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セマンティックWeb(次世代Web)
の紹介

平成14年3月
INTAP 

セマンティクWeb委員会
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次世代WEBを実現するセマンティクWEB技術出現の背景

次世代WEB技術

■IT革命の立役者
・物理的、空間的、時間的制約からの解放
・経済活動の効率化、新規産業の創出

■その限界は？
■ヒューマンリーダブルな情報を前提
→人が情報を理解し、細かな指示が必要
■WEB情報の氾濫により、真に必要な情

報が生かされない

インターネットWEB技術 ■マシンリーダブルな情報
のコンピュータ自動処理

■WEBサービスの統合

■セマンティクWEB
→W3C,DARPAとEUを中心に進む

（欧米政府の支援）

要求

デジタルデバイドの要因

第２のIT革命
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セマンティクWEB(注1)とは？

あらゆるデータと情報をマシンリーダブルなメタデータ(注2)でその意味を記述し、
人間の代わりにソフトウェア(注3)で自動処理させること

(注1) Webを発明したTim Bernerｓ-Lee氏により、2年ほど前に提唱されたもの

(注2) データを記述するデータという意味でメタデータ（超データ）と言う。
(注3) インテリジェントエージェントと言う。

■物理的事象も含めた膨大な情報、ハード/ソフト及び機能等あらゆるものを
記述する事が可能となる

■人間は簡単な指示のみで、コンピュータが自律的、かつ自動的に処理可能
■W3Cが中心になり、欧米で推進、日本は立ち遅れ

経済活動の効率化と、社会や家庭の利便性が飛躍的に向上
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メタデータとは
• メタデータとは、データに付けられたデータです。
• 当然、メタデータに付けられたデータも、メタデー

タです。
• メタデータを付ける対象は、ディジタルデータに

限定されません、あらゆるものにメタデータをつ
けることが出来ます。
例、ホームページ、人間、機械、装置、図書館の

蔵書、プログラム
• メタデータの実例

フィルタリングにおける有害度を示すラベルデー
タ、CC/PPの装置プロファイル
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メタデータとセマンティックデータ

• データのデータをメタデータと言う。
• 何らかの意味を示すデータをセマンティック

データと言う。

• セマンティックウェブでは、メタデータを用いて
基データのセマンティック(意味)を記述する。

• セマンティックウェブでは、メタデータ記述規則
としてRDF(資源記述の枠組み)を定めている。
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従来のウェブ

セマンティクウェブ

HTML

HTML

RDF

ヒューマンリーダブルデータ

マシンリーダブルデータ

表示
ブラウザ

エージェント

処理指示

処理結果

☆人間が
理解し指示
する。

☆エー
ジェントが
マシンリー
ダブル
データに
基づいて
意味を理
解し必要
な処理を
行う。
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http://www.meti.go.jp
:Title

:Creator

“経済産業省のホームペー
ジ”

“経済産業省”

<RDF xmlns = “http://www.w3.org/TR/PR-rdf-syntax#”

xmlns:dc = “http://purl.org/dc/elements/1.0/”>

<Description about = “http://www.meti.go.jp”>

<dc:Title>経済産業省のホームページ</dc:Title>

<dc:Creator>経済産業省</dc:Creator>

</Description>

</RDF>

主語(リソース) 述語(属性) 目的語(値)

ステートメントRDFの構文例

リソースhttp://www.meti.go.jp の作成者は、経済産業省である。
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セマンティクウェブの階層構造図(by Tim Berners Lee)

メタデータ記述規則

メタデータクラス定義

ont記述規則(DAML+OIL)

分野毎のont定義

(注)ERモデル=実体関連モデル:実体と実体間の関連とを表現するモデル。

ほぼ仕様が確定している
範囲

(DAML+OIL)

(DAML-
L)

セマンティクウェブの領域
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RDFとXMLとの関係
SGML HTML

XHTML
XML SVG

MathML
RDF
SMIL
・・・

定義

定義

ウェブ用に再
定義

SGML:Standard Generalized Markup Language

XML:Extensible Markup Language

HTML:Hypertext Markup Language

XHTML:Extensible HyperText Markup Language

SVG:Scalable Vector Graphics

MathML:Mathematical Markup Language

RDF:Resource Description Framework

SMIL:Synchronized Multimedia Integration Language

メタ言語

目的別にカ
スタマイズさ
れたマーク
アップラン
ゲージ
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SGML,XML,RDF,DAML+OIL

XML RDF DAML+OILSGML

SGML : Standard Generalized Markup Language
XML : eXtensible Markup Language
RDF : Resource Description Framework
DAML+OIL : DARPA Agent Markup Language + Ontology Inference Layer
DAML-S : DAML-based Web service ontology
DAML-L : DAML for Logical assertion

DAML-S

DAML-L

マークアップ言
語を定義する為
のメタ言語

リソースの属性記
述を行う為のメタ
データ言語

語彙のオントロ
ジーを定義する為
の言語

ウェブサービスの
オントロジー定義

論理規則のオント
ロジー定義

セマンティック記
述用に最適化

オントロジー定
義用に拡張

Semantic Webの範囲

インターネット
用に簡素化
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XML,RDF,RDFスキーマ,DAML(1/2)
• XML

言語定義の為の言語
• RDF

属性と関連とを記述するための曖昧さ
の無い、明快な構文を有する言語

• RDF Schema
異なるコミュニティ間で語彙を共有可
能にするため、語彙の意味を定義

• DAML
基本オントロジー言語
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XML,RDF,RDFスキーマ,DAML(2/2)

• DAML-L
DAML+OIL (or DAML-L)

• DAML-S(DAML for Services)
サービスが如何に動作するか記述する
モデリング オントロジー言語
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Semantic Web の狙い
1.膨大で、その中の情報を有効に使えなく

なっているウェブの情報を有効利用可能
にする。

2.リンク又は単語でのみ関連付けされてい
る情報をメタデータでも関連付け可能にす
る。

3.ソフトウェアで自律的かつ効率的に処理
可能にする。

4.ウェブ上において、人間が行っている単純
で面倒な仕事をソフトに行わせ、人間がよ
り創造的な仕事を行えるようにする。
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「ウェブの情報の有効利用」とは

• 現在のウェブの検索機能では、全体の25%
しか検索できず、検索結果には関係の無い
情報が多い、また、ウェブ上の情報量は、
6ヶ月で倍になっており、状況は悪化する一
途である。

• ウェブの情報に何が記述されているか示す
メタデータを追加し、このメタデータをも用い
て最適なデータを検索可能にする。
また、バラバラな情報を統合し新たな情報を
得ることも可能にする。
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「メタデータでも関連付けする」とは

• 現在、ウェブページの関連性は、リンクポイン
ターと単語とによってのみ示される。

• 関連情報が有ってもリンクされていないと分
からない。

• 同じ単語でも意味の異なるものがあり、異な
る単語でも意味の同じものがある。

• メタデータとオントロジーとで意味を記述し、
それで、関連性を示すことを可能にする。
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「ソフトウェアで処理可能にする」とは

• HTML及びXMLデータの意味は、曖昧性(自
由度)が高く、ソフト処理が難しい。

• 曖昧性の無い、明快な構文のリソース記述言
語 RDF を開発し、ウェブの情報の属性と関連
とを記述し、メタデータとして付加。

• 曖昧性が無く、意味が明快な為、ソフトで処理
し易い。
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「人間がより創造的な仕事を行える」とは

• 現在、人間が、ウェブ上から必要な情報を集
め、整理し、判断しなければならない。

• ソフトウェア(インテリジェントエージェント)が条
件に合った情報を集め、整理してくれる。

• 人間は、判断のみを行えば良い。
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Semantic Web

メタデータ技術

RDF

オントロジー技術

エージェント技術

RDFスキーマ
DAML+OIL

インテリジェントエージェント

(オープンスタンダー
ド)

CORBAやJINIより先進的
で、オープン分散システム、
対話や判断を行える。

①簡単に実装可
②ネット上で移動
③相互に連携可
④簡素なAgent

DAML-Lに基づき動作する。

ウェブサービス技術
RSS
DAML-S

Semantic Webの波及効果
①ウェブ情報の自動処理
②新たなページ間の関連付け

①サービスの動的構築
②トラフィックの付加分散
③サービスの最適化

①異なる業界/企業の異
なる語彙まま統合

①親切な検索サービス
②レガシー情報のB2B
③情報のプロファイリング
④意味(実体)に基く管理

(例)電力/自動車業界

①PICS
②P3P

①Dublin Core
②RDFweb

①諜報システム
②医薬品DB統合管理
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アプリケーションの例(1/2)
1.利用し易い検索サービス

「セマンティクウェブに詳しい人」と指示すると関連ページから、
適任者を見出し表示

2.携帯端末の能力、通信環境に適したサービス(CC/PPの利用)
能力、通信環境に応じて表示方法やデータの送信方法を変える。

3.TPOに応じたサービス

例えば、地図表示の場合、高速道を走行・・・概略地図、町中を低
速で走行・・・詳細地図を表示

4.次世代マッチングプレース

エージェントが、条件に合致したものを自動検知し、必要な処理
を自動的に行う。
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アプリケーションの例(2/2)
5.訪問先の人に付いて知る。(散在情報の統合)

ウェブ上に散在している情報を統合し、その人の興味、
業績、経歴、家族構成明らかにする。

6.景気動向を知る。(迅速、正確かつ総合的な情報処理)
(総ての)企業の決算報告を総合し、日本全体の正確な景
気動向を明らかにする。

7.過去の行動から今後の行動を予測する。(散在情報の統合)
組織(或いは人)に関する情報を統合し、今後の行動を予
測する。

8.個々の利用者に最適化されたサービスを提供する。(最適化)
上記の1.及び3.の情報に基づいて、当該利用者用にカスタ
マイズしたサービスを提供する。
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エージェント

編成

RSS

RSS

RSS

HTML

HTML

HTML

利用者

プロファイル

(注)RSS:RDF Site Summary

はメタデータを示す。

サーバ

カスタマイズサービスの例

「My Netscape」：
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中原区に引越ししてきたんだが、
どんな手続きが必要?

どういう順番で、どこで、
どんな手続きをする?

*区役所
1 住民登録 (窓口 5, 必要書類 …)
2 児童手当申請 (窓口 13, …)
...
* 公共料金
1 電話 ...
2 電気 …
3 水道 (連絡先: 044-xxx-xxxx)
* 必要書類
…

対象ユーザ：地方公共団体を利用する人
機能：複雑な手順を簡潔に提示
実現手段：

•手続き知識の洗い出し、RDF(DAML-s)により記述
Webベース or 人手ベース

• 各人の条件をRDFで記述
•個人情報は行政DBより自動取得
• マッチング、必要な部分のみに絞る

RDF
(DAML-s)

個人情報
(RDF)

オンライン業務

行政のワンストップサービス

RDF

ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ

ﾏｯﾁｬｰ窓口業務

RDF
(DAML-s)

中原区役所

XX県YY市役所

RDF
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P2P eP2P e--マッチング・プレイス（求人、求職）での適用マッチング・プレイス（求人、求職）での適用
P2P : Peer to Peer

求人求職サイ
トの紹介(必須
ではない)

企業人事課 学生などの求職者

RDF
HTML

A社

RDF

HTML

X大学

はメタデータを示す。

RDF
HTML

B社

RDF

HTML

C社

RDF

HTML

Y大学

RDF

HTML

家庭

RDF

HTML

掲示版サーバ

インターネット
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RDF

電子カルテ

RDF

電子カルテ

RDF

電子カルテ

病院 B

病院 A

医薬品、病名、診断情報オントロジー

RDF

保険料計算

社会保険庁

RDF

医薬品情報

RDF
従業員情報

薬局
企業

☆関連データの連携
☆ワンストップサービス
☆情報共有

医者B医者A

医療での適用
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セマンティクWebを推進しないと

1.我が国のIT技術の決定的遅れを招く。
・より高次の情報を有するウェブ(メタ情報、オントロジー)
・ウェブの自動処理技術
・インテリジェントエージェント技術

2.欧米と比較して、情報活用の質と精度に遅れをとる。
・他国が知っている事を、我が国が知ることが出来ない。
・意思決定に遅れをとる。

3.次世代のIT社会に乗り遅れる。
・社会効率の相対的低下を招く
・利用者に易しくない機器

4.製品製造、サービスビジネス等の遅れを招く。
・セマンティクWebは全ての局面に影響する。その遅れは

甚大
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良くある質問(1/3)

1. セマンティック記述は、XMLを使えば出来るので、RDFは必
要ないのでは？
→XMLは言語定義の為の言語、メタ言語であり、セマン
ティック記述を行うことも可能である。しかし、その記述の仕
方は複数考えられ、その複数の記述を処理するパーサは
複雑になる。当然、複数有るならば、どれか1つに決めようと
いう事になるが、その結果、生み出されたものがRDFである。
RDFにより、セマンティックの効率的な記述が可能になると
共に、それを処理するパーサも簡単になる。

2. ＳＷはトップダウンアプローチではないですか？
→違います。SWはボトムアップアプローチです。セマンティッ

ク記述はそれぞれの人が好きなように行えば良く、其れが
どの位使われるかは、オープンな場での評価による。
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良くある質問(2/3)
3. オントロジーとは何ですか？

→語彙の定義です。語彙の指し示す事(例：実体)が何か定義
するものです。

[例] 風邪薬 = 総合感冒薬 = 新ルル? A錠
4. SWは画一的なオントロジー定義を押し付けるのではないで

すか？
→違います。それぞれの人がそれぞれのオントロジー定義を

行う事ができます。同じ定義であっても、相反する定義で
あってもかまいません、また、異なるオントロジー定義を如
何に変換するかは、利用者に任されます。どのオントロジー
定義が支配的になるかは、オープンな場での淘汰にまかさ
れます。従来の標準化と異なり、用語を統一しなくても実体
が同じか異なるか分かれば良い。

[例] 太郎さんの風邪薬 = 総合感冒薬 = 新ルル? A錠
花子さんの風邪薬 = 解熱鎮痛薬 = ナロンエース
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良くある質問(3/3)
5. セマンティクウェブとAIとはどう異なるのですか？

→AIは、閉じた仮想的な世界での自動処理を指向し、其の応用範囲
は限られ、特定の人しか関与していないのに対し、セマンティク
ウェブは、現実に存在するオープンなウェブ世界での自動処理を
対象にし、誰もが自由にあらゆる局面に応用できる。

6. セマンティクウェブは4～5年先の技術ではないのでは？

→セマンティクウェブは、直ぐ使える技術です。
セマンティクウェブの活用フェーズには、次の3フェーズが有ります。

フェーズ1：メタデータに基づいて処理(例；PICS)
フェーズ2：オントロジを用いた意味処理

フェーズ3：インテリジェントエージェントによる自動処理

フェーズ3に到達するのは、かなり先だと思いますが、フェーズ1は
直ぐ活用でき、既に色々な分野で利用されています。
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米国の研究開発DAML Project

DAML:DARPA Agent Markup Language

目的：セマンティックＷｅｂにおけるエージェントによる検索の際のオントロジ記
述言語（DAML)とツールの開発
期間：2000年8月～2005年

予算規模：$M70（2001年 $M13、2002年 $M16）
予算元：DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 
研究機関：メリーランド大、BBN、MIT、スタンフォード、West Florida大、

Teknowledge等 18の技術開発チームが参画
DARPAのDAML推進の理由

・軍事用情報収集
・HORUS：テロ組織追跡システム（DAML/オントロジ技術を使って、テロ組

織の過去の犯罪パターンのDB（文字情報）から犯罪をわりだす追跡、

諜報システム）
・Interlink向け諜報システム
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米国の研究開発 DCMI(Dublin Core Metadata Initiative）

背景：図書館の蔵書のオンライン検索・閲覧を目的として、蔵書に付加するメタ
データを国際的に標準化する活動をDCMLが推進

（注）DC(Dublin Core）１５メタデータエレメントは３０ヶ国の合意による標準

目的：相互運用可能なメタデータ標準の普及促進と情報リソース記述の為の
特定のメタデータ・ボキャブラリ作成

・境界を超えたシームレスな検索のためのメタデータ標準の開発
・メタデータ集合の互換性のための枠組の定義
・コミュニティの発展を促進する、または規範となる特別なメタデータ集合

の開発を促進する

期間：1994年にDublin Coreの活動立ち上げ
予算規模：$M116
予算元：90%は米国図書館コンソーシアムメンバからの資金
研究機関：OCLC(Online Computer Library Center)
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欧州の研究開発プロジェクトOn-To-Knowledge

目的：・オントロジーの発展系としてのコンテンツ主導型ナレッジ・マネジメント
ツールの開発

・プロジェクトでの開発成果の一つがOIL（Ontology Interface Layer）
位置付：第5回欧州フレームワーク・プログラム下のISTプロジェクト（プロジェクト
番号IST-1999-19005）
期間：2000年1月～2002年6月
予算規模：総額250万ユーロ（EU委員会からは134万ユーロ）
予算元：EU Information Society Technologies (IST) Programme
研究機関：

・Vreije大学（オランダ）
・AIFB研究所（ドイツ）
・カールスルーへ大学（ドイツ）
・AIdministrator（オランダ）
・BT研究所（英国）
・スイス・ライフ
・CognIT(ノルウェイ)
・Enersearch(スウェーデン)
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欧州の研究開発プロジェクトIBROW

目的：・複数のデジタル・ライブラリから、利用者の要求に基づいて、
ナレッジの検索を可能とする知的ブローカ・サービスの開発。

・プロジェクト成果の一つがOIL（Ontology Interface Layer）の開発。
位置付：第4回欧州フレームワーク下のプレ・フェーズ後、2000年2月から第5回
欧州フレームワーク・プロジェクト下でISTプロジェクトとなる

（プロジェクト番号IST-1999-10132）
期間：2000年2月～2003年1月
予算規模：総額153万ユーロ（EU委員会からは110万ユーロ）
予算元：EU IST Programme
研究機関：・スペイン科学研究協議会 ・AIFB研究所（ドイツ）

・スタンフォード大学
・インテリジェント・ソフトウェア・コンポーネンツ社
・Vreije大学（オランダ）

及び、次のインダストリー・アドバイザリー・ボードのメンバー
・ダイムラー・クライスラー
・ドイツ・テレコム ・Bolesian
・ユニリーバ ・IBM（日本人）
・英国人工知能アプリケーション・インスティチュート


