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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組の内容を表わすテキストを含む番組情報における前記番組ごとの表現の出現頻度を
表わす出現頻度情報と、前記番組情報に含まれる固有表現と前記固有表現に対応する固有
表現重み値とを関連付けて記憶する固有表現情報と、を記憶する番組情報記憶部と、
　前記番組情報を取得する番組情報取得部と、
　指定された指定番組に関して前記番組情報取得部が取得した前記番組情報における表現
の出現頻度をカウントする出現頻度カウント部と、
　前記指定番組に関する前記番組情報について前記出現頻度カウント部がカウントして得
られた表現ごとの前記出現頻度と、前記番組情報記憶部から読み出した特定の検索対象番
組に関する前記出現頻度情報と、前記番組情報記憶部から読み出した前記固有表現情報と
に基づき、前記指定番組と前記検索対象番組との間での前記表現の共起の度合いを計算す
るとともに、当該表現が前記固有表現情報に含まれる固有表現である場合には前記共起の
度合いを前記固有表現重み値によって重み付ける処理をすることによって、前記指定番組
と前記検索対象番組との間の関連度を算出する類似度計算部と、
　前記類似度計算部が算出した前記関連度に基づいて選択された前記検索対象番組を出力
する検索結果提示部と、
を備えることを特徴とする番組検索装置であって、
　前記表現は単語のｎグラムであり、
　前記番組情報記憶部が記憶する前記出現頻度情報は、番組ごとの単語のｎグラムの出現
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頻度を表わすものであり、且つ前記出現頻度情報は、番組ごとの所定の複数の連鎖数の前
記単語のｎグラムごとの出現頻度を含むものであり、
　前記出現頻度カウント部は、前記指定番組に関する前記番組情報における前記所定の複
数の連鎖数の前記単語のｎグラムごとの出現頻度をカウントするものであり、
　前記類似度計算部は、前記指定番組と前記検索対象番組との間での前記所定の複数の連
鎖数の単語のｎグラムの共起の度合いを計算するものであり、特定の連鎖数の単語のｎグ
ラムの共起の度合いを、当該連鎖数に応じて、当該連鎖数が大きくなるほど重みが小さく
なるようなｎグラム重み値によって重み付ける処理をさらに行うことによって前記関連度
を算出する、
　ことを特徴とする番組検索装置。
【請求項２】
　前記指定番組と前記検索対象番組との間での表現の共起の度合いに対して、当該表現が
前記固有表現情報に含まれる固有表現である場合には前記共起の度合いを前記固有表現重
み値によって重み付ける処理を行った結果に基づき、前記指定番組と前記検索対象番組と
の間の関係を表わす前記表現を関係ラベルとして決定する関係ラベル決定部を更に備え、
前記検索結果提示部は、対応する前記関係ラベルと関連付けて選択された前記検索対象番
組を出力する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の番組検索装置。
【請求項３】
　検索対象とするための番組に関して前記番組情報取得部が取得した前記番組情報から固
有表現を抽出する処理を行なうとともに、抽出された前記固有表現に対応する前記固有表
現重み値を決定し、前記固有表現情報を作成して前記番組情報記憶部に書き込む固有表現
特定部、を更に備え、
　前記出現頻度カウント部は、検索対象とするための番組に関しても前記番組情報取得部
が取得した前記番組情報における表現の出現頻度をカウントし、前記出現頻度情報を作成
して前記番組情報記憶部に書き込む、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の番組検索装置。
【請求項４】
　コンピュータを、
　番組の内容を表わすテキストを含む番組情報における前記番組ごとの表現の出現頻度を
表わす出現頻度情報と、前記番組情報に含まれる固有表現と前記固有表現に対応する固有
表現重み値とを関連付けて記憶する固有表現情報と、を記憶する番組情報記憶部と、
　前記番組情報を取得する番組情報取得部と、
　指定された指定番組に関して前記番組情報取得部が取得した前記番組情報における表現
の出現頻度をカウントする出現頻度カウント部と、
　前記指定番組に関する前記番組情報について前記出現頻度カウント部がカウントして得
られた表現ごとの前記出現頻度と、前記番組情報記憶部から読み出した特定の検索対象番
組に関する前記出現頻度情報と、前記番組情報記憶部から読み出した前記固有表現情報と
に基づき、前記指定番組と前記検索対象番組との間での前記表現の共起の度合いを計算す
るとともに、当該表現が前記固有表現情報に含まれる固有表現である場合には前記共起の
度合いを前記固有表現重み値によって重み付ける処理をすることによって、前記指定番組
と前記検索対象番組との間の関連度を算出する類似度計算部と、
　前記類似度計算部が算出した前記関連度に基づいて選択された前記検索対象番組を出力
する検索結果提示部と、
　を備える番組検索装置として機能させる番組検索プログラムであって、
　前記表現は単語のｎグラムであり、
　前記番組情報記憶部が記憶する前記出現頻度情報は、番組ごとの単語のｎグラムの出現
頻度を表わすものであり、且つ前記出現頻度情報は、番組ごとの所定の複数の連鎖数の前
記単語のｎグラムごとの出現頻度を含むものであり、
　前記出現頻度カウント部は、前記指定番組に関する前記番組情報における前記所定の複
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数の連鎖数の前記単語のｎグラムごとの出現頻度をカウントするものであり、
　前記類似度計算部は、前記指定番組と前記検索対象番組との間での前記所定の複数の連
鎖数の単語のｎグラムの共起の度合いを計算するものであり、特定の連鎖数の単語のｎグ
ラムの共起の度合いを、当該連鎖数に応じて、当該連鎖数が大きくなるほど重みが小さく
なるようなｎグラム重み値によって重み付ける処理をさらに行うことによって前記関連度
を算出する、
　ことを特徴とする番組検索プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送等の番組を検索する番組検索装置および番組検索プログラムに関する。
特に、本発明は、蓄積されたデータベースを検索して、指定された番組に関連する番組を
取得する番組検索装置および番組検索プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放送された番組を蓄積しておくことにより、放送後の任意の時間に、インターネ
ット等の通信回線を通じて、視聴者が求める番組を視聴することのできるサービスが普及
しはじめている。また、これに伴い、番組のジャンルなどの情報を含む番組メタデータに
基づき、視聴者に番組を推薦するシステムやサービスが提案されている。推薦する番組を
選択するための手法は、例えば、視聴者の視聴履歴などに基づいてその嗜好を学習し、そ
の学習結果に基づいて番組を推薦するものである。
【０００３】
　特許文献１には、番組内容を記述した番組情報を取得し、その番組情報からキーワード
を抽出し、そのキーワードの出現数およびそのキーワードが属するカテゴリに属する異な
るキーワードの出現数をカウントし、これらの数値に基づいて検索クエリと被検索番組と
の間の類似度を計算し、計算された類似度に基づいて特定の番組を出力するという技術が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０４３１５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されている技術では、ＥＰＧの情報（番組情報）から、タグに囲まれ
た文字列および記号に続く文字列、辞書に登録された文字列、品詞などの情報により得た
文字列をキーワードとして抽出し、このキーワードに基づいて関連番組を検索している。
しかしながら、キーワードが含まれていない関連番組があった場合は、検索漏れが生じる
。
　また、協調フィルタリングなど、履歴に基づいて番組を検索する方法では、指定された
番組に関連している内容を有する番組が選択されるとは限らない。
【０００６】
　本発明は、上記の課題を考慮して為されたものであり、指定された特定の番組と内容が
類似する番組を精度よく検索することのできる番組検索装置および番組検索プログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　［１］上記の課題を解決するため、本発明の一態様による番組検索装置は、番組の内容
を表わすテキストを含む番組情報における前記番組ごとの表現の出現頻度を表わす出現頻
度情報と、前記番組情報に含まれる固有表現と前記固有表現に対応する固有表現重み値と
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を関連付けて記憶する固有表現情報と、を記憶する番組情報記憶部と、前記番組情報を取
得する番組情報取得部と、指定された指定番組に関して前記番組情報取得部が取得した前
記番組情報における表現の出現頻度をカウントする出現頻度カウント部と、前記指定番組
に関する前記番組情報について前記出現頻度カウント部がカウントして得られた表現ごと
の前記出現頻度と、前記番組情報記憶部から読み出した特定の検索対象番組に関する前記
出現頻度情報と、前記番組情報記憶部から読み出した前記固有表現情報とに基づき、前記
指定番組と前記検索対象番組との間での前記表現の共起の度合いを計算するとともに、当
該表現が前記固有表現情報に含まれる固有表現である場合には前記共起の度合いを前記固
有表現重み値によって重み付ける処理をすることによって、前記指定番組と前記検索対象
番組との間の関連度を算出する類似度計算部と、前記類似度計算部が算出した前記関連度
に基づいて選択された前記検索対象番組を出力する検索結果提示部とを備えることを特徴
とする。
【０００８】
　この構成によれば、番組情報取得部が指定番組に関する番組情報を取得し、出現頻度カ
ウント部がその番組情報における表現の出現頻度をカウントする。類似度計算部は、指定
番組についての出現頻度と検索対象番組についての出現頻度との関係（表現の共起関係、
共起の度合いを表わす尺度（例えば、Ｏｋａｐｉ　ＢＭ２５に基づく関数など））に基づ
き、また予め記憶された固有表現情報から読み出した固有表現重み値（番組情報に含まれ
る固有表現に対応するもの）に基づき、両者の関連度を算出する。これにより、単に出現
頻度の統計的特徴のみによる関連度ではなく、固有表現の重みに基づいた関連度を計算す
ることができる。
　ここで、表現とは、番組情報のテキストに含まれる単語、あるいは単語の連鎖などであ
る。複合語などの表現の出現頻度を統計的に扱うために、例えば、ｎ個の単語の連鎖を表
わすnグラム（ｎ－ｇｒａｍ，エヌグラム）を用いることは好適である。このとき、スト
ップワード（助詞等）を含むｎグラムを除外したｎグラムのみを用いても良い。
　上記した共起の度合いを表わす尺度は、単に指定番組と特定の検索対象番組とにおける
表現の出現頻度のみによって定まるものではなく、検索対象となるデータベース全体の番
組における当該表現の出現頻度によっても変わる。つまり、ありふれた表現であるか番組
特有の表現であるかに応じて、共起の度合いを表わす尺度の値は変わる。
　なお、検索結果提示部は、１つの検索対象番組のみを選択して出力しても良く、複数の
検索対象番組を選択して出力しても良い。通常は、計算された関連度が高いものを選択す
る。
　指定番組および検索対象番組は、それぞれ、放送される番組や、通信回線等を介して配
信される番組等の動画像コンテンツである。なお、指定番組あるいは検索対象番組は、番
組全体を単位として扱っても良く、また、いわゆる番組を複数の項目（項目とは、番組内
の意味的なまとまりの単位であり、例えば、ニュース番組における個々のニュース項目は
ここで言う項目である。）に分けて、個々の項目を単位として、出現頻度をカウントした
り、関連度の計算の対象としたり、選択して提示する対象とするようにしても良い。
【０００９】
　［２］また、本発明の一態様は、上記の番組検索装置において、前記表現はｎグラムで
あり、前記番組情報記憶部が記憶する前記出現頻度情報は、番組ごとのｎグラムの出現頻
度を表わすものであり、且つ前記出現頻度情報は、番組ごとの所定の複数の連鎖数の前記
ｎグラムごとの出現頻度を含むものであり、前記出現頻度カウント部は、前記指定番組に
関する前記番組情報における前記所定の複数の連鎖数の前記ｎグラムごとの出現頻度をカ
ウントするものであり、前記類似度計算部は、前記指定番組と前記検索対象番組との間で
の前記所定の複数の連鎖数のｎグラムの共起の度合いを計算するものであり、特定の連鎖
数のｎグラムの共起の度合いを、当該連鎖数に応じたｎグラム重み値によって重み付ける
処理をさらに行うことによって前記関連度を算出することを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、複数の連鎖数のｎグラムのそれぞれの出現頻度に基づいて、指定番
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組と検索対象番組との間の関連度を算出する。また、ｎグラム重み値を適切に設定するこ
とにより、同一の単語の連鎖を含んで、連鎖数の異なる別のｎグラムの出現頻度が多重に
（過剰に）関連度に寄与することを防ぐことができる。
【００１１】
　［３］また、本発明の一態様は、上記の番組検索装置において、前記指定番組と前記検
索対象番組との間での表現の共起の度合いに対して、当該表現が前記固有表現情報に含ま
れる固有表現である場合には前記共起の度合いを前記固有表現重み値によって重み付ける
処理を行った結果に基づき、前記指定番組と前記検索対象番組との間の関係を表わす前記
表現を関係ラベルとして決定する関係ラベル決定部を更に備え、前記検索結果提示部は、
対応する前記関係ラベルと関連付けて選択された前記検索対象番組を出力することを特徴
とする。
【００１２】
　この構成によれば、指定番組と検索対象番組との関係を特徴付ける表現を関係ラベルと
して決定する。両者間の表現の共起の度合いを固有表現重み値によって重み付ける処理と
は、例えば、共起の度合いの尺度の値に単純に固有表現重み値を乗じることで良い。その
結果が最も大きくなるような表現を、前記の関係ラベルとして決定することには合理性が
ある。関係ラベルは番組間の関係を示すラベルであるため、指定番組が変われば、検索結
果が同じ番組であっても関係ラベルが異なることもある。
　決定された関係ラベルを出力することにより、検索結果として選択された番組がなぜ選
択されたかを説明付けることが可能となる。また、決定された関係ラベルごとに分類する
形式で、複数の検索結果の番組を提示するようにできる。
【００１３】
　［４］また、本発明の一態様は、上記の番組検索装置において、検索対象とするための
番組に関して前記番組情報取得部が取得した前記番組情報から固有表現を抽出する処理を
行なうとともに、抽出された前記固有表現に対応する前記固有表現重み値を決定し、前記
固有表現情報を作成して前記番組情報記憶部に書き込む固有表現特定部、を更に備え、前
記出現頻度カウント部は、検索対象とするための番組に関しても前記番組情報取得部が取
得した前記番組情報における表現の出現頻度をカウントし、前記出現頻度情報を作成して
前記番組情報記憶部に書き込むことを特徴とする。
【００１４】
　この構成により、番組情報記憶部が保持すべき出現頻度情報と固有表現情報とを、与え
られた番組情報から抽出することができる。つまり、番組検索のために必要な番組データ
ベースを構築することができる。
　固有表現重み値は、個々の固有表現ごとに決定しても良い。また例えば、固有表現の種
別を決定し、この種別に応じて固有表現重み値を決定しても良い。また、固有表現の種別
を、固有表現情報の一部として記憶するようにしても良い。
【００１５】
　［５］また、本発明の一態様による番組検索プログラムは、コンピュータを、番組の内
容を表わすテキストを含む番組情報における前記番組ごとの表現の出現頻度を表わす出現
頻度情報と、前記番組情報に含まれる固有表現と前記固有表現に対応する固有表現重み値
とを関連付けて記憶する固有表現情報と、を記憶する番組情報記憶部と、前記番組情報を
取得する番組情報取得部と、指定された指定番組に関して前記番組情報取得部が取得した
前記番組情報における表現の出現頻度をカウントする出現頻度カウント部と、前記指定番
組に関する前記番組情報について前記出現頻度カウント部がカウントして得られた表現ご
との前記出現頻度と、前記番組情報記憶部から読み出した特定の検索対象番組に関する前
記出現頻度情報と、前記番組情報記憶部から読み出した前記固有表現情報とに基づき、前
記指定番組と前記検索対象番組との間での前記表現の共起の度合いを計算するとともに、
当該表現が前記固有表現情報に含まれる固有表現である場合には前記共起の度合いを前記
固有表現重み値によって重み付ける処理をすることによって、前記指定番組と前記検索対
象番組との間の関連度を算出する類似度計算部と、前記類似度計算部が算出した前記関連
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度に基づいて選択された前記検索対象番組を出力する検索結果提示部と、を備える番組検
索装置として機能させる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、番組の内容を考慮して関連番組の検索を精度良く行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態による番組検索装置の機能構成を示したブロック図である。
【図２】同実施形態による番組取得部（１０）内の詳細な機能構成を示したブロック図で
ある。
【図３】同実施形態による電子番組ガイドデータ取得部（１０１）が取得する電子番組ガ
イド（ＥＰＧ）データの一例を示した概略図である。
【図４】同実施形態によるウェブページデータ取得部（１０２）が取得するウェブページ
データ（ホームページデータ）に基づいてマークアップされた画面表示例を示す概略図で
ある。
【図５】クローズドキャプションデータの放送番組の画面内での表示例を示す概略図であ
る。
【図６】同実施形態によるクローズドキャプションデータ取得部（１０３）が取得するク
ローズドキャプションデータの構造の一例を示す概略図である。
【図７】同実施形態による番組情報記憶部が記憶する出現頻度情報（１２１）のデータ構
成を示す概略図である。
【図８】同実施形態による番組情報記憶部が記憶する固有表現情報（１２２）のデータ構
成を示す概略図である。
【図９】同実施形態による番組データベース生成処理の手順を示すフローチャートである
。
【図１０】同実施形態による番組検索処理の手順を示すフローチャートである。
【図１１】同実施形態による番組検索結果の提示の画面表示の一例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本実施形態による番組検索装置の機能構成を示すブロック図である。同図にお
いて、符号１は番組検索装置である。図示するように、番組検索装置１は、番組情報取得
部１０と、出現頻度カウント部１１と、番組情報記憶部１２と、類似度計算部１５と、検
索結果提示部１８と、固有表現特定部２１と、関係ラベル決定部２２とを含んで構成され
る。また、番組検索装置１は、外部記憶装置９１やサーバコンピュータ９２と接続されて
おり、通信により、これらの外部の装置からデータを取得することが出来るように構成さ
れている。
【００１９】
　番組情報取得部１０は、外部記憶装置９１やサーバコンピュータ９２（ウェブサーバな
ど）などといった外部の装置から番組情報を取得する。ここで、番組情報とは、番組内容
に関するテキストを含むデータであり、例えば、電子番組ガイドデータ（ＥＰＧ，Electr
onic Program Guide）や、ウェブページデータや、クローズドキャプションデータ（ＣＣ
，Closed Caption）などである。なお、番組情報取得部１０が、電子番組ガイドデータや
クローズドキャプションデータを放送波から直接取得するようにしてもよい。このとき、
放送局は、これらのデータを用いて変調した放送波を送信する。
【００２０】
　出現頻度カウント部１１は、指定された指定番組と検索対象となる検索対象番組のそれ
ぞれに関して番組情報取得部１０が取得した番組情報における表現（ｎグラム等）の出現
頻度をカウントする。
【００２１】
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　番組情報記憶部１２は、磁気ディスク装置や半導体メモリ等を用いて実現されており、
番組データベースを記憶する。この番組データベースは、固有表現情報１２２や出現頻度
情報１２１のデータを含んでいる。出現頻度情報１２１は、前記の番組情報における番組
ごとの表現の出現頻度を表わす。固有表現情報１２２は、少なくとも、前記の番組情報に
含まれる固有表現とそれに対応する固有表現重み値とを関連付けて記憶する。これらのデ
ータの詳細については後述する。
【００２２】
　類似度計算部１５は、指定番組に関する番組情報について出現頻度カウント部１１がカ
ウントして得られた表現ごとの出現頻度と、番組情報記憶部１２から読み出した特定の検
索対象番組に関する出現頻度情報１２１と、同じく番組情報記憶部１２から読み出した固
有表現情報１２２とに基づき、指定番組と検索対象番組との間での表現の共起の度合いの
尺度を計算するとともに、当該表現が固有表現情報１２２に含まれる固有表現である場合
には前記共起の度合いの尺度を固有表現情報１２２が有する固有表現重み値によって重み
付ける処理をすることによって、指定番組と検索対象番組との間の関連度を算出する。ま
た、前記表現の出現頻度としてｎグラムの出現頻度を用いる場合、類似度計算部１５は、
複数の連鎖数のｎグラムの共起の度合いを計算するものであり、それらのうちの特定の連
鎖数のｎグラムの共起の度合いを当該連鎖数に応じたｎグラム重み値によって重み付ける
処理を行う。
【００２３】
　検索結果提示部１８は、類似度計算部１５が算出した関連度に基づいて、関連度の高い
検索対象番組を選択し、選択された検索対象番組を出力する（例えば、画面に表示する）
ものである。また、検索結果提示部１８が、後述する関係ラベル決定部２２が決定する関
係ラベルと関連付けて、選択された検索対象番組を出力するようにしても良い。例えば、
検索結果提示部１８が、決定された関係ラベルごとに検索対象番組を分類した上で、関連
度が上位の検索対象番組を選択して表示する。
【００２４】
　固有表現特定部２１は、機械学習等の技術を用いて、前記の番組情報から固有表現を抽
出する処理を行なう。また、固有表現特定部２１は、機械学習の手法を用いることにより
、固有表現を抽出する際に、その固有表現の種別を併せて決定する。また、個別の固有表
現に応じた固有表現重み値あるいは固有表現種別に応じた固有表現重み値を決定し、これ
らを併せて固有表現情報１２２として番組情報記憶部１２に書き込む。
【００２５】
　関係ラベル決定部２２は、指定番組と検索対象番組との間での表現の共起の度合いに基
づいて、それらの番組のペアにおいて共起の度合いの尺度が大きい（つまり、それら番組
の関係を良く表わす）表現を、関係ラベルとして決定する。このとき、関係ラベル決定部
２２が、前記共起の度合いの尺度の計算結果に対して固有表現情報１２２から得た固有表
現重み値によって重み付ける処理を行っても良い。
【００２６】
　図２は、番組情報取得部１０の内部の機能構成を示すブロック図である。図示するよう
に、番組情報取得部は、電子番組ガイドデータ取得部１０１と、ウェブページデータ取得
部１０２と、クローズドキャプションデータ取得部１０３とを含んで構成される。
【００２７】
　電子番組ガイドデータ取得部１０１は、外部から、電子番組ガイドデータを取得する。
電子番組ガイドデータは、放送波の信号として伝送されたり、放送局等のウェブサーバ装
置からインターネット等を経由して伝送されたりする。電子番組ガイドデータには、番組
内容に関するテキストの他に、番組タイトルや、放送日および放送時間や、出演者などに
関する情報が含まれている。ただし、電子番組ガイドデータに含まれる番組内容データの
量や質は、放送局や番組ジャンルにより異なる。ドラマやドキュメンタリ番組の場合には
、電子番組ガイドデータは、あらすじ等を記述した詳細な情報を含んでいる。
【００２８】



(8) JP 5478146 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　ウェブページデータ取得部１０２は、外部から、インターネット等を経由して、ウェブ
ページデータを取得する。このとき、ウェブページデータ取得部１０２は、必要に応じて
番組名や放送局名等をキーとした検索処理を行うことによって、目的とするウェブページ
データを特定する場合もある。放送局のホームページのデータを提供するウェブサーバ装
置は、放送前あるいは放送後の番組の内容に関する情報を有している。例えば時事番組な
どでは、放送時に提供される情報は少ないが、放送後にその番組の内容に関する詳細且つ
豊富な情報がウェブサーバ装置から提供される場合がある。よって、ウェブページデータ
取得部１０２が取得するデータは、他の番組情報を補完する役割として役立つ。
【００２９】
　クローズドキャプションデータ取得部１０３は、外部の記憶装置等から、クローズドキ
ャプションデータを取得する。報道番組等では、即時性が重視されるため、電子番組ガイ
ドデータやウェブページデータには詳細な情報が含まれていないことが多い。しかしなが
ら、アナウンサーや番組出演者の発話をテキスト化したクローズドキャプションデータは
、報道番組の内容に関する詳細な情報を含むため、本装置において有用である。なお、ク
ローズドキャプションデータ取得部１０３は、番組単位でクローズドキャプションデータ
を取得するだけでなく、番組内の項目単位（ここで、項目とは、番組内の話題やニュース
項目等の、意味的なまとまりに対応するものである。）にクローズドキャプションデータ
を取得することもできる。
【００３０】
　図３は、電子番組ガイドデータ取得部１０１が取得する電子番組ガイドデータの一例を
示す概略図である。図示するように、電子番組ガイドデータは、番組内容に関するテキス
トのデータを含んでいる。
　図４は、ウェブページデータ取得部１０２が取得するウェブページデータに基づいてマ
ークアップされた番組情報のウェブページの画面表示例を示す概略図である。図示するよ
うに、このウェブページデータは、番組内容に関するテキストのデータを含んでいる。
　図５は、放送番組の画面内に表示されているクローズドキャプションデータの例を示す
概略図である。図示するように、クローズドキャプションデータは、番組内での発話内容
のテキストデータである。
【００３１】
　図６は、上記のクローズドキャプションデータの構造の一例を示す概略図である。図示
するように、クローズドキャプションデータは、表形式のデータとして保持されており、
日付、番組ＩＤ（識別情報）、項目ＩＤ、時刻、クローズドキャプションの各項目を含ん
でいる。この表形式のデータの各行は、適切な長さを有する個々の発話に対応する。日付
は、番組が放送された日付を表わし、その形式は「年／月／日」である。番組ＩＤは、番
組を一意に識別するためのデータである。項目ＩＤは、必要に応じて、番組内の項目（ニ
ュース項目等）を一意に識別するためのデータである。なお、番組内を複数の項目に分け
て管理する必要がない場合には、この項目ＩＤのデータは使用されない。時刻は、番組内
での当該発話が開始された時刻（または放送時に当該クローズドキャプションを表示開始
する時刻）を表わし、その形式は「時：分：秒．フレーム番号」である。クローズドキャ
プションは、当該発話の内容のテキストである。
　このように、クローズドキャプションデータが番組ＩＤのデータを有していることによ
り、クローズドキャプションデータ取得部１０３は、特定の番組のデータのみを容易に取
得することができる。また、クローズドキャプションデータが項目ＩＤのデータを有して
いることにより、クローズドキャプションデータ取得部１０３は、番組内の特定の項目の
データのみを容易に取得することができる。
　なお、クローズドキャプションデータ取得部１０３が、項目ＩＤを含まない形式のクロ
ーズドキャプションデータを外部から取得し、分析結果に基づいて項目ＩＤを付加するよ
うにしても良く、また、クローズドキャプションデータ取得部１０３が、項目ＩＤを含ん
だ形式のクローズドキャプションデータを外部から取得するようにしても良い。前者の場
合には、クローズドキャプションデータ取得部１０３は、画像処理技術を用いて番組の映
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像に含まれるアナウンサーを識別したり、音声認識により所定の長さを有する無声区間を
認識したり、クローズドキャプションに含まれるテキストや番組の音声を認識した結果を
基にトピックを認識したりする方法で、番組を複数の項目に分割し、そして個々の項目に
対してユニークな項目ＩＤを付与する。
【００３２】
　図７は、番組情報記憶部１２が記憶する出現頻度情報１２１のデータ構成を示す概略図
である。出現頻度情報１２１は、番組ごと（あるいは番組内の項目ごと）の単語のｎグラ
ム（ｎ－ｇｒａｍ）の出現頻度（出現回数）を表わすデータである。１種類の連鎖数（ｎ
）のｎグラムの出現頻度のみを用いても良いし、複数種類の連鎖数のｎグラムの出現頻度
を利用しても良い。一例としては、１－グラム（ユニグラム）と２－グラム（バイグラム
）と３－グラム（トライグラム）の３種類を用いるようにする。また、１－グラムからＮ
－グラム（Ｎは２以上の整数）までのＮ種類を用いるようにしても良い。なお、複数種類
のｎグラムを利用する際に、必ずしもそれらの連鎖数が連続している必要はなく、また必
ずしも１－グラムを含んでいる必要もない。
　同図に示すように、出現頻度情報１２１は表形式のデータとして構成され、番組ＩＤ、
項目ＩＤ、連鎖数（ｎ）、ｎグラム、頻度の各項目を含んでいる。番組ＩＤおよび項目Ｉ
Ｄは、既に説明した通りである。連鎖数は、１つのｎグラムに含まれる単語数である。ｎ
グラムは、連鎖数の分の単語のつながりを表記した文字列データである。例えば、連鎖数
が３である３－グラムを、「経済－産業－省」といったように「－」によって単語をつな
いで表記している。頻度は、当該番組内（あるいは当該番組における当該項目内）におけ
る当該ｎグラムの出現回数を表わす数値である。
【００３３】
　図８は、番組情報記憶部が記憶する固有表現情報１２２のデータ構成を示す概略図であ
る。固有表現とは、固有名詞や数値表現などを含むものである。本実施形態では、拡張固
有表現（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｎａｍｅｄ　Ｅｎｔｉｔｉｅｓ）を用いる。固有表現情報１
２２は、表形式のデータとして構成され、固有表現種別、重みｗｅｎｅ、固有表現、の各
データ項目を有する。固有表現種別は、固有表現の種別を表わすタグデータであり、例え
ば「ＰＥＲＳＯＮ」（人名）、「ＴＩＴＬＥ」（称号名）、「ＯＲＧＡＮＩＺＡＴＩＯＮ
」（組織名）、「ＬＩＶＩＮＧ＿ＴＨＩＮＧ」（生物名）、「ＧＰＥ」（行政単位名）、
「ＦＡＣＩＬＩＴＹ」（施設名）などといったものがある。重みｗｅｎｅは、固有表現に
応じた重みの数値である。この重みｗｅｎｅを決定する方法、およびこの重みｗｅｎｅを
番組検索処理に用いる方法については後述する。固有表現のデータ項目に保持されるデー
タは、固有表現そのものを表わす文字列データである。
【００３４】
　次に、番組検索装置１による処理の手順について説明する。同装置による処理として主
要なものは、番組データベース生成処理と、番組検索処理である。
【００３５】
　図９は、番組データベース生成処理の手順を示すフローチャートである。以下、このフ
ローチャートに沿って、番組データベース生成の手順を説明する。
　まずステップＳ１０１において、番組情報取得部１０が、外部記憶装置９１やサーバコ
ンピュータ９２などから番組情報を取得する。このとき、番組情報取得部１０は、前述の
電子番組ガイドデータやウェブページデータやクローズドキャプションデータを適宜選択
して取得する。また、番組情報取得部１０は、ある１つの番組に対して複数種類の番組情
報（例えば、電子番組ガイドデータとウェブページデータ）を取得する場合もある。
【００３６】
　次にステップＳ１０２において、出現頻度カウント部１１が、上で取得した番組情報に
含まれるｎグラムの出現頻度をカウントする。
　具体的には、出現頻度カウント部１１は、まず番組情報取得部１０が取得した番組情報
を読み込み、既存技術を用いて番組情報のテキストの形態素解析処理を行い、これらのテ
キストを形態素の列に分解する。そして、この形態素列から、予め定められた所定の連鎖
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数のｎグラムを抽出する。例えば、連鎖数として、ｎ＝１，２，３を用いる場合、テキス
ト中の「・・・経済産業省・・・」という部分からは、「経済」、「産業」、「省」とい
うそれぞれの１－グラムと、「経済－産業」、「産業－省」というそれぞれの２－グラム
と、「経済－産業－省」という３－グラムが抽出される。そして、出現頻度カウント部１
１は、番組ごと（但し、番組内の項目ごとの場合もあり。以下で「番組ごと」と述べる処
理についても同様に項目ごとの処理とすることができる。）の各々のｎグラムの出現頻度
をカウントする。出現頻度カウント部１１は、その結果を番組情報記憶部１２の出現頻度
情報１２１に書き込む。これにより、あるｎグラムＴｎについて、そのＴｎが含まれる番
組数（番組内の項目ごとの処理の場合には「項目数」。以下では統一的に「番組数」と呼
ぶ。なお、項目ごとの処理をする番組とそうでない番組が混在している場合も同様）ｍと
、番組中に含まれるＴｎの数ｔｆが得られる。
　なお、この処理において、出現頻度カウント部１１は、予め定められたストップワード
（助詞等）を含まないｎグラムを抽出する。これにより、番組内容の特徴をより良く表わ
す出現頻度情報が得られる。
【００３７】
　次にステップＳ１０３において、固有表現特定部２１は、上で取得した番組情報に含ま
れる固有表現を抽出する。固有表現とは、人名、地名、組織名などといった固有名詞と数
値表現を意味するものであり、テギスドの理解において必要な表現である。またこのとき
固有表現特定部２１は、抽出した固有表現に対して、固有表現の種類を表わすタグデータ
を付与する。その結果、出現頻度カウント部が抽出したｎグラムに、固有表現タグを付与
することができる。
【００３８】
　固有表現の種類は、様々に定義されている。情報抽出・情報検索の技術に関するワーク
ショップＩＲＥＸ（Information Retrieval and Extraction Exercise）は、組織名（Ｏ
ＲＧＡＮＩＺＡＴＩＯＮ）、人名（ＰＥＲＳＯＮ）、地名（ＬＯＣＡＴＩＯＮ）、日付表
現（ＤＡＴＥ）、時間表現（ＴＩＭＥ）、金額表現（ＭＯＮＥＹ）、割合表現（ＰＥＲＣ
ＥＮＴ）、人工物（ＡＲＴＩＦＡＣＴ）の８種類を定義した。
　また、文献（関根聡，「関根の拡張固有表現階層」定義　Version ７．０．０，２００
７年３月８日，ＵＲＬ：http://nlp.cs.nyu.edu/ene/version7_0_0.html）は、拡張固有
表現として、概念的に階層化された２００種類の固有表現タグを定義している。その最も
上の階層で定義されている固有表現の種類は、名前その他、人名、神名、組織名、地名、
施設名、製品名、イベント名、自然物名、病気名、色名である。
　なお、固有表現の種類の定義を適宜選択して用いるようにすれば良いが、一実施例とし
ては、上記の拡張固有表現に定義されている２００種類の中から、ＰＥＲＳＯＮ（人名）
、ＴＩＴＬＥ（称号名）、ＯＲＧＡＮＩＺＡＴＩＯＮ（組織名）、ＬＩＶＩＮＧ＿ＴＨＩ
ＮＧ（生物名）、ＧＰＥ（Geological Political Entity、政治的地名（国名、都道府県
名、州名、郡名、市区町村名など））、ＦＡＣＩＬＩＴＹ（施設名）を用いる。
【００３９】
　同ステップにおいて固有表現特定部２１が固有表現を抽出する具体的処理としては、
ＳＶＭ（Support Vector Machine、サポートベクターマシン）やＣＲＦ（Conditional Ra
ndom Fields、条件付確率場）などといった既存の機械学習技術を用いて抽出する方法や
、辞書やルールなど事前に与えられた情報に基づいて抽出する方法、あるいはそれらを組
み合わせた方法がある。
　機械学習技術を用いて固有表現を抽出する方法の概略は次の通りである。即ち、まず、
番組情報のテキストの形態素解析を行う。そして、その結果得られる各形態素の素性を抽
出する。ここで、素性とは、形態素の読み（辞書データから得られる）や、概念（概念辞
書データから得られる）や、品詞などであり、これらの素性を組み合わせて、個々の形態
素に対して数十次元の素性ベクトルを作る。一実施例としては、５７次元の素性ベクトル
を用いた。これにより、テキストから固有表現を抽出するという問題は、ある形態素に対
応する素性ベクトルが特定のラベルを有するか否か（拡張固有表現の一種に該当するか否
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か）を識別する問題に還元される。そこで、学習用データに対して、人がラベル付けを行
う。これを教師データとして、ＳＶＭやＣＲＦによって学習を行う。この学習を行ってお
くことによって、与えられる任意の形態素に対応する素性ベクトルが特定のラベルを有す
るか否かを識別できるようになる。つまり、機械学習の結果を用いることにより、任意の
入力テキストに含まれる形態素に、固有表現のラベル付けを行なうことができる。即ち、
取得した番組情報から固有表現の抽出を行い、同時に抽出された固有表現の種類を特定す
ることができる。
【００４０】
　次にステップＳ１０４において、固有表現特定部２１は、上で抽出した固有表現に対す
る重みｗｅｎｅを決定する。
　具体的には、固有表現特定部２１は、固有表現の種類（タグ）ごとに予め定められた重
みを付与するようにする。このとき、例えば人名を重視する場合には、タグ「ＰＥＲＳＯ
Ｎ」に対する重みの値を相対的に大きく設定する。また、固有表現の種類ごとにではなく
、個々の固有表現ごとに重みの値を決定するようにしても良い。
　また、重みの値の決定方法としては、予め人手で番組間の類似性の評価を行い、その結
果（番組Ａと番組Ｂがどの程度類似しているかを表わす指標）を学習のための教師データ
とする。この教師データには、人手若しくは機械学習により固有表現のタグを付与してお
く。そして、各固有表現の重みの初期値を適宜設定し、その重みを用いて類似度計算部１
５の処理（後述する）によって番組間の類似度を計算する。その計算結果を、上記の教師
データと比較して、評価関数により評価する。そして、評価関数の値が良くなる方向に、
最急勾配法などを用いて、重みを変化させていく。その結果得られた最適な各固有表現の
重みを採用する。
【００４１】
　固有表現特定部２１は、ステップＳ１０３およびＳ１０４で得られた結果を、番組情報
記憶部１２の固有表現情報１２２に書き込む。以上が、番組データベース生成の処理であ
る。
【００４２】
　図１０は、番組検索処理の手順を示すフローチャートである。以下、このフローチャー
トに沿って、番組検索の手順を説明する。
　まずステップＳ２０１において、番組指定手段（不図示）が検索の基となる番組Ｑを指
定する。本実施形態による番組検索装置１が、放送信号を受信してその映像を画面に表示
する機能（テレビ受信機機能）を兼ね備えている場合には、この番組指定手段は、例えば
現在表示中の番組を番組Ｑとして指定する。また、番組検索装置１の外部からの信号や、
操作者による操作に基づいて、番組指定手段が検索の基となる番組Ｑを指定するようにし
ても良い。
【００４３】
　次にステップＳ２０２において、番組情報取得部１０は、上で指定された番組Ｑについ
ての番組情報を、外部記憶装置９１やサーバコンピュータ９２や現在受信中の番組Ｑに付
加されているデジタルデータ信号などから取得する。番組情報取得部１０による具体的な
番組情報の取得の動作は、前図のステップＳ１０１についての説明で述べた通りである。
　次にステップＳ２０３において、出現頻度カウント部１１が、上で取得した番組Ｑにつ
いての番組情報に基づき、そのデータに含まれるｎグラムを抽出するとともに、それらの
ｎグラムの出現頻度をカウントする。出現頻度カウント部１１による具体的な動作は、前
図のステップＳ１０２についての説明で述べた通りである。
【００４４】
　次にステップＳ２０４において、類似度計算部１５は、上で指定された番組Ｑと、予め
番組情報記憶部１２の番組データベースに記憶されていた番組との関連度を計算する。こ
のとき、類似度計算部１５は、番組Ｑと、他のある番組Ｄとの関連度を下の式（１）で表
わす計算によって計算する。
【００４５】
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【００４６】
　ここで、Ｔｎは、番組Ｑに含まれるｎグラムである。また、ｎは、そのｎグラムの連鎖
数である。
　また、ｗｅｎｅは前述した通り拡張固有表現に対応する重みであり。この重みｗｅｎｅ

を用いて関連度を計算することにより、単に出現頻度の統計的特徴だけによらず、語の意
味にも基づいた関連度を算出することができる。
　また、ｗｎｇは、ｎグラムの連鎖数に対応する重みであり、具体的には例えば、
ｗｎｇ＝１／ｎ
あるいは、
ｗｎｇ＝１／（２ｎ）
などといったように、ｎが大きくなるほど重みｗｎｇが小さくなるようにする。この重み
ｗｎｇを用いることにより、番組情報に含まれる複合語に対して過剰に高い関連度が算出
されることを防ぐことができる。例えば、番組Ｑと番組Ｄの両方の番組情報に「経済産業
省」という単語が含まれていた場合に、３－グラムの「経済－産業－省」だけでなく、２
－グラムの「経済－産業」、「産業－省」や、１－グラムの「経済」、「産業」，「省」
なども両番組情報間で共起する。このような場合にも、式（１）において重みｗｎｇの要
素が作用することによって、これらのｎグラムが関連度に対して過剰に作用することを防
ぐ。
【００４７】
　式（１）におけるＳＢＭ２５（Ｔｎ，Ｄ）は、検索エンジン等で用いられ、語と文書と
の関連性をランク付けるためのＯｋａｐｉ　ＢＭ２５に基づく関数を利用している。この
ＳＢＭ２５（Ｔｎ，Ｄ）は、あるｎグラムＴｎの番組Ｄにおけるスコアを計算するもので
あり、下の式（２）によって表わされる。
【００４８】
【数２】

【００４９】
　ここで、Ｍは、番組情報データベースに記憶されている全ての番組の番組数である。ま
た、ｍは、それらのうちｎグラムＴｎを含む番組の番組数である。また、ｔｆは、番組Ｄ
の番組情報の中のｎグラムＴｎの頻度であり、そのデータは番組情報記憶部１２の出現頻
度情報１２１から読み出される。また、ｑｔｆは番組Ｑの番組情報の中のｎグラムＴｎの
頻度であり、そのデータは上のステップＳ２０３で求められたものである。
　また、Ｋは、下の式（３）によって表わされる。
【００５０】
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【数３】

【００５１】
　ここで、ｄｌは、番組Ｄの番組情報の説明文長（つまり、そのテキストに含まれる語数
）である。また、ａｖｄｌは、番組情報データベースに記憶されている全ての番組の番組
情報の説明文長（語数）の平均である。
　また、式（２）および式（３）における、ｂや、ｋ１や、ｋ３は、適宜設定されるパラ
メータである。これらのパラメータの一例としては、
ｂ＝０．７５，
ｋ１＝１．２，
ｋ３＝７
といった値を用いる。
【００５２】
　類似度計算部１５は、上述した計算方法により、番組データベースに格納されている全
ての番組Dについて、番組Qとの関連度Ｓ（Ｄ，Ｑ）を計算する。その結果のスコアに基づ
き、類似度計算部１５は、関連度の高い上位の番組を出力する。
【００５３】
　次にステップＳ２０５において、関係ラベル決定部２２は、検索元の番組Ｑと検索結果
として得られる番組との関係を示す関係ラベルを決定する。具体的には、関係ラベル決定
部２２は、検索元の番組Ｑと、番組データベースに記憶されている番組Ｄとの関係を示す
ラベルＬ（Ｄ，Ｑ）を、下の式（４）によって求める。
【００５４】

【数４】

【００５５】
　つまり、番組Qと番組Dとが与えられたとき、関係ラベル決定部２２は、式（２）で示し
た関数ＳＢＭ２５（Ｔｎ，Ｄ）を用いてＳＢＭ２５（Ｔｎ，Ｄ）×ｗｅｎｅ（Ｔｎ）を計
算し、この値が最大となるようなｎグラムＴｎを、番組Ｑと番組Ｄとの関係を表わすラベ
ルとして決定する。このような決定方法から明らかなように、番組データベースに保持さ
れているある番組Ｄについて、指定される番組Ｑに応じて異なるラベルが決定される場合
もある。
　またこのとき、上で決定されたラベルが固有表現に該当する場合には、番組情報記憶部
１２の固有表現情報１２２から読み出された情報に基づいて、関係ラベル決定部２２が、
そのラベルに対応する固有表現種別を併せて決定するようにしても良い。
【００５６】
　なお、番組検索装置１が関係ラベル決定部２２を持たないような構成としても良い。こ
のような構成の場合には、ここで説明している番組検索の処理の手順からステップＳ２０
５の処理のみを省略する。関係ラベルを必要としない場合にはこのように関係ラベル決定
部２２を省略してもよく、その場合には、番組検索装置１は、類似度計算部１５による計
算結果のみに基づいて検索結果を操作者に対して提示する。
【００５７】
　次にステップＳ２０６において、検索結果提示部１８は、上述した一連の処理の結果に
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基づいて、検索結果をコンピュータの画面に表示することによって、操作者に対する提示
を行う。具体的には、検索結果提示部１８は、上で計算された関連度スコアに基づき、上
位Ｐ個（Ｐは正整数）までの番組を結果に出力する。
【００５８】
　図１１は、検索結果提示部１８による検索結果の提示の画面表示の一例を示す概略図で
ある。同図に示す例では、検索結果提示部１８は、指定された番組Ｑを画面の中心部付近
に、その番組Ｑのタイトル等（「天〇人」等）とともに表示している。また、番組Ｑを表
示している場所の周辺に、番組Ｑとの関連度が高い他の番組を表示している。同図では、
番組Ｑとの関連度の高い他の番組が、ラベルごとに分類されて、且つそれらのラベルにそ
れぞれ対応する固有表現種別とともに表示されている。得られたラベルが固有表現でない
場合は、「Ｔｏｐｉｃ：」と表示される。即ち、ラベル「謙信」は固有表現種別「Ｐｅｒ
ｓｏｎ」に対応し、ラベル「信長」は固有表現種別「Ｐｅｒｓｏｎ」に対応し、ラベル「
兼続」は固有表現種別「Ｐｅｒｓｏｎ」に対応し、ラベル「岐阜城」は固有表現種別「Ｆ
ａｃｉｌｉｔｙ」に対応している。例では、ラベル「鉄砲」は固有表現タグが付与されて
いないため、「Ｔｏｐｉｃ」に対応させる。そして、これらそれぞれのラベルにそれぞれ
対応して該当する番組のうち、番組Ｑとの間の関連度が高い番組が、上位順に表示されて
いる（その検索結果の各番組に対応するサムネール画像を表示しても良い）。
【００５９】
　つまり、このとき、検索結果提示部１８は、番組Ｄと、類似度計算部１５によって計算
された番組Ｑと番組Ｄとの関連度のスコアＳ（Ｄ，Ｑ）と、関係ラベル決定部２２によっ
て決定された番組Ｑと番組Ｄとの関係を表わす関係ラベルＬ（Ｄ，Ｑ）とに基づき、番組
データベース内の番組（Ｄ）をラベルごとに分類し、それらの各ラベルに属する上位の所
定個の番組（Ｄ）のスコアの合計が上位となる所定個のラベルを決定する。そして、決定
された各ラベルに属する上位の番組（Ｄ）を表示する。
　また、このとき、検索結果提示部１８は、画面中央に表示された番組Ｑの動画コンテン
ツを再生表示しながら、その周辺に、上述した関連番組のサムネール画像を表示し、操作
者がそれらのサムネール画像のいずれかをクリックする操作をした場合には、今度はその
選択された関連番組を指定番組Ｑとして、画面中央に表示再生するように切り替える。
【００６０】
　以上まとめると、検索結果提示部１８は、下の（ａ）の方法で検索結果を画面に表示す
る。
（ａ）検索結果提示部１８は、指定された番組Ｑを表示し、また、上位所定個の番組の関
連度の合計が高いラベルと、そのラベルに対応する固有表現種別と、そのラベルに属する
番組のうち関連度が上位の番組を表示する。
　また、この方法だけでなく、検索結果提示部１８が下の（ｂ）～（ｆ）などのいずれか
の方法で検索結果を画面に表示するようにしても良い。
（ｂ）検索結果提示部１８は、上記（ａ）と同様の表示をするが、但し、固有表現種別の
表示を行なわない。
（ｃ）検索結果提示部１８は、上記（ａ）または（ｂ）のいずれかの表示に加えて、ラベ
ルに含まれる番組の関連度の合計値としては上位のラベルに含まれないが、各番組単独で
の番組Ｑとの関連度が高いような番組がある場合には、そのような単数又は複数の番組を
併せて表示する。また、それらの番組は共通のラベルを持たないため、ラベルの代わりに
「その他」などといった文言を併せて表示するようにしても良い。
（ｄ）検索結果提示部１８は、ラベルを考慮せず、単純に番組データベース中の全番組か
ら関連度Ｓ（Ｄ，Ｑ）が上位の所定個の番組を選んで表示する。この場合には、番組検索
装置１が関係ラベル決定部２２を含まない構成でも良い。
（ｅ）検索結果提示部１８は、番組をラベルごとに分類して並べることはないが、番組デ
ータベース中の全番組から関連度Ｓ（Ｄ，Ｑ）が上位の所定個の番組を選んでスコアで順
序付けて表示し、各番組に対応するラベルの文字列を表示する。
（ｆ）検索結果提示部１８は、上記（ｅ）の表示に加えて、ラベルに対応する固有表現種
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別がある場合には、それを併せて表示する。
　また、検索結果提示部１８は、上記の（ａ）～（ｆ）のさらなるバリエーションによる
表示を行っても良い。
【００６１】
　なお、上述した実施形態における番組検索装置の一部又は全部の機能をコンピュータで
実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコ
ンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。なお、ここで
いう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする
。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合
のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定
時刻プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機
能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシス
テムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い
。
　また、上述した実施形態における番組検索装置の機能を放送受信機に組み込むことによ
って実現しても良い。
【００６２】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【００６３】
＜評価実験の結果＞
　視聴者が視聴中の番組に関連する番組をどの程度良い精度で検索できるかを調べるため
、上記実施形態の試作システムを用いた関連番組検索の評価実験を行なった。実験では、
種類に重複のない１５番組を検索元とし、検索結果の上位１０番組を評価した。番組間の
関連性を４段階（４：関連ある，３：少し関連ある，２：あまり関連ない，１：関連ない
）で、関係の種類を示す関係ラベルを３段階（３：適切，２：ほぼ適切，１：不適切）で
、それぞれ主観評価した。ベースラインとして、形態素のｔｆ－ｉｄｆ値を素性としたＣ
ｏｓｉｎｅ類似度を用いた。ラベルには、ｔｆ－ｉｄｆ値が最も高い形態素を付与した。
【００６４】
　この実験の結果、上記実施形態の試作システムが、ベースラインに比べ、関連性および
関係ラベルの双方において上回った。具体的には、関連性については、ベースラインの評
価結果が３．２６に対して本試作システムのそれが３．３５となった。関係ラベルについ
ては、ベースラインの評価結果が２．２５に対して本試作システムのそれが２．４９とな
った。これは、本試作システムの手法では、ＥＮＥ（拡張固有表現）や複合語が評価され
、ユーザが「関連がある」と判断する意味のある語彙を持つ番組が上位に集まったためと
分析できる。一方で、少数ではあるが、番組情報内で例示された国名など、内容とは直接
関係ないＥＮＥの重みがスコアに寄与してしまった場合もあった。これは、検索元コンテ
ンツの文脈を考慮した選択的なＥＮＥの重み付け（固有表現重み値の設定）を行うことに
よって改善できる。また、関係ラベルの評価においても、複合語やＥＮＥなど意味のある
語が関係ラベルとして決定されたことで、ユーザの評価を上げることができたと分析でき
る。つまり、本発明の実施形態の有効性が実験によって確認された。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、放送番組や、通信回線等を介して配信される映像番組などを視聴する視聴者
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に対して、他の関連する番組をレコメンドするために利用できる。また、そのような機能
は、例えば多数の豊富な映像番組などを視聴者の要求に基づいて提供するサービスに適用
することが産業上有用である。
【符号の説明】
【００６６】
１　番組検索装置
１０　番組情報取得部
１１　出現頻度カウント部
１２　番組情報記憶部
１５　類似度計算部
１８　検索結果提示部
２１　固有表現特定部
２２　関係ラベル決定部

【図１】 【図２】

【図３】
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