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論 文

Web上の人物への図書館の分類記号の付与と
人物ディレクトリの開発*

村上　晴美 †・浦　　芳伸 ‡・片岡　祐輔 †

Assigning Library Classification Numbers to People on the Web
and Developing People-search Directory*

Harumi Murakami†, Yoshinobu Ura‡ and Yusuke Kataoka†

To help users select and understand people while searching for them, we present a method of
assigning Nippon Decimal Classification (NDC), which is a system of library classification numbers,
to people on the web. By assigning NDC numbers to people, we can assign not only labels to people
but also build a NDC-based people-search directory. We use a relative index in NDC, which lists the
related index terms attached to NDC. We count the number of relative index terms contained in the
titles of web pages (HTML files) and assign the top five NDC9 numbers to people. We developed a
prototype of a people-search directory by assigning NDC9 numbers to HTML files that were manually
classified from web people-search results. We evaluated the usefulness of our approach by comparing
four methods and six documents and found that our method (extracting relative index terms) from
the titles of web pages outperformed other methods and documents.

1. はじめに
人物検索はWeb上で人気のある検索種類の一つであ

る．典型的な人物検索では，ユーザは人物名やキーワー
ドを入力して人物を探す．しかし，検索結果一覧が単純
に「人物名，人物名，…」と表示されるだけでは，ユー
ザがどの人物を選択すればよいかを判断するのは容易で
はない．同姓同名人物が存在する場合にはさらに面倒に
なる．
人物の選択を支援するためにはヒントとなる情報を提

示するとよい．これまでにWeb上の人物に肩書 [1]，職
業 [2]，キーワード [3]を抽出・付与する研究が行われて
いる．たとえば，Wanら [1]は，ユーザが人名「David

Lee」でWeb検索した結果を自動的に同姓同名人物に分
離し，「David M. Lee, Professor」「David Lee Murphy,

Artist」のように「人物名，肩書（主として職業を表す
単名詞）」の組で人物一覧を表示する．上田ら [2]は人物
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に「大阪市立大学教授」のように職業，所属，肩書など
の組合せからなる職業関連情報を生成・付与する．
本研究では，Web上の人物検索において人物の選択と

理解を支援するために，図書館の分類記号である日本十
進分類表（Nippon Decimal Classification，略称NDC）
の新訂 9版（NDC9）[4]の分類記号を付与する．NDCの
分類記号は分類項目名などの文字列をもつ．人物にNDC

の分類記号を付与することにより, 人物に分類項目名な
どのラベルを付与するだけでなく，NDCの体系に基づ
く人物ディレクトリが開発できる．たとえば，元首相で
ある「菅直人」氏に分類記号 312.8（分類項目名は「政治
家」，以下同様）を付与する．人名やキーワード検索結
果の一覧画面に表示される菅直人氏の説明として「政治
家」と表示でき，また，人物ディレクトリにおいてユー
ザは「300（社会科学）→ 310（政治科学）→ 312（政治
史と状況）→ 312.8（政治家）」とブラウジングしながら
人物を探すことができる．310から 300や 314（議会）
方向など，縦横に探索することも可能である．
図書館の分類記号は人物ではなく図書館資料を分類す

るために設計されたものであるが，Web上の情報資源を
分類するために提案された多くのスキームには，図書館
の分類にみられるような厳密な階層構造や注意深い概念
の組織化に欠けているため [5]，図書館の分類記号を採用
することにした．NDCは日本の図書館で最もよく使わ
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れている分類表である．世界の図書館で広く使われてい
るデューイ十進分類法（Dewey Decimal Classification，
略称DDC）に類似した構造と相関索引とよばれる用語
の辞書を備えており，この構造と相関索引が利用できる．
以下では，2節で提案するアプローチについて述べ，

試作したプロトタイプを示す．3節で評価実験について
述べ，4節で関連研究と比較して議論する．

2. アプローチ
2.1 日本十進分類法（NDC）
日本十進分類法（Nippon Decimal Classification，略

称NDC）は日本の図書館で最もよく使われる事実上の
標準分類表である．分類項目は分類記号とその内容 1か
ら成り立っているが，本論文では記述を容易にするため
に，内容の中でも，分類記号に対応する見出し相当の文
字列のことを「分類項目名」とよぶことにする．
分類記号に 0から 9の数字を用いて，大から小に 10項

目に分ける．第一次区分は 0から 9の 10種，第二次区
分は 00から 99の 100種，第三次区分は 000から 999の
1000種である．第三次区分以下は小数点を区切って細分
化する．
Fig. 1に NDCの概念図を示す．たとえば，分類記号

783.7（野球）の第一次区分は7（芸術．美術），第二次区
分は 78（スポーツ．体育），第三次区分は 783（球技）で
ある．783.7の下位には 783.78（ソフトボール），783.79
（クリケット）がある．
図書館においては図書館員が資料に最適なNDCを付

与する．通常は小数点を含む記号または第三次区分の記
号が付与される．
NDCは相関索引とよばれる，索引語（分類項目名に

含まれる名辞や関連する語）と分類記号を関連付ける辞
書をもつ．
Fig. 2に「知能」で始まる相関索引の例を示す．索引

語中の（）は観点を表している．たとえば，「知能（教育
心理学）」は 371.4（教育心理学．教育的環境学）に，「知
能（心理学）」は 141.1（知能）に関連付けられている．
「知能指数」は観点を持たない索引語である．
テキストから「知能」という文字列を抽出すれば371.4

や 141.1や 481.78（動物の行動・心理．攻撃・防御．保
護色．擬態）に変換できる．
141.1には「才能」「知性（心理学）」「知能（心理学）」

が関連付けられている．テキストから「才能」，「知性」ま
たは「知能」の文字列を抽出すれば 141.1に変換できる．

2.2 提案手法の概要
NDCの分類項目名は分類を表すが，788「相撲．拳

闘．競馬」のように複数の名辞と対応付けられていたり，
780.69「競技大会：オリンピック，国民体育大会，パラ

1分類項目名，小項目名，英文項目，関連分類項目，注
記，注参照，参照がある．

Fig. 1 Overview of NDC

Fig. 2 Relative index

Fig. 3 Overview of our method

リンピック」のようにコロンの後に名辞が列挙されるこ
とがある．そのため，このままではWebページ内の文字
列と一致しないことが多い．また，人名検索結果のWeb

ページは雑多なテキストで，分類項目名とWebページ
を形態素解析などで単純に分割して照合するとゴミが多
く発生すると予想される．
本研究では，相関索引に着目する．相関索引には分類

項目名に含まれる名辞だけでなく分類項目に関連する語
を索引語としてもつ．本研究ではWebページ内に含ま
れる文字列と分類項目名の照合を直接行うのではなく，
Webページ内の文字列と索引語の照合を行いNDC分類
記号の頻度を計算することにした．そして，Webページ
のどの部分を照合の対象テキストとして使用するとよい
かについて検討する．
提案手法では，(1)Webページから相関索引に含まれ

る索引語を抽出し，(2)人物に NDC分類記号を付与す
る．Fig. 3に提案手法の概要を示す．
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2.2.1 索引語の抽出
人物クラスタ（該当人物に関連するHTMLファイル

群：本研究ではWeb人名検索結果を人物ごとに人手で分
けたもの）を入力として与えると，HTMLタグを除去
後，形態素解析MeCab1 で（標準の IPA辞書の代わり
に）索引語を辞書として使用することにより，文書（後
述）に含まれる索引語を抽出する．索引語中の観点は照
合には使用しない．(a)一字の語と，(b)Webに頻出す
る手動で選んだ 100語（例：「今日」「リンク」「サイト」
「ページ」など 2）を不要語として除去する．

2.2.2 NDC分類記号の付与
抽出した索引語を NDC分類記号に変換後，(1)式を

用いてスコアを算出する．

score(ndci)=
freq(ndci)

n∑
k=1

freq(ndck)

(1)

ndc は NDC 分類記号，n は当該人物に付与された
NDC分類記号の異なり数とする．
2.2.3 計算例
「江川卓は元プロ野球選手で解説者．高校野球では

江川の時代以降，金属バットが導入されており（以下省
略）」という文書があったとする．相関索引との照合によ
り「元」「プロ野球」「野球」「野球」「金属」が抽出され
る．この「元」は昔の中国の名前であるが，一字のため
削除される．「プロ野球」と「野球」は 783.7（野球）に，
「金属」は 524.28（金属．合金．建築金物）と 560（金属
工学．鉱山工学）に変換される．
783.7のスコアは 0.6(3/5)であり，524.28と 560のス

コアは 0.2(1/5)である．これらのNDCは江川卓氏への
付与候補となる．
なお，最上位スコアの 783.7（野球）の第一次区分は

700（芸術．美術），第二次区分は780（スポーツ．体育），
第三次区分は 783（球技）となる．

2.3 プロトタイプ
提案手法を用いてプロトタイプを試作した．ここでは

人物クラスタに含まれるHTMLファイルのタイトル要
素のテキストを用いて上位 5件のスコアのNDCを人物
に付与した例を示している．
Fig. 4は試作したNDC人物ディレクトリの初期画面

である．10個の第一次区分と 100個の第二次区分が表示
され，第二次区分を選択できる．ユーザが 780（スポー
ツ．体育）を選択すると，第二次区分が「780」である人
物一覧画面（Fig. 5）が表示される．
人物一覧画面では，画面の上部に 780の第三次区分，

1http://mecab.googlecode.com/svn/trunk/

mecab/doc/index.html
2後述する比較手法と共通の不要語のため，索引語には
含まれていない語も含まれている．

Fig. 4 Initial screen

Fig. 5 List of people

下部に 780の人物一覧が表示される．江川卓氏（元野球
選手）と福原愛氏（卓球選手）を含む 5人の人物が最大
5個のNDC分類記号と分類項目名とともに表示される．
分類項目名はラベルとして人物選択の一助となる．表示
名のカテゴリ（この場合は第二次区分）に含まれるNDC

分類記号と分類項目名は太字で示される．
ユーザが画面の上部のNDCを選択すると，同様にし

て下位の NDC の一覧と人物一覧が表示される．これ
を NDC分類記号が存在する限り繰り返す．たとえば，
Fig. 5の人物一覧画面で「783 球技」を選択すると「783

球技」の人物一覧画面が表示され，「783.7 野球」を選択
すると「783.7 野球」の人物一覧画面が表示される．江
川卓氏（元野球選手）はこの人物一覧画面までには存在
し，次の「783.78 ソフトボール」や「783.79 クリケッ
ト」の人物一覧画面には出現しない．
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Table 1 Dataset

クエリ（氏名） 人物数 クエリ（氏名） 人物数

伊庭幸人 1 中村紘子 2

上田次郎 12 野間佐和子 1

江川卓 2 野村紀子 27

木下和彦 25 畑村洋太郎 2

栗原はるみ 1 菱沼聖子 11

五斗進 2 福原愛 1

五嶋みどり 1 三浦麻子 14

新垣紀子 8 水野晴郎 1

竹内郁雄 5 山岡士郎 1

田中克己 22 和田英一 13

ユーザが人物を選択すると人物詳細画面（現在は人物
クラスタ中のページのタイトル一覧）が表示される．

3. 評価実験
3.1 データ
日本十進分類法の現在の最新版は 2015年発行の新訂

10版（NDC10）であるが，紙版のみの発行であり電子媒
体では提供されていない．本研究では，電子媒体として
利用可能な最新版である新訂 9版（NDC9）の機械可読
フォーマットであるNDC-MRDF9（Machine-Readable

Data Format）を購入し，日本図書館協会のHPより取
得可能なMRDF9の差分データ 1 を反映させたものを利
用した．本表データにおいてNDCが 10,307個，相関索
引データにおいて索引語が 29,514語，索引語と紐付けら
れたNDCが 8,551個であった．
人名検索結果のHTMLファイルとしては，関連研究 [6]

で作成されたデータセットを使用した．以下ではその内
容について簡単に説明する．関連研究 [7]で同姓同名人物
の分離の課題に使われた 20のクエリ（日本人の氏名）を
用いて，クエリごとにYahoo!ウェブ検索APIより 100

個の HTMLファイル（すなわち全部で 20*100=2,000

ファイル）を得た．評価者 2名の協議により人手でペー
ジを同姓同名人物ごとに分離した．
データセットのクエリごとの人物数をTable 1に示す．

データセット中には全部で 152人存在した．「山岡士郎」
「野間佐和子」のように 1人しか存在しない氏名もあれ
ば，「野村紀子」のように 27人いる氏名もある．

3.2 実験 1

NDCを人物（人物クラスタ）に付与する提案手法の
有効性を，人手で付与した正解データに対する適合率，
再現率，F値，総合精度の四つの指標で検討した．
3.2.1 方法
四つの手法と六つの文書を用いて人物にNDCを付与

した．四つの手法とは，情報検索の一般的なベースライ

1https://www.jla.or.jp/portals/0/html/

bunrui/

ンである (a)Tf，(b)Tf-idf，(c)余弦，および，(d)提案
手法であり，六つの文書とは，(1)タイトル，(2)全文，
(3)スニペット，(4)Kwic50，(5)Kwic100，(6)Kwic200

である．
比較手法である (a)Tf，(b)Tf-idf，(c)余弦では，相

関索引を使用せずに，分類項目名と文書に形態素解析
MeCab（標準の IPA辞書を使用）をかけて 2字以上の
名詞を抽出し，提案手法と同じ不要語を除去したものを
語として直接照合することとした．2.2節の例では，人
物の文書に「江川 (2)」「プロ (1)」「野球 (2)」「選手 (1)」
「解説 (1)」「高校 (1)」「時代 (1)」「以降 (1)」「金属 (1)」
「バット (1)」が語として含まれる．()内の数字は出現頻
度である．分類記号 783.7 には「野球 (1)」が含まれる．
Tfのスコアは以下のとおりとした．

score(ndci)=
∑
j∈d

wij (2)

ndcはNDC分類記号，wij は分類記号 ndciにおける
文書 dに出現する語 tjの重みとする．ただし，重みは提
案手法と比較するために単純頻度とした（以下同様）．
Tf-idfのスコアは以下のとおりとした．

score(ndci)=
∑
j∈d

wij× log
N

dfj
(3)

N はNDC分類記号総数，dfj は語 tj の出現する分類
記号の数とした．
余弦のスコアは以下のとおりとした．

score(ndci)=

n∑
j=1

wijwdj

����
n∑

j=1

w2
ij

����
n∑

j=1

w2
dj

(4)

wijは分類記号ndci における語 tjの重みであり，wdj

は文書 dにおける語 tjの重みである．
文書については以下のとおりである．(1)タイトルは

タイトル要素から抽出したテキストである．(2)全文は
HTMLファイルから抽出したテキスト全体である．(3)

スニペットはYahoo!ウェブ検索APIで得られたもので
ある．(4)–(6)について，本論文では，氏名の前後の文字
列を連結させたテキストをKwic（Keyword in context）
とよぶ．Kwic50は氏名の前後 50字（合計 100字）であ
り，同様にしてKwic100は前後 100字，Kwic200は前
後 200字である．予備調査として氏名の前後にどの程度
の索引語が存在するか調べ，50，100，200の前後に差
があることからこの数値を選定した．なお，すべての文
書から HTMLのタグは除去している．Fig. 6に一つの
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Fig. 6 Six documents

ページ内の六つの文書例を示す．人物クラスタに複数の
ページがある場合には，それぞれの文書を連結する．た
とえばタイトルの場合には，該当人物のすべてのHTML

ファイルのタイトル要素から抽出したテキストを結合さ
せたものである．
正解データについては，152 人に対して最も適当な

NDCを評価者 2名の協議により検討したところ，119人
（78%）に付与できた．適当なNDCを付与できない 33

人（22%）の正解データは「なし」とした．「なし」とし
た人物は基本的にページ内に人物に関連する情報がほと
んどない．なかには，懸賞の当選者などの一覧ページや，
掲示板のハンドルネームが含まれる．
提案手法と比較手法で自動的に付与された最も高いス

コアのNDCが正解と一致するかどうかを確認した．第
一次（0-9），第二次（00-99），第三次（000-999）につ
いても確認した．
評価指標を以下に示す．
適合率

=
自動的に付与されたNDCが正しい人物数
自動的にNDCが付与された人物数

(5)

再現率

=
自動的に付与されたNDCが正しい人物数

人手で付与された正しいNDCが存在する人物数
(6)

F 値=
2×適合率×再現率
適合率+再現率

(7)

総合精度=
正解数
人物数

(8)

総合精度においては，NDCが付与されなかった人物
に対して「なし」を付与する場合に正解とした．
3.2.2 結果と考察
実験1における適合率，再現率，F値，総合精度の平均

をTables 2∼5に示す．比較手法は一部を除いて提案手
法より劣るため，最も良かった数値の文書を示している．
完全一致について，提案手法においては，適合率で

はタイトル，再現率ではスニペットか Kwic，F値では
Kwic50，総合精度ではタイトルが最も良かった．
統計分析を行った．手法と文書の交互作用を見るため

には二要因の分散分析が望ましいが，データが正規分布
ではないため，手法と文書の要因ごとにノンパラメト
リックな方法として，生データが完全に対応するものは
フリードマン検定，対応しないものはクラスカル・ウォ
リス検定を行った．
手法については適合率，再現率，総合精度において

有意差が見られた．適合率についてはクラスカル・ウォ
リス検定で有意差が見られ（χ2(3)=42.681, p <.01），
シェッフェ法で提案手法と他のすべての手法との間に
有意差が見られた（p<.01）．再現率についてはクラス
カル・ウォリス検定で有意差が見られ（χ2(3)=29.814,

p<.01），シェッフェ法で提案手法と他のすべての手法と
の間に有意差が見られた（Tfと余弦とは p<.05，Tf-idf

とは p<.01）．総合精度についてはフリードマン検定で
有意差が見られ（χ2(3)=18.437, p<.01），シェッフェ法
で提案手法と他のすべての手法との間（p<.01），Tf-idf

と余弦との間（p<.05）に有意差が見られた．
文書については，総合精度についてフリードマン検定で

有意差が見られ（χ2(5)=14.597, p<.05），シェッフェ法
で，タイトルとKwic50以外の文書との間（p<.01），全
文とKwicとの間（Kwic50と 100とは p<.01, Kwic200

とは p<.05）に有意差が見られたが，適合率と再現率に
ついては有意差は見られなかった．
以上より，提案手法の比較手法への優位性および，総

合精度におけるタイトルの他文書への優位性を確認した．
基本的に，タイトルの適合率の良さはゴミの少なさ，

タイトル以外の再現率の良さはテキスト量の多さによる
と考える．適合率，F値，総合精度においてタイトルの
数値が良いことから，タイトルが第一選択肢と考える．
ただし，正解なしの 33人をデータセットから除外し

て 119人について計算する（Tables 6∼8）と，総合精度
は再現率と同じとなり適合率以外の優位性は低下する．
正解のある 119人について統計分析を行った．手法に

ついては，適合率でクラスカル・ウォリス検定で有意差
が見られ（χ2(3)=38.015, p<.01），シェッフェ法で提
案手法と他のすべての手法との間に有意差が見られた
（p<.01）が，再現率および総合精度では有意差が見ら
れなかった．文書については適合率，再現率，総合精度
において有意差が見られなかった．
提案手法でタイトルを使う場合，完全一致において適

合率が 0.18，再現率が 0.13，F値が 0.15，総合精度が
0.28と一見あまり良くない数値であるが，ラベルとして
用いる場合には最適解でなくても人物に部分的に適合す
れば多くの場合役に立つこと，スコア最上位ではない解
が最適解である場合があること，実際にディレクトリで
閲覧する際には第二次，第三次レベルで適合すればよい
こと，などにより実用可能性がある．たとえば，第二次
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Table 2 Results of Experiment 1: precision

手法 文書 第一次 第二次 第三次 完全

Tf – 0.41 0.31 0.19 0.07

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

Tf- – 0.42 0.29 0.19 0.08

idf (タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

余弦 – 0.42 0.30 0.19 0.11

(全文) (全文) (全文) (Kwic

200)

提案 タ イ ト
ル

0.55 0.43 0.32 0.18

全文 0.42 0.29 0.21 0.11

ス ニ ペ
ット

0.43 0.32 0.25 0.14

Kwic50 0.49 0.39 0.28 0.16

Kwic100 0.43 0.30 0.23 0.15

Kwic200 0.41 0.32 0.22 0.14

Table 3 Results of Experiment 1: recall

手法 文書 第一次 第二次 第三次 完全

Tf – 0.42 0.28 0.18 0.07

(全文) (タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

Tf- – 0.41 0.29 0.17 0.08

idf (全文) (Kwic

200)

(タ イ
トル)

(タ イ
ト ル ，
スニペ
ット)

余弦 – 0.52 0.37 0.24 0.13

(全文) (全文) (全文) (全文，
Kwic

200)

提案 タ イ ト
ル

0.38 0.29 0.22 0.13

全文 0.51 0.35 0.26 0.13

ス ニ ペ
ット

0.43 0.32 0.24 0.14

Kwic50 0.43 0.35 0.24 0.14

Kwic100 0.41 0.29 0.22 0.14

Kwic200 0.44 0.34 0.24 0.14

と第三次レベルの適合率はそれぞれ 0.43と 0.32である．
以下の実験では異なる角度から精査する．

3.3 実験 2

NDCを人物（人物クラスタ）に付与する提案手法の
有効性を，自動的に付与された最上位のNDCの関連度
を人手で判定する方法で検討した．適合性を多値で判定

Table 4 Results of Experiment 1: f-measure

手法 文書 第一次 第二次 第三次 完全

Tf – 0.39 0.29 0.19 0.07

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

Tf- – 0.40 0.27 0.18 0.08

idf (タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

余弦 – 0.46 0.33 0.21 0.12

(全文) (全文) (全文) (Kwic

200)

提案 タ イ ト
ル

0.45 0.35 0.26 0.15

全文 0.46 0.32 0.24 0.12

ス ニ ペ
ット

0.43 0.32 0.25 0.14

Kwic50 0.46 0.37 0.26 0.15

Kwic100 0.42 0.29 0.22 0.15

Kwic200 0.42 0.33 0.23 0.14

Table 5 Results of Experiment 1: accuracy

手法 文書 第一次 第二次 第三次 完全

Tf – 0.42 0.35 0.27 0.18

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

Tf- – 0.43 0.34 0.26 0.19

idf (タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

余弦 – 0.41 0.32 0.26 0.20

(全文) (タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

提案 タ イ ト
ル

0.48 0.41 0.36 0.28

全文 0.43 0.30 0.23 0.13

ス ニ ペ
ット

0.46 0.38 0.32 0.24

Kwic50 0.50 0.43 0.36 0.28

Kwic100 0.45 0.35 0.30 0.24

Kwic200 0.43 0.35 0.27 0.20
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Table 6 Results of Experiment 1: precision (119 people)

手法 文書 第一次 第二次 第三次 完全

Tf – 0.46 0.35 0.22 0.08

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

Tf- – 0.47 0.33 0.21 0.10

idf (タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

余弦 – 0.53 0.38 0.24 0.13

(全文) (全文) (全文) (Kwic

200)

提案 タ イ ト
ル

0.58 0.46 0.34 0.20

全文 0.53 0.36 0.27 0.14

ス ニ ペ
ット

0.49 0.37 0.28 0.16

Kwic50 0.53 0.43 0.30 0.18

Kwic100 0.50 0.34 0.26 0.17

Kwic200 0.49 0.38 0.26 0.16

Table 7 Results of Experiment 1: recall / accuracy (119

people)

手法 文書 第一次 第二次 第三次 完全

Tf – 0.42 0.28 0.18 0.07

(全文) (タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

Tf- – 0.41 0.29 0.17 0.08

idf (全文) (Kwic

200)

(タ イ
トル)

(タ イ
ト ル ，
スニペ
ット)

余弦 – 0.52 0.37 0.24 0.13

(全文) (全文) (全文) (全文，
Kwic

200)

提案 タ イ ト
ル

0.38 0.29 0.22 0.13

全文 0.51 0.35 0.26 0.13

ス ニ ペ
ット

0.43 0.32 0.24 0.14

Kwic50 0.43 0.35 0.24 0.14

Kwic100 0.41 0.29 0.22 0.14

Kwic200 0.44 0.34 0.24 0.14

Table 8 Results of Experiment 1: f-measure (119 people)

手法 文書 第一次 第二次 第三次 完全

Tf – 0.42 0.31 0.20 0.08

(全文) (タ イ
トル)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

Tf- – 0.42 0.29 0.19 0.09

idf (タ イ
トル)

(Kwic

200)

(タ イ
トル)

(タ イ
トル)

余弦 – 0.53 0.37 0.24 0.13

(全文) (全文) (全文) (Kwic

200)

提案 タ イ ト
ル

0.46 0.36 0.27 0.15

全文 0.52 0.36 0.26 0.14

ス ニ ペ
ット

0.46 0.34 0.26 0.15

Kwic50 0.47 0.38 0.27 0.16

Kwic100 0.45 0.31 0.24 0.16

Kwic200 0.46 0.36 0.25 0.15

Table 9 Results of Experiment 2: relatedness

対象 タ イ
トル

全文 ス ニ
ペッ
ト

Kwic

50

Kwic

100

Kwic

200

全員 3.41 2.87 2.77 3.15 3.02 2.91

119人 3.54 3.14 2.89 3.24 3.21 3.15

することに相当する．
3.3.1 方法
提案手法で人物に付与した最上位のNDCを実験 1と

は異なる評価者が 5段階（5：非常に関連している；4：
やや関連している；3：どちらともいえない；2：あまり
関連していない；1：まったく関連していない）で評価し
た．この数値を関連度とよぶ．全 152人と，正解のない
33人を除去した 119人で調べた．
3.3.2 結果と考察
結果をTable 9に示す．タイトルが最も良かった．正

解のない 33人を除外してもタイトルの良さは変わらな
かった．
クラスカル・ウォリス検定を行ったところ，全員では

有意差が見られた（χ2(5)=11.639, p<.05）が，シェッ
フェ法で有意差がなかった．119人では有意差が見られ
なかった．
実験 1と 2の結果より，NDCを当該データセットに

おける人物に付与する目的で索引語を抽出するために，
タイトルを使用することが第一選択肢として妥当である
ことを確認した．
実験 1と 2では，提案手法の最上位スコアに対する評

価しか行っていない．実験 3ではタイトルを用いた場合
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Fig. 7 Results of Experiment 3: related values for each

rank

の最上位以外のスコアについて調査する．

3.4 実験 3

タイトルを用いて人物ディレクトリを開発するために，
いくつのNDCを付与すればよいか検討した．
3.4.1 方法
自動的に付与された上位 10個のNDCが該当人物に関

連するかどうかを，実験 2 と同じ評価者が 5段階（5：非
常に関連する；4：やや関連する；3：どちらともいえな
い；2：あまり関連しない；1：まったく関連しない）で
評価した．
3.4.2 結果と考察
Fig. 7にスコアの順位ごとの関連度と累積関連度（該

当順位までの関連度の平均）を示す．最上位の平均関連
度は 3.41で 2位の平均関連度は 3.12，最上位と 2位の累
積関連度は 3.27である．最上位から 5位までの累積関連
度は 3を超えている．
本研究では，NDCを人物ディレクトリの開発だけで

はなく人物の関連情報を示すラベルとしても使用する．
最上位のみ，あるいは上位 2位を使用する方が，上位 3

位や 5位までを使用するよりも当然関連度は高い．しか
し，一つか二つのラベルを表示するだけでは人物を選択，
理解するための情報量が少ない．本研究では，関連研究
で六つの件名標目をインターネット情報資源に与えてい
る事例 [8]なども参考にして，上位 5件のNDCを人物に
付与することによりNDC人物ディレクトリを開発する
こととした．
2.3節で示したとおり，試作したプロトタイプの初期

画面は第二次区分としている．これは 10種類しかない
第一次区分で始まるより探しやすくて良いと考えたから
である．以下ではディレクトリの実験として第二次区分
を対象とした検討を行う．

3.5 実験 4

提案手法で開発する人物ディレクトリの有効性を検討
するために，各カテゴリ（第二次区分）ごとに何人の人
物が存在するかと人物の正解率を調べた．

Fig. 8 Results of Experiment 4: number of people and

correct rate

3.5.1 方法
六つの文書において，000から 900の各 100カテゴリ

に何人の人物が存在するかとその正解率を計算した．評
価者は実験 2，3と同じである．
正解率の計算方法は以下のとおりである．カテゴリ内

に自動的に表示された人物と付与された該当カテゴリの
NDCが関連しているかを 2値（1：正解；0：正解でな
い）で評価した．該当カテゴリで複数のNDCが付与さ
れている場合には一つ以上のNDCが関連していれば 1

と評価した．
正解率

=
カテゴリ内に自動的に表示された正しい人物数
カテゴリ内に自動的に表示された人物数

(9)

3.5.2 結果と考察
Fig. 8に実験 4の結果を示す．人物数は 100カテゴリ

で割り，正解率は人物の存在するカテゴリ数で割った．
人物数に関しては全文が最も多く（5.47人），正解率に
関してはタイトルが最も良かった（66%）．
人物数については，フリードマン検定で有意差が見ら

れ（χ2(5)=66.916, p<.01），シェッフェ法によりタイト
ルとKwic50以外のすべての文書との間（スニペットと
は p<.05，他は p<.01），全文とKwic との間（Kwic50

と 100とは p<.01，Kwic200とは p<.05），Kwic50と
200の間（p<.01）に有意差が見られた．
正解率については，クラスカル・ウォリス検定で有意

差が見られ（χ2(5)=25.788, p<.01），シェッフェ法でタ
イトルと全文（p<.01），スニペット（p<.05）との間
に有意差が見られた．
人物数については実験 1と同様に，テキスト量を反映

していると考える．
実験 1–4は著者らが評価を行った．実験 5では一般

ユーザの観点から評価を行う．

3.6 実験 5

被験者実験により人物ディレクトリのプロトタイプの
評価を行った．
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3.6.1 方法
被験者は情報系の学部および大学院学生 14人である

（平均年齢 22.8歳）．
六つのディレクトリの比較実験は負荷が高いため，タ

イトル，全文，Kwic50の 3 文書を選択して三つのディ
レクトリを開発した．これまでの実験結果およびアルゴ
リズム不明のためスニペットは選択しなかった．三つの
Kwic文書の中から一番良いと思われるKwic50を選択
した．
調査対象のカテゴリは代表的な概念として 10カテゴ

リ（第二次区分：000, 100, ..., 900）を選択した．カテ
ゴリ 100と 300と 800には人物が存在しなかったため，
かわりに 110と 310と 810を評価させた．
三つのディレクトリについて質問に答えさせた．答え

させる順番は被験者によってランダムに変更した．
まず，カテゴリごとに含まれる人物について質問 1に

答えさせた．
• 質問 1：人物に付与されたNDCは適当ですか．
選択肢は，3：よくあてはまる（この分類に表示され

るべき），2：部分的にあてはまる（この分類に表示され
てもよい），1：あてあまらない（この分類に表示される
べきではない）の三つである．
被験者は 10カテゴリに含まれるNDCと人物の組を検

索結果のWebページを閲覧して評価した．
つぎに，質問 2に答えさせた．
• 質問 2：各カテゴリに対して表示される人物一覧は
適当ですか（3：そう思う；2：ややそう思う；1：そ
う思わない）．

10カテゴリ× 3ディレクトリの評価を行った後に質問
3に答えさせた．
• 質問 3：三つのディレクトリに対して，総合的にカ
テゴリとして良いと思われる順位とその理由を述べ
てください．
最後に，全体的なコメントを求めた．
3.6.2 結果と考察
Fig. 9に質問の結果を示す．タイトルについては，質

問 1の平均が 2.01で，質問 2の平均が 2.07で，質問 3の
平均が 1.50順位であった．すべての質問について，タイ
トルを使って開発したディレクトリが最も良かった．
質問 1についてはフリードマン検定で有意差が見ら

れ（χ2(2)=9.250, p <.01）シェッフェ法でタイトルと
Kwic50間に有意差が見られた（p<.05）．質問 2につい
てはフリードマン検定で有意差が見られ（χ2(2)=8.179,

p<.05），シェッフェ法でタイトルとKwic50間に有意差
が見られた（p<.05）．質問 3についてはフリードマン
検定で有意差が見られなかった．
71%（10/14）の被験者が質問 3においてタイトルを

1位と評価した．「ゴミ情報が少なくわかりやすい」「分類
の精度が良い」が主なコメントの例である．ゴミが少な
いことがカテゴリの良さを評価する主な要因となってい

Fig. 9 Results of Experiment 5: category evaluation by

14 subjects

ることがうかがえる．

3.7 総合考察
実験 1–5より，タイトルを用いた提案手法が他の手法

と比べて良いことがわかった．ここでは実験結果を詳細
にみることにする．
Table 10は元野球選手の江川卓氏の上位 5件の数値

の比較である．94のHTMLファイルがある．ページ数
が多いときには十分な情報量があるため各文書において
大きな差はない．正解は「783.7（野球）」であり，全文
とスニペット以外の 4 文書で第一位が正解と一致してい
る．タイトルにおいて「469.41（一般体型：身長，巨人，
矮人）」のかわりに「388（伝説．民話 [昔話]）」が 2位以
内に入っているのは，過去の所属球団である「巨人」よ
りも，「伝説（の投手）」の方が出現しているからである．
Table 11はある小学校のPTAのページに記載された

野村紀子氏の結果（HTMLファイルは 1件のみ）であ
り，小学校の PTA関係者と推定される．タイトルでは
NDCが付与されなかったためディレクトリに表示され
ることはない．全文では四つの第二次区分に，スニペッ
ト，Kwic文書では三つの第二次区分に当該人物が表示
される．実験 1で評価者は正解を「374.6（家庭と学校と
の関係：PTA，学校父母会，後援会，同窓会）」と判定し
た．一つも正解はない．実験 1において総合精度は同じ
であるが適合率はタイトルのみ良いことになる．実験 4

のカテゴリの正解率や実験 5のユーザ評価実験でのタイ
トルとしての良さにつながっていると考える．なお，正
解を「なし」とした場合には，総合精度もタイトルが最
も良くなる．ページ数が少ないときにはタイトルを使う
ことによりゴミが少なくなり，不要なページのフィルタ
として機能する例を示している．
Fig. 10はKwic50で作成した人物ディレクトリの 780

の人物一覧である．タイトルで作成したディレクトリ
（Fig. 5）と比べると人物が一人増えている．江川卓氏
（元野球選手）と福原愛氏（卓球選手）の結果は類似し
ているが，タイトルで出現した木下和彦氏（相撲に関す
るクイズを出題）は出現せず，かわりに野村紀子氏（中
学校体育教師），三浦麻子氏（朗読），野村紀子氏（小
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Table 10 Five high scores for Suguru Egawa (baseball)

ラ
ン
ク

タ イ
トル

全文 ス ニ
ペッ
ト

Kwic

50

Kwic

100

Kwic

200

1位 783.7 469.41 469.41 783.7 783.7 783.7

野球 一 般
体型：
身長，
巨 人
…

一 般
体型：
身長，
巨 人
…

野球 野球 野球

2位 388 783.7 783.7 469.41 469.41 469.41

伝説．
民 話
[昔話]

野球 野球 一 般
体型：
身長，
巨 人
…

一 般
体型：
身長，
巨 人
…

一 般
体型：
身長，
巨 人
…

3位 780 780 780 780 780 780

ス
ポ ー
ツ．
体育

ス
ポ ー
ツ．
体育

ス
ポ ー
ツ．
体育

ス
ポ ー
ツ．
体育

ス
ポ ー
ツ．
体育

ス
ポ ー
ツ．
体育

4位 060 699 699 500.52 699 699

団体：
学会，
協会，
会議

放 送
事業：
テ レ
ビ ，
ラ
ジオ

放 送
事業：
テ レ
ビ ，
ラ
ジオ

清 酒
（日本
酒）

放 送
事業：
テ レ
ビ ，
ラ
ジオ

放 送
事業：
テ レ
ビ ，
ラ
ジオ

5位 070 377 060 699 500.52 060

ジ
ャー
ナ リ
ズム．
新聞

大学．
高等・
専 門
教育．
学 術
行政

団体：
学会，
協会，
会議

放 送
事業：
テ レ
ビ ，
ラ
ジオ

清 酒
（日本
酒）

団体：
学会，
協会，
会議

Fig. 10 Directory developed by Kwic50 (780)

Table 11 Five high scores for Noriko Nomura (PTA)

ラ
ン
ク

タ イ
トル

全文 ス ニ
ペッ
ト

Kwic

50

Kwic

100

Kwic

200

1位 なし 361.46 361.46 361.46 361.46 780

宣伝．
広報

宣伝．
広報

宣伝．
広報

宣伝．
広報

ス
ポ ー
ツ．
体育

2位 780 318.5 318.5 318.5 361.46

ス
ポ ー
ツ．
体育

地 方
行 政
事務・
広報・
文 書
…

地 方
行 政
事務・
広報・
文 書
…

地 方
行 政
事務・
広報・
文 書
…

宣伝．
広報

3位 318.5 780 780 780 318.5

地 方
行 政
事務・
広報・
文 書
…

ス
ポ ー
ツ．
体育

ス
ポ ー
ツ．
体育

ス
ポ ー
ツ．
体育

地 方
行 政
事務・
広報・
文 書
…

4位 429.6 なし なし なし なし
素 粒
子

5位 367.2

女 性
史・
事情

学校PTA）が出現している．田中克己氏（大学ラグビー
部OB）はどちらにも出現しているが，付与されている
NDCが大幅に異なっている．この中，タイトルで出現
した木下和彦氏，Kwic50で出現した三浦麻子氏（朗読）
と野村紀子氏（小学校PTA）は正解ではない．田中克己
氏（大学ラグビー部OB）についてはタイトルで付与し
たNDCの方が良い．タイトルがKwic50よりやや良い
ディレクトリを生成する例を示している．
データセットではWebページが 1ページしかない人物

が 83人と 55%を占める．Webページが 2ページの人物
が 21人（14%）であり，3ページ以上 9ページ以下の人
物が 22人（14%），10ページ以上の人物が 26人（17%）
であった．なお，正解がなしとなった人物は 3ページ以
上の人物には存在しなかった．いいかえると，Webペー
ジが 2ページ以下の人物 104人中 33人（32%）に正解が
なかった.

本研究ではWeb上の人物検索の特徴を明らかにする
ため，人手で分けた人物クラスタを利用した．人名検索
結果の上位 100件には，ページが 1または 2ページしか
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Table 12 Results of Experiment 1 for people with more

than two pages

対象 文書 適 合
率

再 現
率

F値 総 合
精度

提案 タイトル 0.16 0.15 0.15 0.15

手法 全文 0.15 0.15 0.15 0.15

+ スニペット 0.19 0.19 0.19 0.19

3ぺ Kwic50 0.23 0.23 0.23 0.23

ージ Kwic100 0.19 0.19 0.19 0.19

以上 Kwic200 0.19 0.19 0.19 0.19

ない人物が多く，タイトルを使うことによりゴミが少な
くなり，多様な観点から良いことがわかった.

本研究ではタイトル要素を用いた提案手法が比較手
法と比べて有効であることを確認したが，アルゴリズム
自体はパターンマッチに基づくシンプルなもので改善の
余地がある．以下では現状の提案手法の限界について述
べる．
まず，パターンマッチの誤りを減らすために一文字の

索引語を除去した．今回のデータではおおむね成功して
いるが，人物を表す重要な語が一文字の場合には抽出で
きない．
つぎに，分類項目名では上位概念の文字列，索引語で

は観点の文字列を利用していない．すなわち，文脈を判
定するための情報を必要最小限にしている．
また，江川卓氏（元野球選手）のタイトルの 2位は

「388（伝説．民話 [昔話]）」であるが，これは「伝説の投
手」などの記述から提案されているものである．ラベル
として人物選択の参考になるが，第二次区分「380（風
俗習慣．民俗学．民族学）」という文脈とは異なってお
り，人物が 380のカテゴリに出現する場合には適切では
ない．今回は実験 3の結果上位 5件のNDCをラベルお
よびカテゴリに利用したが，数値に閾値を設けたり，ラ
ベルとして表示する対象とカテゴリとして表示する対象
を分けて検討すべきかもしれない．
さて，ページ数によってタイトルの優位性が減じる結

果が示唆されたため，ページ数で分けて実験 1の計算
を行った．総合精度と適合率において，すべての人物に
ついて（最低ページ数が 1）はタイトルが一番良く，す
べての指標において，2ページ以上の人物ではスニペッ
ト，3 ページ以上の人物では Kwic50 が一番良かった．
Table 12に 3ページ以上の人物，Table 13に 1ページの
人物，Table 14に 2ページ以上の人物の数値を示す．
一定以上のページ数があれば（本データの場合は 3

ページ以上），Kwic50が最適なNDCの付与の観点から
良いことや，正解がない人物を除去できる可能性が示唆
された．たとえば，780のカテゴリの場合，Fig. 10で江
川卓氏と福原愛氏のみ表示される．今後は，ページ数に
応じて使用する文書を変えたり，ページ数の多い人物だ

Table 13 Results of Experiment 1 for people with one

page

対象 文書 適 合
率

再 現
率

F値 総 合
精度

提案 タイトル 0.18 0.09 0.12 0.34

手法 全文 0.08 0.11 0.09 0.12

+ スニペット 0.06 0.06 0.06 0.24

1ぺ Kwic50 0.10 0.07 0.08 0.33

ージ Kwic100 0.09 0.07 0.08 0.27

Kwic200 0.05 0.06 0.05 0.18

Table 14 Results of Experiment 1 for people with more

than one page

対象 文書 適 合
率

再 現
率

F値 総 合
精度

提案 タイトル 0.19 0.16 0.17 0.22

手法 全文 0.15 0.16 0.15 0.15

+ スニペット 0.21 0.21 0.22 0.23

2ぺ Kwic50 0.20 0.20 0.20 0.22

ージ Kwic100 0.20 0.20 0.20 0.20

以上 Kwic200 0.21 0.22 0.21 0.22

けのディレクトリを作ることなども考えられる．

4. 関連研究と議論
4.1 関連研究
まず，Web上の人物にラベルを抽出・付与する研究を

列挙する．Wanら [1]は，Web人名検索結果を文書ク
ラスタリングにより同姓同名人物に自動分離した人物ク
ラスタに，人物を特徴付ける肩書（主として職業）を機
械学習手法により抽出して付与する．肩書が抽出できな
かった場合には高頻語を付与する．上田ら [2]は手動で
作成した（手作業で分けた）人物クラスタに，ヒューリ
スティックとWeb検索エンジンの共起による重み付けを
用いて職業関連情報（職業，所属，役職などの複合語）
を一つだけ付与する．森ら [3]は AND検索により半自
動で作成した人物クラスタから，TermExtract1 でキー
ワード（複合名詞が中心）を抽出してWeb検索エンジン
の共起を用いてランキングする．上田らは文書クラスタ
リングにより自動で分離した人物クラスタに，都道府県，
キーワード，職業を付与する [9]．都道府県は頻度，キー
ワードはTermExtractと頻度，職業はWikipediaから
抽出した職業語との関連度を利用している．Murakami

らは手動で作成した人物クラスタに，氏名との距離に
基づき最適な位置情報（住所や目標物）を抽出して一つ
だけ付与する [10]．Wanら [1]，上田ら [2]，上田ら [9]，
Murakamiら [10]は人名の近くにあるものを優先して抽

1http://gensen.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/

termextract.html
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出するため抽出対象のテキストは本研究のKwic文書に
類似する．森ら [3]はWebページ全体から抽出するため
本研究の全文に相当する．また，WePS-2/3では，Web

上の人物の属性情報抽出技術の評価を行っている [11]．
このように，Web上の人物にラベルを抽出・付与する研
究は数多く存在するが，図書館の分類記号を付与する研
究は本研究以外には存在しない．
NDCはカテゴリでもあるため，本研究のタスクは自

動分類とみなすことができる．Web上の文書の自動分
類の研究自体はさほど新しくない．Golubは多様な研究
分野（機械学習，情報検索，図書館学）で行われている
Web文書の主題による自動分類のアプローチのレビュー
を行い，テキストカテゴリ化，文書クラスタリング，文
書分類，混合の四つに分類している [12]．テキストカテ
ゴリ化は機械学習のアプローチであり，情報検索の方法
も使われる．文書クラスタリングは情報検索アプローチ
である．文書分類は図書館学のアプローチであり，統制
語の使用が含まれる．混合は前三つの混合アプローチで
ある．本研究は統制語を用いる点で 3番目の文書分類に
相当する．JenkinsらはNDCと類似する分類体系であ
るDDCシソーラスを用いてWeb 文書にDDCを付与し
て組織化している [13]．OCLC ScorpionはWeb文書に
DDCや英語圏で広く使われている米国議会図書館分類表
（Library of Congress Classification，略称 LCC）の分
類記号を付与するプロジェクトとして有名である [14,15]．
われわれの研究は，統制語（分類）内に備えられた語彙
と文書中の用語を比較するという点でこれらの研究と類
似する．分類のベクトルとWebページのベクトルの類
似度を計算する手法は本研究の比較手法（余弦）とほぼ
同じである．FrankらはWeb上の学術情報に付与された
LCSH（米国議会図書館）件名標目から LCCを推定し，
インターネット上の学術資源データベースの LCCを用
いたディレクトリを開発しているが，ディレクトリの評
価は行っていない [16]．Frankらは LCSH に LCCを付
与するために機械学習手法を用いており [16,8]，Golub

の分類における四つ目の混合アプローチに相当する．国
内では安形ら [17]が機械学習手法を用いてWebページ
にNDCの上位 3桁を付与する実験を行っている．
Webページなどの文書に図書館の分類を付与する代

表的な研究は関連研究 [8,13–17]で述べた．機械学習手
法を用いない研究では類似度の計算は本研究の比較手法
のようにベクトル空間モデルによる計算が多く，分類を
表す疑似的な文書をどのように作成するかが研究の中心
である．本研究はNDCの照合に相関索引を用いており，
DDCシソーラスを用いたWallisらのClassifier[13]に類
似する．JenkinsらはWallisらの手法を拡張してDDC

の階層構造に含まれる語を利用している [13]．Scorpion

は階層構造に加えて，図書館員が付与する語や統計的に
関連する語を利用可能としている [14,15]．ただし，実際
のWebページを使った評価実験の結果については，わ

れわれが調べた限りでは公開されていない．
語とNDCを関連付ける研究としては，上田ら [18]や清

田ら [19]の研究がある．上田ら [18]はユーザが入力した語
に関連するNDCを提示するが，入力した語をWikipedia

やAmazonから取得した語で拡張し，NDCを階層構造
を用いて拡張している．清田ら [19]はWikipediaのカ
テゴリとNDCを関連付けている．Wikipediaのカテゴ
リ名とNDC分類項目名に含まれる文字列の照合を基本
とし，文字列の類似度を重みとするグラフ探索も使用さ
れている．本研究は，Web上の人物というこれまで検
討されてこなかった対象に関して，何がどの程度できる
のかを調べるために，語の拡張は相関索引の利用にとど
め，人物を表す疑似的な文書として何が良いかに焦点を
あてた．

4.2 議論
評価実験の結果，Web上の人名検索結果のHTMLファ

イル上位 100件に含まれる人物にNDCを付与して人物
ディレクトリを開発するために，索引語との照合に基づ
く手法を用いた場合，六つの文書の中ではタイトルが最
も良いことがわかった．
本研究の最大の貢献は，図書館の分類記号をWeb上

の人物に付与して人物ディレクトリを開発したことにあ
る．われわれの知るかぎり，本研究はWeb 上の人物に
図書館の分類記号を与える最初の研究である．
また，人物を表現するための疑似的な文書として，全

文やKwic文書やスニペットよりもタイトルが良いこと
を示したことも貢献である．Kwic文書は一般に情報検
索の分野でウインドウサイズとよばれる概念（指定した
文字列の前後の単語数）とほぼ同じである．日本語は何
を単語とするかについて曖昧性があるため本研究では文
字数を使用した．人物検索の中でも専門家を探すという
典型的なタスクであるエキスパート検索では文書中の用
語を抽出するためにウインドウサイズを用いることが多
い [20]．本研究でKwic文書よりもタイトルが良いとい
う結果はエキスパート検索と異なる．この結果はエキス
パート検索とWeb上の人物検索というタスクの違いを
表しており，人物検索に新しい示唆を与えると考える．
エキスパート検索は専門家という一定水準以上の情報量
がある人物群の中で優れた人物を探すタスクであり，多
くの場合対象となる情報源も均質である．本研究のタス
クはWebという不均質な情報源と，多くが無名人で匿
名の人物も含むWeb上の人物を対象としている．また，
本研究のアプローチはテキストからの自然語の抽出では
なく，図書館の用語という統制語の付与である．さらに，
本研究はユーザが使用するディレクトリ開発を目的とし
ている．これらの背景より，ゴミとなるNDCを付与し
ないことが重要であり総合的にタイトルが良かったと考
える．ただし，ページ数の多い人物を対象とする場合に
は実験 1においてKwic文書の結果が良かった．ページ
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数が多い人物の場合はエキスパート検索と類似した結果
になる可能性がある．
本研究の適用可能性について述べる．本研究はNDC

と日本語で行っているが，提案手法はDDCのように相
関索引を持ち構造の類似した分類システムにはほぼその
まま適用可能である．相関索引を持たない分類システム
の場合は，比較手法や関連研究 [13–15]で提案されてい
る手法を実装すればよい．関連研究には類似文書に付与
された件名標目や分類記号を参考にして機械学習のアプ
ローチにより分類記号を付与するものがあるが，本研究
のアプローチでは参考となるデータがない状況で新規に
分類記号を付与することができる．
本研究のアプローチは，自動分離したクラスタに対し

ても適用できる．また，同姓同名人物の分離だけではな
く，Webから作成した人物データベース検索にも適用可
能であると考える．さらには，Web以外の人物に関連す
るテキストにも適用可能であると考える．ただしいずれ
の場合も，タスクに応じた文書と手法の選択・調整はす
るべきである．
今後のおもな課題は以下のとおりである．まず，提案

手法には改善の余地がある．多義の索引語がある場合
（索引語から複数の NDCに変換できる場合），本研究
ではすべてに変換したが，前後の文字列から文脈を判定
するなどして重みを変えることが考えられる．また，本
研究では相関索引以外の語の拡張を行わずにどこまでで
きるかを調べたが，今後はNDCの階層構造をはじめと
する語の拡張も検討する必要がある．利用する情報を変
えた場合には単純なパターンマッチよりも比較手法（余
弦など）の方が良い可能性がある．また，現在の提案手
法のままで，ページ数の多い人物と少ない人物で用いる
文書を変えることが考えられる．つぎに，異なる種類の
データセット（例：有名人など）で評価実験を行うこと
が考えられる．Web検索エンジンの検索結果は時代とと
もに変わるため，経年変化を観察する必要もある．さら
に，本研究はWeb人名検索結果を同姓同名人物に自動
分離すること自体は研究の対象としていないが，自動分
離したクラスタでどの程度使えるか検討することが考え
られる．
最後に，本研究の新規性と有効性を整理する．まず，

Web上の人物検索において，同姓同名人物の分離後の人
物の選択という問題に着目している．Web上の人物関連
情報抽出については，人物に関連するすべてのあるいは
一部の重要な情報をランキング出力することが一般的で
あるが，本研究では，人物に関連するラベルの付与を人
物ディレクトリの開発を目的として，階層構造を持つ数
個の図書館の分類記号を得ることを目的としている．こ
こに問題設定の新規性がある．Web上の人物に図書館の
分類記号を付与して人物ディレクトリを開発して実験を
行った事例は著者らの研究が初めてである．Webページ
に図書館の分類記号を付与する研究としては主として英

語と米国の分類記号を対象として海外にはいくつかある
が，日本語と日本の図書館の分類記号を対象としたもの
はほとんどない．先行研究の多くが機械学習手法または
ベクトル空間モデルによる照合を行うが，相関索引を用
いた間接的な照合を用いる方法はわれわれが調べた限り
本研究のみである．六つの文書の中でタイトルを用いた
方法が最も良かったという結果にも新規性がある．これ
は，Web上の人物検索という課題において発生する不要
な情報を除去するためにタイトル要素の利用が有効であ
ること，ユーザ評価においてはゴミを除去することが重
要であることも示唆している．
提案手法の有効性の評価は，情報検索分野における一

般的な方法（適合率，再現率，F値）だけでなく，ユーザ
によるディレクトリの評価実験により確かめている．提
案手法はタイトルから抽出したテキストと相関索引を照
合するというシンプルな方法であるが，学習データがな
い状況でも実現可能で適用範囲が広く実装が容易である．

5. おわりに
Web人物検索において人物の選択と理解を支援する

ために，Web上の人物に図書館の分類記号を付与する手
法を提案した．人物に図書館の分類記号を付与すること
により，人物にラベルを付与すると同時に図書館の分類
体系を利用した人物ディレクトリが構築できる．関連す
る語と分類記号を関連付けるNDCの相関索引を利用し，
タイトル要素のテキストと索引語の照合に基づき分類記
号を求める．評価実験により，相関索引とタイトル要素
のテキストを用いて人物にNDCの分類記号を付与する
手法の有効性を確認した．
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