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明 細 苫

著者影響判定システム、著者影響判定方法、及びプログラム

技術分野

０００1 本発明は著者影響判定システム、著者影響判定方法、及びプログラムに関する。

背景技 村

０００2 Webぺ一ジのリンクなど参照関係を持った文菩が増えている。特に、Web o ぺ一

ジは個人が情報発信できる文菩として爆発的に増加している。このような参照関係を

持つ文菩では、著者は参照先の文菩を一読し、その内容に対する自分の意見やコメ

ントを加えることが多い。したがって、参照関係をたどることで著者を分類することがで

きると考えられる。例えば、多くの文菩から参照される文菩を執筆する著者は、影響

力が非常に大きな著者であることがわかる。

０００3 マーケティングでは、このような影響力の大きな著者は非常に重要である。なぜなら

、参照の多いぺ一ジに広告を置くことは、宜伝効果を高めることができる。また、参照

の多いぺ一ジに商品の悪い評価があることは、商品のイメージダウンにも繋がる。こ

の悪い評価が噂である場合、風評の被告にもあう。

０００4 また、マーケティングや商品開発では、商品のどのような着 目ボイントについて、何

時、どの程度菩かれているのかを知ることも重要である。例えば、広告によりどのよう

な着 目ボイントがWeb o ぺ一ジに菩かれ、その若目ボイントは狙った着 目ボイントと

同じであるかどうかといった広告効果がわかる。また、短く単発の若目ボイントよりも、

長く持続している着 目ボイントは多くの要望があると考えられ、次期商品開発に生か

すことができる。

０００5 このような参照関係をもつ文菩から、そのWebぺ一ジや著者の重要性に応じた分類

を行なうシステムがある。

０００6 一つは、ぺ一ジの表示回数を計ることで表示数の多いWebぺ一ジを導出するシス

テムである。Webぺ一ジに所定の表示回数ヵウントプログラムを置き、誰かが表示す

るとそのプログラムが表示回数をヵウントし、集計ザーバに送るものである。しかし、著

者が表示回数ヵウントプログラムを設置する必要があるため、非常に限定的な範囲で



のみしか表示回数を計ることはできなかった。

０００7 の一つほ、非特許文献 に記載のシステムがある。このシステムほ著者の種類を

以下の4つに分類するシステムである。

( ) トピックファインダー

議論が盛んに行われたWeb o スレッドにおいて、スレッドの初期段階に、ェントリを

提供することが多 Web o の著者である。

(2)アジテータ

議論が盛んに行われたWeb o スレッドにおいて、スレッドでの議論が盛んになる直

前にェントリを提供することが多 Web o の著者である。

(3) オピニオンリーダー

スレッド内において、他のWeb o エントリから参照されることが多 Web o の著者

である。

スレッド内において、他の多くのWeb o エントリを参照することが多 Web o の著

者である。

０００8 これらの分類は、リンク関係のある文菩群 (以下スレッドと呼ぶ) に対し、リンク構造

やブログ記事 (以下エントリと呼ぶ) の投稿数の時間変化を元に著者を分類している

。特に、ある著者がブログ記事の執筆後、別の著者にょって執筆される記事数に着

目している。

非特許文献 1 :中島ら、「リンク構造の時間特性に着 目したWeb o 解析に某づくコン

テシソの信頼性評価の検討」、DB e e s Vo ・3，No・1

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００9 しかしながら、以下のょぅな問題がある。

００1０ 第 の問題点は、上述した手法では、商品やザ一ビスといった対象物に対して著者

がどのょぅな影響を与えているかが不明であるとレづことである。その理由は、文菩の

参照関係のみに住 目しているためである。非特許文献 では、ある特定のキーワード

を含む文菩群を対象に、参照関係から著者影響力を判定している。例えば、「製品



」において影響力のある著者が判定できる。しかし、「製品 」に対して著者がどのよぅ

な影響を与えているかは不明である。

００11 第2の問題点は、著者が商品やザ一ビスといった対象物のどこのボイントに着 目し

ているのかが不明であり、更に、その若目ボイントの重要度が不明であるとレぢことで

ある。例えば、著者が、「製品 」の「デザイン」について語っているのか、「操作性」に

ついて語っているのか不明であり、また、これらの若目ボイントがどのくらい持続して

いるのか、「デザイン」の次にはどのよぅな着 目ボイントが出現しているのかといった着

目ボイントの変遷もわからなかった。また、例えば、影響力の大きな著者が述べてい
る着 目ボイントは、多くの人に読まれる可能性があるため重要である可能性が高い。

一方、長く持続しているキーワードは、長く続いている要望である可能性が高いため

重要である。上述した手法では、このよぅな着 目ボイントの重要度を判定することはで

きなかった。

００12 そこで、本発明は上記課題に鑑みて発明されたものであって、著者が対象物に対

してどのよぅな影響を与えているかを判定することができる著者影響判定システム、著

者影響判定方法、及びプログラムを提供することにある。

課題を解決するための手段

００13 上記課題を解決する本発明は、対象物に関する文菩の著者名、文菩種別、参照

関係、前記対象物の若目ボイント、着 目ボイントの出現時間に関する情報が記憶され

たデータベースから、所定著者が執筆した文菩数、前記所定著者の所定対象物の

若目ボイントの出現頻度、出現時間、出現間隔、前記文菩の種別 は前記文菩の参

照関係の少なくともいずれかを抽出し、抽出した情報に某づいて、前記所定著者が

前記所定対象物に対してどのよぅな影響を与えているかの情報である著者影響情報

を推定する著者影響情報推定手段を有することを特徴とする。

００14 上記課題を解決する本発明は、対象物に関する文菩の著者名、文菩種別、参照

関係、前記対象物の若目ボイント、着 目ボイントの出現時間に関する文苦情報から、

所定著者が執筆した文苫数、前記所定著者の所定対象物の若目ボイントの出現頻

度、出現時間、出現間隔、前記文苫の種別 は前記文苫の参照関係の少なくともい

ずれかを抽出し、抽出した情報に某づいて、前記所定著者が前記所定対象物に対



してどのよぅな影響を与えているかの情報である著者影響情報を推定することを特徴

とする。

００15 上記課題を解決する本発明は、対象物に関する文菩の著者名、文菩種別、参照

関係、前記対象物の若目ボイント、着 目ボイントの出現時間に関する文苦情報から、

所定著者が執筆した文菩数、前記所定著者の所定対象物の若目ボイントの出現頻

度、出現時間、出現間隔、前記文菩の種別 は前記文菩の参照関係の少なくともい

ずれかを抽出する処理と、抽出した情報に某づいて、前記所定著者が前記所定対

象物に対してどのよぅな影響を与えているかの情報である著者影響情報を推定する

処理とを情報処理装置に実行させることを特徴とする。

発明の効果

００16 本発明によれば、対象物に対して著者がどのよぅな影響を与えているのかを推定す

ることができる。その理由は、対象物の若目ボイントの出現頻度、出現時間、出現間

隔、文菩の種別 は前記文菩の参照関係の少なくともいずれかを用いて、著者が対

象物に対してどのよぅな影響を与えているかを推定しているからである。

図面の簡単な説明

００17 図 図 は第 の実施の形態のブロック図である。

図2 図2はキーワードデータベース2 の一例を示した図である。

図3 図3は文菩データベース22の一例を示した図である。

図4 図4は着 目ボイントデータベース23の一例を示した図である。

図5 図5は第 の実施の形態のフローチャートである。

図6 図6は提案者度の計算を説明する為の図である。

図7 図7は提案者度の計算を説明する為の図である。

図8 図8は影響者度の計算を説明する為の図である。

図9 図9は影響者度の計算を説明する為の図である。

図1０図 ０は速報者度の計算を説明する為の図である。

図11 図 は速報者度の計算を説明する為の図である。

図12 図 2は評価者度の計算を説明する為の図である。

図13 図 3は評価者度の計算を説明する為の図である。



図14 図 4は第2の実施の形態のブロック図である。

図15 図 5はネットワーク図の一例を示した図である。

図16 図 6は第3の実施の形態のブロック図である。

図17 図 7は暗黙的参照関係の例を示した図である。

図18 図 8はネットワーク図の一例を示した図である。

符号の説明

００18 コンピュータ

2 情報記憶装置

3 入力部

4 出力部

文菩フィルタリング部

2 着 目ボイント抽出部

3 著者影響情報推定部

4 着 目ボイント重要度判定部

5０ ネットワーク作成部

6０ 暗黙的参照関係作成部

発明を実施するための最良の形態

００19 本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

く第 の実施の形態 ノ

本発明の第 の実施の形態を説明する。

００2０ 図 を参照すると、本発明の第 の実施の形態は、プログラム制御により動作するコ

ンピュータ と、ハードディスクやメモりなどの情報記憶装置2と、キーボードやマウス

などの入力部3、ディスプレイなどの出力部4とから構成されている。

００2 1 コンピュータ は、対象物を特定するキーワードが掲載されている文菩を探す文菩

フィルタリング部 と、文菩から着 目ボイントを抽出する着 目ボイント抽出部 2と、着

目ボイント等を考慮して著者影響情報を推定する著者影響情報推定部 3と、着 目ボ

イントと著者影響情報とから着 目ボイントの重要度を判定する着 目ボイント重要度判

定部 4とを含む。



００22 情報記憶装置2は、入力部3から入力された対象物を特定するキーワードが蓄積さ

れるキーワードデータベース2 と、分析対象の文菩が蓄積される文菩を蓄積する文

菩データベース22と、着 目ボイント毎にクラスタリングした結果が逐次蓄積される着 目

ボイントデータベース23とを含む。

００23 ここで、対象物とは、特定の製品やザ一ビスであり、例えば、製品名 「 パソコン」

やザ一ビス名 「ムロザービス」等である。着 目ボイント(トピックともいぅ) とは、対象物に

対して着 目しているボイントであり、対象物の属性や、評価等である。例えば、製品名

「 パソコン」における「操作性」や、ザ一ビス名 「ムロザービス」における評価 「最

高」等である。

００24 また、著者の著者影響情報とは、ブログ等の発表文章の著者が、対象物に対してど

のよぅな影響を与えているかの情報である。著者影響情報は、ひとつの数値で表せる

ものであっても良いし、複数の種別に対して著者が適合する度合で表しても良い。

００25 また、着 目ボイント重要度とは、ある対象物に対してその若目ボイントがどの程度重

要かを示す度合いである。

００26 次に、各部の構成を説明する。

００27 入力部 は、着 目ボイントの重要性と著者の影響種別とを知りたい対象物を特定す

るキーワード(製品名やザ一ビス名や製品ヵテゴリ名)を、ュ一ザから受け取り、キー

ワードデータベース2 に蓄積する。

００28 キーワードデータベース2 の一例を図2に示す。図2を参照すると、キーワードデ

ータベース2 は各レコードにキーワードを含むテーブルとして表される。簡単のため

各レコードは一つのキーワードであるが、複数のキーワードであっても良い。また、各

レコードは文菩を選択するキーワードの論理式でも良い。例えば、製品に同義語が

存在する場合これらを論理和として表しても良いし、同音異義語がある場合、絞り込

むキーワードを論理積としてもよい。

００29 文菩データベース22を説明する。

００3０ 文菩データベース22の一例を図3に示す。図3を参照すると、文菩データベース2

2は一レコードをひとつの文菩とし、各レコードは文菩 と文菩本文と文菩作成 日時

と著者名とが関連付けられている。尚、図中、文菩本文の「‥・」は省略を示す。ここ



で、文菩 は文菩を一意に決定できる値であり、インターネットメディアの文菩であれ

ば などである。文菩本文は、参照関係を含んでも良い。インターネットメディアの

文菩であれば、aタグで示されたハイパーリンクである。作成 日時は日付だけでなく時

刻を含んでも良い。著者名は、著者を一意に決定できる値であれば良く、例えばイン

ターネットメディアの一つWeb o であればザイト でもよい。文菩種別は、各文菩

の種類を表すものである。以下では、ニュース、製品情報を文菩種別に含む。これら

の種別は既存の文菩自動分類手法を用いても良いし、インターネットメディアであれ

ば、ザイト から判断しても良い。例えば、文菩 に二ュ一スザイトの が含

まれれば二ュ一スの分類、各社ザイトの が含まれれば製品情報ぺ一ジ、 Q

ザイトの が含まれれば質問応答、レビューザイト が含まれればレビューザイ

トとなる。

００3 1 文菩フィルタリング部 は、キーワードデータベース2 のいずれかのキーワードを

含む文菩を文菩データベース22から検索し、そのキーワード、文菩 、文菩本文、

文菩作成 日時、著者名、文菩種別を着 目ボイント抽出部 2に渡す。ここで、理想的

には文菩は逐次増えていくことを想定し、文菩データベース22に新たに文菩が加わ

ったら文菩フィルタリング部 が動作するよぅに構成し、新たに加わった文菩にキー

ワードが含まれる場合、その文菩のみを着 目ボイント抽出部 2に渡してもよい。

００32 着 目ボイント抽出部 2は、文菩から着 目ボイントを抽出し、着 目ボイントデータベー

ス23に蓄積する。着 目ボイントの抽出には既存の手法を用いる。例えば、評判情報

抽出を用いてキーワードに対応する評判情報を着 目ボイントとしてもよい。ここで、評

判情報とは、製品やザ一ビスを評価した情報であり、製品名やザ一ビス名などの対象

物、製品やザ一ビスの特徴を示す属性表現、特徴を評価している評価表現からなる

。例えば、図3の文菩 からは、対象物 「製品 」、属性表現 「操作性」、評価表現 「最

高」が抽出される。また、一つの文菩から複数の評判が抽出されることもある。以降で

は、着 目ボイントとして評判情報の属性表現を用いる。これは一例であり、属性表現と

評価表現のぺアを着 目ボイントとしても良い。評判情報でなく特徴語抽出など他の若

目ボイントの抽出方法でも良い。以降では、評判情報を用いることとする。評判情報

はユーザによる明確な評価のキーワードが得られるので、マーケティングや商品開発



００33 着 目ボイント抽出部 2により、着 目ボイントが蓄積された着 目ボイントデータベース

23の一例を図4に示す。若目ボイントデータベース23は、一レコードを一つのキーワ

ードに対して一つの文菩から抽出した着 目ボイントとし、文菩 とキーワードと着 目ボ

イントとが関連付けられている。着 目ボイントは、複数存在しても良い。図では、「、」で

区切り、複数の若目ボイントを示す。

００34 著者影響情報推定部 3は、文苦データベース22及び着 目ボイントデータベース2

3の情報を用いて、著者が着 目ボイントに対してどのよぅな影響を与えているかの情

報である著者影響情報を推定する。本実施の形態では、著者影響情報として、著者

に対して以下のよぅな著者種別を導入する。

)提案者 :多くの人が賛同する着 目ボイントを始めに言い当てる著者である。この人

物をウオッチすることで、商品の特徴や改苦点についていち早くわかるため、商品開

発者にとって重要である。

2)影響者 :多くの人に着 目ボイントを流布させる著者である。この人物の文菩は多く

の人に読まれているため、この人物の文菩に広告を掲載することで、高い宜伝効果

が得られる。

3)速報者 :ニュース文菩等の速報性の高い文菩への参照が多い著者である。速報

者がウかソチする二ュ一ス媒体へ広告を打つことで、宜伝効果を上げることができる。

4)評価者 :製品紹介文菩への参照が多い著者である。製品の評価を行なぅ著者は、

製品を購入したことを文菩として記述することが多い。また、製品紹介文菩への参照

を記述することが多い。商品開発者にとって、評価者の上げた着 目ボイントはより重

要であると判断できる。

００35 著者影響情報推定部 3では、著者の各著者種別の度合を、著者の文菩の若目ボ

イントの出現頻度、出現時間、その文菩間の参照関係を用いて計算する。

００36 例えば、提案者である度合を示す提案者度を計算するには、対象物の若目ボイン

トの出現頻度と、その出現時間を用い、高頻度で長く続いている着 目ボイントを早く

執筆することが多い著者に高いスコアを与える。また、影響者である度合を示す影響

者度を計算するには、文菩の参照関係、着 目ボイントの出現頻度、着 目ボイントの出



現時間を用い、著者が対象物の若目ボイントを執筆する前と後で、著菩の文菩と参

照関係にある文菩群で記載される着 目ボイントの数が急激に変化する著菩に高いス

コアを与える。また、速報者である度合を示す提案者度を計算するには、文菩の参照

関係、文菩種別を用い、文菩種別がニュース等の速報性のある文菩への参照が多

い著者に高いスコアを与える。また、評価者である度合を示す評価者度を計算する

には、文菩の参照関係、文菩種別を用い、文菩種別が製品情報等の対象物に関す

る文苦への参照が多い著者に高いスコアを与える。

００37 このよぅに著者の各著者種別度を計算することにより、著者が対象物に対してどの

よぅな影響を与えているかの情報である著者影響情報を推定できる。

００38 著者影響情報推定部 3は、着 目ボイント重要度判定部 4に、著者の各著者種別

度と各著者の執筆した着 目ボイントとを渡す。

００39 着 目ボイント重要度判定部 4は、著者影響情報推定部 3から着 目ボイントを受け

取り、その若目ボイントに対応する文菩 を着 目ボイントデータベース23から検索し

、その若目ボイントの出現時間を元に、着 目ボイントの重要度を判定する。

００4０ 着 目ボイントの重要度は、ユーザの知りたい立場によって典なる。例えば、ユーザ

が商品開発者で、商品の新機能を探している場合、実際に評価していそぅな人の若

目ボイントで、息の長い着 目ボイントが重要である。したがって、提案者度の高い著

者の若目ボイントと評価者度の高い著者の若目ボイントとに重みをつけ、着 目ボイン

ト重要度を計算する。

００4 1 また、広告担当者にとっては、広告に掲載するキーワードや着 目ボイントを選定す

ることが重要であり、今後広がっていきそぅな着 目ボイントを探したい。また、トレンドと

なるより新しい着 目ボイントが重要である。したがって、影響者度の高い著者の若目

ボイントに重みをつけ、出現時間の新しいものに重みをつけ、着 目ボイント重要度を

計算する。

００42 このよぅな計算手法をシステムで用意し、ユーザはこれを予め設定しておく。

００43 出力部4は、着 目ボイント重要度判定部 3から、著者種別度と着 目ボイント重要度

とを受け取り、これを出カする。

００44 次に、図 及び図5のフローチヤートを参照して本実施の形態の具体的な動作につ



いて詳細に説明する。

００45 まず、入力部 がュ一ザから対象物のキーワードを受け取り、キーワードデータベー

ス2 に登録する (S e ００)

００46 次に、文菩データベース22に新しい文菩がきたら、文菩フィルタリング部 が、文

菩データベース22から新しい文菩をとりだし、キーワードデータベース2 に登録され

ているキーワードを含む文菩を選択する。そして、その文菩の文菩 、文菩本文、作

成 日時、著者名、文菩種別を、着 目ボイント抽出部 2に渡す(S e ０ )。例えば

、図2の文菩データベース22であれば、キーワード「製品 」がある文菩 「文菩 」

に対応する文菩 、文菩本文、作成 日時、著者名、文菩種別を着 目ボイント抽出部

2に渡す。

００47 次に、着 目ボイント抽出部 2が、受け取った文菩本文から着 目ボイントを抽出し、

着 目ボイントデータベース23に蓄積する (S e ０2)

００48 ここでは、着 目ボイント抽出部 2に評判情報抽出を用いる。例えば、図2の文菩

「文菩 」の文菩本文から、キーワード「製品 」に関する評判を抽出する。対象物 「製

品 」、属性表現 「操作性」、評価表現 「最高」が抽出される。ここでは、評判情報の中

の属性表現を着 目ボイントとして採用する。これは一例であり、属性表現と評価表現

のぺアでもよい。また、評判情報抽出の変わりに特徴語抽出を用いてもよい。尚、特

許文献特開2００6 236379号公報に自然文から評判情報を抽出する手法が開示さ

れている。

００49 次に、ュ一ザから着 目ボイントと著者種別との出力要求があった場合、著者影響情

報推定部 3が、著者に対して各著者種別度を計算する (S e ０3)

００5０ ここで、具体的な各著者種別度の計算方法を説明する。

００51 まず、著者の提案者度を計算するには、着 目ボイント頻度と、出現時間を用い、高

頻度で長く続いている着 目ボイントを早く執筆することが多い著者に高いスコアが与

えられるよぅに計算する。例えば、対象物Xに対する著者 の提案者度については、

次のよぅに計算する。

提案者度 (対象物X，著者 ) 二 コ着 目ボイント頻度 (着 目ボイント ) ボ 執筆数 (対象

物X，着 目ボイント ，著者 ) ボ X (現在時刻一執筆時刻 (対象物X，着 目ボイン



ト ，著者 ) )

ここで、三 は全ての若目ボイント について足したものである。着 目ボイント頻度 (着

目ボイント )は対象物X について着 目ボイント の出現する文菩数である。執筆数 (

対象物X，着 目ボイント 、著者 ) は著者 が対象物Xの若目ボイント について執

筆した文菩数である。執筆時刻 (対象物X，着 目ボイント ，著者 )は対象物Xの若

目ボイント について著者 が執筆した時刻である。 X(現在時刻一執筆時刻 (着

目ボイント ，著者 ) ) は著者 が対象物Xの若目ボイント について執筆した最も古

い時刻と現在の時刻との差分である。

００5 2 例えば、製品 について、文菩データベース2 2 に図6 に示すような文菩が登録され

ており、着 目ボイントデータベース2 3 に図7 に示すような着 目ボイントが登録されてお

り、著者 の提案者度を計算する場合について考える。ここで、図6 、図7 には、全て

を図示していないが、着 目ボイントデータベース2 3 に登録されている全ての若目ボイ

ントが 「操ィや，性」と「デザイン」であり、「操ィや，性」は8個登録されており、「デザイン」は6

個登録されており、著者 は操作性について2 回執筆し、最も古いものは現在から ０

日前であり、デザインについて執筆しているものとする。

００5 3 まず、製品 の若目ボイント 「操ィや，性」について、着 目ボイント頻度 (操ィや，生 ) は8 で

あり、執筆数 (製品 ，操ィや，性、著者 )は2であり、 X(現在時刻一執筆時刻 (製

品 ，操ィや，性，著者 ) ) は ０である。

００5 4 また、着 目ボイント 「デザイン」について、着 目ボイント頻度 (デザイン) は6 であり、

執筆数 (製品 ，デザイン、著者 )は0であり、 X (現在時刻一執筆時刻 (製品

，デザイン，著者 ) ) は0である。

００5 5 従って、製品 に対する著者 の提案者度は、

提案者度 (製品 ，著者 ) 二着 目ボイント頻度 (操作性 ) ボ 執筆数 (製品 ，操作性，

著者 ) ポ X (現在時刻一執筆時刻 (製品 ，操ィや，性，著者 着 目ボイント

頻度 (デザイン) ボ 執筆数 (デザイン，著者 ) ボ X (現在時刻一執筆時刻 (製品

，デザイン，著者 ) )

二 8 ボ 2 ボ ０ ０二 6 ０

となる。



００56 次に、著者の影響者度の計算にっいて説明する。

００5 7 影響者度を計算するには、文菩の参照関係、着 目ボイント頻度、着 目ボイント出現

時間を用い、参照関係にある文菩群の中で、着 目ボイントを執筆する前と後で着 目

ボイント数が急激に変わる著者に高いスコアを与える。例えば、以下のよぅに計算す

る。

００58 影響者度 (対象物X，著者 ) 二 文菩数 (対象物X，著者 ) ポ ( 着 目ボイ

ント数 (文菩 ) ボ (着 目ボイント時間頻度 (着 目ボイント ，文菩 ，執筆時刻 (文菩

)，執筆時刻 (文菩 ) 間隔 ) 着 目ボイント時間頻度 (トピック ，文菩 ，執筆

時刻 (文菩 ) 間隔 ，執筆時刻 (文菩 ) ) ) )

ここで、一っ目のZ は全ての著者 が対象物Xにっいて執筆した文菩 にっいて

足し合わせたものである。二っ目のZ は文菩 の各トピック にっいて足し合わせた

ものである。また、着 目ボイント時間頻度 (着 目ボイント ，文菩 ，日き亥 ，時刻2) は、

日き亥 から時刻2までの間の文菩 と参照関係にある文菩での若目ボイント の出現

頻度を表している。尚、執筆時刻 (文菩 )は文菩 の執筆時刻である。文菩 は著

者 が執筆した文菩である。文菩数 (対象物X，著者 ) は著者 が対象物Xにっいて

執筆した文菩数である。すなわち、着 目ボイント時間頻度 (着 目ボイント ，文菩 ，執

筆時刻 (文菩 )，執筆時刻 (文菩 間隔 ) 、又は、着 目ボイント時間頻度 (トピッ

ク ，文菩 ，執筆時刻 (文菩 間隔 ，執筆時刻 (文菩 ) は、執筆時刻から間

隔 をあけた前後の若目ボイント の増加数である。

００59 例えば、文菩データベース22に図8に示すよぅな文菩が登録されており、着 目ボイ

ントデータベース23に図9に示すよぅな着 目ボイントが登録されており、著者 の影響

者度を計算する場合にっいて考える。ここで、図8、図9には、全てを図示していない

が、著者 は他に文菩を執筆していないものとする。また、著者 が執筆した文菩22

前後一日で参照関係がある文菩は文菩2 と文菩23と文菩24とする。さらに、間隔

を 日とする。

００6０ すると、影響者度は、

影響者度合 (製品 ，著者 ) 二 文菩数 (製品 ，著者 ) ボ ( トピック数ド文
菩22 ) ボ ( (トピック時間頻度ド操作ャ生 ，文菩22 ，2００7 ０9 2 2００7 ０9 22)



一トピック時間頻度ド操作ャ生 ，文菩22 ，2００7 ０9 2０2００7 ０9 2 (トピック

時間頻度トデザイン ，文菩22 ，2００7 ０9 2 2００7 ０9 22) トピック時間頻

度トデザイン ，文菩22 ，2００7 ０9 2０2００7 ０9 2

二 ポ ( 2ボ ( (2 ) (2 ０) ) ) 二3 2

となる。

００6 1 次に、著者の速報者度の計算にっいて説明する。

００62 著者の速報者度を計算するには、文苦の参照関係、文苦種別を用い、文苦種別が

ニュースである、すなわち、ニュースへの参照が多い著者に高いスコアを与える。例

えば、対象物Xに対する著者Cの速報者度は、下記のよぅに計算する。

００63 速報者度 (対象物X，著者C) 二 文菩数 (対象物X，著者C) ボ Z 参照先種別数

(対象物X，着 目ボイント ，著者C，ヒュースつ

ここで、文菩数 (対象物X，著者C) は、対象物Xにっいて著者Cの執筆した文菩数

である。また、参照先種別数 (対象物X，着 目ボイント ，著者C，ニュース ) は著者C

が対象物Xにっいて執筆した着 目ボイント の文菩のぅち二ュ一スへの参照がある文

菩数である。そして、Z は全ての若目ボイント にっいて足したものである。

００64 このよぅに、速報者度 (著者C)は、著者Cの執筆した文菩のぅちで二ュ一スへの参

照割合を表している。

００65 例えば、文菩データベース22に図 ０に示すよぅな文菩が登録されており、着 目ボ

イントデータベース23に図 に示すよぅな着 目ボイントが登録されており、著者Cの

速報者度を計算する場合にっいて考える。ここで、図 ０、図 には、全てを図示し

ていないが、文菩データベース22に著者Cの執筆した文菩が ０個登録されており、

そのぅち製品 の「操作性」にっいて執筆した文菩は8個登録されており、製品 の「

デザイン」は2個登録されているものとする。また、ニュースを参照している文菩は「操

作性」にっいて4個、「デザイン」にっいては2個とする。また、着 目ボイントデータベ

ース23に登録されている製品 の全ての若目ボイントが 「操作性」と「デザイン」とする

００66 すると、文苦数 (製品 ，著者C)は ０であり、参照先種別数 (製品 ，操作性，著

者C，ニュース ) は4であり、参照先種別数 (製品 ，デザイン，著者C，ニュース ) は2



である。

００6 7 従って、著者Cの製品 に対する速報者度は、

速報者度 (製品 ，著者C) 二 文菩数 (製品 ，著者C) ボ (参照先種別数 (製品

，操作性，著者C，ニュース ) 参照先種別数 (製品 ，デザイン，著者C，ニュース

０ボ (4 2) 二 6 ０二2 5

となる。

００68 次に、評価者度の計算について説明する。

００69 著者の評価者度を計算するには、文菩の参照関係、文菩種別を用い、文菩種別が

製品情報への参照が多い著者に高いスコアを与える。例えば、対象物Xに対する著

者 の評価者度は、下記のよぅに計算する。

００7０ 評価者度 (対象物X，著者 ) 二 文苦数 (対象物X，著者 ) ボ 三参照先種別数

(対象物X，着 目ボイント ，著者 ，製品情報 )

ここで、文菩数 (対象物X，著者 ) は、対象物Xについて著者 の執筆した文菩数

である。また、参照先種別数 (対象物X，着 目ボイント ，著者 ，製品情報 ) は著者

が対象物Xについて執筆した着 目ボイント の文菩のぅち製品情報への参照がある

文菩数である。そして、Z は全ての若目ボイント について足したものである。

００7 1 このよぅに、速報者度 (著者 )は、著者 の執筆した文菩のぅちで製品情報への参

照割合を表している。

００72 例えば、文菩データベース22に図 2に示すよぅな文菩が登録されており、着 目ボ

イントデータベース23に図 3に示すよぅな着 目ボイントが登録されており、著者 の

評価者度を計算する場合について考える。ここで、図 2、図 3には、全てを図示し

ていないが、文菩データベース22に著者 の執筆した文菩が ０個登録されており、

そのぅち製品 の「操作性」について執筆した文苫は8個登録されており、製品 の「

デザイン」は2個登録されているものとする。また、ニュースを参照している文菩は「操

作性」について4個、「デザイン」については2個とする。また、着 目ボイントデータベ

ース23に登録されている製品 の全ての若目ボイントが 「操作性」と「デザイン」とする



００7 3 すると、文菩数 (製品 ，著者 )は ０であり、参照先種別数 (製品 ，操作性，著

者C，製品情報 ) は4であり、参照先種別数 (製品 ，デザイン，著者 ，製品情報 ) は

2である。

００74 従って、著者 の製品 に対する評価者度は、

評価者度 (製品 ，著者 ) 二 文菩数 (製品 ，著者 ) ボ (参照先種別数 (製品

，操作性，著者 ，製品情報 ) 参照先種別数 (製品 ，デザイン，著者 ，製品情

報 ) )

二 ０ボ (4 2) 二 6 ０二2 5

となる。

００7 5 ただし、これらの計算方法は一例であり、それぞれ、計算式ではなく、着 目ボイント

出現頻度、出現時刻、文苫参照関係を用いたルールをでもよい。

００76 次に、着 目ボイント重要度判定部 4が着 目ボイント重要度を計算する (S e ０4

００7 7 着 目ボイントの重要度はュ一ザの知りたい立場によって典なる。例えば、ュ一ザが

商品開発者で、商品の新機能を探している場合、実際に評価していそぅな人の若目

ボイントで、息の長い着 目ボイントが重要である。したがって、提案者の若目ボイントと

評価者の若目ボイントに重みをつけ着 目ボイント重要度を計算する。また、広告担当

者にとっては、広告に掲載するキーワードや着 目ボイントを選定するのは重要であり

、今後広がっていきそぅな着 目ボイントを探したい。また、トレンドとなるより新しい着 目

ボイントが重要である。したがって、影響者の若目ボイントに重みをつけ、出現時間の

新しいものに重みをつけ若目ボイント重要度を計算する。

００78 例えば、ある対象物の若目ボイント の若目ボイント重要度は、対象物の若目ボイン

ト の各著者種別度に、それぞれの著者が執筆した数の重み付き和を計算すること

により、得られる。具体的な計算式を下記に示す。

００79 着 目ボイント重要度 (着 目ボイント ) 二 ボ 着 目ボイント数ド提案者 ，着 目ボイ

ント W2ボ 着 目ボイント数ド影響者 ，着 目ボイント W3 ポ 着 目ボイント数ド
速報者 ，着 目ボイント W4 木着 目ボイント数ド評価者 ，着 目ボイント W5

ポ X(着 目ボイント時刻 (着 目ボイント ) )



ここで、着 目ボイント数 (著者種別，着 目ボイント )は、著者種別に当てはまる著者

が着 目ボイント について言及している文菩数である。尚、著者の著者種別度のうち

閾値以上の度合いを持つ著者種別がその著者に当てはまる著者種別とする。

００8０ また、 X(着 目ボイント時刻 (着 目ボイント ) ) は、着 目ボイント の最新の出現

時刻を正規化したものである。

００8 1 また、 からW 5は、それぞれ重みであり、ユーザの立場によって変更する。例え

ば、商品開発者の場合、 とW 4 を大きく、W 2 W3 W5を 、さくする。

００8 2 着 目ボイント重要度の計算を具体的に説明する。

００8 3 ここで、着 目ボイント「操ィや，性」について、著者 が 2 回執筆しており、著者 が 5 回

執筆しているものとし、著者 の提案者度及び評価者度が閾値を超えており、著者

の影響者度及び速報者度が閾値を越えているとする。すなわち、著者 は提案者及

び評価者に該当し、著者 は影響者及び速報者に該当するものとする。また、着 目

ボイントの最新出現時刻が 日前とし、 ～W 5 は とする。

００8 4 すると、着 目ボイント重要度は、

着 目ボイント重要度ド操ィや，性 ) 二 ホ 2 ボ 5 ポ 5 ポ 2 ボ 二 5

となる。

００8 5 また、着 目ボイント重要度は、著者種別に当てはまるか否かではなく、著者種別度

を考慮して以下のように計算しても良い。

００8 6 着 目ボイント重要度 (着 目ボイント ) 二 コ着 目ボイント数 (著者 ，着 目ボイント )

ホ ( ボ 提案者度 (著者 ) W2ポ影響者度 (著者 ) W3 ボ 速報者度 (著者 )

W4 ボ 評価者度 (著者 ) W5ポ X(着 目ボイント時刻 (着 目ボイント ) )

上記の若目ボイント重要度は、着 目ボイント について執筆した著者について、各

著者のトピック重要度を合計したものである。各著者の若目ボイント重要度は、その

著者の各種別度に対してユーザの立場に合った重み付けを了子レ ( ～W 5の重み

を変更 ) 、その合計に着 目ボイント数をかけたものである。

００8 7 ただし、この計算方法は一例であり、著者種別と着 目ボイント出現頻度と着 目ボイン

ト出現時刻を用いたルールでもよい。

００8 8 このように、第 の本実施の形態は、着 目ボイント抽出部が抽出した着 目ボイントを



用いて、著者の各著者種別度を計算することにより、著者が対象物に対してどのよぅ

な影響を与えているかの情報を知ることができる。また、各著者種別度と着 目ボイント

の遷移とを用いて、着 目ボイント重要度を計算することにより、ュ一ザの立場を反映し

た着 目ボイントの重要度を知ることができる。

く第2の実施の形態 ノ

第2の実施の形態についてのべる。

００89 図 4に第2の実施の形態のブロック図を示す。

００9０ 第2の実施の形態は、第 の実施形態の構成に加えて、ネットワーク作成部 5０を備

える。ネットワーク作成部 5０は、着 目ボイント重要度判定部 4から、各著者種別度、

着 目ボイント重要度を受け取り、文菩データベース22及び着 目ボイント文菩データ

ベース23を参照し、文菩間の参照関係を元に、ネットワーク図を作成する。参照関係

は、文菩本文に存在する参照を用いて作成する。インターネットメディアの場合はaタ

グのリンク関係を用いて作成する。

００9 1 出力部4は、ネットワーク作成部 5０が作成したネットワーク図を受け取り画面に表示

する。

００92 ネットワーク図の一例を図 5に示す。尚、図 5の例では、「提案者度」、「影響者度

」、「速報者度」及び「評価者度」を所定の閾値と比較し、閾値以上の著者種別度を持

つ著者をその著者種別の著者としている。また、着 目ボイント重要度が所定の閾値以

上の若目ボイントを重要な着 目ボイントとして表示している。左側の「提案者」「影響者
」「速報者」「評価者」は著者種別表示の切り替えを行なぅボタンである。「着 目ボイント

重要度」は重要な着 目ボイントに色付けを行なぅボタンである。右側のネットワーク図

は、文菩の参照関係を示している。四角は一つの文菩を表し、その中に着 目ボイント

を記述する。矢印はその参照関係を示し、参照元から参照先に矢印が引かれている

。図の石から左は文菩の作成時間を示している。図の下方は、参照関係のある文菩

のぅち、キーワードは含んでいないが、文菩種別がある文菩が表示されている。

００93 画面に表示後、左側の著者種別ボタンを押すと、著者種別に対応した著者が菩い

た文苦に色をつける。文菩の上方に著者名を表示する。同時に著者一覧を表示して

も良い。「着 目ボイント重要度」ボタンを押すと、重要な着 目ボイントに色がつく。それ



ぞれの文菩をクリックすると文菩本文を見ることができる。

００94 この表示方法は一例であり、下方の文菩種別表示部分はなくとも良い。

００95 第2の実施の形態では、ネットワーク作成部がネットワーク図を作成することで、著

者の影響度を視覚的に把握することができる。

く第3の実施の形態 ノ

第3の実施の形態についてのべる。

００96 図 6に第3の実施の形態のブロック図を示す。

００97 第3の実施の形態は、第2の実施の形態の構成に加えて、暗黙的参照関係作成部

6０を備えている。暗黙的参照関係作成部6０は、新しい文菩が迫加された場合、文

菩の内容を元に、既存の文菩との参照関係があるかを判定し、参照関係があれば作

成する。Web o インターネットメディアの場合、実際にリンク関係がない文菩が多く

存在する。しかし、他の文菩の引用を含んでいたり、タイトルが同じものもあり、これら

は、暗黙的に過去の記事を参照しているといえる。

００98 正確な参照関係は著者影響力の判定には不可欠であり、本手段の導入によって

暗黙的参照関係を推定することで、著者影響の判定の精度を向上することができる。

００99 暗黙的参照関係は、以下の指標から総合的に判断し推定する。

( )本文の一部の引用

参照関係が明示されていない文菩であっても、参照先の文菩の一部を引用してい

ることが多いため、これを用いる。

( )タイトルの同一性

文菩タイトルはコンテンツの内容を表すことも多いが、参照先文菩に強く影響されて

いる場合、参照先文菩と同じタイトルを用いることが多い。この性質を利用する。

(3) 着 目ボイント同一性

本文やタイトルの引用がなくとも、同じ着 目ボイントの場合は執筆時刻が早い方が

参照先であることも考えられる。ここで、着 目ボイントとは文菩の特徴語や、文菩に記

述された特定製品の評判などである。

(4)同一著者の過去の参照関係

過去に参照関係がある場合、今回も参照している可能性がある。



０1００ 暗黙的参照関係作成部6０は、上記指標を使い、次のよぅな計算式で推定を行なぅ

参照関係度合 (文菩 、文菩2) 二 ホ 同一部分 (文菩 、文菩2) W2ポ タイトル

同一 (文菩 、文菩2) W3 ホ 着 目ボイント同一 (文菩 、文菩2) W4 ボ 過去履歴 (

著者 (文菩 ) 、著者 (文菩2) )

ここで、同一部分 (文菩 、文菩2) は、文菩 と文菩2で統一の文の数である。文は

一定の区切り記号で分割し、同一文を探す。

０1０1 また、タイトル同一 (文菩 、文菩2) は、文菩 と文菩2のタイトルが同じであるか否

かを示す。同じであれば 、典なれば0である。尚、タイトルの抽出手法は、既存の方

法や、インターネットメディアの場合 eタグなどを用いる。

０1０2 また、着 目ボイント同一 (文菩 、文菩2) は、文菩 と文菩2で同じ着 目ボイントが出

現した数である。

０1０3 過去履歴 (著者 、著者 ) は、著者 と著者 の文菩群で過去に参照関係があっ
た数である。

０1０4 また、 からW4は重みである。同一部分が多いことは、引用である可能性が高い

ので、 の重みを高く。着 目ボイント同一性は相当高い場合にのみ用いる場合は、

W3を低く設定する。これらの重みは予めシステムに持たせておく。

０1０5 参照関係度合を計算した後、閾値以上の参照関係度合であれば、参照関係があ

ったとみなし、参照元文菩内の該当部分に参照関係を埋め込む。該当部分とは、同

一部分が見つかっていれば、はじめに出現する同一の文である。それ以外の場合、

タイトルが同一の場合は一文 目である。さらにそれ以外の場合、着 目ボイント同一の

場合、着 目ボイントについて述べている文である。さらにそれ以外の場合、過去履歴

の場合、一文 目である。参照元文菩とは、比較した文菩のぅち、作成 日が最近の文菩

である。参照関係を埋め込れ際、暗黙的な参照関係であることがわかるよぅに埋め込

む。例えば、インターネットメディアの場合、aタグのname属性に mp などと記述する

０1０6 図 7に暗黙的参照関係の例を示す。図 7では、文菩5 3と文菩54 とが暗黙的参

照関係にある例を示している。



０1０7 著者名 は、文菩52において、過去に著者名 の文菩5 を参照している。その後

、著者名 は、文菩54を執筆している。文菩54は、タイトルが著者名 の文菩53のタ

イトルと同一で、本文に、文菩53の本文のふたつの文と同じ文を持つ。更に、文菩5

4の若目ボイントとして、文菩53の若目ボイントであるデザイン、操作性を備えている

０1０8 このよぅな場合に、文菩53と文菩54 とは暗黙的参照関係にあると言える。

０1０9 また、ネットワーク作成部5０では、図 8のよぅに、暗黙的参照関係は実際の参照関

係と区別して破線で示すよぅにする。これにより、参照関係が確かな参照関係と推定

した暗黙的参照関係とを区別することができる。

０11０ 第3の実施の形態では、暗黙的参照関係作成部が、参照関係が実際にないもので

あっても、内容の同一性から参照関係を判断することにより、対象となる着 目ボイント

が増加する結果、計算する著者影響情報や着 目ボイント重要度の精度を高くするこ

とができる。

０111 尚、上述した実施の形態において、各部をハードウェアで構成する例を示したが、

主要な構成部分をプログラムで動作する情報処理装置によって構成することもできる

０112 上記に示した実施形態では、以下に示すよぅな特徴的構成を備えた著者影響判定

システム、著者影響判定方法、及びプログラムが示されている。

０113 第 の著者影響判定システムは、対象物に関する文菩の著者名、文菩種別、参照

関係、前記対象物の若目ボイント、着 目ボイントの出現時間に関する情報が記憶され

たデータベースから、所定著者が執筆した文菩数、前記所定著者の所定対象物の

若目ボイントの出現頻度、出現時間、出現間隔、前記文菩の種別 は前記文菩の参

照関係の少なくともいずれかを抽出し、抽出した情報に某づいて、前記所定著者が

前記所定対象物に対してどのよぅな影響を与えているかの情報である著者影響情報

を推定する著者影響情報推定手段を有することを特徴とする著者影響判定システム

である。

０114 また、第2の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、前記

著者影響情報推定手段は、多くの人が賛同する対象物の若目ボイントを始めに言い



当てる提案者である度合を示す提案者度、多くの人に対象物の若目ボイントを流布

させる影響者である度合を示す影響者度、対象物にっいての速報者である度合を示

す速報者度及び対象物の評価者である度合を示す評価者度を、前記所定著者に対

してそれぞれ計算することを特徴とする。

０115 また、第3の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、前記

著者影響情報推定手段は、対象物の若目ボイントの出現頻度と前記着 目ボイントの

出現時間とを用い、高頻度で長く続いている着 目ボイントを早く執筆する著者ほど高

い度合となるよぅに提案者度を計算することを特徴とする。

０116 また、第4の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、前記

著者影響情報推定手段は、文菩の参照関係と、対象物の若目ボイントの出現頻度と

、前記着 目ボイントの出現時間とを用い、著者が前記対象物の若目ボイントを執筆す

る前と後で、前記著菩の文菩と参照関係にある文菩群で記載される前記着 目ボイン

トの数が変化する著菩ほど高い度合となるよぅに影響者度を計算することを特徴とす

る。

０117 また、第5の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、前記

著者影響情報推定手段は、文菩の参照関係と文菩種別とを用い、前記文菩種別が

速報性のある文菩への参照が多い文菩を執筆する著者ほど高い度合となるよぅに速

報者度を計算することを特徴とする。

０118 また、第6の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、前記

著者影響情報推定手段は、文菩の参照関係と文菩種別とを用い、前記文菩種別が

対象物に関する文菩への参照が多い文菩を執筆する著者ほど高い度合となるよぅに

評価者度を計算することを特徴とする。

０119 また、第7の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、所定

対象物の著者影響情報と、前記所定対象物の若目ボイント頻度及び出現時間の少

なくともいずれかに某づいて、前記所定対象物の若目ボイントの重要度を計算する

着 目ボイント重要度計算手段を有することを特徴とする。

０12０ また、第8の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、前記

着 目ボイント重要度計算手段は、ュ一ザが要求する着 目ボイントの種別に某づいて



、前記著者影響情報に重み付けを行ぅことを特徴とする。

０12 1 また、第9の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、文菩

の参照関係に某づいて、所定対象物に対する着 目ボイント及び著者影響情報の関

係を示すネットヮ一ク図を作成するネットヮ一ク作成手段を有することを特徴とする。

０122 また、第 ０の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、文

菩間の暗黙的な参照関係を推定する暗黙的参照関係推定手段を有することを特徴

とする。

０123 また、第 の著者影響判定システムは、上記著者影響判定システムにおいて、前

記暗黙的参照関係推定手段は、文菩の暗黙的な参照関係を、同一文の出現頻度、

タイトルの同一性、着 目ボイントの同一性、同一著者の過去の参照関係に某づいて

推定することを特徴とする。

０124 第 の著者影響判定方法は、対象物に関する文菩の著者名、文菩種別、参照関係

、前記対象物の若目ボイント、着 目ボイントの出現時間に関する文苦情報から、所定

著者が執筆した文菩数、前記所定著者の所定対象物の若目ボイントの出現頻度、出

現時間、出現間隔、前記文菩の種別 は前記文菩の参照関係の少なくともいずれ

かを抽出し、抽出した情報に某づいて、前記所定著者が前記所定対象物に対してど

のよぅな影響を与えているかの情報である著者影響情報を推定することを特徴とする

著者影響判定方法である。

０125 また、第2の著者影響判定方法は、上記著者影響判定方法において、前記著者影

響情報は、多くの人が賛同する対象物の若目ボイントを始めに言い当てる提案者で

ある度合を示す提案者度、多くの人に対象物の若目ボイントを流布させる影響者で

ある度合を示す影響者度、対象物にっいての速報者である度合を示す速報者度及

び対象物の評価者である度合を示す評価者度とから成ることを特徴とする。

０126 また、第3の著者影響判定方法は、上記著者影響判定方法において、前記提案者

度は、対象物の若目ボイントの出現頻度と前記着 目ボイントの出現時間とを用い、高

頻度で長く続いている着 目ボイントを早く執筆する著者ほど高い度合となることを特

徴とする。

０127 また、第4の著者影響判定方法は、上記著者影響判定方法において、前記影響者



度は、文菩の参照関係と、対象物の若目ボイントの出現頻度と、前記着 目ボイントの

出現時間とを用い、著者が前記対象物の若目ボイントを執筆する前と後で、前記著

菩の文菩と参照関係にある文菩群で記載される前記着 目ボイントの数が変化する著

菩ほど高い度合となることを特徴とする。

０128 また、第5の著者影響判定方法は、上記著者影響判定方法において、前記速報者

度は、文菩の参照関係と文菩種別とを用い、前記文菩種別が速報性のある文菩へ

の参照が多い文菩を執筆する著者ほど高い度合となることを特徴とする。

０129 また、第6の著者影響判定方法は、上記著者影響判定方法において、前記評価者

度は、文菩の参照関係と文菩種別とを用い、前記文菩種別が対象物に関する文菩

への参照が多い文菩を執筆する著者ほど高い度合となることを特徴とする。

０13０ また、第7の著者影響判定方法は、上記著者影響判定方法において、所定対象物

の著者影響情報と、前記所定対象物の若目ボイント頻度及び出現時間の少なくとも

いずれかに某づいて、前記所定対象物の若目ボイントの重要度を計算することを特

徴とする。

０13 1 また、第8の著者影響判定方法は、上記著者影響判定方法において、ュ一ザが要

求する着 目ボイントの種別に某づいて、前記著者影響情報に重み付けを行ぅことを

特徴とする。

０132 また、第9の著者影響判定方法は、上記著者影響判定方法において、文菩の参照

関係に某づいて、所定対象物に対する着 目ボイント及び著者影響情報の関係を示

すネットヮ一ク図を作成して表示することを特徴とする。

０133 また、第 ０の著者影響判定方法は、上記著者影響判定方法において、文菩間の

暗黙的な参照関係を推定し、推定した参照関係を前記文苦情報に迫加することを特

徴とする。

０134 第 のプログラム法は、対象物に関する文菩の著者名、文菩種別、参照関係、前記

対象物の若目ボイント、着 目ボイントの出現時間に関する文苦情報から、所定著者が

執筆した文菩数、前記所定著者の所定対象物の若目ボイントの出現頻度、出現時

間、出現間隔、前記文菩の種別 は前記文菩の参照関係の少なくともいずれかを抽

出する処理と、抽出した情報に某づいて、前記所定著者が前記所定対象物に対して



どのよぅな影響を与えているかの情報である著者影響情報を推定する処理とを情報

処理装置に実行させることを特徴とするプログラムである。

０135 また、第2のプログラムは、上記プログラムにおいて、所定対象物の著者影響情報と

、前記所定対象物の若目ボイント頻度及び出現時間の少なくともいずれかに某づい

て、前記所定対象物の若目ボイントの重要度を計算する処理を情報処理装置に実

行させることを特徴とする。

０136 また、第3のプログラムは、上記プログラムにおいて、文苦の参照関係に某づいて、

所定対象物に対する着 目ボイント及び著者影響情報の関係を示すネットワーク図を

作成する処理を情報処理装置に実行させることを特徴とする。

０137 また、第4のプログラムは、上記プログラムにおいて、文菩間の暗黙的な参照関係を

推定し、前記文苦情報に迫加する処理を情報処理装置に実行させることを特徴とす

る。

０138 以上好ましい実施の形態及び態様をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずし

も上記実施の形態及び態様に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内に

おいて様々に変形し実施することが出来る。

０139 本出願は、2００7年 月 8 日に出願された日本出願特願2００7 237 号を某

礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

産業上の禾 用可能，吐

０14０ 本発明は、マーケティングや商品開発におけるテキストマイニングといった用途に

適用できる。また、広告先を指定するインターネット広告といった用途にも適用可能

である。



請求の範囲

対象物に関する文菩の著者名、文菩種別、参照関係、前記対象物の若目ボイント

、着 目ボイントの出現時間に関する情報が記憶されたデータベースから、所定著者

が執筆した文菩数、前記所定著者の所定対象物の若目ボイントの出現頻度、出現時

間、出現間隔、前記文菩の種別 は前記文菩の参照関係の少なくともいずれかを抽

出し、抽出した情報に某づいて、前記所定著者が前記所定対象物に対してどのよぅ

な影響を与えているかの情報である著者影響情報を推定する著者影響情報推定手

段を有することを特徴とする著者影響判定システム。

2 前記著者影響情報推定手段は、多くの人が賛同する対象物の若目ボイントを始め

に言い当てる提案者である度合を示す提案者度、多くの人に対象物の若目ボイント

を流布させる影響者である度合を示す影響者度、対象物にっいての速報者である度

合を示す速報者度及び対象物の評価者である度合を示す評価者度を、前記所定著

者に対してそれぞれ計算することを特徴とする請求項 に記載の著者影響判定シス

テム。

3 前記著者影響情報推定手段は、対象物の若目ボイントの出現頻度と前記着 目ボイ

ントの出現時間とを用い、高頻度で長く続いている着 目ボイントを早く執筆する著者

ほど高い度合となるよぅに提案者度を計算することを特徴とする請求項2に記載の著

者影響判定システム。

4 前記著者影響情報推定手段は、文菩の参照関係と、対象物の若目ボイントの出現

頻度と、前記着 目ボイントの出現時間とを用い、著者が前記対象物の若目ボイントを

執筆する前と後で、前記著菩の文菩と参照関係にある文菩群で記載される前記着 目

ボイントの数が変化する著菩ほど高い度合となるよぅに影響者度を計算することを特

徴とする請求項2に記載の著者影響判定システム。

5 前記著者影響情報推定手段は、文菩の参照関係と文菩種別とを用い、前記文菩

種別が速報性のある文菩への参照が多い文菩を執筆する著者ほど高い度合となる

よぅに速報者度を計算することを特徴とする請求項2に記載の著者影響判定システム

6 前記著者影響情報推定手段は、文菩の参照関係と文菩種別とを用い、前記文菩



種別が対象物に関する文菩への参照が多い文菩を執筆する著者ほど高い度合とな

るよぅに評価者度を計算することを特徴とする請求項2に記載の著者影響判定システ

ム。

7 所定対象物の著者影響情報と、前記所定対象物の若目ボイント頻度及び出現時

間の少なくともいずれかに某づいて、前記所定対象物の若目ボイントの重要度を計

算する着 目ボイント重要度計算手段を有することを特徴とする請求項 から請求項6

のいずれかに記載の著者影響判定システム。

8 前記着 目ボイント重要度計算手段は、ュ一ザが要求する着 目ボイントの種別に某

づいて、前記著者影響情報に重み付けを行ぅことを特徴とする請求項7に記載の著

者影響判定システム。

9 文菩の参照関係に某づいて、所定対象物に対する着 目ボイント及び著者影響情

報の関係を示すネットヮ一ク図を作成するネットヮ一ク作成手段を有することを特徴と

する請求項 から請求項8のいずれかに記載の著者影響判定システム。

０ 文菩間の暗黙的な参照関係を推定する暗黙的参照関係推定手段を有することを

特徴とする請求項 から請求項9のいずれかに記載の著者影響判定システム。

前記暗黙的参照関係推定手段は、文菩の暗黙的な参照関係を、同一文の出現頻

度、タイトルの同一性、着 目ボイントの同一性、同一著者の過去の参照関係に某づ

いて推定することを特徴とする請求項 ０に記載の著者影響判定システム。

2 対象物に関する文菩の著者名、文菩種別、参照関係、前記対象物の若目ボイント

、着 目ボイントの出現時間に関する文苦情報から、所定著者が執筆した文菩数、前

記所定著者の所定対象物の若目ボイントの出現頻度、出現時間、出現間隔、前記

文菩の種別 は前記文菩の参照関係の少なくともいずれかを抽出し、抽出した情報

に某づいて、前記所定著者が前記所定対象物に対してどのよぅな影響を与えている

かの情報である著者影響情報を推定する

ことを特徴とする著者影響判定方法。

3 前記著者影響情報は、多くの人が賛同する対象物の若目ボイントを始めに言い当

てる提案者である度合を示す提案者度、多くの人に対象物の若目ボイントを流布さ

せる影響者である度合を示す影響者度、対象物にっいての速報者である度合を示



す速報者度及び対象物の評価者である度合を示す評価者度とから成ることを特徴と

する請求項 2に記載の著者影響判定方法。

4 前記提案者度は、対象物の若目ボイントの出現頻度と前記着 目ボイントの出現時

間とを用い、高頻度で長く続いている着 目ボイントを早く執筆する著者ほど高い度合

となる

ことを特徴とする請求項 3に記載の著者影響判定方法。

5 前記影響者度は、文苦の参照関係と、対象物の若目ボイントの出現頻度と、前記

着 目ボイントの出現時間とを用い、著者が前記対象物の若目ボイントを執筆する前と

後で、前記著菩の文菩と参照関係にある文菩群で記載される前記着 目ボイントの数

が変化する著菩ほど高い度合となる

ことを特徴とする請求項 3に記載の著者影響判定方法。

6 前記速報者度は、文菩の参照関係と文菩種別とを用い、前記文菩種別が速報性

のある文菩への参照が多い文菩を執筆する著者ほど高い度合となる

ことを特徴とする請求項 3に記載の著者影響判定方法。

7 前記評価者度は、文菩の参照関係と文菩種別とを用い、前記文菩種別が対象物

に関する文菩への参照が多い文菩を執筆する著者ほど高い度合となる

ことを特徴とする請求項 3に記載の著者影響判定方法。

8 所定対象物の著者影響情報と、前記所定対象物の若目ボイント頻度及び出現時

間の少なくともいずれかに某づいて、前記所定対象物の若目ボイントの重要度を計

算する

ことを特徴とする請求項 2から請求項 7のいずれかに記載の著者影響判定方法。

9 ュ一ザが要求する着 目ボイントの種別に某づいて、前記著者影響情報に重み付け

を行ぅことを特徴とする請求項 8に記載の著者影響判定方法。

2０ 文菩の参照関係に某づいて、所定対象物に対する着 目ボイント及び著者影響情

報の関係を示すネットワーク図を作成して表示する

ことを特徴とする請求項 2から請求項 9のいずれかに記載の著者影響判定方法。

2 文苦間の暗黙的な参照関係を推定し、推定した参照関係を前記文苦情報に迫加

する



ことを特徴とする請求項 2から請求項2０のいずれかに記載の著者影響判定方法。

22 対象物に関する文苦の著者名、文苦種別、参照関係、前記対象物の若目ボイント

、着 目ボイントの出現時間に関する文苦情報から、所定著者が執筆した文菩数、前

記所定著者の所定対象物の若目ボイントの出現頻度、出現時間、出現間隔、前記

文菩の種別 は前記文菩の参照関係の少なくともいずれかを抽出する処理と、

抽出した情報に某づいて、前記所定著者が前記所定対象物に対してどのよぅな影

響を与えているかの情報である著者影響情報を推定する処理と

を情報処理装置に実行させることを特徴とするプログラム。

23 所定対象物の著者影響情報と、前記所定対象物の若目ボイント頻度及び出現時

間の少なくともいずれかに某づいて、前記所定対象物の若目ボイントの重要度を計

算する処理を情報処理装置に実行させることを特徴とする請求項22に記載のプログ

ラム。

24 文菩の参照関係に某づいて、所定対象物に対する着 目ボイント及び著者影響情

報の関係を示すネットワーク図を作成する処理を情報処理装置に実行させることを特

徴とする請求項22 は請求項23に記載のプログラム。

25 文菩間の暗黙的な参照関係を推定し、前記文苦情報に迫加する処理を情報処理

装置に実行させることを特徴とする請求項22から請求項24のいずれかに記載のプロ

グラム。
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補正された請求の範囲
2００9年3月2 日 (０2 ０3 2００9) 国際事務局受理

(削除)

2 (補正後) 対象物に関する文書の著者名、文書種別、参照関係、前記対象物の着目ボイン

ト、着目ポイン トの出現時間に関する情報が記憶されたデータベースから、所定

著者が執筆した文書数、前記所定著者の所定対象物の着目ボイン トの出現頻度、

出現時間、出現間隔、前記文書の種別又は前記文書の参照関係の少なく ともいず

れかを抽出し、抽出した情報に基づいて、多くの人が賛同する対象物の着目ポイ

ン トを始めに言い当てる提案者である度合を示す提案者度、多くの人に対象物の

着目ボイン トを流布させる影響者である度合を示す影響者度、対象物についての

速報者である度合を示す速報者度及び対象物の評価者である度合を示す評価者度

を、前記所定著者に対してそれぞれ計算することで、前記所定著者が前記M定対

象物に対してどのよ ぅな影響を与えているかの情報である、著者影響情報を推定

する著者影響情報推定手段を有すること

を特徴 とする著者影響判定システム。

3 前記著者影響情報推定手段は、対象物の着目ポイン トの出現頻度と前記着目ボ

イン トの出現時間とを用い、高頻度で長 く続いている着目ポイン トを早く執筆す

る著者ほど高い度合 となるよ ぅに提案者度を計算することを特徴 とする請求項 2

に記載の著者影響判定システム。

4 前記著者影響情報推定手段は、文書の参照関係 と、対象物の着目ボイン トの出

現頻度と、前記着目赤イン トの出現時間とを用い、著者が箭記対象物の着目示イ

ン トを執筆する前と後で、前記著書の文書と参照関係にある文書群で記載される

前記着目ポイン トの数が変化する著書ほど高い度合 となるよ うに影響者度を計算

することを特徴とする請求項 2 に記載の著者影響判定システム。

5 前記著者影響情報推定手段は、文書の参照関係 と文書種別とを用い、前記文書

種別が速報性のある文書への参照が多い文書を執筆する著者ほど高い度合となる

よ ぅに速報者度を計算することを特徴とする請求項 2 に記載の著者影響判定シス

テム。

6 前記著者影響情報推定手段は、文書の参照関係 と文書種別とを用い、前記文書
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種別が対象物に関する文書への参照が多い文書を執筆する著者ほど高い度合とな

るよ ぅに評価者度を計算することを特徴 とする請求項 2 に記載の著者影響判定シ

ステム。

7 (補正後 ) 所定対象物の著者影響情報と、前記所定対象物の着目ボイン ト頻度及び出現時

間の少なく ともいずれかに基づいて、前記所定対象物の着目ボイン トの重要度を

計算する着目示イン ト重要度計算手段を有することを特徴 とする請求項 2 から請

求項 6 のいずれかに記載の著者影響判定システム。

8 前記着目ボイン ト重要度計算手段は、ュ一ザが要求する着目ボイン トの種別に

基づいて、前記著者影響情報に重み付けを行 ぅことを特徴とする請求項 7 こ記載

の著者影響判定システム。

9 (補正後) 文書の参照関係に基づいて、所定対象物に対する着目ボイン ト及び著者影響情

報の関係を示す羊 ットワーク図を作成するネ ットワー夕作成手段を有すること

を特徴 とする請求項 2 から請求項 8 のいずれかに記載の著者影響判定システム。

０ 補正後) 文書問の暗黙的な参照関係を推定する暗黙的参照関係推定手段を有することを

特徴とする請求項 2 から請求項 9 のいずれかに記載の著者影響判定システム。

前記暗黙的参照関係推定手段泣、文書の暗黙的な参照関係を、同一文の出現頻

度、タイ トルの同一性、着目ポイン トの同一性、同一著者の過去の参照関係に基

づいて推定することを樹致 とする請求項 ０に記載の著者影響判定システム。

2 (削除)

3 補正後 ) 対象物に関する文書の著者名、文書種別、参照関係、前記対象物の着目ボイン

ト、着目ボイン トの出現時間に関する文書情報から、所定著者が執筆した文書数、

前記所定著者の所定対象物の着目示イン トの出現頻度、出現時間、出現間隔、前

記文書の種別Xは前記文書の参照関係の少なく ともいずれかを抽出し、抽出した

情報に基づいて、多くの人が賛同する対象物の着目示イン トを始めに言い当てる

提案者である度合を示す提案者度、多くの人に対象物の着目ホイン トを流布させ

る影響者である度合を示す影響者度、対象物についての速報者である度合を示

補正された用紙 条約第 19条



す速報者度及び対象物の評価者である度合を示す評価者度を、前記所定著者に対

してそれぞれ計算することで、前記所定著者が前記所定対象物に対してどのよ ぅ

な影響を与えているかの情報である、著者影響情報を推定する

ことを特徴とする著者影響判定方法。

4 前記提案者度は、対象物の着目ボイン トの出現頻度 と前記着目ボイン トの出現

時間とを用い、高頻度で長く続いている着目ボイン トを早く執筆する著者ほど高

い度合となる

ことを特徴 とする請求項 3 に記載の著者影響判定方法。

5 前記影響者度は、文書の参照関係 と、対象物の着目ボイン トの出現頻度 と、前

記着目ボイン トの出現時間とを用い、著者が前記対象物の着目ボイン トを執筆す

る前と後で、前記著書の文書と参照関係にある文書鮮で記載される前記着目ポイ

ン トの数が変化する著書ほど高い度合となる

ことを特徴とする請求項 3 に記載の著者影響判定方法。

6 前記速報者度は、文書の参照関係 と文書種別とを用い、前記文書種別が速報性

のある文書への参照が多い文書を執筆する著者ほど高い度合となる

ことを特徴 とする請求項 3 に記載の著者影響判定方法。

7 前記評価者度は、文書の参照関係と文書種別とを用い、前記文書種別が対象物

に関する文書への参照が多ぃ文書を執筆する著者ほど高い度合 となる

ことを特徴 とする請求項 3 に記載の著者影響判定方法。

8 (補正後 ) 所定対象物の著者影響情報と、前記所定対象物の着目ボイン ト頻度及び出現時

間の少なく ともいずれかに基づいて、前記所定対象物の着目ボイン トの重要度

を計算する

ことを特徴 とする請求項 3 から請求項 7 のいずれかに記載の著者影響判定

方法。

9 ュ一ザが要求する着目ボイン トの種別に基づいて、前記著者影響情報に重み付

けを行 ぅことを特徴 とする請求項 8 に記載の著者影響判定方法。

2０ (補正後 ) 文書の参照関係に基づいて、所定対象物に対する着目ボイン ト及び著者影響情

報の関係を示すネットヮ』ク図を作成して表示する
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ことを特徴 とする請求項 3 から請求項 9 のいずれかに記載の著者影響判定

方法。

2 補正後 ) 文書間の暗黙的な参照関係を推定し、推定した参照関係を前記文書情報に追

加する
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ことを特徴 とする請求項 3 から請求項 2 ０のいずれかに記載の著者影響判

定方法。

22 補正後 ) 対象物に関する文書の著者名、文書種別、参照関係、前記対象物の着目ボイ

ン ト、着目ポイン トの出現時間に関する文書情報から、所定著者が執筆した文

書数、前記所定著者の所定対象物の着目ボイン トの出現頻度、出現時間、出現

間隔、前記文書の種別又は前記文書の参照関係の少な く ともいずれかを抽出す

る処理と、

抽出した情報に基づいて、多くの人が賛同する対象物の着目ボイン トを始め

に言い当てる提案者である度合を示す提案者度、多くの人に対象物の着目ポイ

ン トを流布させる影響者である度合を示す影響者度、対象物についての速報者

である度合を示す速報者度及び対象物の評価考である度合を示す評価者度を、

前記所定著者に対 してそれぞれ計算することで、前記所定著者が前記所定対象

物に対 してどのよ ぅな影響を与えているかの情報である著者影響情報を推定

する処理 と

を情報処理装置に実行させることを特徴 とするプログラム。

23 所定対象物の著者影響情報と、前記所定対象物の着目ボイン ト頻度及び出現

時間の少なく ともいずれかに基づいて、前記所定対象物の着目ポイン トの重要

度を計算する処理を情報処理装置に実行させることを特徴 とする請求項 2 2

に記載のプログラム。

24 文書の参照関係に基づいて、所定対象物に対する着目ボイン ト及び著者影響

情報の関係を示すネットワーク図を作成する処理を情報処理装置に実行 させ

ることを特徴 とする請求項 2 2又は請求項 2 3 に記載のプログラム。

25 文書間の暗黙的な参照関係を推定し、前記文書情報に追加する処理を情報処

理装置に実行させることを特徴 とする請求項 2 2から請求項 2 4 のいずれか

に記載のプログラム。

補正された用紙 条約第 19条





























INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/070187
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G06Q1 0/00 (2 006. 01) i , G06F1 7/30 (2 006 .01) i

According to International Patent Classi cation (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
G06Q10/00 , G06F17/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2008
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2008

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X WO 2002/082339 Al (Koichi WATANABE) , 1 , 1 2 , 2 2
A 17 October, 2002 (17.10.02), 2 - 1 1 , 1 3 -21 ,

Full text; Figs. 1 to 27 2 3 -25
(Family: none)

A JP 2004-213330 A (Kabushiki Kaisha Wai Netto) , 1-25
29 July, 2004 (29.07.04) ,
Full text; Figs. 1 to 21
(Family: none)

A JP 2007-219880 A (Fujitsu Ltd.), 1-25
30 August, 2007 (30.08.07),
Full text; Figs. 1 to 32

US 2007/0198530 Al

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or pπoπty
"A" document defining the general state of the art which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

be of particular relevance the pπnciple or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone

cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P" document published pπor to the international filing date but later than the being obvious to a person skilled in the art

pπoπty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
2 8 November , 2 0 0 8 ( 2 8 . 1 1 . 0 8 ) 09 December, 2008 (09.12.08)

Name and mailing address of the ISA/ A thonzed officer
Japanese Patent Office

Facsimile No. Telephone No.
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2007)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/070187

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

JP 2004-240640 A (Nippon Telegraph And 1-25
Telephone Corp. ),
26 August, 2004 (26.08.04),
Full text; Figs. 1 to 9
(Family: none)

JP 2005-032197 A (Nippon Telegraph And 1-25
Telephone Corp. ),
03 February, 2005 (03.02.05),
Full text; Figs. 1 to 8
(Family: none)

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2007)



国際調査報告 国際出願番号 ノ ノ

A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I P C ) )

Int Cl G06Q10/00 (2006. 01) i , G06F17/30 (2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I PC) )

IntCl G06Q10/00, G06F17/30

最小限資料以外の資料て調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922 1996 午
日本国公開実用新案公報 1971 2008 午
日本国実用新案登録公報 1996-2008 午
日本国登録実用新案公報 1994-2008 午

国際調査て使用した電子テ タ ス テ タ ス の名称、調査に使用した用譜

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

WO 2002/082339 A l (渡渥 光一) 2002. 10. 17, 全文，第 1-27 1, 12, 22

(7 ア な し) 2-11, 13-21,
23-25

JP 2004-213330 A (株式会社ワイ ・ネ ット) 2004. 07. 29, 全文， 1-25
第 i-2i 図 (7 ア な し

JP 2007-219880 A (富上通株式会社 ) 2007. 08. 30, 全文，第 1-32 1-25
& US 2007/0198530 Al

洋 C 欄の続きにも文献か 挙 されて る。 ヴ テ ト ア に関する別紙を参 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
A 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
L 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す) 上の文献 の、当業者に て自明てある組合 に

O 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
p j 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 r& j 同 テ ト ア ! 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 8 . 1 1 . 2 0 0 0 9 . 1 2 . 2 0 0

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 5 L 4 1 7 2

日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 篠原 功
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 6 2

様式 P C T ノ I S A ノ 2 1 0 第 - ) ( 2 0 0 7午 4 月 )



国際洞査報告 国際出悼番号 ノ

C (続き ・ 関連する と沼められる文献
引用文献の 関連する
テ y 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2004-240640 A ( 日本電信電話 式会社 ) 2004. 08. 26, 全文， 1-25
第 1-9 図 (7 ア } な し

JP 2005-032197 A ( 日本電信電話 式会社 ) 2005. 02. 03, 全文， 1-25
第 1-8 図 (7 ア } な し

様式 P C Tノ I S Aノ 2 1 O (第 2 - の続き 2 O O 7午 4 月


	front-page
	description
	claims
	wo-amended-claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

