はじめに
セマンティック Web 委員会の活動を開始してから早や 4 年が経過したが、その間に
世の中のセマンティック Web を見る目やセマンティック Web を取り巻く世の中の状況
も随分変わって来た。特に、この平成 16 年度の変化は著しかったと感じている。
先ず、W3C に於いてセマンティック Web の標準オントロジ記述言語である OWL(Web
Ontology Language)の標準仕様が完成した事である。OWL が完成した事により、かな
り高度なオントロジ記述すなわち知識記述が可能になった。OWL の完成を受けて W3C
では、セマンティック Web は第二段階に入ったと宣言し、セマンティック Web の利用
や実装を推進する為 SWBPD(Semantic Web Best Practices and Deployment)作業グル
ープを発足させセマンティック Web 技術の利用にまつわる問題の解決、既存のシソーラ
スやタクソノミーのセマンティック Web への移行の支援、実装事例やツールに関する情
報の提供を始めている。
しかし、現在の OWL でオントロジ記述標準が完成した訳ではなく、例えば、用語間
の論理的関係などは現在の OWL では記述できないので、W3C では、SWBPD の活動と
平行して OWL-L(OWL-Logic)などのオントロジ仕様の強化開発が行われている。
セマンティック Web に関する欧米の状況を概観すると、EU では、IST(Information
Society Technologies)プログラムの基で巨額の補助金を使ったウェブサービスとセマン
ティック Web とを融合させたセマンティック Web サービスのプロジェクトを始め幾つ
かのセマンティック Web 関係のプロジェクトが行なわれている。米国では、米国政府内
の複数部門に跨る文書の意味統合を、セマンティック Web 技術を用いて行なう試みや
NASA に於いて下請け企業横断の部品管理にセマンティック Web 技術を活用する事な
どが始まっている。
我が国に於いても、本平成 16 年度には、本委員会のメンバが執筆した「セマンティ
ック Web 入門」を始めとして 4～5 種類のセマンティック Web 関係の解説本が一斉に
発売された。また政府関連の公募要領の中にもセマンティック Web と言う言葉が現れる
ようになり、我が国においても先端的重要技術としてセマンティック Web が認識され始
めていると感じている。
この様な背景を踏まえて、本調査では、我が国におけるセマンティック Web に関する
研究開発と実用化動向、及び、米国や欧州におけるセマンティック Web に関する研究開
発と実用化動向を調査し、セマンティック Web の課題と今後の方向性とについて検討す
ることを目的とする。

平成 17 年 3 月
セマンティック Web 委員会
委員長

清水

昇

セマンティック Web 委員会メンバ
慶應義塾大学

SFC 研究所

信男

慶應義塾

常任理事

萩野

達也

慶應義塾大学

環境情報学部

委員

森田

幸伯

沖電気工業(株)

研究開発本部

委員

上田

健次

九州日本電気ソフトウェア(株)

ソリューション基盤事業部

委員

川村

隆浩

(株)東芝

研究開発センター

委員

細見

格

日本電気(株)

インターネットシステム研究所

委員

佐藤

宏之

日本電信電話(株)

NTT 情報流通プラットフォーム研究所

委員

小泉

敦子

(株)日立製作所

中央研究所

委員

竹内

勝

(株)日立製作所

中央研究所

委員

津田

宏

(株)富士通研究所

IT メディア研究所

委員

清野

正樹

松下電器産業(株)

先端技術研究所・知能情報技術研究所

委員

伊藤

山彦

三菱電機(株)

情報技術総合研究所

委員

今村

誠

三菱電機(株)

情報技術総合研究所

委員

渡邉

圭輔

三菱電機(株)

情報技術総合研究所

オブザーバ

小泉

雄介

(株)NEC 総研

調査グループ

オブザーバ

武田

英明

国立情報学研究所

実証研究センター

オブザーバ

乙守

信行

ジャストシステム(株)

技術戦略室

オブザーバ

福重

貴雄

World Wide Web Consortium

オブザーバ

内藤

求

オブザーバ

白石

展久

日本電気(株)

R&D ユニット

事務局

神原

顕文

(財)情報処理相互運用技術協会

技術部

事務局

田中

省三

(財)情報処理相互運用技術協会

技術部

事務局

小島

富彦

(財)情報処理相互運用技術協会

技術部

事務局

横山

昌典

(財)情報処理相互運用技術協会

技術部

事務局

香取

良和

(財)情報処理相互運用技術協会

技術部

委員長

清水

昇

顧問

斎藤

顧問

(株)ナレッジ・シナジー

協力者
橋田

浩一

(独)産業技術総合研究所

情報技術研究部門

宮田

高志

(独)産業技術総合研究所

情報技術研究部門

松平

正樹

沖電気工業(株)

研究開発本部

小出

誠二

(株)ギャラクシーエクスプレス

技術部

池上

史郎

(株)リコー

ソフトウェア研究所

目

次

第 1 章 セマンティック Web 標準化動向 ..........................................................................1
1.1

セマンティック Web と W3C の活動 ....................................................................1

1.2

W3C のセマンティック Web ベストプラクティス WG の現状と今後 ..................7

1.3

W3C RDF Data Access WG の現状と今後 .........................................................15

1.4

セマンティック Web の日本語への対応..............................................................25

第 2 章 国内の実用化システムと研究プロジェクト ........................................................27
2.1

ミーティング情報マネジメント ..........................................................................27

2.2

グループウェア上でのナレッジリソース検索システム ......................................32

2.3

情報ナビゲーションシステム..............................................................................38

2.4

Semblog プロジェクト........................................................................................45

2.5

意味構造に基づく検索システム ..........................................................................50

2.6

オントロジを活用したポータルサービス............................................................56

2.7

RDF 共有ブックマークを使用した RDF 情報の信頼性表現モデルと
その応用システム................................................................................................65

2.8

Ubiquitous Service Finder.................................................................................80

2.9

SemanticWeb エンジン ......................................................................................89

2.10

社内・学内情報共有のためのイントラブログ構築サービス ...............................99

2.11

RDF とトピックマップで実現する Seamless Knowledge................................105

2.12

セマンティックウェブサービスの現状と課題...................................................114

第 3 章 海外の実用化システムと研究プロジェト..........................................................121
3.1

RDF 開発のためのオープンフレームワーク Sesame .......................................121

3.2

アプリケーション構築のためのツールキット：Jena .......................................127

3.3

FOAF ................................................................................................................132

3.4

Annotea ............................................................................................................136

3.5

Creative Commons...........................................................................................142

3.6

セマンティック Web サービスの実用化動向.....................................................148

3.7

W3C Workshop on Semantic Web for Life Sciences .......................................159

3.8

ISWC2004 に見る実用化と研究動向 ................................................................161

おわりに ..........................................................................................................................181

第 １章

セマンティック Web 標 準 化 動 向

第1章
1.1

セマンティック Web 標準化動向

セマンティック Web と W3C の活動

World Wide Web Consortium (W3C) は 1994 年 に Web の 創 始 者 で あ る Tim
Berners-Lee を招くことによって米国マサチューセッツ工科大学(MIT)において設立さ
れ、昨年で 10 年になる。現在、W3C は MIT およびヨーロッパの ERCIM および慶應
義塾大学の 3 つのホストによって運営されている。2005 年 1 月 28 日現在、世界 364 組
織が参加している。このうち日本組織は 36 である。W3C の目的は、W3C の Web サイ
ト(http://www.w3.org/)の先頭部分にも書いてあるように、
「Leading the Web to Its Full
Potential」である。Web の可能性を最大限に引き出すことにある。そのために、Web
の基盤技術の標準化を行っている。特定領域における応用分野に関しては、その領域の
エキスパートに任せ、領域に寄らない基盤部分に関する技術の開発を行っている。W3C
の 活 動 は 、 Architecture, Interaction, Technology & Society, Web Accessibility
Initiative の 4 つのドメインに分けられて行われている。

Director

TAG

COO

Management Team

AB

Domains
Architecture
T&S

Communication

Interaction

QA

AC

System

WAI
Member組織
WGs

図 1-1-1

W3C 組織

W3C の組織は図 1-1-1 のようになっている。W3C への参加組織(図 1-1-1 の「Member
組織」)は AC (Advisory Committee)とし W3C の運営に意見を出し、Working Group
(WG)に参加することによって実際の技術の標準化を行う。また、Advisory Board (AB)
として W3C の Management Team のアドバイスも行う。技術的な内容に関しては、
Technical Architecture Group (TAG)が Web Architecture の作成を行っている。
W3C がこれまで標準化してきた技術には、Architecture ドメインでは、HTTP, XML,
URI など、Interaction ドメインでは HTML, CSS, SVG, MathML, SMIL など、
Technology and Society ドメインでは PICS, P3P, RDF などがある。また、Web
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Accessibility Initiative ドメインでは、技術を使う場合に Accessibility の観点から注意
しなくてはいけないことに関してのいくつかのガイドライン文書を出している。
Semantic Web は W3C の Technology and Society ドメインの中の一つの活動ではあ
るが、その始まりは、Tim Berners-Lee の 1990 年の Web に関する提案書「Information
Management: A Proposal」(http://www.w3.org/Hisotry/1989/proposal.html)にまでさ
かのぼることができるといわれている。この提案書のかなでは、図 1-1-2 のような項目
同士が矢印によってネットワーク状につながれたものを作ると提案している。これは、
まさしく Semantic Web の RDF による関係の図と酷似する。

図 1-1-2 Information Management: A Proposal
提案書の中で、Tim Berners-Lee は、CERN における情報欠落の問題を解決するため
に Hypertext を用いることを提案している。組織自身は階層構造をしているが、情報自
身は階層的にはやり取りされているとは限らず、階層を離れてつながっていたりする、
そのために、階層的な文書構造ではすべてを現すことが難しいとしている。また、キー
ワードによる検索での管理に関しても、どのようなキーワードを入れなくてはいけない
か難しかったりする点をあげている。このような問題点から、Hypertext を用いた Web
を使って、CERN における情報欠落を解消したいと考えている。この提案書では、ソフ
トウェアのモジュールがどこで作られたとか、あるプロジェクトを行っている研究室は
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どこなのかとか、ある装置が依存しているシステムはどこなのか、などの CERN におけ
るかなりローカルな問題を解決するための提案となっており、実際の Web のように世界
的に広がった情報空間を作ることまでは考えていなかったようである。逆に、そのよう
な大きな提案であったとしたら、CERN では取り上げてもらえなかったのかもしれない。
Web は Hypertext システムを構築することで始められたが、実際に作成されたものは
少し不完全なものであった。文書のやり取りのプロトコルである HTTP は非常に単純な
プロところであり、認証機構に関しても、内部的利用を想定していたのでそれほど強固
なものではなかった。また、文書の記述形式の HTML は構造化文書の SGML に基づい
てはいるが、ほとんど plain な形をしており、章や節などの構造などもない。また、ハ
イパーリンクに関しても、そのリンク先が存在していなくても許される。また、リンク
はほとんど 1 種類しかなく、何の目的でリンクを行うのか意味ははっきりせず、リンク
をクリックしてたどってみてはじめて何のリンクなのかが分かる。
Web はこのような不完全な Hypertext システムではあったが、逆に、その単純さと開
放的なことから、インターネット上で急速に広がっていった。Web の基盤は Royalty
Free であり、だれでもが簡単にサーバと作り参加でき、書いた文書もすぐにみんなが使
えるようにできた。ブラウザも無料で配布され、アーキテクチャに寄らずに利用できた。
ブラウザも親切すぎるくらいで、HTML の少々の間違いであっても表示してくれた。
このように世界的に広がり Web は完成したかのように見えるが、Tim Berners-Lee
の最初の提案書に戻ってみると、ハイパーリンクに depends on, is part of, made, refers
to, uses, is an example of などの型があるが、現在の Web には存在していない。また、
このようにたくさんの文書がネットワーク上でリンクされると、その上で自動的なデー
タ解析を行い、有益な情報を導き出すことが考えられていたが、現在の Web ではリンク
の意味が分からないために、あまり文書間の構造が分からなく、解析のしようがない状
態である。
Web を当初の目的のようにちゃんとした Hypertext システムにするのが Semantic
Web の目的である。ハイパーリンクに型を付け、文書間の関係を表す。文書だけでなく
データも取り扱い、それらをリンクする。このようなデータ空間において自動的な解析
を行い、有益な情報を推論する。
Web の最初の提案書では CERN という組織の中の問題を解決するための Hypertext
システムの提案であり、現在のようにインターネット上に広がった Web を想定していた
わけではない。Semantic Web では現在の広がった Web を Hypertext 化しなくてはな
らず、そのために解決しなくてはいけない問題も新たに生じている。たとえば、Web は
閉じていない。だれでもが情報を自由に追加することができる。そのため、そこで使わ
れるリンクの型(すなわちリンクの意味を表す語彙)も自由に追加できたり、それらの関
係を何らかの形で表せたりする必要がある。また、データ自身が不完全であるかもしれ
ない。リンクをたどりながら解析や推論を行うが、その途中から先のデータが存在して
いなかったり、一時的に利用できなかったりするかもしれない。そのような場合にも、
なんらかの結論を出したい。また、閉じていないために、認証も非常に難しい。信用度
の異なるデータが混在し、そのような中で推論を行わなくてはならない。
Semantic Web は現在の Web をより使いやすくするための追加機能である。そのため、
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明日にもすべて完成した形で使いたいと考えられるかもしれないが、Web はいまやなく
てはならない社会基盤となっており、Web にいろいろなものが依存していたりする。そ
のため、Semantic Web による影響がどのようなものであるか、一つずつ確認しながら
進めていく必要があり。問題がある技術を Web に導入してしまっては社会を混乱させて
しまう可能性がある。このため、Semantic Web は慎重に下の階層から固められている。

図 1-1-3

Semantic Web 技術の階層

W3C における Semantic Web の標準化活動では、第 1 フェーズが終了し、第 2 フェ
ーズに入った段階である。第 1 フェーズでは、図 1-1-3 の技術階層の下の 3 つ(URI と
XML の層はその他の Web の基盤技術でもあるため、Semantic Web として最下層の技
術は RDF である)である RDF と RDF Schema と Ontology の技術仕様が完成している。
z RDF
{ RDF/XML Syntax Specification (Revised)
{ RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema
{ RDF Primer
{ Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract
Syntax
{ RDF Semantics
{ RDF Test Cases
z OWL
{ OWL Web Ontology Language Overview
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{ OWL Web Ontology Language Guide
{ OWL Web Ontology Language Reference
{ OWL Web Ontology Language Semantics and Abstract Syntax
{ OWL Web Ontology Language Test Cases
現在行われている第 2 フェーズでは、主に次の 4 つの活動が行われている。
z Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group
{ embedding RDF in xHTML
{ best practices for various classification tasks with OWL
z RDF Data Access Working Group
{ RDF Data Access Use Cases and Requirements
{ SPARQL Query Language for RDF
z Semantic Web Coordination & Outreach: Life Sciences
z Semantic Web Advanced Development
{ CWM
{ Ontaria Ontology Directory
階層的な Rules までは行かずに、その下の単純な RDF データの問い合わせ言語がま
ず標準化されようとしている。それ以外の活動は主に Semantic Web を普及させるため
のものとなっている。特に、生命科学関連では米国およびヨーロッパにおいて Semantic
Web の応用が注目されており、W3C においてもワークショップを行ったりしている。
このような形で Semantic Web に関する活動が W3C 内において行われているが、世
の中においても次第に Semantic Web 技術の広がりが見え出している。現在、blog (Web
log)が急速な広がりを見せているが、そこでは RSS が用いられていたりする。RSS はも
ともとニュースなどの更新情報を配信する目的で作られたもので語彙も非常に単純なも
のであり、複雑な解析を行うことはできないが、blog の普及によって大量に RSS デー
タが生成されつつある。また、簡単な語彙のものとしては FOAF や、もう少し複雑なも
のとしてはカレンダー情報を RDF で記述する RDF Calendar なども普及しはじめてい
る。また、これまで XML で記述されていたものを RDF で書き直すことも行われたりし
ている。
Semantic Web の真の力はインターネット上に RDF データが広がって、それらを自
由に利用することができるようになってのことであるが、RDF データは再利用性が高い
ために認証や信頼性なくして公開すること危険であったりする。そのため、まずはイン
トラネットでの利用が行われるようになるのではないか。実際、いくつかの組織では
Semantic Web を使って内部情報を管理していたりする。RDF を使った柔軟な表現のた
めに、従来のような融通の利かないシステムではなく、新しい情報に柔軟に対処できる
システムを構築することができる。
イントラネットでうまく利用できることがわかると、公共的なデータを RDF で提供
するようになるかも知れまい。公共イベントのスケジュールや、電車・バスの時刻表の
データ、テレビの番組表、DVD などの情報、製品の情報などが公開されれば、従来ま
で特定のシステムを通してしか利用できなかったサービスを、ユーザ自らが構築し、自
分にあったものにすることができる。
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個人による blog や FOAF によるデータの提供、図書館や電車などの公共機関による
データの提供、企業などから出る製品などに関するデータなど、このような RDF デー
タが満ち溢れるようになると、Semantic Web の目指している世界も形が見えてくる。
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1.2

W3C のセマンティック Web ベストプラクティス WG の現状と今後

1.2.1

セマンティック Web ベストプラクティス(SWBPD)ワーキンググループの目的

SWBPD ワーキンググループの目的は、セマンティック Web アプリケーションの開
発に対して諸々の支援を行う事である。
例えば、新たなアプリケーション開発を行っている多くの開発者から RDF や OWL
の仕様の改訂版が作られる事が期待されている。
この様なニーズに対しては、仕様の曖昧な部分に於ける明確な指針を示す必要がある。
本ワーキンググループでは、エンジニアリングガイドラインやオントロジ/語彙 リポ
ジトリから教材やデモアプリケーションまでの様々な形態の実装事例を提供する事でア
プリケーション開発者を支援する予定である。
1.2.2

タスクフォース

SWBPD ワーキンググループの検討範囲は、非常に広いので次の 9 つのタスクフォー
スに分けて必要とされる機能やガイドライン等の検討を行なっている。
1)OEP – Ontology Engineering Patterns
2)PORT – Porting Thesauri to RDF and OWL
3)WordNET
4)VM – Vocabulary Management
5)XSCH – XML Schema Datatypes Datatypes
6)HTML – Embedding RDF in HTML
7)ADTF – Applications and Demos
8)RDFTM – RDF/Topic Maps Interoperability
9)SE- Software Engineering
以下、各タスクフォースの概要を記述する。
1.2.3

OEP – Ontology Engineering Patterns

本タスクフォースの目的は、セマンティック Web オントロジ工学に焦点を置いた共通
的及び再利用可能なオントロジパターンの文書化とその実践である。
本タスクフォースの進捗は早く、次の 4 つの文書を発行済みである。
1)Defining N-ary Relations on the Semantic Web: Use With Individuals
2 つ以上の individuals の間の関係のプロパティ表現を如何に表現するか、例えば、
関係の厳しさや強さ、関係の間の関連性等に付いての表現方法に付いて述べている。
2 つ以上の individuals の間の関係を N-ary 関係と言う。
この文書では、N-ary 関係のオントロジパターンの説明とそれを用いる時の注意事
項に付いて述べている。
例えば、次の様な記述を行なう場合、N-ary 関係記述が必要となる。
：
(1)「Christine は乳癌の可能性が高い」という場合、人 Christine と診断結果「乳
癌」との間に binary relation が存在し、且つ、その関係の定量的確率値「高
い(high)」が存在する。
(2)「Steve は体温が高いが下がりつつある」と言う場合、構成要素 Steve は対応
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を持つと言う関係で結ばれる二つの異なる側面の値を有し、その関係の大きさ
は高く、且つ、その傾向は下降している。
(3)「John は、誕生日の贈り物として books.example.com から$15 の”Lenny the
Lion”の本を買った」と言う場合、構成要素 John と実体 books.example.com
と本 Lenny_the_Lion との間に、ある関係が存在し、その関係は、目的(誕生
日の贈り物)と量(15$)の様な他の値を持つ事になる。
2)Representing Classes As Property Values on the Semantic Web
プロパティ値としてクラスを用いると便利な事が多い、OWL Full 及び RDF
Schema はプロパティの値としてクラスを用いる事に何の制約も課していないが、
OWL DL 及び OWL Lite では通常この様な利用方法を許していない。OWL DL 及
び OWL Lite でプロパティの値としてクラスを使う事が出来るのは、rdf:type(及び
そのサブプロバティ)だけである。
例えば、次の例の場合、プロパティの値としてクラスを指定する必要がある。
動物に関する何冊かの本を持っていて、その主題、その本がどの種、若しくは、
どの動物のクラス関して述べていると注釈を付けたいと仮定する。
更に、「アフリカのライオンに関する本」は、「ライオンに付いての本」でもある
事を推測可能にする事を欲するとする。(例えば、書庫からライオンに関する総ての
本を探す場合、アフリカのライオンに関する本として注釈付けされている本もその
結果の中に含まれている事を期待する。)
より、具体的に言うと、例として二つの本があり、(1)”Lion: Life in the Pride”
この本は、ライオンの物理的特徴、生息地、若さ、餌、捕食動物及び人々との関係
について述べたものであり、(2)”The Afirican Lion”は、アフリカのライオンの物
理的特徴、生息地及び行動に付いて述べたものだとする。
この場合、最初の本はライオンの動物としての種に付いて記述したもの、後の本
は、アフリカのライオンの種に付いて記述である。
しかし、アフリカのライオンに限らず総てのライオンの本を検索する事を要求す
るクエリーがある時、当然、後の本も検索される事が期待される。
この場合、それらの本の主題となるべき動物のクラスを考え、そして、この記述
には、Dunlin Core のプロパティ dc:subject を使う事を期待するであろう。
本文書は、このケースに於いて、OWL DL の中でこのパターンを記述する幾つか
の方法とそれらの含意付いて述べている。
3)Representing Specified Values in OWL: "value partitions" and "value sets"
色々な概念を記述するのに用いる沢山の質、特徴又は修飾が存在する。
例えば、サイズ、厳しさ、模様(テクスチャー)、ランク等があり、これ等の為、
オントロジの中に値のコレクションが定義されている。
本文書は、その様な値のコレクションを表す二つの方法に付いて述べている。
一つはクラスを区切る方法であり、もう一つは構成要素の列挙の方法である。
例えば、”大変厳しい”及び”中間の厳しさ”、そうでない場合、より詳細化した
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値などである。
他の或る環境下では、同じ品質をカバーする値の二つの異なるコレクションを持
つ方が便利かも知れない。
例えば、同じ色空間を総て区分けする色値の異なるコレクションを持つ事、又は、
健康状態を 3 レベルから 4 レベルに分ける事等である。
その様な値のコレクションを表現するのに少なくとも次の 3 つの方式がある。
(1)品質を表わす親クラスを完璧に区分けし、乖離したクラスとする方法
(2)品質を表す親クラスを構成する構成要素を列挙する方法
(3)データ型とする方法、データ型は、値の列挙されたリストが存在する時よりは、
通常、リテラル、数値、又は、演繹されたデータ型が有る時に用いられるがこ
れに付いてはこの資料では説明していない。
例えば、次の様な場合、値区分を用いる必要がある。
「痩せている」、
「普通」、
「でっぷり太った」と言う様な体型と、且つ、
「良い健康
状態」、「普通の健康状態」、「劣った健康状態」の健康状態との様な品質で人間を記
述しようとする時、それらの品質の中の一つの値より多くを持つことはできない。
例えば、
「痩せている」と「でっぷり太った」との両方や、又は、
「良い健康状態」
であり、且つ、「劣った健康状態」である事は矛盾(非充足)である。
本文書では、具体例として健康状態を用いているが、他のケースに付いても同様
なアナロジーにより推測可能であろう。
4)Simple Part-Whole Relations in OWL ontologies
部分と全体との関係表現は、セマンティック Web の為のオントロジ開発時におけ
る非常に共通的な問題である。
OWL は部分全体関係の為に特別な機能を提供していないが、一般的なケースの
大部分(全部では無い)を把握するのに充分な記述力を有している。
部分と全体との関係の研究は、”mereology”と言う分野であるが、本文書では部
分と全体との関係を有するクラス定義のケースのみを扱う。
多くのアプリケーションでは部分と全体との関係を表現する事が必要になる。例
えば、部品のカタログ、障害診断、解剖、地理等である。
部分と全体との関係の研究は、mereology 及び mereotopology と言う大きな分野
を成しており、多くの論文のトピックとなっている。
例えば、Chris Welty の論文「Winston and Odel」等がある。
OWL は部分と全体との関係を処理する為に特別なものを提供してはいないが、
部分と全体との関係に於ける大部分の鍵となる構成概念を表現するのに充分な仕組
みを提供している。大部分の状況で充分利用可能であるが、しかし、完全ではない。
本文書は、OWL により部分と全体との関係を表現する為の基本スキームを提供
している。
1.2.4

PORT – Porting Thesauri to RDF and OWL

本タスクフォースは、シソーラス記述用の語彙を提供する事でシソーラス記述に於け
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る RDF/OWL の利用を支援する。
本タスクフォースの短期的目標は、次の 2 つである。
1)セマンティック Web としてのシソーラスと関連技術に関する W3C ノートの発行
2)シソーラス構造記述の為の RDF/OWL 語彙の開発
本タスクフォースの長期的目標は、次 4 つである。
1)RDF/OWL を用いたシソーラスの様なコンテンツを表現する為の文書の作成
・既存のシソーラスを RDF/OWL 記述に変換する為のガイドライン
2)これに関係するツール、アプリケーションや論文に対するリンクの作成
3)ディジタルライブラリコミュニティと RDF やセマンティック Web 開発者との間の
交流の推進
4)Dublin Core を含む電子図書館コミュニティにはクラス化スキームやシソーラスに
関する多くの研究者がいるが、RDF や OWL で何ができるか良く知っているとは言
い難い、従って、これ等の人々の知識と OWL の技術を統合する事。
1.2.5

WordNET

本タスクフォースは、
WordNet や類似の構造化用語辞書の RDF/OWL 化を支援する。
本タスクフォースの短期的目標は次の 4 項目である。
1)WordNet の様なコンテンツを RDF/OWL を用いて記述するための道具と事例の文
書化
・既存の WordNet を RDF/OWL へ変換する為のガイドラインの作成。
2)WordNet や類似の構造化用語辞書の RDF/OWL 化に関係するツール、アプリケー
ション及び論文等へのリンクの作成
3)用語辞書(lexical)セマンティックスコミュニティと RDF 及びセマンティック Web
開発者との交流の推進
・ WordNet 及 び 類 似 あ る い は 関 連 プ ロ ジ ェ ク ト (Global WordNet,
Eurowordnet,OntoWordNet,HyperDic,Miniwordnet,CoreLex,SUMO-WN,W
eb-KB-2,OntoWordNet 等)の用語辞書セマンティックスコミュニティには多
くの研究者がいるが、RDF や OWL で何ができるか良く知らない。これ等の人々
の知識と OWL の技術を統合する事が重要である。
4)WordNet 構造(synset 等)を RDF 記述するための RDF/OWL 語彙の推奨
・現在の WordNet は色々なデータモデルにより構成される大きなデータベース
で保守されている。WordNet のデータモデルの各要素を共通の RDF/OWL 語
彙で記述すれば、その開発と保守とが楽になる。
本タスクフォースの長期的目標は、セマンティック Web としての WordNet とそれに
関連する技術に付いての W3C ノートを発行する事である。
1.2.6

VM – Vocabulary Management

本タスクフォースの狙いは、セマンティック Web に於ける語彙や語彙集合を管理する
事により、誰でもそれらの語彙を再利用可能にする事である。
本タスクフォースの当面の目標は、次の 4 つである。
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1)セマンティック Web を用いて語彙用語の宣言、識別、利用及び管理の為の用語集を
作る事。
例えば、用語や語彙やネームスペース等の定義や表を作ることである。
2)セマンティック Web に於ける用語の利用に関する明確な規定
この規定は、次の要件を踏まえて作成する。
(1)オープン、疎結合、言語ミックス環境、すなわち、Web 環境
(2)語彙の定義と発行の為の分散的、且つ、ボトムアッププロセス
(3)諸言語の進化を可能にする事
(4)周知の“無視原則“及び“拡張自由の原則“などの Web 原理
(5)色々な所で作られたデータの統合と再利用を可能にする事
(6)将来のセマンティック Web 基盤の構想(例えば、レジストリ)など
3)セマンティック Web 環境の中で利用される用語や用語集合(語彙)を定義し識別する
為のネームスペース保有者が遵守すべき明確なガイドライン
最初に作られるガイドラインは「URI を用いた用語の識別」になる。
このガイドラインは、次の項目から構成される。
(1)URI により識別される用語の後方あるいは前方互換のようなものに付いて
実用的な合意
(2)用語の文書化方法
(3)ネームスペース方針
(4)ネームスペースの保有権
(5)用語のバージョン及びバージョン用語
(6)色々な所で、利用が行なわれつつある語彙の宣言と管理方法の要点整理と要
約を作る事
1.2.7

XSCH – XML Schema Datatypes

RDF 及び OWL では、データタイプとして XML スキーマのデータタイプをそのまま
流用している。
この為、次の 2 つの課題が生じている。
1)利用者によって定義された XML スキーマを示すのに RDF 及び OWL の中で如何な
る URI を用いるべきか
2)XML スキーマの定義済みの単純データタイプを RDF 及び OWL の中で用いる時、
色々な XML スキーマの値はどの様な関係を有するのか。
この 2 つの課題を解決する為、本タスクフォースでは、定義済みの XML スキーマと
ユーザ定義の XML スキーマを RDF 及び OWL の中でどの様に扱うべきか明確にする。
1.2.8

HTML – Embedding RDF in HTML

HTML や XML 文書の中に RDF データを埋め込む方法として、幾つかの方法が提案
されたり、実際に使われたりしているが、標準的な方法が規定されていない。
この為、本タスクフォースでは、HTML の中に RDF データを埋め込む方式問題を解
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決する事を目標としている。
当面、次の二つの作業を行なう。
1)XHTML 文書の中で RDF により記述されるメタデータの為の要件の整理。
2)それらの要件に対して提案された解決策の評価、及び、新たな解決策の提示。
(補足説明)
・GRDDL(Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages)では、
XHTML データの内容を XSLT により RDF/XML に変換する方法が提案されてい
る。
・HTML や XML 文書の中に RDF データを埋め込む方法には
① コメントデータとして埋め込む方法
② スクリプト言語データとして埋め込む方法
③ 直接埋め込まずに、リンクにより対応付けを行なう方法
等がある。
1.2.9

ADTF – Applications and Demos

本タスクフォースの目的は、存在するアプリケーション及びデモシステムを明らかに
する事である。
本タスクフォースの当面の目標は、セマンティック Web アプリケーション及び利用例
の一覧を作成する事である。
本タスクフォースでは、セマンティック Web アプリケーション及び利用例を登録する
為のテンプレートを準備しており、そのテンプレートは以下の項目から構成されている。
1)

TITLE Short label of the tool /demo /application.

2)

URL Main / official site where it can be found.

3)

DATE THE APP OR DEMO WAS CREATED

4)

DESCRIPTION Concise description of the tool /demo /application.

5)

USECASE Usecase illustrating the tool

6)

AUTHOR(S) Use author or contact, preferably author
(1)NAME
(2)EMAIL
(3)ORGANIZATION NAME
(4)ORGANIZATION URL

7)

CONTACT(S)
(1)NAME
(2)EMAIL
(3)ORGANIZATION NAME
(4)ORGANIZATION URL

8)

DOCUMENTATION A url of an informative document about the app or demo

9)

CATEGORIES

10) VERSION
11) CREATOR OF THE RECORD
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(1)EMAIL
(2)NAME
12) DATE RECORD CREATED
13) DATE RECORD MODIFIED
1.2.10

RDFTM – RDF/Topic Maps Interoperability

本タスクフォースの狙いは、W3C の一連の RDF/OWL 仕様と ISO の Topic Maps 標
準群とを結合して利用するためのガイドラインを作る事にある。
本タスクフォースの短期的目標は、次の 4 項目である。
1)RDF/OWL により Topic Maps を記述する、及び、その逆を行なう為の文書の作成
2)既存の方法の良し悪しの記述
3)Topic Maps の RDF/OWL 記述への変換及びその逆のガイドラインの作成。
4)関連するツール、アプリケーション及び論文へのリンク
本タスクフォースの長期的目標は、次の 3 つである。
1)W3C 及び ISO 標準とする為の前述のガイドラインの提案
2)Topic Maps に対する制約に OWL 用いる為のガイドラインの作成。
3)RDF/OWL データと Topic Maps との間の相互問合せの為のガイドラインの作成
本タスクフォースでは、当面、次の作業を行なう。
1)既に作られている RDF/TM マッピングの為の提案書の概要を作る。
2)方式を決める為の開始点の選択
3)選択されたアプローチの欠点と現実からのギャップの明確化
4)方式と語彙をガイドラインとして発行する。
1.2.11

SE- Software Engineering

本タスクフォースは、最近、OEP より派生して作られた新しいタスクフォースであり、
ソフトウェア工学に対するセマンティック Web 技術の応用を推進する事を狙いとして
いる。
本タスクフォースは、セマンティック Web とソフトウェア工学の古典的領域との間の
相乗効果の可能性を探る為、次の項目に関する両者の既存のアイデアや新しいアイデア
の相互啓発と推進とを可能する為、次の検討を行なう。
・利用例
・モデル、パターン及びフレームワークに関するアプリケーション
・メソッド及びツール
・基盤技術
・実践方法
本タスクフェースのスコープは、ソフトウェア工学の分野に分類されるものの多くや
新しい発想を把握し、推奨する為に意図的に広げてある。
本タスクフォースの短期的目標は、次の 3 項目である。
1)ソフトウェア工学に於けるセマンティック Web の利用と利用の為のアイデアを集
め、照合し、検証し、一覧を作り、その一覧を公開する。
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2)将来標準化活動を行なう推奨ノートを作る観点から新しいアイデアや利用を評価す
る事
3)次の様な SWBPD に既に提出されているアイデアの評価を行なう。
(1)オントロジドリブンソフトウェア工学、オントロジドリブンアーキテクチャ
(ODA)及びオントロジ工学とソフトウェア工学との間に跨る技術
(2)ソフトウェアのライフサイクルに亘って曖昧さを少なくする為、及び、オント
ロジ結合の為の利用、セマンティック Web に於ける複合的識別スキームの利
用
(3)セマンティック Web 技術を用いた動的自己構築アプリケーションの組立
(4)ユーザ最適化インターフェース及び支援ツールを作る為のセマンティック
Web 技術の利用
本タスクフォースの長期的目標は、次の 4 項目である。
1)情報処理技術に於けるセマンティック Web のより広い利用の推進
2)ソフトウェア工学に於けるセマンティック Web の利用のメリットの訴求
3)既存のソフトウェア開発者とセマンティック Web 開発者との間の交流の奨励
4)支援ツールの開発の推進
本タスクフォースで現在話題となっているのは、次の 4 項目である。
1)OMD: Ontology Metamodel Definition
2)ODM:(Ontology Definition Metamodel)
ODM は、オントロジ工学で MDA(Model Driven Architecture)を使える様にす
るためのものであり、他の類似のものがオントロジ記述に RDF(S),DAML+OIL
を使っているのに対して最新の OWL を使っているところが異なる。
ODM は、MDA の 4 階層アーキテクチャを用い OWL の主な概念を使う事がで
きる。
3)UML (Unified Modeling Language)/MOF(Meta Object Facility)
4)SCL(SOAP Contract Language) SDL の後継で、かつ、WSDL の前身にあたる。
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1.3

W3C RDF Data Access WG の現状と今後

1.3.1 W3C RDF Data Access WG とは
2004 年 2 月に Web Ontology Language (OWL)が W3C 勧告になったことにより、
RDF をベースとしたセマンティック Web における知識表現の仕様がほぼ確定し、セマ
ンティック Web はフェーズ 2 と呼ばれる段階に入った。W3C ではその活動の中心を、
1.2 に記述されている実践的なアプリケーションに関する検討（SWBPD）やルール記述
言語などに移しつつある。
このような状況の中で 2004 年 2 月頃、W3C の新たな活動の 1 つとして誕生したのが、
RDF Data Access Working Group (DAWG)である。これは、主に RDF のクエリ言語仕
様、HTTP/SOAP による RDF データ取得のためのアクセスプロトコルの検討を行うこ
とを目的として設立された W3C の Working Group (WG)である。
この WG の活動は他の W3C の活動同様、Web とメール、電話会議（週 1 回程度）
、
Face-to-face ミーティングなどによって行われている。Face-to-face ミーティングは
2004 年に年 3 回、2005 年も少なくとも 3 回が予定されており、活発に活動している。
Working Grup 内では仕様実装の実現性と、クエリ言語の表現力や機能性とのトレード
オフなどについても議論されており、活動の一端は DAWG の Web ページ[1]にリンクさ
れている多数のドキュメントやメーリングリストのログなどから窺い知ることができる。
DAWG の メ ン バ は Char の Dan Connolly (W3C) 、 Team contact の

Eric

Prud'hommeaux (W3C) 、10 社の企業からの参加者、5 つの大学などの研究機関、2 名
の招聘専門家から構成されている。
日本からは NTT と松下電器産業からの参加がある。
参加組織と参加メンバの詳細を以下に示す。
z

Chair


z

Team contact


z

Dan Connolly (W3C)
Eric Prud'hommeaux (W3C)

企業 （日本からは松下電器と NTT）
¾

Agfa-Gevaert N. V.


¾

Asemantics S.R.L.


¾

Yoshio Fukushige

Network Inference


¾

Bryan Thompson

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (MEI)


¾

Andy Seaborne, Kevin Wilkinson

Hicks & Associates, Inc.


¾

Alberto Reggiori, Dirk-Willem van Gulik

Hewlett Packard Company


¾

Jos De Roo, Dirk Colaert

Jeff Pollock, Rob Shearer

Nippon Telegraph & Telephone Corp. (NTT)


Hiroyuki Sato
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¾

Profium Ltd.


¾

Sun Microsystems, Inc.


¾

Farrukh Najmi

Tucana Technologies, Inc.


z

Janne Saarela

Simon Raboczi, Tom Adams

大学および研究機関
¾

Bristol, University of


¾

Free University of Bozen-Bolzano


¾

Dave Beckett
Enrico Franconi

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
(INRIA)


¾

Jean-François Baget

Maryland Information and Network Dynamics Lab at the University of
Maryland


¾

Southampton, University of


z

1.3.2

Kendall Clark, James Hendler
Stephen Harris

Invited Experts （招聘専門家）


Pat Hayes



Howard Katz

RDF のクエリ言語仕様とは

DAWG では主に RDF のクエリ言語の仕様を決定する活動を行っているが、これはセ
マンティック Web のアプリケーションで利用される RDF のクエリプロセッサへのアク
セス（入出力）を規定するものであるといえる。データベースで管理されるグラフ構造
の RDF データから、URI やリテラル値などの情報やサブグラフを取得するのに必要と
なるものである。アプリケーションからクエリプロセッサに対してクエリが入力され、
結果が出力される様子を図 1-3-1 に示す。
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アプリケーションプログラム

クエリ

変数titleの値としてリテ
ラル値：セマンティック
Web入門が返される

SELECT ?title

クエリの結果
title

WHERE
http://www.intap...
/swbook

dc:title

API

?title

セマンティックWeb入門

RDFクエリプロセッサ

RDFデータベース

（セマンティックWebの
ミドルウェア）

http://www.intap...
/swbook

dc:title

dc:creator

クエリとデータベース
中のRDFのグラフ構
造がマッチ

セマンティックWeb入門
いんたっぷ 太郎

図 1-3-1 クエリプロセッサに対するアクセス（クエリとその結果の出力のイメージ）
1.3.3

DAWG で策定中の仕様

DAWG では現在 4 つのドキュメントを W3C 勧告とするためにブラッシュアップして
いる。現時点でこれらの仕様は全てワーキングドラフトの段階である。以下にドキュメ
ント名、ドキュメントを参照できる URL、そしてドキュメントの概要を示す。
z

RDF Data Access Use Cases and Requirements
¾

W3C Working Draft 12 October 2004

¾

http://www.w3.org/TR/rdf-dawg-uc/

¾

ユースケースと仕様に要求される事項を整理したドキュメント，仕様策定
の範囲などをあらかじめ規定

z

z

z

SPARQL Query Language for RDF
¾

W3C Working Draft 12 October 2004

¾

http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/

¾

RDF のクエリ言語仕様を規定

SPARQL Variable Binding Results XML Format
¾

W3C Working Draft 21 December 2004

¾

http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres/

¾

クエリの結果の変数と値の組を XML で返す場合のフォーマットを規定

SPARQL Protocol for RDF
¾

W3C Working Draft 14 January 2005

¾

http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/

¾

クエリプロセッサへのアクセスについて抽象プロトコルと HTTP をベー
スとしたプロトコルを規定

これらの仕様がセマンティック Web の応用システムにおいてどのように利用される
か、各仕様が利用されるイメージを図 1-3-2 に示した。
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RDF Data Access
Use Cases and
Requirements

ユーザ

アプリケーション例
SPARQLが利用される
場面についての記述

クライアントアプリケーションプログラム
SPARQL
Protocol for
RDF

HTTP (SOAP)
Webアプリケーションサーバ

SPARQL
Query
Language
for RDF

サーバアプリケーション

RDF クエリ
プロセッサ

図 1-3-2
1.3.4

SPARQL
Variable
Binding
Results XML
Format
※結果は必ずXMLの
フォーマットで返さないと
いけないわけではない

RDF Dataset
(データベース)

外部
RDF File

2DAWG 仕様の位置付け（適用イメージ）

DAWG 仕様のユースケース

WG における仕様の検討では、最初にメンバで仕様の利用が想定される場面（ユース
ケース）を検討し、その後それらを参照しながら仕様に要求されるもの（requirement）
の 議 論 が 行 わ れ た 。 前 述 の ド キ ュ メ ン ト RDF Data Access Use Cases and
Requirements には、そこで検討されたユースケースが記述されている。各ユースケー
スに対応して、それを実現するのに必要と考えられる requirement へのポインタも示さ
れている。
ユースケースでは、以下のようなさまざまな領域で行われる RDF データベースへのデ
ータアクセスを想定している。
z

Personal Information Management

z

Supply Chain Management

z

Publishing

z

Multimedia

z

Transportation

z

Tourism

z

Software Development

z

Instructional Technology

z

Social Network Analysis

z

Health Care

z

Market Research

z

Data Aggregation
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z

Device Independence

また、次のように具体的な利用シーンに関する記述がある。
z

Finding an Email Address (Personal Information Management)
¾

メールクライアントソフトから直接 RDF（FOAF データ）で記述されたア
ドレス帳にクエリを発行してメールアドレスを調べる

z

Finding Information About Motorcycle Parts (Supply Chain Management)
¾

バイクの 1 つのパーツに関する情報の問い合わせから関連するパーツの情
報を探せる

z

Finding Unknown Media Objects (Publishing)
¾

さまざまなメディアの巨大複合知識ベースに対して，新しい情報がないか
定期的に RDF クエリを発することで，条件にマッチした情報を e-mail で
受け取ったりできる

z

Monitoring News Events (Multimedia)

z

Avoiding Traffic Jams (Transportation)
¾

道路状況，工事計画，天候などの複数の RDF データベースに対して車か
らアクセスして渋滞を避けることができる

z

Discovering What People Say about News Stories (Publishing)

z

Exploring the Neighborhood (Tourism)

z

Finding Out New Things About People (Social Network Analysis)

z

他

1.3.5

SPARQL

DAWG で策定するクエリ言語の名称は前述のドキュメントのタイトルにも記載され
ているように SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) と名づけられ
ている。以下では SPARQL の概要を簡単に説明する。
SPARQL はグラフベースのクエリ言語である。クエリと RDF のデータベースで管理さ
れているグラフ構造を持つ RDF データセットとの間でトリプルパターンマッチングを
行ない結果を返すことを想定して設計されている。
例えば、以下のような RDF データセットが存在したとする。
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これは_:1 で表された人（実際には_:1 という ID を持つノードであり、具体的に人を
表すクラスのインスタンスであるかどうかはこのデータには明示されていないが、本説
明の便宜上、人を表すノードであるということにする）が alice@work.example という
メールアドレスを持ち(alice@work.example がプロパティ foaf:mbox の値として存在)、
robt@home.example というメールアドレスを持つ_:2 で表された人を知っている(プロ
パティ foaf:knows の値として robt@home.example が存在)というデータを表している。
これに対して SPARQL では、次のようなグラフパターンをクエリとしてデータアク
セスを試みることができる。

ここでは、クエリのグラフパターンの中で、値を取得したい部分に変数
名?who、?whom、?addrm が記述されている。このパターンには alice@work.example
と い う メ ー ル ア ド レ ス を 持 つ 人 (?who)が 知 っ て い る 人 (?whom) の メ ー ル ア ド レ ス
(?addrm)を知りたいということが記述されているといえる。
クエリプロセッサはこのクエリのグラフパターンと一致するパターンが RDF のデータ
セットの中に存在するか探索し、存在する場合は変数に対応する部分の値をクエリ結果
として返す。結果は次のようになる。
who

whom

addrm

_:1

_:2

"robt@home.example"

以下では、さらに SPARQL のいくつかの仕様を説明する。上記の例ではグラフ表現
によってデータを図示したが、以降では RDF データの表現に、N-Triples を拡張した
RDF のテキスト表現記法である Turtle [2]を用いて説明する。
1.3.5.1

複数マッチ (Multiple Matches)

以下のような RDF のデータが存在したとする。

@prefix foaf:
_:a foaf:name
_:a foaf:mbox
_:b foaf:name
_:b foaf:mbox

<http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
"Johnny Lee Outlaw" .
<mailto:jlow@example.com> .
"Peter Goodguy" .
<mailto:peter@example.org> .

20

これに対して次のようなクエリでアクセスしたとする。

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
SELECT ?name, ?mbox
WHERE
( ?x foaf:name ?name )
( ?x foaf:box ?mbox )
このクエリには、SELECT 節に値を取得したい変数の名前が記述され、WHERE 節
には変数を含んだグラフパターン（トリプルパターン）が記述されている。このクエリ
結果は次のようになる。
Name

Mbox

"Johnny Lee Outlaw"

<mailto:jlow@example.com>

"Peter Goodguy"

<mailto:peter@example.org>

この例では、クエリのグラフパターンに対してクエリ対象となる RDF のデータの中
にマッチするグラフパターンが複数ある場合は、そのそれぞれの値が取得できることを
示している。
1.3.5.2

値の制約 (Constraining Values)

以下のような RDF データが存在したとする。

@prefix dc:
<http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix :
<http://example.org/book/> .
@prefix ns:
<http://example.org/ns#> .
:book1
:book1
:book2
:book2

dc:title
ns:price
dc:title
ns:price

"SPARQL Tutorial" .
42 .
"The Semantic Web" .
23 .

これに対して次のようなクエリでアクセスしたとする。

PREFIX
PREFIX
SELECT
WHERE

dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
ns: <http://example.org/ns#>
?title ?price
( ?x dc:title ?title )
( ?x ns:price ?price ) AND ?price < 30

ここでは WHERE 節の中で、AND というキーワードを用いて、変数 price の値が 30
21

未満のパターンのみマッチするように値の制約が記述されている。そのため、グラフパ
ターンがマッチしても値の条件が合致しない場合はクエリ結果には現れない。クエリ結
果は次のようになる。

1.3.5.3

title

Price

"The Semantic Web"
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オプショナルマッチング (Optional Pattern Matching)

以下のような RDF データが存在したとする。

@prefix foaf:
@prefix rdf:
@prefix rdfs:

<http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

_:a
_:a
_:a

rdf:type
foaf:name
foaf:mbox

foaf:Person .
"Alice" .
<mailto:alice@work.example> .

_:b
_:b

rdf:type
foaf:name

foaf:Person .
"Bob" .

これに対して次のようなクエリでアクセスしたとする。

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
SELECT ?name ?mbox
WHERE ( ?x foaf:name ?name )
OPTIONAL ( ?x foaf:mbox ?mbox )

ここでは、OPTIONAL というキーワードを用いて、オプショナルパターン（このパタ
ーンがマッチしなくても結果は得られる）を指定している。クエリープロセッサでは、?x
で示されているサブジェクトに対してプロパティ foaf:name の値が存在するグラフパタ
ーンを探索するが、?x に対してプロパティ foaf:mbox の値が存在するオプショナルパター
ンがマッチする場合、その値も検索結果として返す。クエリ結果は次のようになる。
name

Mbox

"Alice"

<mailto:alice@example.com>

"Bob"
1.3.6

DAWG の今後

2005 年 1 月現在、DAWG の仕様はワーキングドラフトの段階である。現在も仕様に
関する議論が継続して行われている。今後、requirements などとして挙げられているが
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仕様が決定していない以下の点に関して結論が出される予定である。
Nested Optional Blocks

z

¾ ネスト構造になったオプショナルトリプルパターンを含んだグラフパターン
によるクエリを可能にするか？
z OR や NOT に相当するマッチングを可能にするか？
¾

代替（alternative）パターンのマッチング

¾

節に記述したトリプルパターンがマッチしないグラフから解を得る

z クエリ対象の指定
¾ クエリプロセッサが扱う RDF データ（データセット）内のグラフに対して
URI を与えるなどしてクエリ対象を明示
z クエリ結果がどのグラフから得られたか
¾

複数のグラフを含むデータセットに対するクエリから得られた結果がどのグ
ラフから得られたかも提示できるようにする

¾ また，クエリ対象を指定したクエリ範囲の制約記述を可能にする
z クエリ結果の返し方
¾ 変数と値の組以外の結果提示方法
テ ン プ レ ー ト を 利 用 し て 結 果 の 値 を 含 ん だ サ ブ グ ラ フ を 返 す
（CONSTRUCT）
 結果を含むグラフを返す（DESCRIBE）
 マッチするトリプルパターンがあるかないかだけを Yes/No で返す（ASK）
また、仕様のテストケース[3]の検討が進んでいる。ここでは RDF データ、クエリに
対してどのようなクエリ結果が得られるべきか、具体的なテストデータを用いて検討し
ている。
2005 年 3 月中旬には仕様の Last Call Working Draft が発行される予定となっており、
当初予定では 2005 年 7 月に W3C 勧告になることを目指している。
1.3.7

おわりに

DAWG では仕様に対するパブリックコメントを public-rdf-dawg-comments@w3.org
というメールアドレスで受け付けている。
SPARQL 仕様に基づいたクエリープロセッサは、既に実験的に実装が行われている。ま
た SPARQL 検討のベースとなったクエリ言語である RDQL を実装したミドルウェアは
複数存在する。DawgShows [4]では Web フォームに RDF データと SPARQL のクエリ
を入力すると結果を返す以下の 2 つのデモを公開している。
z

SPARQLer - An RDF Query Demo
¾

z

Andy Seaborne （HP）

Redland Rasqal RDF Query Demonstration
¾

Dave Beckett （Bristol 大）

なお、本節の内容は 2005 年 1 月時点の情報に基づいたものであり、今後仕様などは
変更される可能性があるため注意が必要である。
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[1] W3C RDF Data Access Working Group. http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/
[2] Dave Beckett, Turtle - Terse RDF Triple Language.
http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/df1/
[3] Steve Harris, DAWG Testcases. http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/
[4] DawgShows. http://esw.w3.org/topic/DawgShows
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1.4

セマンティック Web の日本語への対応

セマンティック Web の日本語への対応として、まず、RDF 情報を XML で記述した
場合の、RDF の文字列(リテラル)要素の日本語対応に関しては、W3C の国際化アクテ
ィビティ(Internationalization Activity)において、XML の日本語対応の検討が進められ
ている。XML で日本語を記述する場合には、Unicode を使用することが強く推奨され
ており、2003 年 6 月に W3C Note として公開された"Unicode in XML and other
Markup Languages"に、XML で Unicode を使用する際のガイドラインが示されている。
W3C より公開されている、RDF を視覚的に記述・表示するオーサリングツール
「IsaViz」は、2003 年 2 月にリリースされたバージョン 1.2 より、UTF-8 に対応した
が、W3C が提供している、RDF 記述の妥当性を検証するサイトである RDF バリデー
タ(http://www.w3.org/RDF/Validator/)は、2003 年 2 月に、EUC 等の Unicode 以外の
いくつかの日本語文字コードにも、新たに対応した。日本の RSS サイトでは、まだ EUC
で RSS 配信を行っているサイトも多く、様々な文字コード体系が混在し、更にそれらに
よって記述された Web コンテンツが既に膨大に存在する Web における、その国際化の
困難さが伺える。
更に、「セマンティック Web」の国際化という観点で考えると、単に「日本語で記述
した RDF リソースが解釈可能である」だけではなく、そのセマンティクスを考慮した、
より高度な国際化が求められる。例えば、英和・和英辞典のような、英単語と日本語単
語との変換オントロジによって、英語で書かれた RDF 情報を、日本語に変換して表示
するような機能であるが、このような日本語オントロジの試作も、現在、既に開始され
ており、今後、このような日本語オントロジを利用した、セマンティック Web の国際化
が進み、「言葉の壁」を超えた、より高度な「Web コンテンツの国際化」が進むことを
期待したい。
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第 ２章

国 内 の実 用 化 システムと研 究 プロジェクト

第2章
2.1

国内の実用化システムと研究プロジェクト

ミーティング情報マネジメント

ミーティング情報マネジメントは、2003 年度に報告したヒューマンナレッジナビゲー
タを情報機器も含めた形で拡張したものである。グループウェアのようなシステムだけ
でなく、PDA、RFID、プロジェクタといった情報機器からのアクティビティも RDF に
よるメタデータ化を行うことで、統合・活用しようという狙いである。
2.1.1

ヒューマンナレッジナビゲーターからミーティング情報マネジメントへ

2003 年度の INTAP セマンティック Web コンファレンスで、富士通研究所はヒュー
マンナレッジナビゲーターを発表した。これは、社内においてスキルをもった社員を人
脈を含めて検索する(KnowWho)ものであり、営業支援や顧客情報管理といったナレッジ
系への利用が考えられる。技術的には、グループウェアにおける既存情報から自然言語
処理を用いて RDF によるメタデータを抽出する部分と、RDF による人・スキルの関係
を高速に検索し結果をネットワーク分析、視覚化する部分とから成っている。スケジュ
ーラの情報から、同一ミーティングに一緒に良く出ている人同士は知り合い度が高いと
か、報告書やメール・配布資料である技術用語を良く使うひとはそのスキルについて知
っている可能性が高いというメタデータを抽出する。RDF のようなグラフ構造は、人、
スキル、ミーティング、部門といった異種の情報を柔軟に結びつける構造として適して
いる。また、ソーシャルネットサービスが最近メジャーになり、人脈のような人のネッ
トワーク分析技術が注目されるようになってきており、そうした方向にも RDF のよう
なデータ構造は適しているといえる。
今回ヒューマンナレッジナビゲーターを拡張するにあたり、元となる情報の範囲をグ
ループウェアのようなシステム的なものから、情報機器も含めたものに拡大し、より自
然にメタデータを抽出できることと、RDF によるメタデータを定義しているスキーマ
（オントロジー）の共通化を考えることとした。
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[作る]
[作る]セマンティックグループウェア
セマンティックグループウェア

[探す]
[探す]大規模XML検索
大規模XML検索＋＋テキストマイニング
テキストマイニング

日常業務から、新鮮な人の知識を半自動
日常業務から、新鮮な人の知識を半自動
で生成・統合
で生成・統合

人のスキル・人脈を高速に検索し、結果の関係を
人のスキル・人脈を高速に検索し、結果の関係を
表示
表示(Know
(KnowWho)
Who)

トピックから技術へ
サービス
利用ログ

ミーティング

自然言語処理

技術から人脈へ

メタデータ
メタデータ
(RDF/XML)
(RDF/XML)

セマンティックWeb

技術者

XML: eXtensible
Markup Language
RDF: Resource
Description Framework

オフィス文書
オフィス文書

イントラネット

キーパーソンとコミュニケーション

図 2-1-1 ヒューマンナレッジナビゲータの構成
2.1.2

OKAR (Ontology for Knowledge Activity Resources)

“Ontology for Knowledge Activity Resources (以下、OKAR )”は、株式会社富士通
研究所と、株式会社リコーとで共同開発した、オフィスにおける知的業務活動情報を記
述するためのオントロジであり、セマンティック Web の OWL で記述されている。
現代の企業において、企業の持つ知識の重要性が増大している。これらの知識は、共
有された文書として企業内のデータベースに蓄積されることが望ましい。しかし、一般
には、「業務に必要な情報の 50-75%は人から得る」「企業内の情報の 80％は個人 PC 内
に存在し、従業員の退社と共に失われる」といった困難さが指摘されている (Gartner
Research, Knowledge Worker Investment Paradox, 2002)。このような属人的な知識を
管理するには、知識を記述した共有文書のみを情報源として管理するばかりでなく、従
業員やグループが業務でどういった情報を作成、入手したかの情報も管理し、自動的に
更新していく仕組みが必要となっている。
人と情報(知識)の関係は、業務活動の中で様々な形態があり得る。最も簡単な関係と
して、文書と著者の関係がある。また、あるミーティングを介して、ミーティングで使
われた資料とミーティングに参加した人の関係もある。さらに、誰と誰が一緒に仕事を
しているかといった人と人の間の関係もあり、これらは全て業務活動における知識とな
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り得る。
インターネットやブロードバンドの普及に伴い、ネットワーク上には、多種多様な機
器やシステムが接続されるようになり、それらを介して、様々な情報が流れるようにな
った。オフィスにおいても、パソコンやプリンタの情報機器や、数多くの社内システム
がネットワークに接続され、業務の効率化が図られている。こうした情報機器やシステ
ムを組み合わせて、人が文書を提示したり、コミュニケートしたりする行動の中にも、
人と人の関係や人と情報の関係が存在する。これらの情報も業務活動における知識とな
り得る。
上記のような業務活動における様々な知識を活用するためには、特定の情報機器やシ
ステムに依存せず、また組織にも依存しない共通のフォーマット（以下、オントロジ）
が必要となる。企業における様々な情報機器やシステムが、このオントロジに基づいて、
企業内の業務活動情報を出力し、それを蓄積することができるようになれば、様々な情
報源から属人的な情報を企業内知識として自動的に管理していくことが可能となる。
OKAR では、業務活動における「人」や「モノ」に注目し、それらに関する基本情報
と、互いの関係を記述することができる。具体的には、企業を構成する人や組織、業務
で利用するシステムや機器、業務で生産されるドキュメント、業務で行なわれるミーテ
ィングなどのイベントに関する情報と、それらの間の関係を記述することができる。

3

OKAR
- An Ontology for Knowledge Activity Resources オフィスシステム

目的

グループウェア

¾従業員による知的業務活動を
記述するための共通オントロジ
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図 2-1-2

OKAR の概要

OKAR では、ヒューマンナレッジナビゲータにおける KnowWho 検索の元ともなる
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ことを想定しているため、人に関しては、人そのもの(Person)と、人の立場(Role)とを
分けることで、従業員の異動や兼務といった状況に応じたメタデータをも記述すること
ができる。
2.1.3

ミーティングナレッジ管理システム(プロトタイプ)

OKAR および、ヒューマンナレッジナビゲータ(KnowWho)、さらに情報機器をつな
げる TaskComputing 技術 (OWL-S による情報機器へのメタデータ付与)とを組み合わ
せることで、ユビキタス時代のミーティングナレッジ管理システムのプロトタイプを構
築、発表した。
7

ミーティングナレッジ管理システム
- セマンティックWebによる、システム系と情報機器系のナレッジ統合 -

Technologies
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(*)Task Computing: http://taskcomputing.org/
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図 2-1-3 ミーティングナレッジ管理システム概要
ミーティングナレッジ管理システムでは、以下のようなシーンが実現できる。
・IC カードつき ID カードを持って会議室に入ると、自動で参加者として登録される。
・あらかじめグループウェアに登録していた配布資料などは、自動的に会議室のミーテ
ィング管理システムに登録されている
・PDA に会議の参加者、資料情報は随時配信される。初めて会った人のプロファイルな
ども見ることができる
・PDA 内の未登録の配布資料も、ミーティング管理システムにデータを投げる動作で、
管理システムに登録され、参加者に共有される (TaskComputing の空間インタフェー
スを利用)
・PDA 中の配布資料を、プロジェクタに投げる動作で、資料をスクリーンに提示したり、
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ページめくりなどのプレゼンテーションが可能
・参加、資料説明といったアクティビティは、OKAR の形式で自動に記録されていく。
・アクティビティは全社で共有し、それに基づき、ヒューマンナレッジナビゲータのよ
うな KnowWho も可能になる。会議中に例えばセキュリティの専門家が必要になった
場合、関連する技術や、関係する研究者をビジュアルに検索し、その場で VoIP 等を
通じて会議に参加してもらう。そのようなヘルプ行為のアクティビティも自動で
OKAR に記録され、個人の評価などに利用できる。
・OKAR により記録されたアクティビティは、ナレッジ系だけでなく、コンプライアン
スや情報漏えい対策にも利用できる。例えば、社内情報が外部に流出した場合、その
情報に触れたことのある人物を特定するなどが考えられる。
2.1.4

まとめ

OKAR については、以下の URL から仕様書、説明書を公開している。第三者も無償
で利用できる。また、賛同やコメントなども是非いただきたい。
http//www.labs.fujitsu.com/jp/techinfo/okar/
セマンティック Web の実用にあたっては、すぐに使えるオントロジーやメタデータが
ふんだんに存在するという状況にすることが何よりも重要と言える。ビジネスの場面で
使えるオントロジーは、今回の OKAR のように企業系が入らないとなかなか良いものは
できない。その意味では、セマンティック Web の普及・実用化に向けて、企業系を中心
とする INTAP の委員会や、その参加会社の研究部門の役割は非常に大きい。
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2.2

グループウェア上でのナレッジリソース検索システム

2.2.1

はじめに

近年、ナレッジワーカーと呼ばれる知識労働者が働くオフィスにおいて、グループウ
ェア等のツールを用いてメンバー同士の情報共有あるいは協調作業することが一般的に
なっている。知識労働者はプロジェクト遂行のための情報(知識)をツールに保存し、そ
の情報は他のメンバーが再利用し、新たな価値を生み出す。
しかし組織のメンバーが増えることにより弊害が出てきている。例えばメンバーが多す
ぎて他メンバーの業務内容・スキルを把握できないため、業務に関する知識を持つ人を
探せない、あるいは別部門で同様の目的・業務内容を持つプロジェクトが発生し、人、
時間等のリソースを無駄に費やすことがある。
以上の問題に対し我々はグループウェア上で人、グループまたはミーティングを検索す
ることを可能としたシステムを開発した。
2.2.2
2.2.2.1

ナレッジリソース検索システム
概要

本システムは企業の中で利用されることを想定しており、プロジェクト毎の情報共有
はフォーラムベースの掲示板上の各フォーラムで行う。図 2-2-1 にシステム概要を示す。
システムはその機能から掲示板部、情報抽出部、検索部に分かれる。
掲示板部はシステム内に 1 つの掲示板を持つ。
プロジェクト毎にフォーラムが作成され、
プロジェクトメンバーはプロジェクトに関する情報共有、または議論をフォーラムの中
で行う。フォーラム内はスレッド形式で議論が進行する。
情報抽出部では前掲示板に書き込まれた記事に対して情報抽出を行う。抽出するアイテ
ムとしてはキーワード、知人関係、レスポンス率を抽出する。キーワードの抽出は各書
き込まれた記事から特徴的な語となる語を取り出し、その記事の著者に結びつける。知
人関係の抽出は同時期にあるフォーラムに書き込んだ人同士を知人として認める。レス
ポンス率は掲示板上の前レスポンス記事におけるあるユーザーが書いたレスポンスの割
合である。
掲示板部では掲示板に書き込まれた記事、あるいは抽出部で抽出された情報をユーザー
が与えた検索語で検索し、人、グループまたはミーティングを検索結果として表示する。
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掲示板
書込み記
事から情
報抽出

抽出部

検索部

記事のキーワード

人

知人関係

知識共有度
知人数
知人度

・
・・

レスポンス率
グループ
知識共有度
知人数

・フォーラムベースの掲示板
・プロジェクト毎のフォーラム

ミーティング

・・
・

知識共有度
知人数

検索に利用

図 2-2-1 システム概要
2.2.2.2

特徴

本システムの特徴は 3 つある。
(1) 多面的プロファイリング
多面的プロファイリングとは、対象となるあるナレッジリソースの情報提示において、
関連したナレッジリソース及び環境情報等の様々な情報提示を行い、より詳細な特徴づ
けを行うものである。例えば人の情報提示おいて、知人、業務(プロジェクト)、文書情
報等の関連情報を提示し、その人と誰が知り合いか、どのような業務を行ってきたか、
どのような文書を書いてきたか提示することによりその人がどのような人か閲覧者に対
して理解促進を促す。また、理解促進だけでなく、そのリソースに対してのアクセス容
易性も提示することを目的とする。
今回は実験的な取り組みとして以下をパラメータとして取り入れた。
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表 2-2-1
パラメータ
名

説明

検索対象者と被検索者の間にどれだけ共通の知識が存在するかを示す指
知識共有度

標としている
これは検索者と被検索者との活動分野の類似性を表現するものである
検索者と被検索者の間に共通の知人が何人いるかを示す指標である

知人数

これは検索者にとって被検索者がどの程度近い存在にあるかを表現する
ものである

知人度

検索者と被検索者の間の距離で、その距離は hop 数で表現される
これは検索者と被検索者との、物理的ではない、知人的な距離を表現す
掲示板内に存在するレスポンス記事のうち、被検索者が作成した記事の

レ ス ポ ン ス 割合である
率

これは検索者が被検索者に対してメール等で質問をしたときの返事の期
待度を現す

(2) わかりやすい検索結果提示
人のように様々な側面を持つようなリソースの場合、検索結果には 1 次元的なパラメ
ータで表現するよりも複数の観点で表現したほうが閲覧している人にとってはわかりや
すい。そこで我々は検索結果を二次元上に表示し、さらにオプションとして X 軸と色の
観点を変更できるものとした。
図 2-2-2 は本システムで人を検索した場合の検索結果である。検索結果表示エリアには
被検索者がアイコンとして表示される。
縦軸は被検索者と検索キーワードとの関連度を現す。横軸はオプションによりパラメー
タを変更することが可能である。変更できるパラメータは前述の知識共有度、知人数、
知人度である。縦軸は上方に行くほど、横軸は左に行くほどスコアが高い。
また、色に関してもパラメータを変更することが可能であり、変更できるパラメータは
グループ、レスポンス率である。
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図 2-2-2 検索結果 - 人検索
このように複数の観点を用いてリソースを表現することによって対象となるリソースの
特徴が表現できる。
(3) セマンティック Web 技術
本 シ ス テ ム で は デ ー タ の 保 存 フ ォ ー マ ッ ト に OKAR(Ontology for Knowledge
Activity Resources)を用いている。OKAR 自体ついては後に詳しく説明するが、OKAR
はオントロジ記述言語 OWL(Web Ontology Language)で定義されている。さらにデー
タの記述には RDF(Resource Description Framework)を用いることによって将来的に
他 Web サービスとのデータ連携を容易にしている。
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2.2.3

OKAR

2.2.3.1

OKAR の目的

研究者あるいは開発者のように過去の知識を利用して新たな知識を創造するような知
的業務活動を行う者にとって知識の活用は重要な課題である。OKAR は知識を活用する
ためのプラットホームで活用できるような、共通のデータフォーマットとして設計され
た。また、年々Web サービスが増えている現状から今後セマンティック Web が発達し、
OWL ベースのメタデータが増えるであろう事から OWL を用いて記述した。
OKAR は標準化を目指しており、(株)富士通研究所と(株)リコーが共同で開発した。2004
年 11 月に v0.9 をリリース済みである。
2.2.3.2

OKAR 概要

OKAR では 4 つのコアクラスと、そのコアクラスから派生した 7 つのクラス、計 11
個のクラスを基本クラスとして定義している。
基本クラスよりさらに詳細に記述したい場合、ユーザーはこのクラスを拡張定義しても
よい。しかしその場合、OKAR のクラスまたはプロパティを派生させることが望ましい。
これは異なるサービス間でのデータ交換性を保障するためである。
表 2-2-2
クラス名

Agent

Role

Event

Artifact

説明
活動(Event)の主体または知識所有者となる Identity を持った物(生
物、人工物を含む)を現す
Agent クラスと他の基本クラス(Role 以外)とを結びつける機能を持
ち、他の基本クラスに対する Agent クラスの役割を現す
発生させる人、時間、場所が指定された事象を表す
Agent によって生成された成果物や何らかの行為の対象物となる人
工物を現す
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表 2-2-3
クラス名

派生元クラス 説明

Person

Agent

人を現す

Organization

Agent

人の集まる組織を現す

Equipment

Agent

機器などの物理的なボディを持つ無機物

Software

Agent

Action

Event

単体の Agent が起こす事象

GroupEvent

Event

複数の Agent が協調行動として起こす事象

システムやアプリケーションなどの物理的なボディ
を持たない無機物

何かしらのシンボル(TEXT やその他のフォーマット)
Document

Artifact

を用いて Agent の思考や命令、その他が記述された
もの

OKAR に関する情報は(株)リコーの
HP(http://www.ricoh.co.jp/src/lab/lab_us_uc3.html) ま た は ( 株 ) 富 士 通 研 究 所 の
HP(http://www.labs.fujitsu.com/jp/techinfo/okar/) にも掲載されている。
2.2.4

関連研究

本システムはデータの保存方法として OKAR を利用している。OKAR は他サービス
とのデータ連携を容易にすることを目的としているため、既存のオントロジで利用され
ているボキャブラリを積極的に利用している。
実際 OKAR は人名、メールアドレス等の名刺情報を現す vCard、スケジュール情報を
記述する iCalendar、オブジェクトに対してメタデータを付与するための Dublin Core
等のボキャブラリを使用している。
近年 blog やソーシャルネットワーキングの分野で見かける FOAF は知り合い関係を記
述するための記述形式であり、本システムはデータを変換することにより FOAF からの
データ取り込みを実現している。
また、(株)富士通研究所の「ミーティング情報マネジメントシステム」は同じくデータ
記述形式に OKAR を利用しており、IC カード、PDA 等の機器連携を可能にしている。
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2.3

情報ナビゲーションシステム
～システムの概要と固有表現抽出技術、オントロジー技術～

近年、インターネットの発達により大量の情報が流通する中、利用者が必要な情報を
適切に選択して取得することは困難になってきている。例えば、報告書内の他社製品名
に対してその製品情報や技術情報、評判情報を収集したり、ニュース等で注目されてい
る技術について社内での取り組み、担当者を調べたいといった様々な要求に、検索エン
ジンが充分応えているとは言い難く、大量の検索結果から必要な情報を利用者が探さな
ければならない。
この問題に対して、セマンティック Web やオントロジー等の技術が開発され、利用さ
れ始めている 1)。セマンティック Web は、Web 上の文書に意味を付与することにより、
コンピュータで処理できるようにするための技術で、
「藤沢」が場所か人かを認識して問
題解決をおこなうことができる。オントロジーは、元来は哲学用語で存在論という意味
だが、情報処理分野では、概念(情報)と概念(情報)の意味的な関係を体系化したものを言
う。
我々は、イントラネットやインターネット上の雑多な情報(非構造化情報)と、データ
ベースや Web サービスのような構造化された情報(構造化情報)をオントロジーによって
統合し、必要な情報を収集・整理して提供するシステム(以下、情報収集・整理サーバと
呼ぶ)を開発している。本稿では、システムの概要を説明し、中心となる技術である固有
表現抽出技術、ならびに、我々のオントロジー技術の特長について説明する。
2.3.1

情報収集・整理サーバの概要

我々が開発しているシステムは、ある文書内のキーワードに関連する多種多様な情報
を収集し、意味的に統合・整理することを目的として、
•

文書テキスト中から人名、組織名、製品名、技術名等のキーワードを抽出して
出力する機能

•

キーワードに関連した情報をイントラネットおよびインターネットから収集す
る機能

•

収集した情報をキーワードの種類に応じて意味的な内容ごとに整理して出力す
る機能

を持っている。情報収集・整理サーバを、企業内情報ポータルに適用した場合の例を図
2-3-1 に示す。
まずシステムが、インターネット上の Web ページ(ここではニュース)に対して製品名、
組織名、人名等のキーワードを抽出して一覧を出力する(左上画面)。次に利用者が企業
名(沖電気)を指定した場合は、企業情報とともに電話、地図情報、株価情報、取引履歴
等のリンクボタンを表示する(中央画面)。これは、指定した企業(沖電気)に関連する多種
多様な情報を、リンクボタンの意味する「箱」に整理していることになる。最後に地図
情報ボタンを指定することにより、企業ホームページ内の地図を表示する(右下画面)。

38

図 2-3-1 情報収集・整理サーバ適用例
中央画面において出力するボタン、すなわち整理する「箱」は、指定したキーワード
の種類によって柔軟に変更し、必要な情報を容易に取得できるようにしている。
2.3.2

システム構成

情報収集・整理サーバのシステム構成を図 2-3-2 に示す。
システムは、指定されたテキスト中からキーワードを抽出するキーワード抽出部、指
定されたキーワードに関連する情報を検索するリソース検索部および Web サービス検
索部、検索した情報を意味的に分類し、必要に応じて情報を抽出する情報分類・属性抽
出部、意味的に同じ分類に属する情報を統合する情報統合部、および、情報と情報との
意味的な関係を定義したオントロジー辞書から構成される。
キーワード抽出部は、後述する固有表現抽出技術をもとにテキスト中からキーワード
を抽出し、一覧を出力する。その際、関連するキーワード、例えば、隣接して出現する
組織名と人名等は、関連づけている。抽出するキーワードの種類は、後述するタグとし
てアプリケーションに応じて指定することが可能である。
リソース検索部は、外部の検索エンジンを利用して、必要な情報を検索する。その際、
キーワードを検索エンジンに渡すだけではなく、ニュースを検索する場合に、ニュース
サイトを指定したり、
「ニュース」
「プレスリリース」
「報道資料」等の語句をキーワード
に追加することにより、必要な情報を効率的に収集できるように工夫している。
書籍検索や旅行情報検索のように Web サービスとして提供されている情報、ならびに
データベースの情報を、その要素を理解して必要な情報を収集するモジュールが Web
サービス検索部である。これらの情報は構造化情報であり、提供される情報の要素と他
の非構造化情報との意味的なマッピングを行なっている。
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図 2-3-2 システム構成

情報分類・属性抽出部は、検索した情報を URL やタイトル、本文中の特定の語句等
によるヒューリスティックな(経験則)ルールに基づいて意味的に分類する。情報を分類
する「箱」は、指定されたキーワードの種類に応じて用意しているが、利用者が「箱」
を追加定義あるいは削除することも可能である。この分類ルールは、情報の種類と対応
づけてオントロジー辞書に格納している。
最後に、様々な情報源から収集して意味的に分類された情報を統合するのが、情報統
合部である。同じ「箱」に分類された情報を、信頼性の最も高いものだけひとつ出力す
る、あるいは最新のものから順に出力する、同じ情報とみなせる場合は統合する等の処
理でまとめることによって、ひとつのキーワードに関連する情報を俯瞰することが可能
になる。
オントロジー辞書は、各部の処理に必要な情報やルールを定義した辞書で、処理に応
じて参照される。詳細については後述する。
各部は、すべて Java で記述しており、API を介して Java Servlet として、キーワー
ド抽出機能および情報収集・整理機能を提供している。
2.3.3

固有表現抽出技術：文書からのキーワード抽出

キーワード抽出部の中心技術である固有表現抽出技術は、文書テキスト中の人名、組
織名、製品名、技術名等の固有表現に意味的なタグを付与する技術である。例えば、
「沖
電気

山 田 太 郎 」 に 対 し て 、「 <ORG> 沖 電 気 </ORG>

<PERSON> 山 田 太 郎

</PERSON>」のように組織を表すタグや人名を表すタグを付与する。キーワード抽出
部は、アプリケーションによって指定されたタグが付与された語句をキーワードとして
抽出する。
1999 年 に 開 催 さ れ た 第 1 回 の 情 報 検 索 、 情 報 抽 出 に 関 す る コ ン テ ス ト
IREX(Information Retrieval and Extraction Exercise) 2)の固有表現抽出課題では、以
下の 8 つのタグが定義された。

40

・

組織名、政府組織名

<ORGANIZATION>

・

人名

<PERSON>

・

地名

<LOCATION>

・

固有物名

<ARTIFACT>

・

日付表現

<DATE>

・

時間表現

<TIME>

・

金額表現

<MONEY>

・

割合表現

<PERCENT>

我々はこれを独自に拡張し、
・

サブ組織名

<SUBORG>

・

姓

<PS_L>

・

名

<PS_F>

・

イベント

<EVT>

・

住所

<ADDRESS>

・

電話番号

<TEL>

・

電子メールアドレス

<E_MAIL>

・

技術名

<WORD_TECH>

・

製品名

<PRODUCT>

等のタグを追加している(IREX のタグ名も一部変更している)。固有表現抽出の例を図
2-3-3 に示す。

図 2-3-3 固有表現抽出の例
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固有表現抽出は、実用的な速度を達成するために、パターンマッチングと形態素解析
による浅い解析処理を行なっており、
「○○株式会社」のように名詞の接頭や接尾の文字
に着目して抽出する方式と、辞書を用いて抽出する方式を併用している。
アプリケーションによっては、現状のタグでは不十分なときや辞書を追加したい場合
がある。例えば、旅客交通のアプリケーションでは、鉄道名や駅名、空港名、道路名と
いったタグが必要になるかもしれない。これに対応するため、システムでは、接頭、接
尾文字を利用したパターンマッチングのルールと辞書を外部ファイルとして定義し、タ
グの追加、編集等が可能なように、カスタマイズ性を高めている。
2.3.4

オントロジー技術：情報間の意味的な関係の定義手法

情報間の意味的な関係を定義した辞書がオントロジー辞書である。オントロジー技術
は、それを矛盾なく、かつ効率的にどうやって表現すべきか、またどのように構築すべ
きかといった問題を取り扱う。
我々は、数千ページに及ぶイントラネット、インターネット上の Web ページを分析し、
人手でオントロジー辞書を構築した。オントロジー辞書は、情報と情報の意味的な関係
や情報の型、情報とそれを取得するためのルールの対応を RDF(Resource Description
Framework) 3)と呼ばれる 3 つ組のデータモデルで記述している。モデル化したオント
ロジー辞書の一部を図 2-3-4 に示す。

図 2-3-4 オントロジーの RDF モデルの例
図 2-3-4 に お い て 、「 Person 」「 Employee 」「 Telephone 」 等 は 情 報 の ク ラ ス 、
「Person_FName」「Person_Telephone」等は、クラスに関連する情報をプロパティと
して示している。クラスは固有表現抽出のタグに相当し、プロパティは情報分類の「箱」
に相当する。クラスとプロパティの関係は ont:property で定義している。また、クラス
間の関係として、「Employee」クラスは、「Person」クラスの下位関係、すなわち、よ
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り狭義の概念であることを rdfs:subClassOf で定義し、プロパティとクラスの関係とし
て、「Employee_Division」プロパティは、値の型およびクラスが「SubOrganization」
クラスであることを ont:baseClass で定義している。
「aaa12345」は、インスタンスを識別するためにシステムが自動的に付与した ID で
あり、
「Employee」クラスに対して ont:instanceOf で定義されたひとつのインスタンス、
すなわち、実体としてのある従業員を示している。データベースに情報がある場合は、
必要に応じてそれを取得する。
また、図では省略しているが、各クラスおよびプロパティに対して、そのクラス、プ
ロパティに属する情報を収集、分類するためのルール、およびデータベースから取得す
るための Web サービスを対応づけている。この点が、我々が開発しているオントロジー
の最大の特長である。すなわち、従業員に対して、所属や電話番号等の人事データ、担
当製品、対外発表等の情報があり、人事データを従業員データベース、担当製品を製品
データベースから取得し、対外発表はインターネットから収集する方法がオントロジー
に定義されており、ある従業員に関する多様な情報を整理して表示することが可能にな
る。
現在、ビジネス一般で必要なオントロジーとして、組織、人、場所、時間、文書、製
品、技術、電子メール、電話等のクラス、および、それぞれのクラスについてプロパテ
ィを定義し、インスタンスとして企業名、地名、IT 用語等を持っている。
また、オントロジーを用いたより高度な処理として、
「山田さん問題」と呼ぶ個人の特
定問題を解決するための手法を開発している。
企業内の文書では、
「山田課長」のように名や従業員番号、メールアドレス等を伴わず、
どの「山田」さんか判断できない場合が多い。これを「山田さん問題」と定義し、文書
中に出現した「山田」さんが、個人を特定するための明示的な情報を伴わない場合に、
文書内の情報から総合的に推論して特定しようというものである。我々の手法は、オン
トロジー上の人クラスあるいは従業員クラスに関連するプロパティを個人特定のための
制約として利用し、文書内のキーワードとデータベースの従業員情報や他の文書から学
習したインスタンスとのマッチングを行なうことで、候補を絞り込む方式をとる。その
際、キーワードの出現位置や種類、文書の種類に応じて重みづけを行なうように工夫し
ている。イントラネットの情報を用いた実験の結果、我々の手法は、すべての制約を同
等に扱う手法と比較して、高い精度を得ている。 4)
2.3.5

アプリケーション例

情報収集・整理サーバは、アプリケーション構築のための汎用的なコンポーネントと
位置づけられ、オントロジー辞書を整備することにより様々なアプリケーションに利用
可能である。
前述した企業内情報ポータルの適用例では、IP コミュニケーションのシステムと連携
させて、
・

顧客企業名から社内担当者を検索して連絡する

・

技術名から社内の専門家を探してアクセスする

・

小売業の経営層や管理部において店舗名から責任者に電話する
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といった様々な利用が想定される。
また、コールセンターにおけるオペレータ支援、自治体ホームページのナビゲーショ
ン等、多種多様な情報を扱うアプリケーションへの適用を考えている。
特定のアプリケーション向けには、オントロジー辞書をカスタマイズする必要が生じ
る場合がある。前述したように、旅客交通のアプリケーションでは、鉄道名や駅名、空
港名、道路名といったクラスやプロパティが必要になるかもしれないし、医薬品分野で
は、薬品名や化学組成、効能、副作用等が必要であろう。このようなクラスやプロパテ
ィの追加、編集を行なうために、オントロジー辞書の API を用意している。
2.3.6

今後の方向性

現在開発中のオントロジー辞書は、ビジネス一般で必要とされるものを対象としてい
るが、まだ十分とは言えず、拡充を続けていく予定である。例えば、会議室予約やプレ
ゼンス管理に利用するために場所クラスの下位として部屋クラスを定義することや、よ
り詳細な情報を収集するために製品クラスを細分化する等である。
また、アプリケーションの例として、社内の実データを利用した情報ポータルや、特
定分野でのプロトタイプシステムを開発し、実証実験を通じて実運用の課題やノウハウ
を蓄積していく予定である。
参考文献
1) 三木、松平、大熊：
「セマンティックメタデータ技術」、沖テクニカルレビュー197 号
p110-p113、2004
2) 関根、井佐原：IREX：
「情報検索、情報抽出コンテスト」
、情処自然言語処理 No.127
p109-p116、1998
3) Manola, F., Miller, E.：RDF Primer (W3C Recommendation)、
http://www.w3.org/TR/rdf-primer/
4) 松平、上田、大沼、渕上、森田：
「文書内の人名の個人特定に関する研究-「山田さん
問題」の解決手法とその評価-」、第 3 回情報科学技術フォーラム、2004
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2.4
2.4.1

Semblog プロジェクト
技術指向コンピューティングから人間活動指向コンピューティングへ

コンピュータ技術とネットワーク技術は、いまやわれわれの生活に欠かせないものに
なっている。これらの技術は、文書作成やコミュニケーションといったこれまで我々が
これまで行ってきた基本的な活動を支えるだけでなく、WWW のように全く新しい活動
を生み出している。一方で、コンピュータ技術の急速な進歩はドッグイヤーとも呼ばれ
るほど速く、次々に新しい製品やサービスが現れては消えていっている。このような急
速な変化は人々を戸惑わせ、場合によってはデジタルデバイドと呼ばれるような新しい
技術の恩恵を受けられない人々を生み出している。この原因は技術や技術進歩そのもの
にあるのではなく、技術の進歩を追求するあまりに人間の活動を支援するという当初の
目的を見失ってしまうような我々のビジョンに問題があると思われる。
Shneiderman はその著書[1]の中でわれわれの思考を"Old computing"から"New
computing"へ移行させるべきであると述べている。"Old computing"とは「コンピュー
タに何ができるか」ということを中心に考えるものであり、"New computing"はそれに
よって「ユーザにとって何が可能になるか」が関心になるような思考である。
Shneiderman は続けて「今後求められるテクノロジーはユーザ側のニーズに調和するも
のであり、それらは自己の経験を豊かにするため にユーザの持つ『関係』や『活動
（Activities）』を支援するものでなければならない」と述べている。
これを踏まえて、われわれは研究の対象を情報・コミュニケーション技術
（ Information Technologies: IT も し く は Information and Communication
Technologies: ICT ） か ら 情 報 ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 活 動 （ Information and
Communication Activities）へ移行すべきであると考えている。
2.4.2

情報・コミュニケーション活動

そこでここでは、情報と人間関係の問題を明確にするために 2 層の拡張モデルを提案
する。概念図を図 2-4-1 に示す。
第 1 の層は情報の扱いに関する 3 種の要素があり、それぞれ"Collect（集める）"、
"Create（創る）"、"Donate（出す）"とする。これはユーザを中心とした視点から見た
情報のライフサイクルである。情報はユーザによって収集され、それらの情報に基づい
て新しい情報が創造される。そして新しい情報は社会に提供され、将来の創造のために
利用される[2]。新たな情報が無から作り出されることは稀であり、多くの場合は既存の
情報が下敷きとなる。
第 2 の層はコミュニケーションの扱いに関する"Relate（関係付ける）"、"Collaborate
（協働する）"、"Present（現す）"の 3 種の要素である。これも第 1 層と同様にユーザ
中心のコミュニケーションプロセスであるといえる。ある人物が他の人々との関係を得
て、新しい情報を生み出すために協調する。そして彼ら自身が新たな情報源として社会
に対しその存在を表明する。
第 1 層と第 2 層は相互に依存しあっている。情報を収集するには自らの人間関係が有
用であり、逆に情報収集によって人間関係が新たに作られたり変更されたりすることも
あろう。もちろん情報を創造する上で協働作業は欠かせない。情報を提供する上でも人
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間関係は重要な経路であり、また逆に情報を提供することが自らの人間関係を変化させ
ることもある。
このように、情報層と人間関係層は切り分けて考えることで情報の流れとその流れを
支える人間関係の構築という図式が明瞭化して示すことができる。
われわれが情報・コミュニケーション技術の文脈で「情報」という言葉を使用する場
合には、それはコンピュータに格納されたデータを意味する。一方、情報・コミュニケ
ーション活動の文脈で「人間は情報のソースである」と呼ぶ場合の「情報」は、先ほど
の定義よりも広くかつ動的に変化する。われわれがコミュニケーションを考える上では、
情報のソースとしての人間の機能を念頭に置くことが重要であろう。
情報・コミュニケーション活動に関するこれら 2 つの視点は、上記の 6 種のカテゴリ
によって表現される。理想的には全てのカテゴリがコンピュータによって支援されるべ
きであるが、"Collect"のように既に研究の蓄積があるカテゴリの一方で、ほとんど研究
されていないカテゴリも多い。とくに、コミュニケーション層に属する 3 種のカテゴリ
についてはさらなる取り組みが必要である。
我々は人間の情報活動およびコミュニケーション活動の調査や分析を行い、その結果
を踏まえた上で全てのカテゴリへの支援を行うことを目指している。このプロジェクト
および対象を"Information and Communication Activities Navigation: ICAN"と呼ぶ。
ICAN ではユーザが情報空間や人間関係ネットワークにアクセスする際の補助や、人々
が新しい情報を生み出すための支援を行うことを目標にしている。個々の活動への支援
の実現は重要であるが、それだけでなくいかに複数の活動を境目なく支援するかという
ことが最も重要な課題である。

Information Layer
Create

Collect

Donate

Communication Layer
Collaborate
Relate

Present

図 2-4-1 情報・コミュニケーション活動

2.4.3

Semblog: メタデータを用いた Web コンテンツの再編集・共有プラットホーム

本研究では Weblog に注目し、Weblog を基盤としたプラットホームを提案している[3]。
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Web は直接的には情報・コミュニケーション活動の中の”Donate”しか支援してい
ない。情報層のほかの活動、”Collect”や”Create”は Web そのものではなくて関係す
るサービスやツールが支援している。例えば”Collect”であれば Google に代表される
検索エンジンであり、”Create”であれば各種の HTML エディタである。ましてはコミ
ュニケーション層にはほとんど関わっていない。この意味で Web は情報・コミュニケー
ション活動の統合的支援とはいいがたい。一方、Weblog は一般に Weblog ツールを用
いて使うのが一般的であり、Weblog ツールは Weblog への書き込みと公開を行うので、”
Create”と”Donate”をシームレスに支援する仕組みである。”Collect”については
Web と同様であるが、ツールとは独立して検索サービスが行っている。一方、Weblog
はコミュニケーション層にも間接的ではあるが関係している。Weblog の多くは個人で
運営されるものであり、そこに含まれる情報はいわばその著者を指し示す情報であると
いえる。この意味でまず Weblog は Web と違い、個人が表現されている。そして、Weblog
は一般に Weblog 同士でエントリ単位あるいはサイト単位で参照しあうことが多く行わ
れている。このため、そのような相互参照の Weblog の著者らの集まりを Weblog コミ
ュニティと呼ぶことがある。このような参照関係は Weblog 著者間の人間関係とみるこ
とができる。ただし、現在の Weblog ツールはそのような面を積極的に支援するもので
はない。
そこで、このプロジェクトでは、Weblog を基盤として、コミュニケーション層の活
動を積極的に支援する仕組みを提供することで、情報・コミュニケーション活動を統合
的に支援する仕組みを実現することを狙っている。
技術的なポイントはメタデータ流通、とくにコンテンツのメタデータと人間関係のメ
タデータを流通される点である。コンテンツのメタデータとしては RSS を使い、人間関
係のメタデータとしては FOAF(Friend-Of-A-Frind)[4]を用いている。また、様々なレ
ベルのメタデータの再編集や公開を実現することで柔軟な情報流通を実現している。ま
た、メタデータのフォーマットといったレベルから、基本ツール、応用システムといく
つかの層に分け、それぞれで開発を行うことで、オープンかつ役立つシステム開発を狙
っている（図 2-4-2 参照）。
2.4.4

RNA:

Semblog プラットホーム

RNA は Perl で記述された CGI プログラムである。ユーザは自身が持つ Web サー
バに設置して運用することができる。RNA のユーザは最初に RSS の登録を行う必要が
ある。他サイトが配信している RSS の URI を設定すると、RNA は HTTP 通信によっ
てファイルを取得する。登録サイトには分類のためにカテゴリを設定することができる。
登録サイトのリストは RSS 化され、他のアプリケーションで使用することができる。ま
た、アグリゲータのサイトリストの標準フォーマットである OPML の読み込み、書き
出しにも対応している。
RNA は登録された RSS を取得後、パース処理を行い、複数の RSS ツリーから 1 つ
の「global」RSS ツリーを構築する。global RSS ツリーは取得された全ての情報が格
納されている。次に、RNA はコントローラの要求に応じて global ツリーを加工し。部
分ツリーを生成する。ここでは、サイトごとの最新記事を抽出したもの、サイトにかか
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わらず更新時間順にコンテンツを並べるものといった 3 種類のツリーを生成する。また、
ユーザはルールを記述したプラグインスクリプトを用意することで自由に部分ツリーを
生成することができる。
生成された部分ツリーは、そのまま新しい RSS として配信するほか、XSL スタイル
シートを用いて Web ブラウザ側もしくはサーバ側の XSLT エンジンによって可視化す
ることが可能である。また、RNA 内部の HTML 変換エンジンによって、ユーザがテン
プレートファイルを用意することで部分ツリーを HTML 化することも可能である。こ
こで用いられるテンプレートは HTML と類似したものになっており、XSL スタイルシ
ートよりも理解しやすく一般ユーザにもカスタマイズしやすいものになっている。
RNA で表示するコンテンツのうち、ユーザが興味を持ったものに対しては、1 クリッ
クでクリップリストに登録することができる。クリップされたコンテンツは独自の RSS
ツリーに格納され、その他の RSS と同様に配信される。通常のツリーは内容が刻々と変
化していくが、クリップのツリーからは情報が消されることはない。
RNA は取得したコンテンツのそれぞれについて後述の TrackBack リンクの有無をシ
ステムに問い合わせ、存在する場合にはこれを抽出する。また、Description 内に記述
されているハイパーリンクを同様に抽出する。抽出されたリンク情報は新たなメタデー
タとして配信時に追加される。
2.4.5

パーソナルオントロジーの構築と共有

スモールコンテンツを多様な形で処理するには、オントロジーを用いたセマンティッ
クマークアップが必要不可欠である。オントロジーの構築については様々な手法が提案
されているが、精密なオントロジーをトップダウンに構築するためには、専門家の知識
が必要であるとともに、それらの知識を矛盾なく組織化するためのコストが非常に大き
くなる。本研究では、日常的な分類行為のうちに個人の知識体系が表出するとの考えか
ら、そういった知識体系同士の連携という形でグローバルな意味体系をボトムアップに
構築することを考える。そして、これらを実現するために、RSS および FOAF を利用
して個人の知識体系を記述する枠組みを提案する。図 2-4-3 にパーソナルオントロジー
の概念図を示す。
本研究では、パーソナルオントロジーを「ツリー構造を持ったカテゴリの体系」であ
ると定義する。パーソナルオントロジーは各個人が持つものであるとし、ユーザは日常
的な作業として記述もしくは収集したコンテンツをカテゴリに分類する。各カテゴリの
ラベルは任意である。
既存のオントロジーと異なり、パーソナルオントロジーをメタデータで記述するため
には、それを作成した人との関係を示す必要がある。そこで FOAF の語彙を用いて人と
オントロジーの間の関連づけを行う。
パーソナルオントロジーは個人を示す FOAF、カテゴリの構造を示す RDFS オントロ
ジー、収集および記述したコンテンツ集合を表現するコンテンツ RSS の 3 つから構成
される。このように、FOAF、コンテンツ本体およびオントロジーをそれぞれ別のファ
イルに分離して管理することで、既存のモデルやアプリケーションとの後方互換性を確
保し、また多様な意味を表現することが可能になる。
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Semblog
Blog

Application

Egocentric Search

RNA Alliance

Aggregation

RNA

Glucose

Management

Blog Tools

FOAF TrackBack

Contents Metadata

RSS

図 2-4-2

Social Net Metadata FOAF

Semblog のアーキテクチャ

図 2-4-3 メタデータとしてのパーソナルオントロジー
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2.5
2.5.1

意味構造に基づく検索システム
はじめに

近年、さまざまな情報が機械可読な形で流通するようになるにつれて、それらを効率
よく扱いたいという要求が高まっている。とくにテキストデータに対する検索について
は、Web ページに対する検索エンジンをはじめとしてすでにさまざまな場面で使われて
いるが、まだユーザの要求を完全に満足するには至っていない。
現在の検索技術に対する不満の一つは、キーワードの集合を越えた`内容' を扱えない
ことである。検索において`内容'を扱うには、テキストや検索質問から`内容'を抽出する
こと、および抽出した`内容'同士の類似性を判断することが必要である。
計算機性能の向上と統計的アプローチの成功によって高性能な構文解析器が研究レベ
ルで手軽に利用可能となり、単文から命題的内容を得ることはかなり容易に行なえるよ
うになった。一方、`内容'の類似性を判断するのに必要な知識獲得や推論に関しては、
まだ「手軽に利用可能」というレベルではない。
そこで我々はユーザと計算機が協調的に検索を行なうようなアプローチをとる。すな
わち、計算機はテキストや検索質問から命題的内容を抽出してユーザに正解候補を提示
するとともに、正解候補の命題的内容を使って検索質問を改訂するためのヒントも提示
する。ユーザは提示された正解候補やヒントをもとに検索質問を修正して再検索を行な
う、ということを繰り返す。以下ではテキストの`内容'を、命題的内容だけでなく照応
や修辞構造なども含めて、意味構造とよぶ。
2.5.2

情報検索における意味構造

意味構造はグラフによって表現することができる。我々はテキストと意味構造の対応
を表現するための記述形式として、XML のインスタンスである Global Document
Annotation (GDA) [1]を用いている。図 2-5-1 に「太郎が買った本を破った」という文
に対するアノテーションの例とその意味構造を示す。

図 2-5-1 「太郎が買った本を破った」に対するアノテーション(上)とその意味構造(下)
この表現だけでは「太郎が買った」と「太郎が破った」という二通りの解釈が可能で
あるが、図 2-5-1 では <np> というタグによって「太郎が買った」という解釈をとるべ
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きであること、および「破る」の主体はここには明示されていない hanako であること
などが記述されている。
我々の検索システムでは、検索対象および検索質問をそれぞれ図 2-5-1 のようなグラ
フに変換し、グラフ同士の照合によって検索を行なう。図 2-5-2 は「日本人ビジネスマ
ンが海外で事故に会う」という検索質問に対して検索対象中で「田中社長がアメリカで
車に接触した」という意味構造が照合した様子を表している。

図 2-5-2 グラフ照合による検索
図 2-5-2 の左に示されている検索質問に対する意味構造では、各頂点に複数の語(類義
語・関連語)が指定されており、どれかの語が検索対象中の語と合致すればよいことを表
している。また全ての頂点が検索対象中の頂点と対応する必要はなく、
「会う/遭遇/受け
る」のように対応しない頂点があってもよい。後述する再現率の問題から、我々は意味
構造を辺にラベルがない無向グラフと仮定している。一般にこのような、グラフの埋め
込みを見つける問題は NP-hard のクラスに属することが知られている[4]が、検索質問
に対する意味構造は十分小さいと仮定できるので、素朴な実装でも現在のところ問題は
生じていない。
検索に意味構造を使った時の利点・欠点としては、次のようなことが挙げられる:
○ 高い検索精度
入力したキーワードがたまたま出現しているだけで内容としては無関係な候補が
排除されるので、より正確な検索を行なえる。
○ より細かいヒントの提示
検索対象を予め解析しておくことで、その情報をもとに「入力した語と内容的に
共起しやすい語」といった、より細かいヒントを提示することができる。
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○ ユーザの意図の適切な表現
ユーザがどんな情報を要求しているのかをキーワードの羅列だけから推測するこ
とは、人間でも不可能である。グラフ構造を用いれば述語論理程度の内容が表現で
きるので、ユーザは自分がどんな情報が欲しいのかを適切に記述することができる。
× 低い再現率
条件が厳しくなるので、そのままでは再現率が下がる。よって、ユーザ・システ
ム間のインタラクションが重要である。
× `正しい'意味構造
後述の評価実験では首を傾げるような構造が多数見られたが、これはむしろインタ
ーフェースやユーザへのフィードバックの問題だと考えられる。
× 解析コスト・インデックスサイズ
現在のところ、プレーンテキストで数 KB×100 万文書程度ならほぼ実用的に運用
可能との感触を得ている。
2.5.3

意味構造の効果

予備的な評価実験として、1994 年毎日新聞記事約 10 万件の中から、提示した条件に
合致する記事を 1 件以上探すという課題 4 題を、キーワードのみを使った場合と構造も
使った場合について、8 人の被験者に行なってもらい、正解である文書が提示された順
位やかかった時間などを比較した。この際、各課題には時間制限を設けず、被験者が「こ
の文書だ」と解答した時点で課題終了とした。表 1 にその結果を示す。
表 2-5-1 検索に意味構造を使った時の効果 (平均と標準偏差)
正解が提示された順位

課題終了までの時間(分)

キーワードのみ

32.71 (36.64)

18.01 (12.00)

27.62 (10.76)

意味構造も利用

1.50 (

7.62 ( 4.46)

13.62 ( 6.32)

0.71)

操作数

課題や被験者によるばらつきが大きいので統計的に有意な差であるとはいえないが、
意味構造を使うことによって検索の効率が向上する可能性が示唆される。なお、正解に
達した人数はそれぞれ 4 人、6 人でほぼ同数であった。
2.5.4

大規模な文書集合への適用

現在、上述の検索システムをより大規模な文書集合に対して適用するために、いくつ
かの拡張を行なっている。システムの構成を図 3 に示す。
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図 2-5-3 システム構成
図 2-5-3 において、ファイルサーバ上の作業領域は NFS および Samba によってクロ
ーラ・並列 DB ホスト・計算ノード間で共有されている。またファイルサーバは検索時
の Web サーバも兼ねている。計算ノードは 16 台あり、並列 DB のデータ格納・検索の
他に取得した文書の前処理として構文解析等も行なう。以下に、クローラ, フィルタ・
クリーナ, 解析器および索引作成器について簡単に説明する。
・ クローラ
GNU wget を、機械処理しやすい形でログを出力するように若干修正して使用し
ている。リトライ・差分ダウンロードなどの機能はそのまま利用している。
・ フィルタ・クリーナ
クローラが取得した文書は、文字コードを euc-jp に変換した後、正規表現で記
述したパターンに基づいて加工し(flex)、euc 文字の数および比率で`日本語'かどう
かを判断する。現在のところ、プレーンテキスト・HTML・XML のみに対応とし
ているが、PDF やワードファイルがかなり多い。
・ 解析器・索引作成器
形態素・文節係り受け解析については、統計的な解析器を利用している。類義語・
隣接語の抽出には、高速化のために$n$進木および二分探索を基本とする独自の DB
を作成し、キーワード検索・グラフ照合には並列 DB「高性能並列情報検索システ
ム」[5](三菱電機)を利用した。並列 DB では、一文書の情報を一レコードとして格
納し、グラフ照合アルゴリズムをユーザ定義関数として実装している。
表 2-5-2 に、7 万個の URL を起点として、リンクを 5 段まで辿ってページを収集した時
にかかった時間を示す(いずれも新規登録時)。
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表 2-5-2 文書収集およびインデキシングの性能
ダウンロードしたページ数

150 万

`日本語'と判断して格納したページ数

126 万

ダウンロードと解析にかかった時間
独自 DB (類義語・隣接語)の索引作成
並列 DB (キーワード検索・グラフ照合)の索引作成
2.5.5

7日
3.5 日
3日

関連研究

Mitra ら[3]は Wall Street Journal や AP 通信など約 21 万文書を対象に、TREC の
50 の評価課題を使って、句を索引に使うことの効果について調べている。彼らは、キー
ワードだけで正解が上位にランクされるような場合は句を使っても精度はほとんど向上
せず、無関係だが上位にランクされるような文書を排除する効果もなかったと報告して
いる。その理由として、無関係な文書が上位にランクされるのは多く場合、キーワード
だけの検索質問が曖昧であるためで、句を使ってもそれらの曖昧性の一つが強調される
だけで排除されるわけではないからだとしている。このことから彼らは、句に関する情
報は下位にランクされた文書を再評価する時に使うべきであると結論付けている。日本
語についても宮川ら[6]が毎日新聞約 43 万件を使った評価実験で同様の結論を得ている。
TREC-6 interactive IR track [2]では、12 のインタラクティブな検索システムについて、
詳細な実験計画に基づいた評価を行なっている。とくに異なる被験者を使って異なる場
所で実験をせざるを得ない状況で、公平な性能比較を行なうためにはどのように実験を
設計すべきかについて有用な指針を与えている。
2.5.6

まとめ

意味構造に基づく検索では、再現率を補うためにユーザとのインタラクションが重要
である。また、予備的な評価実験から、意味構造を用いる利点は、検索精度ではなく検
索・インタラクションの効率向上にあると考えられる。現在広く用いられている全文検
索に比べると、意味構造を使った検索は計算コストが高く現実的ではないと考えられが
ちだが、我々はこれまでの経験から、数 KB×100 万文書程度の規模ならばほぼ実用的
に運用可能であるとの感触を得ている。
謝辞: 研究・実装に協力いただいている、三菱電機(株)に感謝いたします。

54

参考文献
[1] Koiti Hasida. Global Document Annotation, 2003. http://www.i-content.org/gda/.
[2] Eric Lagergren and Paul Over. Comparing interactive information retrieval
systems across sites: The TREC-6 interactive track matrix experiment.

In

Proceedings of the 21st Annual International ACM SIGIR Conference on
Research and Development in Information Retrieval, pp. 164--172, 1998.
[3] M. Mitra, C. Buckley, A. Singhal, and C. Cardie. An analysis of statistical and
syntactical phrases. In RIAO'97, pp. 200--214, 1997.
[4] Kaizhong Zhang, Jason T. L. Wang, and Dennis Shasha. On the editing distance
between undirected acyclic graphs. International Journal of Foundations of
Computer Science, Vol. 7, No. 1, pp. 43--57, March 1996. (Special Issue on
Computational Biology).
[5] 郡光則, 山岸義徳, 清水英弘, 金子洋介. 検索機能を備えたストレージシステムによ
る大規模並列全文検索. 電子情報通信学会技術研究報告, Vol. 102, No. 276, pp.
41--46, August 2002. CPSY2002-47.
[6] 宮川和, 徳永健伸, 田中穂積. 格フレームを用いた情報検索. 第四回年次大会発表論
文集, pp. 112--115, 九州大学, March 1998. 言語処理学会.

55

2.6

オントロジを活用したポータルサービス－Semantic i タウンページ

情報ポータルにおいて、利用者は情報の検索と比較を繰り返している。本節では、こ
の利用者の検索行動を支援するため、NTT 情報流通プラットフォーム研究所で研究開発
を進めている、検索対象情報の比較観点とその値からなる比較情報をオントロジの利用
により自動抽出し、比較表を自動生成する手法を説明する。この手法を利用すると、あ
らかじめ設定した少数の比較観点から、様々な検索対象の比較情報を自動抽出できる。
更に、本手法を用いた店舗に関する比較ポータルサービスの「Semantic i タウンページ」
について説明する。これは NTT 番号情報株式会社が提供するインターネット上の電話
帳検索サービスである i タウンページのデータを利用したプロトタイプシステムである。
2.6.1

情報ポータルにおける利用者の行動

Web 上には、様々な情報ポータルサービスがある。例えば、goo[1]や i タウンページ
[2]などである。これらのサービスを利用して、利用者は情報を検索している。ここで、
「近所で布団のクリーニングをしたい」という目的を持つ利用者の情報ポータルサービ
スを使った検索行動を考える。利用者は情報ポータル内の検索エンジンを利用して、以
下のような行動をする。
(1) キーワードとして、自宅近辺の地名と「クリーニング」
・
「布団」を投入し検索する
(2) 検索結果からリンクを参照し、それぞれの店舗の情報を比較する
(3) 比較するうちに例えば、「仕上がりが即日」など、新たな観点があることに気がつ
く
(4) 「仕上がりが即日」という観点を条件に、(2)の検索結果を絞り込む
(5) (以下、(2)～(4)の行動を、クリーニングする店舗が決まるまで繰り返す)
このように利用者は、目的の情報へたどり着くまで、情報の「検索」と「比較」を繰
り返している。このプロセスで情報が見つかることもあるが、適当な比較観点を発見で
きるとは限らないし、発見するまでに時間を要する。あらかじめ、重要な比較観点や他
者がよく利用する比較観点を、検索に慣れていない利用者へも表形式などで見やすく提
示できるようにすることが望まれる。
2.6.2

比較情報ポータルサービスと問題点

情報ポータルには、情報を整理し比較表として提供するものがある。例えば、様々な
分野の商品・サービスを比較対象として設定し、販売価格やスペックなどを比較観点と
して提供するようなものである。利用者は検索と比較を繰り返す必要が無くなる。
これらのサービスでは、商品・サービス取り扱い店舗からの情報登録により比較情報を
収集している。また、商品・サービスに対する比較項目も手動で準備しており価格など
固定的である。そのため、情報収集に手間がかかるだけでなく、ある比較対象に対して
新しい比較観点や利用者が必要と感じる比較観点があっても容易に追加することが難し
いし、商品・サービスが多数存在する場合、それぞれに対して固有の比較観点を準備す
ることも難しい。
つまり、比較対象となる商品やサービスなどが多量になった場合、以下の 2 点が問題で
ある。
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(1) 比較情報の収集にコストがかかる
(2) 個々の対象にとって重要な比較観点を準備するのはコストがかかる
2.6.3

アプローチ

これらの問題に対して、以下の解決手法を提案する。
(1) 比較対象について記述されたテキストから、比較情報候補をテキスト内の位置関
係を基にグルーピングした状態で抽出し、それらを利用して比較情報を自動抽出
する。
(2) 類似した比較対象では同一の比較観点が利用できると仮定し、比較観点の再利用
を行う。
これらの手法により、比較情報収集及び、比較観点を準備するコストが軽減される。
以下ではこれら 2 点の手法について詳細を記述する。
2.6.3.1

比較情報の自動抽出

比較表を生成するためには、比較情報を記述したメタデータ(図 2-6-1 参照)の準備が必
要である。しかし、比較対象が多数になると、それらを人手で収集するには限界がある。
そこで、広告や製品紹介など比較対象について書かれたテキストからプロパティ制約定
義(図 2-6-1 参照)を使ったメタデータ自動抽出を提案する。処理の概要は図 2-6-2-の通り
である。

図 2-6-1 オントロジとメタデータ
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図 2-6-2 処理概要
(1) プール情報抽出
まず、比較対象に関するテキストデータに対して形態素解析などを用いて熟語に分割
する。それらを比較対象と熟語の組にし、プール情報として保存する(図 2-6-3(a)参照)。
このプール情報は、熟語のテキスト内での位置情報などの構造情報を持っており、同じ
構造を持つものをグルーピングしておく。
(2) プール情報のメタデータ化
図 2-6-3(b)のように、プロパティ制約定義を用いて、プール情報からメタデータを抽
出する。更に、このプール情報と同じグループに属するプール情報にも、同じプロパテ
ィを適用しメタデータ化する(図 2-6-3(c)～(d)参照)。
この手法により、1 回のメタデータ抽出で複数のメタデータが生成される。
更に、構造情報のグループを利用して複数のメタデータが抽出できたら、新たなプロパ
ティ制約定義を生成する(図 2-6-3(e)参照)。つまり、プロパティに対して新しい range(値
域)の値が収集されるので、初期に準備するプロパティ制約定義の数が少なくても後から
補完される。
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図 2-6-3 メタデータ抽出

2.6.3.2

比較観点の再利用

商品やサービス、業種など比較したい領域が多岐にわたると、すべてに完全な比較観
点であるプロパティ制約定義を準備するのは難しい。そこで、あらかじめ定義されてい
るプロパティ制約定義を再利用する。
これにより、プロパティに対して利用できる domain(定義域)を増やす事が可能となり、
プロパティ制約定義を準備するコストが削減される。
以下では、再利用方法を説明する。
(1) 対象概念の階層構造を利用した再利用
対象概念の階層が同一の場合、対象同士は近い概念だと仮定し、プロパティ制約定義
の再利用を考える(図 2-6-4 参照)。
例えば、業種「幼稚園」を domain として持つプロパティ制約定義があるとする。こ
のプロパティ制約定義の domain 部分「幼稚園」を、再利用したい業種(例えば保育園)
へ変更し、これでメタデータ抽出処理を行う。このとき、あらかじめ定めた閾値以上の
メタデータが生成されれば、そのプロパティ制約定義は「保育園」に相応しいものとし
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て採用する。

図 2-6-4 プロパティ制約定義の再利用
(2) 共通性の高い属性定義の再利用
「多くの業種で登場しているプロパティ制約定義は、すべての業種で利用できる可能
性が高い」と仮定し、プロパティ制約定義を再利用する。採用判定に関しては、上記の
対象概念の階層構造を利用した再利用と同じ手法で行う。
2.6.3.3

比較表の生成

利用者がある対象について調べたとき、プロパティ制約定義のプロパティを比較項目、
メタデータの Subject を比較対象、メタデータのプロパティに対応する値を比較値とし
て比較表を提供する。
例えば、図 2-6-5 の様に幼稚園に関する比較表を生成する場合、まず、
「幼稚園」とい
う対象を domain として持つプロパティ制約定義を抽出し、そのプロパティを比較項目
とする。
次に、それに対応する実際の幼稚園やプロパティに対応する値をメタデータから取得
し、比較表を生成する。
このプロパティはよく使われるという観点の順序を持っていて、提示可能なプロパテ
ィが多数ある時は、順位の高い物から提示し、順位の低いものは提示しないなどの間引
き処理を行う。
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図 2-6-5 比較表の生成
2.6.4

Semantic i タウンページ

前記手法を活用したものが、i タウンページデータを利用した店舗情報比較ポータル
サービスのプロトタイプシステム「Semantic i タウンページ」である。
利用者は、このシステムにキーワードを与えることで、求める業種が特定され、最終的
に店舗情報の比較表を得ることが出来る。例えば、図 2-6-6 では、
「不動産」というキー
ワードから、業種「弁護士」へ辿り着いている。
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図 2-6-6 比較表の例
2.6.4.1

データ

Semantic i タウンページでは、メタデータやオントロジに対応して、表 2-6-1 の様な
デ ー タ を 利 用 し て い る 。 こ こ で 、 メ タ デ ー タ は RDF[3](Resource Description
Framework)で記述されている。また、対象概念の階層定義とプロパティ制約定義は
RDFS[4](RDF Schema)を用いて記述している。このようなデータ形式を利用すること
で、データベースのテーブル構造を更新する必要がなくなり、比較項目の追加・削除が
容易になる。
表 2-6-1 初期利用データ
初期メタデータ
店舗の情報

タウンページデータ
(店舗名・業種・電話番号・住所)

初期オントロジ
対象概念の階層定義

業種の階層定義

初期のプロパティ制約定

業種ごとに準備

義
入力データ
テキストデータ

2.6.4.2

i タウンページのテキスト広告

利用者フィードバックの利用

Semantic i タウンページでは、利用者の比較表利用履歴や口コミ情報を利用して、プ
ロパティ制約定義とメタデータの追加及び抽出を行う。
比較表の比較項目の提示数は、画面サイズに合わせて変動させている。利用者が必要
とする比較項目を比較表に反映したければ、任意に追加・削除することも可能である。
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このとき、どのプロパティを追加・削除したかという情報を基にプロパティの順序を更
新する。
また、利用者がある店舗に関する口コミ情報を提供する場面では、プロパティ制約定
義を利用して「どのような観点でどのような情報を入力すればよいのか」という入力補
助を提供できる(図 2-6-7 参照)。この時、今までにない観点が入力されれば、その観点を
プロパティ、店舗の業種を domain、対応する値を range とし、プロパティ制約定義を
生成する。更にプール情報を利用したメタデータ抽出を行う。つまり、利用者から情報
提供があると、それに応じて複数のメタデータ抽出とプロパティ制約定義の生成が行わ
れる。
2.6.5

メタデータ自動抽出の結果

Semantic i タウンページにおいて前記のメタデータ自動抽出が行われた結果を示す。
あらかじめ各業種に対して初期値となるプロパティ制約定義が準備されている。

図 2-6-7 利用者フィードバックの収集イメージ
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表 2-6-2 メタデータ自動抽出の結果
初期プロパテ
業種

ィ

広告数

制約定義

抽出
熟語数

生成プロパ
ティ
制約定義数

抽出メタデー
タ数

58

475

94,573

893

12,150

47

172

30,418

815

2,758

税理士

75

275

53,136

723

6,250

歯科

28

739

90,355

705

13,912

不動産取引
リサイクルショッ
プ

表 2-6-2 では、初期に準備したプロパティ制約定義数、入力に利用した広告数、広告
から抽出された熟語の数、更に、メタデータ抽出処理の結果、生成されたプロパティ制
約定義の数と抽出されたメタデータの数が示されている。
これらのデータから、初期に準備するプロパティ制約定義が少なくても、i タウンペ
ージの広告データの様に、ある程度整形されたテキストからは、多数のメタデータが抽
出可能であることが分かる。また、プロパティに対する新たな range の値が追加され、
プロパティ制約定義が増えている。
2.6.6

まとめ

本節では、プロパティ制約定義を利用したメタデータ抽出及び、プロパティ制約定義
を再利用する手法を述べた。また、i タウンページのデータを利用した、提案手法のプ
ロトタイプシステム「Semantic i タウンページ」を説明した。プロトタイプシステムに
より、広告などのテキストデータからメタデータの自動抽出が行われることと、少数の
プロパティ制約定義をあらかじめ設定しておけば、メタデータ自動抽出の過程でプロパ
ティ制約定義の range が補完され、更に複数の対象で再利用を行うことでプロパティ制
約定義の domain が補完されることが確認されている。これにより情報ポータルサービ
スにおいて、事前に完全なメタデータやオントロジをあらかじめ準備しなくても、さま
ざまな業種における比較表の生成ができている。
参考文献
[1] NTT レゾナント: goo. http://www.goo.ne.jp/
[2] NTT 番号情報株式会社: i タウンページ. http://itp.ne.jp/
[3] Graham Klyne, Jeremy J. Carroll : Resource Description
Framework(RDF):Concepts and Abstract Syntax.
http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210/
[4] Dan Brickley, R.V.Guha : RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF
Schema. http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-schema-20040210/
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2.7

RDF 共有ブックマークを使用した RDF 情報の信頼性表現モデルとその応用システ
ム

2.7.1

はじめに(Introduction))

インターネットにおいては、 RDF 情報は、誰でも作成・発信が可能であるため、そ
れらの情報には、信頼性が高いものとそうでないものとが混在している。この RDF の
信頼性は、普遍的なものではなく、その情報を利用するユーザの価値観によって左右さ
れる。しかしながら、現在のセマンティック Web には、RDF 情報に対して、信頼性情
報を持たせるようなモデリングや仕組みは存在しない。
そこで本研究では、あらゆる情報を RDF という統一フレームワークで表現すること
により、異なる種類の情報を容易に協調させることができるというセマンティック Web
の利点を生かし、RDF 共有ブックマーク情報を使用して、RDF 記述に対して、信頼性
情報を付与するモデルについての検討を行った。
また、本研究の応用システム例として、Google 検索結果を、ユーザの RDF 共有ブッ
クマーク情報を基に、ソート・フィルタリングするアプリケーションを試作した。
2.7.2
2.7.2.1

RDF の信頼性情報の必要性
分散データベースとしての RDF

セマンティック Web では、あらゆる情報を、RDF という統一の情報モデルのフレー
ムワーク上で表現する。これにより、異なる種類の情報を容易にゆるやかに結合させ、
結果として、RDF で表現された情報全体を、 1 つの巨大な分散データベースとして動
作させることが可能である。これは、セマンティック Web の大きな利点の 1 つである。
例えば、PC の価格情報と性能情報とが、各々別々の情報源から、別々の Web サイト
で公開・提供されている場合を例に考えてみる。 もしこれらの情報が、全て HTML で
提供されていたらならば、これらの情報は、マシンリーダブルではないため、これらの
情報を連携させるためには、ユーザの人手によって行わなければならない。
もし、これらの情報が、XML という形で、マシンリーダブルに提供されていたとし
ても、依然、問題は残されている。 XML で記述された情報は、マシンリーダブルでは
あるものの、その情報スキーマは、 XML スキーマや DTD によって、自由に定義する
ことができるため、汎用の XML パーサは、XML で記述された情報を、「単に読む」こ
とはできるが、その読み込んだ情報を、応用できる形で内部に格納するためには、その
XML で記述されている情報のスキーマを意識しなければならない。 したがって、XML
で記述された、複数の異なる種類の情報を連携させるためには、連携に使用するアプリ
ケーションを、個々の XML 情報のスキーマに対応させる必要がある。
この単純な XML で記述された情報の連携は、スケーラビリティの面でも問題がある。
もし、新たな情報(例えば、その PC の販売店の位置情報など) を連携させたい場合には、
その XML 情報のスキーマに対応した読み込みアプリケーションを準備しなければなら
ない。すなわち、連携させる情報の数に比例して、読み込みツールの機能を対応させる
必要がある。 また、連携させる情報の内容次第では、内部のデータベーススキーマの変
更が必要な場合もあるだろう。 このように、単に XML で表現された情報を連携させよ
うとした場合、その連携アプリケーションは、連携させる情報の種類が増えるに従って、
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加速度的に、複雑化・肥大化してしまう。
しかし、これらの情報が全て RDF で提供されていたならば、 RDF を解析する汎用
のアプリケーションで、これらの情報を自動的に連携させることができる。 RDF で情
報が表現されている場合には、情報は RDF という既知の統一スキーマ上で表現されて
いるからである。この場合、情報連携に使用するアプリケーションは、各情報の種類ご
とに個別な情報スキーマを持つ必要がなく、汎用の RDF 解析ツールで、それらの情報
を解析し、応用可能な形で格納することができる。 また、アプリケーションが各情報の
スキーマに依存しないため、連携させる情報の種類が増えた場合にも、情報が単純な
XML で記述されている場合と違い、基本的に「アプリケーションを変更すること無し
に」、演繹エンジンによって、 RDF で提供される各情報を、オントロジ情報と組み合わ
せて、オンデマンドで、自動的に連携させることが可能である。
2.7.2.2

RDF の信頼性情報の必要性

しかしながら、上述のような RDF 情報間の自動連携を考える場合に、現在のセマン
ティック Web には大きな問題がある。それは、RDF 情報の信頼性を評価する仕組みが
無いということである。
セマンティック Web では、RDF 情報は、基本的に Web 上のコンテンツとして、
RDF/XML や RDF/N3 で提供される場合を想定している。これは、世界中の様々な人が
RDF 情報を自分のサイト等で、自由に作成・公開できるというメリットの反面、それら
の情報の中には、誤った RDF 情報や悪意を持った不正な RDF 情報が含まれる可能性が
あるということでもある。
例えば、前の節で述べた通り、セマンティック Web 技術を使えば、 PC の価格・性
能・販売店情報など、異なる情報源からの異なる種類の情報を、容易に連携させること
が可能である。 しかし、もしある複数のサイトが、それぞれ、「PC-1 は Pentium4 を
搭載している」という情報と、
「PC-1 は Celeron を搭載している」という情報との、互
いに矛盾する情報を、誤って提供したならば、その連携システムでは、 PC-1 は、
Pentium4 を搭載しているのか、 Celeron を搭載しているのか判断できず、システムは
混乱してしまう(図 2-7-1)
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図 2-7-1 複数の Web サイトから矛盾する RDF 情報が提供されている場合
また、悪意を持った誰かが、システムの混乱を引き起こすために、 PC の性能情報や
価格情報を、故意に提供する場合もあるかも知れない。 このように、現在のセマンティ
ック Web による情報連携システムは、与えられる情報に、少しでも誤った RDF 情報が
混入された場合、この不正な RDF 情報を使用した演繹エンジンによる連携システムは
混乱して正常に動作せず、その処理結果は、不正なものとなってしまう。
このような問題が起こるのは、そもそもセマンティック Web が、Prolog のような論
理言語と同じように、
「提供された情報が全て正しいと仮定して」動作するコンセプトと
なっている事が、根本的な問題であると私は考える。 そして、この問題を解決しない限
り、私はセマンティック Web は、閉じられた、全ての RDF 情報が正しいと仮定された
環境の中でしか成立しないシステムに留まってしまうであろう。
2.7.2.3

RDF 情報の信頼性の非普遍性

前節では、
「PC の価格情報や性能情報」という定量的な RDF 情報を例に取り上げた。
このような情報には、その信頼性に関して、正しい情報か、誤っている情報かという、
明瞭かつ普遍的な評価尺度が存在する。
しかしながら、 RDF で提供される情報には、その情報を提供するユーザや、その情報
を使用するユーザの主観によって、信頼性の尺度が異なる情報もある。例えば、「Web
ページ A は、PC に関する有用な情報を提供しているページである」というような情報
においては、
「有用」という評価尺度は、人によってまちまちであるため、ある人は Web
ページ A を有用であると評価しても、別の人は Web ページ A を有用であるとは評価し
ないかも知れない。
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また、RDF 情報の信頼性は、ユーザの主観によってのみではなく、その情報の利用シ
ーンに応じても異なる。例えば、あるユーザは、Web ページ A は、 PC に関しては有
用な情報を提供しているページであるが、携帯電話に関しては、あまり有用ではない、
もしくは誤った情報を提供しているページであると、判断する場合もある。
このように、RDF で提供される情報には、普遍的な信頼性尺度が存在する情報ばかり
ではなく、情報を利用するユーザや、その情報の利用シーンなど、状況に応じた個別の
信頼性尺度がある情報も、多々存在する。
「情報の信頼性」という観点では、 Google の PageRank システム[PageRank]も、
同様に「そのページが有用であるか」という、Web ページの信頼性情報を、そのページ
へのリンクを、そのページへの投票とみなすことによって、算出するシステムであると
言える。 この PageRank システムは、非常に効果を上げており、 Google が非常に優
れた検索エンジンシステムとして、広く認知されている大きな要素技術のうちの一つで
ある。
しかしながら、上述の通り、このような信頼性情報は、本来は、ユーザや TPO によ
って異なるものである。これに対し、PageRank システムは、普遍的な信頼性評価を仮
定しているシステムである。
昨今では、Search Engine Optimizer(SEO)と呼ばれる、検索エンジンの検索結果に
おける特定ページの表示順位を作為的に上げるようなビジネスも存在している。これは、
Google における、 Web ページの「普遍的な信頼性評価」があるという仮定を逆手に取
って、情報提供者側の作為的な価値観を押し付けるものであると位置付けることができ
る。
このようなビジネスの存在は、インターネットにおいて、
「情報の信頼性」が、いかに
重要であるかを裏付けると共に、今後、RDF による情報提供と、それらの情報を使用し
た、自動連携システムが発展してきた場合に、このような、情報の作為的な操作が必ず
現れることを、予言するものである。 RDF 情報の信頼性の問題を解決しない限り、セ
マンティック Web がインターネットの主要コンテンツとして、爆発的に普及することは
無いといっても過言ではないかも知れない。
2.7.3

RDF で記述された情報の信頼性を表現するには？

前章では、セマンティック Web における信頼性情報の必要性を述べた。本章では、本
論文で導入した、セマンティック Web の信頼性情報の表現モデルについて説明する。
2.7.3.1

情報源 URI による RDF 情報の信頼性の評価

ある Web ページに、ある情報が RDF で記述されている場合、その情報は大きく分け
て、以下の 2 つの場合があると考えられる。
1.

当該 RDF 情報の情報源が、その Web ページ自身である場合。

2.

当該 RDF 情報は、他の情報源から発信された情報が 当該 Web ページの作成
者によって収集され、伝聞情報として 発信されている場合。
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(1) 掲載 Web ページがその情報源である場合
上記 1 の場合、その RDF 情報の信頼性は、その情報源である、その RDF 情報が掲載
されている URI(情報源 URI)に、大きく依存する。すなわち、その RDF 情報の情報源
URI の信頼性が、そのままその RDF 情報自体の信頼性に結びつく。(図 2-7-2)

図 2-7-2 情報源 URI による RDF 情報の信頼性評価
この情報源 URI によって当該情報の信頼性を評価する考え方は、実社会において情報
の信頼性を評価する際にも、その情報をどこから入手したかという「情報源」が、情報
の信頼性を評価する重要なパラメータの 1 つであることからも、直感的に理解しやすい
であろう。
もちろん、同じ Web サイト内、同じディレクトリ内、ひいては同じ Web ページ内で
あっても、その情報の発信源(情報の作成者)が同一であるとは限らない。したがって、
これらの情報源 URI と、その真の情報源である、情報の作成者に該当するリソースとの
関係も別途 RDF で表現し、これと、上述の情報源 URI とを組み合わせて、当該 RDF
記述の信頼性を評価すべきである。
(2) 他の情報源からの情報をブリッジしている場合
また、上記 2 の場合のように、 Web ページに掲載される情報の中には、その Web ペ
ージがオリジナルの情報源の情報ではなく、単に他のページに掲載されている情報を、
そのままブリッジする場合もあるかも知れない。 例えば、検索エンジンの検索結果にお
いては、検索エンジンは、各検索結果 URI に掲載されている情報の内容には関知せず、
単にそれらの URI 情報を示しているだけである。
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このような場合、情報を掲載している URI は、その情報を伝聞情報として掲載してい
るだけであり、 その情報の内容には関知していないため、その情報を掲載している URI
は、当該情報の信頼性を評価するパラメータとはならない。 したがって、このような場
合には、その RDF 情報を掲載しているページにおいて、その情報をどこから入手した
かという、更にその掲載 Web ページにとっての、"情報源 URI"を併せて考慮する必要が
ある。
もちろん、その掲載ページにとっての情報源 URI においても、当該情報を別の情報源
から入手してブリッジしているだけである場合もあるかも知れない。このような場合に
は、更に、その情報源 URI を辿るというプロセスを繰り返す必要がある。
(3) 情報のオリジナル性は考慮しない
上で述べた情報源 URI は、あくまで当該情報を掲載している URI を表すものであり、
どの情報源 URI が、オリジナルの情報源かということを特定するものではない。
複数の情報源から同一の RDF 情報が,上述のブリッジされた情報としてではなく発信
されていた場合、どちらの情報源でも当該 RDF 情報の内容を認識し、同意して発信し
ていると見なされる。これを、当該 RDF 情報の信頼性の評価という観点で考えると、
これらの複数の情報源によって発信されている当該 RDF 情報の信頼性は、これらの複
数の情報源 URI によって評価されるべきであろう。 (そもそも、複数の情報源から同一
の RDF 情報が発信されていた場合、どちらがコピーで、どちらがオリジナルかという
ことを特定し、証明するのは非常に困難である。)
つまり、情報源 URI とは、
「当該 RDF 情報の内容が、どの URI によって支持されて
いる/承認されているか」ということを表すパラメータとして、位置付けられる。
2.7.3.2

RDF 共有ブックマークによる情報源 URI の重み付け

RDF 記述の信頼性情報の重み付けを行うパラメータとして、 RDF 共有ブックマーク
を使用する。 ブックマークとは、そのユーザが「有用である」と判断した URI のコレ
クションであり、これはすなわち、各ユーザが手動で作成した、URI に対する重み付け
情報(=信頼性情報)の集合であると見なすことができる。
現在、Web ブラウザにおけるブックマークは、ある意味、飽和している状態であると
言える。 Web コンテンツの爆発的な増加に従い、ユーザのブックマークの量も増加し
ているにも関わらず、大半の Web ブラウザでは、未だ、ブックマークの管理はレガシー
なディレクトリツリーによって管理されている。このため、ブックマークの量の増大に
ともなって、その中から、単に目的とするブックマーク情報を探し出すことさえも困難
であり、ユーザの知識データベースとも言うべき、 URI に対する信頼性情報であるブ
ックマーク情報は、現在、生かされていない。
そこで、このブックマーク情報を、情報源 URI に対する重み付けパラメータとして使
用することにより、ブックマーク本来の位置付けである「ユーザごとの重み付け知識ベ
ース」として、有効に活用することができる。
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2.7.3.3

RDF の信頼性情報を RDF で表現する意義

また、RDF 情報の情報源 URI を、同じく RDF で記述されている RDF 共有ブックマ
ークで重み付けをするということにも意義がある。
セマンティック Web の大きなメリットの 1 つとして、異なる種類の情報を、RDF と
いう統一のフレームワーク上で表現することにより、それらの情報を、容易に自動的に
連携させることができるという点が挙げられる。 RDF 情報の情報源 URI を、 RDF 上
で表現されたブックマーク情報によって重み付けを行うことにより、上記、セマンティ
ック Web のメリットを生かした、 RDF 情報の情報源 URI と、ユーザのブックマーク
による URI の信頼性情報という、異なる種類の情報の連携を行うことができる。
2.7.4

RDF 共有ブックマークを使用した RDF 情報の信頼性表現モデル

上記の点を踏まえ、本論文では、RDF 情報の信頼性を表現する、以下のようなモデル
を考えた。
2.7.4.1

Reification による RDF 記述のリソース化

本モデルでは、信頼性情報の対象となる RDF 記述に対して、 Reification を適用し、
その RDF 記述自体を示す RDF リソースを表現した。 しかしながら、Reification は、
その RDF グラフが複雑化してしまうという問題点もある。 RDF 記述自体を示す RDF
リソースを表現するモデルとして、
既存の Triple ベースの RDF モデルの代わりに、Quad
ベースの RDF モデルを導入するなどのアプローチも考えられる。
2.7.4.2

RDF 情報の信頼性を表現する RDF 属性

本モデルでは、セマンティック Web の信頼性情報を表現するために、以下の RDF 属
性値を導入した。
なお、以下に説明する RDF 属性は、Annotea Bookmark namespace に属するものと
する。すなわち、以降の説明では、以下の Namespace 定義を前提とする。

<rdf:RDF xmlns:bookmark="http://www。、w3。、org/2002/01/bookmark#" >

(1) bookmark:retrievedFrom 属性
bookmark:retrievedFrom 属性は、 RDF 情報の情報源 URI を表し、上記、Reification
によって、Reify(具体化)された RDF 記述が掲載されている URI(情報源 URI)が格納さ
れる。(図 2-7-3)
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図 2-7-3

bookmark:retrievedFrom 属性

前章で述べた通り、本 bookmark:retrievedFrom 属性に格納されている URI は、そ
の情報のオリジナルの発信元の URI とは限らない。 bookmark:retrievedFrom 属性に
格納されている URI は、その情報を掲載している URI の 1 つである。
この bookmark:retrievedFrom 属性は、 RDF ブックマークにも付与することができ
る。もちろん、RDF ブックマークも RDF 情報の一種であり、 bookmark:retrievedFrom
属性によって、その重要性の重み付けをすることができる。
(2) bookmark:prefer 属性
bookmark:prefer 属性は, RDF 共有ブックマークの重み付け方向を表す。(図 2-7-4)
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図 2-7-4

http://www.w3.org/2002/01/bookmark#prefer 属性

本属性は、"prefer"か"deny"の 2 値のいずれかを取る。 値"prefer"は、通常のブック
マークと同様、そのブックマークが bookmark:recalls 属性として持つ URI に「賛同」
す る ブ ッ ク マ ー ク で あ る こ と を 意 味 す る 。 値 "deny" は 、 そ の ブ ッ ク マ ー ク が
bookmark:recalls 属性として持つ URI に、
「非賛同」するブックマークであることを意
味する。すなわち、その URI が、そのユーザにとって「価値がない」という、マイナス
の重み付けを意味する。
ブックマーク要素の評価値である本 bookmark:prefer 属性値を、2 値に限定せずに、
複数のレベル値を取り得るように定義することも可能であるが、重み付けのレベル値の
選択肢が増えるにしたがって、そのレベル付けの判断基準に、各ユーザの主観や、その
時々での判断のゆらぎが混入してしまうため、 bookmark:prefer 属性の取り得る値は、
あえて"Prefer"と"Deny"の 2 値に限定した。
なお、本属性が省略された場合は、ブックマークの本来の意味に従い、そのブックマ
ーク要素は、"prefer"を表すブックマークであるとする。
2.7.5
2.7.5.1

プロトタイプ: RDF 共有ブックマークに基づいた Google 検索結果フィルタ
概要

ここまでに述べた、RDF 情報の信頼性表現モデルの応用システム例として、以下に説
明する「RDF に基づいた Google 検索結果フィルタ」を試作した。
インターネットには、 Google や Yahoo 等、様々な Web 検索エンジンが存在するが、
これらの既存の Web 検索エンジンからの検索結果には、ノイズが含まれる。従って、こ
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れらの検索エンジンを使用して、何かの情報検索を行う場合には、複数の検索結果の中
から、目的の URI を抽出する作業が必要である。 そこで、前章までに述べた、 RDF
情報の信頼性情報表現モデルによって、これらの検索結果のフィルタリングを行い、よ
り洗練された情報(検索結果)を提供するシステムの試作を行った。
本プロトタイプでは、次節で述べるシステムアーキテクチャの通り、システムで使用
する情報を、全て RDF で提供することにより、これらの情報の自動連携を試みた。す
なわち、本プロトタイプは、「RDF で提供される検索結果情報に対して、 RDF で提供
されるブックマークより導かれる信頼性情報を自動的に付与し、その結果をユーザに提
示する」システムであると言える。
2.7.5.2

システムアーキテクチャ

本プロトタイプのシステムアーキテクチャを、図 2-7-5 に示す。

図 2-7-5

RDF 共有ブックマークに基づいた Google 検索結果フィルタのシステムアー
キテクチャ
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本プロトタイプは、以下の主要な機能モジュールによって構成されている。
•

Google 検索結果の RDF コンバータ
信頼情報付与エンジンでの処理を可能にするため、Google から戻される検索結果
を解析し、RDF に変換する。

•

RDF ブックマークパーサ
ユーザのブックマークおよびそれよりブックマークされた他のユーザのブックマ
ークを解析する。

•

信頼レベル付与エンジン
Google 検索結果 RDF と RDF ブックマーク解析結果を基に、信頼レベル付けさ
れた Google 検索結果をユーザに出力する。

2.7.5.3

動作例

本プロトタイプの動作例を以下に示す。本プロトタイプのユーザインターフェースお
よび動作メカニズムは、 Google 等の通常の Web 検索エンジンと同様、極めて直感的か
つシンプルである。
1.

プロトタイプシステムの入力画面に、 検索キーワードと、検索結果出力のフ
ィルタリングに使用する RDF 共有ブックマークの URI を入力する。

2.

ユーザが入力したキーワードに対応する検索結果が、 指定された RDF 共有ブ
ックマーク情報に基づいて、 ソート・フィルタリングされて表示される。 同
一のキーワードを、Google に与えて検索した結果と比べ、 ユーザの RDF 共
有ブックマークに含まれる URI が情報源 URI となっている検索 結果が上位に
表示され、 RDF 共有ブックマークで"Deny"として指定された URI を情報源
URI とする 検索結果が下位に表示される。

2.7.6
2.7.6.1

本プロトタイプシステムの従来システムに対する優位点
ユーザ個人の嗜好に応じた検索結果の適応化

現在の Web 検索エンジンでは、ユーザ個人の嗜好に応じた検索結果の適応化を行うこ
とができない。 本プロトタイプシステムでは、RDF に変換された Google の検索結果
に対して、ユーザの RDF 共有ブックマークを使用してフィルタリングを行い、各ユー
ザごとに、Google の検索結果を適応化して表示することができる。
2.7.6.2

信頼性情報のフィードバック

本システムは、RDF に変換された Google の検索結果と、ユーザの RDF 共有ブック
マークとを連携させ、 Google の検索結果を、各ユーザに対して適応化して表示する。
したがって、PageRank 等のシステムに基づいて出力される Google 検索結果など、
書き換えることができない情報に対して、書き換え可能な情報であるユーザの RDF 共
有ブックマークを協調させることにより、ユーザからの View において、書き換え不可
能な情報に対する、フィードバックを行うことができる。(図 2-7-6)
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図 2-7-6 信頼性情報のフィードバック
2.7.6.3

個人嗜好の公開・非公開の選択が可能

Google 等の検索システムが、検索結果のユーザへの適応化を行う場合には、ユーザの
個人嗜好情報を、その検索システムに開示する必要が生じる。 もちろん、このようなケ
ースにおいては、検索システム側での個人嗜好情報の管理には万全を期すはずであるが、
それでも、個人志向情報を、外部に公開するという観点では、セキュリティ面での不安
が生じる。
本プロトタイプシステムでは、 RDF 検索結果と RDF ブックマークとを協調させる
信頼性情報付与エンジンが、検索結果の出力元である検索エンジンと分離されており、
この信頼性情報付与エンジンを、ユーザのローカル PC 上で動作させることが可能であ
る。この場合、書き換え可能な RDF 共有ブックマーク情報を、外部に公開にする必要
が無く、これらの情報のセキュリティが向上する。
ユーザは、外部に公開しても良いブックマーク情報のみを、 RDF 共有ブックマーク
として、外部に公開すればよい。この公開されたブックマーク情報は、後述の信頼性情
報間の協調というメリットをもたらす。
2.7.6.4

信頼性情報間の協調

本プロトタイプシステムでは、RDF 共有ブックマークを、その RDF 記述の信頼性情
報の重み付けのための入力情報として使用している。この使用する RDF 共有ブックマ
ークは、全てがユーザ自身のブックマーク情報である必要はない。 例えば、ユーザが信
頼する他のユーザの RDF 共有ブックマークを、自分の信頼性情報として、そのまま利
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用することもできる。 このような場合でも、この利用する他のユーザのブックマークも
RDF で記述されているため、これらの情報の連携は、容易に実現できる。
この RDF ブックマークの連携においては、 RDF ブックマーク自体が RDF で記述さ
れているため、一般の RDF 情報と同様に、bookmark:retrievedFrom 属性を使用して
RDF ブックマーク情報自体の重み付けを行うことができる。 また、他のユーザの RDF
ブックマークを信頼する、という情報は、そのユーザの RDF ブックマークをブックマ
ークする、という形で表現することができる。
更に、RDF 共有ブックマークの bookmark:hasTopic 属性によって、ある特定のトピ
ックに関しては、ある特定の別のユーザのブックマーク情報を信頼する、というような
RDF ブックマーク同士の連携も可能であろう。
2.7.7

結論

本論文では、RDF 情報における信頼性情報の必要性を述べ、その信頼性情報を表現す
る 1 つのモデルとして、RDF 共有ブックマークと連携した RDF 情報の信頼性情報表現
モデルを提案した。また、その実用性を検証するため、 Google 検索結果として与えら
れた情報を、 RDF 共有ブックマークから抽出した信頼性情報を基にソート・フィルタ
リングする、 RDF 共有ブックマークに基づいた Google 検索結果フィルタを試作し、
そのシステムの有効性から、RDF 情報の信頼性情報の重要性と、その有効性を検証した。
2.7.8

今後の課題

本研究テーマに関する今後の検討課題として、以下の項目を考えている。
2.7.8.1

本プロトタイプの信頼性情報付与メカニズムの一般 RDF 記述への適用

本論文では、RDF 記述の信頼性情報を付与するメカニズムの応用例として、検索エン
ジンの検索結果のフィルタリングアプリケーションを作成した。 次のステップとして、
この RDF 情報への信頼性情報付与メカニズムを、検索エンジンの検索結果以外の、一
般の RDF 記述に対して適用するアプリケーションの試作を行っていきたい。
例えば、勧告・技術文書等の翻訳は、インターネット上のあちこちの Web サーバに
分散して公開されている。そして、これらの翻訳文書を、分散データベースとしてイン
デキシングしているページも存在するが、それらのページは手動で管理・更新されてい
るため、そのページに掲載される翻訳文書は、そのページの作成者が手動で探し出した
翻訳文書に限られてしまう。
これらの翻訳文書には、たいてい冒頭に以下のような記述:
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本文書は、
"Primer: Getting into RDF & Semantic Web using N3"
(http://www.w3.org/2000/10/swap/Primer.html)
を翻訳したものです。本訳には誤りが含まれる可能性がありますので、必ず原文を御参照下さ
い。
2/6/2003, 白石 展久(Nobuhisa Shiraishi) <n-shiraishi@w3.org>

があり、翻訳元文書の情報や翻訳者の情報が、自然言語で記述されている。 このような
翻訳文書の翻訳情報は、翻訳文書のメタ情報であり、このメタ情報を RDF で記述する
ことにより、これらの情報を自動収集する Agent ロボット等によって、翻訳文書の一覧
データベースを、自動的に作成・更新・保守することが可能である。
このようなシステムにおいては、翻訳文書のメタ情報は、その翻訳文書の作成者自身
によって作成されるケースが前提となるため、それらのメタ情報を利用する側で、メタ
情報の取捨選択が必要となる。 このメタ情報を取捨選択する技術として、本論文で検討
した、RDF 共有ブックマークによる RDF 情報の信頼性情報付与技術が有効であると考
えられる。
本論文でのプロトタイプは、信頼性情報を付与する対象となる RDF 情報を、検索エ
ンジンの検索結果に特化したものである。今後、この RDF 情報への信頼性情報付与メ
カニズムを、上記のような、検索エンジンの検索結果以外の、一般の RDF 記述に対し
て適用する場合についての検討を進め、実際のプロトタイプアプリケーションの試作も
行っていきたい。
2.7.8.2

Topic 情報に応じた信頼性情報の重み付け

6.4 節で述べた通り、この RDF 情報の信頼性情報表現メカニズムでは、各 RDF ブッ
クマークの Topic 情報に応じて、重み付けの度合いを変えることが可能である。
しかしながら、本論文では、その可能性を述べたに留まり、その具体的な計算アルゴ
リズムやシステムアーキテクチャの検討、プロトタイプの実装には至っていない。
今後、この Topic 情報に応じた信頼性情報の重み付けについて、具体的な方式の検討
とプロトタイピングを進めていきたい。
2.7.8.3

他の情報源からのブリッジ情報に対する信頼性情報付与メカニズム

また、他の情報源からブリッジして掲載している RDF 情報に対して信頼性情報を付
与するメカニズムについても、本論文では、3.1.2 節で、その基本的な方針を述べたに留
まり、具体的な計算アルゴリズムやシステムアーキテクチャの検討、プロトタイプの実
装には至っていない。
他の情報源からブリッジして掲載している RDF 情報に対する、信頼性情報を付与す
るメカニズムについても、今後、具体的な方式の検討とプロトタイピングを進めていき
たい。
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2.8

Ubiquitous Service Finder－ユビキタス環境におけるユーザ中心のサービス指向
コンピューティングの実現に向けて

世の中はモノであふれている、そして様々な情報が紐付けられている。いわゆるメタ
データである。例えば、工業製品にはメーカー名から製造年月日、型番、食品には生産
地や生産者などが付与されている。リコール問題や食の安全性が叫ばれている現在、そ
うした情報を参照したい場合は多いだろう。一方で、ネット上にはそうしたデータを基
に利用できる様々なサービスが存在している。例えば、メーカーが提供している製品検
索サイトや、公的機関が出している食品衛生サイトなどである。また、家庭内にはネッ
ト家電の普及により LAN 経由でアクセスできるデジタル機器が数多く入り込んでいる。
しかし、これだけ身の回りにメタデータとサービスが溢れているにも関わらず、それら
への簡便で直接的なアクセス方法は存在しない。
例えば、あいかわらずユーザはパソコンの裏をひっくり返し、細かく長い数字の羅列
をメモしたり、商品によっては非常に分かりにくく書かれた食品パッケージ上の情報を
読み取らなければならない。そして、そうした情報から即座に Web での検索にあたるこ
とはできず、まずは自宅に帰ってパソコンの前に座り、メモした文字列を打ち込まなけ
ればならない。
Ubiquitous Service Finder(以下、USF)はそうした情報へのアクセスを改善するため
に考えられたものである。ここでは、世間一般における携帯電話の普及率と、若年層の
寝床にまで携帯を持ちこむ執着心を考慮し、デバイスとして携帯を選択した。そして、
最も直感的で多くの人が使い慣れたインターフェースとして、モノやサービスをアイコ
ンとして抽象化するアプローチを採用した。
USF を使うことで、このパソコンのスペックはなんだっけ？この CD には何が入って
いたっけ？この牛肉はいつ買ったっけ？という時に、携帯をそのモノにかざすだけで、
まずモノがアイコンとしてデバイス上に表示される。そして、それをクリックするだけ
で紐付けられたメタデータを見たり、簡単な操作でクリップすることができる。そのた
めユーザはモノをひっくり返したり、ペンでメモを取る必要がなくなる。また、ネット
上のサービスやデジタル家電の持つサービスもデバイス上にアイコンとして表示される
ため、ユーザはモノアイコンをサービスアイコンにドラッグ＆ドロップするだけで、そ
のモノの持つメタデータをサービスに入力させ、実際にサービスを起動することができ
る。いちいちパソコンを立ち上げたり、キーボードをたたく必要はない。
2.8.1
2.8.1.1

Ubiquitous Service Finder の提案
システム構成

本システムは、RFID に代表されるタグ技術と EPC グローバルやユビキタス ID とい
ったインフラ整備の取り組みによって、近い将来、工業製品や食品といった商品に電子
的に参照可能なメタデータが付与されることを前提としている。むろん、RFID ではな
く QR コードやバーコードを用いることも可能である。また、インターネット上の Web
サービスと、家庭やオフィスネットワーク上のデジタル家電による UPnP サービスが利
用可能であることも想定している。こちらは既に多くのサービスが現実に利用可能であ
る。その上で、RFID などによって取得されたメタデータと Web サービス/UPnP サー
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ビスを連携させるシステムである。
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USF の基本構成

全体アーキテクチャを図 2-8-1 に示す。ここでは、サービス指向アーキテクチャを統
一デザインとして採用し、Web サービスや UPnP サービスだけでなく、モノやデータ(映
像データや音楽データ、デジカメ画像など)も紐付けられたメタデータを返す出力だけの
サービスとみなしている。以下では、いくつかの特徴的なコンポーネントの概要を示す。
WA2WS Getaway は既存の Web アプリケーションを Web サービス化、
つまり WSDL
でインタフェースを定義・公開し、SOAP でアクセス可能とするゲートウェイである。
また、アノテータはサービスにメタデータを付与する機能を有している。
UPnP2WS Getaway は UPnP を Web サービス化するゲートウェイである。これは
UPnP のコントロールポイント機能(UPnP デバイスを管理するハブ機能)を兼ねており、
サブドメイン内の UPnP サービスを自動的に検知し、Web サービスとして以下のユーザ
エージェントに公開する。
ユーザエージェントは家庭内ではホームサーバ(もしくはそれに相当する PC)、オフィ
スでは自席の個人用 PC で動作することを想定しており、RFID タグリーダによって検
知されたタグ ID から該当するモノやデータを表すアイコンを USF に表示したり、ネッ
ト上あるいは家庭内 LAN において利用可能なサービスを USF に表示する。また、ユー
ザの USF 上での操作に応じて、モノやデータに付けられたメタデータの取得や、
Web/UPnP サービスへの入力を行う。ユーザエージェントには、ユーザ固有の動作を追
加するためのスクリプトシステムが内蔵されており、多少のプログラミング経験のある
ユーザは様々なカスタマイズ処理やバッチ処理を組み込むことができる。
メタデータ DB には各種メタデータが格納され、オントロジーDB にはメタデータを
基に連携可能なサービスを発見するためのオントロジー(語彙体系)が収められている。
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USF は携帯電話上で動作する Java のアプリケーションであり、ユーザエージェント
から送られてきた情報に基づいてモノやサービスのアイコンを表示する。ユーザは、ア
イコンを操作することで、メタデータの取得やサービス実行を直感的に行うことができ
る。
2.8.1.2

セマンティックアプローチ

Robot

User Agent

UPnP

USF

RFID

図 2-8-2 スナップショット
本システムは、現実世界にあるモノやデータ、サービスをアイコンとして抽象化し、
デバイス上にそのリフレクションを映し出すことで、ユビキタス環境にいるユーザに(デ
スクトップ操作と同様の)直感的で使い慣れた操作感を与えることを特徴としている(図
2-8-2 参照)。しかし、容易に想像されるようにこの方法では狭いデバイス画面上にアイ
コンが溢れてしまい、どのデータとどのサービスを組み合わせて利用できるのかが分か
りにくい。また、アイコンのクリックやドラッグ＆ドロップといった単純な操作だけで
は、サービスが複数の入力情報を必要とする場合にどの引数にメタデータのどの項目を
入力すればよいかを明示的に指示できない。そこで、本システムでは以下の 2 つの手法
によってこれらの問題への解決を図っている。
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(1) メタデータ－オントロジーマッピング
まず、対象とするモノやデータのメタデータを解析し、あらかじめ用意したオントロ
ジーと照らし合わせることで、メタデータ内の各項目が表す意味的な概念(コンセプトと
呼ばれる)を取得する(例えば、生産者や生産地、賞味期限など)。現在、メタデータには
様々な形式(フォーマット)が存在し、業界や団体毎に統一化が試みられている。例えば、
放送データに関する EPG や、EPC グローバルによる PML(Product Markup Language)
などがそれである。そのため、残念ながらメタデータに対するパーサは各フォーマット
に合わせて個別に開発する必要があるだろう。しかし、多くのメタデータは本質的にタ
プル表現となっており、項目名と値がペアになっている。ここでは、その項目名を取得
し、オントロジー内のノード(コンセプトまたはインスタンス)との正規表現マッチング
を行う。オントロジーとは、一般に語彙体系と呼ばれ、コンセプトをグラフとしてまと
めたものである。我々は、現時点で約 13 万個のコンセプトを有するオントロジーを有
しており、これを基にメタデータの項目名に最も近いと思われるコンセプトを探し出す。
但し、メタデータの項目名は事前に定義された集合であるため、前もって相当するコン
セプトとのペアを定義しておいてもよい。そして、本システムではサービス指向の考え
方からモノやデータもメタデータ(データの場合はデータそれ自身も含めて)を返すサー
ビスとして抽象化しているため、メタデータ内に含まれるいくつかのコンセプト(例えば、
生産地や賞味期限、型番など)を出力しうるサービスとして扱われる。
(2) 組み合わせ可能なサービスの発見と合成
次に、それらのコンセプトの一部または全部を入力とするサービスを検索する。ここ
では、サービスにもあらかじめメタデータが付与されセマンティック Web サービス化さ
れているものとする。セマンティック Web サービスとは、Web サービスに RDF や OWL
を使ってメタデータを付与し、サービスの発見、合成に活用する試みである。我々は現
時点で約 50 種類の Web サービスをセマンティック Web サービス化して提供している
が、今後セマンティック Web が普及することによって我々以外からもセマンティック
Web サービスが提供されるようになるだろう。セマンティック Web サービスでは、サ
ービス記述言語 OWL-S によってサービスの各入出力にコンセプトが割り付けられてい
る。そこで、メタデータから返されるコンセプトとサービスが入力として必要とするコ
ンセプトの関係を計算する。コンセプトは記述論理(DescriptionLogic)に基づくオントロ
ジー記述言語 OWL で定義されているため、コンセプト間に包摂(subsumption)や論理
和(union)といった関係が成立するかどうかをチェックする。我々は既にオントロジーに
基づいて類似の Web サービスを検索するマッチメイキング技術を開発しており、ここで
はサービスの対象をメタデータや UPnP サービスに拡張している。メタデータから返さ
れるコンセプトを入力とするサービスが見つかった場合、今度はそのサービスが出力す
るコンセプトを入力とするサービスを検索する。これを一定回数繰り返すことによって、
サービスの組み合わせ可能な連鎖を見つけ出すことができる。そして、その結果を複数
のサービスアイコンを有向リンクで結合することでユーザに提示する。この動作は、い
わばサービスのメタデータ定義をオペレータとする単純なリアクティブプラニングを意
味している。発火可能なオペレータが複数存在する場合は、コンセプト間の類似度と後
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述するユーザコンテキストに基づいて計算した確信度によってサービスの組み合わせを
ソートする。ユーザは提示されたサービスの組み合わせが気に入らない場合は、次候補
の組み合わせを表示させることができる。また、あくまでもプラニングを一段または多
段に行って結果を提示するのみであり、サービスの実行はユーザがはじめのアイコンを
リンク上の任意のサービスアイコンまでドラッグ&ドロップすることで行われる。その
結果、前後のサービス間でコンセプトに対応する値の受け渡しを行い、サービスを呼び
出していく。具体的な例を次章にて示す。
また、前もってサービスのフローを定義しておくことも可能である。しかし、無数に
存在するネット上のサービスや各家庭毎に異なる機器サービスを対象に、事前に具体的
なサービス対象まで指定してフローを組んでおくのは限界がある。そこで、我々は前述
したように意味的な繋がりからサービスの組み合わせを自動的に計算する技術を開発し
た。しかし、両者の中間的なアプローチとして、フロー定義において具体的なサービス
ではなく抽象的ないわばサービスのクラスを指定しておき、実行時に呼び出し可能なサ
ービスを検索して呼び出す Late Binding 方式のスクリプトシステムも提供している。
サービスのクラスはメタデータによって定義され、上述したマッチメイキング技術を用
いて実行時に呼び出し可能なサービスが検索される。スクリプトはユーザが独自に記述
することができ、ユーザエージェントによって実行される。
2.8.2

ユースケースシナリオ

USF は、ユビキタス環境におけるモノやデータが持つメタデータおよびネットや家庭
内に数多く存在する Web/UPnP サービスへの直感的なアクセス手段を提供することを
目的に開発された。以下では、まず物理的なモノに紐付けられたメタデータを USF で
取得するケース、USF を利用してサービスの呼び出しを行うケース、メタデータからサ
ービスへの連鎖を作り上げて実行するケース、の 3 つを示す。また、最後に USF の上
記以外の使い方について簡単にまとめる。
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図 2-8-3 ユースケースシナリオ
2.8.2.1

ユースケース 1: メタデータスカウター

最も単純な例として USF を用いてメタデータをブラウズする例を説明する(図
2-8-3(a))。まず RFID を用いて USF の近傍にあるメタデータを発見する。既に、RFID
リーダを内蔵した携帯端末 Ubiquitous Communicator や、RFID リーダを内蔵した
KDDI 製携帯電話などが発表されている。近い将来、USF はこうしたデバイスをハード
ウェアとして使用することを想定しているが、現在の実装は通常の携帯電話に RFID タ
グを 1 つ貼り付けた単純なものである。RFID リーダはユーザエージェントの PC に USB
接続され、管理されている。ユーザエージェントは USF に割り当てたタグを認識した
場合、同じリーダによって認識された他のタグを USF の近傍に存在するモノとして、
相当するアイコンを USF 上に表示する。つまり、USF 上に表示されるアイコンは実際
のモノ(や機器)のいわば写像を表している。
例えば、ユーザがキッチンに入るとスーパーから買ってきた牛肉パックについていた
タグが認識され、USF 上に牛肉アイコンが現れる。ユーザが牛肉アイコンをクリックす
ると、ユーザエージェントによってタグ ID に紐付けられた牛肉の生産地や賞味期限に
ついて記述したメタデータが取得され、USF 上にテキスト情報として表示される。それ
以外にも、以前に購入したパソコンやボード部品のスペックを簡単に確認したり、出先
で CD や本のメタデータを USF にコピーし、帰宅後にネットで購入したりといった使
い方が可能である但し、これらの例は RFID タグが購入後もアクティブであり、生産(製
造)者や流通業者が SCM などのために付与したタグ情報に消費者がアクセス可能な場合
を想定している。
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2.8.2.2

ユースケース 2: ユビキタスリモコン

メタデータを見ることができれば、次のステップとしてその情報を特定のサービスに
流し込んで、実行したくなることが想像される。以下では、USF を用いてサービスを実
行する例を示す(図 2-8-3(b))。USF では実際に存在するモノ以外に、電子的なデータに
付けられたメタデータを扱うことが可能である。例えば、動画データや音楽データがフ
ァイルサーバに格納されている場合、それらがユーザエージェントからアクセス可能で
あれば USF 上にアイコンとして表示される。また、Web/UPnP サービスもユーザエー
ジェントからアクセス可能であればアイコン化して表示される。具体的には、UPnP サ
ービスはサブドメイン内で有効であるため、サブドメイン内に設置された UPnP のコン
トロールポイント(UPnP サービスのレジストリ)で認識されている UPnP サービス、お
よびネットワーク的にアクセス可能な Web サービスである。RFID リーダと同様に、
UPnP コントロールポイントもユーザエージェントによって管理され、RFID リーダに
よって USF が特定のサブドメインに物理的に近づいたと判断された場合、そのサブド
メイン内の UPnP サービスが USF 上に自動的に現れる。
例えば、ユーザがリビングに入ると、ホームネットワーク内でアクセス可能なファイ
ルサーバに格納された動画データと UPnP に対応した HDD レコーダの再生サービスが
USF 上にアイコンとして表示される。そこで、ユーザが動画データアイコンを HDD レ
コーダアイコンにドラッグ＆ドロップすると、実際の動画データが HDD レコーダから
再生される。ここでユーザが自室に移動した場合、USF 上には自室内の映像データを再
生可能なサービス(例えば PC など)が表示され、リビングの HDD レコーダアイコンは消
滅する。そして、ユーザが先の動画アイコンを新しく現れたアイコンにドラッグ＆ドロ
ップすると、今度は自室の PC で動画が再生される。
2.8.2.3

ユースケース 3: サービスファインダー

上述した 2 つの例は、USF のスカウターおよびリモコンとしてのいわば導入的な使い
方を示している。しかし、アイコンが増えるにつれて、USF の画面がアイコンで溢れ、
何と何を組み合わせられるのか分からなくなるだろう。また、先の例ではデータそのも
のをサービスに入力したが、メタデータをサービスの入力とすることもできる。その場
合に、メタデータ内のどの項目をサービスのどの引数に与えればいいかを指示しなけれ
ばならない。そこで、前章にて述べたメタデータ－オントロジーマッピングおよび組み
合わせ可能なサービスの発見と合成が必要となる。
例えば、動画データと映像再生サービスの組み合わせは容易に見つけられるとしても、
牛肉にどんなサービスを組み合わせられるかは容易に想像できないだろう。そこで、ユ
ーザが牛肉アイコンをダブルクリックすると、数ある Web サービスの中から食品衛生サ
イトが発見され、牛肉アイコンと赤線でリンクされる。これは、まずメタデータからの
オントロジーマッピングによって、牛肉のメタデータ内の「アメリカ産牛肉」というキ
ーワードから、オントロジーDB 内に格納された食品オントロジー内の Meat コンセプ
トを表すノードが特定される。同様に、メタデータ内の「産地：ペンシルベニア」
「加工
日：20041229」などというキーワードから、オントロジー内の Location や Time とい
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ったコンセプトも特定される。次に、組み合わせ可能なサービスの発見により、Meat
コンセプトと食品衛生サイトに付けれたメタデータの 1 つ、Food コンセプトが概念的
に近いことが判断されて、牛肉アイコンと食品衛生サイトアイコンがリンクされたもの
である。つまり、牛肉と組み合わせられる可能性のあるサービスをユーザに代わって探
し出して提案している。更に、ユーザが牛肉アイコンをリンク先の食品衛生サイトアイ
コンにドラッグ＆ドロップすると、牛肉の情報が食品衛生サイトの検索サービスに入力
され、食の安全に関するより詳細な情報を得ることができる。これは、先のメタデータ
－オントロジーマッピングによって得られた産地と加工日の情報が、食品衛生サイトの
検索サービスの入力に付けられたオントロジーLocation と Time にそれぞれ対応すると
判断され、各項目の値(ペンシルベニア、20041229)が検索サービスに実際に入力されて、
得られた結果をテキスト表示したものである(図 2-8-3(c))。
これ以外にも、例えば CD から Music コンセプト繋がりでアーティスト情報サイトが
発見され、更に Information コンセプト繋がりでロボットの音声読み上げサービスが発
見されるという複数のサービスを数珠繋ぎに接続することも可能である。これは組み合
わせ可能なサービスの発見を 2 回繰り返すことでサービスの連鎖が合成されたものであ
る(図 2-8-3(d))。連鎖の長さはユーザエージェントにおいて設定可能だが、通常は 2 ま
たは 3 に設定されている。
反対に、サービスをステップバイステップで接続することも可能である。例えば、ワ
インアイコンをワイン情報サイトアイコンにドラッグ＆ドロップしてワインの産地や説
明を表示させた後で、ワイン情報サイトアイコンをダブルクリックして、それに繋がる
サービスを探すこともできる。仮にここで Location コンセプト繋がりで地図サービスが
発見された場合に、ユーザが別のサービスを利用したければ次の候補を探すこともでき
る。例えば、この場合、翻訳サービスや前述の読み上げサービスなども発見されるだろ
う(図 2-8-3(e))。
この仕組みはいわば意味的な繋がりで連想ゲームをしてるようなものとも言える。そ
のため、ユーザは意外なデータやサービスの組み合わせを発見することができ、実用面
以外の使い方も可能かもしれない。また、現在はモノやデータに付けられた静的なメタ
データを対象としているが、今後は MPEG-7 など時間に沿って変化するメタデータも対
象とし、動画再生時にダブルクリックするタイミング(シーン)によって異なるサービス
が発見される、などの拡張も検討している。
2.8.2.4

その他の機能

本節ではこれまでの説明にもれた機能についていくつか説明する。
(1) 検索機能
前節では、モノやデータに組み合わせ可能なサービスを意味的に探し出す例を示した。
しかし、そもそもモノやデータまたはサービスのアイコンそのものを探し出したい場合
も想定される。例えば、大規模な本屋や図書館で特定の著者の書籍を探したい場合に、
自動的に表示されるアイコンを 1 つ 1 つチェックしていくことは実質的に不可能である。
そうした場合には、抽象アイコンを利用することができる。抽象アイコンはいわば検索
条件式があらかじめ設定されたフォルダを表しており、ユーザはこれをダブルクリック
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することで、現在認識されているメタデータの中から条件にあうものを探し出すことが
できる。一部のメーラーにおける動的なフォルダと同様の機能である。抽象アイコンへ
の条件の設定はユーザエージェント上に記述する。先の例では、著者の名前とジャンル
などを設定した抽象アイコンをあらかじめ用意しておき、図書館などに入ったときにダ
ブルクリックすることで所望の本の有無や配架などを簡単に確認できるだろう。
また、自動的にユーザのコンテキストを検索条件に加えることも可能である。現在の実
装ではコンテキスト情報として現在位置と時間を取得するマクロが定義されているのみ
だが、これを使うことによって例えば現在地に最も近いサービスを探すことなどができ
る。
(2) スクリプト定義機能
検索機能における条件式記述を更に発展させて、特定の処理を実行するスクリプトア
イコンも併せて提供している。ユーザは、あるサービスを使うことを日常的に繰り返す
場合、それをスクリプトとしてユーザエージェント上に記述することができる。サービ
ス呼び出しは、具体的なサービスを URL まで指定することも可能だが、サービス発見
に必要なメタデータを指定しておき、実行時にサービスを検索させることも可能である
(2.2.2 節参照)。例えば、商品購入などに際してはクレジットカード番号の入力が必要な
Web サービスが多い。そこで、特定のサイトで頻繁に商品を購入するユーザは商品メタ
データをドラッグ＆ドロップするだけで、必要なシーケンスを経て購入まで済ませるス
クリプトを用意しておけば便利だろう。USF 上には自分に関する情報を表すアイコンを
定義することも可能だが、カード番号などの重要な情報はスクリプト内に埋め込んでし
まい、他から参照不可とすることで一定のセキュリティが確保される。
2.8.3

まとめと今後の課題

現在のデジタル家電景気において、家電連携は今後の大きなトレンドになると予想さ
れている。また、RFID による物品の管理は国内においても近々UHF 帯のタグが認可さ
れることをきっかけに爆発的に普及すると言われている。我々はこのような状況の中で
モノやデータとネットワーク上のサービスを簡単に連携させることを目的として USF
を開発した。また、USF におけるアイコンアプローチの弱点として数に応じて探しにく
くなる点とサービスへのデータ入力の問題を挙げ、オントロジーとリアクティブプラナ
ーを用いた関連サービスの発見と連携の仕組みを提案した。
今後は、まず対象とできるメタデータやサービスをより充実させた上で、オントロジ
ーによるサービス発見、およびリアクティブプラナーによるサービス連携の精度(適合
率)を評価して行く予定である。また、同時に複数同時アクセス時の速度(レスポンス)の
評価と改善を図っていきたい。

88

2.9

SemanticWeb エンジン

2.9.1

SemanticWeb エンジン

SemanticWeb エンジンは，慶應義塾大学 SFC 研究所の志水昇氏により開発されたわ
が国初のセマンティック Web 基盤パッケージシステムである。
SemanticWeb エンジンの開発の狙いは次の通りである。
① 日本の人達にとって使い易く、且つ、日本語処理可能なセマンティック Web 基盤を
提供する事。
② 誰でも簡単にセマンティック Web アプリケーションを作る事を可能にする事。
③ セマンティック Web に対する API(Application Interface)の標準案を作成する事。
④ RDF/OWL の構文の詳細知識がなくても、画面上で必要情報を入力するだけでメタ
データやセマンティックデータを簡単に作る事を可能にする事。
⑤ 性能が良くコンパクトな汎用の RDF/OWL パーサを提供する事。
⑥ RDF/OWL の記述順序に則した N-Triples データの生成機能を提供する事。
注、セマンティック Web の仕様書に記載されている N-Triples データは、RDF/OWL
データの順序に対応していない。この為、これ等の仕様書の内容を理解する事を
難しくする原因の一つとなっている。
⑦ オントロジデータの意味を分かり易く表示する事。
⑧ 分かり易く使い易いオントロジ記法を提供する事。
2.9.2

SemanticWeb エンジンのコンポートネントと機能

SemanticWeb エンジンの全体概要図を次に示す。
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Ontology
Viewer/
Generator

対話指示

上記の全体概要図に示しているように SemanticWeb エンジンは、次の 7 コンポーネ
ントから構成されている。
① RDF/OWL 汎用パーサ
② オントロジデータベース
③ オントロジデータアクセスメソッド(ODAM :Ontology Data Access Method)
④ Semantic Web API
⑤ RDF Generator
⑥ Semantic Data Generator
⑦ Ontology Viewer/Generator
これ以外に、SemanticWeb エンジンの提供機能を用いてセマンティック Web アプリ
ケーションの一つとして開発された標準アプリケーションである RDF Analyzer がある。
SemanticWeb エンジンの利用者は、次の事を行なう事ができる。
① Semantic Web API を用いた Java もしくは C 言語でのセマンティック Web アプリ
ケーションプログラムの開発。
② RDF/OWL 汎用パーサを用いた RDF/OWL データの正当性検査
③ RDF/OWL 汎用パーサを用いた RDF/OWL データに対応した N-Triples の生成
④ N-Triples の集合により構成されるオントロジデータベースの構築
⑤ RDF Generator による GUI テンプレートを用いた Dublin Core、RSS1.0 等の標準
メタデータの簡単生成
⑥ Semantic Data Generator を用いた RDF 及び RDF スキーマで記述される簡単なオ
ントロジの生成
⑦ Semantic Data Generator を用いた利用者固有のメタデータボキャブラリの生成、
すなわち、新たなボキャブラリのスキーマの定義
⑧ Ontology Viewer による RDF や OWL で記述されているオントロジの意味の分かり
易い表示
⑨ Ontology Generator による GUI ナビゲーションに基づくオントロジデータの簡単
生成
⑩ SemanticWeb エンジンで独自に開発した S 記法に基づくオントロジの複合概念及び
条件概念の分かり易い表示と簡便な定義
2.9.2.1

RDF/OWL 汎用パーサ

RDF/OWL 汎用パーサは、RDF 及び OWL データを解析し、
そのデータの意味を主語、
述語及び目的語から構成されるトリプルの集合に変換する。
RDF 及び OWL データを解析時にそれらの構文検査も行なう。
従って、RDF/OWL 汎用パーサを本来のパーサとして使えるだけでなく、RDF 及び
OWL の正当性を検査するバリディエータとして使う事ができる。
利用者は、利用者の AP から Semantic Web API を介して RDF/OWL 汎用パーサを呼
び出して使う事が可能である。
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2.9.2.2

オントロジーデータベース

RDF 及び OWL データの意味を主語、述語及び目的語から構成されるトリプルの集合
データとして管理する。
通常、オントロジデータベースは、RDF/OWL 汎用パーサによって生成され、次に説
明する Semantic Web API とオントロジデータアクセスメソッドとを介して利用者 AP
から利用される。
RDF/OWL 汎用パーサ以外のソフトウェアで生成された N-Triples データを取り込ん
でオントロジデータベースとして活用する事も可能である。
2.9.2.3

オントロジデータアクセスメソッド

オントロジデータアクセスメソッド(ODAM :Ontology Data Access Method)は、オン
トロジデータベースを利用者 AP からアクセスしたり、操作したり、検索したりする為
の標準関数群である。
この標準関数には、利用開始関数、利用終了関数、読み出し関数、検索関数、各種要
素取り出し関数等がある。
オントロジデータアクセスメソッドは、Semantic Web API を介して利用者 AP から
呼び出される。
2.9.2.4

Semantic Web API

Semantic Web API は、前記のオントロジデータアクセスメソッドに対するプログラ
ミング言語である Java や C に対する言語毎のインターフェースを提供する部分である。
現在の所、Java から SemanticWeb エンジンを利用する場合、RDF/OWL 汎用パーサ
やオントロジデータアクセスメソッドは DLL(Dynamic Link Library)として Java AP
に組み込まれる。
2.9.2.5

RDF Generator

RDF Generator は、RDF の構文の詳細知識なしでも、テンプレートに必要情報を入
力するだけでメタデータを作る事を可能にする事を可能にする SemanticWeb エンジン
の標準ツールである。
RDF Generator は、Dublin Core、FOAF、RSS1.0 等のテンプレートを準備している
ので、これ等のメタデータを簡単に生成する事ができる。
RDF Generator の Dublin Core テンプレートの画面イメージを次に示す。
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図 2-9-2
2.9.2.6

Semantic Data Generator

Semantic Data Generator は、RDF と RDF スキーマとで記述される単純なオントロ
ジ(すなわち OWL を使うほど高度でないオントロジ)の意味を表示したり、定義したり
する為のツールである。
Semantic Data Generator は、SemanticWeb エンジンの標準ツールの一つである。
Semantic Data Generator の特徴は、新たなボキャブラリを定義する機能、すなわち、
新たなボキャブラリに対するスキーマ定義を提供している事である。
スキーマ定義機能を用いる事により、新たなボキャブラリの為のスキーマ定義データ
を簡単に生成できると共に新たなボキャブラリにより RDF を自由に拡張する事ができ
る。
Semantic Data Generator の実行画面の例を次に示す。
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図 2-9-3
2.9.2.7

Ontology Viewer/Generator

Ontology Viewer/Generator は、OWL で記述されたオントロジ用のビュワー、エデ
ター兼ジェネレータである。
Ontology Viewer/Generator は、SemanticWeb エンジンの標準ツールの一つである
Ontology Viewer/Generator は、OWL で記述されたオントロジの意味を画面上にツ
リー形式やテーブル形式で分かり易く表示し、画面上に表示されたそのツリーやテーブ
ルを編集する事ができ、編集後オントロジ生成を指示する事が出来るので、RDF/OWL
の構文の詳細知識を持たなくても、画面上で必要情報を入力したり、編集したりするだ
けでオントロジデータを作る事が可能である。
Ontology Viewer/Generator で二種類の医療オントロジを表示させた場合の画面イメ
ージを次に示す。
尚、オントロジ画面 1 に表示された医療オントロジは英国で作られた Galen オントロ
ジであり、オントロジ画面 2 に表示された医療オントロジは米国の国立癌センターで作
られたオントロジで一般には NCI オントロジと呼ばれている。
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図 2-9-4 オントロジ画面 1 (Galen オントロジ)

図 2-9-5 オントロジ画面 2 (NCI オントロジ)
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オントロジには、階層概念記述、複合概念記述、条件概念記述及びそれら以外の概念
間の関係記述が存在するが、Ontology Viewer/Generator では、階層概念記述をツリー
構造で表示し、複合概念記述及び条件概念記述を独自に開発した記法である S 記法によ
り表示し、それら以外の概念間の関係記述をテーブル構造で表示する。
次に階層概念表示の例を示す。

図 2-9-6
また、概念間の関係表示の例を次に示す。

図 2-9-7
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2.9.2.8

RDF Analyzer

RDF Analyzer は、SemanticWeb エンジンの提供する機能を用いて開発された
SemanticWeb エンジンの標準アプリケーションである。
RDF Analyzer は、RDF/OWL 汎用パーサを用いて RDF/OWL データの内容を
N-Triples に変換したり、オントロジデータアクセスメソッドを使いそのデータの意味
を日本語や論理式に翻訳したりする機能をもっている。
RDF Analyzer の機能概要図を次に示す。
N-Triplesを日本語に翻訳
_: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。

RDF/OWL

<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>

N-Triples

日本語翻訳文
RDF Analyzer
N-Triplesを論理式に翻訳
**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)

論理式
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）

<_: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> .

図 2-9-8
尚、この図の中で用いられているデータはド・モルガンの定理を OWL で記述したデ
ータの一部である。
SemanticWeb エンジンの標準アプリケーションである RDF Analyzer を用いる事に
より、次の事が行なえる。
① RDF/OWL データの日本語への翻訳
② OWL の論理記述の論理式への翻訳
2.9.2.9

S 記法

Ontology Viewer/Generator 等でオントロジを分かり易く表示しようとする場合に問
題となるのは、複数の概念の和や積により定義される複合概念と数値制約や値制約など
により規定される条件概念との表示方法である。
SemanticWeb エンジンでは、複合概念と条件概念とを分かり易く表示し、また、簡
単に定義可能にする為、独自に開発した S 記法(Simple 記法)を用いている。
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S 記法は、論理式に似た記述規則を持つ。
ただし、OWL の Restriction の場合、次の形式で記述するものと定義している。
[プロパティ名] 制約条件記号 当該プロパティの値
例えば、「プロパティ P の値として少なくとも一つの V を持つもの」の場合、
[P]∃V
と表現する。
S 記法の記号と OWL のボキャブラリとの対応は次の表の様になっている。
表 2-9-1
OWLのボキャブラリ

意味

論理記号

owl:unionOf

論理和

∪

owl:intersectionOf

論理積

∩

owl:complementOf

論理否定

￢

数

=

owl:minCardinality

最小値

≧

owl:maxCardinality

最大値

≦

owl:allValuesFrom

すべての

∀

少なくとも１つ存在する

∃

属する

⊂

同値

⇔または=

owl:hasValues

値を有する

≡

owl:Restriction

プロパティ制約

[プロパティ名] 論理記号 プロパティ値

owl:cardinality

owl:someValuesFrom
rdfs:subClassOf
owl:equivalentClass

次の OWL 記述の場合、
<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#乳頭(状)筋(肉)の急性梗塞">
<owl:equivalentClass>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#梗塞工程"/>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="http://example.org/factkb#に特に働く"/>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#乳頭(状)筋(肉)"/>
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</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="http://example.org/factkb#has 慢性"/>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#慢性"/>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="http://example.org/factkb#状態"/>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:about="http://example.org/factkb#急性"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</owl:equivalentClass>
</owl:Class>

これを S 記法で表現すると次の様になる。
乳頭(状)筋(肉)の急性梗塞=(梗塞工程∩([に特に働く]∃乳頭(状)筋(肉))∩([has 慢性]
∃(慢性∩([状態]∃急性))))
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2.10

社内・学内情報共有のためのイントラブログ構築サービス

blog(weblog ともいう)はウェブ上で公開される日記である。2000 年ごろアメリカで始
まり、2002 年から爆発的に普及した。アメリカでのユーザー数はこの 1 年で倍増し、
約 1000 万人と推定されている。日本でも 2003 年から普及と活用が進み、身近なパーソ
ナルツール、コンテンツとして親しまれている。
これまで blog はパーソナルユースが主体であったが、最近はビジネス分野でも利用が始
まっている。ビジネスでの新たな利用シーンとしては、マーケティングと知識管理が挙
げられる。
2.10.1

マーケティング

マーケティングには企業からユーザーへの情報の発信による側面とユーザーから企業
への反応の提示という側面がある。
1990 年代 Web の創世期、企業はサイトを立ち上げホームページを開設し、インター
ネットを用いた個人への情報発信が始まった。そして、アクセスの多いサイトにバナー
広告を掲載し、自社サイトへの誘導を試みる、一般ユーザー向けの枠組みが確立した。
こうした Web によるマーケティングの確立と期を一にしてダイレクトメールのメディ
アとしてメールが用いられるようになる。こちらも、配信量の多さからユーザーにとっ
て迷惑なものであるという社会的な批判を経て、企業が提供する情報やサービスに強い
興味を持ち、メールの配信を希望する特定ユーザーにメールマガジンを送付するという
枠組みが定着している。
一般向けの Web と個人向けのメールマガジンといえるが、blog はその中間に位置す
るメディアである。
ユーザーは企業の提供する製品やサービスに対して、メールを送付したり、自分のホ
ームページに意見を掲載することで、企業に反応を示していた。ユーザーの反応を提示
する場としては電子掲示板というメディアが隆盛を極めるようになる。これらのメディ
アによる情報は企業が引用やリンクの掲示をしない限りは、元になる製品やサービスを
紹介するホームページとの繋がりが希薄になる。blog ツールは引用やリンクを自動的に
生成する役割を担う。
blog は多数への意見の提示という点では電子掲示板と同じ役割を果たす。そこには非
常に多くの発言が記載されている。しかし、発言者の匿名性が許容されるため、意見の
質はまちまちであり、企業はユーザーの意見の信用度を判定しにくい。これに対して
blog は、発言者が blog を利用している場合は、その信用度を判定しやすいという利点
をもつ。
昨年の 9 月、日産自動車は新車「TIIDA」の発売と同時に blog ページを開設している。
ページにはリピータが多く、ユーザーは掲載される発言を介してカタログでは知り得な
い使用感といった情報を知ることが出来る。10 月には味の素が「レシピ百科」とリンク
した「マヤヤのお料理 ABC」という blog ページを開設している。マヤヤという料理の
ビギナーを想定したキャラクターが数日後とに料理に関する話題を提供する。ユーザー
はこれに対して様々な意見を述べていく。「マヤヤのお料理 ABC」は月間一万人以上の
利用者を記録している。
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2.10.2

イントラ blog

マーケティング利用など社外への情報発信に用いる社外公開型の blog に対し、非公開
型の blog もまた存在する。非公開型の blog は、社内向けに設置され、社員を読み手と
して情報発信を行うビジネス blog である。日立製作所は企業向けの blog システムを販
売している。この非公開型の blog は結果として従来のイントラネットの代用もしくは併
用という形式を伴うため「イントラ blog」とよばれる。イントラ blog は、XML に準拠
した HTML である XHTML 言語によって記述され、RSS を自動的に生成するセマンテ
ィックなネットワークである。つまり、blog フォーマットを用いて構築されるイントラ
ネット、となる。また、イントラ blog はメールアドレスやスケジュールなどの情報を共
有・管理するソフトウェアに blog を統合したものといえる。
blog は、書き手であるユーザーがそれぞれの視点で情報を気軽に書きためられるうえ、
それらをいつでも参照できるという利点を持つ優れたメディアである。それを企業内に
持ち込んだ場合でも（つまり、イントラ blog においても）同様なメリットを享受するこ
とが出来るのはいうまでもない。形式にとらわれない、様々な情報や知識を自由に記述
していけると同時に再活用を体系立って行える、つまりいわゆる「暗黙知」と呼ばれる
ような不定形の知恵のデータベースとして。

Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

RSS

Ping Server

Blog

Blog

RSS

Blog

Internet

RSS Crawler

XML

Intranet

DB

RSS Reader

User
(Browser)

Intranet

Search Index

図 2-10-1 イントラ blog の概念図
利用可能になるわけである。イントラネットやグループウェアは、スケジュールやア
ドレス管理等、体系づけて整理された情報、いわゆる「形式知」を扱うことに適してい
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る。しかし、体系だっていない情報や形式化されていない知識を蓄積したり、検索した
りすることが不得手である。形式知でない情報「暗黙知」は、単なる思いつきであった
り雑談の中に潜む場合が多いでが、それらは時にはビジネスアイデアを内包していたり、
様々な発明や事業の糸口となりえる。
「この情報を知っているヒト」とか「あの人を知っ
ているヒト」
」等、形式化されていない知識の蓄積や情報共有、それらの検索にイントラ
blog は有効活用できるソリューションとなる。
イントラ blog は、blog フォーマットで書かれたイントラネットであるが、ルックア
ンドフィールは、
(1) blog 的である（時系列順にテキストが表示され、コメントやトラックバック機能
を有する）。
(2) blog 的ではない（通常の HTML サイトと変わらないが、blog 構築ツールによって
エントリーもしくは編集されている）。
というように、二つに大別できる。いずれの場合でも、オープン・blog の場合と同様に、
重要なキーワードがある。それは XML と RSS の二つである。
blog フォーマットに準拠した Web サイトとは、XML に準拠した言語である XHTML
によって書かれている必要がある。そして、そのサイトは RSS（Rich Site Summary も
しくは RDF Site Summary、あるいは Really Simple Syndication、XML フォーマット
によって記述された、Web サイトの更新情報サマリーのことで、名称の相違は、RSS
のバージョンの違いによる）を常に配信できる仕組みを持っていることが必須となる。
この二つの条件により、イントラ blog は暗黙知のデータベースという長所に加えて、非
常に効率的な情報通知機能という、特長を持つことになる。

XML

Intranet

DB

RSS Reader

User
(Browser)

Intranet

Search Index

図 2-10-2

RSS リーダー

ここで、RSS は、Web サイトの更新内容を XML によって定められた記述方法によっ
て簡潔にまとめたフォーマットであり、Web サイトのページごとのメタデータである。
なお、最近では、更新内容をより広く記述した、ATOM と呼ばれるフォーマットも存在
する。
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2.10.3

RSS リーダーと RSS クローラー

イントラ blog の主要な機能は RSS リーダーと RSS クローラーである。
RSS リーダーとは収集された RSS を更新順、登録順に読むことが出来る Web アプリ
ケーションである。RSS を利用すると、Web サイトの更新情報を擬似的にプッシュ配信
することが出来、「RSS リーダー」と呼ばれるツールを使って定期購読することが可能
となる。クライアントソフトとしての RSS リーダーの場合は、各クライアント PC にソ
フトをインストールする必要があり、メンテナンスの手間やコストが馬鹿にならない。
このため、イントラ blog においては原則的に、Web 型の RSS リーダー（および更新情
報のクローリングソフト）の導入が望ましい。Web 型 RSS リーダーと後述するクロー
リングサーバーは、社内サーバーにインストールして、ブラウザ経由で使用するサーバ
ーソフトである。
読むべき blog が増えてきた場合には、購読管理や各種情報の仕分けを行える RSS リ
ーダーは非常に重宝する。逆に無いと、膨大な情報を整理しきれず、イントラ blog の導
入効果を大きく減じることとなる。
RSS リーダーはイントラ blog の効率的な運用のために、非常に重要な要素である。
RSS には、記事のタイトルと要約、更新日、記事の作成者などが記述されている RSS
リーダーを使えば、ユーザーは自ら登録した blog や RSS を提供しているニュースサイ
トなどのサーバーを巡回し、更新された RSS の情報を収集して表示することが出来る。
つまり、イントラ blog が発信する RSS を一覧し、必要な情報にのみアクセスすること
ができる、ということになる。
これまで「Web サイトの要約をプッシュで送る」機能を担ってきたのはメールである。
一般に、多くの企業が自社の Web サイトの更新情報をメールマガジン配信業者に依頼し
て潜在ユーザーに通知してきたわけだが、社内においても同様に、イントラネットに掲
載した情報をいちいちメールによって社員に通知しているのが現状といえる。イントラ
ネットの更新情報を RSS によって配信できれば、この問題はかなり解消し、メールサー
バーへの負荷を大きく低減することが可能となる。社内の全ての Web サイトが RSS の
生成機能をもつことが、社内情報通知の効率化を実現することになり。このことが、イ
ントラ blog が blog フォーマットによって書かれている理由となる。
イントラ blog では、RSS リーダーインターフェースはデータベースを直接アクセス
し、更新情報を表示する。また、RSS リーダーインターフェースを通じて、RSS の全文
検索が可能になる。
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Blog

Blog

Blog

Blog

RSS

Ping Server

Blog
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Internet

RSS Crawler

DB
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図 2-10-3

RSS クローラー

通常のイントラネットやグループウェアが持つ情報を RSS に変換すれば、RSS リー
ダーで閲覧することも可能である。
RSS リーダーはどのエントリーがクリックされたか（閲覧されたか）を常に保存する。
そして、エントリーに対して、タイトルだけ閲覧された、概要が読まれた、本文が読ま
れたといった情報を記録することで、利用者がどの Blog を特に重要視しているかを測
定する。これらの情報は、Google の Page Rank のように、ページの重要度を計るため
に利用されるとともに、将来的にはエージェント機能のための情報として利用すること
を想定している。それと同時に、イントラ blog へのアクセスはロギングされ、ランキン
グ情報として利用していくことも想定している。
もう 1 つの基本機能である RSS クローラーはイントラネット内の Blog とインターネ
ット上の Blog の両方を定期的に巡回して、前回巡回時から更新されている RSS をチェ
ックし、更新されているものがあれば、データベースに登録するプログラムのことであ
る。イントラネット内には ping サーバーが設置されており、イントラネット内の Blog
が更新されると、クローラーは即時にその Blog の更新情報の取得を開始する。このと
き、RSS Auto discovery を利用して RSS URL ではない URL から RSS URL を取得す
る機能も有する。クローラーによって収集された RSS は、システムのデータベースに保
存されるとともに、全文検索用のインデックスが作成される。なお、巡回先サーバーに
過度の付加をかけない適切な間隔で巡回を行う。
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2.10.4

学内イントラ blog

インターネット社会において私たちはネット上と現実社会を行き来しながら、知識共
有のみならず、知の創発、伝播を行っている。こうした行為はオープンなインターネッ
トだけではなく、閉じたコミュニティを想定しても同様である。そして blog はそこでの
コラボレーションツールとして利用が可能となる。閉じたコミュニティとしては企業だ
けではなく、大学の学内を想定することが出来る。
慶応大学・湘南藤沢キャンバス小桧山研究室では、授業あるいは研究室においての使
用を目的として、汎用性のあるコラボレーションツールの構築とその利用方法の検討を
開始している。検討課題としては、トラックバックの有効活用、SNS(Social Networking
Service)との統合、幅広いツールの普及の 3 点が挙げられている。
(1) 日本では「トラックバック」が充分に機能していない。相手の blog に対して意見
を述べるのではなく、単に読んだことを通知するスタンプとして使用する場合が多
い。トラックバックはユーザーが発見した関連のある情報へのタグ付けであり、活
用の余地がある。
(2) FOAF(Friends Of

A Friend)など個人の人間関係をデータ化した FOAF のユー

ザーが増加している。SNS の個人プロファイルと blog の組合せ方式の検討が必要
である。
(3) blog はツール間で仕様が統一されている。XML-RPC(xml-Remote procedure Call)、
トラックバック、更新通知 ping、RSS 配信などの機能において異なる blog ツール
間をグループ化するツールの開発が必要である。
こうした課題の解決のため、
(1) blog と狭所 SNS によるコラボレーションモデルの構築
(2) トラックバック追跡による情報の関連付けの可視化、
(3) blog にアドオン可能なコラボレーションツール開発、
(4) ツールを用いた学習・教育手法の開発を行うことが計画されていている。
なお、開発ツールは、
(1) blog への XML-RPC または ATOM による書き込み、
(2) RSS もしくは ATOM による blog の読み込み、
(3) トラックバックトレーサー、
(4) ソーシャルネットワークプロファイル、
(5) データベース、
(6) 可視化とレコメンドアルゴリズム、
といった機能モジュールとして構成し、blog アプリケーションのプラットフォームとし
ての普及を図る。また、研究成果とツール開発と平行し、キャンバスでの授業や研究会
での運用を中心としたフィールド実験を、開始時期をずらし、並行する形態で実施する
とのことである。
研究は 2006 年 3 月が終了予定であり、成果に期待をしたい。
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2.11

RDF とトピックマップで実現する Seamless Knowledge

2.11.1

概要

RDF とトピックマップは、異なる標準化団体により作成された異なる標準群であるが、
多くの類似性、共通性を持っている。それらを"標準"間の競争としてではなく相互補完
的なものであると捉えることによりシナジー効果が期待できる。そのためには、RDF と
トピックマップのデータ間の、相互運用の可能性を実証する必要がある。本発表では、
RDF とトピックマップのマッピングを通して相互運用の可能性を実証する。さらに主題
を識別するための Published Subjects（公開された主題）について解説し、RDF/トピッ
クマップ間のマージ、視覚化、検索などの FOAF、SLCP への適用を試みる。
2.11.2

背景

RDF は W3C、Topic Maps は ISO で作成または作成されつつある標準群である。RDF
は、セマンティック Web の実現のために、情報リソースについての構造化されたメタデ
ータ、及び、論理的な推論の基盤を提供することを意図している。一方、トピックマッ
プは、情報を見つけやすくするために、情報リソースに対する高機能な索引の構築を支
援することを意図している。両標準群は、相互補完的に利用可能であり、Web の急激な
普及によって引き起こされた情報過多な環境において、情報洪水を解消し、”見方”
、”タ
イミング”、”粒度”が、立場、状況、人により様々であるという困難な状態においても、
必要なときに必要な情報に的確にアクセスするための手段を提供するものと期待されて
いる。
以下、主題に基づいた情報/知識の集約、組織化（Seamless Knowledge と呼ぶ）実現
のための技術要素と、それらの実問題への適用例について記述する。
2.11.3
2.11.3.1

RDF とトピックマップ
RDF 標準群とトピックマップ標準群

RDF とトピックマップは、情報リソースについて意味的、構造的に記述するためのも
のであり、それ自身が情報リソースである。RDF とトピックマップはともに、複数の標
準群から構成されている。それらは、記述のためのシンタックス、データモデル、制約
言語、検索言語等からなる。
RDF 標準群とトピックマップ標準群の比較を下図に示す。
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Topic Maps標準群とRDF標準群
TMQL: Topic Maps Query Language

Web Ontology Language

TMCL: Topic Maps Constraint Language

RDFS: RDF Schema

TMQL

OWL

TMCL

RDFS
Topic Maps

XTM

HyTM

SPARQL

RDF

LTM

RDF/XML

n3

（出展： TM/RDF Interoperability in Practice, Lars Marius Garsholより）

図 2-11-1 Topic Maps 標準群と RDF 標準群
2.11.3.2

基本的なモデルの比較

2.11.3.2.1

RDF の基本的なモデル

RDF の基本的なモデルは、主語、述語、目的語の三つ組みで表される。下図にその関
係を示す。

RDFの構成要素
－ 主語：Subject or リソース：Resource
－ 述語：Predicate or プロパティ：Property
－ 目的語Object or 値：Value
“http://www.knowledge-synergy.com/topicMaps.ppt の著者は、鈴木一郎です。”
主語(Subject) or
述語（Predicate） or

リソース(Resource)

目的語(Object) or
値(Value)

プロパティ(Property)
http://www.knowledge-synergy.com/topicMaps.ppt

鈴木 一郎
著者

図 2-11-2

RDF の構成要素
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2.11.3.2.2

トピックマップの基本的なモデル

トピックマップの基本モデルは、トピック、関連、出現で表される。下図にその関係
を示す。

Topic Mapsの基本モデル
•

情報プール
–

任意の型、フォーマット、ロケーション

•

Knowledge layer を構成する:

•

トピック (Topics)
–

作曲した
作曲した
トスカ

問題領域でのキーとなる主題群を表現
プッチーニ

•

生まれた

蝶々夫人

関連 (Associations)
–

主題間の関係を表現

Lucca
knowledge
information

•

出現 (Occurrences)
–

=

主題に関連する情報リソースへのリンク

The TAO of Topic Maps (トピックマップ道)
–

トピック、関連、出現は型を持ち、その型自身ト
ピック

（出展：Towards Seamless Knowledge, Steve Pepper より）

図 2-11-3 Topic Maps の基本モデル
2.11.4

RDF から トピックマップへのマッピング

Ontopia 社では、RDF/トピックマップ間のマッピングを既に実現している。その方法
を紹介する。
RTM (RDF to topic maps mapping) という RDF ボキャブラリを使用して、
RDF データとして両構成要素間の対応関係を指定する方法である。RTM は以下に示す
RDF プロパティとリソースから構成される。
2.11.4.1

RDF プロパティ

（1）rtm:maps-to プロパティ
RDF プロパティとトピックマップ構成要素とのマッピングを定義する。
（2）rtm:type プロパティ
マッピングによって作成されるトピックマップ構成要素の型を指定する。
（3）rtm:in-scope プロパティ
マッピングによって作成されるトピックマップ構成要素のスコープを指定する。
（4）rtm:subject-role
RDF ステートメントを、トピックマップの構成要素の一つである"関連"にマッピング
する際に、RDF ステートメントの主語に該当する"関連"の役割の型を示す。
（5）rtm:object-role
RDF ステートメントを、トピックマップの構成要素の一つである"関連"にマッピング
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する際に、RDF ステートメントの目的語に該当する"関連"の役割の型を示す。
2.11.4.2

リソース

マッピング先のトピックマップ要素を指定する。リソースには、以下のものがある。
（1）rtm:basename
（2）rtm:occurrence
（3）rtm:association
（4）rtm:instance-of
（5）rtm:subject-identifier
（6）rtm:subject-locator
（7）rtm:source-locator
2.11.4.3

マッピング例

Dublin Core メタデータに対して、
RTM ボキャブラリを使用して RDF データ作成し、
トピックマップにマッピングした例を示す。マッピング対象の Dublin Core メタデータ、
マッピングを指定する RDF ファイル、マッピングの結果生成されたトピックマップフ
ァイルを順に示す。
（1）RDF データ (Dublin Core メタデータ)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<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:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rtm="http://psi.ontopia.net/rdf2tm/#">
<rdf:Description rdf:about="p100-requirement.doc">
<rdf:type>
<rdf:Description
rdf:about="http://www.knowledge-synergy.com/psi/slcp.xtm#d5.3.2.1-1" />
</rdf:type>
<dc:title>プロジェクト 2005 システム要求定義書</dc:title>
<dc:creator>
<rdf:Description rdf:about="mailto:motom@green.ocn.ne.jp">
</rdf:Description>
</dc:creator>
<dc:description>本ドキュメントは、プロジェクト 2005 の要求を定義する。
</dc:description>
<dc:publisher>株式会社ナレッジ・シナジー</dc:publisher>
<dc:contributor>
<rdf:Description

108

rdf:about="mailto:kinuko@knowledge-synergy.com">
</rdf:Description>
</dc:contributor>
<dc:date>2005.2.5</dc:date>
<dc:language>日本語</dc:language>
<slcp:project>
<rdf:Description
rdf:about="http://www.knowledge-synergy.com/psi/slcp.xtm#project-2005" />
</slcp:project>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
（2）マッピングファイル RTM ボキャブラリを使用した RDF データ
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rtm="http://psi.ontopia.net/rdf2tm/#">
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">
<rtm:maps-to
rdf:resource="http://psi.ontopia.net/rdf2tm/#basename"></rtm:maps-to>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">
<rtm:maps-to
rdf:resource="http://psi.ontopia.net/rdf2tm/#occurrence"></rtm:maps-to>
</rdf:Description>
.....................
<rdf:Description rdf:about="http://www.knowledge-synergy.com/ns/slcp#project">
<rtm:maps-to
rdf:resource="http://psi.ontopia.net/rdf2tm/#association"></rtm:maps-to>
<rtm:subject-role
rdf:resource="http://psi.ontopia.net/rdf2tm/#subject"></rtm:subject-role>
<rtm:object-role
rdf:resource="http://psi.ontopia.net/rdf2tm/#object"></rtm:object-role>
</rdf:Description>
.....................
</rdf:RDF>
（3）マッピングにより生成されたトピックマップ
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<topicMap
xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
......................
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<topic id="id3">
<instanceOf>
<topicRef xlink:href="#id4"></topicRef>
</instanceOf>
<subjectIdentity>
<subjectIndicatorRef
xlink:href="http://www.knowledge-synergy.com/ns/document/p100-requirement.doc"
></subjectIndicatorRef>
</subjectIdentity>
<baseName>
<baseNameString> プ ロ ジ ェ ク ト
2005 シ ス テ ム 要 求 定 義 書
</baseNameString>
</baseName>
<occurrence>
<instanceOf>
<topicRef xlink:href="#id11"></topicRef>
</instanceOf>
<resourceData>本ドキュメントは、プロジェクト 2005 の要求を定義する。
</resourceData>
</occurrence>
</topic>
...............................
2.11.5

Published Subjects（公開された主題）

次世代の Web では、処理対象が情報リソースそのものというより、主題（本来我々が
必要としているのは情報リソースそのものでなく、そこに含まれる主題であると考えら
れる。）になることが予想される。Published Subjects は、主題（トピック）を識別可
能にする仕組みで、ネットワーク上で永続的に公開し、トピックマップの共有／交換を
容易にすることを目的にしている。最近では、トピックマップ間の相互運用性を高める
だけでなく、RDF や OWL とトピックマップとの間の相互運用を可能にすることも目
標にしている。Subject indicator は、主題について記述した情報リソースであり、その
URI がユニークであることで主題が識別できる。それを公開したものを Published
Subject Indicator (PSI)という。以下に、主題 ”いるか” （水生動物）の PSI の例を
示す。これにより、例えば、歌手の “いるか” さんと主題を明確に区別できる。
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PSIのイメージ（主題：いるか）
http://www.knowledge-synergy.com/PSI/dolphin
This is a published subject indicator (PSI)
conforming to the OASIS Published Subjects
Standard

Subject: いるか（海豚）
PSID:
http://www.knowledge-synergy.com/PSI/dolphin

定義:
クジラ目の小型ハクジラ類の総称。一般に、体長4
メートル以下の種類をさし、それ以上のものはクジラ
と呼ぶ。上下の顎(あご)に多数の歯をもち、多くは口
の先がくちばしのようにとがり、イカ類や魚類を捕食
する。世界中の海に広く分布し、淡水にすむ種類も
ある。
「動物界－脊索動物門－脊椎動物亜
門－哺乳綱－獣亜目－真獣下綱－ク
ジラ目」

PSIの実例
・ISO 639 言語コードのPublished Subjects
(http://www.oasis-open.org/committees/download.php/1444/language.xtm)
・ISO 3166 国コードのPublished Subjects
(http://www.oasis-open.org/committees/download.php/1442/country.xtm)

・XTM (XML Topic Maps) Core Published Subjects
(http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/core.xtm)

図 2-11-4 PSI のイメージ（主題：いるか）
2.11.6

Remote Access Protocol

RDF ファイルやトピックマップファイルは、ネットワーク上に分散された形で蓄積が
進んでいる。ネットワーク上でのフラグメント交換、更新、マージ、フィルタリング等
の処理を可能にすることは、必然的なニーズであり、それら情報リソースの有用性をさ
らに高めることになる。今後、このリモートアクセスの機構実現に向けて努力していく
必要がある。
2.11.7
2.11.7.1

適用例
FOAF と個人データ

FOAF (Friend Of A Friend)データ と、各個人トピックマップのマージによるリッチ
な個人情報を持った人的ネットワークと、個人情報の One stop shopping の実現を目指
した例である。FOAF の RDF データ、個人データのトピックマップ、その 2 つをマー
ジした結果のトピックマップのそれぞれを視覚化（グラフ表示）した例を以下に示す。
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FOAF データ

個人トピックマップ

マージ結果

図 2-11-5
2.11.7.2

SLCP とドキュメントデータ

SLCP (Software Life Cycle Process)トピックマップ 、ドキュメントの Dublin Core
メタデータ、個人トピックマップ、プロジェクトトピックマップなど、別々に作成され
た情報リソースをマージし、プロジェクト視点、担当者視点、SLCP の視点等からのナビ
ゲートを可能にする。それにより、多視点からの情報アクセスに基づいたプロジェクト
管理、コンテンツ管理の支援を目指す。それぞれのトピックマップ、RDF データをマー
ジし、視覚化（グラフ表現）した例を以下に示す。

図 2-11-6 トピックマップ、RDF データ
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2.11.8

まとめ

ネットワーク上に存在している、あるいは、これから作成される情報、知識をシーム
レスに結合し、主題に基づいたナビゲートを可能にする。さらには、主題についての
collocation を実現し、主題についての One Stop Shopping を可能にする。それにより、
情報洪水から逃れ、必要なタイミングで、必要な情報にアクセス可能になる。そのため
の技術要素を再度以下にまとめる。
（1） RDF、トピックマップ
・ 意味的に構造化されたデータ
（2） Published Subjects
・ 任意の主題をグローバルに同定
（3） Remote Access Protocol
・ ネットワーク上での fragment の交換
・ 統合とフィルタリング
（4） Query Language
・ RDF、トピックマップの検索、更新
こ れ ら の 技 術 要 素 を 有 機 的 に 組 み 合 わ せ て 利 用 す る こ と に よ り 、 Seamless
Knowledge の実現に近づけるものと考える。
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2.12

セマンティックウェブサービスの現状と課題
―ロケット打上作業支援システム構築の経験から―

2.12.1

はじめに

交通システムや電力システムのような大規模人工システムは、現代社会に必須のイン
フラストラクチュアとなっているが、大規模であるがゆえに一旦事故が起きればその影
響は大きなものになる。大規模システムの安全性と信頼性を確保し、異常事態からすみ
やかな回復を図ることは、現代社会の安定に欠かすことのできない重要な課題である。
大規模システムの問題点は大規模であるための分かりにくさ(untractability)にある。す
なわち、大規模人工システムにおいては、原理的にはシステムは分解可能であり、その
個々の挙動は理解可能ではあるが、多くのシステム要素が複雑にからみあっているため、
特に異常時においてシステムの挙動を把握したり、異常原因を同定したりすることが困
難である。
システムの透明性を上げ、緊急時のすみやかな事態把握と問題解決の実施を可能にす
るため、発達の著しい IT 技術を活用することが求められている。我々は文科省の委託
を受け、大規模システムの安全性・信頼性の向上、不具合対策の迅速化・効率化を目的
として、ロケット打上運用支援を対象に、IT 技術を活用した大規模システムの運用支援
技術開発を行っている。我々が研究開発する技術には、多くの側面があるが、ここでは
特にセマンティックウェブへの取組みについて報告する。
セマンティックウェブに次世代のウェブ技術として期待が寄せられている。特にウェ
ブサービスとセマンティックウェブの融合であるセマンティックウェブサービス(SWS)
は、現在のウェブサービス技術の不足するところを補い、ウェブサービス本来のポテン
シャルを発揮させるものと考えられるが、研究が始められたばかりのこともあって、ま
だ多くの課題が残されている。2 章では我々のシステム開発概要を述べ、3 章でこれま
での経緯について述べ、4 章で SWS の現状について述べ、5 章で我々のアプローチ方法
について報告する。
2.12.2

ロケット運用支援システム

図 2-12-1 に我々のロケット運用支援システムの最終イメージを示す。ロケット射場で
ある種子島宇宙センター、弊社本社（東京）、関連協力企業各社がインターネット経由で
結合され、ロケット打上時には各拠点において運用支援に十分な情報を準リアルタイム
に得ることができる。各拠点には各拠点固有のデータベースが設置され、すべての拠点
から必要に応じて各拠点のデータベースの内容を P2P 的に検索参照できる。射場には打
上運用システムに併設して運用監視と不具合原因同定・対応動作支援のためのシステム
が置かれ、異常兆候の検出と原因同定および対応動作のアドバイスを行う。射場の運用
者が受ける支援情報は、各拠点の支援技術者も得ることができ、射場の様子は動画像も
含めて各拠点に配信される。
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設計担当メーカ工場
知識データベース

大規模知識
データベースの開発

技術支援

設計担当メーカ

ロケット打上運用支援

大規模知識
データベース

システムネットワークの構築

技術支援
Overseas Manufacturer 知識データベース

大規模知識
データベース
図面情報
部品情報
解析情報
試験情報
品質情報
不具合情報
運用情報
FMEA

打上運用支援

Engineering Support

ギャラクシー本社

発射管制車（LCV）

不具合原因特定

大規模知識データベース

種子島宇宙センタ

図 2-12-1

推論アルゴリズムの開発

ロケット打上運用支援システム最終イメージ

この運用支援システムの対象とする範囲は当面地上打上設備であるが、この支援シス
テムが打上設備を制御することはない。また運用者がこの支援システムの命令に従う義
務もない。一般に支援システムの行うことは、プラントの挙動を監視し、プラントにお
いて何が起こっているかを推測し、運用者の意図を推測して有益なアドバイスを与える
ことである。
2.12.3
2.12.3.1

セマンティックウェブサービス
ウェブサービス静的呼出しによる実現性調査

図 2-12-1 からわかるように、本全体システムはインターネット上に分散された分散協
調システムと捉えることができる。我々にとって本研究開発において最も未知な技術が、
この分散協調システム技術であったが、その実現技術としてウェブサービス技術に着目
し、実現性調査のためにウェブサービスを用いたシステム開発を行った。図 2-12-2 に示
すように 10 個ほどのサブシステムをウェブサービスとして構築し、それらすべてを一
つのウェブサービス（以後エージェント部）から駆動するようにした。図 2-12-3 に IE
によるユーザインタフェースの表示例を示す。ただし、ここではすべてのウェブサービ
スは社内 LAN で結合されており、インターネット上にはない。
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未経験事例検知時の動作

未経験事例の通知

事例ベース推論サービス

診断サービス

すべてLAN環境下
すべてLAN環境下

正常状態取得

データ監視
未経験事例

故障樹による異常原因の推論

データサービス
オントロジ

モデル知識検索
モデル知識取得

設備信号の配信

センサリスト推論

メッセージ変換

診断履歴

診断統括

原因絞込み

診断結果格納

危険予測
診断結果
ブラウザ表示

対応操作導出
モデルベース推論サービス

図 2-12-2

ウェブサービス静的呼出し調査

事例ベース
異常疑
正常

モデル
ベース診断

図 2-12-3

推論結果

IE によるユーザインタフェース表示例

この調査の結果、ウェブサービス技術の可能性を確信すると同時に、UDDI を含む未
熟な部分も認識した。すなわち、新しい参加者、新しい機能追加、設備変更に対応する
ためには、エージェント部の書き換えが必須である。そこで新しいウェブサービスを分
散協調の場に追加するだけで、エージェント部がそれを利用できるようにするにはセマ
ンティックウェブ技術が有効であると考えた。
セマンティックウェブにおいてはオントロジーが必須であるが、これとは別に、関係
者間での円滑な交信、データの相互運用、あいまいなキーワードからほしいドキュメン
トを的確に検索するためのキーテクノロジーとして、ロケット運用オントロジーの構築
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が技術課題であった。セマンティックウェブがオントロジーを必要とすることも開発効
果の上で意味があった。
表 2-12-1

ウェブサービスパラメータ

サーバ

ウェブサービス
前提条件
入力
CBR1:センサ名リスト取得
配管ｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞ
CBR1:センサ定性値リスト取得 配管ｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞ センサ名リスト
CBR1:プラント監視
配管ｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞ センサﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
CBR1:事例検索
配管ｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞ センサﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
CBR2:センサ名リスト取得
タンクｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞ
CBR2:センサ定性値リスト取得 タンクｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞ センサ名リスト
CBR2:プラント監視
タンクｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞ センサﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
CBR2:事例検索
タンクｸｰﾙﾀﾞｳﾝﾓｰﾄﾞ センサﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
CBR3:センサ名リスト取得
機体タンク充填
CBR CBR3:センサ定性値リスト取得 機体タンク充填
センサ名リスト
CBR3:プラント監視
機体タンク充填
センサﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
CBR3:事例検索
機体タンク充填
センサﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
異常原因事例検索
異常原因
センサ定性値リスト検索
事例
センサ名リスト検索
事例
センサデータリスト検索
事例
異常原因リスト検索
事例
危険リスト検索
事例
対応操作リスト検索
事例
運転モード取得
DSV
センサデータ取得
センサ名リスト
MBR:センサ名リスト取得
運転モード
センサ定性値リスト
原因診断
運転モード
MBR
異常原因
危険予測診断
運転モード
危険
対応操作導出
運転モード

2.12.3.2

出力
センサ名リスト
センサ定性値リスト
プラント運転状態
事例
センサ名リスト
センサ定性値リスト
プラント運転状態
事例
センサ名リスト
センサ定性値リスト
プラント運転状態
事例
事例
センサ定性値リスト
センサ名リスト
センサﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
異常原因リスト
危険リスト
対応操作リスト
運転モード
センサﾃﾞｰﾀﾘｽﾄ
診断用センサ名リスト
異常原因リスト
危険
対応操作

ウェブサービス合成研究

SWS では個々のウェブサービスに相当するプロセス記述をアトミックプロセスと呼
び、オントロジーによってユーザの目的を実現するために、役に立つウェブサービスを
発見し、個々のウェブサービスを合成して複合プロセスを生成する。SWS では、各プロ
セスの入出力に加えて、ウェブサービスを呼び出すにあたって満足されなければならな
い条件(precondition)と、ウェブサービス呼出しによって生ずる副作用(effect)を記述す
る。これらの語彙は人工知能分野の計画問題における古典的なプラナーSTRIPS で用い
られた語彙であり、AI プラナーを用いてユーザのゴール達成に必要なウェブサービス呼
出しシーケンスを求めることができる。そこで、STRIPS 風計画プログラムを開発し、
前節で述べたウェブサービスについて自動計画を行った。表 2-12-1 にウェブサービスパ
ラメータを、図 2-12-4 にウェブサービスのタキソノミーを示す。ただし、ここではセマ
ンティックウェブ用マークアップ言語である OWL や OWL-S を用いずに、事例ベース
推論用記憶機構である MOP(Memory Organization Package)を用いた。図 2-12-4 中、
ツリーの末端に相当するのが表 2-12-1 のウェブサービスである。計画プログラムはこの
ようなウェブタキソノミーとパラメータに関するドメインオントロジーから三種類の正
しいウェブ呼出しシーケンスを導くことができたが、同時に、このような古典的プラナ
ー(全順序を並列に求める)では同一サービスの無駄な呼出しが避けられないこと、サー
ビス間での相互干渉問題を解決できないことがわかり、より近代的なプラナー（部分順
序階層的計画）が必要であると認識した。
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プラントタスク

運転モード取得

センサデータ取得

プラント運転支援タスク

プラント異常対策

センサ定性値取得

センサ名リスト取得

監視用センサ名リスト取得
プラント監視

診断用センサ名リスト取得

CBR1:センサ名リスト取得
CBR1:プラント監視

CBR1:センサ定性値取得

CBR2:プラント監視

CBR2:センサ定性値取得

CBR3:プラント監視

MBR:センサ名リスト取得

CBR2:センサ名リスト取得
CBR3:センサ名リスト取得

CBR3:センサ定性値取得

センサ定性値リスト検索

モデル診断

事例検索

センサ名リスト検索
センサデータリスト検索

原因診断

異常原因リスト検索

CBR1:事例検索

危険予測診断

危険リスト検索

対応操作導出

対応操作リスト検索

CBR2:事例検索
CBR3:事例検索
異常原因事例検索

図 2-12-4 ウェブサービスタキソノミー
2.12.3.3

セマンティックウェブサービス実験

前述の研究で残された課題、すなわち、OWL と OWL-S でオントロジー記述された
ウェブサービスをインターネット上で駆動する、という課題を実現するため、セマンテ
ィックウェブ国際会議(ISWC2004 広島)に合せてシステム開発を行い、デモと展示を行
った。ここでは図 2-12-5 に示すように会場にデモマシンを設置し、インターネット経由
で本社(東京)に設置したウェブサービス群にアクセスした。エージェントも本社にある
が、技術上の理由ではなく我々のアーキテクチュアではエージェントと支援用のウェブ
サービスが種子島に集中しているだろうとの予測による。
この実験ではウェブサービスのオントロジー記述を OWL-S で行い、記述の異なる二
つのプロセスファイルを deploy することで、確かにエージェントの挙動が異なることを
デモンストレーションしたが、ここで得た知見から現在の OWL-S 1.1 の問題点を次章
で述べ、それに対する最後に我々のアプローチ方法を 5 章で述べる。

PISCES

LIBRA

conference venue
HUB
AQUARIUS

ISP

GALEX
H.Q.
ISP

Router

SAGITTARIU
S

ARIES

CAPRICOR
N

LAN

Firewall

Internet

PEGASUS

ORION

HERCULE
S

DMZ

図 2-12-5 国際会議における展示デモ実験
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2.12.4

OWL-S 1.1 の現状

ISWC2004 の開催期間中にリリースされた SWS のためのマークアップ言語 OWL-S
1.1 で、新たに局所変数および変数のスコープ概念と、あるウェブサービスの出力をあ
るウェブサービスの入力に指定する記述仕様が導入された（β 版で導入され広島の展示
では β 版に基づいて開発を実施）。スコープとは、変数の参照が生じうるようなプログ
ラムの空間的なあるいは文脈的な領域を指し示すものであり、それに対してエクステン
トとは、参照が生じ得るような時間間隔を指すものである。しかし、スコープとかエク
ステントという概念やデータフローの概念は、オントロジーにおいてマークアップされ
るものではなく、プログラム記述に現れるものである。すなわち、OWL-S 1.1 にはプロ
グラム仕様記述に相当する部分とプログラム記述に相当する部分が混在している。
OWL-S 1.1 において「プロセスは実行されるプログラムではない」、
「それはクライア
ントがサービスとインタラクトする方法の仕様である」と述べられたことは 1.0 に比べ
て進歩と考えるが、それにもかかわらず 1.1 で提出された仕様の中には、
「インタラクト
する方法の仕様」というよりも、プログラム記述と言うべき部分がある。OWL-S 1.1 に
おいてプログラム記述相当部分があるということは、OWL-S 記述をエージェントが解
釈実行することが期待されていると思われる。しかし、エージェントがウェブサービス
の意味を発見し、それを組み合わせるさいに、局所変数やスコープが役に立つとは思え
ない。
ウェブサービスの前提条件、入出力、効果のパラメータは、ウェブサービスのタキソ
ノミーを支える内包である。エージェントはそれらのパラメータを見て、素朴にはパラ
メータの包摂概念を用いてサービスの意味を発見し、精巧には前提条件や条件付き効果
の記述を見て、可能な組み合わせを発見することができる。しかし局所変数の束縛を見
て、データフローを追跡することでエージェントはサービスの意味を理解することは困
難である.我々は、ウェブサービス用エージェントにとって局所変数やスコープはそれを
解釈するものではなく、エージェントの一部である計画プログラムがウェブ合成におい
て生成するものと考える。
従来から SWS のパラダイムでは、簡単な四則演算にもウェブサービスを呼ぶのかと
いう疑問があったが、データフローを可能にしたついでに、OWL-S 1.1 ではデータフロ
ー記述の一部として関数記述も可能にした。一見高度化されたように思われるプログラ
ム計算機能であるが、スコーピング問題と同様に、その記述の意味をエージェントは理
解できるかという問題を抱えることになる。
我々は、OWL-S の仕様からプログラム仕様記述と、プログラム記述部分をはっきり
分けて、エージェントはプログラム仕様記述を見て、ウェブサービスの意味を理解し、
計画プログラムによって抽象的な手続きを生成し、抽象的手続き（ビジネスフローに相
当する）を現実世界に適用することで，具体的な手続きを生成すべきであると考える。
以後エージェントが扱う抽象的な手続きをタスクと呼ぶ。
2.12.5

状況依存エージェント

不確実で予測不能なウェブの世界を前提に、ウェブサービス用エージェントは不確実
な世界に適応的に行動することのできる状況依存エージェントでなければならない。
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我々の考えるエージェントアーキテクチュアを図 2-12-6 に示す.プラナー部は各タスク
の入出力および前提条件と効果のパラメータと、ドメインオントロジーを見て、与えら
れたゴール達成のための計画を行う。計画結果はメモリー部に置かれる。メモリー部に
は、タスクオントロジー、ドメインオントロジーとともに、現実世界の反映である部分
がある。実行部は逐次的に実行プログラムをメモリー部から取り出すが、メモリー部は
実行部からの要求があったとき、そのときのメモリー状態によって（世界状態によって）、
与えられた抽象的なタスク（クラス）をインスタンス化して、実行可能な手続きを生成
し実行部に渡す。実行部は与えられた実行手続きを実行し、結果をメモリー部に返し、
次の実行タスクをメモリー部に要求する。
Domain-ontology

Operator’s
Task-ontology

Agent’s
Task-ontology

planner
executer

memory

interface
Dynamic Invocation

Message Generating
Web-Service

Model-Based
Diagnosing
Web-Service

GUI Generating
Web-Service

Case-Based
Monitoring
Web-Service

Case-Based
Search
Web-Service

Multimedia
Search
Web-Service

Plant Data
Distribution
Web-Service

図 2-12-6 エージェントアーキテクチュア
メモリー部は我々の開発したセマンティックウェブプロセッサ SWCLOS をベースに
事例ベース推論のための記憶機構の機能を実装して、これに当てる。事例ベース推論機
能では、ドメインオントロジーにおけるパラメータの包摂概念を用いて、メモリー部に
あるインスタンスデータの組み合わせによって、抽象的なクラス構造タキソノミーの中
で、タキソノミーの末端のウェブサービスを選び出すことができる。先のウェブサービ
ス合成研究では、この機能を拡張してパラメータにクラス指定しても、包摂概念を用い
てクラス指定に合致した最も特殊なウェブサービスを発見できるようにした。
実行部は Lisp の一言語である Scheme の解釈実行システムを拡張してこれに当てる。
すなわち、Scheme では手続き呼出しにおいて、引数を評価するとともに、関数（名）
も評価してその関数実体を取り出し、評価された引数の値をその関数に適応するが、関
数名も引数もクラスが与えられたとき、メモリー部で実装される抽象タスクのインスタ
ンス化を行うようにする。
プラナー部では先に述べたように，部分順序階層計画機能を実装する。
2.12.5

おわりに

ロケット打上運用支援システム構築の経験からセマンティックウェブサービスの現状
と課題について述べた。最後に、より多くの技術者が参加する。
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第 ３章

海 外 の実 用 化 システムと研 究 プロジェト

第3章
3.1
3.1.1

海外の実用化システムと研究プロジェト

RDF 開発のためのオープンフレームワーク Sesame
Sesame の概要

Sesame は RDF と RDF Schema を対象に、蓄積、検索、推論をすることができるオ
ープンソースの Java フレームワークである。Sesame の開発は Aidministrator 社(現在
の Aduna 社)On-To-Knowledge プロジェクトのプロトタイプとして行われてきたが、現
在は、NLnet 財団と協力している Aduna 社や、OntoText の開発者、多くのボランティ
アの開発者の協力によって開発が継続されており、LGPL ライセンスとして利用するこ
とができる。Sesame には RDF データをハンドリングするライブラリという側面と、そ
のライブラリを使った RDF リポジトリ実装の 2 つの側面がある。
Sesame はバージョン 1.0 ぐらいまでは RDF リポジトリのリファレンス実装としての
Sesame Server(図 3-1-1)が注目されてきたが、1.1 になり RDF ハンドリングのライブラ
リが充実し、ドキュメントも充実してきたため、RDF アプリケーション実装フレームワ
ークとしての側面がクローズアップされてきている。今後は Jena と並ぶ RDF プラット
フォームとして利用されることが予想される。

図 3-1-1

Sesame Server の Web インタフェース
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3.1.2

Sesame のアーキテクチャ

図 3-1-2 はドキュメントで説明されている Sesame のアーキテクチャである。下から
順に説明するとまず最下層の SAIL API は、ファイルが RDB やメモリ、ファイルなど、
どういうストレージに保持されているか関係なく抽象化して扱うことと、推論をサポー
トするために用意された Sesame の内部 API である。
SAIL の上は Sesame の機能モジュールで SeRQL,RQL,RDQL などのクエリエンジン、
管理モジュール、RDF 出力モジュールである。これらの機能モジュールへは、Access API
を用いてアクセスすることができる。Access API のうち、Repository API はリポジト
リに対して高レベルなアクセス機能を提供するが、Graph API は、個々のステートメン
トを追加、削除や、コードから小規模の RDF モデルを生成といった、より細粒度の RDF
操作を提供する。この 2 つの API は相互に補完しあうもので、実際の場面でも、両方を
使うことが多い。
機能モジュールへのアクセスは Access API を使うことによって、Se クライアントプロ
グラムや Sesame Server のいずれかから行うことができる。Sesame Server は HTTP
ベースで Sesame の API にアクセスできるように用意されており、遠隔にある HTTP
クライアントがリポジトリを利用するためには、リモート側に用意されている Sesame
API を利用して、Sesame Server に接続することで実現できる。

図 3-1-2
3.1.3

Sesame のアーキテクチャ

Sesame で利用可能なストレージ

Sesame では RDF トリプルを保存するために各種ストレージが利用可能である。実行
性能や信頼性などの観点からこれらを選択することができる。ただしストレージの種類
によっては利用可能な機能や特性が異なる。
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以下に Sesame で利用可能なストレージを簡単に説明する。
1） RDB
既存の RDB を利用することで信頼性の高いデータ管理が可能。RDF Triple を各
種 RDB コネクタを介して RDB に保存し、毎回アクセスするたびに RDF への問合
せが発生するためノード数が多くなったときのパフォーマンスは RDB の処理速度
に依存する。バージョン 1.1 で利用可能な RDB は、PostgreSQL、 MySQL、 MS
SQL Server、 Oracle となっている。RDB ストレージ向けには RDF、RDFS 推論
が実装されている。
2） Memory
オンメモリに Triple を展開したもので、クエリはメモリ上の Triple に対して適
用されるため実行速度は速い。また RDF トリプル自体は N-Triples 形式のテキス
トファイルで保存されるため、信頼性は低く、RDF トリプルが巨大になったときに
トリプルの編集をすると時間がかかる可能性がある。Memory ストレージ向けには
RDF、RDFS 推論が実装されている。
3） Native ファイルシステム
データをバイナリとしてもち B-Tree でインデックス化されているため、高速で
スケーラビリティのある実装を目指している。バージョン 1.1 で追加された機能で、
RDF 推論のみ実装されている。
3.1.4

RDF クエリ記述言語

リポジトリに蓄積された RDF を検索するためにクエリ記述言語がある。一定の条件
を満たす RDF のデータを取り出すことができる。RDF グラフパターンにマッチする値
を検索結果として返す。
Sesame で利用可能なクエリ言語は、SeRQL(Sesame RDF Query Language), RDQL,
RQL である。
3.1.4.1

SeRQL クエリの例

SeRQL(サークルと発音する)は SQL ライクな RDF クエリ言語であり、ドキュメント
によれば過去の SQL ライクな RDF クエリ言語のいいところどりをしたものを目指して
いる。
以下に SeRQL で記述したクエリ例を示す。
このクエリは FROM 節で規定した RDF トリプルのグラフ(図 3-1-3)とリポジトリ内
のデータをマッチングしマッチングして得られた結果の変数 Author, Paper にあたる部
分を取り出すものである。ここで Author と Paper は変数をあらわしており、RDF トリ
プルの中に Author と Paper が含まれていることを示しているわけではない。
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SELECT
Author, Paper
FROM
{Paper} rdf:type {foo:Paper};
foo:keyword {"RDF", "Querying"};
dc:author {Author}
USING NAMESPACE
dc = <http://purl.org/dc/elements/1.0/>,
foo = <http://www.foo.org/bar#>

図 3-1-3
3.1.4.2

SeRQL クエリの例とそのグラフ表現

Select クエリと Construct クエリ

SeRQL では Select クエリと Construct クエリの 2 種類が利用可能である。どちらも
本質的には RDF を検索するということで代わりがないが、Select クエリは結果を属性
と値の表として返し、Construct クエリでは、指定した形式の RDF トリプルとして結果
を返す。例えば Construct クエリを使えば、クエリ結果を直接 RSS 形式で出力すると
いったことが可能である。つまり検索結果をデータとして利用するなら Select クエリを
用い、RDF を出力する必要がある場合は Construct クエリを用いるというように使い分
ければよい。
（図 3-1-4）

Select
クエリ

名前

年齢

職業

○山Ａ作

28

農業

△川B子

23

会社員

×田Ｃ夫

35

無職

表として出力する

Sesame

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xml:lang="en"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:myns="http://www.intap.or.jp/my_ns#">
<myns:Person rdf:about="http://www.intap.or.jp/person/a12345">
<myns:name>○山Ａ作</myns:name>
<myns:age>28</myns:age>
<myns:occupation>農業</myns:occupation>
・・・・
</rdf:RDF>

Construct
クエリ

RDFとして出力する

図 3-1-4

Select クエリと Construct クエリの違い
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3.1.4.3

RDF Schema の推論

SeRQL は RDF Schema に対応しているため、RDF Schema に用意されている
rdfs:subClassOf, rdfs:subPropertyOf の 2 つの推移的な述語の推論に対応している。例
えば、”人” rdfs:subClassOf “動物”, ”動物” rdfs:subClassOf “生物”とあると
き、
CONSTRUCT {X} rdfs:subClassOf ｛Y｝
FROM {X} rdfs:subClassOf {Y}
というクエリに対しては
z

”人” rdfs:subClassOf “動物”

z

”動物” rdfs:subClassOf “生物”

z

”人” rdfs:subClassOf “生物”

という結果を返す。
アプリケーションによっては推論された結果が必要とは限らない。SeRQL では推論を
行わない述語も用意されており、例えば rdfs:directSubClassOf という述語を使えば
CONSTRUCT {X} rdfs:subClassOf {Y}
FROM {X} serql:directSubClassOf {Y}
z

”人” rdfs:subClassOf “動物”

z

”動物” rdfs:subClassOf “生物”

のように、推論は行わずに RDF データに記述されたトリプルのみを抽出することもで
きる。
3.1.5

Sesame の実行性能評価

ISWC2004 では、Sesame を含む知識ベースシステムを比較した論文が公開されてい
る。
この論文で著者の Guo らは DLDB-OWL, OWKJessKB, Sesame-memory, Sesame-DB
の 4 つの KBS を大量の OWL データと 14 種類のクエリでその実行速度やメモリ使用量
の観点から評価している。
z

テスト環境
1.8GHz Pentium4 CPU;256MB of RAM;80GB of HD
Windows XP Professional;Java 1.4.1;

z

処理対象のデータ
OWL ファイル：8MB～583MB

z

論文の結論
Sesame-Memory は RDFS 推論のみで小規模データなら最適
Sesame-DB は DLDB には劣るが、RDFS 推論のみなら利用可能
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しかしながら、テスト環境のメモリ量が少なすぎるように思われる。メモリを GB オ
ーダーで積めば Sesame-Memory が大規模データでも使えるかもしれない。また
Sesame1.1 からは Native ストレージ(検索インデックスと RDF データのバイナリファ
イル)をサポートし、速度面の改善を図ろうとしているので、今後の評価を待ちたい。
3.1.6

Sesame を利用しているプロジェクト

ISWC2004 の予稿 1 では、Sesame を利用したプロジェクトが一部であるが、紹介さ
れている。
z

On-To-Knowledge
A European IST project about knowledge management and evolving
ontologies. Sesame acts as the central hub in the project toolkit, that is, all the
tools (editors, search engine, interfaces, etc.) communicate through data
exchange with Sesame.

z

DOPE
Drug Ontology Project for Elsevier, is a project about thesaurus based
integration and search of heterogeneous data sources about scientific articles. In
this project, Sesame is deployed as a distributed storage and querying system,
using graph transformation queries to map heterogenous sources to a unified
model.

z

Bibster
a P2P application that allows sharing of citation entries in the BibTeX format,
internally uses Sesame as its storage component. Queries between Bibster peers
are formulated in SeRQL.

1 Broekstra,

RDF(S) Manipulation, Storage and Querying using Sesame,ISWC2004,

http://iswc2004.semanticweb.org/demos/03/
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3.2

アプリケーション構築のためのツールキット：Jena

RDF や OWL を用いたセマンティック Web アプリケーション作成のために各種ツー
ルキットが開発されている。本節では、その中からセマンティック Web アプリケーショ
ン構築のための Java フレームワークである Jena を紹介する。
3.2.1

概要

Jena はヒューレットパッカード研究所(HP Labs)のセマンティック Web 研究グルー
プによって開発されている。現時点での最新バージョンは 2004 年 2 月にリリースされ
た Jena2.1 である。Jena はオープンソースであり、Jena の開発者が参加しているメー
リングリスト(jena-dev@groups.yahoo.com)でボランティアベースでのサポートが受け
られる。
Jena には、RDF に基づくセマンティック Web アプリケーションを容易に開発できる以
下の機能がある。
z

RDF API
RDF モデル操作のための API。RDF モデルは主語(Subject)、述語(Predicate)、目
的語(Object)のトリプルからなる文(Statement)の組み合わせである。Jena ではこ
れをグラフとして扱い、モデルの生成、トリプルの追加、削除などの操作が行える。
また、モデル間の操作として、和(union)、積(intersection)、差分(difference)の演
算が可能である。

z

RDF パーサおよびライタ
RDF の入出力機能。前項の RDF モデルの具体的な表記方法（RDF 構文）にはいく
つか種類があるが、 Jena は RDF/XML、Notation 3、N-Triple の 3 種類によるフ
ァイル入出力が可能である。

z

OWL API
オントロジーモデルを扱うための API。Jena では RDF のトリプルを OWL 形式の
コアとみなす RDF 中心の立場をとっている。オントロジーモデルは、クラスやプ
ロパティの URI などのリストであるプロファイルを持ち、Jena のモデルクラスを
拡張したものとなっている。クラスの階層やプロパティの階層に関する情報を得る
ことが可能で、例えば上位クラスのリストを得るメソッドなどを持っている。オン
トロジーモデルは、基礎となる RDF グラフの持つ文と、それを元に推論エンジン
(Reasoner)によって推論される文の両方を含む。

z

RDF のクエリ言語 RDQL
RDQL は Jena の RDF モデルから条件にあった RDF を検索するためのクエリ言語
であり、HP Labs が提案する SquishQL (Simple RDF Query Language)の一実装
である。 SELECT, WHERE などリレーショナルデータベースのクエリ言語である
SQL のような記述が可能で、詳細で手続き的な Jena API に対して、より宣言的な
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方法をデータ指向のクエリモデルによって提供しようとするものである。
z

パーシステント（永続的）な記憶機能
Jena の RDF モデルを、リレーショナルデータベースを用いて保存、読み込むため
の機能。現在サポートされているデータベースは MySQL、Oracle、PostgreSQL
である。RDQL のクエリを SQL に変換する Fastpath という機能が提供されており、
保存されている RDF モデルから条件にあったものだけを動的に取り出すことも可
能である。

3.2.2

RDF モデル

RDF モデルのためのパッケージは com.hp.hpl.jena.rdf.model で、RDF のリソース、
プロパティ、リテラルに対応した Resource, Property, Literal インタフェース、RDF ト
リプルのための Statement インタフェース、トリプルの集合であるモデルのための
Model インタフェースなど、RDF の基本的なインタフェースが用意されており理解しや
すい。属するトリプルの位置によってリソース、プロパティ、リテラルは、それぞれ主
語、述語、目的語となるが、これらは Subject, Predicate, Object という別名で扱うこと
も可能である。
図 3-2-1 の RFD モデルに対する操作の例を以下に示す。
z

Statement オブジェクトの取得
Model1 に対して Statement オブジェクトを取得すると、モデル中の全ての
Statement オブジェクト、Statement1, Statement2, Statement3 が得られる。

z

Resource オブジェクトの取得
Statement3 に対して Resource オブジェクトを取得すると、isbn:01234567 と
bar:Report が得られる。

z

Subject オブジェクトの取得
Statement3 に対して Subject オブジェクトを取得すると、isbn:01234567 のみが
得られる。

z

Property オブジェクトの取得
Resource オブジェクト isbn:01234 に対して Property オブジェクト取得すると、
dc:creator, dc:title, rdf:type が得られる。
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Statement1
Statement2
セマンティック

dc:creator

dc:title

isbn:01234567

Web 委員会

平成 16 年度セマンティック Web 技術
に関する調査研究報告書

rdf:type
bar:Report

Statement3

Subject

Object

Predicate

Model1

リソース

Resource
Property

文字列

図 3-2-1
3.2.3

Literal

RDF モデル

プログラミング例

図 3-2-2 は図 3-2-1 の RDF モデルを Jena の RDF モデルとして生成して標準出力に
表示する簡単なプログラムの例である。プログラム中の各行の先頭の数字は説明のため
の行番号であり、実際のプログラムには必要ない。プログラムの概要は以下の通りであ
る。
1. Model オブジェクトの生成
10 行目において、ModelFactory の createDefaultModel()メソッドを用いて新しい
Model オブジェクトを生成している。
2. Model オブジェクトの各要素の定義
13～16 行目で Model オブジェクトの各要素を定義している。まず、主語となる
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Resource オブジェクトを Model オブジェクトの createResource()メソッドによって
生成する。次に、生成した Resource オブジェクトのプロパティを addProperty()メ
ソッドによって追加していく。目的語がリテラルの場合、14、15 行目のように第二
引数に直接文字列を指定すればよい。また、目的語がリソースの場合、16 行目のよ
うに第二引数に Resource オブジェクトを渡せばよい。
3. Model オブジェクトに含まれる Statement オブジェクトを標準出力に表示
19 行目で、Model オブジェクト中の全ての Satatement オブジェクトのリストを取
り出し、20 行目のループ中で一行ずつ N-Triples の形式で標準出力に表示している。
プログラムの実行には Java の実行環境が必要である。実行方法は以下の通り。
1. 図 3-2-2 のプログラムを Example.java として保存。
2. Example.java をコンパイル。例えばコマンドプロンプトから javac Example.java
を実行すればよい。
3. コマンドプロンプトから java Example を入力してプログラムを実行。図 3-2-3 の
実行結果が得られるはずである。
Jena のプログラミング例として、ここではリソース、プロパティ、リテラルをモデルに
追加する例を示したが、Jena にはさらに様々な機能が用意されている。詳細は Jena の
API ドキュメントを参照いただきたい。
1

import java.io.*;

2

import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;

3

import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;

4
5

public class Example {

6

public static void main(String[] args) throws IOException {

7

String reportType = "http://www.bar.com/Report";

8
9
10

// 1. Model オブジェクトの生成
Model model = ModelFactory.createDefaultModel();

11
12

// 2. Model オブジェクトの各要素の定義

13

Resource ourReport = model.createResource("isbn:01234567");

14

ourReport.addProperty(DC.creator, "セマンティック Web 委員会");

15

ourReport.addProperty(DC.title, "平成 16 年度セマンティック Web 技術

に関する調査研究報告書");
16

ourReport.addProperty(RDF.type,

ResourceFactory. createResource(reportType));
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17
18

// 3. Model オブジェクトに含まれる Statement オブジェクトを表示

19

StmtItertor iter = model.listStatement();

20

while (iter.hasNext()) {

21

Statement stmt = iter.nextStatement();

22

Resource subject = stmt.getSubject();

23

Property predicate = stmt.getPredicate();

24

RDFNode object = stmt.getObject();

25

System.out.print("<" + subject + "> ");

26

System.out.print("<" + predicate + "> ");

27

if (object instanceof Resource) {

28

System.out.println("<" + object + ">.");

29

} else {

30

System.out.println("¥"" + object + "¥".");

31

}

32

}

33
34

}
}

図 3-2-2

RDF モデルを標準出力に表示するプログラム例

<isbn:01234567> <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> "平成 16 年度セマンティック Web 技術に関
する調査研究報告書".
<isbn:01234567> <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN> <http://www.bar.com/Repoert>.
<isbn:01234567> <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator> "セマンティック Web 委員会".

図 3-2-3 サンプルプログラムの実行結果
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3.3

FOAF

FOAF（Friend of a Friend）はユーザのプロファイルのような人に関するメタ情報を
各ユーザが公開することによって、人のつながりを共有し活用しようとするプロジェク
トである [1]。その名前にあるように人のメタ情報として知人に関する情報を記述する
ことで、メタ情報に記述された内容を参照して知人のさらに知人を辿れるようになる。
RDF Site Summary（RSS）に次いでインターネットのユーザが RDF を活用している
事例といえる。
3.3.1

FOAF の仕組み

FOAF は RDF のデータモデルを利用して、人に関する情報を記述することを可能に
する。FOAF を記述したファイルそのものは XML で表現された RDF のデータである。
FOAF のファイルにはユーザ自身に関するメタ情報として、名前、ニックネーム、メー
ルアドレス、自身の写真の URL、職場のホームページの URL、卒業した学校の URL
などを記述することができる。また大きな特徴として、知人に関するメタ情報が記述で
きる。知人のメールアドレスや、知人が FOAF を記述したファイルを公開していればそ
の URL を指定することができる。例えば、
「文京太郎」の知人は「千石次郎」であると
いうことは、図 3-3-1 のように XML で記述できる。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<foaf:Person>
<foaf:mbox rdf:resource="mailto:taro@intap..."/>
<foaf:name>文京太郎</foaf:name>
<foaf:knows>
<foaf:Person>
<foaf:mbox rdf:resource="mailto:jiro@intap..."/>
<foaf:name>千石次郎</foaf:name>
</foaf:Person>
</foaf:knows>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>

図 3-3-1

FOAF の記述例

FOAF ファイルでは個人を唯一に特定するための ID としてメールアドレスを用いて
いる。 foaf:Person という人を表すクラスのインスタンスに、foaf:mbox というプロパ
ティとその値として自身のメールアドレスを指定することで、自身を表現することがで
きる。foaf:mbox 以外にもさまざまな語彙を用いて、ユーザに関するメタ情報を記述す
ることができる。表 3-3-1 にこれらの語彙を示す。FOAF ではプロパティだけでなく、
132

複数のクラスも用意されている。これは、例えば人がホームページを持っていることを
示すプロパティ foaf:homepage の値は、ドキュメントを表すクラス foaf:Document のイ
ンスタンスであることを示したりするために利用される。
なお、FOAF の語彙は現在（2004 年 11 月時点で 2004 年 9 月 2 日に改訂された
Revision: 1.66）検討段階にある。詳細および最新の情報についてはインターネット上に
公開されている FOAF Vocabulary Specification [2] において参照可能である。
表 3-3-1

FOAF の語彙

カテゴリ

クラス

プロパティ

基本の語彙

Agent, Person

name, nick, title, homepage, mbox,
mbox_sha1sum, img, depiction (depicts),
surname, family_name, givenname, firstName
weblog, knows, interest, currentProject,

個人の情報の語彙

pastProject, plan, based_near,
workplaceHomepage, workInfoHomepage,
schoolHomepage, topic_interest, publications,
geekcode, myersBriggs, dnaChecksum
オンラインアカウント/

OnlineAccount,

holdsAccount, accountServiceHomepage,

インスタントメッセン

OnlineChatAccount,

accountName, icqChatID, msnChatID,

ジャーに関する語彙

OnlineEcommerceAccount,

aimChatID, jabberID, yahooChatID

OnlineGamingAccount
プロジェクトとグルー

Project, Organization,

member, membershipClass, fundedBy, theme

プの語彙

Group

文書とイメージの語彙

Document, Image,

topic (page), primaryTopic, tipjar, sha1,

PersonalProfileDocument

made (maker), thumbnail, logo

FOAF ファイルを記述した後は、これを RSS ファイルのように外部からアクセス可
能な Web サイトに置くだけである。このような FOAF ファイルがたくさん Web 上に存
在すると、そのファイルの中に記述された URI をキーに自分と同じ興味を持つユーザを
探したりすることが可能となる。特に知人の存在や知人の FOAF ファイルを URI によ
って指定して記述できるので、個々の FOAF から知人の FOAF ファイルを連鎖的に参
照することが可能になる。
3.3.2

FOAF データを扱うツールとアプリケーション

以下に FOAF データを扱うツールやアプリケーションを紹介する。
・ FOAF-a-Matic [3]
Leigh Dodds 氏が提供しているこのサイト（神崎正英氏が日本語版を提供 [4]）を
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利用すれば、RDF の文法に詳しくないユーザでも、必要事項を入力するだけで
FOAF ファイルを簡単に作成することができる。
・ FOAFBulletinBoard [5]
FOAF のデータを他者から参照してもらうことができるように、そのロケーション
を他者に知らせるための Web サイトである。
・ AnRdfHarvesterStartingPoint [6]
FOAFBulletinBoard と同じように個人の FOAF データへのリンクが Web サイト上
で管理されている。
・ FoaF Explorer [7]
XSLT と呼ばれる XML のスタイルシートを用いて、FOAF のファイルを関連する
イメージなどを含めて内容をレイアウトし、Web ブラウザで表示できる。自己紹介
のページに相当するものが簡単に作成できる。知人へのリンクなども自動的に生成
されるので、Web ブラウザだけで次々と他のユーザの FOAF ファイルの内容を参照
することができる。
・ FOAFbot [8]
IRC のコミュニティを支援するエージェントソフトウェアである。チャットコミュ
ニティに参加しているユーザの FOAF ファイルを収集して知識ベースを構築し、
IRC(Internet Relay Chat)上でコミュニティメンバに関する情報を提供できる。簡
単な質問に対して bot は例えば次のように答えを返すことができる。
<edd> foafbot, edd's name
<foafbot> edd's name is 'Edd Dumbill', according to Dan Brickley,
Anon35, Niel Bornstein, Jo Walsh, Dave Beckett, Edd Dumbill,
Matt Biddulph, Paul Ford

・ FOAF People Map [9]
FOAF のデータ内容に含まれる自身の近くの空港情報を利用する。収集した FOAF
データに空港情報が記述されていた場合、地図上のその空港が存在する場所にノー
ドを表示し、そこに人が存在することを示すことができる。多くの人が存在すれば
そのノードは大きく表示される。
・ Foafnaut [10]
収集した FOAF のデータに記述された個々のユーザに対応する人型のノードを表示
し、ノード間を知人関係のアークで結んだイメージを表示することが可能である。
このグラフ構造の表示には SVG を利用している。人と人の間のつながりをどこま
で表示するかは自由に制御することができる。FOAF People Map と foafnaut の両
者は連携して動作することが可能であり、世界地図上のノードをクリックして、ク
リックされたノードに対応するユーザを中心としたビューを foafnaut によって提
供することができる。
3.3.3

FOAF に関する検討課題

FOAF に対して、ソーシャルネットワークの側面から興味を持つ人も多い。コミュニ
ティ形成という観点から自分と同じ興味を持つユーザをみつけたり、人の結びつきを利
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用して信頼性などを測れたりしないかと考えている人々がいる。
また、FOAF ではプライバシの問題などについても議論されている。ユーザを唯一に
特定する ID としてメールアドレスを利用しているが、メールアドレスを一般に公開し
たくないユーザもいる。このためメールアドレスを一方向ハッシュ関数による不可逆変
換を行い、それを foaf:mbox_sha1sum というプロパティの値として指定することで、
メールアドレスは公開せずにユーザにとって唯一の ID を指定することを可能にしてい
る。またプロファイルに署名をつけたり、内容の一部を暗号化して特定のメンバだけに
公開したりする仕組みなどが検討されている。
[1]

the friend of a friend (foaf) project, http://www.foaf-project.org/

[2]

Dan Brickley, Libby Miller: FOAF Vocabulary Specification Namespace
Document 2 Sept 2004 - FOAF Galway Edition, http://xmlns.com/foaf/0.1/

[3]

Leigh Dodds: FOAF-a-matic -- Describe yourself in RDF,
http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic.html

[4]

Leigh Dodds, 神崎正英(翻訳): FOAF-a-matic -- RDF を使って自己紹介してみよ
う, http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic

[5]

FOAFBulletinBoard, http://rdfweb.org/topic/FOAFBulletinBoard

[6]

AnRdfHarvesterStartingPoint,
http://esw.w3.org/topic/AnRdfHarvesterStartingPoint

[7]

Morten Frederiksen, Leigh Dodds: FoaF Explorer,
http://xml.mfd-consult.dk/foaf/explorer/

[8]

FOAFBot: IRC Community Support Agent,
http://usefulinc.com/foaf/foafbot

[9]

FOAF People Map, http://www.jibbering.com/foaf/foaf-people-map.svg

[10] foafnaut!, http://www.foafnaut.org/
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3.4

Annotea

3.4.1

Annotea とは

Annotea は、RDF を使用して Web コンテンツに注釈(アノテーション)を付ける仕組
みである。Annotea によって、ユーザは、自分が作成・所有している Web コンテンツ
のみでなく、他のユーザが作成した Web コンテンツに対して自由にアノテーションを付
加したり、他のユーザが付加したアノテーションを参照したりすることができる。また、
付加されたアノテーションに対して、更にリプライ（返答）アノテーションとして、ア
ノテーションを追加することも可能である。Web コンテンツに既に付加されているアノ
テーションに対して、リプライアノテーションをつなげていくことにより、Blog におけ
るトラックバックのように、アノテーションが付加されている Web コンテンツに関して、
他のユーザから参照可能なオープンなディスカッションを、Annotea 上で行うことがで
きる。

図 3-4-1

Amaya の Annotea 機能

図 3-4-1 は、W3C より公開されている Web ブラウザ“Amaya”の Annotea 機能であ
る。Web コンテンツ内の「鉛筆」のマークが、当該個所にアノテーションが付与されて
いることを表している。この「鉛筆」マークをクリックすると、対応するアノテーショ
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ンが表示される。表示されたアノテーションに対するリプライ・アノテーションの作成
や Web コンテンツ内の任意ブロック範囲の指定により、新規アノテーションを作成する
ことも可能である。
3.4.2

Annotea のしくみ

従来の Web の仕組みでは、Web コンテンツに新たな情報を加えるには当該 Web コン
テンツを直接編集するしかない。これに対して Annotea では、Web ブラウザが Annotea
サーバに格納されたアノテーション情報を Web コンテンツと併せて読み込んで表示す
るため、オリジナルの Web コンテンツに対して一切変更を加えることなく、Web コン
テンツに対して新たにアノテーション情報を付加することが可能である。したがって、
アノテーション情報を広く共有することが可能であり、Web コンテンツをベースとした
情報コラボレーションツールとして活用できる。
Annotea による Web コンテンツへのアノテーション付与の仕組みは、非常にシンプ
ルである。Annotea 対応ブラウザにて使用する Annotea サーバを指定(複数指定可能)
すると、ブラウザが Web コンテンツを表示する際に、当該コンテンツに対して付与され
たアノテーションが指定された Annotea サーバに格納されている場合には、ブラウザは
そのアノテーション情報を Web コンテンツと一緒に表示する。Annotea の動作のしく
みを図 3-4-2 に示す。

図 3-4-2

Annotea の仕組み

Annotea サーバに格納されるアノテーション情報は、全て RDF によって記述される。
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Annotea で使用されるアノテーションのクラスを表 3-4-1 に示す。
表 3-4-1

Annotea で使用されるクラス

クラス名
a:Annotation

クラス内容
以 下 の 全 て の ア ノ テ ー シ ョ ン ク ラ ス (Advice, Change,
Commnent, Example, Explanation,Question, SeeAlso)の親クラ
ス。

aTypes:Advice

対象箇所に関する、読み手へのアドバイスを記載したアノテーシ
ョン。

aTypes:Change

対象ドキュメントに対する変更、もしくは変更の提案を記載した
アノテーション。

aTypes:Comment

対象箇所に関するコメントを記載したアノテーション。

aTypes:Example

対象箇所に関する例を記載したアノテーション。

aTypes:Explanation

対象箇所に関する説明を記載したアノテーション。

aTypes:Question

対象箇所に関する質問を記載したアノテーション。

aTypes:SeeAlso

対象箇所に関するリファレンスを記載したアノテーション。

( ※ a: 名 前 空 間 は “ http://www.w3.org/2000/10/annotation_ns# ”、 aTypes: 名 前 空 間 は
“http://www.w3.org/2000/10/annotationTypes#”を、それぞれ表す。）

表 3-4-2

Annotea で使用されるプロパティ

プロパティ
rdf:type

格納される値
アノテーションのタイプ(クラス)を表す。本プロパティの値は、
Annotation クラスもしくはそのサブクラスとなる。

a:annotates

アノテーション対象の Web コンテンツ。

a:body

アノテーションの本体。

a:context

Web コンテンツ内のアノテーション対象箇所。

Dc:creator

アノテーションの作成者。

a:created

アノテーションが作成された日時。

Dc:date

アノテーションが最後に更新された日時。

a:related

アノテーションが追加される対象となるリソースを指し示す。本
プロパティによって、アノテーションによる議論スレッドなどを
構成することができる。

( ※ rdf: 名 前 空 間 は “http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” 、 dc: 名 前 空 間 は
“http://purl.org/dc/elements/1.1/”を、それぞれ表す。)

また、Annotea で使用されるプロパティを表 3-4-2 に示す。Context プロパティに格
納される、アノテーション情報を付与する個所を指定する方式としては、XPointer が使
用されている。Xpointer によって、文字のみならず、画像・表等も含めた、Web コン
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テンツ内の任意のブロック範囲に対して、URI を定めることができる。Annotea では、
この Xpointer によって定められた Web コンテンツ内のブロック範囲の URI に対して、
アノテーション情報を付与する。
3.4.3

Annotea 対応ソフトウェア

Annotea に対応している Web ブラウザとしては、前述の Amaya の他に、Mozilla の
機能拡張である Annozilla や Internet Explorer の機能拡張である Snufkin などがある。
また W3C では、Annotea によるアノテーションを表示する Javascript も公開しており、
この Javascript を利用すれば、図 3-4-3 のように、Internet Explorer や Netscape 等の
Javascript をサポートしている通常の Web ブラウザで、Annotea によるアノテーショ
ン情報を参照することが可能である。

図 3-4-3

Javascript による Annotea のアノテーション表示機能

この Javascript による Annotea 機能はアノテーションの表示しか行うことができず、
アノテーションの作成を行うことはできない。また、対応しきれていない Annotea デー
タフォーマットがいくつかあるため、そのようなデータフォーマットで記述されたアノ

139

テーションについては表示できない場合がある。
Annotea サーバプログラムは、広く普及している Web サーバソフトウェアである
Apache へのプラグインモジュールとして W3C より公開されている。W3C では、テス
ト用の Annotea サーバを http://annotest.w3.org/annotations として一般に公開してお
り、この Annotea サーバを利用して、テストを目的としたアノテーションの登録・参照・
削除を行うことができる。また、Zope 社からも、Zope による Annotea サーバの実装で
ある Zope Annotation Server が GPL 準拠のオープンソースソフトウェアとして公開さ
れている。
3.4.4

Annotea プロジェクトの生い立ち

Annotea プロジェクトは、1998 年頃に W3C の SWAD(Semantic Web Advanced
Development)プロジェクトの一部として発足した。当時 W3C では、勧告等のドキュメ
ントのレビューは、基本的にメーリングリスト上のメールベースで行われており、W3C
内部で、Web コンテンツ(勧告文書)をベースとしたコラボレーションツールを望む声が
あがっていた。このような背景の中、Annotea は、RDF を使用したコラボレーション
ツールの検討を行う、標準化というよりはむしろ技術研究的なプロジェクトとして発足
した。そして、W3C のメーリングリストや電話会議等を通じて検討が続けられ、2001
年 5 月に Annotea プロトコル仕様“Annotea Protocol”が技術文書として公開された。
そして、実際に Annotea をサポートする Web ブラウザとして、2002 年 4 月にリリース
された Amaya 6.0 に Annotea のクライアント機能が実装された。
Annotea プロジェクトの発足は、RDF の仕様が勧告として標準化された 1999 年以前
である。プロジェクト発足当時は、Annotea は、RDF の前身とも言える Web コンテン
ツ の レ イ テ ィ ン グ の た め の 仕 組 み で あ る PICS(Platform for Internet Content
Selection)をベースとして検討が開始された。PICS 自体、Web コンテンツに対して第三
者がレイティング情報という情報を付加する仕組みである点で、Annotea とは根底の発
想に共通する部分が大きい。Annotea は、PICS を、レイティングのみでなく注釈情報
を付加する仕組みとして使用する試みとして、その検討が開始された。
なお、Annotea プロジェクトは、W3C のオフィスがある MIT(マサチューセッツ工科大)
の CSAIL(コンピュータ科学および人工知能研究所)の「Oxygen プロジェクト」(1999
年に約 5 千万ドルの研究予算を投じて開始された、人間中心型コンピュータ環境プロト
タイプ制作プロジェクト)を構成する 1 プロジェクトとしても位置付けられている。
3.4.5

Annotea プロジェクトの現在と将来

Annotea は、ある情報に対して情報を「付加(annotate)」するための「フレームワー
ク」である。したがって、本節の冒頭で紹介した、Annotea として最も広く知られてい
る Web コンテンツに対するアノテーション付加機能は、ある意味 Annotea のコンセプ
トをコラボレーションツールとして具体化した、Annotea の 1 つのアプリケーションに
過ぎない。Annotea プロジェクトでは、アノテーション付加ツールとしての Annotea
以外にも、Annotea 技術を応用したさまざまなアプリケーションの検討と開発を行って
おり、例えば、Annotea をブックマークとして使用するための方式検討と開発も行われ
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ている。ブックマークは、Web コンテンツに対して付加された、
「その Web コンテンツ
が自分にとって有用な情報である」という一種のアノテーション情報であると捉えるこ
とができる。2003 年 7 月には Annotea ブックマーク仕様“An Annotea Bookmark
Schema”が公開され、同月にリリースされた Amaya 8.1 に Annotea ブックマーク機能
が実装された。今後は、この Annotea ブックマーク機能を Mozilla ブラウザに実装する
方向で、検討と開発が進められている。また、2003 年 9 月には、スパム（Spam）対策
のための“AnnoSpam”と呼ばれるシステムの検討と開発も行われた。本システムは
W3C 内部用のシステムであるが、W3C のチームメンバーが、メーリングリストに流れ
たスパムであると思われるメールに対して Web 上でスパムであるというアノテーショ
ン情報を付与すると、W3C の Web によるメーリングリストのメール表示ツールにおい
て当該メールが表示されなくなる仕組みである。
AnnoSpam も、Web コンテンツに変換されたメールコンテンツに対して付加された、
「当該メールが Spam である」というアノテーション情報を応用するシステムとして位
置付けることができる。Annotea のように、他のユーザが作成した Web コンテンツに
対して情報を付加する機能としては、ブログにおけるトラックバックなど、既に他の技
術も存在する。また、Web コンテンツに対し共同でアノテーションを付加することによ
ってコラボレーション機能を実現する、商用ソフトウェアやシェアウェアもいくつか存
在する。このような、自分以外を発信源とする Web コンテンツに対して不特定多数のユ
ーザが自由に情報付加を行える環境においては、溢れるアノテーション情報の中から自
分にとって有用・必要なアノテーション情報を的確に抽出するフィルタリング技術、そ
してそのアノテーション情報の情報源をユニークに識別するセキュリティ(認証)技術が
必要とされる。このような技術課題に対し、マシンリーダブルであり、情報の自動処理
が可能である RDF を利用しているというメリットをどれだけ生かせるかが、今後
Annotea のようなアプリケーションが普及するか否かの鍵になると言える。
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3.5

Creative Commons

Creative Commons（クリエイティブ・コモンズ、以下 CC と略す）とは、著作者が
自らの著作物の権利について、その一部を自由に使ってよいなどという意図表示を CC
ライセンスで宣言することを可能にすることにより、著作物をより多くの人が有効かつ
効果的に利用することができるようになるための取り組みである。
利用者からみた利用シーンとしては、例えば社内向けの資料を作成する場合に必要な
素材や情報をインターネット上から集めて利用する場合、CC ライセンスが付与されて
いれば、その素材や情報の著作者が意思表示した利用範囲において、有効に活用するこ
とが可能になる。また、特に著作者の許可を得る面倒さもない。
その著作物の権利についての宣言は、RDF メタデータ形式で宣言することができるの
で、そのメタデータを解釈することができるユーザエージェントにより、目的に添って
利用可能な素材や情報を自動的に収集したり、利用できない情報をフィルタリングした
り、ということも実現することができる。
3.5.1

著作物を有効利用するための活動

これまでの著作物に対する考え方としては、それを保護するための活動が主であった。
確かに、デジタルデータの著作物を複製物したものはオリジナルとは全く同一のもので
あり、それが第三者によって再配布が可能になると、著作権上、大きな問題になるのは
事実である。しかし、インターネットといった有益なインフラにおいて、本来、普及す
るべきものであったコンテンツの流通が阻害されるようなことになれば、新たな可能性
を妨げる弊害が発生することも十分に考えられる。
CC では、従来の著作権保護の考え方は尊重しつつ、逆に著作物を著作者が許した利
用範囲であれば自由に作品を第三者が使えるという点が大きく異なっている。この様な
思想として国内の例では、書籍等の印刷媒体を読むことができない目の不自由な障害者
に対し、録音図書や拡大写本を作成可能なことを出版された時点で予め宣言することが
できる EYE アイマークがある。このマークは 1992 年に発足した EYE アイマーク・音
声訳推進協議会が運営しており、民間のボランディアグループである。また別の例では、
文化庁の「自由利用マーク」がある。これは著作者が自分の著作物に対して「印刷、コ
ピー、無料配布のみ許可」、「障害者目的・非営利目的に許可」、「学校教育目的・非営利
目的に許可」といった種類で意思表示が可能となっている。これらは著作物をより有効
に再利用しようとする取り組みである。
3.5.2

CC の活動概要

CC ライセンスには、人が読むための自然言語で書かれたライセンスの概要とアイコ
ンのセットになった「コモンズ証」、
法的に通用するライセンス文面である「法的コード」、
および検索エンジンやアプリケーションなどのマシンが理解可能な「デジタルコード＝
RDF メタデータ」の 3 つがある。
CC の活動は、2001 年に設立された米国の Creative Commons 協会が行っているもの
であるが、法的に通用するライセンス文面である「法的コード」としては、各国の法律
により異なることから、国際化の活動が必要となってくる。この国際化活動は、
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iCommons（international Commons）活動と言われ、元来、米国法の下でのみ有効で
ある米国の CC をベースに、
「法的コード」を各国の著作権法に適合する取り組みや普及
啓蒙等を行っている。現在、20 カ国程度でプロジェクトが進行している。日本において
は国際大学・グローバルコミュニケーションセンター（GLOCOM）が iCommons 活動
を行っており、日本の著作権法に準拠した CC ライセンスを 2004 年 3 月にリリースし
ている。これは国別で最初に採用された公式の著作権ライセンスである。
CC の活動で特徴的であるのは、RDF メタデータで許諾内容を記述できることにある。
更にその RDF メタデータは、Web ページに付与するだけでなく、MP3 音楽ファイルの
メタタグとしたり、Blog に入れることができる。W3C ではメタデータ記述フレームワ
ークに RDF を採用していることからも、今後、あらゆるデジタル情報に CC ライセン
スが付与できるものである。
これは膨大な情報で溢れているインターネットにおいて、再利用可能なコンテンツを
セマンティック Web の技術によって、高速かつ目的に添ってエージェントが探し出せる
ことが可能となる。自分の著作物を適切な範囲で沢山の人に利用してもらいたいと願う
著作者にとっても、これまでの著作権保護技術では不可能であったことを、CC では可
能にする技術である。
3.5.3

CC ライセンス

CC ライセンスは「帰属」、「非営利」、「派生禁止」、「同一条件許諾」の 4 項目からな
り、著作物に対して必要な項目が組み合わされて利用される。

帰属

原著作者の著作権表示を行うことにより、
この著作物を複製、頒布、展示、実演することが許諾されている。

非営利

別途承諾した場合を除き、営利目的で利用しない条件において、
この著作物を複製、頒布、展示、実演することが許諾されている。

派生禁止

全く変更を加えていないコピーのみを、複製、頒布、展示、実演する
ことが許諾されている。二次的著作物は禁じられる。

同一条件許諾

この作品がライセンスされているのと同じライセンス条件の下で、
二次的著作物を頒布することが許諾されている。

図 3-5-1

CC ライセンスの項目

例えば、自分が作成したベースラインの MP3 音楽ファイルをインターネット上に公
開し、これに非営利目的であれば自由にメロディを付けてよいことを示したい場合は、
「帰属」＋「非営利」という項目を選択し、この CC ライセンスを MP3 音楽ファイル
と一緒に公開することになる。
なお、派生禁止と同一条件許諾は相反する事項であるから 4 項目の組み合わせは 11
種類となる。また、2004 年 5 月にリリースされた CC ライセンス 2.0 版では簡素化のた
め、ほとんどの利用者が選択している項目の「帰属」については常に選択されることと
なったため、実際の組み合わせは 6 種類のライセンスとなっている。
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3.5.4

CC ライセンス作成ツール

CC ライセンスを作成するには、CC の Web サイトから「作品の営利目的利用を許す
か」、「翻案・改変を許すか」などの簡単な質問に答えるだけで良い。また、必要な場合
は、作成者や著作者、タイトルといった作品に関する情報もオプションで入力すること
ができる。以下の画面例はクリエイティブコモンズジャパンからリンクされるライセン
ス作成画面例を示す。

図 3-5-2

CC ライセンス選択画面

作成された CC のライセンスは、人が読める形式で書かれたライセンスの概要とアイ
コンのセットになった「コモンズ証」
、法的に通用するライセンス文面である「法的コー
ド」、および検索エンジンやアプリケーションなどのマシンが理解可能な「デジタルコー
ド＝RDF メタデータ」の 3 つタイプが作成される。以下は、CC ライセンス選択画面か
ら作成された RDF メタデータを含んだ CC ライセンスである。RDF メタデータには、
オプションで入力した項目も反映されている。
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<!-- クリエイティブ・コモンズ・ライセンス -->
<a rel="license" href="http://creativecommons。、org/licenses/by/2。、0/jp/"><img alt="クリエイティブ・コモンズ・
ライセンス" border="0" src="http://creativecommons。、org/images/public/somerights20。、gif" /></a><br />
この work は、<a rel="license" href="http://creativecommons。、org/licenses/by/2。、0/jp/">クリエイティブ・コモン
ズ・ライセンス</a>の下でライセンスされています。
<!-- /クリエイティブ・コモンズ・ライセンス -->
<!-<rdf:RDF xmlns="http://web。、resource。、org/cc/"
xmlns:dc="http://purl。、org/dc/elements/1。、1/"
xmlns:rdf="http://www。、w3。、org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<Work rdf:about="">
<dc:title>MP3 Baseline</dc:title>
<dc:date>2005</dc:date>
<dc:description>My Baseline Music</dc:description>
<dc:creator><Agent>
<dc:title>Kenji Ueda</dc:title>
</Agent></dc:creator>
<dc:rights><Agent>
<dc:title>Kenji Ueda</dc:title>
</Agent></dc:rights>
<dc:type rdf:resource="http://purl。、org/dc/dcmitype/Sound" />
<dc:source rdf:resource="http://www。、net。、intap。、or。、jp/INTAP/s&amp;#45;web/ueda/"/>
<license rdf:resource="http://creativecommons。、org/licenses/by/2。、0/jp/" />
</Work>
<License rdf:about="http://creativecommons。、org/licenses/by/2。、0/jp/">
<permits rdf:resource="http://web。、resource。、org/cc/Reproduction" />
<permits rdf:resource="http://web。、resource。、org/cc/Distribution" />
<requires rdf:resource="http://web。、resource。、org/cc/Notice" />
<requires rdf:resource="http://web。、resource。、org/cc/Attribution" />
<permits rdf:resource="http://web。、resource。、org/cc/DerivativeWorks" />
</License>
</rdf:RDF>
-->

図 3-5-3

CC ライセンスツール出力例

ここで、
「http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/jp/」は、人が読める形式で書か
れたライセンスの概要とアイコンのセットになった「コモンズ証」を示し、そのリンク
先では以下のような情報が表示される。

145

図 3-5-4 コモンズ証
このコモンズ証の「利用許諾条項」を参照すると、以下のように、法的に通用するラ
イセンス文面である「法的コード」が表示される。
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法的コード

図 3-5-5 法的コード
このように、人が読み書きするには難しい RDF メタデータも、幾つかの項目を選択
するだけで自動的にミスなく作成できる。
このツールが出力するデジタルコードは、HTML の注釈形式になっているので、作成
された RDF メタデータを Web サイトに組み込むには、INTAP から提供されている
「RDF メタデータの設置場所ガイド」も参考にすると良い。
http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/data/rss_guide_v1.html
更に、RDF メタデータを含んだ CC ライセンスの出力画面からは Audio、Images、
Text、Video など Web サイトではない著作物に対する CC ライセンスの適用と、それを
Internet Archive に送信する等が可能なツール類へのリンクが含まれる。例えば、著作
物の MP3 ファイルに CC でライセンスされたメタデータを付与し、Internet Archive
に送信することが可能となる。沢山の人に使ってもらいたいような自分の著作物をより
広い範囲に、適切な目的で、利用拡大させることが期待できるものである。

147

3.6

セマンティック Web サービスの実用化動向

サービス指向アーキテクチャ(SOA)とそのインスタンスの一つである Web サービス
も、セマンティック Web 活用の場として注目されている。本節では、まずセマンティッ
ク Web サービスについて簡単に解説した後、2004 年 12 月現在での動向について述べ
る。
3.6.1 セマンティック Web サービスとは
Web サービスとは、インターネット上で公開される部品化されたプログラム(これを
サービスと呼ぶ)を、XML ベースの技術を用いて連携させる技術を指している。主に、
サービス呼び出しプロトコル SOAP、サービス記述言語 WSDL、サービスレジストリ
UDDI の 3 つが基本となる(図 3-6-1)。SOAP(Simple Object Access Protocol)とは XML
と HTTP をベースとしたサービスを呼び出すためのプロトコル(通信規約)であり、
WSDL(Web Services Description Language)は XML で Web サービスのインターフェ
ースとアクセス URL を記述する言語、そして UDDI(Universal Description, Discovery,
and Integration)は Web サービスの登録と検索のためのレジストリである。現在の Web
サービスシステムは、インターフェースやアクセス方法があらかじめ分かっているサー
ビスをリモート呼び出ししているものが多いが、SOA の目標としてはサービス提供者は
不特定多数にサービスを公開し、サービス利用者は公開されたサービス群の中から適切
なものを探し出して動的に呼び出すことを目指している。更に、複数のサービスを合成
することで動的にアプリケーションシステムを構成することを目的としている。
しかし、現在の UDDI には基本的に登録内容をキーワードで検索する機能しか持って
いない。そのため、現状では人が企業名やカテゴリで UDDI を検索し、見つかったサー
ビスの説明文や参照されている Web ページを読んで適当なサービスを探している。また、
現 在 Web サ ー ビ ス の フ ロ ー 言 語 と し て OASIS の BPEL4WS(Business Process
Execution Language for Web Services) や W3C の WS-CDL(Web Services
Choreography Description Language)が検討されているが、そもそも WSDL にはプロ
グラムレベルのインタフェースが定義されているのみであり、それぞれの Web サービス
をどのような順番で並べてフローにするかは人手に頼っている。
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図 3-6-1

Web サービスの基本構成

セマンティック Web サービスとは、ユーザにとって最適なサービスを発見したり、複
数のサービスを動的に合成させるなど、現在の Web サービスだけでは難しいことをセマ
ンティック Web と組み合わせることによって実現する技術である。ここでは、メタデー
タやオントロジーによって Web サービスを補完するため、OWL-S(Web Ontology
Language for Services)と呼ばれる言語が提案されている(図 3-6-2)。OWL-S は OWL を
ベースとしており、サービスのプロファイル情報(サービスの種類、地理的条件、格付け
情報、サービス提供者に関する情報、サービスの入出力情報へのオントロジー、サービ
スの事前条件や事後条件を表すルールなど)を定義する Service Profile、セマンティクス
を考慮した形で記述されたサービスフローである Process Model、Web サービスとの対
応付けを定義する Grounding の 3 つから成る。これを基に、サービスの検索において
は OWL-S サービスプロファイルに書かれたサービス内容を表すオントロジーや入出力
情報に付けられたオントロジーを活用して、ユーザの要望するサービス内容に最も近い
サービスを検索する技術が研究されている。また、サービスの合成においては個々のサ
ービスの入出力情報に加えて、事前事後条件(Semantic Web Rule Language などで記述
される)からサービス間の意味的な繋がりを機械的に判断し、ユーザの要望する機能を持
つ Web アプリケーションをサービスフローとして(半)自動的に構成する技術が研究され
ている。
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図 3-6-2 セマンティック Web サービスの基本構成
3.6.2

セマンティック Web サービスの最新動向

以下の節では、代表的なトピックについて最新状況を概説する。
3.6.2.1

セマンティック Web サービスの言語

OWL-S は、DAML(DARPA Agent Markup Language) Service Coalition と呼ばれる
DARPA から資金を得た大学・企業からなるグループによって策定された DAML-S を
ベースとしている。2003 年秋からは、OWL Service Coalition と改名された上記のグル
ープが中心となり、後で述べる SWSI(Semantic Web Services Initiative)や W3C の Web
Services WG 内 Semantic Web Services Interest Group などと連携しながら仕様作成が
進められてきた。現在のバージョンは OWL-S1.1 である。OWL-S は、セマンティック
Web サービスにおける発見・合成・実行・監視という 4 サイクルを回すのに充分な記述
力を持たせることを目的として開発された。発見の面からは先に述べた Profile がサー
ビスの機能(capability)を表すいわばカテゴリーとしてのオントロジーと、もう一段細か
く分類するために入出力にオントロジーを付ける 2 つの方法を許している。
また、合成の面からは Process Model が Situation Calculus(状況計算)をベースに設
計されていることが挙げられる。尚、実行の面からは Grounding において最終的にオン
トロジーは XML Schema Part2: Datatypes(XSD)に XSLT を用いてマッピングされて
いる。尚、OWL-S の設計思想については[1]によくまとめられている。尚、興味深いと
ころでは IGV(Intelligent Ground Vehicle)のオントロジーも OWL-S をベースにしてい
る(www.igvc.org)。
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一方で、欧州においては主に EU の IST(Information Society Technology)プロジェク
トから資金を得て、DERI、SEKT、DIP、Knowledge Web らが WSMO(Web Service
Modeling Ontology)と呼ばれる取り組みを進めている(wsmo.org)。これはセマンティッ
ク Web サービスのコンセプトモデルを中心に、言語やオントロジーを作成する取り組み
であるが、OWL-S との構造的な違いは Mediator の存在だろう。WSMO ではオントロ
ジー変換やサービス記述の変換、プロセスの合成などのためにさまざまな Mediator(仲
介役)が定義されている。OWL-S と比較すると、OWL-S の方が W3C の仕様・アクティ
ビティに近く、一日の長があるように思われるが、IST は多額の資金を投入しているこ
ともあり、今後に期待したい。
その他にも、セマンティック Web 全般で言語の制定が盛んなようにいくつかの言語が
提案されている。例えば、University of Georgia からは WSDL-S と呼ばれる WSDL の
セマンティック拡張言語が提案されている[2]。また、WSDL2.0 では Type として XSD
に加えて、OWL, UML/XMI を使うことができる(但し、XSLT や SWRL などで Type
変換ルールを書かなくてはいけない)ため、これを直接使う方法も考えられるだろう。
3.6.2.2

セマンティック Web サービスの検索

セマンティック Web サービスの検索は、つい最近まで最も研究が盛んであったトピッ
クであるが、現在は次節の合成に関心が移っているように思われる。
英マンチェスター大学の Ian Horrocks らは、オントロジの基礎を為す論理体系であ
る記述論理(Description Logic)の推論エンジン Racer を用いてユーザが定義したサービ
ス内容を表す論理に最も近いサービスをオントロジ間の包摂関係に基づいて検索するエ
ンジンを開発した[3]。
一方、(株)東芝は米カーネギ・メロン大学と共同で UDDI の拡張モジュールとしてア
ドオンできるマッチメイキングエンジンを開発し、NTT コミュニケーションズのパブリ
ック UDDI と連携して 2003 年秋より公開実験を進めている（図 3.6.3）[4]。サービス
検索時にユーザは特に論理を意識することなく、GUI 上に表示されたオントロジの中か
らマウスで選択することでサービスの内容を指定することができ、サービスの条件等も
プルダウンメニューの中から選択することで指定することができる。そして、大量の検
索結果リストを目で追うことなく、要望するサービス内容に意味的に近く、かつ条件の
合うサービスを容易に探し出すことができる。また、マッチメイキングエンジンを通し
て登録・検索された内容は UDDI に格納されているものと同一である。

151

図 3-6-3 セマンティック Web サービスの検索エンジン
更に、上述した WSMO をベースとした検索の仕組みとして、DERI の Kifer らはフ
レーム論理をベースとして高階言語の特徴を持つ F-Logic を用いて、サービスの事前条
件と事後条件をルールとして表現し、発見したサービスが要求を満たすことを確認する
フェーズ(contract)を導入したことを特徴するシステムを開発している[5]。
3.6.2.3 セマンティック Web サービスの合成
現在、主に人工知能研究におけるプラニング技術を用いて、サービスの組み合わせを動
的に構成する試みが盛んに行われている。
代表的なものとして、米メリーランド大学では mindswap プロジェクトの一環として、
HTN(Hierarchical Task Network, タスク分解を基本とするプラニング技術の 1 つ)を
利用し、OWL-S Profile と Process Model をプラニングのための知識ベースに変換し、
ユーザの望む機能をゴールとして、自動的にプラン、つまり Web サービスのフローを生
成する技術を開発している[6]。更に、HTN プラナーSHOP2 と DL 推論エンジン Pellet
を組み合わせ、事前事後条件が DL で記述されている際の対応なども図られている[7]。
類似の試みに米国カーネギ・メロン大学の[8]も挙げられる。
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HTN 以外にも、PDDL(Plan Domain Definition Language、International Planning
Competition 用に開発されたプラニング問題を定義するための言語)と STRIPS ベース
のプラニングに基づくアプローチ[9]や、Situation Calculus ベースの GoLog システム
を用いる試み[10]などが有名である。また、ルールベースのプラニングを用いる方法[11]
や、MBP(Model Based Planner)を用いて OWL-S から BPEL に変換して実行可能とす
る試み[12]なども行われている。更に、プラニング技術以外では定理証明を用いる方法
[13]や CSP(Constraint Satisfaction Problem)技術を利用した方法[14]などが提案され
ている。
一方、自動合成に拘らない方法として、[15]ではユーザのサービス選択に基づいて次
に選択可能なサービスが自動的に抽出される方法が提案されている。また、[16]では抽
象的なフローを作っておいて、実行時に実際のサービスを探してバインドする方法が提
案されている。
このようにサービス合成はいままさに百花繚乱といった様を呈しているが、いずれも
完全な方法は存在せず、アトミックサービスのみを対象としていたり、半順序(並列実行)
が扱えなかったりとさまざまな制約が付けられている。また、アドレスされている主な
問題としては、情報を取得するサービス(価格を調べる、など)と実際に何らかのアクシ
ョンを行うサービス(モノを買う、など)をプラン生成時と実行時でどう切り分けるべき
かや[17]、対象世界の Closed World から Open World への拡張(記述されていないこと
は偽とは限らない)などが挙げられる。
3.6.2.4

セマンティック Web サービスのルール記述言語

長く待たれていたセマンティック Web のためのルール記述言語に関して、2004 年 5
月に SWRL(Semantic Web Rule Language)が W3C Member Submission として提出さ
れた。現在のバージョンは 0.6 である。これは、RuleML Initiative を中心に、米国と欧
州の有志によって開発された言語である。11 月に開催された ISWC2004 では開発者の
一人 Benjamin Grosof によって SWRL に関するチュートリアルが開催された。また、
ISWC2004 併設の RuleML Workshop でも DL とルールの組み合わせがホットトピック
であった。セマンティック Web におけるルールの利用方法としては、セマンティック
Web サービスにおける事前事後条件の記述に加え、オントロジー変換や E ビジネスにお
けるさまざまな場面での利用が想定されている。言語的な特徴としては、RuleML をベ
ースに OWL-DL と Datalog Horn FOL を加えた形になっている。また、文法は RuleML
を踏襲した上で、いくつかの built-ins(XSD の扱いやサイドエフェクトを起さないもの
に限定された operation、単位変換など)が加えられている。あくまでも、Theory は未踏
領域なので利用には注意が必要であること、Complexity は最悪 undecidable で、効率
的な推論アルゴリズムもまだ見つかっていないことなどが警告されている。但し、既に
複 数 の SWRL 実 装 が 存 在 し 、 代 表 的 な も の と し て は MIT か ら 出 さ れ て い る
SweetRule(Semantic WEb Enabling Tools)が挙げられる。また、Jena2 や Jess のエン
ジンで使用できるようにする変換器もリリースされている。
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3.6.2.5 セマンティック Web サービスのアノテーション
セマンティック Web サービスにおいては、OWL-S をはじめとするサービスへのアノ
テーションが欠かせない。そこで、この作業を(半)自動化しようという試みを進められ
て
いる。
METEOR-S[18]というプロジェクトでは、WSDL ファイルのパラメータとオントロ
ジーをスキーママッピングさせることでパラメータへのオントロジー付与を自動化する
試みを進めている。また、最近では Naive ベイジアンの適用も進めている[2]。また、
ASSAM[19]というプロジェクトでは、WSDL annotator と呼ばれるユーザのアノテー
ション作業を適切なオントロジーを推薦することでサポートする機械学習付きシステム
を提案している。更に、[20]では API ドキュメントからテキストマイニングしてアノテ
ートする方法を提案している。個人的な知見となるが、セマンティック Web 分野には自
然言語処理を専門とする研究者は多くないように思われる。セマンティクスの獲得より
も利用に焦点があたっているからだろうか。本研究に関しては、サービスインターフェ
ースへのオントロジーのアノテーションという観点が従来研究と比して新たな知見を産
んでいるものと思われる。また、オントロジー自体を自動的に獲得するという古くから
数多くある研究と同様に、多くの場合、結果は人間が作成したアノテーションとの比較
によってなされている。
3.6.2.6 セマンティック Web サービスの開発・実行環境
セマンティック Web サービスのコミュニティでは研究開発のみならず、実際に使える
ツールをリリースすることにも大変熱心である。
米国カーネギ・メロン大学は Java におけるデファクト標準となりつつある開発環境
Eclipse をベースにした OWL-S の開発環境 CODE (CMU OWL-S Development
Environment, projects.semwebcentral.org/projects/owl-s-ide) をリリースした。CODE
では、WSDL からの OWL-S テンプレートの生成と編集、UDDI への登録、また、OWL-S
Process Model の実行や検証がサポートされている。また、米メリーランド大学の
mindswap プロジェクトからは OWL-S におけるオントロジーの検証や可視化をサポー
ト す る SWOOP (Hypermedia-based Featherweight OWL Ontology Editor,
www.mindswap.org/2004/SWOOP)や、HTN プラナーSHOP2 を用いた Web サービス
の合成・実行ツール WS Composer などがリリースされている。一方、WSMO に関し
ては英オープン大学 KMi(Knowledge Media Institute)からセマンティック Web サービ
ス の さ ま ざ ま な 側 面 を サ ポ ー ト し た フ レ ー ム ワ ー ク

IRS-III

(kmi.open.ac.uk/projects/irs)がリリースされている。また、これは WSMO と OWL-S
をブリッジする機能も有している。
3.6.2.7

セマンティック Web サービスに関連するその他の技術

上述したトピック以外にも、さまざまな観点からセマンティック Web サービス実現に
向けた技術開発がなされている。
例えば、[21]ではエラー対応などのいわゆる Compensation(補償)を扱っている。また、
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Trust や Security 条件をロジックによって記述し、整合性をチェックする試みもなされ
ている[22],[23]。同様に KAoS プロジェクトでは[24]ではポリシーを OWL で記述し、
JTP(Java Theorem Prover)で Compliance をチェックしている。また、Web サービス
との親和性を高める意味で[25]では UDDI との統合が図られており、[26]ではサービス
フローを SPIN で検証する方法などが提案されている。一方、 Web サ ービスに
Orchestration としての BPEL と Choreography としての WS-CDL があるように、
OWL-S Process Model に対して、Choreography としての Interaction Protocol も提案
されている[27]。また、上述した OWL-S と WSMO を仲介する意味で[28]では OWL-S
による WSMO Mediator が提案されている。更に、異分野との連携という観点からは、
Grid のセマンティック化[29]や、RFID ソリューションにおけるセマンティクス利用[30]
などが提案されている。また、セマンティック Web サービスではないが、ISWC2004
ではユビキタスの連携に関するワークショップが開催されている。
3.6.2.8

セマンティック Web サービスの標準化動向

Web サービスを謳うからには国際標準があって初めて用をなすと言っても過言では
ない。そこで、現在の標準化動向を簡単に述べる。
OWL-S の策定を進めてきた OWL-S Coalition は、2004 年 11 月に OWL1.1 を W3C
note として提出し、その役目をほぼ終えたといえる。OWL-S Coalition 自体はメンテナ
ンスなどのためにしばらくの間は残る計画があるが、アクティビティとしては SWSI や
W3C SWS-IG に移っていくことになる。SWSI とは、DAML-S をベースとしてよりメ
ンバーを増やしてオープンな団体として仕様策定を進めるために立ち上げられた国際団
体である。
Language Committee、Architectural Committee、Industrial Partners からなり、前
2 つのグループは既に Requirement と Use Case を SWSI のサイト上で公開している。
また、SWS-IG とは、Tim Berners-Lee が中心となり 2003 年 10 月に W3C Semantic Web
WG 内に設立されたものである。W3C では、2004 年 10 月に開催した W3C Workshop on
Constraints and Capabilities for Web Services が盛況であったことを受けて、2005 年
前半にはセマンティック Web サービスに関するワークショップを計画している。
一方で、欧州では EU IST(Information Society Technologies) から資金を得てセマン
ティック Web(サービス)に取り組んでいる数多くのプロジェクトが存在する。上述した
WSMO などがその成果であり、こちらに関してはまだまざ続く模様である。また、
WSMO 以外にも ISWC2004 では SWWS(Semantic Web enabled Web Services)の研究
成果などが発表された[31]。
また、いわゆる Web サービス陣営においてもセマンティクスの利用は検討されており、
例えば、WSDL2 は RDF へのマッピングを含んでいる。これにより、今後 OWL-S や
WSMO のために標準的な Grounding 機能を提供する可能性がある。また、WS Policy
の標準化においても OWL あるいは SWRL を言語として使う、またはセマンティック
Web 言語へのマッピングを提供するという提案がなされている。更に、UDDI の次バー
ジョンではカテゴリ(Business Taxonomy)に OWL が採用された。これによって今後
OWL に基づく推論処理が UDDI における Web サービスの検索を改善する可能性がある。
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3.6.3 セマンティック Web サービスの今後
セマンティック Web サービスは、セマンティック Web 側の研究者によって Web サー
ビスの動的な発見・合成を目的に提唱された概念であり、今後 Web サービスが予測通り
に普及すればセマンティック Web のキラーアプリの一つに成り得るだろう。一方で、
Web サービス側においてもセマンティクスの導入は避けられないとの認識があるよう
に思える。WSDL2.0 や UDDI3.0 での RDF の導入はその表れだろう。しかし、開発の
現場では、まだまだ分散システムを XML ベースで行っているに過ぎず、SOA における
サービスの発見や合成といった大目標は絵に描いた餅といった感がある。
また、セマンティック Web サービスは技術的な課題に加えて、さまざまな問題を抱え
ている。例えば、(セマンティック Web に共通であるが)オントロジーの構築やサービス
へのメタデータ付与を誰が行うのか、セマンティック Web は AI との相違として不完全
さの許容を挙げているが、Web サービスはビジネス利用が前提であることを考えるとど
こまでそれが許容されるか、といった問題である。
いずれにしても、セマンティクスの導入は Web を新たな段階に進めるために欠かせな
い技術であり、それは静的なドキュメント(データ)のみならず、動的なサービスに対し
ても同様であろう。幸いなことに、セマンティック Web サービスは既に世界中の多くの
企業や研究機関を巻き込む一大テーマとなっている。今後の着実な発展を願ってやまな
い。
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3.7

W3C Workshop on Semantic Web for Life Sciences

2004 年 10 月 27、28 日に、W3C (World Wide Web Consortium)による "W3C
Workshop on Semantic Web for Life Sciences"と題するワークショップが開かれた。
［ワークショップ名］

W3C Workshop on Semantic Web for Life Sciences

［開催日］

2004 年 10 月 27、28 日

［開催場所］

Radisson Hotel, Cambridge、マサチューセッツ州、米国

［主催］

W3C (World Wide Web Consortium)

3.7.1

目的

生命科学分野のためのセマンティックウェブの応用に関して、特に
(1)

生命科学分野の研究を支援するには、セマンティックウェブに関してどのよう
な追加仕様やコミュニティとしての協力が必要か

(2)

RDF・OWL といったセマンティックウェブの技術と生命科学の固有標準をど
のように組み合わせればよいか

に関して議論を行うこと。
3.7.2

参加者

86 の組織から 115 名の参加者が参加した。参加にはポジションペーパーの提出が義務
付けられた。日本からの参加は、国立遺伝学研究所の菅原教授と松下電器産業の福重の
2 名。
3.7.3

発表

W3C の Tim Berners-Lee 氏と National Cancer Institute Center for Bioinformatics
の Ken Bestow 氏による基調講演、7 つのパネルディスカッション、2 回のランチプレ
ゼンテーション、およびクロージングディスカッションが行われ、計 36 の発表があっ
た。
パネルディスカッションのテーマは以下の通り：
•

Industry Perspective On Semantic Web For Life Sciences

•

Scientific Publishing and Semantic Web

•

Triples and Ontologies

•

Web Services and Semantic Web

•

Life Science Identifiers - Use Cases, Future Directions

•

Cheminformatics and the Semantic Web

•

Semantic Aggregation, Integration and Inference

3.7.4

課題

二日間の議論を通じて、生命科学分野においては以下の課題が重要となっていること
が明らかになった：
•

データの統合利用
複数のデータベースにまたがった検索技術と、そのための用語・形式の統一

159

•

データの provenance(由来・出所), context の記述
各データがどこから得られたものか、どんな実験条件や前提条件の下で得られた
かに関する情報の記述方式の確立

•

膨大なデータ量への対応
膨大な量のデータを処理するための計算の効率化、結果の可視化技術（人間にと
って分かりやすい形で結果を提示する技術）、データ／テキストマイニング

•

最適化・意思決定支援技術
動的で複雑な領域にまたがる推論、確率的性質の取り扱い

3.7.5

結論

クロージングセッションにおいて、W3C のセマンティックウェブ活動の、生命科学
分野への協力に対して強い期待があることが確認された。
特に期待されている活動分野は以下の 3 つ：
(1)

コアとなる語彙の整備
データの統合利用のための標準的な語彙・形式の統一。特にデータの
provenance・context、バージョン記述のための語彙の整備。

(2)

http サーバなど既存の Web 資源を活かした LSID(Life Science Identifier)の実
装方式の検討

(3)

実装経験（ベストプラクティス）の共有

3.7.6 関連ウェブページ
公式サマリページ：http://www.w3.org/2004/10/swls-workshop-report.html
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3.8

ISWC2004 に見る実用化と研究動向

ISWC(International Semantic Web Conference)はセマンティックWebに特化した国
際会議の中で最も著名なもので、今回のISWC2004で3回目を数える。ISWC2002はイタ
リア、ISWC2003は米国フロリダ、そして今回のISWC2004は日本で開催されることにな
った。
ISWC2004にはINTAPセマンティックWeb委員会のメンバー数名も参加し、発表やデ
モなどを行った。本節ではISWC2004における、セマンティックWebの実用化と研究動向
を簡単にまとめる。
ISWC2004は以下の要領で行われた。
・開催日時: 2004/11/7-11

(7,8はチュートリアル・ワークショップ、9-11が本会議)

・場所: 広島プリンスホテル
・主催: 人工知能学会, Semantic Web Science Association
・ホームページ: http://iswc2004.iswc.org/

(プログラムや、招待講演のスライドなどが

公開されている)
ISWC2004の参加者は約430名と主催者側の予想(300名)を超える数が集まり大盛況で
あった。海外と日本の参加者比率は約3:1と、国内に比べ海外の盛り上がりを反映した比
率であった。日本勢でアクセプトされた論文が少なかった(regular paperでわずかに1件)
のもあるかもしれない。海外の内訳としてはやはり欧米が大半だが、アフリカ勢も散見さ
れた。アジア勢は韓国は多かったが、中国は1名のみと国によってばらつきがある。
もともとWWW Conference等に比べて、ISWCは特にヨーロッパの大学系が多いアカデ
ミックな性格のものである。EUのISTプログラムでセマンティックWebに多額のファン
ドが出ているせいもあるが、ISWC2004でも同様の傾向が見られ、ヨーロッパの大学勢の
発表が多かった。従って、やや推論などの理論系が多く、総じて企業・実用系は少ない傾
向があった。セマンティックWebは一方ではすでに実用段階に来ている（いなければなら
ない）ことを考えると、これは大いに問題である。Industrial Track（投稿22件）や
Exhibition(去年2件、今年6件)の件数はまだ全体としては少ないが、着実に伸びてきてい
る。今後ISWCが発展を続けていくには、米国系・企業系・実用系に関してどれだけアク
ティビティを集められるかが、課題と言えよう。チェアによるランチミーティングでも、
これに関連して、Microsoft, IBM, Googleといった企業が向くような学会にしていなけれ
ばというような意見もあった。
以下、ワークショップや本発表におけるトピックを順次紹介する。
3.8.1

ワークショップ: Semantic Web Technology for Mobile and Ubiquitous
Applications

開催日時：

2004 年 11 月 7 日(日) 9:00－17:30

全体概要：
・ セマンティック Web のモバイル・ユビキタスアプリケーションへの適用をテーマ
にしたワークショップ。
・ ヨーロッパからの発表者がほとんどで、発表内容はモバイル・ユビキタス環境下で
の Service Discovery（Semantic Web Services）に関するものが多かった。
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Invited Talk
● Task Computing - Fusing the Semantic Web and Ubiquitous Computing（益岡竜
介、富士通研究所）
・ Task Computing とは
・ 機器をタスクに応じて自由に組み合わせて利用するための仕組み
・ ユーザの目的は何らかのタスクの実行
・ “Semantics”に基づきサービスを提供
・ Semantics の役割： clues & glues for resources（機器の組み合わせのための手
がかり、かつ、接着剤）
・ Ubiquitous Computing とは
・ Utilizes the changing resources found here and now
・ Copes with the dynamism
・ Task Computing とは
・ Users want to do “Tasks”
・ Services with “Semantics”
・ 全体の構成要素
・ Service Discovery, Composition, Execution, Publishing
・ SSD: Semantic Service Description
・ UPnP, Ontology(OWL-S)
・ Language mechanism の特性
・ Granularity of services, composability, coining a new word or phrases,
permissiveness
Context
● CALI: Context Awareness via Logical Inference（D. Khushraj and O. Lassila、
NOKIA Research Center）
・ CALI：

Context-aware なアプリケーションを構築するための知識表現と推論

に関する研究プロジェクト。
・ 知識表現は KL-ONE、推論系は DL（Description Logic）に準拠。
・ コンテキストの定義： a set of attributes and predetermined values（例えば、
属性 location=X において、X に自分の家の地理的な値が与えられていれば、「自
宅」というコンテキスト）
・ DL で取り扱うコンテキストは 2 種類：
・ Definition of a context in terms of other contexts（あるコンテキストのサブ
コンテキスト、コンテキスト間の論理的組合せ、等）
・ Definition of a context in terms of “value bindings” of the attributes of the
current context（属性に対する値のアサインメント）
・ CALI の推論システムは、コンセプト定義（TBoxes：

Domain Ontologies,

Context Definition）、データソース（提供可能な情報源）、ルール（Domain Rule,
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Notification Rule）を使用し、ユーザからの問い合わせに対する情報を通知。
Service Discovery and Composition 1
● Towards Semantic-based Service Discovery on Tiny Mobile Devices（M. Wagner, T.
Liebig , O. Noppens, S. Balzer, and W. Kellerer, DoCoMo Communications
Laboratories Europe）
・ MobiOnt：

モバイル Web（携帯型端末からの Web アクセス）のための、

preference-based service discovery に関する研究プロジェクト。NTT DoCoMo
Euro-Labs と University of Ulm との共同研究。
・ MobiOnt ツールボックスの構築
・ Service matchmaking
・ Preference relaxation
・ Service Ontologies
・ Metadata
・ ケーススタディ：

Mobile Internet Radio Discovery

・ ユーザの嗜好（preferences）を、順序付けされた属性の集合で表現し、これに基
づいてサービスを発見するのが特長。
● Efficient Discovery and Composition for Ubiquitous Computing Environments（A.
Qasem, J. Heflin, and H. Muñoz-Avila, Lehigh University）
・ ユビキタスコンピューティングのための、サービスの自動合成に関する研究。
（例
えば、一番近い Wal-Mart スーパーマーケットまでの道案内をしてくれるカーナ
ビ）
・ プランニングには、HTN（Hierarchical Task Network、階層的なタスク分割手
法)を採用。
・ Web 上のサービスを対象にした場合、closed-world assumption（閉じた世界の
中で説明できないことは False として扱う）を前提にできないので、HTN に local
closed world（世界全体から、サブセットを切り出し、その中でのみ closed-world
assumption を前提にする考え方）を導入。
・ Planner agent のプロトタイプを OntoPlan 上に開発済み。HTN Plan Generator
と Semantic Web Mediator から構成。
・ Semantic Web Mediator は、OWL で記述されたメタ情報に基づき、適切な情報
源を RDF 形式で返す。
● Automated Composition and Reliable Execution of Ad-hoc Processes（W. Binder, I.
Costantinescu, B. Faltings, K. Haller, and C. Turker, Swiss Federal Institute of
Technology Lausanne）
・ 複雑な付加価値サービスのための ad-hoc processes に関する研究。
・ Creation of ad-hoc processes
・ Efficient process execution
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・ Distributed control of transactions
・ Ad-hoc process の例は、夕方の行動計画を立てるような場合。（映画＋レストラ
ン）
・ システム全体は、Planner、Discovery Mediator、Composer から構成。ユーザ
の与えるゴールに対し、Planner が全体をコントロール。
・ サービス記述のために、OWL に似た class/ontological language を使用。
・ 合成アルゴリズムは、forward chaining with partial type matching（入力パラ
メータに対するすべての制約を満足していなくても構わない。
Overlap/intersection match で結合。）
・ それぞれの transaction は各サービスプロバイダサイト（peers）で実行されるが、
一貫性を保証するために、transaction agent が peer-to-peer にサービス間を結び
付ける。
Invited Talk
● Semantics and Ubiquity（Martin Dzbor, Open University）
・ Social Interaction におけるユビキタス性：
・ Lightweighted, yet GRID-power tools for group meetings
・ Multi-device compatible, multi-modal
・ 課題：
・ “Do I have to show my face?”
・ “Do I want to be ubiquitous “now”?”
・ “Privacy or granularity of ubiquity”
Service Discovery and Composition 2
● Semantic Linking: Creating a web of mobile services（S. Battle, Hewlett Packard
Labs）
・ モバイル機器に対する、関連サービスを連携させる仕組みに関する研究。
・ 前提とするシナリオ：
・ 特定のサービスを利用するユーザは、関連するサービスも利用する
・ Context aware なサービスの提供と on-the-fly でのサービス合成が重要
・ オントロジに基づくサービス・メディエーションの実現
・ 特定のサービスとサービスの関係を直接記述するのではなく、より抽象的な、意
味的関係（semantic link）を OWL-S で記述しておき、それに合致するサービス
を発見する仕組み。（例：

音楽ダウンロードサービス⇒課金・決済サービス）

・ サービスを決定する際の、入力と出力との functional な関係を取り扱うために、
ユーザによるサービスの利用と操作の履歴を保存する contextual memory を使
用。（例： チケット予約における、アーティスト名の入力）
● Learning Semantic Bookmarks for Mobile Handheld Devices（Saikat Mukherjee
and I.V. Ramakrishnan, Stony Brook University）
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・ 携帯機器（小さな画面）からの情報閲覧（例えば、ニュース記事）における、意
味的なブックマークに関する研究。
・ ユーザが、ページ（ニュース記事）の中で、ブックマークしたいコンセプトに関
連する部分をマークすると、そのページの DOM (Document Object Model)構造
を unlabeled partition tree に変換した上で、その特性を学習。
・ 学習には Bayesian model を使用。得られた Bayesian model と新しいページと
の類似性判定によって、そのページを提供するかどうか決定。
● Semantic Web Meets Autonomic Ubicomp（R. Belecheanu, G. Jawaheer, A.
Hoskins, J.A. McCann and T. Payne, University of Southampton and Imperial
College London）
・ Ubicomp devices のための Autonomic Network System (ANS) における、
OWL-S を利用したサービス提供に関する研究
・ アプリケーションドメインは、心臓疾患を持った人のホームケア
・ 要求事項：
・ Intelligent power management
・ Device and sensor existence
・ Device may originate from different vendors
・ Autonomic の特性：
・ Self-healing
・ Self-configuration
・ Self-optimization
・ ANS は、ANS middleware（Service Manager 群）、ANS semantic service
description から階層的に構成され、その上にアプリケーションが乗る。
・ サービス記述の構成：
・ Domain ontology： OWL で記述されたドメイン知識（登場者、機器、セン
サ、サービス内容、等）
・ ANS services ontology： コアサービスに関する知識（体温測定、脈拍測定、
等）
・ ANS ancillary services ontology：

補助的サービスに関する知識（確認、

認証、暗号化、等）
・ 内容に応じて、コアサービス、補助的サービスを合成し、ワークフローを生成。
Applications
● Knowledge Management in Mobile Ad-hoc Networks for Rescue Scenarios
（J.Davies and T. Glover, University of Oslo）
・ プロジェクト紹介：

AdHoc InfoWare

・ Mobile ad-hoc network で、緊急時における、モバイル機器利用者のための、情
報シェアリングを実現するサービスミドルウェアの構築が目的。
・ 利用するメタデータは 3 種類
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(1) information structure and context description metadata （情報の内容や
構造に関する知識）
(2) semantic metadata

（ドメイン知識）

(3) entity profile and context metadata

（情報のフィルタリング、ランキン

グのための知識）
・ 全体は 5 つの構成要素から構築
・ Data Dictionary Management
・ Semantic Metadata and Ontology Framework
・ Profile and Context Management
・ Query Management
・ XML Parser
・ 本発表での技術課題は、必要な知識の管理手法
3.8.2 チュートリアル T4: RDF and Topic Maps Interoperability in Practive" (11/7
14:00-18:00)
講師: Lars Marius Garshol (Ontopia社)
参加者: 20名程度
講義の主な内容は、以下のとおりでした。
・RDFおよびトピックマップの歴史・背景・簡単な比較
・トピックマップの概説
・RDFとトピックマップのモデルの比較
・相互運用の実現方法
-RDFによるトピックマップのモデル化
-モデルレベルのマッピング
-Vocabularyレベルのマッピング
RTM (RDF to Topic Maps) Vocabulary
・トピックマップの構文の解説
・トピックマップからRDFへの変換
・制約言語
・検索言語
RDFとトピックマップの具体的なデータモデルでの解説、比較、マッピングの実演が
あった。TM4L(Topic Maps for Learning) を提唱されているWinston-Salem State
UniversityのDarina Dicheva教授も熱心に聴講されており、質疑応答も活発に行われて
いた。
3.8.3

ワークショップ: Semantic Web Services: (11/8)

予稿は、http://www.ai.sri.com/SWS2004/agenda.html から入手可能。
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●Invited Talk
◎Mikio Aoyama, Nanzan University:

Challenges of Ubiquitous Semantic Web

Services
携帯電話などにより毎年計算パワーは現実世界にどんどん広がっている。
そのような背景で、異なる業種や仲介者の協調作業やシステムの統合が必要となる。
これら個々のシステムは、個別に作られ、（拡張され、）オープンで分散（Decentralized)
な環境に進化するだろう。これらのシステムは、相互に利用しあい、一種の生態系をなす。
これらの連携（やIT化）は、コスト削減的な意味合いで見られる事が多いが、価値を高め
るも連携が重要である。
例：ITS,車の部品の状態を監視し、ユーザにしらせる。
リコール情報を適切な車の保持者に通知する。（現状では結構大変）
計算機能の連携は、CROBAなど色々行われてきたが、現在は、Web Serviceを利用する
方向にきている。オブジェクトや部品という単位からWeb Servicesになり、クライアン
ト/サーバからPublish/Subscribeモデルに成ってきている。
その中で、Brokerの役割が重要である。Brokerは、サービスを他のサービスを用いて、
デザインするだけでなく、実行も行う。連携のモデルとしては、Drama(tic) Model とい
うものを提案している。これは、色々なロールを持つActorをDynamicに結びつけデザイ
ン・実行するものである。
Brokerの例として、辞書の例があげられる。状況に応じて、専門辞書（計算機用語辞典）
や汎用の国語辞典、百科事典などを適切に組み合わせて、利用者の満足するサービスを提
供するものが、付加価値をつけるものとして必要である。
◎Evren Sirin and Bijan Parsia：

Planning for Semantic Web Services

Web Serviceでは、サービスの静的（事前）の合成を行えるようにしたが、
Semantic Web Serviceでは、動的（要求時）の合成を行えるようにする事が期待されて
いる。
そのために、AIのプランニングは使える。(HTN:Hierachical Task Network)Planningを
用いている。
以前のAIとは異なり、閉世界仮説ではなく、背景知識(domain knowledge?)を分散して記
述するなどしている点が異なる。OWL DL の推論と、SHOP2のHTN Planningを用いて
いる。
但し、サービスを実行することにより、Effect(副作用）が起こるので、これに対処する必
要がある。
事実を加える場合には、矛盾が生じる可能性があるので、それを考慮する。事実の削除は
矛盾を引き起こさないが、実際には別の知識により、削除されない場合がある。
●サービス発見(Service Discovery)
Service Discovery
◎Stephan Grimm, Boris Motik, and Chris Preist：
Discovery
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Variance in e-Business Service

Web Serviceの発見には、2つの不一致（variance）がある。
・意図(intend)の違い
・不完全な知識
前者は、DLの記述により明確にし、校舎は、複数のモデルを用いることで対応する。
モデルの集合に対して、適切なサービスの集合を求める方法を提案していた。
◎Michael Kifer, Ruben Lara, Axel Polleres, Chang Zhao, Uwe Keller, Holger
Lausen, and Dieter Fensel：
A Logical Framework for Web Service Discovery
Kiferでなく、Laraによる発表。
F-Logic と

Transaction Logicで、Web Serviceの自動合成のフレームワークを提案。

スケーラブルである必要があるが、多くの学生はSQLを書くことも困難であるので、エン
ドユーザがWeb Serviceの問い合わせ文を書けるとは想定できない。Goal Ontologyなど
のエンドユーザでも理解できる語彙を想定して、Mediation providerがService Provider
の提供するサービス言語にエンドユーザの語彙を変換する。
即ち、サービスの仕様（記述）をユーザのゴールにマッピングする作業を述語論理で定式
化する。
これは、WSMOのwgMediatorsに対応する。
Flora-2 sysytemで実現する。
●ポジションペーパー(Position Papers)
◎Bruce Spencer and Sandy Liu： What does Software Engineering Practice offer to
Semantic Web Service Composition?
ソフトウェア工学的に見ると、Semantic Web Serviceは、以下の点で失敗の可能性を含
んでいる。
・記述の不正確性
・オントロジーの違い
例えば、チケットの情報をカレンダーに利用しようとしても、色々な違いや、不正確な情
報のせいで、一律に変換は難しい。それに対して、ここでは、Inference Queue という
概念を提案する。
この概念で、色々な処理が行える。Inferenceの入出力の連鎖とすることにより、Testや
Test data generationを容易にし、Runtime Monitoringもできるようにする。
◎Michael Stollberg, Dumitru Roman, Juan Miguel Gomez：
A Mediated Approach Towards Web Service Choreography
次世代のEAI技術として、Web Serviceに必要な、Choreography Global Model,
Mediators について述べている。
●Service Invocation and Interoperation
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◎Steffen Balzer and Thorsten Liebig：

Bridging the Gap between Abstract and

Concrete Services -- A Semantic Approach for Grounding OWL-S
XMLのSchemaとOWL-Sの対応をつける。通常は、XSLTを用いるが、XSLTは、構文
に依存したものであり、一方、RDF/OWLは、モデルであり、（所謂シリアライズされた）
表現形式は、複数の構文の異なったもので表現できる。従って、正しく変換するために、
「モデルベースの変換」を考える必要がある。
このため、RDFT, MDL, TreeHuggerを導入し、構造に従って、シリアライズする。こ
れにより、表現の異なるRDFでも同じ結果を得ることができる。
Q&Aでは、この対応を誰が書くのかとの意見が出ていた。ユーザだとすると、ユーザ
がそれなりの知識を持っていることになる。しかし、そのようなユーザも居るだろうし、
サービス提供者が広く使って貰うために書くかもしれないなどの議論があった。
◎Anupriya Ankolekar, Massimo Paolucci, and Katia Sycara：
Spinning the OWL-S Process Model --

Toward the Verification of the OWL-S

Process Models
OWL-Sのプロセスモデルの検証を（自動的に）行うためにSPINモデルCheckerを用いる
高級仕様記述言語PROMERAにOWL-Sを変換する方式を提案している。
例では、アマゾンのサイトのモデルが示されていたが、Q&Aでは、ブラウジングの状態
から、購入への状態の移行が非決定的な時はどうするのか等の意見があり、決定したもの
として扱い？、データフローの方で処理するようだった。
●Usage
◎O. Dameron, N.F. Noy, H. Knublauch and M.A. Musen：
Accessing and Manipulating Ontologies Using Web Services
Web Sercviceでオントロジーを利用する方法を提案している。
そのために、オントロジーに対する主な操作（問い合わせ(Query),表示(View),(言語）翻
訳(Translations）,対応付け(Mapping),版管理(versioning), 併合(Merging),推論
(Reasoning))を提案している。
使い方としては、
・メディエータ的に、クライアントからOWL-Sを読み込み推論して対応付けする
・サービスの入力パラメータを（推論）対応付けし、サービスを呼びし
・サービスの結果パラメータを（推論）対応付けし、理解可能な形に戻す
などがある。
しかし問題提起として、この提案が有効な領域（広ければ役に立たないし、狭い領域で
は既に共通のオントロジーがある）があるかとか沢山のオントロジーサービスができると、
オントロジーサービス自身のブローカが必要になるなどの点も指摘していた。
ただ、提案の主眼は、リソースからオントロジーを独立にさせると言う点であると強調
していた。
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◎Marwan Sabbouh and Joseph K. DeRosa：
Using Semantic Web Technologies to Integrate Software Components
Enterprise Integrationにおいて、コンポーネントオントロジーとしてDBオントロジーと、
Webサービスオントロジーを用いることを提案。Webサービスオントロジーは、OWL-S
とほぼ同じだが、幾つかの制約がついている。
しかしながら、Q&Aで、複数ある対応はどのようにとるのか？に対して、人手で一つ
に決める、など方法論のレベルであり、計算機による自動化などは視野に入っていないよ
うであった。
●The Bigger Picture
◎D. Fensel：

Triple-based Computing

D.Fenselではなく、代理人が発表。
Webを動的にする方向(Web Service)と、意味を与える方向(Semantic Web Service)が
あり、それを合わせたものとして、Semantic Web Serviceがある。通常は、Web Service
側から、Semantic Web Serviceに向かうが、ここでは、先に意味を与える方向について
考える。
Tuple Spaceのように、RDF Tripleを共有空間にPublishし、必要なものがReferするも
のを提案。セキュリティーなどは導入される。人間のメッセージングが電話やメールだと
すると、Webは、(addressable and persistent) publicationであり、Webサービスは、ま
だメッセージグのレベルなので、本物のWeb Serviceではない。計算機にとって、メッセ
ージングから、publicationに変化したものが、Triple-based/Space Computingである。
Q&Aでは、従来のものとの違いなどについて熱心に議論がなされたが、代理人である
こともあり、今ひとつ良くわからなかった。欧州では、このプロジェクトを起しているら
しい。
◎Massimo Paolucci, Naveen Srinivasan and Katia Sycara：

Expressing WSMO

Mediators in OWL-S
Web Service Modeling Ontology(WSMO project)における、Mediatorの提案。
WebServiceの仕様や、ユーザの問い合わせ(Goal？)オントロジーなどを様々に変換する。
しかし、Q&Aでは、変換自体が何故必要なのか等から、様々な議論がなされた。
3.8.4

Workshop on Rules and Rule Markup Languages for the Semantic Web
(11/8)

[概要]
話題の中心は、
(1)

Rules とオントロジ/記述論理の組み合わせ

(2)

記述論理と Defeasible 推論の組み合わせ

であった。
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招待講演
・ M.Dean. Semantic Web Rules: Covering the Use Cases
Rules 層の技術の応用例として、(1) オントロジ拡張 (2) オントロジ変換 (3) デー
タ展開 (4) 公理的意味論の表現 (5) データマッチング (6) ストリーミングデータ
の監 (7) セマンティックウェブサービスのプロファイリング・プロセス記述 での利
用を議論。
・ C.Goldbreich Combining Rule and Ontology Reasoners for the Semantic Web
Rules とオントロジを利用した推論システムを紹介。
一般発表
・ C.McKenzie, P.Gray, A.Preece. Extending SWRL to Express Fully-Quantified

Constraints
存 在 限 量 子 を 明 示 的 に 扱 え る よ う に SWRL を 拡 張 し た CIF(Constraint
Interchange Format)を提案する。
・ C. Bădica, A. Bădica. Rule Learning for Feature Values Extraction from HTML

Product Information Sheets
汎用の一階述語論理学習器 FOIL を用いた、HTML で記述された製品情報シートか
らの製品情報抽出規則の学習についての報告。
・ T. Eiter, T. Lukasiewicz, R. Schindlauer, H. Tompits. Well-Founded Semantics

for Description Logic Programs in the Semantics Web
論理プログラミングと記述論理の組み合わせとして著者らが提案している
dl-program に対する well-founded semantics を与え、それが normal program の
意味論の一般化になっており、Answer Set Semantics の近似となることを示す。
dl-prgoram の複雑さに関しても論じる。
・ G. Antoniou, A. Bikakis, G. Wagner. A System for Nonmonotonic Rules on the

Web
Semantic Web においては、不完全な知識を用いた推論、例外のある規則の処理、
オントロジにおけるデフォルト継承、オントロジの統合などの局面において、規則
間の衝突が自然に発生することを論じ、そうした不完全・不整合な情報を扱うため
の defeasible 推論の実装について報告する。
・ N. Bassiliades, G. Antoniou, I. Vlahavas. A Defeasible Logic Reasoner for the

Semantic Web
上記 defeasible 推論のためのもう一つの実装 DR-DEVICE について報告する。同実
装は、RDF のメタデータを用いた defeasible 推論を可能としている。
・ S. Heymans, D. Van Nieuwenborgh, D. Vermeier. Semantic Web Reasoning with

Conceptual Logic Program
Rules と オン トロ ジを統 一的 に表現 し、 推論を 行う ための Conceptual Logic
Programming(CLP)を提唱する。CLP は、Answer Set Programming を open
domain に拡張したものであるが、locality condition を満たすものは決定可能であ
る。
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・ G. Governatori. Defeasible Description Logics
不完全で不整合な情報を扱うために、記述論理の知識ベースに defeasible rules を加
えた Defeasible Description Logics を提案する。
・ K. Wang, D. Billington, J. Blee, G. Antoniou. Combining Description Logic and

Defeasible Logic for the Semantic Web
記述論理と Defeasible logics を組み合わせた Description Defeasible Logic(DDL)
を提案する。
3.8.5

ワ ー ク シ ョ ッ プ W3: Applications of Semantic Web Technologies for
E-Learning (11/8 14:00-15:30)

Session chair : Lora Aroyo (Eindhoven University of Technology), Darina Dicheva
(Winston-Salem State University)
参加者: 30名程度
Garsholさんの発表は、BrainBank Learning という、トピックマップを適用した
E-learning システムについてでした。実際にノルウェーのいくつかの小中学校で、試験
的に利用されているとのことでした。内容は、生徒にアップルのノートを配布して、学習
過程は概念獲得の過程だという前提のもと、毎日学んだこと、すなわち獲得した概念及び
概念間の関係をノートパソコンに登録していく、そしてその状況を先生、親が確認できる
といった教育システムについてでした。
3.8.6

ISWC2004 本会議 (11/9-11)

●オープニングセレモニー
研究論文は、205の投稿に対して48件の採録。Industrialでも22件の投稿と7件の採録。
ポスターで69件の投稿に対し48件の採録と投稿も多くなっている。研究論文では、
Semantic Webの言語、ツール、方法論,オントロジー,Integration and
Interoperability,Semantic Web Seriviceなどがこの順で多かった。
◎招待講演
Edward Feigenbaum, Semantic WEb Story – It’s already 2004, Where are we?
セマンティックWebは本当に上手く行くのか？
面白いスライドショーは見るけれど、キラーアプリケーションや面白いデモがない。トッ
プダウンで、スパイラルにやるのが良い。ロボカップが良い例である。コンペティション
形式でやっている。最初は本当に笑いものになるようなものだったが、年々良くなって成
果を出してきている。
70～80年代の成果が活かされているだろうか、同じ事をしていないか？
広くSemantic Markup toolsを普及させるというが、上手く行くだろうか？
誤りや部分的な情報が満ちているし、正しいものしか扱えなというのも困る。
Googleなどは、不正確なデータを返すが、それでも使える。（PASSの話など）
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質疑応答では、「皆しゃべってばかりいないで、膨大なオントロジーを見せてみろ」と
いうようなコメントがあり、爆笑であった。しかし、ある面セマンティックWebの現状を
鋭くついていたと言えよう。
●User Interface & Visualization
◎OntoTrack
既にOWLのオントロジーエディタは存在するが、何故新しいものを作るのか？それは、
オントロジー構築が非常に難しい作業だからである。Concept Issueの75%が失敗してい
る。知識は無矛盾(inconsist)か？冗長な定義はないか？など。ListyやForm、ネットワー
ク表示などを行うものもあるが、規模が大きくなると中々大変である。
OntoTrackは、一つのビューで、マウスで編集ができ、結果が直ぐにフィードバックさ
れる。推論機構(Resoner)を持ち、属性値を追加すると、それを持つクラスの下に自動的
に移動したりする機能を持つ。
◎The Protege OWL- Plugin
1990年代から研究されている、オントロジーエディタProtegeをOWLに対応する
Pluginに関する説明。
OWL

Fullに対応し、必要であれば、OWL-DLに変換することもできる。推論系を持

ち、推論系を走らせることにより、矛盾する(inconsistent)Classno表示なども行える。
Protegeは古くから存在し、多くの入出力形式への対応や、表示など豊富なPluginを持ち、
いち早くOWLに対応していたが、発表では、OWLエディタ
のデファクトスタンダードと宣伝していた。Jenaとの接続も考えられている。
◎tracking changes during Ontology Evolution
オントロジーが変化した場合の版管理につての検討。
通常の版管理（例えばCVS）では、
・レポジトリの提供
・チェックイン・チェックアウト機構
・版の比較(Diff)
が提供されているが、オントロジーの場合、構造があるので、版の比較が簡単には行えな
い。オントロジーの変化には、クラス名称の変化や、追加、削除、階層上の位置の変更、
階層関係の追加（削除；スライドでは、これには触れていなかった）などがある。
そこで、2つの版の違いを指摘して、その変化を受け入れるか否かを指定する
PromptDIFFを提案する。
ヒューリスティックスを利用して、これらの差分を見つけ出す。実験では、96%の再現率
（変化を正しく指摘した割合）と93%の精度（指摘された変化が正しい割合）が得られた。
また、利用者のユーザビリティについても評価しており、変化の受け入れ/拒否の指定が
直感にあっている点の評価が高く、ナビゲーションがし難い点が指摘されていた。
Q&Aでは、構造の変化と意味の変化の違いや、前の版が必要な場合の対処などについ
て議論があった。
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●Web Minning
◎From Table to Frames
WebのTableから、フレームを生成する。
（Functional) Table Modelに従って分析する。但し、画像は扱わない。
まず、テーブルの値をクリーニングし正規化する。即ち、未定値など特殊な値を考慮した
り、表現の統一を行ったりする。さらに、A-cell(属性を表現する？)と値を表現している
I-cellに分類、I-cellでも属性?
を表す"access"とデータに分類する。そして、これらから構造を発見する。
FTMからFramに変換する実験を行った。即ち、テーブルで表現しているモデルの属性構
造を抽出する。
最も良い場合で、75%、大体50%位の精度を得た。
◎Learning Metadata-descriptions of FOAF Network
FOAF(Friend of a Friend)のデータを分析する実験。
FOAFは、メタデータの中でも、相互にリンクしあったトポロジーの数少ない例になって
いる。しかし、FOAFは手でかかれることも多いため、誤りが多く、また、
・rdf:resource vs. Literal
・rdf:seeAlso vs. rdfs:seeAlso
などの用法の不統一もあり、またInterestは標準でないなどの点が注意が必要であった。
これらに注意し（クリーニングし）、FOAFのデータをクラスタリングする。このとき、
（クラスタリングには）rdf:knows は用いていない。
さらに、論理の形式に変換し（この変換および逆変換はトリビアル）、ILP（帰納的論
理型プログラミング言語）のAlefを用いて、帰納推論をすることにより規則を発見する。
869人のデータによる実験では、まずまずのrecall値を得ている。
(2004年11月10日)
●招待講演：How to Build Google2Google – An (Incomplete) Recipe P2Pシステムにデータ管理を加える話。従来のP2Pでは、固定のキーワードでの検索し
かサポートしていなかったが、より柔軟性を持たせるために、スキーマベースのデータ管
理を導入した、Edutellaプロジェクトを行ってきた。（Gnutellaは固定キーワード）
P2Pのトポロジーとしては、HyperCube P2P (各ノードを中心に考えて、バイナリーサ
ーチと同じと考えることもできる。全体として見ると、HyperCubeを構成している。）
トポロジーを考えている。実際には、P2Pノードを、HyperCube P2P ノードとそれに（距
離1で？）繋がる複数のノードに構成する。この上で、RDFに基づきた問い合わせなどを
行う。分散のページランキングなど幾つかの問題がある。
Q&A：グーグルのページ収集を拡大するのか？実際には、例えば、医療専門のような
専門サーチが出てくると思うが、…。との質問には、コミュニティー毎の検索は、重要で
あり、それとの連携も考えている？
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●ontology
◎QOM - Quick Ontology Mapping
オントロジーのマッピングを、自動的に（オンザフライ）で行うことを目指す。
対応は難しい。O(n＾2・log＾2 n)をO(n・log n)にした。精度は若干落ちるが許容範囲。
関連する研究のPromptでは、o(N^2)で、速度は比較的良い（ヒューリスティックスが効
いている？）が、精度が良くない。高速化としては、比較の回数の削減、複雑化する要因、
例え、特に組み合わせの比較を削減する。
Q&Aでは、オンラインでオントロジーマッピングを行う理由を聞かれ、問い合わせの
変換のために必要との事であった。蓄積されたオントロジーと利用者が問い合わせを行う
時のオントロジーが異なったり、異なるオントロジーで記述されたリソースを横断検索す
るために、必要となる。また、評価1で若干精度が落ちていることについては、許容範囲
であり、一般にはそれ程落ちないとのことであった。
また、まったく異なるオントロジーとのマッピングについては、この方法とは異なる方法
が必要なのではないかとしていた。
◎Specifying Ontology View by Traversal
大規模なオントロジーが提供されてきたことは良いことであるが、大規模なオントロジ
ーは、複雑で理解するのが困難である。データベースのViewのようにその一部だけを対
象とするために、その指定の方法を提案する。指定の仕方については、問い合わせによる
方法と、トラバース（経路指定）による方法がある。
発表では主にトラバースによる方法を説明していた。例えば、特定ノードから、has_part
を2段、containningを1段といった具合に指定して、大規模なオントロジーの一部を指定
する。
また、大規模なオントロジーが改版された場合、Viewが正しい(Valid)であるか検証す
る必要もあるとして、そのために、（本会議別セッションで提案していた）PromptDIFF
を用いることを想定している。それらもあわせ、オントロジー（メンテナンス？）のフレ
ームワークとして、Promptプロジェクトを推進しているとのことであった。
PromptDIFFもそうだが、オントロジーの保守と言う観点は、今後非常に重要になると
思われた。
●Data Semantics
◎Bipartite Graphs as Intermediate Model for RDF
Jonathan Hayes, Claudio Gutierrez
三項組(RDF グラフ)を二部グラフに変換する。述語を中心に据えるこの記述方法はリソ
ースのつながり方を理解しやすい。変換コスト、接続性の概念、データ／図式構造、およ
びデータベースマッピングに関する考察の結果、このモデルは三項組とアプリケーション
で使用する低レベルのデータ構造の中間モデルとしての有効である。
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●Industrial Track
◎Querying Real World Services through the Semantic Web
Kaoru Hiramatsu, Jun-ichi Akahani, Tetsuji Satoh
メタデータ(RDF)とオントロジー(OWL)標準的なセマンティックWeb技術を用いた実世
界での情報検索システムプロトの紹介および京都(日本)の実データを使用したデモ（例
証）.
◎SemanticOrganizer: A Customizable Semantic Repository for Distributed NASA
Project Teams
Richard Keller, Daniel Berrios, Robert Carvalho, David Hall, Stephen Rich, Ian
Sturken, Keith Swanson, Shawn Wolfe
NASAの科学的、工学、および事故、調査プロジェクトチームをサポートするための共有
知識管理アプリケーション、SemanticOrganizerの紹介。シャトルコロンビア事故の調査
から地球外生物の探検まで及ぶさまざまの場面で使用された。
◎SWS for Financial Overdrawn Alerting
Jos・Manuel L?ez-Cobo, Silvestre Losada, Oscar Corcho, Richard Bejamins,

Marcos

Ni?, Jes俍 Contreras
クリティカルな金融状況が起こったとき、マルチチャネルの通知サービスを発見、選択し
て、警報を発するエージェントの紹介。オンザフライな構成、サービスの失敗時の補償、
自動的なセマンティックWebサービスの自動発見とオントロジー変換といった技術、IFX
財務標準に基づく財政に関するオントロジを使用している。
◎OntoView - A Tool for Creating Semantic Web Portals
Eetu M el・Eero Hyv ? en, Samppa Saarela, and Kim Viljanen
検索エンジンサーバOntogatorとリンク推薦システムサーバOntodellaで構成されるセマ
ンティック・ウェブポータルツールONTOVIEWについてエンドユーザ、アーキテクチャ、
および実装の観点からの説明と応用事例の紹介。
◎Applying Semantic Web Technology to the Life Cycle Support of Complex
Engineering Assets
David Price, Rob Bodington
船舶、航空機など取得より保守に費用がかかる資産についてProduct Life Cycle
Support(PLCS)というISO規格が作成されている。OLCSのReference DataはOWLで記
述されている。パイロットプロジェクトでの利用形態を説明。
◎ORIENT: Integrate Ontology Engineering into Industry Tooling Environment
Lei Zhang, Yong Yu, Jing Lu, ChenXi Lin, KeWei Tu, MingChuan Guo, GuoTong Xie,
Zhong Su, Yue Pan
EclipseプラットホームとWebSphere StudioへのセマンティックWeb技術の導入。ユーザ
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インターフェースとRDF(S)ストレージ、クエリ、操作、推論機構の紹介。
●Inference
◎Inferring Data Transformation Rules to Integrate Semantic Web Services
Bruce Spencer, Sandy Liu
Webサービスの選択と呼出では異なったレベル（抽象度）の記述を用いる。（選択のほう
がレベルが高い.）このためマッチング、オントロジーによる翻訳、メッセージの再作成
という多重データ変換が必要となる。OWL-SとWSDLのデータから変換規則を作成する
手法と多重データ変換の紹介。
●セマンティックWebサービスの研究動向
ISWC2004におけるセマンティックWebサービスに関する研究発表について概説する。
本トピックの本会議での割合は、投稿数約40件、採録数はResearch Track 全48件中9件、
Industrial Track全7件中2件という結果であった。尚、本会議としては3-4番目に活発な
トピックであるといえる。また、セマンティックWebサービスに関する専門のワークショ
ップおよびDERI、CMUらによるチュートリアルも開催された。両Track合わせて11件の
中から傾向を抽出するのは困難であるため、ここでは各論文のテーマを列挙する。興味の
ある内容に関してはProceedingsをあたって欲しい。
- Semantic Web Service Interaction Protocols: An Ontological Approach
WebサービスにおけるOrchestrationとしてのBPELとChoreographyとしての
WS-CDLに対応し，OWL-S Process Modelに対してInteraction Protocolを提案している.
- ASSAM: A tool for semi-automatically annotating Web Services with semantic
metadata
WSDL annotatorと呼ばれるユーザのアノテーション作業を適切なオントロジーを推
薦することでサポートする機械学習付きシステムの提案
- Information Gathering During Planning for Web Service Composition
近年，研究の盛んなサービス合成において問題点の1つとされている情報取得サービス
(価格を調べる，など)と実際にアクションを行うサービス(モノを買う，など)のプラン生
成時と実行時の切り分けに関する研究
- Applying semantic web services to bioinformatics: Experiences gained, lessons learnt
BioinformaticsへのセマンティックWebサービスの適用事例
- Automating Scientific Experiments on the Semantic Grid
Gridとしてのセマンティクスへのアプローチ.ルールベースのプラニングを行ってい
る.
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- Automated Composition of Semantic Web Services into Executable Processes
MBP(Model Based Planner)を用いてOWL-SからBPELに変換して実行可能とする試
み
- A Conceptual Architecture for Semantic Web Services
EU ISTプロジェクトの1つSWWS(Semantic Web enabled Web Services)の研究成果
- From Software APIs to Web Service Ontologies: a Semi-Automatic Extraction
Method
APIドキュメントからのテキストマイニングによってサービス記述の自動的なアノテ
ーションを試みている
- Applying KAoS Services to Ensure Policy Compliance for Semantic Web Services
Workflow Composition and Enactment
サービスのポリシーOWLで記述，JTPでComplianceをチェックする試み
- Public Deployment of Semantic Service Matchmaker with UDDI Business Registry
Webサービス検索エンジンの公開実験に基づく評価
- A Customer Notification Agent for Financial Overdrawn using Semantic Web
Services
セマンティックWebサービスを用いた金融サービスエージェントの提案
3.8.7

デモ: RDF and Topic Maps Interoperability in Practice (11/9 17:00 - 18:30)

デモ内容は、RDF to Topic Maps マッピングの説明と実演でした。11/7日のTutorial
の内容のうち、RDF to Topic Maps マッピングに集中したものでした。
RDF to Topic Maps マッピングは、RTM (RDF to Topic Maps) Vocabulary という
RDF Vocabularyを使用して行っています。
具体的には、以下のVocabularyを使用しています。
・rtm:maps-to
・rtm:type
・rtm:in-scope
・rtm:subject-role
・rtm:object-role
そして、RDFのPropertyを、以下のトピックマップデータモデルの構成要素にマッピ
ングします。
・basename
・scoped basename
・Occurrence
・association

178

・instance-of
・subject-identifier
・subject-locator
・source-locator
RDFのPropertyをどの要素にマッピングするかにより、RDFのObjectのマッピング方
法が決まります。RDFのSubjectは、Topic にマッピングします。
3.8.8

Exhibition (11/10 10:30 - 18:30)

Exhibitionは今回以下の6団体による製品・プロトタイプのデモが行われた。
1. rdfweb.org (Aduna社): Sesame
2. 東芝: Ubiquitous Service Finder (当委員会

川村氏)

3. Ontopia & Knowledge Synergy: Seamless Knowledge: RDF/Topic Maps Federation
using OKS (Ontopia Knowledge Suite) (当委員会

内藤氏)

4. ギャラクシーエクスプレス：Rocket Launch Operation Support Agent System
5. 富士通研究所: Ubiquitous Meeting Information Management based on OKAR
(Ontology for Knowledge Activity Resources)

(当委員会

津田氏)

6. リコー: Search system for Knowledge Resources
展示3の内容は、以下の通り。
・ RDF to Topic Maps マッピングの実演
・ RDFとトピックマップ、及び、トピックマップどおしのマージの実演
・ トピックマップの視覚化の実演
・ 検索言語tologの実演
展示5の内容は、以下の通り。
・ リコーと富士通研究所で、共同でオフィス業務アクティビティのオントロジーOKAR
(Ontology for Knowledge Activity Resources)を開発
・ ミーティングにおける、情報機器や情報システムを使った、参加行為や文書プレゼン
テーションなどの情報をOKARによるメタデータに変換して蓄積。
・ OKARに溜めた情報を用いて、KnowWhoなどの応用に適用
熱心な参加者が多く、またセッションの休憩時間や食事時間帯には、順番待ちができる
ほど盛況で、充実した展示になった。Stanford大のFeigenbaum教授からもコメントをい
ただいた。
3.8.9

Award

各種の賞を取った論文、Semantic Web Challengeは以下である。
¾

Best Paper (Research Track) Award

Yuanbo Guo, Zhengxiang Pan & Jeff Heflin
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An Evaluation of Knowledge Base Systems for Large OWL Datasets
¾

Best Paper (Industrial Track) Award

Richard Keller, Daniel Berrios, Robert Carvalho, David Hall, Stephen Rich, Ian
Sturken, Keith Swanson & Shawn Wolfe
SemanticOrganizer: A Customizable Semantic Repository for Distributed NASA
Project Teams
¾

Semantic Web Challnge Awards

1st Prize: Peter Mika
Flink, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands
http://www.informatik.uni-bremen.de/swc/flink.html
2nd Prize: Eero Hyvönen
MuseumFinland, University of Helsinki & HIIT, Finland
http://www.informatik.uni-bremen.de/swc/museumfinland.html
3rd Prize: Richard Keller
SemanticOrganizer, NASA/Ames Research Center, USA
http://www.informatik.uni-bremen.de/swc/semanticorganizer.html
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お わ り に

おわりに
平成 16 年度（2004 年度）は、セマンティック Web に関する国際会議 ISWC2004
（International Semantic Web Conference）が 11 月に広島で開催され、我が国におけ
るセマンティック Web の取り組みが本格化した年と位置付けることができる。欧米では、
既に、電子政府、ナレッジマネジメント、コンテンツ検索・管理など様々な分野でのセ
マンティック Web の実用化が進められてきているが、日本でも、本報告書や当協会主催
のセマンティック Web コンファレンス 2005 で報告したように、セマンティック Web
に関する研究開発と実用化が広がりつつある。
一方、インターネットに関する 2004 年度のトピックスとしては、ブログ（blog）の
普及をあげることができる。ブログは、日記のように、断片的で体系化されていない記
事を発信するための仕組みで、インターネットを通じた個人による情報発信・情報提供
を一層おし進める役割を果たしている。元々、ブログとセマンティック Web は技術的に
は独立した動きであったが、ブログサイト数の爆発的な増加に伴い、セマンティック
Web の技術を使ってブログの個々の記事を自動的に結び付け、意味的に関連の深い情報
を効率良く閲覧したいというニーズが顕在化している。また、ブログによる情報発信の
増加が、インターネット検索の精度を低下させるという結果をもたらし、インターネッ
ト上の情報を意味的な観点から価値判断する必要性に迫られているため、セマンティッ
ク Web に対する期待は、ますます高まりつつある。
本調査研究報告書では、インターネットのこうした状況を背景に、セマンティック
Web の標準化動向、日本国内及び海外における実用化システムと研究プロジェクトの動
向を報告した。最後に、本報告書が、セマンティック Web に取り組もうとされている皆
様の一助となり、セマンティック Web の技術開発と新規ビジネスの創出に貢献すること
ができれば幸いである。
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