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百科事典の意味分類チェック手順書 

 

１．はじめに 

  

百科事典 Wikipedia の見出し語に機械的に付与された拡張固有表現（extended name entity、

以降 ENE）のタグをチェックする手順について解説する。第 2 章では付与する ENE タグについ

て、第 3 章では作業ファイルについて、第 4 章では ENE タグのチェック手順について、第 5 章

では Microsoft Excel での作業手順について述べる。黄色のマーカーは特に重要な箇所を示す。 

 

２．付与するタグ 

  

Wikipedia の見出し語に付与するタグは表 1 の通りである。ENE の他に、ENE に該当しない

「概念」と「IGNORED」がある。2.1 では ENE について、2.2 では ENE 以外のタグについて解

説する。 

 

 

 

 

表 1：Wikipedia の entry に付与するタグ 

タグ 説明 具体例 

ENE 

拡張固有表現定義書に準ず。階層構造とな

っているが、そのうち最下位の ENE を付与

する 

人名、組織名_その他、国際組織

名、民族名_その他 

概念 ENE ではない一般的な名詞 国、島、甲殻類、外交 

IGNORED 

Wikipedia 固有のメタ情報 WP:AES（wikipedia 編集のための解

説ページ） 

一覧情報 1994 年の映画、小結一覧、イオング

ループの商業ブランド 

Entry に複数の NE が含まれる場合 イギリスの首相（イギリス：国名、首

相：地位職業名） 

転送元になっている場合 検索したことばと異なる見出し語の

ページが表示される場合 

曖昧さ回避になっている場合 同じ表記で複数の見出し語候補が存

在する場合 
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２．１ ENEタグ 

 

ENE は、オンライン上にある拡張固有表現定義書で定義されている。定義書はバージョンアッ

プしていくため、指示されたバージョンの拡張固有表現定義書を参照する。2017 年 7 月 29 日現

在はバージョン 7.1.2 で、以下の URL を参照する。 

 

http://languagecraft.com/ene712/start.htm （7 月 29 日 URL 変更） 

 

上記のページには「概要」、「定義及び注意事項」、「更新履歴」の 3 つのリンクが張られている。

作業判断に関わる情報が記載されている「概要」と、作業時に参照する「定義及び注意事項」に

ついて解説する。「更新履歴」は参照する必要がないため割愛する。 

 

２．１．１ 概要 

 

「概要」には、どのような単語にどのタグを付与するのかという、作業の判断に関わる情報が

記載されている。作業前に参照されたい。ここでは特に重要な箇所を紹介する。 

この ENE は階層構造を持つ。例としてその一部を図 1 に示す。左側のセルにある ENE が上

位、右側にあるのが下位となる。Wikipedia の見出し語に付与する ENE タグは階層の最下位のも

ののみである。図 1 の赤枠で示した ENE がそれにあたる。 

ENE は固有名詞のみならず図 1 にある「国籍名」のように一般名詞も含んでいる。どの entry

がどの ENE となるかの判断については、「名前」、「時間表現」及び「数値表現」の場合に応じて、

以下のテスト質問文に当てはめて考える。 

 

 

図 1：ENE 一覧の一部 
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【名前の場合】 

 

基本的には、「あの○○の名前を教えてください」の「○○」の部分に 固有表現階層のクラス

の名前を入れた質問文を作成し、その答えとして満足できるような単語をその固有表現クラスの

例とするという方針とする。このテストにおいて「あの○○の種類の名前を教えてください」と

いう表現の方が「あの○○の名前を教えてください」という質問よりも、その単語を答とする質

問においては自然であるという場合には、その単語は【そのクラスに入れない】こととした。 

具体的には以下のように、それぞれのクラスに対し後述する質問文を作成する。 

 

        人名 ： 「あの人の名前を教えてください」 

        会社名 ： 「あの会社の名前を教えてください」 

        海洋名 ： 「あの海洋の名前を教えてください」 

        食べ物名 ： 「あの食べ物(飲み物)の名前を教えてください」 

        規則名 ： 「あの規則の名前を教えてください」 

        戦争名 ： 「あの戦争の名前を教えてください」 

        公演名 ： 「あの公演の名前を教えてください」 

        昆虫類名 ： 「あの昆虫の名前を教えてください」  

 

このようにした場合、例えば、昆虫類名の場合には、「くわがた」はタグ付けするが、 「寄生

虫」はタグ付けしないというような基準がより明確になる。 (「くわがた」は名前を聞く質問の方

が適しているが、「寄生虫」は種類を聞く「あの昆虫の種類の名前を教えてください」の質問の方

が適している。) 特に、人名、組織名、地名の場合には固有名詞かどうかがタグ付けするか どう

かの基準として、かなり信頼できるものであるが、例えば製品名の場合には 固有表現である必要

はない。例えば、上記の食べ物名の質問に対しては、「ほうれん草」「パエリア」といった普通名

詞もタグ付けする対象であることが明確にわかる。 

詳細になるが、「食べ物」はクラスの名前として「食べ物」だけであるが、 定義を見て分るよ

うに「飲み物」も対象にしている。したがって「あの飲み物の名前を教えてください。」という質

問もこのクラスに対して可能である。 このように、テスト質問の「○○」に入ることができる単

語を 「典型中心語」としてクラス毎に例示してある（次頁図 2）。 

 

【時間表現の場合】 

 

時間表現の場合にも、ある表現を拡張固有表現階層のクラスとしてタグ付けするかどうかは、 

その表現が単純な以下の形の質問に対する答として、満足できるものであるかどうかで判断する。 

 

        時間 ： 「あれはいつでしたか」 

        期間 ： 「あれはどのくらいの期間でしたか」  
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図 2：国際組織名の詳細説明 

 

この定義によって、後述する照応による表現は大部分削除される。 つまり、「今日」「２日前」

「去年」「その時」「同日」などは、それのみではいつの事か分らない。ただし、この規則を厳格に

当てはめると「５月２２日」もいつの年の「５月２２日」か 分らないということになるし、「２

２日」にいたっては何月の「２２日」か分らないことになるが、どの日の事にでもなる可能性の

ある「今日」といった表現とちがって、 (３１日の内の１日に)限定されているので、これはタグ

付けすることとする。 

 

【数値表現の場合】 

 

数値表現の場合には、名前の場合とほぼ同様に 「あれの○○を教えてください」の「○○」の

部分に 固有表現階層のクラスの名前を入れた質問分を作成し、その答として満足できるものであ

るような単語をその固有表現クラスの例とするという方針である。 

 

        金額 ： 「あれの金額を教えてください」 

        順位 ： 「あれの順位を教えてください」 

        長さ ： 「あれの長さを教えてください」 

        温度 ： 「あれの温度を教えてください」 

        組織数 ： 「あれの組織数を教えてください」 

図 1 の ENE 一覧へのリンク 

テスト質問文に入れることば 

判定が紛らわしい際の注意事項。必読 

 

 

 

 

 

 

 

 

属する語が持つ特徴。すべてが含まれる必要はない 
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        国数 ： 「あれの国数を教えてください」 

        製品数 ： 「あれの製品数を教えてください」  

 

このクラスは数値表現となっているが、以上のような質問の答えとして満足できるものならば 

数値が表現の中に含まれなくてもよい。つまり、順位表現には「優勝」という単語も含まれる。

名前の場合と同じように、テスト質問の「○○」に入ることができる単語を 「典型中心語」とし

てクラス毎に例示してある（図 2）。 

 

２．１．２ 定義及び注意事項 

 

「定義及び注意事項」は、作業中に参照するページである。付与する ENE タグの一覧及び説

明、判断しづらい場合の注意事項等が記載されている。冒頭に先に示した図 1 のような ENE タ

グの一覧があり、各タグにリンクがはられている。各リンクをクリックすると詳細な情報を得る

ことができる。「国際組織名」のリンクをクリックした際のページを前頁の図 2 に示す。 

上部の「階層の全リスト」をクリックすると 2 ページ図 1 の ENE 一覧が表示される。典型中

心語は、テスト質問文に入れることばである。注意事項は判断に迷いやすい ENE に関する記述

である。作業前に一読されたい。属性は ENE がもつ特徴である。図 2 に示した「国際組織名」で

は、国際組織には多くの場合、設立年や別称があるといった情報を読み取ることができる。詳細

は「概要」の最後を参照されたい。 

作業の補足になるが、定義に関するページは 1 ページ内におさめられている。どの ENE に入

るかわからない entry が出てきた場合には、ページ内検索をすると関連する情報が得られること

がある。ctrl キーを押しながら f キーを押すとページ内検索ができる。例えば、図 1 を見ても「裁

判所」がどの ENE になるのかわからないが、ページ内検索をすると「公共機関名」に含まれるこ

とがわかる。 

 

２．２ ENE以外のタグ 

 

ENE タグの他に「概念」及び「IGNORED」というタグが存在する。ENE は先に述べたよう

に一般名詞も含んでいるが、「概念」は ENE として定義されていない一般名詞が該当する。例え

ば、「難民」は「概念」であるが、「アメリカ人」は「国籍名」となる。 

「IGNORED」は Wikipedia 固有のメタ情報や、「1994 年の映画」といった一覧情報など、百

科事典としての見出し語ではないものが該当する。また、百科事典の見出し語であっても、検索

したことばと異なるページに自動的に転送される場合（転送元となっている場合、図 3）や、同じ

表記で複数の見出し語が存在する場合に用意される曖昧さ回避のページとなっている場合（図4）

は、「IGNORED」となる。転送元とは、図 3 にあるように「スウィッシャー郡」を検索したにも

関わらず、検索結果として「スウィッシャー郡（テキサス州）」という異なる見出し語が表示され

た場合の「スィッシャー郡」がそれにあたる。この場合、「スィッシャー郡」に対するタグは

「IGNORED」となる。曖昧さ回避とは、図 4 にあるように、「待ち行列」と検索した結果、「待
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ち行列理論」及び「キュー（コンピュータ）」という複数の見出し語候補が提示されるような場合

である。このような場合は、ページ内の上部もしくは下部に「曖昧さ回避」という文字列がある。

この場合も「待ち行列」のタグは「IGNORED」となる。 

 

 

 

 

図 3：転送元の例 

 

 

 

図 4：曖昧さ回避の例 

 

（以下余白） 
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３．作業ファイル 

 

作業は Microsoft Office のエクセルを用いて行う。ファイルの構成を表 2 に示す。各項目が何

を示すのかを確認されたい。 

最初の方にお渡しするファイル名は、「定義語_最も多い ENE.csv」となる。プログラムのタグ

の誤りが少ないと思われるファイルからお渡しし、徐々に誤りが多いファイルを作業していただ

く予定である。 

 

表 2：ファイルの構成 

列 項目名 説明 

Ａ列 Num データの通し番号。利用せず。 

Ｂ列 correction  正解記入欄。機械が付与したタグに誤りがあった場合に正解を記入。すでに人

手によるチェックが完了している場合は、正解タグがすでに入力されている 

Ｃ列 check_status チェック欄。作業が終了した場合に記入。作業はファイルの上から順に行うと

は限らないため、必要に応じて作業の重複を避けるために使用 

Ｄ列 comment コメント欄。作業に関する質問等を記入 

Ｅ列 entry Wikipediaの見出し語 

Ｆ列 defined_term  Wikipediaの第 1文で、見出し語を定義していることば（自動抽出）。タグチ

ェックに有効な情報。 

例えば、見出し語「安倍晋三」の場合は、以下に示す第 1文の【政治家】の部

分がそれにあたる。 

安倍 晋三（あべ しんぞう、1954年（昭和 29年）9月 21日 - ）は、日本の

【政治家】。 

Ｇ列 AUTO.TOHOKU_20

1703 

プログラムが付与した ENEタグ。これが正しいか否かを判定する。通常、何種

類かのタグが含まれる。 

Ｈ列 ScoreOfAUTO.TO

HOKU_201703_ba

ra 

プログラムが付与したタグの信頼度。1に近いほど信頼度が高い。Ｇ列の

「AUTO.TOHOKU_201703」でタグが 1つだけ付与される時のスコアとなる。 

Ｉ列 first_sentence  Wikipediaの説明文中の最初の文（自動抽出） 

Ｊ列 entry_reverse 見出し語を後ろから表示したもの 

Ｋ列 first_sentece_

reverse 

Wikipediaの第 1文を後ろから表示したもの 

Ｌ列 defined_term_r

everse 

定義語を後ろから表示したもの 

Ｍ列 リンク Wikipediaの該当ページへ飛ぶためのリンク。現ファイルには存在しない。今

後対応予定 

 

 



8 

 

４．ENEタグチェックの手順 

  

ENE タグのチェックについて述べる。作業の大まかな流れを示す。 

 

1. First_sentence の内容でチェック（4.1 節） 

2. 1 の情報が不十分であると考えられる場合は、wikipedia で該当する entry を検索する 

参照個所は「冒頭」、「インフォボックス」、「目次」（4.2 節） 

 

各チェック方法について 4.1 及び 4.2 で解説する。4.3 では判断に迷った際の手順を示す。 

 

４．１ 第 1文の内容でチェック 

 

機械が付与した ENE が正しいか否かを、first_sentence の内容からチェックする。複数の ENE

が該当する場合は半角セミコロン「；」を区切り文字とし、そのすべてを記載する。ENE の正否

に関する作業は以下の通りである。 

 

 機械の ENE が正しい場合 → 正解記入欄には何も記入しなくても良い（作業上、効率

が良ければ記入しても良い）。 

 間違っている場合 → 正しい ENE を該当欄に記入 

 一部が間違っている場合 → すべての正しい ENE を該当欄に記入 

  

作業例を表 3 に示す。修正 ENE の列にある赤字が作業者の作業となる。 

 

表 3：first_sentence を参照した作業例 

正否 entry First_sentence 機械タグ 正解記入欄 

正 北条政子 北条 政子（ほうじょう まさこ、保元 2 年（1157 年） - 嘉禄

元年 7 月 11 日（1225 年 8 月 16 日））は、平安時代末期から鎌

倉時代初期の女性。 

人名  

誤 ジェームズ・ボン

ド 

ジェームズ・ボンド (James Bond) は、イギリスの作家イアン・

フレミング（1908 年 - 1964 年）のスパイ小説、およびこれを

原作とする映画の主人公である、イギリス情報部のエース諜報

員である 

人名 キャラクタ

ー名 

誤 スペース・ゼロ スペース・ゼロ（英語：''SPACE ZERO''）は、東京都渋谷区代々

木二丁目にある多目的ホール、または同ホールを運営する株式

会社スペース・ゼロの通称である。 

劇場名 劇場名 :企業

名 

一部

誤 

アドバンスト・マ

イクロ・デバイセ

ズ 

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（Advanced Micro 

Devices, Inc. / AMD）は、アメリカの半導体製造会社である。 

製品名_そ

の他 :企業

名 

企業名 
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４．２ wikipediaの該当ページを参照 

 

第 1 文の情報が不十分な場合（表 4）は、Wikipedia で entry を検索し、該当ページを参照す

る。参照箇所は、冒頭部分、インフォボックス、目次である（次頁図 5）。目次がない場合は、ざ

っとページを下って章立てのタイトルを参照する。内容を読み込む必要はない。不十分であるか

否かの判定基準は以下の通りである。 

 

 First_sentence の情報を機械がうまく自動抽出できていない 

 作業者が、「一般人の 80%以上が思い浮かべる」と判断できるタイプの ENE が付与されて

いない 

 

First_sentence の情報の自動抽出がうまくいっていない場合の例を表 4 に示す。「大阪ドー

ム」の説明として「&lt;!--注意 この項目名は『大阪ドーム』です。」は、ENE をチェックする

には不十分であるため、wikipedia の該当ページを参照する。 

次に、例えば「大阪ドーム」の機械の付与した ENE として「企業名」のみが付与されており

「競技施設名」が付与されていないなど、一般人の 80%以上が思い浮かべる見出し語のタイプ

が ENE に反映されていないと、作業者が判断できる場合は、wikipedia の該当ページを参照す

る。 

 

４．３ 判断に迷った場合 

  

作業をしていて判断に迷った場合は、作業者のチェック作業を完了した上で、コメント欄にコ

メントを記載する（表 5）。返答も同欄に記載する。表 5 のコメント欄の列にある赤字のようなや

り取りとなる。 

 

表 5：コメント例 

Entry 機械の ENE 修正 ENE 再修正 ENE コメント欄 

イエス・キリスト 人名  人名:神名 キリストは人ですが、神のような？？？ 

> 両方採用します。 

 

 

 

表 4：wikipedia の該当ページの確認が必要な例「大阪ドーム」 

Entry First_sentence 

大阪ドーム &lt;!--注意 この項目名は「大阪ドーム」です。 
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図 5：Wikipedia の参照個所 

 

 

５． Microsoft Excelを使った作業手順 

 

 本作業では Microsoft Excel のフィルター機能が役立つ。その基本的な使用方法について解説

する。以降、箇条書きで手順を解説する。 

 主に first_sentence を例に用いて説明をしたが、entry など他の項目に対しても有効となる場

合がある。必要に応じて利用されたい。 

冒頭部分 インフォボックス 

目次 
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５．１ ファイルオープン及び保存 

 

① ファイルは CSV 形式（comma separated value）で配布する。ダブルクリックをすると、通

常エクセルが起動される。ファイルを開いた際、セキュリティの警告が出た場合は「コンテ

ンツの有効化」をクリック。他に何か出たら「続行」等をクリック。 

② 「名前をつけて保存」を選択し、Excel ブック形式で保存する（図 6）。ファイル名は「元の

ファイル名_名前_日付.xlsx（例：アニメ映画_映画名_安藤_170726.xlsx）」とする。さらに、

作業途中でもファイルはまめに保存すること。Ctrl キーと s キーを同時に押すことで上書き

保存ができる。 

 

図 6：名前をつけて保存 

５．２ フィルタ―機能 

 

① データタブのフィルターを選ぶ（図 7）。タイトル行がプルダウンリストを表示できるように

なる（図 8）。 

 

 

図 7：フィルター設定の方法 

 

図 8：フィルター設定完了 
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② Ｇ列の「AUTO.TOHOKU_201703」に誤りがあれば、Ｂ列の「correction」に正しいタグを

記載するが、Ｂ列にはすでにいくつか正しいタグが入力されている。迷った際にはこれを参

考にするとよいが、通常は見る必要がないため、フィルタ機能で非表示とすることができる。 

Ｂ列の「correction」の右側にあるプルダウンを開くとＢ列に入力されている値の一覧が表示

される。表示の数に関わらずリストの一番上は「すべて選択」、一番下は「（空白セル）」とな

っているはずである。「（空白セル）」を選択するためには、一番上の「すべて選択」のチェッ

クを外し、一番下の「（空白セル）」のみにチェックを入れることで実現できる（図 9）。 

 

【補足】 

ソートしてファイル上部にチェック済データを集めることもできる。ソートの方法は次頁の

④に記載されている。 

 

 

図 9：フィルター機能におけるリスト表示 

 

③ タグの正否判断は、Ｉ列の「first_sentence」を見て行う。通常、文の最後に見出し語を定義

することばが登場するため、Ｉの部分をクリックしてＩ列を選択した上でホームタブから右

揃え表示の設定をすると、定義文が見やすくなる（図 10）。 
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図 10：first_sentence の右揃え表示 

 

④ また、Ｋ列の「first_sentence_reverse」のプルダウンボタンを使ってデータをソートすると

（図 11）、first_sentence の似た表現が固まって表示されるようになり、さらにデータが見や

すくなる（図 12）。 

 

 

図 11：フィルター機能でソートの実行 
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図 12：フィルター機能でソートを実行した結果 

 

⑤ First_sentence の全文が見えない場合は、数式バー（図 13 の四角で囲った箇所）の幅を広げ

る。数式バーの下あたりにカーソルを持っていくと両矢印が出てくるのでそれを下へドラッ

グすることで実現できる。図 13 ではＩ列 6 行目のセルの内容が一部しか確認できないが、数

式バーでは全文を確認することができる。 

 

 

図 13：数式バーの利用 

 

⑥ Ｇ列のプログラムが付与した ENE には、通常何種類かの ENE が含まれている（図 14）。図

12 にもあるように、同じような文末表現でありながら、「映画名」、「公演名;映画名」、「文学

名;映画名」の 3 種類の ENE が付与されている。見落とさないようフィルター機能を用いて、

ENE ごとに作業をすることも可能である。 
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図 14：1 ファイルに付与された ENE の例 

 

 

⑦ First_sentence に特定の文字列が含まれている場合、まとめて作業すると効率が良い場合も

ある。例えば、定義語が「アメリカ映画」の場合、first_sentence に「小説」が含まれている

と、「映画名」の他に「文学名」のタグを付与する必要がある可能性が高い。 

このような場合は first_sentence 横のプルダウンボタンから「テキストフィルター」、「既定

の値を含む」を選択する。すると、図 16 のような設定画面が表示される。上の段に「小説」

と入力し、「OK」ボタンをクリックすると、図 17 のように first_sentence に「小説」が含ま

れたセルのみが表示される。 
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図 15：テキストフィルターの設定 

 

 

図 16：テキストフィルターの設定画面 

 

 

 

図 17：フィルターの実行結果 
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５．３ 多くのセルにデータを入力する方法 

 

機械の ENE が正解の場合、Ｂ列の correction には何も記入する必要はない。しかし作業上、

入力した方が作業がしやすい場合は、入力しても良い。一度に多くのデータを入力する方法を記

載する。 

 excel は shift キーを押しながら矢印キーを押すとセルを連続して選択することができる。また、

ctrl キーを押しながら矢印キーを押すとデータの区切れ（図 18 の左側）や空白セルの区切れのセ

ル（図 18 の右側）まで飛ぶことができる。例えば、図 18 の場合、A1 をアクティブセルにした状

態で、ctrl キーと下矢印キーを同時に押すと、セル A6 へ飛ぶことができる。 

 

   

図 18：ctrl キーと下矢印キーを押した時のアクティブセルの移動 

 

Ａ列の 7 行目から 17 行目までに同じ値を入力したい場合は、以下のような手順をとる。この方

法はかなり多くのデータを選択することができるので、一括処理をしたい場合には非常に便利で

ある。 

 

① 入力したい値をコピーする 

② セル A17 をアクティブセルにし（図 19 の左側）、ctrl キー、shift キー、上矢印キーを同時に

押すと、図 19 の真ん中の図のような状態になる 

③ セル A6 は選択したくないので、shift キーは押したまま、ctrl キーのみを外し、下矢印キー

を押すと図 19 の右側のように望ましい範囲を選択できる 

④ 値の貼り付けを行うと選択したセルにまとめて同じ値を入力することができる。 

 

       

図 19：一括入力の方法 
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