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あらまし 近年，計算機の普及に伴い，電子メールやスケジュール等の個人情報を計算機で管理することが日常的に

なっている．一般的に，スケジュールに関係する事柄をメールで交換するなど，メーラが管理する情報とスケジュー

ラが管理する情報には深い関連がある．しかし，既存のアプリケーションではこれらの情報間の連携が取られていな

いため，スケジュールの詳細を知りたいときにメーラ上で関係のあるメールを手動で検索するなど，情報の把握に煩

雑な操作が必要である．そこで本研究では，メールとスケジュールの関連性を考慮した新しい情報提示手法を提案す

る．提案手法では，メールやスケジュールの表示時，関連情報を同時に提示し，さらに関連情報を選択することで情

報の切り替えをシームレスに行えるようにする．これにより，関連情報の閲覧が容易になる．
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Abstract In recent years, due to the popularization of personal computers, it becomes popular to manage personal

information such as E-mails and the schedules. Generally, there is a close relationship between the information in

E-mails and the information in schedules, such that the information related to the schedule is exchanged by E-mails.

However, existing applications do not consider the cooperation between multiple types of information, therefore,

complex operations are necessary to reach the intended information such that it is necessary to retrieve E-mails

manually to get the detail of the schedule. Therefore, we propose a system to browse information with referential

information. Our method not only displays the referential information in displaying E-mails and schedules but also

enables users to switch information seamlessly. Using our system, users can browse the referential information easily.
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1. は じ め に

近年，計算機の普及に伴い，電子メールやスケジュール等の

個人情報を計算機で管理することが日常的になってきている．

例えば，電子メールは携帯端末の普及も貢献し，多くのユーザ

にコミュニケーションの手段として利用されており，ユーザは

メーラを用いて交換された多量のメールを管理している．また，

スケジュールも追加や修正が頻繁に行われ，管理が煩雑である

ことから，計算機を用いて管理することが有効である．特に近

年は，メールやスケジュール，アドレス帳などを一括して管理

できる PIM(Personal Information Manager) ソフトウェアや

グループワークの支援を目的とし，ユーザ同士でスケジュール

や ToDoリストなどを共有できるグループウェアの普及に伴い，

高度な機能をもつスケジューラを利用することが一般的になり

つつある．

しかし，既存のメーラやスケジューラを用いた管理方法には



詳細情報の把握が困難であるという問題点がある．これは一般

的に，スケジュールに関係する事柄はメールで交換されること

が多く，ユーザはスケジューラに最小限の情報のみを入力し，

詳細情報をメーラで保管しておくことが多いためである．した

がって，メーラが管理する情報とスケジューラが管理する情報

には深い関連があるが，既存のアプリケーションではこれらの

情報間の連携が取られていないため，スケジュールの詳細を知

りたいときにはメーラ上で関係のあるメールを手動で検索し

なければならない．同様に，メールでスケジュールの変更が通

知された場合，該当するスケジュールをスケジューラの中から

検索する必要があるが，大量のスケジュールの中から必要な情

報のみを検索するのには非常に手間がかかる．このように，既

存のメーラやスケジューラを個別に用いた場合，情報の把握に

煩雑な操作が必要である．また，スケジュールを入力するのに

手間がかかるという問題点もある．前述のように，スケジュー

ルに関係する事柄はメールで交換されることが多いが，スケ

ジュールを通知するメールを受信した場合，スケジュール情報

を取り出して定型化し，スケジュールを入力するという作業を

行う必要がある．しかし，これらの作業はユーザが手動で行わ

なければならない．

このように，既存のメーラやスケジューラには関連情報の把

握や情報入力に煩雑な手間が必要であるという問題がある．こ

れらの問題は，メールとスケジュールを管理する際，その内容

から情報間の関連性や情報内に存在するスケジュールの記述を

抽出できれば解決する．例えばメールを受信したとき，システ

ムがメールの内容から関連しているスケジュールを自動的に検

索して表示できれば，ユーザは容易に関連情報を把握できる．

同時に，メール内にあるスケジュールの記述を抽出すれば，そ

の情報を元に自動的にスケジューラにスケジュールを入力する

ことができる．

そこで本研究では，メールとスケジュールの関連性を考慮

した新しい情報閲覧システムである RI ブラウザ (Referential

Information Browser) を提案する．提案システムでは，メール

やスケジュールに関連する情報を自動的に検索し，情報提示の

際に関連情報を同時に提示する．このとき，関連情報を表示す

るだけでなく関連情報を選択することでメールからスケジュー

ル，スケジュールからメールへの情報の切り替えをシームレス

に行えるようにする．また，メールにスケジュール記述がある

場合は，スケジュール情報を抽出することでスケジュールの入

力支援を行う．提案システムを用いることで，情報を効率的に

探索，閲覧できるようになる．

以下，2.章で関連研究について述べ，3.章でシステムの設計

について説明する．4.章では実装について述べ，5.章で評価と

考察を行い，最後に 6.章で本研究のまとめを行う．

2. 関 連 研 究

これまでに，メールやスケジュールなどの個人情報の管理を

支援するための研究は多く行われている．特にメールからの

情報抽出に関して様々な研究が行われており，メールマガジン

サービスから配信されたニュース情報から注目ニュースを抽出

する手法がある [7]．この手法では，ニュースの見出しの類似性

に基づいて配信記事群をグループ化し，各グループ内の記事数

などから話題性の高い注目ニュースを抽出している．しかし，

この手法はメールニュースのような定型化されている文書で送

られてくるメールにおいては有効であるが，知人間のメールの

ように文字の誤りや略語など表記のゆれが大きい文書への適用

は困難である．

メールと PIMソフトウェアとの連携を考慮した情報抽出手法

としては，メールから日時・場所などのスケジュール情報を自

動抽出する手法が提案されている [3]．この手法では，言語特徴

から求めた表現パターンとのパターンマッチングを用い，メー

ル内のスケジュールや ToDoを抽出している．また，電子メー

ルに付加されている署名から送信者の氏名や電話番号などの住

所録情報を自動抽出する手法なども提案されている [1]．実際の

アプリケーションとしては，feedpath社の feedpath Zebra [2]

がある．feedpath Zebra はメールクライアント，スケジュー

ラ，アドレス帳，Wiki などの機能を統合したWeb サービスだ

が，メール内にある日付情報を選択することで，その日のスケ

ジュールを表示したり，その日のスケジュールを新規作成でき

る機能をもつ．このように，メール単体における情報抽出およ

び抽出した情報を単純に用いて他の情報と連携させる取り組み

は行われているが，情報間の類似性や関連性を考慮した情報管

理は行われていない．

また，情報間の類似性や関連性を考慮している研究として，

過去のメールとの類似性からグループ分けを行い，返信文の下

書きを自動的に作成する手法が提案されている [4] ．この手法で

は，メールの特徴的な単語を利用することで過去の履歴データ

との類似度を計算し，類似しているメールをグループ分けして

いる．一方，個人スケジュールを共有し，ワークグループに所

属しているユーザ同士のコミュニケーションを支援するグルー

プウェアカレンダーシステムである Augur [6]では，共通する

スケジュールをスケジュールから抽出した特徴的な単語を用い

て検索している．これらの研究でもメール同士やスケジュール

同士の類似性をみているが，メールとスケジュール間の類似性

や関連性を考慮した管理や定時はされていない．

そこで本研究では，メールとスケジュールに対してそれぞれ

特徴抽出を行い，メールとスケジュール間の関連性を考慮する

手法を提案し，提案手法を用いた情報管理システムを構築する．

3. システムの設計

1.章で述べたように，既存のメーラやスケジューラを用いた

管理には以下のような問題点がある．

• 詳細情報の把握が困難

一般的に，メーラが管理する情報とスケジューラが管理する

情報には深い関連があるが，既存のアプリケーションではこれ

らの情報間の連携が取られていない．そのため，スケジュール

の詳細を知りたいときにはメーラ上で関係のあるメールを検索

しなければならないが，大量のスケジュールの中から必要な情

報のみを検索するのは困難な作業である．

• スケジュールの入力に手間が必要
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図 1 Referential Information Browser の概要

スケジュールに関係する事柄はメールで交換されることが

多いが，スケジュールを通知するメールを受信した場合，スケ

ジュール情報を取り出して定型化し，スケジュールを入力する

という作業をユーザが手動で行わなければならない．

以上のような問題を解決するために，本研究では新たな情

報閲覧システムである RI ブラウザ (Referential Information

Browser)を提案する．RIブラウザは下記の機能をもつ．

• 関連情報の自動検索

関連情報を検索する手間を軽減するために，システムが自動

的に関連情報を抽出する．そのために，メールやスケジュール

が入力された際，その内容を解析することで関連情報を検索す

る．また，あるメールに関して返信されたメールは，返信元の

メールと共通の内容であることが予測されるため，返信元の

メールと関連しているスケジュールは，返信されたメールでも

関連している考えられる．このように，メールとスケジュール

の内容だけでなく，返信関係なども考慮に入れて関連情報を検

索する．

• 関連情報の提示

メールやスケジュールを閲覧する際に，情報の詳細や関連情

報を容易に得られるようにするため，メールやスケジュールに

関係する情報を同時に表示する．また，メールでスケジュール

の時間変更が通知された場合など，変更先に既にスケジュール

が存在するかを確認しなければならないときには，メールとス

ケジュール一覧を比較する必要がある．そこで，関連する情報

を同時に表示するだけではなく，ユーザがその情報を選択する

ことで情報の切り替えをシームレスにおこなえるインタフェー

スを提供する．

• スケジュールの入力支援

ユーザのスケジュール入力を支援するため，メールに記述さ

れたスケジュールを自動的に検出し，それを元にスケジュール

の入力を行えるようにする．具体的には，メールの内容を解析

し，メールにスケジュール記述がある場合にスケジュール情報

を抽出する．ユーザがメールを閲覧する際に，抽出された情報

を提示し，スケジューラへの入力支援を行う．

以上で述べた機能をもつシステムを構築するために，RI ブ

ラウザでは，メールやスケジュールの内容を解析して得られた

結果や，返信関係の情報を用いて関連する情報を検索し，関連

情報の表示およびシームレスな情報の切り替えを実現する．ま

た，メール内に記述されたスケジュール情報を抽出することに

より，スケジュールの入力支援を行う．

RIブラウザの概要を図 1に示す．RIブラウザでは，受信し

たメールやユーザにより入力されたスケジュールを解析して，

その情報の特徴的な単語を抽出する．関連情報の検索では，抽

出した特徴的な単語と各情報がもつその情報の特徴的な単語と

の比較や返信情報から検索を行い，検索結果を関連データ保存

部に保存する．また，解析部ではメールの内容を解析すること

でメール内のスケジュール記述の抽出などを行う．RIブラウザ

では各情報をデータベースに格納する際，各情報の抽出単語お

よびメールであれば抽出したスケジュール記述を付加し，デー

タベースに格納する．情報を表示する際は，データベースの関

連データ保存部からその情報の関連情報を取得し同時に表示す

る．また関連情報を表示するだけでなく，選択することで簡単

にその情報を参照できるようにしている．

3. 1 関連情報の検索

本節ではメールとスケジュールの関連情報の検索方法につい

て詳細に述べる．

3. 1. 1 メールのもつ関連情報の検索

メールの関連スケジュールは以下のスケジュールとする．

（ 1） 文書内の単語が類似しているスケジュール

メールと関連があるスケジュールは，その内容が似ているた

め出現単語も類似していると考えられる．例えば，ミーティン

グやソフトボール大会の通知をするメールでは，「ミーティン

グ」や「ソフトボール大会」という単語がそのメールを特徴的

に表している．同様に，「ミーティング」や「ソフトボール大会」

といった単語を特徴的な単語としてもつスケジュールやメール

は，同じくミーティングやソフトボール大会に関する話題につ

いての情報だと予測できるので，何かしらの関連があると考え

られる．そこで，メールから抽出した特徴的な単語と，各スケ

ジュールの特徴的な単語を比較し，一致する単語があれば関連

性があるとする．提案手法では，特徴的な単語を抽出するため



に，まず形態素解析を行うことでメールおよびスケジュールの

文書を単語に分解し，一般名詞，固有名詞，サ変接続名詞を抽

出する．一般名詞やサ変接続名詞の単語は「ミーティング」や

「忘年会」，「説明」や「受付」といったスケジュールを表す単語

が多く，固有名詞は，スケジュールに関係する地名や人名を表

すことが多い．このように，一般名詞や固有名詞，サ変接続名

詞はその話題を特徴付ける単語になりやすいため，これらの単

語を特徴的な単語の候補として抽出している．一方，接続詞や

助詞などは特徴的な単語にはなりにくいため，今回は利用しな

い．抽出した単語からの特徴的な単語の決定には，キーワード

抽出において一般的に用いられる tf*idf法を用いる．tf*idf法

では，対象となる文書においてその単語がどれくらい特徴的か

を tf*idf値により表す．tf*idf値は以下の式により算出する．

tf (t , d) ∗ idf (t) = tf (t , d) ∗ idf (t)

tf (t , d)(normalized within-document frequency)は，単語 t

がメール d 内に現れる頻度を示す．idf (t)(inverse document

frequency)は，データベース内のメールとスケジュールの全情

報において単語 tが現れる情報数を df (t)とし，次式で定義さ

れる．

idf (t) = log
df (t)

N
+ 1

得られた tf*idf値は，tf (t , d)値が高く，df (t)値が低い単語

が特徴的と判別される．即ち，文書中に出現する回数が多く，

全情報における出現頻度が少ない単語が特徴的な単語として選

出される．提案手法では，10個の特徴単語を抽出し，そのうち

2個以上の単語が一致する単語をもつスケジュールはそのメー

ルの関連情報となる．この 2個という閾値はユーザにより変更

可能になっており，必要な情報が取得できないようであれば閾

値を低く，余分な情報が多いときには閾値を高くすることで関

連情報の量を調整できる．また，特徴的な単語として選出され

る単語には，一般名詞や固有名詞，サ変接続名詞以外にもユー

ザ特有の略語や名称を含む単語が存在することが考えられる．

そこで，システムでは判断できない各ユーザにとっての特徴的

な単語を追加登録や削除ができるようにしている．

（ 2） 返信関係にあるメールの関連スケジュール

一般に 返信関係にあるメールは同じ話題に関する内容である

ことから，返信関係にあるメールの関連スケジュールとの関連

性も高いと考えられる．そこで，提案手法では返信関係にある

メールの関連スケジュールも関連情報とする．これにより，あ

るスケジュールの変更通知に対する返答のみで返信されたメー

ルがあった場合，出現単語数が少なく単語の類似性だけでは関

連性がないと判断されても，返信関係にあるメールが関連ス

ケジュールとしてもっていれば，関連のある情報として認識で

きる．返信関係にあるメールは，メールヘッダの Message-Id:

フィールドおよび，References:フィールドを用いて特定する．

（ 3） 文書内の単語が類似しているメールの関連スケジュール

返信関係にあるメール以外にも，特徴単語が類似している

メールは関連性が高いと考えられる．そこで，提案手法では単

語類似度の高いメールの関連スケジュールも関連情報とする．

(1)と同様の手法を用いて類似メールを抽出するが，メールは

スケジュールと異なり本文に含まれる単語が多いことから，初

期設定では特徴単語 10 個のうち，4 つ以上の単語が一致する

場合に関連性があるメールと判断する．この閾値もユーザによ

り変更可能にしている．このようにして得られたメールの関連

スケジュールをそのメールの関連スケジュールとする．

以上のようにして得られたメールとスケジュール間の単語の

一致数やメールの返信関係，メール間の単語の一致数などの情

報間の関連性に関するデータは関連データ保存部に保存される．

情報提示を行う際は，関連データ保存部にあるデータに基づき

関連情報を確認し表示を行う．

3. 1. 2 スケジュールのもつ関連情報の検索

スケジュールの関連メールとは，以下のメールである．

（ 1） 文書内の単語が類似しているメール

スケジュールと関連するメールは，その内容が似ているため，

出現する単語も類似していると考えられる．提案手法ではメー

ルから関連スケジュールを導出した場合と同様に tf*idf法を用

いて関連メールを抽出する．

（ 2） スケジュールの作成元になったメール

前述のように提案システムでは，ユーザによるスケジュール

入力作業を支援するため，メールからスケジュール記述が抽出

された場合，得られたスケジュール情報をスケジューラに追加

する．このとき，抽出元となったメールはそのスケジュールに

関する内容であることから，提案手法では，そのスケジュール

の作成元となったメールを強い関連をもつメールとする．

（ 3） スケジュールの作成元になったメールと返信関係にあ

るメール

一般的に返信関係にあるメールは，同じ話題に関する内容

であることから，前述のようなスケジュールの抽出元となった

メールと返信関係にあるメールとの関連性も高いと考えられる．

そこで，提案手法ではスケジュールの作成元になったメールと

返信関係にあるメールも関連情報とする．

以上のようにして得られた情報間の関連性に関するデータは

メールの場合と同様に関連データ保存部に保存され，情報提示

の際に利用される．

3. 2 情報の提示方法

RI ブラウザでは，ある情報が表示されているとき，その情

報の関連情報を同時に表示することで詳細情報の確認の手間を

軽減する．ここで関連情報はメールの受信時間やスケジュール

の時間が近いものほど強い関連性をもつと考えられる．例えば，

ミーティングのように定期的に繰り返されるスケジュールは，

何度もメールでスケジュールのやりとりやされているが，実際

に関連性がある情報は，期間的に近いものに限られる．そのた

め，関連情報を表示する際には，その情報と関連情報との時間

が近いものを上位に表示する．

また，時間以外に情報にはそれぞれ注目すべき項目があると

考えられることから各情報の注目度を定義し，注目度に応じて

表示順を決定している．

メールの場合は，以下の式から情報ごとの注目度を求める．



< スケジュール記述 >

pattern ::=  {(“日程”|“日時”)(“は”|“:”)?)}

< 時間表現 > {(“から”|“～”|“より”|“スタート”|“-”)?}

{< 時間表現 > (“まで”|“に”|“かけて”)}?

図 2 スケジュール記述抽出の正規表現パターン例

< 年表現 >

pattern ::= ({[0-9]+“年”|“平成”[0-9]+“年”})?

< 日付表現 >

pattern ::= ([0-9]+“月”[0-9]+“日”)|([0-9]+“/”[0-9]+(“日”)?)

< 日付相対表現 >

pattern1 ::= (“今月”| “来月”)

pattern2 ::= {(“今日”|“きょう”|“本日”)|(“明日”| “翌日”| “あした”)|
(“明後日”| “あさって”)|(“明々後日”| “しあさって”)}

< 時刻表現 >

pattern ::=(“午前”|“午後”)?{([0-9]+“時” [0-9]+“分” )|([0-9]+“:” [0-9]+ )}

図 3 時間表現抽出の正規表現パターン例

メールの注目度 =カテゴリ+キーワードの存在

+緊急性+スケジュール記述の有無

まず，カテゴリとはその内容がどういった種類のものか，例え

ば spamや仕事関係のメールなどの分類をベイジアンフィルタ

により行い，予め決めておいたカテゴリに応じてスコアを増減

させる．次に，返信してくださいや変更になりましたといった，

注目すべきキーワードの存在があった場合にスコアを高くする．

また，「至急」や「明日まで」のような期限が含まれているとき，

その残り時間に応じてスコアを高くする．最後に，メール内に

スケジュールの記述があれば，新たなスケジュールの通知やス

ケジュール情報の変更を含むメールであることが考えられるの

でスコアを高くする．キーワードや期限表現の抽出には，後述

するスケジュール記述の抽出と同様のパターンパッチングによ

り行っている．これらの要素から各メールの注目度を導出し，

注目度が高い情報をより上位に表示している．

一方，スケジュールの場合は，以下の式から情報ごとの注目

度を求める．

スケジュールの注目度 =キーワードの存在+緊急性

まず，キーワードについてはメール同様，スケジュール内の注

目すべきキーワードの存在からスコアを高くする．次に緊急性

は，スケジュールの開始時間と現在時間から残り時間を計算し，

その残り時間に応じてスコアを高くする．これらの要素から各

スケジュールの注目度を導出し，注目度の高い情報を上位に表

示している．

このように，関連情報を同時に表示するだけでなく，より注

目すべきと思われる情報を上位に表示することでユーザの情報

認識を助ける．

3. 3 スケジュール入力支援

スケジュールの入力支援をするため，メール内に「日程は 3

月 7日から 3月 10日です」や「日時：2月 24日 13時 30分～」

といった記述がある場合，スケジュールになり得る情報として

抽出する．抽出には，長谷川らの研究 [3]をもとに図 2に示す

図 4 メール中心の表示画面例

図 5 スケジュール中心の表示画面例

ような正規表現を用いたパターンマッチングを用いる．次に，

抽出された時間表現に対し，図 3に示すような正規表現パター

ンを用いて時間を抽出することでスケジュールの開始時間と終

了時間を抽出する．提案システムでは，ユーザがメールを閲覧

している際に，スケジュール記述が存在しているメールであれ

ば，ユーザによるスケジュール入力作業を支援するため，ここ

で得られたスケジュール情報をスケジューラに追加するかどう

かを尋ねるメッセージを出す．

4. 実 装

本研究では提案システムのプロトタイプを実装した．実装に

は，Microsoft 社の Visual C++ .NET を用いて行った．メー

ルおよびスケジュールの形態素解析には，京都大学情報学研究

科-日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所共

同研究ユニットプロジェクトによって開発されたオープンソー

ス形態素解析エンジンMeCab0.93 [5]を用いた．実装したプロ

トタイプの情報提示例を図 4，図 5に示す．

図 4はメール中心の表示画面例であり，右上部にメールの一

覧があり，一覧の中から情報を選択すると，その情報が左下の

メール本文表示部に表示され，右下の関連情報表示部にその

メールの関連情報が表示される．このとき，表示されている関



図 6 スケジュール入力画面例

連スケジュールを選択することで，図 5に示すスケジュール中

心の表示に切り替わり，その情報が表示される．関連メールが

選択された場合は，そのメールの内容がメール本文表示部に表

示される．

図 5に示すスケジュール中心の表示画面例では，左部のスケ

ジュールの一覧があり，一覧の中から情報を選択すると，右上

のスケジュール本文表示部にそのスケジュールが表示され，右

下の関連情報表示部には，そのスケジュールの関連メールが表

示される．ここでも，メール中心の画面同様，表示したい関連

メールを選択することでメール中心の画面に切り替わりその

メールの詳細を確認できる．

また，メール内にスケジュール記述があった場合，図 6のよ

うに，ポップアップによりスケジュール情報を提示する．ユー

ザはそのスケジュールをスケジューラに入力したい場合，下部

の入力ボタンを押すことで簡単にスケジュールの追加が行える．

また，ユーザにより必要に応じて修正も行うことができるので，

抽出ミスが生じた際にも簡単に修正ができる．

4. 1 利 用 例

本システムの利用例として，下記のシナリオを考える．

• Aさんはスキー旅行に行くことになっておりスキー旅行

の日程を確認中に，近々スキー旅行の代金を支払わなければな

らないことを思い出した．そこで，いつまでにいくら払わなけ

ればならないかを確認したい．

まず，スキー旅行のスケジュール表示は図 7のようになって

いる．ここで，右下の関連情報表示部に表示されている関連情

報を見ると，「スキー旅行代の集金」というサブジェクトのメー

ルが確認できる．その情報を選択すると，図 7のようにその情

報の一部を見ることが出来る．しかし，代金や支払い期限まで

は確認できなかったので，表示されている関連情報上をクリッ

クすると図 8 の「スキー旅行代の集金」のメールが表示され

ている画面に即座に切り替わる．これにより，払うべき代金が

30,000円であることと，2月 24日 17時までであることが確認

できた．

このように，RIブラウザを使うことで検索機能を利用せず，

簡単に関連情報を確認することができ，様々な情報を効率よく

得ることができる．

図 7 スキー旅行のスケジュール表示

図 8 スキー旅行代の集金のメール表示

4. 2 処 理 時 間

本システムでは，メールやスケジュールが登録される際に，

内容解析および関連情報の検索を行うため，通常のメーラやス

ケジューラと比べてデータ登録処理に時間がかかる．また，シ

ステムにすでに登録されている情報が多いほど処理時間も多く

なるため，スケーラビリティを高めるための工夫が必要になる．

そこでプロトタイプシステムでは，単語とその単語が含まれる

情報の対を逆引き単語辞書として記録しており，関連情報検索

を高速化している．これにより，関連情報検索はメールおよび

スケジュールがそれぞれ 1934通，953個存在する環境でも１

つの処理に平均して 0.4秒程度でおこなえるが，メールやスケ

ジュールに含まれる単語数が多い場合には，5～7秒程度かかっ

てしまう場合もあり，多くのメールが一度に到着した場合など

には体感できる程の処理遅延が発生する．そこで，プロトタイ

プシステムでは登録時の内容解析や関連情報検索の処理をバッ

クグラウンドで実行するることで，利用者は解析処理を意識す

ることなくシステムが利用できる．

見た目上の処理時間をさらに削減する方式に関しては今後の

課題であるが，スケジュールの周期性を考慮して，より関連の

ありそうな時期の情報を先にチェックして表示するといった方

法が考えられる．
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図 9 メールのもつ関連情報の再現率分布
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図 12 スケジュールのもつ関連情報の適合率分布

5. 評 価

実際にプロトタイプを用いて，被験者 2名の 6ヶ月間のメール

とスケジュールをもとに関連情報の取得精度を評価した．評価

に利用したデータ数は，被験者 Aはメール 915通とスケジュー

ル 161個，被験者 Bはメール 934通スケジュール 953個であ

る．評価は，被験者が主観的に判断した関連性と提案システム

により判定された関連性との再現率と適合率を求めることで

行った．再現率は，被験者が判断した関連性のうち実際にシス

テムが関連があると判断した割合を表し，この値が低いときは

本来抽出されるべき情報が不足していることを表す．一方，適

合率はシステムが判断した関連性のうち被験者が関連があると

判断した割合を表し，この値が低いとき不適切な情報をシステ

ムが多く抽出していることを表す．これらの再現率・適合率を

全てのメールとスケジュールに関して，システムが判断した関

連情報と被験者により判断した関連情報から導出した．ただし，

スケジュールは自動入力によるものを含まないとする．

5. 1 評 価 結 果

評価結果として，メールのもつ関連情報の再現率および適合

率の分布を図 9，図 10に示す．また，スケジュールのもつ関連

情報の再現率及び適合率の分布を図 11，図 12に示す．

まず，図 9のグラフより，2人の被験者共に，メールにおい

て必要な関連情報を 90%以上取得できているメールと，10%未

満しか取得できていないメールがほとんどであることがわか

る．これは，多くのメールにおいて関連情報を精度よく検索で

きる一方で，メールや関連するスケジュールで，特徴単語がう

まく抽出できていなかった場合は必要な関連情報をほとんど検

索できないことを示している．特に人名などの固有名詞が多く

含まれている場合，それらの単語が特徴的な単語として扱われ

てしまい，必要な単語が除外されてしまうことがある．次に，

図 10のグラフより，再現率と同様に 2人の被験者共に適合率

が 90%以上のメールと，10%未満のメールが多いことがわか

る．適合率が 90%以上の約 3割のメールに関しては，関連して

いない不要な情報が少なく，的確に関連情報を取得できている

一方で，適合率が 10%未満のスケジュールに関しては，余分な

情報が多いことを示している．しかし，これらの余分な情報に

関しては，ユーザによって単語類似の閾値設定を変更し，関連

情報の量を調整できることから，ユーザインターフェース上で

動的に閾値を調整して余分な情報を少なくできる．また，前述

のように関係のある話題のやりとりは時間的に近いことが多い

ため，本システムでは時間的に近い情報を上位に表示している．

その結果，余分な情報は下位に表示され，実際に利用する際に

は余分な情報は気にならなかった．

次に，図 11のグラフより，スケジュールもメールとほぼ同じ

ように，必要な関連情報を 90%以上取得できているスケジュー

ルと，10%未満しか取得できていないスケジュールが多いこと

がわかる．メールに比べて必要な関連情報を 90%以上取得でき

ているスケジュールの割合が少ないのは，スケジュールはサブ



ジェクトのみで記述されていることが多く，関連性を見るため

の単語が少ないので，必要な関連情報の取得がメールに比べて

困難であるためである．特に被験者 B のスケジュールに関し

ては，必要最低限の情報しか記述されていないスケジュールが

多かったため，再現率が全体的に低くなっていた．しかし，詳

細情報が書かれているスケジュールに関しては，多くの情報で

必要な関連情報を取得できている．一方，図 12のグラフより，

適合率が 90%以上のスケジュールはあまりなく，適合率が低く

なってしまっているスケジュールが多い．これは，前述のよう

にスケジュールには関連性を見るための単語が少ないため，あ

まり特徴的でない単語が特徴単語として抽出されてしまい，実

際には関連のない情報まで関連情報として取得してしまうため

である．しかし，この問題に関しては，メール同様，閾値の設

定による情報量の調整や，時間的に近い情報が上位に表示され

ることから利用の際にはあまり気にならない．

5. 2 考 察

メール，スケジュール共に再現率より適合率が低くなったの

は，余分な情報が多く含んでしまうことを意味するが，これは

情報の内容を端的に表す特徴的な単語を正しく抽出できなかっ

たため，関連情報の検索に失敗し関連情報を過分に取得してし

まうためであると考えられる．例えば，メールには文書の初め

に送信者の名前が書かれていることが多くあるが，同じくメー

ルの下部に署名の形で名前が書かれることがある．そのため，

同じ文書内に名前が複数回出現するため tf値が上がり，結果と

して tf*idf値が大きくなるので特徴的な単語として選出されて

しまう．このような文書が複数あった場合，「○○さんとの打ち

合わせ」のように名前がスケジュールのタイトルとして利用さ

れているようなスケジュールがあると，関係のない話題でも全

て関連性があるとされてしまう．逆に，複数人の名前が記述さ

れているメールでは，名前のみが特徴的な単語として抽出され

てしまい，話題を特徴付ける単語が特徴的な単語として選出さ

れず，関連情報を取得できないということもあった．

これは，提案システムでは情報間の単語の類似性およびメー

ルの返信関係のみを用いることで関連情報を検索しているため

であり，この問題を解決するためにはメールの送信者や送信対

象，情報に関連付けられた日時などさまざまな要素を利用して

情報間の類似性を計算することが必要であると考えられる．た

だし，多様な情報を用いれば関連情報を広く取得でき再現率の

向上が期待できる一方，不適切な情報も多数含まれて適合率が

さらに低下する恐れがある．適切な情報間の類似性検出アルゴ

リズムの提案は今後の課題であるが，関連度という新たなパラ

メータを定義することでより精度の高い関連情報抽出が行える

のではないかと考えている．

また，関連情報の取得に失敗している場合に，ユーザの操作

による学習を行い関連情報取得精度を向上させることも考えら

れる．提案手法では情報から抽出した特徴的な単語を用いて情

報間の関連性を計っているが，ユーザが不適切と判断した情報

や不足していると判断した情報に含まれる単語を記録しておき，

関連性の抽出の際にそれらの単語の tf*idf値を減少・増加させ

ることで精度の向上が期待できる．

6. お わ り に

本研究では，電子メールとスケジュールの関連性を考慮した

新しい情報提示手法を提案した．提案手法では，メールやスケ

ジュール情報に関連する情報を自動的に検索し，関連情報とし

てユーザに提示することで，関連情報の検索にかかる手間を軽

減する．また，関連情報を表示するだけでなく，関連情報を選

択することで，任意の情報に移動できるようにすることで，情

報の切り替えをシームレスに行えるようにする．これにより，

関連情報の検索，閲覧が容易になる．さらに，スケジュールの

入力支援としてメール内に書かれているスケジュールの記述か

ら自動的にスケジュールを入力可能にすることで，スケジュー

ルの入力支援を行っている．

提案手法による関連情報の取得精度の評価結果より，提案シ

ステムが多くの情報に対する関連情報を十分に取得できること

を確認した．

今後は，関連情報を取得する際にメールの送信者や送信時間，

スケジュールの時間といった様々な要素を考慮することで関連

情報取得精度を向上させる予定である．また，今後は関連情報

の提示順序に関する評価や複数の被験者による提案システムの

運用実験を行い，求める情報へと到達する早さ等により提案シ

ステムの実用性の評価を行うことを考えている．
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