させるエッジを決める時に、結合後にモジ
ュール性Ｑが大きくなる指標を示すスコアΔＱが同じ値のエッジの組み合わせが複数ある
場合、エッジの組み合わせがランダムに決められる。
　このため、上記のアルゴリズムで分割された後に生成されるユーザ集合に所属するユー
ザの数のばらつきが大きくなり、ジャンル体系が深すぎる部分と浅すぎる部分とに分かれ
ていまい、ユーザ集合の階層が扱い難い。
【００４８】
　本発明の実施の形態では、最初に結合するエッジの組み合わせはランダムに決定し、そ
れにより最終的に分割されるクラスタ（集合）において、２番目以降に分割されるクラス
タに所属するユーザの数がある閾値θを越える場合にのみ分割を許可し、２番目以降に分
割されるクラスタに所属するユーザの数が閾値θ以下の場合に最初に結合するエッジの組
み合わせを変更する。
　１番目に分割されたクラスタは、そこに所属するユーザの数が非常に大きい場合が多く
、細やかなユーザ集合とならないと考えられるため、閾値θ以下になるまで分割を繰り返
す。
【００４９】
　上述のように分割されたクラスタを一意識に沿ったクラスタまたはインスタンス（先の
例ではアーチスト）集合とする。これにより、分割されたクラスタに所属するユーザの数
のばらつきを抑え、階層化された意識の粒度を均等化することができる。
　分割を複数回繰り返しても、閾値θを超えるクラスタが生成されない場合には、パラメ
ータＸ、Ｚを小さくすることによって、ユーザネットワーク内のリンクの数を抑え、分割



(13) JP 2009-205289 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

可能なようにユーザネットワークを整える。
　ユーザの数が閾値θを超える分割されたクラスタを、閾値θを変更して再分割し、ユー
ザ１４の意識１３ａ～１３ｃの階層化を図ることが可能になる。
　上述のようにして階層化されたユーザ１４の意識１３ａ～１３ｃをユーザ嗜好マイニン
グ結果としてサービスプロバイダ３が保持するコンテンツ体系３ａにフィードバックする
。
【００５０】
（ユーザの関係に意味情報を付与し再構築された興味体系グラフ）
　図５は、本発明の実施の形態においてユーザの関係に意味情報を付与し再構築された興
味体系グラフを表す概念図である。
　本発明では、ユーザ間の興味オントロジを比較し、興味一致度の高いクラスまたはイン
スタンスを興味一致情報とし、他方、興味が一致しないクラスまたはインスタンスをずれ
情報として、エッジに与える。
　また、ユーザカテゴリ間の関係にも意味情報を与える。ユーザカテゴリに属するユーザ
集合の興味オントロジをカテゴリ間で比較し、ユーザカテゴリで共有する数の多いクラス
またはインスタンスを興味一致情報とし、他方、興味が一致しないクラスまたはインスタ
ンスをずれ情報として、エッジに与える。
【００５１】
　上述において、クラスをも意味情報として付与することによって、各ユーザカテゴリの
持つインスタンスが過大となる場合には、探索ユーザはクラスを確認し、自身の興味を満
足する探索方向を用意に見出すことができる。
　図５において、ユーザグラフのデータはユーザカテゴリ１０、ユーザカテゴリ２０、…
、ユーザカテゴリＮの複数のユーザカテゴリを包摂する。
【００５２】
　これら各ユーザカテゴリ１０、ユーザカテゴリ２０、…、ユーザカテゴリＮには、それ
ぞれ複数の下位のユーザカテゴリを包摂する。
　図５では説明の便宜上、ユーザカテゴリ１０についてのみ、その下位のユーザカテゴリ
である、ユーザカテゴリ１１およびユーザカテゴリ１２のサブグラフが例示されている。
　また、図５において、サブグラフやユーザ間のつながりの関係は実線で示され、サブグ
ラフやユーザ間の意味関係が破線で示されている。
【００５３】
　サブグラフのユーザカテゴリ１１はユーザ１およびユーザ２を擁し、これらユーザ１お
よびユーザ２の関係は、両者を結ぶ破線に付随して：
　　一致：インスタンス１ofクラスＡ
　　ずれ：インスタンス２ofクラスＡ（ユーザ１）
　　ずれ：インスタンス３ofクラスＡ（ユーザ２）
と表記の通りである。
「一致：インスタンス１ofクラスＡ」とは、クラスAに所属するインスタンス１が、ユー
ザ１とユーザ２の間で一致している意である。
「ずれ：インスタンス２ofクラスＡ（ユーザ１）」とは、クラスAに所属するインスタン
ス２をユーザ１は持っているが、ユーザ２は持っていない意である。
「ずれ：インスタンス３ofクラスＡ（ユーザ２）」とは、クラスAに所属するインスタン
ス３をユーザ２は持っているが、ユーザ１は持っていない意である。
【００５４】
　また、サブグラフのユーザカテゴリ１２はユーザ３およびユーザ４を擁し、これらユー
ザ３およびユーザ４の関係は、両者を結ぶ破線に付随して：
　　一致：インスタンス２ofクラスＡ
　　ずれ：インスタンス４ofクラスＢ（ユーザ３）
　　ずれ：インスタンス５ofクラスＢ（ユーザ４）
と表記の通りである。
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「一致：インスタンス２ofクラスＡ」とは、クラスAに所属するインスタンス２が、ユー
ザ１とユーザ２の間で一致している意である。
「ずれ：インスタンス４ofクラスＢ（ユーザ３）」とは、クラスＢに所属するインスタン
ス４をユーザ３は持っているが、ユーザ４は持っていない意である。
「ずれ：インスタンス５ofクラスＢ（ユーザ４）」とは、クラスＢに所属するインスタン
ス３をユーザ４は持っているが、ユーザ３は持っていない意である。
【００５５】
　更に、サブグラフであるユーザカテゴリ１１とユーザカテゴリ１２との間の関係は、両
者を結ぶ破線に付随して：
　　一致：インスタンス２ofクラスＡ
　　ずれ：インスタンス１ofクラスＡ（カテゴリ１１）
　　ずれ：インスタンス３ofクラスＡ（カテゴリ１１）
　　ずれ：インスタンス４ofクラスＢ（カテゴリ１２）
　　ずれ：インスタンス５ofクラスＢ（カテゴリ１２）
と表記の通りである。
「一致：インスタンス２ofクラスＡ」とは、クラスAに所属するインスタンス２が、カテ
ゴリ１１とカテゴリ１２の間で一致している意である。
「ずれ：インスタンス１ofクラスＡ（カテゴリ１１）」とは、クラスAに所属するインス
タンス１をカテゴリ１１は持っているが、カテゴリ１２は持っていない意である。
「ずれ：インスタンス３ofクラスＡ（カテゴリ１１）」とは、クラスAに所属するインス
タンス３をカテゴリ１２は持っているが、カテゴリ１２は持っていない意である。
「ずれ：インスタンス４ofクラスＢ（カテゴリ１２）」とは、クラスＢに所属するインス
タンス４をカテゴリ１２は持っているが、カテゴリ１１は持っていない意である。
「ずれ：インスタンス５ofクラスＢ（カテゴリ１２）」とは、クラスＢに所属するインス
タンス５をカテゴリ１２は持っているが、カテゴリ１１は持っていない意である。
【００５６】
　以上において、例えば，インスタンス１がクラスAに所属しているということは、イン
スタンスのタクソノミに基づいている、即ち、専門家が専門知識で定義していることを意
味する。
図５のような興味体系グラフでは、単純なユーザグラフを，階層的なコミュニティ（カテ
ゴリ）分布に置き換え、コミュニティ間に関係を与えている。
　従って、従来この関係がないため、距離が離れたユーザは、互いを参照するために、そ
の間に介在するユーザ全てを辿る必要があったところ、上述のような関係を与えるとこと
によって、ユーザ自身の興味と合致すれば一挙に所望のコミュニティ（カテゴリ）を探索
可能になる。
【００５７】
　図５のような興味体系グラフにおいて、ユーザカテゴリ１１に属するユーザ１が探索ユ
ーザであると仮定し、クラスＢ配下のインスタンス４およびインスタンス５に興味があっ
たとする。
　ユーザ１は、ユーザの関係を見て、ユーザ２のずれ情報には上記インスタンス４および
インスタンス５の情報は無いので、隣接ユーザカテゴリ１２のずれ情報を見ると、クラス
Ｂの情報を持つことがわかり、その中のユーザ３とユーザ４とを探索して、インスタンス
４およびインスタンス５を発見することができる。
　上掲の例では、ユーザグラフの規模が余り大きくないので、その効果は顕著ではないよ
うに見えるが、グラフの規模が大きい場合には、意味付け情報を辿るという探索手段を持
つことによる効果は大きい。
【００５８】
　本発明の実施の形態では、ユーザの嗜好情報からユーザの嗜好に沿ったグラフベースの
データを蓄積管理して、興味体系グラフを形成することができる。
　また、上述のように専門家が専門知識で定義したタクソノミに依拠するため、サービス
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プロバイダの所期の意図に良く沿った管理体系とのマッピングが行われる。
　従って、ユーザにとっては、直感的な探索操作によって所望の通りのコンテンツを発見
し易くなる。
　このようにして発見されるコンテンツは、当然ながら、購買の対象となり易く、商品の
販促に寄与するところ大である。
　一方、サービスプロバイダにとっては、業務上の所期の意図に叶った体系で商品を管理
することが可能であるため、ユーザの興味方向を判然と見極めて的確なマーケティングを
行い易い。
【００５９】
　また、上述のような的確なマーケティングの結果、そのマーケティング情報を利用して
、ユーザ毎にコンテンツの販売促進を行い、或いはまた、マーケティング情報自体を有償
で譲渡する等の事業に結びつけることも可能になる。
　特に、本発明の実施の形態では、従来の推薦（レコメンデーション）では、唐突感のあ
る所謂プッシュ型のレコメンデーションが多かったところ、このような謂わば強引さを、
ユーザ間の関係を明示しながら関係性をユーザが能動的に追跡操作可能にすることによっ
て払拭することができる。
【００６０】
　例えば「一致理由」という意味付けを参照して納得感を得たり、「ずれ理由」という意
味付けを参照しながら新たな情報に興味を持ったりする。
　このようなユーザへの押し付けがましくない情報提示を行うことを通して、サイトへの
アクセス率ないしクリック率、および、それを通した広告収入、ならびに、コンテンツの
購入増加、更には、ユーザをキーにした異種ドメイン（音楽と映画など）の統合による新
たな価値の創造を期することが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、サービスプロバイダが販売するコンテンツの販売体系（棚割り）の策定等に
応用する場合には、ユーザ嗜好マイニング結果が的確に反映された棚割りが実現し、ユー
ザにとっては各自の嗜好に良く沿ったコンテンツを探し易くなり、サービスプロバイダに
とっては販売促進に繋がるような情報探索装置、情報探索方法、および、情報探索プログ
ラムの実現に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の一つの実施の形態としての興味体系グラフ形成装置を含むシステムの構
成を表す機能ブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るユーザの意識とサービスオントロジとの間の関係を示
す図である。
【図３】図１におけるユーザ嗜好解析エンジンの作用を説明するための概念図である。
【図４】ユーザネットワークを分割化する方法を表す概念図である。
【図５】本発明の実施の形態においてユーザの関係に意味情報を付与し再構築された興味
体系グラフを表す概念図である。
【符号の説明】
【００６３】
１、３…サービスプロバイダ
１ａ，２ａ…ユーザＩＤ
１ｂ…購買履歴
２…ブログ業者
２ｂ…ブログ
３ａ…コンテンツ体系
４…ユーザ嗜好抽出手段
４ａ…嗜好知識ベース
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５…嗜好検索エンジン
５ａ…近似度計測手段
５ｂ…ユーザグラフ形成手段
５ｃ…ユーザグラフ再構築手段
１２…サービスオントロジ
１３…ユーザの意識体系
１４…ユーザ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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