
JP 5610634 B2 2014.10.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不特定多数の第三者に対する公開コンテンツについて、当該公開コンテンツに対する関
連情報を検索し、該関連情報を配信するようにコンピュータを機能させる関連情報配信プ
ログラムであって、
　前記公開コンテンツに含まれる複数のコンテンツキーワードを抽出するコンテンツキー
ワード抽出手段と、
　前記公開コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント文章を、コメントサーバか
ら収集するコメント収集手段と、
　前記コメント文章に含まれる複数のコメントキーワードを抽出するコメントキーワード
抽出手段と、
　前記コメントキーワードの中から、前記コンテンツキーワード以外のキーワードを有効
キーワードとして抽出する有効キーワード抽出手段と、
　前記有効キーワードに関連する関連情報を、データベースから検索する関連情報検索手
段と、
　前記関連情報を、第三者に対して、前記公開コンテンツと共に公開する配信する配信制
御手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とする関連情報配信プログラム。
【請求項２】
　前記コンテンツキーワード抽出手段は、前記公開コンテンツに含まれる文章から形態素
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解析によってキーワードを抽出すると共に、ＴＦ－ＩＤＦ（Term Frequency - Inverse D
ocument Frequency：単語の出現頻度－逆出現頻度）によって特徴的な単語を、前記コン
テンツキーワードとして抽出し、
　及び／又は、
　前記コメントキーワード抽出手段は、多数の前記コメント文章から形態素解析によって
キーワードを抽出すると共に、ＴＦ－ＩＤＦによって特徴的な単語を、前記コメントキー
ワードとして抽出する
ようにコンピュータを機能させることを特徴とする請求項１に記載の関連情報配信プログ
ラム。
【請求項３】
　前記公開コンテンツは、テレビ放送コンテンツ、Ｗｅｂページ、音楽コンテンツ又は電
子書籍であって、前記コンテンツキーワードは、これらコンテンツ内に含まれるメタ情報
及びテキストに基づく全てのキーワードであり、
　前記コメント文章は、ミニブログ(mini Web log)サーバに投稿されたものであって、前
記コメントキーワードは、多数のコメント文章内のテキストに基づく全てのキーワードで
ある
ようにコンピュータを機能させることを特徴とする請求項１又は２に記載の関連情報配信
プログラム。
【請求項４】
　前記データベースは、キーワードに紐付けられた関連情報としての広告情報を蓄積した
ものであり、
　前記関連情報検索手段は、前記データベースを用いて、前記関連情報として広告情報を
検索する
ようにコンピュータを機能させることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載
の関連情報配信プログラム。
【請求項５】
　前記関連情報配信制御手段は、前記公開コンテンツを公開するサーバに対して、当該公
開コンテンツと共に前記関連情報が、ユーザによって操作される端末から取得できるよう
に配信を制御することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の関連情報配信
プログラム。
【請求項６】
　前記有効キーワード抽出手段から出力された前記有効キーワードに対する前後の係り受
け表現に基づいて、肯定的な評判に基づく有効キーワードのみを抽出する評判解析手段と
してコンピュータを更に機能させることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記
載の関連情報配信プログラム。
【請求項７】
　不特定多数の第三者に対して公開コンテンツを公開するコンテンツサーバと、前記公開
コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント文章を公開するコメントサーバと、ユ
ーザによって操作される端末と通信可能であって、当該公開コンテンツに対する関連情報
を検索し、該関連情報を前記端末へ配信する関連情報配信サーバであって、
　前記コンテンツサーバから受信した前記公開コンテンツに含まれる複数のコンテンツキ
ーワードを抽出するコンテンツキーワード抽出手段と、
　前記コメントサーバから、前記公開コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント
文章を収集するコメント収集手段と、
　前記コメント文章に含まれる複数のコメントキーワードを抽出するコメントキーワード
抽出手段と、
　前記コメントキーワードの中から、前記コンテンツキーワード以外のキーワードを有効
キーワードとして抽出する有効キーワード抽出手段と、
　前記有効キーワードに関連する関連情報を、データベースから検索する関連情報検索手
段と、
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　前記関連情報を、第三者に対して、前記公開コンテンツと共に公開する配信する配信制
御手段と
を有することを特徴とする関連情報配信サーバ。
【請求項８】
　不特定多数の第三者に対して公開コンテンツを公開するコンテンツサーバと、前記公開
コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント文章を公開するコメントサーバと、ユ
ーザによって操作される端末と、当該公開コンテンツに対する関連情報を検索し、該関連
情報を前記端末へ配信する関連情報配信サーバとを有するシステムにおける関連情報配信
方法であって、
　前記コンテンツサーバから受信した前記公開コンテンツに含まれる複数のコンテンツキ
ーワードを抽出する第１のステップと、
　前記コメントサーバから、前記公開コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント
文章を収集する第２のステップと、
　前記コメント文章に含まれる複数のコメントキーワードを抽出する第３のステップと、
　前記コメントキーワードの中から、前記コンテンツキーワード以外のキーワードを有効
キーワードとして抽出する第４のステップと、
　前記有効キーワードに関連する関連情報を、データベースから検索する第５のステップ
と、
　前記関連情報を、第三者に対して、前記公開コンテンツと共に公開する配信する第６の
ステップと
を有することを特徴とする関連情報配信方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、公開コンテンツのキーワードに基づく関連情報を配信するべく制御する技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットを介して、不特定多数の第三者に対して、様々なコンテンツが公
開されている。公開コンテンツは、例えば、テレビ放送コンテンツや、Ｗｅｂページ、音
楽コンテンツ、電子書籍のような各種のメディアコンテンツであって、不特定多数の第三
者からアクセス可能なコンテンツをいう。
【０００３】
　例えば、テレビ放送コンテンツの場合、放送番組としての映像音声情報だけでなく、視
聴者のために様々な情報が含まれる。特に、その映像音声情報に同期して表示される字幕
文字情報は、通常、その放送番組の内容を要約した短い文章であって、その文章に含まれ
るキーワードは、その映像音声情報を適切に表す。
【０００４】
　一方で、インターネットを介して、ブログ(Web log)やミニブログ(mini Web log)（例
えばtwitter（登録商標））のようなサイトに対して、不特定多数の第三者からのコメン
ト文章が、活発に発信されている。このようなコメント文章は、１つの共通の話題に対し
て議論されていることに特徴がある。このような共通の話題としては、前述したような不
特定多数の第三者に対して配信される公開コンテンツがある。
【０００５】
　ユーザは、例えば公開コンテンツを視聴しながら、その放送内容について不特定多数の
ユーザ間で、ミニブログ等を介して議論することができる。近年、例えばテレビ放送コン
テンツを視聴しながら（例えばドラマを見ながら）、ミニブログを介して、それに対する
コメント（例えばドラマのストーリーに限られない様々なメッセージ）を発信するという
視聴スタイルが普及しつつある。これは、１つの公開コンテンツを、多数のユーザと共有
して視聴しているという感覚が得られる。
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【０００６】
　このようなサービスに関連する従来技術として、テレビ放送コンテンツにおける字幕文
字情報から特徴的なキーワードを自動的に抽出し、当該キーワードを含む文章が記述され
たページをＷｅｂサイトから検索し、そのページをユーザに提示するという技術がある（
例えば特許文献１参照）。例えば、そのＷｅｂサイトが、そのキーワードに関連する商品
を販売するオンラインショッピングのサイトであってもよい。ユーザは、そのＷｅｂペー
ジを広告情報として認識することができる。
【０００７】
　また、同一のテレビ放送コンテンツに対する多数の視聴者によって、ブログサイトに書
き込まれたコメント文章から、注目されているキーワードを抽出し、そのキーワードに関
連する広告情報を配信することも想定できる。これによって、視聴者が注目しているキー
ワードに基づく広告情報を効果的に配信することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－０８７６５８号公報
【特許文献２】特開２００８－０４８２９７号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】評判解析ソフト「うわさ」、株式会社言語工学研究所、[online]、［平
成２２年１１月４日検索］、インターネット＜URL:http://www.gengokk.co.jp/koubunnew
s.htm＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、視聴者によって書き込まれるコメント文章のキーワードは、その公開コ
ンテンツ（例えばテレビ放送コンテンツ）の内容を表すキーワードが含まれる場合が多い
。広告主から見れば、ユーザのコメント文章のキーワードに基づいて検索された広告情報
であっても、そのテレビ放送コンテンツの内容から予め想定できる広告情報に過ぎない場
合が多い。
【００１１】
　一方で、その公開コンテンツの内容からは全く想定できない話題が、ブログサイトで盛
り上がって議論される場合もある。例えばドラマのテレビ放送コンテンツについて、その
ストーリーとは全く関係なく、その主人公が持っているバッグに興味が持たれる場合もあ
る。ブログサイトでは、例えば「そのバッグが欲しいけど、どこで売ってますか？」のよ
うな、やりとりがなされる。この場合、広告主としては、そのバッグに関する広告情報を
視聴者に配信したいと考える。
【００１２】
　そこで、本発明は、公開コンテンツの内容からは想定できないキーワードに基づく関連
情報（広告情報）を検索し且つ配信することができる関連情報配信プログラム、サーバ及
び方法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】
【００１３】
　本発明によれば、不特定多数の第三者に対する公開コンテンツについて、当該公開コン
テンツに対する関連情報を検索し、該関連情報を配信するようにコンピュータを機能させ
る関連情報配信プログラムであって、
　公開コンテンツに含まれる複数のコンテンツキーワードを抽出するコンテンツキーワー
ド抽出手段と、
　公開コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント文章を、コメントサーバから収
集するコメント収集手段と、
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　コメント文章に含まれる複数のコメントキーワードを抽出するコメントキーワード抽出
手段と、
　コメントキーワードの中から、コンテンツキーワード以外のキーワードを有効キーワー
ドとして抽出する有効キーワード抽出手段と、
　有効キーワードに関連する関連情報を、データベースから検索する関連情報検索手段と
、
　関連情報を、第三者に対して、公開コンテンツと共に公開する配信する配信制御手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の関連情報配信プログラムにおける他の実施形態によれば、
　コンテンツキーワード抽出手段は、公開コンテンツに含まれる文章から形態素解析によ
ってキーワードを抽出すると共に、ＴＦ－ＩＤＦ（Term Frequency - Inverse Document 
Frequency：単語の出現頻度－逆出現頻度）によって特徴的な単語を、コンテンツキーワ
ードとして抽出し、
　及び／又は、
　コメントキーワード抽出手段は、多数のコメント文章から形態素解析によってキーワー
ドを抽出すると共に、ＴＦ－ＩＤＦによって特徴的な単語を、コメントキーワードとして
抽出するようにコンピュータを機能させることも好ましい。
【００１５】
　本発明の関連情報配信プログラムにおける他の実施形態によれば、
　公開コンテンツは、テレビ放送コンテンツ、Ｗｅｂページ、音楽コンテンツ又は電子書
籍であって、コンテンツキーワードは、これらコンテンツ内に含まれるメタ情報及びテキ
ストに基づく全てのキーワードであり、
　コメント文章は、ミニブログ(mini Web log)サーバに投稿されたものであって、コメン
トキーワードは、多数のコメント文章内のテキストに基づく全てのキーワードである
ようにコンピュータを機能させることも好ましい。
【００１６】
　本発明の関連情報配信プログラムにおける他の実施形態によれば、
　データベースは、キーワードに紐付けられた関連情報としての広告情報を蓄積したもの
であり、
　関連情報検索手段は、データベースを用いて、関連情報として広告情報を検索するよう
にコンピュータを機能させることも好ましい。
【００１７】
　本発明の関連情報配信プログラムにおける他の実施形態によれば、関連情報配信制御手
段は、公開コンテンツを公開するサーバに対して、当該公開コンテンツと共に関連情報が
、ユーザによって操作される端末から取得できるように配信を制御することも好ましい。
【００１８】
　本発明の関連情報配信プログラムにおける他の実施形態によれば、
　有効キーワード抽出手段から出力された有効キーワードに対する前後の係り受け表現に
基づいて、肯定的な評判に基づく有効キーワードのみを抽出する評判解析手段としてコン
ピュータを更に機能させることも好ましい。
【００１９】
　本発明によれば、不特定多数の第三者に対して公開コンテンツを公開するコンテンツサ
ーバと、公開コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント文章を公開するコメント
サーバと、ユーザによって操作される端末と通信可能であって、当該公開コンテンツに対
する関連情報を検索し、該関連情報を端末へ配信する関連情報配信サーバであって、
　コンテンツサーバから受信した公開コンテンツに含まれる複数のコンテンツキーワード
を抽出するコンテンツキーワード抽出手段と、
　コメントサーバから、公開コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント文章を収
集するコメント収集手段と、
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　コメント文章に含まれる複数のコメントキーワードを抽出するコメントキーワード抽出
手段と、
　コメントキーワードの中から、コンテンツキーワード以外のキーワードを有効キーワー
ドとして抽出する有効キーワード抽出手段と、
　有効キーワードに関連する関連情報を、データベースから検索する関連情報検索手段と
、
　関連情報を、第三者に対して、公開コンテンツと共に公開する配信する配信制御手段と
を有することを特徴とする。
【００２０】
　本発明によれば、不特定多数の第三者に対して公開コンテンツを公開するコンテンツサ
ーバと、公開コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント文章を公開するコメント
サーバと、ユーザによって操作される端末と、当該公開コンテンツに対する関連情報を検
索し、該関連情報を端末へ配信する関連情報配信サーバとを有するシステムにおける関連
情報配信方法であって、
　コンテンツサーバから受信した公開コンテンツに含まれる複数のコンテンツキーワード
を抽出する第１のステップと、
　コメントサーバから、公開コンテンツを視聴した多数の視聴者からのコメント文章を収
集する第２のステップと、
　コメント文章に含まれる複数のコメントキーワードを抽出する第３のステップと、
　コメントキーワードの中から、コンテンツキーワード以外のキーワードを有効キーワー
ドとして抽出する第４のステップと、
　有効キーワードに関連する関連情報を、データベースから検索する第５のステップと、
　関連情報を、第三者に対して、公開コンテンツと共に公開する配信する第６のステップ
と
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の関連情報配信プログラム、サーバ及び方法によれば、公開コンテンツの内容か
らは想定できないキーワードに基づく関連情報（広告情報）を検索し且つ配信することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明におけるシステム構成図である。
【図２】本発明におけるシーケンス図である。
【図３】本発明における関連情報配信サーバの機能構成図である。
【図４】図３に基づく文章情報の流れを表す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、本発明におけるシステム構成図である。
【００２５】
　図１によれば、コンテンツ公開サーバ２が、インターネットに接続されている。コンテ
ンツ公開サーバ２は、不特定多数の第三者に向けて公開コンテンツを配信する。公開コン
テンツは、様々なメディアコンテンツであって、例えばテレビ放送コンテンツ、Ｗｅｂペ
ージ、音楽コンテンツ、電子書籍であってもよい。エアを介して放送されるテレビ放送コ
ンテンツである場合、地上波デジタル放送、ワンセグ放送、ＢＳ(Broadcast Satellite)
放送等によって配信される。これら放送コンテンツは、基本的に、映像音声情報と共に字
幕文字情報も含む。また、Ｗｅｂページ、音楽コンテンツ又は電子書籍である場合、イン
ターネットを介して配信される。
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【００２６】
　宅内に設置されたルータ６は、アクセスネットワークを介してインターネットに接続さ
れると共に、放送波を受信するセットトップボックスの機能を有するものであってもよい
。
【００２７】
　端末４は、公開コンテンツを再生可能な装置であって、テレビ、パーソナルコンピュー
タ、携帯端末、スマートフォン等であってもよい。端末４は、ルータ６を介してコンテン
ツ公開サーバ２から配信される公開コンテンツを受信し且つ再生する。ユーザは、端末４
に再生される公開コンテンツを視聴することができる。
【００２８】
　図１によれば、ミニブログサーバ３が、インターネットに更に接続されている。ミニブ
ログサーバ３は、例えばtwitter（登録商標）サイトであってもよい。不特定多数の第三
者のコメント投稿者は、汎用端末５を用いて、公開コンテンツを視聴しながら、ミニブロ
グサーバ３へコメント文章を投稿し、他人のコメント文章を閲覧することができる。
【００２９】
　本発明によれば、関連情報配信サーバ１が、インターネットに更に接続されている。関
連情報配信サーバ１は、不特定多数の第三者に対する公開コンテンツについて、当該公開
コンテンツに対する関連情報を検索し、その関連情報を配信するように制御する。
【００３０】
　関連情報配信サーバ１は、コンテンツ公開サーバ２から公開コンテンツを受信すると共
に、その公開コンテンツに関連するコメント文章をミニブログサーバ３から収集する。そ
して、関連情報配信サーバ１は、コメント文章に基づく関連情報（広告情報）を検索し、
その広告情報をコンテンツ公開サーバ２へ送信する。コンテンツ公開サーバ２は、公開コ
ンテンツを第三者へ配信すると共に、その広告情報も合わせて配信する。これによって、
端末４を用いて公開コンテンツを視聴しているユーザに対して、その広告情報も視認させ
ることができる。
【００３１】
　図２は、本発明におけるシーケンス図である。
【００３２】
（Ｓ１００）コンテンツ公開サーバ２は、不特定多数の第三者へ向けて公開コンテンツを
配信する。ルータ６は、エア又はネットワークを介して受信した公開コンテンツを、ホー
ムネットワーク内の端末４（例えばパーソナルコンピュータ）へ転送する。端末４は、受
信したその公開コンテンツを再生表示し、ユーザは、その公開コンテンツを視聴すること
ができる。
【００３３】
（Ｓ１０１）関連情報配信サーバ１は、公開コンテンツから文章（文字情報）のみを分離
する。特に、公開コンテンツの種別によって、分離される文章も異なる。
　　　［公開コンテンツ］　　　　　［文章情報］
　　　　テレビ放送コンテンツ　　　番組表、字幕文字
　　　　Ｗｅｂページ　　　　　　　メタ情報、本文
　　　　音楽コンテンツ　　　　　　メタ情報（アーティスト、曲名）、歌詞
　　　　電子書籍　　　　　　　　　メタ情報（著者、タイトル）、文章
【００３４】
　公開コンテンツが放送コンテンツである場合、文章情報は、例えばｉＥＰＧ(internet 
Electronic Program Guide)のテキストであってもよい。また、番組ストリームについて
、ＰＳＩ／ＳＩ(Program Specific Information / Service Information)情報のEvent In
formation Tableに含まれるテキストであってもよい。
【００３５】
（Ｓ１０２）次に、関連情報配信サーバ１は、公開コンテンツに含まれる文章情報から、
形態素解析によって複数のコンテンツキーワードを抽出する。ここで、「形態素解析」と
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は、文章を、意味のある単語に区切り、辞書を利用して品詞や内容を判別する技術をいう
。「形態素」とは、文章の要素のうち、意味を持つ最小の単位を意味する。
【００３６】
　そして、関連情報配信サーバ１は、ＴＦ－ＩＤＦ（Term Frequency - Inverse Documen
t Frequency：単語の出現頻度－逆出現頻度）によって特徴的な単語を、コンテンツキー
ワードとして抽出する（例えば特許文献２参照）。ＴＦ－ＩＤＦとは、各単語に重みを付
けて、クエリから文書をベクトル空間で表し、文書とクエリの類似度でランク付けをする
技術である。ランク付けられた値が高いほど、重要キーワードと認識される。即ち、文章
情報の中に出現するキーワードの出現頻度によって、その公開コンテンツの内容が適切に
表される。
【００３７】
（Ｓ１０３）その後、同じ公開コンテンツを視聴している他のユーザが、汎用端末５を用
いて、ミニブログサーバ３へ、その公開コンテンツに関連するコメント文章を投稿してい
る。ミニブログサーバ３は、受信したコメント文章を蓄積し、不特定多数の第三者へ公開
する。
【００３８】
（Ｓ１０４）関連情報配信サーバ１は、ミニブログサーバ３から、その公開コンテンツに
関連するコメント文章を収集する。公開コンテンツに関するコメント文章を収集するため
に、twitterの場合、当該公開コンテンツに関するハッシュタグ（#と英字列）が付加され
たコメント文章のみを収集する。同一のハッシュタグが付加されたコメント文章を、グル
ープ化することができる。
【００３９】
（Ｓ１０５）次に、関連情報配信サーバ１は、コメント文章に含まれる複数のコメントキ
ーワードを抽出する。多数のコメント文章から形態素解析によってキーワードが抽出され
ると共に、ＴＦ－ＩＤＦによって特徴的な単語が、コメントキーワードとして抽出される
。
【００４０】
（Ｓ１０６）有効キーワード抽出部１０６は、コメントキーワードの中から、コンテンツ
キーワード以外のキーワードを有効キーワードとして抽出する。この有効キーワードは、
公開コンテンツの内容からは想定できないキーワードであって、コメント投稿者によって
興味が持たれているキーワードである。
【００４１】
（Ｓ１０７）オプション的に、有効キーワードに対する前後の係り受け表現に基づいて、
肯定的な評判に基づく有効キーワードのみを抽出することも好ましい。有効キーワードで
あっても、否定的な評判に基づくキーワードによって広告情報を配信することは、広告主
の立場から見て好ましくないためである。
【００４２】
　従来、評判解析ソフトウェアの技術がある（例えば非特許文献１参照）。この技術によ
れば、ブログや口コミサイト、アンケートのような自由記述の文章から、「係り受け関係
」（キーワードとその直接関係のある単語との組み合わせ）と「良しあし、意図」をセッ
トにした評判情報を取り出すことができる。この技術によれば、構文解析とシソーラス（
類義語辞書）の組み合わせによって、分析対象の文章情報（テキスト）を高精度に解析し
、「係り受け関係」と「良しあし、意図」を取り出す。例えば、以下のような例がある。
　　「ジャケットはダサイけど、バッグと靴はいいねえ。」
　　［係り自立語］　［係り付属語］　［受け自立語］　［受け付属語］　［意図］
　　　　ジャケット、　　は、　　　　　　ダサイ、　　　　けど、　　　　悪い
　　　　バッグ、　　　　は、　　　　　　いい、　　　　　ねえ、　　　　良い
　　　　靴、　　　　　　は、　　　　　　いい、　　　　　ねえ、　　　　良い
【００４３】
（Ｓ１０８）次に、有効キーワードに関連する関連情報（広告情報）を、広告情報データ
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ベースから検索する。広告情報データベースは、キーワードに紐付けられた関連情報とし
ての広告情報を蓄積する。広告情報は、例えば以下のようなにキーワードと紐付けられて
いる。
　　［キーワード］　　　［広告情報ＵＲＬ］
　　　ジャケット　　　　　http://www.kddi.com/jackets.html
　　　バッグ　　　　　　　http://www.kddi.com/bag.html
　　　靴　　　　　　　　　http://www.kddi.com/shoes.html
　Ｓ１０７の流れからは、バッグ及び靴の広告情報ＵＲＬが検索される。
【００４４】
（Ｓ１０９）そして、関連情報配信サーバ１は、その広告情報（関連情報）を、コンテン
ツ公開サーバ２へ送信する。
【００４５】
（Ｓ１１０）コンテンツ公開サーバ２は、ユーザが視聴している端末４に対して、公開コ
ンテンツを配信すると共に、その広告情報も配信する。ユーザは、公開コンテンツを視聴
すると共に、その公開コンテンツの内容からは想定できないような広告情報を閲覧するこ
ともできる。
【００４６】
　図３は、本発明における関連情報配信サーバの機能構成図である。
　図４は、図３に基づく文章情報の流れを表す説明図である。
【００４７】
　図３によれば、関連情報配信サーバ１は、インターネットに接続された通信インタフェ
ース部１０と、広告情報データベース１１と、文章情報分離部１０１と、コンテンツキー
ワード抽出部１０２と、コメント収集部１０４と、コメントキーワード抽出部１０５と、
有効キーワード抽出部１０６と、評判解析部１０７と、関連情報検索部１０８と、配信制
御部１０９とを有する。これら機能構成部は、サーバに搭載されたコンピュータを機能さ
せるプログラムを実行することによって実現される。
【００４８】
　文章情報分離部１０１は、公開コンテンツから文章のみを分離する（前述したＳ１０１
参照）。図４によれば、文章情報として「今日は・・・紹介します。」が分離されている
。分離された文章情報は、コンテンツキーワード抽出部１０２へ出力される。
【００４９】
　コンテンツキーワード抽出部１０２は、公開コンテンツに含まれる複数のコンテンツキ
ーワードを抽出する（前述したＳ１０２参照）。コンテンツキーワード抽出部１０２は、
公開コンテンツに含まれる文章から形態素解析によってキーワードを抽出する。そして、
コンテンツキーワード抽出部１０２は、ＴＦ－ＩＤＦによって特徴的な単語を、コンテン
ツキーワードとして抽出する。図４によれば、コンテンツキーワードとして「携帯電話」
「ａｕ（登録商標）」「新ブランド」「ｉｉｄａ（登録商標）」が抽出される。抽出され
たコンテンツキーワードは、有効キーワード抽出部１０６へ出力される。
【００５０】
　コメント収集部１０４は、公開コンテンツを視聴した多数の視聴者から投稿されたコメ
ント文章を、ミニブログサーバ３から収集する（前述したＳ１０４参照）。図４によれば
、コメント文章として「ｉｉｄａの携帯は・・・気に入ってます。」「私も・・・使って
います」「この女優さんの肌・・・使っているのかな？」「今日のゲスト・・どこのブラ
ンド？」が収集されている。収集されたコメント文章は、コメントキーワード抽出部１０
５へ出力される。
【００５１】
　コメントキーワード抽出部１０５は、コメント文章に含まれる複数のコメントキーワー
ドを抽出する（前述したＳ１０５参照）。コメントキーワード抽出部１０５は、多数のコ
メント文章から形態素解析によって全てのキーワードを抽出すると共に、ＴＦ－ＩＤＦに
よって特徴的な単語を、コメントキーワードとして抽出する。図４によれば、コメントキ
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ーワードとして「ｉｉｄａ」「ａｕ」「携帯電話」「化粧品」「ジャケット」が抽出され
る。抽出されたコメントキーワードは、有効キーワード抽出部１０６へ出力される。
【００５２】
　有効キーワード抽出部１０６は、コメントキーワードの中から、コンテンツキーワード
以外のキーワードを有効キーワードとして抽出する（前述したＳ１０６参照）。図４によ
れば、有効キーワードとして「化粧品」「ジャケット」が抽出される。即ち、「携帯電話
」「ａｕ」「新ブランド」「ｉｉｄａ」は、コンテンツキーワードにも含まれているため
に除外される。抽出された有効キーワードは、評判解析部１０７へ出力される。
【００５３】
　例えば、携帯電話機に関する特集番組の公開コンテンツに対する、視聴者のコメント文
章の中で、「ａｕ」「ｉｉｄａ」のような商品名がキーワードとして抽出できたとしても
、それらキーワードは既に番組中で言及されているものである。このようなキーワードに
基づく広告情報は、視聴者におけるその広告効果も高いとはいえない。
【００５４】
　一方で、「化粧品」「ジャケット」のようなキーワードは、番組出演者が使用している
化粧品や、衣装のブランドに関する話題であって、番組で直接的に言及されていないキー
ワードである。このようなキーワードに基づく広告情報は、視聴者にとって興味がある商
品に関するものであって、その広告効果も高いといえる。
【００５５】
　評判解析部１０７は、有効キーワード抽出部から出力された有効キーワードに対する前
後の係り受け表現に基づいて、肯定的な評判に基づく有効キーワードのみを抽出する（前
述したＳ１０７参照）。ここで、「ジャケット」については、「ダサイ」のような否定的
な係り受け表現が用いられている。そのために、「ジャケット」について有効キーワード
から除外する。そうすると、肯定的な評判を得ている「化粧品」のみが有効キーワードと
して、関連情報検索部１０８へ出力される。
【００５６】
　関連情報検索部１０８は、有効キーワード「化粧品」に関連する関連情報（広告情報）
を、広告情報データベース１１から検索する（前述したＳ１０８参照）。検索された「化
粧品」に関連する広告情報は、配信制御部１０９へ出力される。
【００５７】
　配信制御部１０９は、関連情報を、第三者に対して、公開コンテンツと共に公開する（
前述したＳ１０９参照）。ここで、配信制御部１０９は、コンテンツ公開サーバに対して
、当該公開コンテンツと共に関連情報が、ユーザによって操作される端末から取得できる
ように配信を制御する。
【００５８】
　以上、詳細に説明したように、本発明の関連情報配信プログラム、サーバ及び方法によ
れば、公開コンテンツの内容からは想定できないキーワードに基づく関連情報（広告情報
）を検索し且つ配信することができる。具体的には、インターネット上のブログサイト（
例えばtwitter）に投稿されたコメントキーワードの中で、当該テレビ放送の字幕文章に
現れていないキーワード（直接的に言及されていないキーワード）を抽出し、そのキーワ
ードに関連する広告情報を、ユーザに提示するように制御する。
【００５９】
　前述した本発明の種々の実施形態について、本発明の技術思想及び見地の範囲の種々の
変更、修正及び省略は、当業者によれば容易に行うことができる。前述の説明はあくまで
例であって、何ら制約しようとするものではない。本発明は、特許請求の範囲及びその均
等物として限定するものにのみ制約される。
【符号の説明】
【００６０】
　１　関連情報配信サーバ
　１０　通信インタフェース部
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　１０１　文章情報分離部
　１０２　コンテンツキーワード抽出部
　１０４　コメント収集部
　１０５　コメントキーワード抽出部
　１０６　有効キーワード抽出部
　１０７　評判解析部
　１０８　関連情報検索部
　１０９　配信制御部
　１１　広告情報データベース
　２　コンテンツ公開サーバ
　３　ミニブログサーバ
　４　端末
　５　コメント投稿者用の汎用端末
　６　ルータ

【図１】 【図２】
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