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複数表を対象とした統計データの抽出と統合 
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あらまし  表は，事柄や数値の関係を簡潔に書き表しているため，良質な情報源である．表からの情報抽出には属性の階層

関係，表外にあるタイトルなどの情報，空白行(列)や空白セルを認識する必要がある．また，表は情報を判り易く提示する利点

がある反面，複数の表に情報が分散する場合は統合が難しい．今回対象としたデータは表形式による統計データである．我々は，

表の認識にあたりセルの罫線情報に着目した．罫線情報を用いることで，セルの集合関係を得る事ができ，属性の階層関係やタ

イトル情報の抽出が可能と考えた．また，タイトルと属性の階層関係を手掛かりに複数の表に分散した情報を統合し，その結果

として，任意の期間や属性の組み合わせによる可視化を行った．  
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Abstract   
Tables provide high quality information since they concisely represent items, numeric values, or their relationships. In order 

to extract information from tables, it is necessary to recognize relationships between attributes (e.g. hierarchies), title phrase 
outside tables, and null spaces in one or more consecutive row (or column) cells. While tables can represent information in a 
concise and understandable way, it is not an easy task to integrate multiple tables if the inherent information gets meaningful 
only after they are assembled and merged into a single table from a scattered set of tables in a single file or in different files. 

In this paper, we focus on extraction and integration of statistical data (i.e. numeric values) from tables. Our proposed 
method relies on “ruled lines” surrounding cells in tables. We let rules lines be a clue to get “set relationship” between cells, 
and to extract hierarchical relationships between attributes and titles outside tables. We also refer to the method of integrating 
multiply scattered tables into a single table, and to the method of visualization in which we allow users to selectively specify 
arbitrary period of time and attributes. 
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1. はじめに 

統計データとは，統計量である人口の推移や工業製

品の出荷額などの属性と値の組み合わさったデータで

ある．統計データは，整理・分析し，目的にあった特

徴を見つけ出し，仕事などに役立てる．ここで特徴と

は，増減の傾向や集団の構成などを表す．統計データ

を分析する過程で視覚的に理解し，直感的に特徴を捉

えやすくするためにグラフや表が通常用いられる．グ

ラフとは，関連する二つ以上のものの数量や関数関係

などを図形で表したものである．例えば，折れ線グラ

フや棒グラフ，円グラフなどがある．目的にあった特

徴を捉えやすい形状の図形に変換するには次のような

問題がある．  
主要パラメータの選択  

- 属性，期間，または，それぞれの組合せ  

 使用するグラフの種類  
  - 折れ線グラフ，棒グラフ，円グラフなど  
 スケールの選択  
これらを適切に組み合わせることにより，目的の特

徴を捉えるグラフとなる．  
 近年は Web の発達により，統計データを手軽に表形

式として入手可能となった．表は，事柄や数値の関係

を完結に書き表しているため良質な情報源であるとい

える．しかしながら，Web にて公開されている表には，

複雑な階層関係を含むものが多く存在する．また，統

計データは，月別などの時間や構成要素などにより複

数の表に分散していることもある．そのため，複雑な

階層関係を理解した上で，複数の表から目的に合う特

徴を捉えやすい属性と値を組み合わせる必要がある．

これは，ユーザにとって簡単な事ではない．そこで，   

 



 

図 1  Excel の表例 1 
我々は，Web にて入手しやすく，表中に複雑な階層関

係を含むことが多い Excel データを対象に表中の属性

間にある複雑な階層関係を解析し，属性と値の組み合

わせを XML 形式データへと自動変換し，ユーザが属

性の組み合わせ，期間，グラフの種類などの少しの作

業にて可視化を行う支援システムの構築を行った．  

2. 関連研究と問題点 

表認識では，R. Zanibbi ら [1]のサーベイ論文がある．

彼らによると，紙媒体のスキャン画像やドキュメント

中に現れる表の認識や表の構造を発見する研究が多い．

また，D. W. Embley ら [2]のサーベイ論文では，表認識

を ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 操 作 視 点 か ら “Low-level” と
“High-level”に分けている．“Low-level”は，属性など表

の内容を理解せず，2 次元配列などのモデルに置き換

え，解析する手法であり，“High-level”は，行・列の置

き換えにより等価な表に作り直す操作や，属性と値の

ペアにより，データベースに入力する操作が可能であ

ることなどが述べられている．表のモデル化として有

名なのが，X. Wang[3]によるモデルである．Wang のモ

デルは，2 つの要素 (C, δ )から成る．ここで，C は有

限な属性の集合，δは，属性から値までの木のパスで

ある．Web にて公開されている表を対象としている研

究として，田仲ら [4]や大西ら [5]がある．田仲らは，  
オントロジーを獲得するために，ユーザから与えられ

た論理構造の解釈に基づき，表を一般化している．隣

接するセルの大小関係によりセル間の関係を特徴付け，

表からの抽出を行っている．また，大西らは，携帯電

話の小さい画面に表を表示する研究を行っている．複

数行・列にまたがるセルはもっとも横幅と縦幅のセル

に分割している．  
 Web にて入手可能な Excel の例を図 1 に示す．破線

はセルの境界線を示す．図 1 の 5 行 2 列目の属性「前

期」は，人が判断した場合には，「2005 年度」が親で

あると判断できる．しかし，2 次元配列と考えた場合，

上または左方向のセルは全て空白セルであり，「 2005
年度」を親とは認識することが難しい．また，2 行目 6
列と 7 列目には「試」と「験」がそれぞれ分割されて

いる．これも同様に人は「試験」と認識できるが， 6
行 1 列目と 2 列の 8 行目と 9 行目の 2 列目にある「2006

年度」，「前期」と「後期」は統合してはいけない．ま

た，「前期」がいつを指し示しているかなどを決める必

要がある．  

3. 提案手法 

我々は，前節で述べた問題を解決するために，罫線

によるセルの集合関係に基づく表の解析を行った．  

3.1. Node の定義 

 図 1 の表をセルの結合情報を基に，2 次元配列のモ

デルに置き換え解析しても空白セルが多く存在するた

め，属性と値を正しく組み合わせることが難しい．空

白セルを属性が含まれるセルと組み合わせることがで

きないかと考えた．そこで，罫線に囲まれた領域にあ

るセルの集合を Node と定義した．Node は，左上から

順に通し番号により区別される．Node 番号を N とす

ると，N 番目の Node は，Node-N とする．行番号を i，
列番号を j とし，セルを (i, j)と記述する．セル (6, 1)に
ある属性「2006 年度」が属する Node は{(6, 1), (6, 2), (7, 
1), (8, 1)}となり，3 つの空白セルを含む領域となり，

セル (7, 2)の「前期」やセル (8, 2)の「後期」と「2006
年度」が容易に組み合わせることが可能となる．  

3.2. Node への分割方法 

 Excel のワークシートを罫線に基づき Node に分割す

る．ワークシートを左上から行方向にセルの属する

Node を判定する．隣接するセルの間に罫線が無ければ

同じ Node であると判定する．ただし，上側と左側に

隣接するセルが同一 Node に属し，上側に隣接するセ

ルとの間に罫線がある場合は，異なる Node と判定す

る．これにより，図 1 におけるセル (2, 1)の属する Node
が{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)}と判定することが可能に

なる．また，行･列において罫線の存在しない Node は

表外と判断し，Node 番号を -1 とする．すなわち，0 行

目と 0 列目のセルが表外と判定される．また，Node-(-1)
の中で，空白セルのみの行・列は空白行・列と判断し，

Node 番号を -2 とし Node-(-2)とする．  

3.3. 統計データの定義  
 表は，属性と値のペアの集合からなるが，我々は表

形式による統計データを扱うにあたり，属性を 2 つに

分け，三組み (L, T, V)の集合であると定義した．三組

みの要素を以下に示す．  
 L： (ラベル ) 表の属性中で時間情報を除く情報．図

1 では，「レポート」，「第一回」などがラベルであ

る．時間情報同様に「レポート－第一回」と階層

関係がある．  
T： (時間情報 ) 表の属性中で時間表現 (年，月など )

を含む情報．図 1 では，「2005 年度」，「前期」な

どが時間情報となる．また，「2005 年度－前期」

のように年－月の順にて階層関係がある．  
 V： (値 ) 図 1 では，「85」，「90」などの数値情報．  

 2005～2006 年度の授業評価例   
   レポート  試  験  評

 年度   第一回  第二回  中間  期末 価

 2005 年度        
  前期  85 90 80 85 85
  後期  75 85 70 80 80
 2006 年度        
  前期  80 65 80 75 75
  後期  90 85 90 95 90

 



 

3.4. タイトル情報  
 表には，タイトルが付けられている事が多い．複数

の表に分散している情報を統合する手がかりとして表

のタイトル情報を用いる．図 1 におけるタイトルは，

「2005～2006 年度の授業評価例」  
である．表のタイトルの多くは，表外に記述されてい

る．表外には，タイトル以外に，注釈やサブタイトル

なども記述されていることがある．また，1 つのワー

クシートに表が複数掲載されている場合もある．その

ため，我々はタイトル情報を決定するために，重要な

タイトルは周辺の情報より目立つよう，フォントサイ

ズが大きく設定されていると考えた．図 1 に示した例

でも，タイトルが周辺の文字情報より大きくなってい

る．タイトル情報の決定手順を以下に示す．  
1. 対象は表外である Node-(-1)に含まれるフォント

サイズが一番大きな文字情報．ただし，句読点や

助詞 -係助詞を含む場合は注釈であると判断し，対

象としない．  
2. 一番大きなフォントサイズが n 個以上存在する

場合は，左上から行方向にて最初に出現した文字

列とし，n 個未満の場合は全てタイトル情報とす

る．n=5 とした．  
3. タイトル情報と判定した文字列中から，時間表現

の部分を削除する．図 1 では，「2005～2006 年度」

の部分を削除するため，「の授業評価例」となる． 
4. 時間表現を削除した文字列の文頭に，「 /」などの

記号，「の」や「は」などの助詞がある場合はそ

の部分を削除．また，括弧により囲まれている半

角文字列は英語訳などの表現であることが多い

ため削除対象とした．図 1 では，「授業評価例」

となる．  
上記の手順により，文字列が空となった場合はタイ

トル情報を「Title」とする．  

3.5. 属性の統合と Node の再分割  
 罫線に基づき表を Node に分割した場合，図 1 のセ

ル (6, 1)を含む Node やセル (1, 5)を含む Node のように

一つの Node に複数の属性を含むセルが存在する場合

がある．このような場合は，属性を一つに統合するか，

Node をさらに細かい Node に分割する処理が必要とな

る．我々は，表の値から近傍にある属性の数により，

属性を統合するか，Node を再分割するかを決める手が

かりとした．値から近傍にある属性の定義としては，

値を含むセルから上または左方向にセルを行または列

を辿り，最初に辿りついたセルに含まれる属性であり，

行と列方向それぞれに近傍の属性が存在する．例えば，

セル (7, 4)にある値「65」の近傍の属性とは，行方向は

左に辿りセル (7, 2)の「前期」，行方向は上に辿りセル

(2, 4)の「第二回」が近傍の属性となる．そのため，セ  

図 2 Node の再分割方法  
ル (6, 1)を含む Node では，近傍の属性がセル (7, 2)「前

期」とセル (8, 2)「後期」の 2 つとなる．同様にセル (1, 
5)を含む Node では，近傍の属性は 0 となる．これは，

セル (1, 5)， (1, 6)共にセル (2, 5)， (2, 6)が表の値との間

に存在するため，近傍の属性とはならない．   

3.5.1. 属性の統合  
 Node に複数の属性が存在する場合で，近傍の属性の

数が 1 以下の場合は，Node 内にある属性を統合し一つ

にする．これにより，図 1 において，セル (1, 5)とセル

(1, 6)の別々に記述してある「試」と「験」を「試験」

と統合することが可能となる．ただし，Node 内に属性

が 2 つある場合で，片方が日本語，もう片方がアルフ

ァベットである場合は統合せず，アルファベットの属

性を削除する．これは，英語などによる名称と併記さ

れている場合が多く存在するためである．   

3.5.2. Node の再分割  
 Node に複数の属性が存在する場合で，近傍の属性の

数が 2 以上の場合は，Node を属性の数だけ再分割する． 
図 1 のセル (6, 1)を含む Node を簡略化したものを図

2(a)に示す．ここで，A，B，C は異なる属性を表して

いる．分割手順は，Node の左上にある属性を含むセル

から，行・列方向にある空白セルに自身をコピーする．

この処理により，図 2(a)が (b)となる．次に，同じ属性

を含む隣接するセル同士を纏め上げ Node とする．こ

れにより， 図 2(b)が (c)となり，各 Node が 1 つずつの

属性を含むようになる．  

3.6. 時間情報の認識方法  
 表には，様々な形式にて時間表現が存在する．図 1
にある「2005 年度」や「前期」以外の例として，「平

成 17 年度」，「2 月」，「2002 年 3 月」，「4 月～6 月」ま

たは，「16」や「3」といった数字だけの場合で存在す

る．数字だけによる表記の場合は，数字が表の値なの

か，時間表現なのかを判別する必要がある．また，時

間表現と判別できた場合でも，「3」と表記されている

場合には，「3 月」，「平成 3 年」「平成 3 年度」などが

考えられるため，これも判別しなくてはならない．数

字を時間情報であるかを判別する手順は以下の通りで

ある．  
1. 対象とする数字のセルから上と左側のセルを含む

Node を調べる．両方向に属性を含む Node がある

場合は，表の値とする．  
2. どちらか一方に，属性を含む Node がなく，もう一

方に「 [^0-9]+(年度?|月 )」「平成」， [昭和」など  

A  
 

A A  A  
 B 

 

A B   B 
 C 

 

A C   C  
(a) (b) (c)  

 



 

 製品生産・在庫数  
  製品 A 製品 B 
 会計年度  生産数  在庫数  生産数  在庫数

 2004  1100 20 650 10 
 2005 1900 25 500 20 
 2006 年 1 月  130 20 40 15 
   2 110 10 55 15 
   3 150 15 50 10 

図 3 Excel の表例 2 
の手がかりとなる属性があれば，時間情報とする． 
上記により，時間情報であると判定された数字は以

下に示す手順により，年や月などの情報を判定する．  
1. 対象とする数字のセルから属性が存在する上ま

たは左方向で一番近傍の時間表現を探す  
2. 時間表現の粒度が年なら年と判別．月なら月と判

別．ただし，値が 1~12 の範囲でなければ，次に近

い時間情報を参照する．   
 図 3 に具体的例を示し説明する．3 行目にある数値は

全て，左方向に属性を含む Node が存在しない．しか

し，セル (3, 1)の値「2004」は上方向に「会計年度」と

時間情報と判定する手がかりが存在する．よって，セ

ル (3, 1)の値は「2004 年度」と認識する事が可能にな

る．これにより，3 行目の他の値は左方向に属性を含

む Node を持つ事となるため，判定は必要なくなる．

同様に 4 行目もセル (1, 4)の値「2005」を「2005 年度」

と判定できる．また，6 行目に関しては，時間情報の

判定する手がかりは「会計年度」であるが，時間情報

の粒度を判断する近傍の手がかりが「2006 年 1 月」で

あるため，粒度は「月」であると判定できる．よって，

セル (6, 1)の「2」は「2006 年 2 月」であると判定でき

る．7 行目も同様にしてセル (7, 1)の「3」が「2006 年

3 月」であることが判定し，図 3 に含まれる値のうち

時間情報である数値全て判定可能となり抽出できる．  
 また，「年」を表す時間情報には「年」と「年度」が

あるため，「月」を表す時間情報と組み合わさった場合

には「年」に統一した．つまり，「2005 年度 6 月」は

「2005 年 6 月」，「2005 年度 1 月」は「2006 年 1 月」

とした．「月」を表す時間情報として，「1Q」，「上期」

などの期間を表す表記方法もあるため，「年」か「年度」

に応じて変換を行った．  

3.7. 表の XML 変換 

 2 章にて述べた Wang[3]のモデルを基に表は木構造

で表すことができるため，表形式の統計データを次の

ような XML 形式を定義した．タイトル情報を root と

し，属性の階層関係を記述する． root に近い方からラ

ベル l の階層を記述し，葉に近い方に時間情報 t の階

層を年，月の順にて記述し，葉を値とする．これによ

り，複雑な階層関係を含む表形式の統計データを可視

化し易いように纏め上げる．図 3 の表は図 4 になる．  

<label l=“製品生産・在庫数”> 
<label l=“製品 A”> 

<label l=”生産数”> 
<year y=”2004 年度”> 
 <number>1100</number> 
</year> 
<year y=”2005 年度”> 
 <number>1900</number> 
</year> 
<year y=”2006 年度”></year> 

</label> …  
図 4 XML 変換例  

3.8. 三組みの抽出手順  
 図 3 の表形式における統計データを図 4 の XML 形

式に変換するための抽出手順は以下のようになる．  
1. 左上のセル (0, 0)から列方向に値を含むセルを探

索する．  
2. 値を含むセルから左上方向にあるタイトル情報の

うち最も近いものをタイトル情報とする．  
 3. 値を含むセルから上と左方向にある Node に含ま

れる属性を探す．上や左端のセルを含む Node まで

たどり着くか，Node-(-2)に辿り着いた時点で探索を

終了する．  
4. ラベルの階層関係を決める際に，タイトル情報の

直下の子で無い限り「合計」と「計」は，親にあた

るラベルを指すものと考えたため，削除する．また，

親と子で名称が同様の場合も削除する．  
 5. ラベルの探索と同様の手順にて対象としたセルか

ら上と左方向にある Node に含まれる属性を探す．  
「月」の情報が無い場合は，時間情報の粒度を

「年」として取り扱う．「月」を表す時間情報が見

つかり，「年」を表す時間情報が見つからない場合

は，表全体にて最も新しい「年」の時間情報を付与

する．図 3 において最も新しい「年」の時間情報は，

「2006 年」となる．また，「年」を表す時間表現が

複数見つかった場合は，「年」のみが単独で出現し

ている方を優先とした．これは，「月」の時間情報

と同時にある「年」情報は処理における過程で付与

した情報であり，誤って付与した可能性が高いため

である．  
三組みの抽出において時間に関する相対表現の語

は抽出対象外とする．統計データを抽出するにあたり，

「前年」などの相対的に時間を表す語を含む三組は，

指し示している時間を決める精度が良くなく誤りの原

因となる．また，絶対表現で示しているデータが他の

表から抽出できることが多いため，対象外とする．対

象とする相対表現の正規表現を図 5 に示す．  
(前比  | (前年  | 昨年  | 前月  | 先月  | 同月  | 前年同

月  | 同期  | 前年同期 )(比 )?) 
図 5 相対表現  
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図 6 システム全体概要図  

4. システム概要  
前章にて述べた提案手法を基にした本システムの

概要の説明を行う．システム全体の構成を図 6 に示す． 
 システムは，2 つのモジュールにて構成されている．

2 つのモジュールは，表から三組み (L, T, V)の集合とし

て抽出し，XML 形式データに変換する抽出モジュール

と，ユーザが選択した条件により，可視化結果を提示

する可視化モジュールである．  

4.1. 抽出モジュール概要  
 抽出モジュールの処理の流れを説明する．入力とし

ては複数の表を対象とし，出力は一つの XML ファイ

ルとなる．図 7(a)に示す Excel データによる表を 3.2
で述べた提案手法により，図 7(b)に示す Node に分割

する．このとき，各セルのコンテンツを解析し，ラベ

ルｌ，時間情報 t，値 v に分類する．次に，各 Node に

含まれる属性の数により，属性の統合と Node の再分

割を行う．そして，3.6 で述べた手法により，数字の

みで表記されている時間情報を認識する．また，表外

の Node からタイトル情報の抽出も行う．最後に，3.8
で述べた手法にて，統計データを三組み (l, t, v)として

抽出し，図 4 で示した XML 形式のデータへと変換す

る．これにより，複数の表に分散した統計データをま

とめ挙げることができる．   

4.2. 可視化モジュール概要  
 可視化モジュールでは，前処理である抽出モジュー

ルの出力データとユーザの条件選択により，グラフ化

を行う．ユーザが選択できる条件としては下記のよう

になる．  
 - グラフの種類  
  折れ線グラフ，円グラフなど  
 - ラベル l の選択  
  抽出で得られた階層関係を基に，ラベルを選択す

る．同時に複数のラベルを選択可能とする．  
 - 時間の選択  
  折れ線グラフであるなら，開始と終了期間を選択

する．円グラフや棒グラフであれば，可視化したい

時間を複数選択する．  
以上を条件選択することにより，可視化される．ま

た，選択したラベルの一段階層を深い要素に分割する

こともできる．  

5. 実験方法  
実験データは，Web より収集した Excel データのう

ち異なるフォーマットの 56 ファイル 121 ワークシート

を対象とした．正解の判定は人手により行い，正解の

基準は表と見比べ，抽出した結果のルートから値まで

の階層構造が正しいかを判定した．また，JExcelApi[6]
で Excel ファイルを解析した．これにより，罫線やフ

ォントサイズの情報を取り扱うことができる．形態素

解析には Java で記述されている sen[7]を使った．可視

化には， JFreeChart[8]を使った．  
 本実験を評価するにあたり，再現率，精度，F 値マ

クロ平均，マイクロ平均を下記のように定義した．  

人手による正解数

本実験による正解数
再現率 =)(R      ･･･ (1) 

本実験による抽出数

本実験による正解数
精度 =)(P   ･･･ (2) 

( )
精度再現率

精度再現率
値

+
××

=
2)(F F    ･･･ (3) 

ファイル数

ファイルごとの値
マクロ平均

)||( FPR∑=  ･･･ (4) 

抽出数全ファイルの正解

全ファイルの正解数
マイクロ平均

or
=  ･･･ (5) 

 

  
(a) (b) 

図 7 表の分割  

表 1 統計データ抽出結果   
 再現率  精度  F 値  

マクロ平均  0.835 0.883 0.859 
0.776 0.941 0.850 マイクロ平均

6. 実験結果と考察  
 抽出の実験結果を表 1 に示す．実験結果から本手法

では，マイクロ平均に比べマクロ平均が良い結果を得

られた．また，再現率に比べ精度が高い値となった．

このことから，表の形式に依存性が少ないことが分か

った．可視化にあたり，存在しないデータは欠損値と

して補間することが考えられるが，誤ったデータであ

ると対応が難しい．そのことから，再現率より精度が

重要で考えられるため，良い結果を示せた．  
 再現率に比べ精度が高い理由としては，三組みの要

素のうちどれか一つでも欠如した情報は全て抽出対象

外としたことと，抽出結果がデータの重複を認めなか

ったことが要因ではないかと考えられる．  

 



 

  
図 10 拡大結果  図 8 対象 Excel の例  

 
図 11 円グラフによる可視化例  図 9 折れ線グラフによる可視化結果

法により，XML 形式に変換し，属性，期間，グラフの

種類などの少しの操作により可視化を行う可視化支援

システムの構築することができた．  

抽出を誤った要因としては，マイクロ平均において時

間情報は 0.998 と，時間情報の認識手法が非常に有効

であったことが認められた．他の要因としては，ラベ

ルの誤りがある．特に属性の統合における誤りが多い．

属性の統合の誤りとしては，日本語とアルファベット

による表記を統合する場合が誤りとなる．日本語とア

ルファベットが同じ Node に記述されている場合，ア

ルファベットが英語訳である場合が多いため，日本語

のみをラベルとしたため，誤りの原因となった．  

 今後の課題として，抽出手法を見直し，抽出精度・

再現率を改善する．また，より柔軟にユーザの要望に

答えることのできる入力インターフェースおよび可視

化手法を課題とする．  
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今回は 2001～2006 年の 6 年間，6 つの表を対象にした

可視化結果を図 9～11 に示す．図 8 から，塗料出荷金

額の子の階層としてラッカー，電気絶縁塗料，合成樹

脂塗料，その他の塗料，シンナーの 5 つがあることが

抽出できる．それら 5 つのラベルと対象期間 2001 年 1
月～2006 年 12 月，そして折れ線グラフと選択し可視

化した結果が図 9 になる．図 9 では，合成樹脂塗料の

値が大きいため，他の変化が読み取りにくい．そこで，

グラフの下側にある長方形領域をマウス操作により選

択すると図 10 に示すよう，選択した領域を拡大表示す

ることができる．また，2002～2005 年の各 4 月と円グ

ラフを選択した結果が図 11 に示すグラフである．  
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