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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オンライン上で提供されるニュース記事の記事コンテンツに対して記事の重要性に関す
る記事生産者加重値を生成し、前記記事コンテンツに前記記事生産者加重値を付与する処
理をコンピュータにより遂行する方法であって、前記コンピュータにより実行されるステ
ップが、
　各記事生産者の記事提供システムから前記記事コンテンツを受信して記事収集データベ
ースに保存する段階と、
　前記記事コンテンツが掲載されるニュース記事媒体におけるニュース紙面情報又はニュ
ースページ情報に基づいて、記事コンテンツが掲載されるニュース記事媒体におけるニュ
ース紙面又はニュースページ別に面別加重値が設定された面別加重値リストから該当する
面別加重値を選択するとともに、前記記事コンテンツの字数をカウントし、記事コンテン
ツが掲載されるニュース記事媒体におけるニュース紙面内又はニュースページ面内におけ
る当該記事コンテンツの字数順に面内加重値が設定された面内加重値リストから該当する
面内加重値を選択し、選択された前記面別加重値及び前記面内加重値を用いた所定の演算
により前記記事生産者加重値を生成する段階と、
　前記記事コンテンツに生成された前記記事生産者加重値を関連付けてニュースデータベ
ースに保存する段階と、
　前記ニュース記事の提供を受けるユーザから前記記事コンテンツを検索するためのキー
ワード入力画面を通じてキーワードが入力された場合に、前記ニュースデータベースを検
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索して、入力されたキーワードに対応する前記記事コンテンツおよび前記記事生産者加重
値を抽出し、抽出した前記記事コンテンツ及び前記記事生産者加重値を前記ユーザの端末
に提供する段階と、を含み、
　前記抽出した記事コンテンツ及び記事生産者加重値をユーザの端末に提供する段階は、
　前記ユーザが前記記事コンテンツを評価するための評価フィールドに入力された評価情
報を用いて、所定の演算により評価された前記記事コンテンツに対するユーザ加重値を生
成する段階と、
　生成されたユーザ加重値を、前記ユーザの前記記事コンテンツに対する利用評価として
前記記事提供システムに伝送する段階と、
　を含むことを特徴とする加重値付与方法。
【請求項２】
　各記事生産者の記事提供システムから前記記事コンテンツを受信して記事収集データベ
ースに保存する前記段階は、
　前記記事コンテンツに当該記事コンテンツが掲載されるニュース記事媒体におけるニュ
ース紙面情報又はニュースページ情報が含まれているか否かを判別する段階と、
　前記ニュース紙面情報又はニュースページ情報が含まれていないと判別された場合に、
判別された前記記事コンテンツに含まれるニュース記事媒体におけるカテゴリ及びキーワ
ードに基づいて、記事コンテンツに含まれるニュース記事媒体におけるカテゴリ及びキー
ワード別に当該記事コンテンツが掲載されるニュース記事媒体におけるニュース紙面情報
又はニュースページ情報が設定された面別情報データフィールドから該当するニュース紙
面情報又はニュースページ情報を抽出し、抽出された前記ニュース紙面情報又はニュース
ページ情報を前記記事コンテンツに関連付けて前記記事収集データベースに保存する段階
と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の加重値付与方法。
【請求項３】
　前記生成されたユーザ加重値を、前記ニュースデータベースに保存する段階をさらに含
むとともに、前記ニュースデータベースは、前記記事コンテンツの記事生産者別に設定さ
れた言論社加重値をさらに保存しており、
　前記各記事コンテンツの前記記事生産者加重値、前記ユーザ加重値、及び前記言論社加
重値を用いて、所定の演算を通じて前記記事コンテンツ別の総合加重値を生成する段階と
、
　生成した前記総合加重値を前記記事コンテンツと関連付けて前記ニュースデータベース
に保存する段階と、をさらに含み、
　前記抽出した記事コンテンツ及び記事生産者加重値をユーザの端末に提供する段階は、
　前記抽出した記事コンテンツ及び前記記事生産者加重値を、前記統合加重値順に整列し
て前記ユーザの端末に提供することを特徴とする請求項１に記載の加重値付与方法。
【請求項４】
　コンピュータに、請求項１から３のいずれか１つに記載の加重値付与方法を実行させる
ためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項５】
　オンライン上で提供されるニュース記事の記事コンテンツに対して記事の重要性に関す
る記事生産者加重値を生成し、前記記事コンテンツに前記記事生産者加重値を付与するコ
ンピュータシステムであって、
　各記事生産者の記事提供システムから受信される前記記事コンテンツを保存する記事収
集データベースと
　記事コンテンツが掲載されるニュース記事媒体におけるニュース紙面又はニュースペー
ジ別に面別加重値が設定された面別加重値リストと、記事コンテンツが掲載されるニュー
ス記事媒体におけるニュース紙面内又はニュースページ面内における当該記事コンテンツ
の字数順に面内加重値が設定された面内加重値リストとを含み、前記記事コンテンツが掲
載されるニュース記事媒体におけるニュース紙面情報又はニュースページ情報に基づいて
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、前記記事コンテンツ別に該当する面別加重値を選択する第１選択部と、前記記事コンテ
ンツの字数をカウントして該当する面内加重値を選択する第２選択部と、選択された前記
面別加重値及び前記面内加重値を用いた所定の演算により前記記事生産者加重値を生成す
る記事生産者加重値生成部と、を備える加重値自動付与システムと、
　前記記事コンテンツに生成された前記記事生産者加重値を関連付けて保存するニュース
データベースと、を含み、
　前記加重値自動付与システムは、
　前記ニュース記事の提供を受けるユーザから前記記事コンテンツを検索するためのキー
ワード入力画面を通じてキーワードが入力された場合に、前記ニュースデータベースを検
索して、入力されたキーワードに対応する前記記事コンテンツおよび前記記事生産者加重
値を抽出し、抽出した前記記事コンテンツ及び前記記事生産者加重値を前記ユーザの端末
に提供するとともに、提供された前記記事コンテンツに対して前記ユーザが該当の記事コ
ンテンツを評価するための評価フィールドに入力された評価情報を用いて、所定の演算に
より評価された前記記事コンテンツに対するユーザ加重値を生成し、生成されたユーザ加
重値を前記ユーザの前記記事コンテンツに対する利用評価として前記記事提供システムに
伝送することを特徴とする加重値付与システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オンライン上で提供されるニュース記事に加重値を付与する方法及び該方法
を実行するシステムに関し、より詳細には、記事生産者のニュース記事に生産者加重値を
付与することで、記事生産者が重要であると判断する記事の重要度（value）を、オンラ
イン上でもユーザに伝えられる方法およびそのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存の活字新聞では、新聞社が重要であると判断する記事を編集して、各紙面別での露
出位置を定めている。新聞の読者は、このような新聞社の編集意図に従って新聞記事を読
むことになる。すなわち、新聞記事を生産する新聞社は、重要な記事を新聞の１面（総合
面）に配置することによって、新聞社が伝えたいメッセージが読者の目に止まるようにし
ている。
【０００３】
　しかしながら、このような記事の価値評価は、オンライン（特に、ポータルニュース）
では適用されていない。これは、新聞社がオンライン上で各記事を送信する際に、記事に
対する重要度に関係なく送信を行うためである。このため、オンライン上で示される新聞
記事は、記事に対する重要度をオンラインユーザに伝え難いという問題点がある。
【０００４】
　図１は、従来技術の記事収集および提供システムの概略構成図を示したものである。図
１に示すように、従来技術では、各記事生産者が送信した記事コンテンツ１０１を収集す
るデータベース１０２と、ユーザが入力したキーワードを用いて記事コンテンツ１０１を
データベース１０２から検索する検索エンジン１０３と、検索エンジン１０３から検索さ
れた記事コンテンツ１０１をユーザに露出するウェブページ１０４と、を含む。
【０００５】
　このような従来技術では、記事生産者が判断する記事コンテンツ１０１別の重要度を全
く反映することができず、単にキーワードを用いて検索された記事コンテンツ１０１をユ
ーザに露出するに過ぎない。
【０００６】
　すなわち、従来技術の記事伝達（記事提供）システムでは、記事生産者側は、記事生産
者のメッセージをユーザに伝えられず、ユーザ側は、各記事別の重要度を全く把握するこ
とができないという問題点を抱えている。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の問題点を解決するために成されたものであって、オン
ライン上で提供されるニュース記事に加重値を付与する方法および該方法を実行するシス
テムに関する新しい技術を提案するものである。
【０００８】
　すなわち、本発明は、記事コンテンツに面別加重値および面内加重値を用いて記事生産
者加重値を付与して、記事コンテンツを利用するユーザに、記事コンテンツとともに記事
生産者加重値を提供し、記事コンテンツの記事生産者が判断する記事コンテンツに対する
重要度を、ユーザが記事生産者加重値を確認することで認識できるようにすることを目的
とする。
【０００９】
　また、本発明の他の目的としては、記事生産者加重値によって整列された記事コンテン
ツの検索において、ユーザが重要度に応じて記事コンテンツを検索できるようにすること
にある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的としては、ユーザに記事コンテンツに対する評価フィールドを
提供し、評価フィールドに入力される評価情報を用いて記事生産者とユーザとの間にコミ
ュニティー空間を生成し、ユーザの評価情報を記事生産者にフィードバックすることで、
記事コンテンツの質を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成し、上述した従来技術の問題点を解決するために、本発明の１つの側面
におけるオンライン上で提供されるニュース記事に加重値を付与する方法は、各記事生産
者の記事提供システムから記事コンテンツを受信して記事収集データベースに保存する段
階と、複数の加重値リストを含む加重値自動付与システムによって記事コンテンツの生産
者加重値を生成する段階と、生産者加重値及び記事コンテンツをニュースデータベースに
保存する段階と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
　また、上記加重値リストは、面別加重値リスト及び面内加重値リストを含み、複数の加
重値リストを含む加重値自動付与システムによって記事コンテンツの生産者加重値を生成
する上記段階が、加重値リストの面別加重値リストから記事コンテンツと関連した面別加
重値を選択する段階と、加重値リストの面内加重値リストから記事コンテンツと関連した
面内加重値を選択する段階と、面別加重値及び面内加重値に基づいて生産者加重値を生成
する段階と、を含むことができる。
【００１３】
　また、上記面別加重値リストは、新聞を含む媒体の各面に面別加重値を付与したリスト
を含み、加重値リストの面別加重値リストから記事コンテンツと関連した面別加重値を選
択する上記段階が、記事収集データベースに保存された記事コンテンツから記事コンテン
ツが含まれた面のページ情報を抽出する段階と、面別加重値リストからページ情報に該当
する面別加重値を選択する段階と、を含むことができる。
【００１４】
　また、上記面内加重値リストは、新聞を含む媒体の同一面内に含まれた各記事コンテン
ツに対する字数順に面内加重値を付与したリストを含み、加重値リストの面内加重値リス
トから記事コンテンツと関連した面内加重値を選択する上記段階が、記事コンテンツの字
数を把握する段階と、面内加重値リストから字数に該当する面内加重値を選択する段階と
、を含むことができる。
【００１５】
　また、本発明の他の観点としてのオンライン上で提供されるニュース記事に加重値を付
与するシステムは、各記事生産者の記事提供システムから受信された記事コンテンツを保
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存する記事収集データベースと、複数の加重値リストを含み、加重値リストによって記事
コンテンツの生産者加重値を生成する加重値自動付与システムと、生産者加重値及び記事
コンテンツを保存するニュースデータベースと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、記事コンテンツに対し、面別加重値及び面内加重値を用いた生産者加
重値を付与して、記事コンテンツのユーザに、記事コンテンツとともに記事生産者加重値
を提供し、記事コンテンツの記事生産者が判断する記事コンテンツに対する重要度を、ユ
ーザが記事生産者加重値を確認することで認識することが可能となる。
【００１７】
　また、本発明によると、記事生産者加重値によって整列した記事コンテンツの検索にお
いて、当該ユーザが記事コンテンツを重要度に応じて検索することが可能となる。
【００１８】
　また、本発明によると、ユーザに対して、記事コンテンツに対する評価フィールドを提
供し、評価フィールドに入力される評価情報を用いて記事生産者とユーザとの間にコミュ
ニティー空間を生成することができる。このため、評価情報を記事生産者にフィードバッ
クすることが可能となり、記事コンテンツの質を向上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の態様】
【００１９】
　以下、添付の図面を参照して、本発明に係る実施形態を説明する。
【００２０】
　図２は、オンライン上で提供されるニュース記事に加重値を付与する本発明の加重値付
与システムの概略構成図である。図２に示すように、加重値付与システム２００は、記事
収集データベース２０２と、加重値自動付与システム２０３と、ニュースデータベース２
０４と、加重値検索エンジン２０５と、を含む。
【００２１】
　記事収集データベース２０２は、各記事生産者から記事コンテンツ２０１を収集し、加
重値自動付与システム２０３によって記事コンテンツ２０１に生産者加重値が付与され、
記事コンテンツ２０１及び生産者加重値が、ニュースデータベース２０４にともに保存さ
れる。
【００２２】
　そして、本実施形態の加重値付与システム２００は、記事コンテンツ２０１を利用する
ユーザ（ユーザ端末）からキーワードが入力されると、加重値検索エンジン２０５によっ
て記事コンテンツ２０１及び生産者加重値がともにユーザに提供され、記事生産者が判断
する記事コンテンツ２０１の重要性をユーザに伝えることができる。
【００２３】
　次に、本発明の加重値付与方法を図３～図８を参照しながら詳細に説明するとともに、
加重値付与方法が適用された図９の一例を用いて、本発明の加重値付与システム２００を
さらに詳細に説明する。
【００２４】
　図３は、本発明の一実施形態における、オンライン上で提供されるニュース記事に加重
値を付与する方法を示したフローチャートである。
【００２５】
　段階３０１において、オンライン上で提供されるニュース記事に加重値を付与する加重
値付与システム２００は、各記事生産者の記事提供システムから記事コンテンツ２０１を
受信して記事収集データベースに保存する。なお、本段階３０１は、後述する図７に示す
段階７０１及び段階７０２を含んで実行されるように構成することも可能である。
【００２６】
　段階３０２において、加重値付与システム２００は、複数の加重値リストを含む加重値
自動付与システムによって記事コンテンツ２０１の生産者加重値を生成する。本段階３０
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２に対しては、図４を用いてさらに詳細に説明する。
【００２７】
　段階３０３において、加重値付与システム２００は、生産者加重値および記事コンテン
ツ２０１をニュースデータベースに保存する。ここで、本段階３０３は、記事コンテンツ
２０１のカテゴリが所定の言論社カテゴリに含まれる場合、該言論社（新聞社、放送局等
の言論・報道を担当する企業や会社）カテゴリ別に予め選定された加重値を生産者加重値
として生成する段階をさらに含むこともできる。また、これに加えて、言論社カテゴリは
、社説、時論、記事生産者の主観的な編集が介入する記事、あいさつ、死亡記事、不動産
情報、または株価情報などのカテゴリを含み得る。
【００２８】
　このようにニュースデータベース２０４に保存された記事コンテンツ２０１及び生産者
加重値の利用方法について、図５を用いてさらに詳細に説明する。また、段階３０３は、
図６の段階６０１～段階６０３、及び図８の段階８０１～段階８０２をさらに追加的に実
行するように構成することも可能である。図６及び図８については、後ほど詳しく説明す
る。
【００２９】
　図４は、本発明の一実施形態において、記事生産者の加重値（生産者加重値）を生成す
る方法を示したフローチャートである。ここで、図４に示すように、段階３０２が段階４
１０～段階４３０を含み得る。
【００３０】
　段階４１０において、加重値付与システム２００は、面別加重値リスト及び面内加重値
リストを含む加重値リストのうち、面別加重値リストから記事コンテンツ２０１と関連し
た面別加重値を選択する。
【００３１】
　面別加重値リストは、新聞を含む媒体の各面（紙面、ページ面等）に面別加重値を付与
したリストである。すなわち、面別加重値リストは、記事生産者が新聞などの媒体で記事
生産者の編集意図を反映している記事コンテンツ２０１の露出面それぞれに、相違する面
別加重値を付与するものであり、この面別加重値リストにより、記事生産者の編集意図を
記事コンテンツ２０１に表現することができる。
【００３２】
　そして、当該段階４１０は、段階４１１及び段階４１２を含んで実行される。
【００３３】
　段階４１１において、加重値付与システム２００は、記事収集データベースに保存され
た記事コンテンツ２０１から、当該記事コンテンツ２０１が含まれた面のページ情報を抽
出する。
【００３４】
　このようなページ情報を記事コンテンツ２０１から抽出するための一例として、記事コ
ンテンツ２０１を提供する記事生産者の記事提供システムから、newsML（news Markup La
nguage）などを含むＸＭＬ（Extensible Markup Language）形式の記事コンテンツの提供
を受ける方法がある。
【００３５】
　また、一方で、NITF（News Industry Text Format）やHTML（Hyper Text Markup Langu
age）などのテキストを基盤とする形式の記事コンテンツからは、ページ情報を抽出する
ことができない。しかしながら、このような場合の一例としては、これらの形式の記事コ
ンテンツのページ情報を得るために、図３に示した段階３０１が、記事コンテンツにペー
ジ情報が含まれているか否かを確認する段階と、記事コンテンツがページ情報を含有して
いるか否かが（含有可否が）確認できない（されない）場合に、所定の新聞面別情報デー
タフィールドから当該記事コンテンツに対するページ情報を抽出して記事収集データベー
スに保存する段階と、を含むように構成することが可能である。新聞面別情報データフィ
ールドは、キーワードテーブルに該当するページ情報を含んだり、記事コンテンツのカテ
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ゴリ及びキーワードを用いて、ページ情報を提供したりする。つまり、記事コンテンツに
含まれるキーワード若しくはカテゴリに応じて、予め格納された新聞面別情報データフィ
ールドから当該記事コンテンツのページ情報を得るように構成することができる。
【００３６】
　段階４１２において、加重値付与システム２００は、面別加重値リストから取得したペ
ージ情報に該当する面別加重値を選択する。
【００３７】
　次に、段階４２０において、加重値付与システム２００は、加重値リストの面内加重値
リストから記事コンテンツと関連した面内加重値を選択する。この面内加重値リストは、
新聞を含む媒体の同一面（同一紙面、同一ページ等）内に含まれた記事コンテンツ２０１
についての字数順に面内加重値を付与したリストである。このため、段階４２０は、段階
４２１及び段階４２２を含む。
【００３８】
　したがって、段階４２１において加重値付与システム２００は、記事コンテンツの字数
を把握する。
【００３９】
　そして、段階４２２において加重値付与システム２００は、面内加重値リストから把握
した記事コンテンツの字数に該当する面内加重値を選択する。
【００４０】
　段階４３０において、加重値付与システム２００は、面別加重値および面内加重値に基
づいて生産者加重値を生成する。ここで、本段階４３０は、面別加重値及び面内加重値の
各数値を互いに乗算することで生産者加重値を生成する段階である。
【００４１】
　図５は、本発明の一実施形態において、生産者加重値を活用する方法を示したフローチ
ャートである。図５に示すように、段階５１０～段階５４０は、図３の段階３０３以後に
追加的に実行される。
【００４２】
　段階５１０において、加重値付与システム２００は、記事コンテンツを利用するユーザ
（ユーザ端末）から記事コンテンツを検索するためにキーワードの入力を受け付けるため
の記事検索フィールドを、当該ユーザに提供する。
【００４３】
　段階５２０において、加重値付与システム２００は、キーワードが入力された場合に、
加重値検索エンジンを用いて、入力されたキーワードに相応する記事コンテンツ及びその
記事コンテンツに対する生産者加重値をニュースデータベース２０４から抽出し、記事コ
ンテンツに対する生産者加重値をユーザに提供する。
【００４４】
　このように、本発明の加重値付与システム２００は、記事コンテンツに対し、面別加重
値および面内加重値を用いて生産者加重値を付与して、ユーザに記事コンテンツとともに
生産者加重値を提供する。このため、記事コンテンツに係る記事生産者が判断する当該記
事コンテンツの重要度を、ユーザが生産者加重値を確認することで認識することができる
。
【００４５】
　ここで、本段階５２０は、段階５２１～段階５２３を含むように構成することができる
。すなわち、段階５２１において、加重値付与システム２００は、ユーザに記事コンテン
ツを評価するための評価フィールドを提供するように構成する。
【００４６】
　そして、段階５２２において、加重値付与システムは、ユーザ端末から評価フィールド
を介して入力された記事コンテンツに対する評価情報に基づいてユーザ加重値を生成する
。
【００４７】
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　段階５２３において、加重値付与システムは、ユーザ加重値を記事コンテンツに対応付
けてニュースデータベース２０４に保存する。
【００４８】
　このように、段階５２１～段階５２３において、ユーザに記事コンテンツに対する評価
フィールドを提供し、評価フィールドに入力されるユーザの評価情報を用いて記事生産者
とユーザとの間にコミュニティー空間を生成することができる。また、ユーザの記事コン
テンツに対する評価情報を記事生産者にフィードバックすることで、記事コンテンツの質
を向上させることができる。
【００４９】
　次に、段階５３０において、加重値付与システム２００は、記事コンテンツを該生産者
加重値に応じて整列するための加重値整列フィールドをユーザに提供する。
【００５０】
　段階５４０において、加重値付与システム２００は、加重値整列フィールドが選択され
る場合に、記事コンテンツを生産者加重値に応じて整列する。
【００５１】
　このように、本発明に係る加重値付与システム２００は、段階５３０及び段階５４０に
よって記事コンテンツを生産者加重値によって整列し、ユーザが生産者加重値に応じて記
事コンテンツを検索（閲覧）できるようにする。
【００５２】
　図６は、本発明の一実施形態における、統合加重値を計算する方法を示したフローチャ
ートである。
【００５３】
　段階６０１において、加重値付与システム２００は、ニュースデータベース２０４から
記事コンテンツと関連して保存された加重値を検索する。この場合、ニュースデータベー
ス２０４は、記事コンテンツに対して複数の加重値フィールドを含むように構成する。
【００５４】
　段階６０２において、加重値付与システムは、複数の加重値が検索される場合、各加重
値の数値の演算に基づいて統合加重値を計算する。この統合加重値は、記事検索において
、記事コンテンツを統合加重値順に整列するための基準として用いることができる。そし
て、各加重値の数値の演算は、加重値別に所定の加算または乗算の演算を含むことができ
る。
【００５５】
　段階６０３において、加重値付与システム２００は、統合加重値をニュースデータベー
ス２０４の加重値を保存するための加重値フィールドに保存する。
【００５６】
　図７は、本発明の一実施形態における、言論社別の加重値を抽出して保存する方法を示
したフローチャートである。図７の段階７０１及び段階７０２は、図３の段階３０１以後
に追加的で実行される。
【００５７】
　段階７０１において、加重値付与システム２００は、所定の言論社別加重値リストから
記事コンテンツと関連した言論社の言論社別の加重値を抽出する。この場合の言論社別加
重値リストは、言論社別に提供する媒体の全体面数に従って、言論社別の加重値を予め策
定したリストである。
【００５８】
　段階７０２において、加重値付与システム２００は、記事収集データベース２０２に記
事コンテンツと関連して言論社別の加重値を保存する。言論社別加重値は、以後、生産者
加重値および記事コンテンツが、ニュースデータベース２０４に保存される際に同時に、
これらのデータとともにニュースデータベース２０４に保存される。
【００５９】
　図８は、本発明の一実施形態における、加重値エラーを修正する方法を示したフローチ
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ャートである。図８の段階８０１及び段階８０２は、図３の段階３０３以後に追加的に実
行される。
【００６０】
　段階８０１において、加重値付与システム２００は、ニュースデータベース２０４に保
存された加重値のエラーの発生可否を確認する。ここで、エラー発生可否は、新聞面別情
報データフィールド、面別加重値リスト、面内加重値リスト、及び言論社別加重値リスト
の修正可否を確認することで認識することができる。
【００６１】
　段階８０２において、加重値付与システム２００は、加重値にエラーが発生した場合（
修正等があった場合）、加重値を再生成することでエラーを修正する。例えば、面別加重
値リストが修正された場合、記事コンテンツのページ情報を用いて面別加重値を再選択し
、面内加重値との乗算によって再度、生産者加重値を生成することでエラーを修正したり
する。
【００６２】
　図９は、本発明の一実施形態における加重値付与システム２００において、記事コンテ
ンツに加重値を付与してこれを活用する過程の一例を示した図である。
【００６３】
　加重値付与システム２００は、各記事生産者（言論社）の記事提供システムから受信し
た複数の記事コンテンツ２０１を記事収集データベース２０２に保存する。この場合、加
重値付与システム２００は、複数の記事生産者別に選定された言論社別加重値リストから
記事コンテンツ２０１の言論社別加重値を抽出し、記事コンテンツ２０１とともに記事収
集データベース２０２に保存する（符号９０１）。言論社別加重値は、以後、記事コンテ
ンツがニュースデータベース２０４に保存されるときに同時に保存される。
【００６４】
　加重値付与システム２００は、記事コンテンツ２０１が属していた面のページ情報が記
事コンテンツ２０１に含まれているか否かを確認し、ページ情報が含まれていない場合に
は、新聞面別情報データフィールドを用いてページ情報を抽出して記事収集データベース
２０２に保存する（符号９０２）。この場合において、新聞面別情報データフィールドと
は、既存の記事コンテンツ２０１のカテゴリ及びキーワードとこれに該当するページ情報
の統計を用いてあらかじめ生成されていたフィールドであって、記事コンテンツ２０１の
カテゴリ及びキーワードを用いて新聞面別情報データフィールドのカテゴリテーブル及び
キーワードテーブルを検索することでページ情報を抽出する。
【００６５】
　加重値付与システム２００は、加重値自動付与システム２０３によって記事コンテンツ
２０１に生産者加重値を付与する。このとき、加重値自動付与システム２０３は、面別加
重値リストから記事コンテンツ２０１の面別加重値を選択し（符号９０３）、面内加重値
リストから記事コンテンツ２０１の面内加重値を選択し（符号９０４）、面別加重値及び
面内加重値を乗算することで生産者加重値を生成して、ニュースデータベース２０４に保
存する。また、このとき、ニュースデータベース２０４は、記事コンテンツ２０１に関連
して言論社別加重値フィールド、生産者加重値フィールド、及びユーザ加重値フィールド
を含む複数の加重値フィールドを含み、言論社別加重値は言論社別加重値フィールドに、
生産者加重値は生産者加重値フィールドに保存される。
【００６６】
　加重値付与システム２００は、ニュースデータベース２０４の複数の加重値フィールド
に保存された加重値のエラー（修正等）を確認し、エラーが確認された場合に、加重値を
再生成することで加重値のエラーを修正することができる（符号９０５）。
【００６７】
　加重値付与システム２００は、記事コンテンツ２０１と関連してニュースデータベース
２０４の加重値フィールドに存在する加重値を検索し、複数の加重値が検索されれば、加
重値の数値の演算によって統合加重値を生成することができる（符号９０６）。この場合
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において統合加重値は、記事検索において、記事コンテンツを統合加重値順に整列するた
めの基準として用いられ、各加重値の数値の演算は、加重値別に選定された加算または乗
算の演算を含む。例えば、言論社別加重値及び生産者加重値の乗算によって統合加重値を
生成したりする。
【００６８】
　加重値付与システム２００は、記事コンテンツ２０１を利用するユーザ（ユーザ端末）
からキーワードによる記事検索要請がなされると、加重値検索エンジン２０５を用いてニ
ュースデータベース２０４からユーザにより入力されたキーワードに相応する記事コンテ
ンツ２０１及び統合加重値を獲得し、ウェブページ２０６を用いてユーザに記事検索要請
の結果を提供する。このとき、ウェブページ２０６に加重値整列フィールドを追加的に提
供するが、加重値整列フィールドが選択される場合、記事コンテンツ２０１を統合加重値
に従って整列して提供することで、ユーザは、記事コンテンツ２０１の重要度を容易に認
知することができる。
【００６９】
　これに加えて、ユーザの記事コンテンツ２０１に対する評価情報の提供を受けるための
評価フィールドをウェブページ２０６に追加的に提供し、評価フィールドに入力される記
事コンテンツに対する評価情報をユーザ加重値として活用することができる。例えば、評
価フィールドに記事コンテンツ２０１の評価情報を１～１０の数値でユーザに入力させ、
入力された数値によってユーザ加重値（０．１～１）として用いたりする。また、加重値
付与システム２００は、ユーザ加重値をニュースデータベース２０４のユーザ加重値フィ
ールドに保存して（符号９０７）、統合加重値を計算するときに同時に用いたりする（符
号９０６）。
【００７０】
　このように、記事コンテンツ２０１の記事生産者が判断する記事コンテンツ２０１の重
要度を、ユーザが統合加重値を確認することで認識することができ、統合加重値によって
整列された記事コンテンツの検索において、ユーザが重要度に応じて記事コンテンツを検
索することができるようにする。
【００７１】
　これに加えて、評価情報によるユーザ加重値を用いて記事生産者とユーザとの間にコミ
ュニティー空間を生成することができ、評価情報を記事生産者にフィードバックすること
で、記事コンテンツの質を向上させることができる。
【００７２】
　図１０は、本発明の他の実施形態における加重値付与システムの内部構成を説明するた
めのブロック図である。図１０に示すように、加重値付与システム１０００は、記事収集
データベース１００１と、加重値自動付与システム１００２と、ニュースデータベース１
００３と、を含む。
【００７３】
　記事収集データベース１００１は、各記事生産者の記事提供システムから受信された記
事コンテンツを保存する。
【００７４】
　このとき、加重値付与システム１０００は、記事コンテンツが含まれた媒体のページ情
報を記事コンテンツが含むか否かを確認し、該ページ情報を含まない場合、新聞面別情報
データフィールドからページ情報を抽出して記事コンテンツが含むようにする。
【００７５】
　また、所定の言論社別に提供する媒体の全体面数に応じて、言論社別加重値を予め策定
したリストを含む言論社別加重値リストから記事コンテンツと関連した言論社の言論社別
加重値を抽出し、記事収集データベース１００１に記事コンテンツと関連して言論社別加
重値を保存する。言論社別加重値は、以後、加重値自動付与システム１００２によって生
産者加重値が生成された後、記事コンテンツとともにニュースデータベース１００３に保
存される。
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【００７６】
　加重値自動付与システム１００２は、複数の加重値リストを含み、加重値リストによっ
て記事コンテンツの生産者加重値を生成する。この場合の加重値リストは、面別加重値リ
スト及び面内加重値リストを含む。
【００７７】
　ニュースデータベース１００３は、生産者加重値および記事コンテンツを保存する。こ
の場合においてニュースデータベース１００３は、言論社別加重値フィールド、生産者加
重値フィールド、及びユーザ加重値フィールドを含む複数の加重値フィールドを含む。ユ
ーザ加重値フィールドは、記事コンテンツに対して記事コンテンツを利用するユーザから
入力を受けた評価情報を用いて生成される。
【００７８】
　図１１は、本発明の他の実施形態における加重値自動付与システム１００２の内部構成
を説明するためのブロック図である。図１１に示すように、加重値自動付与システム１０
０２は、第１選択部１１１０と、第２選択部１１２０と、生産者加重値生成部１１３０と
を含む。
【００７９】
　第１生成部１１１０は、加重値リストの面別加重値リストから記事コンテンツと関連し
た面別加重値を選択する。この場合、第１生成部１１１０は、記事収集データベース１０
０１から記事コンテンツが含まれた面のページ情報を抽出するページ情報抽出部１１１１
と、面別加重値リストからページ情報に該当する面別加重値を選択する面別加重値選択部
１１１２とを含む。なお、面別加重値リストは、新聞を含む媒体の各面に面別加重値を付
与したリストである。
【００８０】
　第２選択部１１２０は、加重値リストの面内加重値リストから記事コンテンツと関連し
た面内加重値を選択する。この場合、第２生成部１１２０は、記事コンテンツの字数を把
握する字数把握部１１２１と、面内加重値リストから把握した字数に相応する面内加重値
を選択する面内加重値選択部１１２２とを含む。なお、面内加重値リストは、新聞を含む
媒体の同一面内に含まれた記事コンテンツについての字数順に面内加重値を付与したリス
トである。
【００８１】
　生産者加重値生成部１１３０は、面別加重値及び面内加重値に基づいて生産者加重値を
生成する。
【００８２】
　図１２は、面別加重値リストの一例を示した図である。図１２に示すように、面別加重
値リスト１２００は、面フィールド１２０１と、面別加重値フィールド１２０２とを含む
。
【００８３】
　面フィールド１２０１は、記事コンテンツが新聞などの媒体において何番目の面に含ま
れているかを示すものである。また、面別加重値フィールド１２０２は、各面に対する面
別加重値を示すものである。
【００８４】
　上記図４で説明したように、記事コンテンツから何番目の面に該当するというページ情
報を抽出し、面別加重値リストの面フィールド１２０１を用いて該当する面別加重値を獲
得する。このとき、面別加重値は、図１３で説明する面内加重値とともに生産者加重値を
生成するために用いられる。
【００８５】
　図１３は、面内加重値リストの一例を示した図である。図１３に示すように、面内加重
値リスト１３００は、面内順位フィールド１３０１と、面内加重値フィールド１３０２と
、を含む。
【００８６】
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　面内順位フィールド１３０１は、同一面上に存在する複数の記事コンテンツを記事コン
テンツの字数によって順位を定め、面内加重値フィールド１３０２で提供する面内加重値
を決定する。すなわち、同一面上で字数が最も多い記事コンテンツが面内順位「１」を得
ることになる。
【００８７】
　このとき、図１２及び図１３に示された面別加重値リスト１２００と面内加重値リスト
１３００とから、各々の記事コンテンツと関連した面別加重値及び面内加重値を抽出し、
面別加重値と面内加重値との間の演算によって生産者加重値を生成する。
【００８８】
　例えば、新聞上の１面において最多の字数を提供する記事コンテンツの生産者加重値は
、図１２及び図１３において、「面別加重値（１００）×面内加重値（１）＝１００」の
ような方法によって生成することができる。
【００８９】
　なお、本発明に係るオンライン上で提供されるニュース記事に加重値を付与する方法は
、コンピュータにより具現される多様な動作を実行するためのプログラム命令を含むコン
ピュータ読み取り可能な媒体を含む。この媒体は、プログラム命令、データファイル、デ
ータ構造などを単独または組み合わせて含むこともできる。媒体およびプログラム命令は
、本発明の目的のために特別に設計されて構成されたものでもよく、コンピュータソフト
ウェア分野の技術を有する当業者にとって公知であり使用可能なものであってもよい。コ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー（登録商
標）ディスクおよび磁気テープのような磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録
媒体、フロプティカルディスクのような磁気－光媒体、およびＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシ
ュメモリなどのようなプログラム命令を保存して実行するように特別に構成されたハード
ウェア装置が含まれる。また、当該媒体は、プログラム命令、データ構造などを保存する
信号を送信する搬送波を含む光または金属線、導波管などの送信媒体でもよい。プログラ
ム命令の例としては、コンパイラによって生成されるもののような機械語コードだけでな
く、インタプリタなどを用いてコンピュータによって実行される高級言語コードを含む。
前述したハードウェア要素は、本発明の動作を実行するために一以上のソフトウェアモジ
ュールとして作動するように構成することができ、その逆も可能である。
【００９０】
　上述したように、本発明を好適な実施形態に則して説明したが、当該技術分野における
当業者にとっては、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的思想およびその領域から
逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正および変更させることができることを理解する
ことができるであろう。すなわち、本発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて定
められ、発明を実施するための最良の形態により制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】従来技術に係る記事収集および提供システムの概略図である。
【図２】オンライン上で提供されるニュース記事に加重値を付与する本発明の加重値付与
システムの概略図である。
【図３】本発明の一実施形態において、オンライン上で提供されるニュース記事に加重値
を付与する方法を示したフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態において、生産者加重値を生成する方法を示したフローチャ
ートである。
【図５】本発明の一実施形態において、生産者加重値を活用する方法を示したフローチャ
ートである。
【図６】本発明の一実施形態において、統合加重値を計算する方法を示したフローチャー
トである。
【図７】本発明の一実施形態において、言論社別加重値を抽出して保存する方法を示した
フローチャートである。
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【図８】本発明の一実施形態において、加重値エラーを修正する方法を示したフローチャ
ートである。
【図９】本発明の一実施形態において、加重値付与システムで記事コンテンツに加重値を
付与し、これを活用する過程の一例を示した図である。
【図１０】本発明の他の実施形態において、加重値付与システムの内部構成を説明するた
めのブロック図である。
【図１１】本発明の他の実施形態において、加重値自動付与システムの内部構成を説明す
るためのブロック図である。
【図１２】面別加重値リストの一例を示した図である。
【図１３】面内加重値リストの一例を示した図である。
【符合の説明】
【００９２】
２００：加重値付与システム
２０１：記事コンテンツ
２０２：記事収集データベース
２０３：加重値自動付与システム
２０４：ニュースデータベース

【図１】

【図２】

【図３】
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