
セマンティックなセマンティックなWebWebととLODLODクラウドクラウド
によせてによせて

～ソーシャルを支える～ソーシャルを支えるSemanticSemantic技術、技術、
賢いクラウドの要件賢いクラウドの要件

2010.3.5 2010.3.5 
メタデータ株式会社メタデータ株式会社

野村直之野村直之

“00”年代の情報爆発

“00”“00”年代の前半はブロードバンドと年代の前半はブロードバンドとWebWeb化化
後半は後半はWeb2.0Web2.0とソーシャルとソーシャル
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2009年初め： Post Web2.0
ネット全体で成功した “ソーシャル” は

企業でも本当にうまくいくのか？

セマンティックなWebとEnterprise2.0

企業でも本当にうまくいくのか？

• 懸念： 圧倒的に少ない人口 (Web全体より４～5桁少ない) 

• ファシリテータ不足、活性化スキル不足 (属人的資質に依存)

• 社内外のリソースを横断で関連付けるニーズが大

キ ワ ドレス 検索など「ぞんざい でリアル• キーワードレス（ゼロターム）検索など「ぞんざい」でリアル
タイム性の高い要求

例：「去年の暮れに隣の事業部の偉いサンが出してインパクトのあった
10頁位のレポートを出しておいてね。」

フランクで、本音で、’軟式に（ユルく）’ つかるTwitterがウケる下地??

Semantic サービス群
2007-2009年初

http://japan.cnet.com/blog/nomura/
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2009年の”Semantic Wave”より
http://japan.cnet.com/blog/nomura/

2010年はソーシャルを支えるセマンティックか

学会研究会もソーシャル花盛り 本日は、情報処理学会の自然言語
処理研究会＆情報学基礎研究会の合同研に久々に出席しました。オ
フィスから徒歩圏内で助かりましたが、内容は１年前よりずっと充実し
ている印象。ソ...

同義語検索はシンプルなセマンティック検索同義語検索はシンプルなセマンティック検索
Switch on → スイッチオン ２０日午後、慶大の坪田知巳教授がオ

フィスに来られ、メタデータとセマンティック技術が拓く、「編集」の新次
元について、大変有益な議論ができました。そ...

2009初頭の10の予想・期待は当たったか？
ソーシャルの大波に洗われた2009年が終わろうとしています。私も、３
年近く前にとった Twitterのアカウントnomuranを再開。Mashup 
Award 5thの土壇場で、Twitt...

“セマンティック・カフェ” by Metadata Inc. 
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““セマンティック・カフェ”セマンティック・カフェ” by Metadata Inc. by Metadata Inc. 

2010年初の構図 ReadWriteWeb
Top 10 Semantic Services 

大規模な
オンロトジ
サービス
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SBI HG ReadWriteWeb日本語要約
http://corporate.sbihg.co.jp/category/staff-blog/2009/

• Top 10 Semantic Web Products of 2009
(1)Googleの検索オプションとリッチスニペット
⇒「Googleに新しい検索機能追加」、「Google、リッチスニペットの提供開始」Goog eに新しい検索機能追加」、 Goog e、リッチス ットの提供開始」

(2)Feedly： 雑誌風フィードリーダー
⇒Google Readerなどのフィードリーダーに追加する形で動作するプラグイン型のアプリ
ケーション。・・・各種ソーシャルサービスとの連携なども実現。

Feedly Miniではウェブサーフィン中にツールバーが出現。現在見ているページからお勧め
ページをレコメンドしてくれる機能なども搭載 (類例：StumbleUpon)。

(3)Apture： インテキスト型セマンティックエンジン
⇒「ショートカット型セマンティックサービス展望」でも紹介。記事中の重要単語がハイライト
され、クリックすることで関連する情報をWikipediaやGoogleMapやFlickr、YouTubeなどか
ら取得・表示。

(4)Zemanta： ショートカット型セマンティックエンジン
⇒WordPressやBlogger、MovableTypeなど様々なブログに組み込み可能なショートカット
型セマンティックエンジン。ブログの新規作成時、記事に関連する「リンク」、「画像」、「コメン
ト」を自動的に取得し、ワンクリックで記事中に埋め込むことが可能。英語記事限定。

(5)Open Calais 4.0： メタデータ自動抽出エンジン
⇒コンテンツを解析しメタデータを付与することで、そのメタデータに関連した情報を
Wikipediaなどのウェブ上から取得することが可能なAPIを提供。

• (6)BBC’s Semantic Music Project： BBCによるセマンティックプロジェクト
⇒MusicBrainzという音楽に関連する情報を構造化したデータベースを作るプロ
ジェクトと協力してBBCの音楽サイトで推進。サイト上で様々な関連情報が閲覧
可能になった。

(7)Glue： ショートカット型レコメンドエンジン
⇒「Adaptive BlueのGlueに新機能追加」でも紹介。閲覧中のページの内容をセ
マンティック解析し、そのページやそのページに関連のある項目・アイテムに対す
る友人の意見などを見ることができるアドイン機能を提供。友人や過去のお気にる友人の意見などを見ることができるアドイン機能を提供。友人や過去のお気に
入りを解析し、レコメンドを行ってくれる機能も。

(8)Freebase： セマンティックデータベース
⇒Wikipediaのような様々なトピックに関する情報を構造化してデータベースに格
納し各社に提供。顧客としてMicrosoft、The Wall Street Journal、Zemantaな
ど。09年11月に1000万トピックを超えた。

(9)DBpedia： セマンティックデータベース
⇒英語版を中心にWikipediaから構造化されたデータを抽出し、RDFの形で提
供。約300万トピックを収録。

(10)Data.gov： 政府機関の情報データベース
⇒連邦政府の様々な機関が扱う情報・データを入手できるサイト。営利・非営利
を問わず任意利用が可能。英国でも同様の取り組みを検討中。

• SBI HG:「セマンティックウェブが重要なのではなく、ユーザーがウェブ上
でより快適に、便利に活動するためのサポートをするための技術の一つ
がセマンティックウェブ 」
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20102010年の年のSemanticSemanticははSocialSocialの仕組みを裏での仕組みを裏で
支え、ドライブするエンジン、連携の仕組みか支え、ドライブするエンジン、連携の仕組みか

セーフティネットとして：セーフティネットとして：セ フティネットとして：セ フティネットとして：

https://twitter.com/SankeiShakaibu/status/3651489549

Semantic Servicesの実用性が進化：

LinkedInの実用ソーシャルアプリへ

Twitterの’ボット’に！Twitterの ボット に！

Everi: Web上に掲載されている、コンテンツ、ニュースなどに登場
する、人、場所、モノ などを関連付けて表示する検索エンジン。
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TripIt! TripIt! はは5W1H5W1Hを元に旅程を最適化、を元に旅程を最適化、
提案してくれるサービス提案してくれるサービス

http://japan.cnet.com/blog/nomura/2009/01/25/entry_27019732/

•• 個人の旅程管理から、出張仲間の旅程共有へ個人の旅程管理から、出張仲間の旅程共有へ
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ニーズに密着したニーズに密着したSemanticSemantic応用の動向応用の動向

【個人情報漏えい抑止】や【有害情報監視】もセマンティックの重要な領域：
http://jp techcrunch com/archives/20100129tagged erik vogeler/http://jp.techcrunch.com/archives/20100129tagged-erik-vogeler/

【行動ターゲティング】ケータイが持ち主の行動先読み、情報を表示 東芝が開発
http://www.mmnews.jp/2010/01/post_919.html

→→「次世代パーソナルサービス活用コンソーシアム」「次世代パーソナルサービス活用コンソーシアム」

140 ProofがTwitter広告の新境地: 「色のついた」キーワードやフレーズを
取り

出しているSuper Tweetは、有望なTwitter用広告モデルだ。
そこへ、140 Proof ・・・
http://jp.techcrunch.com/archives/20100120140-proof-rolls-out-ad-

network-for-twitter-clients/

LOD LOD クラウド：クラウド：

本物の本物の(smart(smartなな))クラウドか？クラウドか？
•• 「第「第2424回産業構造審議会情報経済分科会つぶやきログ」回産業構造審議会情報経済分科会つぶやきログ」 20102010--0202--1616
•• 村上委員（村上委員（グーグルグーグル）：）：クラウドクラウドでキモなのはでキモなのはハーハードウェアドウェア。日本で広がっているのは。日本で広がっているのはクラウドクラウドのおもちゃ。のおもちゃ。

前のままのデータセンターで名前を変えただけ。前のままのデータセンターで名前を変えただけ。 #sksjk#sksjk
•• http://twitter.com/HYamaguchi/status/9167168280http://twitter.com/HYamaguchi/status/9167168280 村上委員：データセンターのおき方は変わってきて村上委員：データセンターのおき方は変わってきて

いる。環境問題もあって、いる。環境問題もあって、データセンターの電力のデータセンターの電力の22割はコンピューティングに使っていい。エフェクティブ割はコンピューティングに使っていい。エフェクティブ
ネスという考え方。ネスという考え方。グーグルグーグルはは 1.21.2を切り始めている。寒冷地で電力料金の安いところに設置する方向。を切り始めている。寒冷地で電力料金の安いところに設置する方向。
htt //t itt /HY hi/ t t /9167245954htt //t itt /HY hi/ t t /9167245954 村上委員 ゲ グルのデ タセンタ を日本に設村上委員 ゲ グルのデ タセンタ を日本に設•• http://twitter.com/HYamaguchi/status/9167245954http://twitter.com/HYamaguchi/status/9167245954 村上委員：ゲーグルのデータセンターを日本に設村上委員：ゲーグルのデータセンターを日本に設
置しようとすると各種法令に置しようとすると各種法令に違反することになり、できない。もはやデータセンターはコンピュータをどのく違反することになり、できない。もはやデータセンターはコンピュータをどのく
らい壊しながら使うか、というのが最先端。日本は考え方がらい壊しながら使うか、というのが最先端。日本は考え方が33～～55年遅れてい年遅れている。る。 #sksjk#sksjk

•• http://twitter.com/HYamaguchi/status/9167309347http://twitter.com/HYamaguchi/status/9167309347

NYTNYTが過去が過去100100年分だかの記事のインデクシングに、２４時間だけ１００台の年分だかの記事のインデクシングに、２４時間だけ１００台の
サーバを利用。そのためのサーバを利用。そのためのSISIもハード購入も必要無し：もハード購入も必要無し：

Virtual TechnolgyVirtual Technolgy社より：社より： http://reflex.sourceforge.jp/scalablepdf.htmlhttp://reflex.sourceforge.jp/scalablepdf.html
米ニューヨークタイムス（米ニューヨークタイムス（New York TimesNew York Times）は）は20072007年末、過去年末、過去100100年分の新聞記事を年分の新聞記事をPDFPDF化す化す

るためにるためにAmazon EC2Amazon EC2を使用しました。を使用しました。 合計で数合計で数TBTBに及ぶに及ぶ4040万万50005000個の個のTIFFTIFF画像を画像を
PDFPDF変換するのに変換するのにAmazon EC2Amazon EC2の仮想マシンの仮想マシン100100台を台を2424時間使用したといいます。時間使用したといいます。 そのその
際際 支払 た料金支払 た料金 使 料が使 料が ド デ タ転送量がド デ タ転送量が ド 程ド 程際に際にAmazonAmazonに支払った料金は、に支払った料金は、EC2EC2の使用料がの使用料が240240ドルで、データ転送量がドルで、データ転送量が10001000ドル程ドル程
度でした。（参考）度でした。（参考） 大規模インフラ個人運用：大規模インフラ個人運用：AWS+HadoopAWS+Hadoopの成功例の成功例

老廃部品を自己廃棄したりして、自律的に健全老廃部品を自己廃棄したりして、自律的に健全
に成長し、良いサービスを提供し続けられるに成長し、良いサービスを提供し続けられる
のが本物のクラウドのが本物のクラウド
→→情報も知識も新陳代謝と成長が必要情報も知識も新陳代謝と成長が必要
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Azure と OGDI - Windows Live

• Azure をベースにした Open Government 
D t I iti ti であり ひとつの具体的なクData Initiative であり、ひとつの具体的なク
ラウド運用モデルを提示しているよう ...

• OGDI uses the Azure Services 
PlatformExternal Link to make it easier to 
publish and use a wide variety of publicpublish and use a wide variety of public 
data ...
→ ビジネスモデル、利用者課金モデルは？

結論に代えて結論に代えて
•• ピンポイント検索、ピンポイント検索、5W1H5W1Hでタイムリーに情報届けるでタイムリーに情報届ける

((キャッチセールスの如くキャッチセールスの如く))潜在ニーズは高い潜在ニーズは高い
•• 行動ターゲティング用行動ターゲティング用(Docomo,Toshiba)(Docomo,Toshiba)のメタデーのメタデー
タは、システム由来に加えてコンテンツタは、システム由来に加えてコンテンツ((テキストテキスト))解解、、 (( ))解解
析由来が必要。析由来が必要。

•• 高精度なアドネットワーク、ビジネスマッチングへ。高精度なアドネットワーク、ビジネスマッチングへ。

•• 個人情報漏えいや有害監視もセマンティックの重要個人情報漏えいや有害監視もセマンティックの重要
な領域；な領域；

•• LOD LOD クラウドも本物のクラウドも本物の(smart(smartなな))クラウドのようにクラウドのように

自己成長し、老廃部品を自己廃棄たりして、ナレッジ自己成長し、老廃部品を自己廃棄たりして、ナレッジ
マネジメント領域で、常時役立っていって欲しいマネジメント領域で、常時役立っていって欲しい
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03-3813-5447
news@metdata.co.jp
メタデータ株式会社

http://www.metadata.co.jp
http://www.mextractr.net

http://www.emetadata.net
http://www.api-match.com
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