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巨大なデータベースである Web から知識を抽出する一手法として実世界指向 Web マイニングを
提案する．従来のマイニングでは主に統計的な処理によりデータの特徴が抽出されていた．これに
対し，実世界指向マイニングでは，実世界を意識したデータの解釈，具体的には，実世界のエンティ
ティがデータの中にどのように現れ，相互にどういう関係を形成しているかを調べる．この考え方を
Web における人物の識別に適用し，同姓同名人物の分離を行った．これは，与えられた人名が出現
する Web ページを同一人物ごとにグループ分けするタスクで，本手法を用いた場合，平均 9 割以上
の高い率で正しく処理できることを確認した．

Distinguishing between People on the Web with the Same First and
Last Name by Real-world Oriented Web Mining
Shin-ya Sato,† Kazuhiro Kazama,† Kensuke Fukuda†
and Ken-ichiro Murakami††
This paper proposes a technique called “real-world oriented Web mining” for extracting
knowledge from the Web regarded as a huge database. While conventional mining techniques
search for characteristics of data mostly by statistical analysis, the proposed technique interprets data from real-world oriented point of view. In more concrete terms, it locates real-world
entities in the data and analyzes relationships among them. This idea has been applied for
performing a task to distinguish between people on the Web with the same first and last
name. The task is to classify Web pages with a given person’s name into groups each of which
corresponds to a person in the real world. With the proposed technique, people have been
identified with accuracy more than 90% on average.

• データに潜んでいる特徴的パターンを発掘し，そ

1. は じ め に

れを実世界に照らし合わせて解釈するボトムアッ

Web ページの数は 2004 年 4 月の時点で 92 億を超
えると推測されている1) ．この巨大さは Web の 1 つ

プ的アプローチ．データマイニングの手法を Web

の特徴であるが，それ以上に特筆すべき性質として

“社会性” — つまり，実社会の状況を反映しているこ

• あらかじめ知識（の表現）の枠組みを用意し，デー
タをその枠組みにあてはめて整理・解釈するセマ

と — があげられる2),4) ．これは，Web が普及し日常

ンティック・ウェブ3) のようなトップダウン的ア

に適用した Web マイニング5) がその典型例．

生活に浸透してきたことの自然な結果としてとらえる

プローチ．

ことができる．Web は，この社会性ゆえに，実社会

これらを，得られる知識の質や知識抽出に要するコ

に関する多種多様な「活きた」情報を保持している知

ストなどの観点で評価すると，まず前者は，マイニン

識ベースとして期待されている4) ．

グという手法の特徴として，隠れた知識の発見が期

実世界に関する知識を Web ページに記述されてい

待できるという点で優れている．しかし，抽出された

る語句やハイパーリンクといったデータの集まりから

データそのものの特徴が果たして実世界を説明しうる

取り出す方法は次の 2 つに大別される：

ものなのか，実世界をどれだけ正確にとらえているの
かは不明であり，妥当性の点で検討の余地がある．
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一方，後者では，あらかじめ設計された知識の枠組
みの中で得られる結果なので妥当性は高い．しかし，
得られる知識も与えられた枠組みの制約を受けるので，
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限定的である．たとえば，タグで意味付けをする場合，
タグの種類の少ない/多いがそのまま概念分類の粗さ/
細かさにつながる．さらに，枠組みの構成（たとえば，
オントロジーの構築）にコストがかかるという問題も
ある．
このように，2 つのアプローチは相補的関係にある．
本論文では，これらをお互い欠点を補い合うように融
合させた新しいアプローチを提案する．具体的には，
解析対象となるデータの中でも実世界を構成する要素
（人，組織など）に焦点を当て，それらの関係などを

図 1 人物，名前，文書の相互関係
Fig. 1 Relationships among people, their names and
relevant documents.

マイニング的手法により明らかにする．マイニングを
ベースとしながら，実世界に関する知識の枠組みを適

かし，実際には，基本的に 1 つの文書は一貫した文脈

用するという意味で，本手法を実世界指向マイニング

を持っており，その中で人物が言及されるので，複数

と呼ぶ．

回出現する同じ名前が異なる人物を指し示す可能性は

実世界指向マイニングを具体的に説明するとともに

非常に低いことが実験を通して経験的に分かっている．

その有効性を示すため，以下，Web における人物の

名前のリストのような明確な文脈が認められない場合

識別という問題を考える．Web に限らず，一般に文書

でも，1 文書にすべての名前が載せられているのでは

中に人物を登場させるにはその名前を表す文字列を記

なく，何らかの属性に基づいて複数のページに分割さ

述すればよい．しかし，逆の対応は一意的でなく，文

れている．分野別の書籍一覧（の一部としての著者リ

書中の人名を実世界の人物に対応させるためには同姓

スト）がその例である．

同名☆ 人物を分離するという問題を解かなければなら

そこで，本論文では，1 つの文書内に複数回現れる

ない．本論文では，この問題を解決する手段として実

名前が同 1 人物を指している状況を仮定する．このと

世界指向マイニングが有効であり，Web 上の実デー

き，各文書を個々の人物に対応付けることができる．

タを 9 割を超える高い精度で処理できることを示す．

そして，同じ人物に対応する文書をまとめることで，

以降，本論文での議論は次のようにすすめる．まず，

文書集合と人物を 1 対 1 に対応させることができる．

2 章で Web における同姓同名分離問題を定式化する．
次に，実世界指向マイニングの考え方を適用して得ら

同姓同名人物の分離はこの文書集合の構成に帰着され

れるこの問題の解法を 3 章で示す．4 章では，実デー

ができる．

タを用いて実際に同姓同名分離処理を行い，提案手法

る．この対応関係は，形式的には次のように書くこと
まず，人名 x を含む Web ページの集合を D(x)，

の有効性を確認する．この結果をふまえ，5 章で関連

Web ページ d に出現する x が指し示す（実世界の）

研究との比較を行い，実世界指向マイニングというア

人物を p(d, x) とする．そして，名前が x であるすべ

プローチの意義を明確にする．

ての人物の集合を P (x) とし，その要素に番号を付与

2. 同姓同名分離問題の定式化
人物とその名前，そして名前が記述された文書（Web
ページ）の関係は図 1 のようになっている．複数の人
物により 1 つの名前（図では X）が共有され，また，
その 1 つの名前は複数の文書に出現している．

する：

P (x) =



{p(d, x)}

d∈D(x)

= {p1 , p2 , . . .}
このとき，文書集合

Ci = { d | d ∈ D(x), p(d, x) = pi }

同姓同名人物は，当然のことながら，名前という文

を人物 pi に対応させる．ここで得られた文章集合群

字列だけでは分離不能である．しかし，文書中におい

{Ci } を，以下，Ω と呼ぶことにする．
なお，厳密性を期して，1 つの文書に複数回出現す
る名前が異なる人物を指し示す可能性を考慮する場合

ては，文脈によりその文字列がどの人物を指し示して
いるかを判別することが可能になる．

1 つの文書に同じ人名が複数回出現する場合，それ
らが異なる人物を指し示す可能性は否定できない．し

には，Web ページ d において x で指し示される人物
の集合を p̃(d, x) とすると，以下のように人物と文書
集合の対応を与えることができる：

☆

ここでは，名前の読みではなく表記が同一の場合だけを考える．

Ci = { d | d ∈ D(x), p̃(d, x)  pi }
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3. 実世界指向マイニングによる解法
3.1 基 本 方 針
文書と人物の対応付け p(d, x) を得ることは d にお
いて x が言及されているコンテキストを理解するこ
とであるが，この処理を計算機上で実現するのは困難
である．そこで，p(d, x) の値を利用するのではなく，

D(x) の分類として Ω を構成する方法を考える．
文書分類の方法としては，文書ごとに特徴的な語
（特徴語）を抽出し，クラスタリングや機械学習を適
用するものが一般的である．語の特徴語としての妥当

図 2 実世界と Web の対応付け
Fig. 2 Correspondence between the real world and the
Web.

性は，主にその文書における出現の統計的特徴で評価
される．たとえば，特徴語の評価尺度としてよく使用

逆に，その人間関係によって活動の場の間につながり

される tf・idf は，語の文書内出現頻度などに基づい

が生まれる．つまり，2 つの活動の場の関連性はそれ

て計算される．

らに共通して登場する人物の存在により示されると考

本論文においても基本的には，文書を特徴付けし，

えられる．たとえば，図 2 では，プロジェクト J と

その特徴に基づいて分類する，というアプローチをと

「プロジェクト」を略す）と
プロジェクト K （以降，

る．ただし，これらの具体的処理は従来手法に従わず，

いう 2 つの活動の場は X と B という人物を共有して

データ（Web ページ）と実世界の対応関係を考慮し

いるが，J と L，K と L の間には共通する人物はい

て行う．

ない．よって J と K には関連性があり，J と L，K

3.2 実世界を意識した文書の特徴付け
3.2.1 実世界と Web の対応付け

と L には関連性がないと推測される．

従来手法が文書を統計的に処理してその特徴を抽出

されている様子を示している．J のサイトと K のサ

するのに対し，本論文では実世界を意識した特徴抽出

イトには X と B という人名がともに現れているが，J

を行う．そのために，まず Web による情報提供・利

と L，K と L の間には X 以外に共起する人名がない．

用の状況を整理しておく．

Web は情報流通の場であると同時に情報利用実験

図 2 はさらに，この実世界の状況が Web にも反映

この Web における人名の出現状況を利用すると，X
という名前を持つ人物の同一性は次のように推定でき

の場としての側面も有しており，いままでに様々な情

る．まず，J と K における B の共起は J と K の関

報利用法☆ が試みられてきた．その影響で（典型的な）

連性を示しており，関連のある活動の場に出現する X

利用形態も少しずつ変化してきたが，Web 上で提供

は同一であると推測される．一方，共起する人名が存

される情報は基本的に個人や組織などの活動に付随

在しない J と L，K と L には関連性が認められず，

して生産されるものであることは一貫して変わりはな

よって，J および K の X と L の X とは別人である

い．そして，大雑把なとらえ方ではあるが，ある人物

と推測できる☆☆ ．

が Web ページに登場するということは，その人物の

この例を一般化することにより，同姓同名人物を分

当該活動への（間接的なものも含めた）関与を示して
活動のための組織や場）に対応して Web サイトが用

離するアルゴリズムが得られる．ここでのポイントは，
(1) 個々のページ単位で特徴付けをして類似性の高い
ものどうしをグループ化するのではなく（活動の場に

いると解釈できる．これは，実世界の活動（あるいは
意され，それに関与する人物の名前が Web サイト中

対応する）文書群を単位として特徴抽出し類似性を判

のページに出現しているというよく知られている事実

定することと，(2) 文書群の特徴として，そこに出現

の言い直しにすぎないが，ここに，実世界における活

する人名を用いることである．実世界の活動の場と区

動の場と Web サイト，活動の主体である人とページ上

別するため，対応する文書群をワークスペースと呼ぶ

の人名という対応関係を見出すことができる（図 2）．

ことにする．このとき，名前 x を持つ同姓同名人物

3.2.2 人と活動の場の関係を利用した同姓同名分離
実世界では，活動の場を介して人間関係が形成され，

を分離のアルゴリズムは次のとおりである：

☆☆
☆

たとえば，近年では Weblog を例にあげることができる．

人名 X の出現は，それが同一性判定の対象であるので，プロジェ
クト間の関連性を与える根拠から外す．
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(i) D(x) の要素をワークスペース wi (i = 1, . . .) ご
とにまとめる．

物と関連人物を結び付けることであり，本来の意味で

(ii) 各 wi から人名を抽出する．
(iii) 人名の共起に基づき，関連のある wi どうしをま
とめ Ω を構成する．

求められていない．むしろ，以下に述べるように，上

3.2.3 ワークスペースの構成方法
(i) では，ワークスペースを構成する方法として，

の活動の場を正確に抽出するという厳密性は必ずしも
記の特性がタスクの目的を達成するうえで効果的に働
く場合がある．
まず，一般論として，ワークスペースが多くのペー
ジを含めば，そこには多くの人名が出現することが

URL の表記が類似している Web ページをグループ化

期待できる．しかし，同時に，同姓同名の複数の人物

するアルゴリズム8) を用いる．その具体的な手順は以

が混在する可能性も高くなる．一方，本アルゴリズム

下のとおりである．

では，関連性のあるワークスペースどうしは最終的に

(1)
(2)

(3)

与えられた人名を含むすべての Web ページ（を

(iii) において統合されうるので，(i) の時点でワーク

指し示す URL）の集合を U とする．

スペースを細分化して抽出することは複数同姓同名人

URL の集合を要素とする集合 W を以下のよ
うに初期化する：
W = {{u}|u ∈ U }

物の混在を抑えるための有効な戦略であるといえる．

W の 2 つの要素 w1 ，w2 に対して，ある
u1 ∈ w1 と u2 ∈ w2 が存在して，u1 ，u2 が

有用である．特に，ドラマの主人公などの実在しない

置かれているディレクトリ階層の隔たりがたか

きを与えられる．これにより，その主人公が 1 人の

だか 1 である場合には，w1 と w2 を統合する．
たとえば，

w1 = {http : //a.jp/x/v.html}
w2 = {http : //a.jp/x/y/z.html}

人物は二次情報により原作者や出演者などとの結び付
（仮想的な）人物として識別され，同名の実在人物と
の分離が可能となる．

3.2.4 ワークスペースの特徴抽出
(ii) では，まず，各ページの内容を形態素解析し，連

であったとき，W から w1 と w2 を削除し，新

続して出現した姓と名をつなげて人名とする．得られ

しい要素 wnew を追加する：

た人名 y を，その特徴語としての妥当性を示す関数

wnew = { http : //a.jp/x/v.html,
(4)

また，二次的情報も本来のワークスペースと同様に
関連性のある人物どうしを結び付ける手がかりとして

http : //a.jp/x/y/z.html}
統合されるものがなくなるまで ( 3 ) を繰り返す．

ここで最終的に得られた W の要素をワークスペース
とする．
この方法は処理が単純で計算量が少ないという点で
優れている．しかし，その一方で，本来なら 1 つの
ワークスペースとして統合されるべきページ群が複数
のワークスペースに分解されたり（細分化），当該人物
に関する他者による記述がワークスペースとして抽出
されたりすること（二次的な情報☆ の混入）がある8) ．

f (y) でランキングし，1 ワークスペースあたりたかだ
か nmax 個の人名を選ぶ．本論文では，f (y) として
次の 3 種類を用いる：

• ftf idf (y)
wi を 1 つの文書と見なしたときの語 y の tf・
idf 値．
• fpsr (y)
y の出現に関するページとサーバの比率（Pageto-Server Ratio）．語 y を含むページを持つ Web
サーバの集合を S(y) とすると
fpsr (y) = log |D(y)|/ log |S(y)|

それぞれの例としては，あるプロジェクトが提供する

で与えられる．なお，D(y) は 2 章で定義した，

活動内容などの情報が年度単位で分割される場合や，

人名 y を含む Web ページの集合である．図 3 は

新聞や個人の日記などで当該人物が取り上げられてい

|D(y)| と |S(y)| の関係を示したグラフだが，普
通名詞（黒丸）では log |D(y)| と log |S(y)| は

る場合があげられる．
よって，ある人物が主体的に活動している場を正確

ほぼ比例関係にあることが分かる．一方，人名

に抽出するという目的に対してこの方法を適用するの

（白抜き四角）はその比例関係からはずれている．

は妥当ではない．しかし，同姓同名人物分離というタ

fpsr (y) はそのはずれの度合いを示す数量で，語

スクにおけるワークスペースの役割は，与えられた人

☆

当該人物の活動そのものではなく，それを参照・利用していると
いう意味で “二次的” という表現を用いている．

y の偏在性を表していると考えられる8) ．
• ftf psr (y)
fpsr に wi を 1 つの文書と見なしたときの y の
出現頻度（tf）を掛け合わせたもの．
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図 3 語の出現ページ数とサーバ数の関係
Fig. 3 Number of relevant servers versus number relevant
of pages for a term.
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図 5 グラフ分割アルゴリズムの適用例
Fig. 5 Applying the graph decomposition algorithm to a
graph.

ているが，“江川卓” が出現する個々のページに実際
にアクセスして調べた結果，3 人の異なる人物が確認
された．
この例では，3 人の人物はそれぞれ図 4 中の破線で
囲った部分，すなわち，上方にある 2 ノードからなる
連結成分と，下方の連結成分の左右にある相互に密に
つながっている部分に対応している．このことから，
異なる人物に対応するワークスペースのグループ（Ω
の要素）はグラフ中の稠密な部分に対応していると推
測される．この仮説が正しければ，グラフを稠密な部

図 4 ワークスペースの相互関係を示す G(x) の例
Fig. 4 Example of G(x) showing relationships among
workspaces.

アルゴリズムの最後のステップである (iii) の具体的
な方法については，次節で述べる．

分に分解することで同姓同名人物を分離できる．

3.3.2 稠密な部分グラフへの分解
グラフを稠密な部分に分解する既存の方法としては

betweenness に基づくクラスタリング6) をあげること
ができる．betweenness とは，簡単にいえば，各リン
ク☆ の “ノードどうしを取り持つ” という役割に注目し

3.3 グラフ構造に基づくワークスペースの分類

たときの重要さを測る尺度であり，グラフを構成する

3.3.1 ワークスペースの相互関係
ワークスペースをノード，ワークスペース間での人
名共起の関係を無向リンクで表すと，ワークスペース

全ノードの相互接続状況から導かれる．その尺度を利
用したクラスタリングは，やはり，グラフの大域的性
質（たとえば，対称性の有無など）の影響を受ける．

の相互関係を表すグラフが得られる．なお，リンクに

一方，ワークスペースの相互関係は人と人とのつな

は共起する人名の数で重み付けする．以下，人名 x

がりに由来しており，基本的に，大域的な構造ではな

から得られるこのグラフを G(x) と書くことにする．

く局所的なつながりが意味を持つ．そこで，本論文で

G(x) の例として，x =“江川卓” の場合を図 4 に示す．
グラフの描画は Fruchterman-Reingold のアルゴリズ

は，既存の方法を利用するのでなく，ワークスペース

9)

ム

を用いて自動的に行ったもので，破線の楕円は後

から人手で追加した．
異なる人物が属するワークスペースにまたがって同
じ（名前を持つ）人物が現れることがなければ，グラ

の相互関係解析に適した新しい方法を提案する．
本方法の基本的な考え方は次のとおりである．まず，
グラフ G(x) の（各連結成分の）中で特に稠密な部分
をシードとして選び出す．そして，その他の部分は，
複数あるシードのうち最もつながりの強いものを選ん

フの連結成分をそのまま Ω の要素とすることができ

でグループ化する．この具体的な手順（I〜IV）を，

る．しかし，複数の話題を含むページなどでワークス

図 5 の (1) のグラフを例にとり説明する．

ペースの主テーマと直接関係のない人物が言及されて
いる場合もあり，この条件は必ずしも満たされない．
実際，図 4 のグラフは 2 つの連結成分から構成され

☆

ノードの betweenness というものもリンク同様に考えること
ができる．
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I. まずはじめに，シードとしてクラスタ係数7) が 1 で
あるノードとそのリンク先を選ぶ．シードが複数ない
場合（0 個を含む）には，その連結成分全体を 1 つの
シードとする．シードが複数存在する場合には，まず，
互いに近接しているシード，すなわち，リンクでつな
がれたシードどうしをまとめて 1 つのシードとする．
このようにして得られたシード群に適当に番号を振り，

{Ci }(i = 1, . . . M ) としておく．
図 5 では，(2) に示したのがシードに対応する部分
1 ，
2 ，
3 からなるシードが
である．上部にはノード
存在し，下部にはノード
8 ，
9 ，
A ，
B からなるシー

図 6 分離された状態の例
Fig. 6 Schematic example of decomposition.

ドが存在する．下部のシード中には，実際には，クラ

IV. II，III を Ti が空になるまで繰り返す．その結果
得られた {Ci } が，各人物に対応するワークスペース

9 ,
A 
B ）存在
スタ係数が 1 であるノードが 3 つ（,

の集合である．

している．いずれも，それらノードとそのリンク先か
8 ,
9 ,
A 
B } で，3 つの
らなるノードの集合は {,

シードが完全に重なり合っており，結果的に，これら

4. 評

価

本章では，前章で示した同姓同名分離法の有効性を

は 1 つのシードとして統合される．上部，下部のシー

検証する．

ドに属するノードの集合を順に C1 ，C2 とする．

4.1 評 価 尺 度
まず，分離の正確さを測るために，認識率 r，不純
度 ι，分散度 δ という 3 種類の尺度を導入する．

II. 次に，ワークスペースの集合 Si ，Ti を，
Si = Si−1 ∪ Ti
Ti = {w|w は G(x) のノードで Si−1 からの
距離が 1}

{Ci }，(i = 1, . . . , M ) と M 人の異なる人物が認識さ

として順次構成する．ここで，w と Si の距離とは，

れ，一方，実際には pj ，(j = 1, . . . N ) という N 人

これらの G(x) 上の最短経路長のことである．S0 は

の人物が存在しているとする．また，aij を，Ci に帰

シードを構成する全ワークスペースの集合とする．
図 5 の例では，(3) に示したように，C1 と C2 を

いま，同姓同名人物分離の処理を行った結果，Ω =

属するワークスペースで人物 pj が登場しているもの
の数とする．

合わせたものが S0 である．そして，S0 より距離が

図 6 は分離された状態の例を図式的に示したもの

1 だけ離れているノードの集合 {,
4 ,
5 }
7
が T1 で
ある．

であり，各数字はワークスペースの数を示している．

III. II で得られた Ti のそれぞれの要素 w を {Cj }
のいずれかに追加していく．Cj の選択には，以下の
数量を用いる．

ペースで人物 p1 が登場するものの数，すなわち a11

q(w, Cj ) =



l(w, c)

たとえば，C1 の上方の数字は，C1 に属するワークス
は 15 であることを示している．

4.1.1 認 識 率
さて，

c∈Cj

ここで，l(n1 , n2 ) は 2 つのノード n1 ，n2 を結ぶリ

ai∗ =

に追加する．これは，最も関連性の高い Cj を選ぶこ
とに相当する．
図 5 の場合，T1 の要素である
4 ，
5 ，
7 それぞれ
を，C1 と C2 のうちより関連性が高い方に帰属させ
4 ，
5 については，C1 にのみつながっているた
る．

め，C1 に帰属させる．一方，
7 については，C1 と

C2 双方につながりがある（2 ,
7 7 
8 ）ので，C1

aij

j=1

ンクの重みであり，リンクが存在しないときは 0 とす
る．w は q(w, Cj ) が最も大きい Cj を選んで，そこ

N


a∗j =

M


aij

i=1

と定義すると，ai∗ ，a∗j はそれぞれ，Ci に帰属する
ワークスペースの数，pj が登場するワークスペース
の数である．

pj に対しある i があって，
aij
aij
> 0.5 かつ
> 0.5
ai∗
a∗j

と C2 のうちいずれかつながり（リンクの重み）の強

が満たされるとき，pj は Ci によって認識されている

い方を選ぶ．

といい，pj ← Ci と書くことにする．定義から明らか
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なように，各 pj を認識できる Ci はたかだか 1 つし
か存在しない．pj のうち，認識されうるものの割合，
すなわち，

r=

1
|{pj |∃ Ci , pj ← Ci }|
N

を認識率とする．図 6 の例では，p2 ← C1 ，p3 ← C3
であるが，p1 を認識する Ci は存在しないため，

r = 2/3 である．
4.1.2 不純度と分散度
認識率は同姓同名分離性能をマクロにとらえる指標
である．本項では，性能の詳細を示すミクロな指標と

図 7 ワークスペース化による効果
Fig. 7 Eﬀects of workspaces.

して不純度 ι と分散度 δ を導入する．
図 6 の分離例では，p2 は C1 により認識されてい
部（C4 ）への分散という 2 点で改善の余地がある．不

4.2 結果と考察
本節では，3 章で提案した同姓同名分離法を評価す

純度と分散度は，それぞれ (1)，(2) の状況を数量的に

る．評価には 20 の人名を用い，人名 x が出現する

るものの，(1) C1 内部の p1 の混入，(2) p2 の C1 外

Web ページの集合 D(x) は，あらかじめ Web ロボッ

示すものである．
数量化にあたってはエントロピーの考え方を適用す
る．(1) の Ci 内に複数人物が混入する問題では，混
入の量（全体に対する割合）と混在種別の多さを，混
入割合の分布 {aij /ai∗ } のエントロピー
N


Hi∗ = −

j=1,aij =0

aij
aij
log
ai ∗
ai∗

によって把握する．

を抜き出して構成した．

Ci と pj の対応付け，すなわち，各ページに出現す
る名前が実世界のどの人物に対応するかは，ページを
実際に見て判定した．この判定作業は手間がかかるも
のなので，人名の選択においては非常に有名な人物を
避け，作業者が有する知識で判定しやすいものである
ことを考慮した．

いま仮に，Ci には k 人の人物が混在しており，混
入の割合がすべて等しいとすると，Hi∗ = log k とな
る．そこで，Hi∗ の代わりに

eHi∗ − 1

4.2.1 ワークスペースの抽出
20 の人名それぞれに対して 3.2.3 項で述べたアル
ゴリズムを適用した結果，全部で 621，1 つの人名あ
たり 31 のワークスペースが得られた．

という数量を考えると，混入のないときは 0 になり，

k 人が等しく混在すると k − 1 となる．これは，余分
に混入している人数を表していると考えられる．この
値の i についての平均

図 7 は，これらのワークスペースにおける人名の
出現数の分布を，ページあたりの出現数の分布と比較
したものである．ページあるいはワークスペースあた
りの出現人名数を横軸にとり，当該ページ/ワークス

1  Hi∗
e
−1
M
M

ι=

トにより収集した約 5 千万ページ☆ から x を含むもの

i=1

を不純度とする．

ペースの全体に占める割合（百分率）をヒストグラム
で示した．ここで，出現数とは異なる人名の数のこと
であり，延べ数ではない．
ページあたりの人名出現数分布は冪分布に近く低頻

分散度 δ についても同様に考え，以下のように定義

度が支配的である．出現数の平均は 48.3 であるが，こ
の平均に満たないページが 8 割以上を占め，10 以下

する．

H∗j = −

M

i=1,aij =0

aij
aij
log
ai ∗
ai∗

1  H∗j
e
−1
N
N

δ=

のものが半数以上にのぼる．一方，ワークスペースあ
たりの人名出現数の平均は 166.31 であり，その分布
にはページの場合のような極度な偏りがない．つまり，
ページをワークスペースにまとめあげることには，出
現人名数の平均値を向上させるだけでなく，分布の低

j=1

☆

収集は，2003 年 7 月に主に jp ドメインを対象に行った．
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頻度への集中を緩和し，人名共有関係の形成を促す効

表 1 分離性能
Table 1 Decomposition performance.

果があることが分かる．

3.2.3 項で議論したように，複数のページを 1 つに
まとめると，そこにはより多くの人名が期待できる
が，その一方で，同姓同名の異なる人物が混在してし
まう可能性も高くなる．今回の評価実験におけるこの
問題の発生状況を調べたところ，混在が認められたの
は 621 のワークスペースのうち 3 つ（0.48%）であり，
本論文で採用したワークスペースの構成法では混在の
発生率が低く抑えられていることを確認した．なお，
これらはすべて人名のリスト（書籍リストに現れる著
者）であった．
異なる人物が混在した場合の評価尺度の計算につい
ては，4.1 節における定義「aij を，Ci に帰属するワー
クスペースで人物 pj が登場しているものの数とする」
をそのまま適用する．たとえば，Ci に属するワーク
スペース w に pj ，pk が混在しているものがあった
場合には，aij ，aik それぞれに w を計上する．

4.2.2 分 離 性 能
人名それぞれに対して，分離性能を 4.1 節の尺度で
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人名

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)

伊庭幸人
上田次郎
江川卓
木下和彦
栗原はるみ
五斗進
五嶋みどり
新垣紀子
竹内郁雄
田中克己
中村紘子
野間佐和子
野村紀子
畑村洋太郎
菱沼聖子
福原愛
三浦麻子
水野晴郎
山岡士郎
和田英一

WS
5
32
46
16
34
5
57
13
58
70
25
17
6
68
6
67
16
31
20
29

r
1/1
2/3
3/3
7/7
2/2
1/1
1/1
2/2
3/3
12/16
4/4
0/1
5/5
1/1
2/2
1/1
4/5
1/1
2/2
6/6

ι
0.0
0.09
0.17
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.23
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.22
0.0
0.0
0.0

δ
0.65
0.0
0.17
0.0
0.35
0.0
0.55
0.0
0.07
0.34
0.07
8.67
0.0
0.61
0.38
1.30
0.0
2.79
1.56
0.0

Ω/P
2.0
0.67
1.0
1.0
2.5
1.0
5.0
1.0
1.67
1.0
1.25
11.0
1.0
7.0
1.5
10.0
0.8
7.0
3.5
1.0

れている．仮想的人物の同一性を識別するためには，

評価した結果を表 1 に示す．表中の WS にはワーク

登場人物どうしの関係だけでなく，それを演じる俳優

スペース数を，r には認識率を「認識された人物数/

や原作者との関係が利用されていた．

認識すべき人物数」のまま約分せずに記してある．さ

不純度についてはいずれの人名においても低く抑え

らに，ワークスペースの統合状況を示す数量として，

られている．分散度もおおむね低くなっている．ただ

|Ω|/|P (x)| の値を表中の Ω/P の欄に示した．なお，

し，なかには (i) のように分散度が比較的大きな値を

ワークスペースを特徴付ける人名の最大数 nmax は

示しているものもある．これは，
「水野晴郎」という同

100，ランク付けのための関数には ftf psr を用いた

一の人物が映画評論だけでなく歌舞伎評論など複数の

（3.2.2 項）．ワークスペースによっては人名の出現数

領域で活動しており，それらが別人によるものとして

が少ないものもあり，特徴語としての人名の数は平均
すると 1 ワークスペースあたり 48.6 であった．

認識されてしまうためである．
その一方で，(a) の「江川卓」の場合には野球選手時

この結果は，提案手法が全般的に優れた同姓同名分

代の活動と引退後の芸能活動が同一人物によるもので

離の性能を持っていることを示している．認識率は 8

あると正しく認識されている．(i) と (a) の違いは，活

割の人名で 1 であり，1 に満たなかった残りの 2 割に

動間の関係の一般性にある．(i) では，複数領域にまた

ついても，(l) を例外として，0.66 を上回っている．全

がる活動が個人固有のものであるのに対し，(a) では

体の認識率の平均は 0.91 であった．

野球界引退後に芸能界で活動することは「江川卓」と

(l) は完全に認識を失敗した例である．野間佐和子氏
は講談社の社長であるが，同時に，多くの組織の重要

いう人物に限らず一般的に行われている．つまり，(a)
では 2 種類の活動の場にまたがって「江川卓」ととも

な役職 に就いている．これらの組織はワークスペー

に登場する人物が少なからず存在しているのである．

スとして抽出されているが，野間氏の名前が出現する

その結果，これらの活動の場は相互関係を表すグラフ

文脈☆☆ ではこれらの組織間に人名共起に由来する関連
一方，(b)，(o)，(s) では，ドラマや漫画の登場人物

G(x) 上で密に結び付けられ，そこに出現する「江川
卓」は同一人物であると判断される．
このように，本手法は，人物や活動の場の相互関係

などの仮想的人物と実在の人物とがほぼ正しく分離さ

に関する実世界の普遍的な知識（ルール）をデータか

☆

性を見出すことができなかった．

☆

☆☆

ら汲み取り自然なかたちで人物の認識に利用すること
国際文化フォーラム会長，共用品推進機構理事，日航財団評議
委員，読書推進運動協議会会長，日本写真家協会理事，など．
役員の紹介など．

ができる．これは，高い認識率とともに特筆すべき本
手法の特徴である．
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較すると，提案手法に対応する基準 (v) とその他の基
準との間に大きな違いが認められる．基準 (v) のピー
ク値は 5 基準中最大であり，これは人名を用いること
が同姓同名分離の性能を向上させるために効果的であ
ることを示している．
人名の特徴としては高い偏在性（図 3）や，姓と名
を組み合わせた複合語であることがあげられる．そこ
で，人名の代わりにこれらの性質を持つ語を用いるこ
とも考えられる．しかし，選択基準の (i)，(iii) およ
び (iv) の結果はこの可能性を否定している．
図 8 特徴語数と認識率
Fig. 8 Recognition rates versus number of characteristic
terms.

5. 関 連 研 究

4.2.3 人名による特徴付けの効果

1 章では，Web というデータ集合からの知識抽出法
をボトムアップとトップダウンに大別してその簡単な
比較を行い，実世界指向マイニングをその融合として

さて，文書の集まりであるワークスペースを特徴付

位置付けた．提案手法の詳しい内容とその効果が明ら

ける方法として，提案手法では人名という特別なカテ

かになったところで，もう一度関連研究を整理し本手

ゴリに属する語のみを選んで使用したが，次にこの効

法の意義を明確にしておく．

果を確認する．
いま，ワークスペースの特徴語を選択する基準と
して

5.1 トップダウン的アプローチ
トップダウンなアプローチとは知識の枠組みをあら
かじめ用意しデータをそこにあてはめて解釈するもの

(i) 任意の語で ftf psr の値が大きいもの（any term,

であるが，意味的な枠組みを文書に対して直接あては

tfpsr）
(ii) 任意の語で ftf idf の値が大きいもの（any term,
tﬁdf）

めるものに大域的修飾（GDA）10) がある．GDA では
テキストのタグ付けにより文書の意味構造を明らかに
する．これにより，意味的検索などの正確さが大幅に

(iii) 任意の語で fpsr の値が大きいもの（any term,
psr）

向上すると期待されるが，タグ付けにコストがかかる

(iv) 任意の複合語で ftf psr の値が大きいもの（compound term）

成者のタグ付けのインセンティブを高めることが試み

(v) 人名で ftf psr の値が大きいもの（person’s name）

という問題がある．その対策としては，コンテンツ作
られている10) ．
知識体系（カテゴリの集合）をあらかじめ用意し，文

の 5 つを考える．そして，選択基準とワークスペース

書をそのカテゴリに分類するテキスト分類11) もトッ

あたりの特徴語の最大数 nmax をそれぞれ選び，上記

プダウン的アプローチの 1 つである．分類の方法と

の 20 の人名について同姓同名分離処理を行い結果の

しては現在機械学習を利用するものが主流になってい

違いを比較する．具体的には，選択基準ごとに，nmax

る．同姓同名分離問題は文書分類に帰着可能なので（2

を変化させたときのワークスペースあたりの特徴語数

章），この問題を解く手段として機械学習によるテキ

の平均と認識率の平均の関係を調べる．その結果をま

スト分類の利用が考えられる．ただし，当然，人物を

とめたものが図 8 である．

同定する以前にその人物に関する知識（学習のための

どの選択基準のグラフにも，ある特徴語数（の範囲）

データ）を得ることはできないので，分類先のカテゴ

で認識率がピークに達し，語数がそこから離れるにつ

リとして個々人を選ぶことはできない．代わりに，職

れて認識率が低下するという共通した傾向がある．こ

業のような人物の属性に関するものの分類☆ や（Web）

れは，語数が少なければワークスペースを十分に特徴

ディレクトリのような一般的な情報の分類を利用する

付けることができないが，逆に語数を増やしすぎると

ことも考えられるが，その分類が人物を分離するため

一般的な語が混ざり込みやはり適切に特徴付けされな

のカテゴリとしてつねに妥当である保証はない．たと

いためである．前者は分散度の大きい状態であり，後

えば，4.2.2 項の「江川卓」の例では野球と芸能に関

者は不純度の大きい状態である．
選択基準を認識率のピーク値とその位置について比

☆

日本標準職業分類など．
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する文書が同じカテゴリに分類されるべきだが，一方

たような解析対象である人名（が指し示す人）どうし

で，野球と芸能を分離したいケースも当然ありうる．

の関係の特徴を考慮した手法が必要となる．

これは，固定的な枠組みで実世界の複雑な状況を把握
し解釈することは困難であることを示している．

5.2 ボトムアップ的アプローチ
そこで，実世界の状況をデータのありようをもって

6. む す び
以上，Web から信頼性の高い知識を効率良く取り出
す方法である実世界指向マイニングの考え方を示し，

語らしめる，データ（あるいは Web）マイニングの手

Web 上における同姓同名人物の分離への適用により

法が有望視される．従来のマイニングでは主に統計的

その妥当性を確認した．本手法の特徴は，高い精度と

な処理によりデータの特徴が抽出されていた．これに

ともに，データ自体が示す実世界のルールを意識的に

対し，実世界を意識したデータの解釈，具体的には，

掘り起こすことなくそのままデータの解釈に適用でき

実世界のエンティティがデータの中にどのように現れ，

るという柔軟な解析能力にある．この柔軟性ゆえ，本

相互にどういう関係を形成しているかを調べるのが実

論文で示した同姓同名分離以外にも，人物のように多

世界指向マイニングのアプローチである．これは，デ

面性があり形式的にとらえにくいものの解析に対して

ジタル情報を実世界に結び付け意味や価値を与える

特に効果を発揮すると思われる．

方法を問うシンボルグラウンディング（記号接地）問
12)

題

に近似解を与えるものとしてとらえることがで

きる．
このアプローチが単純な統計処理に比べより効果的
であることは，4 章の評価結果が示している．

我々の日常生活と Web との関係は今後さらに密に
なっていくと思われる．その結果として，Web はい
ま以上に詳細に社会を映す鏡となり，そこからの知識
抽出に対する需要も高まると思われる．ここで期待
されるのは，形式化，固定化された知識だけでなく，

2 章で述べたように，同姓同名人物分離問題は文書

“活きた” 知識の獲得である．そのためには，本論文

の分類に帰着させることができる．そして，文書の分

で提案したような，データのありように実世界の状況

類は，(1) 文書を特徴付けし，(2) その特徴に基づい

を “語らせる” 工夫が今後重要になるだろう．

て相互関係を判定するという 2 つの処理かならなる．

(1) の処理において従来広く用いられていた方法が，
統計的処理により文書から特徴的な語を抽出するとい
うものである．4 章の評価実験では，ftf psr ，ftf idf ，

fpsr を使って特徴語を抽出するもの（4.2.3 項の (i)，
(ii)，(iii)）がそれに該当する．一方，実世界指向マイ
ニングに対応するのが fname を用いた場合（4.2.3 項
の (v)）である．実験結果は，(2) の処理に同じアル
ゴリズムを用いたとき，実世界指向マイニングのアプ
ローチが従来の統計的処理よりも優れていることを示
している．

(2) のための処理方法，すなわち文書群（一般には
データ集合）を相互の関連性に基づいてグループ分け
する方法はクラスタリングと呼ばれている13) ．一般
に，クラスタリングは主観的かつ探索的なデータ解析
手法であり13) ，データ集合の特徴を大雑把に把握する
といった目的に利用されることが多い．最短距離法，

k-means 法など複数存在するクラスタリングの標準的
な手法は，特徴探索のためのツール群として位置付け
られる．
一方，同姓同名人物分離のタスクでは，個々の文書
のグループが人物に対応としているという客観性が要
求される．この客観性を得るためには，既存の手法を
そのまま適用するのでは不十分であり，3.3 節に示し
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