大規模文書ネットワークからの関連情報抽出

Information retrieval from a large-scale document network
要 旨
オフィスに蓄積された大量の文書を、その属性に基
づいて結び付けることによりネットワークとして構
造化し、それを分析することにより有用な情報を見出
す研究を進めている。分析の方法は、脳の神経細胞
（ニューロン）のネットワークが、ある事象から関連
する他の事象を連想想起する機構をモデルに考案し
たアルゴリズムに基づく。このアルゴリズムの基本性
能を評価し、他のアルゴリズムに比べて優位であるこ
とを示した。さらに、特許間の引用関係が成すネット
ワークから提案アルゴリズムを用いて関連特許を抽
出するシステムを構築した。このシステムを特許調査
の実例に適用し、過去に特許調査者によって行われた
調査と同等の結果が得られることを確認した。

Abstract

執筆者

In the average office, a variety of documents are
accumulated daily. A large-scale network is gained when
these documents are linked by their attributes (for
instance, similarities or citation relations). Here, we
propose a method to extract relevant information from
such document networks. This method is based on the
algorithm inferred from the brain mechanism for retrieval
of associative memory. We demonstrated the validity of
this method by applying the algorithm to a citation
network of patents. A set of patents retrieved by this
method was in good agreement with those arranged by
human experts. These results suggest that the proposed
method might be useful for finding valuable information
in a pile of office documents.

園田 隆志（Takashi Sonoda）
岡本 洋（Hiroshi Okamoto）
坪下 幸寛（Yukihiro Tsuboshita）
研究技術開発本部 システム要素技術研究所
（System Technology Laboratory, Research &
Technology Group）

88

富士ゼロックス テクニカルレポート No.18 2008

技術論文
大規模文書ネットワークからの関連情報抽出

活性を伝播し、関連する情報が想起される。こ

1. はじめに

の想起の仕組みが理解できれば、情報のネット

我々の周りには大量の情報が存在する。机の

ワークに適用し、情報の検索ができると考えら

上には、たくさんの書類が積んであり、脇には

れる。ここから、我々は、オフィスの文書を、

PC が置いてある。書類は会議で配布された資

その文書が持つ属性でネットワーク化し、脳の

料であり、読みかけの論文である。PC の中に

神経細胞ネットワークの情報処理に基づくアル

は、作成中の原稿や、過去の報告書が格納され

ゴリズムによって、有用な情報を得ることを目

ており、ネットワークを通して共通サーバーの

的に研究を進めている。

ファイルにもアクセスすることができる。さら

オフィスには様々な文書が存在し、それらは

に、脇の本棚には書籍や雑誌を置いている。我々

また、様々な属性を持っている。基本技術の獲

は、あらゆる情報を利用することが可能なよう

得のためには、曖昧さのない属性を持ち、評価

に思える。しかしながら、これらの情報は、毎

が可能な文書から出発したい。そこで、我々は、

日増え続け、整理されず格納されていることも

特許を例として研究を進めることとした。特許

多く、必要な情報を必要なときに利用できない

は、権利化のための文書であり、曖昧さはでき

こともしばしばである。過去に作った文書を再

る限り排除されている。さらに、我々技術者の

利用しようとして、探し始めるが、どこに保存

身近な文書であり、その評価も技術の重要さと

したか分からなくなり、新たに作成することは

して可能である。特許は国内だけでも毎年 40

よくあることである。

万件が特許庁に出願されている。その中から、

ところで、インターネットの世界には大量の

自身の研究開発と関係のある特許を見出すこと

情報が Web ページとして存在する。これらの

は、我々、技術者にとって重要な仕事である。

情報は誰かの手によって整理されたものでない

このように特許を対象とすることは、技術的な

にも係わらず、様々な検索サービスにより、過

面だけでなく、効用としても意味があると考え

去に閲覧したことのあるページや、新しく作成

ている。

されたページを見つけ出すことができる。我々

本論文では、大量の特許を審査官引用で結び

が Web ページを利用する場合、リンクを辿っ

付け、脳の情報処理からヒントを得たアルゴリ

て、欲しいページを探してゆく。したがって、

ズムで分析することで、重要な特許の発見や、

リンクされている数が多いページほど、多くの

技術領域の全体像を知る方法を紹介する。本節

TM

人に見られる可能性が高い。Google 検索エン
TM

に続く第 2 節では、脳の情報処理に基づく大規

ジンに利用されている PageRank アルゴリズ

模ネットワークからの関連情報検索について説

ムは、このリンク構造を利用して統計的に Web

明する。第 3 節で、アルゴリズムの紹介と、基

ページの順位付けを行っている[1]。このように、

本性能の評価を行う。第 4 節では、特許におけ

我々の周りの大量情報にも Web ページのリン

る属性を審査官引用とした文書ネットワークに

クのような関係を付けることができれば、あら

ついて説明し、さらに、実例に適用し特許調査

かじめ整理しておくこと無しに、検索や再利用

における有効性を検証する。

を行うことができると考えられる。
この Web ページとリンクの関係を抽象化す
ると、点と線からなるグラフ構造を見出すこと
ができる。このようなグラフはネットワークと

2. 大規模ネットワークからの課題依
存的コミュニティ抽出

呼ばれ、自然の中に数多く存在する。たとえば、

文書間の関係が構成する大規模ネットワーク

人と人の知り合い関係や、鉄道における駅と路

の全体を個々のユーザに見せても、さほど有益で

線などの関係である。また、脳も多数の神経細

はなかろう。各々のユーザは固有の課題を抱えて

胞が結合するネットワークであることが知られ

おり、切に望まれるのは、個々のユーザ課題に応

ている。目や耳から情報が入力されると対応す

じた情報をネットワークから抽出・生成すること

る神経細胞が活性化し、ネットワークを通して、

であろう。例えば、全体の中からユーザ課題に関
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長期記憶は脳内において、観念の間の連想関係

連する文書群をそれらの間の関係性とともに取
り出すということである。こうしたことにより、

が成すネットワークとして構造化されていると

その課題を解決するためにはどのような文書を

考えられている[2]。そうであるならば、短期記

読めばよいか、さらに、これら文書の間の関係は

憶の想起とは、長期記憶のネットワークから、目

どうなっているかが把握できる。

下直面する状況を引き金に連想関係を通じて活

我々はこのような要望をかなえるべく、大規

性化された観念の群が成す部分ネットワーク、す

模ネットワークからユーザ課題に応じたコミュ

なわち、コミュニティを抽出する過程に他ならな

ニティ（ネットワーク科学では意味のある一塊

い。例えば、火を目撃することにより、
「火」に

として抽出された部分ネットワークのことを

連なる「赤」
、
「消防車」
、
「救急車」
、
「家」
、…、

「コミュニティ」と呼ぶ）を抽出し、さらにコ

といった観念が活性化される。活性化されたこれ

ミュニティを構成する個々のメンバー（部分

らの観念が構成するコミュニティは、＜火事＞と

ネットワークのノード）の重要度を計算するア

いう概念を表すであろう。
そこで、脳における長期記憶のネットワーク

ルゴリズムを提案した。このアルゴリズムは、
脳が記憶を想起する機構をモデルに考案された。

を実世界における様々な大規模ネットワーク

心理学ではしばしば、
「記憶」を２つ側面から

（身近な例では、WWW/インターネット、ソー

論じる。
「長期記憶」と「短期記憶」である。
「長

シャルネットワークサービス（SNS）における

期記憶」とは、個体が誕生以来の様々な経験を

知人関係のネットワーク。その他、文書間の引

通じて獲得した膨大な数の観念が蓄積・保管さ

用関係、生体内の複雑な代謝反応系、等もネッ

れたものである。一方、
「短期記憶」とは、日々

トワークを構成する）に対応させてみよう。そ

直面する様々な状況に応じて、長期記憶の中の

うすることにより、脳が状況に応じて長期記憶

関連する部分が一時的に活性化されたものであ

から短期記憶を読み出すのと同様な機構を通じ

る。長期記憶を「舞台」にたとえるならば、短

て、これらの大規模ネットワークから関連情報

期記憶とはそこで上演される劇の時々刻々の

を引き出せると期待される（図 1）。
脳が長期記憶から短期記憶想起を読み出す機

「場面」に相当する。

実世界における様々な
大規模ネットワーク

長期記憶

● WWW/インターネット
● 人脈ネットワーク
● 文書引用ネットワーク
● 生化学反応ネットワーク

救急車

・・・

消防車

家
火

赤

短期記憶
図 1. 脳における長期記憶からの短期記憶読み出しとのアナロジーとしての
大規模複雑ネットワークからの関連情報抽出
Information retrieval from large-scale networks in analogy with
short-term memory retrieval from long-term memory in the brain.

90

富士ゼロックス テクニカルレポート No.18 2008

技術論文
大規模文書ネットワークからの関連情報抽出

構の解明は、現在の神経科学における中心テー
マの一つであり、我々もこの研究に携わってい

I i = ∑ j =1Tij p j 。ここで、 Tij = Aij

∑

N

N
i =1

Aij

る。全貌解明にはまだ時間がかかりそうである。

である（ Tij は PageRankTM アルゴリズム[1]にお

しかしながら我々は、
「漸次的持続活性」の現象

ける遷移確率行列に相当する）。 I i から pi への

に 関する 神経 生理学 的 [3-5]・ 計算論 的知 見

変換は、図 2a に示す多重ヒステリシス入出力関

[6-8]に基づき、この機構の（少なくとも一面の）

係で定められる。多重ヒステリシス入出力特性

本質が「連続アトラクター力学」で表現できる

は、漸次的持続活性を説明するためのニューロ

という仮説を導いた[9-12]。提案アルゴリズム、

ンモデルの性質として提案された[13-16]。

すなわち、大規模ネットワークから課題依存的

1 個のニューロンに多数のヒステリシスルー

にコミュニティを抽出し、さらにコミュニティ

プが対応するために、その入出力計算には、多

を構成する個々のメンバーの重要度を計算する

数の力学変数が必要となる。そこで、シミュレー

という方法は、連続アトラクター力学により記

ション計算の負担を軽減するために、連続極限

述される。第 3 節でこのアルゴリズムの詳細を

δ → 0 をとる（図 2b）。この極限では、時刻 t に

述べるが、数学的記述に興味のない読者は、直

(

)

から 1 ステップ先の時刻 t + 1 における活性パタ

接第 4 節に飛んでもらってかまわない。

3.1

r

おける活性パタン p ( t ) = p1 ( t ) , L , pN ( t )

r

ン p ( t + 1) を、次の簡単な規則で計算できる：

連続アトラクター力学

隣接行列 A で定められる大規模ネットワー

i) If I i ( t ) < H1 , pi ( t + 1) = α1 I i ( t ) .

ク が 与 え ら れ た と す る 。 A の ij 成 分

ii) If H1 ≤ I i ( t ) ≤ H 2 , pi ( t + 1) = pi ( t ) .

のリンクの強さ（重み）である。自己結合はな

iii) If H 2 < I i ( t ) , pi ( t + 1) = α 2 I i ( t ) .

Aij ( i, j = 1, L , N ) はノード j からノード i へ

いとする( Aii = 0 )。ネットワークの個々のノー
ドにニューロンを、個々のリンクにニューロン

ここで、 α1 、 α 2 、 H1 および H 2 は、図 2b 中

間結合（シナプス結合）を対応させる。

で定義されるパラメータである。

各ニューロンは連続値で表される活性を持つ。
ニューロン i の活性を pi とする。ニューロン間

この規則に従ってネットワーク活性伝播が行

r

われると、平衡状態における活性パタン p は初

でリンクを介した活性の受け渡しが行われる

期状態（ t = 0 における活性パタン）に連続的に

（活性伝播）。ニューロン i への入力 I i は他

依存する、すなわち、
「連続アトラクター」が生

ニューロンの活性の線形和で与えられる：

成される。この性質により、初期状態として表
現された課題に依存した情報読み出しが実現さ

a

b
y

…

y

y=α1I

y=α2I

p(t)

δ

I

O

O

H1

H2

I

図 2. a, 多重ヒステリシスニューロンの入出力特性。b, 連続極限（δ→0）。
a, Input/output relation of a neuron with multiple hysteresis loops. b, Continuous limit （δ→0）.
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れる。α1 = α 2 = 1 、すなわち、ヒステリシスを

ズムでは、より多くのより重要なページからリ

ゼロとすると、平衡状態は初期状態の情報を消

ンクされているページにより高い重要度が付さ

失する。このように、連続アトラクターの生成、

れ、そこにはユーザ個別の興味・課題は反映し

すなわち、課題に依存した情報の読み出しには、

ない。しかしながら実際には、ある文書はある

ステリシス特性が本質的である。ヒステリシス

課題の下では中心的役割を果たすが、別の課題

( α1 − α 2 > 0 )のおかげで、連続アトラクターは

の下では二義的である、という方が普通であろ

微小な外乱に対して安定である。

う。我々の方法は、脳が状況依存的に短期記憶
を読み出す機構（連続アトラクター力学）をモ

3.2

アルゴリズム

デルにしているので、課題に依存した重要度の

ユーザ課題を、次のように、ネットワークの
初期活性パタンで表す。初期の時点でユーザが

変化を表現できる。なお、α1 = α 2 = 1 において、
i)-iii)は PageRankTM アルゴリズムに一致する。

知る（不完全な）知識に対応するノードに活性
を与える。例えば文書間関係ネットワークの場

3.3

評価：既存アルゴリズムとの性能比較

合であれば、ある課題に対して、ユーザがとり

提案アルゴリズムは「大規模ネットワークか

あえず初期の時点で知る関連文書に対応する

らユーザ課題に応じたコミュニティを抽出し、

ノードに活性を与える。

さらにコミュニティを構成する個々のメンバー

活性伝播が導く連続アトラクター状態におい

の重要度を計算する」という機能を実現する。

て活性化されたニューロン群が関連情報を表す

しかしながら、既存アルゴリズムによっても似

と考える。活性伝播を通じて、リンク関係から

たようなことができないわけではない。そこで、

不要とみなされたノード（活性を失ったノード）

提案アルゴリズムの優位性を示すべく、既存ア

は削除される。一方、リンク関係から必要とみ

ルゴリズムとの上記機能に関する性能比較を

なされたノード（高い活性を付与されたノード）

行った。

は現れる。このような削除・付加の過程を通じ

定量的な性能比較のための課題を以下のよう

て、ユーザが持つ不完全な知識（初期状態）か

に設定した。Web 検索性能評価のためのテスト

ら、ユーザが本来知るべき知識（連続アトラク

コ レ ク シ ョ ン と し て 公 開 さ れ て い る TREC

ター）が想起される。

2003 Web Track Distillation task [18, 19]に注

連続アトラクター状態において個々のノード

目する。これは 50 個の Web 検索課題の集合で

が獲得した活性を、対応するノードの「重要度」

ある。各課題は質問文と正解（Web ページ集合）

と考え、その大きさに従ってノードをランク付

から成る。それぞれの課題について、正解が「ど

する。各ノードへの入力はそれにリンクする他

れだけ繋がっているか」を表す次の量 l [20]を

ノードの活性の線形和となっているので、多数

計算する：

からリンクされるノードは概ね高い活性を示す。
しかしながら、例えば、同じ数のノードからリ

[

l = 2∑ i > j dij−1 N ( N − 1)

]

−1

.

(1)

ンクされる２つのノードでは、より高い活性を

ここで、右辺の和は正解を構成するページにつ

持つノードからリンクされる方が高い活性を示

いてとられる。 dij はノード i とノード j とを最

す。このように活性値は、被リンク数[17]その

短で繋ぐリンクの数である。 i と j を繋ぐ経路

ものより、個々のノードの重要度を表す指標と

がない場合には d ij = ∞ 、すなわち、d ij = 0 と

して、適切であると考えられる。

する。l の大きな課題では、正解 Web ページが

ところで、この重要度計算の方法は、一見
Google

TM

検索エンジンに用いられている
TM

−1

繋がっている、すなわち、ネットワークを構成
する傾向が強い。このような課題に対しては、

アルゴリズム[1]に似ている。しか

Web のネットワーク構造を利用して部分ネッ

しながら、決定的な違いがあることに注意した

トワークを抽出するという方略が有利であると

い。個々の Web ページの重要度を確率伝播の

考えられる。そこで、上記機能の評価を、50 個

PageRank

TM

平衡状態として計算する PageRank アルゴリ
92

の課題から l がある値 lθ 以上のものを選んで
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くウォーカーが（ここまでは PageRankTM アル

作ったサブセットを用いて行うことにした。
提案アルゴリズムにおいて初期活性を付与す

ゴリズムと同じ）、確率 β で種ノードにジャン

るノード（種ノード）を、全 Web ページと質

プする様子にたとえることができる

問文との語のマッチングにより定める。マッチ

（PageRankTM アルゴリズムの亜種とみなすこ

ング上位 M 個を種ノードとした。

ともでき、パーソナライズ PageRankTM アルゴ

線形活性伝播法[21-23]を競合アルゴリズム

リズムとも呼ばれる[1]）。

に設定した。線形活性伝播の考え方は、既存ア

PageRankTM アルゴリズムと語の整合との組

ルゴリズムの中では、提案アルゴリズムの考え

み合わせによる検索方法[24]との比較も行う。

方に最も近い。両者はともに、ネットワーク中

先ず、PageRankTM アルゴリズムを用いて全て

に活性を伝播させて、その平衡状態として情報

の Web ページの「重要度」
（ネットワーク確率

を読み出す。両者の違いは課題への依存性をど

伝播の平衡状態において、各ノードが獲得した

のように反映させるかという点にある。提案ア

確率で定められる）を求める。先にも述べたよ

ルゴリズムでは、種ノードに初期活性を与える。

うに、PageRankTM アルゴリズムにおける重要

一方、線形活性伝播では、活性伝播の過程で種

度はネットワークの構造（隣接行列 A で定めら

ノードに活性が常にある割合で戻るようにする、

れる）だけから定まり、課題には依存しない。

すなわち、これらのノードに恒常的にバイアス

この重要度とは別に、質問文と個々の Web ペー

をかける。線形活性伝播における各ノードの入

ジとの語の整合度を求める。重要度( pi )と質問
文との整合度( mi )との係数 γ による重み付き和

出力は、その名の通り線形である（図 2b で

α1 = α 2 = 1 とした場合に相当する）。しかしな

μi = γ mi

がら、種ノードへの恒常的バイアスのおかげで、
平衡状態においても課題依存性が維持される。

∑

N
i =1

mi + (1 − γ ) pi

∑

N
i =1

pi

(3)

の大きさに従って Web ページをランク付けし、

線形活性伝播は次式で定義される：

これを検索結果とする。

pi ( t + 1) = (1 − β ) ∑ j =1Tij p j ( t ) + β Ei N S . (2)

3 つのアルゴリズム（提案アルゴリズム、線

N

形活性伝播および PageRankTM アルゴリズムと

ここで、NS は種ノードの総数である。ノード i が

語の整合との組み合わせによる検索）の性能を

種ノードであるならば Ei = 1 、そうでないなら

次式で定義される”Mean Average Precision

ば Ei = 0 である。パラメータ β を変化させるこ

(MAP)”で測る：

MAP = ∑ q =S1 APq QS .

とにより、どれくらいの割合で種ノードに活性

Q

が回帰するかが調節される。線形活性伝播は、

ここで、 QS はサブセットに属する課題の総数、

ネットワーク上でリンクを辿ってランダムに動

MAP

a

b

c

0.12

0.12

0.12

0.08

0.08

0.08

0.04

0.04

0.04

0.00
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

α

0.00
0.0

(4)

0.2

0.4

0.6

β

0.8

1.0

0.00
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

γ

図 3. 3 つのアルゴリズムによる MAP 値。
a, 提案アルゴリズム。b, 線形活性伝播。c, PageRank と語の整合との組み合わせによる検索。
MAP calculated by three algorithms.
a, Proposed algorithm. b, Linear activity propagation. c, Combination of PageRank algorithm
and word matching.
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APq はサブセット中の q 番目課題に関する平均
精度であり、次式で与えられる：

)(

(

APq = ∑ i =q1 zi( q ) i 1 + ∑ k =1 zk( q )
n

i −1

)

このように、審査官引用は、引用する側の特
許にとって、生死に関わる試練のようなものを

Rq . (5)

表す。従って、特許 A を特許 B が引用すること
を、A から B への「攻撃」にたとえることがで

ここで、 Rq は正解ページ総数である。 nq は検

きるであろう（図 4 上）。A が B を攻撃した結

索結果としてのページ総数である。検索結果中

果、B は撃滅されるかもしれない（拒絶確定）
。

(q)
i

の順位 i の文書が正解であるならば z
(q)
i

うでないならば z

= 0 である。

= 1 、そ

あるいは、B は防御に成功するかもしれない（答
弁書提出後、成立）
。

各アルゴリズムについて、MAP 値を α 、β あ

さらに、特許 A の特許 B による引用を、A か

るいは γ の関数として計算した結果を図 3 に示

ら B への技術発展の「系譜」とみなすこともで

す。提案アルゴリズムは α の広い範囲（0.1~0.6）

きるであろう。上記のように、審査官引用は否

において、どの β による線形活性伝播に比べて

定的な意味で付けられることが多い。そこで、

TM

も非常に高い MAP 値を与える。PageRank ア

引用の系譜を、技術が弁証法的に発展してゆく

ルゴリズムによる検索は、全てのγにおいて、提

（先ずは否定され、それが克服されることによ

案アルゴリズムおよび線形活性伝播より高い

り、新しい価値が生まれる）様子ととらえるこ

MAP 値を示すことはなかった。以上の結果は、

ともできる。けだし、技術の進歩とはそういう

「大規模ネットワークからユーザ課題に応じた

ものであろう。

コミュニティを抽出し、さらにコミュニティを構

審査官引用の連鎖により、特許をノードとし、

成する個々のメンバーの重要度を計算する」とい

引用関係をリンクとする巨大なネットワークが

う機能を実現する手段としては、提案アルゴリズ

構成される（図 4 下）
。ところで、企業等の研

ムが最も優れていることを示す。

究・開発において実施される先行技術調査とは、
関連する技術群における系譜、すなわち、どれ

4. 特許審査官引用ネットワーク分析

が主あるいは従であるか、どれからどれへの発
展が本流あるいは支流であるかを包括的に把握

提案アルゴリズムにより実現される上記機能

することである。それにより、そこに自身の技

の実際的有用性を、特許の引用関係が構成する

術が付加する価値を明らかにできる。また、技

大規模ネットワークで示す[25]。提案アルゴリ

術に関する戦略を立案するためには、先ずは、

ズムを用いることにより、注目する技術領域に

注目する技術領域における競合（この領域で干

おける発展の系譜あるいはこの領域における各

戈を交える会社）の間のパワー関係の現状、す

社のパワー関係等、技術に関する調査・分析に

なわち、「戦況」を知ることが不可欠である。

おいて、これまで人手で長い時間をかけてよう

審査官引用は正にこれらに関わる情報を反映

やく得ることができた情報を自動抽出できるこ

する。従って、特許引用ネットワークから、ユー

とがわかる。

ザ課題に対応する「部分」を、提案アルゴリズ

ここで、特許における引用について、説明を

ムを用いて抽出することにより、この課題に関

加えておく。特許にも学術論文と同様に引用文

する先行技術調査あるいは競合間パワー関係の

献が付いている。ただし、特許の引用は発明者

分析に役立つ情報を得ることができると期待さ

自身ではなく、特許庁の審査官が付けたもので

れる。

ある。進歩性・新規性の視点から、審査官は特

ほぼ全ての日本国公開特許（約 1200 万件）

許を認めるかどうかの審査を行うが、この過程

の間の審査官引用関係を登録したデータベース

で審査官が参考にした文献（それらの多くも特

を用意する。ユーザ課題を、ユーザがとりあえ

許）が特許の引用文献である。発明者には、拒

ず知る関連特許群で表現し、これをアルゴリズ

絶理由通知において、進歩性・新規性否定の根

ムに入力する。アルゴリズムはユーザが知るべ

拠として、自身が出した特許の引用文献が知ら

き関連特許群を抽出する。抽出された特許には、

される。

課題に依存した重要度が付される。
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が歩行ロボットに関する特許の重要度ランキン

a
特許A

グである。

特許B

さらに、抽出されたコミュニティの構造（こ

[引用文献]
・・・
特許A
・・・

のコミュニティに属する特許の間の引用関係が
構成するのネットワークの構造）を視覚的に把
握できるようにするために、これを可視化表示

b

した（図 5）。各特許の重要度を文書アイコンの
大きさで表した。出願人（以下では「プレーヤー」
と呼ぶ）をアイコンの色で区別した。先に引用
関係を「攻撃」に喩えたが、これに対応して、
リンクの矢印を引用される側からする側に向け、
さらに矢印に攻撃側プレーヤーの色を付けた。
これらにより、この技術領域において、どのプ
レーヤーが重要拠点（重要特許）を制している
か、さらに、どのプレーヤーが攻勢あるいは守

図 4. 特許における引用関係。
a, 特許 A を特許 B が引用。
b, 特許間引用関係が作る巨大ネットワーク。
Citation relation between patents.
a, Patent ‘A’ is cited by patent ‘B’.
b, Large-scale network representing
citation relations between patents.

勢にあるかが把握できる。技術発展の系譜がわ
かるようにするために、アイコンを時間順に配
置した（上から下に向かって、過去から未来）。
一般にもよく知られている日本の歩行ロボッ
ト技術に関する研究・開発の歴史あるいは競合

例：「歩行ロボット」に関する関連特許群構造

間パワー関係が再現されていることが理解でき
るであろう（図 5）。例えば、本田技研工業株式

抽出
ここでは、
「歩行ロボット」に関する分析結果

会社（ホンダ）が早くから重要特許を数多く保

を紹介する。
「歩行ロボット」という語を請求項

有してこの技術領域における支配力的地位を確

または要約に含む特許を別途検索し、これらを

立し、現在に至っていることが見てとれる。少

種特許とした。提案アルゴリズムの処方に従っ

し遅れてソニー株式会社がホンダに次ぐ地位を

てコミュニティを抽出し、その構成メンバーで

築いている。最近ではトヨタ自動車株式会社が

ある特許を付された重要度の順に並べた。これ

参入を窺っているようである。図 5 のような可

過去

■
■ ホンダ
ホンダ
■
■ ソニー
ソニー
■
■ 電総研/産総研
電総研/産総研
■
■ トヨタ
トヨタ
■
日立
■ 日立
■
■ 早稲田大学
早稲田大学
■
JST
■ JST

未来
図 5. 「歩行ロボット」に関する提案アルゴリズムによる特許引用分析。
Patent citation analysis by the proposed algorithm for “mobile robot”.
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視化は、知的財産という無形物を介した戦いを

目的が異なれば、そこから得ることができる情

「見える化」[26]するものであり、技術戦略立

報も異なることが推測される。それぞれのネッ

案のための要図の役割を果たすと期待される。

トワークから異なる情報を得られ、組み合わせ

歩行ロボット以外の様々な課題について、抽

ることでさらに、新しい情報が得られる可能性

出された関連特許群構造の適切さを、個々の技

がある。将来的には複数の種類の対象や、複数

術領域の専門家に評価してもらった。専門家が

の属性のリンクも分析対象としたいと考えてい

手作業で調査・分析して把握してきた状況がよ

る。これによってオフィスに存在する大量の文

く再現できていることを確認した。提案アルゴ

書の利用が可能になると考えている。

リズムに基づく特許引用分析に関して、富士ゼ

さらに、我々が考える情報は、文書として記

ロックス株式会社では、単に評価する段階から、

述されているものに限らないと考えている。た

開発・研究現場における実際の活動に役立てる

とえば、文書の作成者や作成した時刻、修正し

段階に入りつつある。

た時刻、さらに、閲覧した者の名前なども属性
とすることが出来る。これらの属性は、文書の

5. おわりに

閲覧や、再利用などによって変化する。そして、
これらの変化する属性から、将来の予測が出来

我々は、大量の文書を、その属性に基づいて

ないだろうかと考えている。新しい技術が発展

結び付けネットワーク化として構造化し、それ

していくときのネットワークの構造変化が法則

を分析することにより有用な文書を抽出するこ

化できれば、新しい技術の芽の発見が出来るこ

とを目指している。本論文では、特許の重要さ

とも可能だろう。このために必要な技術は、時

を、技術の先例があるかの判断である審査官引

間パラメータを含む大規模ネットワークの分析

用を利用し分析してきた。さらに、重要さだけ

手法である。

ではなく、他のことも知りたいとき、何を知り

ところで、ネットワーク分析の興味深い点は、

たいかによって結び付けるべき属性も異なって

個々の要素の振る舞いを定義し、その間の関係

くる。特許調査では、重要な特許を発見するた

を調べると、全体の性質が理解できるというこ

めには、技術者自身が 1 件 1 件確認することも

とである。個々の振る舞いから全体の性質を見

必要であるが、F タームで検索しても莫大な数

出そうとする試みは、物理学では、統計力学と

となることが多い。この場合には、関連する特

して研究されている。統計力学では、分子のミ

許をグループ化し調査すべき候補を提示できれ

クロな振る舞いと、システム全体のマクロな性

ば、有効だと思える。この目的のためには、属

質を結び付ける理論体系である。対象とする系

性を引用とするよりは、特許の類似性を表す指

に含まれる要素の数はアボガドロ数程度(1023

標とすることが必要である。本論文では紹介し

個)というような莫大な数であるが、近年は、よ

なかったが、我々の研究チームでは、特許明細

り要素の数が少ない中間的な系も対象とするこ

書に含まれるキーワードの共通性を近さの指標

とができる手法も開発され、インターネットの

として特許を結び付け、階層クラスタリング法

ようなネットワークもその対象となっている

によって大量特許の分析を行っている。さらに、

[28]。さらに、これまで物理学の対象ではなかっ

この分析結果のクラスタ配置をより自然に行う

た生物システム[29]、機械学習や符号・暗号な

ことができる表示技術も開発している[27]。こ

どの情報理論[30-31]、金融・交通流などの社会

れらの分析方法は、実際に、技術者の特許調査

システム[32]などの理解にも適用され始めてい

において利用し評価を進めている。

る。人と人の関係を、友人や上司部下などといっ

我々技術者にとって特許は重要な情報である

た属性で結び付けネットワーク化し、組織の性

が、同じように論文も重要である。どちらも、

質を明らかにしようとする研究に、社会ネット

新しい発見や発明の報告ではあるが、特許は権

ワーク分析がある[32]。従来は、データの収集

利を確保するための報告であり、論文は新しい

はアンケートのような手作業による方法が主で

結果を広く知らせるための報告である。報告の

あったが、現在は、電子データの利用が可能に
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なっており、統計力学的な考えは有効であると

5.

Egorov, A.V., Hamam, B.N., Fransén, E.,

考えている。本論分で分析手法の基礎にしてい

Hasselmo, M.E. & Alonso, A.A. (2002)

る脳も多数の神経細胞から成り立っており、統

Graded persistent activity in entorhinal

計力学の対象として研究が進められている[33]。

cortex neurons. Nature 420, 173-178.

我々もアルゴリズムの評価に統計力学の解析手

6.

Seung, H. S., Lee, D. D., Reis, B. Y. &
Tank, D. W. (2000). Stability of the

法を利用し、新しい知見を得始めている。

memory of eye position in a recruitment

今後は、文書のネットワークにおいても、統
計力学に基づき時間変化を記述する手法を開発

network of conductance-based model

し、将来予測も可能にしたいと考えている。現

neurons. Neuron 26, 259-271.

在は、技術者の支援を中心とした課題に取り組

7.

Koulakov, A.A., Raghavachari, S.,

んでいるが、さらに、対象文書を拡大し、組織

Kepecs, A. & Lisman, J.E. (2002) Model

に存在する大量の文書を結び付け、その中から

for a robust neural integrator. Nature

変化する組織に対応した情報を引き出し、オ

Neuroscience 5, 775-782.

フィスで働く人々のための技術となるように研

8. Miller, P., Brody, C. D., Romo, R. & Wang,
X.-J. (2003). A recurrent network model

究を進めて行きたい。

of somatosensory parametric working
memory in the prefrontal cortex.

商標について
TM

Cerebral Cortex 13, 1208-1218.
TM

Google 検索エンジンおよび PageRank ア

9.

岡本洋, 坪下幸寛, 深井朋樹 (2005). 漸

ルゴリズムは、Google Inc.の登録商標または商

次的持続活性の神経生理学的および計算論

標です

的知見が開く連想記憶の新しい地平. 日本
神経回路学会誌 12, 235-248.
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