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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の要素から構成される階層化された内部構造を有し当該内部構造がタグ付けによる
属性情報によって記述された電子文書を処理する文書処理装置の文書処理方法において、
　設定手段が、上記電子文書の一部又は全体の要約を表示する表示領域の全表示領域内に
おける大きさを設定する設定工程と、
　決定手段が、上記設定工程で設定された表示領域の大きさに基づいて要約の長さを決定
する決定工程と、
　作成手段が、上記決定工程で決定された決定に対応して、上記表示領域内におさまるよ
うに上記タグを参照して上記電子文書の要約を作成する作成工程と、
　上記作成手段が備える重み付け設定手段が、上記電子文書の上記タグ付けによる内部構
造に応じた中心活性値を、その各要素に重み付けとして設定する重み付け設定工程と、
　制御手段が、上記作成工程で作成された要約を、上記重み付け設定工程で設定された重
みに基づいて上記表示領域に表示させるように制御する制御工程と、
　変更手段が、変更操作の入力に応じて上記表示領域を変更する変更工程とを有し、
　上記重み付け設定工程では、上記重み付け設定手段が、上記要素間の関連性に応じた値
を上記中心活性値として上記要素毎に算出する活性拡散処理を行うことにより、上記中心
活性値を設定する文書処理方法。
【請求項２】
　上記作成工程では、
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　重み付け演算手段が、上記重み付け設定工程で設定された重み付けに基づいて、上記電
子文書に重み付けを配分するように演算する重み付け演算工程と、
　文選択手段が、上記電子文書を構成する文について、上記重み付け演算工程での演算の
結果に基づいて、上記文を構成する要素の重み付けの平均の重み付けが大きな順序で文を
選択する文選択工程と、
　必須構成要素抽出手段が、上記文選択工程で選択された文から必須構成要素を抽出する
必須構成要素抽出工程と、
　文骨格生成手段が、上記必須構成要素抽出工程で抽出した必須構成要素を接続して文の
骨格を生成する文骨格生成工程と、
　出力手段が、上記文骨格生成工程で生成した文の骨格を要約として出力する出力工程と
を有する請求項１記載の文書処理方法。
【請求項３】
　上記必須要素抽出工程においては、要素の主辞（head）と、主語（subject）、目的語
（object）、間接目的語（indirect object）、所有者（posessor）、原因（cause）、条
件（condition）または比較（comparison）の関係属性を有する要素と、等位構造が必須
のときにはそれに直接含まれる要素とが必須要素を構成する請求項２記載の文書処理方法
。
【請求項４】
　上記出力工程では、上記出力手段が、上記文骨格生成工程で生成した文の骨格に、上記
文選択工程で選択された文の要素であって、上記文骨格生成工程で生成された文の骨格以
外で最も重み付けの大きい要素をさらに加えて要約として出力する請求項２記載の文書処
理方法。
【請求項５】
　複数の要素から構成される階層化された内部構造を有し当該内部構造がタグ付けによる
属性情報によって記述された電子文書を処理する文書処理装置において、
　上記電子文書の一部又は全体の要約を表示する表示領域の全表示領域内における大きさ
を設定する設定手段と、
　上記設定手段で設定された表示領域の大きさに基づいて要約の長さを決定する決定手段
と、
　上記決定手段で決定された決定に対応して、上記表示領域内におさまるように上記タグ
を参照して上記電子文書の要約を作成する作成手段と、
　上記作成手段が備え、上記電子文書の上記タグ付けによる内部構造に応じた中心活性値
をその各要素に重み付けとして設定する重み付け設定手段と、
　上記作成手段で作成された要約を、上記重み付け設定手段で設定された重みに基づいて
上記表示領域に表示させるように制御する制御手段と、
　変更操作の入力に応じて上記表示領域を変更する変更手段とを有し、
　上記重み付け設定手段は、上記要素間の関連性に応じた値を上記中心活性値として上記
要素毎に算出する活性拡散処理を行うことにより、上記中心活性値を設定する文書処理装
置。
【請求項６】
　複数の要素から構成される階層化された内部構造を有し当該内部構造がタグ付けによる
属性情報によって記述された電子文書を処理する文書処理をコンピュータに実行させる文
書処理プログラムが記録された記録媒体であって、上記文書処理プログラムは、
　設定手段が、上記電子文書の一部又は全体の要約を表示する表示領域の全表示領域内に
おける大きさを設定する設定工程と、
　決定手段が、上記設定工程で設定された表示領域の大きさに基づいて要約の長さを決定
する決定工程と、
　作成手段が、上記決定工程で決定された決定に対応して、上記表示領域内におさまるよ
うに上記タグを参照して上記電子文書の要約を作成する作成工程と、
　上記作成手段が備える重み付け設定手段が、上記電子文書の上記タグ付けによる内部構
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造に応じた中心活性値をその各要素に重み付けとして設定する重み付け設定工程と、
　制御手段が、上記作成工程で作成された要約を、上記重み付け設定工程で設定された重
みに基づいて上記表示領域に表示させるように制御する制御工程と、
　変更手段が、変更操作の入力に応じて上記表示領域を変更する変更工程とを有し、
　上記重み付け設定工程では、上記重み付け設定手段が、上記要素間の関連性に応じた値
を上記中心活性値として上記要素毎に算出する活性拡散処理を行うことにより、上記中心
活性値を設定する記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、文書を処理する文書処理方法および装置ならびに文書を処理する文書処理プロ
グラムが記録された記録媒体、詳しくは、文書の要約を表示する要約ウィンドウのサイズ
に応じて要約を生成するような文書処理方法および装置ならびに記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、インターネットにおいて、ウィンドウ形式でハイパーテキスト型情報を提供するア
プリケーションサービスとしてＷＷＷ（World Wide Web）が提供されている。
【０００３】
ＷＷＷは、文書の作成、公開または共有化の文書処理を実行し、新しいスタイルの文書の
在り方を示したシステムである。しかし、文書の実際上の利用の観点からは、文書の内容
に基づいた文書の分類や要約といった、ＷＷＷを越える高度な文書処理が求められている
。このような高度な文書処理には、文書の内容の機械的な処理が不可欠である。
【０００４】
しかしながら、文書の内容の機械的な処理は、以下のような理由から依然として困難であ
る。第１に、ハイパーテキストを記述する言語であるＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Lang
uage）は、文書の表現については規定するが、文書の内容についてはほとんど規定しない
。第２に、文書間に構成されたハイパーテキストのネットワークは、文書の読者にとって
文書の内容を理解するために必ずしも利用しやすいものではない。第３に、一般に文章の
著作者は読者の便宜を念頭に置かずに著作するが、文書の読者の便宜が著作者の便宜と調
整されることはない。
【０００５】
このように、ＷＷＷは新しい文書の在り方を示したシステムであるが、文書を機械的に処
理しないために、高度な文書処理を行うことができなかった。換言すると、高度な文書処
理を実行するためには、文書を機械的に処理することが必要となる。
【０００６】
そこで、文書の機械的な処理を目標として、文書の機械的な処理を支援するシステムが自
然言語研究の成果に基づいて開発されている。自然言語研究による文書処理の最初のステ
ップとして、文書の著作者等による文書の内部構造についての属性情報、いわゆるタグの
付与を前提とした、文書に付与されたタグを利用する機械的な文書処理が提案されている
。
【０００７】
ところで、ユーザは、たとえばいわゆるサーチエンジンのような情報検索システムを利用
して、インターネットを介して提供される膨大な情報から、所望の情報を探し出すように
している。この情報検索システムは、指定されたキーワードに基づいて情報を検索し、検
索した情報をユーザに提供するシステムである。ユーザは、提供された情報から、所望の
情報を選択する。
【０００８】
このように、容易に情報を検索することができるが、ユーザは、情報検索システムにより
、提供された情報を一読し、概略を理解して、それが希望するものであるか否かを判断し
なければならない。この作業は、特に、提供された情報の量が多いとき、ユーザにとって
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大きな負担となる。そこで、最近、テキスト情報、すなわち文書の内容を自動的に要約す
るシステム、いわゆる、自動要約作成システムが注目されている。
【０００９】
自動要約作成システムは、元の情報、すなわち文書の大意を保持したまま、テキスト情報
の長さ、複雑さを減らすことにより、要約を作成するシステムであり、ユーザは、その要
約を一読することで、文書の概略を理解することができる。
【００１０】
通常、自動要約作成システムは、テキスト中の文や単語を一つの単位とし、それに何らか
の情報を基に重要度を付与し、順序付けする。そして、上位に順序付けられた文や単語が
寄せ集められて、要約が作成される。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
このように、自動要約作成システムにより、文書から容易に要約を作成することは可能だ
が、従来、自動要約作成システムにより作成される要約の情報量は、文書の情報量や、重
要度の設定方法などにより決定されていた。例えば、要約が簡略すぎて、文書の概略を把
握できないとき、ユーザは、より詳細な要約を参照することができない。
【００１２】
本発明は、上述の実情に鑑みて提案されるものであって、ユーザの要求に対応した要約を
作成し、提供することができるような文書処理方法および装置、ならびにユーザの要求に
対応した要約を作成し、提供することができるような文書処理プログラムが記録された記
録媒体を提供することを目的とする。
【００１３】
【発明を解決するための手段】
　上述の課題を解決するために、本発明に係る文書処理方法は、複数の要素から構成され
る階層化された内部構造を有し当該内部構造がタグ付けによる属性情報によって記述され
た電子文書を処理する文書処理装置の文書処理方法において、設定手段が、上記電子文書
の一部又は全体の要約を表示する表示領域の全表示領域内における大きさを設定する設定
工程と、決定手段が、上記設定工程で設定された表示領域の大きさに基づいて要約の長さ
を決定する決定工程と、作成手段が、上記決定工程で決定された決定に対応して、上記表
示領域内におさまるように上記タグを参照して上記電子文書の要約を作成する作成工程と
、上記作成手段が備える重み付け設定手段が、上記電子文書の上記タグ付けによる内部構
造に応じた中心活性値を各要素に重み付けとして設定する重み付け設定工程と、制御手段
が、上記作成工程で作成された要約を、上記重み付け設定工程で設定された重みに基づい
て上記表示領域に表示させるように制御する制御工程と、変更手段が、変更操作の入力に
応じて上記表示領域を変更する変更工程とを有し、上記重み付け設定工程では、上記重み
付け設定手段が、上記要素間の関連性に応じた値を上記中心活性値として上記要素毎に算
出する活性拡散処理を行うことにより、上記中心活性値を設定するものである。
【００１４】
　本発明に係る文書処理装置は、複数の要素から構成される階層化された内部構造を有し
当該内部構造がタグ付けによる属性情報によって記述された電子文書を処理する文書処理
装置において、上記電子文書の一部又は全体の要約を表示する表示領域の全表示領域内に
おける大きさを設定する設定手段と、上記設定手段で設定された表示領域の大きさに基づ
いて要約の長さを決定する決定手段と、上記決定手段で決定された決定に対応して、上記
表示領域内におさまるように上記タグを参照して上記電子文書の要約を作成する作成手段
と、上記作成手段が備え、上記電子文書の上記タグ付けによる内部構造に応じた中心活性
値をその各要素に重み付けとして設定する重み付け設定手段と、上記作成手段で作成され
た要約を、上記重み付け設定手段で設定された重みに基づいて上記表示領域に表示させる
ように制御する制御手段と、変更操作の入力に応じて上記表示領域を変更する変更手段と
を有し、上記重み付け設定手段は、上記要素間の関連性に応じた値を上記中心活性値とし
て上記要素毎に算出する活性拡散処理を行うことにより、上記中心活性値を設定するもの
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である。
【００１５】
　本発明に係る記録媒体は、複数の要素から構成される階層化された内部構造を有し当該
内部構造がタグ付けによる属性情報によって記述された電子文書を処理する文書処理をコ
ンピュータに実行させる文書処理プログラムが記録された記録媒体であって、上記文書処
理プログラムは、設定手段が、上記電子文書の一部又は全体の要約を表示する表示領域の
全表示領域内における大きさを設定する設定工程と、決定手段が、上記設定工程で設定さ
れた表示領域の大きさに基づいて要約の長さを決定する決定工程と、作成手段が、上記決
定工程で決定された決定に対応して、上記表示領域内におさまるように上記タグを参照し
て上記電子文書の要約を作成する作成工程と、上記作成手段が備える重み付け設定手段が
、上記電子文書の上記タグ付けによる内部構造に応じた中心活性値を、その各要素に重み
付けとして設定する重み付け設定工程と、制御手段が、上記作成工程で作成された要約を
、上記重み付け設定工程で設定された重みに基づいて上記表示領域に表示させるように制
御する制御工程と、変更手段が、変更操作の入力に応じて上記表示領域を変更する変更工
程とを有し、上記重み付け設定工程では、上記重み付け設定手段が、上記要素間の関連性
に応じた値を上記中心活性値として上記要素毎に算出する活性拡散処理を行うことにより
、上記中心活性値を設定するものである。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明に係る文書処理方法および装置ならびに記録媒体の実施の
形態について説明する。
【００１７】
本発明の実施の形態としての文書処理装置は、図１に示すように、制御部１１およびイン
ターフェース１２を備える本体１０と、ユーザからの入力を受け付けて本体１０に送る入
力部２０と、外部からの信号を受信して本体１０に送る受信部２１と、サーバ２４と本体
１０との通信を処理する通信部２２と、本体１０からの出力を表示する表示部３０と、記
録媒体３２に対して情報を記録／再生する記録／再生部３１と、ハードディスク３３とを
有している。
【００１８】
本体１０は、制御部１１およびインターフェース１２を有し、この文書処理装置の主要な
部分を構成している。制御部１１は、この文書処理装置における処理を集中して実行する
ＣＰＵ１３と、揮発性のメモリであるＲＡＭ１４と、不揮発性のメモリであるＲＯＭ１５
とを有している。ＣＰＵ１３は、たとえばＲＯＭ１４に記録された手順にしたがって、必
要な場合にはデータを一時的にＲＡＭ１４に格納して、プログラムを実行するための制御
を行う。インターフェース１２には、入力部２０、受信部２１、通信部２３、表示部３０
、記録／再生部３１およびハードディスク３３が接続される。インターフェース１２は、
制御部１１からの制御の下に、入力部２０および受信部２１からのデータの入力、表示部
３０へのデータの送信について、データを送信するタイミングを調整したり、データの形
式を変換したりする。
【００１９】
入力部２０は、この文書処理装置に対するユーザの入力を受け付ける部分である。この入
力部２０は、たとえばキーボードやマウスにより構成される。ユーザは、この入力部２０
を用い、キーボードによりキーワードを入力したり、マウスにより表示部３０に表示され
ているテキスト情報である文書のエレメントを選択して入力したりすることができる。こ
こで、エレメントとは文書を構成する要素であって、たとえば文書、文および語が含まれ
る。
【００２０】
受信部２１は、この文書処理装置に外部からたとえば通信回線を介して送信される信号を
受信する部分である。この受信部２１は、たとえば電子文書である複数の文書を受信する
。受信部２１は、受信したデータを本体１０に送る。
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【００２１】
通信部１７は、たとえばモデム、ターミナルアダプタなどにより構成され、電話回線を介
してインターネット２３に接続され、インターネット２３に接続されているサーボ２４に
アクセスし、そこからデータを受信することができるようになされている。
【００２２】
出力部３０は、この文書処理装置からの出力結果を表示するものである。この出力部３０
は、たとえば陰極線管（cathode ray tube;CRT）や液晶表示装置（liquid crystal displ
ay;LCD）から構成され、たとえば単数または複数のウィンドウを表示し、このウィンドウ
上に文字、図形等を表示したりする。
【００２３】
記録／再生部３１は、この文書処理装置の制御部１１の制御の下に、たとえばいわゆるフ
ロッピーディスクのような記録媒体３２に対して情報の記録／再生を行う。記録媒体３２
には、たとえばユーザが文書中の任意の部分の重要性を上げるアルゴリズムが記録されて
いる。なお、この記録媒体３２についてはさらに後述する。ハードディスク３３は、大容
量の磁気記録媒体であって、データの記録に用いられる。
【００２４】
次に、上述のように構成される文書処理装置の動作について説明する。ユーザが入力部１
５を操作し、インターネット２１を介して通信を行うためのプログラムを起動し、サーバ
２４（サーチエンジン）のURL(Uniform Resource Locator)を入力すると、制御部１１は
通信部２２を制御し、サーバ２４にアクセスさせる。このときサーバ２４は、インターネ
ット２３を介して文書処理装置の通信部２２に、検索画面のデータを出力する。ＣＰＵ１
３はこのデータを表示部３０に出力し、表示させる。ユーザがこの検索画面上で所定のキ
ーワードなどを入力し、検索を指令すると、通信部２２から電話回線、インターネット２
３を介して、サーチエンジンとしてのサーバ３４に検索命令が送信される。
【００２５】
サーバ２４は、検索命令を受けると、この検索命令を実行し、得られた検索結果をインタ
ーネット２３を介して通信部２２に送信する。制御部１１は、通信部２１を制御し、サー
バ２３からの検索結果を受信させ、その一部を表示部３０に表示させる。いまの場合、サ
ーバ２３からは、「ＴＣＰ」のキーワードを含む各種の情報が送信され、表示部１６には
、下記に示すような、文書が表示される。
【００２６】
「TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)の歴史は、北米の、いや
世界のコンピュータネットワークの歴史であるといっても過言ではない。そしてそのTCP/
IPの歴史は、ARPANETを抜きにして語ることはできない。ARPANETは正式名称をAdvanced R
esearch Project Agency Network（高等研究計画局ネットワーク）といい、アメリカ国防
省DOD(Department of Defence)の国防高等研究計画局(DARPA:Defence Advanced Reserch 
Project Agency)がスポンサーとなって構築されてきた、実験および研究用のパケット交
換ネットワークである。1969年北米西海岸の４箇所の大学、研究機関のホストコンピュー
タを50kbpsの回線で結んだきわめて小規模なネットワークからARPANETは出発した。
【００２７】
当時は1945年に世界初のコンピュータであるENIACがペンシルベニア大学で開発され、196
4年にはじめてICを理論素子として実装し、第３世代のコンピュータの歴史を形成したIBM
の360シリーズが開発され、やっとコンピュータが産声をあげたばかりあった。この時代
背景を考えると、将来のコンピュータ通信の最盛を見越したこのようなプロジェクトは、
まさに米国ならではのものであったといえるだろう。」
この文書は、その内部構造をタグ付けによる属性情報によって記述されている。文書処理
装置における文書処理は、文書に付与されたタグを参照して行われる。本実施の形態にお
いては、文書の構造を示す統語論的タグとともに、多言語間で文書の機械的な内容理解を
可能にするような意味的・語用論的タグを文書に付与している。
【００２８】



(7) JP 4214598 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

本実施の形態においては、統語論的なタグ付けとしては、文書のツリー状の内部構造を記
述するタグ付けがある。すなわち、本実施の形態においては、図２に示すように、このタ
グ付けによる内部構造、文書、文、語彙エレメント等の各エレメント、通常リンク、参照
・被参照リンク等が、タグとしてあらかじめ文書に付与されている。図中において、白丸
“○”は文書の要素すなわちエレメントであり、最下位の白丸は文書における最小レベル
の語に対応する、語彙エレメントである。また、実線は語、句、節、文等の文書の構造を
示す通常リンク（normal link ）である。破線は参照・被参照による係り受け関係を示す
参照リンク（reference link）である。文書のタグ付けによる内部構造は、上位から下位
への順序で、文書（document）、文書の下位であり段落の上位であるオプションのサブデ
ィビジョン（subdivision ）、オプションの段落（paragraph）、文（sentence ）、文の
下位であるサブセンテンシャルセグメント（subsentential segment ）、・・・、最下位
の語彙エレメントのような階層構造である。
【００２９】
本実施の形態においては、意味論・語用論的なタグ付けとしては、係り受け、たとえば代
名詞の指示対象、多義語の意味のように統語（syntactic）・意味（semantic）等の情報
を記述するタグ付けがある。本実施の形態においては、このようなタグ付けは、ＨＴＭＬ
（Hyper Text Markup Language）と同様にＸＭＬ（Extended Markup Language）の形式の
タグである。
【００３０】
文章のタグ付けによる内部構造の一例を次に示すが、文章へのタグ付けはこの方法に限ら
れないことはもちろんである。
【００３１】
たとえば、“Time flies like an arrow.”という文については、
＜文＞＜名詞句　語義＝“time0”＞time＜／名詞句＞
＜動詞句＞＜動詞　語義＝“fly1”＞flies＜／動詞＞
＜形容動詞句＞＜形容動詞　語義＝like0＞like＜／形容動詞＞ ＜名詞句＞an　＜名詞　
語義＝“arrow0”＞arrow＜／名詞＞＜／名詞句＞
＜／形容動詞句＞＜／動詞句＞.＜／文＞
というようにタグ付けすることができる。ここで＜文＞、＜名詞＞、＜名詞句＞、＜動詞
＞、＜動詞句＞、＜形容動詞＞、＜形容動詞句＞は、それぞれ一文、名詞、名詞句、動詞
、動詞句、前置詞句、後置詞句を含む形容詞／形容詞句、形容詞句／形容動詞句のような
文の統語構造（syntactic structure ）を表している。タグは、エレメントの先端の前お
よび終端の後に対応して配置される。ここでは、エレメントの終端の後ろに配置されるタ
グは、記号“／”により、文書の最小単位の要素、すなわちエレメントの終端であること
を示している。このエレメントは統語的構成素、すなわち句、節、および文を示す。なお
、語義＝time0は、語timeの有する複数の意味、すなわち複数の語義のうちの第０番目の
意味を指している。具体的には、timeには名詞と動詞があるが、ここではtimeが名詞であ
ることを示している。たとえば、語“オレンジ”は色と果物の意味があるが、これらも語
義によって区別することができる。
【００３２】
先に図２で説明したような文書のタグ付けは、図３のウインドウ１０１に示すように、そ
の統語構造を表示することができる。このウインドウ１０１においては、右半分１０３が
語彙エレメントを、左半分１０２が文の構造を示している。
【００３３】
このウィンドウ１０１には、タグ付けされた次に示すような文書が表示されている。この
文書においても、タグによって統語構造が記述されている。次に示す文書は、「Ａ氏のＢ
会が終わったＣ市で、一部の大衆紙と一般紙がその写真報道を自主規制する方針を紙面で
明らかにした。」についてのタグ付けによる内部構造を示すものである。
＜文書＞＜文＞＜形容動詞句　関係＝“場所”＞＜名詞句＞＜形容動詞句　場所＝“Ｃ市
”＞
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＜形容動詞句　関係＝“主語”＞＜名詞句 識別子＝“Ｂ会”＞＜形容動詞句　関係　“
位置”＞Ａ氏の＜／形容動詞句＞Ｂ会＜／名詞句＞が＜／形容動詞句＞
終わった＜／形容動詞句＞＜地名　識別子＝“Ｃ市”＞Ｃ市＜／地名＞＜／名詞句＞で、
＜／形容動詞句＞＜形容動詞句　関係＝“主語”＞＜名詞句　識別子＝新聞" 統語＝“並
列”＞＜名詞句＞＜形容動詞句＞一部の＜／形容動詞句＞大衆紙＜／名詞句＞と＜名詞＞
一般紙＜／名詞＞＜／名詞句＞が＜／形容動詞句＞　＜形容動詞句　関係＝“目的語”＞
＜形容動詞句　関係＝“内容”　主語＝“新聞”＞＜形容動詞句　関係＝“目的語”＞＜
名詞句＞＜形容動詞句＞＜名詞　共参照＝“B”＞そ＜／名詞＞の＜／形容動詞句＞写真
報道＜／名詞句＞を＜／形容動詞句＞
自主規制する＜／形容動詞句＞方針を＜／形容動詞句＞
＜形容動詞句　関係＝“場所”＞紙面で＜／形容動詞句＞
明らかにした。＜／文＞＜／文書＞
この文章においては、「一部の大衆紙と一般紙」のように、統語＝“並列”　は並列を表
す。並列の定義は、係り受け関係を共有すると言うことである。特に何も指定がない場合
は、たとえば、＜名詞句　関係＝ｘ＞＜名詞＞Ａ＜／名詞＞＜名詞＞Ｂ＜／名詞＞＜／名
詞句＞ はＡがＢに依存関係のあることを表す。また、関係＝x はこの＜名詞句＞エレメ
ントの関係属性を表している。
【００３４】
続いて、タグ付けにおける、統語、意味、修辞についての相互関係を記述する関係属性に
ついて説明する。
【００３５】
主語、目的語、間接目的語のような文法機能、動作主、被動作者、受益者などのような主
題役割、および理由、結果などのような修辞関係はこの関係属性によって表示する。関係
属性は関係＝*** という形で表される。本実施の形態では、比較的容易な文法機能、すな
わち、主語、目的語、間接目的語のような文における当該語の機能について関係属性を記
述する。
【００３６】
次に、上述のようにタグ付けされた文書を要約する方法について説明する。最初に図４で
概略的な流れを示し、後述する図６で詳細に説明する。上記のような文書が表示部３０に
表示されている状態において、ユーザがその文書の要約を作成したい場合には、入力部２
０を操作し、自動要約作成モードを指令する。制御部１１は、この指令が入力されたとき
に図４のステップを実行する。
【００３７】
はじめに、ステップＳ１において、制御部１１は、ハードディスク３３に保存されている
自動要約作成プログラムを起動し、表示部３０を制御し、図５に示すような自動要約作成
プログラムの初期画面を表示させる。この例においては、表示部３０に表示されたウィン
ドウ１００は、ドキュメント名表示部１０１、キーワード入力部１０２、および実行ボタ
ン１０３が表示されている表示領域１１０（上側）、文書が表示される表示領域１２０（
中央）、そして文書の要約が表示される表示領域１３０（下側）に区分されている。
【００３８】
表示領域１１０のドキュメント名表示部１０１には、表示領域１２０に表示される文書の
ドキュメント名などが表示される。キーワード入力部１０２には、キーワードが入力され
る。キーワードがキーワード入力部１０２に入力されると、そのキーワードに対応した、
文書の要約が作成される。実行ボタン１０３が、オンされると、表示領域１２０に表示さ
れている文書の要約作成処理が実行される。
【００３９】
表示領域１２０には、文書が表示される。いまの場合、上記した文書が表示領域１２０に
表示される。ユーザは、入力部１５を操作して、入手した文書の一部を選択し、それを要
約することもできるし、また文章全体を要約することもできる。なお、表示領域１２０に
おいて、表示領域１２０の右端および下側に設けられている矢印を操作することにより、
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表示を縦方向または横方向にスクロールすることができる。
【００４０】
表示領域１３０には、要約が表示される。現在、要約は作成されていないので、表示領域
１３０には、何も表示されていない。ユーザは、入力部１５を操作して、表示領域１３０
の表示範囲（大きさ）を変更することができる。図５には、表示範囲が広げられた表示領
域１３０が表されている。
【００４１】
次に、ステップＳ２において、ユーザが入力部２０を操作し、表示領域１１０の実行ボタ
ン１０３をオンすると、ステップＳ３において、制御部１１は、所定の規則に基づいて、
文書の中の文または単語などをエレメント、すなわち要素として、エレメントそれぞれに
重要度を付与して、その重要度とともにＲＡＭ１４に供給し、記憶させる。重要度の設定
方法には、例えば、Zechnerが提案する、単語にtf*idf法で重み付し、文中に出現する単
語の重みの総和を文の重要度とする方法や活性拡散を用いる方法などがある。前者の詳細
は、下記に示す文献に説明されている。
【００４２】
K.Zechner. Fast generation of abstracts from general domain text corpora by extr
acting relevant sentences. In Proc. of the 16th International　Conference on Com
putational Linguistics, pp.986-989,1996
本実施の形態においては、重要度として、後述するような活性拡散に基づいた中心活性値
を採用することにする。
【００４３】
なお、重要度の設定方法は、上記した方法以外の方法を利用することもできる。また、表
示領域１１０のキーワード入力部１０２にキーワードを入力することにより、そのキーワ
ードに基づいた重要度の設定を行うことができる。
【００４４】
ステップＳ４において、制御部１１は、表示領域１３０の表示範囲の大きさを測定し、ス
テップＳ５において、その測定結果と予め指定された文字の大きさに基づいて、表示領域
１３０に表示される要約の長さ（例えば、文字数）を決定する。決定された文字数以内で
あれば、要約は表示領域１３０を超えて表示されない。
【００４５】
次に、ステップＳ６において、制御部１１は、作成される要約が、ステップＳ５で決定さ
れた文字数を超えないように、ＲＡＭ１３から、重要度の高い順に文または単語を選択す
る。
【００４６】
ステップＳ７において、制御部１１は、ステップＳ６で選択された文または単語をつなぎ
合わせて、要約を作成し、表示部１６の表示領域１３０に表示させる。
【００４７】
このようにして、例えば、下記に示すような要約が、表示領域１３０に表示される。
【００４８】
「TCP/IPの歴史は、ARPANETを抜きにして語ることはできない。ARPANETは1969年北米西海
岸の４箇所の大学、研究機関のホストコンピュータを50kbpsの回線で結んだ小規模なネッ
トワークからARPANETは出発した。当時は1964年にIBMの360シリーズが開発された。この
時代背景を考えると、将来のコンピュータ通信の最盛を見越したこのようなプロジェクト
は、まさに米国ならではのものであったといえるだろう。」
ユーザは、文章を一読する代わりに、上記の要約を読み、文章の概要を理解し、文章が所
望する情報であるか否かを判定することができる。
【００４９】
続いて、要約を作成する処理の図４に示すものより詳細の制御を含む例について図６に示
すフローチャートを参照して詳細に説明する。この一連の工程は、ステップＳ２において
実行ボタン１０３をオンすることによって開始される。
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【００５０】
文書から要約を作成する処理は、文書のタグ付けによる内部構造に基づいて実行される。
上述したように、ウィンドウ１００において要約を表示する表示領域１３０のサイズは変
更することができる。文書処理装置の制御部１１は、新たにウィンドウ１０１が表示部３
０のウィンドウ１００に描画されるか表示領域１３０のサイズが変更され、実行ボタン１
０３が操作されたときには、表示領域１３０に適合するようにウィンドウ１００の表示領
域１２０に表示されている文書から要約を作成する処理を実行する。
【００５１】
図６の最初のステップＳ２０では、文書処理装置の制御部１１は、活性拡散を行う。本実
施の形態においては、活性拡散により得られた中心活性値を重要度として採用することに
より、文書の要約を行う。すなわち、タグ付けによる内部構造を与えられた文書において
は、活性拡散と呼ばれる処理を行うことにより、各エレメントにタグ付けによる内部構造
に応じた中心活性値を付与することができる。活性拡散は、中心活性値の高いエレメント
と関わりのあるエレメントにも高い中心活性値を与えるような処理である。すなわち、活
性拡散は、照応(共参照)表現とその先行詞の間で中心活性値が等しくなり、それ以外では
中心活性値が減衰するような中心活性値についての演算である。この中心活性値は、タグ
付けによる内部構造に応じて決定されるので、タグ付けによる内部構造を考慮した文書の
分析に利用することができる。
【００５２】
なお、このステップＳ２０は、ステップＳ３の重要度付与に対応している。ここでの重要
度とは、中心活性値である。
【００５３】
活性拡散は、図７のフローチャートに示す一連の行程にしたがって、文書処理装置の制御
部１１の制御の下に実行される。
【００５４】
最初のステップＳ３１では、制御部１１は、各エレメントの初期化を行う。制御部１１は
、語彙エレメントを除いたすべてのエレメントと語彙エレメントに対して中心活性値の初
期値を割り当てる。たとえば、中心活性値の初期値として語彙エレメントを除いたすべて
のエレメントに１を、語彙エレメントに零を、それぞれ割り当てればよい。また、制御部
１１は、各エレメントの中心活性値の初期値に均一ではない値を割り当てることにより、
活性拡散の結果得られた中心活性値の初期値の偏りを反映することができる。例えば、ユ
ーザが安心を有するエレメントに対しては、中心活性値の初期値を高く設定することによ
り、ユーザの関心を反映した中心活性値を得ることができる。
【００５５】
参照・被参照関係のエレメントを連結する参照・被参照リンクと、通常リンクに関しては
、エレメントを連結するリンクの端点の端点活性値を零に設定する。制御部１１は、この
ようにして付与した端点活性値の初期値をたとえばＲＡＭ１４に記録する。
【００５６】
ステップＳ３２においては、文書処理装置の制御部１１は、図８に示すように、文書を構
成するエレメントＥiを計数するカウンタの初期化を行う。すなわち、エレメントを計数
するカウンタのカウント値ｉを１に設定する。すなわち、このカウンタは、第１番目のエ
レメントＥ1を参照している。
【００５７】
この図８においては、文書を構成するエレメントとリンクの構造の一部として、エレメン
トＥiおよびエレメントＥjが示されている。エレメントＥiとエレメントＥjとは、中心活
性値ｅiおよびｅjをそれぞれ有し、リンクＬijにて接続されている。リンクＬijのエレメ
ントＥiに接続する端点はＴij、エレメントＥjに接続する端点はＴjiである。エレメント
Ｅiは、リンクＬijにより接続されるエレメントＥjの他に、リンクＬik、ＬilおよびＬim

によって図示しないエレメントＥk、ＥlおよびＥmにそれぞれ接続している。エレメント
Ｅjは、リンクＬjiにより接続されるエレメントＥiの他に、リンクＬjp、ＬjqおよびＬjr
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によって図示しないエレメントＥp、ＥqおよびＥrにそれぞれ接続している。
【００５８】
ステップＳ３３においては、文書処理装置の制御部１１は、カウンタが参照するエレメン
トについて、新たな中心活性値を計算するリンク処理を実行する。このリンク処理につい
ては、さらに後述する。
【００５９】
ステップＳ３４においては、文書処理装置の制御部１１は、文書中のすべてのエレメント
について新たな中心活性値の計算が完了したか否かを判断する。そして、制御部１１は、
文書中のすべてのエレメントについて新たな中心活性値の計算が完了したときには“ＹＥ
Ｓ”としてステップＳ３５に処理を進め、文書中のすべてのエレメントについて中心活性
値の計算が完了していないときには“ＮＯ”としてステップＳ３６に処理を進める。
【００６０】
具体的には、制御部１１は、カウンタのカウント値ｉが、文書の含むエレメントの総数に
達したか否かを判断する。そして、制御部１１は、カウンタのカウント値ｉが文書に含ま
れるエレメントの総数に達したときには、すべてのエレメントが計算済みとしてステップ
Ｓ３５に処理を進め、カウンタのカウント値ｉが文書に含まれるエレメントの総数に達し
ていないときにはすべてのエレメントについて計算が終了していないとしてステップＳ３
７に処理を進める。
【００６１】
ステップＳ３７においては、文書処理装置の制御部１１は、カウンタのカウント値ｉを１
増加させて、カウンタのカウント値をｉ＋１とする。このことにより、カウンタはｉ＋１
番目のエレメント、すなわち次のエレメントを参照する。そして、処理はステップＳ３２
に戻り、端点活性値の計算およびこれに続く一連の行程が、次のｉ＋１番目のエレメント
について実行される。
【００６２】
具体的には、制御部１１は、エレメントを計数するカウンタのカウント値ｉを１増加する
。このことにより、カウンタはステップＳ３２で中心活性値が計算された次のエレメント
を参照することになる。
【００６３】
ステップＳ３５においては、文書処理装置の制御部１１は、文書に含まれるすべてのエレ
メントの中心活性値の変化分、すなわち新たに計算された中心活性値の元の中心活性値に
対する変化分について、文書に含まれるすべてのエレメントについて平均値を計算する。
【００６４】
文書処理装置の制御部１１は、たとえばＲＡＭ１４に記録された元の中心活性値と新たに
計算した中心活性値を、文書に含まれるすべてのエレメントについて読み出す。制御部１
１は、新たに計算した中心活性値の元の中心活性値に対するそれぞれの変化分の総和を文
書に含まれるエレメントの総数で除することにより、すべてのエレメントの中心活性値の
変化分の平均値を計算する。制御部１１は、このように計算したすべてのエレメントの中
心活性値の変化分の平均値を、たとえばＲＡＭ１４に記録する。
【００６５】
ステップＳ３６においては、制御部１１は、ステップＳ３５で計算したすべてのエレメン
トの中心活性値の変化分の平均値が、予め設定された閾値以内であるか否かを判断する。
そして、制御部１１は、上記変化分が閾値以内であると“ＹＥＳ”としてこの一連の行程
を終了する。上記制御部１１は、上記変化分が閾値以内でないときには“ＮＯ”として、
ステップＳ３２にてカウンタのカウント値ｉを１に設定して文書のエレメントの中心活性
値を計算する一連の行程を再び実行する。この一連の行程にて構成されるステップＳ３２
からステップＳ３６に至るループが繰り返される毎に上記変化分は徐々に減少する。
【００６６】
続いて、ステップＳ３３にて実行される中心活性値を計算するリンク処理について、図９
に示すフローチャートを参照して説明する。
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【００６７】
ステップＳ５１においては、文書処理装置の制御部１１は、文書を構成するエレメントＥ

jを計数するカウンタの初期化を行う。すなわち、エレメントを計数するカウンタのカウ
ント値ｊを１に設定する。すなわち、このカウンタは、第１番目のエレメントＥjを参照
している。
【００６８】
ステップＳ５２においては、エレメントＥiとＥjを接続するリンクＬijにおいては、制御
部１１は、タグを参照することにより、そのリンクＬijが通常リンクであるか否かを判断
する。制御部１１は、リンクＬijについて、そのリンクが、語に対応する語彙エレメント
、文に対応する文エレメント、段落に対応する段落エレメントなどの間の関係を示す通常
リンクと、参照・被参照による係り受けの関係を示す参照リンクのいずれであるかを判断
する。制御部１１は、そのリンクが通常リンクのときには“ＹＥＳ”としてステップＳ５
３に処理を進め、そのリンクが参照リンクのときには“ＮＯ”としてステップＳ５４に処
理を進める。
【００６９】
ステップＳ５３においては、通常リンクＬijに対して、接続された端点の新たな端点活性
値を計算する処理が行われる。この端点活性値の計算について、図９を参照して説明する
。
【００７０】
ここでは、ステップＳ５２における判別により、リンクＬijは通常リンクであることが明
らかになっている。通常リンクＬijを介してエレメントＥiに接続される端点Ｔijの新た
な端点活性値ｔijは、エレメントＥiの端点活性値のうち、リンクＬij以外のリンクに接
続するすべての端点の端点活性値ｔik、ｔilおよびｔimと、このエレメントＥiがリンク
Ｌijにより接続されるエレメントＥjの中心活性値ｅjを加算し、この加算で得た値を文書
に含まれるエレメントの総数で除することにより求められる。
【００７１】
エレメントＥiの端点Ｔijの端点活性値は、端点Ｔijを一端とするリンクＬijが通常リン
クの場合、リンクＬijの他端が接続されているエレメントＥjの端点の端点活性値のうち
そのリンクＬijと接続されている端点Ｔjiを除いたすべての端点の端点活性値、およびそ
のリンクＬijが接続されるエレメントＥjの中心活性値ｅjの和を文書全体に含まれるエレ
メントの総数で除することにより得られる。このような手順により、活性拡散における中
心活性値の収束が保証されることになる。
【００７２】
文書処理装置の制御部１１は、たとえばＲＡＭ１４に記録されたデータから、必要な端点
活性値および中心活性値を読み出す。制御部１１は、読み出された端点活性値および中心
活性値について、上述のようにその通常リンクと接続された端点の端点活性値を計算する
。そして制御部１１は、このように計算した新たな端点活性値を、たとえばＲＡＭ１４に
記録する。
【００７３】
ステップＳ５４においては、参照リンクに対して、そのリンクの端点の端点活性値を計算
する処理が行われる。
【００７４】
ステップＳ５２における判別により、リンクＬijは参照リンクであることが明らかになっ
ている。通常リンクＬijに関して、エレメントＥiに接続する端点Ｔijの端点活性値ｔij

は、このリンクＬijを除いたエレメントＥiに接続するすべてのリンクＬik、Ｌilおよび
Ｌimの端点活性値ｔik、ｔilおよびｔimと、このエレメントＥiがリンクＬijにより接続
するエレメントＥjの中心活性値ｅjを加算することにより求められる。
【００７５】
エレメントＥiの端点Ｔijの端点活性値は、端点Ｔijを一端とするリンクＬijが参照リン
クの場合、リンクＬijの他端が接続されているエレメントＥjの端点の端点活性値のうち
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そのリンクＬijと接続されている端点Ｔjiを除いたすべての端点の端点活性値、およびそ
のリンクＬijが接続されるエレメントＥjの中心活性値ｅjの和を取ることにより得られる
。
【００７６】
文書処理装置の制御部１１は、たとえばＲＡＭ１４に記録されたデータから、必要な端点
活性値および中心活性値を読み出す。制御部１１、読み出された端点活性値および中心活
性値を用いて、上述のように参照リンクと接続された端点の新たな端点活性値を計算する
。そして制御部１１は、このように計算した端点活性値を、たとえばＲＡＭ１４に記録す
る。
【００７７】
ステップＳ５３における通常リンクの処理、およびステップＳ５４における参照リンクの
処理は、ステップＳ５２からステップＳ５６のループにあるように、カウントのカウント
値ｉにより参照されているエレメントＥiに接続するすべてのエレメントＥjについてのリ
ンクＬijに対して実行される。
【００７８】
ステップＳ５５においては、文書処理装置の制御部１１は、ステップＳ５３またはステッ
プＳ５４での処理に基づいて、エレメントＥiの端点活性値を計算する。制御部１１は、
この計算により得られた端点活性値をたとえばＲＡＭ１４に記録する。
【００７９】
ステップＳ５６においては、エレメントＥiに接続するすべてのリンクについて端点活性
値ｔijが計算されたか否かが判別される。そして、すべてのリンクについて端点活性値が
計算されているときには“ＹＥＳ”としてステップＳ５７に進み、すべてのリンクについ
て端点活性値が計算されていないときには“ＮＯ”としてステップＳ５８に進む。
【００８０】
ステップＳ５７においては、Ｓ５６にてエレメントＥiのすべてのリンクＬijについて端
点活性値ｔijが求められたことが判別されたので、エレメントＥiの中心活性値ｅiの更新
を実行する。
【００８１】
エレメントＥiの中心活性値ｅiの新たな値すなわち更新値は、エレメントＥiのすべての
端点の端点活性値との和ｅi’＝ｅi＋Σｔj’を取ることにより求められる。ここで、“
’”は、新たな値という意味である。このように、新たな活性値は、各エレメントにリン
クを介して接続する端点の端点活性値の総和を元の活性値に加えることにより得られる。
【００８２】
文書処理装置の制御部１１は、たとえばＲＡＭ１４に記録されたデータから必要な端点活
性値ｔijを読み出す。制御部１１は、上述したような計算を実行し、そのエレメントＥi

の中心活性値ｅiを算出する。そして、制御部１１は、計算した新たな中心活性値ｅiをた
とえばＲＡＭ１４に記録する。
【００８３】
活性拡散の結果を用いて、図６においては、上述したステップＳ２０に続いてステップＳ
２１では、文書処理装置の制御部１１は、表示部３０に表示されているウィンドウ５１の
文書処理部５３のサイズ、具体的にはこの文書処理部５３に表示可能な最大文字数をｗs

と設定する。また、文書処理装置の制御部１１は、要約の文字列を格納するｓを初期化し
て初期値ｓ0＝””と設定する。制御部１１は、このように設定した、文書表示部５３に
表示可能な最大文字数ｗsおよび要約の文字列を格納するｓの初期値ｓ0を、たとえばＲＡ
Ｍ１４に記録する。
【００８４】
なお、このステップＳ２１は、ステップＳ４での表示領域３０の表示範囲の測定と、ステ
ップＳ４での要約文の総文字数の決定に対応している。すなわち、このステップＳ２１で
は、測定の結果、表示可能な最大文字数ｗsが与えられている。
【００８５】



(14) JP 4214598 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

ステップＳ２２では、文書処理装置の制御部１１は、要約の骨格の順次の作成をカウント
するカウンタのカウント値ｉを零に設定する。すなわち、制御部１１は、カウント値につ
いて、ｉ＝０と設定する。制御部１１は、このように設定したカウント値ｉをたとえばＲ
ＡＭ１４に記録する。
【００８６】
ステップＳ２３では、文書処理装置の制御部１１は、カウンタのカウント値ｉについて、
文章からｉ番目に平均中心活性値の高い文の骨格を抽出する。平均中心活性値とは、一つ
の文を構成する各エレメントの中心活性値を平均したものである。制御部１１は、たとえ
ばＲＡＭ１４に記録した要約を格納するｓi-1を読み出し、このｓi-1に対して抽出した文
の骨格の文字列を加えて、ｓiとする。そして、制御部１１は、このようにして得たｓiを
、たとえばＲＡＭ１４に記録する。同時に、制御部１１は、上記文の骨格に含まれないエ
レメントの中心活性値順のリストｌiを作成し、このリストｌiをたとえばＲＡＭ１４に記
録する。
【００８７】
すなわち、このステップＳ２３においては、要約のアルゴリズムは、活性拡散の結果を用
いて、平均中心活性値の大きい順に文を選択し、選択された文の骨格の抽出する。文の骨
格は、文から抽出した必須要素により構成される。必須要素になりうるのは、エレメント
の主辞(head)と、主語(subject)、目的語(object)、間接目的語(indirect　object)、所
有者(posessor)、原因(cause)、条件(condition)または比較(comparison)の関係属性を有
する要素と、等位構造が必須要素のときにはそれに直接含まれるエレメントとが必須要素
を構成するものである。そして、文の必須要素をつなげて文の骨格を生成し、要約に加え
る。
【００８８】
ステップＳ２４では、文書処理装置の制御部１１は、ｓiの長さがウィンドウ５１の要約
表示部５４の最大文字数ｗsより大きいか否かを判断する。そして、制御部１１は、ｓiの
長さが最大文字数ｗsより大きいときには“ＹＥＳ”としてこの一連の処理を終了する。
制御部は、ｓiの長さが最大文字数ｗsより大きくないときには“ＮＯ”として処理をステ
ップＳ２５に進める。すなわち、このステップＳ２４においては、要約が指定された分量
に達したときは終了する。まだ余裕がある場合は、次に中心活性値の高い文と省略したエ
レメントの中心活性値を比較して、高いほうを要約に加えるものである。
【００８９】
ステップＳ２９では、文書処理装置の制御部１１は、ステップＳ２４でｓiの長さが最大
文字数ｗsより大きいと判断されたので、要約をｓi-1に設定する。この場合、要約はウィ
ンドウにおさまらないのでｓi＝ｓ0＝“”を出力する。したがって、このときには要約は
表示されないこととなる。そして、制御部１１は、この一連の工程を終了する。
【００９０】
ステップＳ２５では、文書処理装置の制御部１１は、ｉ＋１番目に平均中心活性値が中心
活性値と、ステップＳ２３で作成したリストｌiの要素の最も中心活性値が高い要素の中
心活性値を比較する。そして、制御部１１は、ｉ＋１番目に平均中心活性値が高い文の中
心活性値がリストｌiの要素の最も中心活性値が高い要素の中心活性値より高いときには
“ＹＥＳ”として処理を次のステップＳ２７に進める。制御部１１は、ｉ＋１番目に平均
中心活性値が高い文の中心活性値がリストｌiの要素の最も中心活性値が高い要素の中心
活性値より高くないときには“ＮＯ”として処理をステップＳ２６に進める。
【００９１】
ステップＳ２６では、文書処理装置の制御部１１は、カウンタのカウント値ｉを１だけ増
加させる。そして、制御部１１は、処理をステップＳ２３に戻す。
【００９２】
ステップＳ２７においては、文書処理装置の制御部１１は、リストｌiの最も中心活性値
の高い要素ｅをｓiに加えてｓｓiを生成する。ｅをｌiから削除する。そして、制御部１
１は、このようにして生成したｓｓiをたとえばＲＡＭ１４に記録する。
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【００９３】
なお、このステップＳ２７を中心として、ステップＳ２２からステップＳ２８までが、重
要度の高い順から文または単語を選択するステップＳ６に対応している。すなわち、ステ
ップＳ２２からステップＳ２８にいたるステップにより、重要度、すなわち中心活性値の
順に文または単語が選択される。
【００９４】
ステップＳ２８においては、文書処理装置の制御部１１は、ｓｓiの長さがウィンドウ５
１の要約表示部５４の最大文字数ｗsより大きいか否かを判別する。制御部１１は、ｓｓi

の長さがｗsより大きいときには“ＹＥＳ”としてこの一連の工程を終了する。制御部１
１は、ｓｓiの長さがｗsより大きくないときには“ＮＯ”として処理をステップＳ２５に
戻す。
【００９５】
ステップＳ３０においては、文書処理装置の制御部１１は、ステップＳ２８でＳＳiの長
さが最大文字数ｗsより大きいと判断されたので、要約文をｓiに設定する。これにより、
最大文字数ｗsより大きくならないように要約文が生成される。そして、制御部１１は、
この一連の工程を終了する。
【００９６】
なお、ステップＳ２９およびステップＳ３０は、要約を定義するので、要約の作成および
表示をおこなうステップＳ７の一部に対応している。
【００９７】
次に、図５に示したような要約が表示部３０に表示されたウィンドウ１００の表示領域１
３０に表示されている状態において、その要約の情報量を変更する場合の制御部１１の動
作を、図１０のフローチャートを参照して説明する。
【００９８】
ステップＳ６１において、制御部１１は、ユーザの入力部２０の操作に対応して、表示部
３０に表示されたウィンドウの表示領域１３０の表示範囲が変更されるまで待機し、表示
領域１３０の表示範囲が変更されると、ステップＳ６２に進み、その表示範囲を確保する
とともに測定する。
【００９９】
以下、ステップＳ６３乃至Ｓ６５で行われる処理は、図４のステップＳ５乃至７で行われ
る処理と同様の処理であり、表示領域１３０の表示範囲に対応した要約文が作成され、処
理が終了する。例えば、マウスのドラッグ操作により表示領域１３０の表示範囲が広げら
れると、下記に示すような、より詳細な要約文が作成され、図１１に示すウィンドウ１０
０の表示領域（下側）１３０に表示される。
【０１００】
「TCP/IPの歴史は、ARPANETを抜きにして語ることはできない。ARPANETは、アメリカ国防
省DODの国防高等研究計画局がスポンサーとなって構築されてきた、実験および研究用の
パケット交換ネットワークである。1969年北米西海岸の４箇所の大学、研究機関のホスト
コンピュータを50kbpsの回線で結んだきわめて小規模なネットワークからARPANETは出発
した。当時は1945年に世界初のコンピュータであるENIACがペンシルベニア大学で開発さ
れ、1964年にはじめてICを理論素子として実装したIBMの360シリーズが開発され、やっと
コンピュータが産声をあげたばかりあった。この時代背景を考えると、将来のコンピュー
タ通信の最盛を見越したこのようなプロジェクトは、まさに米国ならではのものであった
といえるだろう。」
このように、表示された要約文が簡略すぎて、文書の概略を把握することができない場合
、ユーザは、表示領域１３０の表示範囲を広げることで、より多くの情報量を有するより
詳細な要約文を参照することができる。
【０１０１】
次に、本発明を適用した記録媒体の実施の形態について説明する。この記録媒体３２は、
複数のエレメントから構成される階層化された内部構造を有し、内部構造に関するタグに
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よる属性情報が付与された電子文書を処理する文書処理プログラムが記録された記録媒体
である。この文書処理プログラムは、記電子文書の要約を表示する表示領域を確保する確
保処理と、上記確保処理で確保された表示領域の大きさに基づいて要約の長さを決定する
決定処理と、決定処理による決定に対応して、電子文書の要約を作成する作成処理と、作
成処理で作成された要約を、表示領域に表示させるように制御する制御処理とを有する。
【０１０２】
そして、上記作成処理は、電子文書の内部構成に基づいてその各要素に重み付けを設定す
る重み付け設定処理と、重み付け設定処理で設定された重み付けに基づいて、電子文書に
重み付けを配分するように演算する重み付け演算処理と、電子文書を構成する文について
、重み付け演算処理での演算の結果に基づいて、文を構成する要素の重み付けの平均の重
み付けが大きな順序で文を選択する文選択処理と、文選択処理で選択された文から必須構
成要素を抽出する必須構成要素抽出処理と、上記必須構成要素抽出処理で抽出した必須構
成要素を接続して文の骨格を生成する文骨格生成処理と、文骨格生成処理で生成した文の
骨格を要約として出力する出力処理とを有する。ここで、必須要素抽出処理においては、
要素の主辞（head）と、主語（subject）、目的語（object）、間接目的語（indirect　o
bject）、所有者（posessor）、原因（cause）、条件（condition）または比較（compari
son）の関係属性を有する要素と、等位構造が必須のときにはそれに直接含まれる要素と
が必須要素を構成する。
【０１０３】
なお、上記出力処理は、上記文骨格生成処理で生成した文の骨格と、上記文選択処理で選
択された文を構成する必須構成要素以外の要素とのいずれかを要約として出力することも
できる。
【０１０４】
また、記録媒体３２は、文書の要約を、所定の表示領域に表示させる文書処理プログラム
が記録された記録媒体であって、上記文書処理プログラムは、上記文書の要約を表示する
上記表示領域の大きさを測定する測定処理と、上記測定処理により測定された上記表示領
域の大きさに基づいて、上記要約の長さを決定する決定処理と、上記決定処理による決定
に対応して、上記文書の要約を作成する要約作成処理と、上記要約作成処理により作成さ
れた上記要約を、上記表示領域に表示させるように表示を制御する制御処理とを有するも
のである。
【０１０５】
なお、上記したような処理を行うコンピュータプログラムをユーザに提供する提供媒体と
しては、磁気ディスク、CD-ROM、固体メモリなどの記録媒体の他、ネットワーク、衛星な
どの通信媒体を利用することができる。
【０１０６】
なお、上記例においては、インターネットを介して入手した文書について説明したが、こ
れだけではなく、例えばフロッピーディスクから取り出された文書にも適用でき、文書の
要約文を作成することができる。
【０１０７】
なお、本実施の形態においては、文書へのタグ付けの方法の一例を示したが、本発明がこ
のタグ付けの方法に限定されないことはもちろんである。また、本実施の形態においては
、文書処理装置の受信部２１に外部から文書が送信されるとしたが、本発明はこれに限定
されない。たとえば、上記文書は、文書処理装置のＲＯＭ１３に書き込まれていたり、記
録／再生部３１において記録媒体３２から読み出されてもよい。
【０１０８】
また、上述の実施の形態においては、ポインティングデバイスの一例としてマウスを例示
した。しかし、本実施の形態におけるポインティングデバイスはマウスに限定されること
はな。本実施の形態においては、ポインティングデバイスとして、たとえばスタイラスペ
ンも利用することができる。
【０１０９】
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【発明の効果】
本発明によれば、表示領域の表示範囲に対応して要約文を作成し、表示するようにしたの
で、ユーザの要求に対応した要約文を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態を適用した文書処理装置の概略的な構成を示すブロック図で
ある。
【図２】文書のタグによる内部構造を示す図である。
【図３】文書のタグによる内部構造を表示したウィンドウを示す図である。
【図４】要約作成の処理のフローチャートである。
【図５】文書とその要約を表示したウィンドウを示す図である。
【図６】要約作成処理の一部を詳細に示す図である。
【図７】活性拡散の処理のフローチャートである。
【図８】活性拡散の処理を説明する図である。
【図９】活性拡散のリンク処理を示す図である。
【図１０】表示領域の変更を示す図である。
【図１１】文書とその要約を表示したウィンドウを示す図である。
【符号の説明】
１０　本体、１１　制御部、１２　インターフェース、１３　ＣＰＵ、２０　入力部、２
１　受信部、２２　通信部、３０　表示部、３１　記録／再生部、３２　ハードディスク

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】 【図１１】
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