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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンピュータまたはサーバに記録されたデジタル情報を取得し、該取得されたデ
ジタル情報を分析するフォレンジックシステムにおいて、
　前記デジタル情報に含まれる複数の文書からなる文書群の少なくとも一以上の文書を、
利用者に対して表示する表示部と、
　前記文書群のうち、前記利用者が訴訟に関連するか否かを判断するための文書である対
象文書に対し、前記利用者が訴訟に関連するか否かの判断に基づいて付与した識別情報を
受け付ける識別情報受付部と、
　前記識別情報を受け付けた対象文書の特徴量と、前記文書群の中の文書の特徴量との比
較結果に基づいて、所定の識別情報に対応する、前記文書群の中の文書のスコアを更新す
るスコア更新部と、
　前記更新されたスコアに基づいて、前記表示部に表示される前記文書群の文書の表示順
番を制御する表示制御部とを備えるフォレンジックシステム。
【請求項２】
　前記フォレンジックシステムは、更に、
　前記文書群の中の文書に対し、前記更新されたスコアに基づいて、前記識別情報を付与
する自動付与部を備えるものであることを特徴とする請求項１記載のフォレンジックシス
テム。
【請求項３】
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　前記フォレンジックシステムは、更に、
　前記スコアが特定の値に達した文書を、前記表示部により表示される文書の候補から除
外することを判定する除外判定部と、前記判定された文書の数が所定の値を超えるまで、
前記表示部と、前記識別情報受付部と、前記スコア更新部と、前記表示制御部と、前記除
外判定部との処理を繰り返し実行できるように制御する制御部とを備えることを特徴とす
る請求項１または２記載のフォレンジックシステム。
【請求項４】
　前記スコア更新部は、
　前記文書の中に頻出する各単語の種類、前記各単語がもつ評価値および前記各単語の出
現数からなる傾向情報を用いて、前記特徴量を算出するものであることを特徴とする請求
項１から３いずれか１項記載のフォレンジックシステム。
【請求項５】
　前記文書は、前記識別情報に対応するスコアを有するものであって、
　前記スコアは、
　前記文書群中の各文書に対してあらかじめ付与される初期スコアから、前記識別情報が
関連付けられた対象文書の特徴量と、前記文書群の中の文書の特徴量との比較結果に基づ
いて算出される値が、加点または減点されることによって算出されるものであることを特
徴とする請求項１から４いずれか１項記載のフォレンジックシステム。
【請求項６】
　前記フォレンジックシステムは、更に、
　前記文書群に含まれる文書について、前記識別情報に対応するスコアを記録し、前記ス
コア更新部がスコアを更新する度に、前記識別情報ごとのスコアを更新するデータベース
を備えることを特徴とする請求項１から５いずれか１項記載のフォレンジックシステム。
【請求項７】
　前記フォレンジックシステムは、更に、
　前記文書群を所定の要件に基づいて、グループに分類し、前記グループの中から、処理
対象となる対象グループを少なくとも１つ選択する分類部を備え、
　前記表示制御部は、
　前記分類部が選択した対象グループから、前記利用者に表示する文書群を抽出するもの
であることを特徴とする請求項１から６いずれか１項記載のフォレンジックシステム。
【請求項８】
　前記フォレンジックシステムは、更に、
　前記対象グループに含まれる各文書の特徴量と、前記利用者による訴訟に関連するか否
かの判断が完了したグループに含まれる文書の特徴量との比較をするグループ比較部を備
え、
　前記表示制御部は、
　前記グループ比較部の比較結果をもとに、前記表示部が前記対象グループから利用者に
表示する文書群の表示順序を制御することを特徴とする請求項７記載のフォレンジックシ
ステム。
【請求項９】
　複数のコンピュータまたはサーバに記録されたデジタル情報を取得し、該取得されたデ
ジタル情報を分析するフォレンジックシステムのフォレンジック方法において、
　前記フォレンジックシステムは、表示部と、識別情報受付部と、スコア更新部と、表示
制御部とを備え、
　前記表示部が、前記デジタル情報に含まれる複数の文書からなる文書群を、前記利用者
に対して表示させるステップと、
　前記識別情報受付部が、前記表示された文書群から、前記利用者が訴訟に関連するか否
かを判断するための文書である対象文書に対し、前記利用者が訴訟に関連するか否かの判
断に基づいて付与した識別情報を受け付けるステップと、
　前記スコア更新部が、前記識別情報を受け付けた対象文書の特徴量と、前記文書群の中
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の各文書の特徴量との比較結果に基づいて、所定の識別情報に対応する、前記各文書のス
コアを更新するステップと、
　前記表示制御部が、前記更新されたスコアに基づいて、前記表示された前記文書群の文
書の表示順番を表示制御するステップを実行するフォレンジック方法。
【請求項１０】
　複数のコンピュータまたはサーバに記録されたデジタル情報を取得し、該取得されたデ
ジタル情報を分析するフォレンジックシステムに記録されるフォレンジックプログラムに
おいて、
　前記フォレンジックシステムは、表示部と、識別情報受付部と、スコア更新部と、表示
制御部とを備え、
　前記表示部に、前記デジタル情報に含まれる複数の文書からなる文書群を、前記利用者
に対して表示させる機能と、
　前記識別情報受付部に、前記表示された文書群から、前記利用者が訴訟に関連するか否
かを判断するための文書である対象文書に対し、前記利用者が訴訟に関連するか否かの判
断に基づいて付与した識別情報を受け付けさせる機能と、
　前記スコア更新部に、前記識別情報を受け付けた対象文書の特徴量と、前記文書群の中
の各文書の特徴量との比較結果に基づいて、所定の識別情報に対応する、前記各文書のス
コアを更新させる機能と、
　前記表示制御部に、前記更新されたスコアに基づいて、前記表示された前記文書群の文
書の表示順番を表示制御させる機能を実現させるためのフォレンジックプログラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フォレンジックシステムおよびフォレンジック方法並びにフォレンジックプ
ログラムに関するものであって、特に、訴訟に関連する文書情報を収集するためのフォレ
ンジックシステムおよびフォレンジック方法並びにフォレンジックプログラムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、不正アクセスや機密情報漏洩などコンピュータに関する犯罪や法的紛争が生じた
際に、原因究明や捜査に必要な機器やデータ、電子的記録を収集・分析し、その法的な証
拠性を明らかにする手段や技術が提案されている。
【０００３】
　また、米国民事訴訟では、ｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙ（電子証拠開示）等が求められており
、当該訴訟の原告および被告のいずれもが、関連するデジタル情報をすべて証拠として提
出する責任を負う。そのため、コンピュータやサーバに記録されたデジタル情報を証拠と
して、提出しなければならない。
【０００４】
　一方、ＩＴの急速な発達と普及に伴い、今日のビジネスの世界ではほとんどの情報がコ
ンピュータで作成されているため、同一企業内であっても多くのデジタル情報が氾濫して
いる。
【０００５】
　そのため、法廷への証拠資料提出のための準備作業を行う過程において、当該訴訟に必
ずしも関連しない機密なデジタル情報までも証拠資料として含めてしまうミスが生じやす
い。また、当該訴訟に関連しない機密な文書情報を提出してしまうことが問題になってい
た。
【０００６】
　近年、フォレンジックシステムにおける文書情報に関する技術が、特許文献１乃至特許
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文献３に提案されている。特許文献１には、文書提出命令の対象者情報に含まれる少なく
とも１人以上の対象者から、特定の者を指定し、指定された特定の者に関するアクセス履
歴情報に基づいて、特定の者がアクセスしたデジタル文書情報のみを抽出し、抽出された
デジタル文書情報の文書ファイルそれぞれが、訴訟に関連するものであるか否かを示す付
帯情報を設定し、付帯情報に基づき、訴訟に関連する文書ファイルを出力するフォレンジ
ックシステムについて開示されている。
【０００７】
　また、特許文献２には、記録されたデジタル情報を表示し、複数の文書ファイル毎に、
対象者情報に含まれる対象者のうちいずれの対象者に関連するものであるかを示す対象者
特定情報を設定し、該設定された対象者特定情報を記憶部に記録するように設定し、少な
くとも一人以上の対象者を指定し、指定された対象者に対応する対象者特定情報が設定さ
れた文書ファイルを検索し、表示部を介して、検索された文書ファイルが、訴訟に関連す
るものであるか否かを示す付帯情報を設定し、付帯情報に基づき、訴訟に関連する文書フ
ァイルを出力するフォレンジックシステムについて開示されている。
【０００８】
　さらに、特許文献３には、デジタル文書情報に含まれる少なくとも１以上の文書ファイ
ルの指定を受け付け、指定された文書ファイルをいずれの言語に翻訳するかの指定を受け
付け、指定を受け付けた文書ファイルを、指定を受け付けた言語に翻訳し、記録部に記録
されたデジタル文書情報から、指定された文書ファイルと同一の内容を示す共通文書ファ
イルを抽出し、抽出された共通文書ファイルが、翻訳された文書ファイルの翻訳内容を援
用することにより翻訳されたことを示す翻訳関連情報を生成し、翻訳関連情報に基づいて
、訴訟に関連する文書ファイルを出力するフォレンジックシステムについて開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１１－２０９９３０号公報
【特許文献２】特開２０１１－２０９９３１号公報
【特許文献３】特開２０１２－３２８５９号公報
【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、例えば、特許文献１乃至特許文献３のようなフォレンジックシステムに
おいては、複数のコンピュータおよびサーバを利用した対象者の膨大な文書情報を収集す
ることになる。
【００１１】
　このようなデジタル化された膨大な文書情報を訴訟の証拠資料として妥当であるか否か
の分別をする作業は、レビュワーと呼ばれる利用者が目視により確認し、当該文書情報を
ひとつひとつ分別していく必要があり、多大な労力と時間がかかるという問題があった。
【００１２】
　そこで、本発明は、上記事情に鑑み、レビュワーのレビューの負荷を軽減することを可
能とするフォレンジックシステムおよびフォレンジック方法並びにフォレンジックプログ
ラムを提供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】
【００１３】
　本発明のフォレンジックシステムは、複数のコンピュータまたはサーバに記録されたデ
ジタル情報を取得し、該取得されたデジタル情報を分析するフォレンジックシステムにお
いて、デジタル情報に含まれる複数の文書からなる文書群の少なくとも一以上の文書を利
用者に対して表示する表示部と、文書群のうち、利用者が訴訟に関連するか否かを判断す
るための対象文書に対し、利用者が訴訟に関連するか否かの判断に基づいて付与した識別
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情報を受け付ける識別情報受付部と、該識別情報を受け付けた対象文書の特徴量と、文書
群の中の各文書の特徴量との比較結果に基づいて、所定の識別情報に対応する、該各文書
のスコアを更新するスコア更新部と、該更新されたスコアに基づいて、表示部に表示され
る文書群の文書の表示順を制御する表示制御部とを備える。
【００１４】
　「文書」とは、１つ以上の単語を含むデータをいう。文書の一例として、電子メール、
プレゼンテーション資料、表計算資料、打ち合わせ資料、契約書、組織図、事業計画書等
が挙げられる。また、文書は、識別情報ごとに対応するスコアを有し、スコアは、文書群
の中の各文書に対してあらかじめ付与される初期スコアから、識別情報が関連づけられた
対象文書と各文書の特徴量との比較結果に基づいて算出された値を、加点または減点する
ことによって算出され、更新されるものであってもよい。
【００１５】
　「文書群」は、複数の文書から構成されるものである。
【００１６】
　「表示部」は、利用者に文書を提示するものをいう。表示部に表示された文書は、利用
者の訴訟に関連するか否かの判断対象となる。この訴訟に関連するか否かを判断する行為
を、「レビュー」という。レビューは、レビューの対象となる文書（ここでは対象文書と
いう）の、訴訟の関連の度合いや、訴訟との関連の仕方に基づいて、複数の種類に分類を
行い、種類ごとに識別情報を付与する。
【００１７】
　「表示制御部」は、表示部に対して通信によって指示を送り、表示する文書の順番を制
御する。例えば、文書が持つスコアの昇順に表示部に表示させるよう、制御するものとし
てもよい。
【００１８】
　「識別情報受付部」は、利用者がレビューによって対象文書に付与した識別情報を受け
付けるものをいう。
【００１９】
　「識別情報」は、分類対象となる文書に付与されるものであって、訴訟への利用が容易
になるように、訴訟との関連性を示すものをいう。識別情報は各文書に付帯情報として記
録してもよいし、識別情報と文書との対応関係をデータベース上に記録するものとしても
よい。識別情報は、例えば、訴訟に関連することを表す「Ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ」や、と
りわけ訴訟において重要視される文書を表す「ＨＯＴ」、今回の訴訟とは無関係の文書で
あることを表す「Ｎｏｎ－Ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ」等のキーワードを指してもよい。 
【００２０】
　「スコア更新部」は、識別情報受付部が識別情報を受付けた対象文書の特徴量と、文書
群中に含まれる文書の特徴量を比較し、該受け付けた識別情報に対応するスコアを更新す
るものをいう。また、スコア更新部は、文書の中に頻出する各単語の種類、各単語がもつ
評価値および各単語の出現数からなる傾向情報を用いて、特徴量を算出するものとしても
よい。スコア更新部は、例えば、特徴量の一致度に応じてスコアを加点・減点するものと
してもよい。比較対象となる文書には対象文書自身を含んでもよいし、対象文書は除外し
てもよい。例えば、対象文書自身を比較対象に含んだ場合、特徴量は完全一致するので、
相応な点がスコアに加点され更新される。
【００２１】
　「スコア」は、文書と識別情報との結びつきの程度を定量的に評価したものをいう。各
文書は、データベース上に、所定の識別情報ごとに対応するスコアを記録されているもの
としてもよい。例えば、レビューにおいて、各文書が、識別情報「ＨＯＴ」、「Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｉｖｅ」または「Ｎｏｎ－Ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ」の３つの識別情報により分類さ
れるものとした場合を例に説明する。この場合、各文書は、データベース上に「Ｈｏｔ」
スコア、「Ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ」スコアおよび「Ｎｏｎ－Ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ」スコ
アの３つのスコアを記録する領域が確保されるものとしてもよい。そして、上記３種類の
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スコアのうち、所定の閾値を超過した場合、その超過した識別情報が付与されるものとし
てもよい。
【００２２】
　各文書は、一定の要件に基づいて、初期スコアを与えられるものとしてもよい。例えば
、文書中に出現する単語と、各単語の持つ評価値とにより初期スコアを算出してもよい。
また、全文書に共通して、一定値を初期スコアとして付与してもよい。初期スコアから加
点・減点処理が行われ、スコアが更新される。
【００２３】
　「特徴量」は、各文書間の類似度を測定するのに用いるものをいう。特徴量は、文書の
中に頻出する各単語の種類、各単語がもつ評価値および各単語の出現数からなる傾向情報
を用いてスコア更新部によって算出されるものとしてもよい。さらに、スコア更新部は、
特徴量を算出する際に、単語の伝達情報量を参酌してもよい。
【００２４】
　また、本発明に係るフォレンジックシステムは、更に、スコアが特定の値に達した文書
を、表示部により表示される文書の候補から除外することを判定する除外判定部と、該判
定された文書の数が所定の値を超えるまで、表示部と、識別情報受付部と、スコア更新部
と、表示制御部と、除外判定部との処理を繰り返し実行できるように制御する制御部とを
備えてもよい。
【００２５】
　「除外判定部」は、スコアの更新の際に、更新後のスコアが特定の値に達した文書を、
表示部により表示される文書の候補対象から除外判定するものをいう。除外判定部は、除
外判定の前段として識別情報ごと終了判定を行うものとしてもよい。例えば、レビューに
おいて、除外判定部は、３種類の識別情報を付与するものである場合、３種類すべての識
別情報について終了判定した文書を、対象文書の候補から除外するものとしてもよい。ま
た、除外判定部は、１つの識別情報についてのスコアのみが特定の値を超過し、当該識別
子について終了判定された場合、該超過した識別情報について終了判定された旨の表示を
、当該文書に付与してもよい。更に、除外判定および終了判定は特定の値を閾値として２
つ有すものとしてもよい。例えば、スコアが加点によって該２つの閾値の一方を超過した
場合、またはスコアが減点によって他方の閾値を下回る場合に除外判定および終了判定す
ることも可能である。
【００２６】
　「制御部」は、表示部と、識別情報受付部と、スコア更新部と、除外判定部との処理を
繰り返し実行できるよう制御するものをいう。該制御は、１処理ごとに循環的に繰り返さ
せるものとしてもよい。また、制御部は、バッチ的に一定量処理した後に後段の処理を実
行させる、という単位で繰り返していくものとしてもよい。制御部は、文書群や対象グル
ープに含まれる全文書が除外判定された場合に、制御処理を完了する。
【００２７】
　また、本発明に係るフォレンジックシステムは、更に、文書群の中の文書に対し、更新
されたスコアに基づいて、識別情報を付与する自動付与部を備えるものであってもよい。
【００２８】
　「自動付与部」は、各文書に適切な識別情報をスコアに応じて自動で判断し、付与する
ものをいう。自動付与部は、識別情報の種類ごとに閾値を設け、該閾値を超過した文書に
対応する識別情報を付与するものとしてもよい。
【００２９】
　また、本発明に係るフォレンジックシステムは、更に、文書群に含まれる文書について
、識別情報に対応するスコアを記録し、スコア更新部がスコアを更新する度に、識別情報
ごとのスコアを更新するデータベースを備えるものとしてもよい。データベースには、文
書、付与された識別情報、各識別情報に対応するスコアおよび閾値超過情報等を記録する
ものとしてもよい。
【００３０】
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　また、本発明に係るフォレンジックシステムは、更に、文書群を所定の要件に基づいて
、グループに分類し、該グループの中から、処理対象となる対象グループを少なくとも１
つ選択する分類部を備え、表示部は、分類部が選択した対象グループから、利用者に表示
する文書群を抽出するものとしてもよい。
【００３１】
　「所定の要件」は、分類の条件となるものをいう。所定の要件は、利用者が任意に決定
できるものとしてもよい。例えば所定の要件は、文書が作成された年や、文書の拡張子、
文書の作成者やセキュリティレベル等が挙げられる。
【００３２】
　「グループ」は、文書群を分類したものをいう。グループは、複数の文書を含むものと
してもよい。グループに分類された場合、制御部は、対象グループの中に含まれる全文書
が除外判定されたときに、処理を完了するものとしてもよい。
【００３３】
　「対象グループ」は、上述したグループのうち、利用者がレビューを実施する対象とな
るグループをいう。対象グループの中から、表示部が表示する文書群が抽出される。対象
グループごとに、表示制御部によって文書の表示順の制御が行われるものとしてもよい。
また、対象グループ内の全文書に制御部の処理が完了すると、次のグループが対象文書と
して選定されるものとしてもよい。
【００３４】
　また、本発明に係るフォレンジックシステムは、更に、対象グループに含まれる各文書
の特徴量と、利用者による訴訟に関連するか否かの判断が完了したグループに含まれる各
文書の特徴量との比較をするグループ比較部を備え、表示制御部は、表示部にグループ比
較部の比較結果をもとに、対象グループから表示する文書群の表示順序を制御するものと
してもよい。
【００３５】
　「グループ比較部」は、グループ間で文書の特徴の比較処理を行うものをいう。例えば
、グループ比較部は、利用者による訴訟に関連するか否かの判断が完了したグループに含
まれる文書の特徴量を比較対象として用いることで、次の対象グループに含まれる各文書
の識別情報の偏りを示唆することができる。具体的にいうと、グループ比較部は、利用者
による訴訟に関連するか否かの判断が完了したグループ（グループＡという）の中で、１
つの識別情報（識別情報Ａとする）に対応するスコアが高い文書に共通する特徴量を抽出
する。グループ比較部は、更に、該抽出された特徴量と類似する特徴量を有する文書を次
の対象グループ（グループＢとする）の中から検索し、特徴量の類似度に応じて表示制御
部が文書の並び順を制御する。該並び順を制御され、上位にきた文書は、識別情報「ＨＯ
Ｔ」が付与される可能性が高い文書であると考えられる。そのため、グループＢについて
、利用者がレビューをする場合に、識別情報「ＨＯＴ」がつきやすい旨を示唆でき、レビ
ューの速度の向上を図ることができる。
【００３６】
　また、本発明に係るフォレンジック方法は、複数のコンピュータまたはサーバに記録さ
れたデジタル情報を取得し、該取得されたデジタル情報を分析するフォレンジック方法に
おいて、デジタル情報に含まれる複数の文書からなる文書群を、利用者に対して表示する
ステップと、表示された文書群から、利用者が訴訟に関連するか否かを判断するための文
書である対象文書に対し、利用者が訴訟に関連するか否かの判断に基づいて付与した識別
情報を受け付けるステップと、識別情報を受け付けた対象文書の特徴量と、文書群の中の
各文書の特徴量との比較結果に基づいて、所定の識別情報に対応する、各文書のスコアを
更新するステップと、更新されたスコアに基づいて、表示部に表示される文書群の文書の
表示順番を制御するステップを実行する。
【００３７】
　また、本発明に係るフォレンジックプログラムは、複数のコンピュータまたはサーバに
記録されたデジタル情報を取得し、該取得されたデジタル情報を分析するフォレンジック
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プログラムにおいて、コンピュータが、デジタル情報に含まれる複数の文書からなる文書
群を、利用者に対して表示する機能と、表示された文書群から、利用者が訴訟に関連する
か否かを判断するための文書である対象文書に対し、利用者が訴訟に関連するか否かの判
断に基づいて付与した識別情報を受け付ける機能と、識別情報を受け付けた対象文書の特
徴量と、文書群の中の各文書の特徴量との比較結果に基づいて、所定の識別情報に対応す
る、各文書のスコアを更新する機能と、更新されたスコアに基づいて、表示部に表示され
る文書群の文書の表示順番を制御する機能を実行させる。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明のフォレンジックシステムおよびフォレンジック方法並びにフォレンジックプロ
グラムは、表示された対象文書に対し、デジタル情報に含まれる複数の文書からなる文書
群を、利用者に対して表示するステップと、表示された文書群から、利用者が訴訟に関連
するか否かを判断するための文書である対象文書に対し、利用者が訴訟に関連するか否か
の判断に基づいて付与した識別情報を受け付けるステップと、識別情報を受け付けた対象
文書の特徴量と、文書群の中の各文書の特徴量との比較結果に基づいて、所定の識別情報
に対応する、各文書のスコアを更新するステップと、更新されたスコアに基づいて、表示
部に表示される文書群の文書の表示順番を制御するステップとを有することによって、利
用者が関連性判断を行う文書数を削減することで利用者の関連性判断の負荷の低減し、関
連性判断処理の速度の向上を図ることが可能となる。
【００３９】
　また、本発明のフォレンジックシステムは、更に、文書群の中の文書に対し、更新され
たスコアに基づいて、識別情報を付与する自動付与部を備える際においては、利用者の判
断結果を踏まえて自動で文書に対して識別情報を付与することが可能である。
【００４０】
　また、本発明のフォレンジックシステムの文書は、識別情報ごとに対応するスコアを有
し、スコアは、文書群の中の各文書に対してあらかじめ付与される初期スコアから、識別
情報が関連づけられた対象文書と各文書の特徴量との比較結果に基づいて、加点または減
点することによって算出され、更新されるものである際においては、利用者が判断を誤っ
て、不適切な識別情報を付与した場合でも、他の文書に対する判断を踏まえて、スコアを
適切な値に収斂させることが可能である。
【００４１】
　また、本発明に係るフォレンジックシステムは、更に、文書群を所定の要件に基づいて
、グループに分類し、該グループの中から、処理対象となる対象グループを少なくとも１
つ選択する分類部を備え、表示部は、分類部が選択した対象グループから、利用者に表示
する文書群を抽出するものである際においては、類似度の高い文書間で特徴量を比較する
ことが可能になる。
【００４２】
　また、本発明に係るフォレンジックシステムは、更に、対象グループに含まれる各文書
の特徴量と、制御部による制御処理が完了したグループに含まれる各文書の特徴量との比
較をするグループ比較部を備え、表示制御部は、表示部にグループ比較部の比較結果をも
とに、対象グループから表示する文書群の表示順序を制御するものである際においては、
利用者に対象文書が付与される可能性が高い識別情報を事前に示唆することが可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施形態の処理を概念的に示した図
【図２】本発明の第１の実施形態における処理を示したフローチャート
【図３】本発明の第１の実施形態に係るフォレンジックシステムのブロック図
【図４】本発明の第１の実施形態における表示部、表示制御部、識別情報受付部、スコア
更新部および自動付与部の処理を示したフローチャート
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【図５】本発明の実施形態における分類部の処理を示したフローチャート
【図６】本発明の実施形態における分類部の処理を示した模式図
【図７】本発明の実施形態におけるグループ比較部の処理を示したフローチャート
【図８】本発明の実施形態におけるグループ比較部の処理を示した模式図
【図９】本発明の第２の実施形態に係るフォレンジックシステムのブロック図
【図１０】本発明の実施形態における除外判定部の処理を示したフローチャート
【図１１】本発明の第２の実施形態における表示部、表示制御部、識別情報受付部、スコ
ア更新部および自動付与部の処理を示したフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００４４】
 [第１の実施形態]
　以下、本発明の第１の実施形態を図１乃至図８を用いて説明する。
【００４５】
　本発明の第１の実施形態に係るフォレンジックシステム１００は、複数のコンピュータ
またはサーバに記録されたデジタル情報を取得し、該取得されたデジタル情報を分析する
フォレンジックシステム１００において、デジタル情報に含まれる複数の文書からなる文
書群の少なくとも一以上の文書を利用者に対して表示する表示部２１０と、文書群のうち
、利用者が訴訟に関連するか否かを判断するための対象文書に対し、利用者が訴訟に関連
するか否かの判断に基づいて付与した識別情報を受け付ける識別情報受付部４１０と、該
識別情報を受け付けた対象文書の特徴量と、文書群の中の各文書の特徴量との比較結果に
基づいて、所定の識別情報に対応する、該各文書のスコアを更新するスコア更新部５１０
と、該更新されたスコアに基づいて、表示部２１０に表示される文書群の文書の表示順を
制御する表示制御部３１０とを備える。
【００４６】
　また、第１の実施形態において、フォレンジックシステム１００は、更に、文書群の中
の文書に対し、更新されたスコアに基づいて、識別情報を付与する自動付与部８１０を備
えるものであってもよい。
【００４７】
　また、本実施形態において、フォレンジックシステム１００は、更に、文書群に含まれ
る文書について、識別情報に対応するスコアを記録し、スコア更新部５１０がスコアを更
新する度に、識別情報ごとのスコアを更新するデータベース１０１を備えるものとしても
よい。データベース１０１には、文書、付与された識別情報、各識別情報に対応するスコ
アおよび閾値超過情報等を記録するものとしてもよい。
【００４８】
　また、フォレンジックシステム１００は、更に、文書群を所定の要件に基づいて、グル
ープに分類し、該グループの中から、処理対象となる対象グループを少なくとも１つ選択
する分類部９１０を備え、表示部２１０は、分類部９１０が選択した対象グループから、
利用者に表示する文書を抽出するものとしてもよい。更に、対象グループに含まれる各文
書の特徴量と、利用者によるレビューが完了したグループに含まれる各文書の特徴量との
比較をするグループ比較部９２０を備え、表示制御部３１０は、グループ比較部９２０の
比較結果をもとに、対象グループから表示する文書群の表示順序を制御するものとしても
よい。
【００４９】
　本実施形態においては、訴訟に提出が必要な文書に「ＨＯＴ」という識別情報を用いて
訴訟との関連性の判断を行う場合を例にとって説明する。この、システム又は利用者が訴
訟に関連するか否かを判断する行為をレビューという。レビューでは、レビューの対象と
なる文書（ここでは対象文書という）を、訴訟の関連の度合いや、訴訟との関連の仕方に
基づいて、複数の種類に分類を行い、種類ごとに識別情報を付与する。
【００５０】
　図１に示す図は、フォレンジックシステム１００を利用したレビューの様子を概念的に
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表している。フォレンジックシステム１００を利用した場合、利用者は、レビュー（Ｈｕ
ｍａｎ　Ｒｅｖｉｅｗ）を、フォレンジックシステム１００が示唆したレビューの予測結
果（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｃｏｄｉｎｇ）を参考にしながら、実
施可能となる。具体的には、利用者がある文書に対してレビューを行うと、フォレンジッ
クシステム１００は、利用者の行ったＨｕｍａｎ　Ｒｅｖｉｅｗのレビュー結果を、Ｈｕ
ｍａｎ　Ｒｅｖｉｅｗが実施される都度にレビュー対象の文書に反映させていく。
【００５１】
　このため、利用者は次の文書に対してレビューを行う際に、Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｐｒ
ｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｃｏｄｉｎｇによって示唆された予測レビュー結果を見ながら、その
予測レビュー結果が適切か否か、という判断基準でレビューを行うことが可能となる。そ
のため、利用者は、Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｃｏｄｉｎｇによって
示唆された予測レビュー結果に満足がいった時点で、レビューを終了することが可能とな
る。これによって、利用者が関連性判断を行う文書数を削減することで利用者の関連性判
断の負荷の低減し、関連性判断処理の速度の向上を図ることが可能となる。
【００５２】
　ここで、図２を用いて第１の実施形態全体の処理フローの概略を説明する。図２は第１
の実施形態全体の処理フローを概念定的に示した図である。
【００５３】
　フォレンジックシステム１００では、処理の開始時に、ます、文書のまとまりである文
書群を複数のグループへの分類処理（Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ）を行う（ＳＴＥＰ１）。そ
して、分類したグループから、フォレンジックシステム１００の今回の処理対象となる対
象グループを選定する。対象グループは、グループのうち、利用者がレビューを実施する
対象となるグループをいう。
【００５４】
　文書は、１つ以上の単語を含むデータをいう。文書の一例として、電子メール、プレゼ
ンテーション資料、表計算資料、打ち合わせ資料、契約書、組織図、事業計画書等が挙げ
られる。また、文書は、識別情報ごとに対応するスコアを有し、スコアは、文書群の中の
各文書に対してあらかじめ付与される初期スコアから、識別情報が関連づけられた対象文
書と各文書の特徴量との比較結果に基づいて、加点または減点することによって算出され
、更新されるものとしてもよい。また、文書群は、複数の文書から構成されるものである
。グループは、文書群を分類したものをいう。
【００５５】
　分類処理を行う際に、分類の条件として所定の要件を利用者が入力することができる。
所定の要件はフォレンジックシステム１００によって自動で入力されるものとしてもよい
。具体的には、所定の要件は、文書が作成された年や、文書の拡張子、文書の作成者やセ
キュリティレベル等が挙げられる。
【００５６】
　次に、グループ間の比較処理（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｓｕｇｇｅｓｔ　Ｄｏｃｕｍｅｎ
ｔｓ）が行われる（ＳＴＥＰ２）。これは、訴訟との関連性の判断が完了したグループに
含まれる文書と、今回の対象となっているグループとを比較することで、次の対象グルー
プに含まれる、ある文書の特定の識別情報への偏りを示唆するものをいう。具体的にいう
と、関連性の判断が完了したグループ（グループＡとする）の中で、１つの識別情報（こ
こでは「ＨＯＴ」）に対応するスコアが高い文書に共通する特徴量を抽出する。該抽出さ
れた特徴量と類似する特徴量を有する文書を次の対象グループ（グループＢとする）の中
から検索し、特徴量の類似度に応じて文書の並び順を制御する。つまり、上位にきた文書
は、識別情報「ＨＯＴ」が付与される可能性が高い文書であると考えられる。そのため、
グループＢについて、利用者がレビューをする場合に、識別情報「ＨＯＴ」がつきやすい
旨を示唆でき、レビューの精度および速度の向上を図ることができる。
【００５７】
　スコアは、文書と所定の識別情報との結びつきの程度を定量的に評価したものをいう。
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例えばレビューで、訴訟との関連性があることを表す「Ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ」および、
訴訟との関連が非常に強く重要な文書であることを表す「ＨＯＴ」を用いている場合を例
に説明する。この場合、各文書は、データベース上に「Ｈｏｔ」スコアおよび「Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｉｖｅ」スコアを記録する領域が確保されるものとしてもよい。そして、上記２種
類のスコアのうち、所定の閾値を超過した場合、その超過した識別情報が付与されるもの
としてもよい。
【００５８】
　特徴量は、各文書間の類似度を測定するのに用いるものをいう。特徴量は、文書の中に
頻出する各単語の種類、各単語がもつ評価値および各単語の出現数からなる傾向情報を用
いて算出される。
【００５９】
　その後、利用者がレビュー（Ｈｕｍａｎ　Ｒｅｖｉｅｗ）を実施する（ＳＴＥＰ３）。
レビューが実施される都度に、フォレンジックシステム１００は、該レビュー結果を用い
て各文書のスコアを算出（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　Ｃｒｅａｔｅ　Ｔ
ｒａｉｎｎｉｎｇ　Ｄａｔａ）する（ＳＴＥＰ４）。更に、算出されたスコアの順に対象
グループ内の文書の並び替えを行うことで、利用者が次の文書のレビューを行う際に、そ
の文書のレビュー結果を示唆する（Ｓｕｇｇｅｓｔ　Ｎｅｘｔ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　ｂ
ｙ　Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｃｏｄｉｎｇ）
ことが可能になる（ＳＴＥＰ５）。フォレンジックシステム１００は、利用者が並び替え
られた文書からレビューの終了を判断するまで、対象グループに対して、ＳＴＥＰ３から
ＳＴＥＰ５の処理を繰り返す。これは、並び替えられた文書は降順に特定の識別情報が高
いことを意味しているため、ある文書が利用者からみて、確実に訴訟との関連性はないと
判断できた場合、それより下位に位置する文書はすべて訴訟との関連性はないと判断され
るためである。そのため、利用者は全文書をレビューする必要なく、関連性の判断を終了
することができる。
【００６０】
　図３は、第１の実施形態に係るフォレンジックシステム１００のブロック図である。
【００６１】
　第１の実施形態において、フォレンジックシステム１００は、図３に示すように、表示
部２１０と、表示制御部３１０と、識別情報受付部４１０と、スコア更新部５１０と、自
動付与部８１０と、分類部９１０と、グループ比較部９２０と、データベース１０１とを
備える。
【００６２】
　フォレンジックシステム１００は、コンピュータまたはサーバであり、各種入力に基づ
きＣＰＵがＲＯＭに記録されたプログラムを実行することで、各種機能部として動作する
。該プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記憶され、もしくはインターネット等の
ネットワークを介して配布され、コンピュータにインストールされるものであってもよい
。また、表示部２１０は、ディスプレイ、モニタ、タブレットＰＣ等表示機能を有するも
のであり、利用者が操作し、対象文書を確認し、識別情報を付与するのに利用する装置で
ある。第１の実施形態において、フォレンジックシステム１００は、表示部２１０をシス
テム内に備えていないが、システム内に含むものとして構成してもよい。
【００６３】
　また、フォレンジックシステム１００の各機能部および表示部２１０は、有線あるいは
無線のネットワークを介して接続されている。クラウドコンピューティングの形態で利用
することも可能である。
【００６４】
　表示部２１０は、表示制御部３１０によって整列された通りに文書群の少なくとも一以
上の文書を利用者に対して表示する。
【００６５】
　表示制御部３１０は、表示部２１０が表示する文書の順番を制御する。第１の実施形態
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においては、表示制御部３１０は文書が持つスコアの降順に表示するよう表示部２１０に
表示制御の指示を送る。この結果、利用者は、表示制御部３１０によってスコア順に並び
替えられた文書をみて、レビューの続行が必要か判断することができる。つまり、レビュ
ーをしている最中の対象文書が、明らかに訴訟との関連性がない場合、当該対象文書より
下位に並べられている文書は、よりスコアが低いのであるから、レビューをするまでもな
く、訴訟との関連性がないと判断できる。
【００６６】
　識別情報受付部４１０は、利用者がレビューによって対象文書に付与した識別情報を受
け付けるものをいう。
【００６７】
　識別情報は、分類対象となる文書に付与されるものであって、訴訟への利用が容易にな
るように、訴訟との関連度を示すものをいう。識別情報は各文書に付帯情報として記録し
てもよいし、識別情報と文書との対応関係をデータベース１０１上に記録するものとして
もよい。識別情報には、訴訟と対象文書とが関連性があることを示す「Ｒｅｓｐｏｎｓｉ
ｖｅ」や、訴訟との関連性が非常に高く、重要な文書であることを示す「ＨＯＴ」、訴訟
との関連性がないことを示す「Ｎｏｎ－Ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ」等が挙げられる。第１の
実施形態では、識別情報として「ＨＯＴ」タグを付与し、該タグは、文書と対応付けてデ
ータベース１０１上で管理される。
【００６８】
　スコア更新部５１０は、識別情報受付部４１０が識別情報を受付けた対象文書の特徴量
と、文書群中に含まれる文書の特徴量を比較し、該受け付けた識別情報に対応するスコア
を更新していくものをいう。スコア更新部５１０は、例えば、特徴量の一致度に応じてス
コアを加点・減点するものとしてもよい。第１の実施形態においては、比較対象となる文
書には対象文書自身を含んでいないが、対象文書も更新対象とする形態であってもよい。
例えば、対象文書自身を比較対象に含んだ場合、特徴量は完全一致するので、相応な点が
スコアに加点され更新される。
【００６９】
　文書は、一定の要件に基づいて、初期スコアを与えられる。例えば、文書中に出現する
単語と、各単語の持つ評価値とにより初期スコアを算出してもよい。第１の実施形態では
、初期スコアは所定の要件に基づいて算出され、全文書に対して一定値が与えられる。初
期スコアから加点・減点処理が行われ、スコアが更新される。
【００７０】
　自動付与部８１０は、各文書に適切な識別情報をスコアに応じて自動で判断し、付与す
るものをいう。識別情報の種類ごとに閾値を設け、該閾値を超過した文書に対応する識別
情報を付与するものとしてもよい。第１の実施形態においては、「ＨＯＴ」スコアの閾値
としてαを有している。つまり、自動付与部８１０は、スコア更新部５１０が各文書の「
ＨＯＴ」スコアに対して更新処理を行った結果、αを超過した文書には識別情報として「
ＨＯＴ」タグを付与する。
【００７１】
　グループ比較部９２０は、グループ間で文書の特徴の比較処理を行うものをいう。利用
者によるレビューが完了したグループに含まれる文書の特徴量を比較対象として用いるこ
とで、次の対象グループに含まれる文書の特定の識別情報への偏りを示唆することができ
る。具体的にいうと、利用者によるレビューが完了したグループ（グループＡとする）の
中で、１つの識別情報（ここでは「ＨＯＴ」）に対応するスコアが高い文書に共通する特
徴量を抽出する。該抽出された特徴量と類似する特徴量を有する文書を次の対象グループ
（グループＢとする）の中から検索し、特徴量の類似度に応じて表示制御部３１０が文書
の並び順を制御する。該並び順を制御され、上位にきた文書は、識別情報「ＨＯＴ」が付
与される可能性が高い文書であると考えられる。そのため、グループＢについて、利用者
がレビューをする場合に、識別情報「ＨＯＴ」がつきやすい旨を示唆でき、レビューの精
度および速度の向上を図ることができる。



(13) JP 5823943 B2 2015.11.25

10

20

30

40

50

【００７２】
　図４を用いて表示部２１０、表示制御部３１０、識別情報受付部４１０、スコア更新部
５１０、自動付与部８１０の処理フローを説明する。図４は本実施形態における、表示部
２１０、表示制御部３１０、識別情報受付部４１０、スコア更新部５１０、自動付与部８
１０の処理を表すフローチャートである。
【００７３】
　表示部２１０が、文書群の中から、レビュー対象の文書である文書１を表示する（ＳＴ
ＥＰ１１）。利用者が、文書１に対してレビューを行い、「ＨＯＴ」タグを付与し、該「
ＨＯＴ」タグを、識別情報受付部４１０が受け付ける（ＳＴＥＰ１２）。
【００７４】
　スコア更新部５１０は、「ＨＯＴ」タグについて、各文書のスコアを更新するために、
文書１とその他の文書との特徴量を比較する（ＳＴＥＰ１３）。なお、第１の実施形態に
おいては、スコア更新部５１０は、利用者がレビューを行った文書に対しては、スコアの
更新処理を行わない。
【００７５】
　スコア更新部５１０は、比較結果に基づいて、その他の文書の「ＨＯＴ」タグのスコア
に対し、加点・減点処理を行う（ＳＴＥＰ１４）。
【００７６】
　スコアの更新後、自動付与部８１０は、更新されたスコアの値がαを超過しているか否
かの検定を行う（ＳＴＥＰ１５）。スコアがαを超過した文書があった場合には（ＳＴＥ
Ｐ１５：ＹＥＳ）、当該文書に対して、自動付与部８１０が「ＨＯＴ」タグを付与する（
ＳＴＥＰ１６）。スコアがαを超過していない文書に対しては（ＳＴＥＰ１５：ＮＯ）、
タグの付与は行わない。
【００７７】
　自動付与処理後、表示制御部３１０が、更新後のスコアの降順に文書の並び替え制御を
行う（ＳＴＥＰ１７）。利用者が終了と判断した場合（ＳＴＥＰ１８：ＹＥＳ）、そこで
処理を終了する。利用者が終了と判断しなかった場合（ＳＴＥＰ１８：ＮＯ）、表示部２
１０が、表示制御部３１０が並び替えた文書の上位の順に表示する（ＳＴＥＰ１９）。こ
の場合、利用者は再度最上位にきた文書に対してタグ付けを行う（ＳＴＥＰ１２：２巡目
）。以下、利用者が終了を判定するまで、ＳＴＥＰ１２乃至ＳＴＥＰ１９の処理が循環す
る。
【００７８】
　図５は分類部９１０の処理フローを示す図である。分類部９１０では、利用者が入力し
た要件を受け付ける（ＳＴＥＰ１１１）。その後、入力された所定の要件に基づいて分類
処理を実行する（ＳＴＥＰ１１２）。図６は分類処理の実行結果を模式的に示した図であ
る。
【００７９】
　図６の上段は文書群の中の文書を示している。利用者が例えば分類の要件として「年代
」を入力した場合、文書群の中の文書は、図６の後段に示すように、年代別にグループ分
けがなされる。
【００８０】
　図７は、グループ比較部９２０の処理フローを示す図である。
グループ比較部９２０では、レビュー処理が完了したグループ（グループＡとする）と、
次のレビュー対象となるグループ（グループＢとする）間での比較を行う（ＳＴＥＰ１２
１）。具体的には、グループＡに含まれる文書（文書１とする）の特徴量と、グループＢ
に含まれる文書（文書２とする）の特徴量とを比較する。例えば文書２の特徴量が文書１
の特徴量と類似する場合には、文書１の各識別情報のスコアおよび類似度に基づいて、文
書２の各識別情報に仮スコアを与える（ＳＴＥＰ１２２）。
【００８１】
　仮スコアとは、グループ比較部９２０が比較処理を行うために、各文書に一時的に付与
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するスコアである。そのため、自動付与部８１０の識別情報付与処理には用いられない。
第１の実施形態においては、グループ比較部９２０は、仮スコアを用いて処理を行うが、
通常のスコアを直接更新して処理を行ってもよい。
【００８２】
　グループ処理部は、各識別情報の付与した仮スコアの降順に文書を並べる（ＳＴＥＰ１
２３）。
【００８３】
　図８は、グループ比較部９２０および表示制御部３１０の処理の様子を模式的に示した
図である。レビュー実施済みのグループＡの処理結果をグループＢに反映させ（図８上段
）、表示制御部３１０がグループＢに含まれる文書を各識別情報について、仮スコアの降
順に並べる（図８下段）。これにより、利用者は「ＨＯＴ」タグが付きやすい文書から順
にレビューを行うことができる。
【００８４】
［第２の実施形態］
　以下、本発明の実施の形態を図９乃至図１１を用いて説明する。
【００８５】
　本発明の第２の実施形態に係るフォレンジックシステム１００は、複数のコンピュータ
またはサーバに記録されたデジタル情報を取得し、該取得されたデジタル情報を分析する
フォレンジックシステム１００において、デジタル情報に含まれる複数の文書からなる文
書群の少なくとも一以上の文書を利用者に対して表示する表示部２１０と、文書群のうち
、利用者が訴訟に関連するか否かを判断するための対象文書に対し、利用者が訴訟に関連
するか否かの判断に基づいて付与した識別情報を受け付ける識別情報受付部４１０と、該
識別情報を受け付けた対象文書の特徴量と、文書群の中の各文書の特徴量との比較結果に
基づいて、所定の識別情報に対応する、該各文書のスコアを更新するスコア更新部５１０
と、該更新されたスコアに基づいて、表示部２１０に表示される文書群の文書の表示順を
制御する表示制御部３１０とを備える。
【００８６】
　また、第２の実施形態において、フォレンジックシステム１００は、更に、文書群の中
の文書に対し、更新されたスコアに基づいて、識別情報を付与する自動付与部８１０を備
えるものであってもよい。
【００８７】
　また、本実施形態において、フォレンジックシステム１００は、更に、文書について、
識別情報に対応するスコアを記録し、スコア更新部５１０がスコアを更新する度に、識別
情報ごとのスコアを更新するデータベース１０１を備えるものとしてもよい。データベー
ス１０１には、文書、付与された識別情報、各識別情報に対応するスコアおよび閾値超過
情報等を記録するものとしてもよい。
【００８８】
　また、本実施形態において、フォレンジックシステム１００は、更に、スコアが特定の
値に達した文書を、表示部２１０により表示される文書の候補から除外することを判定す
る除外判定部６１０と、該判定された文書の数が所定の値を超えるまで、表示部２１０と
、識別情報受付部４１０と、スコア更新部５１０と、表示制御部３１０と、除外判定部６
１０との処理を繰り返し実行できるように制御する制御部７１０とを備えてもよい。
【００８９】
　図９は、第２の実施形態に係るフォレンジックシステム１００のブロック図である。
【００９０】
　第２の実施形態において、フォレンジックシステム１００は、図９に示すように、表示
部２１０と、表示制御部３１０と、識別情報受付部４１０と、スコア更新部５１０と、除
外判定部６１０と、自動付与部８１０と、制御部７１０と、分類部９１０と、グループ比
較部９２０と、データベース１０１とを備える。
【００９１】
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　本実施形態におけるレビュー処理では、識別情報として「ＨＯＴ」タグを用いて、訴訟
との関連性を判断する処理を行う。
【００９２】
　除外判定部６１０は、スコアの更新の際に、更新後のスコアが特定の値に達した文書を
、表示部２１０により表示される対象文書の候補から除外判定するものをいう。除外判定
部６１０は、除外判定の前段として、識別情報ごとに終了判定を行い、全ての識別情報に
ついて終了判定された文書について、除外判定を行う。本実施形態では、特定の値として
閾値をβ１とβ２の２つを有する（β１＞β２）。除外判定部６１０は、スコアが加点に
よってβ１を超過した場合、又は減点によってβ２と下回った場合にその識別情報につい
て終了判定を行う。第１の実施形態においては、３種類の識別情報を付与するものである
。この場合、除外判定部６１０は、３種類すべての識別情報について除外判定した文書を
、対象文書の候補から除外する。
【００９３】
　また、１つの識別情報についてのスコアがβ１またはβ２に達し、終了判定された場合
には、該超過した識別情報について除外された旨の表示を、当該文書に付与してもよい。
【００９４】
　図１０を用いて、除外判定部６１０の処理について説明する。図１０は、利用者がレビ
ューにおいて、文書１に識別情報として「ＨＯＴ」タグを付与した場合の除外判定部６１
０の処理フローである。利用者はレビューにおいて、識別情報として「ＨＯＴ」タグを付
与する処理を行ったため、除外判定部６１０でも「ＨＯＴ」タグについて、各文書の除外
判定を行う。
【００９５】
　除外判定部６１０では、各文書の「ＨＯＴ」スコアの値を検定する（ＳＴＥＰ６２１）
。ここでαは、自動付与部８１０が識別情報の付与処理を行う判断基準となる閾値である
。スコアが、β２より大きくα未満である文書に対して、除外判定部６１０では、何の処
理も行わない（ＳＴＥＰ６２２）。一方で、スコアが、β１以上またはβ２以下である文
書には、「ＨＯＴ」タグについて終了判定を行う（ＳＴＥＰ６２３）。この場合、他の識
別情報のスコアについても判定し（ＳＴＥＰ６２４）、全てβ１以上またはβ２以下であ
る場合には（ＳＴＥＰ６２４：ＹＥＳ）、当該文書をレビュー対象から除外する（ＳＴＥ
Ｐ６２５）。１つでもβ１未満かつβ２より大きいスコアの識別情報がある文書に対して
は（ＳＴＥＰ６２４：ＮＯ）、除外判定は行わず、終了する。
【００９６】
　制御部７１０は、表示部２１０と、識別情報受付部４１０と、スコア更新部５１０と、
表示制御部３１０と、除外判定部６１０との処理を繰り返し実行できるよう制御するもの
をいう。該制御は、１処理ごとに循環的に繰り返させるものとしてもよい。また、バッチ
的に一定量処理した後に後段の処理を実行させる、という単位で繰り返していくものとし
てもよい。第２の実施形態では、表示制御部３１０は、後述するグループに含まれる文書
すべてが除外判定された場合に、制御処理を完了する。
【００９７】
　図１１は、本実施形態における処理全体の概要を示すフローチャートである。ここでは
、利用者が文書１に対してレビューをし、「ＨＯＴ」タグを付与した場合を例に説明する
。
【００９８】
　まず、文書１を表示部２１０が画面に表示する（ＳＴＥＰ１３０）。表示部２１０によ
って表示された文書１に対して利用者が、識別情報として「ＨＯＴ」タグを付与し（ＳＴ
ＥＰ１３１）、該「ＨＯＴ」タグを識別情報受付部４１０が、利用者が文書１に付与した
識別情報として受け付ける。
【００９９】
　スコア更新部５１０は、「ＨＯＴ」タグについて、各文書のスコアを更新するために、
文書１とその他の文書（ここでは文書２とする）との特徴量を比較する（ＳＴＥＰ１３２
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）。なお、第２の実施形態においては、スコア更新部５１０は、利用者がレビューを行っ
た文書に対しては、スコアの更新処理を行わない。そのため、文書１は利用者がレビュー
を終了した時点で、終了判定がされる。
【０１００】
　スコア更新部５１０は、比較結果に基づいて、文書２の「ＨＯＴ」タグのスコアに対し
、加点・減点処理を行う（ＳＴＥＰ１３３）。
【０１０１】
　スコアの更新後、除外判定部６１０が、文書２の「ＨＯＴ」スコアの値を検定する（Ｓ
ＴＥＰ１３４）。除外判定部６１０は、文書２の「ＨＯＴ」スコアが、β１より大きくα
未満である場合には、処理を行わない（ＳＴＥＰ１３５）。一方、α以上β１未満の場合
には、文書２に「ＨＯＴ」タグを付与する（ＳＴＥＰ１３６）。
【０１０２】
　文書２のスコアがβ１以上の場合には、除外判定部６１０が「ＨＯＴ」については終了
判定を行う（ＳＴＥＰ１３７）。このとき、文書２に「ＨＯＴ」タグが付与されていなけ
れば自動付与部８１０の識別子の付与処理が実行される。
【０１０３】
　また、文書２のスコアがβ２以下である場合には、除外判定部６１０は、「ＨＯＴ」に
ついて終了判定を行う（ＳＴＥＰ１３８）。ＳＴＥＰ１３７およびＳＴＥＰ１３８の処理
が実施された場合、除外判定部６１０は、文書２の他の識別情報のスコアがβ１またはβ
２に達しているか検定する（ＳＴＥＰ１３９）。検定の結果、β１またはβ２に達してい
る場合には（ＳＴＥＰ１３９：ＹＥＳ）、文書２を表示部２１０の表示候補から除外する
（ＳＴＥＰ１４０）。ＳＴＥＰ１４１の処理完了後、制御部７１０は、全ての文書が除外
判定されているか検定し（ＳＴＥＰ１４１）、されている場合には（ＳＴＥＰ１４１：Ｙ
ＥＳ）、処理を終了する。
【０１０４】
　ＳＴＥＰ１３５又はＳＴＥＰ１３６の処理完了後、或いはＳＴＥＰ１３９でスコアがβ
１未満かつβ２より大きいと判断された場合（ＳＴＥＰ１３９：ＮＯ）、制御部７１０に
よって次の処理に移行する。この際、除外判定がされていない文書は、表示制御部３１０
によって、更新されたスコアの値の昇順に並び替えが行われる（ＳＴＥＰ１４３）。
【０１０５】
　表示制御部３１０によって並び替えられたのち、並び順つまり、スコアの高い順に表示
部２１０によって表示される（ＳＴＥＰ１４４）。
【０１０６】
その他の構成、機能については、第１の実施形態と同様とする。
【０１０７】
　フォレンジックシステム１００は、表示された対象文書に対し、デジタル情報に含まれ
る複数の文書からなる文書群を、利用者に対して表示する表示部２１０と、表示された文
書群から、利用者が訴訟に関連するか否かを判断するための文書である対象文書に対し、
利用者が訴訟に関連するか否かの判断に基づいて付与した識別情報を受け付ける識別情報
受付部４１０と、識別情報を受け付けた対象文書の特徴量と、文書群の中の各文書の特徴
量との比較結果に基づいて、所定の識別情報に対応する、各文書のスコアを更新するスコ
ア更新部５１０と、更新されたスコアに基づいて、表示部２１０に表示させる文書群の文
書の表示順番を制御する表示制御部７１０とを備えることによって、利用者が関連性判断
を行う文書数を削減することで利用者の関連性判断の負荷の低減し、関連性判断処理の速
度の向上を図ることが可能となる。
【０１０８】
　また、フォレンジックシステム１００は、更に、文書群の中の文書に対し、更新された
スコアに基づいて、識別情報を付与する自動付与部８１０を備える際においては、利用者
の判断結果を踏まえて自動で文書に対して識別情報を付与することが可能である。
【０１０９】
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　また、フォレンジックシステム１００の文書は、識別情報ごとに対応するスコアを有し
、スコアは、文書群の中の各文書に対してあらかじめ付与される初期スコアから、識別情
報が関連づけられた対象文書と各文書の特徴量との比較結果に基づいて、加点または減点
することによって算出され、更新されるものである際においては、利用者が判断を誤って
、不適切な識別情報を付与した場合でも、他の文書に対する判断を踏まえて、スコアを適
切な値に収斂させることが可能である。
【０１１０】
　また、フォレンジックシステム１００は、更に、文書群を所定の要件に基づいて、グル
ープに分類し、該グループの中から、処理対象となる対象グループを少なくとも１つ選択
する分類部９１０を備え、表示部２１０は、分類部９１０が選択した対象グループから、
利用者に表示する文書群を抽出するものである際においては、類似度の高い文書間で特徴
量を比較することが可能になる。
【０１１１】
　また、フォレンジックシステム１００は、更に、対象グループに含まれる各文書の特徴
量と、制御部７１０による制御処理が完了したグループに含まれる各文書の特徴量との比
較をするグループ比較部９２０を備え、表示制御部３１０部は、表示部２１０にグループ
比較部９２０の比較結果をもとに、対象グループから表示する文書群の表示順序を制御す
るものである際においては、利用者に対象文書が付与される可能性が高い識別情報を事前
に示唆することが可能になる。
【符号の説明】
【０１１２】
　　１００　　　　　　フォレンジックシステム
　　１０１　　　　　　データベース
　　２１０　　　　　　表示部
　　３１０　　　　　　表示制御部
　　４１０　　　　　　識別情報受付部
　　５１０　　　　　　スコア更新部
　　６１０　　　　　　除外判定部
　　７１０　　　　　　制御部
　　８１０　　　　　　自動付与部
　　９１０　　　　　　分類部
　　９２０　　　　　　グループ比較部
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