
�� ��

144 人工知能学会論文誌 25巻 1号 SP-O（2010年）

特集論文

Web上の人物理解のための履歴書作成
Creating Curriculum Vitae for Understanding People on the Web

上田 洋 大阪市立大学大学院工学研究科
Hiroshi Ueda Graduate School of Engineering, Osaka City University

d06tb001@ex.media.osaka-cu.ac.jp, http://kuroyuri.media.osaka-cu.ac.jp/˜ueda/

村上 晴美 大阪市立大学大学院創造都市研究科
Harumi Murakami Graduate School for Creative Cites, Osaka City University

harumi@media.osaka-cu.ac.jp, http://www.media.osaka-cu.ac.jp/˜harumi/

辰巳 昭治 大阪市立大学大学院工学研究科
Shoji Tatsumi Graduate School of Engineering, Osaka City University

tatsumi@info.eng.osaka-cu.ac.jp, http://www.kdel.info.eng.osaka-cu.ac.jp/˜tatsumi/

keywords: curriculum vitae, web people search, information extraction, classification, clustering

Summary
When users find information about people from the results of Web people searches, they often need to browse

many obtained Web pages and check much unnecessary information. This task is time-consuming and complicates
the understanding of the designated people. We investigate a method that integrates the useful information obtained
from Web pages and displays them to understand people. We focus on curriculum vitae, which are widely used for
understanding people. We propose a method that extracts event sentences from Web pages and displays them like a
curriculum vita. The event sentence includes both time and events related to a person. Our method is based on the
following: (1) extracting event sentences using heuristics and filtering them, (2) judging whether event sentences are
related to a designated person by mainly using the patterns of HTML tags, (3) classifying these sentences to categories
by SVM, and (4) clustering event sentences including both identical times and events. Experimental results revealed
the usefulness of our proposed method.

1. は じ め に

近年，インターネットの普及により，Web上から様々
な情報が得られるようになり, Web検索エンジンを用い
ることが一般的となった. [Guha 04] によれば，Web 検
索におけるクエリの約 3割は人名を含むとされ, Webで
の人名を用いた検索（以下，Web人名検索）のニーズは
高いといえる．

Web人名検索の目的は 2つに大別されると考える．1
つは，(1) よく知らない人物についてどのような人物か
を知るため，もう 1 つは，(2)既にある程度知っている
人物についてより詳しい情報を知るためである．(1) の
場合，ある程度の数のWebページを閲覧しなければ検索
対象の人物の全容がつかめない可能性が高いが, 多数の
Webページの閲覧は利用者の負担となる．また, 閲覧す
るWebページの中には, 人物が一時的に仕事で立ち寄っ
た事実の記録など, 該当人物の理解にあまり大きく役立た
ない情報も含まれる. よく知らない人物については，Web
人名検索結果から人物の理解に役立つ情報を抽出，統合
して提示することにより，どのような人物かを知るため

の利用者の負担を軽減できると考える．また，(2)の場合

についても，提示された情報の中に利用者の求める情報
があれば，Webページ内を探すことなくすばやく情報を
入手できる．

本研究では, Web人名検索結果から人物の理解に役立
つ情報を統合して提示する手法を検討する. 何を人物の
理解に役立つ情報とするか，また，その統合や提示方法
は自明ではない．我々は，人物の理解に役立つ情報の統
合・提示方法として, 多くの人になじみのある履歴書に着
目した．履歴書に記載される履歴を人物の理解に役立つ
情報と考える. 履歴には，氏名，生年月日，学歴，職歴，
賞罰などがあり，多くは「2005年 3月 31日大阪市立大
学卒業」のような，時間と人物に関する出来事の両方を
含む文である．そこで，本研究では，「時間と，人物に関
する出来事の両方を含む文」を履歴文と呼び，Webペー
ジから抽出する．履歴書には学歴，職歴などのカテゴリ
がある．本研究でも，履歴文を学歴や職歴などのカテゴ
リ毎に分類して履歴書の形式で提示する．

本研究では，Web人名検索結果のWebページから,人
物の理解に役立つ情報を抽出し, 履歴書の形式で提示す
る手法を提案する．履歴文を抽出し，戸籍（生，没年月

日等の主に戸籍に関係するもの），学歴，経歴，受賞歴
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のカテゴリ毎に分類して提示する．

本論文の構成は以下の通りである．2章で提案手法を
説明する．3章で提案手法の実行例を示す．4章で，提案
手法の有効性を確認するために行った実験について述べ
る．5章で関連研究と比較して議論し, 6章でまとめる．

入力：氏名 Web検索エンジン

提 案 手 法
事前処理事前処理

パターン生成
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図 1 提案手法概要

2. 提 案 手 法

本研究では，Webページから履歴文を抽出し，履歴書
の形式で提示する手法を提案する．

2 ·1 概 要

Web人名検索にて得られた HTMLで記述されたWeb
ページから履歴文を抽出し，カテゴリ毎に分類し履歴書
の形式で提示する．提案手法は，Webからの人物に関す
る履歴文の抽出，履歴文の分類，同義の履歴文のクラス
タリング，の 3つの処理から構成される．提案手法の概
要を図 1に示す．

Webからの人物に関する履歴文の抽出では，まず，ヒ
ューリスティックを用いてWebページから履歴文を取得

する．その後，不要語と不要パターンを用いてフィルタ

リングを行い，主にHTMLのタグの出現パターンを用い
て検索対象の人物と関係のある履歴文かどうか SVMを
使用して判定する．
履歴文の分類では，人物と関係があると判定された履
歴文について，形態素解析を行い形態素と形態素数をパ
ターンとし，SVMを用いて 4つのカテゴリ（戸籍，学
歴，経歴，受賞歴）に分類する．

同義の履歴文のクラスタリングでは，記述された時間
が同じで内容も同義である履歴文をまとめる処理を行う．

2 ·2 Webからの人物に関する履歴文の抽出
Webからの人物に関する履歴文の抽出では，Webペー
ジからヒューリスティックにより履歴文を取得し，不要
語と不要パターンを用いて履歴文のフィルタリングを行
う．フィルタリング処理した履歴文について，人物と関

係があるかを主に HTML のタグの出現パターンを用い
て SVMにより判定する．
§ 1 履歴文の取得

HTMLで記述された Webページから履歴文を取得す
る．本研究では, 西暦か年号の形式で記述された年（例
えば，2008年，’08，平成 20年など）が出現する文を履
歴文とする. ヒューリスティックを用いて, Webページか
ら文を切り出し，得られた文に年を含むかどうかを判定
する．
文の切り出しに用いるヒューリスティックとして，以
下の 3つを選定した．

1. 句点「。」で終わる 1文
2. tr, li, h1～h5, title, p, divタグで囲まれ，句点を含
まない文字列

3. brタグで終わり，句点を含まない文字列
　
ただし, 1. と 3. の開始位置は，直前に出現する句点か br
タグ，または 2. であげたタグの直後である．
得られた文に年を含むかどうかを判定するためのヒュー
リスティックとして, 以下の 3つを選定した.

1. 数字が 4つ連続する文字列（例：2008）
2. 「’」に続いて数字が 2つ連続する文字列（例：’

08）
3. 和暦∗1に続き数字が 1つまたは 2つ現れ，続いて
「年」がつく文字列（例：昭和 60年，平成 20年）
　

§ 2 履歴文のフィルタリング
得られた履歴文から, 該当人物に関係のない履歴文や,
履歴書に記載不要な履歴文を除去するために, 不要語と
不要パターンを用いて履歴文のフィルタリングを行う．

∗1 明治以降を対象とした．
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不要語として 21種類を選定した．例えば「許諾」「転
載」「投稿」「レビュー」「copyright」などである．これら
は，商用サイトや掲示板，ブログなどで機械的に生成さ
れる定型文に頻出する．

不要パターンとして 20種類を選定した．例えば「2008
年 12月 31日 12時 00分」「2008-12-31 12:00:00」など
のように,詳細な時間を表すものである. 詳細な時間の多
くは，Webページやブログの更新時間，コメント，掲示
板の投稿の時間などである．

フィルタリングにより除外される履歴文のほとんどは，
人物と関係のないものであり，人物に関係がある場合で

も，履歴書に記載する内容が含まれる可能性は低いと考
える．

§ 3 人物と履歴文の関係性判定

本研究では，検索対象の人物の氏名を含むWebページ
を使用するが，そのWebページから得られる情報全てが
検索対象の人物と関係があるとは限らない．そこで，検
索対象の人物と関係のある履歴文かどうかを判定する．

人物と履歴文の関係性判定は，文書内のオブジェクト
同士の関連性を求める研究と類似し，従来手法としてプ
レーンテキストを対象とする手法や，DOMなどの木構
造を用いる手法などがある．

プレーンテキストを対象とする手法は，自然言語処理
を用いて関連性を求めることが一般的だが，HTMLでは
文にならない記述が多くあり, 自然言語処理だけでは不
十分である.

DOMなどの木構造を用いる手法は，HTMLのタグの
階層構造を利用するため，特に構造的に記述されたページ
で有効性を発揮する．しかし，Web人名検索で得られる
HTMLで記述されたWebページは雑多であり，構造的に
記述されているとは限らない．タグの閉じ忘れ等，記述
に間違いのあるページもある．木構造の取得には HTML
全体の論理構造の解析が必要となるため，HTMLのタグ
に記述ミスがある場合，有効に機能しない．例えば，table
タグが閉じ忘れられている（対応する</table>がない）
場合，タグの終点がどこかが不明となり，タグ中の木構
造が得られない．tableタグが何重にも入れ子になってい
る場合などには，Webページ全体の木構造の取得に失敗
する可能性もある．

本研究では，人物の氏名または姓と履歴文の間の各タ
グの出現パターンを主に用いて，SVM により判定する
手法を提案する．提案手法であれば，DOMなどの木構
造を用いる手法では有効性が限定的であった，あまり構
造的に記述されていない場合や，HTMLの記述ミスがあ
る場合にも対応できる．例えば，上述の tableタグが閉
じ忘れられた場合でも判定可能である．

人物と履歴文の関係性判定で用いる特徴を表 1に示す．
表 1の 1から 4と 20，21，23，24，26，27，29，30は，
プレーンテキストで書かれた部分を対象とする特徴であ

る．表 1の 5から 13では，タイトルタグやヘディング

タグなどWebページ内の情報に広く影響を与えると考え
られる部分について特徴を取得している．表 1の 14か
ら 19は，表 (table)の中にあるものについてのみ対象と
する．表 1の 22，25，28，31では，人物の氏名または
姓と履歴文の間の各タグの出現数を特徴とする．対象と
するタグを表 2に示す．これらのタグは，改行の意味を
含み，タグの前後で意味の違いが発生する場合が多いと
考える．

表 1 人物と履歴文の関係性判定にて学習のパターンに使用する
特徴

1.履歴文に氏名を含む
2.履歴文に姓を含む
3.履歴文に含まれる名詞の数
4.履歴文に含まれる対象人物以外の人名の数
5. title タグ内に氏名を含む
6. title タグ内に姓を含む
7. title タグ内の名詞の数
8.最初に出現する h1 タグ内に氏名を含む
9.最初に出現する h1 タグ内に姓を含む
10.最初に出現する h1タグ内の名詞の数
11.履歴文の最も近くに出現する h1～5タグ内に氏名を含む
12.履歴文の最も近くに出現する h1～5タグ内に姓を含む
13.履歴文の最も近くに出現する h1～5タグ内の名詞の数
14. tableタグ内の最初に出現する tr タグ内に氏名を含む∗3
15. tableタグ内の最初に出現する tr タグ内に姓を含む∗3
16. tableタグ内の最初に出現する tr タグ内の名詞の数∗3
17.履歴文が出現する tr タグ内の最初の td タグ内に氏名を含む∗3
18.履歴文が出現する tr タグ内の最初の td タグ内に姓を含む∗3
19.履歴文が出現する tr タグ内の最初の td タグ内の名詞の数∗3
20.履歴文とその前方の最も近くに出現する氏名の間の
　　名詞の数
21.履歴文とその前方の最も近くに出現する氏名の間の
　　対象人物以外の人名の数
22.履歴文とその前方の最も近くに出現する氏名の間の
　　各タグの出現数
23.履歴文とその前方の最も近くに出現する姓の間の
　　名詞の数
24.履歴文とその前方の最も近くに出現する姓の間の
　　対象人物以外の人名の数
25.履歴文とその前方の最も近くに出現する姓の間の
　　各タグの出現数
26.履歴文とその後方の最も近くに出現する氏名の間の
　　名詞の数
27.履歴文とその後方の最も近くに出現する氏名の間の
　　対象人物以外の人名の数
28.履歴文とその後方の最も近くに出現する氏名の間の
　　各タグの出現数
29.履歴文とその後方の最も近くに出現する姓の間の
　　名詞の数
30.履歴文とその後方の最も近くに出現する姓の間の
　　対象人物以外の人名の数
31.履歴文とその後方の最も近くに出現する姓の間の
　　各タグの出現数
注：氏名と姓は対象人物のもの

事前処理として，教師データを作成して SVMにより
学習させる．まず，政治家，研究者で構成される 5人の
氏名∗4 をクエリに Google Web APIsを用いて検索し，各
200件，計 1000件のWebページを取得した．得られた

∗3 履歴文が table タグ内にある場合．
∗4 人物の職種には偏りがあるが，Webページの記述パターンに
関しては，職種による偏りは小さいと考える．同姓同名の別人
の Web ページが検索される恐れがある場合は，該当人物の所
属を用いて絞り込みを行っている．
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Webページに対し 2.2 節の§1，2 の処理を行い，7211
の履歴文を取得した．7211の履歴文に対し，人手により
人物と関係があるかどうかを判定した∗5 ．その結果，人
物と関係のある履歴文（正解データ）2266，人物と関係
のない履歴文（不正解データ）4474に分離し，教師デー
タとした．教師データから表 1の特徴を抽出してパター
ンを生成し，SVM ∗6 にて学習させた．学習の結果得ら
れたデータを元に，未判定の履歴文のパターンを評価し，

人物と関係があるかどうかを判定する．関係があると判
定された履歴文のみを以下の処理で用いる．

表 2 解析対象タグ

br ul
table ol

tr li
td hr
dd div
p title

h1-h5

2 ·3 履歴文の分類

人物と関係があると判定された履歴文を対象に，カテ
ゴリ毎に分類する．分類には，SVM を用いる．基本的
に SVMは二値分類器であるため，多値分類器へ拡張す
る必要がある．本手法では，多値分類器への拡張手法と
して one-versus-rest法を用いる．
分類するカテゴリは，戸籍，学歴，経歴，受賞歴であ
る．カテゴリは，履歴書を参考に選定した．戸籍は，人
物の生・没年月日，結婚，国籍変更など戸籍の変更に関

する情報を分類する．一般的な履歴書には，戸籍に対応
する記述欄はないが，生年月日等，履歴書に個別に記載
する情報（以下，個別情報）を抽出するために分類する．
個別情報の抽出手法については 2.4節，具体的な抽出例
は 3章にて述べる．経歴は主に職歴を分類する．本研究
では，人物の企業や団体への就職，加入，参加を経歴と
定義した．受賞歴には，履歴書の賞罰に当たる情報を分

類する．人物の「罰」に相当する情報は記述されること
が少ないと考え，「賞」のみを対象に，受賞歴として分類
することとした．
事前処理として，戸籍，学歴，経歴，受賞歴の 4つに
ついて教師データを作成する．まず，これらのカテゴリ
に当てはまる履歴文を多く含むと考えられるWebページ
を取得する．Webページの取得には，Google Web APIs
を用いた．検索に使用したクエリと取得件数を表 3に示
す．使用したクエリの検索結果の大部分は，プロフィー
ルページや人物の履歴を含むページであった．
得られた 500件のWebページについて，2.2節の§1，

2の処理を行い，14974の履歴文を取得した．14974の
履歴文について，4つのカテゴリの定義に当てはまるか

∗5 人物と関係があるか判定不能のものは除外した．
∗6 予備実験の結果，相対的に評価が良かった多項式カーネルを
用いた非線形 SVM を使用することとした．

表 3 使用クエリと取得件数

クエリ 件数
経歴 site:ja.wikipedia.org 200件
経歴 inurl:profile 200件
出身学校 site:read.jst.go.jp 100件

どうかを人手で判定し分類した．いずれのカテゴリにも
当てはまらなかった履歴文は，4つのカテゴリの学習の
際の不正解データとして用いた．全ての履歴文について，
形態素解析を行い，TF・IDFを計算する．IDFの文書数
は，履歴文の数とする．得られた各形態素の TF・IDFと
形態素数を用いて履歴文のパターンを生成する．生成し
たパターンを用いて，カテゴリ毎に非線形 SVMで学習
させた．

事前処理にて得られた 4つのカテゴリの学習の結果を
用いて，履歴文を分類する．

2 ·4 同義の履歴文のクラスタリング

4つのカテゴリに分類された履歴文の中には，同義の
履歴文が存在する可能性がある．重複した意味を持つ履
歴文の存在は，無駄な閲覧時間を増やすことになる．そ

こで，同義の履歴文のクラスタリングを行う．

一般的な類似度のみを用いるクラスタリング手法を使
用する場合，時間は異なるが記述された内容が類似した

履歴文が同じクラスタになる恐れがある．例えば，「2003
年　大阪市立大学大学院　修士課程　入学」，「2005年　
大阪市立大学大学院　修士課程　修了」の 2つの履歴文
がクラスタリングの対象となったとする．この 2つの文
は，大部分が同じ文字列「大阪市立大学大学院　修士課
程」で構成されており，一般的なクラスタリング手法で

は非常に類似した文として認識され，同じクラスタとし
てまとめられる可能性が高い．しかし，これらは「2003
年」「2005年」と異なる時間に起った出来事であるため，
別のクラスタとして分けられなければならない．本研究
では，「2003年　大阪市立大学大学院　修士課程　入学」，
「2005年　大阪市立大学大学院　修士課程　修了」のよ
うな比較的短い文を扱うことを想定しており，一般的な

クラスタリング手法ではこのような事例が多々発生する．

本研究では，記述された時間を考慮した同義の履歴文
のクラスタリングを提案する．提案手法を図 2に示す．な
お，提案手法内の単一パス法では，重み付けに TF・IDF，
類似度に余弦を用いる．提案手法であれば，前述の 2つ
の履歴文を分離可能である．

同義の履歴文のクラスタリングの副次的な利点として，

個別情報の抽出が容易になるという点がある．特に，人
生で一度しかない出来事の場合，簡単なヒューリスティッ
クでも高い精度で抽出可能である．例えば，生年月日の
場合，時間を考慮したクラスタリングにより得られたク
ラスタ内は基本的に同じ時間であるため，「生年月日」や
「生まれ」のような生年月日に関係する言葉を最も多く含

むクラスタの時間を抽出すればよい．生年月日や没年月
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� �
Step.1 年, 月, 日を含む履歴文（以下，年月日データ）を取

得し，各年月日データのクラスタを作成する．

Step.2 同年月日のクラスタを結合する．

生年月日： 1935年4月29日

氏名： 仰木　彬

1954年 東筑高卒業

学

出身地： 福岡県

歴

没年月日： 2005年 12月 15日

Step.3 年,月を含む履歴文（以下，年月データ）のうち，ク

ラスタと同年月の年月データを取得し，単一パス法にて

クラスタリングを行う．

Step.4 年しか持たない履歴文（以下，年データ）のうち，ク

ラスタと同年の年データを取得し，単一パス法にてクラ

スタリングを行う．

Step.5 クラスタに属さない年月データを取得し，各年月デー

タを持つクラスタを作成する．

Step.6 Step.5 で作成したクラスタのうち，同年月のクラス

タを単一パス法にてクラスタリングを行う．

Step.7 Step.5 で作成したクラスタと同年の年データを取得

し，単一パス法にてクラスタリングを行う．

Step.8 クラスタに属さない年データを取得し，各年データ

を持つクラスタを作成する．

Step.9 Step.8 で作成したクラスタのうち，同年のクラスタ

を単一パス法にてクラスタリングを行う．

図 2 時間を考慮した同義の履歴文のクラスタリング

日等，人生で一度しかない出来事は「戸籍」に比較的多
く分類される．

3. 実 行 例

元プロ野球選手・監督の「仰木彬」氏での，本手法を
用いた例について述べる．

まず，「仰木 彬」をクエリに Google Web APIsを用い
てWebページを検索した．例では上位 50件を取得した．
得られたWebページについて，2.2節の§1，2の処理を
行い，211の履歴文が得られた．211の履歴文について，
人物と履歴文の関係性判定を行い, 135の人物と関係のあ
る履歴文が得られた. 135の履歴文を 4つのカテゴリに
分類する．結果，戸籍に 6，学歴に 1，経歴に 21，受賞
歴に 10の履歴文が分類された．最後に，同義の履歴文の
クラスタリングを行う．最終的に，戸籍に 3，学歴に 1，
経歴に 16，受賞歴に 8のクラスタとなった．

図 3は「仰木彬」をクエリに用いた本手法の提示例で
ある．なお，生年月日，没年月日，出身地は「戸籍」に分

類され，クラスタリングを行った履歴文に簡単なヒュー
リスティックを用いて，抽出したものである．抽出対象
は，「1935年 4月 29日，福岡県生まれ」など 3つの履歴
文を含むクラスタ，「没年月日 2005年 12月 15日（満 70
歳没）」など 2つの履歴文を含むクラスタ，「2005年シー
ズン終了から僅か二ヶ月後の 12月 15日午後 4時 10分，
肺癌による呼吸不全のため，福岡県内の病院で死去，70

経 歴

1954年に西鉄ライオンズ（現西武ライオンズ）に投手として入団

1967年限りで現役を引退し、その後は2年間西鉄のコーチを務めた

1968年、現役引退

1970年、三原脩が監督を務めていた近鉄の守備走塁コーチに就任

1983年オフ、ヘッドコーチ昇格

■ 1984年、ヘッドコーチ昇格
三原監督に呼ばれてバファローズに移るが、 1986年オフに岡本伊三美監督最下位の後を受けて
監督就任
1987年オフ、岡本伊三美監督の後任として監督に就任

■ 1988年、岡本伊三美監督の後任として監督に就任

1988年 近鉄の監督に昇格

1993年の 1年間AB C・スポーツニッポンの解説者を務めた後、オリックスの監督に就任

1994年 オリックス・ブルーウェーブの監督に就任

2001年 オリックス・ブルーウェーブを退団

2004年 オリックス・バファローズの監督に就任
追悼緊急特別番組『人間・仰木彬』（2 005/12 毎日放送 ディレクター :福井弘二他、プロデューサー :
榛葉健、久保田泰史）

2005年 オリックス・バファローズの監督を退任し、球団シニアアドバイザーに就任 (監督通算成績
14年で 1,856試合 988勝 815敗 53分 )

受 賞 歴
1989年にはパシフィック・リーグ優勝に導いた

1989年 近鉄をリーグ優勝に導く
就任2年目の1 995年、チームを初（前身の阪急時代を含めると 1984年以来1 1年ぶり）の
リーグ優勝に導く
1995年、パ・リーグ優勝

1995年 オリックス・ブルーウェーブをリーグ優勝に導く

正力松太郎賞 （ 1996年）

2001年に両チームの選手に胴上げされて勇退し、 2004年に殿堂入り

2004年、野球殿堂入り

図 3 「仰木彬」での例

歳没」のみ含むクラスタである．抽出された情報は，全
て正しいものであった．簡単なヒューリスティックは以
下の通りである．

生年月日 「生年月日」「誕生日」「生まれ」を最も多く
含むクラスタの時間を抽出

没年月日 「没年月日」「死去」を最も多く含むクラスタ
の時間を抽出

出身地 生年月日を抽出したクラスタに最も多く含まれ

る都道府県を抽出

　

Web検索エンジンから得られた Webページそのまま
を用いて生年月日，没年月日，出身地を抽出する場合，こ

のような簡単なヒューリスティックにより正しい情報を
抽出するのは困難である．本手法では，人物に関係があ
るかどうかを判定し，その上でカテゴリ毎に分類，クラ
スタリングを行っている．そのため，簡単なヒューリス
ティックでも正しい情報の抽出が可能となる．本手法の
処理により抽出対象が絞られているため，抽出時間も短

く済む．



149Web上の人物理解のための履歴書作成

4. 実 験

提案手法の有効性を確認するために，実験を行った．実
験 1では，人物と履歴文の関係性判定の有効性を確認す
るため，実験 2では，履歴文の分類と同義の履歴文のク
ラスタリングについて，有効性を確認するために評価実

験を行った．実験 3では，提案手法の履歴書形式による
提示方法の有用性を確認するため，被験者実験を行った．
実験 4では, Wikipediaから得る情報が提案手法に与える
影響を調査した.

表 4 データセット∗7

氏名 職業 履歴文
安達祐実 女優 410
宮沢りえ 女優 558
仰木彬 元プロ野球選手 193
荒川静香 プロスケーター 376
香取慎吾 タレント 514
黒住祐子 タレント 575
黒木瞳 女優 538
佐々木主浩 元プロ野球選手, 野球解説者 257
佐々木裕司 不明 509
小渕恵三 政治家 259
松坂大輔 プロ野球選手 471
青島幸男 元政治家,タレント, 作家 361
石川遼 プロゴルファー 214
川淵三郎 元プロサッカー選手 241
長嶋茂雄 元プロ野球選手 353
天海祐希 女優 421
渡辺淳一 作家 123
藤原正彦 大学教員,作家 246
鳩山由紀夫 政治家 265
武部勤 政治家 432
北川正恭 大学教員,元政治家 198
堀江貴文 会社役員 387
木下斉 会社役員 314
野中広務 元政治家 241
野茂英雄 元プロ野球選手 364
有森裕子 元マラソン選手 184

4 ·1 デ ー タ セット

実験では，現代用語の基礎知識選ユーキャン新語・流

行語大賞∗8（以下，流行語大賞）にて年間大賞を受賞し
た 27人のうち，提案手法にて教師データに用いた「小
泉純一郎」を除く 26人（以下，受賞者）の氏名を用い
た（表 4参照）．

26人の氏名を使用し，Google Web APIsを用いてWeb
ページを検索∗9 した．その結果，得られた各上位 50件
を処理対象とした．取得した Webページについて，2.2
節の§1，2の処理を行い，その後，各受賞者と関係があ
る履歴文かどうかを人手で判定した．判定を元に各受賞
者と関係のある履歴文 5935，関係のない履歴文 3069に
分類し，関係があるかどうか判定不能であった履歴文は

∗7 「履歴文」の数は,人物と関係があるか判定不能であった履
歴文を除去した.

∗8 http://singo.jiyu.co.jp/
∗9 検索の結果，同姓同名人物が含まれる可能性がある場合，人
物に関係の深いキーワード（例えば所属など）を用い AND 検
索を行った．

除外した．これら 9004の履歴文を実験に使用した (表 4
参照)．

4 ·2 評 価 尺 度

実験 1，2共通の評価尺度として，適合率と再現率を用
いた．適合率，再現率の定義は以下の通りである．

適合率 =
N ∩ R

N
(1)

再現率 =
N ∩ R

R
(2)

　
N，Rの定義は各実験にて述べる．

4 ·3 実 験 1
人物と履歴文の関係性判定の有効性を確認するため，
比較手法を用いた評価実験を行った．

§ 1 方 法

4.1 節で作成した 9004 の履歴文を評価用データに，
9004 の履歴文のうち，受賞者と関係のある 5935 の履
歴文を正解データに用いた．

比較手法として，プレーンテキストを用いた手法と，
HTMLの木構造を用いた手法を使用した．
プレーンテキストを用いた手法は，HTMLのタグ情報
を用いず，テキストのみから判定する手法である．提案
手法でパターンに用いている特徴のうちタグ情報以外の
特徴を用いて，非線形 SVMにて学習させた．使用する特
徴は，表 1の 1から 4と 20，21，23，24，26，27，29，
30である．

HTMLの木構造を用いた手法は，米井らの手法 [米井
08]を応用した．米井らは構造化文書から木構造のパター
ンを生成する手法として k-照応組合せ部分木を提案して
いる．米井らは，XMLを対象としているが，本研究では
HTML を対象とする．HTML は半構造化文書であるた
め，構造化を目的としないタグも存在する．そのため，木

構造を解析するタグについては，構造化に使用される可
能性が高いタグのみを対象とした．具体的には，2.2節の
§3にて解析対象としたタグ（表 2参照）と同じもの∗10

を対象とした．対象のタグについて，k-照応組合せ部分
木を用いてパターンを生成した．kの値については，k=
∞とした．得られたパターンを非線形 SVMにて学習さ
せた．

プレーンテキストを用いた手法，HTMLの木構造を用
いた手法，どちらも教師データには提案手法と同じもの
を用いた．

各手法の適合率，再現率，F値を比較した．適合率，再
現率における N は各手法にて受賞者と関係があると判定

∗10 br と hr について空要素のため対象から外している．
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された履歴文の数，Rは人手により受賞者と関係がある

と判定した履歴文の数である．F値は，

F 値=
2 ·適合率 ·再現率

(3)
適合率+再現率

　
である．なお，後述の集計結果は適合率，再現率，F値
いずれも，各受賞者の値を平均した値である．

44.1% 

76.8% 

67.4% 70.0% 

75.8% 

71.4% 

89.3% 91.1% 

54.1% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100%

適合率 再現率 F値

提案手法 プレーンテキストを用いた手法 HTML の木構造を用いた手法

図 4 人物と履歴文の関係性判定性能

§ 2 結果と考察

適合率は，プレーンテキストを用いた手法が最も良かっ

た（91.1%）．再現率，F値については，提案手法が最も
良かった（再現率：71.4%，F値：75.8%）．提案手法は，
適合率でプレーンテキストを用いた手法には若干劣るが
9割近い評価（89.3%）であった．また，再現率は 3手法
のうち最も高い評価で，7割を超える正解の履歴文を判
定できた．適合率と再現率の総合的な評価尺度である F
値も 3手法では最高であり，提案手法の有効性を示す結
果であると考える（図 4参照）．
実験に用いた教師データを評価データとし，正解データ
を教師データとして交差検定を行った．その結果，提案手
法は適合率 80.7%，再現率 92.6%，F値 86.3%，プレーン
テキストを用いた手法は適合率 87.0%，再現率 61.9%，F
値 72.4%，HTMLの木構造を用いた手法は適合率 71.0%，
再現率 75.2%，F値 73.1%であった．適合率は，プレー
ンテキストを用いた手法が，再現率，F値は，提案手法
が最も良かった．この結果は，実験結果と同じ傾向であ
り，データ集合の偏りが実験結果に影響していないこと

を示唆するものであると考える．

プレーンテキストを用いた手法にて受賞者と関係があ
ると判定された履歴文の多くは，受賞者の氏名または姓
を含むものであった．提案手法では，HTMLのタグ情報
もパターンとして用いているため，受賞者の氏名または
姓を含まないが受賞者と関係のある履歴文を数多く判定
できた．

HTML の木構造を用いた手法は，HTML 全体の論理
構造を解析する必要があり HTML にタグの記述ミスが

含まれる場合，論理構造を解析に失敗する可能性がある．

実験でも，パターンの生成失敗例がいくつか見られた．

提案手法では，主に HTML のタグの出現パターンを
用いているため，HTML全体の論理構造の解析は必要な
い．実験では，全ての履歴文でパターンの生成に成功し
た．また，HTMLの木構造を用いた手法では，抽出した
履歴文の周辺の文字列の情報が利用されていない．提案
手法では，履歴文の周辺の文字列も利用するため, 適合率
が高くなったと考える．

4 ·4 実 験 2
履歴文の分類と同義の履歴文のクラスタリングについ

ての有効性を確認するため，分類性能とクラスタリング
性能についての評価実験を行った．

§ 1 方 法

2つの評価用データを作成した．1つは，4.1節で人手
により判定した受賞者と関係のある履歴文（以下，人手
判定データ）5935件である．もう 1つは，データセット
を用いて，2.2節の§3の処理により受賞者と関係がある
と判定された履歴文（以下，提案手法データ）4516件で
ある．この 2つの評価用データを履歴文の分類の評価に
用いた．

人手判定データについて，履歴文を 2.3節にて定義し
た 4つのカテゴリ（戸籍，学歴，経歴，受賞歴）のどれ
か 1つに人手で分類し，履歴文の分類の正解データとし
た．どのカテゴリにも合致しないものは省いた．

履歴文の分類の評価には，適合率と再現率を用いた．
N は分類処理により分類された各カテゴリ内の履歴文の
数，R は N に対応する正解データ内の履歴文の数であ
る．なお，集計結果は 4つのカテゴリの結果を平均した
値である．

同義の履歴文のクラスタリングの評価用データは，上
述した履歴文の分類の正解データである．履歴文の分類

の正解データを人手で同義の履歴文毎に分類し，同義の
履歴文のクラスタリングの正解データとした．クラスタ
リング手法内で用いる単一パス法の閾値は，予備実験に
て相対的に評価が良かった 0.5とした．

同義の履歴文のクラスタリングの評価では，適合率と
再現率に加え，どれだけ履歴文を削減できたかの指標と
して圧縮率も併せて計算した．適合率と再現率における

N はクラスタリング処理により得られた各クラスタ内の
履歴文の数，R は N に対応する正解データ内の履歴文
の数である．圧縮率は，

圧縮率 = 1− (C/I) (4)

　
と定義した．C は作成されたクラスタの数，I は入力し
た履歴文の数である．なお，集計結果はカテゴリ毎に平

均した値である．
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§ 2 結果と考察

人手判定データに対する分類性能は，戸籍，学歴，受
賞歴について，いずれも適合率が 9割以上であった．経
歴については，適合率 61.9%，再現率 55.7%と他の 3つ
と比べ，評価が低かった（表 5参照）．
戸籍，学歴，経歴，受賞歴の教師データと人手判定デー
タを用いて 5分割交差検定を行った．その結果，戸籍で
適合率 86.0%，再現率 90.1%，学歴で適合率 92.1%，再
現率 94.3%，経歴で適合率 82.8%，再現率 82.7%，受賞
歴で適合率 80.0%，再現率 81.5%（全て平均）と，いず
れも 8割以上であった．
提案手法データに対する分類性能は，適合率では人手
判定データと同等であった．再現率は，1～2割程度，評
価が低下したが経歴以外は 5割以上であった．
流行語大賞の受賞者の職業は様々であり，職種の違い
により評価が異なることが考えられる．そのため，職種
別に受賞者を分類し再集計を行った．分類した職種は，芸
能人（俳優，女優，タレントなど），スポーツ選手（過去
にスポーツ選手だった人物も含む），政治家（過去に政
治家だった人物も含む），その他（芸能人，スポーツ選
手，政治家のどれにも当てはまらない人物）である．そ

の他には，作家，大学教授，会社役員などが分類されて
いる．なお，複数に当てはまる人物は最も有名である職
種に分類した．

集計の結果，戸籍，学歴，受賞歴の適合率については，
職種に関係なく高い結果が得られた．再現率については，

人手判定データの芸能人，政治家，その他で 7割を超え
たがスポーツ選手については若干評価が低下した．経歴
については，政治家，その他で適合率 76%，スポーツ選
手で 65%であったのに対し，芸能人では，35%と大幅に
低下した（表 6参照）．
提案手法データは，自動で人物と関係があるかどうか
を判定したデータである．そのため，必ずしも分類の正
解データが提案手法データの中にあるとは限らない．同
時に，人物と関係ないデータも含まれている．このよう
な不完全なデータであるにも関わらず，適合率の評価は
人手判定データと同等であり，再現率も平均 5割を超え
た．この結果は，ある程度間違ったデータを与えても頑
健に動作することを示唆していると考える．同時に，実
験 1にて評価を行った提案手法の人物と履歴文の関係性
判定の有効性を裏付ける結果でもあると考える．

職種別の集計では経歴で違いが見られた（表 6）．政治
家やその他（特に大学教授，会社役員など）において, 企
業や団体に所属し，役職がある職業の人物で良い結果で
あった．一方，芸能人は，適合率，再現率ともに他の職
種より低かった. 理由として, 芸能人は，企業や団体に所
属しない場合があることや, 所属していてもあまり Web
上で触れられないことから，本研究での経歴の定義に当
てはまる情報が得られないことがあげられる．また，役

職や企業名が配役の記述として含まれる履歴文（例えば,

「1999.09.18金融腐食列島呪縛］ 東映＝角川書店＝産經
新聞社... 佐藤弘子秘書」）が誤って経歴に分類されるこ
とが別の理由である．提案手法の経歴の分類は，所属企
業，団体や役職がある人物について特に有効であると言
える.
クラスタリング性能の評価については，戸籍，学歴，経
歴で適合率 100.0%であった．平均でも 99.8%であり，非
常に良い結果であった．再現率は，平均 84.0%で，4つ
のカテゴリ全てで 8割を超える評価であった．圧縮率は
平均 38.3%であった（表 7参照）．適合率，再現率ともに
非常に高い評価であるため，クラスタ内にまとめられた
履歴文の大部分は重複した内容であることがわかる．提
案手法のクラスタリングにより，重複した履歴文を平均
約 4割削減できた．同じ意味の文を複数閲覧させること
は，利用者にとって負担となる．提案手法のクラスタリ

ングにより，利用者の履歴書閲覧の負担を軽減できると
考える．

表 5 分類性能

人手判定データ 提案手法データ
適合率 再現率 適合率 再現率

戸籍 92.4% 80.0% 89.2% 58.0%
学歴 94.7% 77.7% 90.0% 65.7%
経歴 61.9% 55.7% 62.5% 43.4%
受賞歴 93.3% 69.8% 91.1% 53.9%

表 6 職種別分類性能

人手判定データ 提案手法データ
適合率 再現率 適合率 再現率

芸能人 (6 人) 戸籍 81.3% 77.3% 81.0% 54.0%
学歴 100.0% 91.7% 100.0% 91.7%
経歴 35.1% 16.0% 40.0% 11.8%
受賞歴 96.3% 78.2% 96.7% 50.9%

スポーツ選手 戸籍 98.2% 84.1% 94.1% 60.4%
(9人) 学歴 90.0% 66.3% 75.0% 45.6%

経歴 65.3% 56.0% 67.2% 47.5%
受賞歴 88.9% 54.4% 87.1% 42.4%

政治家 (6 人) 戸籍 93.6% 83.6% 94.1% 64.7%
学歴 100.0% 87.5% 100.0% 70.8%
経歴 76.6% 89.3% 66.7% 63.8%
受賞歴 95.8% 84.2% 100.0% 81.2%

その他 (5 人) 戸籍 84.4% 74.1% 83.3% 50.2%
学歴 92.5% 79.6% 90.0% 64.6%
経歴 76.2% 69.6% 69.5% 49.6%
受賞歴 96.0% 70.1% 86.0% 45.3%

表 7 クラスタリング性能

平均 戸籍 学歴 経歴 受賞歴
適合率 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 99.2%
再現率 84.0% 80.8% 91.3% 83.1% 85.9%
圧縮率 38.3% 62.1% 10.5% 31.4% 28.7%

4 ·5 実 験 3
提案手法の履歴書形式による提示方法の有用性の確認

のため，被験者を用いた実験を行った．
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§ 1 方 法

実験 2で職種別に分類した受賞者の中から 3人ずつ合
計 12人の受賞者を抽出した.
比較する提示手法として 2種類用意した．1つは，2.2
節の処理で得た履歴文を時系列に並べるもの（以下，提
示手法 1），もう 1つは，2.2節で得た履歴文を，クラス
タリングせずに 2.3節の処理で戸籍，学歴，経歴，受賞
歴のカテゴリ毎に提示するもの（以下，提示手法 2）で
ある．提案手法では，3章で説明したとおり, 生年月日，
没年月日，出身地を自動で抽出∗11 して提示した．

問題は 2種類用意した．1つは，ある時間に起った出
来事について解答させる問題である（以下，出来事への
解答）．例えば，「2006年に入学した学校は何ですか？」
である．もう 1つは，ある出来事について起った時間を
解答させる問題である（以下，時間への解答）．時間へ
の解答では，ある出来事を没年月日とした.
被験者は情報系大学院生 9人である．提示手法 1，2，
提案手法の解答が 4つずつ得られるように被験者に問題
を割り当てた．2種類の問題を各受賞者につき 1つずつ
割り当てた．

実験用評価システムを作成した. 被験者に提示手法 1，
2，提案手法のいずれかで作成した画面を提示し, 問題に
答えさせ, 解答時間を計測した.
実験後, 各提示手法で作成された画面が履歴書に見え
るかどうかと，最もわかりやすかった提示方法を質問紙
にて答えさせた．

§ 2 結果と考察

解答時間について集計したところ，出来事への解答・
時間への解答，いずれも提案手法が最も短かった．正答
率ついては，出来事への解答・時間への解答の違いに関

わらず，いずれの手法も結果が良かった（表 8参照）．
解答時間について一要因の分散分析による検定を行っ
た．分析では、出来事への解答・時間への解答を個別デー
タとして扱った．結果，各手法間に有意差が見られた
（F = 4.14 > Fα=0.025(2,213) = 3.80, p < .05）．Fisher
の LSD 法を用いて下位検定を行ったところ，提案手法
と提示手法 1の間に有意差が見られた（p < .01）．正答
率について一要因の分散分析を行ったところ有意差は見
られなかった（F (2，35) = 2.01）．上記の結果より, 解答
時間については，履歴文を単純に時系列で並べるよりも，
履歴書形式で提示することの有効性を確認できたと考え
る. 正答率については, 提案手法では, 履歴文を最も加工，
圧縮しているにも関わらず，他手法と同等の結果が得ら
れることを示していると考える.
質問紙への回答についても集計した．履歴書に見え
るかについては，提示手法 1で 0.0%(0/9)，提示手法 2
で 88.9%(8/9)，提案手法で 100.0%(9/9)であった．最も
わかりやすかった提示方法については，提示手法 1 で

∗11 抽出された生年月日，没年月日，出身地は，全て正しいもの
であった．
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0.0%(0/9)，提示手法2で22.2%(2/9)，提案手法で77.8%(7/9)
であった（表 9参照）．
解答時間は提案手法が最も短く，9割以上の正答率が

得られた．また，被験者全てが提案手法が履歴書に見え
ると回答し，最もわかりやすい提示方法として提案手法
を挙げた被験者が最も多かった．これらの結果より，提
案手法の履歴書形式による提示方法の一定の有用性が確
認できたと考える．

表 8 解答時間と正答率

解答時間 正答率
全体 ∗12 提示手法 1 55.33秒 91.7%

提示手法 2 46.18秒 98.6%
提案手法 34.53秒 97.2%

出来事への解答 提示手法 1 56.97秒 86.1%
提示手法 2 52.14秒 100.0%
提案手法 38.94秒 100.0%

時間への解答 提示手法 1 53.69秒 97.2%
提示手法 2 40.22秒 97.2%
提案手法 30.11秒 94.4%

表 9 質問紙による回答結果

履歴書に見えるか？ 最もわかりやすかった
提示方法

提示手法 1 0.0% 0.0%
提示手法 2 88.9% 22.2%
提案手法 100.0% 77.8%

4 ·6 実 験 4
提案手法は，特定のサイトから得られるWebページに

限定した手法ではないが，人物について詳細な記述がさ
れる百科事典サイトやデータベースサイトから得られる
情報に影響を受ける可能性がある．特に，Wikipediaの
影響が大きいことが考えられる. 本節では，Wikipediaか
ら得る情報が提案手法に与える影響を調査した．

§ 1 データセット

データセット中の履歴文について，Wikipediaから得
られた割合を調査したところ，平均 23.4%であった．人
物により 0.0%から 50.7%と割合に幅があった．集計結果
を表 10に示す．
§ 2 人物と履歴文の関係性判定

人物と履歴文の関係性判定の教師データについて, Wikipedia
から得た履歴文は 9.3%(627/6740)であった．627の履歴
文の 88.0%(552/627)は人物と関係があると判定された履
歴文（正解データ）であり，教師データの正解データに占
める割合は 24.3%である. 人物と履歴文の関係性判定に
ついて，Wikipediaから得る情報がどの程度評価に影響
を与えているか調査を行った．4.3節における提案手法の
結果について，Wikipediaから得た履歴文を除外して再集
計を行った．その結果，適合率 86.5%，再現率 68.0%，F
値 72.3%と, Wikipediaから得た履歴文を含めた評価（適

∗12 出来事への解答，時間への解答を合わせて集計した結果．
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表 10 データセットにおける Wikipediaの割合

Wikipedia
Wikipedia

の割合
安達祐実 168 41.0%
宮沢りえ 149 26.7%
仰木彬 47 24.4%
荒川静香 185 49.2%
香取慎吾 118 23.0%
黒住祐子 129 22.4%
黒木瞳 147 27.3%
佐々木主浩 57 22.2%
佐々木裕司 0 0.0%
小渕恵三 89 34.4%
松坂大輔 61 13.0%
青島幸男 57 15.8%
石川遼 25 11.7%
川淵三郎 68 28.2%
長嶋茂雄 179 50.7%
天海祐希 110 26.1%
渡辺淳一 38 30.9%
藤原正彦 44 17.9%
鳩山由紀夫 44 16.6%
武部勤 56 13.0%
北川正恭 42 21.2%
堀江貴文 37 9.6%
木下斉 40 12.7%
野中広務 53 22.0%
野茂英雄 87 23.9%
有森裕子 46 25.0%
平均 79.8 23.4%

「Wikipedia」は Wikipediaサイト内から得た履歴文の数．

合率 89.3%，再現率 71.4%，F値 75.8%）より，若干低下
した. 各尺度とも数%の低下にとどまり，Wikipediaから
得た履歴文が与える提案手法への影響は小さいと考える．

§ 3 履歴書形式で提示される履歴文

履歴書形式で提示される履歴文について, Wikipediaか
ら得た情報の影響を調査した．4.4 節で用いた提案手法
データと，Wikipediaから得た履歴文を除外した提案手
法データ（以下，Wikipedia除外データ）について 2.4節
の処理を行ったものを使用した．2つのデータを用いて，
Wikipediaを用いない場合の提示割合を集計した．集計
は，全体と，4.4節§2で定義した職種（芸能人，スポー
ツ選手，政治家，その他）について行った．以下の尺度

を用いた．

提示割合 =
Wikipedia 除外データから 2.4 節の処理にて得られたクラスタ数 (5)

提案手法データから 2.4 節の処理にて得られたクラスタ数

Wikipedia除外データを使用しても，平均 61.3%（表
11参照）提示できた．この結果は，Wikipediaから得た
情報を用いなくても，ある程度の情報を提示できること
を示している．特に戸籍，経歴は 7割以上提示できた．一
方で，学歴，受賞歴はどちらも約 5割であり，戸籍，経
歴よりもWikipediaの情報への依存度が大きいことがわ
かった．職種別の集計の結果，芸能人が最もWikipedia
から影響を受け，政治家があまり影響を受けないことが
わかった．芸能人は，他の職種の人物よりもWikipedia
で詳細に記述されるからであろう. 政治家は，自身のサ
イトなどで詳細なプロフィール情報を公開していること

が多く，Wikipediaの情報に頼らなくても戸籍，学歴，経
歴，受賞歴の各情報を得られやすいためであると考える．

表 11 履歴書形式で提示される履歴文における Wikipediaの影響

平均 戸籍 学歴 経歴 受賞歴
全体 61.3% 78.6% 50.9% 73.2% 42.6%
芸能人 48.9% 74.7% 50.0% 41.7% 29.2%
スポーツ選手 55.0% 79.2% 25.0% 76.4% 39.3%
政治家 73.5% 84.2% 79.2% 79.7% 51.1%
その他 61.5% 75.0% 48.1% 75.3% 47.5%

5. 関連研究と議論

5 ·1 関 連 研 究

本研究に類似する研究として，経歴を抽出する研究
[Kimura 07] や伝記を作成する研究 [Kim 02, Schiffman
01]がある．[Kimura 07]では，得られたWebページを
同姓同名人物毎にクラスタリングを行い，人物に関する
経歴を抽出し，時系列に並べて提示している．本研究と
は，以下の点で異なる．まず，提示方法に大きな違いが

ある．[Kimura 07]は，得られた経歴のカテゴリ毎の分類
は行わず，単純に時系列に並べて提示している．本研究
は，戸籍，学歴，経歴，受賞歴の 4つのカテゴリ毎に分
類し，履歴書の形式にあわせて提示する．履歴書という
多くの人になじみのある形式で提示したほうが，利用者
にとって理解がしやすくなると考える．次に，人物との

関係性判定方法が異なる．[Kimura 07]では，[米井 08]
と同じく人物とWeb上から得られた経歴の判定に木構造
をパターンに用いて判定を行っている．HTMLで記述さ
れたWebページは雑多であり，記述ミスがある可能性も
あるため，木構造を用いた手法では有効に機能しない場
合がある．本研究では，木構造ではなく，主に HTMLの
タグの出現パターンを用いて人物との判定を行っている．

[Kim 02]ではニュース記事を，[Schiffman 01]ではWeb
上の情報を用いて，伝記を自動的に生成している．本研
究は，Web上の情報を用いるという点で [Schiffman 01]
と類似する．提案手法は，伝記の自動作成にも応用可能
であると考える．

本研究の人物と履歴文の関係性判定は，オブジェクト
同士の関連性を求める研究と類似する．オブジェクト同
士の関連性を求める研究には，米井ら [米井 08]，大前ら
[大前 06]，Yoshidaら [Yoshida 04]の研究がある．米井
らの研究は，構造化文書から木構造のパターンを生成し
ている．本研究では，半構造化文書である HTMLを対象
とし，全体の論理構造の解析を必要としない手法を提案

した．大前ら，Yoshidaらの研究は，HTMLの表 (table)
から属性と属性値の関連性を判定している．本研究の人
物と履歴文の関係性判定は，表 (table)以外のタグも考慮
している．

Webページから人物に関する情報を抽出する研究には，
キーワードを抽出する研究 [森 05]，呼称や別名を抽出す
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る研究 [外間 06, 若木 08, 本間 07]，肩書や職業に関連
する情報を抽出する研究 [Wan 05,上田 09]などがある．
[森 05]では，語の共起を利用してキーワードを抽出して
いる．[外間 06,若木 08,本間 07]は，人物に対する呼称
や別名がよく出現すると考えられるパターンを利用し抽
出を行っている．[本間 07]は，パターンの自動生成を同
時に行っている．[Wan 05,上田 09]は，同姓同名人物毎
に分離された Web ページクラスタにラベル付けするこ
とを目的に，肩書や職業に関連する情報を抽出している．
本研究では，時間と人物に関する出来事の両方を含む文
（履歴文）を抽出した上で，戸籍，学歴，経歴，受賞歴の
カテゴリ毎に分類している．

Web上の同姓同名人物の分離についての研究には，佐
藤ら [佐藤 05]，Bekkermanら [Bekkerman 05]，白砂ら
[白砂 06]，木村ら [木村 06]の研究などがある．佐藤ら，
Bekkermanらは人間関係を用いた同姓同名人物の分離を
行っている．白砂らは，プロフィール情報に，木村らは
Web検索エンジンから得られるスニペットに着目した手
法を提案している．本研究では，同姓同名人物毎に分離
されたWebページの使用を対象としている．

5 ·2 議 論

本研究では，Web人名検索で検索される人物の理解を
支援するために，社会で広く人物の理解のために用いら
れる履歴書に着目し, Web ページから時間と人物に関す
る出来事の両方を含む文（履歴文）を抽出して履歴書の
形式で提示する手法を提案した．本研究の意義は，Web
ページからの人物に関連する情報抽出だけではなく，抽

出した情報の統合・提示方法についても焦点をあてた点
にある．

評価実験の結果，以下の知見を得た．

(1) 提案手法の人物と履歴文の関係性判定の判定性能
は，適合率 89.3%，再現率 71.4%，F値 75.8%であっ
た．再現率，F値については，比較手法の中では最
も良い結果であった．適合率も 9割近い評価であり，
これらは提案手法の人物と履歴文の関係性判定の有
効性を示す結果であると考える．

(2) 分類性能は，人手判定データの評価について 3つの
カテゴリで適合率が 9割以上であった（戸籍：92.4%，
学歴：94.7%，受賞歴：93.3%）．再現率は，平均70.8%
であった．また，多少の間違いを含む提案手法の人物

と履歴文の関係性判定により得られた履歴文であっ
ても，人手で人物と関係があると判定した履歴文を
分類した結果と同等の適合率が得られた．この結果
は，ある程度間違ったデータを与えても頑健に動作
することを示唆していると考える．同時に，提案手
法の人物と履歴文の関係性判定の有効性を裏付ける

結果でもあると考える．クラスタリング性能は，適

合率 99.8%，再現率 84.0%であり，非常に良い結果
であった．この結果は，提案手法の時間を考慮した
クラスタリングの有効性を示す結果であると考える．

(3) 被験者を用いた提案手法と 2つの比較手法の提示
方法についての比較実験では，提案手法の解答時間
が最も短く，正答率も良かった（出来事への解答：
100.0%，時間への解答：94.4%）．また，最もわか
りやすい提示方法として提案手法を選ぶ被験者が最
も多かった．これらの結果より，提案手法の履歴書
形式による提示方法の一定の有用性を確認できたと
考える．

(4) Wikipediaから得る情報の影響について調査した．
人物と履歴文の関係性判定への影響は小さいことが
わかった．また，履歴書形式で提示される履歴文（ク
ラスタ）について, Wikipediaから得る情報がなくて
も, 平均 61.3%の履歴文を提示できることがわかっ
た．この結果は，Wikipedia から得る情報がなくて
も，ある程度の情報を提示できることが示唆された
ものと考える．

以下では，提案手法における個別手法の一般性と，提
案手法と個別手法に共通する限界について述べる．

提案手法における履歴文の抽出は，人名以外のクエリ
でも利用可能である．例えば，クエリに団体名や企業名
を用いた場合，団体や企業の歴史に関する文の抽出が期
待でき, クエリについての年表作成に応用が可能である．
また，人物と履歴文の関係性判定は，クエリとWebペー
ジ内の単文以外のオブジェクトとの関係性も判定可能で
ある．Web上でのクエリとオブジェクトの関係性の判定
は重要な課題であり，研究 [米井 08,大前 06, Yoshida 04]
も多数行われている．人物と履歴文の関係性判定の応用
範囲は非常に広いと考える．

同義の履歴文のクラスタリングは時間を考慮している
が，時間以外にも適応可能である．例えば，時間を金額に
置き換えて，製品とその値段を含む文のクラスタリング
に応用できる．具体的には,「ソニー・コンピュータエン
タテインメント PLAYSTATION 2￥14,800(税込)」，「ソ
ニー・コンピュータエンタテインメント PLAYSTATION3
￥39,980(税込)」の 2 つの文が得られたとする．これら
2つの文は，別の製品について言及されているが文字列
の構成がほとんど同じであるため，一般的なクラスタリ
ングでは，同じクラスタとしてまとめられる可能性が高
い．金額を考慮したクラスタリングを行えば別のクラス

タに分類できる．

提案手法（履歴文の抽出，分類，クラスタリング）で
は，得られた情報の取捨選択や統合処理を行っているた
め，ある程度の数のWebページを必要とする．Web上で
の言及が少ない人物（人名）の場合，得られるWebペー
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ジの数が少なくなり，各手法にて取捨選択や統合処理を

行うと，提示される情報がほとんどないことがありうる．
提案手法は，少量のWebページしか得られない人名につ
いては改良が必要である.

以下に今後の課題をまとめる．

人物と履歴文の関係性判定の再現率は 71.4%と良い結
果が得られたが，3割弱については判定に失敗した．判
定に失敗したものは，パターン作成に用いた Web ペー
ジのパターンに当てはまらないものが多かった．これは，

教師データの正解データの約 1/4がWikipediaから得た
情報と，得られたサイトに若干の偏りがあったことが影
響を与えたと考える．改善策として，Wikipedia以外の
サイトのパターンを幅広く収集することが挙げられる．

履歴文の分類については，経歴の分類性能が他のカテ
ゴリと比べ評価が低下した．特に，芸能人については顕
著であった（適合率：35.1%，再現率：16.0%）．本研究で
は，人物の企業や団体への就職，加入，参加の記述を経
歴として分類している．芸能人の場合，所属事務所等の
加入に関する記述が本研究での経歴となる．しかし，芸

能人についての所属事務所等の加入と加入時期を合わせ
て記述されることはほとんどない．実験中に用いた芸能
人のうち，「安達祐実」，「宮沢りえ」の 2人については，分
類の正解データ作成の際，本研究で定義する経歴に合致
するものは得られなかった．一方で，芸能人については
本研究における経歴に合致しないものが分類されやすい
傾向にあった．ここで，芸能人 6人の経歴に分類された
履歴文を調査した．その結果，ほとんどが映画，テレビ
番組，舞台などの出演歴であった．特に，企業や団体の
名前が入った出演歴が多かった．例えば，「安達祐実」の
「ハウス食品「ふっくらケーキ屋さん」（1995年 - 1996
年）」などが該当する．「ハウス食品」は企業名である．こ
れら出演歴については，芸能人の経歴とされることがあ

る．プロフィールにも，出演歴が記載される場合が多い．
ここで，芸能人のみ出演歴も経歴とした場合の適合率を
集計した．その結果，人手判定データで 90.0%，提案手
法データでは 100.0%であった．このように，職種によっ
て何を経歴とするかには揺れがあり，経歴の定義によっ
ては，評価に大きな差が生まれる．今後は，職種別に何
を経歴とするかについて検討を行った上で，職種別に経

歴の分類パターンを変更する改善を行いたい．

同義の履歴文のクラスタリングに対する評価は，適合
率，再現率ともに高く，同義の履歴文の多くを 1つのク
ラスタにまとめられることが確認できた．しかし，図 3
の経歴に分類されている「1983年オフ，ヘッドコーチ昇
格」「■ 1984年，ヘッドコーチ昇格」のように，同義で
あっても記述されている時間が異なっている場合は提案
手法のクラスタリングでは対応できない．前者は，契約
を行った年，後者は，就任した年であると考える．この
ように，書き手の解釈により，同義であっても記述され

る時間が異なる場合がある．同義で異なる時間が記述さ

れた履歴文をどのように扱うかについては今後の課題と

する．
本研究では，戸籍，学歴，経歴，受賞歴のいずれにも
分類されなかった履歴文を提示の対象としていない．し
かし，分類されなかったものの中にも，人物の理解に有
益なものが存在すると考える．ただし，分類．されなかっ
たもの全てを提示すると，閲覧させる数が増え利用者の
負担が増える可能性がある．利用者への負担を軽減させ

るために，人物の理解に有益である履歴文のランキング
を行い上位数件のみ提示するなど，提示方法に配慮した
手法を検討したい．

6. お わ り に

Web人名検索で検索される人物の理解を支援するため
に，Webページから時間と人物に関する出来事の両方を
含む文（履歴文）を履歴書の形式で提示する手法を提案
した．提案手法の特徴は,ヒューリスティックを用いた履
歴文の抽出とそのフィルタリング，主にHTMLのタグの
出現パターンを用いた SVMによる人物と履歴文の関係
性判定，SVM を用いた履歴文のカテゴリへの分類，記
述された時間を考慮した同義の履歴文のクラスタリング
である.
本研究の意義は，Webページからの人物に関連する情
報抽出だけではなく，抽出した情報の統合・提示方法に
ついても焦点をあてた点にある．評価実験の結果, 提案手
法の有効性を確認した. 履歴文の抽出は人名以外のクエ
リに, 同義の履歴文のクラスタリングは時間以外にも応
用可能である.
今後の課題として, 人物と履歴文の関係性判定の性能
向上,芸能人における経歴カテゴリの分類性能向上, 時間
が異なる同義の履歴文のクラスタリング性能向上などが
あげられる.
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