


はじめに 
 
 INTAPのセマンティックWeb委員会は日本におけるセマンティックWebの活動の草分

的な存在である。まだ、セマンティック Web が業界では余り認知されていなく、一部の研

究者の間でのみ取り上げられていたときから、いち早くその重要性に気が付き委員会を立

ち上げ活動をしてきた。 
 
 現在、セマンティック Web は一般においてもその名前だけはかなり知られるようになっ

てきた。それにともない、セマンティック Web 委員会の活動も第 2 の段階に入ったのか

も知れない。最初の段階では、セマンティック Web とは委員会において何かを理解するこ

とが中心で、互いに勉強しあり、それを外に広めることが主な活動であったが、最近では、

セマンティック Web を実際に使って何ができるかの議論や活動が主になって来つつある。

本年度開催した「セマンティック Web カンファレンス 2003」においても、セマンティッ

ク Web 適用システムのシナリオを示したり、セマンティック Web を使ったデモンストレ

ーションなどが行われた。もはや勉強段階は終わり、プロトタイプを作って実験してみる

段階に入ったと言える。 
 
 世界におけるセマンティック Web の状況であるが、標準化においても基盤部分の RDF
に加えてその上のオントロジ部分の標準化の第 1 陣が終了している。これからはその上の

問い合わせなどの仕様の標準化が進められると期待される。また、いろいろな研究部グル

ープがセマンティック Web アドバンスディベロップメントとして、セマンティック Web
を使った色々なシステムの提案を行っている。企業などにおいてセマンティック Web を利

用した幾つかの試みも始まっている。 
 
 Web の標準化の世界では、標準化団体の World Wide Web Consortium が仕様の提唱を

はじめてから普及までに約 6 年かかるという不思議な法則がつぶやかれている。HTML は、

提唱されたのが 1990 年ころで、それが爆発的に普及しはじめたのが 1996 年ごろからであ

る。XML は提唱されたのが 1998 年であるから、この法則によると普及するのは 2004 年

になり、今年が XML が世の中に普及する年ということになる。では、セマンティック Web
はというと、RDF の提唱が 1999 年であり、その普及は 2005 年と予測される。オントロ

ジは 2003 年であるからその普及は 2009 年と先になってしまう。その上のレイヤとなると

まだアイデアだけで提唱もされていないので普及はいつか分からないくらい先となってし

まう。 
 
 セマンティック Web の普及が雪だるまにたとえられて言われる場合がある。雪だるまは

最初は手で押して丸く作っていかないとできないが、ある程度大きくなると坂のところか

ら自分で転がり勝手に大きくなる。セマンティック Web はまだ雪だるまを手で押して作っ

ている課程にある。メタデータが Web 上に広まり、それを使ったアプリケーションが出

来上がれば、両者が互いを広げ合い、雪だるまのように一挙に広まると期待される。その



ためにも、少しでも良いからメタデータを Web 上に広め、メタデータを使ったアプリケー

ションを色々試していくのが良いと思う。 
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第 1 章 セマンティック Web 技術の適用システムシナリオ 
 

1.1 プログラム開発の目的 
 セマンティック Web に関しては、これまで欧米の研究機関・組織により基本技術につい

ての研究・開発がされており、特に標準化の面では W3C（World Wide Web Consortium）

が中心となり進められている。セマンティックWebの仕様の標準化はセマンティックWeb
の階層構造に沿って進められているが、RDF、RDF Schema 階層の部分については、概ね

標準が開発がされており、RDF については 2004 年 2 月に勧告として公開された。 
また、オントロジ階層の標準仕様である OWL（Web Ontology Language）も 2004 年 2
月に勧告されている。 
 このように基本的な技術に関しては開発・標準化が進められており、メタデータ付与や

オントロジ記述のための標準やツール等の要素技術が揃いつつあるものの、それらを組み

合わせて実際に動かし、実用に供している事例はいまだ少ない。 
 このような現状において、実際にセマンティック Web 技術の適用のシナリオを研究し、

そのデモシステムを開発することは、本技術の実用化に向けた研究開発を加速する上で重

要であるばかりか、今後の普及にも大きな役割を果たすと考えられる。 
 本報告書は、セマンティック Web の実際の利用シーンを想定し、 

(1) メタデータ付与によるセマンティック Web の情報ポータル 
(2) セマンティク Web 技術による会議関連情報の知的管理 
(3) モバイル環境でのポータルサイトの自動合成 
(4) メタデータ付与によるセマンティック Web 検索のイメージ 

の 4 件のセマンティック Web 適用システムのデモプログラムを開発することにより、我

が国におけるセマンティック Web の実用化に向けた研究開発の促進に資するものである。 
 
1.2 メタデータ付与によるセマンティック Web の情報ポータル 
 本節では RDF Site Summary(RSS)を利用した情報ポータルの設計と実装について述べ

る。RSS とは Web サイトの構造を RDF で記述するための語彙である。RSS を利用する

ことで、Web サイトが内包しているコンテンツを列挙できる。また Dublin Core と併用す

ることで、著者情報や更新日時といった情報も記述できる。 
 今回はRSSを利用することでWeb上の情報収集を容易にする情報ポータルを開発した。

開発したポータルの利用者は全文検索だけではなく、テーマや著者といった情報を利用し

た情報検索を行うことができる。 
 まずポータルのサービスモデルと、その利用シナリオについて述べる。次に開発した機

能について述べる。最後に開発環境とポータルの操作について説明する。 
 
1.2.1 適用システムのサービスモデルとシナリオ 
 現在エンドユーザは RSS を Web ブラウジングの補助として利用している。その手法は

クライアントサイドとサーバサイドの 2 種類に分類できる。 
 クライアントサイドでの利用手法では、RSS を解釈・表示をエンドユーザのコンピュー
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タで行う。それに利用されるソフトウェアは RSS リーダーと呼ばれ、現在さまざまなもの

が提案されている。エンドユーザが RSS リーダーによって表示された Web ページ一覧の

中から任意のサイトを選択すると、その URL がウェブブラウザに通知されて Web ページ

が表示される。 
 これに対してサーバサイドでの利用手法では、RSS の解釈および表示はサーバサイドで

行われ、エンドユーザには通常の Web ページと同様に見える。そのためエンドユーザは特

別なソフトウェアを用意する必要が無い。 
 上記二つの手法をまとめると、下記の図のようになる。いずれの手法もニュースサイト

やblog、その他WebサイトからRSSを集めてきて表示する点では同じである。またDublin 
Core を用いて記述された更新日時や、著者情報なども RSS とともに配信されることが多

い。そのためいずれの手法でもそれらを利用して、著者一覧や更新日付による記事のソー

トといったメタ情報に基づくさまざまなビューを提供している。 
 今回は RSS のサーバサイドでの利用手法を利用してセマンティック Web 情報ポータル

サイトを作成した。RSS を利用することで従来手動にて行っていた他のサイトの更新情報

取得が自動化でき容易にポータルサイトを管理できるようになった。また主題や著者によ

る検索が可能になったため、サイトの利用者は全文検索以上の高度な検索が利用できるよ

うになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ ○ ニ ュ ー ス
Webサイト 

× × IT 最 新 情 報 紹 介
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データ
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収集したRSS 
データを合成して 
Webページを構成 

ポータル 
画面表示 

記事や文書のメタ情報 メタ情報から更新された情
報や日時も取得 

RSSデータを持つWebサイト

一覧を表示。選択されたサイト

の記事を表示したりする。 
画面例はFeedreader 
（ http://www.feedreader.com/
より） 

さまざまなビューか
らRSSデータの参
照が可能 

図 1.1 RSS の利用手法 
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1.2.2 デモ用プログラムの機能 
 作成したサイトでは次の機能が利用できる。 

・ 最新記事の一覧表示 
・ サイトごとの記事一覧の表示 
・ 主題、カテゴリ、著者による記事検索 
・ タイトルと説明文に対する全文検索 

 これらの機能は RSS 取得エージェントと、検索 CGI、RSS 追加処理を行う CGI の三者

によって実現されている。いずれも RSS の解釈には XSLT を利用している。 
 今回作成したサイトでは RSS の取得と解釈・HTML 形式への変換は、エンドユーザが

アクセスしたときに CGI が on the fly で行うのではなく、別途動いている RSS 取得エー

ジェントが行っている。これは、それらの処理にかかる時間が取得する RSS ファイル数の

増大に伴って増大し HTTP のリクエストがタイムアウトしてしまうことを防ぐためであ

る。 
 on the fly で行わない場合、実際よりも古い RSS で処理を行ってしまう可能性がある。

この問題は RSS 取得エージェントの動作間隔を調整することで回避できる。 
 
1.2.3 デモ用プログラムの開発及び動作環境 
 次に今回利用した開発環境を挙げる。下記の条件を満たす場所であれば作成したプログ

ラムは動作可能である。 
・ Perl5.8 が動作すること 
・ 下記の Perl モジュールが動作すること 

‐ CGI.pm 
‐ CGI::Session.pm 
‐ LWP::Smple.pm 
‐ XML::LibXML.pm 
‐ XML::LibXSLT.pm 
‐ Jcode.pm 

・ libxml2 が動作すること 
・ cron など、定期的にプログラムを実行できる環境があること 

 
1.2.4 操作説明 
 トップページを図 1.2 に示す。ここに表示されているのは各サイトの最新記事である。 
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 トップページ中の”view all items”と書かれたリンクをクリックすると、各サイトの記

事一覧を得られる。記事一覧の表示例を図 1.3 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 表示されている記事のうち、Dublin Core を使ったメタデータ、もしくは rss:category
が付与されているものはそれをキーに検索するためのボタンが表示される。表示されるボ

タンは下記の 3 つである。 
・ 同じテーマの記事を探す 
・ 同じカテゴリの記事を探す 
・ 同じ著者の記事を探す 

RSSデータを持つ各Webサイトの

一覧と、各サイトの最新の記事や

文書のタイトルと要約の表示 

Webサイト 
のURLと 

リンク 

クリックすると 
Webサイトの全て

のitemを表示 
 

itemのtitleを表示 
実際の記事のURLと

リンク 

図 1.2 トップページ（画面イメージ 1） 

図 1.3 トップページ（画面イメージ 2） 
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rss:descriptionと
rss:titleを対象に

した検索を利用
するための

入力フォーム

検索結果
itemの表示

dc:subjectのプロパティ値が

同じ記事を検索するボタン
（この他にrss:categoryを利用した同じ

カテゴリの記事を探すボタンの表示が可能） プロパティdc:creatorの
プロパティ値が同じ記事

を検索するボタン
「同じ著者の記事を探す」

クリック

 それぞれのボタンを押すと、検索が実行される。 
 またサイドバーに表示されている検索フォームを利用すると生地のタイトルと説明文を

対象とした全文検索が行える。検索結果は検索ボタンを押した場合と同様である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 委員会向け情報共有への応用 
 当委員会をはじめ、一般に委員会は様々な団体のメンバーが情報交換を行うことで成り

立っており、資料の形式や用語や概念(オントロジ)の相違などもあり、まさにセマンティ

ック Web を活用できるシーンが多いと考えられる。本節では、当委員会でプロトタイプを

行なった、委員会向け情報共有システムについてその概要を述べる。本共有システムは、

特にメーリングリストで継続的に流れるフロー情報を、Weblog を用いて管理し、同時に

RSS(RDF Site Summary)によるメタデータにより情報の検索や加工、再利用を可能にし

ようということが目的である。 
 
1.3.1 適用システムのサービスモデルとシナリオ 
 本システムでは、メーリングリストの情報を、WebLog（今回はツールとして

MovableType を利用）に自動登録を行い、MovableType が生成する RSS を利用して、フ

ロー情報の整理や再利用を行なうものである．従来では、RSS や RDF、TopicMap のよう

なメタデータは、人手で別途オーサリングツールなどを使って作成することが多く、セマ

ンティック Web 応用においてはそのメタデータ生成コストが大きな課題となっている。そ

こで、本システムでは委員会活動で日常使われるメーリングリストの情報を、自動的に

MovableType に登録し、MovableType が生成する RSS を経由して、RSS リーダーで閲覧

したり TopicMap に変換したりすることで様々な活用を行なうことを目指している。 

図 1.4 検索画面 
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 本システムは Weblog の新しい活用方法にもなっている。現在、Weblog は、主として個

人の日記や、コミュニティにおける情報のやりとりを行なうメディアとして世界的にブー

ムとなっている。ここでは、Weblog を一次メディアとしてではなく、ML のコンテンツ情

報をアーカイブ化し、RSS によりメタデータを付与する、いわばフロー情報のロンダリン

グツールとして利用している。これによって、ML 情報の閲覧性が高まるだけでなく、情

報の再利用も行なうことができる。 
 本システムの概要を以下の図に示す。 
 

(c)2003 INTAP. All rights reserved.

Cc:intap-mt@intap.or.jp
Subject: [Conference] 11/17
カンファレンスの詳細です．
．．．

メールサーバ

11/17
Re: カンファレンスについて
Category: Conference
カンファレンスの詳細
．．．

11/16
カンファレンスについて
Category: Conference
．．．

Blog(MovableType)

<rdf:RDF>
<item>
<title>...</title>
</item>
</rdf:RDF>

RSS

XSLTでRSSを
TopicMapに変換

TopicMap

メーリングリスト
からblog(MT)に
変換

BlogによるRSSの生成

Web Browserで閲覧、コメント
RSS Readerで統合閲覧

INTAP Server

TopicMapを

視覚化

委員会HP-RSS
MLでの議論

トピック
(dc:subject)

委員会情報共有プロトシステムの構成図

 

 
 
 
1.3.2 プロトタイプデモの機能 
 本システムの流れは以下である。 

1. 委員会メーリングリストで議論や外部情報の共有を行う。このとき、Subject の最

初に”[トピック]”という形式で主題を表す適当なラベルを付与しておく。この主

題は、RSS で dc:Subject として扱われ、TopicMap ツールとも連携される。 
2. メーリングリストの内容が自動的に MovableType に登録される。 
3. MovableType を経由して、メタデータが RSS1.0 の形式で生成される。ここで、1

で付与されたトピックのラベルは、ダブリンコアにおける dc:Subject として扱われ

る。 
4. この RSS を SharpReader のような RSS リーダーで、他のニュースや INTAP 委員

会ホームページの公開 RSS などの情報と統合して閲覧することができる。（図 1.6） 
5. RSS の情報をオントロジーにより整理して閲覧することもできる。本プロトタイプ

図 1.5 委員会情報共有システムの構成 
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では、実装の都合上、オントロジレイヤーとして、Semantic Web の OWL ではな

く、TopicMap を用いている。RSS を TopicMap（XML TopicMap）に自動変換す

ることで、TopicMap ツールでトピック間の関係をビジュアルに閲覧することがで

きる。（図 1.7） 
 

(c)2003 INTAP. All rights reserved.

委員会内部情報
(MT RSSより)

INTAP Semantic Web
ポータル (外部情報)

ニュースサイト

 
 

図 1.6 SharpReader による RSS 情報の統合閲覧 
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今回作成したデモプログラムは次のようなモジュールから構成される。 

① ml2mt: メーリングリストの情報を MovableType に登録する。 
② rss2xtm: RSS を XTM に変換する。 

以下、各モジュールの機能について述べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 プロトタイプデモのモジュール構成 
① ml2mt 
 MovableType の主要な要素には、エントリー、オーサー、カテゴリ、プレースメントが

ある。エントリーは MovableType の 1 件の記事のことである。オーサーは MovableType
のユーザであり、名前とメールアドレスによって一意に決定される。カテゴリは

MovableType のエントリーの分類であり、オーサーが任意につけることが出来る。プレー

スメントは、エントリーとカテゴリの結び付けを、ID を用いて行う。通常、これらの機能

は、MovableTypeが提供するWebのインターフェースを用いて登録しなければならない。

デモ用プログラムでは、メールからこれらの属性を登録出来る。ml2mt は次の手順でメー

ルの情報を MovableType に登録する。 
1. 送信されたメールの内容を解析し、サブジェクト、送信者のメールアドレスと名前、

図 1.7 TopicMap ツールでのビジュアライズ 
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本文を抽出する．サブジェクトに[]で囲まれた文字列がある場合は、それをカテゴ

リとみなす。 
2. オーサー、カテゴリが存在しない場合は、新規作成する。 
3. サブジェクトをエントリーのタイトル、送信者をオーサー、本文をエントリーとし

て、カテゴリとエントリーをプレースメントを利用して関連付け、MovableType
に登録する。 

 
② rss2xtm 
 MovableType は、エントリーの内容をもとに RSS を生成する。デモプログラムの

rss2xtm モジュールはその RSS をもとに、TopicMap を生成する。rss2xtm はトピックと

アソシエーションを出力する。トピックの項目は次の 4 つである。 
・ カテゴリ 
・ タイトル 
・ 日付 
・ 投稿者 

このトピックをもとに、次のようなアソシエーションを出力する。 
・ カテゴリ－タイトル 
・ カテゴリ－日付 
・ カテゴリ－投稿者 
・ タイトル－日付 
・ タイトル－投稿者 
・ 日付－投稿者 

 
1.3.4 プロトタイプシステムの開発環境及び動作環境 
 ml2mt は、qmail2mt-dev.pl という約 130 行の Perl スクリプトである。qmail2mt-dev.pl
は MTA の alias もしくはユーザの転送先として指定する。rss2xtm のトピックを生成する

のは約 100 行の XSLT で、アソシエーションを生成するのは約 170 行の XSLT である。 
 本プログラムの開発は、次に示す環境で行った。 
MovableType 動作環境 

・ Perl-5.8.0 
・ MovableType-2.64 + 日本語化パッチ 
・ apache-2.0.47 

MTA 
・ qmail-1.03 

XSLT プロセッサ 
・ Xalan-1.4.0 
・ Xerces-2.1.0 
・ j2sdk-1.4.1 
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1.3.5 プロトタイプシステム操作説明 
 プロトタイプシステムは、次のような手順で動作させることが出来る。 

① MovableType のインストール 
② ml2mt の設置 
③ MovableType のエントリーを登録するためのメールアドレスの設定 
④ MovableType のログの作成 
⑤ 設定したメールアドレスへのメールの送信 
⑥ rss2xtm を使用しての TopicMap の生成 

 
① MovableType のインストール 
 http://www.movabletype.org/ より、MovableTypeをダウンロードしインストールする。

その際に http://rebecca.ac/milano/mt/archives/000168.html より MovableType の日本

語化パッチを合わせてダウンロードし適用すると、MovableType のメニューが日本語にな

る、MovableType のエントリーに日本語が含まれていても HTML が文字化けしなくなる

などのメリットがある。インストール方法については、ドキュメントを参考にしていただ

きたい。 
 
② ml2mt の設置 
 ①でインストールした MovableType のディレクトリに qmail2mt-dev.pl をおく。ファ

イルのパーミッションを 755 にして、実行可能にしておく。また 1 行目の perl へのパス

を必要に応じて変更する。 
 
③ MovableType のエントリーを登録するためのメールアドレスの設定 
 MTA の alias や専用のユーザを作成し、ml2mt 用のメールアドレスを設定する。動作

検証では qmail を使用した。qmail は、ホームディレクトリに.qmail-xxx(xxx は文字列)
というファイルを作成し、転送先のメールアドレスや実行したいプログラムを書くことで、

ユーザ権限でのメールアドレスの作成が可能である。動作検証では、ホームディレクトリ

に .qmail-intap-dev というファイルを作成し、以下の一行を記述した 
|preline /home/jn/public_html/INTAP/MT/qmail2mt-dev.pl 
このようにすると、例えば intap-dev@intap.or.jp に配送されたメールが MovableType に

登録される。 
 
④ MovableType のログの作成 
 ログとは MovableType における 1 つの blog のことである。詳細は、MovableType のド

キュメントを参考にしていただきたい。 
 
⑤ 設定したメールアドレスへのメールの送信 
 メーリングリストでの議論を③で設定したメールアドレスに送信する。メーリングリス

トの配送先に③で設定したアドレスを登録しておくとよい。 
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⑥ rss2xtm を使用しての TopicMap の生成 
 rss2xtm は RSS を TopicMap のトピックに変換する XSLT とアソシエーションに変換

する XSLT からなる。前者は topic.xsl というファイル名で、後者は assoc.xsl というファ

イル名である。XSLT プロセッサには java の xalan を利用した。xalan は次のようなコマ

ンドで実行する。 
java org.apache.xalan.xslt.Process -in index.rdf -xsl <XSLT file> -out <output file> 
XSLT ファイルには、topic.xsl か assoc.xsl を指定し、output file は任意の出力したいフ

ァイル名を指定する。 
 また、上記のコマンドを実行して TopicMap を生成する CGI を作成した。 
http://www.intap.or.jp/INTAP/MT/intap-dev/rss2xtm-topic.cgi 
http://www.intap.or.jp/INTAP/MT/intap-dev/rss2xtm-assoc.cgi 
前者がトピックの XTM を出力する CGI で、後者がアソシエーションを出力する CGI で

ある。両者とも 5 行ほどの Perl のスクリプトである。これらのファイルを MovableType
のログのディレクトリに設置し、ファイルに実行権のパーミッションを与える。HTTP を

用いて設置した CGI にアクセスすると TopicMap を取得することが出来る。 
 
1.4 セマンティック Web ポータルとユビキタス環境への適応 
1.4.1 適用システムのサービスモデルとシナリオ 
(1) セマンティック Web のアプリケーションとしてのポータルサイト 
 今後、IT インフラのユビキタス化によって屋外や移動中での情報端末利用がさらに頻繁

かつ高度化すると予想される。本適用システムは、そのような様々な状況下で、セマンテ

ィック Web のアプリケーションとしてのポータルサイトがどのように進化していくかの

一例を示すことを目的としたものである。 
 WWW の発展において、ポータルサイトは欠かすことのできない重要な役割を担ってき

た。一般ユーザにとっては広大な Web 空間の中から欲しい情報を見つけ出すための玄関口

でありガイド役でもある一方、情報提供者側にとっては非常に効率的な広告・宣伝の場と

なっている。そのようなポータルサイトが、セマンティック Web によってどのように変わ

ってゆくのかを考察するにあたり、現在セマンティック Web と共に IT 業界の大きなキー

ワードとなっているユビキタス・コンピューティングが深い関わりを持つと予想した。 
 
(2) サービスモデルと適用シナリオ 
 セマンティック Web 上のコンテンツには、様々な情報を持つメタデータが付属している。

ポータルサイトは、これらのメタデータを活用することで各ユーザに対してより適切な情

報だけを提供でき、またユーザとその端末が置かれた状況に応じてコンテンツの表現を変

えることも可能になる。図 1.8 は、このような適応型ポータルサイトのイメージを示した

ものである。 
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 ユーザが情報端末を持って屋外にいる場合、ある種の店舗などの施設を探すために Web
を参照したり、その施設が利用可能な日時を確認するために Web を参照するといったケー

スが考えられる。従来の多くのポータルサイトのように、一般的な分類に基づくディレク

トリやキーワード検索で各 Web サイトを見つけても、特定の施設へ行くための地図や利用

可能時間などの情報は得られるだろうが、それには多くの操作が必要になる。ユーザの目

的が「近隣の特定種類の施設を探す」であったり、「その利用時間帯を確認する」といった

ことであるならば、最初から地図やカレンダーを用いて情報を探索する方が効率的である。 
 図 1.8 では、ポータルサーバがセマンティック Web 上の各コンテンツが持つメタデータ

を参照し、端末側のアプリケーション（汎用の Web ブラウザ、地図型ブラウザ、カレンダ

ー型ブラウザ）に合わせてコンテンツ（への参照リンク）を配置するイメージを示してい

る。コンテンツが店舗やイベント会場の案内用 Web サイトであれば、メタデータにはその

住所や営業時間帯、定休日などが記載されていると期待できる。これらの情報の解釈に必

要なオントロジや汎用的な変換ルールを用意することで、ポータルサーバが住所から端末

側の地図上の座標を割り出したり、カレンダー上の領域を割り出すことは可能だろう。こ

のように Web コンテンツのメタデータやオントロジを利用するポータルサイトを、以下で

は「セマンティック Web ポータル」と称する。 
 
(3) セマンティック Web ポータル実現への課題とアプローチ 
 セマンティック Web ポータルを実現するには、現在の Web の状況から幾つかのステッ

プを踏む必要がある。現状では大半の Web コンテンツにはメタデータが付いておらず、

RSSのようなメタデータが付いている WebコンテンツはニュースやBlog など特定の種類

に限られている。前述した店舗などの施設、もしくは一般企業や官公庁、公共施設などの

Web サイトにもメタデータが付くようになるには、メタデータの記述そのものが従来の

Web コンテンツ作成と同程度以上に容易でなければならないだろう。 
 従来のHTMLベースのWebコンテンツ制作に慣れているWebデザイナー達にとって、

W3C 標準の RDF 記述用 XML シンタクス（以下 RDF/XML）はまだ敷居が高く、その編

ポータル
サーバ

メタ
データ

コンテンツ

メタ
データ

コンテンツ

メタ
データ

コンテンツ

メタデータ
収集

ニーズに応じて
オンデマンドで合成

分類・解釈知識
（タクソノミ，
オントロジ）

SatFriThuWedTueMonSun

P

P

I I

I II I
I I I I I I

I I

カレンダー

地図

ディレクトリ形式 Wahoo!Wahoo!
和風ぐるめポータル

....   .....  ........   .....  ........   .....  ........   .....  ........   .....  ........   .....  ........   .....  .......    ....   ....

....   .....  ......     ....   ... ...    ...   ..... 

インターネット

図 1.8 セマンティック Web 上の利用環境適応型ポータルサイトのイメージ 
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集ツールやビューアも普及していない。そこで、まずは従来の HTML ベースのコンテン

ツに僅かな手間でメタデータを付与でき、さらに従来の一般的な Web ブラウザでメタデー

タ付きのコンテンツが正しく閲覧できるような方法を提供すべきと考えた。図 1.9 はこの

ような要求を満たすメタデータ記述方法の一例である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 1.9 のような記述方法では、メタデータの値自体はコンテンツとして記載されている

ものをそのまま用い、その値に対して XHTML タグの属性 erdf:prop=”…” でメタデー

タのプロパティを関連付けている。RDF ではメタデータを「リソース」「プロパティ」「値」

の３つ組で表現するが、このうち、プロパティと値を上記のようにして記述できる。リソ

ースはその Web コンテンツ自身の URI となり、それ以外のリソースをこの方法で記述す

ることはできない。 
 このようなメタデータ記述方法は、表現上の制約があるものの RDF/XML や N3 などに

完全に変換可能であり、コンテンツ作成者にとっての記述容易性やコンテンツとメタデー

タとの値の同一性保証など重要な利点を持つ。また、既存の Internet Explorer や Netscape 
Navigator など一般的な Web ブラウザでコンテンツ部分のみを問題なく表示できるので、

従来 Web 環境との親和性も高い。 
 
1.4.2 デモ用プログラムの機能 
 今回開発したプログラムでは、まず、図 1.9 に示した形式のメタデータを Web コンテン

ツから抽出し、RDF/XML や N3 形式へ変換する機能と、抽出したメタデータを RDF と

して保存してセマンティック Web の他のアプリケーションでも利用可能にする機能を備

える。これらはセマンティック Web ポータルのバックエンド機能として位置付けられ、抽

出したメタデータは地図やカレンダーなどの各種端末アプリケーションに対して必要なも

のを選択し利用する。 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"   xmlns:erdf="http://www.intap.or.jp/sw/erdf#"
xmlns:v="http://www.intap.or.jp/sw/restaurant#" lang="ja"   xml:lang="ja">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-2022-jp" />
<title>南仏料理 プロヴァンス</title>
<meta schema="RDF" name="v:type" content="フレンチ" />

</head>
<body>
<h1 erdf:prop="v:title">南仏料理 プロヴァンス</h1>
<table>
<tr>
<td><img erdf:prop="v:shop-image" src="provence.jpg" alt="店舗写真" /></td>

</tr>
</table>
<table border="1">
<tr>
<td>住所</td>
<td><span erdf:prop="v:address">東京都港区XXX-X-XX</span></td>

</tr>
<tr>
<td>定休日</td>
<td><span erdf:prop="v:holiday">日曜・祝日</span></td>

</tr>

本文中にないメタデータは

meta 要素で記述

本文中にあるメタデータは

タグに erdf:prop="・・・" 属性を追加するだけ

住所から地図上の位置を（技術的には）割出し可能

略語から正確な語（日曜，祝日）を推定し、実際の日付と関連付け

画像などにもメタデータで意味付けが可能

・
・
・

※ 辞書やオントロジが必要

※ 対応表やルールが必要

図 1.9 メタデータ記述方法の一例 
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1.4.3 デモ用プログラムの開発及び動作環境 
 今回開発したプログラムは、次の 2 つから構成されている。 

① Web コンテンツからメタデータを抽出するプログラム 
② 抽出されたメタデータからポータル用の Web ページを作成するプログラム 

開発言語としては、①はＣ言語を用い、②は PHP（Personal Home Page）を用いている。

動作環境としては PHP が Web サーバの一部として動作し、①のプログラムが動作するこ

とであるが、典型的には PC UNIX で Apache Web サーバ、mod_php の環境を想定して

いる。また、メタデータを保存するために Postgreql データベースサーバを利用する。 
 
1.4.4 操作説明 
 Web コンテンツからメタデータを抽出するには、図 1.10 の Web インタフェースにより、

Web コンテンツの URL を入力するか、ソースファイルを入力する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 抽出されたメタデータは N-Triples 形式あるいは RDF/XML 形式で表示することが可能

である。たとえば、あるレストランの Web ページからメタデータを抽出し RDF/XML 形

式で表示した例を図 1.11 に示す。 

図 1.10 Web コンテンツからのメタデータの抽出 



- 15 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 抽出されたメタデータをデータベースに３つ組みをして格納し、それを利用することに

よって各種のポータルページを作成することができる。たとえば、いくつかのレストラン

のメタデータをこのプログラムで抽出しデータベースに格納すると、図 1.12 のようなレス

トラン地図を動的に作成することができる。図の赤い点をクリックするとレストランのペ

ージが表示されるようになっている。赤い点の位置は、レストランのページに埋め込まれ

ていたメタデータから計算している。さらに、他のメタデータを用いることによって、レ

ストランの種類に応じて表示を変えたり、営業時間や営業日に応じて表示する内容を変え

たりすることも容易に行うことができる。 
 

図 1.11 メタデータの抽出例 
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1.5 メタデータ付与によるセマンティック Web 技術検索イメージ 
1.5.1 適用システムのサービスモデルとシナリオ 
 
(1) 背景 
 近年、IT インフラの爆発的な普及により、分野・業種を問わず膨大な量の電子化文書が

存在するようになった。また、その文書形式には Word や Excel をはじめ、ppt、pdf、プ

レーンテキスト、HTML など多様なものが存在する。しかもこれらの文書は日常業務を通

じて至るところで生成・更新・改編されているのが普通である。こうした状況では、膨大

な文書からユーザが欲しい情報を探し出すことは非常に困難である。この困難さを招いて

いる大きな原因の一つには、目的の情報に簡単に到達するための機能、すなわち目次や索

引に相当する参照手段が Web の仕様として欠けていることが挙げられる。 
 現在、すでに文書検索手段として、一般に広く利用されている”Google”や”AlltheWeb”
といったキーワード検索エンジンがあるが、これらは索引に相当する参照手段を提供して

いる。また、”Open Directory Project”や”Yahoo”といった人手で作成された分類階層

は、目次に相当する参照手段を提供している。 
 しかしながら、こうした現状の文書検索手段では、検索結果の質や量といった面で次の

ような問題がある。まず前者の検索エンジンでは自動の索引付けにより現在 30 億ページ

以上にもおよぶ膨大な文書からの検索を実現している反面、検索語のみではユーザの意図

を反映させるには不十分な場合があるため、検索結果の質の面で問題が生じる。一方、後

図 1.12 メタデータから生成されたポータル画面例 
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者の人手による分類階層では、人が内容を判断して分類を行なうためにその分類結果は正

しいことが期待できるが、人手作業の限界から、文書の頻繁な更新に追従できなかったり、

検索対象として扱えるページ数といった量の面で問題がある。 
 セマンティック Web 技術は、このような状況の中で現在の Web 仕様を大幅に変更する

ことなく、各文書へのメタデータ付与を段階的に行なうことにより、最終的に索引や目次

に相当する以上のものを提供できる可能性がある。その結果、ユーザは現状よりもはるか

に使い勝手の良い情報検索や閲覧機能を利用できる。 
 本節では、こうした可能性の一端を示す目的で、従来の検索システムによる検索結果と

比較しながら、セマンティック Web 技術を検索システムに適用した場合に期待できる検索

結果の具体例を紹介する。 
 
(2) サービスモデルと（適用シーン）シナリオ 
 セマンティック Web 技術のメリットを明示するために、比較として、経済産業省(METI)
で提供されている検索サイトを代表例として取り上げる。このサイトでは現在、報告書や

議事録、首相発言等といった行政文書が公開されている。ユーザは目的の文書にアクセス

する場合、キーワードによる検索を行なう。 
 以後、このサイトにセマンティック Web 技術による検索システムを適用した場合に、期

待できるユーザメリットを、以下(a)～(c)の 3 つの具体例を用いて示してゆく。(以下、セ

マンティック Web 技術を用いた検索システムを「セマンティック Web 検索=SW 検索」と

呼称する。) 
 
(a) メタデータの「基本的な」利用による検索イメージ 
（メタデータを利用した絞込みと展開） 
 まず、検索システムにメタデータの絞込み・展開といった基本的な機能を取り入れるこ

とで、目的とする文書へのアクセスが容易になる例を示す。その前提として、サイト内に

格納されている報告書や議事録、施設情報、職員のプロファイルなどの文書には、それぞ

れメタデータとして「文書タイトル」「文書作成者」「作成年月日」等の情報が事前に付与

されているものとする。 
 この例では、こうした前提のもとで”山田”氏の詳細情報を取得することを目的とする。 
 まず比較のために、通常の検索サイトに入力として"山田"という語を入力した結果を示

す(図 1.13)。この結果には、検索語を含む全ての文書がリスト形式で提示されており、こ

のリストから求める"山田"氏を見つけるには、候補文書の一つ一つをユーザが目視により

確認し、その内容を検証する必要がある。 
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 このように従来型のキーワード検索では、一ステップにより目的の文書リストが得られ

る反面、その結果が正しいかどうかの判断はユーザが行なわなければならない。一方、SW
検索ではユーザが目的の文書に到達するには、2 段階以上のステップを経る必要があるが、

その代わりユーザの意図をシステムに的確に反映させることができるため、その結果、目

的の文書に容易に到達できることを目指す。 
 
図 1.14 は SW 検索に”山田”と入力した場合の出力である。これは、 

1) 検索語"山田"がどのようなメタデータ中に記載されているかを列挙する。 
2) メタデータ中の名前（要素名を）をユーザに分かりやすい名前にシステム内部で変

換しておく。（例：「<dc:creator />」→「作成者」） 
といった処理手順を経て得られたものである。この結果では、”山田”氏はそれぞれプロフ

ァイル中の氏名、(文書の)作成者、（会議の）出席者、としてメタデータ中に存在している

ことがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 次に、ユーザはシステムが返した候補項目の中から閲覧したい項目を選ぶ。今回は"山田

図 1.13 検索結果画面 

図 1.14 SW 検索による出力結果 
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氏"の情報を詳しく知ることが目的である。そこで、プロファイル中の氏名として”山田”

が記載されている項目が適当であると思われるので、候補「プロファイル」を選択する。

その結果「プロファイル」の氏名に"山田"の文字を含むデータが列挙されることになる。

最後に、求める"山田"氏は役職が"課長"であるとしよう。その場合は、「役職」の項目に対

して"課長"という語を入力し、絞込検索を行なうことで該当の人物情報が得られる（図 1.15、
図 1.16）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このように、メタデータの絞込みと展開操作を従来の検索処理ステップに含むだけでも、

システムに対し、ユーザの意図を従来よりもはるかに明確に反映することができるため、

容易に目的の検索結果が得ることが可能になる。 
 
(b) メタデータの「応用的な」利用による検索イメージ 
（メタデータの組み合わせとオントロジ参照による出力生成） 
 次に SW 検索を利用することにより、既存のコンテンツには存在しない（ここでは時系

列順の）情報を取得できる例を示す。ここでは副大臣"田中剛二"の役職を時系列で表示し

たいものとする。 
 まず前提として、既存の文書中で"田中剛二"氏が出現しているものに、メタデータとして 

・ 文書の作成年月日、 
・ 文書が作成された時点での役職情報 

 が付与されているものとする（図 1.17）。 

図 1.15 プロファイルの選択画面 図 1.16 絞込みによる検索結果 
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 さらに時間の異表記を吸収するための背景知識が存在し、それを参照することで、元号

⇔西暦、月⇔四半期⇔上・下期、等の変換が可能であるとする。 
 こうした前提のもとで、”坂本剛二”の検索結果を図 1.18 に示す。これはシステムが文

書中から役職と時間のメタデータを取得し、その結果を SVG などにより動的にグラフ化

した結果を想定している。 
 この結果、既存文書には記載の無かった時系列データの動的な表示が可能となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) メタデータの「発展的な」利用による検索イメージ 
 最後に、メタデータとエージェントを活用した検索イメージを示す。例えば、ここでは

ある日の大臣発言に対する世間の反響（インパクト）を知ることを目的とする。そのため

には前提としてMETI内でに格納されているコンテンツのみを収集対象とするのではなく、

メタデータの収集対象を Web 上に広げるものとする。また事前に収集対象となるメタデー

タの記述内容が規定されていることが必要である。 
 収集対象となるメタデータは、例えば図 1.19 のような形式を想定する。例えば個人の日

記サイト作成者が、大臣発言に対する感想を記載して日記を更新した場合、その日記に対

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 

<rdf:RDF xmlns:ex="http://www.intap.or.jp/sw/op/"    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

 <rdf:Description rdf:about="http://www.sample.gov/report/010206"> 

 <dc:title>地域経済の動向について</dc:title> 

 ・・・・・・・・ 

 <ex:speaker>坂本 剛二</ex:speaker> 

 <ex:position>総括政務次官</ex:position> 

 <ex:date>平成13年01月02日</ex:date> 

・・・・・

図 1.17 メタデータ例 

図 1.18 検索結果画面 
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するメタデータには自分の意思がエージェントの収集対象となるよう、定められたスキー

マに従って必要な要素を付記しておく。もちろん、ユーザの負担を考えると、エディタな

どの付加機能によりこうしたメタデータが自動生成されることが望ましい。ここでは、”

<ex:position />”タグの内容が世間での評判収集の際に、エージェントによって機械的に

参照される要素であるとする。また、この要素内容は賛成を示す”yes”、反対を示す”no”、
保留を示す”pd”などの型制約が定められているものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このようなメタデータを個人レベルだけではなく、パブリックなニュース提供サイトな

どにも付与している前提があれば、システムはこれらの情報を収集し、大臣発言に対する

肯定的意見や否定的意見の数やニュースサイトで付与されていた重み付け情報を反映して

ユーザに提示する。その結果、ユーザは様々なサイトを渡り歩くことなく、必要な情報を

一元化して閲覧することが可能となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 

<rdf:RDF xmlns:ex="http://www.intap.or.jp/sw/op/" 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

<rdf:Description rdf:about="http://www.sample.com/doc/B0111210"> 

<dc:title>日々の雑感</dc:title> 

<dc:date>2003-10-21T11:23:39+09:00</dc:date> 

<ex:rel>http://www.sample.go.jp/comment/031021</ex:rel> 

<dc:creator>takao</dc:creator> 

<ex:position>no</ex:position> 

<ex:description></ex:description> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

図 1.19 収集対象のメータデータ形式 

図 1.20 エージェントによる関連情報検索結果 
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(3) セマンティック Web 検索の今後の課題 
 セマンティック Web 検索を実現するための直近の課題を、今回のデモイメージ作成に基

づく知見から簡単に述べる。 
 SW 検索には、ここまでの具体例で述べたようにまず前提として検索対象となる文書に

適切なメタデータが付与されている必要がある。現在、世の中には膨大な数の Web ページ

が存在しているが、その中でメタデータが付与されているページは非常に少ないうえに、

その利用方法は限定されたものである。こうした状況を改善する為には、 
a) メタデータの付与によるユーザメリットの例示 
b) 汎用で簡単に参照できるメタデータ付与の指針 

が必要であると考えられる。 
 

a) 例えば、現在知られているメタデータの活用事例では RSS や FOAF といったもの

があるが、これらはユーザメリットが明確であり、仕様も比較的単純であるうえ、

技術的な目新しさからコンテンツ製作者に受け入れられやすい傾向にある。そのた

め、こうしたメタデータ付与済みのコンテンツを知った別のユーザが、新たに自ら

のコンテンツに対しその付与を行い活用を開始するという好循環が生まれ、利用者

が拡大してきたことが想定される。このようなメタデータの直接的な利用例は「意

味を解釈する」というセマンティック Web の理想からはかなり大きな技術的ギャ

ップがあり、このユーザメリットは低機能なまま、いずれ衰退してゆく恐れはある。

しかしながら、まずはメタデータ付与による様々なユーザメリットを段階的に提示

することが、爆発的な普及を生み出す土壌として求められる。本節で紹介したデモ

イメージは既存の電子化文書に改変を加えることなく、メタデータを付与すること

による検索メリットを例示したものであり、こうしたユーザメリット提示の一例を

担うことを期待する。 
b) 実際のメタデータ付与作業には、簡単で現実的なガイドラインが必要である。今回

のデモイメージで扱ったデータを例に挙げると、議事録には時間や場所、議題内容、

参加者、概要、結論などが記載されており、また個人プロファイルには氏名、読み、

所属部署、電話、役職などが記載されている。現在のセマンティック Web の枠組

みでは、タグ付け(要素名)は作成者が独立して行えることを特徴としており、その

結果生じた表現の差異（例えば"参加者"-"出席者"、"名前"-"氏名"など）は外部定義

のオントロジーによって吸収するという考え方がある。しかし、現実の利用を考え

ると、文書にメタデータを付与をする場合にはパブリックに定義された要素名を利

用したほうが、既存の要素名から適切なものを選択する作業で済むため、作成者の

負担が軽い。またメタデータ作成後に機械処理を行なう場合でもその利用が簡単に

なる。ただし現在までのところ、Dublin Core などの汎用的なメタデータ付与指針

が確かに存在するが、これらを現実の企業内文書や Web コンテンツに適用するに

はまだまだ記述力として粒度が粗く、仮にこれらの規格に沿ったメタデータを付与

した場合でも、ユーザメリットが付与コストを上回るとは考えにくい。今回はいく

つかの要素名を仮定しデモサンプルを作成したが、現実の電子化文書に対してこの

作業を展開していくには、実文書にメタデータを付与できる充分な記述力をもち、
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かつシンプルなタグセットの策定が必要と思われる。さらに、そのタグセットを用

いた実用的な規模の文書群に対するメタデータ付与の実例を作り上げ、実績として

公開してゆくことが、その普及に重要な役割を果たすと思われる。 
 
1.5.2 デモ用プログラムの機能 
 今回デモ提示の目的で試作したプログラムは、入力として RDF 形式のメタデータ（XML
ファイル）とオントロジ（テキストファイル）を与え、ブラウザからのユーザ指示によっ

て、入力として与えられているメタデータの絞込みや展開表示を行い、その結果をブラウ

ザへ動的に出力するものである。(動作の詳細は前節のデモ具体例 (a)で提示を行なった。) 
 
1.5.3 デモ用プログラムの開発及び動作環境 
 プログラムは次の 2 つから構成されている。 

i) RDF メタデータを解釈し、指定された任意の要素を抽出するプログラム 
ii) web ブラウザからユーザの検索語や指定を入力し、出力結果を再び web ページとし

て表示するプログラム 
 開発言語としては JDK1.4 を、またサーバ実行環境として tomcat を利用した。ユーザ

はクライアントとしてブラウザを利用しキーワードや選択内容を与える。サーバは servlet
によりユーザから送られてくる内容を解釈し、事前に与えられているメタデータに対し要

素抽出などの処理を行なった後、その結果を再び web ページとして表示する。サーバの実

行環境にはプラットフォームに依存しないJavaの利用により、Windows、Linux、MacOSX
等での動作が可能であることを特徴とする。 
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第 2 章 RDF メタデータの設置場所ガイド 
 

 本章では、コンテンツ作成者が Web コンテンツに対して RDF メタデータを付与する際

の RDF メタデータの設置場所について、様々な方法を紹介したい。 
 また、RDF メタデータを収集・検索するエンジンによる参照順序について提案したい。 
 
2.1 RDF メタデータの設置場所 
 まず、RDF メタデータの記述方法を以下の 3 つのタイプに分け、それぞれの場合の設置

場所について順に紹介していきたい。 
 

A. 1 つのコンテンツに対応する RDF メタデータをコンテンツとは独立に記述する場合 
B. 複数のコンテンツのRDFメタデータをコンテンツとは独立に一括して記述する場合 
C. コンテンツ内に RDF メタデータを埋め込む場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 1 つのコンテンツに対応する RDF メタデータをコンテンツとは独立に記述する場合 
A-1. 拡張子を.rdf にする方法 

 以下のように、元コンテンツの拡張子を.rdf とすることで、対応する RDF メタデー

タファイルのファイル名とする。 
 コンテンツ作成者が RDF メタデータも自由に作成してローカルに管理することがで

きるので、当委員会として最も推奨する方法である。 
 

 元コンテンツの URL RDF メタデータファイルの URL 
例 1 http://www.intap.or.jp/s-web/file1.html http://www.intap.or.jp/s-web/file1.rdf 
例 2 http://www.intap.or.jp/s-web/file2.txt http://www.intap.or.jp/s-web/file2.rdf 

 
 例外として、同じディレクトリに拡張子を除いた部分のファイル名が同じコンテンツ

が複数ある場合、単に拡張子.rdf を追加する。これは RDF メタデータファイル名の重

複を避けるためである。 
 

RDF RDF RDF コンテ
ンツ 1

RDF 
コンテ
ンツ 1 

コンテ
ンツ 2 

コンテ
ンツ 1

コンテ
ンツ 2

コンテ
ンツ 2 

RDF 

A タイプ B タイプ C タイプ
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 元コンテンツの URL RDF メタデータファイルの URL 
例外 1 http://www.intap.or.jp/s-web/file.txt 

http://www.intap.or.jp/s-web/file.pdf 
http://www.intap.or.jp/s-web/file.txt.rdf 
http://www.intap.or.jp/s-web/file.pdf.rdf 

 
 また、何かのコンテンツに対するメタデータではないが、拡張子.rdf を持つ RDF 文

書（例えば、~/sample.rdf というファイル名で RDF 記述の例を掲載している文書）に

対する RDF メタデータファイルの場合も例外として、単に拡張子.rdf を追加する。 
 

 元コンテンツの URL RDF メタデータファイルの URL 
例外 2 http://www.intap.or.jp/s-web/sample.rdf http://www.intap.or.jp/s-web/sample.rdf.rdf 

 
 ただし、プログラムで自動で拡張子を付けるような場合、~/sample.rdf が何かのコン

テンツに対するメタデータか否かを判断することは難しいので、この場合は下記の（注

1）の方法がシンプルと考えられる。 
 

（注 1）上記で例外として挙げた方法をすべての場合に適用する方法も考えられる。以下

のような方法である。この方法が最もシンプルで例外を設ける必要もないが、拡

張子を 2 つ列記することへの抵抗から、当委員会では A-1 の方法を推奨する。 
 
 元コンテンツの URL RDF メタデータファイルの URL 
例 1 http://www.intap.or.jp/s-web/file1.html http://www.intap.or.jp/s-web/file1.html.rdf 
例 2 http://www.intap.or.jp/s-web/file2.txt http://www.intap.or.jp/s-web/file2.txt.rdf 
 
ただし、以下のような事情もあるようである。 
「RDF メタデータを示すのに、HTML 等のリソースの URI の最後に.rdf という拡張子

を加える方法は、特別に定義されたものではありませんが、DCMI(Dublin Core 
Metadata Initiative)のサイトでも利用している、比較的普及した手段です。」 
（The Web KANZAKI  
 http://www.kanzaki.com/docs/sw/dublin-core.html#rdf-html-link） 

 
（注 2）また、以下のようにディレクトリを区切って RDF メタデータファイルを置く方法

も考えられるが、ファイル名と同じディレクトリ名を作成することは一般的なファ

イルシステムではできないというデメリットがある。 
 
 元コンテンツの URL RDF メタデータファイルの URL 
例 1 http://www.intap.or.jp/s-web/file.html http://www.intap.or.jp/s-web/file.html/meta.rdf 
例 2 http://www.intap.or.jp/s-web/file.pdf http://www.intap.or.jp/s-web/file.pdf/meta.rdf 
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（注 3）また、以下のように RDF メタデータ用に meta というディレクトリを用意する方

法も考えられるが、RDF メタデータファイルの拡張子が.html 等になってしまう

（拡張子が.rdf でない）ため RDF ファイルであることの見分けがつきにくいと

いうデメリットがある。 
 
 元コンテンツの URL RDF メタデータファイルの URL 
例 1 http://www.intap.or.jp/s-web/file.html http://www.intap.or.jp/s-web/meta/file.html 
例 2 http://www.intap.or.jp/s-web/file.pdf http://www.intap.or.jp/s-web/meta/file.pdf 
 
注 2 と注 3 に挙げた方法については、以下の URL を参照のこと。 
http://lists.w3.org/Archives/Public/www-tag/2002Nov/0149.html 

 
A-2. RDF メタデータ専用のサーバ（名）を作成する方法 
 以下のように、RDF メタデータファイル専用のサーバ（名）を作成し、そこにすべて

の RDF メタデータファイルを置く方法である。例 2 のような動的なコンテンツにも容

易に対応が可能だというメリットがある。 
 

 元コンテンツの URL RDF メタデータファイルの URL 

例 1 http://www.intap.or.jp/s-web/file.html http://rdf.www.intap.or.jp/s-web/file.html 

例 2 http://www.intap.or.jp/s-web/abc.cgi?p
arml=abc 

http://rdf.www.intap.or.jp/s-web/abc.cgi?p
arml=abc 

 
 
B. 複数のコンテンツの RDF メタデータをコンテンツとは独立に一括して記述する場合 
B-1. Web サイトの well-known な場所のファイルに RDF メタデータを一括して記述する方法 
 あるサイト（例えば http://www.intap.or.jp/s-web）に含まれるコンテンツに対する全

ての RDF メタデータを、サイトの well-known な場所に置いた単一の RDF メタデータ

ファイル（例えば http://www.intap.or.jp/s-web/index.rdf）に一括して記述する。既存

の大量の Web コンテンツに対して RDF メタデータを作成し一括管理するのに適してい

る方法である。 
 ただし、その単一の RDF メタデータファイルのバージョン管理や変更権限などに注

意を要するデメリットがある。また、メタデータの収集・検索エンジンに RSS ファイル

だと誤って認識される可能性もある。 
 

 元ファイルの URL RDF メタデータファイルの URL 
例 http://www.intap.or.jp/s-web/file1.html

http://www.intap.or.jp/s-web/file2.html
http://www.intap.or.jp/s-web/file2.pdf 

        
http://www.intap.or.jp/s-web/index.rdf 
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C. コンテンツ内に RDF メタデータを埋め込む場合 
C-1. コンテンツ内に当該コンテンツの RDF メタデータを記述する場合 
 元コンテンツが（X）HTML 文書の場合、コンテンツ内に直接 RDF メタデータを埋

め込むことができる。コンテンツ本体と RDF メタデータとの結び付きが最も強い方法

と言える。 
 ただし、既存コンテンツに対して新たに RDF メタデータを付加する場合は、元コン

テンツに手を加える必要があり、また、メタデータ情報を変更するのにコンテンツ自体

の変更権限が必要になるというデメリットがある。 
 また、RDF/XML 記述を XHTML 文書にそのまま埋め込むと、RDF/XML 記述の XML
スキーマは XHTML のスキーマには準拠していないため、Valid な XHTML ではなくな

ってしまうという問題がある。この問題に対して W3C では以下のようなタスクフォー

スを立ち上げて、上記の問題を回避するための方式を検討している。 
RDF in XHTML Task Force Document 27 May 2003 
http://www.w3.org/2003/03/rdf-in-xml.html 
 
また、以下の Web ページが参考になる。 
http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/#transport 
http://www.kanzaki.com/docs/sw/meta-in-xh.html 

 
 その他、コンテンツを扱うアプリケーションによってはコンテンツ本体と RDF メタ

データを区別できず、RDF メタデータを抽出できない場合がある。 
 

（注 1）（X）HTML 文書以外の Web コンテンツに RDF メタデータを埋め込む

場合は、例えば、PDF 文書の場合は Adobe XMP（Extensible Metadata Platform）

を利用することができる。また、SVG などの XML 仕様はメタデータを入れるた

めの要素を持っているようである 
（http://www.w3.org/TR/SVG-access/#Metadata）。 
また、RDFPic という写真のメタデータ登録ツールを用いると、デジタル写真の

画像内に RDF メタデータを埋め込むことができる 
（http://jigsaw.w3.org/rdfpic/）。 

 
C-2. コンテンツ内に当該コンテンツの RDF メタデータの場所を記述する場合 
 元コンテンツが（X）HTML 文書の場合、元コンテンツ内の<link>タグを使用して、

<link rel="metadata" type="rdf/xml" href="http://www.intap.or.jp/s-web/file.rdf">の
ように RDF メタデータファイルの URL を（自由に）指定することもできる。RDF メ

タデータファイル名やディレクトリの束縛がないというメリットがある。 
 ただし、既存コンテンツに対して新たに RDF メタデータを付加する場合は、元コン

テンツに手を加えないといけないというデメリットがある。 
 また、rel="metadata"という属性値が、HTML4.0 勧告で規定されていない属性値だ

という問題がある。これについては、以下のような対処法がある。 
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「HTML4 の仕様書は、"仕様書に記載されているリンクタイプ以外のものを使う場合

は head 要素の profile 属性でその定義を参照すること"、と定めています。この規定は

ほとんど有名無実と化してはいますが、厳密を期したい方は、Sean B. Palmer が提供し

ているプロファイルを用いて、次のように記述することができます。 
<head profile="http://purl.org/net/uriprofile/"> 
このプロファイルにより、大手を振って rel="meta"というリンクタイプが使えるように

なります。」 
（The Web KANZAKI  
 http://www.kanzaki.com/docs/sw/dublin-core.html#rdf-html-link） 

 
2.2 RDF メタデータの参照順序 
 当委員会では、RDF メタデータを収集・検索エンジンが RDF メタデータを在りかを探

す際の参照順序として、「C→A→B」の順序が妥当と考える。 
 C については、コンテンツ本体とメタデータとの結び付きが最も強い方法であるため、

ここを最初に参照することとする。 
 A については、RDF メタデータのファイル名や設置場所に注意が必要だが、コンテンツ

作成者が RDF メタデータも自由に作成してローカルに管理できるという点では B より優

れている。ただし、メタデータの設置場所に関してコンテンツ作成者と参照者でコンセン

サスがとれないと機能しないというデメリットがある。 
 B については、既存の大量のコンテンツについての RDF メタデータを作成し一括管理

する際には最も優れた方法と言えるが、複数のコンテンツに対する RDF メタデータ（の

場所）をまとめて記述したファイルは、そのバージョン管理や変更権限などに注意を要す

る。また、A と同様にメタデータの設置場所に関するコンセンサスが必要だが、A よりも

推測はしやすいと言える。 
 既存コンテンツへの対応や RDF メタデータの効率的な集中管理を重視するならば、「B
→A→C」という参照順序も考えられるが、当委員会ではコンテンツ作成者による RDF メ

タデータ付与の容易さといったコンテンツのポータビリティを重視して、「C→A→B」の

参照順序を提案する。 
 
 



第３章  セマンティック Web 技術解説 
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従来のWebとセマンティックWeb

第 3 章 セマンティック Web 技術解説 
 

3.1 セマンティック Web で何が変わるか 
 近、セマンティック Web とかメタデータとか RDF とかの言葉を目にしたり、耳にし

たりする機会があると思う。 
 実は、これらは、総て次世代 Web 技術として世界的に注目を浴びているセマンティック

Web に関連する技術や用語である。 
 1998 年に始まったセマンティック Web の開発は、多少の抵抗を受けつつも、少しずつ

注目する人が増え、欧米では、グリッドコンピューティングと並ぶ注目すべき 先端 IT
技術として、鋭意、開発と標準化とが進められている。 
 セマンティック Web は何やら難しそうで、実用的で無い様なイメージを一部で持たれて

いるが、それは、オントロジ等の新しい用語が比較的多い事に起因している様に思う、新

しい用語に馴れれば、それ程、難しいわけではない。本章では、このセマンティック Web
をできるだけ易しく、且つ、実用的に解説する事を試みたい。 
 
3.1.1 セマンティック Web とは何か 
 セマンティックの語源はギリシャ語の「記号」、「意味する」および「意味のある」こと

等を示す単語であるが、 近は、言語理論において、しばしば、「意味の関係」や「意味」

を示す単語として使われている。 
 セマンティック Web は、現在の Web を発展させたものであり、それは、Web のページ

にソフトウェアが処理し易い形式 (これをマシンリーダブルな形式と言う)をしたデータ

を付加し、その付加データを使って処理をすることで、面倒な操作をコンピュータに代替

させようとしている Web である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1 従来の Web とセマンティック Web 
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 もちろん、この場合、従来と同様、利用者が目で読みながら対話的に手操作でアクセス

したりすることも可能である。 
 従って、大部分の利用者が気付かぬ内に、Web がいつの間にかセマンティック Web に

変わっていると言ったことも起こり得る。 
 例えば、Netscape ブラウザーがセマンティック Web の基盤技術である RDF をブラウ

ザーの内部管理に使っている事を知っているだろうか? 
 実は、Netscape は、1998 年頃から RDF を使っており、皆さんの PC に Netscape がイ

ンストールされているならば、’rdf’で PC の内部ファイルを検索するならば、沢山の RDF
ファイルが存在する事を知る事ができる筈である。 
 ところで、何故セマンティック Web と呼ぶかと言うと、その付加データに簡単な意味を

持たせようとしているからである。 
 セマンティック Web に於ける付加データの基本は、対象とするページに何が書かれてい

るか、誰が作成したかと言った情報を記述することであるが、記述に用いている単語の意

味をも表現できるならば、より有用になる事は明らかである。 
 例えば、「鍋の種類」に付いて記述しているホームページがある場合、「アルミ鍋」、「鉄

鍋」あるいは「土鍋」の様な「調理用具としての鍋」なのか、「あんこう鍋」、「ちゃんこ鍋」

または「ほうとう鍋」の様な料理としての「鍋」なのかを判別できると検索時に、食べた

い「鍋」を探したいのに「鉄鍋」がヒットする様な事が無くなり便利になることは分かる

であろう。 
 この様に、記述している意味がソフトウェアにも分かる(すなわち、ソフトウェアで処理

し易い)様にしたのが、セマンティック Web である。 
 セマンティック Web の世界では、データは整然と定義された意味を持ち、より効率的に

目的の情報を見つけたり、自動処理したり、統合したり、色々なアプリケーションの間で

再利用したりすることが可能になり、コンピュータと人間とが、より効率的に連携して作

業する事が可能になる。 
 セマンティック Web 技術は、大別すると、データにマシンリーダブルなデータを付加す

るためのメタ(超)データ技術とメタデータで用いる語彙を定義する為のオントロジ技術と

に分けることができ、セマンティック Web の基盤として、W3C(World Wide Web Con-
sortium)が開発したメタデータ記述標準である RDF(Resource Description Framework：
資源記述の枠組み)は、図書検索、著作権管理や教材管理等のシステムに既に広く使われて

いる。 
 
3.1.2 セマンティック Web の登場の背景 
 ティム・バーナーズ・リーによる Web の発明により、現在も進行中のインターネットを

中心とする IT 革命が、引き起こされた。インターネットにより、世界中の人々とリアル

タイムに会議をしたり、情報を送ったり、受け取ったりする事ができるようになり、業務

効率の劇的な向上をもたらすなど、人々の生活に大きく影響を及ぼしている。 
 この IT 革命のキーとなった現在の Web は、情報を人間が目で見て、人間が理解し、人

間が指示することを基本原理としている。 
 この為、Web 上の情報をアクセスするには、人間が細かな指示を与えなければならず、
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色々なメタデータ

ホームページ サーバ コンピュータ 人間

装置 書籍 プログラム

はメタデータを示す。

膨大な Web 上の情報を有効利用するのに限界を来たしており、Web 上の情報が増大する

につれ、その状況は悪化の一途をたどっている。 
 例えば、必要な情報が中々見つからない、見て貰いたい人に見て貰えない、多少工夫す

れば引き出せる筈の貴重な情報が埋もれてしまっている等の事態が生じている。 
 この様な人間だけが理解できる情報をヒューマンリーダブルな情報と言い、Web の情報

を更に、コンピュータなどの機械が、その意味を理解できる情報、すなわちマシンリーダ

ブルな情報にし、コンピュータで効率的に処理させる( 終的には、自動処理させる事を狙

いとしている)技術の開発とその応用が、セマンティック Web という名称で、次世代 Web
技術として政府の支援を受けて、W3C や DARPA を中心に、欧米で意欲的に進められて

いる。 
 セマンティック Web の基本原理は、あらゆるデータと情報とをマシンリーダブルなデー

タでその意味を記述し、［このデータを、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。］人間の代わりをするソフトウェア、［これをエージェントと言う、］で

自動処理させることである。 
 セマンティック Web は Web の発明者であるティム・バーナーズ・リー氏により 1998
年に、提唱されたものであり、一見、二十年程前にブームになった、人工知能システムに

似ているが、其れとは、全く異なるものである。 
 セマンティック Web により、物理的な事物をも含めた膨大な情報、ハードウェア、ソフ

トウェア及び機能と言ったあらゆるものを記述可能になり、人間が簡単な指示を行うだけ

で、コンピュータにより、自律的且つ自動的に処理可能になり、経済活動の効率化と社会

や家庭の利便性の向上とを飛躍的にもたらすと期待されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 3.2 色々なメタデータ 
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 例えば、ある人が、住所の変更届けを近くの役所の窓口に提出したとすると、住民票の

変更や、免許証の住所の変更、パスポートの住所変更、印鑑証明の住所変更などを一度に

行うワンストップサービスシステムを巨大なシステムを開発することなく、実現する事が

できる。 
 また、セマンティック Web では、地図、マップ、地形図、国絵図、道中図及び鳥瞰図は、

地図の一種であると理解するような検索システムや、文章の文脈に応じて、自動翻訳する

システムなども、実現可能である。 
 更に、電子商取引の場において、ある製品をある価格で販売した場合、経営にどの程度

のインパクトがあるか、また、経営に対するインパクトをある範囲に収めるには、その製

品を幾らで販売したら良いか、製品をある時点で出荷するには、どの部門が、何を何時ま

でに調達し、何時までにどのような作業を行わなければならないか、複雑なプログラムを

作ることなく、比較的簡単に実現する事も可能となる。 
 家庭おいては、主婦が、夕食のメニューを考えるとき、どの料理を作りたいか指示する

と、冷蔵庫の内容をチェックし、足りないものは何で、その値段は幾らで、必要ならば、

近所のお店に注文と配達とを依頼するインテリジェント家電と言ったものも可能となる。 
 
3.1.3 セマンティック Web の全体像 
 セマンティック Web の全体像は、次の様な階層図で示される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3 セマンティック Web の全体像 
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 この図の中の RDF モデル&構文規則層以上がセマンティック Web の範疇である。すな

わち、XML 層とネームスペース層以下を基盤とし、その上に、セマンティック Web は構

築されている。 
 RDF モデル&構文規則層以上がセマンティック Web の範疇であるが、この内、2003 年

8 月時点で、仕様が明確になっているのは、RDF モデル&構文規則層と RDF スキーマ層

とオントロジ層とであり、オントロジ層の仕様は、OWL(Web オントロジ・ランゲージ)
として仕様確定がほぼ確定したとのアナウンスがこの 2003 年 8 月中旬になされた。 
 ルール層以上の仕様の開発作業は未だ始まっていないが、W3C は、2003 年中にはその

開発に着手するとアナウンスしている。 
 以下、各層の役割に付いて説明する。ただし、XML 層以下の基盤部分に付いては、既

に色々な解説記事が作られているので、要点説明に留める。 
 
・URI(Uniform Resource Identifier)層 
 URI は Web のみならず総ての物や情報を指し示す為に用いられる識別子であり、

Web で用いられる URL(Uniform Resource Locator)は URI の一種である。 
 URI には、URL の他に URN(Uniform Resource Name)などがある。 

 
・Unicode 層 
 Unicode は世界中の文字コードを１つの統一したコード体系で表わす為に開発され

たコード体系である。 
 このコード体系を用いれば、日本語も中国語もアラビア語も英語もこのコード体系

で表現でき、W3C はこの Unicode を標準コード体系として定めている。 
 
・XML(Extensible Markup Language)層 
 URI 層と Unicode 層の上に乗っているのが XML 層と名称空間層である。 
 XML は、目的別のマークアップ言語を作る為の言語、すなわち言語の為の言語、

メタ(超)言語である。 
 ホームページの作成に用いる HTML(HyperText Markup Language)は、当初、大

規模電子出版物向けに開発された SGML(Standard Generalized Markup Language)
をメタ言語として作られた。 
 しかし、SGML は、複雑過ぎたことから、その一部を抜き出して Web 用に 適化(オ
プティマイズ)したメタ言語である XML が開発され、現在は、XHTML(Extensible 
HyperText Markup Language)、MathML(Mathematical Markup Language)、
SVG(Scalable Vector Graphics)や RDF など新たなデータ記述言語は、XML をベー

スとして作られている。 
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・名称空間(Namespaces)層 
 XML ではタグを自由に定義し使う事ができる。しかし、自由にタグを定義して良

いとなると、違う人が同じタグを定義して混乱する可能性が生ずる。 
 また、他の人が定義したタグを如何に利用し易くするかが問題となる。 
 そこで、”プリフィクス：タグ”の形式で、タグの頭にプリフィクスを付加して、誰

が定義したタグか区別する仕組みが導入された。 
 このプリフィクスの名称を定義するのが、名称空間である。 

 
・RDF モデル&構文規則層 

セマンティック Web の も基本となるのが、RDF のモデルと RDF の構文規則で

ある。 
セマンティック Web はメタデータとしてマシンリーダブルなデータを定義し、それ

をソフトウェアで処理させる事を狙いとしている。 
その為には、意味定義するのに明快で曖昧さが少なく、ソフトウェアで処理し易い

データ表現形式が必要となる。そこで、開発されたのが、RDF である。 
RDF では、記述の対象となったデータを総てリソースと呼ぶ。 

RDF では、意味記述を如何に行うか考え方を示すモデルと、そのモデルで表わされ

た意味を文字列に符号化する為の規則を定める RDF 構文とを定めている。 
RDF のモデルは、主語(サブジェクト)、属性(プロパティ) [述語(プリディケット)と

も呼ばれる]及び目的語(オブジェクト)の三つの要素から構成される三元モデルで、次

の様に二つのノードを矢印付きの弧で結ぶグラフで表わされ、このグラフを RDF グ

ラフと言う。 

SGML HTML

XHTML
XML SVG

MathML
RDF RDFS
SMIL        DAML+OIL
・・・

定義

定義

Web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

DAML: DARPA Agent Markup Language

OIL:Ontology Inference Layer

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

OWL

図 3.4 マークアップ言語遷移 
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主語

属性(述語)
目的語

RDFグラフデータモデル

http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar

http://www.example.org/terms/editor http://purl.org/dc/elements/1.1/title

http:/purl.org/net/dajobe/

RDF/XML Syntax Specification (Revised)
http://www.example.org/terms/homePage

http://www.example.org/terms/fullName

Dave Beckett

RDFグラフによる意味記述の例

(注)接続用の空白ノード

 
 
 
 
 
 
 
 
 
セマンティック Web では、この RDF グラフを組み合わせることにより、対象リソー

ス(データ)の意味記述を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この例では、次の意味を表わしている。 
① ホ ー ム ペ ー ジ “ http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar ” の タ イ ト ル

“ http://purl.org/dc/elements/1.1/title”は、“RDF/XML Syntax Specification 
(Revised)”である。 

② ホ ー ム ペ ー ジ “ http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar ” の 編 集 者

“http://www.example.org/terms/editor”のフルネーム 
 “http://www.example.org/terms/fullName”は、“Dave Beckett”で、ホームペー

ジ“http://www.example.org/terms/homePage”は、“http:/purl.org/net/dajobe/”
である。 

 この RDF グラフ表示は、その意味を人間が理解するためのものであり、この様に

グラフで表わしたデータの意味をソフトウェアに処理させるためには、文字列で表わ

したデータに写し換える必要がある。 
 この移し換える作業をエンコーディング(符号化)または、シリアリゼーション(直列

化)と言う。 
 文字列に写し換えられた記述の意味は、正確に元の RDF グラフに復元できなけれ

ばならない。 

図 3.5 RDF グラフデータモデル 

図 3.6 RDF グラフによる意味記述の例 
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 この為、RDF では、RDF グラフを文字列で表現する為の構文を規定している。 
 RDF の構文は、XML をベースとし、RDF/XML と表わされる事が多い。 
 上記の RDF グラフの例を RDF/XML にシリアライズすると次の様になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RDF 記述の意味を RDF グラフで文書上に表示するのは、難しいし非効率である。 
 そこで、セマンティック Web では、RDF グラフの代わりに N-Triples と言う記述

を用いる。 
 N-Triples は、<主語> <属性> <目的語>の形式で簡便に記述する方法を定めており、

文書上で RDF モデルを示すのに適している。 
 上記の RDF 記述を N-Triples で記述すると次の様になる。 
 
 
 
 
 
 

・RDF スキーマ層 
 RDF/XML で対象となるデータの記述を行う為には、ボキャブラリ(語彙)が必要と

なる。RDF では、XML で言うところのタグのことをボキャブラリ(語彙)という。 
 RDF モデル&構文層では、RDF の考え方(モデル)と XML へのマッピング規則を定

めているだけなので、その上位層で記述のためのボキャブラリの定義とボキャブラリ

の意味を定義する必要があるが、必要だからと言って何でも取り込んでしまうと、複

雑になるし、実装も難しくなる。そこで、可能な限り広範囲の相互互換性を実現する

為に、意味記述の為の必要 小限のボキャブラリと新たなボキャブラリを定義するの

に必要なボキャブラリとを RDF スキーマ層で定義している。 
 RDF スキーマで規定しているボキャブラリには、次の種類がある。 
① グループ分けする為のクラスボキャブラリ 
② 主語リソースと目的語リソース間の関係を規定する為のプロパティ(属性)ボキャ

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
         xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/"> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar" 
     dc:title="RDF/XML Syntax Specification (Revised)"> 
    <ex:editor rdf:nodeID="abc"/> 
  </rdf:Description> 
 
  <rdf:Description rdf:nodeID="abc" 
                   ex:fullName="Dave Beckett"> 
    <ex:homePage rdf:resource="http://purl.org/net/dajobe/"/> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

<http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar><http://purl.org/dc/elements/1.1/title> 
     "RDF/XML Syntax Specification (Revised)" .
<http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar> <http://example.org/stuff/1.0/editor> _:abc .
_:abc <http://example.org/stuff/1.0/fullName> "Dave Beckett" . 
_:abc <http://example.org/stuff/1.0/homePage> <http://purl.org/net/dajobe/> . 
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 ブラリ 
③ コンテナ化(一塊で扱う)為のボキャブラリ 
④ リスト(一覧)形式で扱うためのボキャブラリ 
⑤ 具体的説明記述の為のボキャブラリ 
⑥ その他有用ボキャブラリ 
 RDF スキーマにより、複数のサブクラスやスーパークラスを持つクラスを定義でき、

また、サブプロパティ、ドメイン及びレンジを有するプロパティを定義できる。 
 尚、RDF スキーマの名前空間識別用のプリフィクスは rdfs:であり、RDF スキーマ

のボキャブラリは、rdfs:range の様に記述される。 
 

・オントロジ層 
 リソースに対する基本的な意味記述は、RDF スキーマを用いて行う事が可能だが、

次の様な、より高度な意味記述を行うことは出来ない。 
① 人と車とは異なる種類であると言う定義、例えば「人は車の一種である」の記述

は変であろう。この場合、人クラスと車クラスとは俳反的(disjoint)であると定義

しておけば、「人は車の一種である」の記述が間違っている事が直ぐ分かる。 
② 弦楽四重奏のメンバは四人の演奏家でなければならない事。すなわち、カーディ

ナリティの定義。 
 そこで、より高度な意味記述を可能にする為、セマンティック Web では、オントロ

ジ層を設けている。 
 
 オントロジと言う言葉は、人工構造物の内部構造の違いを記述するのに用いられて

きたが、セマンティック Web では、リソースの意味の違いを記述する事が必要であり、

セマンティック Web のオントロジは、「用語の意味や用語間の関係の定義」である。 
 この考え方から言うと、RDF スキーマは簡単なオントロジ言語である。 
 オントロジは広範なコミュニティの情報を横断検索したり、融合したりしょうとし

ているアプリケーションでは、非常に重要である。 
 セマンティック Web では、正式なオントロジ言語として OWL(Web Ontology 
Language)を定めている。 
 ちなみに、OWL の名称は、WOL の方が自然な様に見えるが、これは、名称審議の

際に、OWL と WOL とをインターネットで検索したところ、OWL の方が WOL より

ヒット数が少なかった。そこで、他と誤解される可能性のより少ない OWL に決定さ

れた経緯がある。 
 では、OWL としては、如何なる機能を持つべきであろうか？ 
 OWL の機能の決定にあたっては、OWL の代表的な利用場面(これをユーズケース

と言う)を想定し、その利用場面に必要な機能を OWL の機能として組み込んでいる。 
 OWL の利用場面としては、次の六つのケースを想定している。 
① Web ポータル 
② マルチメディアデータ管理 
③ 企業 Web サイト管理 
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④ 設計文書管理 
⑤ エージェントとサービス 
⑥ ユビキタスコンピューティング 
 
 オ ン ト ロ ジ 言 語 に は 、 既 に 色 々 な も の が 作 ら れ て い る が 、 OWL は

DAML+OIL(DARPA Agent Markup Language+ Ontology Inference Layer)を発展

させたものである。 
 OWL の仕様は、現在 W3C で開発中であり、近々その仕様が確定する見込みである。 
 OWL の概要を次に示すが、仕様が確定していないので、 終的には変更される可

能性があるが、OWL の概要を理解するには有用なので、ここに述べる。 
 OWL を一つの仕様にまとめると、大きくなり過ぎるし、インプリメントも難しく

なるので、次の三つの言語仕様に分割されている。 
① OWL Lite    OWL の 小セット 
② OWL/DL(Description Logic)  論理記述用の OWL 
③ OWL/Full    OWL の完全機能版 
 OWL では、ボキャブラリ(=タグ)を言語要素(ランゲージ エレメント)と呼ぶ。 
 OWL の言語要素には、intersectionOf、sameIndividualAs、maxCardinality、等

がある。 
 OWL の名前空間識別用のプリフィクスは owl:であり、OWL の言語要素は、

owl:intersectionOf の様に記述される。 
 
 ルール層以上は、構想段階にあり、殆ど検討がされていない、従って、具体的記述

はできないが、各層の狙いに絞って要点を述べる。 
 

・ルール層 
 RDF スキーマと OWL とを用いて、リソースの意味記述データを生成できたとする

と、それらのデータを如何に利用するかが問題となる。 
 データを利用する為には、データを検索したり、選択したりする事が必要になる。 
 この検索や選択の為の機能の標準を規定するのが、ルール層である。 
 セマンティック Web では、意味データの検索や選択の標準的方法として、ルールシ

ステム技術を使うことを予定している。 
 ルールシステムは、指示を変換するルールを予め定義しておき、利用者からの指示

をこのルールに従って、実際の実行指示形式に変換してから、実行するシステムであ

る。 
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ルールシステムのイメージ

クライアント 問い合わせ
の変換

ルール定義

検索サーバ

問い合わせ 変換された問
い合わせ RDFデータ

検索

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 例えば、ある商品の一覧が知識記述されてデータベース化されている時、「一番高い

商品を検索」せよと言う指示を「販売価格値の Max 値を検索」と言う指示に変換す

る事である。 
 セマンティック Web のルール言語は、SQL のルール言語に類似したものになる予

定である。 
 

・ロジックフレーム層 
 論理を RDF ベースで記述することを目指しているが、具体的なイメージは無い。 
 ここでは、論理記述用の新たな言語を開発する事を予定している。 
 その言語は、単調論理 (論理式の値が変わらないことを前提にした論理) 用の汎用

言語になる予定である。 
 

・プルーフ層 
 形式記述、すなわち RDF スキーマや OWL 等を用いて記号的に記述された、デー

タを用いて、何らかの証明を行うことを目指している。 
 構想自体、曖昧模糊としている。 
 

・トラスト層 
 Web 上の情報の信頼度を如何に評価すべきか、その考え方を示す想像上の階層であ

る。 
 現在のところ、セマンティック Web では、次の考に基づき、信頼保証や評価の為の

何らかの言語や仕組みを提供する事を予定していない。 
 Web 上の情報は、何らかの文脈の中(例えば、リンク関係や前後関係)に存在してい

る。従って、その情報の信頼度は、文脈の中で、その情報を用いる各アプリケーショ

ンによって評価されるべきである。 
 例えば、世の中の評判(リンク数など)や信頼できる人の推薦の有無などによって、

評価すべきである。 
 

図 3.7 ルールシステムのイメージ 
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RDF

HTML

RDF

HTML HTML

RDF

RDFで記述されたメタデータの格納場所

タイプ1

リソースの中に埋め込む

タイプ2

リソースと分けて管理する。

タイプ3

別のサイトで管理する。

・電子署名層 
 RDF スキーマや OWL により記述されたデータが、正しい人に作られた物か否かの

確認や偽造防止の為、電子署名を行えるようにする。 
 

・暗号層 
 第三者に盗み見られたり、盗用される事を防止する為、RDF データ等の暗号化を行

えるようにする。 
 

 オントロジ言語の標準として OWL の仕様が確定した今は、セマンティック Web と Web
サービスとの統合に注目が集まっている。 
 サービス記述の為のオントロジには、DARPA で開発された DAML-S(DAML for Ser-
vices)が存在しており、今後は、この DAML-S をベースとしてルール層やロジック層の標

準化を行い、Web サービスとの統合が図られる見込みである。 
 
3.1.4 メタデータと RDF 
 セマンティック Web は、対象とするリソース(データ)にメタデータを付加し、そのメタ

データに基づいてソフトウェアで処理する事を基本原理とし、メタデータの記述規則とし

て、RDF を定めている。 
 メタデータ技術は、図書館のインデックスの様に古くからある技術で、セマンティック

Web で新たに開発されたものではないが、セマンティック Web の特徴はメタデータの記

述用に RDF を開発し、用いている事である。 
 RDF の優れている点は、マシンリーダブルな形式で明確に意味記述する事を可能にする

点と、リソースに対するポインターとして URI を用いている点である。 
 URI を使うことにより、インターネットの中の任意のリソースをメタデータ記述の対象

にする事が可能となり、意味記述にインターネットの中の任意のスキーマやオントロジを

用いることができる。 
 また、URI を用いている事により、HTML の<META>タグと異なり、RDF で記述され

たメタデータは、対象となるームページの中に必ずしも、おく必要が無く、他のホームペ

ージの中に置いたり、全く別のサイトの中に置くこともできる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.8 RDF で記述されたメタデータの格納場所 
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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

RSSのイメージ

 この様に、対象になるリソースと、そのリソースに付いて記述しているメタデータを分

離して格納したり、管理したりする事ができるので、非常に柔軟な活用が可能となる。 
 セマンティック Web でメタデータ記述用に開発された RDF は、その明解さと柔軟性と

により、利用が広まり、教育分野や、出版分野、行政分野、オーディオビジュアル分野等

で広く使われており、実質的にメタデータ記述言語のディファクト標準となりつつある。 
 RDF を用いているシステムとメタデータ標準を次に示す。 

① Dublin Core 
 図書館の蔵書検索用、Dublin Core の名前空間識別用のプリフィクスは dc:であり、

そのボキャブラリは、dc:title の様に記述される。 
② RSS 1.0(RDF Site Summary) 
 ポータルサイトの自動生成用のメタデータ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ vCard v3.0 
 RFC2425 で規定されている電子名刺の共通データ形式を RDF で定義。 

④ P3P(Platform for Privacy Preferences) 
 個人情報保護システム向けの利用者プロファイルとプライバシーポリシーの記述。 

⑤ LOM(Learning Object Metadata) 
 教材を管、検索、評価、遣り取りする為に必要なメタデータ。 
 非デジタルの教材も対象とする。 

⑥ DOI(Digital Object Identifiers) 

図 3.9 RSS のイメージ 
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 デジタル著作物に対するメタデータ、メタデータで識別番号を割り振り、それに

基づいて著作権管理を行う。 
⑦ PRISM(Publishing Requirements for Industry Standard Metadata) 
 出版コンテンツの収集、合成、利用者向け加工及び処理を行う。 

⑧ MIReG(Managing Information Resources for e-Government) 
 EU が開発している電子政府用のメタデータ。 

⑨ MPEG-7 
 動画のプロファイル記述にメタデータを付加。 

⑩ CIM/XML(Common Information Model/XML) 
 電力システムモデルで、構成要素の記述にメタデータを利用。 

 
3.1.5 Weblog 
 セマンティック Web で開発された RDF を活用している実サービスに Weblog がある。 
 Weblog は、ニュース配信サービスの一種であり、利用者が予め欲しい記事の種類をエ

ージェントソフトやニュース配信サイトに登録しておくと自動的に関連する記事を取り出

したり、配信してくれるサービスである。 
 Weblog は、配信する記事に付けられたメタデータに基づいて分類や配信を行うが、そ

のメタデータの記述標準が RSS である。 
 RSS には、RDF に基づいた記述構文を持つ RDF Site Summary と XML に基づいた構

文を持つ Rich Site summary とがあり、RSS 1.0 は RDF 版であり、RSS 0.9x 及び 2.0 は

XML 版である。 
 Weblog 用に新たな記述標準として Atom 等を開発する動きもあり、多少混乱を来たし

ている。 
 Weblog に付いては、利用者側のメリットが注目されているが、RSS により、サービス

提供サイト側のサービス構築が自動化でき、サービス提供サイトの運営の省力化とサービ

ス提供の迅速化が図れると言うメリットもある。 
 現在の RSS は、記事の概要(索引と言っても良い)と配信方法とを規定するに留まってい

るが、将来的には、RDF の意味記述能力を活用して記事の内容の意味を行う様にすれば、

より正確な分類や利用者サイドでの加工等が可能になり、Weblog は、より使い易くまた

より有用になるであろう。 
 

3.1.6 セマンティック Web のインパクト 
 セマンティック Web のポイントは、マシンリーダブルなデータとメタデータと意味記述

とその標準記述規則として RDF を定めた点とにある。 
 マシンリーダブルなデータにより、ソフトウェアを自律的に動作させる事ができ、メタ

データにより、オリジナルなデータに手を加えることなく、アドオン方式で管理や処理を

容易に行う事ができ、意味記述により、ソフトウェアで、より正確な処理や (知的に動作

している様に)より複雑な処理を行なわせる事ができ、記述の標準化により、異なるコミュ

ニティ間でのデータの共有やツールの流用をし易くなる。 
 では、Web が、セマンティック Web に進化した場合、どこが良くなるであろうか？ 
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 それは、膨大な Web 上の情報をソフトウェアにより、自動的且つ効率良く、正確に処理

できるようになり、有用な情報が埋もれることなく、適切な人に適切な情報が渡るように

なる。 
 例えば、鍋を食べたいと思っている人に、「鉄鍋」の情報を渡すような事は無くなる。 
 また、様々なコミュニティが作成したデータを横断検索したり、統合したりするのが、

容易になる。 
 例えば、鍋料理と言った場合、「あんこう鍋」や「ちゃんこ鍋」だけでなく、「いも煮」

や「どんがら汁」も検索できたり、グループ分けできる。 
 更に、ソフトウェアで、より正確な処理や (知的に動作している様に)より複雑な処理を

行なわせる事ができるので、単純ではあるが面倒な作業をソフトウェアに代替させて行わ

せることができる。 
 例えば、世界の鍋料理の一覧を作る場合、現在は、関連しそうなホームページを目視で

チェックし、一覧を作るしか手がないが、セマンティック Web の世界では、そのかなりの

部分を自動化できるであろう。 
 
 更に進化したセマンティック Web の世界を想像すると、次の様になる。 
 
・ 家庭では 

 様々な電子機器はソフトウェアエージェントを内蔵し、互いに連携し、必要な時

働き、利用者の性向に応じて情報を集めて特別な出来事があったら利用者に知らせ、

健康状態に則して食事の献立を作り、必要な食材を注文する。 
・ コンピュータ及びネットワークシステムでは 

 コンピュータシステムの構成部品は、メタデータ管理され、ベンダーの違い等に

関わらず 適な機器を組合すことができ、容易に統合管理し、故障や障害が発生し

た時、迅速に根本原因を解明する事が可能となる。 
・ ポータルサービスでは 

 サービス部品や利用者のプロファイルや利用環境はメタデータで記述され、サー

ビスは自動的に構築され、利用者の嗜好に合った情報をタイムリーに、利用者の利

用環境に則して 適化されて提供される。 
 
3.1.7 実用化動向 
 セマンティック Web に関し、未だ先の技術だと言う人が多いと思うので、その実用化動

向に付いて述べてみたい。 
 セマンティック実用化は「未だ」というより、「既に実用化が始まっている」というべき

であろう。 
 セマンティック Web とは、簡単に言うと、RDF を用いて意味記述を行い、その結果で

ある RDF データに基づいて処理を行う事だが、では、その意味記述とは何であろうか？ 
 意味には、深い意味、浅い意味、意味の無いものと色々な段階があり、オントロジがあ

るからセマンティック Web で、オントロジが無いのでセマンティック Web でないとは言

えない。 
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 とすれば、セマンティック Web と従来 Web との違いは何処にあるのか？それは、RDF
を用いているか否かのちがいであり、RDF を用いているシステムは、セマンティック Web
のシステムの一種であると言って良い。 
 RDF を利用しているシステムは、既に数多くある。従って、セマンティック Web は既

に実現されていると言える。 
 例えば、Netscape や RSS1.0 は、RDF を既に活用しており、国内では、IT エージェン

ト(株)( http://www.itagent.co.jp/ )が PC に関する問合せ対応支援の為、セマンティック

Web 技術を活用した PC 情報検索システムを開発中であると聞いている。 
 しかし、その実現は、Web 全体から見れば、非常に局所的、且つ、レベルの低いもので

あり、Web 全体の情報をより有効に活用したり、簡単に使えるように未だなってはいない。 
 セマンティック Web のアプリケーションを開発する為には、RDF/OWL の生成ツール、

RDF/OWL データの管理ツール及び RDF/OWL データを操作する為のアクセスメソッド

等がセマンティック Web 基盤システムとして必要であるが、現状では、この基盤システム

が整備されていないのでセマンティック Web アプリケーションの開発に多大な工数を必

要とされる。 
 この基盤システムの整備が進めば、セマンティック Web のアプリケーションを簡単に作

れる様になるのでセマンティック Web の活用が劇的に広がると思われる。 
 しかし、RDF の利用の拡大と OWL 等のより高度な意味記述の方法の開発とに伴い、着

実に、セマンティック Web の利用は Web 全体に広がっていくと思う。 
 
3.1.8 ワンストップサービス 
 ワンストップサービスとは、サービス窓口において、一回の手続きで関連する総てのサ

ービスを実行するサービスをいう。 
 例えば、行政サービスにおいて、住所の変更届けを近くの役所の窓口に提出したとする

と、住民票の変更や、免許証の住所の変更、パスポートの住所変更、印鑑証明の住所変更

などを一度に行う行政のワンストップサービス等がある。 
 従来技術でワンストップサービスを実現する為には、サービス毎に個別システムを準備

し、それらの個別サービスを、動的に組み合わせて実行する事になり、ワンストップサー

ビスシステムが複雑かつ大規模にならざるを得なかった。 
 セマンティック Web の世界では、RDF で記述されたメタデータを用いる事により、以

下の様に、全く異なるワンストップサービスシステムの実現方式を提供できる。 
 RDF は、マシンリーダブルな構造を有し、対象となるリソースを URI でポインティン

グできるようになっているので、インターネット上の任意の情報についてメタデータ記述

する事が可能である。 
 従って、インターネット上に分散して存在している実データ（分散情報）に対して RDF
で記述されたメタデータを付与することにより、次図のように、それらの実データを管理

する仮想的な管理データを持った管理システムを構築することができる。 
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メタデータと分散情報

インターネット

メタデータ１ メタデータ２

分散情報１1

分散情報１２

分散情報２1

分散情報２２

URI１１

URI１１

URI１２

URI２２

URI２１

ワンストップサービス概念図

インターネット

運転免許用メタデータ パスポート用メタデータ

運転免許用サーバ パスポート用サーバ

住所情報

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 セマンティック Web のワンストップサービスは、サービス毎に仮想管理データを作成し、

それをサービス毎に管理する事で実現する。 
 セマンティック Web のワンストップサービスの概念図を次に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この図は、運転免許証の住所変更とパスポートの住所変更とをワンストップで行う例で

ある。 
 ワンストップサービスを行う為に、サービス提供者は、管理用データをメタデータで作

成し、メタデータには、各管理に必要情報の概要とその情報の実体の存在する場所を URI

図 3.10 メタデータと分散情報 

図 3.11 ワンストップサービス概念図 
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によってポインティングする様定義する。例えば、運転免許証管理用には、運転免許用メ

タデータを作成し、パスポート管理用には、パスポート用メタデータを作成する。更に、

運転免許用サーバやパスポート用サーバは、必要な処理を行う時、メタデータによりポイ

ンティングされている実データをアクセスして処理を行うものとする。 
 この様にしておくと、実情報を変更すれば、メタデータにより管理されている管理情報

が一斉に変更される様になる。 
 上記の図の場合、住所情報を変更すると、運転免許データとパスポート情報とが変更さ

れる。 
 
3.1.9 セマンティック Web と AI 
 AI は人間の知能を機械に代替させる事を狙いとしているが、セマンティック Web は、

膨大な Web の情報を有効利用する事と Web の可能性を 大限引き出す事をねらいとして

いる。 
 セマンティックWebの全体像の節の階層構造図で説明したように、セマンティックWeb
は、RDF をベースとした複数の機能階層から構成され、オントロジ層以上では、推論を行

えることも事実である。 
 しかし、セマンティック Web は、オントロジを必須とする訳ではなく、推論が出来る事

は、セマンティック Web で出来る事の一部である。 
 今後、セマンティック Web の上位層の仕様が決まって来ると、AI で実現しようとして

いた事が、セマンティック Web の中で実現できる可能性が高いが、その場合でも、セマン

ティック Web と AI とでは、次の様に根本的違いがある。 
・AI が比較的狭い世界の中で、データが正しい事を前提にしているのに対し、セマンテ

ィック Web では、Web と言う広大な世界の中で、必ずしも正しくないデータを前提

としている。 
 セマンティック Web で、AI で実現しようとしていた事が実現できるのではないか、と

言うことからオントロジ層以上の領域に AI の研究者の参加が相次いでいるが、これまで

蓄積された AI の技術と知識とが、フィードバックされセマンティック Web が素晴らしい

ものとなることを筆者は希望する。 
 
3.1.10 セマンティック Web と Web サービス 
 Web サービスの W3C における定義は、「Web サービスとは、URI によって識別される

ソフトウェア AP であり、そのインターフェースと連携方法は XML により定義、記述、

検索される。更に、他のソフトウェア AP との相互連携を、インターネット上を流れる XML
ベースのメッセージを介して行うこと」となっており、その狙いは、Web ベースの E-マ
ーケットプレィスを実現する為の処理連携の仕組みを作ることである。 
 その主な構成要素は、Web サービスの機能と属性とを記述する為の WSDL(Web Ser-
vices Definition Language)、サービスを登録し利用者が必要なサービスを見つけられる様

にする為の UDDI(Universal Description, Discovery and Integration)、及び、AP 間通信

に用いるプロトコルである XMLP(XML Protocol)の三つである。 
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Webサービスの概念図
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 セマンティック Web の全体像の節の OWL の所で述べた様に、OWL は、Web サービス

を有力な適応領域の１つとしている。 
 OWL の仕様作りが遅れていた為、現在の Web サービスにはセマンティック Web の技

術が組み込まれていないが、OWL の仕様が確定すれば、Web サービスとセマンティック

Web 技術とが、次の様に融合する方向に進むと思われる。 
 先ず、Web サービスの属性や能力を記述するための OWL ベースのオントロジ言語、

OWL-S(OWL Services)が開発されれば、次に、そのオントロジ記述とマシンリーダブル

なデータを WSDL や UDDI や XMLP に用いたり、連動させる事により、Web サービス

の構築、発見、実行、相互連携、及び、実行管理等の Web サービスタスクのエージェント

による自動化を可能になる。 
 Web サービスとセマンティック Web とを融合した場合、もう１つ重要な事は、メタデ

ータやオントロジによって、サービスを見っけ易くなる為、ＵＤＤＩの様な集中型のディ

レクトリを必ずしも必要ではなくなると思われる事である。 
 現在のWebサービスとセマンティックWebに融合したWebサービスとを比較すると次

の表の様になる。 

図 3.12 Web サービスの概念図 



 - 50 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 セマンティック Web の標準を知る 
 前節ではセマンティック Web の全体像について見たが、本節ではセマンティック Web
における標準化について見てみる。セマンティック Web に関連する技術については W3C 
(World Wide Web Consortium)が標準化を行っている。W3C は、Web の可能性を 大限

に引き延ばすために、Web の基盤となる技術の標準化を行っている団体である。これまで

に、Web コンテンツを記述するための HTML およびその関連技術、文書だけでなくあら

ゆるデータを記述するための XML およびその関連技術などの標準化を手がけてきている。

セマンティック Web はこれからの Web の重要な基盤であり、W3C では図 3.14 の階層図

にしたがい標準化を鋭意行っている。 
 

図 3.13 Web サービスとセマンティック Web に融合した Web サービスとの比較 

WebサービスとセマンティックWebに融合したWebサービスとの比較

意味ベース構文ベースデータ交換

オープン閉鎖的記述範囲

オントロジ記述分類的記述サービス記述
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登録必要なし登録必要提供方法

AP+エージェントAP利用者

汎用AP間連携目的

セマンティックWeb 
+Webサービス

Webサービス

意味ベース構文ベースデータ交換

オープン閉鎖的記述範囲

オントロジ記述分類的記述サービス記述

できる人がやる。重要仲介者

登録必要なし登録必要提供方法

AP+エージェントAP利用者

汎用AP間連携目的

セマンティックWeb 
+Webサービス

Webサービス
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3.2.1 メタデータ 
 前節で見たようにセマンティック Web ではメタデータが重要な役割を果たす。 
 Web コンテンツ自身を機械的に処理していろいろなことを行うのではなく、Web コンテ

ンツに付加されたメタデータを処理することによってエージェントは自動的な処理を行う。

メタデータとは「データについてのデータ」ということであるが、Web から離れて身近な

例としては、書籍の書誌情報がある。 
 書籍が実際に利用するデータであり、個々の書籍のタイトルや著者などの属性とその値

の対をまとめカードに書かれていたりデータベースに入れられたりしているのが書籍のメ

タデータである。図書館に行って本を探す場合、書棚の端から順番に見ていったのでは目

的の本を探すのが大変である。まずメタデータであるカードを使ったり、データベースで

検索したりして目的の本の置かれている場所を調べてから書棚に向かうであろう。検索の

効率化などのためにはメタデータは重要である。書籍のメタデータとしてどのようなもの

が必要であるかに関しては古くから図書館学などにおいて研究されてきた。 
 
 セマンティックWebで取り扱うのはWeb上のリソースに関するメタデータである。Web
コンテンツの標準である HTML にはすでにそのコンテンツのメタデータを記述するため

に META 要素が用意されているが、その利用は限定的である。 
 コンテンツのエンコーディング情報などを記述するにとどまっている。検索を便利にす

図 3.14 セマンティック Web の階層図 
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るためにキーワードを META 要素として記述し、検索エンジンがその情報を利用してラン

キングした時もあるが、META 要素として本文と全く無関係なキーワードを大量にいれて

ランキングを操作するために利用されたりしたためあまり信頼されなくなってしまった。 
 
3.2.2 PICS 
 セマンティック Web 以前に Web 上のリソースに関するメタデータとして標準化され、

現在使われている技術として PICS がある。PICS とは Platform for Internet Content 
Selection の略で、インターネット上の有害情報の受信を制限する仕組みである。PICS は

情報の発信を規制するのではなく、受信者側で情報の受信を選択するのが特徴である。発

信を直接規制すると言論の自由を制限することになり問題となりかねない。PICS では

Web コンテンツに対して PICS ラベルを付加し、このラベルをブラウザなどが参照するこ

とによって、コンテンツが受信者にとって好ましいものであるかどうかを判断し、好まし

くないときには受信をブロックする(これをフィルタリングという)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PICS ラベルは、Web コンテンツに対して、ヌード・暴力等の一定のカテゴリ別に評価

した結果(これをレイティングという)を記述したものである。レイティングには発信者が

自ら行うセルフレイティングと第三者機関が行うサードパーティレイティングがある。セ

ルフレイティングの場合には Web コンテンツの META 要素としてラベルが埋め込まれた

り、HTTPヘッダにラベルが付加されたりする。サードパーティレイティングの場合には、

第三者機関が保有するラベルデータベースをアクセスすることになる。 
 
 PICS のラベルの例として http://www.intap.or.jp/という Web サイトに対して ICRA 
(Internet Content Rating Association)が定めたレイティング基準でレイティングしたラ

ベルデータを図 3.16 に示す。このラベルの場合 n, s,v, l のカテゴリがあり、その値がすべ

図 3.15 PICS を用いたフィルタリング 
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て 0 であることを示している。 
 
 
 
 
 
 
 Microsoft の Internet Explorer には PICS 準拠のフィルタリング機能が、コンテンツア

ドバイザーという名前で組み込まれており図 3.17 のように設定することができる。このほ

かにも、PICS 準拠のフィルタリングにはインターネット協会が配布しているサーバ型フ

ィルタリングソフト(SFS)などもある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PICS-1.1 "http://www.icra.org/ratingsv01.html" l gen true for 
 "http://www.intap.or.jp/" r (n 0 s 0 v 0 l 0)) 

図 3 PICS ラベルの例 図 3.16 PICS ラベルの例 

図 3.17 IE のコンテンツアドバイザ 
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3.2.3 PICS から RDF へ 
 有害情報のフィルタリングのために考えられた PICS であるが、レイティングの基準と

なるカテゴリの定義を任意に行うことができるため、他のことにも応用することができる。

たとえば、Web コンテンツがどのくらいグラフィックスを使っているのかをラベルとして

記述しておけば、グラフィックスが多くて重いページを避けたり、警告を出したりするこ

とができる。ただし、PICS のメタデータはカテゴリ名と数字の対しか許されないため、

著者に関する情報などをメタデータで表し、その情報で何かの処理をするということはで

きない。そのため、PICS を拡張してもっといろいろな値をメタデータとして表すことが

できるようにしようと取り組んだが、その活動はより広いメタデータの記述ということで

セマンティック Web の基盤となっている RDF に発展していった。 
 
 RDF は Resource Description Framework の略で、Web 上のリソースに対するメタデ

ータを記述する枠組みである。ここで言っている Web 上のリソースとは、Web ページな

どの Web コンテンツだけでなく URI (Uniform Resource Identifier)で指し示すことので

きるものすべてを意味している。URI は Web コンテンツの場所を指し示す URL (Uniform 
Resource Locator)を拡張したもので、Web 上のリソースを一意的に識別するものである。

URL も URI の一つであるが、URI には一意的な名前の空間を扱う URN (Uniform Re-
source Name)なども含んでいる。 
 
 RDF はあらゆる複雑なメタデータを記述できるように逆にそのモデルは非常に単純な

ものになっている。RDF モデルは RDF ステートメントから構成され、一つの RDF ステ

ートメントは「リソース」と「プロパティ」と「値」の 3 つ組からなっている。「リソー

ス」は RDF ステートメントが記述するメタデータのリソースを表し、「プロパティ」はメ

タデータとして記述したい内容や項目の名前を表し、「値」がその値である。たとえば、

Web ページ http://www.intap.or.jp/doc.html の作成者(Creator)が文京太郎であることは、 
 
(http://www.intap.or.jp/doc.html Creator "文京太郎") 
 
と表す。このような 3 つ組による RDF の記述形式を N-triple と言うが、分かりやすいよ

うにノードと矢印を使って図 3.18 のように図解することも多い。楕円で表されているのが

リソースであり、矢印に付けられたラベルがプロパティであり、長方形で表されているの

が値である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.18 RDF の例 1 
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 もちろん、RDF モデルも Web 上でデータとして交換するときには XML として記述す

る。図 3.18 の RDF を XML により記述すると図 3.19 のようになる。Description 要素の

about 属性によりリソースを指し示し、その内容としてプロパティと値を書いていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このような 3 つ組の単純な仕掛けで複雑なメタデータは記述できるのか不思議に思うか

も知れない。RDF モデルの自由度は RDF ステートメントの「値」として「リソース」を

許すところから生まれる。たとえば、先ほどと同じ Web ページのメタデータとして作成者

の値を名前だけとするのではなく、名前と電子メールアドレスの両方を与えたい場合、図

3.20 のように作成者として中間のリソースを置いてやれば良い。これを XML にすると図

3.21 のようになる。ただし、RDF/XML 記述は省略形式などがあるため一意的ではなく、

同じ内容を複数の XML として表すことができるので注意が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
  <rdf:Description about="http://www.nikkeibp.co.jp/doc.html"> 
    <s:Creator>文京太郎</s:Creator> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

図 3.19 例 1 の RDF/XML 

図 3.20 RDF の例 2 
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 数学でどのように複雑な n 項関係も 2 項関係に分解できるように、RDF においても複

雑なメタデータを 3 つ組を組み合わせることで表すことができる。 
 
3.2.4 XML と RDF 
 RDF メタデータを結局は XML として表現するのだとすると、どうして 初から XML
でメタデータを記述しないのかと思うかも知れない。実際に XML でメタデータを記述す

る方法も良く使われている。元々から XML で記述した方がコンパクトに表現することが

できる。 
 
 XML ではなく RDF が別にある大きな理由はその自由度である。XML はテキスト文書

(あるいはデータ)形式であり、その記述の仕方を DTD や XML スキーマで規定する。XML
では各要素(タグ)がどのような内容(中に含むタグ)を持ち、それらがどの順番に現れるのか

を厳密に規定する。かってな内容の追加などは許されない。しかし、このような制限はメ

タデータには不必要なものであったりする。メタデータはそれが対象とするものの性質を

記述したものだとすると、それらの順序はあまり重要ではない。また、オープンな Web
におけるメタデータを考えると、前もって DTD や XML スキーマによって規定したので

は自由度が低く、後で自由にメタデータによる性質の記述の追加ができる方が好ましい。 
 
3.2.5 語彙 
 RDF ステートメントの 3 つ組の真中の「プロパティ」であるが、これはどのような項目

に関するメタデータを与えるかを決めているため、プロパティとして何を使うかの決定は

重要である。プロパティの名前やプロパティの取りうる値などの名前の集まりを語彙

(vocabulary)と呼ぶ。メタデータを記述するときには語彙を先に決めて、その語彙にした

がってメタデータを与えるのが普通である。これまでの例に出てきた Creator や Name, 
Email などの集まりが語彙である。 
 
 RDF では特定の語彙は定めていない。語彙に関してはメタデータの研究においても古く

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
  <rdf:Description about="http://www.intap.or.jp/doc.html"> 
    <s:Creator> 
      <rdf:Description> 
        <s:Name>文京太郎</s:Name> 
        <s:Email>taro@intap.or.jp</s:Email> 
      </rdf:Description> 
    </s:Creator> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

図 3.21 例 2 の RDF/XML 



 - 57 -

から研究されており、未解決の項目も多く、セマンティック Web においても上位のオント

ロジにおいて解決する問題とし、RDF では取り扱っていない。 
 
 ただし、RDF においては複数の語彙を混在して利用可能であるように、XML 名前空間

の考え方を利用してプロパティ名の衝突を避けるようにしている。すなわち、プロパティ

を与える場合には、かならずどこの名前空間のプロパティであるのかを指定しなくてはい

けない。この意味で図 6 や図 8 は不完全であり、図に出てくる s の名前空間の定義を追加

してやる必要がある。 
 
 RDF が語彙を定めていないとすると、実際に Web コンテンツに対して RDF メタデー

タを与えようとしたときに、どのような語彙を使えば良いのか迷ってしまうかも知れない。

適当な語彙を自分で考えて、それに基づいてメタデータを与えてもかまわないが、そうす

ると他のシステムとメタデータのやり取りができなくなってしまう。良く使われている語

彙が何であるかを調べて、なるべく共通の語彙を使うようにした方が、あとあと問題が少

ない。語彙が統一されればこのような問題はないのであるが、オープンである Web におい

て、あらゆる分野で使うことのできる曖昧性のない語彙を考えるのはこれまでの研究から

見て不可能に近い。セマンティック Web では語彙を統一するのではなく、いろいろな語彙

が存在するなかで相互の変換を行いながら処理することを考えている。 
 
 特定の分野に限定すると語彙は統一することもできる。たとえば、書誌情報においては

Dublin Core メタデータとして図 3.22 に示すように 15 個の基本的な語彙を定め、30 ヶ国

(25 言語)において合意が得られている。Dublin Core メタデータは書誌情報だけでなく一

般的な文書のメタデータとしても利用可能なように考えられているため、電子政府におけ

る文書のメタデータや、教材コンテンツのメタデータとしても広く用いられるようになっ

てきている。 
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要素名 説明 
Title 情報資源の名前 
Creator 情報資源の内容に主たる責任を持つ者 
Subject 情報資源の主題 
Description 情報資源の内容の説明 
Publisher 情報資源を提供している者 
Contributor 情報資源の内容に貢献している者 
Date 情報資源の作成日付 
Type 情報資源の種類 
Format 情報資源の物理的あるいは電子的形式 
Identifier 情報資源を一意的に識別する文字列あるいは数字 
Source 情報資源の元となった情報資源への参照 
Language 情報資源の内容を記述する言語 
Relation 関連する情報資源への参照 
Coverage 情報資源が空間的あるいは時間的にカバーする範囲 
Rights 情報資源に関する権利情報 

 
 
 
3.2.6 RDF スキーマ 
 RDF メタデータで利用する語彙の定義を行うのが RDF スキーマである。RDF スキーマ

は、Java のようなオブジェクト指向プログラミング言語と似たような形で語彙を定義する。

また、RDF スキーマ自身も RDF メタデータとして与えられるところも特徴的である。 
 
 まず、RDF で取り扱うリソースはクラスというグループに分割される。クラスは

SubClassOf によるクラス階層を形成する。すべてのリソースをインスタンスとして持つ

クラス Resource がある。また、すべてのプロパティはクラス Property のインスタンスで

ある。それぞれのプロパティの定義域と値域となるクラスを指定するために domain と

range のプロパティが用意されている。 
また、プロパティ間にも SubPropertyOf によるクラス階層が存在する。 
 
 例として図 3.21 で使った Creator の RDF スキーマを与えてみよう。クラスとして Web
コンテンツを表す Document と作成者を表す Staff を Resource のサブクラスとして定義

し、Creator, Name, Email をプロパティとして定義すると図 3.23 のようになる。 

図 3.22 Dublin Core メタデータ 
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 この RDF スキーマによると Creator はプロパティであり、Resource のサブクラスであ

る Document を定義域とし、Resource のサブクラスである Staff を値域であることが分か

る。Resource のサブクラスであるということは、すなわち Document と Staff はリソース

の集まりということである。Document が Web コンテンツのリソースの集まりとするには、

さらに URL やその他のプロパティを関連付ける必要がある。 
 
3.2.7 オントロジ 
 RDF スキーマは語彙の定義として非常に基本的な部分しか取り扱っておらず、セマンテ

ィック Web ではより複雑な語彙の定義に関してはオントロジにまかせている。オントロジ

に関する仕様は W3C において OWL (Web Ontology Language)として標準化の過程にあ

り、現在はまだドラフトの段階にある。 
 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntex-ns#" 
         xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 
  <rdf:Description ID="Document"> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"/> 
  </rdf:Description> 
  <rdf:Description ID="Staff"> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"/> 
  </rdf:Description> 
  <rdf:Description ID="Creator"> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Property"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Staff"/> 
  </rdf:Description> 
  <rdf:Description ID="Name"> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Property"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Staff"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
  </rdf:Description> 
  <rdf:Description ID="Email"> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Property"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Staff"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

図 3.23 RDF スキーマ 
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 オントロジとは元来は存在論と呼ばれ、事物の存在の意味付けを議論する哲学であるが、

近年の知識工学や自然言語処理の分野では、語彙や概念などの知識を知識体系全体の中で

位置づけることを意味している。 
 
 OWLではRDFスキーマでが記述できなかったクラスやプロパティに関する規定が可能

になる。たとえば、2 つのクラスに共通部分がないことや、インスタンスの数の制限、対

称性などのプロパティに関する性質、数え上げ型のクラスの定義などが可能になる。 
 
3.2.8 ルール、ロジック・フレーム、プルーフ 
 図 1 の「ルール」より上の層に関してはまだ構想段階であり、標準化も始まっておらず、

どのようなものになるか分からない。これらを使ってエージェントは推論を行い、いろい

ろな処理が自動化されるはずである。ロジックに近いところでは RDF メタデータに関す

る問い合わせに関する研究は幾つか行われており、それらがベースになるのかも知れない。 
 
3.2.9 トラスト 
 図 1 のセマンティック Web の全体像の一番上にあるのが「トラスト(信用)」であるが、

これは仕様として何か作られるものかどうかはっきりしていない。 
セマンティック Web ではエージェントがメタデータを利用して、商取引やホテルの予約な

どを自動的に行う世界を想定している。人が個々の処理を判断しながら進めるのではなく

エージェントにまかされるので、間違った処理をエージェントがしたのでは大変なことに

なる。安心してエージェントにいろいろな処理をまかせるにはやはりセマンティック Web
が作り出す世界に対する信用がなくてはならない。ホテルの予約を Web で行う場合には、

利用者はそのホテルを信用しているのであり、またホテルの方も利用者を信用しているか

ら予約を許可するのである。予約には利用者の個人情報も渡さなくてはならない。信用で

きない相手に個人情報は渡せない。 
 
 信用の構築は非常に大変である。Web では中央集権的な絶対の信用は作りにくい。相互

の信用を積み重ねる形で広めていく新しい信用の形態が必要だと思う。 
 
3.2.10 仕様 URL 
(1) RDF モデルと構文 
 http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/ 
(2) RDF スキーマ(語彙記述言語 1.0) 
 http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 
(3) RDF モデル理論 
 http://www.w3.org/TR/rdf-mt/ 
(4) RDF/XML 構文(改訂) 
 http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ 
(5) RDF 入門 
 http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ 
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(6) RDF 概念と抽象構文 
 http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/ 
(7) OWL 抽象構文と意味 
 http://www.w3.org/TR/owl-absyn/ 
(8) OWL ガイド 
 http://www.w3.org/TR/2003/PR-owl-guide-20031215/ 
(9) Dublin Core メタデータ要素集合 1.1 
 http://dublincore.org/document/dces/ 
 
 
3.3 RDF のユースケース 
 本節では、すでに W3C 勧告となっている RDF に話を絞り、実務への応用例を示してみ

る(注: 2004.2 月には RDF スキーマおよび OWL も W3C 勧告となった)。 初に、現実に

どんな用途で RDF データが使われているのかを示し、その後、シンプルな応用例と高度

な応用例において、どんな効果をもたらすかを述べる。 
 
3.3.1 現在使われている RDF 
 すでに雑誌や Web の記事などを通じて、RDF のサンプル・データを見たことがある人

は多いかもしれない。だが、現実の応用例を見た人は、さほど多くはあるまい。そこでま

ず、実際に使われている RDF の実例をいくつか示してみる。 
 
(1) Web 上にある RDF 
 Google で”rdf” と入れて検索すると、本稿執筆時点(2003 年 4 月)では 190 万以上(2004
年 2 月では 425 万件)の URL が得られる。ただ、順に見ていっても W3C の RDF ワーキ

ンググループのページ以下、どれも RDF の解説ページで、RDF そのもののファイルはな

かなか見つからない。 
 次に”rdf filetype:rdf”と入れて検索してみる。これは、rdf というキーワードを含む、*.rdf 
と い う 拡 張 子 の フ ァ イ ル 名 を 探 せ と い う 指 示 を 意 味 す る 。 今 度 は

slashdot.org/slashdot.rdf はじめ、7 万件くらいの結果が得られる。ソースを見ていくと、

確かに RDF フォーマットである(IE だと適当にインデントされる)。 初に<rss>や
<channel>と書いてある RDF も多い。これは RDF の中でも後述の RSS という形式であ

る。なお、RDF ファイルは.rdf という拡張子でないといけないということはない。ちなみ

に、filetype の後を変えると、拡張子が.xml の RDF ファイルも数は少ないがあることが

わかる。RSSは.rssという拡張子のものも多い。このような調査を継続してやっていくと、

セマンティック Web がどのくらい流行ってきているかの一つの指標になるだろう。 
 
(2) 市販ソフトにも採用される 
 PDF ファイルでおなじみの Adobe 社は、XMP（eXtensible Metadata Platform）を提

案している。これは、同社のアプリで作成するファイルの中に、ユーザがそのファイルに

関するメタデータ(著者、作成日、タイトル、概要など)を埋め込める機能である。XMP の
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SDK も公開されており、メタデータを RDF の形で引き出して検索システムなどで利用す

ることができる。どのような RDF かは例えば、Acrobat で適当な PDF ファイルを読み込

み、「ファイル/文書のプロパティ/文書のメタデータ/ソースの表示」と辿ってみて欲しい。

すると、見慣れた RDF ステートメントが出てくる。Dublin Core の dc:title (その文書の

表題) や、dc:creator (作成者)といった属性も入っている。このようなメタデータをドキュ

メントファイル内に組み込むことで、コンテンツとメタデータの一括管理をしようという

のが XMP の狙いである。 
 

(3) インターネットディレクトリ: ODP 
 ODP (Open Directory Project) (http://dmoz.org/)も RDF と関係が深い。ODP とはボラ

ンティアベースで運営されている Yahoo! ライクな Web サイトのディレクトリである。

Yahoo! のように少数のサーファと呼ばれる専門家が管理するのでなく、何千人という人

が分散して情報の更新を行なっているのが特徴である。Netscape や Google のディレクト

リ機能として利用されているので、結構知らず知らず使っている人も多いかもしれない。

ODP では、RDF 形式でカテゴリの体系や、各カテゴリの URL メタデータ(URL、タイト

ル、説明文など)をダウンロードできる。（図 3.3.1 ODP の RDF 形式のダンプおよび図 
3.3.2 参照）これを使って、Web サーチエンジンの研究を行っている例も多い。 

ODPのRDF形式のダンプ(1)

<RDF xmlns:r="http://www.w3.org/TR/RDF/"
xmlns:d="http://purl.org/dc/elements/1.0/"  
xmlns="http://directory.mozilla.org/rdf">

<Topic r:id="Top">
<tag catid="1"/>
<d:Title>Top</d:Title>
<narrow r:resource="Top/Arts"/>
<narrow r:resource="Top/Business"/>
<narrow r:resource="Top/Computers"/>
<narrow r:resource="Top/Games"/>
<narrow r:resource="Top/Health"/>
<narrow r:resource="Top/Home"/>
<narrow r:resource="Top/News"/>
<narrow r:resource="Top/Recreation"/>
<narrow r:resource="Top/Reference"/>
.....

カテゴリ階層

Top以下のサブカテゴリ

 

図 3.3.1 ODP の RDF 形式のダンプ(その１) 図 3.24  ODP の RDF 形式のダンプ(その 1) 



 - 63 -

 

ODPのRDF形式のダンプ(2)

<RDF xmlns:r="http://www.w3.org/TR/RDF/"
xmlns:d="http://purl.org/dc/elements/1.0/"  
xmlns="http://directory.mozilla.org/rdf">

<Topic r:id="Top/Arts">
<tag catid="2"/>
<d:Title>Arts</d:Title>
<link r:resource="http://www3.bc.sympatico.ca/PHILLIPSHOTGLASS/GlassPage.html"/>

</Topic>

<ExternalPage about="http://www3.bc.sympatico.ca/PHILLIPSHOTGLASS/GlassPage.html">
<d:Title>John phillips Blown glass</d:Title>
<d:Description>A small display of glass by John Phillips</d:Description>

</ExternalPage>
....

Top / Arts カテゴリ
のURL

各URLのメタデータ
d:Title : DCのタイトル
d:Description : DCの説明文

 

図 3.3.2 ODP の RDF 形式のダンプ(その２) 

 
3.3.2 シンプルな応用例「RSS」 
(1) blog と RSS 

近、ブロッグ(Weblog あるいは略して blog)コミュニティでは RSS というフォーマッ

トはかなり常識化されつつある。ブロッグとは、個人が日記や写真、ページへのリンクな

どのちょっとした情報をネット上に公開し、それを読んだ他の人がコメントをつけていく

という仕組みである。情報更新が早いのも特徴で、世界中に分散した BBS のようなもの

と思ってもらってもよいかもしれない。日本は、ようやく NTT データやニフティなど数

社で blog サービスが開始されたばかりで、まだ遅れているが、海外では既にコミュニティ

系の大コンテンツである。その成長を下支えしているのが、実は RDF 技術なのである。 
多くのブロッグツールが、情報やコメントを公開するのに便利なだけでなく、公開する

際に、コメントの日付やタイトルなどのメタデータを RSS の形でも出してくれる所にある。

この RSS を集めることで、色々なブロッグで今どのようなことが話題になっているのかが

一覧できる。RSS を定期的に収集し、その内容を自動的にポータルに入れ込むという仕組

みを作っておけば、更新も完全に自動で行なえる。ブロッグの草分け、Pyra Labs 社1の

blogger.com あたりを見ると、様々なブロッグにおけるタイトルが並べられており、今ど

んなことが話題になっているのかが一目瞭然である。このようなブロッグブームを支えて

                                                  
1 Pyra Labs 社は、今年の 2 月に Google が買収して、いよいよブロッグビジネスの時

代かと話題になった。  

図 3.25  ODP の RDF 形式のダンプ(その 2) 
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いる RSS は、実は RDF から生まれたものである。 

XXニュース

RSS

新着情報

ニュースポータルサイト

定期的に
自動収集

RSSの利用図

YY新聞 ヘッドライン情報
（ニュースタイトル)

チャネル

アイテム

YY新聞
AAA
BBB
CCC

XXニュース
aaa
bbb
ccc

AAA

BBB

BBB

 

図 3.3.3 RSS の統合利用 

(c)2003 INTAP. All rights reserved.

• ＲＳＳリーダ: NewsGlue, SharpReaderなど：

ニュースや委員会情報などフロー情報を一元閲覧

委員会内部情報
(MT RSSより)

INTAP Semantic Web
ポータル (外部情報)

 

図 3.3.4 RSS リーダーによる統合閲覧 

 

図 3.26  RSS の統合利用 

図 3.27  RSS リーダーによる統合閲覧 
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(2) RSS の活用シーン 
初の RSS (RDF Site Summary) 0.9 は 1999 年に Netscape 社により My Netscape 

Network サービスにおいて、ニュースヘッドラインなどの channel と呼ばれるコンテンツ

をポータルに取り込むための RDF フォーマットとして提案された。Channel の中の個々

の記事は item と呼ばれ、その URI、タイトル、日付などのメタデータを記述する。RSS
ではニュースコンテンツそのものでなく、各記事へのリンクのメタデータだけを記述して

いることが特徴である。図 3.3.3 RSS の統合利用のように、この情報がポータル2に埋め

込まれることで、ポータルからコンテンツ提供側に閲覧者を誘導できる。こういったこと

から、RSS はコンテンツシンジケーション3のためのフォーマットと言われる。図 3.3.6 
RSS1.0 の例は、RSS リーダーの一つである SharpReader を用いて、様々な RSS コンテ

ンツを統合的に閲覧する例である。 
 
(3) RSS のバージョンの混乱 
 RSS0.9 以降、RSS にはちょっとした規格の混乱があり現在も統一されてはいない。0.9, 
1.0 以外はトップ要素が <rss> になっており、XML であるものの RDF ではない。また、 

RSS という略語も、 ”RDF Site Summary” (0.9, 1.0) 、 ”Rich Site Summary” 
(0.91,92,93)、”Really Simple Syndication” (2.0)とバージョンによってその意味する所が

異なる。現実には、0.91, 1.0 あたりが多く使われているようである。 
 RSS (RDF Site Summary) 0.9  Netscape 社 1999.5 RDF ベース  
 RSS (Rich Site Summary) 0.91 Netscape 社+Userland 社 1999.7 rss ベース 
 RSS (RDF Site Summary) 1.0  RSS-DEV WG, 2000.12 RDF ベース 
 RSS (Rich Site Summary) 0.92 Userland 社, 2000.12 rss ベース 
 RSS (Really Simple Syndication) 2.0 Userland 社, 2002.8 rss ベース 

http://hohoho.intap.or.jp/tecbiz/index.html という URL で示される「INTAP TechBiz」
というサービスに関するメタデータを、RSS0.91（図 3.3.5 RSS0.91の例）と1.0（図 3.3.6 
RSS1.0 の例）で記述するとこのように異なる。0.91 の XML 形式のほうは、<link>とい

うタグがメタデータを記述したい対象となるリソースの URI を表し、残りの

<title>,<description>などがその属性を表すということを知っていないと解釈ができない。

一方、1.0 の方では、rdf:about の値が対象となるリソースの URI、その他のタグはそのリ

ソースに対する属性ということが RDF の三つ組みモデルで明示されている。RDF は XML
と違って単なるフォーマットとしてではなく、メタデータを記述するモデルでもある。 

 
 
 
 

                                                  
2 例えば、http://rss-jp.net/ には国内の各種サイトで使われる RSSが集められている。 
3 シンジケーションは、一般にはマスコミで記事や番組を仲介業者が配給(配信 )するこ

とを意味する。RSS はリンクコンテンツを Web で配信するための基本的な仕掛けと言

える。ただし実際の配信ビジネスとするには、RSS 以外に権利保護や課金などといっ

た他の技術も必要となる。  
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RSS 0.91
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!DOCTYPE rss (View Source for full doctype...)> 

- <rss version="0.91">

- <channel>

<title>INTAP Techbiz</title> 

<link>http://hohoho.intap.or.jp/tecbiz/index.html</link> 

<description>Summary for INTAP Techbiz</description> 

<language>ja</language> 

- <item>

<title>日本のブロードバンド料金の調査</title> 

<link>http://intap.or.jp/go.cgi?id=287737</link> 

</item>

- <item>

<title>M社の02年売上げ20%増</title> 

<link>http://intap.or.jp/go.cgi?id=287706</link> 

</item>

……..

トップは <rss>

 

図 3.3.5 RSS0.91 の例 

RSS 1.0
<?xml version="1.0" encoding="euc-jp" ?> 
- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">
- <channel rdf:about="http://hohoho.intap.or.jp/tecbiz/index.html">
<title>INTAP Techbiz</title> 
<link> http://hohoho.intap.or.jp/tecbiz/index.html </link> 
<dc:language>ja</dc:language> 
<dc:date>2003-04-08T20:24:01+09:00</dc:date> 

</channel>
- <item rdf:about="http://intap.or.jp/go.cgi?id=287737">
<title>日本のブロードバンド料金の調査</title> 
<link>http://intap.or.jp/go.cgi?id=287737</link> 
<dc:date>2003-04-08T20:24:01+09:00</dc:date> 
</item>

- <item rdf:about="http://intap.or.jp/go.cgi?id=287706">
<title>M社の02年売上げ20%増</title> 
<link>http://intap.or.jp/go.cgi?id=287706</link> 
<dc:date>2003-04-07T11:44:09+09:00</dc:date> 
</item>

dc: は、
Dublin Coreの

名前空間

指定ないものは、RSS1.0
の名前空間

トップは
<rdf:RDF>

 

図 3.3.6 RSS1.0 の例 

図 3.28 RSS0.91 の例 

図 3.29 RSS1.0 の例 
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ブロッグなど現在の RSS の使い方に限れば、メタデータとして XML でも RDF でも変

わりがないと思われるかもしれない。しかし、今後セマンティック Web の発展により RDF
による他のメタデータも増えてくると、それらとの連携によりサービスをリッチにしよう

という方向が必ず起こる。そのような拡張性を考えると、RDF ベースの RSS1.0 の使用を

勧めたい。 
 
3.3.3 RDF による検索の効率化 
 データのあいまいさを取り除けるという RDF の特性をうまく利用していけば、検索の

効率化などが可能になる。検索結果に含まれてしまいがちな、余分な情報（ノイズ）を減

らすことが容易になる。 
 
(1) 絞り込み検索を自動化 
スタンフォード大と W3C で行なわれている TAP (http://tap.stanford.edu) プロジェク

トでは、RDF により音楽や映画など現実世界のことがらに関する知識ベースを構築してい

る。Activity based search (ABS)または Semantic Search という検索のデモでは、W3C
のサイトから Google と連携して人の各種情報も合わせて見るということができる。図

は、”Miller” を同サイトから検索した結果である。 

TAP-KB Semantic Search

“Miller” の検索例
(Eric Miller)

http://tap.stanford.edu/w3c.html

Eric Millerに
関する情報

写真
連絡先

関連アクティ
ビティ

関連規格書
….

 

図 3.3.7 

Google の検索結果に加えて、右の方に W3C Semantic Web Activity リーダの Eric 
Miller の写真や、連絡先、アクティビティ、著書(W3C 規格書)といった、彼に関するデー

タが表示されている（図 3.3.7）。Google の結果だけだと、J. Miller, L. Miller といった別

人の情報も出てきたり、Eric Miller がちょっとだけ名前が入っているような文書も列挙さ

図 3.30 TAP-KB Semantic Search 検索デモ 
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れ、なかなか彼の情報だけを集めることはできない。ABS では、”Miller” という語を TAP
知識ベースから探し、W3C メンバーで Miller といえば Eric Miller であること、また RDF
のリンクを辿って彼の各種情報を集めて、Google の検索結果と共に表示している。図 8
は、この高度な検索を実現する構成図である。Yo-Yo-Ma を中心に、コンサートやチケッ

ト、アルバム情報がリンクしている。全文検索ベースの Google と、知識ベース検索とを

相補的に組み合わせた例と言える。 

TAP ABS
“Yo-Yo-Ma” を検索 : 

– TAP-KBより関連情報 (ミュージシャンなら、コン
サート、チケット、アルバム)を芋づるで取得

http://tap.stanford.edu/tap/ss.html より
 

図 8 

 
(2) 人脈/スキル情報を視覚化 
 富士通では、RDF をグループウェアのミドルウェアに用い、スケジュールや文書などの

人に関する情報を統合し検索し検索活用できる WorkWare++というシステムを試作し社

内で利用している4(図 3.3.9)。 

                                                  
4 小櫻 ,片山 ,井形 ,渡部 ,津田 , Semantic Web 技術を利用したグループウェア

WorkWare++, 情報処理学会 65 回全国大会 , 2003.3 

図 3.31 TAP ABS 構成図 
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RDFによるナレッジマネジメント

RDF

全文
検索
＋

視覚化

人脈マップ

技術マップ

スケジューラ

ログ

文書

自動関連づけ
(自然言語処理)

異種情報源をまたがった多様な
ビュー、Know Who 検索が可能

グループウェア
WorkWare++

 

図 3.3.9 

 従来のグループウェアだと、Know Who (スキルを持った人を探す)機能を実現するのに、

各人が自らスキルを登録したりしなければならず煩雑だった。本システムでは、わざわざ

Know Who に向けての DB 情報を別途作るのではなく、既存の異種アプリや文書情報を

RDF によるメタデータ層で統合することで、各人に関する様々な情報を横断的に検索・活

用ができることが特長である。例えば、スケジュールに一緒によく出ているという関係や、

その人が書いた文書の情報から、自然言語処理技術によりリアルタイムで人に関するメタ

データを取り出して RDF 化して蓄積している。また、RDF によるデータからさらに別の

RDF データをマイニングによりダイナミックに作り出し、人と人の関係や、人と技術の関

係もリンクづけをすることができる。 終的に、こういったグラフ構造の情報を視覚化す

ることで、技術から周辺技術を探したり、さらに細かい技術に詳しいグループを探し、グ

ループ間の人脈を視覚化し、キーマンを見つけるというような Know Who 検索を実現し

ている。RDF を利用したメリットとしては、拡張の容易さとグラフによるデータ表現があ

げられる。例えば、社内の別のデータを連携させようという場合にも、基本的なモデルは

変更せずに、プロパティを追加するだけで対応ができる。また、人脈(人と人の関係)や、

スキル(人と技術の関係)のように、複雑に組み合わさった関係は従来の RDB では表現しづ

らいがグラフによる表現には適している。 
 以上紹介した例は、いずれも閉じたコミュニティ内での RDF 活用例である。異なるコ

ミュニティ間でまたがってメタデータを活用しようとするとオントロジの問題を考えなけ

ればならなくなり、それについては別稿にゆずりたい。 
 

図 3.32 RDF によるナレッジマネジメント 
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3.3.4 RDF の課題 
本稿ではセマンティック Web 技術の中でも RDF を中心に見てきた。RDF は徐々にで

はあるものの Web および我々の周りでも増えつつある。メタデータに特化した、簡単な３

つ組によるモデルと XML による流通形式を両方兼ね備えている、RDF の素性の良さが認

められつつあるのではないだろうか。RDF が爆発的に流行るきざしは RSS に見ることが

でき、もしかするとブロッグが世界規模のセマンティック Web 実現への起爆剤となるかも

しれない。 
後にセマンティック Web の重要な二つの課題を指摘しておこう。 

 まずは、メタデータのトラストの問題である。RDF を使って付加した RSS のようなメ

タデータを、完全にオープンなインターネット規模の世界で活用していくには、セマンテ

ィック Web 技術の 上位層を占めるトラスト層が不可欠になる。性悪説に基づいてシステ

ム構築すべきインターネットの世界では、RDF で記述したメタ情報の信頼性を保証できる

仕組みが必要になる。 
 実際、HTML の規格にも META タグがあり、ページの説明文やキーワードを書くこと

ができるが、現実にはあまり有効利用されていない。というのも、あるサーチエンジンが

検索結果のランキングに META タグ内キーワードの重みを重視したところ、META タグ

中に良く検索されるキーワードを大量に入れる「ワードスパム」という攻撃が開発され、

以降はあまり参考にできなくなってしまった。トラストがないままだと、セマンティック

Web の世界でも同様な RDF スパムが今後起こらないという保障はない。 
次の課題は、、「RDF によるメタデータを一体誰がつけるのか？」ということである。ま

ず、量的な問題として全世界の Web は既に 80 億近い URL があると言われている5。この

位の規模になると、人手でどうにかしようというレベルは超えている6。また、インセンテ

ィブの問題もある。メタデータは HTML ページと違って、綺麗なページを書いたから自

己満足するというわけにはいかない。何か面白いサービスに使われて初めて役に立つもの

である。しかし、ここがボトルネックで、デッドロックが起こりがちである。面白いサー

ビスがあるならばメタデータをつけようという気になるかもしれないが、一方サービス提

供者にしてみれば、メタデータがないからサービスができないという、状態である。こう

した、量的、インセンティブ、デッドロックの問題を解決するためには、本稿で述べたよ

うな応用をもっと魅力的にするだけでなく、メタデータを作るにあたっての何らかの半自

動化というのが今後必要になってくる。ブロッグツールのように、自分ではメタデータを

作っているつもりでなくても、自然に RDF を作っているような仕組みは必須だろう。そ

こに、これまでの AI（人工知能）、自然言語処理の技術が生きる可能性は非常に大きい。 
 

                                                  
5 2000.7 に米 Cyveillance 社は、Web は 21 億 URL からなり、2001 年には倍になる

という調査を出している。  
6 毎秒１つづ見ていっても、250 年以上かかる計算になる。  
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3.4 セマンティック Web を体験する 
 これまで、セマンティック Web に関し、その概要、その標準化動向及びその応用として

の RSS に付いて説明して来た。 
 今回は、セマンティック Web の基盤となっている RDF(Resource Description 
Framework)の記述の方法と RDF で記述されたデータを活用した検索サービスと

OWL(Web Ontology Language)を活用したインテリジェント検索サービスとに付いて、記

述例を用いて具体的に説明する。 
 
3.4.1 RDF 記述の方法 
 本節では、RDF の基本的な記述方法に付いて要点を説明する。 
 RDF の記述方法には、基本記述形式と簡略記述形式とがあり、どちらの記述形式も正し

い記述形式である。 
 通常 RDF データは、簡略化された形式で記述されている。 
 この内、RDF の記述の簡略化と言うのが、分かりにくいので、或るホームページの作者

に付いて記述する例を用いて説明する。 
 RDF の基本記述形式は次の様になる。 
 

<rdf:Description rdf:about="記述対象となるホームページの URL"> 
  <ex:editor> 
    <rdf:Description> 
      <ex:homePage> 
        <rdf:Description rdf:about="作者のホームページの URL"> 
        </rdf:Description> 
      </ex:homePage> 
    </rdf:Description> 
  </ex:editor> 
</rdf:Description> 
<rdf:Description rdf:about="記述対象となるホームページの URL"> 
  <ex:editor> 
    <rdf:Description> 
      <ex:fullName>作者名</ex:fullName> 
    </rdf:Description> 
  </ex:editor> 
</rdf:Description> 

 
 同一リソースに対する記述を統合し、且つ、<rdf:Description rdf:about=”…”> 
</rdf:Description>の対を省略する事により、簡略化し次の様に記述することができる。 
 

<rdf:Description rdf:about="記述対象となるホームページの URL "> 
  <ex:editor> 
    <rdf:Description ex:fullName="作者名"> 
      <ex:homePage rdf:resource="作者のホームページの URL"/> 
    </rdf:Description> 
  </ex:editor> 
</rdf:Description> 

 
 更に、これを rdf:parseType="Resource"を用いて<rdf:Description> </rdf:Description>
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対を省略すると次の様に簡略化する事ができる。 
 

<rdf:Description rdf:about="記述対象となるホームページの URL "> 
  <ex:editor rdf:parseType="Resource"> 
      <ex:fullName>作者名</ex:fullName> 
      <ex:homePage rdf:resource="作者のホームページの URL "/> 
    </ex:editor> 
</rdf:Description> 

 
3.4.2 鍋の RDF 記述を行ってみる 
 鍋には、調理器具の鍋と鍋料理の二つの意味がある。 
 日本人は、鍋と言うと調理器具の鍋か、鍋料理の鍋か、鍋と言う単語だけでは、判断が

付かず、その単語の前後関係(セマンティックス)により、ごく自然に判断している。 
 例えば、「鍋が食べたい」と言った場合、鍋料理を食べることを意味し、「美味しい鍋」

言った場合も鍋料理を意味する。 
 これに対し、「鉄の鍋」や「鍋を使う」や「丈夫な鍋」と言った場合、調理器具の鍋を意

味するが、従来の検索サービスでこれらの意味を自動判別して、適切な情報を抽出するこ

とは難しい。 
 しかし、セマンティック Web の技術を用いれば、これらの意味を自動認識し、適切な情

報を抽出し、提供することも可能となる。 
 鍋の情報にセマンティック Web 技術を適用する為には、鍋の情報を RDF で記述する必

要がある。 
 
 鍋の情報を RDF で記述するには、鍋の情報がどの様な構成になっているか整理してお

かなければならない。 
 
① 調理器具の鍋の情報構造 
 調理器具の鍋の情報構造の整理の仕方には、色々な方法が考えられるが、次の様に整

理する。 
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② RDF 記述の規則に付いて 
 RDF 記述を理解して貰い易くする為、本記事で用いている RDF 記述のポイントを簡

単に述べる。 
 RDF 記述は<rdf:RDF….>で始まり、</rdf:RDF>で終わる。 
 初に xmlns により、どの RDF スキーマの語彙を使っているか宣言する。 
 例、xmlns:nabe="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/nabe# 
xmlns で宣言されたネームスペース識別子は、”nabe:調理器具”の様に語彙のプリフィ

クスとして使われ、調理器具が nabe のネームスペースに属する事を示している。 
 xmlns: =”…..”の様にネームスペース識別子を省略しておくと、プリフィクスの付

いてない語彙は、このネームスペース属するものとなり、RDF 記述を簡略化できる。 
 rdf:parseType=”Collection”は、RDF データを処理する場合、以下をデータの集ま

りとして解析すべきである事を宣言する。 
 例えば、調理器具しての鍋は、寸胴鍋、半寸胴鍋、片手深型鍋、中華鍋、すきやき鍋、

おでん鍋、・・・の集まりである事を示す。 
 rdf:parseType=”Resource”は、RDF データを処理する場合、以下のデータを簡略

化されたリソース記述として解析すべきである事を宣言する。 
 例えば、 

 
<ex:著者 rdf:parseType="Resource"> 
      <ex:氏名>山田太郎</ex:氏名> 
      <ex:ホームページ rdf:resource="http://www.SemanticWeb.jp/yamada/taro/"/> 
</ex:著者> 
 
は、次の記述がされているものとして処理すべきである。 

• 種類

(・寸胴鍋 ・半寸胴鍋 ・片手深型鍋 ・中華鍋 ・すきやき鍋 ・おでん鍋 ・・・)
・商品名

( ・アルミ寸胴鍋 ・モリブデン寸胴鍋 ・・・)
・材質

(・アルミ ・銅

・ステンレス ・真鍮

・モリブデン ・砲金

・鉄 ・純チタン

・強化陶土 ・石 )
・用途

( ・家庭用 ・業務用)
・サイズ

(・外径 ・深さ ・容量)
・電磁誘導加熱(IH)対応の有無

・価格
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<ex:著者> 
      <rdf:Description ex:氏名="山田太郎"> 
           <ex:ホームページ rdf:resource="http://www.SemanticWeb.jp/yamada/taro/" /> 
      </rdf:Description> 
</ex:著者> 

 
 rdf:Seq は、順序性のある情報の集まり(RDF では、情報の集まりをコンテナとも呼ぶ)
を示す。 
 例えば、料理の手順を示すのに用いられる。 
 rdf:_n は、情報の集まり(コンテナ)の構成要素であることを示し、構成要素の番号を n
で指定する。 
 rdf:li は、情報の集まり(コンテナ)の構成要素であることを示し、出現順に 1 から始ま

る番号が振られ、rdf_n と同じ意味を持つ。 
 rdf:ID は、RDF データ中の或る記述の集まりに名前を付け(これを RDF では、リアイ

ファイ(reify)と言う)、そこで付けられた名前を rdf:about などで、”#名前”の形式の URI
として使う事ができる。 
この仕組みは、或るリソースの記述の引用や記述分けをし易くする為のものである。 
 

③ 調理器具の鍋の RDF 記述 
 上記の構造の情報を RDF で記述すると次の様になる。 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:nabe="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/nabe#”  
         > 
  <rdf:Description rdf:about="" xml:lang="EUC-JP"> 
    <nabe:調理器具 rdf:parseType=”Collection”> 
      <nabe:種類 rdf:ID=”寸胴鍋” rdf:parseType=”Collection”> 
        <nabe:商品 nabe:名前=アルミ寸胴鍋 rdf:parseType=”Resource”> 
          <nabe:材質>アルミ</nabe:材質> 
          <nabe:用途>業務用</nabe:用途> 
          <nabe:サイズ rdf:parseType=”Resource”> 
            <nabe:外径>18cm</nabe:外径> 
            <nabe:深さ>160mm</nabe:深さ> 
            <nabe:容量>4L</nabe:容量> 
          </nabe:サイズ> 
          <nabe:IH 対応>無し</nabe:IH 対応> 
          <nabe:価格 rdf:parseType=”Resource”> 
            <rdf:value>4800</rdf:value> 
            <nabe:通貨>円</nabe:通貨> 
          </nabe:価格> 
        </nabe:商品> 
        <nabe:商品 nabe:名前=モリブデン寸胴鍋 rdf:parseType=”Resource”> 
          <nabe:材質>モリブデン鋼 </nabe:材質> 
          <nabe:用途>家庭用</nabe:用途> 
          <nabe:サイズ rdf:parseType=”Resource”> 
            <nabe:外径>20cm</nabe:外径> 
            <nabe:深さ>200mm</nabe:深さ> 
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            <nabe:容量>6L</nabe:容量> 
          </nabe:サイズ> 
          <nabe:IH 対応>無し</nabe:IH 対応> 
          <nabe:価格 rdf:parseType=”Resource”> 
            <rdf:value>5800</rdf:value> 
            <nabe:通貨>円</nabe:通貨> 
          </nabe:価格> 
        </ nabe:商品> 
        ・・・ 
      <nabe:種類 rdf:ID=”中華鍋” rdf:parseType=”Collection”> 
        <nabe:商品 nabe:名前=鉄打出し中華鍋 rdf:parseType=”Resource”> 
          <nabe:材質>鉄</nabe:材質> 
          <nabe:用途>家庭用</nabe:用途> 
          <nabe:サイズ> 
            <nabe:外径>30cm</nabe:外径> 
          </nabe:サイズ> 
          <nabe:IH 対応>無し</nabe:IH 対応> 
          <nabe:価格 rdf:parseType=”Resource”> 
            <rdf:value>1980</rdf:value> 
            <nabe:通貨>円</nabe:通貨> 
          </nabe:価格> 
        </nabe:商品> 
      </nabe:種類> 
      <nabe:種類 rdf:ID=”北京鍋” rdf:parseType=”Collection”> 
        < nabe:商品 nabe:名前=鉄プレス北京鍋 rdf:parseType=”Resource”> 
          <nabe:材質>鉄</nabe:材質> 
          <nabe:用途>業務用</nabe:用途> 
          <nabe:サイズ> 
            < nabe:外径>39cm</nabe:外径> 
          </nabe:サイズ> 
          <nabe:IH 対応>無し</nabe:IH 対応> 
          <nabe:価格 rdf:parseType=”Resource”> 
            <rdf:value>4400</rdf:value> 
            <nabe:通貨>円</nabe:通貨> 
          </nabe:価格> 
        </nabe:商品> 
      </nabe:種類> 
      ・・・ 
    </nabe:調理器具> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 
この RDF 記述では、鍋記述に用いる”調理器具”、”種類”、”商品”、”材質”、”用途”、”

サイズ”等の単語は、RDF スキーマ”http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/
nabe#”で定義されているものとする。 

 
④ 鍋料理の情報構造 
 調理器具の鍋と同様の要領で、鍋料理の情報構造を整理してみると次の様になる。 
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 更に、鍋料理の場合、材料と作り方とが、重要な情報なので「石狩鍋」を例に整理す

ると次の様になる。 
 
・石狩鍋の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 料理

・種類

(・日本料理 ・西洋料理 ・中華料理 ・鍋料理 ・・・)
・鍋料理

・名前

(・石狩鍋 ・ほうとう鍋 ・三平汁 ・パエリア ・・・)
・地域

　　　　　・国名

　　　　　・都道府県

　　　　　・市町村

・鍋の種類

(・魚介の鍋 ・肉の鍋 ・鳥の鍋 ・うどん鍋 ・野菜の鍋)
・材料一覧

(・アナゴ 、鮎t 、鮟鱇 、鰯 、牡蠣、蟹、鮭、etc
・猪、熊、鹿、牛、鼈 、豚k 、etc
・合鴨、鶉、鴨、雉、鶏、etc
・団子、蕎麦、饂飩、きりたんぽ、煎餅、 etc
・山芋、里芋、野菜、 etc)

材料：
Ａ）

生鮭　４切れ
生鮭のアラ　適宜
こんにゃく　１枚
ジャガイモ　４個
大根　1/2本
ごぼう　１本
長ネギ　１本
セリ　１束
酒粕　100g

Ｂ）
昆布だし汁　適量
味噌　適量

作り方
１、生鮭は３等分くらいにそぎ切りし、
2、生鮭のアラは熱湯をかけ、水洗いの後ぶつ切りにして水
　を切ります。
3、セリは、５cm位の長さに切り、
4、長ネギは、３～４cm長さのぶつ切りにします。
5、ごぼうは、皮をこそぎ落とし４cm位の長さに千切りした後、
　水にさらし、あく抜きをする。
6、ジャガイモは皮をむき４つ切りにし水にさらしておく。
7、鍋に生鮭のアラとだし汁を入れて火にかける。
8、煮立ったら弱火にして40～50分くらいあく取りしながら煮
　ます。
9、ジャガイモ、大根を加え柔らかく煮えてきたら味噌をとき
　いれて、味を調える。
10、生鮭、こんにゃく、ごぼうを入れ、味がしみこんだできた
　ら酒粕を煮汁でときのばしながら加えていく。
11、最後にセリ、長ネギを入れ、火が通ったら食べましょう！

本来の石狩鍋は、鮭のぶつ切りを骨ごと鍋に入れ、タマネギやキャベツなどの野菜を入れた味噌鍋。

石狩川の漁師が船の上で、釣った鮭をぶつ切りにして味噌仕立てにしたのが始まりとも言われている。
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⑤ 鍋料理の RDF 記述 
 上記の構造の情報を RDF で記述すると次の様になる。 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:nabe="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/nabe#”  
         > 
  <rdf:Description rdf:about="" xml:lang="EUC-JP"> 
    <nabe:料理 rdf:parseType=”Collection”> 
      <nabe:種類 rdf:ID=”鍋料理” rdf:parseType=”Collection”> 
        <nabe:鍋一覧 nabe:名前=石狩鍋 rdf:parseType=”Resource”> 
          <nabe:地域>札幌市</nabe:地域> 
          <nabe:鍋の種類>魚介類</nabe:鍋の種類> 
          <nabe:材料 rdf:parseType=”Collection”> 
            <rdf:li rdf:ID="生鮭"> 
              <nabe:食材>生鮭</nabe:食材> 
              <nabe:量>4</nabe:量> 
              <nabe:単位>切れ</nabe:単位> 
            </rdf:li> 
            <rdf:li rdf:ID="あら"> 
              <nabe:食材>生鮭のあら</nabe:食材> 
              <nabe:量>適量</nabe:量> 
              <nabe:単位></nabe:単位> 
            </rdf:li> 
・・・ 
            <rdf:li rdf:ID="味噌"> 
              <nabe:食材>味噌</nabe:食材> 
              <nabe:量>適量</nabe:量> 
              <nabe:単位></nabe:単位> 
            </rdf:li> 
          </nabe:材料> 
          <nabe:作り方> 
            <rdf:Seq> 
              <rdf:_1> 
                <rdf:Description rdf:about="#生鮭"> 
                  <rdf:Seq rdf:about=”調理方法”> 
                    <rdf:li> 
                      <nabe:切る>三等分</ nabe:切る> 
                      <nabe:切り方>削ぎきり</ nabe:切り方> 
                    </rdf:li> 
                  </rdf:Seq> 
                </rdf:Description> 
              </rdf:_1> 
              <rdf:_2> 
                <rdf:Description rdf:about="#あら"> 
                  <rdf:Seq rdf:about=”調理方法”> 
                    <rdf:li> 
                      <nabe:準備>熱湯をかける</ nabe:準備> 
                    </rdf:li> 
                    <rdf:li> 
                      <nabe:準備>水洗い</ nabe:準備> 
                    </rdf:li> 
                    <rdf:li> 
                      <nabe:切る></ nabe:切る> 
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                      <nabe:切り方>ぶつ切り</ nabe:切り方> 
                    </rdf:li> 
                    <rdf:li> 
                      <nabe:後処理>水を切る</ nabe: 後処理> 
                    </rdf:li> 
                  </rdf:Seq> 
                </rdf:Description> 
              </rdf:_2> 
・・・・ 
            </rdf:Seq> 
          </nabe:作り方> 
        </nabe:鍋一覧> 
      </nabe:種類> 
    </nabe:料理> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 
 上記の様に RDF 記述できるが、前節で述べた様に、記述の仕方は 1 つでは無いので、

読者の皆さんも色々試みて欲しい。 
 
3.4.3 メタデータを活用した検索 
 作成したメタデータ(RDF データ)は、対応するホームページの HTML データの中に埋

め込んだり、RDF データだけのページを作ってその中に置いたり、RDF データだけを集

めたデータベースに一括して格納したりする事ができる。 
 もしも、作成した RDF データがあるページの内容を記述しているものならば、対応す

るホームページの HTML データの中に埋め込むのが望ましいように思うが、HTML デー

タの中へ RDF データを埋め込む方法についての標準は存在しない。 
 また、適切に埋め込まないと、当該ページをブラウザーで表示した時、ゴミが表示され

ホームページが醜くなる。 
 ブラウザーに影響を与えない様に、RDF データを HTML データの中に埋め込むには、

<script>と</script>を便宜的に使い、次の様にすれば良い。 
 

<html> 
<head> 
<script type="application/rdf+xml"> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:nabe=" http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/nabe#” 
         > 
  <rdf:Description rdf:about="" xml:lang="EUC-JP"> 
    <nabe:調理器具 rdf:parseType=”Collection”> 
      <nabe:種類 rdf:ID=”寸胴鍋” rdf:parseType=”Collection”> 
        <nabe:商品 nabe:名前=アルミ寸胴鍋 rdf:parseType=”Resource”> 
          <nabe:材質>アルミ</nabe:材質> 
      ・・・ 
    </nabe:調理器具> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
</script> 
</head> 
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従来の検索

ユーザ

ブラウザー
検索サイト HTML

オーサリングツール

キーワード

HTMLデー

タのキーワー
ド検索

HTTP

メタデータ検索

ユーザ

ブラウ
ザー

検索サイト

オーサリングツール

キーワード

HTML

RDF

HTML

RDF

HTML

RDF

HTML/RDF
データの

キーワード

検索

ユーザ

アクセス
エージェント

キーワード

RDFデータ

に基づく絞

り込み処理

HTML
RDF

HTTP

HTTP

・・・・ 
</html> 

 
 メタデータを活用したサービスを実現する為には、RDF データを認識し、それを処理で

きる機能が必要であるが、XML の様に出来合いのツールは、未だ、提供されていないの

で、開発者が手作りする必要がある。 
 メタデータは、色々なサービスで活用できるが、ここでは、一つの例として、メタデー

タを活用した検索サービスを考えて見る。 
 従来の検索サービスとメタデータを活用した検索サービスの概念図を次に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.33 従来の検索 

図 3.34 メタデータ検索 
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 従来の検索サービスは、Web ページは HTML データのみを有し、ユーザが指定したキ

ーワードで HTML データを全文検索し、キーワードがヒットしたページを検索結果とし

てブラウザーに返す。 
 これに対し、メタデータ検索サービスでは、Web ページは HTML データと RDF デー

タとを有し、ユーザが指定したキーワードで HTML データと RDF データとを検索し、キ

ーワードにヒットしたデータをユーザに返す。 
 では、従来の検索サービスとメタデータを活用した検索サービスとの違いは何であろう

か？ 
 RDF データが、対応する Web ページをメタ記述したものならば、記述している情報は

等価な筈であり、一見、違いは無い様に見える。 
 しかし、RDF データは、人間ほど理解力の無いソフトウェアが曖昧なく記述されている

意味を解釈できる様、明確に定義されたモデルに基づいた構文を持っているので、メタデ

ータ検索サービスでは、次の情報を活かしたサービスが、新たに可能となる。 
 
① 前節で説明した様に、情報構造を RDF 記述にマッピングしているものであり、RDF
記述を解析すれば、情報構造が分かる。 

② 情報の階層構造に則って情報の絞込みができる。 
③ RDF 及び RDF スキーマによって、情報はタイプとクラスとに定義されているので、

クラスとタイプとにより、情報の包含関係の理解や分類ができる。 
④ シーケンス定義により、情報の順序性が分かる。 
⑤ 代替定義により、情報の代替関係が分かる。 
⑥ 範囲定義により、値の取りうる範囲が分かる。 
⑦ 情報の意味が明快に定義されているので伴意(Entailment)を求め易い。 

 
 また、RDF は、マシンリーダブルな情報なので、ユーザが取得したデータを再処理する

のに便利である。 
 上記のメタデータ検索サービス図の中のアクセスエージェントは、自動アクセスエージ

ェントで検索サイトから得られた検索結果を調べ RDF データが付加されている場合、そ

の RDF データの定義に基づいて自動的に絞り込み検索を行う事を示している。 
 具体的には、次の様なサービスが考えられる。 
 
① 検索で得られた情報の階層表示。 
 RDF により情報は、階層化して定義されているので、階層構造に基づいて、ユーザ

に分かり易い形式に[例えば、表形式に]編集して表示することができる。 
 前節で記述した鍋の RDF データを使った場合、料理一覧や鍋料理一覧や石狩鍋の

材料一覧などを生成して表示する事ができる。 
 
② RDF 定義に基づく絞込み検索 
 RDF により情報は、階層化して定義されているので、各階層のレベルでユーザ指示

を貰い絞り込み検索を実現できる。 
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 例えば、前節で記述した鍋の RDF データを鍋と言うキーワードで検索した場合、

調理器具としての鍋か、料理の鍋の検索かユーザに問い返し、それに対する指示に従

って適切な情報を絞り込んで検索する事ができる。 
 
③ 検索で得られた情報のグラフ表示 
 RDF によって意義された情報は、RDF モデル図で表すことができるので、情報の

意味をグラフで分かり易く表示する。 
 RDF のデータが大きい場合、グラフが複雑になり返って分かり難くなることもある

ので注意を要する。 
 次に RDF データをグラフ表示した例を示す。(http://www.openhealth.org/より引

用。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
④ ヒットした情報が使っているスキーマを使っている Web ページの検索 
 同種の情報を RDF により記述する場合、同一のスキーマを使う事が多い。 
 例えば、出版物の RDF データの定義には、PRISM(Publishing Requirements for 
Industry Standard Metadata)のスキーマを用いる。 
 従って、キーワードにヒットした RDF データが PRISM のスキーマを用いて定義

されているならば、PRISM のスキーマを使っている他の RDF データも関連するデー

タとして取り扱うと漏れなく情報を集めることができる。 
 
⑤ RDF が記述している元データの自動取り出し。 
 本節の 初の部分で述べた様に、RDF データは、記述の対象になっている Web ペ

ージの中に置かれている場合もあるし、別の Web ページの中に置かれている場合もあ

るし、別のシステムのデータベースに集められている場合もある。 
 RDF データが、記述の対象となっている Web ページの中に無い場合、検索キーが

ヒットしたからと言って、その RDF データだけを持ってきても意味は無い、この様

な場合、当該 RDF データで記述している元データを自動的に取り出せば、目的とす

る情報が得られる。 

図 3.35 RDF データのグラフ表示 
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⑥ 伴意(Entailment)検索 
 ある事実が提示された時、その事実により同時に成り立つ事実を伴意(Entailment)
と言う。 
 例えば、「太郎の妻は花子である」は「花子の夫は太郎である」を意味し、「小太郎

は太郎の子供である」は「太郎は小太郎の親である」を意味し、「太郎は札幌で石狩鍋

を食べた」は「(太郎が東京の人であるならば)太郎は札幌に行った」を意味し、「鮭は

石狩鍋の材料である」は「石狩鍋は鮭料理の一種である」ことや「鮭を使った料理に

石狩鍋がある」を意味する。 
 RDF では、情報の意味が明快に定義されているので伴意(Entailment)を求め易い。 
 この伴意を考慮して情報検索を行えば、従来の検索サービスでは見つけられない、

埋もれた情報を見出すことが可能となる。 
 
3.4.4 オントロジーを活用したインテリジェント検索 
 セマンティック Web では、オントロジーとは「用語の意味や用語間の関係の定義」であ

る。 
 W3C では、オントロジー記述用の言語として OWL(Web Ontology Language)を定めて

いる。 
 オントロジーを使うと何が良くなるのであろうか？ 
 オントロジーを用いると RDF で記述されたメタデータの中で使っている用語の意味や

用語間の関係を別途定義する事ができるので、知識ベースを構築したり、推論を行ったり、

メタデータを効率的に処理したり、また、正確に処理したりする事が可能となる。 
 更に、オントロジーを自然言語解析に用いれば、自然言語の意味を正確に確定する事も

可能となる。 
 具体例として、オントロジーを活用して、前節で述べた検索システムを改善したインテ

リジェント検索システムを考えてみよう。 
 このインテリジェント検索システムの概要図を次に示す。 
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 ユーザは検索指示を「鍋を食べたい」、「美味しい鍋を知りたい」、「丈夫な鍋は何」、「良

い鍋は何」、「安い鍋を知りたい」等の様な自然言語を用いて行う事ができ、インテリジェ

ント検索サーバは、前節で述べた「HTML データと RDF データ」に加え、「鍋に関する

オントロジー」と「検索に用いる用語のオントロジー」とを持つものとする。 
 鍋に関するオントロジー記述例を次に示す。 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rdf:RDF 
  xmlns:chishiki= "http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/chishiki#" 
  xmlns:owl = "http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:rdf = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:rdfs= "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 
 <rdf:Description rdf:about="" xml:lang="EUC-JP"> 
  <owl:Class rdf:ID="知識" /> 
  <owl:Class rdf:ID="生活"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#知識" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="言葉"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#知識" /> 
  </owl:Class>  
  <owl:Class rdf:ID="家庭"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#生活" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="食物"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#生活" /> 
  </owl:Class>  
  <owl:Class rdf:ID="家庭用品"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#家庭" /> 
  </owl:Class> 

ユーザ

ブラウザー インテリジェ
ント検索
サーバ

オーサリングツール

HTML/RDF
データの
キーワード
検索

HTTP

HTML

RDF

HTML

RDF

HTML

RDF

食べの物の鍋か調
理器具の鍋か判定

鍋に関するオントロジー

「鍋を食べたい」

「美味しい鍋を知りたい」

「丈夫な鍋は何」

「良い鍋は何」

「安い鍋を知りたい」

自然言語による指示

検索用語に関するオント
ロジー

図 3.36 インテリジェント検索概念図 
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  <owl:Class rdf:ID="キッチン"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#家庭用品" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="リビング"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#家庭用品" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="調理器具"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#キッチン" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="食器"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#キッチン" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="鍋"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#調理器具" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="家電"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#調理器具" /> 
  </owl:Class> 
   
  <owl:Class rdf:ID="食事"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#食物" /> 
  </owl:Class>  
  <owl:Class rdf:ID="料理"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#食事" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="日本料理"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#料理" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="西洋料理"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#料理" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="鍋料理"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#料理" /> 
  </owl:Class> 
・・・ 
 </rdf:Description 
</rdf:RDF> 

 
 また、検索に用いる用語のオントロジーは次の様に記述されているものとする。 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rdf:RDF 
  xmlns:kotoba= "http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/kotoba#" 
  xmlns:ken= "http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/kensaku#" 
  xmlns:chishiki= "http://www.SeamnticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/chishiki#" 
  xmlns:nabe="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/nabe#” 
  xmlns:owl = "http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:rdf = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:rdfs= "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 
<rdf:Description rdf:about="" xml:lang="EUC-JP"> 
<owl:Class rdf:ID="日本語"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/chishiki#言葉"/> 
  </owl:Class> 
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<owl:Class rdf:ID="英語"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/chishiki#言葉" /> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="検索用語"> 
    <rdfs:subClassOf 
rdf:resource="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/chishiki#言葉" /> 
  </owl:Class>  
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="鍋"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#検索用語"/> 
    <ken:関連> 
       <owl:Restriction> 
           <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
              <owl:Thing 
rdf:about="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/chishiki#鍋" /> 
              <owl:Thing 
rdf:about="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/chishiki#鍋料理" /> 
           </owl:oneOf> 
       </owl:Restriction> 
    </ken:関連> 
  </owl:DatatypeProperty> 
 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="食べる"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#検索用語"/> 
    <ken:関連> 
       <owl:Restriction> 
          <owl:Thing 
rdf:about="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/chishiki#食物" /> 
       </owl:Restriction> 
    </ken:関連> 
  </owl:DatatypeProperty> 
・・・ 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="安い"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#検索用語"/> 
    <ken:等価> 
       <ken: 小 rdf:about="http://www.SemanticWeb.jp/2001/sw/WebOnt/src/nabe#価
格" /> 
    </ken:等価> 
  </owl:DatatypeProperty> 
・・・ 
 </rdf:Description 
</rdf:RDF> 

 
 次にどの様にこのシステムが動くか説明する。 
 ユーザが「鍋が食べたい」と検索指示文を入力し、サーバにおくる。 
 サーバは、検索指示文を解析し、単語に切り分けた後、検索用語のオントロジーに基づ

いて、意味を確定する。 
 「食べたい」と言う用語は、食べ物に関係するものである事が分かるので、ここでの鍋

は、調理器具の鍋でなく、料理の鍋の意味である事が分かるので、料理の鍋の情報だけを

抽出し、鍋料理の一覧を検索結果としてユーザに返す。 
 ただし、「良い鍋は何」等の様に調理器具としての鍋なのか、料理の鍋なのか判断が難し

い場合、ユーザにどちらの鍋なのか聞き返し、その返事に従って、適切な情報を検索する。 
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 この様にオントロジーを活用すると、プログラムを作り込まなくても、ユーザインター

フェースを飛躍的に向上させたり、システムをインテリジェントにする事ができる。 
 
3.5 ミドルウェアとシステムアーキテクチャ 
 本節では、RDF で記述された意味情報や RDF スキーマで記述された語彙の定義、OWL
で記述されたオントロジを活用するためのミドルウェアやツール、システムアーキテクチ

ャについて述べる。ミドルウェアの機能を利用したシステムの具体例として、メタデータ

の流通によるナレッジマネジメントを支援するシステムと、RDF のデータをマージして視

覚的にメタ情報を表示するシステムについて解説する。 
 
3.5.1 RDF パーサー 
 W3C において、RDF、RDF スキーマ、OWL の XML による表現形式の標準化が進め

られている。XML で表現された RDF をアプリケーションで扱う場合、XML パーサーを

用いると処理がし易い。XML で表現されたメタデータはテキストデータとして存在して

いる。この XML をパーサーに読み込ませることによって、タグで括られた要素やタグ内

の属性情報をアプリケーションから利用しやすい形に変換することができる。このため、

特定の形式で構造化された RDF であれば、XML パーサーだけでメタデータの中から RDF
データモデルを構成する３つ組（「情報リソース」と「プロパティ」とその「値」）を抽出

できる。実際に RSS などは構造がシンプルなので、XML パーサーや簡単な Perl などのス

クリプト言語で扱うことができる。 
 しかし、RDF は同じデータモデルを表現するのに、簡略化などさまざまな表現が可能で

ある。個々のアプリケーション毎に、XML パーサーだけを用いて、異なる表現方法で記

述された RDF から 3 つ組を抽出する仕組みを構築するのは簡単ではない。このため XML 
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パーサーをベースに、RDF の構文を解析する RDF パーサーが開発されている。RDF パー

サーは異なった表現がされたデータであっても、意味的なモデルが同じであれば同一のも

のとしてアプリケーションから扱うことができるようになる（図 3.37 参照）。RDF パーサ

ーの機能は Java などのプログラミング言語から利用することが可能であり、RDF を扱う

アプリケーションでは重要な機能の１つである。 
 
3.5.2 RDF バリデーションサービス 
 W3C の Web サイトにある RDF バリデーションサービス（図 3.38）を利用すると、RDF
パーサーの動作を手軽に確認できる。このサイトにある入力用フォームに任意の XML で

記述された RDF を入力し、「Parse RDF」と書かれたボタンを押すと、その解析結果が

Web ブラウザ上に表示される。「Display Result Options」の項目でプルダウンメニューか

ら「Triples and Graph」というオプションを選択すると、解析結果の有向グラフによる表

示が可能である。解析したい RDF ファイルが Web 上にある場合は、その URL を指定す

ることもできる。 
 例えば図 3.37(a)の RDF を入力する。すると、図 3.39 に示すように、正しい文法に従

った RDF であることを示す「Your RDF document validated successfully」というメッセ

ージとともに、リソース、プロパティ、プロパティの値の 3 つ組(triple)の情報とグラフに

よるデータモデルが表示される。 
 図 3.37(b)の RDF を入力した場合も XML での表現は(a)と異なっているが、解析結果と

して表示される 3 つ組とグラフから、(a)と同じ意味を表す RDF であることが示される。 

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:s="http://www.intap.or.jp/schema/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.intap.or.jp/doc.html">
<s:creator>

<rdf:Description>
<s:name>文京太郎</s:name>
<s:Email>taro@intap.or.jp</s:Email>

</rdf:Description>
</s:creator>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:s="http://www.intap.or.jp/schema/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.intap.or.jp/doc.html">

<s:creator s:name="文京太郎" s:Email="taro@intap.or.jp" />
</rdf:Description>

</rdf:RDF>

rdf:RDF

rdf:Description
rdf:about=“…doc.html”

s:creator

rdf:Description

s:name

s:Email

s:creator
s:name="文京太郎" 
s:Email="taro@intap.or.jp" 

XMLパーサーによる解析

（XMLツリーの生成）

RDFパーサーによる構文解析

（RDFグラフを生成）

…doc.html

文京太郎

taro@intap.or.jp
文京太郎 taro@intap.or.jp

s:name
s:Email

s:creator

…doc.html

文京太郎 taro@intap.or.jp

s:name
s:Email

s:creator

rdf:RDF

rdf:Description
rdf:about=“…doc.html”

RDFパーサーにかけると両者が
同じ意味を持っていることを

機械が判別できる

XMLパーサーにかけただけだと、
要素の値や親子関係、属性の値を

抽出することができるが、両者が同じ意味を
持っているということを機械が判別できない

(a)

(b)

同じ意味を異なる表現で表した
XMLで記述されたRDF

bunkyo.rdf

bunkyo2.rdf

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:s="http://www.intap.or.jp/schema/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.intap.or.jp/doc.html">
<s:creator>

<rdf:Description>
<s:name>文京太郎</s:name>
<s:Email>taro@intap.or.jp</s:Email>

</rdf:Description>
</s:creator>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:s="http://www.intap.or.jp/schema/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.intap.or.jp/doc.html">

<s:creator s:name="文京太郎" s:Email="taro@intap.or.jp" />
</rdf:Description>

</rdf:RDF>

rdf:RDF

rdf:Description
rdf:about=“…doc.html”

s:creator

rdf:Description

s:name

s:Email

s:creator
s:name="文京太郎" 
s:Email="taro@intap.or.jp" 

XMLパーサーによる解析

（XMLツリーの生成）

RDFパーサーによる構文解析

（RDFグラフを生成）

…doc.html

文京太郎

taro@intap.or.jp
文京太郎 taro@intap.or.jp

s:name
s:Email

s:creator

…doc.html

文京太郎 taro@intap.or.jp

s:name
s:Email

s:creator

rdf:RDF

rdf:Description
rdf:about=“…doc.html”

RDFパーサーにかけると両者が
同じ意味を持っていることを

機械が判別できる

XMLパーサーにかけただけだと、
要素の値や親子関係、属性の値を

抽出することができるが、両者が同じ意味を
持っているということを機械が判別できない

(a)

(b)

同じ意味を異なる表現で表した
XMLで記述されたRDF

bunkyo.rdf

bunkyo2.rdf

図 3.37 XML パーサーと RDF パーサーの違い 
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 また、RDF バリデーションサービスは解析結果を N-Triples の形式で表示することも可

能である。N-Triples は XML を利用しないで、文字列の並びで簡単な RDF を表現する方

法である。パーサーを利用することにより、解析した RDF を XML の表現から N-Triples
の表現に置き換えることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 3.39 RDF データのバリデーション結果の例 

文京太郎文京太郎

図 3.38 RDF バリデーションサービス 



 - 89 -

3.5.3 RDF クエリー 
 RDF のデータを RDF パーサーで解析するだけでなく、解析結果を利用して RDF の意

味的な構造をたどり必要な情報を抽出できるツールがあると、アプリケーションの作成者

にとって便利である。例えば、「あるドキュメントを作成した人のメールアドレスを知りた

い」といった要求を処理できるツールがあるとアプリケーションを作成し易い。これは

RDF のクエリーツールによって可能になる。 
 このRDFのクエリー機能を実装したツールの１つにHP labsが開発した Jenaがある。

Jena は前述の RDF パーサーの機能も内包し、これらの機能を Java 言語で書かれたプロ

グラムから利用するための API も備えている。 
 Jena は Web サイトからダウンロードして利用することが可能である。Jena を利用した

クエリー機能の実行例を図 3.40 に示す。まず図 3.37（a）の RDF をテキストエディタな

どで１つのファイルとして保存する。本例では bunkyo.rdf というファイル名で保存する。

次にクエリー言語で記述されたクエリーのファイルを用意する。本例では bunkyo-q とい

うファイル名でクエリーを保存する。このクエリーは RDQL という SQL に似たクエリー

言語で記述されている。 初の行では email という変数の値を取り出すことを指示してい

る。次の行から条件の絞り込みをかけて、http://www.intap.or.jp/doc.html という情報リ

ソースの creator というプロパティの値を変数 p として、さらに変数 p を情報リソースと

したときにプロパティEmailがある構造を持つRDFのデータがあれば、プロパティEmail
の値が変数 email に相当することを意味している。つまり「doc.html を作成した人のメー

ルアドレス（Email）は何？」という質問ができる。実行すると、図 3.40 に示されている

ように「taro@intap.or.jp」という結果が返ってくる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本例は単純だが、これまでの節で解説されているインテリジェント検索もこのようなク

エリーの組み合わせで実現できる。例えば「Email」と「メールアドレス」が同じ意味を

持つプロパティであるとするオントロジ（例えば OWL を用いて、両者が

owl:samePropertyAs といったプロパティで結ばれて記述される）があった場合に、１つ

のプロパティの値を探して見つからなかったときに、他方のプロパティの値も調べてユー

> java jena.rdfquery --data bunkyo.rdf --query bunkyo-q

email
=====================
"taro@intap.or.jp"

RDQLによるクエリーの例（bunkyo-qファイルとして保存）

Jenaを利用してコマンドラインからクエリーを実行
（bunkyo.rdfとbunkyo-qを置いたディレクトリで実行）

クエリーの実行結果

SELECT ?email
WHERE (<http://www.intap.or.jp/doc.html>, <http://www.intap.or.jp/schema/creator>, ?p) ,
(?p, <http://www.intap.or.jp/schema/Email>, ?email)

> java jena.rdfquery --data bunkyo.rdf --query bunkyo-q

email
=====================
"taro@intap.or.jp"

RDQLによるクエリーの例（bunkyo-qファイルとして保存）

Jenaを利用してコマンドラインからクエリーを実行
（bunkyo.rdfとbunkyo-qを置いたディレクトリで実行）

クエリーの実行結果

SELECT ?email
WHERE (<http://www.intap.or.jp/doc.html>, <http://www.intap.or.jp/schema/creator>, ?p) ,
(?p, <http://www.intap.or.jp/schema/Email>, ?email)

図 3.40 RDF のクエリー実行例 
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ザに提示するなどといったロジックが実装できる。また「Email」は「連絡先」のサブプ

ロパティであるという RDF スキーマの語彙に関する情報があれば、「doc.html を作成した

人の連絡先は？」という質問に対しても、「連絡先」の下位概念をクエリーで検索して、

Email の値を連絡先として返すことができるなど、クエリーを扱うロジック次第で高度な

情報検索が可能になる。 
パーサーとクエリーを含んだツールは数多くある。それらの一部を表 3.１に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.4 RDF のデータベース 
 RDF を扱うシステムにおいて、大量のメタデータを扱う必要があるものについては、

RDF をデータベースに格納して利用する必要が生じる。ツールの多くはパーサーによって

解析された RDF グラフの構造をオンメモリで扱うことができる。データをアプリケーシ

ョン上で扱うときに、いちいちパーサーで解析することなく高速にアクセスすることが可

能である。これらはアプリケーションの終了後もデータを保持するために、リレーショナ

ルデータベースにマッピングしたりして蓄積する機能を備えている。 
 
3.5.5 ミドルウェアのシステム適用 
 ここまでは RDF を扱うアプリケーションの構築に不可欠なミドルウェアを解説してき

たが、これらのミドルウェアとピア・ツー・ピア（P2P）の技術などを組みあわせて NTT
情報流通プラットフォーム研究所が開発したコンテキストビューロ(Context Bureau)を
解説する。 
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表 3.1 セマンティック Web の開発者向けミドルウェア 
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(1) コンテキストビューロとは 
 メタデータは、情報リソースの「Creator」は誰といった属性情報だけでなく，「更新」

前後の情報リソースなどリソース間の関係も表現することができる。RDF では両方とも同

じデータモデルで表現する。コンテキストビューロでは、この特性を利用して、大量の RDF
のメタデータを動的に収集し、メタデータによって結び付けられたコンテンツの背景にあ

るさまざまな情報（コンテキスト）をユーザに提示することを目的としている。 
 コンテキストビューロが扱うのは、URL を持つインターネット上のコンテンツに付随す

るメタデータだけではない。個々のユーザの PC 上のコンテンツにも一意に識別する URI
を与え、そのメタデータをローカル環境で蓄積する。さらにそれらを必要に応じて複数ユ

ーザで P2P のプロトコルを用いて共有する仕組みを提供する。 
 
(2) メタ情報を流通して活用 
 コンテキストビューロの利用イメージを図 3.41 に示す。コンテキストビューロは個々の

PC 上で各ユーザが参照したり編集したりしたコンテンツのメタデータを蓄積するために

PC に常駐して動作する。また、複数のリモート PC に蓄積されたメタデータを P2P のプ

ロトコルを用いて探索することができる。 
 ここでは，ある申請書のテンプレートファイルを社内の関連部署の Web サイトで入手し

たユーザ（図 3.41 左下）が、他ユーザが蓄積しているメタデータを取得することによって、

テンプレートに関連する情報を取得する様子を示している。過去に申請を行った他ユーザ

が保持している記入済みファイルの存在を知り、内容をすぐに参照できたり，さらに別の

ユーザが記述した申請書の記入上の注意点の存在を知ることができたりしている。また，

goo ディレクトリの情報の抽出によって、別のユーザが利用申請したサービスのディレク

トリ内での位置付けを取得できる。本例は、メタデータ流通によって、企業のナレッジマ

ネジメントの課題の解決を図ろうとしている。個人に閉じて組織内に埋もれている情報を、

企業内外のコンテンツに関するメタデータを媒介に、知識として活用促進することを狙っ

ている。 
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(3) 個人のメタデータを個々の PC 内に蓄積 
 上記を実現するためには、個々のユーザ環境下で RDF のメタデータを簡易に蓄積でき

る必要がある。コストのかかるメタデータの作成を誰が行なうのかということは、セマン

ティック Web の大きな課題の１つである。ここでは、ユーザが日常利用するアプリケーシ

ョン上の操作などから、コンテンツ間の関係や属性情報を取得してメタデータを生成し，

コンテキストビューロに送ることを考えている。例えば、ユーザがあるドキュメントをネ

ットワーク上で参照し、それを文書編集ソフトで編集してローカル環境に「名前を付けて

保存」したときに，新旧ドキュメント間の関係を「更新」というプロパティ名で結んだ RDF
が生成され、コンテキストビューロに蓄積される。 
 コンテキストビューロは HTTP でアクセスできる API を持っており、この API 仕様に

基づいて、アプリケーションからメタデータを送信して蓄積させたり、取り出したりでき

る。クライアントとなるアプリケーションはさまざまなものが考えられる（図 3.42 参照）。 
 ユーザの活動を RDF のメタデータとして利用するというアプローチは MIT（マサチュ

ーセッツ工科大）で研究開発されている Haystack というアプリケーションにもみること

ができる。Haystack ではカレンダやメーラー、ファイルシステム上の作成文書などから

抽出した情報に基づいて RDF のデータを生成している。これによりカレンダに登録され

た会議の予定から会議資料を参照できるなどツール間の垣根を越えたデータ中心の情報管

理が可能になる。 
 
 

図 3.41 コンテキストビューロによるメタデータの流通と活用 
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(4) Hyperclip 
 コンテキストビューロと接続するアプリケーションの１つに Hyperclip がある。これは

ユーザ PC のデスクトップ上に常駐し、ユーザが扱ういろいろなタイプのローカルのファ

イルやメール、ブラウジング中の Web ページなど URI を持つコンテンツを、ブックマー

クのようにドラッグ＆ドロップで登録（クリップ）できるツールである。新たなコンテン

ツのアイコンをドラッグして既にクリップされている別のコンテンツに重ねると、RDF の

プロパティに相当するコンテンツ間の関係の入力や選択ができるところがブックマークと

は異なる。 
 個々のユーザが Hyperclip を利用して、さまざまなメタデータを登録しておくと、それ

が他のユーザからの探索の対象になる。一つのコンテンツの URL をキーとして複数の関

連するコンテンツが RDF のグラフ構造を持つデータをたどって表示することが可能にな

る。発見したコンテンツを Hyperclip を利用して他の P2P アプリケーションのようにリモ

ートから取得できる。 
 
(5) P2P 環境でのメタデータ流通の意義 
 コンテキストビューロではメタデータやオントロジを個々のユーザの環境に蓄積すると

いうアプローチをとっているが、これは個人の主観に基づくメタデータやオントロジを集

約し体系化することは、矛盾が生じて不可能ではないかという考えに基づいている。例え

ば、ある人は「RDF」という概念は「XML」のサブクラスと位置づけるだろうし、別の人

は「セマンティック Web」の構成要素だとするだろう。また、「セマンティック Web」は

図 3.42 コンテキストビューロのアーキテクチャと接続するアプリケーション 
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「AI」の一部とする人もいれば、決して「AI」ではないとする人もいるだろう。ここでは、

個人の主観の違いによる異なったオントロジはあえてそのままにしておき、別のユーザか

らクエリーがきたときに P2P における個々のノード毎に、蓄積されたオントロジやメタデ

ータを用いて結果を返す。そして結果を受け取ったユーザが自分に相応しいオントロジを

もったユーザを選択し、さらに詳細なクエリーを発したり、場合によってはその人のオン

トロジを自分の環境に引用したりする。これらが繰り返されることによって、アドホック

な知識交換のコミュニティを形成したり、個人が蓄積する知識を拡大したりすることを狙

っている。 
 
3.5.6 メタ情報の視覚表現 
 3.3 節で RSS のデータをポータルサイトで合成してポータル画面を構成するという例を

解説した。メタデータを扱うアプリケーションにとって、収集した RDF のメタデータを

加工してユーザに分かり易い形で提示することは重要である。 
 インターネットから RDF を収集すると、図 3.37 で示したように表現方法が異なる RDF
が収集される。しかし、RDF パーサーを用いると、それらのデータモデルを解析して、特

定の表現を使った RDF に整形して出力することができる。表現が定まれば一定のルール

によって特定の構造の XML に変換することができる。XML の変換には既存の XSLT 
（XML Stylesheet Language Transform）プロセッサが利用できる。 
 
(1) RDF のデータを 3D 表示用 XML に変換 
 NTT が開発した InfoLead は、Web サイトのページイメージなどの情報を 3D 空間上に

自由に配置して参照することができるブラウザである。ページイメージの配置は InfoLead
ブラウザが 3D 空間のマークアップ言語仕様に従った XML データを Web サーバから取得

することによって可能になっている。コンテキストビューロで収集した RDF のメタデー

タを 3D 空間マークアップ言語に変換すると、コンテンツ間の関係を有向グラフ構造で３

D 空間上に表示することができる。（図 5.7 参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.43 収集した RDF データを加工して利用 
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 図 3.44 は複数の Web サイトから収集した RDF のメタデータを利用して、それぞれの

情報リソースのページや画像のイメージをノードとしてグラフ構造で配置した例である。

ユーザの属性情報やユーザがどのコンテンツの作者なのか、コンテンツは何を参考にして

作成されたのかを有向グラフをたどることによって参照できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) EC サイトのメタ情報を 3D 空間上でグラフ表示 
 また図 3.45 の例は EC のサイトから収集した RDF を表示した例である。ここでは３つ

のサイトからある商品に関するメタデータを取得し、それぞれ価格、販売店などの情報を

３D 空間上の平行する平面上に配置している。オントロジを用いると、サイト毎に商品に

対して「価格」、「値段」、「price」といった異なったプロパティが付けられていても、その

値は同じ意味であるということがわかり、それらを同じ平面上に表示できる。また関連す

るコンテンツのクラス（コンテンツのプロパティ rdf:type の値）が意味的に近いものを同

じ平面に並べるなどの応用もできる。 
 RDF のデータから３D 空間を構成することにより、コンテンツのイメージを見ながら、

商品にどのくらいの値段がつけられているのか、一番安い値段をつけている店のホームペ

ージはどれかといった情報を視覚的に簡単に探すことができる。 

図 3.44  InfoLead ブラウザの利用による RDF のグラフ構造の 3D 表示 
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3.6 セマンティック Web と Web サービスの融合 
 3.1 節でも述べたように， 近の IT 業界で重要なキーワードの１つとなっている Web
サービスは，セマンティック Web 技術の応用の場としても大きな可能性を秘めている。

適なサービスを発見したり，複数のサービスをダイナミックに統合するなど，現在の Web
サービスの技術だけでは不可能なことが，セマンティック Web と組み合わせることによ

って実現できるのではないかという期待がある。 
 XML 技術を使った Web 上の応用システムの開発という点では，Web サービスが先行し

ている。Web サービスも，Web 上の複数のリソースを容易に組み合わせて利用できるよう

になるという点でセマンティック Web と似ているが，これらセマンティック Web と Web
サービスを組み合わせた「セマンティック Web サービス」という概念がある。本節では，

このセマンティック Web サービスがどのようなものであり，現在の Web サービスとはど

う異なるのかについて述べる。 
 
3.6.1 Web サービスとは 
 まず，Web サービスについて簡単に説明する。Web サービスという言葉はいくつかの異

なる意味で使われているが， も広く捉えれば Web 上で提供されるあらゆるサービスのこ

とである。Google や Yahoo!のような検索サービスもその一種と言える。しかし 近では，

Web サービスと言えば XML ベースの特定の標準技術を用いて提供されるサービスを指す

場合が多い。これを広義の Web サービスと区別して「XML Web サービス（XML Web 
Services）」と呼ぶこともあるが，ここでは単に Web サービスと呼ぶことにする。 
 Web サービスを支える標準技術は続々と増えつつあるが，基本は SOAP，WSDL，UDDI

図 3.45 EC サイトのメタ情報をマージして 3D 空間上に表示 
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の３つである。これらの標準技術を使うことで，従来は難しかった柔軟な異種システム間

の連携が容易に実現できるようになる。 
 
3.6.2 SOAP，WSDL，UDDI 
 SOAP とは，RPC やメッセージング用のデータ構造とデータ交換規則を定めた仕様であ

る。SOAP に準拠すれば，他の Web サービスとのメッセージ交換が可能になる。WSDL
は，Web サービスのインタフェースと呼び出し方法，サービスの提供場所を記述する言語

である。SOAP だけでは，新たな Web サービスを他のアプリケーションから接続する方

法が分からない限り利用できない。Web サービスに WSDL を用意しておくことで，他の

アプリケーションはその WSDL の内容を基に新たな Web サービスと簡単に接続すること

ができる。 
 UDDI は，Web サービスを登録／検索するための標準のディレクトリ仕様である。UDDI
に準拠したレジストリ（登録サーバ）に各 Web サービスに関する情報を登録しておけば，

アプリケーションや他の Web サービスは UDDI レジストリを検索することによって，利

用可能な Web サービスを見つけ出すことができる。UDDI レジストリには，現時点でマ

イクロソフト，IBM，SAP，NTT コミュニケーションズが公開しているパブリックな UDDI
ビジネスレジストリ（UBR）と，ローカルな組織内で閉じたプライベート UDDI レジス

トリがある。現在，SOAP と WSDL については W3C（World Wide Web Consortium）で，

UDDL については OASIS（Organization for the Advancement of Structured Informa-
tion Standards）でそれぞれ標準化が進められている。 
 
3.6.3 Web サービスの現状と将来像 
 実用的な Web サービスの事例は，既に欧米はもちろん日本でも着実に増えてきている。

インターネットからの在庫照会や決済処理，デジタル写真プリント（図 3.46）など様々な

Web サービスが実際に駆動している。 
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※ http://www.sw.nec.co.jp/innovation/tech/kodak/ より引用

デジタル写真画像のオンラインプリント標準規格 CPXe に対応。
CPXe は Webサービスとしての構築を前提に規格化されており、Print@Kodak も SOAP, WSDL, UDDI を活用。

 
図 3.46 コダックと NEC が共同で構築した Print@Kodak 

 
 現在の Web サービスの多くは，あらかじめ決まったいくつかのシステムをそれぞれの

WSDL 記述に基づいて結合し，SOAP プロトコルで連携している。すなわち，必要な一連

の Web サービスの場所や使い方が初めから分かっており，UDDI が必須というケースは

まだ少ない。 
 しかし，Web サービスが目指す将来像では UDDI が重要な役割を担う。Web サービス

が実現しようとする世界では，ユーザと直接やりとりする Web アプリケーションが，

UDDI のレジストリを参照して適切な Web サービスを見つけ出し，それらの Web サービ

スと動的に接続して一連の処理を行なう。すなわち，ユーザの要望に応じてダイナミック

にサービスを合成する（図 3.47）。図 3.47 の例からも分かるように，セマンティック Web
と Web サービスは，共に同じような将来像を描いている。しかし，その実現のために取り

組んでいる技術領域は大きく異なる。 
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図 3.47 Web サービスを用いた旅行手続きサービス 
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3.6.4 Web サービスの検索 
 Web サービスの世界では，広大なインターネット上からユーザの要望に合った Web サ

ービスを探し出さなければならない。そのための標準規格が UDDI である。 
 UDDI レジストリには，企業をその名前や ID で検索するためのビジネス情報

（businessEntity），その企業がどのような業務を提供するのかを表す業務情報

（businessService），特定の Web サービスの URL や接続方法を示すバインド情報

（bindingTemplate），そして具体的な Web サービスの利用に必要な情報を記したサービ

ス記述（tModel）がそれぞれ記載されている（図 3.48）。 
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図 3.48 Web サービスで利用される基本的な情報 

 
 これだけの情報を揃えているものの，UDDI レジストリには「登録されている Web サ

ービスが具体的にどのような問題を解決する機能を提供しているのか」ということが具体

的に書かれていない。業務情報としての businessService にも，サービス記述と呼ばれる

tModel にも，サービスの内容自体ではなくある種のラベルや URL が記載されているに過

ぎない。サービスの内容が分からなければ，ユーザにとって 適な Web サービスを決定す

ることは困難である。現状では，業種や会社名で UDDI レジストリを検索し，見つかった

Web サービスやその説明用の Web コンテンツを人間が見て，適当かどうかを判断しなけ

ればならない。 
 
3.6.5 Web サービスの統合 
 ある複合的なサービスを提供するために必要な Web サービスが全て見つかったとする

と，次はこれらの Web サービスを正しい順序で連結し，全体で１つのサービスとして機能
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するようにしなければならない。すなわち，複数プログラムの統合が必要になる。Web サ

ービスは，この統合作業が他の手法に比べて容易であるという点が，１つの主要なアドバ

ンテージである。 
 WSDL はそのために必要な各種の情報を提供している。WSDL の記述内容から，ある

Web サービスで利用されるデータタイプやメッセージのフォーマット，使用するプロトコ

ル，その Web サービスに接続するための URL などが分かる。しかし，WSDL だけでは個々

の Web サービスと接続するためのインタフェースまでしか知ることができない。複数の

Web サービスを適切に連携させるには，一連の Web サービスを組み合わせるためのオー

ケストレーションまたはコレオグラフィなどと呼ばれる動作フロー定義を用いる。このよ

うな動作フロー定義のための標準規格として， WSCI や BPEL4WS などが提案されてい

る。しかし，これでもまだ全ては解決せず，動作フローを誰がどうやって書くのかという

問題が残っている。汎用性のために抽象的に書かれた動作フロー定義に基づいて，実際の

Web サービスが正しく連携できるのか。現状では，システム開発者が各 WSDL 記述から

ツールで生成されたスタブを動作フロー上の適切な部分に手作業で組み込むことにより，

システムの統合を行なっている。 
 
3.6.6 セマンティック Web サービス 
 このように，Web サービスはセマンティック Web と同じ様な世界を実現する技術とし

て紹介されているものの，各 Web サービスの内容がどのようなものか，それらをどうやっ

て正しく組み合わせるのかといったことを記述する方法が標準化されていない。そこでセ

マンティック Web と Web サービスの比較では，セマンティック Web がそうした内容の説

明や手続きを，標準化されたメタ情報やオントロジとして記述できる点が強調されてきた。 
 そこで，セマンティック Web の技術を Web サービスに適用すれば，真のダイナミック

なサービス合成が実現できるのではないかという意見が，主にセマンティック Web の研究

者の間で出始めた。そのような研究者の１人である S. A. McIlraith らは，2001 年に「セ

マンティック Web サービス」という概念を提唱した[1]。この概念は多くの支持を得，現

在では SWWS（Semantic Web enabled Web Services）や DAML Services といった国

家レベルのプロジェクトが発足している。 
 両技術の統合は，セマンティック Web の側にとっても多くの利点がある。セマンティッ

ク Web 自身は，Web サービスのようなメッセージ交換プロトコルやプログラム間インタ

フェース仕様記述の標準が無い。そこで，SOAP や WSDL を利用してエージェントが Web
サイトや他のエージェントとメタ情報を交換したり，UDDI レジストリをオントロジ参照

のためのディレクトリに利用することが考えられる。 
 例えば，3.3 節では TAP という Google とセマンティック Web の技術を使った検索シス

テムの例を取り上げたが，そこでは Google を Web サービスの１つとして SOAP プロトコ

ルで呼び出している。Googl 自体はまだセマンティック Web の標準に準拠しているわけで

はなく，現在のTAPをセマンティックWebサービスの代表例とするのは適切ではないが，

このようにセマンティックWebとWebサービスは互いに良い補完関係にあると言える（表

3.2）。 
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サービスに要求される
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DAML-S におけるサービスのオントロジは、基本要素として、サービス・プロファイル、

プロセス・モデル、サービス・グラウンディングの３つのクラスを持ち、さらにリソースと
いうクラスを用いて各種のパラメータを与える。

表 3.2 セマンティック Web と Web サービスの比較 

両者は多くの点で補完しあえる。ただし、サービスの合成や高信頼メッセージングなど

の標準化では異なる案の競合が生じており，１つの標準に落ち着かない可能性もある。 

SAML, WS-Security, etc.（XML署名，XML暗号）セキュリティ

RDF Schema, OWLサービス間の情報共有

SOAP, WS Reliable Messaging, etc.メッセージング

WSDLDAML-S（サービス・グラウンディング）サービスの接続

WSCI, BPEL4WS, etc.DAML-S（プロセス・モデル）サービスの合成

RDF, OWLサービスの理解

UDDIサービスの検索

WebサービスセマンティックWeb

 
3.6.7 「DAML-S」によるサービスの記述 
 現在のセマンティック Web サービスで もよく使われている基本的なツールは

DAML-S だろう。DAML-S とは，Web サービスの様々な側面を表現するためのオントロ

ジ記述言語であり， DAML+OIL という言語をベースとしている。DAML-S の 新版は

DAML-S 0.9 Beta であり，DAML-S はバージョン 0.9 を 後に DAML+OIL ベースから

W3C で標準化が進められている OWL ベース（OWL-S）へと移行する予定である。註１ 
 
3.6.8 サービスを表現する３つの要素 
 DAML-S では，Web サービスを次の３つの側面から表現する（図 3.49）。 
- サービス・プロファイル 
- プロセス・モデル 
- サービス・グラウンディング 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3.49 DAML-S の基本要素構成 
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 これらはそれぞれクラスとして定義される。サービス・プロファイルは，提供するサー

ビスの種類や特性，サービス提供者に関する情報などを含み，主にエージェントが適切な

サービスを見つけ出すために利用される。プロセス・モデル（またはサービス・モデル）

は，あるサービスを実現するための一連のプロセス構成を記述したものである。ホテルの

予約を例にとれば，まず各部屋に関するグレードや料金の情報を取得し，希望日程での空

き室状況を確認し，人数や支払方法を指定して予約を入れる … などを順に記述する。各

プロセスがさらに複数のサブプロセスからなる場合や，複数のプロセスが１つの Web サー

ビスで処理できる場合もあり，プロセス・モデルと実際の Web サービスとの対応付けは一

意ではない。その具体的な対応関係を記述するのがサービス・グラウンディングである。

DAML-S では更にリソースというクラスを設け，Web サービスの提供に必要な装置や費

用，時間などのパラメータを記述する。このように，DAML-S によって Web サービスの

提供内容をプログラムで理解し利用できる形で記述することができる。 
 では，DAML-S があれば WSDL や BPEL4WS などは必要ないのか。DAML-S のプロ

セス・モデルは，BPEL4WS や WSCI といった動作フロー記述モデルの一種であり，競合

の可能性もある。しかし，DAML-S のプロセス・モデルが抽象度の高い推論用のプロセス

表現に向いているのに対し，例えば BPEL4WS は WSDL と密に連携した実装レベルの記

述ができる。すなわち，これらは場面に応じて使い分けられ，さらに相互変換が可能にな

れば補完関係にもなると考えられる。 
 一方の WSDL は，DAML-S のサービス・グラウンディングを補完するツールと位置付

けられる。DAML-S で記述されたプロセス・モデルや入出力メッセージを WSDL の抽象

型（abstract types）記述に対応付け，それらを WSDL 側で具体的な SOAP や HTTP な

どにバインディングすることで，実際に動作する Web サービスとの対応関係が表現できる。 
 
3.6.9 セマンティック Web サービスの実現に向けた取り組み 
 セマンティック Web サービスは，まだ確立された１つの技術領域とはなっていない。先

ほど挙げた SWWS では統一フレームワークとして WSMF（Web Service Modeling 
Framework）を提唱しているが，まだ広く認知されてはいない。現状では，セマンティッ

ク Web と Web サービスそれぞれの技術のいくつかを組み合わせる研究やシステム開発が

進められている段階である。以下ではセマンティック Web サービスに関する具体的な研究

開発の事例を挙げる。 
 
3.6.10 「DAML-S マッチメーカー」註２ 
 米カーネギーメロン大学と東芝は，Web アプリケーションからの要求に も適した Web
サービスを見つけ出すシステム「DAML-S マッチメーカー」を共同開発した[2]。DAML-S
マッチメーカーは，その名の通り DAML-S を利用している。DAML-S で各 Web サービス

の仕様を記述し，その内容とクライアント（Web アプリケーション）からの要求とを照合

して 適な Web サービスを決定する。 
 図 3.50 は，DAML-S マッチメーカーを UDDI レジストリの拡張機能として実装した

DAML-S/UDDI マッチメーカーである。コミュニケーション・モジュールで Web サービ

スの検索要求を受け取ると，その要求が DAML-S マッチング・エンジンに渡される。
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DAML-S マッチング・エンジンには各 Web サービスの DAML-S 記述（「広告」と呼んで

いる）がデータベースに記録されており，そこからオントロジを利用して要求に も合う

「広告」を選び出す。 

UDDI
レジストリ

DAML-S / UDDI
トランスレータ

コミュニケーション
モジュール Webサービス広告

データベース

マッチング
エンジン

オントロジ
データベース

DAML+OIL
推論エンジン

Web上の
DAML オントロジ

Webサービスの登録要求
Webサービスの検索要求

Webサービスの登録完了通知
検索されたWebサービスの情報

DAML-S/UDDI マッチメーカー

DAML-S マッチング・エンジン

図 3.50 DAML-S/UDDI マッチメーカー 

 
 選ばれた 適な「広告」は DAML-S で書かれているため，DAML-S/UDDI トランスレ

ータを使って DAML-S のサービス・プロファイルを UDDI の tModel にプロパティとし

て記述できるように変換する。これで UDDI レジストリを参照し，該当する Web サービ

スの URL や WSDL などの情報を得ることができる。 
 
3.6.11 「KarmaSIM」と「Loard Bader」 
 DAML-S を使って Web サービスを統合するためのシステムも開発されている。米 SRI
インターナショナルとスタンフォード大学が開発した「KarmaSIM」は，DAML-S で書

かれた Web サービスの各プロセスをペトリネットというグラフ表現で画面上に描画し，ま

るで基板上のチップを銅線でつないでいくように Web サービス全体を設計していくこと

ができる。その際，システムは接続されるプロセス間の順序関係や制約条件を自動的にチ

ェックし，全体が正しく動作することを検証できる[3]。 
 静岡大学と産業科学総合研究所サイバーアシスト研究センターが共同で開発している

「Loard Bader」は，英語の文章で書かれた Web ショッピングなどのビジネスプロセスか

ら実際の Web サービスを合成するための各種部品や構造を抽出し，GUI で簡単に組み合

わせることができる[4]。 
 「KarmaSIM」も「Loard Bader」も，Web サービスの合成自体を完全に自動化するこ

とはできないが，現在の Web サービスではエンジニアの技量に頼らざるを得なかった部分

がセマンティック Web の技術によって大幅に省力化できる可能性を示している。 
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3.6.12 Web サービスの新たな段階へ 
 実際のビジネスの場における Web サービスは，CORBA や COM+など従来の RPC 技

術に比べて「分散アプリケーション間の相互接続をより柔軟且つ簡易に実装できる」とい

った程度に捉えられている。ファイアウォールを超えて異種のレガシーなシステム間でも

連携可能になるなど，現段階でも十分にインパクトの大きな技術ではある。しかし，これ

まで述べてきたような，内容的に適切なサービスの発見や複数サービス間の連携などは，

まだ人手による設計と実装に任されている。必要な時に 適な Web サービスを見つけ出し、

その場で自動的に繋げて利用することはできない。 
 そうしたもう一歩先の世界が，セマンティック Web サービスによって実現できるかもし

れない。もちろん，まだ解決すべき数多くの問題がある。本当に汎用的なセマンティック

Web サービスの実現は，古典的 AI が目指した遠大な目標に近い。また，セマンティック

Web と Web サービス共通の課題である信頼性（Trust）の確立ができなければ，ユーザの

ニーズに合った Web サービスを見つけても，それが期待通りに動作してくれるかどうかは

分からない。しかし，セマンティック Web も Web サービスも，このような同じ夢に向か

って進むことを宣言し，世界中の多くの企業や研究機関が取り組む大きなムーブメントと

なっている。それらの取り組みの成果は、Web を新たな段階へと進めるはずである。 
 
註 1： 
DAML-S は，本稿執筆時点では DAML-S 0.9 Beta であったが，現在は既に「OWL-S」と

なり，OWL-S 1.0 が正式にリリースされている（http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/）。 
註 2： 
OWL-S 1.0 のリリースに伴い，DAML-S マッチメーカーも現在は OWL-S ベースの

「OWL-S マッチメーカー」となっている。 
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3.7 実用化が始まったセマンティック Web の応用システム 
 前節まで、セマンティックWebの概要とそのツール、Webサービスとの関係について説明

を行ってきたが、本節では、欧米における実用化に向けたさまざまな取組みについて紹介

するとともに、日本での取組みについてもトピック的に紹介する。 
 
3.7.1 米国のDAMLプロジェクト 
 米国ではセマンティック Web 関連の研究開発に国家予算が当てられている。米国では、

DAML（DARPA Agent Markup Language）プロジェクトの名目で 2000 年から 3 年間で

7000 万ドル（約 84 億円）の拠出がなされた。このプロジェクトを所管しているのは、イ

ンターネットの原型となった ARPANET の開発で知られる DARPA（米国防総省高度研究

計画局）である。DARPA からマサチューセッツ工科大学、メリーランド大学、スタンフ

ォード大学、BBN Technology、Nokia Research Center 等の産学チームに対して個別プ

ロジェクトの発注がなされている。個別プロジェクトとしては、オントロジ言語仕様の策

定に関するものや、情報検索システム向けのツール開発に関するものなどが実施された。 
 そもそもなぜ国防関連技術をつかさどる DARPA が、DAML というオントロジ言語の開

発に従事したのだろうか。米国には Intelink という、諜報機関（FBI、CIA、国家安全保

障局、麻薬取締局、国家偵察局等）同士のネットワークがあり、この上で諜報情報の相互

利用を行っている。一つには、このネットワーク上での諜報情報の検索・閲覧を効率化し

ようという狙いがある。各機関が作成する諜報情報に対して DAML 言語でマークアップ

を行うことにより、情報利用者がそれらの情報に効率的にアクセスできるようにする。さ

らには、多くの犯罪情報を効率的に整理する中から、犯罪の手口・特徴を導き出し、犯罪

追跡を行ったり、テロを含む犯罪の予測を行うことも大きな目標である。Intelink 上での

情報作成から閲覧までの流れの一例は図 3.51 の通りである。また、国防総省では古今の戦

争における失敗から得られる教訓（戦訓）の収集・分析が体系的に行われているが、こう

した戦訓のナレッジデータベースから精度の高い検索を得ることも、DAML 開発の目的の

一つであった。 
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図 3.51 Intelink 上の諜報情報検索システム 

 
3.7.2 EUのISTプログラムにおける開発 
一方の欧州では、EU（欧州連合）の行政機関である EU 委員会が第 5 次 RTD（調査研

究・技術開発）フレームワーク・プログラムの中の IST（情報社会技術）プログラムの一

環として民間に助成金を出しており、例えば On-To-Knowledge プロジェクトに 2 年半で

134 万ユーロ（約 1.8 億円）を、IBROW プロジェクトに 3 年間で 110 万ユーロ（約 1.5
億円）の拠出をしている。IST プログラムでは、Web コンテンツにセマンティックな構造

を持たせてマシンリーダブルにすることで Web 上の情報へのアクセスや抽出、フィルタリ

ングを容易化するような技術開発の公募がなされた。オランダのフリー大学、ドイツのカ

ールスルーエ大学、英国のブリストル大学、フランスの INRIA（国立情報処理自動化研究

所）等の研究機関の他、ブリティッシュテレコム、ドイツテレコム、ダイムラークライス

ラー、スイスライフ等の企業も参画した。 
また、セマンティック Web に関する技術開発において米国と EU は 2000 年 10 月にジ

ョイントプログラムをスタートさせ、DARPA が開発した DAML と、On-To-Knowledge
プロジェクトで開発された OIL（Ontology Inference Layer）とを統一し、オントロジ言

語の DAML+OIL を作成するという動きもあった。 
2003 年から始まる第 6 次 RTD フレームワーク・プログラムの中の IST プログラムでは

「Semantic-based knowledge systems」の名目で、セマンティックベースでコンテキスト

を理解する知識システムの開発に対して総額 5500 万ユーロ（約 74 億円）の助成がなされ

る。 
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3.7.3 EUの政府向けメタデータフレームワーク 
 また、セマンティックWeb応用で必要となるメタデータの取組みもある。EUでは電子政

府向けのメタデータフレームワークとしてMIReG（Managing Information Resources for 
e-Government）が検討されている。EU加盟国の立法・行政機関における情報を、標準メ

タデータを使って組織化することで、市民に対する透明性とアクセシビリティを向上させ

ようとするものである。ここには、欧州市民がEU域内で移動した場合、どの国にいても同

等な行政サービスを受けられることを保証することで、市民の移動を促進しようという考

え方がある。従来、英国、アイルランド、デンマーク、フィンランド等では行政文書への

メタデータ付与が各々なされていたが、2001年になって英国とデンマークからEU委員会に

対し、各国間の協力した取組みが必要だとの要請がなされ、欧州共通の政府向けメタデー

タフレームワークの検討が開始された。 
 MIReGでは表3.3のようなメタデータ標準（MIMES: MIReG Metadata Element Set）
の作成とともに、オントロジ、トピックマップ、ガイドラインの開発、また、メタデータ

管理のための汎用ツールの開発も行われている。なお、このMIMESの基本方針としてあげ

られていることは、表3.4の通りである。 
 

表 3.3 MIReG のメタデータ標準 MIMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

エレメント 概要 付与の必要性 DCMESとの関係

AUDIENCE 対象とする利用者 △任意 拡張エレメント

CONTRIBUTOR 貢献者 ◎該当事項があれば必須 DCMES
COVERAGE 適用範囲 ○推奨 DCMES
CREATOR 著者あるいは作者を表すラ

ベル
◎必須 DCMES

DATE 日付 ◎必須 DCMES
DESCRIPTION 内容記述 △任意 DCMES
DISPOSAL 保管・廃棄情報 △任意 拡張エレメント

FORMAT 情報資源のデータフォー
マット

○推奨 DCMES

INDENTIFIER 識別子 ◎該当事項があれば必須 DCMES
LANGUAGE 言語 ◎必須 DCMES
LOCATION 保存場所 △任意 拡張エレメント

PRESERVATION 永久保存データに関するコ
メント

△任意 拡張エレメント

PUBLISHER 情報資源を公開する人・組
織

◎該当事項があれば必須 DCMES

RELATION 参照関係 △任意 DCMES
RIGHTS 権利情報 △任意 DCMES
SOURCE 元情報資源 △任意 DCMES
SUBJECT 主題及びキーワード ◎必須 DCMES
TITLE 情報資源に与えられた名前 ◎必須 DCMES
TYPE 情報資源の種類 △任意 DCMES
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表 3.4 MIMES の基本方針 

MIMESの基本方針 
①独立でなければならない 
 ソフトウェア、アプリケーション、プロジェクトベースであってはならない。 
②利用方法が単純でなければならない 
 初心者でも容易にリソース記述を行えなくてはならない。 
③EUの他の標準と政策に準拠していなければならない 
④国際標準に準拠しなければならない 
⑤安定していなければならない 
 将来的な標準の変更を 小限に抑えるために、将来のニーズに対応できる柔軟性をもた

ねばならない。 
⑥拡張可能でなければならない 
⑦経済的でなければならない 
⑧包括的でなければならない 
 相互運用性を高めるために、既存のメタデータスキームを考慮したものでなければなら

ない。 
 
3.7.4 W3Cの取組み 
ご存知の通り、セマンティック Web は、Web の発明者であり、W3C の設立者でもある

ティム・バーナーズ-リー氏が 1998 年に提唱したフレームワークであるが、彼は Web の

立ち上げ時から既にセマンティック Web を構想していたようである。 
セマンティック Web の提唱者である W3C では、従来、Metadata Activity グループが

RDF の仕様策定を行ってきたが、2001 年 2 月に正式に Semantic Web Activity グループ

を立ち上げ、上記 DAML＋OIL を改善したオントロジ言語 OWL（Web Ontology Lan-
guage）の開発や、関連ツールの開発などを行っている。OWL 開発については、

Web-Ontology Working Groupというワーキンググループが 2001年 11月に立ち上げられ、

2003 年 12 月 15 日には OWL の勧告案が公開されている。 
 
3.7.5 欧米での応用システムと関連製品 
 業界レベルでの取組みとしては、前述のとおり EU の IST プログラムを受けてブリティ

ッシュテレコム等の企業が応用研究を行っている。また、RDF やオントロジを組み込んだ

いくつかのシステムについては既に実用化がなされている。このようなセマンティック

Web の応用事例を以下に紹介したい。 
 
3.7.6 ナレッジマネジメントへの応用 
 前述した EU の On-To-Knowledge プロジェクトでは、OIL のほか、オントロジベース

のナレッジマネジメント促進ツールセットが開発された。このツールを用いると、イント

ラネット上や Web 上のドキュメントのような、構造化が十分でないドキュメントについて

も自動処理を行うことができる。 
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図 3.52 On-To-Knowledge ツールセット 

 
 この On-To-Knowledge ツールを用いて、スイスライフ社では従業員向けスキルデータ

ベースの構築やイントラネット上の特定業務文書の検索システムの構築、ブリティッシュ

テレコム社ではコールセンター向けシステムの構築を実験的に行っている。 
 
3.7.7 コンテンツ管理への応用 
 フィンランドの金融ニュースポータルKauppalehti OnlineではRDFデータを活用した

コンテンツ管理システムを用いて、各種メディアに対して金融情報を発信している。報道

機関、証券取引所等の様々な情報ソースから来る情報を収集・管理し、有料のニュース配

信サービスとして、様々なタイプのメディア（Web サイト、電子メール、GSM/SMS、
WAP/WML 等）にリアルタイムで配信を行っている。 
 ここで用いられているコンテンツ管理プラットフォームは、3.7 節で少し紹介したフィ

ンランドのプロフューム社のProfium SIRである。SIRは様々な形式の情報（Word、Excel、
PowerPoint、XML、RDF、アドビ XMP、MP3 等）からメタ情報を抽出し、RDF メタデ

ータを付加することで分類し、これらの情報を DB に保存し、これによって情報の容易な

検索を可能にするものである。 
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図 3.53 Profium SIR の仕組み 

 
3.7.8 ネットワーク管理への応用 
 米国のオントロジェント社では、セマンティック Web 技術をネットワーク管理に応用し

たツールを提供している。同社の Ontologent Device Mediation Layer は、既存のネット

ワーク管理システム（CA Unicenter、Veritas、Cisco EMF 等）の機能を拡張するもので

あり、これらの管理システムがサポートしていないようなネットワーク機器を組み込むこ

とを可能にするものである。このツールでは、利用者・イベント・デバイス・サービス・

トポロジー・接続状態等を構造化された RDF メタデータで記述し、それらの間の関係付

けを行うことで、既存のネットワーク管理システムに、各ベンダーの様々なネットワーク

機器に対する整合的なインターフェースを提供している。 
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図 3.54 Ontologent Device Mediation Layer 概念図 

 
3.7.9 医療情報の検索システムへの応用 
 まだ実用化されたシステムではないが、ロンドン市立大学の研究プロジェクトとして

HealthCyberMap がある。これは Web 上のさまざまな医療情報をセマンティックな方法

でサイバースペースにマッピングすることで、検索精度を向上させようとするものである。

メタデータ DB には 1600 件以上のデータが登録され、以下のような 6 つの閲覧インター

フェースが提供されている。①世界地図上での情報発信地で分類された閲覧、②身体マッ

プ上での医療トピックで分類された閲覧：各リソースが内容に応じて身体マップ上の個々

の器官に分類されて表示される。個々の器官をズーミング（セマンティックズーミング）

すると、それらの器官のさらなる細部やサブトピックに関するリソースが表示される（図

3.55）、③クリニカルコード番号で分類された閲覧、④リソースの種類で分類された閲覧、

⑤リソースの言語で分類された閲覧、⑥オントロジに基づく検索である。 
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図 3.55 HealthCyberMap の身体マップ・ビューワー 

 
3.7.10 日本での取組み 
 早くから研究開発が行われてきた欧米に比べて日本での取組みは遅れており、2002 年夏

に情報処理学会誌や人工知能学会誌で特集記事が組まれたあたりからようやく注目を浴び

始めた感がある。 
政府レベルでは、セマンティック Web 技術を中心テーマとしたプロジェクトは立ち上が

っていないが、他分野のプロジェクトにおいてセマンティック Web 技術を導入する取組み

は散見されるようになった。例えば、文科省の IT プロジェクト「IT を活用した大規模運

用システムの支援システムの構築」（ロケット打ち上げシステムの診断システムの開発）で

は Web サービスとセマンティック Web の活用がなされている。また、新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO）による「材料技術の知識の構造化」プロジェクトの一環と

して、オントロジによるナノテク知識の構造化の研究が行われている。後者は、材料研究

がナノメートルの精度まで進化することにより、これまで別々の研究されてきたガラス、

金属、粒子などの振舞い（構造や機能や生成方法など）が統一的に記述でき、そのことで

知見が得られるが、これまで別々の分野として研究されて来たため、学術用語や記述の仕

方がバラバラであり、異分野の人には容易には理解・比較することができなかった。これ

を統一するために、オントロジを開発することを目指している。 
 業界レベルでの取組みでは、すでに 3.3 節、3.5 節で富士通研究所のグループウェア・

システムと NTT の知識共有システムの事例を紹介してきた。また、NEC では TV、PDA、

携帯電話等の端末に合わせて Web 画面を表示できるセマンティック・ズーム機能を開発し

ている。本稿では沖電気の取組みについて紹介したい。 
 



 - 113 -

3.7.11 沖電気の LSI 製品情報システム 
 沖電気の研究開発本部では、セマンティック Web 技術の応用の試みとして、LSI 製品情

報システムを試作している。製品に関する情報は、さまざまな人がさまざまな視点で必要

としている。企業内に製品情報は多く蓄積されているが、目的に応じて部門毎に形式もバ

ラバラに蓄積されていることが少なくない。LSI 製品に関しても、社内技術者および社内

営業向けイントラネット、および顧客向けインターネット上に多様な情報が存在しており、

膨大な数の部品の中から必要なスペックのものを探し出すことは非常に困難となっている。 
また、電子機器や部品のような 近の製品は高度化・複雑化しており、スペックを表現

する属性にしても、共通に用いることができる単純な属性（例えば、価格、重さ、ピン数

等）だけではなく、製品種別毎に多様なものが存在する。そこで、ロゼッタネットなどで

は、予め部品のカテゴリ毎に標準属性を定め、統一的な記述方法で記述することを目指し

ている。ただし、これらは一般的な項目にとどまり、詳細な部品の記述には項目的に不十

分である。また、これらは既にある膨大なデータを XML 化する必要がある。製品情報が

予めデータベース化されてあれば問題はないが、部門毎に異なる形式、それも MsWord や

MsExcel、PDF あるいは Web ページ(HTML)で蓄積されてしまっていることも現実とし

ては少なくない。そこで、沖電気ではこれらの製品情報にメタデータを付与することによ

り、取りあえず多様な視点からの情報検索を可能にすることを試みた。製品に関する知識

の記述、および、検索者の視点を表す知識をレガシーなドキュメントの上位にメタデータ

として付与し、検索できるシステムとなっている。これらのメタデータを使って、適切な

ナビゲーションを行うページを生成することにより、レガシーデータを、製品別、用途別、

顧客別などさまざまな視点で閲覧することを実現している。 
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図 3.56 沖電気の LSI 製品情報システム 

 
3.7.12 INTAP の取組み 
 その他、W3C のホスト機関である慶應義塾大学や、大阪大学、京都大学、名古屋大学、

国立情報学研究所、産業技術総合研究所、XML コンソーシアム等が活発に研究活動を行

っているが、ここでは我が国へのセマンティック Web 技術導入に当初から尽力してきた

（財）情報処理相互運用技術協会（INTAP）の活動について紹介したい。 
INTAP ではセマンティック Web は情報産業だけでなく、経済活動、社会生活全般にわ
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たって広く影響を与える重要技術であるとの認識に基づき、2001 年よりセマンティック

Web 委員会を設置し、慶應義塾大学や W3C 等の研究機関と連携をとりながら、セマンテ

ィック Web の調査研究ならびに国内外での普及活動を推進している。W3C との共同セミ

ナー等、各種セミナーや講演会、ワークショップを行ってきており、2003 年も 11 月 17
日にセマンティック Web コンファレンスを開催した。このコンファレンスでは、セマンテ

ィック Web 委員会の委員により開発中のデモプログラム（インテリジェント検索、モバイ

ル環境でのポータルサイト自動合成、メタデータポータル、知識管理）も紹介された。 
 なお、国際的なセマンティック Web コンファレンスとして毎年開催されている ISWC
（International Semantic Web Conference）の 2004 年のホスト国として、日本での開催

も予定されており、今後の産官学をあげての日本の取組みが大きく期待される。 
 
 
 
 



お わ り に 
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おわりに 
 
ティム・バーナーズ・リーによる Web の発明により、現在も進行中のインターネットを

中心とする IT 革命が惹き起こされた。インターネットにより、世界中の人々とリアルタ

イムに会議をしたり、情報を送ったり、受け取ったりする事ができるようになり、業務効

率の劇的な向上をもたらすなど、人々の生活やビジネスのあり方に大きく影響を及ぼして

いる。 
Web が世界中の至る所で、色々な人に使われる様になった結果、Web 上には膨大な情報

が蓄積されている。 
この Web 上に蓄積された情報は、内容的には、ビンからキリまであるが、過去には存在

する事のなかった巨大な知識のデータベースであると言う事ができる。 
このデータベースの中には、埋もれている情報や貴重な情報が存在するが、Web の様な

巨大な情報集合からデータを効率良く取り出したり、利用する為には、新たな技術が必要

であり、この為に、開発された技術がセマンティック Web 技術である。 
セマンティック Web 技術は、主に、マシンリーダブル言語技術、メタデータ技術及びオ

ントロジーなどの意味記述技術とから構成されているが、これらの技術は、Web に対して

のみならずデータ管理や異種領域データの統合やデータカタログ等にも用いる事のできる

汎用的な重要技術である。 
本調査研究報告書が、この重要なセマンティック Web に対する皆様の理解の一助となれ

ば幸いであり、我が国に於けるセマンティック Web 技術開発の参考となれば幸いである。 
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2003/11/17 Semantic Web Conference 1

セマンティクWebとW3Cの活動
（概要）

慶應義塾大学 斎藤信男

 2003/11/17 Semantic Web Conference 2

Web Service と
Semantic Web

• ACミーティングでのSpecial セッション

– Web Service—Reality and Strategy
– Semantic Web—Implementation Experience

 
 

 
 

2003/11/17 Semantic Web Conference 3

Semantic Web Service

• 両者の融合

• Web Service–
– 分散型アプリケーション実行環境

• Semantic Web—
– 知的処理支援環境

 2003/11/17 Semantic Web Conference 4

W3Cの役割

• 標準化制定

• Implementationは必ずしも役割としない

• 新しい方向、技術の研究も行っていく

 
 

 
 

2003/11/17 Semantic Web Conference 5

横断的な技術の一般化、共通化

• WAI(Web Accessibility)
• 国際化

• QA(Quality Assurance)

 2003/11/17 Semantic Web Conference 6

Profiling

• 昔来た道か？

• OSI、OSE(Open System Environment)
• Profilieーパラメータ、オプション

• Semantic Web ServiceはOSEとなるか？

– XMLの特化の選択

– Ontologyの選択

– 究極のアプリケーション実行環境
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Web Service

Semantic Web

XMLXML OntologyOntology

Profiling

 2003/11/17 Semantic Web Conference 8

まとめ

• 将来にわたる求心力の維持

• わが国のWeb技術への刺激

– Mobile
– Non PC

• Patent Policyの実験
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セマンティックWeb適用システム

メタデータ付与によるセマンティック
Web技術の情報ポータル

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

佐藤宏之 （日本電信電話株式会社）

今村誠 （三菱電機株式会社）

伊藤山彦 （三菱電機株式会社）

小泉雄介 （株式会社NEC総研）

香取良和 （財団法人情報処理相互運用技術協会）

清水智公 （慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科）
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概要

• セマンティックWebの基盤技術(RDF)の活用

例
– 身近なRDF：RSS
– FOAF

• RDFを利用したセマンティックWeb技術の

ポータルシステムの紹介

• メタデータはどこに置くべきか（RDFメタデータ

の設置ガイド）

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

RDFはどこに？

• googleで「rdf filetype:rdf」を検索
– rdfの拡張子を持つWeb上のファイル
– 122,000件（2003年11月）

• 日本語5,440件
• 2003年5月頃は約7万件[1]

• アットマーク・アイティ( http://www.atmarkit.co.jp/ )
に掲載された読者調査[2]によると
– 「すでにRDF／RSSを作成・利用している」6%
– 「今後作成・利用を予定／検討中」7%
– 「作成・利用予定はないが興味はある」39%
– 「RDF／RSSを知らない」42%
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RSS (RDF Site Summary)
• 現在のインターネット上のRDFデータの多くはRSS
として存在

• 最新のニュースや記事、日記の要約などを配信す
るフォーマット
– もともとはチャンネル情報を配信するためのもの

• 配信情報を利用するユーザは、Webブラウザで各
サイトの更新状況を調べなくても新着情報を手にい
れることができる

• ウェブログの発展とともに注目を集める

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

ウェブログ／ブログ

• ウェブログ（weblog）
– 略してブログ（blog）

• 頻繁に更新される「個人の日記」や「気になっ
たWebページに対するコメント」を載せたWeb
サイト

– 米国では情報の生々しさや影響力が大手のマス
メディアを脅かすものとして取り上げられることも
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RSS1.0の構造

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:sy="http://purl.org/rss/modules/syndication/" xml:lang="ja">

<channel rdf:about="http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/">

…

</channel>

<item rdf:about="http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-
web/data/conference2003/index.html">

…

</item>

</rdf:RDF>

channel要素： サマリー記述の対象となるサイトの

基本情報を記述

item要素： サイト内の個々の記事や文書に関する

情報を記述（複数個記述可能）

• INTAPセマンティックWeb委員会のRSSを例に説明

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

channel要素の例

<channel rdf:about="http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/">

<title>INTAP セマンティックWeb委員会</title> 
<link>http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/</link> 
<description>INTAPセマンティックWeb委員会ではセマンティックWeb技術の調

査研究ならびに普及活動を行っています。</description>

<dc:language>ja</dc:language> 
<dc:rights>(c)2002 Interoperability Technology Association for 

Information Processing, Japan</dc:rights> 
<dc:date>2003-06-05T00:00:00+09:00</dc:date> 

<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-

web/data/conference2003/index.html" /> 
<rdf:li rdf:resource="http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-

web/publicdata.html#gijutsu" /> 
</items>

</channel>

タイトル、対象とす
るサイトのURL、
サイトの内容を記
述（必須項目）

item要素でサマ

リーを記述する
個々の記事や文
書の情報リソース
とその順番を示す
（必須項目）

Dublin Coreのボ
キャブラリを用いて
記述された言語や
権利情報や日付に
関するメタ情報
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item要素の例

<item rdf:about="http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/data/conference2003/index.html">
<title>セマンティックWebコンファレンス2003 開催案内 (11/17開催)</title> 
<link>http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/data/conference2003/index.html</link> 
<description>INTAPと慶應 … セマンティックWebコンファレンス2003を開催致します。</description>
<dc:subject>セマンティックWebに関するお知らせ</dc:subject>
<dc:creator>INTAP事務局</dc:creator> 
<dc:date>2003-10-14T00:00:00+09:00</dc:date> 

</item>

<item rdf:about="http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/data/14-semanticweb-report.pdf">
<title>平成14年度セマンティックWeb技術の調査研究報告書</title>
<link>http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/data/14-semanticweb-report.pdf</link>
<description>本報告書はセマンティックWeb委員会の平成14年度の活動…</description>
<dc:subject>セマンティックWebに関する文献</dc:subject>
<dc:creator>INTAPセマンティックWeb委員会</dc:creator>
<dc:date>2003-05-01T00:00:00+09:00</dc:date>

</item>

タイトル、対象とする情報リソース（記事や文書）のURLは必須項目

それ以外にDublin Coreのボキャブラリを用いてトピック(dc:subject)、作者(dc:creator)、日付
(dc:date)に関するメタ情報を記述している。

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

RSSデータのユーザ利用
○○ニュース
Webサイト

××IT最新情報紹介
Webサイト

RSS
データ

RSSリーダー

（独立したソフト）

記事A
記事B

記事C

RSS
データ

文書1
文書2

記事1

ポータルサイト
Web

ブラウザ

収集したRSS
データを合成して
Webページを構成

ポータル
画面表示

記事や文書のメタ情報メタ情報から更新された
情報や日時も取得

RSSデータを持つWebサイト一

覧を表示。選択されたサイトの
記事を表示したりする。

画面例はFeedreader
（http://www.feedreader.com/
より）

さまざまなビュー
からRSSデータ

の参照が可能  
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RSSを利用したポータルサイトの実例

• セマンティックWeb技術の情報ポータル

– INTAPセマンティックWeb委員会のWebサイト上

に構築し開設

– セマンティックWebに関連する団体・企業の
RSS(RDF)ファイルを収集し一括的に表示するこ

とを目的

– http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/sweb-
portal/

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

ポータルサイトのユーザインタフェース

• 登録されたURLに存在する複数のRSS(RDF)デー
タからWebページを動的に生成して提示

• メタ情報を利用した検索が可能
– rss:descriptionとrss:titleのプロパティ値を対象にした全
文検索

– プロパティdc:creatorを利用して同じ著者の記事や文書を
表示

– プロパティdc:subject、rss:categoryを利用して同じテーマ
やカテゴリの記事や文書を表示

 
 
 
 



- 139 - 

(c)2003 INTAP. All rights reserved.

RSSデータを持つ各Webサイトの

一覧と、各サイトの最新の記事や
文書のタイトルと要約の表示

セマンティックWeb技術の情報ポータル（１）

トップ画面

Webサイト
のURLと
リンク

クリックすると
Webサイトの全て
のitemを表示

（次のスライド）

itemのtitleを表示
実際の記事のURLと

リンク

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

セマンティックWeb技術の情報ポータル（２）
item一覧表示画面

選択されたWeb
サイトの全て
のitemを表示
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セマンティックWeb技術の情報ポータル（3）
メタ情報を利用した検索機能

rss:descriptionと
rss:titleを対象に

した検索を利用
するための
入力フォーム

検索結果
itemの表示

dc:subjectのプロパティ値が

同じ記事を検索するボタン
（この他にrss:categoryを利用した同じ

カテゴリの記事を探すボタンの表示が可能） プロパティdc:creatorの
プロパティ値が同じ記事

を検索するボタン
「同じ著者の記事を探す」

クリック

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

RSS(RDF)の生成支援ツール

• プロパティ値などの必要項目を入力するだけ
– Headline-Editor(Lite版)  http://www.infomaker.jp/editorlite/index.htm

• 新規記事のタイトルを列挙したヘッドライン情報や、Webサイトの更新情報などを
要約したRSSファイルの作成作業を支援するソフト

• 既存のホームページから生成
– JMdRdf (Java Midori Rdf) 

http://www003.upp.so-net.ne.jp/midori/JMdRdf.ja.html
• HTMLからRDF/RSSを自動作成するツール
• HTML中のタイトルやdescriptionなどから自動的に情報を抽出

• Webサイトのファイル管理と連携して生成
– Legacy Web Manager

http://kamicup.at.infoseek.co.jp/webman/index.html
• HTMLファイルや画像ファイルを一元管理し、ファイルの更新に合わせてRSSファ

イルも更新できる

• 日記から生成
– tDiary http://www.tdiary.org/

• Web日記システム上で更新及びコメントが入った日の日記をRDFに吐き出すプラ
グインを備える
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RSSのバージョン

• 汎用のメタデータとしても利用できるように考慮するか、コン
テンツ配信に特化するかで策定の方針に違いがある

• セマンティックWeb委員会としてはRDFベースのRSS1.0を
推奨

1999年7月Netscape社+ UserLand Software社0.91Rich Site SummaryXML

2000年12月UserLand Software社0.92

2001年4月UserLand Software社0.93

2002年8月UserLand Software社2.0Really Simple Syndication

2000年12月RSS-DEV WG1.0

1999年5月Netscape社0.9RDF Site SummaryRDF

策定時期策定団体バー
ジョン

正式名称基盤技術

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

FOAF (Friend of a Friend)
• RSSの次にインターネットユーザがRDFを活用している例

• 人に関するメタ情報（名前、興味、どこの近くに住んでいるな
ど）をRDFで記述して公開するプロジェクト
– http://www.foaf-project.org/

• FOAFのメタ情報は、RSSのように個々のWebサイトなどど
こに置いても良い

• 知っている人を記述できるので、個々のRDFから知人の
RDFを連鎖的に辿れるようになる

• googleで「foaf filetype:rdf」を検索
– 10,900件（2003年11月）

• 日本語41件
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FOAFのビューワの実例

foafnaut
http://www.foafnaut.org/

FOAF people map
http://www.jibbering.com/foaf/foaf-people-map.svg

FOAF（RDF）で記述された

近くの空港のメタ情報を利用
して、人がいる場所をノード
として地図上にマッピング

ノードを
クリック

RDFで記述された

知人に関する情報を
利用して、人と人との
関係をグラフ構造で
表示（SVGを利用）

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

FOAFとRSSのデータをグラフで表現

• 複数のWebサイトからこれらのRDFデータを収集すると、例えば以下のような情
報をグラフ構造を辿って機械的に取得できる
– 「慶應 次郎」の知人が興味を持っているページの要約
– 「セマンティックWeb入門」の著者の電話番号や働いている場所

rdf:type

foaf:Person
foaf:name

INAP 太郎

foaf:knows

http://www.net.intap.or.jp/
INTAP/s-web/index.rdf

foaf:mbox

mailto:taro@intap...

foaf:name
慶應 次郎

foaf:mbox

mailto:jiro@keio...

foaf:interest

rdf:type rss:channel

セマンティックWeb委員会

rdf:type

rss:item

rdf:seq

この委員会は…

http://www.net.intap.or.jp/
INTAP/s-web/conference.html

http://www.net.intap.or.jp/
INTAP/s-web/sewb.doc

このカンファレンスは…

セマンティックWebカンファレンス

rss:title

rss:description

dc:creator

rss:title
rss:description

rss:items

セマンティックWeb入門

rdf:type

rdf:type

rdf:type

rdf:_1

rdf:_2

入門書です rss:description

rss:titlehttp://www.keio.ac...

foaf:workplaceHomepagefoaf:phone

+81-3-xxxx-xxxx

FOAF RSS
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メタ情報の記述にRDFを用いる利点

• 機械がRDFデータのみから、どの情報リソースに対
するどんなメタ情報であるか明確に識別可能
– RDFのデータモデルに従って、情報リソースとそのプロパ
ティとプロパティ値（主語・述語・目的語からなるRDFの
文）を抽出可能

– 情報リソース、ボキャブラリの定義場所はURIで指定され
る

– 誰がメタデータを記述しても構わない

– RDFデータはどこに置いても構わない

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

RDFはどこに置くべきか？

• RDFは見つかりさえすればOK
– しかし、情報リソースに対するメタデータの場所は一律で
はない

– 現状
• RDFメタデータのURLを登録するか、

• ロボットによってクロールされる必要がある

• ガイドラインに相当するものが必要では？
– 置き方ガイド
– 探し方ガイド

• 以降にセマンティックWeb委員会で議論中の「RDF
メタデータの設置場所ガイド」について紹介
– 詳細は委員会のWebページに掲載予定
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RDFメタデータの設置場所

• 次の3つのタイプが考えられる

A. 1つのコンテンツに対応するRDFメタ
データをコンテンツとは独立に記述する
場合

B. 複数のコンテンツのRDFメタデータをコ
ンテンツとは独立に一括して記述する場
合

C. コンテンツ内にRDFメタデータを埋め込
む場合

コンテ
ンツ1

コンテ
ンツ2

コンテ
ンツ1

RDF

コンテ
ンツ2

RDF

RDF RDF

コンテ
ンツ1

コンテ
ンツ2

RDF

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

Aタイプ(メタデータを独立して個々に管理) の例

• 既存のコンテンツの拡張子を.rdfとする

– 拡張子を除いた部分が同じURLになるコンテンツがある
場合を考慮して、file1.html.rdf、file2.txt.rdfというように
URLの最後に.rdfという拡張子を加える方法もある

RDFメタデータファイルのURL元コンテンツのURL

http://www.intap.or.jp/s-web/file2.rdfhttp://www.intap.or.jp/s-web/file2.txt例2

http://www.intap.or.jp/s-web/file1.rdfhttp://www.intap.or.jp/s-web/file1.html例1

メリット： シンプル
デメリット：例外も考慮する場合、１つのコンテンツに２つの拡張子
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Aタイプの例（その他のアイディア）

• RDFメタデータ用にmetaというディレクトリを用意する方法

• RDFメタデータファイル専用のサーバ（名）を作成し、そこにすべてのRDFメタ
データファイルを置く

http://www.intap.or.jp/s-web/meta/file.pdfhttp://www.intap.or.jp/s-web/file.pdf例2

http://www.intap.or.jp/s-web/meta/file.htmlhttp://www.intap.or.jp/s-web/file.html例1

RDFメタデータファイルのURL元コンテンツのURL

http://rdf.www.intap.or.jp/s-web/abc.cgi?parml=abchttp://www.intap.or.jp/s-web/abc.cgi?parml=abc例2

http://rdf.www.intap.or.jp/s-web/file.htmlhttp://www.intap.or.jp/s-web/file.html例1

RDFメタデータファイルのURL元コンテンツのURL

メリット： シンプルで例外を考慮する必要がない
デメリット：メタデータファイルの拡張子が.rdfでない

メリット： 動的なコンテンツにも容易に対応が可能

Aタイプのメタデータ参照

シンプルだが、以上のようなルールに関して提供者と参照者でコンセンサスが

とれないと機能しない
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Bタイプ(メタデータを独立して一括管理) の例

• Webサイトのwell-knownな場所のファイルにRDFメタデータ
を一括して記述

http://www.intap.or.jp/s-web/index.rdf
http://www.intap.or.jp/s-web/file1.html
http://www.intap.or.jp/s-web/file2.html
http://www.intap.or.jp/s-web/file2.pdf

例

RDFメタデータファイルのURL元ファイルのURL

メリット： 既存の大量のWebコンテンツに対してメタデータを
一括管理するのに適している

デメリット：単一のRDFメタデータファイルのバージョン管理や

変更権限などに注意を要する

Bタイプのメタデータ参照

Aタイプと同様にメタデータの場所に関するコンセンサスが必要だが推測はし易い
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Cタイプ（コンテンツ内埋め込み）の例

• (X)HTMLの場合
– メタデータを直接埋め込み可能(注1)
– メタデータの場所を埋め込み可能

• コンテンツ内の<link>タグを使用して、

<link rel="meta" type="rdf/xml" href="http://www.intap.or.jp/s-web/file.rdf">
のようにRDFメタデータファイルのURLを指定（注2）

(注1)HTMLの<head>要素に入れるなどの方法がある

RDF/XML記述のXMLスキーマはXHTMLのスキーマに
は準拠していないため、ValidなXHTMLではなくなる
W3Cでは以下のように問題回避を検討中
RDF in XHTML Task Force Document 27 May 2003
http://www.w3.org/2003/03/rdf-in-xml.html

（注2）rel=“meta”という属性値が、HTML4.0勧告で規定
されていない属性値だという問題あり

メリット： コンテンツの本体とメタデータの結び
つきが最も強い

デメリット：メタデータ情報を変更するのに、コン
テンツ自体の変更権限が必要になる
メタデータを埋め込むことができない
コンテンツには適用できない
コンテンツを扱うアプリケーションに
よってはコンテンツ本体とメタデータ
を区別できない場合がある
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Cタイプの例(HTML以外)
• 画像ファイル

– RDFPic
• 写真のメタデータ登録ツール

• RDFのメタデータ記述をデジタ
ル写真のイメージそのものに埋
め込むことが可能

– SVGのXML仕様はRDFメタ
データを埋め込むことを考慮

• http://www.w3.org/TR/SVG-
access/#Metadata

• Adobe XMP（Extensible 
Metadata Platform）
– Adobeのアプリケーションが生

成するPDFなどのファイルに
RDFのメタデータの埋め込みが
可能

RDFPicの画面例
http://jigsaw.w3.org/rdfpic/より

Cタイプのメタデータ参照

アプリケーションがメタデータを抽出できれば、参照は容易
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RDFメタデータの参照について

• Cタイプのメタデータを最初に参照することが推奨される

• ただし、コンテンツの作成者とメタデータの管理者が異なる場
合などサイトの事情に応じたRDFメタデータの設置場所を考

慮する必要がある

• 今後、RDFメタデータの収集・検索エンジンによる各タイプへ

の対応（注）とその参照順序を実装する際の参考となる設置
場所ガイドを発行したい

（注）Webサイト内で複数のタイプによるメタデータを用意

する場合には矛盾などが生じないように注意が必要
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ご協力のお願い

• セマンティックWebに関する情報を提供しているサイトのメタ
データをご提供ください
– RSS1.0（http://web.resource.org/rss/1.0/spec）準拠のデータ

• Dublin Coreなどのモジュールの利用を歓迎

– （例）INTAPセマンティックWeb委員会のRSS
• http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/index.rdf にRSSファイルを設

置

• メタデータの設置場所ガイドについてご意見をください

• 連絡先
– 情報処理相互運用技術協会 セマンティックWeb委員会

• info-semanticweb@intap.or.jp
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参考

[1] 津田宏 「セマンティックWeb」入門第3回 日経インターネットソリューショ
ン2003年6月号
– RSSに関する解説など

[2]小柴 豊 アットマーク・アイティ マーケティングサービス担当 「XML & 
Web Services 第10回 読者調査結果発表 ～RDF／RSSの活用状況と
情報統合への取り組み～」
http://www.atmarkit.co.jp/fxml/survey/survey10/xml10.html

[3] RDF Site Summary (RSS) 1.0 http://web.resource.org/rss/1.0/spec

[4] The Web KANZAKI （メタ情報とセマンティック・ウェブ）
http://www.kanzaki.com/docs/sw/
– RSS、FOAFを含めてセマンティックWeb全般に詳しい解説
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セマンティックWeb適用システム

～委員会向け情報共有への応用～

2003/11/17

KM応用グループ

 
2
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津田宏 (富士通研究所)

森田幸伯 (沖電気)

小泉敦子 (日立製作所)

竹内勝 (日立製作所)

内藤求 (シナジー・インキュベート)

中村純一 (慶応大学政策・メディア研究科)
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発表内容

1. KMとセマンティックWeb
– 適用事例

– スイス生命スキルマネジメントSkiM
– TAP

2. 当委員会におけるセマンティックWeb活用
– 概要

– 情報入力、格納(blog～RSS)
– 知識活用

• RSSリーダー

• TopicMap変換によるナビゲーション

– （参考) RSSの仕様の混乱

 
4
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１．ナレッジマネジメントとセマンティック
Web

• ナレッジマネジメ
ント
1. 個人の属人的

知識の共有空
間への登録

2. 知識の共有表
現

3. 蓄積した知識
を容易に利用
できる機構

• セマンティック
Web
1. メタデータ/オン

トロジー作成
(自動・半自動)

2. W3Cによる一
連の規格群：
RDF,RDFS,O
WL,..

3. エージェントに
よる機械処理
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セマンティックWebのKMへの応用事例

• Swiss Life社スキルマネジメントSkiM
– 2000-2002 EU-IST, On-To-Knowledgeプロジェクト

– OILを使って、従業員のスキルDBを構築

• Haystack (MIT)
– スケジューラ、メーラーなど、個人情報の管理にRDF
を利用

– http://haystack.lcs.mit.edu/
• TAP (Stanford)

– http://tap.stanford.edu/

 
6

(c)2003 INTAP. All rights reserved.

適用例：スイス生命
• スキルマネジメントシステムSkiM

– On-to-Knoledgeプロジェクトの成果を活用

• 課題
– 業務に対する適任者が不明

– スイス生命内の専門技能に対し、
（部門間等で）認識・定義にギャップ

– 専門技能はごく少数のキーパーソ
ンに依存

– 従業員のスキルアップが必要

プログラム言語 スクリプト言語

C++ Java JSP HTML XML

Jdk1.1.7 Jdk1.3 Jsp1.0 Jsp1.1
（関連） （関連）

• 運用
– 各人が、自己申告ベースで登録した、スキルマップから、必要機能を持

つ人材を探索者が検索する。１５０人以上のユーザが試用。

熟練者 中級者

熟練者

• オントロジ（現状では「IS_A 」と「関連」）

– スキル（3分野：IT,保険,人事）700概念，教育１８０概念，職能１３０概念
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スイス生命（２）

スキルズマネジメント イメージ

構造化データ

非構造化データ

知識ディレクトリ

オント
ロジ

メタデータ
管理

コンテン
ツ管理

組織知識
クエリー
評価

組織知識
Push型／

Pull型
アクセス

組織管理メンテナンスツール

スキルDB レガシーDB

構造化された
ホームページ

(Structured HP)
職務記述書

イントラネット
ドキュメント

INTAP 平成14年度セマンティックWeb技術の調査報告書より  
8

(c)2003 INTAP. All rights reserved.

適用例：TAP-KB
W3Cサイト内情報のSemantic Web Searchシステム

対象: 人, 組織(WG, activities, domains), スケジュール, technical 

reports等のDB情報、HTML, XMLファイルをRDFで統合

メタデータはRDF/XMLに変換してTAP Knowledge Baseに格納

人を検索すると、Googleの結果 + その人のプロフィール、プロジェ

クト、ドキュメント、会合などの関連情報も表示

TAP-KB
(RDF)

HTML RDF
(XSLT)

RDB schema RDF
(dbview)

検索エンジン
(Google)RDB aggregation

HTML
(規格書)

Semantic Search or ABS

query
answer

(マージ)
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http://tap.stanford.edu/w3c.html

TAP KB (Semantic Search)

“Miller” の
検索例 Eric Miller

の関連
情報

 
10
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２．当委員会におけるセマンティックWeb活用

• 異種コミュニティ間情報共有としての「委員会」
– 様々な情報管理の煩雑さを軽減したい

• 配布資料、議事録、委員会内部向けホームページ、一般向けホーム
ページなど

– 各社から委員が来ており用語の違いを解消したい
• オントロジーマッチ

• 委員会向け情報共有
1. 情報の登録

– 日常作られる情報(メーリングリスト, etc)を自動blog化
2. 知識の格納

– RDF (RSS 1.0 ※後述)
3. 知識の活用

– RSSリーダーによる統合閲覧
– RDF TopicMap によるナビゲーション、視覚化
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委員会活動の中で作られる情報

• メーリングリスト
– お知らせ、関連ニュース、関連情報へのリンク、QA、
議論

• 配布資料
– 各委員の配布資料：メールの添付ファイル
– 全資料表紙

• 議事録
• 委員会内部ホームページ / 外部ホームページ
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１.手続き組み込み型（自動トレース型）

• 一定の業務手続を遂行する過程を捉え、その手続
きをトレースすることにより知識として表出させる
方式

• 今回は、委員会情報のうちMLによるフロー情報を
Weblogに自動登録。RSS経由で知識を活用。

２.シナジー型(投稿型）

• 個々の関係者が自発的に、自らの持つ知識を、一
定の機構を利用することにより投稿（ポスト）

• ここにもWeblogは利用できる

委員会活動における知識の登録
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委員会KMイメージ

委員
(資料著者)

mail, FTP, http

contents

meta

実際の
委員会

資料表紙議事録
雛形

委員会内部向けHP
(資料ログ)

一般向けHP
（翻訳、コンファレンス
案内など)

RSS
(index,
what’s newなど)

自動
生成

自動
生成 ｵﾝﾄﾛｼﾞｰﾏｯﾁ

RDF HTML

RDF RSS

RDF 
HTML

検索

様々な検索
1. 開催日別
2. topic別

配布資料+meta、
お知らせ、ML上の質問・議論+topic

Weblog

RSS
リーダ

TopicMap
ブラウザ

各種
News
(RSS)

RDF XTM

※

※

※
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Cc:intap-mt@intap.or.jp
Subject: [Conference] 11/17
カンファレンスの詳細です．
．．．

メールサーバ

11/17
Re: カンファレンスについて
Category: Conference
カンファレンスの詳細
．．．

11/16
カンファレンスについて
Category: Conference
．．．

Blog(MovableType)

<rdf:RDF>
<item>
<title>...</title>
</item>
</rdf:RDF>

RSS

XSLTでRSSを
TopicMapに変換

TopicMap

メーリングリスト
からblog(MT)に
変換

BlogによるRSSの生成

Web Browserで閲覧、コメント
RSS Readerで統合閲覧

INTAP Server

TopicMapを
視覚化

委員会HP-RSS
MLでの議論

トピック
(dc:subject)

委員会KMイメージデモの構成図
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Weblogによる、委員会MLの管理
• 利点 (MovableTypeを利用)

– 閲覧性の向上

– RSSの自動生成

RSS  
16
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RSSの例

-

-

<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP" ?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" 
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

<channel rdf:about="http://test.intap.or.jp/INTAP/MT/intap-dev/">
<title>dev</title> 
<link>http://test.intap.or.jp/INTAP/MT/intap-dev/</link> 
<item rdf:about="http://test.intap.or.jp/INTAP/MT/intap-dev/000073.html">

<dc:language>ja</dc:language> 
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=2.64" /> 
</channel>
....

<title>[demo] Re:適用システムのデモ（</title> 
<link>http://test.intap.or.jp/INTAP/MT/intap-dev/000073.html</link> 
<description>香取様 津田@富士通研.KMグループです

11月17日のコンファレンスに向けて...</description> 
<dc:subject>demo</dc:subject> 
<dc:creator>"Hiroshi Tsuda"</dc:creator> 
<dc:date>2003-11-06T13:44:41+09:00</dc:date> 
</item>

....

ML投稿

内容のメタデータ

# RSS1.0
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[活用1] 委員会情報、ニュースの統合閲覧

• ＲＳＳリーダ: NewsGlue, SharpReaderなど：

ニュースや委員会情報などフロー情報を一元閲覧

委員会内部情報
(MT RSSより)

INTAP Semantic Web
ポータル (外部情報)  

18
(c)2003 INTAP. All rights reserved.

[活用2] TopicMapを利用した知識活用

cf. シナジーインキュベート) 内藤氏デモ発表
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(参考) RSS仕様の混乱

• Weblogのベース技術として注目されているRSS
だが、仕様の混乱という大問題が….
– RDF系のRSS

• RDF Site Summary 0.9 (Netscape) 1999.5
• 1.0 (RSS-DEV WG) 2000.12

– XML系のRSS
• Rich Site Summary 0.91 (Netscape+Userland) 1999.7
• 0.92 (Userland) 2000.12
• 0.93 (Userland) 2001.4
• Really Simple Syndication (Userland) 2002.8

それでも、RSSと、それを作り出す
仕組みとしてのblogは今後有望

今回利用
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セマンティックWeb適用システム

セマンティックWebポータルと

ユビキタス環境への適応

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

萩野達也（慶應義塾大学環境情報学部）

清野正樹（松下電器産業株式会社）

細見格 （日本電気株式会社）
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Webのポータルサイトとは

• インターネット上、またはイントラネット上の様々なWebサイトや
Webコンテンツに対して玄関口（ポータル）となるWebサイト。

• ユーザが求める、または興味のある情報源にたどり着くための
案内役。
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ポータルサイトの進化

初期のポータル

最近のポータル

初期の Yahoo! に代表されるインターネット・ポータルサイト

カテゴリ毎に分類された、いわゆる「ディレクトリ型ポータル」

• オープン（誰でも自由にアクセス）

• 万人向け（誰もが同じ構成のページを見る）

Yahoo! のほか、楽天のようなショップ・ポータル、ぐるなび、関心空間など多彩に
企業内の情報ポータル（EIP）も普及

• 利用者毎にパーソナライズされたポータルページを提供可能

• コンテンツだけでなく各種検索などの機能もパーソナライズ
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Webコンテンツの個人適応と状況適応

利用者への適応

端末デバイスや利用目的への適応

• 利用者自身によるパーソナライズ（表示項目の選択）

• コンテンツの自動分類とユーザプロファイルや利用履歴によるパーソナライズ

内容にもとづく自動分類は現在も技術的チャレンジ領域

• 端末の種類毎に専用のページやサイトを人手で用意（i-mode用サイト等）

• 自動変換サーバを用いた端末適応（OpenTV Prism, Oracle Portal-to-Go 等）

• 端末プロファイルを用いた任意端末への動的適応（CC/PPなど）

• 電子地図や電子事典から各Webサイトへの人手によるリンク（目的別ポータル）

動的適応は画面サイズ程度，用途や利用状況への適応には人手がかかる
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コンテンツがマシン可読なメタデータを持つセマンティックWebなら

複雑な内容解析を行なわずに様々な環境にその場で適応可能 !?

ユビキタス環境に適したポータルサイトとは？

ユビキタス環境では、即効性のある情報を選択し適切な形で
素早く参照できるようにすることがより重要。

ユビキタス環境への適応

⇒ モバイル端末への適応に加え、多様な状況への適応も重要

状況への適応

端末への適応不慣れな街中にいる

ショッピング・モールにいる

どこに行こうか迷っている 特定のモバイル端末のみに

適応すれば良い訳ではない
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セマンティックWebポータル

メタデータを持つWebコンテンツのポータルサイト

• 各Webコンテンツのメタデータを収集して分類。

• ポータルの用途に応じて直感的に分かり易く表示。

• あらかじめ用意されたメタデータを利用するので、精度の高い分類や

Webコンテンツ中にはない情報を利用した分類／制御が可能。

• 現在の「RSS リーダ」を原型として発展していく可能性も。
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セマンティックWebポータルのイメージ

ポータル
サーバ

メタ
データ

コンテンツ

メタ
データ

コンテンツ

メタ
データ

コンテンツ

セマンティックセマンティックWebWeb
＝メタデータを持つ情報リソース集合＝メタデータを持つ情報リソース集合

メタデータ
収集

ニーズに応じて
オンデマンドで合成

分類・解釈知識
（タクソノミ，
オントロジ）

通常のディレクトリ型ポータル以外に
カレンダーや地図など状況に応じて

参照方法を使い分け可能

SatFriThuWedTueMonSun

P

P

I I

I II I
I I I I I I

I I

カレンダー

地図

ディレクトリ形式
Wahoo!Wahoo!

和風ぐるめポータル

....   .....  ........   .....  ........   .....  ........   .....  ........   .....  ........   .....  ........   .....  .......    ....   ....

....   .....  ......     ....   ... ...    ...   ..... 

インターネット
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セマンティックWebポータルに対する期待

• 状況や端末に応じた最適なポータル表現
– 一般的ディレクトリ形式以外に、地図やカレンダー、番組表、グラフなど、

TPOに応じた最適な表現形式でWebコンテンツ群を俯瞰、探索可能

• コンテンツの多様な表現への対応
– コンテンツ毎に異なる単位や呼び方をその場に適した表現で利用可能

• 従来Webとの互換性
– 従来のブラウザやWebサーバで問題なく扱えるコンテンツを利用可能

• 十分な情報リソースの確保
– 既存のWebコンテンツに対してポータルに必要なメタデータ付与が容易

– 新たにコンテンツを作る場合も、誰もが簡単にメタデータを記述可能

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

セマンティックWebポータルのイメージ（具体例）

地図ビューア上に、関連する
Webコンテンツのアンカーを表示。

例えば、ランチタイムには
「ランチを食べられる店」のポータル
として使える。

収集したWebコンテンツのメタデータから、
・ タイプが料理店に属する
・ 現時間帯で営業している
・ 現地図エリア上にある

等の条件を満たすものを選択し、
地図座標に合わせてアンカーを配置。
→ クリックでプレビュー生成・表示
→ 確定（ダブルクリック等）でジャンプ
... など

状況適応の例

中華

ふぐ

イタリアン

中華

居酒屋

懐石

串焼

南仏料理
プロヴァンス

TEL
03-XXXX-XXXX

南仏料理
プロヴァンス

TEL
03-XXXX-XXXX

フレンチ
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セマンティックWebポータルの課題①

既存の Web ブラウザで正しく表示できる簡単なメタデータ記述方法の確立

XML ベースの RDF 標準シンタクスは、コンテンツ制作者が直接記述するには複雑。

・ 表現可能な範囲を限定しても、より簡単に記述できる標準的な方法を別途用意すべき。

・ コンテンツに書くのと同じ内容をメタデータとして別に書く手間は最小限にしたい。

・ コンテンツとメタデータの内容的同期を保証したい。

・ メタデータを付与したコンテンツも通常のWebコンテンツと同様に見られるようにしたい。

メタデータ記述方法の１案

1. メタデータは HTML 文書内に記述（コンテンツとメタデータを密に結合）

2. メタデータとしても利用したい本文中の語句にはメタデータ属性のみを付加

（メタデータ記述の省力化と内容的同期の保証）

3. HTML（XHTML）の規格内で記述（既存のWebブラウザに対応）

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

XHTMLコンテンツに対するメタデータ記述例

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"   xmlns:erdf="http://www.intap.or.jp/sw/erdf#"
xmlns:v="http://www.intap.or.jp/sw/restaurant#" lang="ja"   xml:lang="ja">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-2022-jp" />
<title>南仏料理 プロヴァンス</title>
<meta schema="RDF" name="v:type" content="フレンチ" />

</head>
<body>
<h1 erdf:prop="v:title">南仏料理 プロヴァンス</h1>
<table>
<tr>
<td><img erdf:prop="v:shop-image" src="provence.jpg" alt="店舗写真" /></td>

</tr>
</table>
<table border="1">
<tr>
<td>住所</td>
<td><span erdf:prop="v:address">東京都港区XXX-X-XX</span></td>

</tr>
<tr>
<td>定休日</td>
<td><span erdf:prop="v:holiday">日曜・祝日</span></td>

</tr>

本文中にないメタデータは

meta 要素で記述

本文中にあるメタデータは

タグに erdf:prop="・・・" 属性を追加するだけ

住所から地図上の位置を（技術的には）割出し可能

略語から正確な語（日曜，祝日）を推定し、実際の日付と関連付け

画像などにもメタデータで意味付けが可能

・
・
・

※ 辞書やオントロジが必要

※ 対応表やルールが必要
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前記メタデータ記述方法の利点と制約

利点

制約

• 基本的にはHTML（XHTML）文書の適当な箇所にerdf:prop属性を埋め込むだけ

• ツール開発も容易（メタデータとして宣言したい部分を指定して属性名を選ぶなど）

• RDFデータとして常に「リソース」「プロパティ」「値」の３つ組を書く必要がない

• 本文中に記載のないメタ情報は meta 要素として記述可能

• 本文中に記載のあるメタデータは本文内容との同一性が保証される

• 既存の Internet Explorer や Netscape など主なブラウザでの表示に影響しない

• メタデータの「リソース」は、それが書かれたコンテンツの URI に限定される

• 例えば「名前」というプロパティに対してさらに「日本語表記」と「英語表記」のような

階層的プロパティを記述できない（name-j, name-e と分けて対応することは可能）

• 既存のコンテンツにメタデータを付与するには、コンテンツを書き換える必要がある

• RDF標準XMLシンタクスやN3で記述していないため、他システムから直接扱い難い

（※ この形式のメタデータ記述からRDF/XMLやN3の形式に変換することは容易）  (c)2003 INTAP. All rights reserved.

セマンティックWebポータルの課題②

例えば地図型ポータルの場合、位置情報（地図上の座標）を簡単に取得できる

手段が必要（地図上の位置指定による座標取得、住所情報からの座標計算など）

コンテンツ中のデータ（文字情報）を利用する場合：
・ 地図型ポータルの場合、住所からでは空間位置（緯度･経度）への変換が必要

・ カレンダー型ポータルの場合、表記のゆれへ対応や数値的日時への変換が必要

（「第３月曜日」、「（定休日は）日・祝・年末年始」など）

位置や時間に関する標準的でパブリックなメタデータ記述手段

オントロジやルール、変換テーブルで対応

セマンティックWebの話では、まるで魔法使いと魔法の杖のごとく登場する

エージェントとオントロジ。しかし、これらの実現が最大の課題であり挑戦。
すでに実用レベルの機能と規模を持つものも多数。
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セマンティックWebポータルの課題③

メタデータの信頼性の確立

信頼性 ＝ 真正性 ・・・ 内容に虚偽や誤りがないこと

完全性 ・・・ 改竄や破損がないこと

可用性 ・・・ 正しく利用できること

• メタデータは「人」が見ずに利用されることが多く、誤りや改竄に気付きにくい。

• メタデータを直接利用するマシンは、内容的な正しさを評価する知識に乏しい。

今できること

真正性に対して： オントロジの利用や関連情報の収集・比較による矛盾発見

完全性に対して： デジタル署名による改竄検知

可用性に対して： スキーマの検証

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

まとめ

• 現Webの主要なアプリケーションであるポータルサイトが

セマンティックWebでどうなるかについて考察。

• IT 利用環境のユビキタス化とWebのセマンティック化は

相互に協調し合える。

• 現Webのコンテンツ作成者が容易に参加できるために

記述が簡単で扱い易いメタデータ付与の１方法を提案。

• 様々な用途、表現形式に対応するため

オントロジやルールの整備が必要。

• メタデータの信頼性はそれ自体が重要な課題であるとともに

サービスとしてのポータルの信頼性にも繋がる。
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セマンティックWebデモイメージ

メタデータ付与によるセマンティック
Web技術検索イメージ

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.
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検索エンジンの発展

•Google
•All the Web

•Ask Jeeves
•GrowVision

初期の検索

検索対象の大規模化

検索タスクの複雑化/高度化

•全文検索/カテゴリ分類

•商用ポータル

•企業内ポータル

•Web検索

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

現状：行政ポータルサイトの一例

『“山田課長”を探したい。』

•“山田課長”による検索

•（検索結果）

•関連する文書が全て出現する

•時制が考慮されない

どこのフロア？

•質問者の意図を反映させるのが困難

正確な所属部署名？
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メタデータ基本

デモ（A）

メタデータ応用 メタデータ発展

デモ（B） デモ（C）

・検索結果のリスト
表示

・項目指定表示

・組織図

・時系列相関図

・関連情報表示

・質問応答

・エージェントによる
情報収集結果表示

メタデータで何がどう変わるのか？

①「山田課長を探したい」 ②「副大臣について
詳しく知りたい」

③「昨日の大臣発言の
評判を知りたい」

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

（A)検索の一例

『①“山田課長”を探したい。』

従来

情報リソース

議事録

報道発表

報告書 文書全体に対す
る部分集合

UI

？
？山田

結果提示

入力
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（A)検索の一例

『①“山田課長”を探したい。』

メタデータ付与の結果

情報リソース

議事録

報道発表

報告書
meta-data

meta-data

meta-data

meta-data
meta-data

meta-datameta-data

meta-data

文書全体に対す
る部分集合

メタデータに対する
部分集合

UI

山田

！
！

絞込み候補提示

候補選択

結果提示

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

（A)検索の一例

『①“山田課長”を探したい。』
•準備：meta-dataの例

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>

<rdf:RDF xmlns:ex="http://www.intap.or.jp/sw/op/"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

<rdf:Description rdf:about="http://www.sample.gov/report/020206">

<dc:title>地域経済の動向について</dc:title>

<dc:date>2003-08-25T09:55:40+09:00</dc:date> 

<dc:creator>山田 四郎</dc:creator>

<ex:date>平成15年08月20日</ex:date>

<ex:dur>10:00～12:10</ex:dur>

<dc:description>2003年08月20日拡大経済産業局長会議が開催され、各

地域の経済産業局長から最近の地域経済の動向に関する定期報告が行われました
</dc:descritpion>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

meta-data
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（A)検索の一例

『“山田課長”を探したい。』

•“山田”によるキーワード検索

<ex:profile rdf:parseType="Resource">

<ex:name>山田 太郎</ex:name>

<ex:kname>ヤマダ タロウ</ex:kname>

<ex:rname>YAMADA, Taro</ex:rname>

<ex:department>ＸＸ局○○課</ex:department>

<ex:position>課長</ex:position>

<ex:email>yamada.taro@sample.go.jp</ex:email>

<ex:phone>03-1234-5678</ex:phone>

<ex:address>東京都千代田区霞ヶ関１丁目３番１号
</ex:address>

<ex:report rdf:parseType="Resource">

<dc:title>企業のための危機管理計画策定の手引き</dc:title>

<dc:creator>山田 次郎</dc:creator>

<dc:date>19990423</dc:date>

<dc:identifier>n90409bj</dc:identifier>

<dc:description>この手引きは、主に危機管理計画策定

担当者に危機管理計画策定の方法を解説するためのものですが、危
機管理計画は経営者の責任の元に策定する必要があります
</dc:description>

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>

<rdf:RDF xmlns:comment="http://www.intap.or.jp/sw/op/"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

<rdf:Description
rdf:about="http://www.sample.gov/report/020206">

<dc:title>地域経済の動向について</dc:title>

<dc:date>2003-08-20T09:55:40+09:00</dc:date> 

<dc:creator>山田 四郎</dc:creator>

<dc:description>2003年08月20日拡大経済産業局長

会議が開催され、各地域の経済産業局長から最近の地域経済の動
向に関する定期報告が行われました</dc:descritpion>

</rdf:RDF>

meta-data

meta-data

meta-data

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

（A）検索の一例

『“山田課長”を探したい。』

•検索によって得られたタグ情報を選択

<dc:creator>山田 四郎</dc:creator>

プロファイル中
の氏名

作成者 出席者

<ex:name>山田 太郎</ex:name>

<ex:attendance>山田 委員</ex:attendance>

<dc:creator>山田 次郎</dc:creator>

ユーザーの選択  
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出力結果から

“役職→課長”で

絞込み

プロファイル中の
氏名を選択

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

詳細項目表示例

所在の表示

・・・

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:ex="http://www.intap.or.jp/sw/sample_ns1/">

<rdf:Description rdf:about="urn:samplegov:member:A00000123">

<ex:profile rdf:parseType="Resource">

<ex:name>山田 太郎</ex:name>

<ex:kname>ヤマダ タロウ</ex:kname>

<ex:rname>YAMADA, Taro</ex:rname>

<ex:department>ＸＸ局○○課</ex:department>

<ex:position>課長</ex:position>

<ex:email>yamada.taro@sample.go.jp</ex:email>

<ex:phone>03-1234-5678</ex:phone>

<ex:address>東京都千代田区霞ヶ関１丁目３番１号</ex:address>

<ex:floor>C43</ex:floor>

<ex:lastupdate>20031121</ex:lastupdate>

</ex:profile>・・・

meta-dataからの表示
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(B)検索の一例

『②副大臣について詳しく知りたい』

•“キーワード検索 →（従来の結果）

情報リソース

議事録

報道発表

報告書
meta-data

meta-data

meta-data

meta-data
meta-data

meta-datameta-data

meta-data

文書全体に対す
る部分集合

メタデータに対する
部分集合

UI

坂本剛二

絞込み候補提示

候補選択

結果提示

時系列表現 年号、西暦、その他フォーマット･･･

用語の吸収 役職、組織名、(正式名-通称)･･･

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

デモ（B）

“坂本 剛二”(副大臣)の関連

メタデータ表示

結果表示例

SVGを用いた検索

結果に対する動的
な描画
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(C)検索の一例

『③昨日の大臣発言の評判を知りたい。』

Internet

文書全体に対す
る部分集合

メタデータに対する
部分集合

UI

対象選択

結果提示

エージェント

meta-data

meta-data

meta-data

・ニュースサイト、掲示板、個人日記、
その他関連情報リソース

→取り上げられた件数、インパクト(見出し採用数)、
賛成/反対/保留、･･･
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(C)検索の一例

『③昨日の大臣発言の評判を知りたい。』

エージェントを利用した

外部情報リソースの参照
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デモ（C）
エージェントを利用した

外部情報リソースの参照

外部サイトで関連文書に付与
されいてるメタデータを収集

付与されているメタデータの種類
により文書を分類

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>

<rdf:RDF xmlns:ex="http://www.intap.or.jp/sw/op/"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<rdf:Description
rdf:about="http://www.sample.com/doc/B0111210">

<dc:title>日々の雑感</dc:title>

<dc:date>2003-10-21T11:23:39+09:00</dc:date> 

<ex:rel>http://www.sample.go.jp/comment/031021</ex:rel>

<dc:creator>takao</dc:creator>

<ex:position>no</ex:position>

<ex:description></ex:description>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>

<rdf:RDF xmlns:ex="http://www.intap.or.jp/sw/op/"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<rdf:Description
rdf:about="http://www.sample.com/doc/A012310">

<dc:title>kenjiのつれづれdiary</dc:title>

<dc:date>2003-10-21T10:55:40+09:00</dc:date> 

<ex:rel>http://www.sample.go.jp/comment/031021</ex:rel>

<dc:creator>K.kenji</dc:creator>

<ex:position>yes</ex:position>

<ex:description></ex:description>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

回答生成部

Intelligent Search 
Engine

入力文書解析部

RDF-DB index

文書

メタデータ(RDF)

UI

汎用オントロジMETIオントロジ

ユーザプロファ
イル

ユーザ

ルール解析
エンジン

オントロジ参照
エンジン

エージェント連
携/推論部

クエリ生成
ルール

（タスクに関する
スクリプト的処
理）

回答候補生成
ルール

レベル１～２

レベル～３

レベル～４
（他のエージェン
ト)

（ユーザから
のオラクル）

ユーザ入力 出力

（動的に作成されたルール)

システム概要図 (Webペー
ジ)
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検索システムの全体イメージ

質問・検索語

機能指定

回答・情報リソース

Internet

各種オントロジー

メタデータ

情報リソース

検索エンジン

エージェント

 (c)2003 INTAP. All rights reserved.

まとめ

•メタデータ付与の指針と共有

→RSS,FOAF等

•ユーザメリットの明確化

→目的に応じたネームスペース、オントロジーの設計

直近の課題

•メタデータ付与の度合いに応じた検索の使いや
すさの向上

•ユーザの意図をより反映した検索

付与コスト⇔検索の使いやすさ

異なる視点の提供（検索対象、時系列、ユーザの観点、･･･）
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コンテキスト指向・流通技術

２００３年１１月１７日

日本電信電話株式会社

ＮＴＴ情報流通プラットフォーム研究所

向垣内岳弥

 2

Copyright © 2003 NTT

目次

背景と問題

課題と解決の方向性

コンテキストの定義

コンテキストを活用した情報リソース流通イメージ

コンテキスト指向･流通技術のモデル

デモンストレーション紹介

 
 
 
 

3

Copyright © 2003 NTT

多くの情報リソース
コンテンツ，Webサービス，ICタグ，
センサーネット，Nomadic，家電‥

背景と問題

ユビキタス社会では，情報リソース（コンテンツ・サービス）の増加・細分化が進む
→ 情報リソースを自由に選択・組み合わせることで多様なサービスが実現

現実には，大量の情報リソースがまとまりなく提供される複雑な環境となる可能性が高い
→ ユーザの意図どおりの結果を得ることが困難・操作も複雑

目標：簡単な操作でユーザの意図どおりの結果を得る

何を組み合わせるべきかが
わからなければ

ユーザの意図しない結果

必要な情報リソースを
適切に選択・組み合わせる
ことができれば

ユーザの意図どおりの結果

 4
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課題と解決の方向性

目標とする方向
→ ユーザ中心の構造

現状の情報リソース
→ 情報リソース作成者中心の構造

ユ
ビ

キ
タス

ネ
ットワ

ー
ク

ユ
ビキ

タス
ネ

ットワ
ー

ク

作成者の観点でのリンク付け

コン
テ

キ
ス

トネ
ットワ

ー
ク

ユーザの観点でのリンク付けユーザの目的や状況 情報リソースの意味

検索エンジン ブックマーク リンク

目的を
キーワードで

過去の
自分の成果

作成者の
観点

検索 ブックマーク リンク

目的を直接
過去の

他人の成果
ユーザの

観点

ユーザの観点でのアクセスを試みている コンテキストを利用したアクセス
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情報リソースの分類，意味，作成者の意図‥

コンテキストの定義

ユーザ依存コンテキスト

状況依存コンテキスト

情報リソース依存コンテキスト

コンテキストの表現方法としてRDFを用いる．
→ セマンティックWebの技術を利用可能

情報リソース

ユーザ

対象 内容

ユーザの目的や意図，属性，
ユーザが情報リソースに付与した情報‥

ユーザの置かれた時間，場所，デバイス‥

以下の対象について，コンテキストを定義

 6

Copyright © 2003 NTT

ユーザ
依

存

コンテキスト

状
況

依
存

コンテキスト

情報リソース

コンテキストを活用し，簡単な操作でユーザの意図どおりの結果を得る

コンテキストを活用した情報リソース流通イメージ

（４）ユーザ依存コンテキスト，
状況依存コンテキストは変化

ユーザBの意図どおりの結果

（２）コンテキストから
情報リソースを選択

ユーザ
依存

コンテキスト
状況依

存
コンテキスト

情報リソース依存
コンテキスト

ユーザAの意図どおりの結果

ユーザ
依

存

コンテキスト

状
況

依
存

コンテキスト

情報リソース依存
コンテキスト

ユーザB

（１）ユーザAの
コンテキスト

ユーザA

（３）他ユーザの
ビューの流用

コンテキスト
作成

コンテキスト
蓄積・検索

コンテキスト
利用

ビュー
流通

コンテキスト
流通
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コンテキストを取り扱う機能の3層モデルを定義

コンテキスト指向･流通技術のモデル

ビュー
流通

ネットワーク

コンテキストコンテキスト サービスサービス コンテンツコンテンツ タグタグ デバイスデバイス

ユビキタスネットワークコンテキストネットワーク

データ流通データ流通

コンテキスト利用コンテキスト利用

ユーザAのビューユーザAのビュー ユーザBのビューユーザBのビュー

コンテキスト流通
ネットワーク技術

ネットワークを介した
コンテキスト流通

コンテキスト流通
ミドルウェア技術

コンテキストの
作成，蓄積，検索

コンテキスト流通
利用技術

コンテキストを利用
するアプリケーション

コンテキスト流通コンテキスト流通

エージェントエージェント

オントロジーオントロジー
コンテキスト作成コンテキスト作成コンテキスト

蓄積・検索

コンテキスト
蓄積・検索

 8
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3層モデルに従い，デモを実装

デモンストレーション紹介

ネットワーク

コンテキストコンテキスト サービスサービス コンテンツコンテンツ タグタグ デバイスデバイス

ユビキタスネットワークコンテキストネットワーク

データ流通データ流通

コンテキスト利用コンテキスト利用

ビュー
流通ユーザAのビューユーザAのビュー ユーザBのビューユーザBのビュー

コンテキスト流通
ネットワーク技術

コンテキスト流通
ミドルウェア技術

コンテキスト流通
利用技術

コンテキスト流通コンテキスト流通

エージェントエージェント

オントロジーオントロジー
コンテキスト作成コンテキスト作成コンテキスト

蓄積・検索

コンテキスト
蓄積・検索

コンテキスト
ビューロ

セマンティック
i タウンページ

Hyperclip

Windmill

InfoPad

C-Chart
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1

ヒューマンナレッジナビゲーター

～セマンティックWebによる
次世代KnowWho～

株式会社富士通研究所
言語処理研究部

津田 宏

2003/11/17 INTAP セマンティックWebコンファレンス  All Rights Reserved Copyright c FUJITSU LABORATORIES LIMITED 2003

2

背景:なぜ「人」の検索か？

■企業の鍵を握るのは「人」;ナレッジワーカー
● The Knowledge Worker Investment Paradox, Gartner research, 2002.

業務の情報の50～75%は人から直接得る

社内情報の80%以上は個人PC内にあり、その人が辞めた
ら失われる

企業にとって、人や人脈(community)の検索は必須

■KnowWhoの問題点

● 人手登録型: 多くの企業で行なわれているが、情報更新が面
倒でうまく行かない。

自動更新型KnowWho技術が必要

● cf. Yahoo!型サーチエンジン vs. ロボット型サーチエンジン  
 
 
 

All Rights Reserved Copyright c FUJITSU LABORATORIES LIMITED 2003

3

ヒューマンナレッジナビゲーター : ねらい

(1) 日常業務(文書、スケジュール)を
やっているだけで人に関するメタ
データ(スキル・人脈)を自動抽出

(2) キーとなる人脈の検索・コミュニケー
ション連携

(1) 日常業務(文書、スケジュール)を
やっているだけで人に関するメタ
データ(スキル・人脈)を自動抽出

(2) キーとなる人脈の検索・コミュニケー
ション連携

ユビキタス社会での
人材活用

ユビキタス社会での
人材活用

お客様先で

お客様のクレーム
に即対応したい！

キーパーソンは誰？

今すぐ連絡したい！

会議や商談で新しい
トピックが出た

すぐ提案書を！

人の検索 ＝
人のメタデータの検索
(ポイント)
・メタデータの作成更新
・メタデータの検索活用

利用シーン

 All Rights Reserved Copyright c FUJITSU LABORATORIES LIMITED 2003

4

ヒューマンナレッジナビゲーター : デモ

（お客様先にて）
「個人認証」技術に関し、
最新の提案書が大至急欲しい

（お客様先にて）
「個人認証」技術に関し、
最新の提案書が大至急欲しい

技術の関係者は？技術の関係者は？

(ホットスポットにて)

関連技術は何？関連技術は何？

(１) Know Who:技術のキーパーソンを検索(１) Know Who:技術のキーパーソンを検索

誰と連絡できる？誰と連絡できる？

最新資料の入手最新資料の入手

(２) キーパーソンとコミュニケーション(２) キーパーソンとコミュニケーション

トピックから
技術へ

技術から人へ

人から
ナレッジへ
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5

ヒューマンナレッジナビゲーター : 技術

[探す] 大規模XML検索＋テキストマイニン
グ人のスキル・人脈を高速に検索し、結果の関
係を表示 (Know Who)

営業, SＥ

[作る] セマンティックグループ
ウェア 日常業務から、新鮮な人の
知識を半自動で生成・蓄積

[話す] リアルタイムコミュニケーション連
携 ファイアウォールを介して安全かつシームレ
スに対話

イントラネット

サービスサービス グループグループ

オフィス文書オフィス文書

技術者

メタデータ
(RDF/XML)

メタデータ
(RDF/XML)

RDF: Resource 
Description Framework 

XML: eXtensible 
Markup Language

ファイアウォール インターネット

自然言語処理

セマンティックWeb

 All Rights Reserved Copyright c FUJITSU LABORATORIES LIMITED 2003

6

日常の情報からのＲＤＦ自動生成

WorkWare

人のスケジュ
ール情報

Meeting

KnowWhoデモ

ﾒﾝﾊﾞｰ

ミーティング名

2003/3/11

日付

ミーティングメタデータ

第一会議室

場所

配布資料１

資料

10:00-11:30

時間

employ

katayama.yoshin@

言語処理研 所属

ﾒｰﾙ
ｱﾄﾞﾚｽ

片山佳則 名前

7112-6167

TEL

従業員メタデータ

各種文書

従業員
データベース

Participate

津田 宏
片山佳則

document

2003/3/10

タイトルキーワード

片山佳則 作成者 作成日

ドキュメントメタデータ

WorkWare++と
KnowWho

XML

RDF Semantic

マイニングで得られる二次メタデータのリンク

メタデータからのマイニング

・情報抽出 メタデータ統合 メタデータマイニング

Has_a

Create

津田 宏
片山佳則

XML

RDF Semantic

属性抽出

メタデータ統合

RDB RDF

属性抽出
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7

技術マップ

■ドキュメントメタデータ

● 特徴キーワード

● 作成者

● [二次メタデータ]

キーワード関連度(共起関係)

■従業員メタデータ

● 所属

所属部門と特徴キーワードの
関連を視覚化

 All Rights Reserved Copyright c FUJITSU LABORATORIES LIMITED 2003

8

人脈マップ

■ドキュメントメタデータ

● 特徴キーワード

● 作成者

■ミーティングメタデータ

● メンバー

● [二次メタデータ]
人の関連度
(ミーティング共参加)

特定技術の文書を良く作成
している人達の人脈を資格化
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9

おわりに

■研究所内約1,000名規模での、ワーキングプロトタイプ

●今後、富士通社内へ適用予定

■他の活用場面として

●(ビジネス) 顧客のクレーム対応、商談支援

●(教育) e-learningの学習者プロファイル作成

●(家庭) 外出先で急病。近くで評判の良い医者を探す

■参考資料

●小櫻,片山,井形,渡部,津田, Semantic Web技術を利用したグループウェア
WorkWare++, 情報処理学会65回全国大会, 2003

●Igata, Tsuda, Katayama, Kozakura: Semantic groupware and its application to 
KnowWho using RDF, ISWC(Intl. Semantic Web Conference) poster, 2003

●TV東京WPS「トレたま」2003/10/2

http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/2003/10/02/toretama/tt.html

 All Rights Reserved Copyright c FUJITSU LABORATORIES LIMITED 2003
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構造情報を用いた情報検索

沖電気工業株式会社

 2

イントラネット

インターネット

オントロジー

検索対象
選択

情報
抽出

情報
整理

ニュース

製品情報

イベント
情報

企業情報

検索結果

見出し 新製品・・・
日付 2003.7.9
内容 ・・・

タイトル ××セミナー
日時 2003.9.11
場所 国際展示場

名称 沖電気工業
所在地 東京都・・・

決算 ・・・

製品名 ABC123
分類 ソフトウェア
特徴 ・・・
仕様 ・・・

沖電気

概要

情報技術に関するオントロジーを用意し、
各種モジュール動作のための背景知識として利用

オントロジー（情報構造の定義）を利用して、
Web情報をキーワードに合った形に整理して表示する

 
 
 
 

3

モジュール構成

リソース検索

情報分類
属性抽出

検索エンジン

オントロジー
辞書

キーワード入力

情報統合

情報出力

Web情報

サービス検索
Webサービス

ブラウザ システム 外部サービス

 4

１．Ｗｅｂページから検索対象ページの選択 ⇒ 検索精度の向上

例)イベント情報検索時は、イベント情報Ｗｅｂサービスから検索

２．ページの情報タイプにあった情報抽出 ⇒ 情報抽出精度の向上

例）ページ内に出現する日付をニュース、イベントなどの日付として

正しく認識

３．検索結果の体系的出力 ⇒ 情報の関連が明確になり、他の情

報との連携も容易

例)Ｗｅｂサービスで提供される企業情報と最新の決算情報との連

携

オントロジーの利用

 
 
 
 

5

オントロジー辞書

イベント

研究会 講演情報

人工知能学会

学術総合センター
2003年11月21日

場所

住所

建物

学術総合センター

東京都千代田区・・・

分類クラス－属性項目

・・
・

･･･・・・・・・

◎主催組織名主催

名
称，･･･

イベントイベント名

*1 見出し語属性値タイプ属性名

･･････

･･･イベント

分類ルール分類クラス

第4回SWO研究会

技術

技術解説

製品

イベント

ニュース

技術名

オントロジー

セマンティックWeb

関連概念

製品

クラス・インスタンス

知識処理

オントロジー

上位下位関係 日程

開催場所

イベント名

主催

上位下位関係

キーワード

オントロジー，・・・

セミナー

技術解説

イベント

技術名

SWO研究会

オントロジー

・・・

日程

開催場所

イベント名

主催

キーワード
住所

建物

 6

属性抽出ルール

場所,会場,開催会場開催地

日時,日程,開催日時,開催日程日付開催開始日

◎主催組織名主催

名称，イベント名イベントイベント名

イベント情報

*1 見出し語属性値のタイプ属性名

施設名，組織名施設名

住所住所

〒郵便番号郵便番号

場所情報

◎所在地，本社社長

社長，代表取締役社長本社所在地

所在地，本社組織名会社名

企業情報

(*1) その属性には見出し語が必須ならば◎．
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デモ画面例

参考：＜企業＞＜組織＞の
時の出力属性
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Webサービスマッチメーカーによる

UDDIビジネスレジストリ向け

高度検索の実現

株式会社 東芝 研究開発センター
知識メディアラボラトリー
長谷川哲夫

 Copyright © 2003 Toshiba Corporation. All rights reserved.      2/18

Webサービスの展開

イントラネット統合技術からインターネット公開サービスの流通

単純Webサービス技術の利用
企業外からの企業内アプリケーション・アクセス

将来の他システムとの接続や公開に向けて

企業内アプリケーション連携(EAI) / 企業内ポータルサービス

特定パートナー間でのBtoB/団体・業者サービスポータル

オープンな企業間連携
サービスのマーケットプレイス

サービス内容を保証し、サービスを仲介するレジストラー業者の出現

公開Webサービスの利用による、ダイナミックなアプリケーション構築

サービス志向システム開発
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企業A企業B

HTTP上の通信プロトコル

Webサービスの展開

インターネット B2B
ビジネス
プロセス

企業内
ビジネス
プロセス

アプリＡ

アプリＢ

アプリＣ

電子
カタログ

DB

XML
メッセージ

UDDIビジネス

レジストリ

企業内
ビジネス
プロセス

B2B
ビジネス
プロセス

アプリＡ

アプリＢ

アプリＣ

ビジネスプロセス共有
による特定企業間の連携

単純なWebサービス

技術の利用

社内システム間
連携

レジストリを利用したダイナ
ミックな企業間連携
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時刻表
サービス

ホテル予約
サービス

決済
サービス

航空便
予約サービス

利用
ユーザ

旅行
代理店

インターネット

UDDIビジネスレジストリとは

社内業務
システム

XML
メッセージ

?

・どこにどんなサービスがあるのか?
・もっと良いサービスがあるかもしれない
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時刻表
サービス

ホテル予約
サービス

決済
サービス

航空便
予約サービス

ユーザ

UDDI
ビジネス
レジストリ旅行

代理店

登録
検索

インターネット

利用

XML
メッセージ

社内業務
システム

UDDIビジネスレジストリとは
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UDDIレジストリの課題

ほしいサービスが発見できない

カテゴリーが統一的にメンテナンスされていない，登録

者が勝手に分類するので精度が低い

サービス名やコメントのキーワード検索しかできない

意味が同じでも、登録時のサービス名と異なるキー

ワードでは発見できない

発見したサービスが利用できない

I/Fが合わない

利用条件が合わない
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サービスマッチメーカーの特徴

サービスの意味で検索

言葉の意味の近さを計算して検索

サービスの応答で検索

例:「製品名を与えると、価格と納期を返すサービス」

サービスの利用条件で検索

例:「川崎在住者が利用可能」
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意味検索

キーワード検索
細かいキーワードにすると欲しいのが出ない

一般的なキーワードにすると出過ぎる

意味検索
細かいキーワードを与えてもオントロジーを引いて膨
らませる，そして意味の近さを計算してソートする

カテゴリ検索は統一的にメンテナンスされていない，登録者
が勝手に分類するので精度が低い

更に，サービスの呼称ではなく，提供しているオペ
レーション，つまり実際のサービスインターフェースレ
ベルで検索できる．動的なサービスインテグレーショ
ンには欠かせない
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意味検索の例

HDDレコーダ（のような境界領域の商品）が欲しいときに，

キーワード「家電」でサービス名を検索するとA4,A5,A6はでるがA1,A2,A3は全くでない
一方で，キーワード「HDDレコーダ」でサービス名を検索するとA5しかでない．

サービス登録
A1 A2 A3 A4 A5 A6

Name:
コンピュータ販売

Inputs: 
String 
Integer
String

Outputs:
String

Name:
家電販売

Inputs: 
String 
Integer

Outputs:
String

Name:
コンピュータ販売

Inputs: 
String 
Integer

Outputs:
String

Name:
コンピュータ販売

Inputs: 
String 
Integer
String

Outputs:
String

Name:
家電販売

(特価HDDレコーダ）
Inputs: 

String 
Integer

Outputs:
String

Name:
家電販売

Inputs: 
String 
Integer

Outputs:
String

サービス検索
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意味検索の例

HDDレコーダ（のような境界領域の商品）が欲しいときに，

キーワード「家電」でサービス名を検索するとA4,A5,A6はでるがA1,A2,A3は全くでない
一方で，キーワード「HDDレコーダ」でサービス名を検索するとA5しかでない．

サービス登録
A1 A2 A3 A4 A5 A6

サービス検索

Name:
コンピュータ販売

Inputs:
パソコン
個数
クレジットカード

Outputs:
発送通知

Name:
家電販売

Inputs:
AV機器
個数

Outputs:
発送通知

Name:
コンピュータ販売

Inputs:
コンピュータ
個数

Outputs:
発送通知

Name:
コンピュータ販売

Inputs:
PDA
個数
クレジットカード

Outputs:
発送通知

Name:
家電販売

(特価HDDレコーダ）
Inputs:

HDDレコーダ
個数

Outputs:
発送通知

Name:
家電販売

Inputs:
家電
個数

Outputs:
発送通知

オントロジー「HDDレコーダ」で入出力につけたオントロジーを参照して意味検索すれば，
A5,A4,A1,A6の順番で結果を得ることが出来る．
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PDA

家電

冷蔵庫

ビデオ

工業製品

IAサーバパソコン

コンピュータAV機器

HDDHDDレコーダレコーダ

サンプルオントロジー

パソコン

コンピュータAV機器

HDDHDDレコーダレコーダ

家電
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条件検索

キーワード検索

条件がかけない

条件検索

If-thenルールや数値の範囲指定などができる

従来手法でも全部作り込めばできるが，条件の種類を増や
すたびに開発費がかかる
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条件検索の例

さまざまな絞込みを行いたいときに，

キーワードでは条件指定ができない．

サービス登録
A1 A2 A3

サービス検索

Name:
コンピュータ販売

Inputs: 
String 
Integer
String

Outputs:
String

Name:
コンピュータ販売

Inputs: 
String 
Integer

Outputs:
String

Name:
コンピュータ販売

Inputs: 
String 
Integer
String

Outputs:
String
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条件検索の例

さまざまな絞込みを行いたいときに，

キーワードでは条件指定ができない．

サービス登録
A1 A2 A3

サービス検索

ユーザーは「東芝製のパソコン」だけを検索することができる
サービス提供者は，「発注個数＞1000個」と限定することができる
更に，「東芝カードならば30%引き」といった複雑な条件も記述できる

Name:
コンピュータ販売

Inputs:
パソコン
個数
クレジットカード

Outputs:
発送通知

Constraints:
Morethan(個数,1000)

Name:
コンピュータ販売

Inputs:
パソコン
個数
クレジットカード

Outputs:
発送通知

Constraints:
ManufacturerOf(パソコン，東芝)

Name:
コンピュータ販売

Inputs:
パソコン
個数
クレジットカード

Outputs:
発送通知

Constraints:
CodeOf(クレジットカード，東芝)
⇒GetDiscount(30%)
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NTTコミュニケーションズが運営するpublic 
UDDIビジネスレジストリを対象として、
2003/10からWebサービスマッチメーカによる
UDDIビジネスレジストリ検索を公開実験中

agent-net.com

公開実証実験
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公開実験システムの構成

UDDI
Business Registry

UDDI Client
Free download!

Services
Matchmaker

登録（全て）
UDDI XML

（意味・条件付き）

検索

UDDI API

削除

java2WSDL, etc.

Java

意味検索
条件検索

意味・条件検索によって
得られた結果に基づい
て，UDDIを検索し，そ

の結果をユーザに返す．

UDDI API

WSDL

システム開発者
または，

エンドユーザー

サービス登録・検索サポート
意味・条件指定のサポート

サービス登録，および通常の
UDDI検索は，UBRに対して
行われる．

ユーザが，意味または条件に
基づく検索を指定した場合，
UDDI Clientは自動的に接続
先をMatchmakerに変更する．

登録（意味・条件付きのみ）

NTTコミュニケーションズ
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サービスに与える入力、
ほしい結果の意味は意味

グラフから選択する

利用環境(配布クライアント)

グレー部分
は自動生成
(検索時は不用)
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Webサービス・マッチメーカーの
技術

文書検索、意味・制約を扱う、5種類のフィ

ルターを組み合わせ

Webサービス関連の国際標準を統合する
枠組みWSSP(Web Service Specification Profile)

UDDI:UDDIビジネスレジストリへの登録情報
書式、登録・検索API
WSDL:WebサービスのI/F定義

OWLおよびDAML+OIL:オントロジーの書式

Rule-ML:制約条件の書式
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標準化

各種プロトコル等策定:W3C、OASIS
Webサービス・プロファイル策定、検証:WS-I

BSP-1が策定済み(2003/1)

課題

セキュリティ、オーケストレーション
WS-Security、BPEL4WS等策定中

公開Webサービスの信用

公開Webサービスの発見→UDDIビジネスレジストリ

Webサービス 標準化動向
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Semantic Web 標準化動向

Semantic Web 
http://www.semanticweb.org

Semantic Web Services Initiative 
http://www.swsi.org
Ad hoc initiative of academic and industrial researchers 

DAML Services Coalition
http://www.daml.org
developing a DAML-based Web Service Ontology (DAML-S)

Semantic Web Enabled Web Services 
http://swws.semanticweb.org
European IST Project

W3C Web Services Activity Semantic Web Services 
Interest Group

http://www.w3.org/2002/ws/swsig/
SIG in W3C ( 2003-10-22～ )
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効果・インパクト

サービスのマーケットプレイスの実現

サービス提供者とサービス利用者をマッチ
メーキング

サービス志向システム開発の実現

サービス内容を保証し、サービスを仲介す
るレジストラー業者の出現

ダイナミックe-ビジネスの実現
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機能比較

UDDI
Web Serivce
Matchmaker

InfoSleuth

Semantic Web
based

matchmaking
prototype

n/a
WebSphere

Matchmaking
Environment

開発元・仕様策定団体 OASIS 東芝 MCC
HP

Laboratories
Bristol

University of
Manchester

IBM Zurich
Research

Laboratory

  キーワード検索 ○ ○ × × × ○
  文書検索手法IRの利用 × ○ × × × ○
  オントロジによる包摂関係の判定 × ○ ○ ○ ◎ ×
  ルールによる制約条件の判定 × ○ ◎ ○ ○ ○

  UDDI ○ ○ × × × ×
  SOAP ○ ○ × × × ×
  WSDL ○ ○ × × × ×

  DAML+OIL/OWL × ○ × ○ ○ ×
  RuleML × ○ × × × ×

4大公認レジ
ストリが01年
より稼動中

公開中
97年から

利用実績多し
プロトタイプ
実績なし

プロトタイプ
実績なし

WebSphereア
ドオンとして00
年から公開中

セマンティクＷｅｂ国際標準準拠

検索機能

利用実績

Ｗｅｂサービス国際標準準拠

国際標準に準拠

文書検索手法と
セマンティクス検索手法を統合
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今後の予定

実験結果のフィードバックを反映して

引き続きNTTコミュニケーションズ運営

のpublic UDDIビジネスレジストリを活用

した検索機能としての提供を検討

東芝ソリューション株式会社で提供予定

のWebサービス・ソリューションの要素

技術として活かす
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2003年11月17日(月)

ITエージェント株式会社

メタデータを用いたパソコン検索システムの試作メタデータを用いたパソコン検索システムの試作

セマンティックWebコンファレンスデモ展示
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なぜパソコン検索システムなのか

「書き込み速度4倍速の
DVD-Rドライブ搭載
パソコン」を探したい

全文検索型
サーチエンジン

13,000件
以上の
検索結果

例

パソコンのスペックには似たような語句が並ぶため、ほしい検索結果が埋もれてしまう

パソコン DVD-R 4倍速書込

キーワード入力

１．DVD-RもDVD-RWもDVD+RWも検索されてしまう
２．「倍速」という語句が強調され、4倍速以外も検索されてしまう

３．ドライブメーカ、雑誌の紹介記事、用語解説、動作推奨環境のページが多く検索される
４．メーカの表記は「パーソナルコンピュータ」なのでこのキーワード設定では検索されない
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システムに要求されること

単純なパターンマッチングではない
→意味、係り受けの判断、解釈も必要になる
→パソコンの構成要素が予め定義されている必要がある
→字面で似て非なるものの排除、フィルタリングが必要になる
→同義語、類義語、略称を考慮した検索が必要になる

ユーザの要求意図を汲み取る
→目的の情報だけが検索されるマイニング的要素が必要になる

Semantic Web技術の応用
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プロトタイプシステム概要

システム構成

RDFファイル

N-Triples
ファイル

RDF Engine

RDFスキーマ

検索エンジン

問い合わせ画面

回答画面

問い合わせ

回答結果

アクセスメソッド
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<#ZHIHFW55F40WJU> <ita:Maker> “日立製作所” .
<#ZHIHFW55F40WJU> <ita:ModelNumber> "HF-W55F-40WJ-U" .
<#ZHIHFW55F40WJU> <ita:Equipment> <_:RDFEngine37> .
<_:RDFEngine37> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first> <_:RDFEngine38> .
<_:RDFEngine37> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil> .
<_:RDFEngine38> <ita:Memory> <_:RDFEngine39> .
<_:RDFEngine39> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first> <_:RDFEngine40> .
<_:RDFEngine39> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil> .
<_:RDFEngine40> <ita:Main> <_:RDFEngine41> .
<#ZHIHFW55F40WJU> <ita:HomePage> <http://www2.ec-idaten.ne.jp/shosai.asp?HINCODE=ZHI-HFW55F40WJU> .

プロトタイプシステム概要

データの流れ
<rdf:Description rdf:ID="ZHIHFW55F40WJU">

<ita:Maker>日立製作所</ita:Maker>
<ita:ModelNumber>HF-W55F-40WJ-U</ita:ModelNumber>
<ita:SeriesName> </ita:SeriesName>
<ita:Equipment rdf:parseType="Collection">

<rdf:Description>
<ita:Memory rdf:parseType="Collection">

<rdf:Description>
<ita:Main rdf:parseType="Resource">

<ita:value></ita:value>
<ita:Unit></ita:Unit>

</ita:Main>
</rdf:Description>

</ita:Memory>
</rdf:Description>

</ita:Equipment>
<ita:HomePage rdf:resource="http://www2.ec-idaten.ne.jp/shosai.asp?HINCODE=ZHI-HFW55F40WJU" />

</rdf:Description>

RDFファイル

RDF Engine

N-Triplesファイル
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プロトタイプシステム概要

問い合わせ応答
<rdf:Property rdf:ID="OpricalDrive">
<rdfs:label xml:lang="en-US">OpticalDrive</rdfs:label>
<rdfs:comment>光学ドライブ</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost/semantic/owl#PC"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://localhost/semantic/owl#Equipment"/>

</rdf:Property>

<rdf:Property rdf:ID="CD-ROM">
<rdfs:label xml:lang="en-US">CD-ROM</rdfs:label>
<rdfs:comment>CD-ROM</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost/semantic/owl#PC"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://localhost/semantic/owl#OpticalDrive"/>

</rdf:Property>

RDFスキーマ

問い合わせ画面

検索結果回答画面

詳細表示画面
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プロトタイプシステムでの成果

Semantic Web技術を応用する利点が確認されたのか？

・スキーマを利用すると単なるキーワード検索よりも目的の情報に到達しやすい

・目的に合致しない情報は検索結果として返ってこない

全文検索型サーチエンジンを補完するものとして有効なのではないか

現時点ではシステムに対する要求を満たすレベルではない

しかし
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今後の課題

RDF記述の自動化
→現在RDF記述されていないページへのRDF記述付与
→ページ作成時のRDF記述自動付与

→スキーマの自動生成

システムの統合化
→統合化された状態でないと試作の域を出ない

検索のインテリジェント化
→検索キーワードの文脈自由自然言語対応
→TPO、ユーザプロファイルに応じた検索対応

→実世界情報処理
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セマンティックWebコンファレンス

デモ展示

RDF Analyzer

慶應義塾大学SFC研究所

清水 研究室

2003年11月17日(月)

 
2

RDF Analyzerの開発の狙い

☆RDF/RDFS/OWLの記述内容を分かり易い日本語や論理式に翻訳
する。

RDF Analyzerの機能

1. RDF/RDFS/OWL記述の正当性をチェックする。

2. RDF/RDFS/OWLデータをN-Triplesに変換する。

3. RDF/RDFS/OWL記述の内容を日本語に翻訳する。

4. OWL記述の内容を論理式に翻訳する。(可能な場合のみ)

5. N-Triplesを日本語に翻訳する。

6. N-Triplesを論理式に翻訳する。 (可能な場合のみ)

 
 
 
 

3

RDF Analyzer

RDF/OWL

N-Triples

論理式

日本語翻訳文

<rdf:RDF
<owl:Class>

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class>

<owl:complementOf rdf:resource="premises006#A"/>
</owl:Class>
<owl:Class>

<owl:complementOf rdf:resource="premises006#B"/>
</owl:Class>

</owl:intersectionOf>
</owl:Class>   
<owl:Class rdf:about="premises006#A"/>
<owl:Class rdf:about="premises006#B"/>

</rdf:RDF>

<_:RE1> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE1> <owl:intersectionOf> <_:RE2> .
<_:RE2> <rdf:first> <_:RE3> .
<_:RE2> <rdf:#rest> <_:RE4> .
<_:RE3> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE3> <owl:complementOf> <premises006#A> .
<_:RE4> <rdf:first> <_:RE5> .
<_:RE4> <rdf:rest> <rdf:nil> .
<_:RE5> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE5> <owl:complementOf> <premises006#B> .
<premises006#A> <rdf:type> <owl:Class> .
<premises006#B> <rdf:type> <owl:Class> .

_:re1のタイプはOWLクラスです。
_:re1は次の2個のリソースの集合(Collection)の
積です。
1番目のリソースは_:RE3です。
2番目のリソースは_:RE5です。
_:re3のタイプはOWLクラスです。
_:re3はrdf:premises006#Aの補数です。
_:re5のタイプはOWLクラスです。
_:re5はrdf:premises006#Bの補数です。
rdf:premises006#AのタイプはOWLクラスです。
rdf:premises006#BのタイプはOWLクラスです。

**論理式の直訳形**
_:RE1 = (_:RE3 ∩ _:RE5 )
_:RE3 = ￢premises006#A
_:RE5 = ￢premises006#B

|
↓

**論理式の最終形**
_:RE1 = (￢premises006#A)∩(￢premises006#B)

RDF Analyzer
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RDF記述の日本語翻訳例

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/TR/PR-rdf-syntax#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.0/">

<rdf:Description rdf: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>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

http://www.meti.go.jpの題名は"経済産業省のホームページ" です。
http://www.meti.go.jpの作成者は"経済産業省" です。

<http://www.meti.go.jp> <dc:Title> "経済産業省のホームページ" .
<http://www.meti.go.jp> <dc:Creator> "経済産業省" .

N-Triples

日本語翻訳文

RDF記述
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OWL DL(充足式の記述)
<owl:Ontology rdf:about=""/>

<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#Unsatisfiable">
<owl:equivalentClass>

<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">

<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">

<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#a"/>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#b"/>

</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
<owl:Class>

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#a"/>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#c"/>

</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
<owl:Class>

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#b"/>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#c"/>

</owl:intersectionOf>
</owl:Class>

</owl:unionOf>
</owl:Class>

</owl:equivalentClass>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#a">

<rdfs:subClassOf>
<owl:Class>

<owl:complementOf>
<owl:Class>

<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#b"/>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#c"/>

</owl:unionOf>
</owl:Class>

</owl:complementOf>
</owl:Class>

</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#b">

<rdfs:subClassOf>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下続く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

6

OWLの語彙と論理記号(RDF Analyzerの場合)

⇔同値owl:equivalentClass

∈属するrdfs:subClassOf

∃少なくとも１つ存在するowl:someValuesFrom

∀すべてのowl:allValuesFrom

≦最大値owl:maxCardinality

≧最小値owl:minCardinality

=数owl:cardinality

￢論理否定owl:complementOf

∩論理積owl:intersectionOf

∪論理和owl:unionOf

論理記号意味OWLの語彙
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OWL DL(RDF Analyzerによる充足式記述の翻訳結果)

**論理式の直訳形**
oiled:Unsatisfiable = _:RE1 F(恒為式)

F
_:RE1 = (_:RE3 ∪ _:RE7 ∪ _:RE11 ) F F F 次の3つの何れかに正しいものはあるか？

F F F
_:RE3 = (oiled:a ∩ oiled:b ) F aに入っていて、且つ、bに入っている。

F
_:RE7 = (oiled:a ∩ oiled:c ) F aに入っていて、且つ、cに入っている

F
_:RE11 = (oiled:b ∩ oiled:c ) F bに入っていて、且つ、cに入っている。

F

(********故に、以下は条件である。****************)
oiled:a ∈_:RE14 F F bにもcにも入っていないならば、aに入っている。

F F
_:RE14 = ￢_:RE15 F

F
_:RE15 = (oiled:b ∪ oiled:c ) T bに入っているかcに入っている。

T
oiled:b ∈_:RE18              T F cが空ならば、bに入っている。

F T cに入っているならばbは空であり
_:RE18 = ￢oiled:c

|
↓

**論理式の最終形**
oiled:Unsatisfiable = ((oiled:a∩oiled:b)∪(oiled:a∩oiled:c)∪(oiled:b∩oiled:c))
oiled:a ∈(￢(oiled:b∪oiled:c))
oiled:b ∈(￢oiled:c)

 
8

ド・モルガンの定理

(￢A)∩(￢B) = ￢(A∪B)
(注)記号の意味

￢::=NOT(否定)

∩ ::=AND(積)

∪::=OR(和)

A B

Aでない

Aでもなく、また、Bでもない

Bでない
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ド・モルガンの定理の記述
<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xml:base="http://www.w3.org/2002/03owlt/equivalentClass/conclusions006" >
<owl:Class>

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class>

<owl:complementOf rdf:resource="premises006#A"/>
</owl:Class>
<owl:Class>

<owl:complementOf rdf:resource="premises006#B"/>
</owl:Class>

</owl:intersectionOf>
<owl:equivalentClass>

<owl:Class>
<owl:complementOf>

<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">

<rdf:Description rdf:about="premises006#A"/>
<rdf:Description rdf:about="premises006#B"/>

</owl:unionOf>
</owl:Class>

</owl:complementOf>
</owl:Class>

</owl:equivalentClass>
</owl:Class>   
<owl:Class rdf:about="premises006#A"/>
<owl:Class rdf:about="premises006#B"/>

</rdf:RDF>

<_:RE1> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE1> <owl:intersectionOf> <_:RE2> .
<_:RE2> <rdf:first> <_:RE3> .
<_:RE2> <rdf:rest> <_:RE4> .
<_:RE3> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE3> <owl:complementOf> <premises006#A> .
<_:RE4> <rdf:first> <_:RE5> .
<_:RE4> <rdf:rest> <rdf:nil> .
<_:RE5> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE5> <owl:complementOf> <premises006#B> .
<_:RE1> <owl:equivalentClass> <_:RE6> .
<_:RE6> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE6> <owl:complementOf> <_:RE7> .
<_:RE7> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE7> <owl:unionOf> <_:RE8> .
<_:RE8> <rdf:first> <premises006#A> .
<_:RE8> <rdf:rest> <_:RE9> .
<_:RE9> <rdf:first> <premises006#B> .
<_:RE9> <rdf:rest> <rdf:nil> .
<premises006#A> <rdf:type> <owl:Class> .
<premises006#B> <rdf:type> <owl:Class> .

RDF記述

N-Triples
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ド・モルガンの定理(続き)
_:re1のタイプはOWLクラスです。
_:re1は次の2個のリソースの集合(Collection)の積です。
1番目のリソースは_:RE3です。
2番目のリソースは_:RE5です。
_:re3のタイプはOWLクラスです。
_:re3はrdf:premises006#Aの補数です。
_:re5のタイプはOWLクラスです。
_:re5はrdf:premises006#Bの補数です。
_:re1は_:re6の同一クラスです。
_:re6のタイプはOWLクラスです。
_:re6は_:re7の補数です。
_:re7のタイプはOWLクラスです。
_:re7は次の2個のリソースの集合(Collection)の和です。
1番目のリソースはpremises006#Aです。
2番目のリソースはpremises006#Bです。
rdf:premises006#AのタイプはOWLクラスです。
rdf:premises006#BのタイプはOWLクラスです。

**論理式の直訳形**
_:RE1 = (_:RE3 ∩ _:RE5 )
_:RE3 = ￢premises006#A
_:RE5 = ￢premises006#B
_:RE1 = _:RE6
_:RE6 = ￢_:RE7
_:RE7 = (premises006#A ∪ premises006#B )

↓
**論理式の最終形**

(￢premises006#A)∩(￢premises006#B) = ￢(premises006#A∪premises006#B)

日本語訳

論理式

 
 
 



- 174 - 

セマンティックWebコンファレンス 2003
デモンストレーション展示

2003年11月17日
株式会社シナジー・インキュベート

内藤 求
motom@synergy.co.jp

http://web.synergy.co.jp/
http://tm1.synergy.co.jp/

Synergy Incubate Inc.

 2

展示内容の概要

セマンティックWeb委員会 KM (Knowledge Management) 応
用グループでの活動成果を展示

１．知識の登録手続き

２．蓄積された知識を容易に利用できる機構

前提
＊ナレッジとは

属人的、個別に蓄えられている知識（暗黙知）が、他の人間に利用可能な
知識（形式知）となったものをナレッジと呼ぶ。

＊ナレッジマネジメントとは

属人的知識を、パブリックな共有知識に整えること。

・ 個人の知識を、共有空間に登録できる手続き
→ Weblog等を利用した機構

・ 蓄積された知識を容易に利用できる機構
→ ナビゲーション機能

 
 
 
 

3

知識登録、利用のための処理の流れ

Weblog
RSSデータ

Weblog

Topic
Map

Topic Maps
変換

Topic Maps
マージ

オントロジ
定義

（視点の定義）

オントロジ
（視点）

Topic
Map

WWW
ブラウザ

Topic Map
登録／表示

Topic Map
Graphic
Viewer

Topic Map
視覚化

WWW
ブラウザ

WWW
ブラウザ

１．WeblogからRSS （RDF 
Site Summary）データを 出力

する。

２．RSSデータからTopic Maps
を生成する

３．オントロジ（視点 or カテゴリ
を定義する

４．Topic Mapsをマージする

５．Topic Mapsの登録/表示を

する

６．Topic Mapsを視覚化して表

示する

RDF：Resource Description Framework

 4

１.手続き組み込み型（自動トレース型）

・ 一定の業務手続を遂行する過程を捉え、その手続
きをトレースすることにより知識として表出させる。

・ 今回は、Weblog等に投稿された情報から、メタ

データを抽出、変換するシステム機構により、
Topic Mapsとして表出する。

２.シナジー型(投稿型）

・ 個々の関係者が自発的に、自らの持つ知識を、一
定の機構を利用し投稿（ポスト）する。

・ ここにもWeblogは利用できる可能性がある。

知識の登録手続き

 
 
 
 

5

手続き組み込み型（自動トレース型）

一定の業務手続を遂行する過程を捉え、その手続きをトレースする
ことにより、半ば自動的に知識として表出させる方式

一連の業務手続を実行するプロセスを、自動的にトレースして、蓄えていく
自動トレース機能を用意する。
E-mail、Weblog等のデータを、メタデータとコンテンツに分け、Topic Maps
を生成、蓄積する。

担当者

Topic Maps
の蓄積

自動
トレース

機能

利
用
者

他
の
担
当
者

E-mail
Weblog等

メタデータ

コンテンツ

 6

手続き組み込み型（自動トレース型）の機構

KMへの登録について
特定の手続きを意識すること
なく、システムを操作
する過程が自動的にトレース
され、知識として表現される。

必要なシステム機構

＊業務システムとのインタフェース
を持つ、登録機構

例：E-mial、Weblogなどのデータ
からTopic Mapsを生成する。
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１．カテゴリ（オントロジ）と主題の位置付け

・ トピックマップのマージ機能を利用して

該当するカテゴリに投稿記事の主題を位置付ける

２．一般のWEB機構で表示

・ Topic Mapsとして表出されたデータを、Webブラ

ウザ上でナビゲート可能にする。

３．Graphic Viewerで視覚化して表示

・ Topic Mapsとして表出されたデータを、Graphic 
Viewerでナビゲート可能にする。

蓄積された知識を容易に利用できる機構

 8

カテゴリ（オントロジ）と主題の位置付け

Computer
Science

Webテクノロジ Web

E-mail

Weblog

IRC

掲示板

OS

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語

構造化言語

投稿記事Weblog

カテゴリ（主題）

Weblogにおける
RSSの利用

タイトル

鈴木ジロー

作成者

2003-11-05

作成日

メタデータ群オントロジ

トピックマップの
マージ機能による
主題の位置付け
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ナビゲーション機能

Topic Mapsで記述された
知識を、一般のWEB機構で
表示する

この例では、カテゴリに沿って
投稿記事がナビゲート可能に
なっている。

蓄積された知識を容易に利用できる機構

 10

ナビゲーション（視覚化例）

投稿記事に視点をあて
た場合の表示

文書に視点をあてた
場合の表示

視覚化されたトピックマップ
に沿ってナビゲート可能
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1

W3CにおけるOWLの概要と標準化動向

平成15年11月26日
慶応義塾大学SFC研究所

財団法人 情報処理相互運用技術協会
セマンティックWeb委員会 委員長

清水 昇
nshimizu@sfc.keio.ac.jp

shimizu@intap.or.jp

 
(c)2003 N. Shimizu All rights 

reserved.
2

セマンティック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、6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、欧米は強力に推進、日本は立ち遅れ
■最近、日本で盛り上がりの気運。
■Webサービスと融合し、セマンティックWebサービスへ。

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

 
 
 
 

(c)2003 N. Shimizu All rights 
reserved.

3

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。

 
(c)2003 N. Shimizu All rights 

reserved.
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N-Triples

• RDF記述の意味をRDFグラフの代わりに平文(plain text)
で記述する為の規則。

• <主語(subject)> <述語(predicate)> <目的語(object)>の

形式

• 例、

<http://www.meti.go.jp> <dc:Title> "経済産業省のホームページ" .
<http://www.meti.go.jp> <dc:Creator> "経済産業省" .

 
 
 
 

(c)2003 N. Shimizu All rights 
reserved.

5

RDFの実例(注：RDF AnalyzerによるRDF記述の翻訳)

 
(c)2003 N. Shimizu All rights 

reserved.
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セマンティックWebの階層構造図

URI Unicode

XML

名前空間(Namespaces) XML スキーマ

RDFモデル

RDF構文規則

RDFスキーマ(RDFS)

オントロジー(OWL)

ルール

ロジック フレーム

プルーフ

トラスト

電
子
署
名

暗
号

Mozilla P3P

Dublin 
Core 

element 
set

知識
データ

知識
ルール

RSS

セマンティックWebの領域

セマンティッ
クWebで仕

様が明確に
なっている
範囲

RDF M&S
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7

RDFとXMLとの関係

SGML HTML

XHTML
XML SVG

MathML
RDF RDFS

SMIL        DAML+OIL

・・・

定義

定義

Web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

DAML: DARPA Agent Markup Language

OIL:Ontology Inference Layer

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

OWL

 
(c)2003 N. Shimizu All rights 

reserved.
8

SGML,XML,RDF,DAML+OIL,OWL

XML RDF/RDFS
DAML+OIL

OWL
SGML

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
OWL:Web Ontology Language

DAML-S

OWL-S?

DAML-L

OWL-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

Web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

Dublin Core

 
 
 
 

(c)2003 N. Shimizu All rights 
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9

XML,RDF,RDFスキーマ,DAML,OWL(1/2)

• XML
言語定義の為の言語

• RDF
意味を記述する為の曖昧さの無い、明快なモデルと

記述構文を有する言語

• RDF Schema
最小限のオントロジーと新たな語彙を定義する為の

言語

• DAML
DARPA開発の基本オントロジー言語

 
(c)2003 N. Shimizu All rights 

reserved.
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XML,RDF,RDFスキーマ,DAML,OWL(2/2)

• DAML-L
DAML+OIL (or DAML-L)

• DAML-S(DAML for Services)
サービスを記述する為のモデリング オントロジー言語

• OWL
DAMLに代わるセマンティックウェブ用オントロジー記

述言語

 
 
 
 

(c)2003 N. Shimizu All rights 
reserved.

11

オントロジ

• オントロジとは用語と用語間の関係定義である。
• オントロジ言語(OWL)で、次を定義

・プロパティの値の取り得る制約(例、人間は機械のプロパティを持ち得ない)

・プロパティの論理的意味(例、同一の主語より、関数的プロパティによって定義されるオ
ブジェクトは同一である。)

・用語の等価性
・等

• 伴意(Entailment)が重要
• 例、OWLにより次の様なオントロジデータを定義できる。

①一郎の父は章である。
②小一郎は徳重である。
③徳重の父と章は兄弟である。
④章は清太郎の子供である。
・ Tbox(概念及び役割の関係定義)

 
(c)2003 N. Shimizu All rights 

reserved.
12

伴意(Entailment)の例

1. 総てが異なる(AllDifferent)と言う宣言は、個々の物が互いに異なる
(differentFrom)と言う事を意味する。

2. 対称プロパティ(SymmetricProperty)の単純な例、東京から名古屋へ道があり、

道のタイプが対称プロパティならば、名古屋から東京への道がある。

3. 遷移的プロパティ(TransitiveProperty)の簡単な例、名古屋から京都へ道があ

り、且つ、東京から名古屋へ道があり、道のタイプが遷移的であるならば、
東京から京都への道がある。

4. owl:cardinality制約とは、owl:minCardinality制約とowl:maxCardinality
制約との対の言い替えである。

5. complementOfは、その定義の逆も成り立つ。

6. プロパティのタイプが関数的プロパティ(FunctionalProperty)であり、ある主

語が、二つのプロパティトリプルズの主語として、同一のリソースを示して
いるならば、これ等のトリプルズの目的語は、同一の意味を持つ。

7. もしも、プロパティのタイプが関数的プロパティであるならば、その逆のタ
イプは逆関数的プロパティ(InverseFunctionalProperty)である。
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ルール

• セマンティックWebに於けるルールとは、オントロジデータ
を、どの様に処理(理解)するべきか定めた規則

• 例、

①父親が兄弟の子供は従兄弟である。

②父親やその父親は先祖である。

③自分の兄弟の父親は、自分の兄弟である。

• Abox(概念及び役割の論理定義)
• 以上の様に「一を知って十を知る」的なことが可能となる。
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OWLの種類
• OWL/Lite

只一つのクラス分け階層と簡単な制約機能(例、カーディナリ
ティ値が0または1の場合)とを必要とするユーザ向けの簡素
な言語、実装がし易い。

• OWL/DL
推論用のOWL語彙と簡単な制約機能とを有する言語、記述

論理ベースの推論向け言語

• OWL/Full
制約なしに総てのOWL語彙を用いる事ができる言語、先進

ユーザにより用いられる言語
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RDF/RDFS/OWLの語彙一覧

RDFの語彙
rdf:RDF rdf:Property rdf:Statement rdf:type rdf:datatype rdf:nodeID rdf:ID rdf:bagID rdf:Bag rdf:Seq rdf:Alt rdf:List
rdf:first rdf:rest rdf:subject rdf:predicate rdf:objectrdf:li rdf:_n rdf:value rdf:parseType="Literal" 
rdf:parseType="Resource"  rdf:parseType="Collection"

RDFSの語彙
rdfs:domain rdfs:range rdfs:Resource rdfs:Literal rdfs:Datatype rdfs:Class rdfs:subClassOf rdfs:subPropertyOf
rdfs:member rdfs:Container rdfs:ContainerMembershipProperty rdfs:comment rdfs:seeAlso, rdfs:isDefinedBy
rdfs:label rdfs:comment

OWLの語彙
owl:Ontology owl:versionInfo owl:priorVersion owl:AllDifferent owl:allValuesFrom owl:backwardCompatibleWith
owl:cardinality owl:Class owl:complementOf owl:DataRange owl:DatatypeProperty owl:DeprecatedClass
owl:DeprecatedProperty owl:differentFrom owl:disjointWith owl:distinctMembers owl:FunctionalProperty owl:hasValue
owl:imports owl:incompatibleWith owl:intersectionOf owl:InverseFunctionalProperty owl:inverseOf owl:maxCardinality
owl:minCardinality owl:Nothing owl:ObjectProperty owl:oneOf owl:onProperty owl:Restriction owl:sameAs
owl:equivalentClass owl:sameIndividualAs owl:equivalentProperty owl:someValuesFrom owl:SymmetricProperty
owl:Thing owl:TransitiveProperty owl:unionOf
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OWL Lite/DL/Fullの関係

OWL Lite

OWL DL

OWL Full

制約が緩やかに
なる。

制約が厳しくなる。
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OWL DL
目的

1. 記述論理(Description Logic)用

OWL DLでは、次の語彙を使える。

1. owl:one of

2. owl:unionOf

3. owl:complementOf

4. owl:hasValue

5. owl:disjointWith

6. owl:DataRange

7. 任意の数値のowl:cardinality,owl:minCardinality及
びowl:maxCardinality

次の制約がある。

1. クラスはそれ自身のクラスの構成要素となる事はできない。

2. クラス及びプロパティは明示的に定義されていなければならない。

3. 大部分のRDF及びRDFSの語彙を使う事ができない。

4. Owl:inverseOf,owl:InverseFunctionalProperty,owl:SymmetricProperty及びowl:TransitivePropertyをデータタイププロパ

ティとして指定できない。

5. rdfs:Class→owl:Class,rdf:Resource→owl:Thing,rdf:Property→owl:ObjectProperty/owl:DatatypeProperty
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OWL Lite

OWL Liteでは、次の語彙は使えない。

1. owl:one of

2. owl:unionOf

3. owl:complementOf

4. owl:hasValue

5. owl:disjointWith

6. owl:DataRange

次の制約がある。

1. owl:equivalentClassの主語、目的語にブランクノードを使えない。

2. rdfs:subClassOfの主語、目的語にブランクノードを使えない。

3. owl:intersectionOfは、要素が存在しなければならず、ブランクノードであつてはならない。

4. owl:allValuesFromとowl:someValuesFromの目的語は、名付けされたクラスまたはデータタイプでなければならない。

5. rdf:typeの目的語は名付けされたクラスまたは制約でなければならない。

6. rdf:domainの目的語は、名付けされたクラスでなければならない。

7. rdf:rangeの目的語は、名付けされたクラスまたはデータタイプでなければならない。

8. owl:cardinalityの値は0又は1でなければならない。

目的、

1. 実装がし易い。

2. クラス階層と簡単な制約

3. シソーリ(thesauri)やタクソノミー(taxonomies)からの容易な移行
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OWLの各言語の差異
OWL Lite OWL DL OWL Full

RDFスキーマ機能 クラス(owl:Class) 同左 制約無し

RDFプロパティ(owl:ObjectProperty, owl:DatatypeProperty) 同左

RDFサブクラス(rdfs:subClassOf) クラス記述に適用

RDFサブプロパティ(rdfs:subPropertyOf) 同左

RDF主語領域(rdfs:domain) 同左
RDF目的語領域(rdfs:range) 同左
クラス若しくはプロパティの構成要素(Individualsと呼ぶ) 同左

クラス定義 表クラス(owl:oneOf) 制約無し
排他クラス(owl:disjointWith)

(非)等価定義機能 等価クラス(owl:equivalentClass) クラス記述に適用 制約無し
等価プロパティ(owl:equivalentProperty) 同左
同一(owl:sameAs) 同左
異なる(owl:differentFrom) 同左
全部違う(owl:AllDifferent)　owl:differentFromwで、一つ一つ定
義するのが面倒なので纏めて定義可能にする。

同左

プロパティ特質機能 逆(owl:inverseOf) 同左 制約無し
遷移的プロパティ(owl:TransitiveProperty) 同左
対称的プロパティ(owl:SymmetricProperty) 同左
関数的プロパティ(owl:FunctionalProperty) 同左
逆関数的プロパティ(owl:InverseFunctionalProperty) 同左

プロパティの制約機能 総ての値の導入(owl:allValuesFrom) 同左
幾つかの値の導入(owl:someValuesFrom) 同左

数値制約機能 最小値[0又は1] (owl:minCardinality) 任意の数値を指定可 制約無し
最大値[0又は1] (owl:maxCardinality) 任意の数値を指定可
数[0又は1](owl:cardinality) 任意の数値を指定可

論理計算機能 クラス共通要素(owl: intersectionOf) 論理積(owl:intersectionOf)
論理和(owl:unionOf)
論理否定(owl:complementOf)

データ型機能 データ型プロパティ(xsd:string等) 同左 制約無し

値定義機能
プロパティ値定義
(owl:hasValue)　共通の値を一
箇所で定義可能にする。

制約無し

ヘッダー情報 オントロジー(owl:Ontology) 同左 制約無し
インポート(owl:imports) 同左

バージョンニング情報 バージョン(owl:versionInfo) 同左 制約無し
前バージョン(owl:priorVersion) 同左
旧との互換(owl:backwardCompatibleWith) 同左
非互換(owl:incompatibleWith) 同左
推奨しないクラス(owl:DeprecatedClass) 同左
推奨しないプロパティ(owl:DeprecatedProperty) 同左

注釈機能 ラベル(rdfs:label) 同左 制約無し
コメント(rdfs:comment) 同左
参照(rdfs:seeAlso) 同左
定義されている(rdfs:isDefinedBy) 同左  
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RDF Analyzer

OWL/RDF

RDF Analyzer N-Triples

論理式

日本語翻訳文

<rdf:RDF
<owl:Class>

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class>

<owl:complementOf rdf:resource="premises006#A"/>
</owl:Class>
<owl:Class>

<owl:complementOf rdf:resource="premises006#B"/>
</owl:Class>

</owl:intersectionOf>
</owl:Class>   
<owl:Class rdf:about="premises006#A"/>
<owl:Class rdf:about="premises006#B"/>

</rdf:RDF>

<_:RE1> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE1> <owl:intersectionOf> <_:RE2> .
<_:RE2> <rdf:first> <_:RE3> .
<_:RE2> <rdf:#rest> <_:RE4> .
<_:RE3> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE3> <owl:complementOf> <premises006#A> .
<_:RE4> <rdf:first> <_:RE5> .
<_:RE4> <rdf:rest> <rdf:nil> .
<_:RE5> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE5> <owl:complementOf> <premises006#B> .
<premises006#A> <rdf:type> <owl:Class> .
<premises006#B> <rdf:type> <owl:Class> .

_:re1のタイプはOWLクラスです。
_:re1は次の2個のリソースの集合(Collection)の
積です。
1番目のリソースは_:RE3です。
2番目のリソースは_:RE5です。
_:re3のタイプはOWLクラスです。
_:re3はrdf:premises006#Aの補数です。
_:re5のタイプはOWLクラスです。
_:re5はrdf:premises006#Bの補数です。
rdf:premises006#AのタイプはOWLクラスです。
rdf:premises006#BのタイプはOWLクラスです。

**論理式の直訳形**
_:RE1 = (_:RE3 ∩ _:RE5 )
_:RE3 = ￢premises006#A
_:RE5 = ￢premises006#B

|
↓

**論理式の最終形**
_:RE1 = (￢premises006#A)∩(￢premises006#B)
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OWLの語彙と論理記号(RDF Analyzerの場合)

⇔同値owl:equivalentClass

∈属するrdfs:subClassOf

∃少なくとも１つ存在するowl:someValuesFrom

∀すべてのowl:allValuesFrom

≦最大値owl:maxCardinality

≧最小値owl:minCardinality

=数owl:cardinality

￢論理否定owl:complementOf

∩論理積owl:intersectionOf

∪論理和owl:unionOf

論理記号意味OWLの語彙
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OWL DL(充足式の記述)
<owl:Ontology rdf:about=""/>

<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#Unsatisfiable">
<owl:equivalentClass>

<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">

<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">

<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#a"/>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#b"/>

</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
<owl:Class>

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#a"/>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#c"/>

</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
<owl:Class>

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#b"/>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#c"/>

</owl:intersectionOf>
</owl:Class>

</owl:unionOf>
</owl:Class>

</owl:equivalentClass>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#a">

<rdfs:subClassOf>
<owl:Class>

<owl:complementOf>
<owl:Class>

<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#b"/>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#c"/>

</owl:unionOf>
</owl:Class>

</owl:complementOf>
</owl:Class>

</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="http://oiled.man.example.net/test#b">

<rdfs:subClassOf>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下続く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
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OWL DL(RDF Analyzerによる充足式記述の翻訳結果)

**論理式の直訳形**
oiled:Unsatisfiable = _:RE1 F(恒為式)

F
_:RE1 = (_:RE3 ∪ _:RE7 ∪ _:RE11 ) F F F 次の3つの何れかに正しいものはあるか？

F F F
_:RE3 = (oiled:a ∩ oiled:b ) F aに入っていて、且つ、bに入っている。

F
_:RE7 = (oiled:a ∩ oiled:c ) F aに入っていて、且つ、bに入っている

F
_:RE11 = (oiled:b ∩ oiled:c ) F bに入っていて、且つ、cに入っている。

F

(********故に、以下は条件である。****************)
oiled:a ∈_:RE14 F F bにもcにも入っていないならば、aに入っている。

F F
_:RE14 = ￢_:RE15 F

F
_:RE15 = (oiled:b ∪ oiled:c ) T bに入っているかcに入っている。

T
oiled:b ∈_:RE18              T F cが空ならば、bに入っている。

F T cに入っているならばbは空であり
_:RE18 = ￢oiled:c

|
↓

**論理式の最終形**
oiled:Unsatisfiable = ((oiled:a∩oiled:b)∪(oiled:a∩oiled:c)∪(oiled:b∩oiled:c))
oiled:a ∈(￢(oiled:b∪oiled:c))
oiled:b ∈(￢oiled:c)
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ド・モルガンの定理

(￢A)∩(￢B) = ￢(A∪B)
(注)記号の意味

￢::=NOT(否定)

∩ ::=AND(積)

∪::=OR(和)

A B

Aでない

Aでもなく、また、Bでもない

Bでない
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ド・モルガンの定理の記述
<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xml:base="http://www.w3.org/2002/03owlt/equivalentClass/conclusions006" >
<owl:Class>

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class>

<owl:complementOf rdf:resource="premises006#A"/>
</owl:Class>
<owl:Class>

<owl:complementOf rdf:resource="premises006#B"/>
</owl:Class>

</owl:intersectionOf>
<owl:equivalentClass>

<owl:Class>
<owl:complementOf>

<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">

<rdf:Description rdf:about="premises006#A"/>
<rdf:Description rdf:about="premises006#B"/>

</owl:unionOf>
</owl:Class>

</owl:complementOf>
</owl:Class>

</owl:equivalentClass>
</owl:Class>   
<owl:Class rdf:about="premises006#A"/>
<owl:Class rdf:about="premises006#B"/>

</rdf:RDF>

<_:RE1> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE1> <owl:intersectionOf> <_:RE2> .
<_:RE2> <rdf:first> <_:RE3> .
<_:RE2> <rdf:rest> <_:RE4> .
<_:RE3> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE3> <owl:complementOf> <premises006#A> .
<_:RE4> <rdf:first> <_:RE5> .
<_:RE4> <rdf:rest> <rdf:nil> .
<_:RE5> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE5> <owl:complementOf> <premises006#B> .
<_:RE1> <owl:equivalentClass> <_:RE6> .
<_:RE6> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE6> <owl:complementOf> <_:RE7> .
<_:RE7> <rdf:type> <owl:Class> .
<_:RE7> <owl:unionOf> <_:RE8> .
<_:RE8> <rdf:first> <premises006#A> .
<_:RE8> <rdf:rest> <_:RE9> .
<_:RE9> <rdf:first> <premises006#B> .
<_:RE9> <rdf:rest> <rdf:nil> .
<premises006#A> <rdf:type> <owl:Class> .
<premises006#B> <rdf:type> <owl:Class> .

RDF記述

N-Triples
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ド・モルガンの定理(続き)
_:re1のタイプはOWLクラスです。
_:re1は次の2個のリソースの集合(Collection)の積です。
1番目のリソースは_:RE3です。
2番目のリソースは_:RE5です。
_:re3のタイプはOWLクラスです。
_:re3はrdf:premises006#Aの補数です。
_:re5のタイプはOWLクラスです。
_:re5はrdf:premises006#Bの補数です。
_:re1は_:re6の同一クラスです。
_:re6のタイプはOWLクラスです。
_:re6は_:re7の補数です。
_:re7のタイプはOWLクラスです。
_:re7は次の2個のリソースの集合(Collection)の和です。
1番目のリソースはpremises006#Aです。
2番目のリソースはpremises006#Bです。
rdf:premises006#AのタイプはOWLクラスです。
rdf:premises006#BのタイプはOWLクラスです。

**論理式の直訳形**
_:RE1 = (_:RE3 ∩ _:RE5 )
_:RE3 = ￢premises006#A
_:RE5 = ￢premises006#B
_:RE1 = _:RE6
_:RE6 = ￢_:RE7
_:RE7 = (premises006#A ∪ premises006#B )

↓
**論理式の最終形**

(￢premises006#A)∩(￢premises006#B) = ￢(premises006#A∪premises006#B)

日本語訳

論理式
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オントロジデータの実例(部分)
<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#乳頭筋の急性梗塞（症）">

<owl:equivalentClass>
<owl:Class>

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#梗塞突起"/>
<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="http://example.org/factkb#明確な動き"/>
<owl:someValuesFrom>

<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#乳頭筋"/>
</owl:someValuesFrom>

</owl:Restriction>
<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="http://example.org/factkb#慢性的な症状あり"/>
<owl:someValuesFrom>

<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">

<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#慢性的"/>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="http://example.org/factkb#状態あり"/>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#急性"/>

</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>

・・・・
</owl:Class>
(注)英国マンチェスター大学のIan HorrocksのGalen.owlより引用

 
(c)2003 N. Shimizu All rights 

reserved.
28

オントロジデータのN-Triples
<http://example.org/factkb#乳頭筋の急性梗塞（症）> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Class> .
<http://example.org/factkb#乳頭筋の急性梗塞（症）> <owl:equivalentClass> <_:RDFEngine1> .
<_:RDFEngine1> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Class> .
<_:RDFEngine1> <owl:intersectionOf> <_:RDFEngine2> .
<_:RDFEngine2> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first> <http://example.org/factkb#梗塞突起> .
<_:RDFEngine2> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest> <_:RDFEngine3> .
<http://example.org/factkb#梗塞突起> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Class> .
<_:RDFEngine3> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first> <_:RDFEngine4> .
<_:RDFEngine3> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest> <_:RDFEngine5> .
<_:RDFEngine4> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Restriction> .
<_:RDFEngine4> <owl:onProperty> <http://example.org/factkb#明確な動き> .
<_:RDFEngine4> <owl:someValuesFrom> <http://example.org/factkb#乳頭筋> .
<http://example.org/factkb#乳頭筋> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Class> .
<_:RDFEngine5> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first> <_:RDFEngine6> .
<_:RDFEngine5> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil> .
<_:RDFEngine6> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Restriction> .
<_:RDFEngine6> <owl:onProperty> <http://example.org/factkb#慢性的な症状あり> .
<_:RDFEngine6> <owl:someValuesFrom> <_:RDFEngine7> .
<_:RDFEngine7> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Class> .
<_:RDFEngine7> <owl:intersectionOf> <_:RDFEngine8> .
<_:RDFEngine8> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first> <http://example.org/factkb#慢性的> .
<_:RDFEngine8> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest> <_:RDFEngine9> .
<http://example.org/factkb#慢性的> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Class> .
<_:RDFEngine9> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first> <_:RDFEngine10> .
<_:RDFEngine9> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil> .
<_:RDFEngine10> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Restriction> .
<_:RDFEngine10> <owl:onProperty> <http://example.org/factkb#状態あり> .
<_:RDFEngine10> <owl:someValuesFrom> <http://example.org/factkb#急性> .
<http://example.org/factkb#急性> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <owl:Class> .
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セマンティック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Web

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(マシンリーダブルなデータ)により関連付け可能
にする。

3.ソフトウェアで自立的かつ効率的に処理可能にする。

4.Web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。

5. 「風が吹けば桶屋が儲かる」と言う風な論理展開を厳
密に行える。
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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→OWL

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。

Webサービス技術
RSS
DAML-S

Semantic Webの波及効果

①Web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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インテリジェント検索処理の流れ

一番速いPC Max CPU

PC1 CPU=300Hz

PC2 CPU=500Hz

CPU=1.2GHzPC3

PCi CPU=2.0GHz

オントロジー定義(RDF)

検索対象のメタデータ定義(RDF)

最軽量 PC

携帯型 HDD

ディスプレイ一番速い

PC検索指示文のメタデータ定義(RDF)

検
索
要
求

検
索
プ
ロ
ン
プ
ト

検
索
指
示(

一
番
速
いPC

)

オントロジー
変換

RDFデータ

検索

検索結果

一番速いPC
Max CPU

検索機能利用者

市販されている一番早いPCを買いたい
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ありがとうございました。

• 後日の質問及びご相談は電子メールでお寄せ下さい。

shimizu@intap.or.jp
nshimizu@sfc.keio.ac.jp

• INTAPのセマンティックWeb委員会のホームページもご利用下さい。

http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/index.html
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セマンティックWebの
応用・適用事例

2003年11月27日

（財）情報処理相互運用技術協会
セマンティックWeb委員会委員

沖電気工業株式会社 研究開発本部
ヒューマンインタフェースラボラトリ

森田 幸伯

 2

目次

はじめに

セマンティックWebの概要（解釈）

セマンティックWebの応用・適用事例

すでに使われている簡単なRDFの適用例

FOAF 

クリエイティブコモンズ

RSS ～ Blog

実際の適用事例

ナレッジマネジメント

諜報情報検索システム

電子政府

コンテンツ管理

医療関係の応用

今後の応用に向けた研究動向

 
 
 
 

3

Semantic Webとは

Webの発明者であるT.Berners-Leeが提唱。
エージェントが意味的に処理できる次世代Web を目指す
(1998-)。

WWW2002, W3C trackより  4

温故知新？

DBWeb

データベースとWeb情報システムに関するシンポジウム

データベース

関係DB

「表」による単純で柔軟なモデル

第一正規型でアトミックな値しか扱わない

データ独立性 （アプリケーション毎のデータ構造、格納構造からの独立）

統合性制約

Web情報システム

Web

各種リソースやプロトコルを統一的に扱う

事実上標準的な、各種APのフロントエンド

XMLで意味付け→XMLは表現を木構造に制限

 
 
 
 

5

セマンティックWebとは？（－私の解釈or期待－）

実際，セマンティックWebそのもののコンセプトは，多くの研究者が自身の研

究経過や願望から，多様な解釈をしているのが現状のようです．また，その

解 釈や定義も不安定で，(私自身の解釈も含めて)必ずしも正確ではないよ

うです．

和泉 憲明、「私のブックマーク」（セマンティックWeb）,人工知能学会誌,2003年5月

Webのような分散システムで、

永続的なリソースの集まりを

相互利用・再利用するためには

そのスキーマや性質（統合性制約）を

オープンな形で記述する必要がある

その記述フレームワークを規定している

ひとつの考え方

 6

セマンティックWebとは？（－私の解釈or期待－）

知識表現言語

さまざまなものが提案されている

多くがオブジェクト指向言語のクラス定義のような構造をもつ
（フレーム）

IS_Aなど階層構造なども定義される。

セマンティックWebでは、なるべく将来互換のある形式にしたい。

表現の基本構造として、3つ組＜リソース、属性、属性値＞を
使う。

メタデータの
インターネット上での表現形式としてRDFを用いる

（RDF：Resource Description Framework)
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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の概要

リソースhttp://www.meti.go.jp/の作成者は、経済産業省である。

 8

RDF (syntax)
交換・流通のためにXML構文を持つ

<rdf:RDF>
<rdf:Description about=“http://www.intap.or.jp/s-web/”>
<s:author>清水</s:author>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

<s:author 
rdf:resource=“http://ww.intap.or.jp/id/1716/”
v:name=“清水” v:Email=shimizu@intap/>

<s:author>
<rdf:Description about=“http://ww.intap.or.jp/id/1716/”>
<v:name>清水</v:name>
<v:Email>shimizu@intap</v:Email>

</rdf:Description>
</s:author>

値がさらにリソースとなる場合

or

このURLに関して、
以下の属性がある

 
 
 
 

9

RDF スキーマ (RDFS)
クラス階層、プロパティ階層、値の制約(range, domain)などを定
義

http://intap.or.jp/s-web/ 清水
author

Document Person

author

rdfs:domain

rdfs:range

rdfs:type rdfs:type

RDF

RDFS

creator

rdfs:range
Work

rdfs:subClassOf
rdfs:subPropertyOf

rdfs:type

 10

RDFメタデータは、加算的に追加して行くことができる

 
 
 
 

11

セマンティックWebとは？（－私の解釈or期待－）

リソースに依存しないメタデータの枠組みで、

応用・格納からの独立性が高く
永く生き残りそうな記述形式

語彙定義を利用した検索
語彙定義の相互利用

制約記述の枠組み

構造化された「（概念）スキーマ」
を記述してリソースの再利用を促す

「三つ組」は
「表」に匹敵するくらい

単純で柔軟

URIで表現される異種分散リソースDBに対して

 12

セマンティックWebとは？（－TBLのスライドから－）

No Layer Cake!

キラーアプリケーションなんてない。

No such thing 

Its the integration, stupid! 
http://www.w3.org/2003/Talks/1023-iswc-tbl/slide7-0.html
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セマンティックWebの誤解

セマンティックWebの誤解

全てが信頼できる一つの大きなWebである

全てを含んで一貫している

大きな単一のオントロジー

人工知能が遥か昔に約束したものである

原典：http://www.w3.org/2003/Talks/1023-iswc-tbl/slide9-0.html

 14

コンセプト的な例題

「今日開いている藤沢の歯医者を探したい」

現在: 「藤沢 AND 歯医者」で結果を一つ
一つ調べていくしかない

ゴミ: 藤沢医院、個人の日記名称、住所、
開業日、…

メタデータ付与

• 精度（適合率・再現率）向上：ゴミやもれが減る
• 従来検索しづらかった要求への対応

•「この近くの」「明日開いている」：
状況に応じた（ユビキタス）検索

• 検索結果と関連情報の連携

理想は高く、適用は簡単なところから積み上げる  
 
 
 

15

The Semantic Web Wave

http://www.w3.org/2003/Talks/1023-iswc-tbl/slide27-4.html  16

セマンティックWebで何ができるか？

セマンティックWebの応用・適用事例

すでに使われている簡単なRDFの適用例

FOAF 

クリエイティブコモンズ

RSS ～ Blog

実際の適用事例

ナレッジマネジメント

諜報情報検索システム

電子政府

コンテンツ管理

医療関係の応用
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すでに使われている簡単なRDFの適用例

FOAF ( Friend of a Frien )

http://www.foaf-project.org/

人物（作者）の情報およびその友達の情報をＲＤＦで記述

友達関係により、情報がリンクされてゆく

人物特定のために、人物クラスの属性としてメールボックスを指定

クリエイティブコモンズ

http://www.creativecommons.org/ (http://www.creativecommons.jp/) 

著作権情報をRDFで記述

Weblog (Blog) – RSS1.0

Ｗｅｂ日記の更新情報をRDFで記述

RDFでない、ＸＭＬの版もある

Adobe's eXtensible Metadata Platform (XMP)

 18

FOAFの語彙
FOAF Basics

•Agent
•Person
•name
•nick
•title
•homepage
•mbox
•mbox_sha1sum
•img
•depiction (depicts) 
•surname
•family_name
•givenname
•firstName

Personal Info
•weblog
•knows
•interest
•currentProject
•pastProject
•plan
•based_near
•workplaceHomepage
•workInfoHomepage
•schoolHomepage
•topic_interest
•publications
•geekcode
•myersBriggs
•dnaChecksum

Online Accounts / IM
•OnlineAccount
•OnlineChatAccount
•OnlineEcommerceAccount
•OnlineGamingAccount
•holdsAccount
•accountServiceHomepage
•accountName
•icqChatID
•msnChatID
•aimChatID
•jabberID
•yahooChatID

Projects and Groups
•Project
•Organization
•Group
•member
•membershipClass
•fundedBy
•theme

Documents and Images
•Document
•Image
•topic (page) 
•sha1
•made (maker) 
•thumbnail
•logo

http://xmlns.com/foaf/0.1/  
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FOAFの記述例
<rdf:RDF ...>
<foaf:Person>
<foaf:mbox rdf:resource="mailto:email@a.domain.net"/>
<foaf:name>名前</foaf:name>
<foaf:homepage rdf:resource="http://www.a.domain.net/"/>
<foaf:knows>

<foaf:Person>
<foaf:mbox rdf:resource="mailto:another_person@another.domain.net"/>
<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://another.domain.net/another_person/foaf.rdf"/> 

</foaf:Person>
</foaf:knows>
</foaf:Person>

</rdf:RDF>

名前 foaf:name

mailto:Email@a.domain.net

foaf:knows foa
f:m

bo
x

foaf:Personfoaf:Person

foaf:mbox

mailto:email_of@another.person.on.the.net

知人の名前

http://www.a.domain.net/

foaf:name

foaf:homepage

http://another.domain.net/another_person/foaf.rdf

rd
f:t

yp
e rdf:type

 20

FOAFのビューア

FOAFファイルから各人の情報をブラウズできる

http://www.foafnaut.org/2003/snap1/foafnaut.svg?email=danbri@w3.org  
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RSSとＷｅｂｌｏｇ(ブロッグ)
RSS (RDF Site Summary) http://web.resource.org/rss/1.0/spec

チャンネル (サマリーとする対象)の以下のようなメタデータを記述

URI, タイトル, 画像

更新頻度、間隔 (syndication モジュール)

日本では、http://rss-jp.net/x/ など。海外でも、ニュースポータルが多数存在。
Weblogのツールの多くも、RSSでメタデータを出力可能(Movable Typeなど)。

blog (Weblog) : 正確な定義はない。もともとは閲覧したWebページへのコメ
ントをまとめたWeb閲覧ログ。簡単に情報発信ができるため、個人の日記
などにも (イラク戦争で戦地レポートで話題に)。

ニュースサイト

RSS

ニュースタイトル

新着情報

ニュースポータルサイト

自動収集
(feeder)

個人日記

 22

RSSによる各種ニュースの統合閲覧

ＲＳＳフィーダ: NewsGlue, ShapReaderなど

定期的に取得、ニュースをマージ
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(参考) RSS仕様の混乱

Weblogのベース技術として注目されているRSSだが、仕様の混
乱という大問題が….

RDF系のRSS

RDF Site Summary 0.9 (Netscape) 1999.5

1.0 (RSS-DEV WG) 2000.12

XML系のRSS

Rich Site Summary 0.91 (Netscape+Userland) 1999.7

0.92 (Userland) 2000.12

0.93 (Userland) 2001.4

Really Simple Syndication (Userland) 2002.8

それでも、RSSと、それを作り出す
仕組みとしてのblogは今後有望

 24

セマンティックWebのKMへの応用事例

Swiss Life社

2000-2002 EU-IST, On-To-Knowledgeプロジェクト

スキルマネジメント、国際会計基準資料の検索

Haystack (MIT)

スケジューラ、メーラーなど、個人情報の管理にRDFを利用

http://haystack.lcs.mit.edu/

TAP (Stanford)

http://tap.stanford.edu/
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TAP KB (“Tim Berners-Lee” の検索例)

http://tap.stanford.edu/w3c.html

Tim Berners-Lee
の関連情報

 26

TAP KB (“Yo-Yo-Ma” の検索例)
“Yo-Yo-Ma” を検索 : 

TAP-KBより関連情報 (ミュージシャンなら、コン
サート、チケット、アルバム)を芋づる式に取得

http://tap.stanford.edu/tap/ss.html より  
 
 
 

27

W3CのTAP-KB

W3Cサイト内情報のSemantic Web Searchシステム

対象: 人, 組織(working groups, activities, domains), 
calander / scheduling information, technical reports, 
services, glossaryなどに関する、DB情報、HTML, XMLファ
イルをRDFで統合

メタデータはRDF/XMLに変換してTAP Knowledge Baseに
格納

人を検索すると、Googleの結果 + その人のプロフィール、プ
ロジェクト、ドキュメント、会合などの関連情報も表示

TAP-KB
(RDF)

HTML RDF
(XSLT)

RDB schema RDF
(dbview)

検索エンジン
(Google)RDB aggregation

HTML
(規格書)

Semantic Search

query
answer

(マージ)

 28

ナレッジマネジメントシステムへの適用例

スイス生命での、スキルマネジメントシステムの構築
On-to-Knoledgeプロジェクトの成果を活用

１５０人以上のユーザが試用。

課題
業務に対する適任者が不明

スイス生命内の専門技能に対し、
（部門間等で）認識・定義にギャップ

専門技能はごく少数のキーパーソ
ンに依存

従業員のスキルアップが必要

プログラム言語 スクリプト言語

C++ Java JSP HTML XML

Jdk1.1.7 Jdk1.3 Jsp1.0 Jsp1.1
（関連） （関連）

探索例
各人が、自己申告ベースで登録した、スキルマップから、必要機能を持
つ人材を探索者が検索する。

熟練者 中級者

熟練者

オントロジ
3分野（IT,保険、人事）、700概念

IS_A と関連
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ナレッジマネジメントシステムへの適用例

スイス生命のスキルマネジメントシステムのイメージ

スキルズマネジメント イメージ

構造化データ

非構造化データ

知識ディレクトリ

オント
ロジ

メタデータ
管理

コンテン
ツ管理

組織知識
クエリー

評価

組織知識
Push型／

Pull型
アクセス

組織管理メンテナンスツール

スキルDB レガシーDB

構造化された
ホームページ

(Structured HP)
職務記述書

イントラネット
ドキュメント

INTAP 平成14年度セマンティックWeb技術の調査報告書より  30

ナレッジマネジメントシステムへの適用例

事例２．国際会計基準資料の検索
1000ページを超える国際会計基準資料が存在

人手では必要な箇所を探せない

単純なキーワード検索でも問題（ex. “ benefits” と”interests”等）

“accrued benefits”“accrued benefits”

accrued benefits

検索結果
無し

検索結果
多すぎる

“accrued benefits”“accrued benefits”

accrued interestsaccrued interests

求める
検索結果！

accrue

interests
国際会計基準

ドキュメント

国際会計基準
ドキュメント

国際会計基準
ドキュメント

キーワードがオントロジー内
に無い場合は、トピックマップ
（関連用語）を表示

オントロジクラスタ
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参考：スキルマネージメントのOn-to-Knowledge Toolsの使用

Τηισ τεξτ ισ 
αβουτ χαρσ
εϖεν τηουγη
ψου χαντ 
ρεαδ ιτ 

telpers05 731 aboutpar05 car

RDF RDF
Annotated Data Repository

Data
Repository
(external)

OIL-Core ontology repository

RDF Ferret  UserRQL

OIL-Core OntoEdit

Spectacle

OntoExtractOntoWrapper

OntoShare  

Knowledge
Engineer

Sesame

OMM Bor

SkiM - Use of OTK Tools

http://www.ontoknowledge.org/downl/3review-del22.ppt  32

参考：国際会計基準資料の語彙の抽出

既存文書から、1500概念を抽出、言語、統計的に分析し、重み付け、

分類し、何度か改定。検索のためのオントロジーを構築した

http://www.ontoknowledge.org/downl/3review-del22.ppt

has-ahas-a

instance-of
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諜報情報検索システムIntelink

諜報機関同士の機密のイントラネット

FBI、CIA、DEA（麻薬取締局）、NSA（国家安全保障局）、NRO（国

家偵察局）、NIMA（国立画像地図局）、DIA（国防省諜報庁）

等で収集した諜報情報の相互利用

ＤＡＭＬの成果を活用

メタデータはDublin Coreには準拠していない

情報の発見と統合の促進を行うHorusプロジェクトがある

Intelinkはセグメント化されたセキュリティレベルがある

 34

Intelinkのセキュリティレベル

① Intelink-SCI（Sensitive Compartmented Information）：
トップシークレット情報を参照可能である。約50,000人がアクセス権を持つ。

② Intelink-S（SecretNet）：
シークレット情報を参照可能である。主にミリタリー向けであり、約265,000人がアク

セス権を持つ。そのうち多くは、国防情報システム局（Defense Information Systems 

Agency）のSIPRNET（Secret Internet Protocol Router Network）を通じてアクセスし

ている。

③ Intelink-P（PolicyNet）：
最高次のシークレット情報を参照可能である。CIAによって運営されている。高次の

ポリシーメーカーのみがアクセス可能である。NSC（National Security Council：国家

安全保障会議）、CIA長官、大統領などである。

④ Intelink-U（UnclassifiedNet）：
すべての非機密情報を参照可能である。OSIS（Open Source Information Service：

セキュアなVPN）のメンバーがアクセス可能である。OSISはCIAによって管理されて

いる。
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Intelink-S上の諜報情報検索システム

Horusポータルと

ビューワー

ナレッジベース・アク
セスマネージャ

その他のソースへの
アクセス（掘り下げ）

Horus
ナレッジベース

ナレッジベース・データ
ロードマネージャ

Intelinkデータへ

のアクセス
その他の構造化デー

タへのアクセス

Intelink 
Webサーバ

オンライン

データベース
（MIDB、MDITDSなど）

オンライン
データベース

（MEPEDなど）

DAMLを使ったWeb
ソースのマークアップ

Intelink-S上の

情報閲覧者

Intelink-S上の

情報作成者

オンライン

データベース
（MIDB、MDITDSなど）

マークアップツール

データソース
アクセスツール

ポータル
構築ツール

ナレッジベース
ツール

Horusポータルと

ビューワー

ナレッジベース・アク
セスマネージャ

その他のソースへの
アクセス（掘り下げ）

Horus
ナレッジベース

ナレッジベース・データ
ロードマネージャ

Intelinkデータへ

のアクセス
その他の構造化デー

タへのアクセス

Intelink 
Webサーバ

オンライン

データベース
（MIDB、MDITDSなど）

オンライン
データベース

（MEPEDなど）

DAMLを使ったWeb
ソースのマークアップ

Intelink-S上の

情報閲覧者

Intelink-S上の

情報作成者

オンライン

データベース
（MIDB、MDITDSなど）

マークアップツール

データソース
アクセスツール

ポータル
構築ツール

ナレッジベース
ツール

INTAP 平成14年度セマンティックWeb技術の調査報告書より

原典：http://www.tasc.com/tnm/hendler/hendler.pdfより  36

電子政府への適用事例

MIReGは、EU加盟国の立法機関や行政機関における情報と文

書をメタデータを用いて組織化することを目的としたプログラム

欧州市民がEU域内で移動した場合、どの国に居ても同等

な行政サービスを受けられることを保証する

EU委員会のIDA(Interchange of Data between Administrations)が監督

IDAのミッション

① 優先作業領域における分野別ネットワークの実現の推進

② 分野別ネットワークの利用のための相互運用手段の開発

③ 分野別ネットワークの利便性のEU域内産業及び市民への

波及

④ 国家間の協調

⑤ その他のEU委員会サービスの協調

MiReg: Managing Information Resources for e-Government  
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MIMES（MiRegメタデータ・エレメント・セット）

エレメント 概要 付与の必要性 DCMESとの関係

AUDIENCE 対象とする利用者 △任意 拡張エレメント

CONTRIBUTOR 貢献者 ◎該当事項があれば必須 DCMES
COVERAGE 適用範囲 ○推奨 DCMES
CREATOR 著者あるいは作者を表すラベル ◎必須 DCMES
DATE 日付 ◎必須 DCMES
DESCRIPTION 内容記述 △任意 DCMES
DISPOSAL 保管・廃棄情報 △任意 拡張エレメント

FORMAT 情報資源のデータフォーマット ○推奨 DCMES
INDENTIFIER 識別子 ◎該当事項があれば必須 DCMES
LANGUAGE 言語 ◎必須 DCMES
LOCATION 保存場所 △任意 拡張エレメント

PRESERVATION 永久保存データに関するコメント △任意 拡張エレメント

PUBLISHER 情報資源を公開する人・組織 ◎該当事項があれば必須 DCMES
RELATION 参照関係 △任意 DCMES
RIGHTS 権利情報 △任意 DCMES
SOURCE 元情報資源 △任意 DCMES
SUBJECT 主題及びキーワード ◎必須 DCMES
TITLE 情報資源に与えられた名前 ◎必須 DCMES
TYPE 情報資源の種類 △任意 DCMES

DCMES:Dublin Core Metadata Element SetMIMES:MiReg Metadata Element Set  38

MIMESの基本方針

①独立でなければならない：ソフトウェア、アプリケーション、プロジェクトベースであってはな
らない。しかし、任意の媒体中の任意の情報を検索したり記録管理できるように柔軟でなけれ
ばならない。

②利用方法が単純でなければならない：リソース記述を行う人が初心者であったとしても、
迅速に利用できるものでなくてはならない。

③他のEUの標準と政策に準拠しなければならない

④国際標準に準拠しなければならない：MIMESは、国際標準とシステムを反映したもの
であるべきである。国際標準が適切であり、かつ随時更新されているならば、MIMESの中に取
り込まれるべきである。この場合、多くの国に支持されている国際標準が優先する。すなわち、
適切な国際標準はEU標準に優先し、EU標準は英国標準に優先する。

⑤安定していなければならない：標準を変更することは、それを使っているすべての情報シ
ステムに対し非常な労力と時間とリソースを消費させる。それ故、MIMESは、現在のニーズの
みならず、将来のニーズに対応できる柔軟性が要求される。

⑥拡張可能でなければならない：既存のエレメント・セットで要求を満たさないことが明らか
になった時点で、追加エレメントの見直しが可能でなければならない。拡張性と安定性とのバラ
ンスが必要である。

⑦経済的でなければならない

⑧包含的でなければならない：多くの既存のメタデータスキームを考慮し、既存のプロダク
トの修正を最小化すること。これは、相互運用性を最大化することにつながる。
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コンテンツ管理への適用(Kauppalehti Online)
Kauppalehti Ouline: フィンランド最大の金融ニュースポータル

Alma Media （30紙、２TVチャネル、30Web上サービス）の一部門

金融情報を新聞、Web、モバイル(GSM, WAP,PDA等）,TVの４メディアで提
供

ニュース配信のために、Profium社のProfium SIR(Semantic Information 
Router)を利用。

テキスト、画像、動画、音声、データなどをメタデータ（RDF)をつけて管理

各地からの情報をまとめて、各種メディア用にアレンジして配信

http://www.profium.com/gb/products/KLO_success_story.pdf  40

コンテンツ管理への適用(Profium Semantic Information Router)

Profium Semantic Information Routerの概要

Profium SIR
配信エンジン

テキスト

画 像

動 画

音 声

データ

インプット方法

メタデータ
エンジン

コンテンツハンドラ クエリー方法 フォーマット

WebDAV

HTTP

Watched folder

Java API

XML

RDF

Adobe XMP

MP3

MS Office

Custom

インタラクティブ・
クエリー

タイムド・
クエリー

パーシステント・
クエリー

XML

HTML

WML

配信メディア

SMS

MMS

Web

Email

コンテンツ
（テキスト 画像

動画 音声 データ）

RDFメタデータ

Headline

Headline

INTAP 平成14年度セマンティックWeb技術の調査報告書を元に加筆修正
原典：http://www.profium.com/library/SIR_V32_datasheet.pdf

Web

新聞

モバイル
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コンテンツ管理への適用(Profium Semantic Information Router)

RDFを用いる理由

構造化されていないデータ（画像、非XMLデータなど）も管理したい

複数のメタデータ規格を統一的に扱いたい。

RDFは、属性の推論など将来的な機能の基盤を提供できる

http://www.profium.com/library/sir_en.swf

Semantic Information Router の統合のイメージ

 42

医療関係への応用事例

XChart

Open Healthcare Group（www.openhealth.org) による

オープンソースの電子医療記録

ＸＭＬベース

XChart Opnote Generator ：手術記録を作成するツール

HealthCyberMap (http://healthcybermap.semanticweb.org/)
医療・健康情報の検索とナビゲーションの向上

リソースメタデータは、Dublin Coreメタデータの拡張

６つのインタフェースを持つ

・セマンティックサブジェクト（検
索）

・リソース言語

・リソースタイプ・テキストカテゴリ

・BodyViewer（体の部位別）・World Map（地域別）
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XChart Opnote Generator
手術記録を作成するツール

 

手術方法に合わせて、複数のXSLTテンプレート（入力フォーム）が用意されている。

 44

HealthCyberMapのBodyViewerの例

クリックすると階層的に詳細なマップが開く

色はその部位に関連するリソースの数を表している
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今後の応用分野（他技術との連携状況）

セマンティックWeb技術と他の技術との融合が研究されている

Webサービス

Semantic Web Service

グリッドコンピューティング

Semantic Grid

P2Pなど

統合用オントロジー整備の研究も行われている

ナノテク、バイオ、宇宙工学・・

前者はまず、まずは、適切なリソース発見から

ここでは、Webサービスの検索を行うWebサービスのマッチ
メーカーについて触れる

 46

Ｗｅｂサービスのマッチメーカー(1)
東芝とCUMのXML Webサービスのマッチメーカーの構成

オントロジー
DB

Ontology
Reasoner

TF/IDF
計算機能

名前空間
フィルタ

テキスト
フィルタ

類似度
フィルタ

入出力
フィルタ

制約
フィルタ

単語頻度
DB

インターネット
オントロジーの習得

サービス
DB

選択可能なフィルタ

オントロジー
サーバー

http://www.agent-net.com/  
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Ｗｅｂサービスのマッチメーカー(2)
WSDLでは、引数や返り値の型を規定してサービスを登録

例：入力： (文字列型，整数型，文字列型）
出力： 日付型

マッチメーカーでは、ＷＳＤＬとメタデータを用いて、引数や返り値の意味や
制約を登録できる

例：入力： （ネジ，注文個数，配送地）
出力： 納期
条件：注文個数は100個以上、配送地は関東近県、納期は5日厳守

サービス検索時には、オントロジーを用いた意味検索が可能

例：ネジで検索

同意語のScrewや

下位概念の小ネジ
も検索できる

http://www.agent-net.com/

Parts

Assemble

Screw Bolt Nut

部品

ネジ ビス

小ネジ

sameAs

sameAs
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おわりに

セマンティックＷｅbの適用範囲は広い

セマンティックＷｅｂ技術は、

以下のような応用に有効？

リソースの統合（レガシーＤＢの統合、メディアデータ）が必要

意味的な検索が必要

永く使えるデータフォーマットを使いたい

（まだ自動化までは進んでいない）

以下のような場合にやりやすい？

特定用途、小さなコミュニティ

電子政府のように統制がとりやすい

活用事例が増えてくると、メタデータ、オントロジーも増え、
それらを使った別の応用も増えるといった
ポジティブサイクルに!?

理想は高く、適用は簡単なところから積み上げる

更新の問題
統合性制約の記述や一貫性
などのDB的な観点の議論は

まだまだ

更新の問題
統合性制約の記述や一貫性
などのDB的な観点の議論は

まだまだ
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ご清聴感謝いたします

 
 
 



付録２ セマンティック Web 用語集 
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