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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　領域情報を含む、情報の提供先となる提供先利用者に提供される候補となる候補情報を
取得する候補情報取得手段と、
　前記候補情報の少なくとも一部を含む情報である、前記提供先利用者の次の予定までの
余裕時間が長いほど情報量が大きくなるよう前記余裕時間に応じて特定される情報を、前
記提供先利用者に提供する提供手段と、を有し、
　前記提供手段は、前記領域情報に対するポインタの滞留時間又は滞留回数に応じて参照
回数が多い又は参照時間が長い情報として特定される前記領域情報を優先して前記提供先
利用者に提供する、
　ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記提供手段は、前記提供先利用者と業務が関連する関連利用者による前記領域情報に
対するポインタの滞留時間又は滞留回数に応じて参照回数が多い又は参照時間が長い情報
として特定される前記領域情報を優先して前記提供先利用者に提供する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記提供先利用者と業務が関連する前記関連利用者を、前記提供先利用者と主業務又は
副業務が一致することに基づいて特定する特定手段、をさらに有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理システム。
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【請求項４】
　前記提供手段は、前記余裕時間に応じた情報の情報量が前記候補情報の情報量を超える
場合に、前記候補情報に関連付けられる関連情報を併せて前記提供先利用者に提供する、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記提供手段は、前記余裕時間中における前記提供先利用者の状況に応じて、前記情報
に対応する音声情報を提供する、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　情報の提供先となる提供先利用者に提供される候補となる候補情報を取得する候補情報
取得手段、
　前記候補情報の少なくとも一部を含む情報である、前記提供先利用者の次の予定までの
余裕時間が長いほど情報量が大きくなるよう前記余裕時間に応じて特定される情報を、前
記提供先利用者に提供する提供手段、としてコンピュータを機能させ、
　前記提供手段は、前記領域情報に対するポインタの滞留時間又は滞留回数に応じて参照
回数が多い又は参照時間が長い情報として特定される前記領域情報を優先して前記提供先
利用者に提供する、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　利用者への情報提供における利便性を向上させる技術が存在する。特許文献１には、予
め登録されたスケジュールに関連する情報を所定の情報源から収集して、時刻および目的
地を考慮して、収集された情報のうちユーザに提供すべき情報を選択する技術が開示され
ている。特許文献２には、検索装置の設置場所におけるイベントのスケジュールに基づい
て決定される優先度に基づいて、検索された文書を並び替えて表示する技術が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２５７１６８号公報
【特許文献２】特開２００８－１２９８２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的の１つは、提供される情報を、次の予定までの余裕時間に利用者が把握し
きれないということが起こる可能性を低減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、情報処理システムであって、情報の提供先となる提供先利用
者に提供される候補となる候補情報を取得する候補情報取得手段と、前記候補情報の少な
くとも一部を含む情報である、前記提供先利用者の次の予定までの余裕時間が長いほど情
報量が大きくなるよう前記余裕時間に応じて特定される情報を、前記提供先利用者に提供
する提供手段と、を含むこととしたものである。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理システムであって、前記候補情報
が複数の情報要素を含んでおり、前記提供手段は、参照回数が多い又は参照時間が長い情
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報要素を優先して前記提供先利用者に提供することとしたものである。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の情報処理システムであって、前記提供手段
は、前記提供先利用者に関連付けられる関連利用者による参照回数が多い又は参照時間が
長い情報要素を優先して前記提供先利用者に提供することとしたものである。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、請求項１から３のいずれか一項に記載の情報処理システムで
あって、前記提供手段は、提供される情報が表示される大きさが大きいほど情報量が大き
くなるよう前記表示される大きさに応じて特定される情報を、前記提供先利用者に提供す
ることとしたものである。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一項に記載の情報処理システムで
あって、前記提供手段は、前記余裕時間に応じた情報の情報量が前記候補情報の情報量を
超える場合に、前記候補情報に関連付けられる関連情報を併せて前記提供先利用者に提供
することとしたものである。
【００１０】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から５のいずれか一項に記載の情報処理システムで
あって、前記提供手段は、前記余裕時間中における前記提供先利用者の状況に応じた形式
で情報を提供することとしたものである。
【００１１】
　請求項７に記載の発明は、プログラムであって、情報の提供先となる提供先利用者に提
供される候補となる候補情報を取得する候補情報取得手段、前記候補情報の少なくとも一
部を含む情報である、前記提供先利用者の次の予定までの余裕時間が長いほど情報量が大
きくなるよう前記余裕時間に応じて特定される情報を、前記提供先利用者に提供する提供
手段、としてコンピュータを機能させることとしたものである。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１，７に記載の発明によれば、本構成を有しない場合と比較して、提供される情
報を、次の予定までの余裕時間に利用者が把握しきれないということが起こる可能性が低
減される。
【００１３】
　請求項２に記載の発明によれば、参照回数が多い又は参照時間が長い情報要素ほど提供
先利用者に提供される可能性が高くなる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明によれば、提供先利用者に関連付けられる関連利用者による参照
回数が多い又は参照時間が長い情報要素ほど提供先利用者に提供される可能性が高くなる
。
【００１５】
　請求項４に記載の発明によれば、提供される情報が表示装置に表示される大きさが大き
いほど情報量の大きな情報が提供先利用者に提供される。
【００１６】
　請求項５に記載の発明によれば、本構成を有しない場合と比較して、提供先利用者の余
裕時間が余ってしまうことが起こる可能性が低減される。
【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、提供先利用者の状況にふさわしくない形式で情報が提
供されることを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態における情報処理システムの構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態における情報処理システムにより実現される機能の一例を示
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す機能ブロック図である。
【図３】アカウント情報の一例を模式的に示す図である。
【図４】文書情報の一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態における情報処理システムで行われる処理の流れの一例を示
すフロー図である。
【図６】閲覧履歴情報の一例を示す図である。
【図７】ポインタ履歴情報の一例を示す図である。
【図８】推薦文書管理情報の一例を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態における情報処理システムで行われる処理の流れの一例を示
すフロー図である。
【図１０】本発明の一実施形態における情報処理システムで行われる処理の流れの一例を
示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について図面に基づき詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態における情報処理システム１０の構成の一例を示す図であ
る。図１に示すように、本実施形態における情報処理システム１０は、ＬＡＮやインター
ネットなどの通信手段を介して、利用者端末１２（１２－１～１２－ｎ）と接続されてい
る。そして、情報処理システム１０と利用者端末１２とは互いに通信されるようになって
いる。
【００２１】
　情報処理システム１０は、例えば、１又は複数のサーバ等の情報処理装置から構成され
るコンピュータシステムであり、例えば、情報処理システム１０にインストールされるプ
ログラムに従って動作するＣＰＵ等のプログラム制御デバイスである制御部、ＲＯＭやＲ
ＡＭ等の記憶素子やハードディスクドライブなどである記憶部、ネットワークボードなど
の通信インタフェースである通信部、などを含んでいる。これらの要素は、バスを介して
接続される。情報処理システム１０の記憶部には、情報処理システム１０の制御部によっ
て実行されるプログラムが記憶される。また、情報処理システム１０の記憶部は、情報処
理システム１０のワークメモリとしても動作する。
【００２２】
　利用者端末１２は、例えば、携帯情報端末、携帯電話端末、パーソナルコンピュータ、
などのコンピュータであり、利用者端末１２にインストールされるプログラムに従って動
作するＣＰＵ等のプログラム制御デバイスである制御部、ＲＯＭやＲＡＭ等の記憶素子や
ハードディスクドライブなどである記憶部、ネットワークボードなどの通信インタフェー
スである通信部、ディスプレイ、スピーカ、マウス、キーボード、ボタン、マイク等のユ
ーザインタフェース（ＵＩ）部、を含んでいる。これらの要素は、バスを介して接続され
る。
【００２３】
　図２は、本実施形態における情報処理システム１０により実現される機能の一例を示す
機能ブロック図である。なお、本実施形態における情報処理システム１０では、図２に示
されている機能以外の機能も実現されている。
【００２４】
　本実施形態における情報処理システム１０は、例えば、情報記憶部２０、情報登録管理
部２２、検索管理部２４、候補情報取得部２６、評価値算出部２８、ＲＯＩ判定部３０、
情報提供部３２、を含んでいる。情報記憶部２０は、情報処理システム１０の記憶部を主
として実現される。その他の要素は、情報処理システム１０の制御部を主として実現され
る。これらの要素は、コンピュータである情報処理システム１０にインストールされたプ
ログラムを、情報処理システム１０の制御部で実行することにより実現されている。この
プログラムは、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどのコンピュータ可読な情報記
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憶媒体を介して、あるいは、インターネットなどの通信手段を介して情報処理システム１
０に供給される。
【００２５】
　情報記憶部２０には、本実施形態では、予め、図３に例示する、情報処理システム１０
の利用者を管理するための情報であるアカウント情報４０が記憶されている。アカウント
情報４０には、本実施形態では、例えば、利用者の識別情報である利用者識別子、利用者
の主業務の識別子である主業務識別子、利用者の副業務の識別子である副業務識別子、な
どが含まれている。なお、本実施形態では、主業務識別子や副業務識別子の値は、例えば
、値１が「Ｗｅｂアプリケーション業務」、値２が「ユーザインタフェース業務」、値３
が「画像処理業務」、値４が「動画処理業務」を表す。
【００２６】
　また、情報記憶部２０には、予め、アカウント情報４０が表す利用者それぞれについて
の、利用者の予定を管理する予定管理情報が記憶されている。例えば、ある利用者の予定
管理情報には、当該利用者の利用者識別子と、それぞれが当該利用者の予定に対応付けら
れる複数の予定情報と、が含まれている。そして、それぞれの予定情報には、予定の内容
、当該予定の開始予定日時、当該予定の終了予定日時、の組合せが含まれている。
【００２７】
　また、情報記憶部２０には、情報処理システム１０の利用者や管理者により登録される
文書情報４２（図４参照）、及び、文書情報４２に関連付けられる後述の情報が記憶され
る。図４は、情報記憶部２０に記憶される文書情報４２の一例を示す図である。図４に示
すように、本実施形態では、文書情報４２は、例えば、複数の頁から構成されている。そ
して、各頁には、例えば、表題が配置されている領域（表題領域４４）、テキスト（文章
）が記述された段落（テキスト領域４６）が配置されている領域、図が配置されている領
域（図領域４８）、などの少なくとも１つの領域が含まれている。なお、図４の例では、
第１頁に、１つの表題領域４４と、２つのテキスト領域４６と、１つの図領域４８が含ま
れている。以下、それぞれの領域に配置されている情報（例えば、テキストの情報や図の
情報など）を、情報要素を呼ぶこととする。本実施形態では、文書情報４２には、上述の
領域に対応付けられる情報要素が複数含まれることとなる。
【００２８】
　ここで、本実施形態における情報処理システム１０で行われる、文書情報４２の登録処
理の流れの一例を、図５に例示するフロー図を参照しながら説明する。
【００２９】
　まず、情報登録管理部２２が、図４に例示する、利用者端末１２から登録の対象となる
文書情報４２を受け付ける（Ｓ１０１）。本実施形態では、情報登録管理部２２は、Ｓ１
０１に示す処理で受け付けた文書情報４２に、文書情報４２の識別子である文書識別子を
割り当てる。また、本実施形態では、Ｓ１０１に示す処理で受け付ける文書情報４２には
、文書情報４２の種別の識別子である種別識別子、文書情報４２の作成時期を示す作成時
期情報、文書情報４２の作成者である利用者の利用者識別子（以下、作成者識別子と呼ぶ
。）、が関連付けられている。本実施形態では、例えば、種別識別子の値は、値１が「技
術メモ」、値２が「技術レポート」、値３が「社外論文」、値４が「特許文献」を表す。
【００３０】
　また、本実施形態では、Ｓ１０１に示す処理で受け付ける文書情報４２のなかには、例
えば、文書情報４２がディスプレイ等に表示されている間におけるマウスポインタ等のポ
インタの軌跡を表すポインタ軌跡情報が関連付けられているものがある。ポインタ軌跡情
報には、例えば、時刻を示す時刻情報と、当該時刻にポインタが配置されていた位置を示
す、文書情報４２内における位置座標と、を対応付けた情報が複数含まれている。
【００３１】
　また、Ｓ１０１に示す処理で受け付ける文書情報４２のなかには、当該文書情報４２を
利用者が閲覧した（例えば、当該文書情報４２のファイルを利用者が開いた）際に、当該
利用者が利用する利用者端末１２のディスプレイ等に表示されていた文書情報４２内の領
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域の時間変化を表す閲覧領域時間変化情報が関連付けられているものもある。閲覧領域時
間変化情報には、例えば、文書情報４２を閲覧した利用者の利用者識別子と、時刻を示す
時刻情報と、当該時刻に表示されていた文書情報４２内の領域を表す位置情報（例えば、
表示されていた領域の四頂点の文書情報４２内における位置座標）と、を対応付けた情報
が複数含まれている。
【００３２】
　そして、情報登録管理部２２は、Ｓ１０１に示す処理で受け付けた文書情報のうち、以
下の処理がまだ実行されていない頁が存在するか否かを確認する（Ｓ１０２）。存在する
場合は（Ｓ１０２：Ｙ）、情報登録管理部２２は、未処理の頁のうちの先頭のページにつ
いて、公知の画像処理技術を用いて、頁内の構造の解析処理を実行する（Ｓ１０３）。そ
して、情報登録管理部２２は、解析処理が実行された頁に含まれる、少なくとも１つの注
目領域（ＲＯＩ（Ｒｅｇｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ））を特定する（Ｓ１０４）。
本実施形態では、例えば、上述の、表題領域４４、テキスト領域４６、図領域４８、など
が注目領域として特定されることとなる。そして、本実施形態では、情報登録管理部２２
は、特定された注目領域のそれぞれに、文書情報４２内において一意の識別子であるＲＯ
Ｉ識別子を割り当てる。
【００３３】
　そして、情報登録管理部２２は、各注目領域について、注目領域に対応付けられる参照
スコア（参照評価値）の算出処理を実行する（Ｓ１０５）。参照スコアは、例えば、注目
領域が参照された（具体的には、例えば、閲覧された、あるいは、ポインタによって指し
示された）程度の大きさを示す値である。本実施形態では、情報登録管理部２２は、参照
スコアとして、注目領域が閲覧された程度の大きさを表す閲覧スコア、及び、注目領域が
ポインタによって指し示された程度の大きさを表すポインタスコアを算出する。
【００３４】
　Ｓ１０５に示す処理において、例えば、情報登録管理部２２は、まず、文書情報４２に
関連付けられている閲覧領域時間変化情報に基づいて、各注目領域について、注目領域を
閲覧した利用者、当該利用者によって当該注目領域の少なくとも一部が閲覧された回数、
及び、当該利用者によって当該注目領域の少なくとも一部が閲覧された時間の長さを特定
する。そして、情報登録管理部２２は、特定結果に基づいて、図６に例示する閲覧履歴情
報５０を少なくとも一つ生成して、情報記憶部２０に記憶させる。閲覧履歴情報５０には
、例えば、文書情報４２を閲覧した利用者の利用者識別子、文書情報４２の文書識別子、
利用者が閲覧した注目領域のＲＯＩ識別子、当該注目領域の閲覧開始時刻、当該注目領域
の閲覧終了時刻、当該注目領域の閲覧時間、が含まれている。
【００３５】
　そして、情報登録管理部２２は、閲覧履歴情報５０に基づいて、各注目領域についての
閲覧スコアを算出する。情報登録管理部２２は、本実施形態では、例えば、各注目領域に
ついて、当該注目領域のＲＯＩ識別子が含まれる閲覧履歴情報５０の数（すなわち、当該
注目領域の少なくとも一部が閲覧された回数）と、閲覧履歴情報５０において当該注目領
域のＲＯＩ識別子に関連付けられている閲覧時間の合計（すなわち、当該注目領域の少な
くとも一部が閲覧された時間）を分単位で表した値を１０で割った値（小数点以下切り捨
て）と、の和を、当該注目領域に対応付けられる閲覧スコアとして算出する。このように
、本実施形態では、注目領域の少なくとも一部が閲覧された回数が多いほど当該注目領域
についての閲覧スコアは大きくなり、注目領域の少なくとも一部が閲覧された時間が長い
ほど当該注目領域についての閲覧スコアは大きくなる。なお、本実施形態では、情報登録
管理部２２は、閲覧領域時間変化情報が関連付けられていない文書情報４２に含まれる注
目領域については、閲覧スコアを０と算出する。
【００３６】
　そして、情報登録管理部２２は、例えば、文書情報４２に関連付けられているポインタ
軌跡情報に基づいて、各注目領域について、注目領域外から注目領域内にポインタが移動
された回数、及び、注目領域内にポインタが配置されていた時間の長さを特定する。そし
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て、情報登録管理部２２は、特定結果に基づいて、図７に例示するポインタ履歴情報５２
を少なくとも一つ生成して、情報記憶部２０に記憶させる。ポインタ履歴情報５２には、
例えば、文書情報４２の文書識別子、ポインタが配置された注目領域のＲＯＩ識別子、当
該注目領域外から当該注目領域内にポインタが移動されて当該注目領域内にポインタが配
置され始めた時刻である配置開始時刻、当該注目領域内から当該注目領域外へポインタが
移動されて当該注目領域内にポインタが配置されなくなった時刻である配置終了時刻、当
該注目領域内にポインタが配置された時間を表す配置時間、が含まれている。
【００３７】
　そして、情報登録管理部２２は、ポインタ履歴情報５２に基づいて、各注目領域につい
てのポインタスコアを算出する。情報登録管理部２２は、本実施形態では、例えば、各注
目領域について、当該注目領域のＲＯＩ識別子が含まれるポインタ履歴情報５２の数（す
なわち、当該注目領域外から当該注目領域外内にポインタが移動された回数）と、ポイン
タ履歴情報５２において当該注目領域のＲＯＩ識別子に関連付けられている配置時間の合
計（すなわち、当該注目領域内にポインタが配置された時間の合計）を分単位で表した値
を１０で割った値（小数点以下切り捨て）と、の和を、当該注目領域に対応付けられるポ
インタスコアとして算出する。このように、本実施形態では、注目領域内にポインタが配
置されていた時間が長いほど当該注目領域についてのポインタスコアが大きくなる。なお
、本実施形態では、情報登録管理部２２は、ポインタ履歴情報が関連付けられていない文
書情報４２については、ポインタスコアを０と算出する。
【００３８】
　そして、情報登録管理部２２は、各注目領域について、注目領域と、注目領域に対応す
る音声情報（例えば、注目領域に対応付けられる情報要素（例えば、注目領域に記述され
たテキスト）の読み上げ音声の音声情報）と、を関連付けた音声インデックス情報を生成
して、生成された音声インデックス情報を情報記憶部２０に記憶させて（Ｓ１０６）、Ｓ
１０２に示す処理に戻る。
【００３９】
　Ｓ１０２に示す処理において、未処理の頁が存在しないことが確認された場合は（Ｓ１
０２：Ｎ）、Ｓ１０１に示す処理で受け付けた文書情報４２、当該文書情報４２の文書識
別子、当該文書情報４２の種別識別子、当該文書情報４２の作成時期情報、当該文書情報
４２の作成者の作成者識別子、当該文書情報４２の構造を示す文書構造情報、当該文書情
報４２に含まれる各注目領域についてのＲＯＩ識別子と閲覧スコアとポインタスコアとの
組合せ、を互いに関連付けて情報記憶部２０に記憶させて（Ｓ１０７）、本処理例に示す
処理を終了する。
【００４０】
　このようにして、情報記憶部２０に文書情報４２等が記憶されることとなる。
【００４１】
　なお、本実施形態における情報処理システム１０では、文書情報４２と文書構造情報と
ＲＯＩ識別子とに基づいて、ＲＯＩ識別子に対応付けられる注目領域に配置されている情
報要素（例えば、ＲＯＩ識別子に対応付けられる注目領域内に記述されているテキスト）
が特定されるようになっている。
【００４２】
　また、本実施形態では、情報記憶部２０に、図８に例示する、利用者に推薦される文書
情報４２を示す推薦文書管理情報５４が記憶される。推薦文書管理情報５４には、例えば
、文書情報４２が推薦される利用者の利用者識別子、利用者に推薦される文書情報４２の
文書識別子、が含まれる。情報登録管理部２２は、例えば、各利用者について、閲覧履歴
情報５０に基づいて、利用者が閲覧した文書情報４２と同じ種別であってまた当該利用者
が閲覧していない文書情報４２の文書識別子を少なくとも１つ特定する。そして、情報登
録管理部２２は、各利用者について、利用者の利用者識別子と、特定された少なくとも１
つの文書識別子と、を含む推薦文書管理情報５４を生成して、情報記憶部２０に記憶させ
る。
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【００４３】
　次に、本実施形態における情報処理システム１０で行われる、利用者への情報の提供処
理の流れの一例を、図９に例示するフロー図を参照しながら説明する。本処理例では、予
め、情報処理システム１０において、利用者端末１２から受け付ける認証要求に応じた認
証（ログイン）が終了している利用者（認証済利用者）が利用する利用者端末１２からの
要求に応じて当該利用者端末１２に情報を提供する処理の流れの一例を説明する。
【００４４】
　まず、検索管理部２４が、認証済利用者の利用者端末１２から、認証済利用者の利用者
識別子、検索条件となる文字列、及び、認証済利用者の利用者端末１２に関する情報（本
実施形態では、例えば、利用者端末１２が備えるディスプレイの大きさを表すディスプレ
イサイズ情報）を受け付ける（Ｓ２０１）。そして、候補情報取得部２６が、情報記憶部
２０に記憶されている文書情報４２のなかから、Ｓ２０１に示す処理で受け付けた文字列
を含む文書情報４２を、利用者に提供される情報の候補となる候補情報として取得する（
Ｓ２０２）。そして、評価値算出部２８が、Ｓ２０２に示す処理で取得された文書情報４
２のそれぞれについて、文書情報４２に含まれる注目領域毎に、配信重要度スコア（配信
重要度評価値）を算出する（Ｓ２０３）。評価値算出部２８は、例えば、注目領域に対応
付けられる情報要素（例えば、注目要素に記述されているテキスト）に含まれる、Ｓ２０
１に示す処理で受け付けた文字列の数の多さに基づいて特定される値（例えば、注目領域
に記述されているテキストに含まれる、Ｓ２０１に示す処理で受け付けた文字列の数）で
ある検索スコア、注目領域に対応付けられる閲覧スコア、注目領域に対応付けられるポイ
ンタスコア、の合計を配信重要度スコアとして算出する。
【００４５】
　そして、ＲＯＩ判定部３０が、提供される情報の情報量の判定に用いられる閾値である
配信重要度閾値を決定する（Ｓ２０４）。
【００４６】
　ここで、Ｓ２０４に示す処理の流れの一例を、図１０に例示するフロー図を参照しなが
ら説明する。まず、ＲＯＩ判定部３０が、例えば、認証済利用者の予定情報を取得する（
Ｓ３０１）。そして、ＲＯＩ判定部３０は、Ｓ３０１に示す処理で取得した予定情報に基
づいて、利用者の次の予定までの余裕時間（本実施形態では、例えば、基準となる時点（
例えば、現在日時、現在日時から所定時間前（例えば、５分前）の日時、現在日時から所
定時間後（例えば５分後）の日時など）から認証済利用者の次の予定に対応する時点まで
（例えば、認証済利用者の予定を表す予定情報が表す次の予定の開始予定日時まで、当該
開始予定日時の所定時間前（例えば５分前）まで、当該開始予定日時の所定時間後（例え
ば５分後）まで）の時間）を算出する（Ｓ３０２）。そして、ＲＯＩ判定部３０は、Ｓ２
０１に示す処理で受け付けたディスプレイサイズ情報を取得する（Ｓ３０３）。そして、
ＲＯＩ判定部３０は、Ｓ３０２に示す処理で算出された余裕時間と、Ｓ３０３に示す処理
で取得されたディスプレイサイズ情報と、に基づいて、配信重要度閾値を決定して（Ｓ３
０４）、Ｓ２０４に示す処理を終了する。ＲＯＩ判定部３０は、本実施形態では、例えば
、余裕時間が長いほど、配信重要度閾値が小さくなり、ディスプレイサイズ情報が表すデ
ィスプレイの大きさが大きいほど配信重要度閾値が小さくなるよう、配信重要度閾値を決
定する。
【００４７】
　Ｓ３０４に示す処理において、ＲＯＩ判定部３０は、例えば、情報記憶部２０に予め記
憶されている、ディスプレイサイズと配信重要度閾値とを対応付けた情報（例えば、１２
８０ｐｘ×９６０ｐｘと閾値０、１０２４ｐｘ×７６８ｐｘと閾値３６、４８０ｐｘ×６
４０ｐｘと閾値７５、２４０ｐｘ×３２０ｐｘと閾値９３を対応付けた情報）に基づいて
、Ｓ２０１に示す処理で受け付けたディスプレイサイズ情報が表すディスプレイの大きさ
に対応付けられる閾値を仮閾値として特定する。例えば、ＲＯＩ判定部３０は、Ｓ２０１
に示す処理で受け付けたディスプレイサイズ情報が表すディスプレイの大きさが４８０ｐ
ｘ×６４０ｐｘである場合には、仮閾値の値を７５として特定する。そして、ＲＯＩ判定
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部３０は、Ｓ３０２に示す処理で算出された余裕時間の長さに応じて、仮閾値の値を調整
して、最終的な配信重要度閾値の値を決定する。ＲＯＩ判定部３０は、例えば、仮閾値の
値から余裕時間を分単位で表した値を減じた値を、配信重要度閾値の値として決定する。
【００４８】
　なお、配信重要度閾値の算出方法は上述の方法に限定されない。例えば、ＲＯＩ判定部
３０が、情報記憶部２０に予め記憶されている、余裕時間とディスプレイサイズとの組合
せと配信重要度閾値とを対応付けた情報に基づいて、上述の配信重要度閾値を決定するよ
うにしてもよい。また、ＲＯＩ判定部３０が、例えば、情報記憶部２０に予め記憶されて
いる、余裕時間とディスプレイサイズとの組合せに基づいて配信重要度閾値を算出する数
式等の算出規則を示す情報に基づいて、上述の配信重要度閾値を決定するようにしてもよ
い。
【００４９】
　以下、図９のフロー図に例示する処理の流れの続きを説明する。
【００５０】
　Ｓ２０４に示す処理の終了後に、情報提供部３２は、Ｓ２０２に示す処理で特定された
文書情報４２に含まれる情報要素のうちから、Ｓ２０４に示す処理で決定された配信重要
度閾値以上の配信重要度スコアに対応付けられる注目領域に配置されている情報要素を特
定する（Ｓ２０５）。例えば、第１のテキスト領域４６に対応付けられる配信重要度スコ
アが８０であり、第２のテキスト領域４６に対応付けられる配信重要度スコアが７０であ
り、図領域４８に対応付けられる配信重要度スコアが６０であり、図領域４８に対応付け
られる配信重要度スコアが６０であり、表題領域４４に対応付けられる配信重要度スコア
が５０であり、配信重要度閾値の値が７５である場合は、情報提供部３２は、第１のテキ
スト領域４６に対応付けられる情報要素（例えば、第１のテキスト領域４６に記述されて
いるテキスト）を特定する。
【００５１】
　本実施形態では、余裕時間が長いほど配信重要度閾値の値が小さくなり、Ｓ２０５に示
す処理で特定される情報の情報量が大きくなる。また、本実施形態では、利用者端末１２
のディスプレイの大きさが大きいほど配信重要度閾値の値が小さくなり、Ｓ２０５に示す
処理で特定される情報の情報量が大きくなる。
【００５２】
　そして、情報提供部３２は、認証済利用者の予定情報を取得する（Ｓ２０６）。そして
、情報提供部３２は、認証済利用者の予定情報に基づいて、現在、認証済利用者が利用者
端末１２による情報の閲覧を行える状態であるか否かを判定する（Ｓ２０７）。
【００５３】
　情報提供部３２は、例えば、認証済利用者の予定情報において、現在時刻の予定の内容
が電車による移動中であることを示している場合には、情報の閲覧を行える状態であると
判定し、現在時刻の予定の内容が乗り換え中であることを示している場合には、情報の閲
覧を行える状態でないと判定する。ここで、情報の閲覧を行える状態であると判定された
場合は（Ｓ２０７：Ｙ）、情報提供部３２は、Ｓ２０５に示す処理で特定された情報要素
に対応するテキストや図が配置された文書情報４２を認証済利用者の利用者端末１２に出
力する。（Ｓ２０８）。一方、情報の閲覧を行える状態でないと判定された場合は（Ｓ２
０７：Ｎ）、情報提供部３２は、情報記憶部２０に記憶されている音声インデックス情報
に基づいて特定される、Ｓ２０５に示す処理で特定された情報要素が含まれる注目領域に
対応付けられる音声情報を、認証済利用者の利用者端末１２に出力する（Ｓ２０９）。
【００５４】
　以上のようにして、文書情報４２又は音声情報が認証済利用者の利用者端末１２に提供
されることとなる。認証済利用者の利用者端末１２は、Ｓ２０８に示す処理で情報処理シ
ステム１０から出力される文書情報４２を受け付けた場合には、この文書情報４２をディ
スプレイに表示出力する。また、利用者端末１２は、Ｓ２０９に示す処理で情報処理シス
テム１０から出力される音声情報を受け付けた場合には、この音声情報に基づいて音声を
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生成して、生成した音声をスピーカから出力する。このように、本実施形態では、余裕時
間中における認証済利用者の状況に応じた形式で認証済利用者に情報が提供されることと
なる。
【００５５】
　なお、情報提供部３２が、現在時刻の予定を所定時間間隔等で監視するようにしてもよ
い。そして、情報提供部３２は、利用者端末１２に出力する情報を、現在時刻の予定が電
車による移動中から乗り換え中に変化した際に、テキストから音声情報に切り替えるよう
にし、現在時刻の予定が乗り換え中から電車による移動中に変化した際にテキストから音
声情報に切り替えるようにしてもよい。
【００５６】
　なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。
【００５７】
　例えば、情報登録管理部２２は、アカウント情報４０として登録されている利用者毎に
異なる参照スコア（閲覧スコアやポインタスコアなど）を算出するようにしてもよい。す
なわち、情報登録管理部２２は、利用者と注目領域との組合せに対応付けられる参照スコ
ア（閲覧スコアやポインタスコアなど）を算出するようにしてもよい。そして、上述のＳ
１０７に示す処理において、Ｓ１０１に示す処理で受け付けた文書情報４２、当該文書情
報４２の文書識別子、当該文書情報４２の種別識別子、当該文書情報４２の作成時期情報
、当該文書情報４２の作成者の作成者識別子、当該文書情報４２の構造を示す文書構造情
報、さらには、利用者と当該文書情報４２に含まれる注目領域との組合せそれぞれについ
ての、当該利用者の利用者識別子、当該注目領域に対応付けられるＲＯＩ識別子、当該利
用者と当該注目領域との組合せに対応付けられる閲覧スコア、及び、当該利用者と当該注
目領域との組合せに対応付けられるポインタスコア、の組合せ、を互いに関連付けて情報
記憶部２０に記憶させるようにしてもよい。
【００５８】
　以下、閲覧スコアの算出の対象となる利用者（算出対象利用者）と閲覧スコアの算出の
対象となる注目領域（算出対象注目領域）との組合せに対応付けられる閲覧スコアの算出
処理の一例について説明する。まず、情報登録管理部２２は、プロファイルが算出対象利
用者に類似する利用者（例えば、算出対象利用者と、主業務又は副業務が一致する利用者
）を一次類似利用者として特定する。そして、情報登録管理部２２は、閲覧履歴情報５０
に基づいて、一次類似利用者のうちから、閲覧した文書情報４２の種別が算出対象利用者
と類似する利用者（例えば、閲覧した文書情報４２の数が最も多い種別が、算出対象利用
者と一致する利用者）を二次類似利用者として特定する。そして、情報登録管理部２２は
、二次類似利用者が閲覧した注目領域に算出対象注目領域が含まれる場合は、上述の和に
１を加えた値を、算出対象利用者と算出対象注目領域との組合せに対応付けられる閲覧ス
コアとして決定し、そうでない場合は、上述の和を算出対象利用者と算出対象注目領域と
の組合せに対応付けられる閲覧スコアとして決定する。
【００５９】
　なお、閲覧スコアの算出方法は上述の方法には限定されない。
【００６０】
　例えば、情報登録管理部２２は、二次類似利用者により算出対象注目領域が閲覧された
時間の長さが所定時間より長い場合に、上述の和に１を加えた値を、算出対象利用者と算
出対象注目領域との組合せに対応付けられる閲覧スコアとして決定するようにしてもよい
。また、例えば、情報登録管理部２２は、閲覧した注目領域に算出対象注目領域が含まれ
る、という条件を満足する二次類似利用者の数を上述の和に加えた値を、算出対象利用者
と算出対象注目領域との組合せに対応付けられる閲覧スコアとして決定するようにしても
よい。また、例えば、情報登録管理部２２は、算出対象利用者が算出対象注目領域を閲覧
した回数と、算出対象注目領域の少なくとも一部を閲覧した時間を分単位で表した値を１
０で割った値（小数点以下切り捨て）と、の和を、算出対象利用者と算出対象注目領域と
の組合せに対応付けられる閲覧スコアとして算出するようにしてもよい。また、例えば、
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情報登録管理部２２は、二次類似利用者によって算出対象注目領域が閲覧された回数と、
二次類似利用者によって算出対象注目領域が閲覧された時間を分単位で表した値を１０で
割った値（小数点以下切り捨て）と、の和を、算出対象利用者と算出対象注目領域との組
合せに対応付けられる閲覧スコアとして算出するようにしてもよい。
【００６１】
　そして、上述のようにして、算出対象利用者と算出対象注目領域との組合せに対応付け
られる参照スコアが算出された場合には、情報提供部３２は、上述のＳ２０５に示す処理
において、認証済利用者と注目領域との組合せに対応付けられる配信重要度スコアのうち
から、決定された配信重要度閾値以上であるものに対応付けられる注目領域を特定するよ
うにしてもよい。そして、情報提供部３２は、特定された注目領域に対応付けられる情報
要素を特定するようにしてもよい。
【００６２】
　また、例えば、情報提供部３２は、余裕時間に応じた情報の情報量が候補情報の情報量
を超える場合（具体的には、例えば、余裕時間が長く、候補情報のすべてを利用者端末１
２に提供しても、提供される情報の情報量に余裕があると判定される場合）に、候補情報
である文書情報４２に加えて、文書情報４２に関連する情報（例えば、利用者に推薦され
る文書情報４２）を利用者端末１２に併せて提供するようにしてもよい。具体的には、例
えば、評価値算出部２８が、推薦文書管理情報５４において、認証済利用者の利用者識別
子に関連付けられている文書識別子に対応する文書情報４２（以下、推薦文書情報と呼ぶ
。）に、候補情報として取得された文書情報４２に含まれるいずれの注目領域に設定され
ている配信重要度スコアよりも小さな値（例えば、負の値）を、配信重要度スコアとして
設定するようにしてもよい。そして、情報提供部３２は、推薦文書情報に設定された配信
重要度スコアが、配信重要度閾値の値以上である場合には、推薦文書情報のテキストある
いは推薦文書情報のテキストに対応する音声情報を認証済利用者の利用者端末１２に出力
するようにしてもよい。
【００６３】
　また、例えば、検索管理部２４が、利用者端末１２から、ディスプレイサイズ情報の代
わりに、利用者端末１２の種別を示す端末種別情報を受け付けるようにしてもよい。そし
て、ＲＯＩ判定部３０が、例えば、情報記憶部２０に予め記憶されている、利用者端末１
２の種別と配信重要度閾値とを対応付けた情報（例えば、パーソナルコンピュータと閾値
０、タブレット端末と閾値３６、スマートフォンと閾値７５、携帯電話端末と閾値９３を
対応付けた情報）に基づいて、検索管理部２４が受け付けた端末種別情報に対応付けられ
る閾値を仮閾値として特定するようにしてもよい。そして、ＲＯＩ判定部３０は、算出さ
れた余裕時間の長さに応じて、仮閾値の値を調整して、最終的な配信重要度閾値の値を決
定するようにしてもよい。
【００６４】
　また、例えば、検索管理部２４が、利用者端末１２から、ディスプレイサイズ情報の代
わりに、利用者端末１２に提供される情報がウェブブラウザ等のアプリケーションソフト
ウェアにおいて表示される大きさ（ディスプレイの大きさよりは小さいと考えられる。）
を示す情報を受け付けるようにしてもよい。そして、ＲＯＩ判定部３０が、例えば、情報
記憶部２０に予め記憶されている、情報が表示される大きさと配信重要度閾値とを対応付
けた情報に基づいて、検索管理部２４が受け付けた端末種別情報に対応付けられる閾値を
仮閾値として特定するようにしてもよい。そして、ＲＯＩ判定部３０は、算出された余裕
時間の長さに応じて、仮閾値の値を調整して、最終的な配信重要度閾値の値を決定するよ
うにしてもよい。
【００６５】
　また、例えば、ＲＯＩ判定部３０が、利用者端末１２に関係なく、余裕時間だけに基づ
いて、配信重要度閾値を決定するようにしてもよい。また、例えば、情報処理システム１
０が、頁単位で配信重要度スコアを算出するようにしてもよい。そして、情報提供部３２
は、頁単位で出力の対象となる情報要素を特定するようにしてもよい。
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【００６６】
　また、例えば、ＲＯＩ判定部３０が、余裕時間やディスプレイサイズ情報に基づいて、
提供される情報の情報量を特定するようにしてもよい。そして、情報提供部３２が、特定
された情報量の情報を候補情報から抽出して、利用者端末１２に提供するようにしてもよ
い。
【００６７】
　また、本実施形態における情報処理システム１０、利用者端末１２、の役割分担は上述
のものには限定されない。また、上記の具体的な文字列や数値、並びに、図面中の具体的
な文字列や数値は例示であり、これらの文字列や数値には限定されない。
【符号の説明】
【００６８】
　１０　情報処理システム、１２　利用者端末、２０　情報記憶部、２２　情報登録管理
部、２４　検索管理部、２６　候補情報取得部、２８　評価値算出部、３０　ＲＯＩ判定
部、３２　情報提供部、４０　アカウント情報、４２　文書情報、４４　表題領域、４６
　テキスト領域、４８　図領域、５０　閲覧履歴情報、５２　ポインタ履歴情報、５４　
推薦文書管理情報。
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(13) JP 5799683 B2 2015.10.28

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(14) JP 5799683 B2 2015.10.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０００－０９９４４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２９２４９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１７８０９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１８８７９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１９８１３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２２８０５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５２４９１６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１７／３０　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

