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重要語抽出を用いたWeb文書上の同姓同名の曖昧さ解消
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あらまし Web上には人物に関する多くの情報があり，近年では検索エンジンを用いることで，その情報を容易に得

ることができる．しかし，人名には同姓同名が存在するように曖昧性があり，1つの名前についての検索結果が実際

には異なる数人についての記述を集めてしまう場合が多々ある．この問題に対し，我々は同姓同名の曖昧さ解消を目

的としたシステムを提案する．このシステムは，2つのアルゴリズムを用いて曖昧さ解消を行う．1つは，対象となる

人名と文書上で共起する固有表現を見つけることにより抽出されるソーシャルネットワーク情報を用いる方法であり，

もう 1つは各文書中から抽出される重要語に基づく文書間の類似度計算による方法である．実際のWeb上にある文書

をデータセットとして用いた実験により，これらのアルゴリズムが有効であることを示した．
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Abstract The World Wide Web (WWW) provides lots of information about persons, and in recent years WWW

search engines have been common tools to learn about persons. However, the ambiguities of person names (i.e.,

there are many persons with the same name,) typically causes the search results of one person name to result in

web pages about several different persons. We propose a novel framework of the person name disambiguation. Our

framework employ the following two components: extracting social network information by finding co-occurrences of

named entities, and measuring document similarities based on occurrences of key compound words. In experiments

using the actual web document dataset, the result of our framework is promising.
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1. は じ め に

近年，Webには経歴や業績などをはじめとする人物に関連す

る情報が豊富に存在し，検索エンジンを用いることにより，そ

れらの情報に容易にアクセスすることが可能である．しかし，

検索エンジンを利用する際，よくある名前を検索すると、その

結果の曖昧さに困る場合がある．例えば，元総理大臣ではない

“小泉純一郎”という人について情報を集めたい場合，検索結果

には元総理に関するページが並び，目的のページを探すことは

大変困難である．状況にもよるが，検索を行うユーザは検索エ

ンジンを利用した後に検索結果の中のどこに目的の情報が書か

れているか丹念に探す必要がある．この問題は，異なる人物が

同じ名前を持つために起こる問題である．目的のページは見つ

かるが，そのためには大変多くの手間と時間が必要になるおそ

れがある．

本論文において，人名とは文書中に出現する，実世界におけ

る人物（実体）をただ一つのみ参照する文字列とする．上記の

問題は，異なる人物が共通する人名を持つために起こる問題で

ある．本論文では，この問題の解決を目的とした，我々の開発

したシステムについて説明する．このシステムの内部で用いら

れる手法は以下の 2つの考えに基づいている．1つは人が現実

世界で何らかのソーシャルネットワークを持つということ，も

う 1つは人を特徴付けるキーワードが存在するということであ

る．これらを手がかりに，同姓同名を見分けることを狙う．



我々のシステムは，Web上の文書に対し，固有表現抽出によ

り人名や地名，組織名といった固有表現の共起を探し，それを

利用してソーシャルネットワーク情報を抽出する．また，その

情報とは別に，複合名詞の統計値に基づく重要語抽出を行い，

文書中のキーワードを抽出する．これらの情報を利用し，同じ

実体を参照する人名をクラスタリングすることで，同姓同名の

曖昧さ解消を行っている．評価実験の結果，これらの方法は文

書中の単語情報をそのまま利用する手法に比べ，F-measureで

0.20以上の性能の向上が見られた．

本論文の構成は以下のとおりである．まず，2章において本

論文が扱う問題について詳細に定義する．続いて，3 章では，

我々の提案する手法について説明する．また，システムの概要

についても紹介する．4章で我々が行った性能評価とその結果

を紹介する．5章にまとめと今後の課題を述べる．

2. 同姓同名の曖昧さ解消の問題について

我々の目的は，人名の持つ曖昧さ解消である．この問題を以

下のように定義する．クエリを q とする．本論文において，ク

エリとは，すなわち曖昧さ解消の対象とする人名である．検索

エンジンにクエリ q を与えることにより得られるWeb上の文

書を D = {d1, d2, · · · , dk}とする．なお，以下では簡単のため
に，Web上の文書のことをWebページ，あるいは単にページ

と書く．各Webページにはクエリ q が少なくとも 1回は出現

している．そこで，Webページ di において，クエリ q が j 回

目に出現した文字列を sij とし，sij の集合を S とする．それ
ぞれの文字列 sij は，実世界において名前 q を持つ人物の集合

E = {e1, e2, · · · , en} 中のただ 1 つの要素のみを指し示す．人

名から実体への参照を表す関数 Φを，Φ : S → E と定義する．
この関数 Φを求めることにより，同姓同名の曖昧さ解消が行わ

れることになる．

上記のモデル化では 1つの文書中に出てくる複数のクエリ q

がそれぞれ異なる人物を参照することも考慮可能である．しか

し，今回は簡単のために，同一の文書中に出現するクエリ q は

すべて同一の人物を参照すると仮定する．すなわち，ある文書

di 中に出現する sij について，∀j,Φ(sij) = em となる．この仮

定により，求める関数は Φ′ : D → E となる．我々のこの論文
における目的は，この関数 Φ′ を推定することである．

なお，関数 Φ′ の推定において，用いることのできる前提知

識は入力されたクエリ q のみとし，対象とする人名を持つ人物

に関する実世界での情報は用いないものとする．

この問題の解は，Webページをクラスタリングした形で得ら

れることになる．クラスタリングされた結果，Webページの集

合 D の中に出現する同姓同名の異なる人物の人数と同じ数の
クラスタが作られ，各クラスタにおいて同一の人物を参照する

Webページが漏れなくまとまっていれば，同姓同名の曖昧さ解

消が完全に成功したことになる．

この問題において難しい点のひとつとして，クエリ q に対し

て異なる実体が実際に何個存在するか，ということを事前に知

ることはできないところにある．そのため，クラスタの数を指

定したクラスタリングの方法などは用いることができない．

この問題に関する先行研究として，以下のようなものがある．

Baggaら [2]は，この問題に対し，文書に出現する単語を要素

とする文書ベクトルを作るにより文書間の類似度を計算し，ク

ラスタリングを行った．出現する単語に加え，文書中から人物

に関する個人情報を抽出し，それらの情報を考慮してクラスタ

リングする試みとして，[5] が挙げられる．佐藤ら [9] は文書中

に出現する人名に注目し，共起する人名を用いてWebページ

間のリンクを作成し，それをグループ分けすることで同姓同名

の分離を行っている．Wan ら [11] は，高い頻度で検索される

人名をクエリとした場合の検索結果をクラスタリングするシス

テムを提案している．Wanらのシステムにおいては，例えば苗

字や名前だけがクエリとして与えられる場合も想定されている．

Bekkermanら [3]は，実世界において同一コミュニティに属

す複数の人物に関するページを集め，それらの中でのリンク解

析や階層併合・分割ダブルクラスタリングを行うことで，同一

コミュニティに属す人物を同時にそれぞれの同姓同名について

の記述と分離する方法を提案した．この方法では同じコミュニ

ティに属す人物が結果として前提知識として与えられた上でク

ラスタリングを行っていることになる．

3. 提案するシステム

本章では，我々の提案するシステムの内部で用いられている

アルゴリズムと，システム全体の概要について説明する．

3. 1 クラスタリングの方法

我々が同姓同名を見分けることを手作業で行う場合，何か手

がかりとなる人物の情報（性別，年齢，肩書きや所属といった

個人情報や，その人物の属すコミュニティの情報など）を元に，

それぞれの文書に出現する対象の人名が同一人物かどうかを判

定していく．その際，人物に関する情報は時間の経過とともに

変化していくことが予想される．そのため，これらの情報が文

書間で食い違うだけでは，出現する人名が異なる実体を参照す

るとは判定できない．一方，上で挙げたような情報が多くの点

で一致するならば，同一の人物を参照していると考えられる．

すなわち，複数の文書に渡って同じ人名が出現した場合，同一

の人物を参照しているという証拠を元に，同じ人物を参照する

文書を判定していくのである．我々はこの手作業による同定の

方法に近いクラスタリングの方法を採用する．

まず，すべての 2 文書 dx, dy 間について何らかの基準で類

似度 sim(dx, dy)を計算する．そして，その類似度が閾値 θ を

超える文書ペアについては，同一の実体を参照する，すなわち

Φ′(dx) = Φ′(dy)と判定する．この条件によって次のようにク

ラスタリングが行われる．G(V, E)を無向グラフとする．各頂

点 vi ∈ V はWebページ diに対応している．また，上記のアル

ゴリズムにおいて Φ′(di) = Φ′(dj)ならば eij ∈ E とする．こ

れより，枝集合 E が得られることになる．ここで，G = 〈V, E〉
はいくつかの連結成分を持つことになる．それぞれの連結成分

は，同じ実体を参照しているWebページの集合を表すことに

なる．この連結成分をクラスタとみなすことで，クラスタリン

グを行う．
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図 2 ソーシャルネットワーク情報によるクラスタリング

3. 2 ソーシャルネットワーク情報によるクラスタリング

固有表現（Named Entity; 以下 NE）[6]とは人名や組織名な

ど事物に特有の表現であり，例えば [6]によると，日本語の NE

としては，組織名，人名，地名，固有物名，日付表現，時間表

現，金額表現，割合表現という 8つの固有表現の種類が定義さ

れている．NEは一般的な語と比較して，より文書を特徴付け

ていると考えられる [10]．すなわち，NEは文書を非常に強く

特徴付けたり，文書中の中心となるトピックを与えるものであ

るため，NEを正しく用いることができれば，非常に強力な同

一の実体の判定方法となることが期待できる．我々は特に人名，

地名，組織名といった NEに着目することで，その人物に関す

るソーシャルネットワークの情報が効率よく抽出できることを

狙いとしている．

人物の同定を行う作業を考えた場合，

• 対象とは別の特定の人物と，複数の文書に渡って共に現

れる場合，それらはすべて同一人物である

• 人物の名前の近くに出現する組織名は，その人物の所属

を表すと考えられ，複数の文書でそのような状況ならば，その

人物は同一人物である

といった NEに着目したヒューリスティクスに基づく方法が考

えられる．図 1にこの方法のイメージ図を示す．点線は同じ人

名，地名あるいは組織名を表している．このように文書中に異

なる人名や組織名などが共通して出現するのが見られた場合，

必ずしも同一の実体を参照すると断定はできないが，同一の実

体を参照している確率が非常に高いと言える．

このように，関連する人名や組織名といった NEの形で文書

中に出現するソーシャルネットワーク情報に基づいて，複数の

文書に渡って出現する同名の参照先が同一実体であるかどうか

を判定する方法を，ソーシャルネットワーク情報によるクラス

タリングと呼ぶ．

ソーシャルネットワーク情報の抽出によるクラスタリングの

アルゴリズムを以下に示す．

procedureソーシャルネットワークによるクラスタリング

1. クエリ q を含むすべての文書 dj (1 <= j <= k)につ

いて，NEタガーによってタグ付けされた人名，地名

および組織名を抽出する．なお，人名に関しては姓名

が揃って出現するものに限る．

2. 文書間のソーシャルネットワーク類似度（以下，

SN 類似度）simSN(dx, dy) を次のように計算する．

simSN(dx, dy)

= α ∗（dx, dyに共通して出現した人名の数）

+β ∗（dx, dyに共通して出現した人名以外の NEの数）

3. 2文書 dx, dy において，simSN(dx, dy) >= θSN であ

るならば，Φ′(dx) = Φ
′(dy)．

なお，θSN はあらかじめ定めた閾値，α, β は重み付けのパラ

メータである．図 2にソーシャルネットワーク情報によるクラ

スタリングのイメージ図を示す．図 2中の太い実線は 2文書間

の SN 類似度が閾値よりも高く，グラフの頂点間（すなわち，

Webページ間）に枝が張られた状態を表している．

なお，今回は固有表現抽出を行う NEタガーとして Sen [12]

の出力結果を利用している．Senは Javaで実装された形態素

解析器であるが，固有表現（人名，地名，組織名）に関しても

ある程度タグを出力するので，そのタグをNEの判定に用いた．

3. 3 文書中の重要語を用いたクラスタリング

本節では，文書を特徴づける重要語を文書中から見つける方

法を説明する．一般的な固有表現抽出を行うツールでは，固有



名詞的な表現の抽出に比べ，普通名詞の複合語からなる特徴的

な語（例えば，電子情報通信学会など）については十分に抽出

できない場合が多い．また，辞書にない地名や組織名には対応

しきれない場合がある．そこで，固有表現のかわりに，文書を

特徴づける重要語を見つけ，それをその文書のキーワードとし

た上で，キーワードの重複性の高い文書どうしを同じ人物を参

照すると判定する方法を考える．

今回は，重要語抽出の方法として中川らが開発した言選

Web [7]で使用されているアルゴリズムを用いた．言選Webで

は，それぞれの文書中で単語の頻度情報と連接情報の計算を行

うことで，専門用語候補を発見することができる．

言選Webで用いられている重要語抽出のアルゴリズムを以

下に示す．まず，文書中の複合名詞の重要度が次のようにして

計算される．単名詞 N の左方の連接頻度を FL(N)，右方の連

接頻度を FR(N) とする．単名詞 N1, N2, · · · , NL がこの順で

連接した複合名詞を CNとする．CN の連節度を考慮したスコ

アは，次のように定義される．

LR(CN) =

(
L∏

i=1

(FL(Ni) + 1)(FR(Ni) + 1)

) 1
2L

この式により，複合名詞と同時に単名詞のスコア付けも行われ

ている．複合名詞の重要度は，この LR(CN)に文書中での複

合名詞の出現回数 f(CN)を掛け合わせることにより定義され

る．すなわち，CN の重要度 FLR(CN)は，

FLR(CN) = f(CN)× LR(CN)

である．なお，f(CN)は，語 CN が単独で出現した場合の頻

度であり，他の複合名詞の中に包含されていた場合はカウント

されない．

例えばある文書中から “情報”または “システム”を含む語句

を抽出したときに，以下の語句が抽出されたとする．

情報 通信，情報， 災害 情報， 電子 情報 通信，

情報 抽出，情報 通信， 情報， 災害 情報 システム，

情報 システム

これを，バイグラムごとに頻度をまとめると，以下のように

なる．

災害 情報 (2) 情報 通信 (3)

電子 情報 (1) 情報 抽出 (1)

情報 システム (2)

この場合において，単語 “情報”の重みを計算すると，LR(情報

) =
√
(3 + 1)(6 + 1) � 5.29であり，情報は単独で 2回出現し

ていることから，FLR(情報) = 2×
√
(3 + 1)(6 + 1) � 10.58

となる．同様にして，複合語 “情報システム”の重みは，

FLR(情報システム) = 2×((3 + 1)(6 + 1)× (2 + 1)(0 + 1)) 1
4 �

6.05となる．

この言選Webのアルゴリズムは日本語以外の言語において

も品詞タガーさえあれば適用することができる．すなわち，前

述の固有表現抽出を用いてソーシャルネットワーク情報を抽出

する場合に比べて，言語依存性が小さいと言える．

言選Webの重要語抽出の手法により，各文書 di に対し文書

中の重要語とその重みが計算される．抽出された重要語とその

重みを要素とする文書ベクトルを wi をとすると，以下のよう

にして重要語によるクラスタリングが行われる．

procedure 重要語によるクラスタリング

1. クエリ q を含むすべての文書 di (1 <= i <= k)につ

いて，重要語抽出アルゴリズムに従って，重要語とそ

の重みを計算し，文書ベクトル wi を計算する．

2. 重要語に関しての類似度 simCKW(dx, dy)を次のよ

うに計算する．

　　 simCKW(dx, dy) = (wx, wy)

3. 2 文書 dx, dy において，simCKW(dx, dy) >= θCKW

であるならば，Φ′(dx) = Φ
′(dy)．

なお，θCKW はあらかじめ定めた閾値である．先に述べたとお

り，Φ′(dx) = Φ′(dy)の条件により，クラスタリングが行われ

ることになる．

3. 4 同姓同名の曖昧さ解消を行うシステムの概要

前節までで紹介した手法を用いて，我々が開発した同姓同名

の曖昧さ解消を行うシステムの概要を図 3に示す．このシステ

ムはクエリが与えられる度に検索結果のWebページをすべて

実際に取得する．システムを動作させる際，Webページを取得

するところが最も時間を要する．そこで，ページのダウンロー

ドと文書の前処理を行う部分では並列処理を行って，実行時間

が短縮されるようにしている．

我々が開発したシステムは以下のようにして動作する．

まず，システムはユーザから検索対象とするクエリ（人名）

を受け取る．システムは受け取ったクエリを検索エンジンに与

え，そのクエリに関する検索結果上位 k 件の URLを得る．今

回は検索エンジンとして Yahoo! JAPANの検索用の API [13]

を用いている．その後，検索結果の k 件のWebページをすべ

てダウンロードする．

ダウンロードしたWebページに対し，以下の前処理を行う．

まず，HTML のタグを取り除き，タイトル（title タグで囲ま

れた中身）と本文（bodyタグで囲まれた中身）を取り出す．以

下，この取り出した部分を文書と呼ぶ．文書を抽出した後，文

書中にクエリが含まれているかを確認する．これは，Webペー

ジの更新と検索エンジンのインデックス作成には時間差があ

るため，検索エンジンでヒットした文書であっても，更新が行

われ対象とする人名を含まない文書になっている場合や，その

Webページが削除されて場合が考えられるためである．そのた

め，クエリが含まれていない文書については，これ以降は無視

することにする．クエリが含まれることが確認された文書につ

いては，さらにクエリの前後 n単語のみの文脈を抽出し，この

文脈に対し Sen [12]を用いて形態素解析を行い，その結果を元

に固有表現や重要語を抽出する．

前処理により，各文書中の固有表現や重要語が抽出されるの

で，それを利用して文書間の類似度計算およびクラスタリング
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を行う．システムはこのクラスタリングの結果を出力して終了

する．

なお，ソーシャルネットワークの情報によるクラスタリング

で得られるグラフの枝集合を ESN，重要語抽出によるクラス

タリングで得られるグラフの枝集合を ECKW としたとき，こ

の 2つの手法を併用した場合のクラスタリング結果は，枝集合

E = ESN ∪ ECKW により与えられる．これは，この 2つのク

ラスタリング方法がそれぞれ異なる情報源によりクラスタリン

グを行っていることが期待されるからである．

4. 評 価 実 験

本章では，我々が行ったこのシステムの性能評価とその結果

について紹介する．

4. 1 評 価 指 標

我々は，評価指標としてPrecision（精度），Recall（再現率），

F-measure を用いた．複数の文書についてクラスタリングを

行った場合の各指標の計算方法は以下のような方法で行う [4]．

正解集合を C = {C1, C2, · · · , Cn}，クラスタリングを行った
結果の集合を D = {D1, D2, · · · , Dm} とする．ここで，Ci や

Dj は文書の集合（クラスタ）である．正解集合の各クラスタ

Ci(1 <= i <= n)について，Precision，Recall，F-measureの値

Pij，Rij，Fij をすべての結果のクラスタDj(1 <= j <= m)に対

して計算する．

Pij =
|Ci ∩ Dj |

|Dj | , Rij =
|Ci ∩ Dj |

|Ci| , Fij =
2PijRij

Pij +Rij

各 Ci について，もっとも F-measureが高くなるような Dj を

計算し，それを正解集合の Ci における F-measureとする．す

なわち，Fi = maxj Fij である．また，このとき，Pi，Ri に

ついては， j′ = argmaxjFij を用いて，Pi = Pij′，Ri = Rij′

として求める．

システムとしての総合評価は，クラスタの要素数を重み

とした重みつき平均により与える．よって，システムとして

の F-measure(F) は，F =
∑n

i=1
|Ci|Fi/|C| となる．ただし，

|C| = ∑n

i=1
|Ci|である．システム全体の Precision(P)および

Recall(R)についても同様に計算する．

各指標はそれぞれ，次のような意味を持つ．Precision はど

れだけ正解集合の要素のみでクラスタを作られているかを表

している．そのため，クラスタの大きさに関わらず，正解の対

象となる 1 つの実体のみを指すクラスタでは必ず Pi=1 とな

る．一方，Recallはどれだけ正解集合の要素を含んでいるかを

表 1 実験結果（人名 38 クエリの平均）

適用した手法 F P R
No cluster 0.2996 1.0000 0.2536
Baseline 0.5409 0.6668 0.6950
SN 0.7163 0.9000 0.6692
CKW 0.6974 0.8195 0.7050
SN ∪ CKW 0.7443 0.8328 0.7683

表している．クラスタに他の実体を指す文書がどれだけ混在し

ても，正解の対象をすべて含んでいれば，Ri=1となる．なお，

クラスタリングをまったく行わず，1 つのWeb ページが 1 つ

のクラスタとなる状態では Precisionは 1となること（ただし，

この場合には Recall はかなり低くなる）や，すべての文書を

まとめて，1 つのクラスタとみなすと Recall は 1 となる（逆

に Precisionがかなり低くなる）ことに注意する．Precisionや

Recallは上記のような性質を持つので，2つの指標の調和平均

の値である F-measureが総合的な指標として用いられる．

4. 2 データセット

実験は，日本語で書かれたWebページを対象に行った．ま

ず，人名をクエリとして検索エンジンで検索し，その結果の上

位のページ 100～200件程度を各クエリについて収集した．そ

の中から同名を持つ 2つ以上の実体を参照するWebページや，

クエリの文字列を含まないページを取り除き，その結果，38ク

エリについて計 5015 のWeb ページを収集した．収集した各

Webページについて人手で正解付けを行った上で，それぞれの

手法を適用し，各手法の性能を評価した．

なお，正解付けにおいても，できるだけ前提知識は用いず，

基本的に収集されたWebページから各ページの参照する人物

かどうかを判断するようにしている．これは例えば言語学者で

あり政治学者でもあるノーム・チョムスキー (Noam Chomsky)

に関する文書をクラスタリングする際に，チョムスキーが言語

学と政治学の両方に携わっているという言及が収集した文書中

になければ，結果として言語学者としてのチョムスキーと政治

学者としてのチョムスキーの 2つのクラスタができるのが正解

となる．

今回実験を行うソーシャルネットワークの情報を用いてクラス

タリングや，重要語を用いたクラスタリングでは閾値 θSN, θCKW

をそれぞれ決める必要がある．そのため，クエリをランダムに

5グループに分けて交差検定を行った．すなわち，5グループ

の中から，1つのグループを選び，これをテストセットとする．

閾値 θSN, θCKW をそれぞれ，テストセットを除く 4 グループ

（トレーニングセット）において F-measureが最大になるよう

に設定する．その閾値を用いてテストセットの評価を行う．テ

ストセットとトレーニングセットの組合せを変えて，5回行う

ことで，全体の評価を求めている．

4. 3 実 験 結 果

実験結果を表 1に示す．また，人名ごとの詳細な結果を図 4

に示す．図 4において，横軸はそれぞれ 1つの人名に対応する

idを並べたものになっている．表 1および図 4において，No

clusterはクラスタを作らない，すなわち検索エンジンの結果を
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図 4 人名ごとの結果

クラスタリングせずにそのまま評価した場合の指標である．前

節で述べたとおり，精度は必ず 1になるが，再現率が非常に低

く，そのために F-measure も非常に低い．また，Baseline は

文書中に出現する語を出現頻度により重み付けした文書ベクト

ルを計算し，文書ベクトルの類似度を元にクラスタリングを行

う単純な手法の場合の結果である．SN，CKWはそれぞれソー

シャルネットワーク情報を用いたクラスタリング，文書中の重

要語を用いたクラスタリングであり，SN ∪ CKWは 2つの手

法を併用した場合の結果である．

実験結果より，単純な手法に比べ，SN，CKWとも大いに性

能の向上が見られている．手法単体では，SN，すなわち固有表

現を抽出することによりソーシャルネットワーク情報を利用す

るのが効果的であり，精度も非常に高いが，この方法には固有

表現抽出のためのツールが必要であるという欠点がつきまとう．

一方，CKW，すなわち重要語抽出によるクラスタリングにお

いては，SNに近い結果を言語依存性のより小さいアルゴリズ

ムを用いることで達成できている．

また，2つの手法においては，違う種類の情報を元にクラス

タリングを行っていると考えられ，2つの手法を同時に適用し

た場合，さらに F-measure の向上が見られる．図 4 で見られ

るように，多くの人名において SN∪CKWを用いた場合が最も
F-measureが高くなった．

5. お わ り に

我々は同姓同名の曖昧さ解消を目的として，ソーシャルネッ

トワーク情報によるクラスタリングと文書中の重要語抽出に

よるクラスタリングの 2 つの方法を提案した．さらに，それ

らを用いて同姓同名の曖昧さ解消を行うシステムを開発した．

性能評価の結果，我々の提案した 2 つの手法を併用した場合，

F-measureで 0.74を超える高い性能を示すことがわかった．

同姓同名の曖昧さ解消の研究は近年さかんになってきており，

実験についてのデータセットの整備も行われてきている．昨年

にはWeb上での人物検索に関するワークショップWePS [1]が

行われ，英語で書かれたWebページからなるテスト用のデー

タセットが公開された．現在，このシステムは日本語で書かれ

た文書のみを対象に扱っているが，英語で書かれた文書につい

ても解析を行えるようにし，共通のデータセットでの結果を求

めることが今後の課題として挙げられる．
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