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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の情報体系を対象として、体系間のマッチングを調べる情報体系対応付け装置であ
って、
　第１の情報体系に属する各情報要素のテキストデータを格納する第１の格納手段と、
　第２の情報体系に属する各情報要素のテキストデータを格納する第２の格納手段と、
　前記第１及び第２の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから特徴語を抽出し
、該第１の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから抽出された特徴語の集合と
該第２の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから抽出された特徴語の集合に共
通する特徴語を抽出し、該共通する特徴語を座標軸とし、情報要素と特徴語の関連度を座
標値とするベクトル空間において、該第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトル
と該第２の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを求める特徴分析手段と、
　前記第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを格納する第３の格納手段と、
　前記第２の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを格納する第４の格納手段と、
　前記第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルと前記第２の情報体系に属する
各情報要素の特徴ベクトルの類似度を求め、該類似度が閾値以上となる情報要素対を検出
する要素対検出手段とを備えることを特徴とする情報体系対応付け装置。
【請求項２】
　前記第１の情報体系に属する各情報要素の要素名称と前記第２の情報体系に属する各情
報要素の類似度を検出する名称類似性検出手段を更に備え、
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　前記要素対検出手段が、前記第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルと前記
第２の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルの類似度と、前記第１の情報体系に属
する各情報要素の要素名称と前記第２の情報体系に属する各情報要素の類似度とを統合し
た統合類似度の高い情報要素対を検出することを特徴とする請求項１記載の情報体系対応
付け装置。
【請求項３】
　前記第１及び第２の情報体系の情報要素が上位－下位関係を示すリンクで接続された階
層構造を有する場合に、前記要素対検出手段により検出された情報要素対からなる要素対
集合内の各情報要素対を評価対象として、該評価対象の情報要素対のそれぞれの情報要素
と該要素対集合内の他の情報要素対のそれぞれの情報要素との階層構造における上位－下
位関係と、該他の情報要素対の類似度とに基づいて、該第１及び第２の情報体系における
該評価対象の情報要素対の階層的適合度を求め、該要素対集合内の全情報要素対の階層的
適合度の総和を評価値として求める処理を、該要素対集合内の情報要素対を入れ替えなが
ら繰り返し、得られた評価値が最大となる情報要素対の集合を求める整合性評価手段を更
に備えることを特徴とする請求項１記載の情報体系対応付け装置。
【請求項４】
　前記第１及び第２の情報体系の情報要素がリンクで接続された階層構造を有する場合に
、前記要素対検出手段により検出された情報要素対からなる要素対集合内の各情報要素対
を評価対象として、該評価対象の情報要素対のそれぞれの情報要素間のリンク距離と該要
素対集合内の他の情報要素対のそれぞれの情報要素間のリンク距離の差と、該他の情報要
素対の類似度とに基づいて、該第１及び第２の情報体系における該評価対象の情報要素対
の近隣関係適合度を求め、該要素対集合内の全情報要素対の近隣関係適合度の総和を評価
値として求める処理を、該要素対集合内の情報要素対を入れ替えながら繰り返し、得られ
た評価値が最大となる情報要素対の集合を求める整合性評価手段を更に備えることを特徴
とする請求項１記載の情報体系対応付け装置。
【請求項５】
　前記評価値が最大となる情報要素対の集合内の各情報要素対と単語との対応関係を記憶
する単語対応要素記憶手段と、
　前記第１及び第２の情報体系の各情報要素と、該情報要素に対応するデータとの対応関
係を記憶する要素対応データ記憶手段と、
　入力された単語に対応する情報要素対を前記単語対応要素記憶手段から検索し、得られ
た情報要素対のそれぞれの情報要素に対応するデータを前記要素対応データ記憶手段から
検索して出力するデータ検索手段とを更に備えることを特徴とする請求項３又は４記載の
情報体系対応付け装置。
【請求項６】
　前記要素対検出手段が、正解の情報要素対のそれぞれの情報要素を前記第１及び第２の
情報体系から除いた残りの情報要素の特徴ベクトルを用いて、前記類似度が閾値以上とな
る情報要素対を検出することを特徴とする請求項１記載の情報体系対応付け装置。
【請求項７】
　複数の情報体系を対象として、計算機が体系間のマッチングを調べる情報体系対応付け
方法であって、
　前記計算機が、第１の格納手段に格納された第１の情報体系に属する各情報要素のテキ
ストデータと第２の格納手段に格納された第２の情報体系に属する各情報要素のテキスト
データから特徴語をそれぞれ抽出し、
　前記計算機が、前記第１の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから抽出され
た特徴語の集合と該第２の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから抽出された
特徴語の集合に共通する特徴語を抽出し、
　前記計算機が、前記共通する特徴語を座標軸とし、情報要素と特徴語の関連度を座標値
とするベクトル空間において、該第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルと該
第２の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを求め、
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　前記計算機が、前記第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを第３の格納手
段に格納し、前記第２の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを第４の格納手段に
格納し、
　前記計算機が、前記第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルと前記第２の情
報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルの類似度を求め、該類似度が閾値以上となる情
報要素対を検出することを特徴とする情報体系対応付け方法。
【請求項８】
　複数の情報体系を対象として、体系間のマッチングを調べる処理を計算機に実行させる
ためのプログラムであって、
　第１の格納手段に格納された第１の情報体系に属する各情報要素のテキストデータと第
２の格納手段に格納された第２の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから特徴
語をそれぞれ抽出するステップと、
　前記第１の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから抽出された特徴語の集合
と該第２の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから抽出された特徴語の集合に
共通する特徴語を抽出するステップと、
　前記共通する特徴語を座標軸とし、情報要素と特徴語の関連度を座標値とするベクトル
空間において、該第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルと該第２の情報体系
に属する各情報要素の特徴ベクトルを求めるステップと、
　前記第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを第３の格納手段に格納し、前
記第２の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを第４の格納手段に格納するステッ
プと、
　前記第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルと前記第２の情報体系に属する
各情報要素の特徴ベクトルの類似度を求め、該類似度が閾値以上となる情報要素対を検出
するステップとを前記計算機に実行させるためのプログラム。
【請求項９】
　複数の情報体系を対象として、体系間のマッチングを調べる処理を計算機に実行させる
プログラムを記録した記憶媒体であって、
　第１の格納手段に格納された第１の情報体系に属する各情報要素のテキストデータと第
２の格納手段に格納された第２の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから特徴
語をそれぞれ抽出するステップと、
　前記第１の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから抽出された特徴語の集合
と該第２の情報体系に属する各情報要素のテキストデータから抽出された特徴語の集合に
共通する特徴語を抽出するステップと、
　前記共通する特徴語を座標軸とし、情報要素と特徴語の関連度を座標値とするベクトル
空間において、該第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルと該第２の情報体系
に属する各情報要素の特徴ベクトルを求めるステップと、
　前記第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを第３の格納手段に格納し、前
記第２の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルを第４の格納手段に格納するステッ
プと、
　前記第１の情報体系に属する各情報要素の特徴ベクトルと前記第２の情報体系に属する
各情報要素の特徴ベクトルの類似度を求め、該類似度が閾値以上となる情報要素対を検出
するステップとを前記計算機に実行させるプログラムを記録した計算機読み出し可能な記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は計算機による情報体系対応付け方式に係わり、具体的分野としては、第一に、
テキストデータの分類体系、あるいは、メタデータと関連付けられた任意の対象物の分類
体系の利用・管理に関わる分野がある。
【０００２】
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　ここでテキストデータとは、プレーンテキスト、ワープロ等による一般文書、Webペー
ジ、電子メールなどの文書類、あるいは、断片的な情報であっても、意味の取れるひとか
たまりの文字列を指す。
【０００３】
　メタデータとは、商品や道具、機械、紙あるいは電子媒体の書籍・文書、人物、組織な
ど分類可能な任意の対象物（具体物および抽象物の双方とも可）に関して、その個々の対
象物に本来備わった客観的な特徴、性質、および、人為的に付与されたデータ（商品の価
格や、文書の発信日付、図書に関する感想・コメントなど）の情報を、その情報種別ごと
に構造化してまとめたデータを指す。メタデータのデータ形式としては、個々の特徴等を
属性名－属性値対として表現し、個々の対象物は、属性名－属性値対の組からなる属性デ
ータ群として表現する方法や、ＸＭＬ形式やＲＤＦ（リソース・デスクリプション・フレ
ームワーク）形式などを利用して、属性間の入れ子構造に合わせたタグ構造の中で、複雑
な属性－属性値関係やメタ属性（属性の属性）を表現する方法などがある。
【０００４】
　第二に、ＸＭＬ, ＳＧＭＬ, ＲＤＦ, ＨＴＭＬ などのタグ付き構造化文書のタグの体
系（階層構造）の利用・管理に関わる分野があり、第三に、関係データベース（ＲＤＢ）
システムにおける、テーブル中のフィールド群の体系の利用・管理に関わる分野、あるい
は、オブジェクト指向データベース（ＯＤＢ）における、オブジェクト（クラス）の属性
群の体系の利用・管理に関わる分野がある。
【０００５】
　本発明はこのような各種の分野におけるデータ統合、例えば企業内の異なる部門の間で
のデータ統合や、企業合併時のデータ統合の支援を行なうものである。
【背景技術】
【０００６】
　例えば、図書の分類体系としては、ＤＤＣ（デューイ十進分類法）, ＵＤＣ（国際十進
分類法）, ＣＣ（コロン分類法）, ＬＣＣ（米国議会図書館分類法）, ＮＤＣ（日本十進
分類法）, ＮＤＬＣ（国会図書館分類法） など、国際レベル、国内レベルで有名な分類
法だけでも数多くある。一般に、異なる分類基準で作成された分類カテゴリは、互いに、
カテゴリ名称の不一致や粒度の違い、階層構造の違いなどにより、互換性が無い。従って
、異なる分類法で分類された情報の間にも分類ラベル（カテゴリ名称）の互換性は無い。
【０００７】
　近年のグローバル化やマルチベンダー化の流れにおいて、複数の情報体系の間における
情報共有や相互運用の重要性や、別の情報体系から話題を同じくする情報群を取り込んで
利用することの重要性は高まってきている。このためには、分類ラベル（カテゴリ）の対
応付けを行う必要があるが、例えば、100カテゴリ規模の分類体系同士の対応関係は10000
のオーダーとなり、規模の２乗に比例するため、人手による複数の体系間のカテゴリ同士
の対応付けには、大規模になればなるほど多大の作業工数を要する。このような場合には
、機械処理による支援が必然となる。
【０００８】
　また、図書分類の対象領域と一部重なる専門分野でも、特定の学問分野や産業分野に固
有の細分類が必要であるし、同一分野でも業界や研究機関、研究者が異なると、分類の粒
度が異なることや、細かいレベルで分類が異なることが多く、カテゴリの対応付けの障害
となる。
【０００９】
　また、近年、脚光を浴びているｅコマースの分野においても、商品分類体系が業界や個
別企業レベルで異なるため、電子取引の完全自動化の障害となっている。特に、e-commer
ceやweb serviceにおいては、互換性を意識して、商品記述や取引記録などとして、ＸＭ
Ｌなどのタグ付き文書を利用することが多くなりつつあるが、企業や企業グループにより
タグ体系(ＤＴＤ，ドキュメント・タイプ・デフィニッション)が異なることが多く、分類
体系の非互換性と同質の問題を含んでいる。
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【００１０】
　データベースの分野においても、同様である。関係データベースの場合は、既存の異な
るデータベースの間でデータの共有や統合を行う場合、複数のテーブル－フィールド群の
体系の間の対応付け（例えば、人事ＤＢの住所録テーブルの氏名フィールド = 総務ＤＢ
の従業員持株会テーブルの従業員フィールドの関係を見つけること）が課題である。また
、オブジェクト指向データベースの場合は、オブジェクト（クラス）－属性群の体系の間
の対応付けが課題となる。
【００１１】
　以上をまとめると、ある情報体系（分類体系、タグ体系、ＲＤＢテーブル－フィールド
体系、ＯＤＢクラス－属性体系など）と別の情報体系との統合や、相互運用を行う場合に
は、多くの場合、情報クラス（分類カテゴリ、タグ、ＲＤＢフィールド、ＯＤＢ属性など
）の非互換性が生じ、人手作業では対応しきれない作業工数が発生するので、機械処理に
より、異なる情報体系間の対応付けを行う必要性がある。
【００１２】
　異なる分類体系間のカテゴリ対応付け方法の従来技術として次の文献がある。
【特許文献１】特開平１０－１１６２９０号公報「文書分類管理方法及び文書検索方法」
【特許文献２】特開２００１－１８４３５８号公報「カテゴリ因子による情報検索装置、
情報検索方法およびそのプログラム記録媒体」
【特許文献３】特開２０００－２５０９１９号公報「文書処理装置及びそのプログラム記
憶媒体」
【非特許文献１】市瀬他：階層的知識間の調整規則の学習、人工知能学会論文誌、１７巻
、３号F、PP．230-238(2002年)
【００１３】
　特許文献１の技術はカテゴリ単位でのベクトル空間法に基づいている。対象としている
情報の種類はタグ付き文書であり、文書中のタグにより指定された属性名－属性値の対か
らなる文書パラメタベクトルを生成する。次に、文書パラメタベクトルを文書クラス（本
発明における分類カテゴリ、あるいは、単にカテゴリと同意である。）ごとにまとめて、
それらのベクトルの重心を、文書クラスパラメタベクトル（本発明におけるカテゴリ特徴
ベクトルと同意である。）として、２つの分類体系におけるカテゴリ特徴ベクトルの類似
度を比較して、分類カテゴリの対応関係を見つける。
【００１４】
　実行順序は逐次的（カテゴリ番号順）であり、カテゴリの木構造に沿った処理は行わな
い。カテゴリの対応関係は1対1対応が基本である。終端カテゴリのみを対象としているの
で、1対多対応の関係が見つかった場合には、２つの体系のカテゴリ間で上位と下位の関
係になるように対応付ける。但し、1対多対応の抽出は実行順序や類似度誤差の影響を受
ける。また、分類階層全体としてのカテゴリの対応関係の整合性の評価は行っていない。
【００１５】
　特許文献２には異なる情報源の間のボキャブラリの違いを吸収するため、全文検索のよ
うな文字列／単語レベルの検索でなく、カテゴリデータのレベルで検索を行う手法が開示
されている。
【００１６】
　対象とする文書ベースから、特許文献３の技術により話題分野（＝カテゴリレベル）を
抽出することにより、カテゴリ階層を1階層から2階層へと細分割する。この2階層目のカ
テゴリが話題分野であり、異なる情報源間でこの話題分野を対応付ける。対応付けはベク
トル空間で内積により類似度を計算し、体系ＡのカテゴリCAと最も類似度の高い体系Ｂの
カテゴリCBが対応する話題分野（カテゴリ）となる。ベクトルの内積計算自体は新しいわ
けではないが、カテゴリの対応関係は両方の体系から計算するので、1対1対応関係だけで
なく、1対n対応関係も見つけることができるのが特徴である。
【００１７】
　非特許文献１の技術はある概念体系として分類済みの知識源のインスタンス（文書、We
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bページ等）を、別の異なる概念体系のインスタンスとして取り込むための方法である。
（ここで、'概念'とは、本発明における'分類カテゴリ' 、あるいは、単に'カテゴリ'と
同意である。）
　異なる２つの分類体系で分類済みのWebページの内の共通部分を教師情報として利用し
ており、一致性の検定（κ統計量）を利用して、2つの分類体系間のカテゴリの類似関係
を見つけている。分類階層の構造は、木構造であり、ラティス構造は対象としていない。
【００１８】
　トップダウンの再帰的アルゴリズムであり、隣接する階層関係のみの対応関係を調べる
。従って、直交する分類基準や見掛け上離れたカテゴリの対応関係は見つけることができ
ない。これも、分類階層全体としてのカテゴリの対応関係の整合性の評価は行っていない
。
【００１９】
　以上に述べた従来技術においては、カテゴリ対（分類体系間で対応付けられたカテゴリ
の対）の抽出方法では、ベクトル空間上での類似性、２体系間で共有されるデータの一致
性の検定、のように単独の手法を用いている。しかし、前者は、階層における上位や下位
の関係を扱うことができず、後者は、1階層の上位－下位関係は扱うものの、階層全体に
おける対応関係の整合性は取り扱えないし、対象とするデータ群の中身（属性情報や出現
単語特性など）は扱えない。このように、どちらも一長一短があり、統合的な整合性を判
断する必要がある。従来の手法は、このような事情を考慮したものではなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明の第１の課題は、例えば２つの分類体系における特徴ベクトルの類似度の比較の
ための共通の空間を設け、その空間で類似度を比較することによって、また更に名称の類
似性を加えた統合的な類似度を使用することにより検出される情報要素対、例えばカテゴ
リ対の類似度を更に高めることである。
【００２１】
　本発明の第２の課題は、検出された要素対を構成する要素の情報体系内の位置が、複数
の情報体系内で相互に整合しているかを示す構造的整合性を評価して、全体として整合性
の高い要素対集合、例えばカテゴリ対集合の検出を可能とすることである、
　すなわち、本発明はこのように異なる情報体系の間で類似する情報要素の対を検出して
データ統合を効率的に支援することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　図１は本発明の情報体系対応付け装置１の原理構成ブロック図である。図１において特
徴分析手段２は、複数の情報体系に属する情報要素のデータに対するサンプルデータに基
づいて、各情報体系に属する個々の情報要素のデータの統計的特徴を分析するものであり
、要素対検出手段３は、その分析結果に基づいて、複数の情報体系を比較するための共通
の空間を設け、その共通空間上で異なる情報体系に属する情報要素の間で、要素のデータ
の統計的特徴が類似する要素を要素対として検出するものである。
【００２３】
　情報体系対応付け位置１は、異なる情報体系に属する要素の間での要素名称の類似性を
検出する名称類似性検出手段４を更に備え、要素対検出手段３が前述の統計的特徴の類似
性と、名称の類似性とを統合した統合的類似性の高い要素対を検出することもできる。
【００２４】
　更に情報体系対応付け装置１は、要素対検出手段３によって検出された要素対を構成す
る要素の情報体系内の位置が、複数の情報体系の間で相互に整合しているかを示す構造的
整合性を評価する整合性評価手段５を備えることもできる。
【００２５】
　発明の実施の形態においては、整合性評価手段５が有向グラフ的関係を示す複数の情報
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体系の間で、検出された要素対を構成する要素と、検出された他の要素対を構成する要素
との情報体系内における上位－下位関係、および／または要素間の距離を含む階層的関係
の整合性を構造的整合性として評価することもでき、また無向グラフ的関係を示す複数の
情報体系の間で、検出された要素対を構成する要素と、検出された他の要素対を構成する
要素との距離を含む近隣的関係の整合性を構造的整合性として評価することもできる。
【００２６】
　また実施の形態においては、情報体系対応付け装置１が、複数の情報体系の間で、構造
的整合性の高い要求対の集合を最適要素対集合として出力する最適要素対出力手段を更に
備えることも、また要素対検出手段３によって検出された要素対のうちで、構造的整合性
が最も高い要素対から、構造的整合性の高さが複数番目までの要素対を表示する要素対表
示手段を更に備えることも、また複数の情報体系内の情報要素と、その要素に対応するデ
ータとの対応を記憶する要素対応データ記憶手段と、要素対応データ記憶手段の記憶内容
と構造的整合性の高い要素対のデータとを用いて、異種情報源の同一分野のデータ、ある
いはそのデータの論理演算に対応するデータの検索を行なうデータ検索手段とを更に備え
ることもできる。
【００２７】
　更に実施の形態においては、要素対検出手段３が、複数の情報体系に属する要素の間で
、外部から指定される要素対の教師データを用いて、その教師データに適合する要素対を
検出することもできる。
【００２８】
　次に本発明の情報体系対応付け方法においては、複数の情報体系に属する情報要素のデ
ータに対するサンプルデータに基づいて、各情報体系に属する個々の情報要素のデータの
統計的特徴を分析し、その分析結果に基づいて、複数の情報体系を比較するための共通の
空間を設け、その共通空間上で異なる情報体系に属する情報要素の間で、要素データの統
計的特徴が類似する要素を要素対として検出する方法が用いられる。またこの方法に対応
する手順を計算機に実行させるためのプログラムと、そのプログラムを格納した計算機読
み出し可能可搬型記憶媒体が用いられる。
【発明の効果】
【００２９】
　情報システムの分類体系に関わる分野においては、分類カテゴリの対応付けにおいて、
分類体系の全体的な階層構造を反映させることにより、最適なカテゴリ対の集合を得るこ
とができる。これにより、従来人手作業に依存していた異なる分類体系間のカテゴリ対応
付け作業の自動化への道を開くことになる。また、カテゴリ対の候補の生成においても複
数の観点からの統合的な類似度基準を反映させた、より適切なカテゴリ対の候補を生成す
ることができる。
【００３０】
　ＸＭＬ等のタグつき構造化文書に関わる分野においては、タグ体系におけるタグの対応
付けにおいて、タグ体系の全体的な階層構造を反映させることにより、最適なタグ対の集
合を得ることができる。また、タグ対の候補の生成においても複数の観点からの統合的な
類似度基準を反映させたより適切なタグ対の候補を生成することができる。
データベースシステムに関わる分野においては、データベーステーブルにおけるフィール
ドの対応付けの際に、複数の観点からの統合的な類似度基準を反映させた、より適切なフ
ィールド対の候補を生成することができる。
【００３１】
　このように、本発明によれば異なる情報体系のデータの統合を効率的に実行することが
可能となる。例えば企業の合併、買収、提携時や、社内の異なる部門間での大規模なデー
タベース間の関連付けや、分類体系の統合などにおいて、多大なコストの削減や時間短縮
を実現することができる。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
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　以下、本発明の実施形態を、情報体系における情報要素の具体例に対応して３つの実施
例にわけて説明する。まず第１の実施例は情報体系が情報分類体系であり、情報要素が分
類ラベルとしてのカテゴリである場合の実施例である。
【００３３】
　図２は異種分類体系の間のカテゴリ対応付けの説明図である。図２における分類体系Ａ
,Ｂは、同一分野あるいは類似分野における分類体系であるとする。同一分野であっても
、これらはしばしば異なる分類基準により作成されている。それぞれの分類階層は木構造
あるいはラティス構造で表現される。階層構造中のノードは、それぞれ分類体系中の１つ
の分類カテゴリを示す。分類体系ＡおよびＢは、同一あるいは類似分野の情報体系である
ので、それぞれの分類体系中のカテゴリ同士の中には実質的に同義、あるいは類義のカテ
ゴリが含まれていると想定される。例えば、図２における点線の矢印は、分類体系Ａ中の
カテゴリA2と分類体系Ｂ中のカテゴリB1とが同一あるいは類似のカテゴリの対応関係を表
す。同様に、体系Ａ，Ｂ中のA5とB3、あるいは、A6とB５、A10とB10のカテゴリ対は同一
、あるいは類似のカテゴリである。
【００３４】
　同一あるいは類似のカテゴリは、カテゴリ名だけから判断できれば簡単であるが、一般
には同一語、同義語、類義語が用いられるとは限らないため、これらの関係を自動的ある
いは半自動的に見つけようとするのが本発明の目的である。
【００３５】
　図３は第１の実施例における情報体系対応付け装置の構成ブロック図である。制御部C
１０においては、全体の処理の流れを制御する。
　カテゴリ別情報格納部(IAおよびIB)１１a，１１bには、それぞれ分類体系ＡおよびＢの
カテゴリごとに所属する情報（テキストデータや属性名－属性値対など）が格納される。
【００３６】
　情報階層関係格納部(HAおよびHB) １２a，１２bには、それぞれ分類体系ＡおよびＢの
分類階層における各カテゴリの上位－下位関係のデータが格納される。
　カテゴリ特徴処理部(ＣＣ，カテゴリキャラクタリスティクス)１３では、カテゴリ別情
報格納部(IA)１１aからカテゴリごとに所属する情報を、また、情報階層関係格納部(HA)
１２aから分類体系Aにおける各カテゴリの上位－下位関係のデータを受け取り、階層構造
を反映させたカテゴリ別特徴語を抽出し、カテゴリ特徴ベクトルを作成し、カテゴリ特徴
ベクトル格納部(VA)１４aに格納する。同様にして、カテゴリ別情報格納部(IB)１１bから
カテゴリごとに所属する情報を、また、情報階層関係格納部(HB)１２bから分類体系Bにお
ける各カテゴリの上位－下位関係のデータを受け取り、カテゴリ特徴ベクトルを作成し、
カテゴリ特徴ベクトル格納部(VB)１４bに格納する。
【００３７】
　カテゴリ特徴ベクトル格納部(VA)１４aおよびカテゴリ特徴ベクトル格納部(VB)１４bに
は、テキストデータ、あるいはメタデータから抽出した特徴量を基にして生成された特徴
ベクトルを格納する。
【００３８】
　カテゴリ対格納部(CP、カテゴリペア)１５には、分類体系Ａと分類体系Ｂの間の対応す
るカテゴリ対を格納する。
　ベクトル類似度処理部(ＶＳ、ベクトル シミラリティ)１６では、カテゴリ特徴ベクト
ル格納部(VA)１４aおよびカテゴリ特徴ベクトル格納部(VB)１４bからカテゴリ特徴ベクト
ルを読み込んで、分類体系Ａと分類体系Ｂの間の対応するカテゴリ対を見つけて、カテゴ
リ対格納部CP１５に格納する。
【００３９】
　カテゴリ名類似度処理部(ＬＳ、ラベル シミラリティ)１７では、カテゴリ別情報格納
部(IA)１１aおよび(IB)１１bから個々のカテゴリの名称を読み込んで、カテゴリ名同士の
類似度を計算し、カテゴリ対格納部CP１５に格納する。
【００４０】
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　階層関係整合性処理部ＨＣ（ハイアラーキ コンシステンシー）１８は、カテゴリ対格
納部ＣＰ１５に格納されたカテゴリ対のカテゴリが、元々２つの体系Ａ，Ｂの階層関係に
おいて相互に整合性を持っているかを、階層的整合性として検出するものである。
【００４１】
　図３においてカテゴリ特徴処理部ＣＣ13とベクトル類似度処理部ＶＳ１６は、本発明の
特許請求の範囲の請求項１における特徴分析手段と要素対検出手段に対応する。
　またカテゴリ名類似度処理部ＬＳ１７は請求項２における名称類似性検出手段に対応し
、階層関係整合処理部ＨＣ１８は請求項３において階層的関係の整合性を、構造的整合性
として評価する整合性評価手段に対応する。
【００４２】
　図４は第１の実施形態におけるカテゴリマッチングの全体処理フローチャートである。
第１の実施形態においては、例えば階層的な構造を持つカテゴリ体系Ａとカテゴリ体系Ｂ
との体系要素、すなわちノードのデータのサンプルデータを用いて、カテゴリマッチング
が行なわれる。
【００４３】
　まずステップＳ１で、２つの体系Ａ，Ｂのサンプルデータを用いて形態素解析と、階層
的特徴語の抽出処理が行なわれる。この処理は、前述の文献などの公知の技術を用いて行
なわれる。
【００４４】
　続いてステップＳ２で、多次元空間における類似マッチング、すなわちベクトル空間に
おける類似マッチングと、カテゴリの名称による類似マッチングが行なわれる。そして例
えば多次元空間において求められた類似度、名称類似マッチングによって求められた類似
度が統合され、その統合類似度によって体系Ａ側のカテゴリとの類似度が高い体系Ｂ側の
カテゴリが組み合わされて、カテゴリ対候補としてステップＳ３で出力される。
【００４５】
　続いてステップＳ４でカテゴリ対（候補）の構造的整合性、すなわちカテゴリ対を構成
している２つのカテゴリが、それぞれ属するカテゴリ体系の中で占める位置が相互に整合
しているかを評価する処理が行なわれ、その処理の結果、構造的整合性の高いカテゴリ対
がステップＳ５で最適カテゴリ対候補として出力される。
【００４６】
　図４で説明したように、本発明においては情報体系毎のサンプルデータが必要である。
ステップＳ２の多次元空間における類似マッチングにおいては、サンプルデータに基づい
てカテゴリ特徴ベクトルの空間内の位置が決定される。サンプルデータがない場合には分
布を作成することができず、カテゴリ特徴ベクトルの空間内の位置を決めることができな
い。カテゴリの名称による類似マッチングはサンプルデータが存在しなくても可能ではあ
るが、カテゴリの名称だけでは情報量が少ないため、マッチングの精度を上げることはで
きない。
【００４７】
　サンプルデータの量については多い方がよいことは当然であるが、経験的には１カテゴ
リあたり数十文書が必要であり、グラフの終端ノードに対しては、例えばＷｅｂページで
は１０ページ位のサンプルデータがあることが望ましい。十分なサンプルデータを用いる
ことにより、情報体系の特徴を明白にすることができるため、類似マッチングにおけるカ
テゴリ対の類似度が向上することになる。
【００４８】
　図５は異種体系間におけるカテゴリ特徴ベクトルの比較の説明図である。２つの情報源
の分類体系のマッチングに用いる特徴ベクトルの類似度の計算に関して説明する。分類体
系Ａと分類体系Ｂの間のカテゴリの対応付けの候補を見つける手段として、ベクトル空間
上におけるカテゴリ特徴ベクトルを生成する必要がある。カテゴリ特徴ベクトルに必要な
特徴量は、分類体系上のカテゴリ毎のサンプルデータの特徴量を用いる。
【００４９】
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　前述の通り、サンプルデータの特徴量には2通りあり、種類に応じてカテゴリ特徴ベク
トルを作成する。まず、サンプルデータがメタデータの場合は、メタデータ中の各属性が
座標軸となり、当該属性の値が座標値となる。この座標軸－座標値対の関係がベクトルの
要素となる。
【００５０】
　また、テキストデータの場合は、対象テキストデータから、次の特許文献４の技術を用
いて、分類体系ＡおよびＢからカテゴリ別の特徴語を抽出し、カテゴリと特徴語の関連度
を求めることができ、その結果の特徴語を座標軸に対応させ、関連度をその座標値に対応
させることにより、やはり、座標軸－座標値対の関係をベクトルの要素として使うことが
できる。
【００５１】
【特許文献４】特願２００２－１８５１７３号「特徴語抽出システム」　これにより、そ
れぞれの分類体系の中の各カテゴリは、それぞれの分類体系に対応するベクトル空間上の
ベクトルに対応付けられる。図５では、分類体系Ａ上のカテゴリは、ベクトル空間上のＡ
のカテゴリ分布の白丸として表現し、分類体系Ｂ上のカテゴリは、ベクトル空間上のＢの
カテゴリ分布の黒丸として表現している。
【００５２】
　このままでは、ベクトル空間V(A)のm次元の座標軸（特徴語に対応）と、V(B) のn次元
の座標軸とは相違部分が存在するので、共通な座標軸の部分だけを採用した部分空間の上
で比較する必要がある。このためには、分類体系Ａにおける特徴語の集合と、分類体系Ｂ
における特徴語の集合との共通部分（積集合）を求めて、その特徴語集合に対応する座標
軸を採用して、ベクトル空間V(A∩B)を構築すればよい。このベクトル空間上に分類体系
Ａ、および分類体系Ｂの各カテゴリに対応するベクトルを配置すれば、異なる分類体系の
カテゴリ特徴ベクトルの類似性の比較が可能になる。
【００５３】
　空間上の２つのベクトルの類似性の比較の基準には、コサイン尺度(cosine measure)、
ユークリッド距離、ハミング距離などがある。また、ベクトルの正規化（絶対値＝１とな
るようにすること）の有無の選択も考えられるので、これらの比較条件を対象データの性
質や利用目的に合わせて選択すればよい。なお２つのベクトルの成す角をαとするとき、
内積（スカラ積）の値と各ベクトルの絶対値を用いて計算されるｃｏｓαの値がコサイン
尺度であり、角αを角度距離と呼ぶ。
【００５４】
　類似性の評価に関しては、距離は小さい方が類似している、また、コサイン尺度は大き
くて１に近い方が２つのベクトルは類似しているので、比較基準に合わせて判断すればよ
い。カテゴリ特徴ベクトルの類似度は、後の処理で他の基準による類似度と組み合わせて
使用される。本発明では、多くのカテゴリ群の中からよく類似しているカテゴリを見つけ
やすくするため、他の基準値との合成によく用いられる演算の和や積に対して貢献できる
ように、ベクトルが類似していればいるほど「ベクトルによるカテゴリ類似度」が（正で
）大きくなるようにする。従って、ベクトルの比較に距離の概念を使用した場合には、必
要に応じて「逆数をとる」あるいは「－１をかける」などにより、ベクトルによるカテゴ
リ類似度を定めればよい。また、ベクトルによるカテゴリ類似度の値域を調節するような
変換（線形変換など）を施せばよい。これにより、カテゴリ特徴ベクトルの類似度が計算
できる。
【００５５】
　最後に、類似カテゴリ対の候補が候補条件を満たしているか否かをチェックする。例え
ば、ベクトル空間上の類似度に関する閾値などのチェックを行う。例えば、cosine measu
reのような類似度の尺度では、以下のように下限を規定する。
【００５６】
　　　SimVECT ≧ ｃｏｓα ・・・・・・（１）
　また、ユークリッド距離や角度距離などのような距離尺度では、以下のように上限を規
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【００５７】
　　　SimVECT ≦ αVECT ・・・・・・（２）
　図６は、図５で説明したベクトル空間上の類似カテゴリの検出処理、すなわち図４のス
テップＳ２における多次元空間における類似マッチングの詳細処理フローチャートである
。同図において処理が開始されると、まずステップＳ１１～Ｓ１６、およびステップＳ１
７～Ｓ２２で、２つのカテゴリ体系Ａ，Ｂをそれぞれ対象として、それぞれのベクトル空
間におけるカテゴリ分布、すなわち図５の右側と左側のカテゴリ分布が求められる。
【００５８】
　ステップＳ１１で分類体系Ａが分析対象とされ、ステップＳ１２でその体系の要素、す
なわちノードのカテゴリデータがテキストデータであるか、メタデータとしての属性デー
タであるか否かが判定され、属性データでなく、テキストデータである場合には、ステッ
プＳ１３で階層的特徴語が抽出され、ステップＳ１４でカテゴリ特徴ベクトルが計算され
た後に、またメタデータの属性データである場合には、ステップＳ１５で属性特徴ベクト
ルが計算された後に、ステップＳ１６で体系Ａに対するベクトル空間Ｖ（Ａ）上にカテゴ
リ分布が形成される。
【００５９】
　同様の処理が、分類体系Ｂに対してステップＳ１７～Ｓ２２で実行され、体系Ｂに対応
するベクトル空間Ｖ（Ｂ）上にカテゴリ分布が形成された後に、ステップＳ２３で２つの
体系ＡとＢに対するデータの準備が完了したか否か、すなわち２つのカテゴリ体系Ａと体
系Ｂとのそれぞれについてカテゴリ分布が得られたか否かが判定され、得られていない場
合には２つのカテゴリ分布が得られるまでステップＳ２３の処理が繰返される。
【００６０】
　ステップＳ２３で２つの体系に対するカテゴリ分布のデータが得られたと判定されると
、ステップＳ２４でそれぞれのベクトル空間Ｖ（Ａ）とＶ（Ｂ）との共通特徴語が求めら
れ、ステップＳ２５で２つの体系に共通な比較空間が形成され、ステップＳ２６で２つの
体系ＡとＢとの間での類似カテゴリ対の検出とその比較が行なわれ、図５の中央における
最近接カテゴリ対が類似カテゴリ対として得られ、ステップＳ２７でその類似カテゴリ対
が候補条件を満足するか、例えば（１）式、あるいは（２）式を満足するかがチェックさ
れて、処理を終了する。
【００６１】
　以上のように本実施形態では２つの体系にそれぞれ対応するベクトル空間に共通な比較
空間が形成されて、類似カテゴリ対の検出が行なわれる。すなわち本実施形態では終端カ
テゴリだけでなく、非終端カテゴリを含めてベクトル空間法を適用し、終端カテゴリから
トップのルートカテゴリまでの全ての階層関係を反映させて、類似カテゴリ対の抽出が行
なわれる。体系Ａに対するｍ次元の座標空間と、体系Ｂに対応するｎ次元の座標空間との
間で、共通な座標軸の部分だけを採用した共通ベクトル空間でのカテゴリの比較が第１の
実施形態の大きな特徴であり、従来技術で１つのベクトル空間しか使用していなかった場
合と比較して、２つの情報体系のマッチングの精度が大いに向上する。
【００６２】
　次に図４のステップＳ２におけるカテゴリの名称による類似マッチングについて説明す
る。この処理では、分類体系ＡとＢにおけるカテゴリの名称の文字列レベルの同一性、あ
るいは類似性の判定、および、同義類義語辞書の参照が行われる。
【００６３】
　分類体系Ａにおけるカテゴリaiの名称の文字列をname(ai)とし、体系Ｂにおけるカテゴ
リbjの名称の文字列をname(bj)とする。文字列の同一性は、name(ai) = name(bj) すなわ
ち完全一致を意味する。文字列の類似性は、一方が他方の部分文字列となっている、ある
いは構成する文字の集合の共通部分の多さ、などにより判定する。
例えば、図７のような場合分けを行い、それぞれの文字列レベルの類似度
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【００６４】
を設定する。図７において下方包含の式における記号“＊”は、任意の文字列を示す。例
えばａｉの名前が“応用数字”や“基礎数学”であり、ｂｊの名前が“数学”である場合
にはａｉはｂｊの下位のカテゴリであることになる。上方包含、あるいは中間包含の意味
も同様であり、例えば“数学演習”は数学の下位カテゴリである。
　例えば下方部分一致単語における“ｗｏｒｄ”は辞書の見出しにすでに登録されている
単語を意味する。この辞書としては同義類義語辞書、形態素解析辞書、その他の電子化辞
書のいずれでもよく、これらの辞書を組み合わせた辞書でもよい。またａiとｂjとが兄弟
の関係であるということは、後述するようにカテゴリノードの階層関係において、ａiと
ｂjとに対応するノードが直近上位のノードを共有するということを意味し、またいとこ
関係であることは２つのノードが直近上位ではないが、ルートノード以外の共通のノード
を上位に持つことを意味する。
【００６５】
　下方部分一致における“ｓｔｒ” も任意の文字列を意味するが、この文字列はａiの名
前とｂjの名前とに共通であり、＊の記号で示される任意文字列が２つの名前の間で異な
っている。
【００６６】
　文字列レベルの類似度の値としては、類似性の種別に期待されるカテゴリ関係などを参
考にして決める。例えば、以下のように定める。
γeq=0.9,γli =0.8,γui=0.7,γmi=0.4,γlpw＝0.6,γlps=0.5,γpw=0.3,γoo=0.2,γo

＝0.1
　また、strの文字数、あるいは、共通文字の構成比率、共通文字の出現順一致率などを
パラメータとして可変な数値としてもよい。
【００６７】
　同義類義語辞書が利用可能な場合は、文字列レベルの類似度の計算より、その辞書を優
先的に利用する。図８に同義類義語辞書の構成を示す。
　同義類義語辞書は、「代表語」としての文字列、「同義類義語」としての文字列、「類
似度」の値(0≦x≦1)、「登録日付」、「AUTHORIZED」の有無、「分野情報」、「多義語
」などから構成する。この内、代表語と同義類義語、類似度の項目は必須である（＊で示
す）。代表語は、同義類義語の集合の要素の1つで、その同義類義語の集合を代表するよ
うな語を選ぶ。同義類義語の集合から代表語を除いたものを同義類義語の項目に書く。AU
THORIZEDは、辞書管理者の組織、グループとして合意の取れている場合に1、そうでない
場合は0とする。すなわち、担当者レベルの個人的な判断の段階では対象となるデータのA
UTHORIZEDの値は0である。合意が取れた場合は、登録日付の値を合意した日付に変更すべ
きである。分野情報には、政治、経済、IT、医学、日常一般などの専門分野名でもよいし
、適当な階層的分類体系のカテゴリ名でもよい。多義語は、分野情報に書かれた対象分野
において同義類義語が複数の語義を有する場合にその語義を記入し、他の場合に0とする
。
【００６８】
　また、類似度の値は、作業者あるいは辞書管理組織の判断により、適切な制約条件の下
に定める。例えば、以下のように定める。
　　　同義： 0.9≦x≦1.0 ・・・・・・（３）
　　　類義： αNAME≦x≦0.9 ・・・・・・（４）
　但し、ここでαNAME (≧0)は名前の類似度の閾値であり、名前の類似性によるカテゴリ
対の候補となるためには、以下の条件を満足する必要がある。
【００６９】
　　　SimNAME ≧αNAME ・・・・・・（５）
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　同義類義語辞書によるカテゴリ名の類似性の判定は、以下のように行う。このために、
図９に示す同義性、類義性の判定方法を利用する。調査対象の２つの単語（文字列）をwo
rd1, word2とする。word1とword2が以下の条件のいずれかを満たすとき、同義性あるいは
類義性があると判定される。これをword1とword2の辞書的類似度SimDIC( word1, word2 )
とする。
・word1 とword2の内、一方が代表語で、他方がその代表語に対する同義類義語となる場
合（類似度は、その同義類義語の類似度）
・word1 とword2がともに同一の代表語に対する同義類義語となる場合（類似度は、それ
らの同義類義語の類似度の小さい方）
　このような、同義類義語辞書が利用可能な状態にある場合には、図１０のフローチャー
トに示されるカテゴリ名類似性判定処理が行なわれる。図１０においては、体系Ａにおけ
るカテゴリａiの名称と、体系Ｂにおけるカテゴリｂjの名称との類似性の判定が行なわれ
る。
【００７０】
　まずステップＳ３１で２つのカテゴリの名称が、図８で説明した同義類義語辞書に登録
されているか否かが判定され、登録されている場合には、ステップＳ３２で同義類義語辞
書によるカテゴリの名称の類似性の判定結果がカテゴリ名の類似度とされ、辞書に登録さ
れていない場合には、ステップＳ３３で文字列類似度によるカテゴリ名称の類似性の判定
結果がカテゴリ名の類似度とされた後に、ステップＳ３４で類似カテゴリ対の候補条件の
チェックとして、（５）式を満足するか否かが判定されて処理を終了する。
【００７１】
　なお（５）式において用いられる閾値の値は例えば実験によって決定される。その方法
としては、例えば後述する構造的整合性の高いカテゴリ対の集合（正解）を用意し、閾値
の値を変化させて得られる類似度の高いカテゴリ対集合のうちで、より正確に近いものが
得られる値を採用することが考えられる。
【００７２】
　次に図５、図６で説明したベクトル空間上のカテゴリ対の類似度と、図７～図１０で説
明した名前の類似度とを統合した統合類似度について説明する。
　体系Ａ,Ｂ間の類似度(similarity)は、（１）、（２）式によって規定されるベクトル
空間におけるカテゴリak とbl の類似度

【００７３】
や、図１０のステップＳ２２、またはＳ２３で求められたカテゴリak とbl の名前の類似
度

【００７４】
として求められるので、これを基にして体系Ａ，Ｂ間で類似するカテゴリ対を求めること
ができる。また、この異なる２種の基準を統合した類似度を設定することにより、カテゴ
リ間の統計的特徴と名前の類似度の両方が高い場合にカテゴリ間の類似度がさらに高くな
るように設定できる。例えば、次の（６）式で定義される統合類似度を用いて、統合的な
観点から類似したカテゴリ対の候補を見つけることができる。
【００７５】
【数１】
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【００７６】

【００７７】
　　： ベクトル空間におけるカテゴリak とbl の類似度

【００７８】
　　： カテゴリak とblの名前の類似度

【００７９】
　　： ベクトル類似度の重み(>0)、

【００８０】
　　： 名前類似度の重み(>0)
　続いて、このような類似度の計算によって検出されたカテゴリ対、およびカテゴリ対集
合の構造的整合性の評価について説明する。ベクトル空間法による類似度の計算において
、同一分類体系内におけるカテゴリ間の階層関係（上位－下位関係）は前述の特許文献４
の技術を用いることにより計算上反映される。しかし、求めたカテゴリ対に関して、一方
の体系Ａにおける階層関係におけるカテゴリの位置と、カテゴリ対の他方の側の体系Ｂに
おける階層関係におけるカテゴリの位置の関係の整合性に関する情報を知ることはできな
い。最適な解を得るためには、カテゴリ対全体としての階層関係が最も良く当てはまるよ
うな対応関係となるようなカテゴリ対の集合を見つける必要がある。
【００８１】
　分類体系の中の個々のカテゴリの間の関係には、階層関係（有向グラフ的関係）と、近
隣関係（無向グラフ的関係）とがある。階層関係としては、上位－下位関係や全体－部分
関係などがある。階層関係は有向グラフ（個々のノードを矢印付きのリンクでつなげたも
の）にて表現され、近隣関係は無向グラフ（個々のノードを矢印無しのリンクでつなげた
もの）で表現される。
【００８２】
　従って、カテゴリの関係の整合性には、階層関係の整合性以外に近隣関係の整合性につ
いても必要に応じて考えるべきである。以下にそれぞれの場合について、整合性の計算の
考え方を説明する。また、階層関係の整合性および近隣関係の整合性を総称して、構造的
整合性と呼ぶことにする。まず階層関係の整合性について図１１によって説明する。図１
１中の実線および点線は、カテゴリ対の候補であり、前述の方法により求めておく。本項
では、与えられたカテゴリ対全体が、２つの分類体系の階層の上位－下位関係によくフィ
ットしているか、あるいは、ねじれ現象を起こしているか、の総合的な判定を行う仕組み
を構築する。
【００８３】
　今、分類体系ＡとＢがあり、類似するカテゴリ対の候補として、体系Ａにおけるカテゴ
リA3と体系ＢにおけるカテゴリB6が挙げられている場合に、この二つのカテゴリの対応関
係がそれぞれの分類階層の中の位置と比べて整合性があるか（収まりがよいか）を評価す
ることにより、カテゴリ対 A3－B6が正しい対応関係にあるか否かを判定する仕組みを説
明する。ここでは、この評価対象のカテゴリ対 A3－B6 を基準カテゴリ対、基準カテゴリ
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対を構成するカテゴリA3, B6を基準カテゴリと呼ぶことにする。なお、後述するように、
求められた複数のカテゴリ対、すなわちカテゴリ集合の中で、各カテゴリ対が順次基準カ
テゴリ対とされて整合性の評価が行なわれる。
【００８４】
　例えば、図１１中の(1)のカテゴリ対に関しては、基準カテゴリA3の1階層上位にカテゴ
リA1があり、A1と対になっている体系Ｂ上のカテゴリB2は、基準カテゴリB6に対してちょ
うど1階層上位の関係にある。従って、カテゴリ対 A1－B2 に関わるカテゴリA1とB2は両
方ともそれぞれの基準カテゴリに対して同じ1階層上位の関係にあるので、この２つのカ
テゴリ対に関する限りは体系Ａ，Ｂのそれぞれの階層構造と非常に整合性が良いことが分
かる。
【００８５】
　また、図１１中の(2)のカテゴリ対に関しては、基準カテゴリA3の1階層上位にカテゴリ
A1があり、A1と対になっている体系Ｂ上のカテゴリB9は、基準カテゴリB6に対して反対に
1階層下位の関係にある。従って、カテゴリ対 A1－B9 に関わるカテゴリA1とB9は互いに
基準カテゴリに対して反対の階層関係にあるので、この２つのカテゴリ対に関する限りは
体系Ａ，Ｂのそれぞれの階層構造とねじれが生じており、整合性が悪いことが分かる。
【００８６】
　次に、図１１中の(3)のカテゴリ対に関しては、基準カテゴリA3の1階層上位にカテゴリ
A1があり、A1と対になっている体系Ｂ上のカテゴリB7は、基準カテゴリB6に対していとこ
関係にある。ここで、いとこ関係とは2つのカテゴリが同じ上位カテゴリ（ルートカテゴ
リを除く）を共有する場合を指す。２つのカテゴリが直接の上位カテゴリを共有する場合
は、特に兄弟関係と呼ぶが、本発明においては、より広い概念としてのいとこ関係という
用語で統一する。従って、カテゴリ対 A1－B7 に関わるカテゴリA1とB7は、基準カテゴリ
に対して、片や上位関係、片やいとこ関係にあるので、この２つのカテゴリ対に関する限
りは体系Ａ，Ｂのそれぞれの階層構造と整合性が良いか悪いか、一見してよく分からない
。このような場合は、それぞれの階層関係やリンク距離などを基にしてカテゴリ対 A1－B
7 の階層的整合性を評価する必要がある。なお、ここでリンク距離とは、当該カテゴリか
ら基準カテゴリへ到達するために経由するリンクの数とし、もし、当該カテゴリから基準
カテゴリへの経路が複数個ある場合には、その中で経由するリンクの数が最小の経路のリ
ンク数を距離とする。
【００８７】
　このようにして、基準カテゴリに対するカテゴリ関係の種類より、カテゴリ対の階層的
整合性の種類も異なるので、次にこれらをまとめて整理する。図１２は、２つの分類体系
間の2対のカテゴリ関係の階層的な整合性の評価について説明する図である。ここでは、
基準カテゴリに対するカテゴリ関係は、上位、下位、いとこ、無関係の４種に分けて考え
る。但し、ここで無関係とは、2つのカテゴリがルートカテゴリ以外のカテゴリを上位カ
テゴリとして共有しないことを指す。
【００８８】
　図中で、体系Ａ側で上位の場合においては、前述の説明のように、体系Ｂ側で上位の場
合はカテゴリ関係は上位として一致、体系Ｂ側で下位の場合は逆順序、体系Ｂ側でいとこ
関係の場合はその他、体系Ｂ側で無関係の場合は無関係である。
【００８９】
　次に、体系Ａ側で下位の場合も、上位の場合と同様に考える。すなわち、体系Ｂ側で上
位の場合はカテゴリ関係は逆順序、体系Ｂ側で下位の場合は下位として一致、体系Ｂ側で
いとこ関係の場合はその他、体系Ｂ側で無関係の場合は無関係となる。
【００９０】
　さらに、体系Ａ側でいとこ関係の場合は、体系Ｂ側で上位の、あるいは下位の場合はそ
の他、体系Ｂ側でいとこ関係の場合はいとこ関係として一致、体系Ｂ側で無関係の場合は
無関係となる。
【００９１】
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　また、体系Ａ側で無関係の場合は、体系Ｂ側の関係に関わり無く、結果は無関係となる
。
　２つの分類体系間で２対のカテゴリ対だけに着目した場合の整合性を階層的適合度とし
て評価する。実際のカテゴリ対の階層的適合度を計算する際には、図１２における、一致
、逆順序、その他、無関係などに対して適当な重み付けを考慮して、適合度を決定する。
【００９２】
例えば、階層関係が一致するカテゴリ対を優先し、逆順序関係をなるべく避けるために、
基準カテゴリ対ai－bjに対するak－blの階層的適合度

【００９３】
として、以下のように設定することができる。
一致（上位）： 1.0
一致（下位）： 1.0
一致（いとこ）： 0.4
逆順序： －1.0
その他： 0.1
無関係： 0.0
あるいは、以下のようにリンク距離に応じて増減させることもできる。但し、λ(>0)をリ
ンク重みとし、la, lB を基準カテゴリとのリンク距離、

【００９４】
とする。
一致（上位）

【００９５】
上位リンク重み： λsup > 0
一致（下位）

【００９６】
下位リンク重み： λsub > 0
一致（いとこ）

【００９７】
いとこ関係重み

【００９８】
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逆順序：

【００９９】
逆順序重み： λrev > 0
その他

【０１００】
その他関係重み

【０１０１】
無関係： 0.0
　以上のようにして、適切に階層的適合度を決めることができる。なお、ここで用いる各
種の重みについても実験的に決定することができる。
【０１０２】
　カテゴリ対の集合Ωの階層的整合性

【０１０３】
を求めるには、まず、基準カテゴリ対aiーbjに対するカテゴリ対akーblの階層的整合性

【０１０４】
を以下により求める。
【０１０５】

【数２】

【０１０６】

【０１０７】
　　　： カテゴリ対ai－bjに対するakーblの階層的適合度
　次に、カテゴリ対aiーbjの階層的整合性
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【０１０８】
を、以下により求める。
【０１０９】

【数３】

【０１１０】
　　Ω： カテゴリ対の集合、
　|Ω|： カテゴリ対の集合の大きさ（集合の要素数）
　最後に、以下のように、カテゴリ対全体について階層的整合性を求めることができる。
【０１１１】

【数４】

【０１１２】
　この階層的整合性

【０１１３】
を最大にするようなカテゴリ対の集合が、階層関係の観点から見た最適解である。
　次にカテゴリ対、およびカテゴリ対集合の近隣関係の整合性について説明する。図１３
はカテゴリ対の近隣関係の整合性の説明図である。図１３中の実線および点線は、カテゴ
リ対の候補であり、前述の方法により求めておく。本項では、与えられたカテゴリ対全体
が、２つの分類体系の近隣関係によくフィットしているか、あるいは、ねじれ現象を起こ
しているか、の総合的な判定を行う仕組みを構築する。
【０１１４】
　今、分類体系ＡとＢがあり、類似するカテゴリ対の候補として、体系Aにおけるカテゴ
リA3と体系ＢにおけるカテゴリB6が挙げられている場合に、この二つのカテゴリの対応関
係がそれぞれの無向グラフの中の位置と比べて整合性があるか（収まりがよいか）を評価
することにより、カテゴリ対 A3－B6 が正しい対応関係にあるか否かを判定する仕組みを
説明する。ここでは、この評価対象のカテゴリ対 A3－B6 を基準カテゴリ対、基準カテゴ
リ対を構成するカテゴリA3, B6を基準カテゴリと呼ぶことにする。
【０１１５】
　例えば、図１３中の(1)のカテゴリ対に関しては、基準カテゴリA3とカテゴリA1とはリ
ンク1本でつながっており、A1と対になっている体系Ｂ上のカテゴリB2は、基準カテゴリB
6に対してちょうどリンク1本の距離にある。従って、カテゴリ対 A1－B2 に関わるカテゴ
リA1とB2は両方ともそれぞれの基準カテゴリに対して同じリンク距離=1の関係にあるので
、この２つのカテゴリ対に関する限りは体系Ａ，Ｂのそれぞれの無向グラフと非常に整合
性が良いことが分かる。
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【０１１６】
　また、図１３中の(2)のカテゴリ対に関しては、基準カテゴリA3とカテゴリA1とはリン
ク1本でつながっており、A1と対になっている体系Ｂ上のカテゴリB9は、基準カテゴリB6
に対してやはりリンク1本の距離にある。従って、カテゴリ対 A1－B9 に関わるカテゴリA
1とB9は両方ともそれぞれの基準カテゴリに対して同じリンク距離=1の関係にあるので、
この２つのカテゴリ対に関する限りは体系Ａ，Ｂのそれぞれの無向グラフと非常に整合性
が良いことが分かる。
【０１１７】
　それから、図１３中の(3)のカテゴリ対に関しては、基準カテゴリA3とカテゴリA1とは
リンク1本でつながっており、A1と対になっている体系Ｂ上のカテゴリB7は、基準カテゴ
リB6に対してリンク3本でつながっている。従って、カテゴリ対 A1－B7 に関わるカテゴ
リA1とB7は、基準カテゴリに対して、リンク距離が異なるので、この２つのカテゴリ対は
、(1)や(2)のカテゴリ対に比べて、体系Ａ，Ｂのそれぞれの無向グラフにおける 整合性
が良くない。整合性の程度を比べるためには、それぞれリンク距離を基にして評価すれば
よい。
【０１１８】
例えば、体系Ａにおけるカテゴリakの基準カテゴリaiに対するリンク距離をlAとし、体系
Ｂにおいてａkと対をなすカテゴリblの基準カテゴリbjに対するリンク距離をlBとすると
、カテゴリ対ak－blの基準カテゴリ対に対する近隣関係適合度を以下のように表すことが
できる。
【０１１９】

【数５】

【０１２０】
　すなわち、リンク距離の差が小さいほど適合度の値が大きく、最大値は1、最小値は0で
ある。
　また、上記の式は近くでの距離の一致と遠くでの距離の一致が同じ評価になるが、基準
カテゴリ対との距離が近いカテゴリ対の評価値を高くしたいという考え方もある。この場
合は、例えば、以下のような評価式を設定することにより、遠方よりも近隣での距離の一
致を優先することができる。
【０１２１】
【数６】

【０１２２】
　例えば、λ1=0.05, λ2=0.1 の場合、近隣関係適合度は図１４に示される値となる。
図１４を見れば、近隣における距離の一致が強調されていることが分かる。この場合、リ
ンク距離が5より大きいときには、たとえリンク距離が一致しても評価値は0になる。従っ
て、近隣部分のリンク距離のみを計算すればよく、計算効率の向上にも貢献する。
【０１２３】
　カテゴリ対集合Ω内で任意のカテゴリ対ak－bl の基準カテゴリ対ai－bj に対する近隣
関係適合度を基にして、階層的整合性を求める（７）～（９）式と同様にして近隣関係整
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合性が求められる。
【０１２４】
　カテゴリ対の集合Ωの近隣関係整合性

【０１２５】
を求めるには、基準カテゴリ対ai－bjに対するカテゴリ対ak－blの近隣関係整合性

【０１２６】
を以下により求める。
【０１２７】

【数７】

【０１２８】

【０１２９】
　　　： カテゴリ対ai－bjに対するカテゴリ対ak－blの近隣関係適合度
　次に、カテゴリ対ai－bjの近隣関係整合性

【０１３０】
を、以下により求める。
【０１３１】
【数８】

【０１３２】
　　Ω： カテゴリ対の集合、
　|Ω|： カテゴリ対の集合の大きさ
　最後に、以下のように、カテゴリ対全体について近隣関係整合性を求めることができる
。
【０１３３】

【数９】
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【０１３４】
　この近隣関係整合性

【０１３５】
を最大にするようなカテゴリ対の集合が、近隣関係の観点から見た最適解である。
　また、階層的整合性と近隣関係整合性を統合することにより、双方の観点から見た最適
解を得ることができる。この構造的整合性

【０１３６】
は、例えば、以下で求めることができる。
【０１３７】

【数１０】

【０１３８】
　図１５は、カテゴリ対集合の中のカテゴリ対を入れ替えながら、集合全体の構造的整合
性が最適となる最適カテゴリ対集合を出力する処理のフローチャートである。
　同図において処理が開始されると、まずステップＳ４１で、例えばベクトルによる類似
度を用いて各カテゴリに対して類似度のランキングが１位となるカテゴリを組み合わせて
、そのようなカテゴリ対を最近接カテゴリ対候補として、その集合Ωが生成され、集合Ω
に対する構造的整合性の最適値ＣＯＮMAXに“０”が代入された後に、そのカテゴリ対集
合Ωの整合性を求めるステップＳ４２の処理に移行する。
【０１３９】
　ここでは構造的整合性として、（７）～（９）式において説明した階層的整合性を求め
る例を説明するが、（１２）～（１４）式で説明した近隣関係整合性を求めてもよく、あ
るいは２つの整合性を統合した（１５）式で説明した構造的整合性を求めてもよいことは
当然である。
【０１４０】
　カテゴリ対集合Ωの整合性を求める処理として、ステップＳ４２でカテゴリ対ａi－ｂj

を基準カテゴリ対として、この基準カテゴリ対を変化させて、ステップＳ４３～Ｓ４５の
処理が繰返される。
【０１４１】
　ステップＳ４３では、カテゴリ対集合Ωの中で、基準カテゴリ対ａi－ｂj以外のカテゴ
リ対ａk－ｂl以外を変化させながら、ステップＳ４４の処理が実行される。ステップＳ４
４では基準カテゴリ対ａi－ｂjに対するカテゴリ対ａk－ｂlをの整合性、ここでは（７）
式で与えられる階層的整合性が求められ、ステップＳ４３の繰返しが終了すると、ステッ
プＳ４５で基準カテゴリ対ａi－ｂjの階層的整合性、すなわち（８）式の値が求められ、
ステップＳ４２の基準カテゴリ対を変化させる繰返しが終了した時点で、ステップＳ４６
の処理に移行する。
【０１４２】
　ステップＳ４６ではカテゴリ対集合Ω全体についての構造的整合性、ここでは（９）式
によって与えられる階層的整合性CON（Ω）が求められ、ステップＳ４７で求められた整
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合性の値が整合性最適値ＣＯＮMAXより大きいか否かが判定される。大きい場合にはステ
ップＳ４８でその値が最適値ＣＯＮMAXに代入され、その集合Ωがカテゴリ対集合最適解
ΩMAXに代入される。
【０１４３】
　ここではステップＳ４１でＣＯＮMAXが“０”とされているため、ステップＳ４６で求
められた階層的整合性が整合性最適値とされて、ステップＳ４９の処理に移行する。ステ
ップＳ４７で、例えばメモリに格納されている整合性最適値の値がステップＳ４６で求め
られた整合性の値より大きい場合には、直ちにステップＳ４９の処理に移行する。
【０１４４】
　ステップＳ４９では、終了条件の判定が行なわれる。終了条件としては、例えばあらか
じめ定められた繰返し回数の終了、前回のステップＳ４６で求められた階層的整合性と今
回求められた階層的整合性との差があらかじめ定められた値より小さくなること、あるい
は階層的整合性の増減率の絶対値があらかじめ定められた値より小さくなることなどのい
ずれかを考えることができる。
【０１４５】
　終了条件が満足されていないと判定されると、ステップＳ５０でカテゴリ対候補の入れ
替え処理が行なわれる。すなわちステップＳ５１でカテゴリ対集合Ωの中の１部のカテゴ
リ対が削除され、他のカテゴリ対との交換や、カテゴリ対の追加などが行なわれ、ステッ
プＳ５２で新たなカテゴリ対集合がΩと置かれた後に、ステップＳ４２以降の処理が繰返
される。
【０１４６】
　ステップＳ４９で終了条件が満足されたと判定されると、ステップＳ５３で構造的整合
性最適値ＣＯＮMAXと、カテゴリ対集合の最適解ΩMAXが出力されて、処理を終了する。
前述のように、構造的整合性として階層的整合性の代わりに、近隣関係整合性を用いて図
１５の処理を実行することもでき、また階層的整合性と近隣関係整合性を統合した（１５
）式で与えられる構造的整合性を用いて、図１５の処理を実行することもできる。
【０１４７】
　なお、図１５のステップＳ５１でカテゴリ対候補を入れ替えた後のステップＳ４２～Ｓ
４６における集合Ωの構造的整合性を求める処理では、入替のあったカテゴリ対に関連す
る部分のみを計算対象とすることによって計算効率の向上を図ることができる。
【０１４８】
　以下に、本発明の請求項８、すなわち教師データの利用について説明する。本発明は、
異なる分類体系の間の一致するカテゴリ対あるいは類似するカテゴリ対を求めることが目
的であるが、正解のカテゴリ対の内の一部が何らかの理由（例えば、専門家による判断な
ど）により既知となっている場合も考えられる。このような場合には、もちろん、既知の
正解カテゴリ対を対象データから外して、残りのデータだけに類似カテゴリ対の判定法を
適用して、残りのカテゴリ対を見つけるという方法も考えられる。
【０１４９】
　しかし、もう一つの方法として、既知の正解カテゴリ対のデータも含めた全体のデータ
について、類似カテゴリ対の判定法を適用して、全体の分析結果としての類似カテゴリ対
を求めれば、既知の正解カテゴリ対との結果のつき合わせができるので、もし相違部分が
あれば、その相違が小さくなるように評価基準のパラメータや式、あるいは、個別類似度
の合成のパラメータや式を変更する手掛かりとなる。
【０１５０】
　もし、教師情報と実際の結果との差異が求められれば、評価基準の自動的変更を繰り返
し行うことにより、最終的に最適な結果を得る手法が人工知能の分野の機械学習という手
法にあるので、機械学習の手法の内の適切なものを選んで適用することにより、より適切
なカテゴリ対を結果として得ることができる。これにより、予め正解の内の幾つかが分か
っている場合には、正解の手掛かりが無い場合に比べて良好な結果を得ることができる。
【０１５１】
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　本発明の請求項５、すなわち最適カテゴリ対集合の出力について説明する。
　前述の図１５において、最適カテゴリ対集合を得た後、この最適カテゴリ対集合の全て
が正解（体系ＡとＢの間で同一あるいは類似のカテゴリと言える）であるとみなして、そ
の結果を出力する。出力先としては、ディスプレイ装置、あるいは、記憶媒体上のファイ
ル、プログラム間で受け渡し可能な構造体などを指定できるようにしておく。この条件の
下で、出力された最適なカテゴリ対の組を、他のプログラムやネットワーク用の通信ソケ
ットなどが連携して自動的に利用することにより、様々な効果が得られる。
例えば、分類体系Ａを有し、分類済み情報の統合管理を行うプログラムと連携させれば、
異なる分類体系Ｂの中のカテゴリの内、体系Ａの中の特定のカテゴリと対応付けられたカ
テゴリに関しては、その体系Ｂ中のカテゴリに属する文書あるいはWebページなどの情報
を自動的に体系Ａの中の対応するカテゴリにコピーし、その後、元々体系Ａ上に存在した
情報と同じ扱いで、参照、検索、種々の分析などが行えるというメリットが生じる。
また、これ以外の自動化の実現法としては、構造的整合性の評価を行わずに、ベクトル空
間上の類似性やカテゴリ名の類似性により求まるカテゴリ対候補、あるいは、この２つの
類似性を統合した（６）式の統合類似度を用いて求められたカテゴリ対候補を正解とみな
して、その結果を前述と同様の出力先に出力し、他のプログラムと連携することにより、
様々な効果を得るという方法も考えられる。
【０１５２】
　本発明の請求項６、すなわち整合性の高いカテゴリ対の表示について説明する。前述の
図１５において、最適カテゴリ対集合だけでなく、構造的整合性の比較的高かったカテゴ
リ対集合に関する情報も保存しておき、構造的整合性の高い順にカテゴリ対集合、および
カテゴリ対のランキングを作成し、そのランキング結果をディスプレイ装置に表示する。
【０１５３】
　カテゴリ対に関する情報として、画面上では、ランキング順位、カテゴリ対の両側のカ
テゴリの名称、ベクトル空間上の類似度、カテゴリ名の類似度、統合的類似度、体系Ａ側
の階層関係、体系Ｂ側の階層関係、階層的適合度、階層的整合性、（もしあれば）近隣関
係適合度、近隣関係整合性、属するカテゴリ対集合の識別子のリストなどを表示する。
【０１５４】
　また、カテゴリ対集合に関する情報として、ランキング順位、カテゴリ対集合識別子、
カテゴリ対集合の構造的整合性、共通カテゴリ対のリスト、非共通カテゴリ対のリストな
どを表示する。ここで共通カテゴリ対とはランキングの異なるカテゴリ対集合の間で共通
に存在するカテゴリ対であり、非共通カテゴリ対とは例えば一方のカテゴリ対集合にのみ
存在するカテゴリ対である。
【０１５５】
　また、分類体系Ａの階層構造を表す図、分類体系Ｂの階層構造を表す図、および、体系
Ａ，Ｂ間で対応するカテゴリ対などを表示する。
　画面には、当初、最適カテゴリ対集合に属するカテゴリ対のみが強調表示される。ユー
ザは、これらの情報を１画面あるいは複数画面上で確認しながら、自分の判断により望ま
しいと思うカテゴリ対を追加したり、望ましくないと思うカテゴリ対を削除することが可
能である。このカテゴリ対の追加・削除の機能は、文字列レベルおよびグラフィックレベ
ルの両方の対話インタフェースで実現可能とする。
【０１５６】
　ユーザが入力した情報に従って、カテゴリ対の集合の内容を変化させ、画面上の表示内
容もそれに応じて変化させる。また、カテゴリ対集合の変化内容や変化後の状態に関する
情報、および、編集履歴もシステム内部に格納し、再利用可能にする。
【０１５７】
　また、これ以外の自動化の実現法としては、構造的整合性の評価を行わずに、ベクトル
空間上の類似性やカテゴリ名の類似性により求まるカテゴリ対候補、あるいは、この２つ
の類似性を統合した統合的類似度から求まるカテゴリ対候補、の上位n位までを求めて、
その結果を前述と同様の出力先で表示、編集するという方法も考えられる。
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【０１５８】
　本発明の請求項７、すなわちデータ検索方式について説明する。ここでは検索のために
入力される単語に関連するカテゴリに対応した文書群が検索されるものとする。
　前述の図１５において、最適カテゴリ対集合を得た後、この最適カテゴリ対集合の全て
が正解であるとみなして、複数の分類体系間のカテゴリを対応付ける。当初の分類体系に
加えて、カテゴリの対応関係を反映させた共通カテゴリテーブルを作成する。テーブルの
項目としては、体系Ａ側のカテゴリ識別子、体系Ｂ側のカテゴリ識別子、階層的適合度な
どを含むものとする。
【０１５９】
　図１６はこのデータ検索処理を実行するための、情報体系対応付け装置の構成を示すブ
ロック図である。図３の情報体系対応付け装置において、検索処理に無関係な部分を省略
し、検索処理に必要なブロックを追加したものである。
【０１６０】
　図１６において、データ検索処理のために後述する３種類のテーブルをそれぞれ格納す
る共通カテゴリテーブル格納部ＣＣ（コモンカテゴリ）２０、カテゴリ体系Ａに対する文
書－カテゴリインデックス（テーブル）格納部ＤＣ（ドキュメントカテゴリ）A２１ａ、
同様に体系Ｂに対する格納部２１ｂ、単語－カテゴリインデックス（テーブル）格納部Ｗ
Ｃ（ワードカテゴリ）２２、これらの３種類のテーブルを作成するインデックス作成部２
３、例えばユーザからの検索要求を処理する検索要求処理部２４、検索要求に対応して３
種類のテーブル２０、２１ａ、２１ｂ、２２に格納されているテーブルを用いて、入力さ
れる単語に関連するカテゴリに対応した文書群を検索結果として出力するカテゴリレベル
検索部２５、その検索結果を格納する検索結果格納部２６、および検索結果を表示する検
索結果表示部２７を備えている。なお、検索要求処理部２４は、例えばユーザから入力さ
れる検索のためのキーワードを用いた検索が可能か否かを実際の検索に先立って判定する
ために単語－カテゴリインデックス格納部WC２２の内容を参照できるものとする。
【０１６１】
　図１７は、共通カテゴリテーブルのデータ構造である。最適カテゴリ対集合内のカテゴ
リが一対一対応の場合（ＣＣ．１，ＣＣ．２など）に関しては、そのカテゴリ対の体系１
側のカテゴリの識別子（第１カテゴリＩＤ）および、体系２側のカテゴリの識別子（第２
カテゴリＩＤ1）、当該カテゴリ対の構造的整合性を共通カテゴリテーブルの対応部分へ
格納する。カテゴリ対が一対多対応の場合（ＣＣ．５１，ＣＣ５６など）に関しては、1
個のみのカテゴリの側を第１カテゴリＩＤとし、複数のカテゴリの側を第２カテゴリＩＤ

1、第２カテゴリＩＤ2、・・・とする。同様に、構造的整合性1、構造的整合性2を格納す
る。
【０１６２】
　最適カテゴリ対集合内のカテゴリ対のカテゴリとなっていないカテゴリについては、体
系Ａ側の孤立したカテゴリ（Ｃ．Ａ．２など）を共通カテゴリテーブルの体系Ａ側のカテ
ゴリの識別子項目の値（Ｃ．Ａ．２およびＣＣ．５８など）として格納する。同一レコー
ドの他の項目は空欄とする。また、体系Ｂ側の孤立したカテゴリ（Ｃ．Ｂ．４など）を共
通カテゴリテーブルの体系Ｂ側のカテゴリの識別子項目の値（Ｃ．Ｂ．４およびＣＣ．９
７など）として格納する。これも同一レコードの他の項目は空欄とする。
【０１６３】
　次に、文書－カテゴリインデックステーブルを作成する。図１８に文書－カテゴリイン
デックステーブルの構成を示す。例えば体系Ａ内の各カテゴリと当該カテゴリに所属する
文書との対応関係をインデックステーブル化する。すなわち、インデックステーブルの項
目としては、カテゴリＩＤ、文書－適合度リストからなり、後者は、所属文書の識別子（
文書ID1、文書ＩＤ2、・・・）とカテゴリ適合度（適合度1、適合度2、・・・）から構成
される。他の体系Ｂなどについても、体系Ａの文書－カテゴリインデックステーブルと同
様に作成する。
【０１６４】
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　なお文書とカテゴリとの適合度については、前述の特許文献２の図５と［００４８］に
文書とカテゴリ因子の適合度が説明されており、カテゴリ因子をカテゴリと読み替えれば
よい。
【０１６５】
　図１９は単語－カテゴリインデックステーブルのデータ構造を示す。テーブルの項目と
しては単語ＩＤ、単語表記、共通カテゴリテーブルにおける識別子（共通カテゴリＩＤ）
、および単語とカテゴリとの関連度である。このうち単語とカテゴリとの関連度について
は、前述の特許文献４に特徴語とカテゴリでの関連度として説明されており、特徴語を単
語と置き替えることによって、その説明を利用することができる。
【０１６６】
　単語－カテゴリインデックステーブルには共通カテゴリテーブル内の各カテゴリに関連
する全ての特徴語の識別子および表記が、それぞれ単語ＩＤおよび単語表記として格納さ
れる。例えば体系Ａの中の各カテゴリの全特徴語についてこれらの表記が格納され、また
体系Ｂ内の各カテゴリの全特徴語についても同様にこれらの表記が格納される。カテゴリ
ＩＤとしては、共通カテゴリテーブル内の対応する共通カテゴリＩＤの値が格納される。
【０１６７】
　関連度については、共通カテゴリテーブル上で共通カテゴリＩＤ＝Ｃk

*に関連する体系
別のカテゴリ（第１カテゴリＩＤ，第２カテゴリIＤリスト）のそれぞれと単語、すなわ
ち特徴語との関連度の加重平均が求められ、関連度、γ（ｗi，Ｃk

*）として格納される
。
【０１６８】
　すなわち関連度の計算は、例えば以下のように行なわれる。
　（１）共通カテゴリＣk

*に対応するカテゴリ対が１個以上存在する場合、
【０１６９】
【数１１】

【０１７０】
ここで

【０１７１】
　：共通カテゴリＣk

*に対するカテゴリ対の集合、

【０１７２】
　：Ｃk

*に属するカテゴリ対ａi－ｂjの構造的整合性
（２）共通カテゴリＣk

*に対応するカテゴリ対が存在せず、１つのカテゴリａiが孤立し
ている場合、すなわちＣk

*＝ａiである場合、
【０１７３】

【数１２】
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【０１７４】
　以上により、必要なインデックステーブルの情報が揃うので、順にテーブル参照を行う
ことにより、検索入力の語に関連したカテゴリに所属する文書群のリストが得られる。す
なわち、1)単語－カテゴリインデックステーブル（単語→共通カテゴリテーブル識別子）
、2) 共通カテゴリテーブル（共通カテゴリテーブル識別子→体系別カテゴリ識別子）、3
) 文書－カテゴリインデックステーブル（体系別カテゴリ識別子→文書識別子）の順にイ
ンデックステーブルをたどることにより、目的の文書群が特定できる。
【０１７５】
　以上の説明では、例えばユーザから入力されるキーワードに対応して、そのキーワード
に関連するカテゴリに対応する文書群を検索するものとしたが、検索対象は文書群に限定
されず、各種の形式のデータとすることも当然可能であり、またそのような文書以外のデ
ータに対して論理演算が施された結果としてのデータを検索することも可能である。
【０１７６】
　次に第２の実施例について説明する。第２の実施例では、情報体系がＸＭＬ，ＳＧＭＬ
，ＨＴＭＬなどのタグ付き構造化文書のタグ体系である。図２０におけるタグ体系Ａ，Ｂ
は、同一分野あるいは類似分野におけるタグ体系であるとする。同一分野であっても、こ
れらはしばしば異なる基準により設計されている。それぞれのタグ階層は木構造、あるい
はラティス構造で表現される。階層構造中のノードは、それぞれタグ体系中の１つのタグ
を示す。タグ体系AおよびBは、類似分野の情報体系であるので、それぞれのタグ体系中の
タグ同士の中には実質的に同義、あるいは類義のタグが含まれていると想定される。例え
ば、図２０における点線の矢印は、タグ体系Ａ中のタグ<a1>とタグ体系Ｂ中のタグ<b1>と
が同一、あるいは類似のタグであることを示す。同様に、体系Ａ，Ｂ中の<a3>と<b5>、あ
るいは<a5>と<b6>、<a6>と<b2>のタグ対は、同一あるいは類似のタグである。
【０１７７】
　同一あるいは類似のタグを、タグ名だけから判断できれば簡単であるが、一般には同一
語、同義語、類義語が用いられるとは限らないため、これらの関係を自動的あるいは半自
動的に見つけようとするのが第２の実施例の目的である。
【０１７８】
　第２の実施例における構造化文書のタグ体系は、第１の実施例におけるカテゴリ体系と
比較すると、情報体系としては基本的に同一の構造を持つ。従って第１の実施例としての
図２～図１９の説明は基本的にそのまま用いることができ、第１の実施例における分類体
系をタグ体系、カテゴリをタグと読み替えることにより、例えば図３で説明した情報体系
対応付け装置、図４で説明したマッチング全体処理のフローチャートを始めとする技術を
、そのまま第２の実施例において利用することが可能である。
【０１７９】
　続いて第３の実施例、すなわち情報体系が、例えば関係データベースのテーブルであり
、情報要素がそのフィールドである実施例について説明する。
　図２１におけるデータベーステーブルA, Bは、同一分野あるいは類似分野におけるデー
タベーステーブルであるとする。同一分野であっても、これらはしばしば異なる基準によ
り設計されている。データベーステーブルAおよびBは、類似分野の情報体系であるので、
それぞれのデータベーステーブル中のフィールド同士の中には実質的に同義、あるいは類
義のフィールドが含まれていると想定される。例えば、図２１における点線の矢印は、デ
ータベーステーブルA中のフィールドa1とデータベーステーブルB中のフィールドb2とが同
一、あるいは類似のフィールドであることを示す。同様に、体系Ａ中のa3と体系Ｂ中のb3
のフィールド対は同一、あるいは類似のフィールドである。
　同一、あるいは類似のフィールドを、フィールド名だけから判断できれば簡単であるが
、一般には同一語、同義語、類義語が用いられるとは限らないため、これらの関係を自動
的あるいは半自動的に見つけようとするのが第３の実施例の目的である。
【０１８０】
　第３の実施例におけるデータベーステーブルのフィールド体系は第１の実施例における
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カテゴリ体系と比較すると情報体系としての考え方は基本的に同じである。
　しかしながら関係データベースシステムにおけるデータベーステーブルのフィールド体
系は、例えば図２で説明した分類体系としてのカテゴリ体系のように階層構造を持たず、
フラットな構造となっている。従って図１１～図１５で説明した構造的整合性の評価を利
用した最適要素対、すなわち最適フィールド対検出の技術を利用することはできない。
【０１８１】
　その他の技術については、第１の実施例における分類体系をデータベーステーブル、カ
テゴリをフィールドと読み替えることによって、そのまま利用することが可能である。な
おここでは関係データベースにおけるフィールド体系を対象として第３の実施例を説明し
たが、データベースがオブジェクト指向データベースであり、情報体系がオブジェクト（
クラス）の属性群の体系であってもよいことは当然である。
【０１８２】
　以上において本発明の情報体系対応付け装置、および対応付け方法について詳細に説明
したが、この情報体系対応付け装置は当然一般的なコンピュータシステムを基本として構
成することが可能である。図２２はそのようなコンピュータシステム、すなわちハードウ
エア環境の構成ブロック図である。
【０１８３】
　図２２においてコンピュータシステムは中央処理装置（ＣＰＵ）３０、リードオンリメ
モリ（ＲＯＭ）３１、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）３２、通信インタフェース３３
、記憶装置３４、入出力装置３５、可搬型記憶媒体の読み取り装置３６、およびこれらの
全てが接続されたバス３７によって構成されている。
【０１８４】
　記憶装置３４としてはハードディスク、磁気ディスクなど様々な形式の記憶装置を使用
することができ、このような記憶装置３４、またはＲＯＭ３１に図４，図６,図１０、お
よび図１５などのフローチャートに示されたプログラムや、本発明の特許請求の範囲の請
求項８のプログラムなどが格納され、そのようなプログラムがＣＰＵ３０によって実行さ
れることにより、本実施形態における共通ベクトル空間における特徴ベクトルの比較、名
称類似度によるカテゴリ対検出、検出カテゴリ対の構造的整合性の評価などが可能となる
。
【０１８５】
　このようなプログラムは、プログラム提供者３８側からネットワーク３９、および通信
インタフェース３３を介して、例えば記憶装置３４に格納されることも、また市販され、
流通している可搬型記憶媒体４０に格納され、読み取り装置３６にセットされて、ＣＰＵ
３０によって実行されることも可能である。可搬型記憶媒体４０としてはメモリカード、
ＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＤＶＤなど様々な
形式の記憶媒体を使用することができ、このような記憶媒体に格納されたプログラムが読
み取り装置３６によって読み取られることにより、本実施形態における構造的整合性の高
い最適カテゴリ対集合の検出などが可能となる。
【０１８６】
　　（付記１） 複数の情報体系を対象として、体系間のマッチングを調べる情報体系対
応付け装置において、
　複数の情報体系に属する情報要素のデータに対応するサンプルデータに基づいて、各情
報体系に属する個々の情報要素のデータの統計的特徴を分析する特徴分析手段と、
　該分析結果に基づいて、複数の情報体系を比較するための共通の空間を設け、該共通空
間上で異なる情報体系に属する情報要素の間で、該要素のデータの統計的特徴が類似する
要素を要素対として検出する要素対検出手段とを備えることを特徴とする情報体系対応付
け装置。
【０１８７】
　　（付記２） 前記情報体系対応付け装置において、異なる情報体系に属する情報要素
の間での要素名称の類似性を検出する名称類似性検出手段を更に備え、
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　前記要素対検出手段が、前記要素のデータの統計的特徴の類似性と、該名称の類似性と
を統合した統合的類似性の高い要素対を検出することを特徴とする付記１記載の情報体系
対応付け装置。
【０１８８】
　　（付記３） 前記情報体系対応付け装置において、前記要素対検出手段によって検出
された要素対を構成する要素の情報体系内の位置が、検出された他の要素対を構成する要
素の体系内の位置と相互に整合しているかを示す構造的整合性を評価する整合性評価手段
を更に備えることを特徴とする付記１記載の情報体系対応付け装置。
【０１８９】
　　（付記４） 前記整合性評価手段が、有向グラフ的関係を示す複数の情報体系の間で
、前記検出された要素対を構成する要素と、検出された他の要素対を構成する要素との体
系内における上位－下位関係、および／または要素間の距離を含む階層的関係の整合性を
、前記構造的整合性として評価することを特徴とする付記３記載の情報体系対応付け装置
。
【０１９０】
　　（付記５） 前記整合性評価手段が、無向グラフ的関係を示す複数の情報体系の間で
、前記検出された要素対を構成する要素と、検出された他の要素対を構成する要素との距
離を含む近隣的関係の整合性を、前記構造的整合性として評価することを特徴とする付記
３記載の情報体系対応付け装置。
【０１９１】
　　（付記６） 前記情報体系対応付け装置において、
前記複数の情報体系の間で、前記構造的整合性の高い要素対の集合を、最適要素対集合と
して出力する最適要素対出力手段を更に備えることを特徴とする付記３記載の情報体系対
応付け装置。
【０１９２】
　　（付記７） 前記情報体系対応付け装置において、
前記要素対検出手段によって検出された要素対のうちで、前記整合性評価手段によって評
価された構造的整合性が最も高い要素対から、該構造的整合性の高さが複数番目までの要
素対を表示する要素対表示手段を更に備えることを特徴とする付記３記載の情報体系対応
付け装置。
【０１９３】
　　（付記８） 前記情報体系対応付け装置において、
　前記複数の各情報体系内の情報要素と、該要素に対応するデータとの対応を記憶する要
素対応データ記憶手段と、
　該要素対応データ記憶手段の記憶内容と、前記整合性評価手段によって評価された構造
的整合性の高い要素対のデータとを用いて、異種情報源の同一分野のデータ、あるいは該
データの論理演算に対応するデータの検索を行なうデータ検索手段とを更に備えることを
特徴とする付記3記載の情報体系対応付装置。
【０１９４】
　　（付記９） 前記要素対検出手段が、複数の情報体系に属する要素の間で、外部から
指定される要素対の教師データを用いて、該教師データに適合する要素対を検出すること
を特徴とする付記１記載の情報体系対応付け装置。
【０１９５】
　　（付記１０） 前記情報体系が情報分類体系としてのカテゴリ体系であり、前記要素
が該カテゴリ体系を構成するカテゴリであることを特徴とする付記１記載の情報体系対応
付け装置。
【０１９６】
　　（付記１１） 前記カテゴリのデータが、文書類から抽出されるテキストデータ、あ
るいは意味を有する文字列としてのテキストデータであることを特徴とする付記１０記載
の情報体系対応付け装置。
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【０１９７】
　　（付記１２） 前記カテゴリのデータが、分類可能な任意の対象に関する属性データ
を含むメタデータであることを特徴とする付記１０記載の情報体系対応付け装置。
　　（付記１３） 前記情報体系がタグ付き構造化文書に対応するタグ体系であり、前記
要素が該タグ体系を構成するタグであることを特徴とする付記１記載の情報体系対応付け
装置。
【０１９８】
　　（付記１４） 前記情報体系がデータベーステーブルであり、前記要素が該データベ
ーステーブルのフィールドであることを特徴とする付記１記載の情報体系対応付け装置。
　　（付記１５） 複数の情報体系を対象として、体系間のマッチングを調べる情報体系
対応付け方法において、
　複数の情報体系に属する情報要素のデータに対応するサンプルデータに基づいて、各情
報体系に属する個々の情報要素のデータの統計的特徴を分析し、
　該分析結果に基づいて、複数の情報体系を比較するための共通の空間を設け、該共通空
間上で異なる情報体系に属する情報要素の間で、該要素のデータの統計的特徴が類似する
要素を要素対として検出することを特徴とする情報体系対応付け方法。
【０１９９】
　　（付記１６） 複数の情報体系を対象として、体系間のマッチングを調べる計算機に
よって実行されるプログラムにおいて、
　複数の情報体系に属する情報要素のデータに対応するサンプルデータに基づいて、各情
報体系に属する個々の情報要素のデータの統計的特徴を分析する手順と、
　該分析結果に基づいて、複数の情報体系を比較するための共通の空間を設け、該共通空
間上で異なる情報体系に属する情報要素の間で、該要素のデータの統計的特徴が類似する
要素を要素対として検出する手順とを計算機に実行させるためのプログラム。
【０２００】
　　（付記１７） 複数の情報体系を対象として、体系間のマッチングを調べる計算機に
よって使用される記憶媒体において、
　複数の情報体系に属する情報要素のデータに対応するサンプルデータに基づいて、各情
報体系に属する個々の情報要素のデータの統計的特徴を分析するステップと、
　該分析結果に基づいて、複数の情報体系を比較するための共通の空間を設け、該共通空
間上で異なる情報体系に属する情報要素の間で、該要素のデータの統計的特徴が類似する
要素を要素対として検出するステップとを計算機に実行させるプログラムを格納した計算
機読み出し可能可搬型記憶媒体。
【産業上の利用可能性】
【０２０１】
　本発明は体系を構成するような大量のデータを利用するあらゆる産業において利用可能
である。
【図面の簡単な説明】
【０２０２】
【図１】本発明の情報体系対応付け装置の原理構成ブロック図である。
【図２】異種分類体系におけるカテゴリの対応付けを説明する図である。
【図３】第１の実施例における情報体系対応付け装置の構成を示すブロック図である。
【図４】第１の実施例におけるカテゴリマッチング処理の全体フローチャートである。
【図５】体系間におけるカテゴリ特徴ベクトルの比較の説明図である。
【図６】ベクトル類似度による類似カテゴリ対検出処理の詳細フローチャートである。
【図７】文字列レベルの類似度を説明する図である。
【図８】同義類義語辞書の構成例を示す図である。
【図９】同義類義語辞書による類似性判定方法の説明図である。
【図１０】カテゴリ名類似性判定処理のフローチャートである。
【図１１】異種分類体系における階層関係の整合性を説明する図である。
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【図１２】２つのカテゴリ対の階層関係における適合度を説明する図である。
【図１３】異種分類体系における近隣関係の整合性を説明する図である。
【図１４】リンク距離に対応する近隣関係適合度の値を示す図である。
【図１５】最適カテゴリ対集合検出処理の詳細フローチャートである。
【図１６】データ検索処理に対応する情報体系対応付け装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１７】共通カテゴリテーブルのデータ構造を示す図である。
【図１８】文書－カテゴリインデックステーブルのデータ構造を示す図である。
【図１９】単語－カテゴリインデックステーブルのデータ構造を示す図である。
【図２０】第２の実施例としての異なるタグ体系におけるタグの対応付けの説明図である
。
【図２１】第３の実施例としての異なるデータベースにおけるフィールドの対応付けの説
明図である。
【図２２】本発明におけるプログラムのコンピュータへのローディングを説明する図であ
る。
【符号の説明】
【０２０３】
　　１ 情報体系対応付け装置
　　２ 特徴分析手段
　　３ 要素対検出手段
　　４ 名称類似性検出手段
　　５ 整合性評価手段
　１０ 制御部
　１１ カテゴリ別情報格納部
　１２ 情報階層関係格納部
　１３ カテゴリ特徴処理部
　１４ カテゴリ特徴ベクトル格納部
　１５ カテゴリ対格納部
　１６ ベクトル類似度処理部
　１７ カテゴリ名類似度処理部
　１８ 階層関係整合性処理部
　２０ 共通カテゴリテーブル格納部
　２１ 文書－カテゴリインデックス格納部
　２２ 単語－カテゴリインデックス格納部
　２３ インデックス作成部
　２４ 検索要求処理部
　２５ カテゴリレベル検索部
　２６ 検索結果格納部
　２７ 検索結果表示部
　３０ 中央処理装置（ＣＰＵ）
　３１ リードオンリメモリ（ＲＯＭ）
　３２ ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
　３３ 通信インタフェース
　３４ 記憶装置
　３５ 入出力装置
　３６ 読み取り装置
　３７ バス
　３８ プログラム提供者
　３９ ネットワーク
　４０ 可搬型記憶媒体
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