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文書木を探索 し、要素を探索要素として順次検出する探索手段 と、文書木の複数の要素の内の抽出対象
要素と探索要素との要素間の距離を計算する距離計算手段 と、排他要素名を参照 して抽出対象要素に対
して探索要素が排他要素であるか否かを示す排他情報を生成する排他要素確認手段 と、要素間の距離と
排他情報とに基づ て要素に対応する要素に含まれる語句の重みを計算 し、複数の次元を有 しそれぞれ
の次元が予め定められた語句に一意に対応する要素特徴ベク トルを重みに基づ て探索要素毎に対応 さ
せて計算する要素特徴ベク トル計算手段 と、要素特徴ベク トルに基づ て抽出対象要素に関連する部分
文書の部分文書特徴ベク トルを計算する部分文書特徴ベク トル計算手段とを備 える。



発明の名称

特徴拍出装置、特徴抽出方法及びプログラム

技術分野

本発 明は、文書の特徴情報を抽出する特徴抽出装置、特徴拍出方法及びプログラ

ムに関する。

背景技術

一般に、コンピュータ等を用いて電子文書の文書分類等を行う場合には、その電子

文書の特紋情報が使用されている。

ここで、文書分類 (D e a f ca e z とは、電子文

書をその内容に基づきいくつかのクラスに分類することを言う。文書分類は、例えぱ、

電子メールシステムのスパムフィルターなどに使用されている。スパムフィルターは、印

を付けられた既受信のスパムメールに関する情報を参 照 して新たに受信したメールが

スパムメールか否かを判定 し、スパムメールの場合には特定のフオルダ等に振 り分ける

これらのような文書分類の作 業においては、文書は多次元ベクトルにより表現され

る。この文書を表現する多次元ベクトルは、特徴ベクトルとも呼はれる。特徴ベクトルの

各次元は、例えぱ、文書に出現する個々の単語に対応 している。そして、特徴ベクトル

の各成分の値は、例えぱ、その成分の次元に対応する単語の、その特徴ベクトルが表

す文書における出現数あるいは重要度を表すTF Te e e D ( ve

e D e e e )値などが用いられる。また、特徴ベクトルの次元数 (成分

数 は、例えば扱う総単語数に対応する。

具体 的な例を示すと、例えぱ以下の文書 は以下のような特徴ベクトル で表現

することができる。

文書 A document s ep「esented as a Vec o Each d mens on co espo

nds o a Sepa a e e m a e m Occu s n he documen s Va ue n he V



e c o s n o z e o ""・

特徴ベクトル 4 ０，・ ・1，・‥，2 ０

ここで、特徴ベクトルv は複数の成分からなり、各成分は一つの単語に対応 している

そして、それら成分の配列順序は、対応する単語のアルフアベット順となっており、各

成分の値は文書 における対応する単語の出現数で表現されている。つまり、特徴べ

クトル の 番 目の成分は単語 a に対応 し、単語 a が文書 に 回出現しているこ

とを表 している。また、 番 目の成分は扱う単語の中でアルフアベット順が 2 番 目の単語

に対応 し、仮にアルフアベット順が 2 香 目の単語が abou であるとすると、 abou は

文書 には出現しないため値は となる。特徴ベクトルv の成分を順番に見ていくと、

次にアルフアベット順が若く文書 に出現する単語は as である。単語 as は文書

中に「回出現するので、対応する成分の値は "であり、その次に出現する単語 docu

m e は文書 d 中に 回出現するので値は "である。このようにして文書を特徴ベク

トルとして表現することにより、文書を高次元のべクトル空間上の「点 に対応させること

が可能である。

文書分類では、上述 した例を含めたさまざまな方法を用いて文書を特徴ベクトルに

よって表し、特徴ベクトル間の距離に基づいて文書を分類する。従って、文書分類の精

度 は特徴ベクトルの精密さ次第で大きく変わるため、文書分類における特徴ベクトルの

生成は非常に重要な技術要素である。

このような、文書の特徴情報を抽出する技術の例が、特許文献 及び特許文献 2

に記載されている。

次に、文書がいくつかの内容がまとまった部分によって構成される場合、それらの個

々について文書分類を適用する応用がある。例えぱ、その応 用は、電子メールで送ら

れてくるセミナーの通知メールに複数のセミナーの情報が含まれていた場合 、それらを

個々のセミナーの情報に分解して、それぞれカテゴリに分類する応用などである。以降

、文書に含まれるあるまとまった内容の文書を部分文書と呼び、部分文書を分類する

ことを部分文書分類と呼ぶ。

このような部分文書分類においては、文書中から部分文書を正確に特定する必要

がある。例えば、文書中の出現語句の傾 向の変化を捉えることにより、文書を部分文



書に分割することが可能であるが、部分文書同士が関連している場合には出現語句

の変化が少ないので、このようなアプローチは十分な有効性を持たない。

また、構造情報を有する半構造化文書を対象とした場合 、非特許文献 「に示されて

いるような部分文書を特定するヒュ」リステボソクスが提案されている。非特許文献 「に

記載された部分文書特定法は、半構造化文書がいくつかのトピック 部分文書 を含む

場合、文書木の構造に同じレベルで同じ名前の要素が並列出現する性質に注 目した

ものである。この部分文書特定法は、文書木の要素を葉からルートへたどっていった時

、初めて兄弟関係の要素に同じ名前が表れる要素を部分文書木のルートとするように

した。この方法を用いれば、半構造化文書に関し、部分文書を特定してそれらの特徴

情報を特許文献 あるいは2 に記載されたような技術を利用して抽出し、部分文書を分

類することができる。

先行技術文献

特許文献

特許文献 「 特開 ００ ０ 号公報

特許文献 特開平０ 5０ 号公報

非特許文献

非特許文献 絹谷 弘子、他 名著 「X 」文書の文書構造と内容を用いた部

分文書の抽出方法」社 団法人情報処理学会、2００2年 5 月、V o 43 No S G 2 T D 13

p 8 3

発明の概要

発 明が解決しようとする課題

上述した関連する先行技術においては、部分文書について必要な精密さを有する

部分特徴ベクトルを得られない場合があるという、問題 点があった。

その理 由は以下のとおりである。まず、部分文書分類においては上述した特許文献

「及び に示されるように、特徴ベクトルは出現語を基に作成される。一方、部分文書

は通常の文書の部分または部分の集合であり、そのサイズは比較的小さい場合があ

る。従って、部分文書のサイズが 、さければ小さいほど、出現語を基に作成された特徴

ベクトルが疎になり、部分文書の特徴を十分に表現できないためである。



本発明の目的は、上述した問題 点を解決する特徴拍出装置、特徴抽出方法及び

プログラムを提供することにある。

課題を解決するための手段

本発明の特徴抽出装置は、複数の要素を有する文書木を予め与えられた規則に

従って探 索し、前記要素を探索要素として順次検出する探 索手段と、前記文書木の

複数の要素の内の予め指定された抽出対象要素と前記探 索要素との要素間の距離

を計算する距離計算手段と、予め指定された排他要素名を参 照 して前記抽出対象要

素に対 して前記探 索要素が排他要素であるか否かを示す排他情報を生成する排他

要素確認手段と、前記要素間の距離と前記排他情報とに基づいて前記要素に対応す

る当該要素に含まれる語句の重みを計算し、複数の次元を有しそれぞれの次元が予

め定められた語句に一意に対応する要素特徴ベクトルを該重みに基づいて前記探 索

要素毎に対応させて計算する要素特徴ベクトル計算手段と、前記要素特徴ベクトルに

基づいて前記抽出対象要素に関連する部分文書の部分文書特徴ベクトルを計算する

部分文書特徴ベクトル計算手段とを備える。

本発明の特徴抽出方法は、複数の要素を有する文書木を予め与えられた規則に

従って探 索し、前記要素を探 素要素として順次検出する探 索要素検 出ステップと、前

記文書木の複数の要素の内の予め指定された抽出対象要素と前記探 索要素との要

素間の距離を計算する要素間距離計算ステップと、予め指定された排他要素名を参

照して前記抽出対象要素に対 して前記探 索要素が排他要素であるか否かを示す排

他情報を生成する排他情報生成ステ、ソプと、前記要素間の距離と前記排他情報とに

基づいて前記要素に対応する当該要素に含まれる語句の重みを計算し、複数の次元

を有しそれぞれの次元が予め定められた語句に一意に対応する要素特徴ベクトルを該

重みに基づいて前記探 索要素毎に対応させて計算する要素特徴ベクトル計算ステップ

と、前記要素特徴ベクトルに基づいて前記抽出対象要素に関連する部分文書の部分

文書特徴ベクトルを計算する部分文書特徴ベウトル計算ステ、
ソプとを備 える。

本発明のプログラムは、複数の要素を有する文書木を予め与えられた規則に従っ

て探 索 し、前記要素を探 索要素として順次検 出する探 索要素検 出処理と、前記文書

木の複数の要素の内の予め指定された抽出対象要素と前記探索要素との要素間の

距離を計算する要素間距離計算処理と、予め指定された排他要素名を参 照して前記



抽出対象要素に対して前記探 索要素が排他要素であるか否かを示す排他情報を生

成する排他情報生成処理と、前記要素間の距離と前記排他情報とに基づいて前記要

素に対応する当該要素に含まれる語句の重みを計算し、複数の次元を有 しそれぞれ

の次元が予め定められた語句に一意に対応する要素特散ベクトルを該重みに基づい

て前記探索要素毎に対応させて計算する要素特徴ベクトル計算処理と、前記要素特

徴ベクトルに基づいて前記抽出対象要素に関連する部分文書の部分文書特徴ベクト

ルを計算する部分文書特徴ベクトル計算処理とをコンピュータに実行させる。

発明の効果

本発明によれば、部分文書について必要な精密さを有する部分特徴ベクトルを得る

ことができる。

図面の簡単な説明

図

本発明の第 の実施形態の構成を示すブロ、ソク図である。

図

本発明の第 の実施形態の動作を示す流れ図である。

図

本発明の第 ～第 3の実施形態における文書の構造を示す図である。

図

本発明の第 ～第 の実施形態における文書木の構造を示す図である。

図

本発明の第 ～第 の実施形態における探 索手段の探 索動作の例を示す文書木の

図である。

図

本発明の第 「～第 の実施形態における排他要素確認手段の動作の例を示す文書

木の図である。

図

本発明の第 ～第 の実施形態における特徴ベクトル計算手段の動作の例を示す文

書木の図である。



図

本発明の第 「～第 3の実施形態における要素特徴ベクトルの構造を示す図である。

図

本発明の第 の実施形態の構成を示すプ山ソク図である。

図

本発明の第 の実施形態の動作を示す流れ図である。

図

本発明の第 の実施形態の構成を示すプ小ソク図である。

発明を実施するための形態

本発明の第 の実施形態について図面を参 照して詳細に説明する。

図 は、第 の実施形態の構成を示すブ小ソク図である。図「に示すように、第 「の

実施形態は、文書人力手段 ０、構文解析手段 ０、拍出対象指定 手段 ０、探

索手段 ０、距離計算手段 ０、排他要素確認手段 6０、排他要素格納手段 1 ０

、特徴ベクトル計算手段 ０及び特徴ベクトル出力手段 ０を備えている。

まず、文書人力手段 ０について説明する。文書人力手段 ０は、図3に示すよ

うな文書3００を人 力する。本実施形態の説明では、文書 ００は半構造化 文書である

ものとする。

以下は、文書 ００の中身の具体 的な一例である。

くchap e e二 概要㌧

くsec on e二 基礎的概念 ㌧

くSen en eノ

XM は、個別の目的に応 じたマーク

ア、ソプ言語群を創るために

sen ence

くsen enceノ

XM」の最も重要な目的は、異なる情報

，ンステムの間で

sen ence



く se onノ

く，。。o eチオープンな仕様㌧

s ec on

chap e

次に、構文解析手段 2０について説明する。構文解析手段 ０は、文書人 力手

段 ０で人 力された文書3００を解析し、木構造に展開して図 に示すような文書木

０を生成する。

図 は、XM (eX e b e a a e 形式で記述された文書 ００が

文書木 ０に展開された様子を表 している。文書木 ０は、捜数の要素 「を含ん

でいる。要素 は、要素名と要素の内容とからなっており、図 ではこれを「要素名

要素の内容 」というように表記している。

例 えば、「"要 素 名 要 素 の内容 」の具 体 的な例 は、「 chap e 概 要 。」、

「 sec o 基礎的概 念 」、「"sentence X 」は、個 …"」、「 sen ence X 」の最

」及び s ec o ，オープンな仕様 」などである。

尚、構文解析手段 ０は、XM 形式に限らず、例えばS (S b )式などの半

構造化文書を解析できるようにしてもよい。

次に、抽出対象指定手段 ０を説明する。抽出対象指定手段 ０は、文書 ００

のどの部分に関する部分文書の特徴ベクトル 以下、「部分文書特徴ベクトル」と言う)

を抽出 (計算 するのかを指定する。具体 的には、拍出対象指定手段 ０は、文書木

０に含まれる複数の要素 の内のいずれかを、例えばXP a X 」P

a a e や 番 目の 要素といった形式を利用してユニークに指定する。以降

の説明において、このユニークに指定された要素 を、抽出対象要素 と呼ぶ。

尚、上述の抽出対象指定手段 ０による指定方法は、一例に過ぎず、文書木

のいずれかの要素 をユニークに指定できるものであれば、他の方法でもよい。

次に、探 索手段 ０について説明する。探素手段 1 ０は、柏出対象の要素

抽出対象要素 3 2と呼ぶ ) から出発 してルート要素方向へ文書木 3 ０を探 索 し、そこ

に存在する各要素 を「つずつ探 索要素として検 出する。続けて、探 索手段 ０は

、距離計算手段 5０、排他要素確認手段 ０卑び特徴ベクトル計算手段 ０に検

出した探 素要素についての処理を実行させる。



こうして、探索手段 ０は、文書木 ０のルートの要素 ルート要素 と呼

ぶ まで探 索し、抽出対象要素 1 として指定された要素 「に関する部分文書特徴

ベクトルを抽出する。

探 索手段 ０による探 索動作の一例を図 を参 照して説明する。図5は、文書木

０において、要素 「 が拍出対象要素 である場合の探 索順序を大括弧

とで括った数字で示した図である。例えぱ、要素 "は、探索順序が 番

目の要素 を示すものであり、他の要素 についても同棟である。

探索手段 ０は、文書木 1０の兄弟方向については抽出対象要素 2あるいは

抽出対象要素 を干要素に含む要素 「を除き上から下へ、そして兄弟方向の探

索が終 了した後に現方向への探 索を実行する。この探索順序は一例に過ぎず、他の

順序でもよい。

次に、距離計算手段 5０について説明する。距離計算手段 ０は、文書木 ０

のある要素 と他の要素 1との要素間の距離を計算する。

ここで・要素間の距離は、さまざまな距離関数に基づいて算出する方法が考えられ

る。図5を参 照して つの例を説明する。

方法 「は、構文解析後に文書木 3 ０で表現されている文書 ００を再び人間が読み

やすい順番でテキストヘ変換した時の距離関数に基づくものである。すなわち、要素間

の距離は、文書木 ０の前順序で順序付けした場合 (前順序で木をたどることは、人

が文書 ００を上から順に読む動作 に対応 している の順序の差の絶対値である。図5

の文書木 ０を要素 3 から前順序でたどると、その順序は、要素 3 7 ～要

素 づ要素 要素 要素 「 づ要素 1 要素

となる。従って、例えぱ図5において、要素 と要素 7 との要素間

の距離は であり、要素 「 と要素 3 との要素間の距離は である。

方法 は、文書木 ０の要素間で親子関係にのみ距離を定義 した時の距離関数

に基づくものである。すなわち、要素間の距離は、片方の要素 3 からもう一方の要素

にたどりつくために最低限必要な親子方向の遷移数である。従って、例えぱ図 に

おいて、要素 と要素 との要素間の距離は であり、要素 と要

素 3 1 との要素間の距離は2である。

方法 は、方法 での距離の定義に加えて、兄弟関係にある要素同士についても距



離を定 義した時の距離関数に基づくものである。

すなわちまず、 つの要素 3 が兄弟関係にある場合の要素間の距離は、一方の

要素 からもう一方の要素 3 に遷移するのに必要な遷移数である。

また、2つの要素 が親子関係にある場合の要素間の距離は、親要素の持つ子

要素の数 である。

次に、ある要素 「Aからルート要素 までのパス上にある要素 1 「を祖先要

素 要素 A自身も、祖先要素の一つである と呼ぴ、祖先要素からみたある要素 3

「「を子孫要素と呼ぶものとして、祖先子孫関係にある要素間の距離について説明す

る。 つの要素 「が祖先要素と子孫要素との関係にある場合の要素間の距離は、

その子孫要素からその祖先要素までの親子関係それぞれの距離を足 し合わせたもの

である。

最後に、 つの要素 が兄弟関係、親子関係または祖先子孫関係のいずれでも

ない場合の要素間の距離について、その つの要素 を要素 A及び要素

として説明する。まず、距離計算手段 1 ０は、要素 Aの祖先要素のいずれかで

ある要素 Dと兄弟関係となり、かつ要素 の最も近い祖先要素である要素

Cを選定する。ぞして、距離計算手段 ０は、要素 「Aから要素 Dまでの

距離 要素 3 Dから要素 Cまでの距離 十要素 から要素 1 Cまでの距

離 を要素 3 Aと要素 との要素間の距離として計算する。例えぱ、図 におい

て、要素 と要素 との要素間の距離は兄弟関係なので である。同じく

、要素 と要素 3 との要素間の距離は親子関係なので である。同じく、

要素 と要素 7 とは祖先子孫関係なので要素間の距離は であ

る。同じく、要素 と要素 とは兄弟関係 、親子関係・祖先子孫関係の

いずれでもないので要素間の距離は4 「 ０ である。

以上が、要素間の距離を算出する方法 3の説明である。

以ｱ つの要素間の距離の計算方法を説明したがこれらは一例に過ぎず、他の方

法でもよい。

次に、排他要素確認手段 ０について説明する。排他要素確認手段 1 ０は、排

他要素格納手段 ０より排他要素の情報を取得し、 つの要素 を頂点とする部

分木それぞれの中に、同一の排他要素が存在するか否かを調べる。



ここで、排他要素は、それぞれが異なるトピ、ソクについて記述するために用いる要素

「1のことである。要素 を排他要素とする場合の要素名は、例えば c a p e や

e en "や"schedu e "などである。これらの排他要素の要素名は、排他要素格納手段

7０に格納されている。例えぱ、あるスケジュールに関する部分文書を抽出する場合、

他のスケジュールに関する情報は除外する必要がある。そのために、排他要素確認手

段 ０は、 つの要素 を頂点とする部分木それぞれの中に同じ排他要素の要素

名を持つ要素 1 が含まれるかどうかを調べる。

具体 的な例について、図 を参 照して説明する。図6は、排他要素確認手段 ０の

動作の一例を説明するための文書木 ０の図である。尚、以下の説明においていくつ

かの要素 を区別して説明するために、それらにサフボソクスを付している。例えぱ、

以下の説明において要素 Aと表記したものは、図 において要素 A と表記してお

り、他の要素 についても同棟である。

まず、排他要素格納手段 7０は、少なくと schedu e という要素名を格納してい

るものとする。図 に示す文書木 ０の要素 Aと要素 日とは、それぞれ異なる

スケジュールに関する記述であり、それぞれの子孫要素に"schedu e という要素名の

要素3 を含む。従って、排他要素確認手段 ０は、要素 A及び要素 を

頂点 とする部分木それぞれの中に同一の排他要素が存在すると判定する。以降、 つ

の要素を頂点とする部分木それぞれの中に同一の排他要素が存在する場合、それら

つの部分木は、排他である と記載する。また、 つの要素 3 1 を頂点 とする部分木

それぞれの中に同一の排他要素が「つも存在しない場合 、それら つの部分木は、排

他でない と表記する。尚、便宜上、排他要素確認手段 ０は、 つの要素 3 が同

一の要素 である場合 、この つの要素 は排他でないと常に判定する。

次に排他要素格納手段 7０について説明する。排他要素格納手段 7０は前述 し

たとおり、排他要素名を格納する。

次に、特徴ベクトル計算手段 ０について説明する。特徴ベクトル計算手段 ０

は、探 索手段 ０が検 出した探 索要素である要素 毎に図8に示すような特徴ベク

トル ( 以下、「要素特徴ベクトル」と言う を計算し、それらの要素特徴ペクトル ０を順

次足 し合わせて積算特徴ベクトルを生成する。要素特徴ベクトル 1０は、図 に示すよ

うに、複 数の次元を有 しそれぞれの次元が予め定められた語句に一意に対応 している



。予め定められた語句は、例えぱ、一般的な辞書の見出し語であってよいし、特定の分

野の用語を所定の意図を持って選択された語句の集合であってもよい。

図 に示すW 、 w は、特徴ベクトル ０の各成分 (次元 に対応する語句の

例である。

要素特徴ベクトル ０を計算する方法を説明する。要素特徴ベクトル ０において

、それぞれの成分即ち語句に対応する値は、その探 索要素における重みと、それぞれ

の語句の出現数を掛けて求めた値である。要素特徴ベクトル ０は、探索要素と拍出

対象要素 2との要素間の距離、及ぴ探 索要素が抽出対象要素 2 に対 して排他

であるか否かの情報に基づいて、重みを計算する。要素特徴ベクトル ０は、探索要

素が排他である場合に重みび０とし、探 索要素が排他でない場合に重みを要素間の

距離が離れるほど減衰する関数により計算する。

この関数は、例えば、exp( x 2 (2 au 2)) や・e xp x などである。ここでxは距離

を表す変数で、a uは定 数でシステムのハラメータとなる。ただし、これらの関数は一例

に過ぎず、他の関数であってもよい。

続いて、図 を参 照 して、特徴ベクトル計算手段 ０が要素特徴ベクトル ０を計

算する範囲について説明する。

前提として、要素 Dが、抽出対象要素 に指定されているものとする。

まず，探 索手段 ０が要素 Cを検 出した場合、特徴ベクトル計算手段 ０は

要素 Cに出現する語句を使い要素特徴ベクトル ０を計算する。ここでもし、要素

「Cが子要素、更に子孫要素を持っていた場合 、特徴ベクトル計算手段 ０はそれ

らの子孫要素に出現する語句も含めて要素特徴ベクトル 「 を計算する。この場合 、

特徴ベクトル計算手段 ０は、子孫要素についての重みも同一とし、すべての語句に

対して要素 Cについて計算した重みを用いて要素特徴ベクトル4 ０を計算する。

こうして計算することは、つまり、要素 3 C以下の要素 3 「を、階層を無視して一つ

の大きな要素 3 「Cとして処理することと同等である。

次に、探 索手段 ０が要素 Aを検 出した場合 、特徴ベクトル計算手段 8０は

要素 3 1 Aに出現する語句のみを用いて要素特徴ペクトル4 ０を計算する。

次に、探 索手段 ０が要素 「 を検 出した場合 、特徴ベクトル計算手段 ０は

、要素 Cに子孫要素がある場合 と同棟 に、要素 以下の要素 1 も含めて



要素特徴ベクトル ０を計算する。以上説明したように、特徴ベウトル計算手段 ０
は、探索要素が子孫要素に拍出対象要素 を含む場合 には、その探 索要素だけを

範囲として要素特徴ベクトル ０を計算する。そして、それ以外の場合でかつ要素

が子孫要素を持つ場合 には、特徴ベクトル計算手段 ０は、探索要素とそれらの子

孫要素とを範囲に含めて要素特徴ベクトル ０を計算する。

最後に、特徴ベクトル出力手段 1 ０について説明する。特徴ベクトル出力手段

は、探 索手段 ０から受け取った抽出対象要素 「 に関する部分文書特徴ベクト

ルを外部へ出力する。

次に、本実施形態の動作について、図 から図8を参 照して詳細に説明する。

図2は、本発明の第 「の実施形態の動作の概要を示す流れ図である。まず、文書

人力手段 ０が、文書 ００を入力する (ステ、ソプS ０)

次に、構文解析手段 ０が、文書人力手段 「 から文書 ００を受け取 り、受け取

った文書 ００を構文解析して木構造の文書木 ０として展開する ステ、ソプS ０)

次に、抽出対象指定手段 ０が、抽出対象要素 2を指定する。指定の方法は

前述のとおり つではないが、抽出対象指定手段 ０は、例えぱ「「番 目の、くSche

u e という要素名の要素 のように表現する方法により、文書木3 ０中の対応す

る要素 を一意に指定する ステップS ０

次に、探 素手段 ０が、拍出対象要素 を初期位置として文書木 ０の探索

を行い、そこに存在する各要素 を「つずつ探 索要素として検 出する。続 けて、探 索

手段 ０は、検 出した検 索要素について距離計算 (ステップS 1)の処理を距離計

算手段 ０に実行させる。更に続けて、探 索手段 ０は、排他要素確認 (ステップS

の処理を排他要素確認手段 1 ０に実行させる。更に続 けて、探索手段 ０は、

特徴ベクトル計算 (ステップS )の処理を、特徴ベクトル計算手段 ０に実行させ

る。最後に、探 索手段 ０は、文書木3 ０の最後の探索要素を検 出し、この探索要

素について、上述の つの処理を実行させる。そしてその終 了後に、探 索手段 ０は、

特徴ベクトル計算手段 ０から受け取った積算特徴ベクトルを、抽出対象要素 2と

して指定された要素 に関する部分文書特徴ベクトルとして出力する ステ、ソプS

０)

上述の探 索手段 ０の動作を詳細に説明する。



探索の順番はさまざまな方法が考えられる。本実施形態の探索手段 「 は、例え

ぱ、抽出対象要素3 2から探索を開始し、兄弟要素を探 索 し、兄弟要素の探 索が終

わったら親要素を探索 し、ルート要素3 で探 索を終 了する。この探索動作は、前述

の図 を参 照して説明した探索手段 ０の探 索動作の一例とおなじである。

距離計算 (ステ、ソプS において、まず探 索手段 ０は、距離計算手段 「5０に

対し探 索要素の参 照と抽出対象要素 2の参 照とを人力する。尚、参 照とは、文書

木 ０内の要素 を一意に特定する情報であり、要素 の格納アドレスや要素

の子一タそのものなどである。次に、探 索要素と抽出対象要素 2とを受け取った距

離計算手段 ０は、これらの要素間の距離を計算し、出力する。次に、探 索手段

は、距離計算手段 ０が出力した要素間の距離を受け取る。

排他要素確認 ステ、ソプS 2 において、まず探 索手段 ０は、排他要素確認手

段 ０に対し、探 素要素の参 照と抽出対象要素 の祖先でかつ探 索要素または

探索要素の兄弟要素である要素 の参 照とを入力する。次に、この つの要素

を受け取った排他要素確認手段 ０は、これらが排他であるか排他でないかを確認し

、排他情報を出力する。次に、探 索手段 ０は、排他要素確認手段 ０が出力する

排他情報を受け取る。

特徴ベクトル計算 ステ、ソプS 3)において、まず探 索手段 ０は、特徴ベクトル

計算手段 ０に対し、探 索要素の参 照と要素間の距離と排他情報とを人力し、積算

特徴ベクトルを計算させる。次に、探索手段 ０は、特徴ベクトル計算手段 ０が出

力する積算特徴ベクトルを受け取る。

次に、上述した つの処理について図 と図8とを参 照して具体的に説明する。図7

は、特徴ベクトル計算手段の動作の一例を説明するための文書木 ０の図である。

図 は、前述 したように要素特徴ベクトル ０の構造を示す図である。

尚、図8の N 及び N 2 は、図7に示す要素 3 における

等のサフボソクスを示す。

尚、距離の計算方法は前述の方法 を採用し、特徴ベクトル計算手段 ０におけ

る重み計算式としてexp 2 (2 2 (ただし a。引０を採用して説明する。

まず最初に・図7に示す文書木 ０において、探 索手段 ０が探 索要素として要

素 「 を検 出した場合を説明する。



距離計算 (ステップS 1 では、距離計算手段 ０が、探 索要素として要素

「 の参照と抽出対象要素 として要素 の参 照とを受け取 り、これらの要素

間の距離を計算する。この場合 、要素間の距離は、同一の要素 同士の距離

なので である。

排他要素確認 ステ、ソプ )では、排他要素確認手段 ０が探 索要素として要

素 の参 照と抽出対象要素 の祖先でかつ探 索要素または探 索要素の兄

弟要素である要素 3 として要素 の参 照とを受け取る。続けて、排他要素確

認手段 ０は、これらの つの要素 「 が排他であるか排他でないかを確認し、その

結果を排他情報として出力する。この場合・排他要素確認手段 ０は、これらの つ

の要素 3 が同一の要素 であるため、排他でな 。い と出力する。

特徴ベウトル計算 ステップS では、特徴ベクトル計算手段 ０は、探 索要素

である要素 の参 照と要素間の距離 " と排他でないことを示す排他情報とを

受け取 。そして、特徴ベクトル計算手段 8０は、これらの受け取った情報に基づいて、

要素 の要素特徴ベクトル ０を作 成する。特徴ベクトル計算手段 ０は、要

素 における語句の重みを、排他情報が排他でないことを示しているため、重み

計算式に距離 " をいれて "と計算する。従って、特徴ベクトル計算手段 8０は、要

素 「 「 に出現するすべての語句について x 出現数 "の値を成分とする要素特

徴ベクトル ０を計算する。

図8に示す要素 3 の探索順序が に対応する要素特徴ベクトル 「 が、計算

された要素 の要素特徴ベクトル ０である。要素 の要素特徴ベウト

ル ０は、例えぱ図7に示すように要素 3 に "という語句が「回出現してい

るため、語句 " 2 に対応する値が"「 となっている。続けて、特徴ベクトル計算手段 ィ

０は、今 回計算した要素 「 の要素特徴ベクトル ０を積算特徴ベクトルとして

出力する。

続けて、図7において探索手段 ０が探 索要素として要素 を検 出した場

合を説明する。

距離計算 (ステ・ソプS では、前述した距離計算 (ステ、ソプS での場合 と同

棟にして、距離計算手段 「 ０が、要素 と要素 3 1 との要素間の距離を

「"と計算する。



排他要素確認 ステップS 2 では、前述した排他要素確認 ステップS での

場合と同棟にして、排他要素確認手段 ０が要素 と要素 との排他

情報 (説明の便宜上、"排他でない とする を出力する。

特徴ベクトル計算 ステップ )では、前述 した特徴ベクトル計算 (ステ、ソプ

での場合 と同様にして、特徴ベクトル計算手段 ０が要素 の要素特徴ベ

クトル ０を計算する。特徴ベクトル計算手段 ０は、要素 1 2 における語句の

重みを、排他情報が排他でないことを示しているため、重み計算式に距離 をいれて

・ 9 と計算する。従って、特徴ベクトル計算手段 「 ０は、要素 2 に出現す

るすべての語句について" ・ 5 X 出現数 "の値を成分とする要素特徴ベクトル ０
を計算する。

図8に示す要素 の探索順序が に対応する要素特徴ベクトル ０が、計算

された要素 の要素特徴ベクトル ０である。例えぱ、図7に示すように要素

に w という語句が 回と" "という語句が 回出現している。従って、要素

の要素特徴ベクトル 「 は、語句 "w と語句 " に対応する値がそれぞ

れ ・ ０ ０ となっている。そして、特徴ベクトル計算手段 ０は、最初の

探索要素である要素 について計算した要素特徴ベクトル ０に今 回計算した

要素 1 の要素特徴ベクトル ０を足 し合わせた積算特徴ベクトルを出力する。

更に続けて、探 索が数ステ、ソプ進み図 において探索手段 ０が探 索要素として

要素 1 N を検 出した場合を説明する。

距離計算 (ステ、ソプS 「 ) では、前述した距離計算 ステ、ソプS 1 での場合 と同

様にして、距離計算手段 ０が、 N と要素 との要素間の距離を

"と計算する。

排他要素確認 ステ、ソプ )では、前述した排他要素確認 ステップ )での

場合と同棟にして、排他要素確認手段 ０が要素 N と要素 との

ｮ他情報 (説明の便宜上、"排他である"とする を出力する。尚、要素 は、要

素 の祖先でかつ要素 「 N の兄弟である。

特徴ペクトル計算 ステ、ソプ では、前述した特徴ペクトル計算 (ステ、
ソフ 「

3 での場合 と同棟にして、特徴ベクトル計算手段 「 ０が要素 3 の要素特徴ベ

クトル4 ０を計算する。この場合 、特徴ベウトル計算手段 ０は、要素特徴ベクトル



０を、排他情報が排他であることを示しているため、ゼロベウトルと計算する。

図8に示す要素 の探 索順序が N に対応する要素特徴ベクトル 「 が、

要素 N の特徴ベクトルである。そして、特徴ベクトル計算手段 8０は、最初

の探索要素である要素 について計算した要素特徴ベクトル ０から今 回計

算した要素 N の要素特徴ベクトル ０を足 し合わせた積算特徴ベクトルを

出力する。

最後に、図 において探 索手段 ０が探 索要素として要素 N を検 出した

場合を説明する。

距離計算 ステップS では、前述した距離計算 (ステ、ソプS ) での場合 と同

棟にして、距離計算手段 ０が、 N と要素 3 「 「 との要素間の距離を例

えぱ ０"と計算する。

排他要素確認 ステ、ソプ では、前述 した排他要素確認 (ステップ )での

場合 と同棟にして、排他要素確認手段 ０が要素 3 N と要素 3 N と

の排他情報 (説明の便宜上、排他でない。とする を出力する。尚、要素 N

は、要素 の祖先である。

特徴ベクトル計算 ステ・ソプ 「 では、前述した特徴ベクトル計算 ステップ

での場合と同棟にして、特徴ベクトル計算手段 ０が要素 3 N の要素特

徴ベクトル ０を計算する。特徴ベクトル計算手段 8０は、要素 N における

語句の重みを、排他情報が排他でないことを示しているため、重み計算式に距離 " び
をいれて ・ ０7 と計算する。従って、特徴ベクトル計算手段 ０は、要素 N

に出現するすべての語句について ０・ ０7 x 出現数 "の値を成分とする要素特

徴ベクトル ０を計算する。

図8に示す要素 の探 索順序が N に対応する要素特徴ベクトル ０が、

計算された要素 「 N の要素特徴ベクトル ０である。例えば、図7に示すよう

に要素N に"w "という語句が 回出現している。従って、この要素 N 2 の

要素特徴ベクトル ０は、語句 "w に対応する値が" ・ ０7 "となっている。そして、

特徴ベクトル計算手段 8０は、最初の探 索要素である要素 1 「 について計算した

要素特徴ベクトル ０に今 回計算した要素 N 2 の要素特徴ベクトル4 ０を足

し合わせた積算特徴ベウトルを出力する。



最後に、特徴ベウトル出力手段 ０が、探索手段 ０から受け取った抽出対象要

素 2に関する部分文書特徴ベクトルを外部へ出力する ステップS 5０)

次に、第 の実施形態の第 の変形例について説明する。

前述 した第 「の実施形態において、排他要素確認手段 ０は、排他要素格納手

段 7０から排他要素の情報を取得する。この場合、排他要素の情報はシステム内に

定義されている必要がある。一方、抽出対象指定手段 3０で指定される要素 3 は、

同時に排他要素である場合が少なくない。従って、排他要素確認手段 ０は、拍出対

象指定手段 ０で指定された要素 の要素名を排他要素とするようにしてもよい。

また、こうした場合 、排他要素格納手段 「7０が含まれない構成としてもよい。

次に・第 「の実施形態の第 の変化例について説明する。

前述した本実施形態 において、特徴ベクトル計算手段 ０は、探索要素と抽出対

象要素 とが排他であるか否かに対応 して、重みを ０にするか、または距離に基

づき重み付けするかして要素特徴ベクトル ０を計算する。ところで、複数の兄弟要素

の内のいずれかに排他要素がある場合 、他の兄弟要素に排他要素がなかったとしても

、その探 索要素は異なる内容について書かれている可能性がある。

そこで、特徴ベクトル計算手段 ０は、探 索要素の兄弟要素に一つでも排他要素

があれば、重みを ０"とするようにしてもよい。こうした場合 、特徴ベクトル計算手段

は、兄弟要素の内の要素 「が「つでも排他要素であれば、それらの兄弟要素を部

分文書特徴ベクトルの計算に使用しない。

次に、第 の実施形態の第 の変化例について説明する。

前述 した本実施形態では、文書人力手段 ０が半構造化文書を受けつけ、それを

構文解析手段 ０が解析するとしたが、文書人力手段 ０が半構造化されていない

一般の文書を受け付け、構文解析手段 2０が一般の文書を半構造化するようにして

もよい。

次に、第 「の実施形態の第 の変化例について説明する。

特徴ベクトル計算手段 ０は、まず要素特徴ベクトル ０の各語句に対する値を、

それぞれの語句がその探 索要素に出現する場合 はその探 索要素における語句の重

みとし出現しない場合は "として計算するようにしてもよい。そして、特徴ベクトル計算

手段 1 8０は、すべての探 索要素における要素特徴ベクトル ０の各次元の成分の内



の最大値を有する成分を抽出し、これらの成分からなる部分文書特徴ベウトルを計算

するようにしてもよい。

上述 した本実施形態における第 の効果は、必要な精密さを有する部分文書の特

徴ベクトルを得ることを可能にできる点である。

その理 由は、抽出対象要素 からルート要素 1 3までの要素 について、要

素間の距離が大きい要素 の語句ほど小さい重みをふり・排他である要素 に

おける語句の重みを として要素特徴ベクトル ０を計算するようにしたからである。即

ち、抽出対象要素 の語句が少ない場合においても、関連範囲の語句を重み付き

で拍出して特徴ベクトルが疎にならないようにしたからである。

ｱ述した本実施形態 における第 2の効果は、排他要素確認手段 ０による排他要

素のより柔軟にさせることを可能にできる点である。

その理由は、排他要素確認手段 「 ０が、抽出対象要素 2の要素名を排他要素

の要素名とするようにしたからである。

上述した本実施形態における第 の効果 は、部分文書特徴ベクトルに関連のない

情報の特徴をより人 りにくくさせることを可能にできる点である。

その理 由は、特徴ベクトル計算手段 ０は、探 素要素の兄弟要素に一つでも排他

要素があれげ・重みび とするようにしたからである。

上述した本実施形態 における第 の効果 は、半構造化されていない一般め文書を

人カとすることが可能になる点である。

その理 由は、構文解析手段 ０が一般の文書を半構造化するようにしたからであ

る。

上述した本実施形態 における第 5の効果は、語句の出現数には依存しない部分文

書特徴ベクトルを計算させることを可能にできる点である。

その理 由は、特徴ベクトル計算手段 8０は、要素特徴ベクトル ０の各成分を重

みのみで計算し、すべての探索要素における要素特徴ベクトル ０の各次元の成分

の値の内の最大値からなる部分文書特徴ベクトルを計算するようにしたからである。

次に、本発明の第 の実施形態 について図面を参 照して詳細に説明する。

図 は第 2の実施形態の構成を示すブロック図である。図 に示すように、本実施形

態は、第 の実施形態に比べて、要素サイズ計算手段 ０を更に備え、特徴ベウトル



計算手段 ０に替えて特徴ベウトル計算手段 ０を、探索手段 ０に替えて探索手

段 4０を備えている。文書人力手段 ０、構文解析手段 ０、抽出対象指定手段

3０、距離計算手段 ０、排他要素確認手段 ０、排他要素格納手段 7０、及ぴ特

徴ベクトル出力手段 ０は、第 の実施形態と同じ要素であるため図「と同一の符号

を付し、詳細な説明を省略する。

まず、要素サイズ計算手段 ０について説明する。要素サイズ計算手段 ０は、

要素 の参 照を受け取る。そして、要素サイズ計算手段 ０は、その要素 が

子孫要素に抽出対象要素 を含む場合にはその要素 のみのサイズを計算して

出力する。また、その要素 が子孫要素に抽出対象要素 を含まない場合には

、要素サイズ計算手段 ０はその要素 3 の子孫要素も含めたサイズを計算して出

力する。

尚、要素 のサイズの定義は、例えぱ、対象の要素 に出現する語句の数、

要素 「 自体の数、要素 1の最大の深さなどがある。尚、これらのサイズの定義は

一例に過ぎず、他の定 義であってもよい。

次に、特徴ベクトル計算手段 2０について説明する。特徴ベクトル計算手段 ０

は、探索要素の参 照、要素間の距離、探索要素のサイズ及び探索要素排他情報を受

け取る。そして、特徴ベクトル計算手段 2０は、要素特徴ベクトル ０を計算し、それ

らの要素特徴ベクトル ０を順次足し合わせて積算特徴ベクトルを生成する。尚、探

索要素排他情報とは、以下のその 、その 及びその の内のいずれかの情報である。

その「・探 索要素は、排他要素である。

その2、探 索要素は、排他要素ではないが、探 索要素の兄弟要素の内のいずれか

が排他要素である。

その ・探索要素は、排他要素ではなく、かつ探索要素の兄弟要素のいずれも排

他要素でない。

特徴ベクトル計算手段 ０は、第 の実施形態の特徴ベクトル計算手段 ０と比

べて、重みの計算方法が異なる。従って、以下に重みの計算方法のみ説明する。重み

の計算は探 索要素排他情報により、 つに場合分けできる。

その「、探 素要素が排他要素である場合 、特徴ベクトル計算手段 ０は、重みを

とする。



その 、探索要素は排他要素ではないが、探 索要素の兄弟要素の内のいずれかが

排他要素である場合 、特徴ベクトル計算手段 2０は、探 索要素のサイズと距離に基

づいて重みを計算する。重みの計算式は、距離が離れる程小さく、またサイズが大きく

なるほど小さくなる関数で表される。この関数は、例えぱ、exp( X2 n (S gma x

x2 2)である (ただし、x x2 は縦ベクトル、は転置、nv )は逆行列、S gmaは共分散

行列、x は距離、x2はサイズである。これは即ち多次元正規分

布の正規化定 数をとりのぞいたものである 。尚、この重み関数は一例に過ぎず、他の

関数であってもよい。

その 、探 索要素は排他要素ではなく、かつ探 索要素の兄弟要素のいずれも排他

要素でない場合、特徴ベクトル計算手段 ０は、探索要素のサイズを"０として、その

2と同様の式で重みを計算する。

次に、探 索手段 2 ０について説明する。探 索手段 ０は、第 の実施形態の探 索

手段 ０と比べて、探 索方法については同一であるが、探索要素の検 出時における

動作が異なる。この動作の内容は動作の説明時に詳細に説明する。

次に、本実施形態の動作について、図を参 照して詳細に説明する。

図 ０は、本発明の第 の実施形態の動作の概要を示す流れ図である。第 の実施

形態と同様の動作については図 と同一の符号を付し・詳細な説明を省略する。

第 の実施形態との違いは、探 索 (ステ、ソプ ０の部分である。以下に、このステ

、ソプについて説明する。

探索 (ステップ 2 ０) の処理は、探索要素の兄弟要素がどれもまだ探索要素とし

て検 出されていない場合 と、探 素要素の兄弟要素の内の少なくともいずれか つが既

に探 索要素として検 出されている場合 との つに場合分けすることができる。

図 ０においては、開始A ステ、ソプS 8 は、探 索要素の兄弟要素がどれもまだ探

索要素として検 出されていない場合の、「つの探 索要素に対する処理の開始を示す。

また、開始 ステップ 4 )は、探 索要素の兄弟要素の内の少なくともいずれか つ

が既に探索要素として検 出されている場合の、 つの探 索要素に対する処理の開始を

示す。

開始Aからの動作 の場合では、まず、探 索手段 2 ０は、排他要素確認手段 6０に

探 索要素とその兄弟要素について排他要素であるか否かを確認させる。探 索手段



は、この探 索要素排他情報を、兄弟要素を探 索する時に利用するために、一時的に

記憶しておく(ステッフS 2

続けて、探 索手段 ０は、探 索要素と抽出対象要素 との要素間の距離を距

離計算手段 ０に計算させる ステップS )

続けて・探索手段 ０は、要素サイズ計算手段 ０に探索要素のサイズを計算さ

せる (ステップS

続けて、探 索手段 2 ０は、特徴ベクトル計算手段 ０に特徴ベクトルを計算させる

(ステップ 。このとき、特徴ベクトル計算手段 ０は、探 索要素の参 照、要素間

の距離、探 索要素サイズ及ぴ探索要素排他情報を受け取って、要素特徴ベクトル

０を計算する。

次に開始 からの動作の場合では、まず、探 索手段 ０は、探 索要素と抽出対象

要素 「 との距離を距離計算手段 ０に計算させる (ステップS

続けて、探 索手段 ０は、要素サイズ計算手段 ０に探素要素のサイズを計算さ

せる。(ステ、ソプ

続 けて、探素手段 ０は、特徴ベクトル計算手段 2 ０に特徴ベクトルを計算させる

ステップ 。尚・ステップ において必要な探 索要素排他情報は、開始Aから

の動作の場合のステップS にて取得済みであるものを利用する。

次に、第 2の実施形態の変形例について説明する。第 2の実施形態 は、第 「の実施

形態で説明した第 、第 及び第 の変形例を適用してもよい。

述 した本実施形態 における効果は、第 の実施形態の効果に加えて、要素

び排他である ど排他でな 。い との中間状態として要素特徴ベクトル ０を計算する

ことを可能にできる点である。即ち、文書木 ０のある場所に兄弟要素となる榎数の

要素 がありこの兄弟要素の一つが排他要素である場合 、この兄弟要素の内の排

他要素以外の要素 を柔軟に扱うことが可能となる。

その理由は、探 索要素は排他要素ではないが探 索要素の兄弟要素の内のいずれ

かが排他要素である場合、探 索要素のサイズと距離に基づいて重みを計算するように

したからである。即ち、第 の実施形態において、同棟に兄弟要素の一つが排他要素

である場合 、特徴ベクトル計算手段 ０は、排他要素以外の要素 について・すべ

てをそのまま要素特徴ベクトル ０の計算に利用するか、「つも利用しないかのどちら



かである。しかし、兄弟要素の つが排他要素である場合 、他の兄弟要素については

完全に排他であるとも完全に排他でないとも判定 しきれない。第 「の実施形態と第 の

実施形態の第 の変形例とでは、完全に、排他であびど完全に、排他でない"のど

ちらかに倒していた。そこで、第 2の実施形態では、要素間の距離に加えて要素サイズ

を取 り入れ、要素サイズが大きいほど重みを小さくするようにし、中間状態を表わせるよ

うした。

これは、ある程度要素サイズが大きくなる 文章のサイズが大きくなる) と、その中で

内容が完結し、他の要素 文書と) と排他である 内容が異なる 可能性が高くなるとい

う性質を利用している。

次に、本発明の第 の実施形態 について図面を参 照して詳細に説明する。本実施

形態 は、本発 明の基本的な構成要素のみで構成された実施形態である。

図 は第 の実施形態の構成を示すブロック図である。図 に示すように、本実

施形態 は、探 索手段 ０、距離計算手段 ０、排他要素確認手段 ０及ぴ要素特

徴ベクトル計算手段 3 及ぴ部分文書特徴ベクトル計算手段 を備 えている。

探索手段 ０は、複数の要素 3 を有する文書木 3 ０を予め与えられた規則に

従って探 索 し、要素 を探 索要素として順次検 出する。

距離計算手段 ０は、文書木 ０の複数の要素 3 の内の予め指定された抽出

対象要素 と探 索要素との要素間の距離を計算する。

排他要素確認手段 ０は、予め指定された排他要素名を参 照して抽出対象要素

に対して探 索要素が排他要素であるか否かを示す排他情報を生成する。

要素特徴ベクトル計算手段 8 は、要素間の距離と排他情報とに基づいて要素 3

に対応するこの要素 に含まれる語句の重みを計算する。次に、要素特徴ベクト

ル計算手段 8 は、この計算した重みに基づいて、探索要素に対応させて要素特徴

ベクトル ０を計算する。尚、要素特徴ベクトル ０は、複数の次元を有しており、そ

れぞれの次元は文書木 ０の要素 「のいずれかに出現する語句に一意に対応す

る。

部分文曽特徴ベクトル計算手段 2は、要素特徴ベクトル ０に基づいて抽出対

象要素 に関連する部分文書の特徴ベクトルを計算する。

上述した本実施形態 における効果は、必要な精密さを有する部分文魯の特徴ベク



トルを得ることができる点である。

その理 由は、要素間の距離と排他性に基づいて計算した要素特徴ベクトル ０に

基づいて部分文書特徴ベクトルを計算するようにしたからである。

以上の各実施形態で説明した各構成要素は、例えぱ、フログラムにより所定の処

理をコンピュータに実行させてもよい。また、以上説明した各実施形態における各構成

要素は、例えぱ、ハードウェアで実現されても良いし、ソフトウェアで実現されても良いし

、ハードウェアとソフトウェアの混在により実現されても良い。

更に、以上の各実施形態で説明した各構成要素は、必ずしも個々に独立した存在

である必要はない。例えぱ、複数の構成要素が「個のモジュールとして実現されたり、

つの構成要素が複数のモジュールで実現されたり、といったような構成であってもよい。

また例えぱ、ある構成要素が他の構成要素の一部であったり、ある構成要素の一部と

他の構成要素の一部とが重榎 していたり、といったような構成であってもよい。

以上、実施形態 (及び実施例 を参 照して本願発明を説明したが、本願発明は上記

実施形態 及び実施例 に限定されものではない。本願発明の構成や詳細には、本願

発明のスコープ内で当業者が理解し得るさまざまな変更をすることができる

この出願は、 ００ 年 月 日に出願された日本 出願特願 ００ 5０ ０ を基

礎とする優先権を主張し、その開示のすべてをここに取 り込む。

符号の説明

０ 文書人力手段 ，

０ 構文解析手段

０ 拍出対象指定手段

０ 探素手段

０ 距離計算手段

０ 排他要素確認手段

「7０ 排他要素格納手段

０ 特徴ベクトル計算手段

０ 特徴ベクトル出力手段

０ 要素サイズ計算手段



2 2０ 特徴ベクトル計算手段

24０ 探 索手段

3００ 文書

3 1０ 文書木

5 31 1 要素

3 1 2 抽出対象要素

3 3 ルート要素

3 8 1 要素特徴ベクトル計算手段

382 部分文書特徴ベクトル計算手段

０ 41０ 要素特徴ベクトル



請求の範囲
請求項

複数の要素を有する文書木を予め与えられた規則に従って探 索 し、前記要素を探索

要素として順次検 出する探索手段と、

前記文書木の枝数の要素の内の予め指定された抽出対象要素と前記探 索要素と

の要素間の距離を計算する距離計算手段と、

予め指定された排他要素名を参 照して前記抽出対象要素に対して前記探索要素が

排他要素であるか否かを示す排他情報を生成する排他要素確認手段と、

前記要素間の距離と前記排他情報とに基づいて前記要素に対応する当該要素に含

まれる語句の重みを計算し、複数の次元を有しそれぞれの次元が予め定められた語

句に一意に対応する要素特徴ベクトルを該重みに基づいて前記探 索要素毎に対応さ

せて計算する要素特徴ベクトル計算手段と、

前記要素特徴ベクトルに基づいて前記抽出対象要素に関連する部分文書の部分文

書特徴ベクトルを計算する部分文書特徴ベクトル計算手段と

を備えることを特徴 とする特徴抽出装置。

請求項

前記排他要素確認手段は、前記抽出対象要素の要素名を排他要素名として参 照

することを特徴 とする請求項 「記載の特徴抽出装置。

請求項

前記排他要素確認手段は、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫要素

の内のいずれかと前記探 素要素及ぴ当該探 素要素の子孫要素の内のいずれかとの

両方に前記排他要素名を持つ前記要素が存在する場合に、前記探 素要素が排他要

素であることを示す前記排他情報を生成することを特徴 とする請求項 または 記載の

特徴抽出装置。

請求項

前記要素特徴ベクトル計算手段は、前記探 索要素が排他要素であることを前記排

他情報が示している場合 に前記重みを と計算することを特徴とする請求項 「乃至 の

いずれかに記載の特徴抽出装置。

請求項 5

前記要素特徴ベクトル計算手段は、前記重みと前記各次元に対応する語句の前記



探索要素における出現数とを乗 じて各次元の成分の値を算出して前記探 索要素に対

応する要素特徴ベクトルを計算し、

前記部分文書特徴ベクトル計算手段は、複数の前記要素特徴ベクトルをすべて積

算して前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴 とする請求項 「乃至 のいず

れかに記載の特徴抽出装置。

請求項

前記要素特徴ベクトル計算手段は、前記要素特徴ベクトルの各成分に対する値を、

対応する語句が前記探 索要素に出現する場合 は当該探 索要素における語句の重み

とし、また出現しない場合 は として計算し、

前記部分文書特徴ベクトル計算手段は、すべての前記探索要素に対応する要素特

徴ベクトルの各次元の成分の内の最大値を有する成分を抽出し、当該拍出した成分

の値からなる前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴とする請求項 「乃至

のいずれかに記載の特徴拍出装置。

請求項

前記排他要素確認手段は、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫要素

の内のいずれかと前記探 索要素、当該探 索要素の子孫要素、当該探 索要素の兄弟

要素及び当該兄弟要素の子孫要素の内のいずれかとの両方に前記排他要素名を持

つ要素が存在する場合 に、該探 索要素が排他要素であることを示す前記排他情報を

生成することを特徴 とする請求項 乃至6のいずれかに記載の特徴抽出装置。

請求項

予め与えられたサイズの定義に基づいて、前記要素のサイズを計算する要素サイズ

計算手段を更に備え、

前記要素特徴ベクトル計算手段は、前記要素間の距離と前記排他情報と前記サイ

ズとに基づいて前記重みを計算する

ことを特徴 とする請求項 乃至7のいずれかに記載の特徴抽出装置。

請求項

前記排他要素名を格納する排他要素格納手段を更に備 え、

前記排他要素確認手段 は前記排他要素格納手段に格納されている排他要素名を

ことを特徴 とする請求項 乃至8のいずれかに記載の特徴抽出装置。



請求項 ０
半構造化文書の木構造を解析して前記文書木を生成する構文解析手段を更に備え

ることを特徴 とする請求項 「乃至 のいずれかに 記載の特徴抽出装置。

請求項

前記構文解析手段が一般の文書を半構造化することを特徴 とする請求項 記載の

特徴抽出装置。

請求項

前記文書木の要素の内のいずれかを前記拍出対象要素として指定する抽出対象指

定手段を更に備えることを特徴 とする請求項 乃至 のいずれかに記載の特徴抽出

装置。

請求項

文書を人力する文書人力手段を更に備えることを特徴 とする請求項 「乃至 のいず

れかに記載の特徴抽出装置。

請求項

部分文書特徴ベクトルを出力する特徴ベクトル出力手段を更に備えることを特徴 とす

る請求項 乃至 のいずれかに記載の特徴抽出装置。

請求項

捜数の要素を有する文書木を予め与えられた規則に従って探 索し、前記要素を探 素

要素として順次検 出し、

前記文書木の枝数の要素の内の予め指定された抽出対象要素と前記探 索要素と

の要素間の距離を計算し、

予め指定された排他要素名を参 照して前記抽出対象要素に対して前記探索要素が

排他要素であるか否かを示す排他情報を生成し、

前記要素間の距離と前記排他情報とに基づいて前記要素に対応する当該要素に含

まれる語句の重みを計算し、複 数の次元を有しそれぞれの次元が予め定められた語

句に一意に対応する要素特徴ベクトルを該重みに基づいて前記探 索要素毎に対応さ

せて計算し、

前記要素特徴ベクトルに基づいて前記抽出対象要素に関連する部分文舎の部分文

書特徴ベクトルを計算する

ことを特徴 とする特徴抽出方法。



請求項

前記排他情報の生成において、前記抽出対象要素の要素名を排他要素名として参

照することを特徴 とする請求項 記載の特徴抽出方法。

請求項 7

前記排他情報の生成において、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫

要素の内のいずれかと前記探索要素及び当該探 索要素の子孫要素の内のいずれか

との両方に前記排他要素名を持つ前記要素が存在する場合に、前記探 索要素が排

他要素であることを示す前記排他情報を生成することを特徴 とする請求項 または

記載の特徴抽出方法。

請求項

前記要素特徴ベクトルの計算において、前記探 索要素が排他要素であることを前記

排他情報が示している場合に前記重みを と計算することを特徴 とする請求項 乃至

7のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項

前記要素特・徴ベクトルの計算において、前記重みと前記各次元に対応する語句の

前記探 索要素における出現数とを乗 じて各次元の成分の値を算出して前記探索要素

に対応する要素特徴ベクトルを計算し、

前記部分文書特徴ベクトルの計算において、複 数の前記要素特徴ベクトルをすべて

積算して前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴とする請求項 乃至 8の

いずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項 2０
前記要素特徴ベクトルの計算において、前記要素特徴ベクトルの各成分に対する値

を、対応する語句が前記探 索要素に出現する場合は当該探索要素における語句の重

みとし、また出現しない場合は として計算し、

前記部分文書特徴ベクトルの計算において、すべての前記探 索要素に対応する要

素特徴ベクトルの各次元の成分の内の最大値を有する成分を抽出し、当該抽出した

成分の値からなる前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴 とする請求項 5

乃至 1 8のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項

前記排他情報の生成において、前記抽出対象要素及び当該拍出対象要素の子孫



要素の内のいずれかと前記探索要素、当該探 索要素の子孫要素、当該探索要素の

兄弟要素及び当該兄弟要素の子孫要素の内のいずれかとの両方に前記排他要素名

を持つ要素が存在する場合に、該探索要素が排他要素であることを示す前記排他情

報を生成することを特徴 とする請求項 乃至2０のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項 2

予め与えられたサイズの定義に基づいて、前記要素のサイズを計算し、

前記部分文書特徴ベクトルの計算において、前記要素間の距離と前記排他情報と

前記サイズとに基づいて前記重みを計算する

ことを特徴 とする請求項 乃至 のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項

半構造化文書の木構造を解析して前記文書木を生成することを特徴 とする請求項

乃至 のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項

一般の文書を半構造化することを特徴 とする請求項 記載の特徴抽出方法。

請求項 5

前記文書木の要素の内のいずれかを前記抽出対象要素として指定することを特徴 と

する請求項 乃至 2 のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項

文書を入力することを特徴 とする請求項 乃至 のいずれかに記載の特徴抽出方

法。

請求項 7

部分文書特徴ベクトルを出力することを特徴とする請求項 5乃至 のいずれかに

記載の特徴抽出方法。

請求項

複数の要素を有する文書木を予め与えられた規則に従って探 索 し、前記要素を探索

要素として順次検 出する探 索要素検 出処理と、

前記文書木の複数の要素の内の予め指定された抽出対象要素と前記探索要素と

の要素間の距離を計算する要素間距離計算処理と、

予め指定された排他要素名を参 照して前記抽出対象要素に対 して前記探 索要素が

排他要素であるか否かを示す排他情報を生成する排他情報生成処理と、



前記要素間の距離と前記排他情報とに基づいて前記要素に対応する当該要素に含

まれる語句の重みを計算し、複数の次元を有 しそれぞれの次元が予め定められた語

句に一意に対応する要素特徴ベクトルを該重みに基づいて前記探 素要素毎に対応さ

せて計算する要素特徴ベクトル計算処理と、

前記要素特徴ベクトルに基づいて前記抽出対象要素に関連する部分文書の部分文

書特徴ベクトルを計算する部分文書特徴ベクトル計算処理と

をコンピュータに実行させることを特徴 とするプログラムを記録 した記録媒体 。

請求項

前記排他情報生成処理は、前記抽出対象要素の要素名を排他要素名として参 照

することを特徴 とする請求項 記載のプログラムを記録した記録媒体 。

請求項 ０
前記排他情報生成処理は、前記抽出対象要素及ぴ当該抽出対象要素の子孫要素

の内のいずれかと前記探 索要素及び当該探 索要素の子孫要素の内のいずれかとの

両方に前記排他要素名を持つ前記要素が存在する場合に、前記探 素要素が排他要

素であることを示す前記排他情報を生成することを特徴 とする請求項 8または E

載のプログラムを記録した記録媒体。

請求項

前記要素特徴ベクトル計算処理は、前記探索要素が排他要素であることを前記排

他情報が示している場合に前記重みを と計算することを特徴 とする請求項 乃至

０のいずれかに記載のフログラムを記録した記録媒体。

請求項

前記要素特徴ベクトル計算処理は、前記重みと前記各次元に対応する語句の前記

探索要素における出現数とを乗 じて各次元の成分の値を算出して前記探 索要素に対

応する要素特徴ベクトルを計算し、

前記部分文書特徴ベクトル計算処理は、複数の前記要素特徴ベクトルをすべて積

算して前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴 とする請求項 乃至 「のい

ずれかに記載のプログラムを記録 した記録媒体 。

請求項

前記要素特徴ベクトル計算処理は、前記要素特徴ベクトルの各成分に対する値を、

対応する語句が前記探 索要素に出現する場合 は当該探 索要素における語句の重み



とし、また出現しない場合 は として計算し、

前記部分文書特徴ベクトル計算処理は、すべての前記探 索要素に対応する要素特

徴ベクトルの各次元の成分の内の最大値を有する成分を抽出し、当該抽出した成分

の値からなる前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴 とする請求項 乃至

のいずれかに記載のプログラムを記録 した記録媒体。

請求項 3

前記排他情報生成処理は、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫要素

の内のいずれかと前記探索要素、当該探 索要素の子孫要素、当該探 索要素の兄弟

要素及ぴ当該兄弟要素の子孫要素の内のいずれかとの両方に前記排他要素名を持

つ要素が存在する場合 に、該探 索要素が排他要素であることを示す前記排他情報を

生成することを特徴 とする請求項 乃至 3のいずれかに記載のプログラムを記録 し

た記録媒体。

請求項

予め与えられたサイズの定義に基づいて、前記要素のサイズを計算する処理をコン

ピュータに実行させ、

前記部分文書特徴ベクトルを計算する処理は、前記要素間の距離と前記排他情報

と前記サイズとに基づいて前記重みを計算する

ことを特徴 とする請求項 乃至 のいずれかに記載のプログラムを記録した記録

媒体 。

請求項

半構造化文書の木構造を解析して前記文害木を生成する処理をコンピュータに実行

させることを特徴 とする請求項 2 乃至 のいずれかに記載のプロクラムを記録 した記

録媒体 。

請求項 7

般の文書を半構造化する処理をコンピュータに実行させることを特徴 とする請求項

記載のプログラムを記録 した記録媒体 。

請求項

前記文書木の要素の内のいずれかを前記抽出対象要素として指定する処理をコン

ピュータに実行させることを特徴 とする請求項 8乃至 7のいずれかに記載のプログラ

ムを記録 した記録媒体。



請求項

文書を入力する処理をコンピュータに実行させることを特徴とする請求項 乃至 8

のいずれかに記載のプログラムを記録 した記録媒体 。

請求項 ０

部分文書特徴ベクトルを出力する処理をコンピュータに実行させることを特徴とする

請求項 8乃至 のいずれかに記載のプログラムを記録 した記録媒体 。



補正された請求の範囲
[2０1０年8月3 1日(31 ０8 2０1０)国際事務局受 到

請求項

複数の要素を有する文書木を予め与えられた規則に従って探 索 し、前記要素を探索

要素として順次検出する探索手段と、

前記文善木の複数の要素の内の予め指定 された抽出対象要素と前記探索要素と

の要素間の距離を計算する距離計算手段と、

予め指定 された排他要素名を参照 して前記抽出対象要素に対して前記探索要素が

排他要素であるか否かを示す排他情報を生成する排他要素確認手段と、

前記要素間の距離と前記排他情報とに基づいて前記要素に対応する当該要素に含

まれる語句の重みを計算し、複数の次元を有 しそれぞれの次元が予め定められた語

句に一意に対応する要素特徴ベクトルを該重升に基づいて前記探索要素毎に対応さ

せて計算する要素特徴ベタトル計算手段と、

前記要素特徴ベクトルに基づいて前記抽出対象要素に関連する部分文書の部分文

書特徴ベクトルを計算する部分文書特徴ベクトル計算手段と

を備えることを特徴とする特徴抽出装置。

請求項

前記排他要素確認手段は、前記抽出対象要素の要素名を排他要素名として参 照

することを特徴とする請求項 記載の特徴抽出装置。

請求項引
前記排他要素確認手段 は、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫要素

の内のいずれかと前記探 索要素及び当該探 索要素の子孫要素の内のいずれかとの

両方に前記排他要素名を持つ前記要素が存在する場合 に、前記探 索要素が排他要

素であることを示す前記排他情報を生成することを特徴 とする請求項 または 載の

特徴抽出装置。

請求項

前記要素特徴ベウトル計算手段 は、前記探 索要素が排他要素であることを前記排

他情報が示している場合 に前記重みを と計算することを特徴 とする請求項 乃至3の

いずれかに記載の特徴抽出装置。

請求項 5

前記要素特徴ベクトル計算手段 は、前記重みと前記各次元に対応する語句の前記



探索要素における出現数とを乗じて各次元の成分の値を算出して前記探索要素に対

応する要素特徴ベクトルを計算し、

前記部分文蕃特徴ベクトル計算手段は、複数の前記要素特徴ベウトルをすべて積

算して前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴とする請求項 「乃至 のいず

れかに記載の特徴抽出装置。

請求項 6

前記要素特徴ベクトル計算手段は、前記要素特徴ベクトルの各成分に対する値を、

対応する語句が前記探索要素に出現する場合 は当該探 索要素における語句の重み

とし、また出現しない場合 は として計算し、

前記部分文書特徴ベクトル計算手段 は、すべての前記探索要素に対応する要素特

徴ベクトルの各次元の成分の内の最大値を有する成分を抽出し、当該抽出した成分

の値からなる前記部分文書特徴ベウトルを計算することを特徴 とする請求項 「乃至

のいずれかに記載の特徴抽出装置。

請求項

前記排他要素確認手段 は、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫要素

の内のいずれかと前記探 索要素、当該探 索要素の子孫要素，当該探索要素の兄弟

要素及び当該兄弟要素の子孫要素の内のいずれかとの両方に前記排他要素名を持

つ要素が存在する場合 に、該探 索要素が排他要素であることを示す前記排他情報を

生成することを特徴 とする請求項 乃至 のいずれかに記載の特徴抽出装置。

請求項

予め与えられたサイズの定義に基づいて、前記要素のサイズを計算する要素サイズ

計算手段を更 に備え，

前記要素特徴ベクトル計算手段は、前記要素間の距離と前記排他情報と前記サイ

ズとに基づいて前記重みを計算する

ことを特徴 とする請求項 「乃至7のいずれかに記載の特徴抽出装置。

請求項

前記排他要素名を格納する排他要素格納手段を更に備え、

前記排他要素確認手段は前記排他要素格納手段に格納されている排他要素名を

参 照する

二とを特徴 とする請求項 乃至8のいずれかに記載の特徴抽出装置。



請求項 1０ 補正後

半構造化 文書の木構造を解析して前記文書木を生成する構文解析手段を更に備え

ることを特徴 とする請求項「乃至 のいずれかに記載の特徴抽出装置。

請求項 補正後

前記構文解析手段が一般の文書を半構造化することを特徴 とする請求項 5載の

特徴抽出装置。

請求項 2

前記文書木の要素の内のいずれかを前記抽出対象要素として指定する抽出対象指

定 手段を更に備 えることを特徴 とする請求項 乃至「 のいずれかに記載の特徴抽出

装置。

請求項

文書を入力する文書人 力手段を更 に備えることを特徴 とする請求項 「乃至 のいず

れかに記載の特徴抽出装置。

請求項 1

部分文書特徴ベクトルを出力する特徴ベクトル出力手段を更に備 えることを特徴 とす

る請求項 「乃至 3のいずれかに記載の特徴抽出装置。

請次項 5

複数の要素を有する文書木を予め与えられた規則に従って探索し、前記要素を探索

要素として順次検出し・
前記文書木の複数の要素の内の予め指定された抽出対象要素と前記探索要素と

の要素間の距離を計算し、

予め指定された排他要素名を参 照して前記抽出対象要素に対 して前記探索要素が

排他要素であるか否かを示す排他情報を生成し、

前記要素間の距離と前記排他情報とに基づいて前記要素に対応する当該要素に含

まれる語句の重みを計算し、複数の次元を有しそれぞれの次元が予め定 められた語

句に一意に対応する要素特徴ベクトルを該重みに基づいて前記探 索要素毎に対応さ

せて計算し、・

前記要素特徴ベクトルに基づいて前記抽出対象要素に関連する部分文書の部分文

書特徴ベクトルを計算する

ことを特徴 とする特徴抽出方法。



請求項 6

前記排他情報の生成において、前記抽出対象要素の要素名を排他要素名として参

照することを特徴とする請求項 5記載の特徴抽出方法。

請求項 7

前記排他情報の生成において、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫

要素の内のいずれかと前記探索要素及び当該探 索要素の子孫要素の内のいずれか

との両方に前記排他要素名を持つ前記要素が存在する場合 に、前記探 索要素が排

他要素であることを示す前記排他情報を生成することを特徴 とする請求項 5または

6記載の特徴抽出方法。

t請求項 8

前記要素特徴ベクトルの計算において、前記探 索要素が排他要素であることを前記

排他情報が示している場合 に前記重みを と計算することを特徴 とする請求項 5乃至

7のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項

前記要素特徴ベクトルの計算において、前記重みと前記各次元に対応する語句の

前記探索要素における出現数 とを乗 じて各次元の成分の値を算出して前記探索要素

に対応する要素特徴ベクトルを計算し、

前記部分文書特徴ベクトルの計算において、複数の前記要素特徴ベクトルをすべて

積算して前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴とする請求項 1 5乃至 の

いずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項 ０
前記要素特徴ベクトルの計算において、前記要素特徴ベクトルの各成分に対する値

を、対応する語句が前記探 索要素に出現する場合 は当該探 索要素における語句の重

みとし、また出現しない場合 は として計算し、

前記部分文書特徴ベクトルの計算において、すべての前記探索要素に対応する要

素特徴ベクトルの各次元の成分の内の最大値を有する成分を抽出し・当該抽出した

成分の値からなる前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴とする請求項 5

乃至 8のいずれかに記載の特徴抽出方法 。

請求項 2

前記排他情報の生成において、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫



要素の内のいずれかと前記探索要素、当該探索要素の子孫要素、当該探索要素の

兄弟要素及び当該兄弟要素の子孫要素の内のいずれかとの両方に前記排他要素名

を持つ要素が存在する場合に、該探索要素が排他要素であることを示す前記排他情

報を生成することを特徴 とする請求項 5乃至 ０のいずれかに記載の特徴抽出方法 。

請求項 2 2

予め与えられたサイズの定義に基づいて、前記要素のサイズを計算し、

前記部分文書特徴ベウトルの計算において、前記要素間の距離と前記排他情報と

前記サイズとに基づいて前記重みを計算する

ことを特徴 とする請求項 5乃至 のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項 3

半構造化文書の木構造を解析して前記文書木を生成することを特徴とする請求項 「

5乃至 のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項

一般の文書を半構造化することを特徴 とする請求項 2 記載の特徴抽出方法 。

請求項 5

前記文書木の要素の内のいずれかを前記抽出対象要素として指定することを特徴 と

する請求項 5乃至 のいずれかに記載の特徴抽出方法。

請求項 2 6

文書を入力することを特徴とする請求項 5乃至 5のいずれかに記載の特徴抽出方

法。

請求項 2 7

部分文書特徴ベウトルを出力することを特徴とする請求項 5乃至 6のいずれかに

記載の特徴抽出方法 。

請求項

複数の要素を有する文書木を予め与えられた規則に従って探索し、前記要素を探索

要素として順次検出する探索要素検 出処理と、

前記文書木の複数の要素の内の予め指定された抽出対象要素と前記探索要素と

の要素間の距離を計算する要素間距離計算処理と、

予め指定 された排他要素名を参 照 して前記抽出対象要素に対して前記探索要素が

排他要素であるか否かを示す排他情報を生成する排他情報生成処理と、



前記要素間の距離と前記排他情報とに基づいて前記要素に対応する当該要素に含

まれる語句の重みを計算し、複数の次元を有しそれぞれの次元が予め定められた語

句に一意に対応する要素特徴ベクトルを該重みに基づいて前記探索要素毎に対応さ

せて計算する要素特徴ベクトル計算処理と、

前記要素特徴ベクトルに基づいて前記抽出対象要素に関連する部分文書の部分文

書特徴ベウトルを計算する部分文書特徴ベクトル計算処理と

をコンピュータに実行させることを特徴 とするフログラムを記録 した記録媒体 。

請求項

前記排他情報生成処理 は、前記抽出対象要素の要素名を排他要素名として参 照

することを特徴 とする請求項 8記載のプログラムを記録 した記録媒体 。

請求項 ０
前記排他情報生成処 理は、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫要素

の内のいずれかと前記探索要素及び当該探索要素の子孫要素の内のいずれかとの

両方に前記排他要素名を持つ前記要素が存在する場合 に、前記探 索要素が排他要

素であることを示す前記排他情報を生成することを特徴 とする請求項 2 8または 記

載のプログラムを記録 した記録媒体 。

請求項

前記要素特徴ベウトル計算処理は、前記探 索要素が排他要素であることを前記排

他情報が示している場合 に前記重みを と計算することを特徴 とする請求項 2 8乃至3

０のいずれかに記載のプログラムを記録 した記録媒体 。

請求項

前記要素特徴ベウトル計算処理は、前記重みと前記各次元に対応する語句の前記

探索要素における出現数とを乗じて各次元の成分の値を算出して前記探 索要素に対

応する要素特徴ベウトルを計算し、

前記部分文書特徴ベクトル計算処理は、複数の前記要素特徴ベクトルをすべて積

算して前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴 とする請求項 2 乃至3 のい

ずれかに記載のフロヴラムを記録 した記録媒体 。

請求項

前記要素特徴ベクトル計算処理は、前記要素特徴ベクトルの各成分に対する値を、

対応する語句が前記探 索要素に出現する場合 は当該探 索要素における語句の重み



とし、また出現しない場合 は として計算し、

前記部分文蕃特徴ベウトル計算処理は、すべての前記探 索要素に対応する要素特

徴ベクトルの各次元の成分の内の最大値を有する成分を抽出し、当該抽出した成分

の値からなる前記部分文書特徴ベクトルを計算することを特徴 とする請求項 8乃至3

のいずれかに記載のプロダラムを記録 した記 録媒体 。

請求項

前記排他情報生成処理は、前記抽出対象要素及び当該抽出対象要素の子孫要素

の内のいずれかと前記探 索要素、当該探索要素の子孫要素、当該探索要素の兄弟

要素及び当該兄弟要素の子孫要素の内のいずれかとの両方に前記排他要素名を持

つ要素が存在する場合 に、該探 索要素が排他要素であることを示す前記排他情報を

生成することを特徴 とする請求項 2 8乃至 のいずれかに記載のプログラムを記録 し

た記録媒体 。

請求項

予め与えられたサイズの定義に基づいて、前記要素のサイズを計算する処理をコン

ピュータに実行させ、

前記部分文書特徴ベクトルを計算する処理 は、前記要素間の距離と前記排他情報

と前記サイズとに基づいて前記重みを計算する

ことを特徴 とする請求項 2 8乃至 4のいずれかに記載のプログラムを記録 した記録

媒体 。

請求項

半構造化文書の木構造を解析して前記文書木を生成する処理をコンピュータに実行

させることを特徴 とする請求項 乃至3 5のいずれかに記載のフログラムを記録 した記

録媒体 。

請求項 7

般の文書を半構造化する処理をコンピュータに実行させることを特徴 とする請求項

6記載のフログラムを記録 した記録媒体 。

請求項 8

前記 文書木の要素の内のいずれかを前記抽出対象要素として指定する処理をコン

ピュータに実行させることを特徴 とする請求項 2 8乃至3 7 のいずれかに記載のフロダラ

ムを記録した記録媒体 。



請求項

文書を人力する処理をコンピュータに実行させることを特徴 とする請求項 2 8乃至

のいずれかに記載のプロヴラムを記録した記録媒体 。

請求項 ０
部分文書特徴ベウトルを出力する処理をコンピュータに実行させることを特徴 とする

請求項 8乃至 のいずれかに記載のフログラムを記録 した記録媒体 。



R ef S a e

条約第 9 条 に基づく説明書

出願当初の請求項 n 及び について、誤記による不明瞭な記載を明瞭にするように
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