情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2014-CH-103 No.4
2014/8/2

人文科学データベースからの人名一覧表示システムの構築
清野陽一†1

山田太造†2

高田智和†3

古瀬蔵†4

『古事類苑』および芳賀矢一編『日本人名辞典』から抽出した人物等を対象とする「人名一覧表示システム」につ
いて紹介する．本システムは，近代以前の人名の一覧中に，
『日本人名辞典』に掲載されている「解説」を説明文とし
て提示する．また，姓名等をキーワードとして，人間文化研究機構の統合検索システム nihuINT での検索を実行する
機能により，人名等に関連した様々な人文科学研究資源にアクセスすることが可能となる．

Construction of Listing System of Personal Names
from Humanities Databases
YOICHI SEINO†1 TAIZO YAMADA†2
TOMOKAZU TAKADA†3 OSAMU FURUSE†4
This paper describes a system listing personal names constructed from humanities databases such as “Kojiruien” and “Nihon Jinmei
Jiten” by Yaichi Haga. In this system, the source of descriptions about each pre-modern person in the list are referenced in “Nihon
Jinmei Jiten”. In addition, each personal has links to “nihuINT” search provided by National Institutes for the Humanities, which
enables us to access various humanities’ resources related to personal names.

1. はじめに

ことができたりするという効果がある．また，ある学問分
野における特定の条件に基づいた語彙のリストを作成する

人間文化研究機構では，人間文化研究機構に属する機関

ことは，多様な研究資源へのアクセスする際の検索語等に

を中心とした 140 に及ぶデータベースを検索対象とする

用いることもでき，研究の基礎データとして重要であると

「 人 間 文 化 研 究 機 構 統 合 検 索 シ ス テ ム nihuINT （ nihu

考える．本稿では，その中でも特に有用性が高いものとし

INTegrated retrieval system, 以下，nihuINT とする）」 [a] を

て，人名に焦点を当て，一覧を作成することについて述べ

2008 年 4 月に公開し[1]，2012 年 5 月に第二期システムと

る．人名を選んだ理由については，分野横断的な知識であ

して更新を行った．

り，かつ，次に述べるように『古事類苑』や芳賀矢一編『日

本稿では，キーワード検索機能による nihuINT の人文科
学研究資源へのアクセスを補完するために構築した「人名
一覧表示システム（以下，本システムとする）」[b]について
報告する．

本人名辞典』[2]などの一覧データを作るための素材があっ
たことが挙げられる．
従来，人名の一覧というと一般的には書籍としての人名
辞典が普及していた．本システムで利用した『日本人名辞

以下，2 節で本システム構築の背景，3 節で本システムの

典』も本来は書籍として出版されていた辞典である．しか

概要，4 節では nihuINT との連携機能，5 節で諸人文科学研

し，紙媒体では検索性が悪いため，現在は人名辞典に相当

究資源との連携による可能性について述べる．

する Web サービスも数多く存在している[c][d][e]．ただし，

2. 「人名一覧表示システム」構築の背景

これらは検索機能や解説の詳しさについて優れたものも多

これまで nihuINT では様々なデータベースのメタデータ
を整備してきた．その中で，特定のカテゴリでの一覧とし
て整備しておくと有用性が高いデータとして固有表現の語
彙が挙げられる．一覧を閲覧することにより，予期しない
様々な情報に接することができたり，情報全体を俯瞰する
†1 人間文化研究機構本部
National Institutes for the Humanities
†2 東京大学史料編纂所
Historiographical Institute, The University of Tokyo
†3 国立国語研究所
National Institute for Japanese Language and Linguistics
†4 国文学研究資料館 / 総合研究大学院大学
National Institute of Japanese Literature / The Graduate University for
Advanced Studies[SOKENDAI]

a) http://int.nihu.jp/
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いが，いずれもある目的に応じて限られた資料中から抽出
された，特定用途・分野の人名を中心に取り上げているた
め，やや網羅性に乏しい点が挙げられる．そこで本システ
ムでは，近代以前の歴史上重要と思われる人物については
網羅性があること，また，全てではないが，
『日本人名辞典』

c) 国立国会図書館は各種人物情報を Web サービスで提供している．
「Web
NDL Authorities」（http://id.ndl.go.jp/auth/ndla/）は人名典拠を，「リサーチ・
ナビ」中の「日本人名情報索引（人文分野）データベース」
（https://rnavi.ndl.go.jp/jinmei/）では所蔵和図書・雑誌から選別された資料
中より抽出された人文分野の人名を提供している．
d) nihuINT 中にも「江戸商人・職人」「や平安人物志」等の人命に関わる
データベースが存在している．
e) 木簡中に登場する人物をまとめたものとして，奈良文化財研究所の提
供している「木簡人名データベース」
（http://jinmei.nabunken.go.jp/mokkan_name/）もある．
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に記載のある分については簡便な解説が付されており，表
示上も冗長にならず，ユーザもその人物について概略を端
的に知ることができることから『古事類苑』および『日本
人名辞典』のデータを用いることとした．nihuINT に含ま
れる人物情報に関するデータベースには，後述する連携機
能を用いることでアクセスすることが可能であり，より詳
しい解説や情報はそちらを参照することもできる．
人名一覧のデータを作成するにあたっては，『古事類苑』
データベース[3]と『日本人名辞典』データベース[4]のメタ
データを用いた．これらは，国文学研究資料館で公開され
ており，既に nihuINT の検索対象にもなっている．
『古事類
苑』は，歴史学など人文科学の研究に重要な日本の前近代
の事項が類書形式で編纂された百科事典であり，多くの人
名を含む索引を有している．
『日本人名辞典』を典拠に用い
た理由としては，文献[4]で指摘された「『日本人名辞典』を
選んだ理由は，同書が簡便な書ながら，人物情報の見出し
として多様・多種のデータを盛り込んでいること」という
考えに基づいて，本研究では，
『日本人名辞典』を典拠に用
いた．
本システム構築のもう一つの目的は，一覧からの人文科
学研究資源へのアクセスにより，nihuINT の検索機能を補
完することである．nihuINT は様々な研究分野のデータベ
ースを一元的に検索することができるシステムであり，豊
富な人文科学研究資源にアクセスできるという特徴を持っ
ている．現状の nihuINT は次の検索手段を備えている．
1.

検索キーワードを入力する．

2.

時間範囲・空間範囲の指定をする．

3.

データベース別にその中に収録されているデータを
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3. 人名一覧表示システムの概要
3.1 人名一覧データの作成
本システムで用いる人名一覧データの作成手順は以下
のとおりである．
1. 『古事類苑』総索引から「人名」を抽出
2. 人物に対して ID を付与．この際，名寄せを行うため
の ID，ここの参考資料における ID 等も付与する．
3. 氏姓と名に分割
4. 『日本人名辞典』をはじめとして，各種人名辞典を利
用して氏姓・名の「よみ」を付与
5. 『日本人名辞典』に掲載されている人物については解
説文を引用・付与
6. 名寄せ作業
ユーザの便を考慮して，
『古事類苑』総索引や『日本人名
辞典』の旧字体は，一覧データ作成にあたって新字体に置
き換えている．
『古事類苑』や『日本人名辞典』のデータベ
ースは，旧字体での表記が多いが，nihuINT では，システム
側で異体字に対応しているため，新字体でもこれらのデー
タベースの検索に支障がないためでもある．そして人名の
読みは，現代かなづかいを採用している．
3.2 人名一覧表示システムの画面
本システムの画面構成と機能は以下の通りである（図 1）．
初期状態の「一覧表」は，よみが「あ」から始まる“人名”
を 50 件表示している．ユーザは画面上部左側の「表示件数
選択」で「一覧表」に表示する件数を 50 件・100 件・200
件の中から選ぶことができる．選択した件数以上のデータ
を効率的に表示するため，複数ページに分割しており，画

一覧表示して，個別のデータを選択する．
これらの方法では具体的に検索したいキーワードを，ユー
ザ自身が知っている，あるいは時間・空間で知りたい情報
を予め絞り込んでいる，具体的に検索したいデータベース
を絞り込んでいる，といった条件が満たされている必要が
ある．
ところが，ユーザは必ずしも自分が知りたい情報に対し
て適切に絞り込めるような情報を持ち合わせているとは限
らない．知りたいことに対して，何を検索キーワードとし
て入力すれば良いのか思いつかない，という場面も多々あ
ると思われる．そこで予め，あるカテゴリに関する語彙の
一覧を用意しておき，それを元に検索を自動的に行うこと
で，ユーザに文字入力を求めずとも，目的とする情報にた
どり着く手段を用意する情報ナビゲーションが可能となる．
これにより，対象とするデータベースの中にどのようなデ
ータが含まれていて，ユーザが自分にとって必要としてい
るデータがその中に含まれているのかを事前に確認するこ
とも可能になる．また，一覧で示すことにより，ある人名
を調べている際にたまたま近くにある別の人名を発見し，
それを調べることで知識が広がるという効果も期待できる．
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表示件数選択

画面移動用ナビゲーション

一覧表
図 1

本システム初期表示画面

面上部右側の「画面移動用ナビゲーション」でページを遷

5 ページ分が表示され，
「<<」は現在表示されているページ

移し，人名を探索することができる．現在表示されている

の 2 ページ以前へ，「>>」は 2 ページ以降へ遷移するため

件数が X 件目から Y 件目である場合は「X - Y 件目」とし

のリンクを示す．

て表示され，その右側には，全検索結果数が Z 件であれば

「よみの前方一致から探す」はプルダウンメニューから

“（全: Z 件中）”と表示される．分割されたページヘ遷移し

読みの先頭文字（登録件数が多い字については先頭から 2

たい場合は，全検索結果数の括弧書きの右側にある数字を

文字目で検索結果を適宜分割した選択肢）を指定すること

クリックすることで指定したページヘ遷移することができ

で「一覧表」の表示条件を設定することができる機能であ

る．分割されたページの総ページ数が 5 ページを超える場

る （図 2）．また，
「人名，よみ，解説の部分一致から探す」

合は，画面中には現在の表示ページの前後 2 ページを含む

は，検索キーワードを指定することで，“人名”フィールド，
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図 2 「よみの前方一致から探す」機能

図 3 「人名，よみ，解説の部分一致から探す」機能を使った場合の検索結果
あるいは“解説”フィールドに対する部分文字列検索を行う
機能である （図 3）．

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

「一覧表」部分の“人名”フィールドには，
『古事類苑』お
よび芳賀矢一編『日本人名辞典』から抽出した人名等が表
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図 4 「nihuINT で検索」機能（全項目検索）と nihuINT

図 5 「nihuINT で検索」機能（「人物・組織」に対して検

での検索結果表示画面

索）と nihuINT での検索結果表示画面

示されており，そのよみが“よみ”フィールドに表示されて

の，氏姓のみ，および名のみの 3 タイプある．氏姓と名に

いる．

分けたのは，それぞれ単独で検索するニーズがあると想定

“人名”として収録されているデータの中には，神名や尊

されたからである．また，「藤原朝臣鎌足」，「林忠，一名

称，異名，別名，号，官職名，姓等も含まれている．同名

信勝，字子信，號羅山」のように，姓名が連続しないで出

異人が存在する場合は，
「僧」や「刀工」等を括弧書きする

現する場合も，「藤原」と「鎌足」，「林」と「羅山」の

などその人物を端的に表す但し書きを付して，区別した．

AND 検索によってヒットさせることができる．「源尊氏」

“解説”フィールドには，
『日本人名辞典』にその人名等に該

や「平政子」のように通称でない表記の場合でも「尊氏」

当する解説を掲載した．同一人物で複数の名称，もしくは

や「政子」でヒットさせることができる．氏姓名全てを用

表記方法が存在し，その複数の名称がいずれも良く用いら

いた場合は，選択した人物のみを限定して nihuINT で検索

れている人物の場合は，その内の 1 つを代表する名称とし

することが可能である．一方，例えば「蘇我馬子」を検索

て扱い，それを元に名寄せを行った．それ以外の名称は“解

した際に，他に「蘇我」の氏を持つ人名にはどのような人

説”フィールドに名寄せ先のリンクを記載しており，これに

物がいるのかを知りたい場合には，氏姓のみを選ぶこと

より代表する名称へ誘導することができる （図 2 中，「台

で，nihuINT で検索可能な人文科学研究資源にアクセスす

徳院」参照）．

ることができる．

4. nihuINT との連携機能
本システムの機能のうち，nihuINT との連携機能が特筆
される．

検索条件の選択肢としては，nihuINT の検索対象項目も
指定でき，全項目（図 4）もしくは基本共通メタデータ[1]
における「人物・組織」のどちらかを選んで検索すること
ができる （図 5）．nihuINT における検索結果は別ウィンド

図 1「一覧表」の“nihuINT で検索”フィールドは，

ウに表示される．全項目検索を行った場合は，『古事類苑』

nihuINT で検索するためのリンクを有しており，“人名”

などの本文データベースも含む nihuINT の全データの全項

フィールドの値を用いて検索キーワードを自動生成する．

目に対して検索が行われるため，検索結果の再現率を高く

生成される検索キーワードは，氏姓名を全て用いたも

できる．一方，「人物・組織」に限定して検索した場合は，
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nihuINT に登録されている各データベースの中の「人物・

その人物から広がる，より広範な知識へとアクセスするこ

組織」のメタデータに対してのみ検索が行われるため，検

とが可能になる．今後の人文科学研究において，本システ

索結果の適合率が高くなり，検索結果がユーザの目的とす

ムの持つ有用性は高いだろう．

る情報である可能性が高くなる．図 4 と図 5 で，同じ「歌

将来的には，人名だけではなく，書名や地名等，様々な

広重」で検索した場合の例を示しているが，図 4 の全

用語に基づいた同様のシステムを用意し，nihuINT との連

項目検索では 1291 件，図 5 の「人物・組織」のみの検索で

携を行うことによって，より豊かな人文科学研究資源への

は 948 件であり，前者の場合は本文データベースである『古

アクセス手段を提供し，人文科学研究の発展に寄与できる

事類苑』データベースがきちんとヒットしている一方，後

ものと考えている．また「一覧表」における個々のレコー

者では，全項目検索でもヒットしたデータベースにおいて，

ドには ID が付されて管理されており，名寄せなど異名等

殆どの場合で検索結果数が少なくなっており，より「歌川

に関しての相互参照の関係付けも可能な限り行っている．

広重」に関係の深いデータのみが選別されている．

この人名情報に対して Linked Data に代表される semantic

川

これらの機能により，人名等を出発点とした豊富な人文
科学研究資源へのアクセスが，nihuINT を通じて可能とな

web 技術を用いることで，人文科学研究における Web 上に
おける人物の典拠データを提供できる可能性がある．

る．

5. 諸人文科学研究資源との連携による可能性
本節は，現状における本システムの課題と，本システム
を基礎とした諸人文科学研究資源との連携による可能性に
ついて述べる．
本システムの課題としては，データの典拠とした文献に
由来する部分がいくつか存在する．
１つは，
『古事類苑』および『日本人名辞典』がいずれも
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明治・大正期に作成されたものであるという点に起因する
問題である．本システムに収録できた人名等も，必然的に
それ以前の時代のものに限定されている．この点について，
今後も本システムの収録人名等を増強するうえで，大正期
以降の人名の拡充については，典拠とする史資料の制約も
あり課題となっている．この課題を解決するために，Web
上における既存の自由利用可能な資源（例えば Wikipedia の
人物情報）との連携を模索することで拡充を目指すことも，
システムの性能向上に際しての検討課題としたい．
もう１つは“解説”フィールドのデータが不完全な点であ
る．現在は『日本人名辞典』に解説が載っているものしか
掲載できていない．その人物がどのような人物かが端的に
わかるような情報をすべての人物に付せることを目指した
いが，典拠とする史資料の制約があり，今後の課題となっ
ている．この解決手段も先述の他資源との連携によって克
服できる可能性について，検討を続けていきたいと考えて
いる．
一方で本システムの展開可能性として以下の様な点が
挙げられる．
我々の取り組みは，単に人名の一覧を作成してその解説
を付すだけではなく，一覧を作成し，そこから各種人文科
学研究資源へのアクセスの入り口を提供したことに意義が
あると考えている．本システムは nihuINT との連携機能が
提供されていることにより，人名等を出発点として様々な
諸人文科学研究資源へアクセスすることが可能であり，ユ
ーザは単にある人物の詳細を知ることができるだけでなく，
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