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Ｗｅｂ情報を用いた人物の愛称抽出手法
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あらまし ���やテレビ番組表において，有名人は愛称で表示されることが多い．情報検索やテキストマイニングな

どの応用を想定した場合，正式名称と一般に通用する愛称を対応付ける必要がある．本稿では���情報を用いて，人

名に対応した愛称を自動的に抽出する手法を提案する．まず愛称生成ルールを学習しそのルールから愛称候補を自動

生成する．加えて，愛称を明示的に示す典型表現○○こと �名称��などからの文字列抽出を行う．これらの２つの愛

称候補群を組み合わせ選別し，愛称抽出結果とする．提案手法と先行研究の手法に対し，本稿で正解と定義したデー

タを用いて比較評価を行った．情報検索で用いられる���評価では，提案手法は ���程度の精度向上がみられた．

キーワード 愛称，愛称生成，愛称抽出，情報抽出，���データマイニング，別名，ニックネーム
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�� は じ め に

近年，音声認識技術を用いたヒューマンインタフェースの実

用化が進んでいる．そして，今後は音声対話や音声による情報

検索が行われることが想定される．音声による情報検索処理で

は，テキストによる情報検索処理に比べ，愛称等の表現が使わ

れる可能性が高い．愛称とは，大辞林 ���� によれば �本名以外

の，親しみをこめて呼ぶ呼び名．ニックネーム．�である．こ

のため，ユーザの自然な発話を促進するためにも，愛称等の表

現を人物の名称に対応付けて認識できることが必要である．ま

た，��	上でファンの 	
��記事や新聞記事でも愛称で呼ばれ

ることがあるため，テキストによる情報検索であっても，愛称

で正式名称の示す人物を指した情報が取得できることが望まれ

ている．そこで，本稿では��	情報を用いて人名に対応する

愛称を自動的に抽出する手法を提案する．

愛称には，大きく分けて２種類あると考える．１つは，名前

由来の造語，もう１つは，名前とは異なる表現である．名前由

来には，芸能人の及川光博をミッチーと呼ぶように，元の表記

や読みの一部を利用し，元の文字とは異なる文字を挿入する場

合がある．また，木村拓哉をキムタクと呼ぶように，元の表記

や読みの省略形として作られる場合もある．一方，名前由来で

ない場合とは，斎藤祐樹選手をハンカチ王子と呼ぶような場合

である．いずれにせよ愛称が造語である場合，形態素解析辞書

に単語がないことが想定され，愛称部分の文字列切り出しは困

難である．加えて，造語であるかを問わず，人物の一般的に通

用している愛称を発見し対応付けを行うのは難しい．

また，愛称は自然発生的に呼ばれるようになる．このため，

愛称の正解定義は難しく評価実験を行いにくい．既存研究で人

物の呼称抽出 �� や別名抽出 ���� があるが，呼称や別名の明確

な定義づけがなされていない．また，愛称以外にも人物の呼び



名を指す表現として，通称，別名，異名，呼称，ニックネーム，

あだ名などがあげられる．本稿ではこれらの違いは区別せず，

人物名の言い換え表現のうち一般的に通用するものを愛称とす

る．一般に通用している愛称として���������（注�）の文章中から

愛称等の記載を抜粋し，正解データの作成を行った．

本研究では，まず人間が人名を元に愛称を付けるルールを獲

得するため，愛称の分かっている人名とその愛称から愛称生成

ルールを学習する．そして，愛称を抽出したい人名と学習した

愛称生成ルールから愛称候補を生成した後，��	情報を用いて

その愛称候補の正しさを推定し，愛称候補リストを作成する．

次に名前由来でない愛称の抽出も行うため，愛称と人名の対応

付けを明示的に表す典型表現 �○○こと �名称�� を利用して，

��	上で「こと」の前に現れる文字列から愛称抽出を行い，愛

称候補リストを作成する．さらにこの２つの愛称候補リストを

組み合わせて愛称抽出結果とする．評価実験では，２つの愛称

候補リストを組み合わせることで単独の精度よりも向上するこ

とを示す．

�� 関 連 研 究

人物の愛称抽出には，２つの技術的な課題が関わっている．

１つは，名称と愛称の対応付けである．もう１つは，単語の境

界が不明確な場合の愛称文字列抽出である．

名称と愛称の対応付けのように，２つの語の関係性から対応

付けを抽出する方法には，手や辞書で抽出ルールを作成するほ

かに機械学習の手法が応用されている．例えば，シェークスピ

アとハムレットをシードにして，著者名と本の題名のような特

定の関係にある表現を大規模なコーパスから取り出す方法があ

る ��� ���．また，略語とその原語の対応付けでは，略語が原語

の一部を使って構成されることから，略語のすべての文字が含

まれる表現を原語とするルールを用いて対応付ける方法があ

る ���．略語が生成される幾つかのルールやスコア関数を学習で

統合する方法もある ���．日本語の略語生成規則は英語に比べ複

雑であることから，略語候補の自動生成を行い��	上の情報

を利用して略語候補の絞込みを行う手法もある ����．その他の

対応付けには，言語的な手がかり句を使って知識を集めるとい

う研究がある．例えば，������は�� ��� �� !�という表現を

集めることによって上位下位の概念の収集を提案している ���．

また，外間らは人物の他の呼び名を明示する日本語特有の表現

「�○○こと �名称��」を利用し，「こと」の前の単語を抽出する

ことで呼称表現の抽出をする ��．

一方，日本語のように単語の境界が不明確な言語の場合，愛

称を表す文字列の範囲を特定する必要がある．例えば，外間

ら �� の手法では呼称表現抽出の際に形態素解析を用いている

が，形態素解析辞書の項目に愛称が載っていないとき，「こと」

の直前部分の文字列抽出で失敗する場合がある．そこで，本間

ら ����は，「こと」の直前部分の文字列を重ね合わせた木構造を

作り，その分岐点での相対頻度によって木構造中の分岐を選択

し，文字列を抽出している．

（注�）：���������	
�������	����

�� 愛称の分析

本稿では，次のように愛称を定義する．

人物名の言い換え表現のうち一般的に通用するもの

を愛称とする．

一般に通用されているかどうかは，���������中の記載で愛称，

別名，ニックネーム等の人物に対する他の呼び名といえる記載

があるかどうかで判断することとした．その呼び名を愛称とす

る．ただし，��������� に記載のない人物については一般に通

用する愛称があるかを判断できないため，実験では ���������

に記載がある人物を対象とした．

まず，調査用に愛称リストを次のようにして作成した．は

てな（注�）のニックネームリスト � 種類（注�）に愛称がある有名人

として記載されていた ��� 人の人名を収集した．このうち，

��������� 上に愛称等が記載され，かつ，正式名称が姓名で構

成される �"#人を対象として���������中の記載から人手で愛

称を抽出した．その結果，�人に対して複数の愛称がある場合

があり，対象とした �"# 名に対して ��$ 個の愛称が取得でき

た．ただし，芸能人の本名としての別名は除外した．

ここで，取得した愛称が名前由来であるかを調べた．その結

果，名前由来の愛称が #�%，名前由来でない愛称が �&%であっ

た �表 �参照�．また，名前由来でも，正式名称由来が �"%，読

みのひらがなが &$%，読みのカタカナが ��%であった �表 �参

照�．名前由来の愛称である場合には，例えば，

� 接尾辞が付く場合（○○ちゃん，○○君，○○たんなど）

� 省略される場合（キムタク，まつじゅんなど）

� 加工される場合（ユーミン，まっすーなど）

のように幾つかのルールがある．このような愛称は，名前の一

部を使って加工した単語であり造語となる．また，姓名のいず

れから由来したものであるかを示したのが表 � である．一方，

名前由来でない場合には，名前とは別の事柄から付く．既に存

在する別の単語やその組み合わせで表現されることが多い．

表 � ���個の愛称（���名分）中で名前由来の愛称と名前由来でない

愛称の個数

名前由来の愛称 名前由来でない愛称 計

��� 個 ���	
 �� 個 ���	
 ��� 個

表 � 表 � 中の名前由来の愛称のうち，正式名称・ひらがな表記・カ

タカナ表記と一致する文字がある個数．

正式名称 読みのひらがな 読みのカタカナ 計

�� 個 ���	
 ��� 個 ���	
 �� 個 ���	
 ��� 個

表 � 表 � 中の名前由来の愛称のうち，姓由来，名由来，姓名両方由

来の割合．

姓由来 名由来 姓名由来 計

�� 個 ���	
 �� 個 ���	
 �� 個 ��	
 ��� 個

（注�）：�������
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（注�）：リスト��ジャニーズメンバーのニックネーム，リスト��ハロプロメンバー

のニックネーム，リスト��アーティストのニックネームの３種類



�� 提 案 手 法

�� � 方 針

名前由来の愛称取得のため愛称生成ルールに基づく愛称生成

を行う．まず，名前とその愛称の組みを学習データとして与え

人間が愛称を付けるときのルールを学習させる �&' �節�．次に

人名を入力として与えて，愛称生成ルールから愛称候補を生成

させる �&' &節�．

しかしこの方法だけでは，名前由来でない愛称が取得できな

い．そこで，名前由来でない愛称も含めて取得する文字列抽出

に，本間ら ����の手法を応用して用いる．��愛称�こと �名称��

という表現があることを想定して，�こと �名称�� という検索

語で検索を行い，「こと」の前の文字列から愛称として �語を形

成すると思われる部分を抽出する �&' �節�．

この �手法による愛称候補の組み合わせを愛称抽出結果とす

る �&' �節�．図 �に提案手法の構成の概要を示す．

�� � 前 処 理

正式名称で記載された文書中では，プロフィール紹介や言い

換えとして愛称が使用されることがしばしばある．そこで，正

式名称を検索語として得られた検索結果の上位文書を愛称候補

の絞り込みに使用する．このため，前処理として��	上で正

式名称を検索語とする検索結果上位 �件の ()*を取得し，そ

の文書をダウンロードする �����とする�．また，正式名称の

姓名を ������	�とする．

�� � 愛称生成ルールの学習

名前とその愛称の組みを学習データとして与え人間が愛称を

付けるときのルールを学習させる方法について述べる．��正式

名称（姓名に分ける），��その読みのひらがな，��その読みの

カタカナ，&�愛称の４つを入力として，愛称を生成するルール

を学習させる．

入力された名称に対し，次に示すルールで番号を与え，１文

字ごとに３桁の数字へ置換する．まず，�"" の位の数値は文字

種を表し，「�」が正式名称，「�」がひらがな表記，「�」がカタカ

ナ表記に対応する．�"の位の数値は名称を構成する各単語単位

の名称の先頭を基準とした位置を識別するための情報を表す．

姓と名に分かれる人名の場合，�"の位の数値が「�」の場合は

< >
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( )

4.3 

Yes

図 � 提案手法の概要．

姓を表し，「�」の場合は名を表す．�の位の数値は各単語単位内

での先頭からの位置を識別するための情報を表す．

例えば，正式名称が +滝沢秀明�のとき，入力された各文字に

対して３桁の数字を次のように割り当てる（図 �参照）．ここ

で �滝沢秀明�の愛称として �タッキー�を与えた場合，次のよ

うにしてルールを学習する．正式名称，読みのひらがな，読み

のカタカナと愛称文字列を比較し，一致する文字を探す．する

と，愛称に含まれる部分として �タ� の ��� と �キ� の ��� が

見つかる．そこで，愛称の文字のうち名称や読みと合致した部

分を数字に置き換え，���� ッ ��� ー� という愛称生成ルール

を学習する．このようにして，与えられた名称や読みと愛称か

ら，愛称生成ルールを学習し保存する �,�．

次に，愛称生成の際に置き換わりやすい部分を判断し，ルー

ルを増やす．名前由来の部分について，例えば，���� ちゃん�

と ���� ��� ちゃん�というルールがあった場合，接尾辞「ちゃ

ん」が共通しており，����� と ���� ����は言い換えられやす

い部分と考える．このように愛称特有の文字部分が共通してお

り，名前由来である数字部分が入れ替わるルールが	 個以上

あったとき，その数字部分は言い換えられやすいとする．そし

て保存しているルールすべてについて，言い換えられやすいと

される数字を入れ替えたルールを追加する．例えば，����� と

���� ����が言い換えられやすい部分と判断された場合，�����

を含むほかのルール（例えば ���� た ん�）の ����� 部分を

���� ���� に置き換えたルール（例えば ���� ��� た ん�）を

追加する．

また，上記と同様に，愛称特有の表現部分について考える．

例えば，���� ��� た ん� と ���� ��� ちゃん� があった場合，

「��� ���」が共通しており，�た ん�と �ち ゃ ん�は言い換え

られやすい部分と考える．このように名前由来である数字部分

が共通しており，愛称特有の文字部分が入れ替わるルールが	

個以上あったとき，その文字部分が言い換えられやすいとする．

そして保存しているルールすべてについて，言い換えられやす

いとされる文字を入れ替えたルールを追加する．例えば，�た

ん� と �ち ゃ ん� は言い換えられやすい部分と判断された場

合，�ち ゃ ん� を含むほかのルール（例えば ���� ち ゃ ん�）

の �ち ゃ ん�を �た ん�に置き換えたルール（例えば ���� た
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図 � 人名「滝沢秀明」の場合の記号への変換方法．



ん�）も追加する．

�� � 愛称生成ルールを用いた愛称抽出

&' �節の学習により得られた愛称生成ルールを元に，新たな

人名に対応する愛称候補を生成する方法を述べる．

（ �） &' � 節の学習により，愛称生成ルールとして ���� ッ

��� ー�や ���� ち ゃ ん�，���� ��� ちゃん�などを保持して

いるとする．このとき，新たな人名（正式名称の姓名，読みの

ひらがな，読みのカタカナ）を与え，愛称生成ルールを適用

する．例えば，�槇原敬之�（槇原-敬之，まきはら-のりゆき，

マキハラ-ノリユキ）を与えると，上記３つのルールからは，

�マッキー�，�敬ちゃん�，�槇原ちゃん�が生成されることにな

る．これらを愛称候補 
���とする．

（ �） 次に，候補 
���を次のようにして選別する．

（ �） 前処理で取得した ����中で ������	�の前

後 � 文字を取得し，それらをスニペット ������ と

する．

（ 	） ������中で，各愛称候補 
���が１回でも

出現するかどうかを判定し，１回以上出現した愛称候

補 ��
� を得る．

（ �） ��	上で ���
� こと ������	��の連語を検

索語として検索を行い，検索結果数が０の ��
� は削

除する．また，��
� は検索結果数の降順で並べる．

（ �） ��
� のうち，末尾が共通する部分文字列に

なっている場合，部分文字列になっている ��
� を削

除する．例えば，��
� 中に，�さとちゃん�と �とちゃ

ん�があった場合，�とちゃん� は �さとちゃん� と末

尾が共通する部分文字列なので削除する．

�� � �こと ���������を用いた愛称候補抽出

愛称候補として �こと ������	�� の前の文字列から下記の

手順により部分文字列を抽出する．日本語の言い換え表現抽出

手法として �単語内部では後続する文字の種類（分岐数）が少

なく，単語が終了すると分岐数が増加に転じる�という性質 �$�

があると考えられる．そこで，愛称部分である文字列抽出のた

めに，分岐数が少ないところは単語であり，分岐数が増えると

ころが単語の境目であると考え，以下のような方法を取る．

ただし，文書集合 � 中において，ある文字列 �例えば �大

10
10

図 � 接尾辞の作り方．「こと ��������」の前の文字列 ��文字に対し

作成された接尾辞の例．

ちゃん��の直前の �文字が何であるかをチェックし，その �文

字の種類数を，�中での  の直前の異なり数と呼ぶことにする

�図 & 参照�．また， の先頭の � 文字を取り除いた文字列 �例

えば �ちゃん�� の直前の異なり数を，� 中での  の先頭の異

なり数と呼ぶことにする．図 & では，�大ちゃん� の直前の異

なり数は「は」と「の」で２，�大ちゃん�の先頭の異なり数は

「大」「お」「ー」で３と数える．異なり数を数えるときは，すべ

ての文字をカタカナからひらがなに変換した表記で数えること

とする．

（ �） �こと ������	��で検索をし，上位 �件のスニペット

を取得する．

（ �） �こと ������	��の前の文字列 �文字を集める（この

文字列集合を �� とする）．

（ �） ���の各文字列について，末尾からの全接尾辞を得る．

�接尾辞の取得例は図 �参照．�

（ &） 各接尾辞について，����と �� 中での直前の異なり

数と先頭の異なり数を数える．ただし，文字列長が �の文字列

の場合は，����中はチェックしない．

（ �） 各接尾辞について，直前の異なり数 � �かつ先頭の異

なり数 . � のとき，その接尾辞を ���� として登録する．ま

た，各接尾辞について，直前の異なり数. �かつ先頭の異なり

数 � �のとき，その接尾辞の先頭の �文字を除いた残りの文字

列を ����として登録する．

（ �） ���� に含まれる文字列のうち，����中で一回も出

現しない文字列は ����から削除する．

（ $） ���� に含まれる文字列のうち，文字列 ���� が文

字列 ���� の末尾から共通する部分文字列になっていると

き，�� 中でのそれぞれの頻度を ����� と ����� とし，差分

/��� . �����������を計算する．そして，/��� � �������のと

き ����を����から削除する �図 �中 ����．また，/��� � �����

のとき ���� を ����から削除する �図 �中 �	��．

（ #） ����に含まれる文字列のうち，文字列長が � 文字以

上の文字列を愛称候補 ��
� とする．

（ ） ��	上で ���
� こと ������	��の連語を検索語とし

て検索を行い，検索結果数が０の ��
�は削除する．また，��
�

は検索結果数の降順で並べる．
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図 � １文字前の異なり数の数え方の例．「ちゃん」という接尾辞の前

の文字列として，「大」「お」「－」の３つあれば，「ちゃん」の前

の文字の異なり数は �．



�� 	 ２抽出手法の出力組み合わせ

&' &と &' �の手法による出力を組み合わせる．&' &から得ら

れた ��
�� と &' �から得られた ��
�� があるとき，��
�� の順

位付けされたリストを ����とし，��
�� の上位から順に ����

に追加する．ただし，��
�� が ����中のいずれかの文字列を，

末尾の共通する部分文字列とするか，または部分文字列とされ

る場合には追加しない．例えば，��
�� に �大ちゃん� があり，

��
�� に �ちゃん�があった場合，�ちゃん�は �大ちゃん�の末

尾の共通する部分文字なので追加しない．最後に，����中にあ

る ��
� を，&' & と &' � で取得していた検索結果数の降順で並

べ，最終的な愛称抽出結果とする．

�� 実 験

�� � 実験の目的

提案手法の愛称抽出の精度評価を行う．また，���������デー

タベースから自動抽出した愛称や，先行研究である外間らの手

法 �� や本間らの手法 ���� を用いて抽出できた愛称と，提案手

法で抽出できた愛称の比較を行う．

�� � 評価用データ

�' 章で収集した �"# 名に対して得られた愛称 ��$ 個を評価

用データとして用いる．特に，�"# 名の姓名とその読みのひら

がなとカタカナを入力データとして与える．上記の愛称 ��$個

を正解とし評価を行う．

�� � 評 価 指 標

人物の愛称抽出手法について評価を行う．愛称候補はランキ

ングされて出力されることが想定されるため，情報検索の精度

測定方法を利用することとした．

0)12（注�）や 3024)（注�）などのワークショップでは，情報検

索システムの精度を評価するためのベンチマークとしてテス

=42 > 8

30 0.2 = 6
=2 < 6 

(a) i,j< freqi 0.2

(b) i,j > freqj
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図 � 文字列の削除．

人物 �

順位 正否

� ○

� ×

� ○

� ×

� ×

� ○

人物 �

順位 正否

� ○

� ×

� ○

� ○

人物 �

順位 正否

出力なし

表 � 左から人物 �，人物 �� 人物 � のデータとする．各順位の愛称候

補に対し，○が正解，×が不正解であったことを示す．

（注�）：����������	����	����

（注�）：�������������	���	��	����������������	����

トコレクションを用意し，検索精度の評価が行われる．複数の

質問に対する平均の性能評価方法として，平均適合率の平均

�5��6 �7����� 8�������69 5�8�や平均逆順位 �5��6 )����:

����
 )�6�9 5))�などがある ��&� ��"�．;�検索の評価に主

に用いられる5))は精度重視の尺度であり，正解の網羅性を

考慮しない．一方，テキスト検索の評価によく用いられる5�8

は精度と再現率の両方を重視した尺度であり，複数個の正解を

考慮する．そこで，本稿では5�8を用いることとした．

5�8とは，各再現率ポイントでの適合率に対する平均 �平均

適合率�を算出し，その平均適合率について全質問での平均を

求めたものをさす．各再現率ポイントでの適合率とは，対象人

物の正解愛称が出現した各順位において，その順位以上に含ま

れる正解愛称の割合をさす．ただし，愛称候補中に現れなかっ

た正解愛称についての適合率は "とみなす．このとき��� は

次のような式で表される．

���
���� .
��� ��� ����� �

�

��� .
�

����� �

�

�

�������
����

��� .
�

���

�

���

���

ただし，� という人物に対して得られた愛称候補について，第

�位での適合率を ���
����，平均適合率を ��� とする．また，

� を評価用データにある人名集合，���� を人物 � の正解愛称

集合，�� ���を人物 � に対する第 �位目までの愛称候補集合，

����を第 �位目で正否（正解のとき１，不正解のとき０を取る

値）を表すとする．5�8は "から �の間をとる値である．こ

こでは，愛称候補の上位 �"位までを対象として評価を行った．

平均適合率は，トレードオフの関係にある適合率と再現率を

組み合わせた評価の１つである．しかし実用上は，順位付けさ

れた愛称のすべてではなく，そのうちのある順位（または閾値）

までを採用すると考えられる．そこで，システムの出力した愛

称候補の信頼性を測るため，����
� を次のように定義した．

これは，上位 �位 �ここでは � . �とした�の �個の愛称候補の

適合率を，評価用データ全体について平均をとったものである．

����
� .
�

����

�

���

���

�

����

ただし，� � � である第 <番目までしかシステムが愛称候補を

出力しない場合は，���
�����は � 位までの適合率 ���
����と

する．また，�つも愛称候補が出力されなかった人物について

は評価対象から外す．つまり，システムから愛称候補の出力が

１つ以上得られた人物の集合を �� とするとき，この �� にお

ける適合率の平均を算出する．

また，情報検索には ):8�������6 という指標もある．):

8�������6 は，各質問ごとに用意された正解の数の順位まで

の適合率を見るものである．そこで，各人物の正解とする

愛称の数までの適合率を測り，全人物での平均を測った値を

�����
とおく．�����
は "から �の間の値をとる．

例えば，表 & の場合，人物 �= 	= � の正解愛称数が � 個，
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図 � ��������� データベース中の記載例．
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�
�となる．

�� � 提案手法の適用

�� �� � 学習用データの自動生成

提案手法で用いる学習用データの自動生成のために，

��������� データベースを用いる．ここから，�� 愛称を抽出，

��姓名の分割，��姓名の読み抽出を行う方法について述べる．

��������� ではデータベースの提供 �#� が行われている．この

���������データベース中には，各人の基本情報として与えられ

ているタグ中 �����で囲まれた部分�に，愛称（または �
���）

として記載されている部分 ��愛称.�の部分．以下，愛称タグ

と呼ぶことにする�がある．例えば，小倉優子の場合，図 �の

ように愛称としてゆうこりんがタグ中に記載されている．この

ように ���������データベースを用いれば，人名に対応して愛

称タグに記載された愛称を抽出することができる．

また，���������データベース中では各人の解説の始まりに，

姓名が記載され，その次に括弧書きで姓名の読みが記載される

ことがある �図 �参照�．このとき姓名は，スペースで区切られ

ている．そこでこの形式を利用して，��������� データベース

中から人名に対応した姓名の分割と，その読みを抽出すること

ができる．

次に，学習用データの素となる人名リストを作成する．タレ

ント，俳優，政治家，スポーツ選手などの人名を既存の人名リ

ストなどから人手で集め �$&"人の人名リスト（名称のみで愛

称は未知）を作成した．この人名リストを対象に，���������

データベースから人名の姓名分割とその読み抽出および愛称

抽出を行う．抽出された姓名に分割された名称と，その読みの

ひらがなと，カタカナ，愛称の４つを学習用データとして使用

する．

�$&"人の人名リストに対して���������から自動的に取得

できた愛称が ���� 人分 �愛称 ��#$ 個�であり，このうち正式

名称とその読みの両方が姓名に分割して取得できた人物の愛称

が ��人分であった．ここから評価用データに含まれる �"#人

を除いた #$&名分 �愛称：��"�個�を &' �節の愛称生成ルール

の学習に用いた．&' �節の方法で学習された愛称生成ルールは

����$ 個であった．

�� �� � パラメータ設定

&' �～&' � 節でのべた提案手法中の各パラメータは，	 . �，

� . �""，� . �""，� . �"，� . �，� . "��とした．また，検

索結果の取得や検索結果数の取得には ?� ��@ A�8�3（注�）の提

供する ?� ��@ A�8�3 ��	サービス（注�）を使用した．

�� � 比 較 手 法

本稿では，以下の �つの手法と提案手法の比較を行う．先行

研究である外間らの手法 �� と本間らの手法 ���� では，正解と

想定する呼び名は本研究と異なる可能性があるが，比較のため

に本研究で正解とみなす愛称データを用いた評価を行った．

以下において，検索は ?� ��@ A�8�3 ��	サービスを利用

し，検索結果として上位文書を取得する場合は上位 �""件を対

象とした．

�� �� � ���������データからの自動抽出

��������� データベース中の愛称タグから評価用データ中の

人名に対して愛称を自動抽出した ��' &' �節の方法�．ここでは，

評価用データ �"#人中，��人分（�個の愛称）が取得できた．

これについて �' �で述べた評価を行った．

�� �� � 外間ら ��による人物の呼称抽出手法

外間らによる人物の呼称抽出手法 �先行 �とする�について，

�' �節で述べた評価用データに関して実験を行った．�こと �名

称��の前の文字列を形態素解析により抽出し呼称候補とする手

法である．各パラメータは論文中の記載と同じに設定にした．

ただし，文献 �� 中で同姓同名を区別するためとして与えてい

る ���� � を与えるには人手を介す必要があるため，本実験中で

は対象とする名称と同姓同名はいないものと仮定し ���� � は与

えなかった．また，文献 �� では上位文書 �"" 件取得であると

ころを �""件としている．加えて，形態素解析には5�2�	 �&�

を使用した．

�� �� � 本間ら ����による人物の別名抽出手法

本間らは独自の複数の方法について比較を行っている．この

うち２つの手法を本稿の比較対象とし実験を行った．ここで，

それぞれを先行 �:�，先行 �:�と呼ぶことにする．先行 �:�は，

外間らと同じ表現パターン �○○こと �名称��を使った手法を

さす．また，先行 �:�は，複数の表現パターンから抽出した別

名候補を BC5�*�6����により統合しランキングする手法をさ

す．ここで複数の表現パターンとは �○○こと �名称��，��名

称�通称○○�，��名称�愛称○○� など６つあり，○○の部分

を切り出した文字列を重ね合わせて作成した木構造から，分岐

点での相対頻度を測定し閾値を超える文字列を抽出する．閾値

は，"�$とした．

本間らのランキング BC5を用いる手法では学習が必要なた

め，評価用データの �"#人について９分割交差検定 ��人で学

習，��人でテスト�による結果の平均を評価に用いた．

�� 	 実験の結果

��������� データ中から自動抽出の結果，先行研究 �件の手

法による結果 �先行 �，先行 �:�，先行 �:��と提案手法による結

果の比較を行った．上記の �つの結果について，5�8，58���，

5)8���の評価結果と出力人数 �愛称候補出力が �個以上得ら

（注�）：�������
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（注 ）：�������������	�����	��	���������
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!#����	����



れた人物の数．最大 �"# 人．� をまとめたものが表 � である．

表 �を見ると5�8，5)8���の �つで提案手法がもっとも良

い性能を示した．また，� 番目に良かった先行 �:�に比べ，特

に 5�8 では �#% 向上，5)8��� では ��% 向上がみられた．

このことから提案手法は他手法に比べ，システム出力の上位の

方に正しい愛称が多く見られ，正解データの数に合わせた再現

性・適合性が高いと言える．一方，システム出力の信頼性を表

す58���では，���������データからの自動抽出がもっとも良

い結果であった．

さらに，提案手法の結果に関連して分析を行った．提案手法

は，名前由来の愛称を対象とする &' & 節の手法と，�こと �名

称�� の直前の文字列を抽出する &' � 節の手法の組み合わせで

ある．そこで，&' &節と &' �節のそれぞれの結果と，組み合わ

せ後の結果の比較を行ったものが表 �である．5�8，58���，

5)8���の評価結果と出力人数をまとめた．&' &節の手法に比

べ，5�8では �"%，5)8���では �$%向上していた．また，

&' �節の手法に比べ，5�8では �&%，5)8���では �#%向上

していた．愛称には名前由来の愛称と名前由来でない愛称があ

るという知見から，それぞれのタイプの愛称を抽出することに

特化した手法を組み合わせることによって，各々単独の性能に

比べ飛躍的に性能向上ができることがわかった．�こと �名称��

のような典型表現を利用し検索結果から文字列を抽出するので

は得られない愛称があるため，愛称生成ルールによる愛称候補

生成の結果と組み合わせることで性能向上したと考えられる．

出力結果の例を表 $，表 #に載せた．このうち表 $は，先行

�，先行 �:� の手法を使って実験して得られた結果と提案手法

による結果を並べたものである．各文献に掲載されていた例の

�坂本龍一� に対して本稿の実験で得られた結果である．各文

献中に記載されていた出力結果と一致はしていなかったが，似

た単語が得られていることを確認するものである．さらに，表

# は評価用データで用いた人名のうち �倖田來未�，�保田圭�，

�辻希美�，�大野智�について得られた提案手法の愛称候補結果

とその正否を示す．それぞれの人名について正解とした愛称も

併せて記載した．この結果から，提案手法によって得られた愛

称候補は，正否の結果では不正解となる愛称であっても，正解

とされる愛称の表記ゆれと思われる候補が多いことが分かる．

表 � 実験結果の比較．

��������� 先行 � 先行 ��� 先行 ��� 提案手法

��� �� �
 ��� �� �
 ��� �� �
 ��� �� �
 ��� �


��� ���� ���� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ����� ���� ����� ����� �����

出力人数 �� ��� ��� ��� ���

�� 有名人の愛称抽出

	� � 愛 称 抽 出

実データに対応した愛称抽出を行う目的で，�' &' �節で述べ

た �$&"人の人名リストを対象に愛称抽出実験を行った．愛称

抽出プログラムは，&' 章で述べた方法で，図 � の処理で抽出

表 � 提案手法とその部分手法の結果の比較

�
�� � �
�� � �
 提案手法

�こと（名称） 名称由来 �
!�
 ��� �


��� ����� ����� ����

����� ���� ����� �����

������ ����� ����� �����

出力人数 ��� ��� ���

表 � 人名「坂本龍一」に対して本稿の実験で得られた各手法による愛

称の比較．「坂本龍一」に対する愛称の正解は，「教授」．

順位 提案手法 先行 � 先行 ���

� 教授 坂本 教授

� サカモト 教授 という

� 坂本 時代の 敬

� 龍さん ＳＡＫＡＭＯＴＯ 世界のサカモト

� 坂本龍一 坂本教授 世界や着メロでおなじ

を行う．愛称生成ルールの学習は，�' &' �節の方法による ��

人分の愛称を使った．ただし，対象人物が多いため，&' �中の

�,� までの手順（注�）で作成した $� 個の愛称生成ルールを用い

た．その結果，対象人物データ �$&"人に対し，愛称が１個で

も付与された人数は �&"� 人であった．また，抽出した愛称は

��&�個であった．

	� � 評価データの作成

有名人 ��$&"人�に対し，次の方法で �""人を抜粋し新たな

正解データを作成し，評価を行った．まず，��	上のヒット件

数の多い順に並べ，上位から姓名に分かれる人物名を �""人選

んだ．職種は，俳優・女優・スポーツ選手・政治家・漫画家・タ

レントなど多岐に渡る．また，国籍は日本人 � 人のほか，韓

国人 �人，アメリカ人 �人となっている．�' �との重複は �#人

あった．次に，上記 �""人について，���������中から愛称等

の記載を人手で収集した．愛称が見つかったのは �" 人分であ

り，これを評価用データとした．

	� � 愛称抽出結果と考察

�" 人の評価用データで提案手法と �' �' � 節で比較対象とし

た先行 �:�について評価実験を行った結果が表 である．ただ

し，先行 �:�の BC5の学習には，�' �節で作成した �"#人の

評価用データに対して得られた抽出結果とその正解を利用した．

表 �の結果に比べ，両手法とも精度が下がっていた．�' �節

のデータでは職種に偏りがあり，様々な業種の人物が加わった

ことで愛称抽出特性が変わったと考えられる．また，提案手法

は先行 �:�に比べ，精度の低下が少なかった．名称由来の愛称

を積極的に取得する愛称生成ルールを用いることで，愛称が取

得しにくい対象人物に対しても頑強な手法になると考えられる．

�&"�人分の愛称抽出結果を見ると，愛称抽出が間違っている

場合 �失敗事例�には次のようなものがあった．

（ �）「こと」の前の文字列抽出で失敗している

例）タン，チャン，ッチ

（ �） 配役名を取得している

例� 岡田准一�ぶっさん，仲間由紀恵�ヤンクミ

（注$）：置き換わりやすい部分の置き換えを行わない



表 � 評価実験において提案手法で得られた出力の愛称候補と正否の事例．（出力された愛称の

上位５候補と評価用データで用意した正解愛称リスト．正否は，正解を○，不正解を×で

表記．）

順位 坂本龍一 正否 若槻千夏 正否 倖田來未 正否 保田圭 正否 辻希美 正否 大野智 正否

� 教授 ○ チナッティー ○ くぅちゃん ○ 圭ちゃん ○ のんちゃん ○ キャプテン ○

� サカモト × チナッティ × くうちゃん × けいちゃん × ののたん ○ リーダー ○

� 坂本 × ブログの女王 × くーちゃん × やすす × つじじ × 大ちゃん ○

� 龍さん × ちぃちゃん ○ 歌姫 × 圭さん × 辻ちゃん ○ 大チャン ×

� 坂本龍一 × ちなっちゃん ○ くぅチャン × ケメコ × ののちゃん × さとやん ×

正解 教授 ちぃ くぅちゃん 圭ちゃん のの 大ちゃん

ちっち くぅたん ケメ子 のん おおちゃん

ちぃちゃん 辻ちゃん リーダー

ちなっちゃん ののたん キャプテン

チナッティー のんちゃん

若槻！ つーじー

（ �） 関連するが愛称以外の語を取得している

例）タモリ�ユンケル，橋下徹�弁護士，阿部寛�結婚

できない男

（ &） 愛称や関連語とは別の文脈で「こと」に続くことの多

い文字列を抽出している

例）思った �こと�，した �こと�，にしおかすみ �こと�

失敗事例の �～&は，「こと �人名�」が愛称以外の文脈でも使

われることに起因する．また，失敗事例の �は，「こと」の前の

文字列をどこまでを抽出するかの判断が難しいことに起因する．

このため，今後の改良点として，「�愛称�こと �人名�」をランキ

ングに使わないで愛称らしさを推定する方法が考えられる．

表  実験結果の比較．

提案手法 先行 ���

��� ����� �����

����� ����� ����

������ ���� �����

出力人数"対象人数 ��"�� �"��

�� ま と め

愛称抽出手法として，愛称生成ルールに基づく愛称生成手法

と，人物名の言い換え表現パターンからの文字列抽出手法との

組み合わせによる手法を提案した．また，愛称として正解とす

る範囲を定義し，既存の手法との比較実験において数値的な比

較評価を行った．

愛称抽出精度は，情報検索で用いられる評価方法を用い評価

を行った．提案手法による愛称抽出では既存手法に比べ5�8

で �#% 以上の精度向上ができた．また，提案手法の構成要素

である名前由来の愛称を抽出する手法と，名前由来でない愛称

も含めて抽出する手法のそれぞれの5�8に比べて，提案手法

では �"～�&% の精度向上がみられた．すなわち，名前由来で

ある愛称と名前由来でない愛称のそれぞれに特化して愛称抽出

をしその結果を組み合わせることで，それぞれでの精度よりも

上回る精度が得られることが分かった．

本研究では愛称候補抽出後の処理として �（愛称）こと（名

称）�という手がかり句による検索結果文書数によって順位付

けを行っている．しかし，必ずしも手がかり句による表現が

��	上に存在するとは限らず，網羅性の向上を妨げている可能

性がある．さらに，�（愛称）こと（名称）�という表現は，例

えば配役名のように愛称とは異なる意味合いで使われる可能性

がある．今後は，愛称らしさを推定する方法を検討し，愛称候

補の順位付けに反映したい．
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