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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　往信－返信関係に基づくツリー構造を有する複数の文書の少なくとも一部を画面上に閲
覧可能に表示する文書表示システムであって、
　前記複数の文書から、直列的な前記往信－返信関係を有する一連の文書の最上層から最
下層までのひとまとまりの文書群を抽出する文書群抽出手段と、
　前記文書群が質問型であることを判断するために予め設定された質問キーワードを、前
記文書群のうちの時系列的に最初の文書内において検索し、前記質問キーワードが検索さ
れた場合には、前記文書群が質問型であると決定する種類判別手段と、
　前記質問型と決定された場合には、質問文と、解決文と、回答文と、を重要文として抽
出する重要文抽出手段と、
　該重要文抽出手段により抽出された重要文を、前記文書群に属する文書の一部として前
記画面上に表示する重要文表示手段と、
を備え、
　前記質問文は、前記最初の文書の中で前記質問キーワードを含む文であり、
　前記解決文は、前記文書群のうちの前記最初の文書の投稿者である質問者によって投稿
された文書のうち、前記最初の文書以外の文書内に含まれる文であって、前記文書群のい
ずれかの文書でなされた質問が解決したことを判断するために予め設定された解決キーワ
ードを含む文であり、
　前記回答文は、前記文書群のうち前記質問者以外の者によって投稿された文書内に含ま
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れる文であって、前記解決文と前記解決文の前後の文とに含まれる単語を含む文として抽
出された文である文書表示システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の文書表示システムであって、
　前記重要文抽出手段は、前記質問キーワードが検索されなかった場合には、前記文書群
に含まれる各文書について前記各文書に含まれる各単語の出現数と、前記文書群に含まれ
る複数の文書のうちの前記各単語が含まれる文書数と、に応じて算出された出現頻度値に
応じて選択された単語を含む文を重要文として抽出する文書表示システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の文書表示システムであって、
　前記出現頻度値は、（１）式によって算出される値ＴＦＩＤＦである文書表示システム
。
　ＴＦＩＤＦ＝ＴＦ×Ｉｄｆ .........（１）
　Ｉｄｆ＝ＬＯＧｅ（ＤＢ／ｆ） ...（２）
ここで、前記ＴＦは前記各文書内において前記各単語が出現する回数を示し、前記ＤＢは
前記文書群に含まれる複数の文書の数を示し、前記ｆは前記文書群に含まれる複数の文書
のうち前記各単語が出現する文の数を示す。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の文書表示システムであって、
　前記文書群に含まれる各文書から前記出現頻度値が高い順に予め設定された数の文だけ
抽出する文書表示システム。
【請求項５】
　通信回線を介して往信－返信関係に基づくツリー構造を有する複数の文書を受信する受
信装置であって、
　前記複数の文書から、直列的な前記往信－返信関係を有する一連の文書の最上層から最
下層までのひとまとまりの文書群を抽出する文書群抽出手段と、
　前記文書群が質問型であることを判断するために予め設定された質問キーワードを、前
記文書群のうちの時系列的に最初の文書内において検索し、前記質問キーワードが検索さ
れた場合には、前記文書群が質問型であると決定する種類判別手段と、
　前記質問型との決定に応じて、質問文と、解決文と、回答文と、を重要文として抽出す
る重要文抽出手段と、
　該抽出手段により抽出された前記文書群についての重要文を通信回線を介して出力する
出力手段と、
を備え、
　前記質問文は、前記最初の文書の中で前記質問キーワードを含む文であり、
　前記解決文は、前記文書群のうちの前記最初の文書の投稿者である質問者によって投稿
された文書のうち、前記最初の文書以外の文書内に含まれる文であって、前記文書群のい
ずれかの文書でなされた質問が解決したことを判断するために予め設定された解決キーワ
ードを含む文であり、
　前記回答文は、前記文書群のうち前記質問者以外の者によって投稿された文書内に含ま
れる文であって、前記解決文と前記解決文の前後の文とに含まれる単語を含む文として抽
出された文である受信装置。
【請求項６】
　往信－返信関係に基づくツリー構造を有する複数の文書の少なくとも一部を画面上に閲
覧可能に表示する文書表示方法であって、
　前記複数の文書から、直列的な前記往信－返信関係を有する一連の文書の最上層から最
下層までのひとまとまりの文書群を抽出する文書群抽出工程と、
　前記文書群が質問型であることを判断するために予め設定された質問キーワードを、前
記文書群のうちの時系列的に最初の文書内において検索し、前記質問キーワードが検索さ
れた場合には、前記文書群が質問型であると決定する種類判別工程と、
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　前記質問型との決定に応じて、質問文と、解決文と、回答文と、を重要文として抽出す
る重要文抽出工程と、
　該重要文抽出手段により抽出された重要文を、前記文書群に属する文書の一部として前
記画面上に表示する重要文表示工程と、
を備え、
　前記質問文は、前記最初の文書の中で前記質問キーワードを含む文であり、
　前記解決文は、前記文書群のうちの前記最初の文書の投稿者である質問者によって投稿
された文書のうち、前記最初の文書以外の文書内に含まれる文であって、前記文書群のい
ずれかの文書でなされた質問が解決したことを判断するために予め設定された解決キーワ
ードを含む文であり、
　前記回答文は、前記文書群のうち前記質問者以外の者によって投稿された文書内に含ま
れる文であって、前記解決文と前記解決文の前後の文とに含まれる単語を含む文として抽
出された文である文書表示方法。
【請求項７】
　往信－返信関係に基づくツリー構造を有する複数の文書の少なくとも一部を画面上に閲
覧可能に表示するためのコンピュータプログラムを記録した記録媒体であって、
　前記コンピュータプログラムは、
　前記複数の文書から、直列的な前記往信－返信関係を有する一連の文書の最上層から最
下層までのひとまとまりの文書群を抽出する文書群抽出機能と、
　前記文書群が質問型であることを判断するために予め設定された質問キーワードを、前
記文書群のうちの時系列的に最初の文書内において検索し、前記質問キーワードが検索さ
れた場合には、前記文書群が質問型であると決定する種類判別機能と、
　前記質問型との決定に応じて、質問文と、解決文と、回答文と、を重要文として抽出す
る重要文抽出機能と、
　該重要文抽出手段により抽出された重要文を、前記文書群に属する文書の一部として前
記画面上に表示する重要文表示機能と、
をコンピュータに実行させるためのプログラムを備え、
　前記質問文は、前記最初の文書の中で前記質問キーワードを含む文であり、
　前記解決文は、前記文書群のうちの前記最初の文書の投稿者である質問者によって投稿
された文書のうち、前記最初の文書以外の文書内に含まれる文であって、前記文書群のい
ずれかの文書でなされた質問が解決したことを判断するために予め設定された解決キーワ
ードを含む文であり、
　前記回答文は、前記文書群のうち前記質問者以外の者によって投稿された文書内に含ま
れる文であって、前記解決文と前記解決文の前後の文とに含まれる単語を含む文として抽
出された文である記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、文書表示システムに関し、詳しくは、所定の関係を有する複数の文書から構成
された文書群に関し、該文書群に属する文書の少なくとも一部を画面上に閲覧可能に表示
する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
通信技術の発達した今日では、インターネットやパソコン通信等のネットワーク上で複数
人が文字や画像等を用いて情報を伝達し合うことが日常的に行なわれている。このような
情報伝達は、ネットワーク上以外での情報伝達と同様に、他人に向けて自発的に情報を発
信する者（発信者）および該情報発信者によって発信された情報を受け取る者（受領者）
、受け取った情報に対する回答や意見等を情報発信者に返信する者（返信者）が存在する
ことにより成立している。
【０００３】
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一方、ネットワーク上での情報伝達は、発信者と受領者ないし返信者とのやりとりが、デ
ータの送受信や受信データの閲覧等のサービスを提供するサーバを介して行なわれるとい
う特徴がある。即ち、発信者ないし返信者は、発信ないし返信しようとする情報をネット
ワークを介してサーバに送る。情報を受け取ったサーバは、受け取った情報をネットワー
クを介して受領者に送信したり、受け取った情報を受領者がネットワークを介して閲覧可
能に表示したり、前記受領者への送信や受領者による閲覧のために保存したりするのであ
る。なお、サーバに接続して上記のサービスを受ける者（上記の発信者や受領者，返信者
）のことを、以下、クライアントという。
【０００４】
近年では、ネットワーク上での情報伝達の手法として、発信者と特定の受領者との間で文
書を送り合うことにより情報伝達を行なう手法（例えば、プッシュ型の電子メール等）以
外に、サーバに設けられた電子掲示板（ＢＢＳ）への文書の書き込みにより多数の者の間
で情報伝達を行なう手法が用いられている。具体的には、ある主題の文書を他人に発信し
ようとする発信者は、発信しようとする文書（以下、投稿文書という）の内容を電子掲示
板に書き込む。電子掲示板に書き込まれた投稿文書の内容は、ネットワークを介して多数
の者（不特定人若しくは特定のグループ全員）に閲覧可能となる。閲覧により投稿文書の
内容を受け取った受領者は、この投稿文書に対する返答や意見等を内容とする文書（以下
、投稿に対する返信文書という）を電子掲示板に書き込むことができる。書き込まれた投
稿に対する返信文書の内容は、投稿文書と同様に多数の者に閲覧可能となる。閲覧により
返信文書の内容を受け取った受領者は、この返信文書に対する返答や意見等を内容とする
文書（以下、返信に対する返信文書という）を電子掲示板に書き込むことができる。書き
込まれた返信に対する返信文書は、投稿文書等と同様に多数の者に閲覧可能となる。
【０００５】
投稿文書と投稿に対する返信文書は、主題が共通する文書として一連のつながりを有して
おり、所定の関係を有している。このため、従来の電子掲示板では、往信－返信関係を有
する一連の文書を一の文書群とみなし、各文書群に属する文書をツリー構造（枝分かれを
した階層構造）に整理していた。ここで、ツリー構造の最上層に位置する一の投稿文書か
ら該投稿文書が属するツリー構造の最下層に位置する返信文書までが一の往信－返信関係
で接続されるとき、該一の往信－返信関係で接続される全ての文書のまとまりを、以下、
スレッドという。
【０００６】
従来の電子掲示板では、上記のツリー構造に基づいて各文書群に属する文書の系列図表を
作成して、この系列図表を閲覧可能に表示し、文書間の往信－返信関係をクライアントが
容易に把握できるようにしていた。また、表示される系列図表中に各文書の表題や各文書
の本文の冒頭部分を併記することにより、クライアントが、各文書の本文にアクセスする
前に文書の概要を把握できるようにしていた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のネットワーク上での情報伝達では、所定の関係を有する各文書の要
旨を一目で正確に把握することは困難であり、各文書の要旨を正確に把握するためには、
最上層に位置する文書から順番に全ての文書の本文にアクセスして本文の内容を理解しな
ければならず、正確な文書の要旨の把握に時間と労力がかかってしまうという問題があっ
た。特に、クライアントに対して一度に表示される文書数が多い場合には、上記の問題は
より顕著であった。
【０００８】
例えば、多数の文書を含む系列図表が表示される電子掲示板の場合には、系列図表中に表
示される各文書の表題から文書の正確な要旨を把握することは難しかった。各文書の表題
は、種々の発信者ないし返信者が思い思いの自由なスタイルで記載したものであるため、
文書の正確な要旨を表現しているとは言い難いからである。特に、返信者による返信文書
においては、投稿文書の表題の冒頭に「Ｒｅ：」のようなレス表示を付加したものが自動
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的に表題とされるような場合があり、このような場合には返信文書の要旨を表題から全く
理解することができなかった。また、系列図表に各文書の本文の冒頭部分を併記しても、
冒頭に文書の要旨とは関係ないことが記載されている場合には、文書の要旨を把握するこ
とはできなかった。
【０００９】
また、携帯電話等において多数のメールを一度に受信した場合には多数の各メールの一部
（例えば、表題や本文の冒頭部分）がディスプレイに初期表示されるが、この初期表示さ
れるメールの表題からメールの正確な要旨を把握することは上記電子掲示板と同様の理由
により難しく、多数のメールの正確な要旨を把握するために、受領者は、初期表示後に、
全てのメールについて、メール本文を更に表示するための操作を行なうと共に、メール本
文が表示された画面をスクロール等しながらメール本文を読まなければならなかった。
【００１０】
また、発信者と特定の受領者との間で文書を送り合う電子メール等の場合にも、送信メー
ルと受信メールとが往信－返信関係にあり、主題が共通する文書として一連のつながりを
有している。このような往信－返信関係を有する一連のメールの要旨を、各メール本文に
アクセスすることなく、一目で正確に把握する手法については、従来において何ら提案さ
れていなかった。
【００１１】
本発明は、かかる問題を解決し、往信－返信関係を有する一連の文書について、各文書の
要旨を迅速かつ的確に把握可能とし、文書情報の取捨選択を簡単かつ効率的に行なえるよ
うにすることを目的として、以下の構成を採った。
【００１２】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
本発明の文書表示システムは、
所定の関係を有する複数の文書の少なくとも一部を画面上に閲覧可能に表示する文書表示
システムであって、
前記複数の文書からひとまとまりの文書群を抽出する文書群抽出手段と、
前記文書群に属する文書全体によって表わされる内容を考慮して、前記文書群に属する各
文書から該文書に所定の相関を有する文を重要文として抽出する重要文抽出手段と、
該重要文抽出手段により抽出された重要文を、前記文書群に属する文書の一部として前記
画面上に表示する重要文表示手段と
を備えたことを要旨とする。
【００１３】
上記発明の文書表示システムによれば、重要文抽出手段が、ひとまとまりの文書群に属す
る文書全体によって表わされる内容を考慮して、文書群に属する各文書から該文書に所定
の相関を有する文を重要文として抽出し、抽出された重要文を重要文表示手段が文書の一
部として画面上に表示する。従って、文書群における主題の展開を、表示された重要文を
見ただけで正確に把握することができる。上記所定の関係を有する複数の文書を、往信と
返信の関係にある文書上とすることも好ましい。
【００１４】
文書群の種類を判別する種類判別手段を備え、該種類判別手段により判別された種類に応
じて重要文を抽出する構成としてもよい。こうすれば、文書群の種類に応じた重要文が表
示されるので、主題の展開をより正確に把握することができる。
【００１５】
この場合において、文書群の種類を、質問表現を含む質問型，複数の話題を含む複数話題
型，会話文を含む会話型のうち少なくとも一つとすることも好適である。また、重要文抽
出手段が、文書群に属する各文書から該文書に所定の相関を有する文を重要文として抽出
する基準を該文書群に属する文書の種類に応じて異ならせる相関設定手段を備えることも
望ましい。
【００１６】
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重要文抽出手段により抽出された重要文に基づいて文書群の要約を作成する要約作成手段
を備え、重要文表示手段に替えて、該要約作成手段により作成された要約を画面上に表示
する要約表示手段を備えることも望ましい。こうすれば、文書群ごとの話題の内容を迅速
かつ的確に把握することができる。
【００１７】
こうした要約表示手段と共に、重要文抽出手段により抽出された重要文を文書群に属する
文書の一部として前記画面上に表示する重要文表示手段を備える構成としても差し支えな
い。
【００１８】
所定の基準に基づいて前記各文書の文を標準的な表現に書き換える文標準化手段を備える
ことも好適である。また、要約作成手段が、少なくとも前記重要文抽出手段により抽出さ
れた重要文の表現を標準的な表現に書き換える手段を備える構成とすれば、文書作成者の
文書作成に関する技量に拘らず均一なレベルの文が文書や文書群の要旨として表示される
ので、文書群ごとの話題の内容をより一層把握しやすくなる。
【００１９】
上記の文標準化手段としては、例えば、冗長な表現の短文化や自立語の他の自立語への置
換，付属語の用法の訂正，方言から標準語への置換，予め定めた文字への置き換え，表記
のゆれの統一等を考えることができる。
【００２０】
所定の基準に基づいて文書の中から文書の要旨を構成し得ない表現を除いた文を有意味文
として抽出する有意味文抽出手段を備え、重要文抽出手段または要約作成手段を、該有意
味文を用いて重要文の抽出または要約の作成を行なう手段とすることも好適である。上記
の表現抽出手段により抽出される表現としては、例えば、以前の発言の引用箇所や挨拶文
、発信者の署名等を考えることができる。こうすれば、重要文の抽出または要約の作成を
効率的かつ精度よく行なうことができる。
【００２１】
重要文表示手段または要約表示手段を、文書群についての重要文または要約を時系列順に
一覧表示する手段とすることも好適である。こうすれば、最新の主題や話題に容易にアク
セスすることができる。
【００２２】
重要文表示手段または要約表示手段を、文書群に属する文書の作成者を重要文または要約
と関連付けて表示する手段としてもよい。こうすれば、各作成者による発言内容の変化を
把握しやすくなる。
【００２３】
重要文抽出手段による抽出に基づいて文書群の表題を作成する表題作成手段を備え、該表
題作成手段により作成された各文書群の表題を重要文または要約と関連付けて表示しても
差し支えない。こうすれば、作成者によって付けられた各文書の表題を羅列する場合と比
較して、各文書群の話題の種類を把握しやすくなる。
【００２４】
本発明の受信装置は、
通信回線を介して文書を受信する受信装置であって、
前記受信した複数の文書からひとまとまりの文書群を抽出する文書群抽出手段と、
該文書群抽出手段により抽出された一の文書群に関し、該文書群に属する各文書から少な
くとも本文を取り出す本文取出手段と、
該本文取出手段により取り出された本文全体によって表わされる内容を考慮し、前記文書
群に属する各文書から該文書に所定の相関を有する文を重要文として抽出する抽出手段と
、
該抽出手段により抽出された前記一の文書群についての重要文を通信回線を介して出力す
る出力手段と
を備えたことを要旨とする。
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【００２５】
上記発明の受信装置によれば、文書群抽出手段が、通信回線を介して受信した複数の文書
からひとまとまりの文書群を抽出し、抽出された一の文書群に属する各文書から本文取出
手段が少なくとも本文を取り出す。抽出手段は、取り出された本文全体によって表わされ
る内容を考慮して、文書群に属する各文書から該文書に所定の相関を有する文を重要文と
して抽出し、抽出された一の文書群についての重要文を出力手段が通信回線を介して出力
する。従って、出力された重要文を通信回線を介して得ることにより、一の文書群におけ
る主題の展開を正確に把握可能なデータを得ることが可能となる。例えば、このデータを
表示や印刷等すれば、文書群における主題の展開を、表示ないし印刷された重要文を見た
だけで正確に把握することができる。
【００２６】
なお、上記の文書群形成手段，本文取出手段，抽出手段および出力手段を二以上の装置に
分けて設け、これら二以上の装置を組み合わせて上記発明の受信装置を実現することも可
能である。
【００２７】
抽出手段により抽出された重要文に基づいて文書の要約を作成する作成手段を備え、該作
成手段により作成された要約を通信回線を介して出力する要約出力手段を出力手段に替え
て備えることも望ましい。こうすれば、出力された要約を通信回線を介して得ることによ
り、文書群ごとの話題の内容を迅速かつ的確に把握可能なデータを得ることが可能となる
、データの利用価値を高めることができる。
【００２８】
本発明の文書表示方法は、
所定の関係を有する複数の文書の少なくとも一部を画面上に閲覧可能に表示する文書表示
方法であって、
前記複数の文書からひとまとまりの文書群を抽出し、
前記文書群に属する文書全体によって表わされる内容を考慮して、前記文書群に属する各
文書から該文書に所定の相関を有する文を重要文として抽出し、
該抽出された重要文を、前記文書群に属する文書の一部として前記画面上に表示すること
を要旨とする。
【００２９】
上記発明の文書表示方法によれば、ひとまとまりの文書群に関し、該文書群に属する文書
全体によって表わされる内容を考慮して、各文書から該文書に所定の相関を有する文を重
要文として抽出し、抽出された重要文を文書の一部として画面上に表示する。従って、文
書群における主題の展開を、表示された重要文を見ただけで正確に把握することができる
。
【００３０】
本発明のコンピュータプログラムを記録した記録媒体は、
所定の関係を有する複数の文書の少なくとも一部を画面上に閲覧可能に表示するためのコ
ンピュータプログラムを記録した記録媒体であって、
前記複数の文書からひとまとまりの文書群を抽出する工程と、
前記文書群に属する文書全体によって表わされる内容を考慮して、前記文書群に属する各
文書から該文書に所定の相関を有する文を重要文として抽出する工程と、
該抽出された重要文を、前記文書群に属する文書の一部として前記画面上に表示する工程
と
をコンピュータに実行させるためのプログラムをコンピュータに読み取り可能に記録した
ことを要旨とする。
【００３１】
上記発明の記録媒体によれば、記録されたプログラムがコンピュータに読み取られること
により、ひとまとまりの文書群に属する文書全体によって表わされる内容を考慮して、各
文書から該文書に所定の相関を有する文を重要文として抽出し、抽出された重要文を文書
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の一部として画面上に表示する。従って、文書群における主題の展開を、表示された重要
文を見ただけで正確に把握することができる。
【００３２】
なお、上記の記録媒体が備える各工程を二以上の記録媒体に分けて記録し、これら二以上
の記録媒体を組み合わせることにより上記発明の記録媒体を実現することも可能である。
【００３３】
なお、記録媒体としては、フレキシブルディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＯＭ，半導
体メモリ（ＲＯＭ，ＰＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ，フラッシュメモリ等）など、種々の記録媒
体を用いることができる。もとより、インターネットなどのネットワーク上に置かれたサ
ーバにこれらのプログラムを記憶しておき、クライアントのコンピュータにダウンロード
して利用することも可能である。
【００３４】
また、重要文や要約等の表示は、ディスプレイや用紙上に表示するものにとどまらず、重
要文を音声合成などを利用して読み上げることで表示することも可能である。耳から聞い
て内容を認識する場合、何が重要かをすぐに判別することは、文字を読み取って判断する
ことより困難なので、重要文を抽出して読み上げる構成は、極めて有用である。携帯電話
でメール文書を確認するような場合には、重要文を音声で読み上げれば、携帯電話の小さ
なディスプレイに制約されることがなく、この点でも有用である。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を実施例に基づいて説明する。
（１）実施例の構成：
はじめに、実施例の構成について図１を用いて説明する。図１は、本発明の第１実施例で
ある掲示板表示システムＫＳの概略構成を示す説明図である。図１に示すように、掲示板
表示システムＫＳでは、インターネットのような大規模なネットワーク１００に、配信サ
ーバ３００，３１０，３２０・・・およびデータベースサーバ２００が接続されている。
配信サーバ３００には、クライアントのパーソナルコンピュータ９００，９１０，９２０
・・・が電話回線を介して接続されている。また、電子掲示板のウェブページが格納され
たサーバ２００には、電子掲示板の管理人のパーソナルコンピュータ８００が電話回線を
介して接続されている。
【００３６】
パーソナルコンピュータ９００から配信サーバ３００に対して電子掲示板のウェブページ
へのアクセス信号が送出されると、配信サーバ３００とデータベースサーバ２００内の電
子掲示板のウェブページとがネットワーク１００を介して接続される。これにより、パー
ソナルコンピュータ９００のディスプレイに電子掲示板のウェブページが表示される。こ
の後、クライアントが電子掲示板への文書の掲載を希望する場合には、掲載しようとする
文書をパーソナルコンピュータ９００を用いて作成し、作成した文書を電子掲示板のアド
レスに送る。作成された文書は、配信サーバ３００からネットワーク１００を介してデー
タベースサーバ２００内の電子掲示板のウェブページに到達する。これにより、クライア
ントの作成した文書が電子掲示板に書き込まれ、パーソナルコンピュータ９００のディス
プレイには、書き込み後の電子掲示板が表示される。なお、他のクライアントのパーソナ
ルコンピュータ９１０，９２０・・・を用いた場合も、上記パーソナルコンピュータ９０
０と同様に、電子掲示板へのアクセスないし書き込みが可能である。
【００３７】
データベースサーバ２００の構造を図２に示す。データベースサーバ２００は、ネットワ
ーク１００とのデータのやり取りを制御するネットワークインタフェース（ＮＴ－Ｉ／Ｆ
）２１０、処理を行なうＣＰＵ２２０、処理プログラムや固定的なデータを記憶するＲＯ
Ｍ２３０、ワークエリアとしてのＲＡＭ２４０、時間を管理するタイマ２５０、後述する
各種のデータを蓄積するデータベース蓄積部２６０、辞書などを記憶しているハードディ
スク２７０等を備える。なお、データベース蓄積部２６０は、実際には、ハードディスク
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などの記憶装置に格納されているが、ここでは、説明の都合上、独立の装置として扱うも
のとする。
【００３８】
データベース蓄積部２６０には、電子掲示板に書き込まれている多数の文書が蓄積されて
いる。これらの文書は、前述した往信－返信関係に基づいて整理された状態で蓄積されて
いる。具体的には、データベース蓄積部２６０には、投稿文書やこの投稿に対する返信文
書，返信に対する返信文書に関する情報として、図３に示すような文書の系列図表が格納
されている。
【００３９】
図３に示すように、系列図表には、各投稿文書Ａ～Ｚおよび返信文書に関する往信－返信
関係がツリー構造で表されている。例えば、投稿文書Ａに対する返信としては四つの返信
文書Ａ－１～４があり、返信文書Ａ－１に対する返信文書としては二つの返信文書Ａ－１
－ａ～ｂがある。なお、系列図表には、各投稿文書Ａ～Ｚおよび返信文書の近傍に、各文
書が電子掲示板に書き込まれた日付け，メッセージ番号，作成者名等が付記されている（
図示せず）。また、各投稿文書Ａ～Ｚおよび返信文書の本文は、系列図表とリンクされて
データベース蓄積部２６０に蓄積されている。
【００４０】
前述したスレッドの一例を、図３に二点鎖線で示した。即ち、ツリー構造の最上層である
第１層に位置する一の投稿文書Ａから該投稿文書Ａが属するツリー構造の最下層である第
３層に位置する返信文書Ａ－１－ａまでは、第２層に位置する返信文書Ａ－１を介して一
の往信－返信関係で接続されている。こうした往信－返信関係で接続される全ての文書の
まとまり（つまり、投稿文書Ａ，返信文書Ａ－１，返信文書Ａ－１－ａ）がスレッドＴＨ
となる。図３の系列図表には、図３に表されている限りにおいて、「投稿文書Ａ，返信文
書Ａ－１，返信文書Ａ－１－ａ」、「投稿文書Ａ，返信文書Ａ－１，返信文書Ａ－１－ｂ
」、「投稿文書Ａ，返信文書Ａ－２」、「投稿文書Ａ，返信文書Ａ－３，返信文書Ａ－３
－ａ」、「投稿文書Ａ，返信文書Ａ－４」、「投稿文書Ｂ，返信文書Ｂ－１，返信文書Ｂ
－１－ａ」、「投稿文書Ｚ，返信文書Ｚ－１，返信文書Ｚ－１－ａ」という７個のスレッ
ドＴＨが存在している。
【００４１】
データベースサーバ２００のＲＯＭ２３０内には、上記の系列図表を作成する処理（以下
、系列図表作成処理という）を記述したプログラムが格納されている。このプログラムは
、ＣＰＵ２２０によって実行されることにより、多数の文書を文書群としてのスレッドご
とに分類する分類手段として機能する。この系列図表作成処理の内容および処理手順を系
列図表作成処理ルーチンとして図４に示す。本ルーチンは、投稿文書や返信文書が書き込
まれたときにＣＰＵ２２０が実行する処理である。本ルーチンが起動されると、まず、書
き込まれた文書の宛先とされた文書を系列図表中で特定する処理を行なう（ステップＳ１
００）。次に、特定された文書の下層に、特定された文書と関連付けながら、書き込まれ
た文書の一部（例えば、表題等）を追加する処理を行なう（ステップＳ１２０）。次に、
系列図表中の投稿文書や返信文書をスレッドごとに分類し直し（ステップＳ１４０）、分
類後の系列図表をデータベース蓄積部２６０に更新して記憶して（ステップＳ１６０）、
本ルーチンを終了する。
【００４２】
データベースサーバ２００のＲＯＭ２３０には、上記の系列図表作成処理の他に、電子掲
示板に書き込まれた投稿文書および返信文書の要約を作成し、この作成された要約を系列
図表と共にパーソナルコンピュータ９００のディスプレイ上に表示する処理（以下、要約
作成・表示処理という）の内容が記述されたプログラムが格納されている。この要約作成
・表示処理の内容および処理手順を要約作成・表示処理ルーチンとして図５に示す。本ル
ーチンは、電子掲示板に書き込まれた文書の要約を作成する旨の実行指示がなされたとき
にＣＰＵ２２０が実行する処理である。
【００４３】
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本ルーチンが起動されると、まず、▲１▼スレッド特定処理（ステップＳ２００）を実行
する。スレッド特定処理は、系列図表の中から要約を作成する対象となる一のスレッドＴ
Ｈを特定する処理である。以後、この特定された一のスレッドＴＨを対象として、▲２▼
有効本文特定処理（ステップＳ２１０）、▲３▼重要文抽出処理（ステップＳ２２０）、
▲４▼要約作成処理（ステップＳ２４０）、▲５▼表題作成処理（ステップＳ２６０）を
実行する。これらの処理の詳細については後述する。これらのステップＳ２２０～Ｓ２６
０の処理が全てのスレッドＴＨについて終了したときに（ステップＳ２７０）、後述する
▲６▼表示データ出力処理（ステップＳ２８０）を実行して、本ルーチンを終了する。
【００４４】
以下、▲２▼有効本文特定処理、▲３▼重要文抽出処理、▲４▼要約作成処理、▲５▼表
題作成処理、▲６▼表示データ出力処理の内容について順に説明する。なお、▲３▼重要
文抽出処理には全体評価後切出処理が含まれており、▲４▼要約作成処理には文標準化処
理が含まれているが、これらの処理についても▲３▼重要文抽出処理、▲４▼要約作成処
理と併せて説明する。
【００４５】
▲２▼有効本文特定処理（図５のステップＳ２１０）
有効本文特定処理は、スレッド特定処理により特定されたスレッドＴＨにつき、該スレッ
ドＴＨ内に属する各文書の本文から文書の要旨を構成し得ない表現を抽出し、抽出された
表現を除外した本文（以下、有効本文という）を特定する処理である。具体的には、図３
で二点鎖線で囲ったスレッドＴＨの場合には、投稿文書Ａの本文を読み出し、挨拶文や投
稿者の署名等の文書の主題の特定に関係の薄い表現を本文から除外し、削除後の本文を有
効本文とする。返信文書Ａ－１や返信文書Ａ－１－ａについても、本文を読み出して、投
稿文書Ａと同様の処理を行なう。但し、返信文書Ａ－１や返信文書Ａ－１－ａの場合には
、投稿文書Ａの本文を引用した箇所についても本文から削除し、削除後の本文を有効本文
とする。こうした有効本文は、ＲＡＭ２４０の所定領域に一時的に記憶される。
【００４６】
図３で二点鎖線で囲ったスレッドＴＨに属する各文書（投稿文書Ａ，返信文書Ａ－１およ
び返信文書Ａ－１－ａ）の例文を図６に示す。投稿文書Ａは甲により作成されて電子掲示
板に書き込まれた文書であり、返信文書Ａ－１は、投稿文書Ａに対する返信として乙によ
り作成され、電子掲示板に書き込まれた文書である。返信文書Ａ－１－ａは返信文書Ａ－
１に対する返信として甲により作成され、電子掲示板に書き込まれた文書である。図６に
示すように、返信文書Ａ－１，返信文書Ａ－１，返信文書Ａ－１－ａには、それぞれ４つ
の文，６つの文，５つの文が含まれているが、上記の有効本文特定処理の実行により、返
信文書Ａ－１の第１文の「いつもお世話になります。」という定型的な挨拶文は削除され
、残りの５つの文が有効本文とされる。なお、後の説明をわかりうやすくするため、図６
における各文の文頭に、有効本文とされる文の文番号（１～１４）を示している。
【００４７】
▲３▼重要文抽出処理（図５のステップＳ２２０）
重要文抽出処理は、有効本文特定処理により特定された各文書の有効本文から各文書に所
定の相関を有する文を重要文として抽出する処理である。本実施例では、重要文抽出処理
において、一のスレッドＴＨ内に属する全有効本文によって表わされる内容を考慮し、各
文書に所定の相関を有する文として、全有効本文によって表わされる内容に最も近い意味
の文を各文書の本文から切り出す処理（以下、全体評価後切出処理という）を行なう。こ
の全体評価後切出処理の実行により切り出された文が重要文として抽出される。
【００４８】
重要文の抽出処理には、種々の手法が考えられるが、この実施例では、次の手法を採用し
た。重要文抽出処理の内容及び手順を、重要文抽出処理ルーチンとして図７に示す。本ル
ーチンは有効本文特定処理の終了後に起動する。本ルーチンが起動されると、まず、電子
掲示板が有する各スレッドＴＨの種類を判別する処理を行なう（ステップＳ３００）。ス
レッドＴＨの種類に応じてスレッドＴＨに含まれる各文書からの重要文の抽出手法を変え
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るためである。このスレッドの種類としては、例えば、スレッド内の各文書により最初の
投稿文書の主題とは異なった主題に展開されているか否か（スレッド内の文書の現実の内
容）、Ｑ＆Ａ方式のスレッドか否か（スレッドの形式）、スレッドがチャットのように往
信と返信が頻繁に繰り返される性質のものか否か（スレッドの性質，特質）、スレッド内
の一つの文書の長さが長文若しくは短文のいずれの傾向にあるか（スレッド内の文書の傾
向）等を考えることができる。本実施例では、スレッドＴＨの種類を、質問型，複数話題
型，会話型の３つのうちのいずれかに判別することとしている。
【００４９】
スレッドＴＨの種類の判別は、以下の要領で行なうことができる。以下、図３で二点鎖線
で囲ったスレッドＴＨを例として説明する。まず、主題を提供する最初の文書である投稿
文書Ａの有効本文を取り出し、有効本文内に「～の質問」や「～がわからない」等の表現
がある場合には、このスレッドＴＨは質問型であると判別される。質問型にあてはまらな
い場合には、スレッドＴＨ内の全有効本文（投稿文書Ａ，返信文書Ａ－１および返信文書
Ａ－１－ａの有効本文）を取り出し、全有効本文の一定の範囲内に複数の主題があるか否
かを判定する。複数の主題がある場合には、このスレッドＴＨは複数話題型であると判別
され、複数の主題がない場合には、このスレッドＴＨは会話型であると判別される。なお
、複数の主題の有無の判定は、全有効本文をＴＦＩＤＦ法を用いてベクトル表現に変換す
ることにより行なうことができるが、ここでは詳しい説明は省略する。
【００５０】
こうしてスレッドＴＨの種類を判別した後、スレッドＴＨの種類に応じて重要文を抽出す
る処理を行なう（ステップＳ３２０）。この処理の詳細につき、以下、質問型，複数話題
型，会話型に分けて説明する。
【００５１】
スレッドＴＨの種類が質問型である場合の重要文の抽出処理手法を図８のフローチャート
に示す。質問型である場合には、まず、主題を提供する最初の文書であ（図３の例では投
稿文書Ａ）の有効本文から「～の質問」や「～がわからない」等の表現を含む文を抽出し
、これを最初の文書の重要文とする（ステップＳ４００、Ｓ４１０）。次に、最初の文書
と同じスレッドＴＨ内に最初の文書と同じ者により作成された他の文書（図３の例では返
信文書Ａ－１－ａ）を探し、他の文書の有効本文から「うまくいった」や「解決した」，
「わかりました」等の表現を含む文を抽出する。抽出された文が、最初の文書と同じ者に
より作成された他の文書の重要文となる（ステップＳ４２０，Ｓ４３０）。続いて、上記
他の文書の有効本文の「うまくいった」等の表現を含む文の前後において質問に対する解
決策が含まれている文を取り出し、この文に含まれる単語を解決策を示す単語として切り
出す。次に、最初の文書とは異なる者により作成された他人の文書（図３の例では返信文
書Ａ－１）の有効本文から上記解決策を示す単語が含まれている文を抽出する。抽出され
た文が、他人の文書の重要文となる（ステップＳ４４０～Ｓ４６０）。
【００５２】
このように、本実施例では、スレッドＴＨの種類が質問型である場合には、スレッドＴＨ
内の各文書から該文書に所定の相関を有する文（本実施例では、全有効本文によって表わ
される内容に最も近い意味の文）を切り出す基準を、該文書群に属する文書の種類（図３
の例では投稿文書Ａ、返信文書Ａ－１、返信文書Ａ－１－ａ）に応じて異ならせている。
【００５３】
スレッドＴＨの種類が複数話題型および会話型である場合の重要文の抽出処理手法を図９
のフローチャートに示す。複数話題型および会話型の場合には、まず、一のスレッドＴＨ
内に属する全文書の有効本文（以下、全有効本文という）を取り出す処理を行なう（ステ
ップＳ５００）。
【００５４】
本実施例では、図６に示した例文を有するスレッドＴＨを会話型とみなし、図９に示す重
要文の抽出処理を適用している。図６に示す例文の場合には、投稿文書Ａの有効本文（図
６に示す文番号１～４の文），返信文書Ａ－１の有効本文（図６に示す文番号５～９の文
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）および返信文書Ａ－１－ａの有効本文（図６に示す文番号１０～１４の文）の計１４個
の文が、全有効本文として取り出される。
【００５５】
なお、複数話題型の場合には、ステップＳ５００の処理において、全有効本文のうち、あ
る一の主題に属する本文と他の主題に属する本文とが別々に取り出され、取り出されたそ
れぞれの本文を全有効本文としてステップＳ５１０以下の処理を行なう。
【００５６】
次に、全有効本文から名詞である単語を抽出し、抽出された単語が全有効本文を構成する
各文において偏って頻出する程度を求める処理を行なう（ステップＳ５１０）。
【００５７】
単語が偏って頻出する程度は、その単語が、全有効本文内で出現する回数を全有効本文を
構成する文の数により正規化した値によって評価することができる。これは、例えばＴＦ
ＩＤＦとして知られている。ＴＦＩＤＦは、次の式で定義される。なお、以下の式で、ｄ
ｂは、対象となっているひとまとまりのテキストデータ（ここでは全有効本文）であり、
ｄは、全有効本文を構成している各文、ｔはこのテキストに含まれる単語、とする。
【００５８】
ＴＦＩＤＦ（ｄ，ｔ）＝ＴＦ（ｄ，ｔ）×Ｉｄｆ（ｔ）　　…（１）
但し：
ＴＦ（ｄ，ｔ）は、各文ｄ内において単語ｔが出現する回数、
Ｉｄｆは、次式（２）による。
Ｉｄｆ（ｔ）＝ＬＯＧｅ｛ＤＢ（ｄｂ）／ｆ（ｔ，ｄｂ）｝　　…（２）
ここで、
ＤＢ（ｄｂ）は、全有効本文を構成する文の数、従って、図６に示した例では、値１４、
ｆ（ｔ，ｄｂ）は、全有効本文において、単語ｔが出現する文の数、である。
【００５９】
図１０は、図６に示した例文において、該例文に含まれている名詞である単語の出現頻度
を数えた結果を示す。こうして名詞である単語の出現頻度を求めた後、本実施例では、出
現頻度が２以上の単語につき、上式に基づいてＴＦＩＤＦ値を求めた。こうして求められ
た各単語のＴＦＩＤＦ値を図１１に示す。
【００６０】
続いて、各文を構成する名詞である単語のＴＦＩＤＦを合算する処理を行なう（ステップ
Ｓ５２０）。この合算処理の結果を図１１の合算値の欄に示した。
【００６１】
次に、スレッドＴＨに含まれる各文書の各有効本文ごとに各文の合算値の大小を判定し、
合算値が最も大きい２つの文を抽出する処理を行なう（ステップＳ５３０）。図１１に星
印付きで示すように、図６の例文の場合には、投稿文書Ａからは文番号１，２の文が、返
信文書Ａ－１からは文番号７，８の文が、および返信文書Ａ－１－ａからは文番号１１，
１４の文が、それぞれ抽出される。
【００６２】
以上のステップＳ５１０～Ｓ５３０までの処理が、前述した全体評価後切出処理に相当す
る。この全体評価後切出処理によれば、各有効本文内における出現頻度が高くなければ、
単語のＴＦＩＤＦ値は高くならない。反面、全有効本文にまんべんなく出現するような単
語（例えば、「こと」や「場合」）の場合には、ｆ（ｔ，ｄｂ）が大きな値となるために
、ＴＦＩＤＦ値は結局小さな値となる。つまり、各有効本文を構成する各文において高い
頻度で出現する単語が存在する文ほど、ＴＦＩＤＦ値は大きな値となり、しかもそういう
単語が多いほど、合算値は高い値となるのである。
【００６３】
以上のように、スレッドＴＨに含まれる各文書から２つの重要文が抽出される。この後、
抽出された重要文をＲＡＭ２４０の所定領域に記憶して（図７のステップＳ３４０）本ル
ーチンを終了し、要約作成処理（図５のステップＳ２４０）に移る。
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【００６４】
▲３▼要約作成処理（図５のステップＳ２４０）
要約作成処理次に、重要文抽出処理により抽出された重要文に基づいてスレッドＴＨの要
約を作成する処理である。図３の例では、投稿文書Ａ，返信文書Ａ－１および返信文書Ａ
－１－ａからなるスレッドＴＨの要約が作成される。この要約の作成は、具体的には、ス
レッド内の各文書から抽出された重要文を所定のアルゴリズムに基づいて組み合わせるこ
とにより作成される。例えば、図３に二点鎖線で囲ったスレッドＴＨが質問型であり、投
稿文書Ａが質問を含み，返信文書Ａ－１が解決策の提案を含み、返信文書Ａ－１－ａが解
決したという結果を含む場合には、投稿文書Ａから抽出された重要文と返信文書Ａ－１－
ａから抽出された重要文とを組み合わせるウエイトを大きくして、要約を作成すればよい
。「…という疑問点が解決した」という文は、一般に、閲覧者に興味を生じさせると考え
られるからである。
【００６５】
本実施例では、重要文に重要文抽出処理により抽出された重要文を標準的な表現に書き換
える処理（以下、文標準化処理という）を行なうことにより、要約を作成している。具体
的には、文標準化処理において、冗長な表現の短文化や自立語の他の自立語への置換，付
属語の用法の訂正，方言から標準語への置換，予め定めた文字への置き換え，表記のゆれ
の統一等の処理を行なう。標準化の処理には大別すると、文字の標準化、表記のゆれの統
一、自立語の統一などを考えることができる。これらの処理については説明は省略するが
、大まかな例示を挙げると以下の通りである。
【００６６】
文字の標準化を例示すると、
（Ａ）括弧：『』と「」の置き換えを行なうなど、
（Ｂ）引用符：“”と””の置き換えを行なうなど、
（Ｃ）一般記号：種々の記号（例えば「：，？！」など）について、半角／全角の置き換
えを行なうなど、
（Ｄ）カタカナや英数字：全角／半角や大文字／小文字の置き換えを行なうなど、
（Ｅ）句点・読点：句点、読点を「、」「。」に統一するなど、
（Ｆ）名前の繋文字：「クイーン＝エリザベス」を「クイーン・エリザベス」に置き換え
るなど、
がある。
【００６７】
表記のゆれとは、日本語における表記の曖昧さ、許容幅を言い、例えば、
▲１▼長音記号のゆれ：例、ウィンドウズ、ウィンドーズ、
▲２▼送り仮名のゆれ：例、売上げ、売り上げ、
▲３▼拗音表記のゆれ：例、ウィザード、ウイザード、
▲４▼複合語のかな表記のゆれ：例、売り上げ、売りあげ、
▲５▼外来語表記のゆれ：エンゼル、エンジェル、
▲６▼繰り返し文字のゆれ：例、正正堂堂、正々堂々、
などを挙げることができる。
【００６８】
更に、自立語の統一処理としては、
（イ）修飾語：すごく、最高の、一番の、高い、など
（ロ）名詞：パーソナルコンピュータ、パソコン、ＰＣ、など
（ハ）動詞：知らせる、連絡する、通知する、など
などを例示することができる。
【００６９】
こうした処理を行なうための基準データやルールは、データベースサーバ２００のハード
ディスク２７０内の辞書に格納されている。予め定めた文字への置き換えを例にとると、
「ＰＣ」といった単語は「パソコン」という単語に置き換えられる。これにより、一のス
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レッドＴＨ内における文書や重要文の用語を統一することができる。
【００７０】
▲５▼表題作成処理（図５のステップＳ２６０）
表題作成処理は、重要文抽出処理により抽出された重要文に基づいてスレッドの表題を作
成する処理である。図３の例では、投稿文書Ａ，返信文書Ａ－１および返信文書Ａ－１－
ａからなるスレッドＴＨの表題が作成される。具体的には、重要文の文法情報を解析し、
必要な単語を切り出して付属語を補完することにより、表題を作成する。
【００７１】
▲６▼表示データ出力処理（図５のステップＳ２８０）
表示データ出力処理は、上記作成された要約，表題および系列図表を表示データとして出
力する処理である。この処理は、図５のステップＳ２７０の処理において電子掲示板の全
てのスレッドＴＨについて要約および表題が作成されたと判断されたときに実行される。
【００７２】
表示データ出力処理において出力されるデータイメージの一例を図１２に示す。図１２で
は、図３に示した系列図表に基づくデータイメージを表している。このデータイメージは
、表示データがデータベースサーバ２００からネットワーク１００を介してクライアント
のパーソナルコンピュータ９００に到達したときに、パーソナルコンピュータ９００のデ
ィスプレイのプレビュー画面に初期表示される内容である。
【００７３】
図１２に示すように、プレビュー画面には、各スレッドごとに要約および表題が表示され
ている。スレッド名は、系列図表の最下層に位置する返信文書に基づいて付けられており
、例えば、図３で二点鎖線で囲ったスレッドＴＨのスレッド名は、最下層の返信文書名で
ある「Ａ－１－ａ」とされている。なお、本実施例では、投稿日（投稿文書が書き込まれ
た日）、更新日（返信文書が書き込まれた最近の日）、階層数（スレッド内における返信
文書の数）が併せて表示されるので、これらの表示を話題の選択に関する参考資料とする
ことができる。
【００７４】
各スレッドについての表題および要約は時系列順に一覧表示される。本実施例では、更新
日が新しいスレッドから順に表示している。図１２で言えば、スレッド名が「Ｂ－１－ａ
」のものが最も最近に更新されたスレッドである。これにより、最新の主題や話題に容易
にアクセスすることができる。
【００７５】
なお、図１２に示すプレビュー画面において、表題や要約等の他、各スレッドに属する投
稿文書や返信文書の作成者の名前を表示することとしてもよい。こうすれば、各作成者に
よる発言内容の変化を把握しやすくなる。
【００７６】
クライアントは、プレビュー画面において表題や要約を参照し、興味のある話題のスレッ
ドを選択することができる。こうしてスレッドが選択されると、選択されたスレッド内に
属する全ての文書情報が、文書の往信－返信関係と共に、一覧表示画面に表示される。ス
レッド名が「Ａ－１－ａ」のスレッドＴＨが選択されたときに一覧表示画面に表示される
内容を図１３に示す。この一覧表示画面により、興味のある話題の内容を詳細に確認する
ことができる。
【００７７】
以上説明した本実施例の掲示板表示システムＫＳは、往信－返信関係を有する投稿文書，
投稿に対する返信文書，返信に対する返信文書から構成されたスレッドＴＨに関し、スレ
ッドＴＨに属する文書全体によって表わされる内容を考慮して、スレッドＴＨに属する各
文書から文書全体の内容に最も近い意味の文を重要文として抽出し、抽出された重要文に
基づいてスレッドＴＨの要約を作成し、作成された要約を画面上に表示する。従って、ス
レッドＴＨごとの話題の内容を迅速かつ的確に把握することが可能となり、話題の取捨選
択を迅速かつ容易に行なうことができる。
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【００７８】
本実施例の掲示板表示システムＫＳは、スレッドＴＨの種類を判別し、判別されたスレッ
ドＴＨの種類に応じて重要文を抽出し、この重要文を表示する。従って、主題の展開や話
題の内容をより正確に把握することができる。
【００７９】
本実施例の掲示板表示システムＫＳは、抽出された重要文に文標準化手段を適用して、重
要文を標準的な表現に書き換え、要約を作成する。こうすれば、文書作成者の文書作成に
関する技量に拘らず均一なレベルの文がスレッドの要旨として表示されるので、文書群ご
との話題の内容をより一層把握しやすくなる。例えば、冗長な表現を有する重要文を短文
化した場合には、限られた表示領域において内容の把握しやすい文を表示することができ
る。
【００８０】
本実施例の掲示板表示システムＫＳは、各スレッドＴＨに属する文書から文書の要旨を構
成し得ない表現を除外した有効本文に基づいて重要文の抽出または要約の作成を行なう。
従って、重要文の抽出または要約の作成を効率的かつ精度よく行なうことができる。
【００８１】
本実施例の掲示板表示システムＫＳは、重要文の抽出結果を利用してスレッドＴＨの表題
を作成し、スレッドＴＨの要約と共に表示する。従って、作成者によって付けられた各文
書の表題を羅列する場合と比較して、各スレッドＴＨの話題の種類を把握しやすくなる。
【００８２】
（２）第２実施例：
往信－返信関係を有する文書には、電子掲示板への書き込み文書以外に、発信者と特定の
受領者との間で文書を送り合う電子メールがある。このような電子メールのまとまりに対
して重要文を抽出し、要約を作成する実施例をメール表示システムＭＳとして説明する。
図１４は、本発明の第２実施例であるメール表示システムＭＳの概略構成を示す説明図で
ある。図１４に示すように、メール表示システムＭＳは、掲示板表示システムＫＳとほぼ
共通の構成を備えているが、データベースサーバ２００を備えない点で掲示板表示システ
ムＫＳと異なる。なお、図１４では、この共通の構成につき、符号の上二桁を図１と同じ
数字を用いて表わしている。
【００８３】
配信サーバ３０，３１のＲＯＭには、特定の発信者と特定の受領者との間で送受信された
メールのまとまり（以下、メール束という）を受信ないし送信日時順に整理して時系列図
表を作成する処理を記述したプログラムが格納されている。このプログラムが実行される
と、図１５に示すような時系列図表が作成される。図１５に示すように、Ｘ氏からＹ氏に
送信したメールＸ１を受け取ったＹ氏は、Ｘ氏に対してメールＹ１を送信し、このメール
Ｙ１を受け取ったＸ氏は、Ｙ氏に対してメールＸ２を送信している。図１５では、こうし
たＸ氏とＹ氏との間のメールの送受信が５回続いている。これにより、Ｘ氏とＹ氏との間
でやりとりされたメールは、「メールＸ１→メールＹ１→メールＸ２→メールＹ１→メー
ルＸ３→メールＹ３→メールＸ４→メールＹ４→メールＸ５→メールＹ５」というように
時系列順に連鎖している。このように連鎖する合計１０通のメールがメール束ＭＢとなる
。なお、時系列図表中の各メールの本文は、時系列図表とリンクされて配信サーバ３０，
３１内のハードディスクに蓄積されている。
【００８４】
配信サーバ３０，３１のＲＯＭには、上記の第１実施例と同様の、要約作成・表示処理の
内容が記述されたプログラムが格納されている。このプログラムが配信サーバ３０，３１
のＣＰＵの命令によって実行されることにより、メール束に対して、第１実施例における
スレッドＴＨと同様に、▲１▼スレッド特定処理、有効本文特定処理、▲３▼重要文抽出
処理、▲４▼要約作成処理、▲５▼表題作成処理、▲６▼表示データ出力処理と同様の処
理が行なわれる。この結果、メール束に属するメール全体によって表わされる内容を考慮
して、メール束に属する各メールからメール全体の内容に最も近い意味の文が重要文とし
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て抽出され、抽出された重要文に基づいてメール束の要約が作成される。こうしたメール
束の要約は、Ｘ氏のパーソナルコンピュータ９０とＹ氏のパーソナルコンピュータ９１の
双方のプレビュー画面上に表示される。従って、クライアントは、メール束ごとの話題の
内容を迅速かつ的確に把握することが可能となり、メールの取捨選択を迅速かつ容易に行
なうことができる。
【００８５】
なお、上記の実施例では、メールの本文の表示を例として取り上げたが、こうした表示の
手法は、メール本文の表示に限定されるものではなく、複数の文から構成されたデータに
ついても適用することができる。例えば、論文データベースの抄録文を対象として、抄録
文の中から更に重要文を抽出し、これを論文の表題と共に表示するといった態様で実現す
ることができる。あるいは電子カルテの記載や、電子的に配信される新聞などの記事から
重要文を抽出して表示するといった実現形態も存在する。抽出した重要文は、モニタに表
示するだけでなく、モニタへの表示に代えて、あるいは表示と共に、音声により読み上げ
ることも好適である。もとより、プリンタなどで印字することも差し支えない。
【００８６】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこうした実施の形態に何等限定
されるものではなく、例えば、重要文を他とは異なる態様（例えば色違い）で表示するな
ど、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、更に種々なる形態で実施し得ることは勿
論である。
【００８７】
第１実施例では、系列図表作成処理（図４）や要約作成・表示処理（図５）をデータベー
スサーバ２００が実行することとしたが、系列図表作成処理や要約作成・表示処理の内容
を記述したプログラムをデータベースサーバ２００以外の装置に格納し、
データベースサーバ２００以外の装置が実行する構成としてもよい。例えば、配信サーバ
３００，３１０，３２０やクライアントのパーソナルコンピュータ９００，９１０，９２
０が実行する構成等を考えることができる。
【００８８】
また、第２実施例では、系列図表作成処理や要約作成・表示処理を配信サーバ３０，３１
が実行することとしたが、系列図表作成処理や要約作成・表示処理の内容を記述したプロ
グラムを配信サーバ３０，３１以外の装置に格納し、配信サーバ３０，３１以外の装置が
実行する構成としてもよい。例えば、上記プログラムを読み取ったパーソナルコンピュー
タ９０，９１が実行する構成等を考えることができる。
【００８９】
また、上記実施例では、重要文抽出処理において、電子掲示板への書き込み文書が、平均
的な文の数が約５つ程度であり、一文が比較的短い傾向にあることを考慮し、抽出する文
の数を２つと定めたが（図９のステップＳ５３０の処理）、抽出する文の数は、スレッド
ＴＨに含まれる各文書（図３で言えば、投稿文書Ａ，返信文書Ａ－１，返信文書Ａ－１－
ａ）の長さ等に応じて任意に定めることができる。
【００９０】
上記実施例では、重要文を抽出した後、この重要文に対して文標準化処理を行なったが、
重要文を抽出する前に有効本文（投稿文書や返信文書の本文等）に対して文標準化処理を
行なう構成としてもよい。
【００９１】
上記実施例では、重要文抽出処理（図５のステップＳ２２０）の終了後、要約作成処理（
図５のステップＳ２４０），表題作成処理（図５のステップＳ２６０）を行なったが、こ
の要約作成処理や表題作成処理を行なうことなく、重要文抽出処理で抽出された各文書の
重要文を表示データ出力処理（図５のステップＳ２８０）により表示可能に出力する構成
としてもよい。この構成によっても、スレッドＴＨメール束に属する文書全体によって表
わされる内容を考慮して、スレッドＴＨに属する各文書から文書全体の内容に最も近い意
味の文が重要文として抽出され、抽出された重要文が画面上に表示される。従って、各ス
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レッドＴＨや各メール束における主題の展開を、表示された重要文を見ただけで正確に把
握することができる。
【００９２】
特に、メール束に属する各メールから重要文を抽出し、この重要文を時系列に配列した場
合には、このように配列された重要文をモニタ上に表示したり、プリントアウトすること
により、過去のやり取りを一目で把握することが可能となり、ビジネスシーン等において
有効に活用することができる。過去のやり取りにおける特定の内容（例えば、双方が合意
した納期）を調べようとする際に、メール束に属する各メールを順次にモニタに表示した
り若しくはプリントアウトし、メール束から特定の内容を探すという必要がないからであ
る。
【００９３】
以上本発明のいくつかの実施例と変形例について説明したが、本発明は、これらの実施例
に何ら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の態様で
実施することができる。例えば、複数の文書の関係は、往信－返信の関係に限られるもの
ではなく、例えば、同一の作成者が作成した複数の文書、コメントや日記、報告書などで
あっても差し支えない。また、本発明の文書表示を行なう部分は、複数の文書を蓄積して
いるサーバ上に置いても良いし、複数の文書を閲覧するクライアント側においても良い。
あるいはこれらのサーバ－クライアントシステムの中間に、専用のサーバとして置くこと
も可能である。これらのシステムを構成するためのプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭなどの媒
体の形態で取り扱っても良いし、プログラムをサーバ上に置き、使用するものがこれをダ
ウンロードして、自らのコンピュータ上で、上述した文書表示システムの少なくとも一部
を構築するものとしても良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例である掲示板表示システムＫＳの概略構成を示す説明図であ
る。
【図２】データベースサーバ２００の構造を示す説明図である。
【図３】電子掲示板に書き込まれている文書の系列図表を示す説明図である。
【図４】系列図表作成処理ルーチンを示すフローチャートである。
【図５】要約作成・表示処理ルーチンを示すフローチャートである。
【図６】図３で二点鎖線で囲ったスレッドＴＨに属する各文書の例文を示す説明図である
。
【図７】重要文抽出処理ルーチンを示すフローチャートである。
【図８】スレッドＴＨの種類が質問型である場合の重要文の抽出処理を示すフローチャー
トである。
【図９】スレッドＴＨの種類が複数話題型および会話型である場合の重要文の抽出処理を
示すフローチャートである。
【図１０】図９の例文を用いて各単語のＴＦＩＤＦ値を計算した計算例を示す説明図であ
る。
【図１１】図９の例文におけるＴＦＩＤＦ値の文単位の合算値を例示する説明図である。
【図１２】表示データの出力後にパーソナルコンピュータ９００のディスプレイのプレビ
ュー画面に初期表示される内容を示す説明図である。
【図１３】一覧表示画面の一例を示す説明図である。
【図１４】メール表示システムＭＳの概略構成を他の実施例として示す説明図である。
【図１５】配信サーバ３０，３１により作成されるメールの時系列図表を示す説明図であ
る。
【符号の説明】
１０…ネットワーク
３０，３１…配信サーバ
９０，９１…パーソナルコンピュータ
１００…ネットワーク
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２００…データベースサーバ
２１０…ネットワークインタフェース
２２０…ＣＰＵ
２３０…ＲＯＭ
２４０…ＲＡＭ
２５０…タイマ
２６０…データベース蓄積部
２７０…ハードディスク
３００，３１０，３２０…配信サーバ
８００…パーソナルコンピュータ
９００，９１０，９２０…パーソナルコンピュータ
ＫＳ…掲示板表示システム
ＭＳ…メール表示システム
ＭＢ…メール束
ＴＨ…スレッド

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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