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��������� 本稿では，例からの学習を用いた情報抽出ウェブブラウザ����の構成と実装につい
て述べる．情報抽出の自動化を「演示によるプログラミング」の枠組みでとらえ，例からの機械学習
の観点からその実現方法を議論する．さらに，����の実装を用いて，実際のウェブ空間上で情報抽
出実験を行い，作業時間の大幅な短縮を確認した．

� はじめに

��� ウェブからの情報抽出
ウェブからの情報抽出（��������	�� 
������	�� ����
��）は，インターネット上に散在するウェブページ
から所望の情報を抽出する技術である．情報抽出の研
究は，従来主に，���コンペティション ���に代表さ
れる自然言語テキストから所望の情報を意味的に抽出
する自然言語処理技術に基づくアプローチに基づいて
研究されてきた．
これに対して，近年，�������	�����の一連の論文に

代表されるウェブページやテキストからパターンを用
いて抽出するパターン照合によるアプローチが注目を
集めている．� 一方で，従来の研究では，個々のウェブ
ページからの情報抽出が主な研究対象であり，ウェブ
ページのナビゲーションとの連携や，ページ間のリン
ク関係やコンテンツ（内容）を利用した情報抽出の研
究はあまり行われていなかった．

��� 研究の目的
そこで，本稿では情報抽出の自動化を「演示によるプロ
グラミング」���������	�� ��  ���������	��!とし
てとらえ，文字列やラベル付き木といった半構造デー
タを対象とした機械学習を適用して，利用者にとって
使いやすく，柔軟な情報抽出技術の実現を考察する．
現在，われわれは，対話的情報抽出への機械学習技術

の応用のためのテストベッドとして，演示による学習に
基づくウェブからの情報抽出ソフトウェアである情報
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�両者の中間に位置するアプローチも研究されている．

抽出ブラウザ ����（"��# ��� $������	� %�&	���	��'
����( 
������	��，タネ）を開発中である．本稿では，
����の構成技術である自動化のための情報抽出記述
言語と，パスパターン学習アルゴリズム，フィルタ学
習アルゴリズムについて述べる．さらに，����によ
る情報抽出の実行例を示し，機械学習研究の観点から
議論する．

��� 情報抽出ブラウザ����の概要
����は，図 )に示したようなウェブブラウザの外観
をもつソフトウェアである．
通常のウェブブラウザと同様に，����の利用者は，

図 ) に示すように，アドレス窓による明示的な �*+

の指定や，表示されたウェブページ上のリンクからの
ジャンプ，,�-���ボタンや,�.��/��(ボタンの利用
等を用いて，自由にウェブページを訪問・閲覧するこ
とができる．さらにマウスポインタの右クリックを用
いて，ポインタの点を含む0"�+要素を選択して，そ
のテキストを手作業で取得する����テキスト抽出が
できる．
����は，特殊な機能として，上記の手作業によるウ

ェブページ巡回と0"�+テキスト抽出の演示を，����
スクリプトと呼ぶ簡単なプログラムとして記録する自
動記録機能と，それを再現する自動抽出機能をもつ．こ
れだけでは，一度利用者が行った作業をそのまま再現
することしかできない．
そこで，����では例からの学習を用いて，演示記録

から一般的な抽出スクリプトを生成する機能をもつ．ま
ず，利用者が行った複数の抽出の記録から，一般的な作
業を行う ����スクリプトを汎化して生成するパスパ
ターン学習が可能である．また一般に抽出した0"�+
テキストから，誤って抽出したものをそのコンテンツ
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図 )1 ユーザーによる 0"�+テキスト抽出の演示の手順

（内容）からフィルタするフィルタ学習が可能である．
実際のウェブ空間における情報抽出の実験では，複

数のタスクでページ巡回を含む抽出作業を演示によっ
て半自動的に実行できた．また，演示による柔軟な半
自動的抽出によって，手作業の )234程度に利用者の拘
束時間を減らせた．

��� 関連研究
パターン学習による情報抽出のアプローチは，)��4年
代末の �������	�����の一連の論文によって創始され
た．�������	��は，ウェブからの情報抽出をラッパー
帰納問題として定式化し，抽出対象であるウェブペー
ジをテキスト文字列とみなして，+*ラッパーや5�+*
ラッパー等の文字列パターンに基づく抽出パターンを
導入し，これらのウェブラッパーを用いた学習と抽出
の方法を与えた．
これに続き，6������� �� ��� �78 )4�は，文書の入れ

子構造を明示的に利用し，木構造上の抽出パスパターン
の学習を用いた自動抽出アルゴリズム"�����99��を
与えた．$�	���� �� ��� �)�と 6������� �� ��� �))�は，

木構造上のパターンの例からの学習可能性を調べた．
���と"����� �:�と .�;	�� �� ��� �3�は，����##	����'

��(と呼ばれるソフトウェア／メディアフレームワー
ク上で，抽出パスパターンの学習を用いたウェブアプ
リケーションの情報連携技術を与えている．

��� 本稿の構成�
<節でウェブ空間のモデル化などの準備を行う．3節で
抽出スクリプト言語を与え，:節ではパスパターン学習
とフィルタ学習のためのアルゴリズムを示す．=節で，
抽出ブラウザの実装と実験について述べる．�節で本
研究をまとめ，今後の課題を与える．

� 準備
本節では，ウェブ空間における情報抽出の簡単な形

式的モデルを与える．自然数の全体を	 > �4� )� � � ��

とおき，?を記号全体の集合とおく．0"�+タグ名の
集合を ��� とおき，未定義値を �とおく．



��� ウェブサイト
�� と �	 で，��� 上の構文的に正しい ����テキ
スト全体と要素を表すテキストそれぞれのなす可算集
合を表す．スクリプトの領域であるウェブ空間は，可
算集合
�� > � �� � �  	 � である．各要素 �  


は，サイトと呼ばれ，それを示すサイト記述子の集合
����� � ��	 とその 0"�+ テキスト ���	
�  ��

が �に関連付けられている．
ここに，サイト記述子（�*+）はサイトを指定する

ための（非一意な）文字列 ���  ?� であり，サイト記
述子の全体を ��	 とおく．サイト記述子 ��� が指し
示すサイトを ��������! > �で，その0"�+テキスト
を ��������! > ���	
�と書く．抽出者があるサイトか
ら別のサイト �へ移動することを，�へのジャンプと
いう．

��� ��	
木とパターン照合
抽出アルゴリズムは，各サイト �上で，0"�+木でパ
ターン照合を行った情報をもとに，他のサイトへジャ
ンプしたり，0"�+要素を出力する．
0"�+ テキスト �  �� に対して，その ����

木とは，��� の要素で頂点がラベルづけされた根つ
き木 �� > �	
�� �	��� 

�� ���� ����! である．� こ
こに，	
�は木の領域と呼ばれる木の頂点全体の集合
であり，�	�� � 	
�� は有向辺の集合，

�  	
�

は根，��� 1 	
� � ��� はラベルづけ関数であり，
���� 1 	
� � �	である．0"�+テキストと 0"�+

木の対応については，タグの入れ子構造に基づく標準
的な定義 �)=�を採用する．
�� 上のパスパターン（またはパターン）のクラスを

� とおく．例として，�	
�� �):�は木上のパターンの
クラスの例である．各パターン   �に対して，�� 上
で頂点をもらって頂点集合を返すパターン照合関数と
呼ばれる関数 ������� 1 	
� � <��� を仮定する．こ
こに解集合 ���������!  <��� は，パターン  で頂点
�  	
�から（非決定的に）到達可能な頂点全体を表す．
パターン は，それが任意の0"�+木において高々一
つの頂点しか返さない，すなわち ����������!� � )が
成立するとき，固定または一意であるという．すべて
のステップに位置 9��が指定された@9���パターンは
固定パターンの例である．
ある頂点 �  	
�は，外部へのリンクを表わすジャ

ンプ先のサイト記述子 ����
��!  ��	����が関連
付けられている．もし ����
��! �> �ならば，�はア
ンカー頂点という．任意の頂点 � に対して，それに対
応する 0"�+テキストの部分文字列は ������!  �	

である．����述語（述語）は，0"�+木に対して真
または偽を返すブール関数である．

�����木は，����テキストの構造表現である���（����
�	��� ������ �����）���� に対応する．

1 GoPage : http://www.google.co.jp/search?q=dblp+sigmod
2 Follow : /HTML[1]/BODY[1]/DIV[2]/DIV[4]/H2[1]/A[1]/B[1]/
3 Follow : /HTML[1]/BODY[1]/P[6]/A[2]/
4 Select : /HTML[1]/BODY[1]/UL[1]/LI[1]/
5 GoBack
6 Follow : /HTML[1]/BODY[1]/P[4]/A[4]/
7 Select : /HTML[1]/BODY[1]/UL[1]/LI[2]/
8 GoBack
9 Follow : /HTML[1]/BODY[1]/A[6]/
10 Select : /HTML[1]/BODY[1]/UL[1]/LI[1]/

図 <1 図 )の利用者の演示を記録した����スクリプト

� 情報抽出スクリプト
本節では，ウェブからの情報抽出のための簡単な記

述言語 ����スクリプトを与える．����スクリプト
は，
��上のサイトを訪問し，抽出作業を行う情報抽
出アルゴリズムの動作を記述する簡単な言語である．

��� ����スクリプト
抽出アルゴリズムは，各時点 �  	において訪問中のサ
イト �������  
��を現在の状態としてもつ．����

命令は，次のいずれかである．

� ページ直接移動命令 ��
����� ����および8 ��
�����8
��
�
��	�A それぞれ順に，�*+ ��� が示す
ページへのジャンプおよび，�*+キュー�中の
直前に訪問したページへのジャンプ，直後のペー
ジへのジャンプを行う．

� リンク移動命令 ��
��
�� ��		����A 現在のサイ
トで，根からパターン ��		��� で到達可能なす
べての頂点 �  ��������		�����

�! に対して，
非決定的に一つの頂点 �を選び，もしそれがアン
カー頂点ならば ����
��! が指し示すリンク先
のサイトへジャンプする．

� 要素選択命令 �������� ��		����A 現在のサイト
で，根からパターン ��		���で到達可能なすべて
の頂点 �  ��������		�����

�! に対して，対
応する 0"�+テキスト ����  �	を抽出する．

� ページ検査命令 ������� �������	��A 現在のサイ
トで，その0"�+木上で述語 ��		���を評価し，
結果に応じて真または偽を返す．

���� スクリプトは，命令の長さ � � 4 の有限列
� > ���)�� � � � � ����! である．ここに，各 ���� は時点
) � � � �で実行する ����命令であり，上記のどれ
か一つの形をしている．さらに，スクリプト � は常に
ページ直接移動命令��)�で始まるとする．����スク
リプトは，もしそれがパターンとして固定パターンし
か含まない場合に，基礎スクリプト������( ���	9�!で
あるという．



パターンのクラス� を用いた����スクリプトの全
体を ��� � で表し，基礎なものからなる全体を �� �� �
で表す．図 <に基礎な ����スクリプトの例を示す．

��� ����スクリプトの意味論
スクリプトによる計算は，非決定的（���(�����	�	��	�）
である．� スクリプトは，先頭から順に実行される．今，
時点 �の命令 ����を実行すると仮定する．

� �)! もし ����がページ直接移動命令または要素選
択命令なら，そのまま実行する．

� �<! もし ����がページ検査命令なら，述語の評価
を行い，もし答えが真ならば，何もせずそのまま
次の命令に進む．もし答えが偽ならば，その計算
の枝の実行を停止する．

� �3! もし ����がリンク移動命令なら，パターン照
合の結果の頂点集合 ��������		�����

�! に含
まれる任意のアンカー頂点 �に対して非決定的に
計算を分岐し，時点 �B)以降の計算を継続する．

� �:! 最後に，途中で抽出したすべての0"�+テ
キストの集合を最後に出力する．

各時点 ) � � � � で到達可能なサイトの集合を
������	��� �! � 
�� で，最終的な抽出結果の集合
を �������	��! � �	で表す．上記の意味論は，通常
の言語における決定的な計算と異なり，パターン照合
言語やデータベース問い合わせ言語における全解探索
に対応している．

� 抽出スクリプトの学習

学習アルゴリズムの概要を図 3に示す．

��� 入力例
情報抽出セッションの初めに，����ブラウザは利用者
による複数の情報抽出のイベントから，それを記録し
た図 <のような基礎 ����スクリプトを生成する．こ
こで，すべてのパスパターンは固定である．次に����

ブラウザは，基礎 ����スクリプトから，いったん巡
回木とよばれるサイトを頂点とする深さ優先探索木を
構築する．詳細は �)3�を参照されたい．これからページ
抽出に関連する有向枝の集合を計算し，利用者による
抽出動作の具体例の集合 � > ���� � � � � ��� �
 � <!

を得る．ここに，各 ��  �� �� �は，ページ直接移動
命令で始まり，要素選択命令で終わる同じ長さの基礎
����スクリプトである．

�正確には �� ��! 	
�"��� でいうところの全称的な計算である．

手続き �������� �����!1

入力� ステップ ����� > �	���� ����� ���� �� >

)� <!A

出力� 一般化されたステップ �����A

� 
� �	��� �> 	���! ��� ����� �C

# 
� ����� > ����! ��� ��� 1> ����C

$ �� ��� 1> �C

� �� 1> �C

� ��� ���� � 	� ��
����! � ��
����! ��

� 
� �����! > �����! ��� ����� 1> �����!C

% �� ����� 1> �C

� �� 1> �� � ���� �������C

� �� ���

�� ����� ���� > �	��� ���� ���C

図 :1 二つのステップの最小汎化を求める手続き

��� パスパターンのクラス�
パターンのクラスとして，@����の部分クラスとなる
以下のパスパターンを用いる．
ステップは，三つ組 � > �	��� ���� ���である．ここ

に，	��  ���はタグ名であり，���  	����は同じタ
グ名をもつ兄弟における左からの出現順を表わす非負整
数，�� � �� �  �!�	�� ����!は属性－値の対の有
限集合であり，部分関数�� 1 �� � � �!�	�� ����!

と同一視される．0"�+木の頂点 �  	
�において，
ステップ � が選択する集合は，�の子供で上記の三つ
の条件をみたすもの全体の集合���! � 	
�である．ス
テップ � > �	��� ���� ��� は，しばしば 	�����������

と書かれる．例えば，��� > �または �� > �のとき，
対応する要素を適宜省略する．
パスパターンは，ステップの有限列  > ���� � � � � ��!

であり， �� " " "  �� と書く．パスパターン全体の集
合を ���� で表す．与えられた頂点 �  	
�におい
て，ステップ が選択する頂点集合は，�から出発して
順にステップを適用したときに，到達可能な頂点全体
の集合 ��! > � !  	
� � #"��> �!� "�� � � � � "��> !! 

	
�� "�  ���"���!� � � � � "�  ���"�! � である．パス
パターンは，すべてのステップが出現順 ���  	をも
てば，明らかに固定パターンである．次節では，拡張
されたパスパターンとして，連結演算子  の代わりに
任意長のパスに照合する可変長ワイルドカード  をも
つ拡張パスパターンを考える．
例：� >� !"#$%!"#$と � >$����!&#$�' (!&#$

 )*!"#$�&!"#!+�
�
,-����-#$%!&#!+��.,�#は
パスパターンの例である．
パターンの学習の基本として，図 :に，与えられた

二つのステップ ������ ����� を一般化して，両者
にマッチする最も具体的なステップ �����������

を求めるステップの最小汎化アルゴリズムを与える．
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Navigation 

Records

GoPage : http://www.google.co.jp/search?q=dblp+sigmod
Follow : /HTML[1]/BODY[1]/DIV[2]/DIV[4]/H2[1]/A[1]/B[1]/
Follow : /HTML[1]/BODY[1]/A[6]/
Select : /HTML[1]/BODY[1]/UL[1]/LI[1]/

GoPage : http://www.google.co.jp/search?q=dblp+sigmod
Follow : /HTML[1]/BODY[1]/DIV[2]/DIV[4]/H2[1]/A[1]/B[1]/
Follow : /HTML[1]/BODY[1]/P[4]/A[4]/
Select : /HTML[1]/BODY[1]/UL[1]/LI[2]/

GoPage : http://www.google.co.jp/search?q=dblp+sigmod
Follow : /HTML[1]/BODY[1]/DIV[2]/DIV[4]/H2[1]/A[1]/B[1]/
Follow : /HTML[1]/BODY[1]/…/A[＊]/
Select : /HTML[1]/BODY[1]/UL[1]/LI[＊]/

4. Learn a generalized 
script from the sample

3. Generate a sample 
set of ground scripts

1. Capture user’s 
navigation as an 
extraction record.

5. Extract HTML Texts 
from the Web using the 
generalized script 

2. Build the navigation 
tree from user’s 
navigation record.

GoPage

Select

Follow

Follow Follow

Select

図 31 ����スクリプトの演示からの学習の手順

��� パスパターンの学習
本稿では，パスパターンのクラスに対する汎化を用い
た学習アルゴリズムを与える．

接尾辞パスパターンの問題点� 6������� �� ��� �78 )4�

は，二つの基礎パス ��と ��  ����が与えられたと
きに，下端から順に対応するステップを汎化して，可
変長ワイルドカードを上端にもつ   �� " " "  �� の形
の拡張パスパターン（ここでは接尾辞パスパターンと
呼ぶ）を学習するアルゴリズムを与えた．
これは，長さの違う入力パスからの学習に有用だが，

誤った抽出指定によって下端に異なるタグ名をもつ入
力パス対に対しては，常に空列を返す問題をもつ．こ
れと逆に，可変長ワイルドカードを下端にもつ接頭辞
パスパターンを考えることもできるが，これは長さの
違う入力パスに対して，下端が定まらないという問題
をもつ．接尾辞パスパターンと接頭辞パスパターンは，
与えられた複数の例に対して，そのすべてに照合する
最も具体的な唯一のパターン（最小汎化と呼ぶ）が存
在するという良い性質がある．

両端パスパターンの学習� 両端パスパターンは，可
変長ワイルドカードを中央にもつパスパターンである：

 > �� " " "  ��  �� B ) " " "  �� �

例えば，����!&#$�' (!&#$$%!"#$)��!&#は両端パス
パターンである．上記のクラスの場合と異なり，両端
パスパターンは，一般に複数の極小汎化をもち，最小
汎化が常に存在するとは限らない．図 =に，ワイルド
カードの位置が最も下方にあるような極小一般な両端
パターンを返すヒューリスティックアルゴリズムを与
える．6�	������ �)<�は，任意個のワイルドカードを

許す一般のパスパターンに対して，極小パターンを与
えるアルゴリズムを与えている．

補題 � 図 =の手続き ��	
��は，与えられたパスパ
ターン対に照合する極小な両端パターンの一つを入力
記述長の総和の線形時間で計算する．

手続き ��	
����� �!1

入力� パスパターン ��)������ ��)�����A

出力� パスパターン A

� 22上端から汎化
# � > )C 
 1> �	����� ���

$ ��
� ������ ���� �> � ��� � � 
! ��

� ���� > ����� ����C

� � > �B )C

� �� ��
�

% #� > �C

� � > 4C 
 > �	���� $ �� �� $ ��C

� 22下端から汎化
�� ��
� �����$ �������$ �� �> � ��� � � 
!

��

�� $��� > ���� $ ��� ���� $ ��C

�# � > �B )C

�$ �� ��
�

�� #� > �C # > #� B #� C

�� �) �� #� >  ��)� " " "  ��#��  $�#�� " " "  $�)� C

�� ����� C

図 =1 二つの両端パターンの極小汎化を求める手続き

スクリプトの学習� 図 �に，両端パスパターンのク
ラスに対する二つのスクリプト対からのスクリプト対
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2. Example Generation
Generate training and test 
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図 D1 0"�+述語の学習を用いた自動フィルタリングの手順

手続き ������������ ��!1

入力� スクリプト ���)������ ���)�����A

出力� スクリプト �A

� � 1> %C

# 
� ��� > ��! ��� � 1> ��C

$ �� ����� �C

� ��� � 1> )� � � � � � ��

� 
� ������� ����� �> �! ���

� ���� 1> ������ �����C

% �� ����� �C

� �� ���

� ����� �C

図 �1 二つのスクリプトからの学習アルゴリズム

の学習アルゴリズム ��������を与える．ここに，演算
�は，��
��� ����� � ��
��� �����は，�
�� > �
��
のとき値 ��
��� ���� � ����� で，それ以外は値 �を
とると定義する．��
���� > �とおく．サイト記述子
に対して，���������は二つが等しいとき値����をと
り，それ以外は �をとる．さらにパスパターン �� �
に対して，� � � > ��	
����� �!である．
二項演算 �および8 ��	
��8 ��������のいずれも

結合則を満たすので，�個の例に対する学習は，一般に
�� Æ " " " Æ �� のように二つずつ順に汎化を行えばよい．

パターンと正例からの学習可能性� 正例からの学習
を考えたとき，パターンクラスが与えられた基礎例を
被覆する可能なパターンが有限個しかない性質（有限

の厚さという）を満たすとき，十分に正例が与えられる
設定では極小な汎化を計算するアルゴリズムは，有限
時間に未知のパターンを同定できることが知られてい
る �)<�．ここでは，汎化手続きをパスを計算するヒュー
リスティックスとして扱ったが，適切な学習モデルと計
算可能性の詳細については，別の機会に議論したい．

��� ページ述語の学習
前節で述べたパスパターンの学習だけでは，抽出後の
ページが意図しない 0"�+ 要素のテキストを含んで
しまうことがある．そのために，抽出の後処理として，
抽出した0"�+テキストをページ述語を用いて必要な
解とそれ以外に自動分類する．これは，最後の要素選
択命令の前に，ページ検査命令をもつ����スクリプ
トを学習することに相当する．
このページ述語は，利用者が与えた判定例から次の

ように学習する．入力例は，図 Dに示したような，抽
出された 0"�+テキスト� と，分類ラベル #��! の
対 ��� #��!�  �	  �B)� 4�$)�の集合である．この
ラベルは，,��の提示に対して利用者によって付加さ
れ，B)と $)はそれぞれ正例と負例を示し，4は未分
類を意味する．
ページ述語の学習アルゴリズムは，正例と負例であ

る 0"�+ テキストの集合から分類関数 & 1 �	 �

�B)�$)� を学習し，これを適用して残りの未分類の
0"�+テキストを自動分類する．本稿の実験では，6E�
学習アルゴリズム �������� �=�!を用いたA

 を 0"�+テキストのテキスト部分に登場する単



語の全体とする．0"�+テキスト�  �	に対する属
性集合 �として，次に示す属性の全体を用いた．

� '�1 タグ 	  ��� が出現するかを示す二値属性．

� '�1 単語 �  
 が出現するかを示す二値属性A

� '�	
��1 長さ( � )のタグ列 � > 	� " " "  	� 

���� の直下に，単語 �  
 が出現するかを示
す二値属性A

現在の実装では，属性として，タグ名 	  ��� に対
するタグ出現属性'�と，タグ�  ����)� � � � � ���と
任意の単語に対するタグ単語出現属性'�	
��だけを用
いている．ページ述語の学習には，属性ベクトルに対
する任意の学習アルゴリズムが利用できる．頻出木マ
イニングや頻出グラフマイニングの適用も可能である．

� 実装と実験

��� 実装の詳細
3節と :節のアルゴリズムを，�F言語 ��6 E	���# �F
<44= &��A7A48 �	������� A%
" .����/��� &��A<A4!を
用いて実装した．ウェブブラウザには，�F言語のA%
"
.����/��� 付属の ��-��/���コンポーネントを用
いた．機能の付加は，このコンポーネントへのコール
バック手続きとして実現した．
ウェブブラウザは，利用者の演示記録用と自動抽出

用の他に，抽出結果の表示にも用いた．さらに，イベ
ント駆動型のプログラムとして，��-��/���に幅優
先探索を行う ����スクリプトのインタプリタを組み
込んだ．リンクによるページ移動は，通常のアンカー
タグ（$タグ）による移動の他に，検索エンジンなど
のフォームの �%��"タグによる移動や，0"�+要素
のクリックによる移動も扱えるように実装した．
なお現在の実装では，単一のウェブブラウザ上で表示

される 0"�+文書だけを対象としている．そのため，
最近のウェブサイトに多いフレームによる階層的構成の
ウェブページや，別ブラウザで開くページ，G�&�6��	9�
や .#���を用いた動的なページ等は，そのままでは扱
えない．しかし，これらは本質的な問題でなく，ウェ
ブページ閲覧におけるイベントと内部構造を適切に扱
うことができれば，本稿の手法は適用可能である．

��� 実験
����� 方法� 提案手法の有効性を評価するために，

インターネットに接続した��を用いて，実際のウェブ
サイトを対象に情報抽出の実験を行った．実験には ��
（��� ����	��: 3A�4,0H8 <,-メモリ，=44,-ディ
スク，有線 +$% ),�9�）を使用した．


������	�� .	#���	�� $##

目標 抽出 訓練 選択 棄却 最終

正解 3D 3� )4 <D < 3D

不正解 %$ �) )4 )4 :) =)

合計 %$ )44 <4 3D :3 77

表 )1 実験 )の抽出結果

����� 実験 �� 情報抽出ブラウザ ���� による情
報抽出の精度を調べた．タスクとして，,���#�の検索
ページ � からスタートして，情報関係のオンライン学
術データベース -+�において，6�,�5 国際会議
シリーズの各年度の会議開催記録の目次をすべて抽出
することを目標とした．
実験の様子： 図 )と，図 3，図 Dに実験の様子を示

す．はじめに，図 )において，利用者は上記のタスク
を行うための抽出の演示を行い，これを図 <の )4行の
����スクリプトとして記録した．ここでは，各開催
記録の一部分（例えばヘッダーの会議名と議長名）の
抽出ではなく，ページ全体の取得を行った．
次に，図 3に示すように，スクリプトの学習と自動

抽出を行った．先の演示記録から，最初の �
����命令
から最後の ������命令まで，深さ :段の巡回木を生
成した（図 3の <）．これから抽出の具体例を <個の基
礎 ����スクリプトとして取り出し（図 3の 3），こ
れを一般化して，図 3の :に示す )個の ����スクリ
プトを学習した．これを用いて，自動抽出により，)44
個の対象ページを抽出した（図 3の =）．
最後に，これらのページには，抽出対象以外のペー

ジが含まれていたため，図 Dに示すように不要ページ
のフィルタリングをした．このために，利用者は，必要
なページと不要なページとして，)4個の正例と )4個の
負例をラベルづけした．これを訓練例として，0"�+
述語を 6E�で学習し，先に抽出したページを自動分
類した．
結果：この実験による抽出結果を表 )に示す．１段

目のパターンによる抽出で，3Dページの正解ページの
うち，3�個（重複 <個を含む）の正解ページを抽出し，
�)個の不正解ページを誤って抽出した．続く２段目の
フィルタリングで，)4個を訓練例に使い，正解のうち
<D個を正しく抽出に成功し，<個は抽出に失敗した．一
方，�)個の不正解ページのうち，)4個を訓練例に使い，
:)個を正しく棄却し，)4個は棄却に失敗した．
考察：最終的に，訓練例として分類したものも含め

て，正例 3�個中の 3D個を正しく抽出し，負例 �)個中
の =)個を正しく棄却した．図 7に正しく抽出された正
例（3D個）と，正しく棄却された負例（=)個），間違っ
て抽出された負例（)4個）の例を示す．実際に，この

�	�����������

�����
����



A. Correctly selected 
(true positive)

B. Correctly discarded 
(true negative)

C. Incorrectly selected 
(false positive)

図 71 実験１での抽出例

最後の誤って抽出された負例は，正しい正例と文書構
造が似たリスト形式のページである．一方で，真の負
例は表形式のページである．これらを正しく扱うには，
より構造を反映した属性抽出方法の開発が必要である．
����は，この実験で示したように，リンク情報を

理解するので，より統合的で柔軟な情報抽出が可能で
ある．これは，�)4�と比較したときの利点である．

����� 実験 �� ����による情報抽出の作業量の短
縮を調べた．タスクとして，小売業のセブンイレブン・
ジャパンの店舗一覧ページ� からスタートして，北海
道の「あ行」の全 <4�店舗の店舗情報を抽出した．
全店舗を手で抽出した場合：のべ )=<ページを手で

訪問し，約 3�分を要することがわかった（実際には D4
店舗の経過時間約 )<分から外挿した）．
����ブラウザを使った場合：抽出例の演示には :店

舗を抽出して約 )分を要し，パターンの学習に )秒以
下を要した．この後，自動抽出によって <4�店舗中の
<4)店舗を正しく訪問・抽出し，7店舗は抽出に失敗し
た．自動抽出には )4分 :4秒を要した．
考察：����を手抽出と比較すると，経過時間自体は

)23であるが，利用者の拘束時間は約 )234に短縮され
た．経過時間は，����での自動抽出アルゴリズムでは
本来 <3�ページの訪問で十分だが，現在の実装では同
一ページを数回読み込む実装を採用しており，�74ペー
ジ超のページを訪問している．そのために理想的な場
合の 3倍程度の時間を要している．この点は，キャッ
シュを用いた深さ優先探索などの採用で改善可能であ
る．また，今後のサーバ性能や回線速度の向上によっ
て，����ブラウザの有用性は向上すると思われる．

� おわりに
本稿では，「演示によるプログラミング」に基づく情

報抽出ブラウザ ����の構成と実装について述べた．
����は抽出のためのパスパターンとページ選択のた
めのフィルタに例からの学習を用いている．実験では，

�	���������������
����

実際のウェブ空間での情報抽出タスクにおける����

の有用性が示された．
今後の課題として，計算学習理論の枠組みでのパター

ンクラスの演示からの学習可能性の解析があげられる．
複数パターンの選言 �<�や木構造パターンの学習 �)�や，
抽出後のテキストからの学習も課題である．

参考文献
��� �� ���	
��� �� ���	���� � �������� �Æ�����

�������� �� �	�����
��
��� ���� ���	 �
������
����� ��� � �� ��!� �"�#    $� %�$�%%��  &&��

� � �� ���	
��� !� ��������� � '��
��� (������ 	���
�	�) ������)�*������ ��� 
����� �� +������ )���
����
��� ��� �++)������� �� ���
���,� ��������� ���	 +����
��,� ����� #� ����� ���	�
��� +������� �"- ..$�
/012//&� �110�

�%� 3� (
4�	�� �� �
�*��� 5� ����6��� 7� !������ -)�+�
�������� �)���8 ��	6����� �++)������� �)�	���� ��
6
�)� �
���	 ���������� ��� �����	����� ������� �����
9#!  &&0� �.$��:0�  &&0�

�0� 5� #��� 7� !������ ;�6 �++)������� ;��++��� 6<
��	����������� ����� �3-=&%�  //� :��  &&%�

�$� !� 5
��� !��<>?8 
++��� >����� ?��������  && �
�����������	
����������������	���
�����

�/� "� 5
��	������ ;��++�� ���
�����8 �Æ�����< ���
�@+�����,������ ������ #���))�� ��:A�� B8 �$�/:�  &&&�

�.� �� ?������	�� �� 5�������� �� ?���
	���� � ?��
����� �������� �++����� �� C�+�� ��,�)�+	��� ��
D?� ?�++��� �
������ ����� #��� #-��=&0�  ./�
 :.�  &&0�

�:� 村上義継，坂本比呂志，有村博紀，有川節夫� ��	)か
らのテキストの自動切り出しアルゴリズムと実装� 情
報処理学会論文誌：数理モデル化と応用，��A#E �0B
A!'? $B� %1�01� &&��

�1� "#!� #�����
����� �� �����	����� �@��������� ?9-
��	�+����  &&.�
�����������
����
��������	���	� ���	��������

��&� �� ���	���� 7� ?
����	�� �� ���	
��� � ��������
�@�������� +�����) ���
��
��� ���	 ��	) ���
	�����
����� �0��� #��=) (��#C -����������  /0� /:� ���#
������  &&��

���� �� ���	���� �� ���	
��� � �������� #�����F������
�� !��� !����)����� C
)�� ���	 �@�	+)��� ����� 	�
����� �"- �:1��  0�2 $$�  &&&�

�� � !� ��������� ��)<��	��) ��	� ��������� �� �@������
���
)�� +������ ����
����� ����� ��� ����� ��
�������� ���� � ����� ��$2� .� �1: �

��%� 筒井 淳平� 伊藤 公人� 有村 博紀� リンク情報と構造情
報を用いた �!?� 群からのテキスト自動切り出しア
ルゴリズムの実装� 第 �: 回データ工学ワークショップ
（��; &&.），国際セッション ���0�  &&.�

��0� ;%-� D?� ���� ����
��� AD����B >������ ��&�
;%- C���		��������� �111�
������������������ �!����

��$� ;%-� ���
	��� '64��� ?���) A�'?B� �'? ��,�)
% -����  &&0�
�����������������"#��


