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(57)【要約】
【課題】コンテンツの推薦理由として用いることができ
るようなフレーズを抽出することができるようにする。
【解決手段】コンテンツ推薦サーバ１において管理され
る品詞連結パターンは「Start＝名詞－一般、Connect＝
＊、End＝名詞－一般」のように指定することができ、
これは、「名詞－一般」に分類される形態素から１フレ
ーズの連結が開始されて、任意の品詞の形態素で１フレ
ーズの連結が継続されて、「名詞－一般」に分類される
形態素で１フレーズの連結が終了する形態素の連結関係
を表す。品詞連結パターンにより表される連結関係と同
じ連結関係を有する形態素からなるフレーズが、推薦す
るコンテンツに関するテキスト文書から抽出され、抽出
されたフレーズが推薦理由としてユーザに提示される。
本発明はパーソナルコンピュータに適用することができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テキスト文書を対象として形態素解析を行う形態素解析手段と、
　所定の品詞の形態素の連結関係を表す連結パターンを管理する管理手段と、
　前記形態素解析手段により形態素解析が行われることによって得られた形態素の列から
、前記管理手段により管理されている前記連結パターンにより表される連結関係と同じ連
結関係を有する複数の形態素からなるフレーズを抽出する抽出手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記管理手段は、さらに、前記連結パターン毎に重みを管理し、
　前記抽出手段は、抽出したフレーズに対して、そのフレーズを構成する形態素の連結関
係を表す前記連結パターンに応じた重みを設定する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　ユーザに推薦するコンテンツを選択する推薦手段と、
　前記推薦手段により選択されたコンテンツの情報を、前記ユーザにより用いられている
情報処理端末に表示させる表示制御手段と
　をさらに備え、
　前記形態素解析手段は、前記推薦手段により選択されたコンテンツに関するテキスト文
書を対象として形態素解析を行い、
　前記抽出手段は、前記推薦手段により選択されたコンテンツに関するテキスト文書を対
象として前記形態素解析手段により形態素解析が行われることによって得られた形態素の
列からフレーズを抽出し、
　前記表示制御手段は、さらに、前記抽出手段により抽出されたフレーズをコンテンツの
推薦理由として表示させる
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、コンテンツの推薦理由として表示させるフレーズを、それぞれの
フレーズに対して前記抽出手段により設定されている重みに基づいて選択する
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記管理手段は、前記表示制御手段によりコンテンツの推薦理由として表示されたフレ
ーズを確認したユーザによる評価に応じて、前記連結パターン毎の重みを更新して管理す
る
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　テキスト文書を対象として形態素解析を行い、
　所定の品詞の形態素の連結関係を表す連結パターンを管理し、
　形態素解析を行うことによって得られた形態素の列から、管理している前記連結パター
ンにより表される連結関係と同じ連結関係を有する複数の形態素からなるフレーズを抽出
する
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項７】
　テキスト文書を対象として形態素解析を行い、
　所定の品詞の形態素の連結関係を表す連結パターンを管理し、
　形態素解析を行うことによって得られた形態素の列から、管理している前記連結パター
ンにより表される連結関係と同じ連結関係を有する複数の形態素からなるフレーズを抽出
する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関し、例えばコンテンツ
の推薦理由として用いることができるようなフレーズを抽出することができるようにした
情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の重要語・フレーズ抽出技術は、一般的に、自然言語処理によって実現されている
（特許文献１）。
【０００３】
　従来商品化されてきたテキストマイニングツールやWebアプリケーションにおける重要
語・フレーズ抽出機能は、テキスト文書の要約やクエリに対する質問応答を目的としてい
る（特許文献２）。
【０００４】
　近年、Webサイト上、あるいはAV(Audio Visual)機器上においてコンテンツ推薦システ
ムが実現されている（特許文献３）。このシステムの中には、コンテンツを推薦するとと
もに、コンテンツの推薦理由として、コンテンツに関する情報が記述されたテキスト文書
から抽出された単語レベルのキーワード、あるいは文章全体を提示する機能を有するもの
がある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２０９１７３号公報
【特許文献２】特開２００６－３４４１０２号公報
【特許文献３】特開２００６－３０９７５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示されているように自然言語処理によって重要語・フレーズ抽出技術を
実現した場合、テキスト文書の文節・係り受け抽出などの構文解析技術が必要不可欠であ
り、構文解析アルゴリズムの最適化には大規模のコーパスデータによる学習が必要となる
ことから、時間的なコスト、システム的なコストが大きい。
【０００７】
　特許文献２に開示されているような重要語・フレーズ抽出機能の目的は、コンテンツに
対する評論・評判が記述されているテキスト文書から特徴的なフレーズを抽出することと
は目的が異なる。
【０００８】
　特許文献３に開示されているように単語を用いて、あるいは文章全体を用いて推薦理由
を提示する機能によっては、ユーザがコンテンツの特徴を瞬時に把握することは困難であ
る。
【０００９】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、例えばコンテンツの推薦理由と
して用いることができるようなフレーズを抽出することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面の情報処理装置は、テキスト文書を対象として形態素解析を行う形態素
解析手段と、所定の品詞の形態素の連結関係を表す連結パターンを管理する管理手段と、
前記形態素解析手段により形態素解析が行われることによって得られた形態素の列から、
前記管理手段により管理されている前記連結パターンにより表される連結関係と同じ連結
関係を有する複数の形態素からなるフレーズを抽出する抽出手段とを備える。
【００１１】
　前記管理手段には、さらに、前記連結パターン毎に重みを管理させ、前記抽出手段には
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、抽出したフレーズに対して、そのフレーズを構成する形態素の連結関係を表す前記連結
パターンに応じた重みを設定させることができる。
【００１２】
　ユーザに推薦するコンテンツを選択する推薦手段と、前記推薦手段により選択されたコ
ンテンツの情報を、前記ユーザにより用いられている情報処理端末に表示させる表示制御
手段とをさらに設けることができる。この場合、前記形態素解析手段には、前記推薦手段
により選択されたコンテンツに関するテキスト文書を対象として形態素解析を行わせ、前
記抽出手段には、前記推薦手段により選択されたコンテンツに関するテキスト文書を対象
として前記形態素解析手段により形態素解析が行われることによって得られた形態素の列
からフレーズを抽出させ、前記表示制御手段には、さらに、前記抽出手段により抽出され
たフレーズをコンテンツの推薦理由として表示させることができる。
【００１３】
　前記表示制御手段には、コンテンツの推薦理由として表示させるフレーズを、それぞれ
のフレーズに対して前記抽出手段により設定されている重みに基づいて選択させることが
できる。
【００１４】
　前記管理手段には、前記表示制御手段によりコンテンツの推薦理由として表示されたフ
レーズを確認したユーザによる評価に応じて、前記連結パターン毎の重みを更新して管理
させることができる。
【００１５】
　本発明の一側面の情報処理方法またはプログラムは、テキスト文書を対象として形態素
解析を行い、所定の品詞の形態素の連結関係を表す連結パターンを管理し、形態素解析を
行うことによって得られた形態素の列から、管理している前記連結パターンにより表され
る連結関係と同じ連結関係を有する複数の形態素からなるフレーズを抽出するステップを
含む。
【００１６】
　本発明の一側面においては、テキスト文書を対象として形態素解析が行われ、所定の品
詞の形態素の連結関係を表す連結パターンが管理され、形態素解析を行うことによって得
られた形態素の列から、管理されている前記連結パターンにより表される連結関係と同じ
連結関係を有する複数の形態素からなるフレーズが抽出される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の一側面によれば、例えばコンテンツの推薦理由として用いることができるよう
なフレーズを抽出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書又は図面に記載
の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポー
トする実施の形態が、明細書又は図面に記載されていることを確認するためのものである
。従って、明細書又は図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する実施の
形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは、その
実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆に
、実施の形態が発明に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのことは、
その実施の形態が、その構成要件以外には対応しないものであることを意味するものでも
ない。
【００１９】
　本発明の一側面の情報処理装置（例えば、図１のコンテンツ推薦サーバ１）は、テキス
ト文書を対象として形態素解析を行う形態素解析手段（例えば、図４の形態素解析部４２
）と、所定の品詞の形態素の連結関係を表す連結パターンを管理する管理手段（例えば、
図４のパラメータ管理部４３）と、前記形態素解析手段により形態素解析が行われること
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によって得られた形態素の列から、前記管理手段により管理されている前記連結パターン
により表される連結関係と同じ連結関係を有する複数の形態素からなるフレーズを抽出す
る抽出手段（例えば、図４のフレーズ抽出部４４）とを備える。
【００２０】
　この情報処理装置には、ユーザに推薦するコンテンツを選択する推薦手段（例えば、図
３のコンテンツ推薦部３２）と、前記推薦手段により選択されたコンテンツの情報を、前
記ユーザにより用いられている情報処理端末に表示させる表示制御手段（例えば、図３の
表示データ生成部３４）とをさらに設けることができる。
【００２１】
　本発明の一側面の情報処理方法またはプログラムは、テキスト文書を対象として形態素
解析を行い、所定の品詞の形態素の連結関係を表す連結パターンを管理し、形態素解析を
行うことによって得られた形態素の列から、管理している前記連結パターンにより表され
る連結関係と同じ連結関係を有する複数の形態素からなるフレーズを抽出するステップ（
例えば、図６のステップＳ１５）を含む。
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ推薦システムの構成例を示す図である。
【００２４】
　このコンテンツ推薦システムは、コンテンツ推薦サーバ１とユーザ端末２がインターネ
ット３を介して接続されることによって構成される。図１にはコンテンツ推薦サーバ１と
通信可能な端末として１つの端末しか示されていないが、実際には、複数の端末がインタ
ーネット３に接続され、コンテンツ推薦サーバ１と通信可能とされる。
【００２５】
　コンテンツ推薦サーバ１は、テレビジョン番組などのコンテンツに関する情報を管理し
ており、情報を管理しているコンテンツの中から所定のコンテンツを推薦コンテンツとし
て選択し、推薦コンテンツに関する情報をインターネット３を介してユーザ端末２に提供
する。推薦コンテンツとして、例えば、ユーザ端末２のユーザの嗜好にあうコンテンツが
選択される。単に、世間で注目されている話題を扱っているコンテンツや、放送局側が一
押しするコンテンツが選択されるようにしてもよい。
【００２６】
　ユーザ端末２においては、コンテンツ推薦サーバ１から送信されてきた情報に基づいて
、コンテンツの推薦画面が表示される。推薦画面には、タイトルや概要などの、推薦コン
テンツに関する情報だけでなく、推薦理由も表示される。推薦理由は、推薦コンテンツに
関するテキスト文書から抽出されたフレーズによって提示される。
【００２７】
　ここで、フレーズとは、テキスト文書中において並べて配置される複数の形態素から構
成される文字列であり、ある位置の句読点から次の句読点までの文字列から構成される文
章より短く、かつ、１つの形態素から構成される単語より長い範囲の文字列をいう。
【００２８】
　文章全体を読む時間とフレーズだけを読む時間とでは後者の時間の方が短くて済むこと
から、推薦理由がフレーズによって提示されることにより、ユーザは、文章によって推薦
理由が提示される場合に較べて、推薦理由を早く確認することができる。
【００２９】
　また、単語だけよりもフレーズの方が説得力のある表現が可能であることから、ユーザ
は、単語だけが表示され、それによって推薦理由が提示される場合に較べて、推薦理由の
意味を容易に確認することができる。
【００３０】
　以上のような推薦理由をユーザに提示するコンテンツ推薦サーバ１の一連の処理につい
てはフローチャートを参照して後述する。
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【００３１】
　図２は、図１のコンテンツ推薦サーバ１のハードウエア構成例を示すブロック図である
。
【００３２】
　CPU(Central Processing Unit)１１は、ROM(Read Only Memory)１２に記憶されている
プログラム、または、記憶部１８からRAM(Random Access Memory)１３にロードされたプ
ログラムに従って各種の処理を実行する。RAM１３にはまた、CPU１１が各種の処理を実行
する上において必要なデータなどが適宜記憶される。
【００３３】
　CPU１１、ROM１２、およびRAM１３は、バス１４を介して相互に接続されている。この
バス１４にはまた、入出力インタフェース１５も接続されている。
【００３４】
　入出力インタフェース１５には、キーボード、マウスなどより構成される入力部１６、
LCD(Liquid Crystal Display)などのディスプレイより構成される出力部１７、ハードデ
ィスクなどより構成される記憶部１８、インターネット３を介してユーザ端末２と通信を
行う通信部１９が接続されている。
【００３５】
　入出力インタフェース１５にはまた、ドライブ２０が接続される。ドライブ２０には、
光ディスク、半導体メモリなどよりなるリムーバブルメディア２１が適宜装着され、リム
ーバブルメディア２１から読み出されたコンピュータプログラムが必要に応じて記憶部１
８にインストールされる。
【００３６】
　図３は、コンテンツ推薦サーバ１の機能構成例を示すブロック図である。図３に示す機
能部のうちの少なくとも一部は、図２のCPU１１により所定のプログラムが実行されるこ
とによって実現される。
【００３７】
　図３に示されるように、コンテンツ推薦サーバ１においては、コンテンツ情報記憶部３
１、コンテンツ推薦部３２、推薦理由生成部３３、および表示データ生成部３４が実現さ
れる。
【００３８】
　コンテンツ情報記憶部３１は、コンテンツに関連する情報を記憶する。コンテンツ情報
記憶部３１に記憶されている情報は、推薦するコンテンツの選択にコンテンツ推薦部３２
により参照される。
【００３９】
　例えば、コンテンツ情報記憶部３１には、テレビジョン放送やインターネット３を介し
た放送によって放送される各コンテンツについて、コンテンツのタイトル、コンテンツの
ジャンル、概要、放送日時、チャンネル番号、コンテンツの詳細を表す情報が記憶される
。
【００４０】
　コンテンツ推薦部３２は、コンテンツ情報記憶部３１に記憶されている情報を参照し、
推薦コンテンツを選択する。例えば、コンテンツ推薦部３２は、ユーザの視聴履歴、録画
履歴をユーザ端末２から取得し、ユーザがよく視聴、録画するコンテンツのジャンルと同
じジャンルのコンテンツ、ユーザがよく視聴、録画するコンテンツの出演者と同じ出演者
が出演しているコンテンツを選択するといったように、ユーザ端末２のユーザの嗜好に基
づいて推薦コンテンツを選択する。コンテンツを推薦するアルゴリズムとして、特開２０
０５－１７６４０４号公報に開示されている技術を採用することも可能である。
【００４１】
　コンテンツ推薦部３２は、選択した推薦コンテンツの情報を推薦理由生成部３３と表示
データ生成部３４に出力する。例えば、推薦コンテンツのタイトル（Title）、サブタイ
トル（Subtitle）、出演者の名前（Summary）、詳細（Detail）の各項目の情報が推薦理
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由生成部３３と表示データ生成部３４に供給される。これらの各項目の情報は文字列を含
む情報である。
【００４２】
　推薦理由生成部３３は、コンテンツ推薦部３２から供給された文字列により構成される
テキスト文書から所定の数のフレーズを抽出し、抽出したフレーズを推薦理由として表示
データ生成部３４に出力する。
【００４３】
　表示データ生成部３４は、コンテンツ推薦部３２から供給されたテキスト文書と、推薦
理由生成部３３から供給された推薦理由に基づいて、推薦画面を表示するためのデータを
生成する。表示データ生成部３４は、生成したデータを通信部１９を制御してユーザ端末
２に送信し、推薦画面をユーザ端末２に表示させる。推薦画面に表示される情報のうち、
タイトルや概要などの、推薦コンテンツに関する情報はコンテンツ推薦部３２から供給さ
れたテキスト文書に基づいて表示され、推薦理由は推薦理由生成部３３から供給されたフ
レーズに基づいて表示される。
【００４４】
　図４は、推薦理由生成部３３の構成例を示すブロック図である。
【００４５】
　図４に示されるように、推薦理由生成部３３は、テキスト文書取得部４１、形態素解析
部４２、パラメータ管理部４３、およびフレーズ抽出部４４から構成される。
【００４６】
　テキスト文書取得部４１は、コンテンツ推薦部３２から供給された各項目の文字列を取
得し、取得した文字列により構成されるテキスト文書を形態素解析の対象の文書として設
定する。
【００４７】
　形態素解析部４２は、テキスト文書取得部４１により設定されたテキスト文書をパラメ
ータ管理部４３により設定されたテキスト整形ルールに従って整形し、整形して得られた
テキスト文書を対象として形態素解析を行う。形態素解析部４２は、形態素解析を行うこ
とによって得られた形態素の列をフレーズ抽出部４４に出力する。形態素解析ツールとし
ては、例えば、奈良先端科学技術大学が開発したフリーソフト茶筅（http://chasen.nais
t.jp/hiki/ChaSen/）を用いることができる。
【００４８】
　パラメータ管理部４３は、形態素解析部４２により行われる形態素解析とフレーズ抽出
部４４により行われるフレーズ抽出において用いられるパラメータを設定する。例えば、
パラメータ管理部４３は、品詞連結パターン（開始、継続、終了）、品詞連結パターン別
重み、文節区切り品詞、テキスト整形ルール、フレーズ禁止パターンの５つのパラメータ
を設定する。
【００４９】
　品詞連結パターンは、抽出すべきフレーズを構成する品詞（形態素）の連結関係を表す
。
【００５０】
　例えば、品詞連結パターンは「Start＝名詞－一般、Connect＝＊、End＝名詞－一般」
のように指定することができ、これは、「名詞－一般」に分類される形態素から１フレー
ズの連結が開始されて、任意の品詞の形態素で１フレーズの連結が継続されて、「名詞－
一般」に分類される形態素で１フレーズの連結が終了する形態素の連結関係を表す。具体
的には、この品詞連結パターンが注目されている場合において、フレーズ抽出の対象にな
っているテキスト文書に「～地球的規模の災害を前にした～」の文字列が含まれていると
き、「名詞－一般」の品詞に分類される形態素である「規模」、「助詞－連体化」の品詞
に分類される形態素である「の」、「名詞－一般」の品詞に分類される形態素である「災
害」からなる「規模の災害」がフレーズとして抽出される。
【００５１】
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　品詞連結パターンは、「Start＝名詞－一般、Connect＝＊、End＝名詞－一般」のパタ
ーン以外にも、「Start＝名詞－一般、Connect＝名詞－形容動詞語幹、End＝名詞－接尾
－サ変接続」のパターン、「Start＝名詞－固有名詞－一般、Connect＝助詞－格助詞－一
般、End＝名詞－サ変接続」のパターンといったように複数設定される。「＊」（アスタ
リスク）以外にも、「and」、「or」、「not」を使って品詞連結パターンを指定すること
もできる。また、品詞連結パターン自体を複数組み合わせることもできる。
【００５２】
　品詞連結パターン別重みは、品詞連結パターン毎に設定される重みである。品詞連結パ
ターン別重みとして、コンテンツ推薦サーバ１側により固定値が設定されるようにしても
よいし、後述するように、あらかじめ設定された値が、推薦理由のフレーズを確認したユ
ーザの評価によって最適化されるようにしてもよい。
【００５３】
　ある品詞連結パターンにより表される連結関係と同じ連結関係を有している形態素から
なるフレーズに対しては、その品詞連結パターンに設定されている品詞連結パターン別重
みと同じ重みが設定される。フレーズの重みは、推薦理由として表示するフレーズの選択
や、フレーズの表示の仕方を決定することなどに用いられる。
【００５４】
　文節区切り品詞は、全ての品詞連結パターンに共通な連結の終了を意味する品詞である
。文節区切り品詞として、通常、句点や読点が設定される。
【００５５】
　テキスト整形ルールは、形態素解析の目的に応じた、形態素解析に関するルールである
。テキスト整形ルールとして、形態素解析の対象となるテキスト文書に含まれる括弧（）
内の文字列を解析対象から除外するルールなどが設定される。
【００５６】
　フレーズ禁止パターンは、目的に応じて設定されるものであり、最終的に抽出するフレ
ーズとして相応しくない品詞連結パターンを表す。品詞連結パターンにより表される連結
関係と同じ連結関係を有する形態素であるとして抽出されたフレーズのうち、空白文字や
記号などを含むフレーズがフレーズ禁止パターンに従って除外される。
【００５７】
　このようなパラメータがパラメータ管理部４３により管理されており、これらのパラメ
ータのうち、テキスト整形ルールは形態素解析部４２に設定され、品詞連結パターン（開
始、継続、終了）、品詞連結パターン別重み、文節区切り品詞、フレーズ禁止パターンは
フレーズ抽出部４４に設定される。
【００５８】
　フレーズ抽出部４４は、形態素解析部４２により形態素解析が行われることによって得
られた形態素の列から、フレーズ抽出部４４により設定されたパラメータに従って推薦理
由として用いられるフレーズを抽出し、抽出したフレーズを表示データ生成部３４に出力
する。
【００５９】
　次に、以上のような構成を有するコンテンツ推薦サーバ１の処理について説明する。
【００６０】
　はじめに、図５のフローチャートを参照して、コンテンツの推薦を行うコンテンツ推薦
サーバ１の処理について説明する。この処理は、コンテンツの推薦がユーザ端末２から要
求されたときに開始される。
【００６１】
　ステップＳ１において、コンテンツ推薦部３２は、コンテンツ情報記憶部３１に記憶さ
れている情報を参照し、推薦コンテンツを選択する。コンテンツ推薦部３２は、選択した
推薦コンテンツのTitle、Subtitle、Summary、Detailの各項目の情報を推薦理由生成部３
３と表示データ生成部３４に出力する。
【００６２】
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　ステップＳ２において、推薦理由生成部３３はテキスト文書解析処理を行い、テキスト
文書解析処理を行うことによって抽出されたフレーズを推薦理由として表示データ生成部
３４に出力する。テキスト文書解析処理の詳細については図６のフローチャートを参照し
て後述する。
【００６３】
　ステップＳ３において、表示データ生成部３４は、コンテンツ推薦部３２から供給され
たテキスト文書と、推薦理由生成部３３から供給された推薦理由に基づいて推薦画面をユ
ーザ端末２に表示させ、処理を終了させる。
【００６４】
　次に、図６のフローチャートを参照して、図５のステップＳ２において行われるテキス
ト文書解析処理について説明する。
【００６５】
　ステップＳ１１において、テキスト文書取得部４１は、コンテンツ推薦部３２から供給
された各項目の文字列を取得し、取得したTitle、Subtitle、Summary、Detailの各項目の
文字列により構成されるテキスト文書を形態素解析の対象の文書として設定する。
【００６６】
　図７は、テキスト文書取得部４１により取得されるテキスト文書の例を示す図である。
【００６７】
　図７の例においては、「草野球日本一決定戦」がTitleの項目の文字列とされており、
「亀有トータス×兎道ラビッツ」がSubtitleの項目の文字列とされている。すなわち、図
７は、「草野球日本一決定戦」というタイトルのコンテンツが推薦コンテンツとして選択
された場合の例を示している。
【００６８】
　また、図７の例においては、「～亀有ドーム解説・岩木真実山田太郎▽“亀旋風・最終
ステージ”亀有、悲願の日本一成るか？最速男・ダルシムVS アジアの大砲・大三元、宿
命の対決！(試合終了まで延長、以降の番組に繰り下げあるいは変更の場合あり)」がSumm
aryの項目の文字列とされ、「江戸・亀有ドームで行われる～注目したい。」がDetailの
項目の文字列とされている。
【００６９】
　このようなテキスト文書から推薦理由のフレーズが抽出される。なお、推薦理由生成部
３３において解析対象となるテキスト文書は、コンテンツの内容説明、評論、解説等が記
された文章群、および、インターネットや出版物上で公開されている一般ユーザによるコ
ンテンツに対するコメント、批評、評判などが記された文章群であり、記述上の形式は問
わない。
【００７０】
　図６の説明に戻り、ステップＳ１２において、パラメータ管理部４３は、テキスト整形
ルールのパラメータを形態素解析部４２に設定し、品詞連結パターン（開始、継続、終了
）、品詞連結パターン別重み、文節区切り品詞、フレーズ禁止パターンのパラメータをフ
レーズ抽出部４４に設定する。
【００７１】
　ステップＳ１３において、形態素解析部４２は、テキスト文書取得部４１により設定さ
れたテキスト文書をパラメータ管理部４３により設定されたテキスト整形ルールに従って
整形し、整形して得られたテキスト文書を対象として形態素解析を行う。形態素解析部４
２は、形態素解析を行うことによって得られた形態素の列をフレーズ抽出部４４に出力す
る。
【００７２】
　図８および図９は、図７のテキスト文書を対象とした形態素解析の結果を示す図である
。
【００７３】
　図８および図９は、Title、Subtitle、Summary、Detailの各項目において文字列が句点
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で終了していない場合は句点を追加した上で形態素解析を行った場合の結果を示している
。形態素解析の結果、テキスト文書は形態素に分割され、それぞれの形態素に、読み仮名
、品詞、原形、活用形などの情報が付与される。図８、図９の左側に示される数字と「：
」は説明の便宜上付しているものであり、形態素解析の結果として得られるものではない
。
【００７４】
　図８の１行目乃至５行目は、図７のTitleの項目の文字列である「草野球日本一決定戦
」の解析結果を表しており、この例においては、「草野球」、「日本一」、「決定」、「
戦」の形態素に分けられている。「草野球」と「日本一」は「名詞－一般」の品詞の形態
素として分類され、「決定」は「名詞-サ変接続」の品詞の形態素として分類されている
。「戦」は「名詞-接尾-一般」の品詞の形態素として分類されている。
【００７５】
　図８の６行目乃至１２行目は、図７のSubtitleの項目の文字列である「亀有トータス×
兎道ラビッツ」の解析結果を表しており、この例においては、「亀有」、「トータス」、
「×」、「兎」、「道」、「ラビッツ」の形態素に分けられている。「亀有」は「名詞－
固有名詞－地域－一般」の品詞の形態素として分類され、「トータス」は「名詞-固有名
詞-組織」の品詞の形態素として分類されている。また、「×」は「記号－一般」の品詞
の形態素として分類され、「兎」は「名詞－一般」の品詞の形態素として分類されている
。「道」は「名詞－一般」の品詞の形態素として分類され、「ラビッツ」は「未知語」の
品詞の形態素として分類されている。
【００７６】
　同様に、図８の１３行目乃至図９の１０行目は、図７のSummaryの項目の文字列である
「～亀有ドーム解説・岩木真実山田太郎▽“亀旋風・最終ステージ”亀有、悲願の日本一
成るか？最速男・ダルシムVS アジアの大砲・大三元、宿命の対決！」の解析結果を表し
ており、図９の１１行目以降は、図７のDetailの項目の文字列である「江戸・亀有ドーム
で行われる～注目したい。」の解析結果を表している。
【００７７】
　形態素解析が行われることによって得られたこのような形態素の列が、形態素解析部４
２からフレーズ抽出部４４に供給され、フレーズの抽出に用いられる。
【００７８】
　図６の説明に戻り、ステップＳ１４において、フレーズ抽出部４４は、形態素解析部４
２から供給された形態素の中に、フレーズを構成する形態素であるかについて未解析の形
態素があるか否かを判定する。
【００７９】
　未解析の形態素があるとステップＳ１４において判定した場合、ステップＳ１５におい
て、フレーズ抽出部４４は、未解析の１つの形態素に注目し、品詞連結フレーズ解析処理
を行う。品詞連結フレーズ解析処理の詳細については図１０のフローチャートを参照して
後述する。品詞連結フレーズ解析処理が全ての形態素に注目して行われることにより、フ
レーズ抽出部４４が管理するバッファには表示データ生成部３４に出力される所定の数の
確定フレーズが格納される。
【００８０】
　一方、未解析の形態素がないとステップＳ１４において判定した場合、ステップＳ１６
において、フレーズ抽出部４４は、バッファに格納している確定フレーズを表示データ生
成部３４に出力する。その後、図５のステップＳ２に戻り、それ以降の処理が行われる。
【００８１】
　次に、図１０のフローチャートを参照して、図６のステップＳ１５において行われる品
詞連結フレーズ解析処理について説明する。図１０の処理が、出現順にそれぞれの形態素
に注目して行われる。
【００８２】
　ステップＳ３１において、フレーズ抽出部４４は、品詞連結パターンのインデックス値
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を例えば０に設定し、初期化する。後述する処理において、現在のインデックス値に該当
する品詞連結パターンと品詞連結パターン別重みがフレーズ抽出部４４により読み込まれ
る。
【００８３】
　図１１は、品詞連結パターンのインデックス値の例を示す図である。
【００８４】
　パラメータ管理部４３により設定されるパラメータに含まれる品詞連結パターンにはそ
れぞれインデックス値が設定されている。図１１の例においては、品詞連結パターン１の
インデックス値は「１」とされ、品詞連結パターン２のインデックス値は「２」とされて
いる。他の品詞連結パターンにも同様にインデックス値が設定されている。
【００８５】
　ステップＳ３２において、フレーズ抽出部４４は、品詞連結パターンのインデックス値
を１だけインクリメントする。
【００８６】
　ステップＳ３３において、フレーズ抽出部４４は、現在のインデックス値に該当する品
詞連結パターンが存在するか否かを判定する。例えば、図１１の品詞連結パターン１から
、１００のインデックス値が設定される品詞連結パターン１００まで用意されている場合
、現在のインデックス値が１００以下である場合には現在のインデックス値に該当する品
詞連結パターンが存在するとして判定され、１００を超えた場合には現在のインデックス
値に該当する品詞連結パターンが存在しないとして判定される。
【００８７】
　現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンが存在するとステップＳ３３におい
て判定した場合、ステップＳ３４において、フレーズ抽出部４４は、現在のインデックス
値に該当する品詞連結パターンのパラメータ、すなわち、品詞連結パターンを指定する形
態素の連結関係の情報と、品詞連結パターン別重みを読み込む。フレーズ抽出部４４にお
いては、インデックス値の小さいものから順に、品詞連結パターン毎に注目されてフレー
ズの解析が進められる。
【００８８】
　図１２は、品詞連結パターン別重みの例を示す図である。
【００８９】
　図１２の例においては、「Start＝名詞－一般、Connect＝＊、End＝名詞－一般」によ
り指定される品詞連結パターンには「０．３３２」の品詞連結パターン別重みが設定され
ており、「Start＝名詞－一般、Connect＝＊、End＝名詞－形容動詞語幹」により指定さ
れる品詞連結パターンには「０．１３９」の品詞連結パターン別重みが設定されている。
また、「Start＝名詞－一般、Connect＝助詞－連体化、End＝名詞－一般」により指定さ
れる品詞連結パターンには「０．２３９」の品詞連結パターン別重みが設定されている。
【００９０】
　例えば、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンが図１２の一番上に示され
る品詞連結パターンである場合、「Start＝名詞－一般、Connect＝＊、End＝名詞－一般
」の形態素の連結関係を表す情報と、「０．３３２」の品詞連結パターン別重みが読み込
まれる。
【００９１】
　ステップＳ３５において、フレーズ抽出部４４は、注目している形態素の品詞が文節区
切り品詞であるか否かを判定する。
【００９２】
　注目している形態素の品詞が、句点や読点などの文節区切り品詞であるとステップＳ３
５において判定した場合、フレーズ抽出部４４は、それまでにバッファに格納しておいた
形態素をクリアして、ステップＳ３２以降の処理を繰り返し行う。すなわち、インデック
ス値が１だけインクリメントされ、それまで注目していた品詞連結パターンの次の品詞連
結パターンが注目されて同様の解析が繰り返される。
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【００９３】
　一方、注目している形態素の品詞が文節区切り品詞ではないとステップＳ３５において
判定した場合、ステップＳ３６において、フレーズ抽出部４４は、注目している形態素の
品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによって指定される１フレー
ズの開始の形態素の品詞と同じ品詞であるか否かを判定する。
【００９４】
　例えば、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンが「Start＝名詞－一般、C
onnect＝助詞－連体化、End＝名詞－一般」により指定されるものである場合、注目して
いる形態素が「名詞－一般」に分類される形態素であるときには、注目している形態素の
品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによって指定される１フレー
ズの開始の形態素の品詞と同じ品詞であるとして判定される。
【００９５】
　注目している形態素の品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによ
って指定される１フレーズの開始の形態素の品詞と同じ品詞であるとステップＳ３６にお
いて判定した場合、ステップＳ３７において、フレーズ抽出部４４は品詞連結開始処理を
実行する。品詞連結開始処理においては、注目している形態素が、新たな候補フレーズを
構成する先頭の形態素としてバッファに格納される。
【００９６】
　注目している形態素の品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによ
って指定される１フレーズの開始の形態素の品詞と同じ品詞ではないとステップＳ３６に
おいて判定された場合、ステップＳ３７の処理はスキップされる。
【００９７】
　ステップＳ３８において、フレーズ抽出部４４は、注目している形態素の品詞が、現在
のインデックス値に該当する品詞連結パターンによって指定される１フレーズの継続の形
態素の品詞と同じ品詞であるか否かを判定する。
【００９８】
　例えば、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンが「Start＝名詞－一般、C
onnect＝助詞－連体化、End＝名詞－一般」により指定されるものである場合、注目して
いる形態素が「助詞－連体化」に分類される形態素であるときには、注目している形態素
の品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによって指定される１フレ
ーズの継続の形態素の品詞と同じ品詞であるとして判定される。
【００９９】
　注目している形態素の品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによ
って指定される１フレーズの継続の形態素の品詞と同じ品詞であるとステップＳ３８にお
いて判定した場合、ステップＳ３９において、フレーズ抽出部４４は品詞連結継続処理を
実行する。品詞連結継続処理においては、注目している形態素が、品詞連結開始処理によ
ってバッファに既に格納されている形態素に連結して格納される。
【０１００】
　注目している形態素の品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによ
って指定される１フレーズの継続の形態素の品詞と同じ品詞ではないとステップＳ３８に
おいて判定された場合、ステップＳ３９の処理はスキップされる。
【０１０１】
　ステップＳ４０において、フレーズ抽出部４４は、注目している形態素の品詞が、現在
のインデックス値に該当する品詞連結パターンによって指定される１フレーズの終了の形
態素の品詞と同じ品詞であるか否かを判定する。
【０１０２】
　例えば、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンが「Start＝名詞－一般、C
onnect＝助詞－連体化、End＝名詞－一般」により指定されるものである場合、注目して
いる形態素が「名詞－一般」に分類される形態素であるときには、注目している形態素の
品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによって指定される１フレー
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ズの終了の形態素の品詞と同じ品詞であるとして判定される。
【０１０３】
　注目している形態素の品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによ
って指定される１フレーズの終了の形態素の品詞と同じ品詞であるとステップＳ４０にお
いて判定した場合、ステップＳ４１において、フレーズ抽出部４４は品詞連結終了処理を
実行する。品詞連結終了処理においては、注目している形態素が、品詞連結継続処理にお
いてバッファに既に格納されている形態素に連結して格納された上でバッファから一度抽
出され、抽出された形態素の品詞連結パターンが、フレーズ禁止パターンによって除外さ
れていないパターンである場合に限って、確定フレーズとしてバッファに格納される。
【０１０４】
　ステップＳ４１において品詞連結終了処理が行われた場合、または、注目している形態
素の品詞が、現在のインデックス値に該当する品詞連結パターンによって指定される１フ
レーズの終了の形態素の品詞と同じ品詞ではないとステップＳ４０において判定された場
合、ステップＳ３２以降の処理が繰り返し行われる。
【０１０５】
　全ての品詞連結パターンについて解析を行ったことから、現在のインデックス値に該当
する品詞連結パターンが存在しないとステップＳ３３において判定された場合、図６のス
テップＳ１５に戻り、それ以降の処理が繰り返される。すなわち、未解析の形態素が存在
する場合、出現順で次の形態素が注目され、以上のような図１０の処理が行われる。
【０１０６】
　全ての形態素に注目して図１０の処理が行われたとき、バッファに格納されていた確定
フレーズがフレーズ抽出部４４から表示データ生成部３４に出力される。
【０１０７】
　図１３は、確定フレーズの例を示す図である。
【０１０８】
　図１３の例においては、「アジア草野球本塁打記録」、「リーグ制覇」、「草野球本塁
打記録」、「軍監督」、「知将対決」、「草野球界制覇」、・・・、「１９９７年以来」
の確定フレーズが示されている。
【０１０９】
　例えば、「草野球界制覇」は、「名詞-一般」に分類される形態素である「草野球」と
、「名詞-接尾-一般」に分類される形態素である「界」と、「名詞-サ変接続」に分類さ
れる形態素である「制覇」から構成される確定フレーズであり、このフレーズには、「St
art＝名詞-一般、Connect=名詞-接尾-一般、End＝名詞-サ変接続」の品詞連結パターンに
設定されている品詞連結パターン別重みと同じ「０．３７５」の重みが設定されている。
他の確定フレーズについても、それを構成する形態素の連結関係に応じて同様に重みが設
定されている。
【０１１０】
　このような重みが設定された確定フレーズを取得した表示データ生成部３４においては
、例えば、閾値以上の重みが設定されている確定フレーズだけが推薦理由として選択され
たり、設定されている重みが大きいものから順に、所定の数の確定フレーズだけが推薦理
由として選択されたりする。選択された推薦理由は、推薦コンテンツの情報とともに推薦
画面に表示される。
【０１１１】
　図１４は、以上の処理がコンテンツ推薦サーバ１において行われることによってユーザ
端末２に表示される推薦画面の例を示す図である。
【０１１２】
　ユーザ端末２がPC(Personal Computer)や携帯電話機などのディスプレイが設けられる
装置である場合、推薦画面は、コンテンツ推薦サーバ１から送信されてきた情報に基づい
てそのディスプレイに表示される。一方、ユーザ端末２がハードディスクレコーダなどの
、ディスプレイに接続される装置である場合、推薦画面は、コンテンツ推薦サーバ１から
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送信されてきた情報に基づいて、装置に接続されるディスプレイに表示される。
【０１１３】
　上述したようにして「草野球日本一決定戦」というタイトルのコンテンツが推薦コンテ
ンツとして選択された場合、図１４に示されるように、推薦画面には、「草野球日本一決
定戦」の推薦コンテンツのタイトルが表示され、その下に、「亀有トータス×兎道ラビッ
ツ」のサブタイトルが表示される。
【０１１４】
　サブタイトルの下には、「～亀有ドーム解説・岩木真実山田太郎▽“亀旋風・最終ステ
ージ”亀有、悲願の日本一成るか？最速男・ダルシムVS アジアの大砲・大三元、宿命の
対決！(試合終了まで延長、以降の番組に繰り下げあるいは変更の場合あり)」の解説者の
名前などが表示され、その下には、番組内容として、「江戸・亀有ドームで行われる～注
目したい。」が表示される。
【０１１５】
　「草野球日本一決定戦」は、コンテンツ推薦部３２から表示データ生成部３４に供給さ
れたTitleの項目の文字列に基づいて表示されるものであり、「亀有トータス×兎道ラビ
ッツ」は、コンテンツ推薦部３２から表示データ生成部３４に供給されたSubtitleの項目
の文字列に基づいて表示されるものである。
【０１１６】
　「～亀有ドーム解説・岩木真実山田太郎▽“亀旋風・最終ステージ”亀有、悲願の日本
一成るか？最速男・ダルシムVS アジアの大砲・大三元、宿命の対決！(試合終了まで延長
、以降の番組に繰り下げあるいは変更の場合あり)」は、コンテンツ推薦部３２から表示
データ生成部３４に供給されたSummaryの項目の文字列に基づいて表示されるものであり
、「江戸・亀有ドームで行われる～注目したい。」は、コンテンツ推薦部３２から表示デ
ータ生成部３４に供給されたDetailの項目の文字列に基づいて表示されるものである。
【０１１７】
　番組内容の下には、「草野球日本一決定戦」のコンテンツの推薦理由として、左側の列
に「アジア草野球本塁打記録」、「リーグ制覇」、「草野球本塁打記録」、・・・、「球
界最速男」のフレーズが表示され、右側の列に「最終ステージ」、「最速男」、「亀有ト
ータス」、・・・、「悲願の日本一」のフレーズが表示されている。
【０１１８】
　この推薦理由は、推薦理由生成部３３から表示データ生成部３４に供給された確定フレ
ーズに基づいて表示されるものである。
【０１１９】
　推薦コンテンツがユーザの嗜好を考慮して選択されたものである場合、その推薦コンテ
ンツに関するテキスト文書から選択された特徴的な表現や言い回しのフレーズはユーザの
嗜好に関係のあるフレーズといえることから、そのようなフレーズは推薦理由として用い
ることが可能である。
【０１２０】
　なお、図１４の例においては、推薦理由として表示されているフレーズの中に、大きな
文字で表示されているものと小さな文字で表示されているものがあるが、これはフレーズ
の重みの違いによるものである。設定されている重みが大きいフレーズほど、重要なフレ
ーズとしてユーザの目に付きやすいように大きく表示される。
【０１２１】
　以上のように、コンテンツ推薦サーバ１においてはフレーズを抽出することができる。
また、抽出したフレーズを推薦理由として付与してコンテンツの推薦を行うことができる
ため、システムに対するユーザの受容度が増すと共に、より多くのコンテンツに興味を持
つきっかけをユーザに対して与えることができる。
【０１２２】
　さらに、品詞の連結関係を元にしてテキスト文書の解析が行われ、フレーズが抽出され
るため、自然言語処理によってフレーズの抽出が行われる場合に較べて、時間的なコスト
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、およびシステム的なコストを抑えることが可能となり、マシンスペックの劣るPCやCE(C
onsumer Electronics)機器上にフレーズ抽出の機能を実装することができる。
【０１２３】
　ここで、推薦理由のフレーズを確認したユーザによる評価に応じた重みの最適化につい
て説明する。例えば、推薦理由のフレーズを確認したユーザは、形態素の区切りの適切さ
と、推薦理由としての適切さなどをそれぞれのフレーズに対して評価することができる。
【０１２４】
　ユーザの評価は、フレーズの重み、すなわち、そのフレーズの品詞連結パターンの重み
に反映され、積極的な評価がされたフレーズの品詞連結パターンに対してはより大きな品
詞連結パターン別重みが設定され、反対に、消極的な評価がされたフレーズの品詞連結パ
ターンに対してはより小さな品詞連結パターン別重みが設定される。ユーザの評価が反映
された後、より大きな重みが設定された品詞連結パターンのフレーズは推薦理由として選
択されやすくなり、より小さな重みが設定された品詞連結パターンのフレーズは推薦理由
として選択されにくくなる。
【０１２５】
　図１５は、フレーズの評価画面の例を示す図である。
【０１２６】
　推薦画面が表示されている状態で所定の操作がユーザにより行われたとき、ユーザ端末
２においては図１５に示されるような評価画面が表示される。
【０１２７】
　図１５の評価画面においては、それぞれの行に番号が設定されており、それぞれの列に
アルファベットが設定されている。アルファベットＦの列の番号１８８６以降の行のそれ
ぞれの欄には、推薦理由として用いられたフレーズが表示されており、それぞれのフレー
ズに対して、右側の欄に、区切りが妥当である場合には１などの所定の評価値を、推薦理
由として妥当である場合には１などの所定の評価値をそれぞれ入力してフレーズの評価を
行うことができるようになされている。
【０１２８】
　図１５に示されるような評価画面を用いて入力されたユーザの評価は、コンテンツ推薦
サーバ１に対してユーザ端末２から送信され、フレーズの重みの最適化に用いられる。
【０１２９】
　コンテンツ推薦サーバ１においては、多数のテキスト文書から抽出されたフレーズに対
する多数のユーザによる評価を集計することによって、フレーズの重みを統計的尺度によ
って算出することが可能になる。例えば、情報抽出の分野で用いられる適合率、再現率、
Ｆ値を使って、以下のようにして重みが決定される。
【０１３０】
　あるフレーズの適合率（品詞連結パターンの適合率）は次のようにして求められる。
　　ある品詞連結パターンの適合率＝（その品詞連結パターンで抽出されたフレーズが妥
当であると評価された回数）／（その品詞連結パターンで抽出されたフレーズの総数）
【０１３１】
　あるフレーズの再現率（品詞連結パターンの再現率Ｒ）は次のようにして求められる。
　　ある品詞連結パターンの再現率＝（その品詞連結パターンで抽出されたフレーズが妥
当であると評価された回数）／（テキスト文書全体で妥当であると評価されたフレーズの
総数）
【０１３２】
　あるフレーズのＦ値（品詞連結パターンのＦ値）は次のようにして求められる。
　　ある品詞連結パターンのＦ値＝適合率と再現率の調和平均
【０１３３】
　調和平均は、適合率をＰ、再現率をＲとすると２ＰＢ／（Ｐ＋Ｒ）によって求められる
。
【０１３４】
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　このような尺度を用いることにより、フレーズの重みを動的に更新することが可能にな
る。更新されたフレーズの重み（品詞連結パターン別重み）はパラメータ管理部４３によ
り管理される。
【０１３５】
　また、多数のユーザからの評価を用いて更新するのではなく、それぞれのユーザからの
評価を用いて更新することにより、ユーザ毎に、推薦理由として表示されやすくなるフレ
ーズの品詞連結パターンをカスタマイズすることが可能になる。
【０１３６】
　なお、コンテンツのカテゴリに応じてフレーズの重みの設定を精緻化することも可能で
ある。
【０１３７】
　また、ユーザによる評価は、図１５に示されるような評価画面を用いて行われるのでは
なく、図１４に示されるような推薦画面において、ユーザが気に入ったフレーズをクリッ
クすることに応じて内部的に行われるようにすることも可能である。
【０１３８】
　以上においては、テレビジョン番組を推薦する場合について説明したが、音楽コンテン
ツや静止画コンテンツなどの他のコンテンツを推薦する場合にも上述した処理を適用する
ことができる。
【０１３９】
　また、抽出されたフレーズから、そのフレーズに関連する全く別のコンテンツの推薦が
できるようにしてもよい。
【０１４０】
　以上においては、推薦コンテンツの選択や推薦理由のフレーズの抽出がコンテンツ推薦
サーバ１によって実現されるものとしたが、ユーザ端末２などの、ユーザにより用いられ
る端末によって実現されるようにしてもよい。この場合、推薦理由となるフレーズの抽出
は、インターネット３上の所定のサーバからダウンロードされた、推薦コンテンツに関す
るテキスト文書を対象として行われる。
【０１４１】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュー
タ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが
可能な汎用のパーソナルコンピュータなどにインストールされる。
【０１４２】
　インストールされるプログラムは、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memo
ry)，DVD(Digital Versatile Disc)等）や半導体メモリなどよりなる図２に示されるリム
ーバブルメディア２１に記録して、あるいは、ローカルエリアネットワーク、インターネ
ット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供される。プロ
グラムは、ROM１２や記憶部１８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１４３】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０１４４】
　本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の一実施形態に係るコンテンツ推薦システムの構成例を示す図である。
【図２】コンテンツ推薦サーバのハードウエア構成例を示すブロック図である。
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【図３】コンテンツ推薦サーバの機能構成例を示すブロック図である。
【図４】図３の推薦理由生成部の構成例を示すブロック図である。
【図５】コンテンツ推薦サーバのコンテンツ推薦処理について説明するフローチャートで
ある。
【図６】図５のステップＳ２において行われるテキスト文書解析処理について説明するフ
ローチャートである。
【図７】テキスト文書の例を示す図である。
【図８】形態素解析の結果を示す図である。
【図９】形態素解析の結果を示す図８に続く図である。
【図１０】図６のステップＳ１５において行われる品詞連結フレーズ解析処理について説
明するフローチャートである。
【図１１】品詞連結パターンのインデックス値の例を示す図である。
【図１２】品詞連結パターン別重みの例を示す図である。
【図１３】確定フレーズの例を示す図である。
【図１４】推薦画面の表示例を示す図である。
【図１５】評価画面の表示例を示す図である。
【符号の説明】
【０１４６】
　１　コンテンツ推薦サーバ，　２　ユーザ端末，　３　インターネット，　３１　コン
テンツ情報記憶部，　３２　コンテンツ推薦部，　３３　推薦理由生成部，　３４　表示
データ生成部，　４１　テキスト文書取得部，　４２　形態素解析部，　４３　パラメー
タ管理部，　４４　フレーズ抽出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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