はじめに
本委員会は、昨年までの「セマンティック Web 委員会」から「次世代 Web 委員会」
に改称し、より実用的なセマンティック Web 技術の調査や研究や普及促進を行ってきた。
2001 年頃に W3C によりセマンティック Web と言う技術が提唱されて、標準化や応
用研究が始まって 5 年が経過して、
セマンティック Web も徐々に実を結び始めている。
毎年セマンティック Web コンファレンスを開催する等の本委員会の活動の影響もあ
って、一昔前には極限られた専門家にしか知られてなかったオントロジなどと言う言葉
も広く知られる様になった。
最近では、日本国内にオントロジ構築サービスやセマンティック Web のツールをビジ
ネスとする会社が複数出現すると共に医療や法令など色々なオントロジを構築し、活用
しようとする動きが始まっている。
また、日本のみならず、最近はアジア各国でもセマンティック Web 技術の重要性に気
付き積極的に取り組むようになってきた。
例えば、中国ではセマンティック Web とグリッド技術とを融合したセマンティックグ
リッドに取り組んでおり、韓国では、政府の支援の基に欧州と連携してセマンティック
Web と Web サービスとを組み合わせたセマンティック Web サービスに取り組み、これ
ら各国の最近の進歩には目を見張るものがある。
この様な背景を踏まえて、本調査は、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明らかに
することを目的とする。
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第1章

セマンティック Web の経緯と今後の方向

セマンティック Web の始まりは 1990 年の Tim Berners-Lee 氏による Web 自体の提
案書にさかのぼるといわれているが、本格的に始まったのは 1998 年以降のことである。
Web はインターネットにおける情報提供・利用に革命をもたらした。あらゆる情報がイ
ンターネットに存在し、関連するそれらがハイパーリンクによりつながった。Web の始
まりでは CERN におけるイントラネット情報の管理が目的であったため、一つの文書か
らハイパーリンクをたどることによって、いろいろな文書につながっていくことで十分
であったのだろうが、Web がオープンな構造を持っていたため、一つの組織を越え、さ
まざまな文書がインターネットを介して結び付けられるようになり、どの文書がどこに
あるのか整理する必要が出てきた。整理する初期の形が Yahoo などによるカテゴリによ
るサイトの分類であったと思う。階層的にカテゴリ分けされ、階層をたどることによっ
て目的のサイトに到着し、後はサイトの中のリンクを利用することによって文書をたど
る。便利なように、一つのサイトが複数のカテゴリに分類され、複数のたどり方にも対
応していた。ただし、この方式の問題はカテゴリ分けを人手で行っていたところである。
人がサイトの内容を理解し、適切なカテゴリの中に配置する。サイトの数がそれほど多
くないときはよいが、増えてくるとこれは大変になる。また、サイトの中にたくさんの
ページがある場合に、サイトの中を分類してまでサービスするのはもっと大変になる。
そこで現れたのが、全文検索を行う検索エンジンである。Web ページに書かれている文
書に現れる単語を抜き出し索引を作成し、ユーザが指定した単語を含んだ Web ページの
URL を表示する。単純に行うと、どの単語も同等に扱われるため、そのページを特徴付
けるキーワードが定まらず、関係の薄いページまで見つけてしまう。一時、HTML の
META 情報として書かれたキーワードを利用したこともあったが、単にヒット率を上げ
るためだけに、文書とまったく無関係な単語をキーワードとして入れるページが出てき
たために、この方法は破綻してしまい、せっかくの META 情報が利用されなくなってし
まった。最近の検索エンジンでは、ページ間のリンクによりページの重要性を測ること
によってキーワードによらずに適切なページを表示する仕掛けになっている。ただし、
この仕掛けも見破られてしまえば、悪用されないとも限らない。検索エンジンではユー
ザが与えたキーワードだけから目的のページを探し出すため、キーワードで表すことが
難しい目的、たとえば、高校生が適切な大学を選ぶなどには使うことができない。また、
キーワードを与えすぎると、ヒットするページが少なくなり、見つけにくくなってしま
ったりする。ユーザは少数の適切なキーワードを入力しなくてはならない。
セマンティック Web ではこのような問題を解決するために、機械的に処理可能なデー
タを HTML で書かれた人が読む文書とは別に用意しようと考えた。データとしても、
単なるキーワードのような単純な単語のリストだけではなく、複雑な構造を持ったもの
も許す。これによって、キーワードでは表せなかったような内容も記述することができ
る。複雑なものを表すには単純なものを組み合わせたほうがよく、セマンティック Web
では三つ組を基本とする RDF (Resource Description Framework)によってメタデータ
を記述することになった。
RDF の仕様は 1999 年には完成している。RDF によってメタデータを記述し、検索
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エンジンなどは HTML の代わりに RDF を集めたり処理したりすれば、セマンティック
Web は完成するように見えた。しかし、RDF 自身の自由度が高く、どんなことでも記
述できるため、どのように記述すればよいのか、ある事柄を別の記述方式で記述すれば
どうなるのかなど、さまざまな疑問が発生した。メタデータを単に RDF で適当に記述
しただけではセマンティック Web が目的としているような知的な処理を行うことはで
きない。メタデータの書き方を決め、処理方法も決めてやる必要がある。書き方におい
ては、使う語彙を一つに決めることができるとよいが、業種や国、文化などの違いなど
により統一するのはなかなか大変である。そこで、語彙を統一するではなく、語彙の定
義の仕方を統一し、また語彙間の関係を記述してやることによって、複数の語彙の集ま
りがあり、別々の語彙を使って記述したメタデータであっても、互いに連携できるよう
に考えた。この部分に関しては RDF スキーマおよびオントロジによって一応の仕様が
確定している。メタデータの処理方法についてはこれからである。処理方法の記述や、
事実としてすべての事柄を記述するのが面倒な場合に規則として記述したり、処理結果
を共有するためには処理の途中経過などを表現する必要もあったり、処理結果の信頼性
をどのようにして測るのかなど、さまざまな課題が残っている。このような経緯のため、
セマンティック Web は長い道のりをたどることになり、幾重にも重なったセマンティッ
ク Web の技術階層ができあがっている。

図 1.1

セマンティック Web 階層

WWW2006 における Tim Berners-Lee 氏のキーノートより
http://www.w3.org/2005/Talks/0511-keynote-tbl/

現在の技術階層図は最初のころのものと少し異なっている。RDF データを直接アクセ
スするための言語 SparQL が追加されていたり、オントロジの OWL から基本的部分を
分離し、その上に OWL の複雑な部分と Rule とを並べておいていたりする。また、Proof
が Logic Framework の上だけでなく、直接 Rule にもつながっている。OWL の複雑な
部分は置いておいて、単純なオントロジと Rule を組み合わせて何か処理ができないか
考えているように見ることができる。現在、この Rule 部分を作るために W3C では RIF
(Rule Interchange Language)グループが仕様を策定している。
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図 1.2

RDF バス

SWC2005 における Tim Berners-Lee 氏のキーノートより
http://www.w3.org/2005/Talks/1110-iswc-tbl/

Rule 部分が完成すると、セマンティック Web の基盤となる技術はほぼ出来上がった
といって良いかもしれない。後は、これらを利用することである。RDF バスと呼ばれる
こともあるが、データを新たに RDF で記述したり、あるいは既存のデータに RDF によ
るアクセスのインタフェースを追加したりすることによって、統一的に RDF としてデ
ータを取り扱い、その上にさまざまなアプリケーションを構築していく考えがある。中
心となるのが RDF バスである。RDF バスにデータを提供し、RDF バスからデータを取
ってくる。RDF バスが処理の中央にあり、格納されたデータと利用するアプリケーショ
ンをスムースに結びつける。
基盤技術が完成し、データが利用できるようになると、やはり問題となってくるのは、
セキュリティの問題や、信頼性の問題であろう。悪意のある利用者が RDF バスに乗っ
てくると、混乱を引き起こすかもしれない。それを防ぐようなうまい方策を考えておく
必要がある。Web は社会に及ぼす影響も多大であり、単に便利にしただけでは済まされ
ない。マイナス面も制御できるように、公共的な利益から離れたサービスからはじめた
り、慎重なアプリケーションの導入が必要かもしれない。
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最新技術動向

第2章
2.1

最新技術動向

SPARQL

2.1.1

SPARQL の概要

2004 年 2 月頃、W3C の新たな活動の 1 つとして RDF Data Access Working Group
(DAWG)が、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。
Working Group によって SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language)
と名付けられたクエリ言語仕様は、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
報を取得するのに必要となる。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 2.1.1 に示す。

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

?title

API

セマンティックWeb入門

RDFクエリプロセッサ
（セマンティックWebの
ミドルウェア）

RDFデータベース
http://www.intap...
/swbook

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

図 2.1.1
2.1.2

dc:title

セマンティックWeb入門
いんたっぷ 太郎

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）

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。以下に各仕様の
概要、最近のトピック、ステータスなどを紹介する。
・ RDF Data Access Use Cases and Requirements[1]
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であり、仕様
策定の範囲などをあらかじめ規定している。
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。このドキュメント RDF Data Access Use
Cases and Requirements は、そこで検討されたユースケースが記述され、各ユ
ースケース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
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れている。現在は SPARQL に対する要求仕様がほぼ固まっているため、ここ 1
年(2005-03-28 版以降)は本ドキュメントに変更は加えられていない。
・ SPARQL Query Language for RDF[2]
RDF のグラフベースのクエリ言語仕様を規定する仕様である。
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って結果を返すことを
想定してクエリ言語が設計されている。基本的なクエリグラフパターンマッチ
ング、複数マッチ (Multiple Matches)、値の制約 (Constraining Values)、オ
プショナルマッチング (Optional Pattern Matching)の仕様については、平成
16 年度の報告書に記載されている。
仕様は現在もアップデートが繰り返されているが、2006 年 2 月に最終草案と
して最新版が公開された。ここ 1 年はクエリの記述に用いるトリプルの表記が
Turtle の表記に従ったものに変更されるなど introduction 部分での大きな変更
もある。
最新のドキュメントでは、2005 年 7 月のドキュメントからの変更として、細
かい修正の他にセキュリティに関する配慮についての補足や MIME type の登
録案が提示されたり、クエリの対象となるデータの中にレイフィケーションさ
れた記述があってもそのステートメントそのものが存在していない場合、ステ
ートメントのグラフパターンを利用したクエリでは対応する結果が得られない
ことについて具体例を追加したりするなど仕様を利用する上で必要となる事項
や混乱を避けるための記述の充実が図られている。このことからも本仕様はま
もなく勧告候補になることが予想される。
・ SPARQL Query Results XML Format[3]
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する
仕様である。
2005 年 5 月から以前の SPARQL Variable Binding Results XML Format か
ら現在の名称となった。2006 年 1 月に最終草案として公開された。昨年度版
(2005-02-28 版)からの主な更新点と、クエリの結果得られる XML の例を以下
に示す。
¾

結果における変数に対するバインディングを表現するために、変数名を要素
名とするのを廃止し、result の子要素として binding 要素を追加

¾

バインドされない変数に関しては binding 要素を生成しないようにした

¾

一つの解の中の binding 要素の順序に関する制約を削除

¾

ASK クエリに対する結果として sparql 要素の子要素として boolean 要素を
追加

¾

Internet Media Type / MIME Type を "application/sparql-results+xml"と
規定
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¾

xml 名前空間を http://www.w3.org/2005/sparql-results# に変更。

¾

結果の results 要素に必須の属性として ordered および distinct を追加

¾

結果に対するメタデータを付与できるように head 要素の子として link を
追加

SELECT クエリに対する結果例：
<?xml version="1.0"?>
<sparql xmlns="http://www.w3.org/2005/sparql-results#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/rf1/result2.xsd">
<head>
<variable name="x"/>
<variable name="hpage"/>
<variable name="name"/>
<variable name="mbox"/>
<variable name="age"/>
<variable name="blurb"/>
<variable name="friend"/>
<link href="example.rq" />
</head>
<results ordered="true" distinct="false">
<result>
<binding name="x"><bnode>r1</bnode></binding>
<binding name="hpage"><uri>http://work.example.org/alice/</uri></binding>
<binding name="name"><literal>Alice</literal></binding>
<binding name="mbox"><literal></literal></binding>
<binding name="friend"><bnode>r2</bnode></binding>
<binding name="blurb"><literal
datatype="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral">&lt;p
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;My name is
&lt;b&gt;alice&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</literal></binding>
</result>
<result>
<binding name="x"><bnode>r2</bnode></binding>
<binding name="hpage"><uri>http://work.example.org/bob/</uri></binding>
<binding name="name"><literal xml:lang="en">Bob</literal></binding>
<binding name="mbox"><uri>mailto:bob@work.example.org</uri></binding>
<binding name="age"><literal
datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">30</literal></binding>
<binding name="friend"><bnode>r1</bnode></binding>
</result>
</results>
</sparql>
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ASK クエリに対する結果例：
<?xml version="1.0"?>
<sparql xmlns="http://www.w3.org/2005/sparql-results#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/rf1/result2.xsd">
<head>
<link href="example2.rq" />
</head>
<boolean>true</boolean>
</sparql>

・ SPARQL Protocol for RDF[4]
クエリプロセッサへのアクセスのためのプロトコルについて、WSDL2.0 を使
った抽象レベルの定義と HTTP および SOAP へのバインディングを規定する仕
様である。2006 年 1 月に最終草案として公開された。
以下に、インターフェイス定義とクエリメッセージ(=In メッセージ)、回答メ
ッセージ(=Out メッセージ)の定義を抜粋する。
インターフェイス定義
<!-- Abstract SparqlQuery Interface -->
<interface name="SparqlQuery" styleDefault="http://www.w3.org/2006/01/wsdl/style/iri">
<!-- the Interface Faults -->
<fault name="MalformedQuery" element="st:malformed-query"/>
<fault name="QueryRequestRefused" element="st:query-request-refused"/>
<!-- the Interface Operation -->
<operation name="query" pattern="http://www.w3.org/2006/01/wsdl/in-out">
<documentation>The operation is used to convey queries and their results from clients
to services and back
again.</documentation>
<input messageLabel="In" element="st:query-request"/>
<output messageLabel="Out" element="st:query-result"/>
<!-- the interface faults are out faults -->
<outfault ref="tns:MalformedQuery" messageLabel="Out"/>
<outfault ref="tns:QueryRequestRefused" messageLabel="Out"/>
</operation>
</interface>

クエリメッセージ定義
<xs:element name="query-request">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="query" type="xs:string">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>query is an xs:string constrained by the language definition,
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/#grammar, as "a sequence of characters in
the language defined by the [SPARQL] grammar, starting with the Query
production".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="default-graph-uri"
type="xs:anyURI"/>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="named-graph-uri"
type="xs:anyURI"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

回答メッセージ定義
（SELECT クエリ、ASK クエリに対しては SPARQL Query Results XML Format に
従ったデータが、DESCRIBE クエリおよび CONSTRUCT クエリに対しては RDF グ
ラフが返される。）
<xs:element name="query-result">
<xs:annotation>
<xs:documentation>The type for serializing query results,
either as XML or RDF/XML.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element maxOccurs="1" ref="vbr:sparql"/>
<xs:element maxOccurs="1" ref="rdf:RDF"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>

これら 4 つ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 Web ベースのアプリケーションにおいて適用される場面のイメージを図 2.1.2
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 2.1.2
2.1.3

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

DAWG 仕様の位置付け（適用イメージ）

SPARQL の実装例

SPARQL 仕様に基づいたクエリプロセッサは、既にさまざまなところで実装が進めら
れている。ESW Wiki の SparqlImplementations ページ[5] および DawgShows[6] から、
そ れ ら の い く つ か へ の リ ン ク を た ど る こ と が で き る 。 ま た 、 ESW Wiki の
SparqlEndpoints ページ[7] には、SPARQL による検索サービスのエンドポイントのリ
ストが紹介されている。主なものをいくつか示す。
エンジン
・ RDF API for PHP
PHP 用のパッケージ
Chris Bizer(Freie 大)
ライセンス

LGPL

URL

http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/rdfapi/

・ ARQ
Jena 用のクエリエンジン
Andy Seaborne (Hewlett-Packard)
ライセンス

BSD

URL

http://jena.sourceforge.net/ARQ/

・ Joseki3
Jena 用 SPARQL サーバー
Andy Seaborne (Hewlett-Packard)
ライセンス

BSD
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URL

http://www.joseki.org/

・ Rasqal
C ライブラリ
Dave Beckett (Bristol 大)
ライセンス

LGPL/GPL2/Apache2.0

URL

http://librdf.org/rasqal/

・ sparql-p
Python による API
Ivan Herman
ライセンス

Creative Commons

URL
http://dev.w3.org/cvsweb/~checkout~/2004/PythonLib-IH/Overview.html
・ RDF::Query
RDF::Core および Redland パッケージ用 Perl モジュール
Gregory Williams.
ライセンス

Perl (Artistic/GPL).

URL

http://kasei.us/code/rdf-query/

・ SPARQL Engine
Java API
Ryan Levering
ライセンス

LGPL

URL

http://sourceforge.net/projects/sparql

・ KAON2
OWL-DL および SWRL の推論エンジン
Boris Motik
ライセンス

研究および学術用途に関しては無償。
商用に関しては別途協議

URL

http://kaon2.semanticweb.org/

サービスエンドポイント
・ AIFB
URL

http://km.aifb.uni-karlsruhe.de/services/sparql

ドキュメント

http://km.aifb.uni-karlsruhe.de/services/sparql

エンジン

KAON2

データ

AIFB portal content, people, publications, live export

・ BBC Backstage (HP Labs)
URL

http://jena.hpl.hp.com:3040/backstage

Web フォーム

http://jena.hpl.hp.com:3040/queries.html

ドキュメント

http://jena.hpl.hp.com:3040/help.html

エンジン

joseki3

データ

BBC schedule information for next week (all channels)
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・ GovTrack.us
URL

http://www.govtrack.us/sparql

ドキュメント/Web フォーム http://www.govtrack.us/sparql.xpd
エンジン

SPARQL Java API + SemWeb library for C#

データ

米国議会に関するデータ

・ Opera Community
エンドポイント

http://my.opera.com/community/sparql/sparql

ドキュメント

http://my.opera.com/community/sparql/

エンジン

Redland/Rasqal

データ

community portal content

・ SPARQLer
エンドポイント

http://sparql.org/query.html

エンジン

ARQ + Joseki

図 2.1.3 に SPARQLer の Web ページにアクセスした際の画面イメージを示す。
SPARQLer では、Web ページに用意されたフォームに任意のクエリを記述することが
でき、Web から SPARQL の仕様が実装された ARQ の動作を試すことができる。結果
を SPARQL Query Results XML Format の仕様に従った XML として受け取ることや、
スタイルシートを適用して HTML に整形して表示することもできる。図 2.1.4 はクエリ
の結果を同 Web ページにデフォルトで設定されているスタイルシートを利用して表示
した際の画面イメージである。図 2.1.3 の画面上部のフォームに記述されたクエリに対
して、変数 book と title の値が返された様子を示している。同 Web ページではクエリ
の対象とするデータの URI を別途指定して、それに対するクエリを試すことも可能とな
っている。
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図 2.1.3

図 2.1.4

SPARQLer の画面イメージ

SPARQLer で XML スタイルシートを適用して
クエリ結果を表示した際のイメージ
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2.1.4

おわりに

DAWG では現在も SPARQL の仕様に関して継続的に議論が行われている。本節の内
容は 2006 年 2 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。
現在の SPARQL は RDF のデータセットからクエリに基づいて該当するデータを取得
するという意味においてリードオンリーの仕様である。DAWG では当初から WG の活
動の範囲にデータセット内の RDF データの更新や削除などのアップデートは扱わない
ことにしていた。今後、現在の仕様策定が一段落したところで、次の活動のターゲット
としてグラフのアップデートプロトコルの標準化が提案される可能性がある。またプロ
トコルだけでなく、サービス記述の方法についても新たな検討が行われる可能性がある。
例えば SPARQL でアクセスする対象となるサービスが OWL DL に対応している場合、
データベースに格納されたグラフだけでなく推論の結果として得られるグラフもクエリ
の対象となることが記述できるようになるかもしれない。
参考文献
[1] http://www.w3.org/TR/rdf-dawg-uc/
[2] http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
[3] http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres/
[4] http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/
[5] SparqlImplementations. http://esw.w3.org/topic/SparqlImplementations
[6] DawgShows. http://esw.w3.org/topic/DawgShows
[7] SparqlEndpoints. http://esw.w3.org/topic/SparqlEndpoints
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2.2

Rules

2004 年 2 月 10 日に RDF(Resource Description Framework)の改訂版と OWL(Web
Ontology Language)が W3C 勧告になり、セマンティック Web の技術開発は次の段階
へ入った[1]。W3C は、商用レベルでの情報共有基盤としてのセマンティック Web に向
け、実践的なアプリケーションに関する検討やルール記述言語などに活動の中心を移し
てきている[2]。そこで、RDF や OWL の次のレイヤである「Rules」に関する W3C の
活動の最新動向について調査を行った。
2.2.1

Rules の目的

Rules の目的は、実用的で相互運用可能な Web 上での標準ルール記述フレームワーク
を定めることである。プロダクションルール、イベント・条件・アクションルール、Prolog、
リレーショナルデータベースなどのルール技術が普及している商業分野もあるが、それ
らの実用的な相互運用は限られており、特に異なる技術同士では極めて難しい。
ルールはあらゆる分野に存在する。例えば、ビジネスルール、法律、ガイドライン、
データベーススキーマ変換、ワークフローでの分岐などである。セマンティック Web
においても、分散的・透過的・スケーラブルな方法で、複数の情報源からデータを統合・
導出・変換するために、ルールは重要な要素となる。Web アプリケーションのための標
準ルール記述フレームワークを構築することで、ルールそれ自体がデータとして扱え、
Web 上に公開できる。さらに、ルール記述の定数に URI を用いることで、知識ベース
間に有用なリンクを張ることも可能となる。Web サービスにおいては、情報の配送、サ
ービスへのアクセス、プロセスの実行など、各種処理に関する規約の適用や統合を自動
化できるようになる。
2.2.2

標準化動向

標準化活動は始まったばかりである。ルール記述の標準フレームワークの実現に向け、
W3C ワークショップが 2005 年 4 月に開催された[3]。ワークショップの主目的は情報共
有と要求仕様抽出であり、ルール記述標準言語策定へ強い要求があることが会議の主要
結論として確認された。さらに、このワークショップの流れを受け、11 月には Web 上
でのルール交換方法の標準化を議論する W3C ワーキンググループ Rule Interchange
Format (RIF) Working Group が発足した[4]。
(1) ルール記述言語ワークショップ
「W3C Workshop on Rule Languages for Interoperability」と題したワークショップ
が、2005 年 4 月 27、28 日の 2 日間、米国のワシントン DC にて開催された。ルール記
述に関する初のワークショップであり、ビジネスルールやセマンティック Web アプリケ
ーションにおける 80 人以上もの業界リーダが一堂に会する会議となった。
ワークショップの目的として以下の 5 つが挙げられている[5]。
1.

ルール記述言語フレームワークのためのユースケースと要件の収集と精緻化

2.

利用可能な技術および実用・研究関連分野に関する情報の収集
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3.

関係者のコミュニティのみならず、この研究の共通基盤の確立支援

4.

優先順位と期間の理解と、戦略とスケジュールを定めるための情報収集

5.

各組織や個人が、将来のコミットメントレベルを決定するために、この研究に
関して十分理解することの手助け

ワークショップの範囲は上記の目的に限定され、アカデミックなワークショップでは
なく、技術の詳細な議論や新しい結果の報告などは範囲外とされた。ワークショップ参
加にはポジションペーパーの提出が要求され、査読の上限定した人数での会議として開
催された。71 件の投稿が受理され、1)さまざまな業界でのユースケース、2)候補技術、
3)ルール記述言語とセマンティック Web の融合、の 3 つのカテゴリに大まかに分類され
た。ワークショップのプログラムは、1)Introductory Sessions、
2)Candidate Technology、
3)Related Standards、4)Use Cases である。ワークショップは参加者限定で開催された
が、ポジションペーパーや議事録など、会議に関する情報はワークショップのサイト[3]
から入手可能である。以下、ワークショップの議事録からセッションごとの概要を抜粋
して紹介する。
1) Introductory Sessions
さまざまな分野を互いに紹介し、一般的な要件を収集することが目的のセッション。
最初のセッションでは、ビジネスルール、論理プログラミング、セマンティック Web
という異なる 3 つの分野からの発表があった。会議の参加者をこれらの 3 つの分野に
分けるという意図があったが、それぞれの相違よりも、むしろ類似性の方が多い結果
となった。参加者の興味は、エンドユーザや分野適用性、ルールシステムの仕組みの
理解や改良、オープン分散型情報環境の構築などのようであり、殊に、他の参加者の
ルールの利用と要件について知りたがっているようであったとのこと。それぞれの分
野間での潜在的な対立よりも、互換性や相乗効果が示唆された。
2 つめのセッションでは、標準の範囲に関する提案と、W3C での標準化アプローチ
に関する講演があった。どちらの講演でも、一つのルール記述言語で全ての要件を満
たすことはできないが、言語群に共通のコア部分が必要であることが提案された。
2) Candidate Technology
WSML、 RuleML, SWSL、 N3、 SWRL、 Common Logic、 TRIPLE の 7 つの
候補技術が紹介された。RuleML 以外は知識表現に関するもので、そのうち Common
Logic 以外はセマンティック Web を主な対象としている。いずれもプロダクションル
ールを直接扱うものではない。形式の問題と意味素性が議論の中心であり、特に、デ
フォルトの扱い、失敗による否定(NAF: Negation-As-Failure)、閉世界仮説に関する
もの。
RuleML の講演は、それ以外のものと若干異なり、交換フォーマットや相互運用性
に焦点を当てたもの。ワーキンググループの最初の 9 ヶ月で扱う範囲についても提案
があった（Logic Programming の記述性を Datalog Horn + NAF + 論理演算および
若干の追加機能とする）
。その他は、短時間で何が実現できるか、標準の範囲は何であ

－ 16 －

るべきかということが議論の中心となった。最初は簡単な機能セットから始めるべき
だという参加者もいたが、単純な記述言語（例えば Datalog+NAF のような）でも拡
張性を考慮しておくべきだという指摘もあった（MathML などの経験から）。
ビジネス用途での試験についても何度か繰り返し議論された。候補技術の商用ルー
ルベースでのテストはまだ行われていない。ビジネスルールのコミュニティ
(EU-Rent)からは、PRR(次項参照)での記述力テストとして使われているプロダクシ
ョンルールセットと同様に、共通のユースケースが提案された。
3) Related Standards
OMG で開発中の Production Rule Representation(PRR)メタモデル、ルールエン
ジン用標準 Java API (JSR 94)、Semantics of Business Vocabulary and Business
Rules メタモデル(SBVR:「セマンティックビーバー」として知られている)の 3 つの
関連標準が紹介された。これらは、企業からなる組織によって策定されており、彼ら
は知識表現形式よりも業務アプリケーションにより関心を持っている。
・ PRR
現状の PRR は、ビジネスルール環境やエンジンに最も典型的な、前方連鎖の
シーケンシャルなルール処理に限定されている。処理動作の規定を目的として
おり、一般的な知識表現を規定するものではない。プロダクションルールを
UML の基本的な要素とすること、例えば Rational Rose のようなツールでル
ールのモデリングを行えるようにすることが動機である。焦点はモデリングで
あり、実行時のルール交換には標準ルール記述言語（恐らくはメタモデルの具
体的な構文）が必要である。
・ JSR94
JSR94API は軽量でエンジンの動作に関しては規定していない。下層のルー
ル記述言語（これは完全に規格の範囲外）がルールセットの実行結果を曖昧性
なく確定することを期待している。つまり JSR94 には標準ルール記述言語が必
要である。
・ SBVR
SBVR は、ビジネスユーザがビジネスユーザ固有の用語でビジネスモデリン
グを行うための標準であり、特定の情報技術(IT)などから中立のものである。意
味が形式論理として取り出せるビジネスルールのための構造化された英語とし
て提供する。
ワークショップでの発表はなかったが、RDF の検索言語として W3C で議論が進め
られている SPARQL も関連する標準規格である。
4) Use Case
3 つのユースケースセッションがあり、多くの関心と前向きなフィードバックがあ
った。現実世界のシナリオ（脳の部位をラベル付けするための解剖学的知識、OWL
と Rules を利用した状況認識、自動車業界やアクセスコントロールでの RDF、地理
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空間アプリケーションでのルールなど）はルールとオントロジへの要求をよく説明す
るものだった。
セッションで紹介されたほとんど全てのアプリケーションが、RDF や OWL などの
既存技術や SWRL のような提案技術を利用しており、これら標準の方向性が間違って
いないことを示していた。しかし、多くの講演者はこれらに対するさらなる要求やコ
メントを持っており、ルールベースアプリケーションの開発に対する適合性という点
で根本的な疑問がいくつか挙げられた。これはルール記述言語の必要性を示すもので
あった。
最初のセッションでは、ルールとオントロジを利用しているアプリケーションが紹介
され、これらに必要な記述力レベルについて議論が行われた。広範囲の Web サイトに対
するランキングというユースケースは、ルールベースアプリケーションの良い事例であ
り、Jena を使った HP の講演は、多くの参加者にとって重要と思われる機能セットを示
していた。
2 番目のセッションでは、多くのベンダが提供しているものを越える機能要求が示さ
れ、非宣言的あるいは手続き的機能の必要性も考慮すべきことが明らかになった。ルー
ルが自動車業界で活発に用いられており、相互運用性が不可欠なシステムでのキー・コ
ンポーネントであることがわかった。IBM のユースケースからは、記述力の非常に高い
言語が常に必要とされるのではない「80/20 ルール」への対処が必要だということが示
された。
最後のセッションでは、ビジネスルールとセマンティック Web の両方の側面が提示さ
れた。
Oracle はルール技術に関する研究を紹介し、プロジェクトのリスクを低減しコストを
削減するための戦略的なコンポーネントと位置づけていた。その他、プライバシーシス
テムでのルールへの要求や、行政アプリケーションでのルールとオントロジの統合など
が議論された。
以上、セッションごとの概要を述べた。ワークショップを通じては以下が主要な論点
として挙がった。
1) Negation-As-Failure(NAF), Defaults, and the Closed World Assumption(CWA)
RDB などの閉じた世界では、検索に失敗した場合それを否定として解釈できるが、
オープンな Web 上では検索が失敗したからといって、否定とみなすことができない。
検索エンジンのクロール範囲が適切でないため検索できず、Web 上に存在しないとい
うことは言えない場合もある。
2) Knowledge Representation(KR) vs. Applications Programming
知識表現のためのルール利用に対して、動作の規定と制御のためのルール利用。商
業ルールベンダやビジネスルールユーザは、前方連鎖の if-condition-then-action ルー
ル(プロダクションルール)に興味があるが、形式論理は if-condition-then-condition
ルールの記述に向いている。一つの議論は、action 部分の記述能力である（プログラ
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ミング機能を持たせる）
。もう一つの議論は宣言性である。ルールの順番や競合解消戦
略が異なる実行環境においても、同じルールで同じ実行結果を保証するにはどうすれ
ばよいか。
3) Relationship to Description Logics (OWL)
RDF の上に OWL と並んで Rules を置く新しいセマンティック Web 階層が提案さ
れた。いくつかのバージョンでは OWL と Rules は重なっている部分がある。
4) Uncertainty Reasoning and Fuzzy Logic
状況認識、DoD(Department of Defense)アプリケーション、テレコムアプリケーシ
ョン、地理空間アプリケーションなど、いくつかのユースケースで非決定推論やファ
ジイ理論について述べられた。エンジンは、従来のデータやルールも処理できるだけ
でなく、これらの機能を利用するように記述されたルールも処理できる必要があると
主張。
5) Tagged Co-Existing Rule Languages
W3C は一つのルール記述言語を勧告するのではなく、構文や意味のための識別子
でルールをタグ付けしパーッケージ化できる方法を勧告すべきだ、と提案した参加者
も何名かいた。このアプローチは大きな利点があるのかどうか、パッケージングのフ
ォーマットはＸＭＬとどう違うのかなどが明確ではない。
6) Syntax Options
主にルールを読み書きする側から、以下のようなさまざまなルール構文の要求があ
る。
・ XML
・ English-like syntax (natural-language-like syntax)
・ Programmer-oriented syntax
・ Abstract syntax
・ RDF syntax
単独あるいは交換用の構文としては、XML の利用がコンセンサスのようである。
7) The 95% Solution
“95%”あるいは“80/20”は、ワークショップではほぼ同義語として使われている。
95%のアプリケーションにとってはルール記述言語に複雑な機能は必要なく簡単なも
のでよいが、残りの 5%は複雑な機能も必要。クロスベンダでの相互運用を可能とす
る標準には、各ベンダの提供機能のどの範囲を本質的共通部分とするかが課題である。
(2) Rule Interchange Format (RIF) ワーキンググループ
前項で述べたワークショップの流れを受け、Web 上でのルール交換方法の標準化を目
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的とした Rule Interchange Format ワーキンググループが 2005 年 11 月 7 日に発足し
た。ビジネスルール開発者、セマンティック Web 開発者、ユーザなど業界リーダの参加
によって、ワークショップと同様に、要件抽出をまず最初の目的として活動を開始した。
今後、既存や新規のさまざまなルール記述言語で共有可能な統一的記述方法を策定す
ることで、ルールの相互運用、公開、共有、統合、再利用を可能とすることを目指して
おり、データを相互に統合する機能や、新しい推論機能も提供予定としている。
(3) Rule Interchange Format (RIF) ワーキンググループ第 1 回会議
Rule Interchange Format ワーキンググループの発足を受け、第 1 回のフェース・ツ
ー・フェース・ミーティングが、2005 年 12 月 8、9 日の 2 日間、バーリンゲームにて
開催された[6]。これは、同所にて OMG 技術会議が開催されており、前述のように Rule
Interchange Format (RIF)が実務的には OMG にて検討されている PPP や SBVR と関
係があり、人的にもオーバーラップしているため、併せて開催されたものである。同
WG の主要なメンバー 40 名強に加え、OMG から Ontology-PSIG(Platform Specific
Interest Group) 、 BMI-DTF

(Business Modelling & Integration-Domain Task

Force)を中心にオブザーバを含め 10 名弱が参加し、想定を超える 50 名強が出席した[7]。
顔ぶれとしては、Michael Kiffer、 Benjamin Grosof、 Harold Boley 等の論理学者が
顔を揃える一方で、ILOG、 Fair Issac、 Ontology Works、 Sandpiper、 Pragati 等
のオントロジ関係をビジネスとしている実務家の出席も目立った。なお、同 WG の
co-chair の一人は、ILOG の人間である。
1) Scope and Timeline
第 1 回目の会議であるため、まず、スコープとタイムラインの確認が、co-chair よ
り行われた[8]。スコープとしては、Web ベースの様々なルール・システム間のルール
のインターオペラビティの実現のための標準交換フォーマットの作成であり、Web ベ
ースの Rule language そのもののの標準の策定ではない点が強調された。また、迅速
な標準の策定のために、2 つのフェーズに分けて検討を進めるフェーズド・アプロー
チが取られるこことが確認された。即ち、
Phase1：対象を以下に限定。
・ Horn rules に対する XML syntax
・ RDF/OWL とインターオペラブルなもの
・ OMG PRR(Production Rule Representation)とコンパティブルなもの
Phase2：FOL 等への拡張を含めたもの
であり、このフェーズ分けに基づき、以下のタイムラインが確認された。
Phase 1
・ Recommendation: 2007 May
・ Phase 1 deadline: November 2007
・ Last Call: 2006 October
・ First editor’s draft: 2006 February
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Phase 2
・ Begin Phase 2 Discussions: 2006 December
なお、一部より、対象とする Rule Language が決まらなければ Interchange
Format を定めることは不可能というコメントが再三あったが、少なくとも
Phase1 に関しては問題ないというのが co-chair の考えであった。
2) RIF background and glossary
関連する技術や標準化に関する動向が紹介された。
まず、一般的な KR(KnowledgeRepresentation)として、Datalog、 Hornlog、 HiLog、
F-logic 等の概要が紹介された後、W3C と関連の深い KR に関係する標準化動向とし
て RuleML、 SWML、 SWSL 等の概要が紹介された[8]。
また、ISO/IEC における標準化として、Common Logic の概要が紹介された（内容
は、2.3.2 を参照のこと）
。
また、OMG における標準化として、PRR(Production Rule Representation)の概要
も紹介された[9]。これは、Production Rule を UML で扱うためのメタモデルで、Fair
Isaac および ILOG からそれぞれ initial submission が出ていて、近々それらを統合
した revised submission が出る予定である。W3C や ISO/IEC での標準化と比較して
極めて実務的な内容であり、実務的な要請からは、これが Phase1 の核になる可能性
が高い。
3) Survey of use cases
今後の検討の方向性を明確にするため、参加者全員から想定されるユースケースの
報告がなされ、意識あわせのための議論が行われた。
報告されたユースケースは、Rule Language の Interchange Format に関するもの
ではなく、Rule language そのもののユースケースであるものも多かったが、概ね、
以下の 4 種類に大別される。
① 業務支援的なもの
例：ルールに基づき有望顧客を絞り込んでくれる
② Web サービスを強く意識したもの
例：予約依頼エージェントが予約受付エージェントと協調して、最適な予約を
してくれる。
③ システムの多様なデータのインテグレーション
④ ルールシステム間のルールのポーティング
実務家は、実用的観点から比較的広いスコープで捉え、主として①②をあげたのに
対し、アカデミック・フィールドの人は、厳密性を重視し比較的狭いスコープで捉え、
主として③④をあげ、その後の議論を通じても、目的意識のずれが感じられた。
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4) Wrap-up
次回の Face to face meeting は以下の W3C technical 会議に併せて実施されること
になり、
それまでに、電話会議および電子会議を通じて editor’s draft の第一版をまとめる
ことになった。Phase2 まで含めると不透明な部分も多いが、少なくとも Phase1 に関
しては PRR をベースに一気に可能性もある。
参考文献
[1] http://www.w3.org/2004/01/sws-pressrelease
[2] http://www.w3.org/2005/04/swrules-pressrelease
[3] http://www.w3.org/2004/12/rules-ws/
[4] http://www.w3.org/2005/11/ruleswg-pressrelease
[5] http://www.w3.org/2004/12/rules-ws/cfp
[6] http://www.w3.org/2005/rules/wg_f2f_1.html
[7] http://www.w3.org/2005/rules/wg_f2f_1_participants.html
[8] http://ebusiness.mit.edu/bgrosof/paps/talk-key-concepts-w3c-rif-kickoff-12-05
.pdf
[9] http://lists.w3.org/Archives/Public/public-rif-wg/2005Dec/att-0067/PRR_gloss
ary.ppt
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2.3

ISO/IEC JTC1 SC32/WG2 におけるオントロジ関係の標準化

情報処理関係の国際標準を定めている ISO/IEC JTC1 においても、メタデータ関係の
標準を定めている SC32/WG2 において、単なるメタデータを超えてオントロジに関係
した標準の策定が活発化しつつある。ここでは、ISO/IEC JTC1 SC32/WG2 において、
現在策定中のオントロジ関係の国際標準の内、特徴的な 2 つのプロジェクトの概要を紹
介する。1 つはオントロジを記述するための言語をその semantics により規定している
Common Logic であり、もう一つが semantics を省くことにより記述言語に依存するこ
となくどのようなオントロジの登録・管理も可能にしようとする MMF Ontology
Registration である。
2.3.1

Common Logic

(1) プロジェクト概要
本プロジェクトは、様々なコンピュータシステム上の知識ベースやオントロジにおけ
る知識記述やその交換のための論理学をベースにした言語の標準を定めるものである。
知識記述の交換を意図するその狙いは、前項の W3C における RIF-WG と重なる部分も
あるが、必ずしも Web 上での交換のみに限定されたものでない点、中心となる規程が
syntax ではなく、semantics である点において異なっている。
本プロジェクトの起源は、スタンフォード大学の MikeGenesereth を中心に開発され
た KIF(Knowledge Interchange Format)と元 IBM・システム研究所の John F. Sowa
の 提 唱 す る CG(Conceptual Graph) の 統 合 を 意 図 し た 米 国 に お け る SCL(Simple
Common Logic)プロジェクトにあり、それが 2003 年 7 月に ISO/IEC の場に提案され、
その中心を syntax から semantics に移しつつ、現在に至っている。現在、最終委員会
草案の投票中であり、順調にいけば、2007 年中に国際標準(IS)として発行される予定で
ある。
(2) 特徴
Common Logic は、基本的には、通常の等号を含む 1 階論理の言語が完全にマッピン
グできる抽象的な syntax を持ち、1 階論理の semantics がその特殊化となる Common
Logic としての semantics(解釈条件)を持っている。従って、通常の 1 階論理での知識記
述は、Common Logic に準拠した形で交換されれば、Common logic としての semantics
は最低限保証されることになる。
内容的な特徴は、大きく以下の 3 点である。
① type-free
② signature-free
③ abstract syntax と dialect
それぞれについて簡単に説明する。
①type-free
これは、HiLog 等と同様に、name を関数、リレーション、定数、変数のいずれに
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解釈することを認めるものである。これにより、いわゆる高階論理の syntax を 1 階
論理の semantics で扱え、関数等が可算の濃度を超えることにより生じる高階の
semantics の困難さが回避される。
②signature-free
これは、KIF から継承されているものであり、name のとる引数の数が固定されて
おらず自由であること、および、任意の数の変数を表す特殊な name である sequence
name を引数にできることである。sequence name の導入により、通常の 1 階論理よ
りも高い表現力が得られるが、通常の 1 階論理が持つコンパクト性等の優れた性質は
失われる。
③abstract syntax と dialect
Common Logic は、基本的には、表 2.3.1 に規定される解釈条件を満たすことを準
拠条件として言語仕様を定めていて、その syntax は、図 2.3.1 に表されるように
UML(正確には MOF)によるメタモデルにより規定される抽象的なものである。
表 2.3.1

Common Logic の解釈条件

If E is an expression of the form

then I(E) =

E1

name N

intI(N)

E2

sequence name S

seqI(S)

E3
E4

term sequence T1 … Tn with T1
term sequence T1 … Tn with T1

a term

<I(T1)>;I(<T2 … Tn >)

a sequence name

I(T1);I(<T2 … Tn >)

E5

term with operator O and argument sequence S

the x such that <I(S), x> is in funI(I(O))

E6

Atom which is an equation containing terms T1, T2

true if I(T1) = I(T2), otherwise false

E7

Atomic sentence with predicate P and argument

true if I(S) is in relI(I(P)), otherwise false

sequence S
E8

boolean sentence of type negation

true if I(C) = false, otherwise false

and component C
E9

boolean sentence of type conjunction
and components C1 … Cn
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true if I(C1) = … = I(Cn) = true, otherwise false

E10

boolean sentence of type disjunction

false if I(C1) = … = I(Cn) = false, otherwise true

and components C1 … Cn
E11

E12

boolean sentence of type implication

false if I(C1) = true and I(C2) = false, otherwise

and components C1, C2

true

boolean sentence of type biconditional

true if I(C1) = I(C2), otherwise false.

and components C1, C2
E13

quantified sentence of type universal

true if for every name map A on N, I[A](B) is

and set of names N

true; otherwise false.

and body B
E14

quantified sentence of type existential

false if for every name map A on N, I[A](B) is

and set of names N

false; otherwise true.

and body B
E15

irregular sentence S

intI(S)

E16

phrase which is a sentence S

I(S)

E17

phrase which is an importation containing name N

true if I(text(I(N))) = true, otherwise false.

E18

module with name N, exclusion set L and body text

true if [I<L](B) = true and rel(I(N)) = UD[I<L]*,

B

otherwise false.

E19

text containing phrases S1 … Sn

true if I(S1) = … = I(Sn) = true, otherwise false.

E20

a text T with a name N

URI contains a named text value t with text(t)
= T and name(t) = N

出所：ISO/IEC FCD24707 [1]

－ 25 －

図 2.3.1

Common Logic の abstract syntax の一部
出所：ISO/IEC FCD24707[2]

その上で、この解釈条件の従う具体的な syntax をもった言語を dialect とし、以下の
3 つを例示的に規定している。
・ CLIF(Common Logic Interchange Format)
¾

これは、従来の KIF に対応する syntax である。ただし、従来の KIF も備
えている上記 Common Logic の特徴①に加え、②もサポートするよう拡張
され、逆に、Common Logic としての semantics に不要な部分は単純化され
ている。

・ CGIF(Conceptual Graph Interchange Format)
¾

これは、Conceptual Graph に対応した syntax である。ただし、上記の
Common Logic の特徴①はサポートしないが、②をサポートするための拡張
がなされている。

・ XCL(eXtended Common Logic Markup Language)
¾

これは、XML に対応した syntax である。Common Logic に準拠したあら
ゆる記述の Web 上での交換を可能にするため、メタモデルで規定されたも
のすべてを DTD により規定していて、上記の Common Logic の特徴の①②
ともサポートする。

2.3.2

MMF Ontology Registration

(1) プロジェクトの概要
本プロジェクトは、2003 年 3 月に、日本からの提案によりスタートした MMF (Meta
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Model Framework for Interoperability)プロジェクトの 1 サブプロジェクトをなすもの
である。MMF プロジェクトは、標準的なメタモデルやモデルの相互運用性を実現する
ための登録・管理の枠組みの標準を定めようとするものであり、MMF Ontology
Registration は、その中で、オントロジに関する登録・管理の枠組みを定めるている。
現在、最終委員会草案の投票の完了した段階であり、順調に行けば、Common Logic と
同様に、2007 年中の国際標準(IS)の発行が予定されている。
(2) 特徴
MMF Ontology Registration は、いわゆる業務システム・レベルでオントロジの活用
ができるだけの信頼性を担保できるよう、オントロジの登録・管理をおこなうための枠
組みである。従って、Common Logic が semantics を定めることによりその範囲での意
味の交換を実現しようとしているのとは対照的に、ほとんどの semantics を省くことに
より、逆に、記述言語に依存することなくほとんどどのようなオントロジでも、信頼性
担保の観点から登録・管理を可能にするものである。
一般的に、オントロジは、図 2.3.2 に示されるように様々な文の連言として構成され、
また、それぞれの文は様々なシンボルから構成される。そこで、MMF Ontology
Registration では、実際のオントロジを保持することなく、単純にその粒度で Ontology
－Ontology Component－Ontology Atomic Construct というレベルでの構成管理を行
い、それぞれに対して、登録責任者、登録日等の信頼性を担保する上で必要となるメタ
データを保持する。オントロジの実際の semantics が必要な場合は、基本的には URI
をベースに実際のオントロジを参照し、その記述言語に応じた semantics を把握するこ
とになるが、その semantics の解釈は、MMF Ontology Registration のスコープ外であ
る。従って、実際のオントロジと MMF Ontology Registration の関係は、図 2.3.3 のよ
うになる。

－ 27 －

＜実際のオントロジ＞

＜MMF Ontology Registration＞

オントロジ

Ontology
+administrative info.

オントロジ

reference

consistsOf
文

文

Ontology Component
+administrative info

reference

uses
シンボル

図 2.3.2

オントロジ

の一般的な構造

シンボル

reference

図 2.3.3

Ontology Atomic Construct
+administrative info

実際のオントロジと

MMF Ontology Registration の関係

信頼性という観点からは、MMF Ontology Registration では、オントロジをレファレ
ンス・オントロジおよびローカル・オントロジに大別して登録・管理する。レファレン
ス・オントロジは、その業務ドメインにおいて標準として認知され、業務システムから
見て常に信頼に足ると認められるドメイン・オントロジである。一方、ローカル・オン
トロジは、レファレンス・オントロジをベースに、内容の追加・削除を含め，ある業務
システムのためにローカライズされたものである。ローカル・オントロジは、レファレ
ンス・オントロジとの関係においてその内容が保証される部分もあるが、基本的には、
他の業務システムがそれを利用しようとする場合、それを信頼するか否かはその業務シ
ステムの責任と判断による。
このレファレンス・オントロジとローカル・オントロジの区別を踏まえると、MMF
Ontology Registration のメタモデルの概要は、図 2.3.4 のようになる。即ち、レファレ
ンス・オントロジは標準化されたものである故、Reference Ontology は Reference
Ontology Component のみから構成され, Reference Ontology Component は Reference
Ontology Atomic Construct のみから構成される。一方、ローカル・オントロジはレフ
ァレンス・オントロジを基本としつつもローカライズされているので、Local Ontology
は Reference Ontology Component だけでなく Local Ontology Component からも構成
され、Local Ontology Component は Reference Ontology Atomic Construct だけでな
く Local Ontology Atomic Construct からも構成される。また、異なる記述言語間での
文やシンボルの同一性のために、sameAs リレーションが導入されている。
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Local Ontology

Reference Ontology
1:*

0:*

1:*

1:*

0:*
sameAs
Reference Ontology Component
0:1
0:1
1:*
sameAs
0:*

0:*

1:*

0:*

Reference Ontology Atomic Construct
0:1

0:*

Local Ontology Component
0:*

sameAs
0:1

0:*

Local Ontology Atomic Construct

MMF Ontology Registration のメタモデルの概要

参考文献
[1] http://cl.tamu.edu/docs/cl/32N1377T-FCD24707.pdf
[2] http://cl.tamu.edu/docs/cl/32N1377T-FCD24707.pdf
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1:*

0:*

sameAs

図 2.3.4

1:1

2.4

医療及び生命科学へのセマンティック Web 技術の応用

2.4.1

はじめに

この一年、医療やバイオテクノロジを含む生命科学分野でのセマンティック Web 技術
活用の動きが活発である。
例えば、W3C の中に HCLSIG(Health Care and Life Sciences Interest Group)(以下、
略して HCLS と記述する)[1] が新たに設けられたり、セマンティック Web 技術を用いた
医療並びにバイオ関係のプロジェクトが発足したり、OWL を用いて医療知識を記述し
た新たなオントロジが開発されたりしている。
そこで、W3C の HCLS を中心にこれ等の分野の最新の動向に付いて述べると共に、
最後に日本の状況に付いて述べる。
2.4.2

HCLS

HCLS は、
「ヘルスケアと生命科学分野にセマンティック Web 技術を適用することで、
その分野に於ける協調作業、研究活動、開発作業及び改革をもたらす為に必要な開発と
支援を行う」事を目的として、2005 年の後半に W3C の中に設立された。
今年(2006 年)の 1 月には最初の Face to Face Meeting が、米国のボストンで開催さ
れ、これから、その活動が本格化する見込みである。
HCLS の当面の目標は次の 3 項目である。
1)

組織横断型のデータの統合や協調作業の為に必要なコアボキャブラリ及びオン
トロジの開発。

2)

情報の完全性(integrity)及びバージョン管理の為に必要なリソース識別の為の
指針と最適事例の開発。

3)

人間、データ、出版物及び医療試験などを含む科学的公開情報のより良い統合
の実現。

HCLS には次の 6 つの作業部会が設けられる事になっていが、その活動は本格化して
いない。
1)

BIORDF (Structured Data to RDF) 構造化データを RDF で記述する。

2)

Text-to-Structured Data (T2S)

3)

Knowledge Life Cycle 知識のライフサイクル

4)

Ontologies Best Practices オントロジの最適事例

5)

Adaptive Healthcare Protocols and Pathways

非構造データを構造化する。

順応する医療プロトコルとパ

スウェイ
6)

ROI Analysis within HCLS

HCLS に於ける投資収益率の評価

HCLS では、医療及び生命科学へのセマンティック Web 技術の応用に取り組んでい
る事例として次の 5 つのケースを紹介している。
1)

BioDash

2)

Partners Healthcare Systems の医療知識管理

3)

AGFA の知識結合(Connected Knowledge)
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4)

ASEMR (Active Semantic Electronic Medical Record)

5)

SIMILE プロジェクト

以下、各事例の概要を紹介する。
2.4.3

BioDash

BioDash(http://www.w3.org/2005/04/swls/BioDash/Demo/)は、セマンティック Web
機能を用いた医薬品開発用のダッシュボード機能(必要な情報を記録しておき、直ぐ見る
事を可能にする機能)のプロトタイプであり、次の情報を包含している。
1)

疾病

2)

化合物

3)

薬効の段階

4)

分子生物学(molecular biology)

5)

パスウェイ知識

BioDash の情報は、治療トピックモデル(therapeutic topic model)に基づいて記述さ
れている。
BioDash では、必要とされ、また、関連する情報は、複数のデータベースサーバや色々
な研究開発グループに分散して存在していると想定し、既にある情報に付いては、新し
いものを作るよりは、意味的に等価であるならば既存の情報を流用する事で有効活用を
図れる様に、それらの情報を人間だけでなくソフトウェアでも理解可能な柔軟な形式に
する事を目差している。
また、それらの情報の内部に含まれる重要な事柄を洞察し、収集した情報に基づいて
病理診断など重要な判断を下す事を可能にする事を目差している。
BioDash で の グ リ コ ー ゲ ン 合 成 燐 酸 化 酵 素 3 β (GSK3beta:Glycogen Synthase
Kinase 3 beta)の意味記述図の例を次に示す。
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urn:lsid:ncbi.nlm.nih.gov.lsid.biopathways.org:omim:125853
"nonjunvenile diabetes "

diseases-schema:Liver

omim

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&#3
8;cmd=Retrieve&#38;dopt=Graphics&#38;list_uids=2932

diseases-schema:Muscle

dc:comment

affectsTissue

diseases-schema:Spleen

dc:source

isImplicatedIn

gsk:DiabetesType2

exonSet
[gsk:ex1,gsk:ex2,gsk:ex3]

gsk:GSK3beta
isImplicatedIn

gsk:Alzheimers

genomeLoc
hasVariant

dc:comment

gsk:GSK3betaSV

affectsTissue

hasAnnotation

"14q3.2"

"Single locus"

omim
"senior dementia"
urn:lsid:ncbi.nlm.nih.gov.lsid.biopathways.org:omim:104300
diseases-schema:Brain

図 2.4.1

モデル図

このモデル図では、GSK3beta が複数の疾病(糖尿病タイプ 2(Diabetes Type2)及びア
ルツハイマー(Alzheimers))に関わりが有る事などを示している。
2.4.4

医療法人パートナーズ(Partners Healthcare Systems)の医療知識管理システム

ハーバード大学に関連する病院の経営管理を行っている医療法人パートナーズ[2] は、
コンテント管理の基盤と組織横断的な医療システムにおける幅の広い医療知識管理とを
実現する為、医療知識管理システムの開発を行っている。
この医療知識管理システムでは、標準的な経過把握方法、標準的なオーダリング方法
及び医療データの標準解釈を支援するアプリケーションを介して必要なオントロジとル
ールとが提供される。
このシステムのフェーズ 1 では、符号化されていた知識資産の棚卸と、知識の符号化
に用いる知識仕様のメタ知識文書ライブラリの内部公開を行った。
フェーズ 2 では、Documentum, Inc.の eRoom とコンテント管理サーバソリューショ
ンとが、仮想的、意思決定支援コンテントの協調更新、更には、メタ知識レベルでのラ
イフサイクル管理を強化する為に採用された。
フェーズ 3(現在)では、オントロジ及びルール(ILOG)用の新しい知識符号化エディタ
(Health Language Inc.の Cerebra)を実装する為の一連のプロジェクトを開始している。
発生時に符号化されたコンテントのライフサイクル管理や関連する知識ベースに横断的
なコンテントの継承/波及やコンテント間の関係をより分かり易く可視化するツールを
実現する為に、Documentum, Inc.の製品との統合が図られるであろう。例えば、ベー
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タブロッカー(beta-blocker)の様な薬の禁忌定義が変更されなければならない時、この定
義変更は、総てのそれに従属するルール、オーダセット、文書テンプレート及び品質管
理報告システムに反映されなければならない。
この知識管理システムの中で、Health Language Inc.は、医療用語及びそれらの内部
的マッピングを提供し、Cerebra は、OWL 対応のオントロジエディタ、記述論理エン
ジン及び実行時認識サービス(run-time recognition services)を提供し、ILOG は、ルー
ルエディタとルール実行サービスとを提供し、Documentum, Inc.は、共有化、カタロ
グ化及びコンテント発表の為の協調作業、コンテントライフサイクル管理及びビジネス
プロセス管理などのサービスを提供している。
医療法人パートナーズは、パーソナライズド医療の進展は、研究や医療行為の牽引車
である医療知識の変化の割合を指数関数的に増大させると認識している。この新たな知
識管理基盤は、医療意思決定支援システムにより知識発見や知識獲得のスピードを増大
させ、コストを低減する為に不可欠(mission critical)であり、ヘルスケアの為の技術革
新曲線は、トランスレーショナル医療(translational medicine)の為の知識管理基盤の強
化がどの様に行われるかに大きく依存している。
2.4.5

Agfa の知識結合(Connected Knowledge)

知識結合(Connected Knowledge)は重要な言葉であると Agfa は考えている。
もしも、概念群に一意に定義されリンクされる方式で、情報の高次の形式として知識
を定義するならば、その様に結合される知識を実装する方法としてセマンティック Web
技術が適している。この様な視点から、ヘルスケアの IT ベンダとしての Agfa は、自身
の目標を達成する為の手段としてセマンティック Web の重要性を認識している。
すなわち、部門、病院、家庭、大学、更には、政府の境界を越えてシステムを作り、
そして、より高品質で費用対効果の高いヘルスケアを実現する為には、総ての利害関係
者が知的ツールや知識や基準の利用する事を可能にしなければならない。
現在、Agfa は意思決定支援システム[3] の開発に注力している。そこでは、古典的な
医療パスウェイを超えて、患者、環境及びガイドラインの現在及び定常的に変化する医
療情報に基づいて、動的にパスを生成する。任意の手順の実行は、新たなデータを発生
させ、該当するパスの中の次のステップの計算を行う時に、そのデータは考慮される。
一つのシステムだけで総ての医療情報を持ち得ないと信じており、それ故に、知識の
高度に特化した部分である既存の諸々の断片を有効に活用する為にオントロジ群は融合
され結合されなければならない。
2.4.6

ア ク テ ィ ブ な 意 味 的 電 子 医 療 記 録 (Active Semantic Electronic Medical
Record)

アクティブな意味的電子医療記録の略称は、ASEMR(Active Semantic Electronic
Medical Record)[4] と言い、ジョージア大学の大規模分散情報システム(LSDIS)研究所の
ASD(Active Semantic Documents)のアプリケーションであり、アテネヘルスセンタ
(AHC)とジョージア大学の大規模分散情報システム(LSDIS)研究所とが共同で開発した
ものである。ASD の目標は、医療ミスを減らし、医者の効率を改善し、患者の安全性を
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改善し、そして、医療行為の満足率を改善する事である。
セマンティック Web 技術は、複数の普及したオントロジ、文書に対する自動的な意味
注釈の付加及びルール処理などを包含するオントロジドリブンプロセスでこれ等の目標
を達成する為の助けとなる。
ASD はドキュメント群であり(一般に XML 形式である)、セマンティックスを持って
いる。通常、それらは、一つ以上の関連する OWL オントロジを用いて意味的に注釈付
けされ、その注釈により、該当するモデルでの解釈や推論を行う為の専門用語名や概念
モデルを提供している。
また、オプションとして、語彙的に重要な概念や語句(故に、概念よりも弱いセマンテ
ィックスを提供し、そして、その語句は、それぞれ対応するオントロジに翻訳されるか、
または、翻訳可能なものと一緒に注釈付けされる)の注釈付けも行われる。
ASD 群はアクティブでもある。何故ならば、それらは、当該文書のコンテントに関し、
自動的、且つ、動的な妥当性検証機能と意思決定機能を持つからである。
これらは、意味注釈や複数のオントロジに跨った関係に関するルールの実行により実
現される。(例えば、SWRL 又は RDQL を用いる。) (ASD を SPARQL にマージする計
画がある。)

セマンティックルールの例には、薬物相互作用の防止(例えば、相互作用

を持つ二つの薬を同時に患者に処方することは許されない)、または、診断を行う場合の
手続きの保証等がある。
ASD 群は、ブラウザの中で文書表示を切り替えることで、文書の中の意味及び語彙の
注釈を表示し、ルールの実行結果を表示し、オントロジ若しくは他の何等かの制約方法
(表、一揃いの用語、特殊な標準ソース、または、あるシソーラス、WordNet の様な語
彙標準システムの様なもの)に裏打ちされたコンテントの意味及び語彙要素を変更する
機能を提供する。
この機能は、もしも、ASD の能力に依存したルールを破ったものがあった時、その問
題に対する解決策を提示するので、時間の節約になる。
2.4.7

SIMILE プロジェクト

‘Simile’の意味は、
「蜜蜂の様に忙しい」と言った直喩の事である。
SIMILE[5] は 、 W3C 、 MIT の 図 書 館 及 び MIT CSAIL(Computer Science and
Artificial Intelligence Laboratory)のジョイントプロジェクトであり、デジタル資産、
スキーマータ/語彙/オントロジ、メタデータ及びサービス間の内部的互換性を向上させ
る事を模索している。SIMILE の主たる挑戦は、相互操作しなければならない集合は、
しばしば個人、コミュニティ若しくは組織などに分散している。
SIMILE プロジェクトの主として対象としている領域は、デジタル図書館であり、そ
の課題は、多くのその他の領域のものと類似している。
生命科学は基本的に協調的な研究分野である。
各々の科学者は、同僚評価(Peer review)や出版物を通じて検証し、且つ、実験を通じ
て確立された知識規範の上に研究を行っている。しかし、色々な場合の生命科学分野に
於けるデータや紙の管理に対する現在の技術アプローチが、発見過程を難しくしている。
現在のデータは、異なる形式で格納され、異なるインターフェースで開示される、更
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に、知識は文書形式の中に固定されている。この様な知識は、その有用性のフルパワー
をもたらさない、多くの場合、研究者は、複雑な変換作業を行う事を強制されている。
生命科学の領域で SIMILE プロジェクトによって開発される技術は、セマンティック
Web 技術が、データの統合、管理及び Web 上での協調作業をより効率的にする事によ
り、どの様に個々の研究者を支援する事ができるかを示すものである。
2.4.8

日本の状況

日本の国内でも医療及び生命科学分野でのセマンティック Web 技術の応用は着々と
進んでいる。
日本独自の医療分野でのセマンティック Web 技術の適用事例として、医薬規制用語集
をオントロジにした MedDRA オントロジがある。MedDRA オントロジは、財団法人国
際医学情報センター(IMIC)[6] 、慶應義塾大学 SFC 研究所及び(株)サイバーエッヂ[7] が
協力して開発したものである。MedDRA オントロジに付いては、本報告書の別の章で詳
しく説明されているので、そこを参照して欲しい。
別の医療分野でのセマンティック Web 技術の適用事例として、(財)日本東洋医学会が
開発を推進している「漢方オントロジ(仮称)」がある。
漢方オントロジは、漢方薬、漢方薬の材料である生薬、漢方治療、西洋医学と併用す
る場合の問題、漢方関係の資料等の知識を OWL で記述することで、漢方に関する色々
な知識や情報を蓄積し、それらを自由に取り出したり、自動処理したり、諸々のシステ
ムで利用したりできるようにする事を目差している。漢方オントロジに付いては、中国
や韓国でも同様のオントロジを開発するプロジェクトが始まっており、最終的には、オ
ントロジを活用する事で日本や中国や韓国の漢方に関する知識や情報の相互互換を実現
できる見込みである。
参考文献
[1] http://www.w3.org/2001/sw/hcls/
[2] http://www.w3.org/2005/04/swls/#partners
[3] http://www.w3.org/2005/04/swls/#agfa
[4] http://www.w3.org/2005/04/swls/#asemr
[5] http://www.w3.org/2005/04/swls/#simile
[6] http://www.imic.or.jp/index.html
[7] http://www.cyberedge.co.jp/index.html
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2.5

セマンティック Web サービス

ソフトウェア開発現場では、ソフトウェア資産の有効利用を図るために、ソフトウェ
アの再利用環境構築に多くの関心が寄せられ、分散されたソフトウェアコンポーネント
を管理統合し、効率よくソフトウェアアプリケーションを開発する枠組みである Web
サービスが注目されている．しかしながら、WS の自律的な発見と合成の達成は難しく、
セマンティック Web と Web サービスを統合したセマンティック Web サービスという分
野が立ち上がってきた（図 2.5.1）
。
セマンティック
Web サービス

計算機理解可能なWebサービス

Web サービス

セマンティックWeb

サービスのWebへ
zプラットフォーム非依存なア
プリケーション統合技術

計算機が理解可能なWebへ
zWebコンテンツの意味記述

現在のWeb

図 2.5.1

セマンティック Web サービスの概観

セマンティック Web サービスは、基本的には意味記述を Web サービス仕様に加え、
オントロジを用いて、Web サービスの登録（publication：Web サービスの能力記述を
外部から閲覧可能にする）、発見（discover：タスクに処理する Web サービスの所在地
を見つける）
、選択（selection：利用可能な Web サービスの中から最適なものを選ぶ）、
合成（composition：ゴールに向けて Web サービスを連携させる）、仲介（mediation：
Web サービス連携における、データ／プロトコル／プロセスの不一致を解消する）、実
行（execution：詳細事項の取り決めに従って Web サービスを呼び出し実行させる）の
自動化を目標とする。セマンティック Web サービスは米国で 2001 年頃から研究開発が
始まり、OWL-S,FLOWS,WSDL-S などの流れを形成しているが、2004 年からは欧州で
DERI (Digital Enterprise Research Institute)という組織がアイルランド政府の支援に
より設立され、同年から開始されたセマンティック Web に関連する 3 つのビッグプロ
ジェクト、SEKT (SEmantic Knowledge Technologies)、DIP (Data Information and
Process integration with semantic web services)、KW (Knowledge Web)において
WSMO という新しい流れが出てきた。以下、現在セマンティック Web サービスの中心
的な流れである米国の OWL-S と欧州の WSMO について述べる。
2.5.1

OWL-S

OWL-S（OWL-Service）は、サービスの属性や機能を記述するための構成要素を備
えた言語であり、サービスの能力に基づいたサービス発見と、Web サービスの自動合
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成・実行を支援している。OWL-S は従来の Web サービス技術に取って代わる全く新し
い技術ではなく、従来の Web サービス技術にセマンティックレイヤーを加えたものであ
るとされる。OWL－S によるサービス記述は、図 2.5.2 に示すように、Service Profile、
Service Model、Service Grounding の 3 要素から成る。以下、各要素について説明する。

図 2.5.2

OWL-S の概念図

Service Profile
Service Profile では、サービスが何をするか(what it does)、換言すれば、どのような
サービスが提供されているかをエージェントが理解できるように、サービスの記述を行
い、サービスの能力に関する記述とその能力を達成するための条件に関する記述が含ま
れる。具体的には、サービスの名前、説明、サービスに関する連絡先、サービスの機能
記述である IOPEs(入力 Input、出力 Output、事前条件 Precondition、事後条件･影響
Effect）、サービスのカテゴリー(Service Type)、サービスのセキュリティ能力(Security
Parameter)、サービスの品質レベル（Quality Rating）、ビジネスプロセスとの関連
(Description with standard business taxonomies)などについて記述する。
Service Model
Service Model には、そのサービスがどのように動くのか(how it works)を記述する。
具体的には、サービスの内部プロセスや相互作用時のプロトコルといったプロセスとし
てモデルを記述し、サービスの計画、実行、合成、相互作用のために利用される。プロ
セスは、Atomic Process、Simple Process、Composite Process という 3 種類に分かれ
る。Atomic Process は、実際のサービスのアクションと一致するプロセスであり、プロ
セスの実装に関わるような詳細情報は隠蔽され WSDL の operation と一致するものであ
る。Atomic Process には IOPEs が記述される。
Simple Process は実際の Web サービスとは直接関連はなく、Atomic Process に特定
のビュー、あるいは Composite Process に簡略化表現を与えるためのプロセスである。
Composite Process は複数のプロセスを合成したものであり、サブプロセスの実行を
制御するコントロールフローと、プロセス間でやりとりされるデータについて言及する
データフローが記述される。図 2.5.3 に飛行機会社(Airline)を指定して、所望のフライ
ト(Flights)を得る Composite Process の記述例を示す。
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図 2.5.3

Composite Process の記述例

Service Grounding
Service Grounding は、サービスの概念記述と Web サービスの実体の呼び出す部分を
結びつけることであり、サービスへのアクセス方法（how to access it）を記述する。具
体的には、通信プロトコル、メッセージフォーマット、シリアライゼーション、トラン
スポートなどを記述する。さらにグラウンディングは、データ要素交換の手段について
も 明 確 に 記 述 さ れ る 。 Service Grounding に よ り 、 Service Profile と Service
Model(Process)の抽象的なサービス記述を Atomic Process を通して具体的なサービス
記述（WSDL）にマッピングすることが可能になる。
OWL-S の評価
2001 年 5 月に OWL-S の前身である DAML-S バージョン 0.5 がまとめられ、OWL
が整備されたことにより、2003 年 10 月の DAML-S バージョン 1.0 から OWL-S1.0 と
呼び変えられ、現在、OWL-S 1.2 のドラフトプロポーザルが提案された所であり、セマ
ンティック Web サービスの世界では、長期間に渡って使われ改良されてきた言語であり、
ツール類も整備され一つの標準になっているといえる[1]。
しかしながら、OWL-S は、XML、RDF、RDFS、OWL といった多くのレイヤーの
上に実現されていることから取り扱い上の複雑さは否めず（例えば、リスト表現は Lisp
のような再帰表現となり分かりにくい）。また RDF と OWL-DL の整合性の問題もあり、
今後のさらなる改良が期待されている状況である。
2.5.2

WSMO

WSMO は、その理論的基盤として WSMF(Web Services Modeling Framework)を置
いている。WSMF では、オントロジ(ontology)、ゴール(goal)、Web サービス(Web
Services)、およびメディエータ(mediators)の 4 つの構成要素に基づいて、Web サービ
スの動的な連携を実現するフレームワークを提案している。WSMO は、WSMF の 4 つ
の構成要素を基盤として、より具体的な形で Web サービスのモデル化を行うためのオン
トロジを規定している。以下、WSMO の特徴、記述方法、実行環境について述べる。
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WSMO の特徴
WSMO は、URI や WSDL のような W3C 勧告や標準技術を利用できる形でまとめら
れている。但し、オントロジの記述に関しては、OWL より広範囲の内容を記述できる
言語 WSML(Web Service Modeling Language)を使用する。WSML 自身は XML での
記述方法を持ち、WSML と OWL については可能な範囲で対応付けが規定されている。
以下、WSMO の特徴を列挙する。
(1) Ontology-based
WSMO では、オントロジに基づく意味記述を利用し、意味情報に基づく Web サービ
ス連携の実現を目指す。
(2) Strict Decoupling
WSMO では、ゴール、Web サービス、メディエータの記述と、それらの記述に必要
なオントロジの記述を明確に分離している。この方針は、ゴール、Web サービス、およ
びメディエータの記述にオントロジとして記述すべきでない内容が含まれる場合があり、
予め区別すべきであるとされている。一方 OWL-S では、そのような区別はされていな
い。
(3) Centrality of Mediation
WSMO では、Web サービス連携の実現の中心に、仲介(mediation)を据えている。オ
ントロジの差異、ゴールと Web サービスの間はそれぞれメディエータによって仲介され、
最終的な Web サービス連携が実現される。一方 OWL-S では、この仲介の概念はすべ
てエージェントの実装に押し込められていて明確な記述はなく、対照的な扱いになって
いる。
(4) Ontological Role Separation
WSMO では、役割の異なる使われ方をするオントロジを、区別して記述している。
例えば、Web サービスの持つ機能とユーザの持つゴールとを同一視せず、異なる書き方
で記述している。例えば、Web サービスが持ちうる機能は「空室のあるホテルを探す」
あるいは「空席のある航空便を探す」といった機能となるが、ユーザの持つゴールは「ゆ
ったりと旅行をできるなら、旅行に行きたい」といった、異なる観点からの、サービス
を横断したような要素を含んだものとなる。一方 OWL-S では、ゴールの定義はサービ
スに対するオントロジではないと考え、それらはエージェントの内部で表現されるもの
として扱っていない。OWL-S とは対照的に、WSMO では、明確に役割の異なるものを
区別し、異なるものとして記述する、というアプローチを取っている。
(5) Description vs Implementation
WSMO は、Web サービス連携を記述しそれを実行することを目指すため、記述と実
装（実行）のバランスを重視する。具体的には、記述には形式的頑健性を持たせつつも、
既存の Web サービスの規格と組み合わせて利用できるようにし、同時に、Web サービ
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スとは異なる新しい規格が開発された場合にも柔軟に対応できるようにしている。具体
的には、設計当初から WSDL との相互運用性を考慮してグラウンディング機構が設計
され、WSDL で用いる XML Schema のデータ型と WSMO でのオントロジとの対応関
係を取れるようにしている。
(6) Execution Semantics
WSMO では、Web サービスを記述するだけにとどまらず、記述された Web サービス
を実際に連携して動かすための意味論と、その意味論に従って動作が可能な実行環境
WSMX を用意している。一方 OWL-S では、あくまでもサービスに対する概念的な記述
にとどめ、それを用いた Web サービス連携の実行方法の解釈は各実行主体の実装にゆだ
ねるという方針であり、対照的な扱いになっている。
(7) Service vs Web Services
サービスと Web サービスの区別は議論のある所であるが、WSMO では、サービスを、
単に Web サービスの抽象概念として捉える。すなわち、複数の Web サービスに対して
その抽象概念になりうる 1 つのサービスが存在するという考え方である。また、WSMO
では当初からその記述対象を Web サービスに絞り込んでおり、記述した Web サービス
間の連携によって、目的とするサービスが実現されるという立場を取っている。一方
OWL-S では、サービスを記述するためのオントロジであり、必ずしも記述対象が Web
サービスには限定されない。

WSMO による記述方法
OWL-S では、一つのサービスに対するオントロジ記述を目的としているが、WSMO
では、Web サービス自身の記述ではなく、Web サービス連携の実現に必要なメディエー
タ等まで含めて、オントロジに基づく記述を実現すること目的としている。このため、
WSMO では、Web サービス連携によって実現されるべきゴール(goal)、ゴールを抽象
Web サービスの連携と対応づけるメディエータ(GW Mediator)、抽象 Web サービスと
具体的な Web サービスとの橋渡しをするメディエータ(WW Mediator)、異なる Web サ
ービス間で用いられるオントロジ同士の対応付けを行うメディエータ(OO Mediator)、
抽象 Web サービスから状況に応じて具体的な Web サービスへの対応方法を決定するオ
ーケストレーション(orchestration)、抽象 Web サービスにおける概念と具体的な Web
サービスにおけるパラメータとの対応付けを定義するコレオグラフィ(choreography)、
およびそれらの記述に必要となるオントロジ(ontology)と公理(axiom)の記述までを包
含している。WSMO では、オントロジ、ゴール、Web サービス、およびメディエータ
の 4 つの構成要素を記述するために、専用の記述言語 WSML を用いる。
WSMO の実行環境
WSMO による 4 つの構成要素の記述は意味的情報のみを定義しているため、その記
述をセマンティック Web サービスとして実際に実行できるようにするには、何らかの形
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で、その記述に基づいて Web サービス連携を動作させるための仕組みが必要となる。
WSMO では、Web サービス連携の実行環境として、WSMX を提案している。WSMO
では、OWL-S と比較して論理記述などの複雑な記述を可能としている。WSMX では、
WSMO における記述の複雑さに対応するため、推論機構や Web サービスメディエータ
等をコンポーネント化し、それらをゆるく結合することでシステム全体を動作させるア
ーキテクチャを取っている。WSMX の実装はまだ開発途上であるが、現状の実装にお
いても WSML ベースの推論機構の組み込みがなされており、WSMO の仕様は完全に網
羅していないものの、一通り動作させることができる。また、WSMX は JavaSpaces
を用いた共有メモリ型分散処理のモデルに基づいて実装されており、Web 等を経由して
実行状態の監視や操作が行えるようになっている。必要となるオントロジやインスタン
スの記述は DBMS の 1 つである MySQL を用いたリポジトリ上に格納され、WSMX か
らはこのリポジトリを参照しながら Web サービス連携の制御を行うようになっている。
WSMX のアーキテクチャでは、WSMO に基づくオントロジ等の記述を作成・改変す
る場合に適宜リポジトリへアクセスする必要が出てくる。これは、運用面では利点が大
きいものの、開発時には頻繁なリポジトリへのアクセスと管理が開発者にとって負担と
なってしまう。リポジトリへのアクセスから、GU エディタおよびテキストエディタに
よるオントロジの編集、および編集した内容のリポジトリへの格納までを統合的に支援
する環境として、 WSMO Studio が提案されている。WSMO Studio は、Eclipse のプ
ラグインとして実装されており、複数のオントロジをプロジェクトの形で管理しながら、
リポジトリ上にあるオントロジを直接取り込んで GUI によるエディタおよびハイライ
ト表示付きのテキストエディタによる編集を行い、それをリポジトリへ書き戻すことが
可能となっている。図 2.5.4 は、WSMO Studio を用いたメディエータの編集画面を示
している。Eclipse のプロジェクトとして WSML ファイルを複数まとめて管理できる（画
面左）ほか、リポジトリ機能（画面左上のタブ）を用いて、WSML ファイルの取得や更
新ができるようになっている。

図 2.5.4

WSMO Studio による編集
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WSMX を用いた Web サービス連携アプリケーションの開発を迅速に行うためのツー
ルとして、WSMT が用意されている。WSMT は WSMX 実行系の動作記録（ロギング）
機構を持ち、WSMT にプラグインされたオントロジ・メディエータのエディタを用いて、
その場で必要なオントロジの追加や修正が迅速に行えるようになっている。図 2.5.5 は、
WSMT のオントロジエディタを用いたオントロジの表示・編集画面を示している。

図 2.5.5

WSMT によるオントロジの編集

画面左側には、現在定義されているオントロジ、メディエータ、Web サービス、およ
びゴールの一覧が表示されており、右側の編集画面には、定義されたオントロジのクラ
ス階層とインスタンスの関係が視覚的に表示され、編集作業を行うことができる。将来
的には、これらのツールが WSMO Studio 内などへ有機的に統合され、Web サービス連
携のモデリングから実行・保守までを、統一的に管理できるようになると期待される。
WSML は WSMO の記述言語として開発されたものであるが、そのオントロジや論理
の記述力は高く、汎用の記述体系として用いることも可能である。WSMX は、WSMO
の Web サービス連携としての枠組みを動作させるための実行系であるが、これ以外に、
WSML による記述をプログラム言語上から直接扱うためのクラスライブラリも用意さ
れている。WSMO4J は、Java 言語から WSMO オントロジの読み出し、格納、および
操作を行うためのクラスライブラリである。WSMO4J は WSMO Studio や WSMX 等
の実装にも用いられており、WSML による記述内容を Java クラスとして表現するため
の各種 API を用意している。
WSMO の評価
WSMO は 2004 年から検討が始められたが、欧州のビッグファンドに支えられて多く
の人的資源を投入し、記述と実装の分離、Web サービス連携のための効果的なアーキテ
クチャ、実装環境の整備等を特徴としながら急速に進展している感がある[2] 。WSMO
は 2005 年 6 月 3 日、DERI らによって W3C に提案されており、W3C への提案内容、
提案内容に対する W3C からの質問、および DERI らによる質問への回答がオープンに
なっているが、現状では、オントロジ記述方法の詳細等について W3C 規格とは開きが
あり、今後議論を行いながら煮詰めていくものと思われる。
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2.5.3

セマンティック Web サービスの将来動向

2005 年 7 月に、W3C への今後のセマンティック Web サービスに関する方向性や活
動 の 勧 告 を 話 し 合 う た め の ワ ー ク シ ョ ッ プ Frameworks for Semantics in Web
Services が開催されたが、セマンティック Web サービスの統一案がまとまるには至ら
なかった。また,セマンティック Web サービスの利用法に多くの関心が寄せられるが、
M. Brodie 氏は、WWW2005 時に併設開催された国際ワークショップでの講演で、セマ
ンティック Web サービス技術には、クライアントからの要求単位での動的なサービス連
携でなく、アジャイルなビジネスの変化に対応できる程度の柔軟性を持って、実際のシ
ステム・サービス統合の手助けになってくれることを望んでいると述べている。
以上のように、セマンティック Web サービスの標準化は流動的であり、目標レベル
のアプリケーションが唱えられているだけで、実現できる段階に技術が到達していない
段階である。しかしながら、セマンティック Web によるサービスにアプローチする研究
開発の方向性は多くの賛同が得られ始めており、この方向で標準化活動が進み、セマン
ティック Web サービスが普及していくことを期待したい。
参考文献
[1] http://www.daml.org/services/owl-s/
[2] http://www.wsmo.org/
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2.6

URSW 報告

2005 年 11 月 7 日に、ISWC2005 ( 4th International Semantic Web Conference) 併
設のワークショップのひとつとして、URSW (Workshop on Uncertainty Reasoning for
the Semantic Web) が開かれた。
［ワークショップ名］
URSW ( Workshop on Uncertainty Reasoning for the Semantic Web )
［開催日］
2005 年 11 月 7 日
［開催場所］
Radisson SAS Hotel, Galway, アイルランド
［Organizing Committee］
・ Paolo C.G. Costa (George Mason Univ.)
・ Kathryn B. Laskey (George Mason Univ.)
・ Kenneth J. Laskey (MITRE Corp.)
・ Michael Pool (Information Extraction & Transport, Inc.)
2.6.1

目的

セマンティック Web という視点から、不確実な情報の表現方法、不確実性を伴う推論
のための技術に関して議論を行う。
特に
(1) 不確実性をともなう推論が情報マネジメントにどのように役に立つか、とくに、
Web サービスにおけるサービス発見の問題の解決にどのように役立つか。
(2) セマンティック Web の中で、不確実性の表現形式や不確実性を伴う推論をどう
標準化していくか、
に関して議論を行うこと
2.6.2

参加者

9 本の技術論文と 6 本のポジションペーパーが採択され、65 名の参加者が参加した。
65 名という参加者数は ISWC2005 に併設されたワークショップの中で 2 番目に多く、
このテーマに関する関心の高さをうかがわせた。
2.6.3

発表

以下の 9 本の技術論文と 5 本のポジションペーパーが発表された。
技術論文：
・ Mike Pool, Francis Fung, Stephen Cannon, Jeffrey Aikin, “Is it Worth a
Hoot? Qualms about OWL for Uncertainty Reasoning”
・ Mauro Mazzieri, Aldo Franco Dragoni, “A Fuzzy Semantics for Semantic
Web Languages”
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・ Paulo Costa, Kathryn Laskey, Kenneth Laskey, “PR-OWL: A Bayesian
Ontology Language for the Semantic Web”
・ Francisco Martin-Recuerda, Dave Robertson, “Discovery and Uncertainty in
Semantic Web Services”
・ Peter Haase, Johanna Völker, “ Ontology Learning and Reasoning －
Dealing with Uncertainty and Inconsistency”
・ Joaquín Borrego-Díaz, Antonia Chávez-González, “Controlling Ontology
Extension by Uncertain Concepts through Cognitive Entropy”
・ Giorgos Stoilos, Giorgos Stamou, Vassilis Tzouvaras, Jeff Pan, Ian Horrocks,
“The Fuzzy Description Logic f－SHIN”
・ Voker Haarsler, Hsueh-Ieng Pai, Nematollaah Shiri, “A Generic Framework
for Description Logics with Uncertainty”
・ Thomas Lukasiewicz, “Stratified Probabilistic Description Logic Programs”
ポジションペーパー：
・ Markus Holi, Eero Hyvönen, “Modeling Degrees of Conceptual Overlap in
Semantic Web Ontologies”
・ Pia Koskenoja, “Modeling the Non-Expected Choice: A Weighted Utility
Logit”
・ Andrea Splendiani, “Ontology Based Analysis of Experimental Data”
・ S. Schaffert, F. Bry, P. Besnard, H. Decker, S. Decker, C. Enguix, A. Herzig,
“Paraconsistent Reasoning for the Semantic Web”
・ Yoshio Fukushige, “Representing Probabilistic Relations in RDF”
2.6.4

議論

会場での議論を通じて、知識抽出や自然言語処理、Web サービス発見など現実世界を
対象とした応用においては不確実性を伴う知識の表現や不確実性を伴う推論が必要とな
るにも関わらず、現在の Description Logic(DL)を中心としたセマンティック Web コミ
ュニティにおいては不確実性の取り扱いが必ずしも重要視されていないことは問題であ
り、コミュニティ作りを第一歩として不確実性を扱うための枠組みの検討を行い、何ら
かの標準を作っていくことが必要である、ということが参加者により確認された。
不確実性を扱うための具体的な手法としては、Bayesian Network の利用を中心とし
た確率的手法と Fuzzy Logic を DL に取り入れる手法が主に提案された。
ワークショップ終了後の Organizing Committee による検討の結果、セマンティック
Web において不確実性を扱うための枠組み作りのための継続的な活動の一つとして、
W3C ( World Wide Web Consortium ) の Incubator Group (XG)[3] の一つとして活動を
開始することが参加者メーリングリストを通じて提案された。活動内容としては、以下
の事項の検討と報告書の作成が提案されている（ただし、本稿執筆時点においては具体
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的な活動開始には至っていない）。
提案された活動内容：
1． セマンティック Web の潜在的な力を引き出すために、どういった局面で不確実
性を伴った推論が必要になるかを明らかにするような Use Cases の収集
2． 上記 Use Cases における課題の解決に有効と思われる手法の列挙。特にセマン
ティック Web において不確実性を伴う推論を可能にするために必要となる概念
の整理。
2.6.5

関連ウェブページ

[1] URSW 公式ページ
http://www.iet.com/iswc/2005/ursw/
[2] URSW 予稿集
http://ceur-ws.org/Vol-173
[3] W3C Incubator Activity
http://www.w3.org/2005/Incubator/
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第 ３章

実 用 化 システムと研 究 プロジェクト

実用化システムと研究プロジェクト
3.1
3.1.1

MedDRA オントロジ
はじめに

セマンティック Web の構想が発表されて以来、慶應義塾大学 SFC 研究所は W3C に
おけるセマンティック Web の仕様作成作業グループに参加すると共に、独自にセマンテ
ィック Web 基盤ソフトウェアの開発を行なって来た。その結果、日本語処理可能なセマ
ンティック Web 基盤ソフトウェアである「セマンティック Web エンジン」を開発した。
セマンティック Web エンジンにより、オントロジを簡単に作成したり、オントロジの
意味を分かり易く表示したり、オントロジを更新したりする事が容易になった。
筆者らは、この「セマンティック Web エンジン」を用いて幾つかのオントロジを開発
しているが、ここでは、財団法人国際医学情報センター(IMIC)と共同開発した医薬規制
用語のオントロジである MedDRA オントロジについて説明する。
セマンティック Web エンジンの様なツールを有していても、新たな大規模オントロジ
を如何にして作るかは大きな問題である。
セマンティック Web では、オントロジは「用語間の関係定義」であるとしている。用
語は概念に付けられた名称であるので、これは「概念間の関係定義」であると言い換え
ても良い。用語の関係には、用語間の上下関係、包含関係及び属性関係等がある。
オントロジを最初から作るには、対象領域に存在する用語のその様々な関係を見極め、
決定しなければならないが、これは、大変に時間が掛かると共に骨の折れる作業である。
この様な作業を省略し、簡単にオントロジを作成する方法として、既存のシソーラスや
関係データベースからデータを流用し、オントロジを作成する方法(ポーティングと言
う)がある。既に存在する幾つかのシソーラスや関係データベースは、特定の領域に於け
る完全とは言えないまでも、ある程度整理された用語間の関係や属性情報を有している
ので、これらをオントロジ化できれば効率が良い。
3.1.2

MedDRA とは

MedDRA は Medical Dictionary for Regulatory Activities(規制活動の為の医学辞書)
の略称であり、日本語の正式名称は、医薬規制用語集である。
昔は、医薬品の規制に関する医学用語で国際的に合意されたものは無く、規制関連の
データ処理には、地域や医薬品のライフサイクルの段階毎に異なった用語集が用いられ
ていた。この為、データの検索や解析が複雑になると共にデータ間の相互互換が難しい
等の問題を生じていた。更に、データの相互互換を実現する為に、データ変換を無理や
り行っていた為に、データ処理の時間の遅れやデータの欠落やデータの歪みを生じるな
どの問題が派生していた。この様な状況を改善する為、ICH(日米 EU 医薬品規制調和国
際会議：International Conference on Harmonization of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use)は、医薬品等の登録、記録文書およ
び安全性監視における規制の為の通達等に用いる―即ち市販前および市販後のいずれの
規制段階にも用いる―国際的医学用語標準として、MedDRA を制定し、改訂を重ねてい
る。
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MedDRA は、臨床試験、副作用および有害事象の自発報告、行政への申請、製品情報
等の記述の為に行政や製薬企業等で用いられている。
MedDRA は 5 階層の階層構造を持つ用語シソーラスであり、医薬品のライフサイク
ルのあらゆる段階及び医療用具不具合に起因する健康への影響に関する次のカテゴリー
の医学的用語を包含している。
1)

症状

2)

徴候

3)

疾患

4)

診断

5)

適応症

6)

臨床検査の名称と結果(薬物動態を含む)

7)

外科および内科処置

8)

病歴/社会環境/家族歴

MedDRA は複数の用語集を使わなくても済むようにする事を狙いとしている為、
WHO の国際疾病分類(ICD9、ICD9CM 及び ICD10)、国際用語集の日本語版である医
薬品副作用用語集(J-ART)、米国の食品医薬品局(FDA)の副作用用語集(COSTART)及び
HARTS 等の既存の用語やコードを包含するものとなっている。
MedDRA の用語は、器官別大分類(SOC : System Organ Class)(26 語)、高位グルー
プ用語(HLGT : High Level Group Terms)(332 語)、高位用語(HLT : High Level
Terms)(1,683 語)、基本語(PT : Preferred Terms)(16,102 語)及び下層語(LLT : Lowest
Level Terms)(56,981 語)の 5 階層から形成されている。MedDRA にはこれ等の階層構
造を形成する用語に加えて、特定の疾患や症状に関係する基本語をグループ化する為に
特別検索カテゴリー(Special Search Categories)が 1,070 語準備されている。尚、上記
の用語数は MedDRA バージョン 5.1 の用語数である。また、各用語には必要に応じて
器官別大分類略称、特別検索カテゴリー略称、WHOART コード、HARTS コード、
COSTART 用語、国際疾病分類(ICD9,ICD9CM,ICD10)コード、JART コード及びカレ
ント/ノンカレントフラグ(有効/無効を示すフラグであり曖昧な用語や古い用語やスペル
違いの用語がノンカレントとなる)が属性として付与されている。
3.1.3

オントロジ化の方法

医薬規制用語集バージョン 5.1(MedDRA/J V.5.1J)を用い、次の変換規則を設定し、そ
れに基づいてオントロジ化を行った。
① 器官別大分類(SOC)、高位グループ用語(HLGT)、高位用語(HLT)、基本語(PT)、
下層語(LLT)及び特別検索カテゴリーの用語は総て OWL クラスとして定義する。
② 器官別大分類、高位グループ用語、高位用語、基本語及び下層語との間の階層
関係をサブクラス関係として定義する。
③ 特別検索カテゴリーとそれに対応する基本語との間の関係を特別検索カテゴリ
ーに対するサブクラスとして基本語を定義する。
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④ 階層関係を表していない次の 10 個のフィールド属性をプロパティとして定義
する。
・ 器 官 別 大 分 類 略 称 、・ 特 別 検 索 カ テ ゴ リ ー 略 称 、・ 医 薬 品 副 作 用 用 語 集
[WHOART]コード、・HARTS コード、・有害事象の用語[COSTART]、・ICD-9
コード、・ICD9CM コード、・国際疾病分類[ICD10]コード、・カレント、・医薬
品副作用用語集[JART]コード
⑤ 上記の④のフィールド属性値は、④で定義されるプロパティのプロパティ値と
して定義する。
⑥ 日本語と英語とが定義されている用語の場合、分かり易くする為及びオントロ
ジデータの量を少なくする為、日本語と対にして{ }の中に英語を記述する。
⑦ 日本語の定義されていない用語、すなわち、英語のみの用語の場合、英語の用
語だけを{ }で括らずに記述する。
⑧ 日本語が未定義の用語は、未翻訳クラスを新設し、そのクラスのサブクラスと
した。
⑨ カタカナの振り仮名はオントロジビューワなどで表示した時、冗長になるので
取込まない。
⑩ 下層語(LLT)には日本語は同じだが英語の記述が異なるものがあるが、微妙に意
味が異なると思われるので、別のものと見做して取込む。
生成された MedDRA オントロジの「器官別大分類の眼障害」の部分を示すと次の様
になる。
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [
<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<!ENTITY

"http://example.org/meddra#" >]>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns="http://example.org/meddra#"
xmlns:meddra="http://example.org/meddra#">
<owl:Class rdf:about="眼障害{Eye disorders}"/>
<owl:Class rdf:about="視覚障害{Vision disorders}">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="眼障害{Eye disorders}"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="視覚路障害{Visual pathway disorders}">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="視覚障害{Vision disorders}"/>
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</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="視覚路障害ＮＯＳ{Visual pathway disorder NOS}">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:about="視覚路障害{Visual pathway disorders}"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
・・・
3.1.4

オントロジにする事による効果

MedDRA をオントロジ化した事による効果として次の様な事が考えられる。
① セマンティック Web の豊富なツールを利用可能になる。
例えば、オントロジビューワによる MedDRA の用語間の関係の表示やオントロ
ジグラフビューワによる MedDRA 用語間の関係の図示が可能となる。
② セマンティック Web のオントロジ編集機能を用いて新たな知識の追加が可能と
なる。
例えば、同義語の追加、製薬会社など各社固有の用語の追加、他のオントロジ(英
国の Galen オントロジや米国の NCI オントロジ)との連携の為の規則の追加等
が可能となる。
③ MedDRA の情報を多面的に解析する事が可能となる。
例えば、MedDRA 用語の意味を踏まえた検索、MedDRA 用語の階層解析と検
索、日本語が定義されていない用語、
J-ART に対応付けられている用語、
HARTS
に対応付けられている用語、COSTART に対応付けられている用語などを簡単
に洗い出す事が容易となる。
(1) オントロジビューワによる MedDRA オントロジの表示
このオントロジ化された MedDRA 情報は、次の様に筆者が開発したセマンティック
Web エンジンのオントロジビューワで表示する事が可能である。
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図 3.1.1

オントロジビューワで MedDRA オントロジを表示した画面

オントロジを大別すると階層構造で表せる情報と階層構造で表せない情報との 2 種類
になる。図 3.1.1 の左のウインドウには階層構造の情報をツリー構造で表示し、右のウ
インドウには階層構造で表すことの出来ない情報をテーブル構造で表示している。
また、特別検索カテゴリーの用語、プロパティ語彙、MedDRA オントロジのクラスや
プロパティ語彙のタイプを異なるタブを持つツリーウインドウに表示する様になってい
る。
(2) オントロジグラフビューワによる MedDRA オントロジの表示
セマンティック Web のオントロジの要素は、主語、述語および目的語で構成され、目
的語が次の要素の主語となるネットワーク構造を有しているので、図で表示するとオン
トロジの意味を把握し易い場合が多い。筆者が開発したオントロジグラフビューワで
MedDRA オントロジの意味を表示した結果を次に示す。
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図 3.1.2

オントロジグラフビューワで MedDRA オントロジの最上位階層(SOC)の用語
を表示した画面
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図 3.1.3

オントロジグラフビューワで MedDRA オントロジの最上位 2 階層(SOC と
HLGT)の用語を表示した画面

オントロジの内容を図で表示する場合、ノードの数が多くなると逆に意味を捉え難く
なったり、描画に時間が掛かったりするので、必要な部分のみを表示したり、拡大表示
したりする工夫が必要となる。
(3) MedDRA オントロジの意味検索
OWL で記述されたセマンティック Web のオントロジには、MedDRA 用語間の関係
がマシンリーダブルな形式で保持されているので、オントロジビューワの意味検索機能
を用いて、キーワード検索のみならず MedDRA 用語の次の様な意味検索を行う事が可
能となった。
① 指定した用語に属する用語の検索(下位階層用語の検索)
② 指定した用語が属する用語の検索(上位階層用語の検索)
③ 指定した用語に近い用語の検索
④ 特定のコード/略号/記号を持つ用語の検索
⑤ 指定した用語に関する情報の検索
⑥ 指定した日本語用語の英語名称の一覧の検索
⑦ 指定した英語用語の日本語名称の検索
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検索結果も MedDRA 用語間の関係定義を生かして、次の様に分かり易く表示する事
が可能となる。
① 下位階層用語のツリー表示
② 上位階層用語の逆ツリー表示
③ 日本語用語と英語名称との同時表示
セマンティック Web エンジンのオントロジビューワの意味検索指示は、次の様に自然
な日本語文を用いて行える様に工夫されている。’….’の部分を検索したい情報の名前
で置換した後、意味検索指示を行なう。
① '主語'が属するものは？
[例] '心聴診'が属するものは？
② '主語'に属するものは？
[例] '臨床検査'に属するものは？
③ '主語'の英語は？
[例] '心臓障害'の英語は？
④ '主語'の日本語は？
[例] 'Cardiac disorders'の日本語は？
⑤ '主語'の'述語'は？
[例] '臨床検査'の'器官別大分類略称'は？
⑥ '主語'に近いものは？
[例] '食欲不振'に近いものは？
⑦ '主語'に関する記述は？
[例]'臨床検査'に関する記述は？
⑧ '述語'の記述を持つものは？
[例] 'ICD9CM コード'の記述を持つものは？
⑨ '目的語'の値を持つものは？
[例] 'Card'の値を持つものは？
⑩ '○○'で始まる用語は？
[例] '心臓'で始まる用語は？
また、一括して意味検索を行ったり、絞込み検索を行ったりする為に次の様にこれ等
の意味検索指示を複合して使う事も可能である。
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図 3.1.4
3.1.5

意味検索の画面

オントロジ化の結果

原始データである医薬規制用語集バージョン 5.1(MedDRA/J V.5.1J)とそれから生成
された MedDRA オントロジを比較して見ると、MedDRA/J V.5.1J は用語と用語間をリ
ンクするリンクポインタとデータとから構成されており、
その用語の総数は 75,137 個、
リンクポインタの総数は 24,765 個であり、総てを合計すると 99,902 個のデータから構
成されている。

一方 MedDRA オントロジのステートメント数は、クラス定義とクラ

ス関係定義とを行うステートメント数が 109,180、フィールド属性をプロパティ属性に
置き換えた定義ステートメント数が 97,900 となった。この結果は、MedDRA/J V.5.1J
の用語とリンクポインタとが、MedDRA オントロジのクラス定義及びクラス関係定義ス
テートメントにマッピングされ、MedDRA/J V.5.1J のフィールド属性が、MedDRA オ
ントロジのプロパティ定義ステートメントにマッピングされた事により、この分だけデ
ータ量が増加している事を示している。
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MedDRA/J V.5.1J のフィールド属性が MedDRA 固有のテーブル構造を認識している
事を前提としたデータ定義であるのに対して、MedDRA オントロジのプロパティ定義は、
<主語><述語><目的語>.の 3 つ要素から構成されるトリプルのモデルに則した記述であ
り、特定のデータ構造を前提知識として必要としない汎用的なマシンリーダブルのデー
タである。
MedDRA オントロジは、オリジナルのデータと比較してデータ量が増加する問題はあ
るが、ソフトウェアで意味を解釈し易いマシンリーダブルなデータなので、意味検索、
知識追加、意味変換、意味補強、推論及び他のオントロジとの連動が可能になるので有
用な増加である。
3.1.6

結論

本研究により関係データベースに格納する事を前提とした MedDRA シソーラスをセ
マンティック Web の OWL 言語を用いて記述した MedDRA オントロジに変換可能であ
る事が実証できた。
MedDRA オントロジは、MedDRA シソーラスに比べてデータ量は増加するが、特定
のデータ構造を前提知識として必要としないデータなので、様々な既存のセマンティッ
ク Web ツールやこれから開発されるであろうセマンティック Web 関係のツールを用い
て容易に処理する事ができる。
セマンティック Web のツールを用いる事で、MedDRA の情報を分かりやすく表示し
たり、適切に管理したりする事が可能となる。例えば、MedDRA オントロジをセマンテ
ィック Web エンジンのオントロジビューワで表示させてみて気づいた事であるが、
MedDRA/J V.5.1J の日本語の用語には次の様な問題がある。
① 下層語(LLT)に日本語の用語の定義されていないものがかなり多い。
② 日本語の用語は、同一だが英語の用語が異なるものがある。すなわち、複数の
英語の用語が、ただ一つの日本語の用語に対応付けられているものが幾つか存
在する。
3.1.7

考察

本研究により開発されたツールを用いて生成された MedDRA オントロジには、次の
様な特徴がある。
① MedDRA オントロジの総トリプル数は約 20 万トリプルであり、海外の大規模
医療オントロジと比較すると、英国の Galen オントロジが 20 万トリプル、米
国の NCI(National Cancer Institute)オントロジが 50 万トリプルあるといわれ
ているので、MedDRA オントロジは大規模オントロジの一つであると言える。
② MedDRA オントロジは階層概念定義とプロパティ属性定義しか持たず、条件付
概念定義や複合概念定義を有する Galen オントロジや NCI オントロジに比べて
単純なオントロジである。
MedDRA オントロジは、次の様な機能や新たなサービスを実現するのに利用する事が
できる。
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① 意味検索；例えば「ICD9CM コードとして“371.23”を持つものの上位用語は
何か？」と言った検索が可能となる。
② 知識追加；オントロジはテーブル形式ではないので、記述用の語彙を追加すれ
ば新たな知識(情報)を自由に追加できる。
③ 意味変換；或るクラス(用語)と別のあるクラス(用語)とが同一のものを意味する
とか、もしくは、異なるものであるとか言う事を定義する意味変換用のオント
ロジを追加すれば、MedDRA とベンダの持つ他の用語集との変換が容易になる。
④ 推論；例えば、(ⅰ)アンピシリンの禁忌は伝染性単核球症であり、(ⅱ)ABPC が
アンピシリンの略称であり、(ⅲ)SBT/ABPC が SBT と ABPC との合剤である
ことが判明している場合、SBT/ABPC も伝染性単核球症に対して禁忌である事
が推論できる。
⑤ 他のオントロジとの連動；MedDRA オントロジと類似した医療オントロジに英
国の Galen オントロジや米国で開発された NCI オントロジがある、これ等のオ
ントロジと連動する為のゲートウェイオントロジを追加すれば、これ等を統合
したより広範囲をカバー可能で有用性の高い医療知識データベースを実現でき
る。
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3.2

情報家電オントロジ構築に向けて

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託を受けて INTAP
を中心に実施している、
「デジタル情報機器の統合リモート管理基盤技術の開発」プロジ
ェクトの一環として、情報家電オントロジ構築に向けた研究・開発が行われている。プ
ロジェクト全体は、図 3.2.1 のように今後普及する家庭内のデジタル情報機器に対して、
適切な管理を行うために、機器の認証技術や、ネットワークの相互接続技術、リモート
管理のプロトコル、そして、デジタル情報機器の運用・管理のためのサービスポータル
技術などの研究開発を行う予定である。本研究と連携する形で設立した「情報家電サー
ビス基盤フォーラム」[1] に情報が記載されてゆく予定である。サービスポータル構築基
盤技術の研究のひとつとして、意味情報技術の適用を試みるとして「情報機器運用・活
用のための情報資源管理技術」の研究が含まれている。
3.2.1

情報家電オントロジの背景

家電は開発サイクルが非常に早く、次々と新機能を持つ製品が登場している。最近は、
IT 技術を応用したデジタル情報機器が登場しますます高機能化している。単体でも機能
が複雑になってきており、これまでの家電に比べ使い方が難しい。さらに、デジタル情
報機器はネットワークで相互に接続される利用されるという特徴がある。リモート管理
基盤のような管理システムを上手く活用しても、利用者側で知るべきことも少なくない。
また、メーカ側も、利用者の利用方法やネットワークに接続して発生する想定外の事項
など、利用者からの情報が必要となっている。
バックエンド（サービス提供者）

ネットワーク
インターネット

企業Aサービス
企業 B サービス
企業 C サービス
サービスポータル基盤技術の開発

高信頼Webサービス通信の
相互運用技術
Webサービス間の通信を高信頼化す
る「高信頼Webサービス通信」の相互
運用性を向上させる技術

情報機器運用・活用のための
情報資源管理技術
メタデータ活用による情報機器の機能
改善等の更新、不具合対応処置等の
情報や、保守サービスに関する情報
等を専門的知識のない人でも容易に
検索可能とする。

省エネのためのリモート制御
技術
・省エネサービスアプリケーション
省エネポリシに基づいた制御等
・家庭内機器の所有者が許可した利
用権（条件）に従った機器のアクセス
制御
・プライバシー保護のために、機器ID
などの個人を特定するデータを隠蔽
する匿名化技術

図 3.2.1

フロントエンド（家庭内）

ホームネット

サービスポータル

高信頼リモート管理技術の開発

機器認証運用管理技術の開発

宅内の情報家電機器間の
連携の共通化開発

家庭内機器の登録、認証技術

ECHONET-UPｎP ゲートウェイ
機能

リモート管理プロトコル
家庭内機器の障害イベント、リモート
操作のコマンド等を統一的に処理可
能なメンテナンスプロトコル仕様

リモート管理マネージャ技術
リモート管理コントローラ上で稼動し、
リモート管理プロトコルでポータルと通
信し、家庭内の情報機器に対してプロ
グラムの取得、各種データの格納。取
り出し、送付等の処理を行う。

リモート管理ポータル技術
アウトソーシング形態でリモート保守
業務や省エネのためのリモート制御を
請け負うポータルサイトを容易に構築
可能なフレームワーク技術

機器固有の情報に基づき、家庭内の
機器を登録・識別・認証する方式

家庭内外機器間での
セキュリティ 確保・認証方式
家庭外の機器から家庭内の機器に安
全に接続するための認証方式

家庭内ZigBeeセンサ
ネットワークでの機器連携
センサ機器(小機能な機器）ネットワー
クにおけるセンサ機器の認証管理（登
録・無効化・鍵管理・機能更新）と、家
庭内の機器との連携技術

くらし家電のECHONETプロトコルと
AV機器のUPnPプロトコルを相互接続
するゲートウェイ機能の共通化を図る。
そのための要素として、次を開発する。
・PnP処理の共通化
・アドレス変換の共通化
・ECHONETオブジェクトのUPnP
DCPへのマッピングの共通化
・UPnP DCPのECHONETオブジェ
クトへのマッピングの共通化

デジタル情報機器の統合リモート管理プロジェクトの開発内容
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メタデータにより、デジタル情報機器に関連する情報を精度高く収集活用する
相談窓口

運用管理情報サービスポータ
ルにアクセスし、メタデータを活
用して社内、インターネット上の
情報を整理して表示

運用管理情報サービスポータルに
アクセスし、必要な情報を検索、自
動整理して表示

利用者

検索が苦手な人は
窓口相談へ

運用管理情報サービスポータル

整序機能
個人宅、および、集合住宅

語彙サーバ機能

メーカ技術者
オントロジー

メタデータDB
機能

メタデータ
メタデータ
メタデータ
メタデータ メタデータ
メタデータ

メタデータ
更新パッチ

・
・・

各社
商品情報
サイト

メーカ

B社

型番

xxxx-x

更新機能

メタデータ付与支援
ツール

・パッチなどの提供サービス情報にメタデータを付与
・有益な情報にメタデータを付与

・
・・

個人サイト

対応形式

:
:

圧縮方式 X

インターネット上のWebサイト
図 3.2.2

運用管理情報サービスポータルのイメージ

実際、コールセンターでは、使い方相談のレベルの問い合わせも増加している。デジ
タル情報家電の普及のためには、使い方の情報を適切に提供することが重要となってい
る。
一方、近年インターネットは、重要な情報源となっており、デジタル情報家電に関し
ても、メーカの提供する情報のみならず、マスコミの情報や、個人の発信する情報にも
有用なものが少なくない。例えば、ハードディスクレコーダを踏み台にしたコメントス
パムが発生していることは、メーカよりも、利用者による発見・分析の報告により広く
知られた。このような有用な情報を活用することは重要である。
このような課題に対して、運用情報サービスポータルを構築するための基盤技術とし
て、インターネット上の情報資源にメタデータを付与し、適切な情報資源を効率良く検
索するための、情報家電オントロジを研究・開発する計画になっている。
3.2.2

運用管理情報サービスポータルのイメージ

図 3.2.2 に運用管理情報サービスポータルのイメージを示す。インターネット上の情
報資源に対して、メタデータ付与ツールを利用してメタデータを付与する。付与するメ
タデータの形式および語彙は、語彙サーバを用いオントロジを参照することにより、適
切なメタデータの提示を行い、メタデータの付与を支援する。付与されたメタデータは、
メタデータ DB に格納される。メタデータ付与は、例えばメーカの技術者が、情報の有
益性や信頼度を評価しながら付与するなどのことが考えられる。
利用者は、使い方や購入前の相談などをコールセンターに相談するか、あるいは直接
運用情報サービスポータルを参照することができる。運用情報サービスポータルのメニ
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ューや問い合わせ画面により、必要な情報を指定する。整序機能は、検索結果を整理し
て表示するために用いられる。
3.2.3

情報家電オントロジの構築方針

デジタル情報家電は複雑であり、非常に多種の部品、メディア、端子、ケーブル類を
持つ。これらの表記も必ずしも統一的に行われる訳ではない。これらの定義をあまり厳
密に行うと、複雑になり、メタデータを付与する側に厳密な用語定義の知識が必要とな
るなど、メタデータ付与のコストが高くなりすぎる。このため、極力軽量なオントロジ
にすることが有用としている。また、課題としては、機器間の相互接続を中心に検討し
てゆく方針である。
また、メタデータを記述するためには、情報の信頼度など、情報家電分野以外の共通
的に用いるオントロジも用いることになる。このため、既存のオントロジとの連携も必
要であり、極力既存のオントロジの活用を行う方針であるとしており、その情報交換の
場として、
「情報家電サービス基盤フォーラム」内に「オントロジーSIG」を設け、意見
交換を行いながらオントロジの構築を行ってゆく方針としている。
情報機器の記述を行う情報家電に関するオントロジを、モノに関するオントロジであ
る基本構成部と機能に関するオントロジである基本機能部の 2 つに分け、2 つのオント
ロジは属性などにより関係付ける。
現在は、ハードディスクレコーダを例題としてオントロジエディタ Protégé/OWL を
用いて、基本構成部の記述実験を行っている。モノとしての情報機器の記述は、機器本
体とその構成部分、付属品とその構成部分、接続用品とその構成部分、関連メディアと
その構成部分を記述対象として、図 3.2.3 のような記述を行っている。
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図 3.2.3

デジタルテレビのオントロジ記述例

参考文献
[1] http://net2.intap.or.jp/SPIA/
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3.3

ISO/IEC MMF Ontology Registration, そのねらいと現状

MMF Ontology Registration は、2.3.2 で述べたように、いわゆる業務システムレベ
ルでオントロジの活用のために、オントロジの登録・管理をおこなう枠組みを定める現
在 策 定 中 の 国 際 標 準 で あ る 。 本 項 に お い て は 、 業 務 シ ス テ ム が MMF Ontology
Registration を必要とする背景を明らかにするとともに、そのねらいおよび現状につい
て概説する。
3.3.1

業務システムからみたセマンティック Web(1)

OWL Guide[1] には、以下のような架空のセマンティック Web の利用例が載っている。
即ち、ある人がホームパーティの準備をしている。用意する料理は決まったが、パー
ティーの参加者の中にワイン通がいるため、料理に合わせてどんなワインを選ぶべきか、
頭を悩ませている。そこで、Web に向かって、図 3.3.1 のように問い合わせたところ、
Web 上のワイン・エージェントは、ワイン・オントロジを活用して、お勧めのワインお
よびその購入方法をたちどころに教えてくれた。

今日のディナーに、トマトソースのパスタを
用意しているのだけれど、この料理に合った
ワインを教えてください。
それならば、Marietta Zinfandel
がピッタリですよ。

ワイン
オントロジー

ワイン
エージェント

どこで手に入れられるかしら？
Winerlibrary.com で扱っています。

図 3.3.1

ワイン・オントロジの例

もし実際にこのようなことが実現されたとして、一つの疑問が生じる。このワイン・
オントロジは信用できるのだろうか？ Web の文化からすれば、もしこのワイン・オン
トロジが信用できなければ、すぐにそのことが Web 上のフィードバックされ、ワイン・
オントロジは正しく修正されていくか、ないしは、駆逐されていくので、問題はないと
いうことになるかもしれない。
確かに、このような例であれば、それで十分かもしれない。ただし、いわゆる業務シ
ステムでのオントロジの利用を考えた場合、これでは不十分なことは、誰の目にも明ら
かであろう。より確実は信頼性を担保する枠組みが必要である。
実際、W3C のセマンティック Web の技術階層においても、図 3.3.2 に示されるよう
に、Trust という信頼性に関する層が存在するが、その具体像は、まだ明らかでない。
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出所： WWW2006におけるTim Berners-Leeのキーノートスピーチ
http://www.w3.org/2005/Talks/0511-keynote-tbl/

図 3.3.2

セマンティック Web の技術階層

出所：WWW2006 における Tim Berners-Lee のキーノートスピーチ[2]
一方で、直接 W3C の直接の活動ではないが、オントロジの信頼性を担保するための
ものとして、OWL の共同編集者でもあるスタンフォード大の Deborah L. McGuinness
他の提唱する Inference Web がある。これは、広範な内容を含み、DARPA, IBM, スタ
ンフォード大学、マンチェスター大学等の研究機関・大学等において試行されているも
のであるが、一言で言えば、オントロジから導かれる結果に関し、その結果の由来情報
を示そうというものである。その由来情報に基づきその結果を信頼するか否かは、利用
者の判断に委ねられる。オントロジの信頼性を担保する枠組みはあくまで信頼性に関す
る情報を提供するに留め、オントロジを信頼するか否かの判断は利用者に委ねられるべ
きものであるという考え方は、本来的には正しく、特に、研究領域等では有効であろう。
ただし、業務システムでのオントロジの活用を考えた場合には、より単純に画一的に信
頼性を担保できる枠組みがなければ、業務システムでの活用は現実的には困難であろう。
なぜなら、業務システムは、複数の業務システム間で情報が連携され、統合的に活用さ
れる特質を持ち、各業務システムにおいてそのオントロジを信用するか否かの判断が異
なることは現実的には許されないからである。
3.3.2

業務システムからみたセマンティック Web(2)

業務システムは、企業内システムの連携・統合、企業間情報システム、Web サービス
へと、常に連携・統合のスコープを広げてきた。その連携・統合のために、従前からデ
ータ辞書を整備によるデータ項目の標準化が推進されてきた。しかし、大きな組織にお
いては、1 企業においても、部門別のデータ辞書の実現に留まり、標準化されたデータ
辞書の整備は困難を伴っているのが実情である。
このような現状を踏まえ、例えば、米国・国防総省では、Ontology

Workｓ社とと

もに、業務システムのデータベースのスキーマをオントロジにより定義しなおし、その
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オントロジの定義に基づき、各業務システム間の情報の連携を実現しようとしている。
このオントロジは、2.3.1 で紹介した Common Logic の前身である Simple Common
Logic により記述されている。さらに、これを、データベースのスキーマに留まらず、
業務システムの提供するサービスにまで拡張しようとする動きもある。
また、ISO TC184/SC4 では、製造業におけるアプリケーションの連携・統合を目的
に PSL(Process Specification Language)と呼ばれる離散系プロセスの基礎となる用語
の定義およびそれに基づく製造業の離散型プロセスのオントロジを膨大な量の国際標準
ISO18629 シ リ ー ズ と し て 発 行 し つ つ あ る 。 こ の 記 述 言 語 は 、 KIF(Knowledge
Interchange Format)である。
このような事例を見ると、業務システムの連携・統合を目的に、その仕様をオントロ
ジとしてフォーマルに記述しようとする試みは、地道にではあるが、着実に進みつつあ
ることがうかがわれる。ただし、そのオントロジを記述する言語は OWL/RDF に限らず、
その業務システムの特性に応じて選択されており、また、セマンティック Web の枠組み
に収まるとも限らない。
3.3.3

業務システムからの要件と MMF Ontology Registration

以上から、オントロジが業務システムにおいても活用されるために必要な要件は、以
下の 2 点である。
① 信頼性を画一的に担保できる枠組み
② 記述言語・用語に依存しない緩やかなハーモナイゼーション
日本からの提案により ISO/IEC JTC1/SC32 WG2 において策定中の MMF Ontology
Registration は 、 上 記の ① ② の 実現 を 目 指 すも の で あ る。 即 ち 、 MMF Ontology
Registration では、ある業務ドメインにおいて標準として認知され、業務システムから
見て常に信頼に足ると認められるドメイン・オントロジをレファレンス・オントロジと
して登録・管理する。また、MMF Ontology Registration では、レファレンス・オント
ロジをベースに、ある業務システムのために、内容の選択・追加を含めローカライズさ
れたオントロジの登録・管理も行う。これがローカル・オントロジである。ローカル・
オントロジの場合は、他の業務システムがこれを利用しようとする場合にそれを信頼す
るか否かは、その業務システムの責任と判断によることになる。また、MMF Ontology
Registration では、これらのオントロジの登録あたって、記述言語への依存性を回避す
るために、汎用的な Ontology － Ontology Component － Ontology Atomic Construct
という階層構造に従い、また、用語の差異を吸収するために、同一性を示す関係を導入
する。詳しくは、2.3.2 を参照ください。
現状 MMF Ontology Registration は非常に単純な仕様であり、これだけで直ちに業
務システムの連携・統合を可能にするようなものではなく、今後、様々な仕様の拡張が
必要である。それでも、現状および将来のオントロジの多様性を意識すると、その信頼
性を担保するためには、このような記述言語に依存しない汎用的なレジストリは必ず必
要である。実質的に、MMF Ontology Registration が機能するか否かは、その仕様の拡
張以上に、標準化されたオントロジの登録・管理を担う機能が立ち上がり、かつ、認知
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されるか否かに係わっている。
参考文献
[1] http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210
[2] http://www.w3.org/2005/Talks/0511-keynote-tbl/
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3.4

オントロジを活用したユビキタス環境における情報検索技術ユビ de コミミハサン
ダー

3.4.1

開発の背景

ユビキタスコンピューティング環境においては、誰でも簡単にネットの情報を現実の
世界と結び付けて利用できることが求められるだろう。リアル連携とも呼ばれるこうし
たニーズは、例えばユーザが映画館にいれば映画の情報を、ドライブ中であれば周辺の
名所を提示するなどが典型的な例である。
従来のデスクトップコンピューティング環境では、広い画面と使い易いインターフェ
ース、そして高速な通信回線があるため、情報検索システムはユーザに対して一遍にた
くさんの情報を出すことができ、ユーザも何度も試すことができた。いまや Google が
出力する 100 件のリストの中を何度もクリックして所望の情報を探し出すことに抵抗を
感じる人も少ないだろう。
しかし、ユビキタス（現時点ではまだモバイル）環境の代表端末である携帯電話では、
画面は狭く、操作は限られ、回線もまだまだ細い。そのため、簡単にネットの情報を利
用するためには、操作をより自動化し、必要な情報のみをユーザに提示しなければなら
ない。現に NTT ドコモの提供する imode サービスの利用数はここ数年、頭打ちとなっ
ている。
そこで、メタデータとオントロジを活用し意味情報（セマンティクス）に基づいて必
要な情報やサービスのみを抽出し、ユーザに提示する技術が、ユビキタス環境において
こそ必要とされると考えられる。株式会社東芝は、以前よりオントロジの整理に取り組
んでおり、現在、約 10 万概念を有する日本語オントロジーと、日本語を含むオントロ
ジを高速に検索し、操作するためのライブラリの開発、を進めている。そこで、本論で
は、これらオントロジ技術をユビキタス環境における情報検索技術に活用した事例とし
て、ユビ de コミミハサンダーと呼ぶシステムを紹介する。
3.4.2

ユビ de コミミハサンダーとは

ユビ de コミミハサンダとは、携帯電話のカメラで商品のバーコードをスキャンする
と、インターネットから商品のメタデータを取得し、関連するブログ[1] を収集し、その
商品の口コミ情報をリアルタイムでユーザに提示するものである。
例えば、ユーザがある本のバーコードをピッとスキャンすると、JAN または ISBN の
バーコードから、本のタイトルや出版社、著者といった情報を取得し、関連するブログ
を収集する。次に、オントロジを参照しながらブログの中身を解析し、ユーザの評判情
報を提示する（ポジティブ・ネガティブ判定機能）。同時に、他の関連商品で話題となっ
ているものを提示する（ホットトピック抽出機能）。そして、最後に有用と思われるブロ
グをいくつか表示する（ソート＆フィルタリング機能）。
ユビ de コミミハサンダーのユースケースを図 3.4.1 に示す。
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お店である商品を買おうか
悩んでいるときに…

携帯電話で商品のバー
コードをピッとすると…

POSITIVE = 32
NEGATIVE = 12
他人の生の声をその場で
チェックすることができる

図 3.4.1

ネット上でのトータルな
評判を見ることができる

関連する話題の商品を発
見することができる

ユビ de コミミハサンダーのユースケース

ユビ de コミミハサンダーの出力例を図 3.4.2 に示す。

評判情報のまとめ

話題となっている関連商品も提示

スパムを排除し，有用なブログから順に表示

図 3.4.2

ユビ de コミミハサンダーの出力例
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ユビ de コミミハサンダーのシステム構成図を図 3.4.3 に示す。
携帯電話 iアプリ
ユビde
ユビde
コミミ
コミミ
ハサンダー
ハサンダー

商品
商品
メタデータ
メタデータ

公衆回線経由
Http通信

商品
商品
オントロジー
オントロジー

User
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Agent
Agent
当社サーバー

日本語
日本語
オントロジー
オントロジー

インターネット

ブログとメタデータ（RSS）

図 3.4.3

ユビ de コミミハサンダーのシステム構成

次節にて、個々の技術について簡単に説明する。
(1) ポジティブ・ネガティブ判定機能
従来よりテキスト要約技術の 1 つとして、ポジティブ・ネガティブ(p/n)判定と呼ばれ
る技術が存在する。手法としては種々存在するが、代表的なものとしては文章を形態素
解析した上で、構文解析を行い、品詞間の係り受け関係を見ながら、特定の対象語に関
して＜対象語、属性、属性値＞の組を取り出すといった手法がある[2] 。また、入力とな
る適用対象文をオークションの評価コメントにしたり[3] 、出力結果をレーダーチャート
として表現するなど、入力文書の拡張や出力結果の工夫などの応用も見られる。今回の
p/n 判定手法はこうした研究をベースとしつつ、ブログに適用するに当たって以下の 2
点の改良を加えていることが特徴である。
1 つ目は、ブログのメタデータ RSS1.0(RDF Site Summary)[4] から得られるブログ記
事の相関関係を利用し、各記事の重要さを重み付けし、評価をバイアスしている。
従来、多くの研究では対象文が用意された文書集合（コーパス）である場合が多く、
ユーザが Web をブラウズしながらさまざまな意見に出会う状況を想定していないこと
が多い。しかし、実際には、例えばブログにおける意見において、多くのトラックバッ
クによって賛意が付けられているものと、1 つもトラックバックがついていないものと
ではユーザの心理に与える影響は異なるだろう。Web 検索の延長として相互のリンク関
係を利用しているものは存在するが[5] 、ブログのメタデータである RSS の情報を積極
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的に活用し、著者の同一性や作成日時などの情報を活用しているものはない。実際には、
多くのリンクが付けられているとしてもそれが 1 年前のものなのか、今日付けられたも
のなのかではユーザに与える影響は異なるだろう。
そこで、本研究では対象文をブログに限定することで、そこに付与された RSS から
ブログ間の相関関係を取得し、活用している。具体的には、以下のような相関関係を参
照している。
1.

単なるコメントよりも、他サイトからのトラックバックを重視する（出自を明らかにしている）

2.

意見をサポートする著者の異なる意見（トラックバックまたはコメント）の量に応じて重み
をつける（多くの人に支持されている）

3.

自サイトで他の関連商品についても意見を述べている著者の意見は重視する。同一
の著者が複数のコンテンツに対して意見をつけている場合は重視する（エキスパート、
同一観点からの比較が期待できる）

4.

トラックバックやコメントの流れにおいて反対の中の反対よりも賛成の中の反対を重視
する。同様に、賛成の中の賛成よりも反対の中の賛成を重視（勇気ある発言）

5.

元のコンテンツが古いにもかかわらず、長く意見がついている意見は重視する。（息が
長い）

6.

初めの意見から最新の意見までの数を時間で割った値が大きい場合はそれぞれの意
見に重みをつける。（加速度が大きい）

7.

意見数が平均的に多い著者の意見は重視する。（オピニオンリーダ）

8.

意見のついていないコンテンツは重みを下げる。（広告などを排除）

9.

意見ついていないコンテンツの多い著者の意見は下げる。（広告業者などを排除）

10. 元コンテンツの著者と意見をつけた者の二人が相互に意見交換をしている場合は重
みを増す。（議論が深まっている）
11. 元コンテンツにトラックバックをした著者 A の意見に多くのトラックバックがついている
場合は、著者 A の意見を重視する。（議論の中心にいる）
12. 最後に、ある調査[6] によれば、ブログでは 7 割が良いことを述べる傾向が見られる。そ
こで、反対にネガティブな意見があれば、著者の強い意志を考慮して評価をバイアス
する。
2 つ目は、先の日本語オントロジの is-a 階層を参照して、属性値の表現に強弱を適用
し、単にポジティブ表現を一点と数えるのではなく、程度を付けている。むろん、同じ
属性値でも属性によって反転する表現は考慮される。例えば、バッテリーの寿命がはや
いと、CPU の計算速度がはやいのとでは、意味が反転される。また、part-of 関係を参
照することで、直接的にポジティブまたはネガティブではない表現が用いられている場
合でも、p/n 判定に使うことができる。なお、instance-of の関係を参照することで、同
一概念の複数表現は吸収される。
本システムでは、特定の商品に関するブログを最大 100 件収集し、上記の p/n 判定を
行う。これにより、単に文書集合の p/n を正確に判定するだけでなく、ユーザが Web
をブラウズしながら得る印象値により近い p/n 判定結果を得ることができると考えてい
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る。
オントロジの簡単な例を図 3.4.4 に示す。

図 3.4.4

日本語オントロジ（上）と商品オントロジ（下）

ブログの相関関係を図示したものを図 3.4.5 に示す。
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メタデータ RSS から得られるブログの相関関係

(2) ホットトピック抽出機能
近年、商品に関するニュースリリースをいち早く取り上げたり、購買時の比較検討、
使用経験などをユーザ独自の視点でブログに公開するユーザが急増している。一方、ユ
ーザは商品購入の際に、他人のブログに書かれたその商品に関する情報を収集し、比較
検討を行って購買を決定していることが少なくない。さらに、その比較検討した経をユ
ーザがブログで公開することにより、口コミ情報が増えてきている。
ホットトピック抽出機能とは、ユーザが関心のある商品名を入力して、その商品につ
いて話題になっている、すなわちホットトピックな類似商品を発見するものである。し
かし、ブログに書かれる情報は千差万別であり、文法に従った完全な文章では書かれて
いないため、素朴にブログエントリを収集してホットトピックな語彙を統計処理や頻度
学習を行うだけでは、有効な商品情報の提示は期待できない。
そこで、多くのブログサイトが備えている、トラックバックリンクと呼ばれる、ブロ
グエントリに対してリンクを張ったことを、リンク参照先へ通知する機能に注目した。
トラックバックを張ることにより、ユーザはリンク参照先のエントリの内容に対して、
リンク参照元のエントリで自分の意見を述べている場合が多い。このようなブログエン
トリ間の関係はブログスレッドと呼ばれ、特定の話題について議論されることが多い。
つまり、トラックバックが張られていないエントリよりも、トラックバックが張られて
いるエントリのほうが、ブログユーザの関心度が高いと考えられる。したがって、ブロ
グでホットトピックな商品情報を発見するには、トラックバックによるブログエントリ
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間の関係を考慮したアプローチが有効と考えられる。
ホットトピック抽出機能は、ブログクローリング機能とホットトピック分析機能から
構成される。ブログクローリング機能は、インターネット上のブログ検索エンジンに対
して商品名を入力し、その商品に関するブログを獲得するものである。商品名は、ユビ
de コミミハサンダーが持つ商品オントロジ上にエントリされている商品インスタンス
を利用する。
ホットトピック分析機能は、トラックバックリンクによるブログ構造を分析して、各
商品インスタンスのホットトピック度を計算する。ホットトピック度の計算では、ブロ
グの以下の特徴に重みをおく。
1)

1 つの商品について、1 人のブログユーザが何度もエントリで話題にしている場
合。何度も話題にするということは、その商品について強い関心を持っている
ことを意味すると考え、1 度しか話題にしない場合と比較して、その商品のホ
ットトピック度は高いと判断する。

2)

ある商品に関して述べているエントリに、多数のトラックバックリンクやコメ
ントが付与されている場合、そのエントリは話題性が高いと考え、その商品の
ホットトピック度は高いと判断する。

3)

日頃からトラックバックリンクやコメントを多く受けるブログユーザは、ブロ
グの世界でオピニオンリーダー的な立場にある人であると考え、そのブログユ
ーザが述べる商品情報のホットトピック度は高いと判断する。

4)

ブログスレッドが構成されている場合、そのスレッドの先頭エントリで取り上
げられている商品情報は重要だと考え、その商品のホットトピック度は高いと
判断する。

5)

ブログスレッドが構成されていて、そのスレッドの先頭エントリで取り上げら
れている商品とは異なる商品が、そのブログスレッド中の他のエントリで話題
になっている場合、商品比較について議論されていると考え、両商品のホット
トピック度は高いと判断する。特に、スレッドの上位で話題になっている場合
は高いと考えられる。

現在、上で述べたブログの 5 つの特徴に着目したホットトピック度計算アルゴリズム
を実装している。当然、5 つの特徴に対する重み付けのチューニングの良し悪しが、ホ
ットトピック抽出の精度を大きく左右するが、ユビ de コミミハサンダーの実証実験を
経て精度に関する評価を行う予定である。
(3) ソート＆フィルタリング機能
集めたブログ記事の中から、3.4.2 (1)で述べたブログの相関関係を用いて読み応えが
あると判断された記事 10 件をユーザの端末に表示する。例えば、多くのトラックバッ
クを得ているユーザの意見や、明らかなポジティブ意見や強いネガティブ意見で一定の
分量があるものなどが挙げられる。反対に、単なる商品の宣伝記事などは除去している。
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3.4.3

関連研究

株式会社東芝の別プロジェクト、ユビキタスサービスファインダー[7] では、IC タグ
と家庭内機器の DLNA 準拠、ネット上の Web サービスが普及した世界において、ユー
ザの手元でネットサービスや家庭・オフィス機器を動的に連携させるモデルを提案して
いる。一方、本システムでは、IC タグの代わりにバーコード、サービスの代わりにブロ
グが普及している現在において、携帯をモノにかざすとバーコード情報から blog を検索
し、口コミ情報を収集するシステムとなっており、ユビキタス環境におけるセマンティ
クス活用事例としてより直近にメリット感じられるものとなっている。
同様の形態を取るサービスとしては、Amazon スキャンサーチ[8] などが挙げられる。
これは、携帯のカメラでバーコードをスキャンすると Amazon で該当する商品が売られ
ていれば、そのページに飛ぶというシステムである。
また、Microsoft では AURA (Advanced User Resource Annotation System)[9] と呼ば
れるシステムの実験を行っている。これは、PDA にバーコードリーダを付けて、商品の
バーコードを読み取って商品情報を取得して Google や eBay で検索したり、ユーザが自
由にアノテーションをすることのできるサイトを持つものである。
他にも、カイコミュ！と呼ばれる口コミ情報で商品を探せる掲示板サイトや[10] 、ブ
ログと連動した位置情報サービス[11] なども提案されている。
3.4.4

今後の予定

現在、本システムの評価版の開発を完了し、2005 年 2 月より家電量販店、大型書店、
ドラッグストアにて実証実験を予定している。実験では、被験者にユビ de コミミハサ
ンダーをインストールした携帯電話を使って、実際に店舗にて気になる商品を手にとっ
てバーコードをスキャンしてもらい、表示された口コミ情報が商品の購入にあたって役
に立ったかどうかや、情報が表示されるまでの待ち時間を評価する。その結果を基に、
今後は精度面から適合率と再現率の向上、性能面からは複数同時アクセス時のレスポン
ス向上などを図っていきたい。
また、ブログの普及と同時に IC タグなどによるモノへのメタデータ付与や HDD レ
コーダ、iPod らの普及によるデジタルデータへのメタデータ付けは加速している。更に、
Web サービスは地味だが着実に普及しており、家庭内での｛デジタル｜白物｝家電連携
は今後の大きなトレンドと言われている。こうした状況の中で、セマンティクスを利用
した付加価値の高いユビキタスソリューションの提供を目指していきたい。
参考文献
[1] 総務省、ブログ・SNS の現状分析及び将来予測
[2] Web 文書集合からの意見情報抽出と着眼点に基づく要約生成立石健二, 福島俊
一, 小林のぞみ, 高橋哲朗, 藤田篤，乾健太郎, 松本裕治
[3] NTM-Agent:Text Mining Agent for Net Auction, Yukitaka Kusumura,
Yoshinori Hijikata, Shogo Nishida, IEICE Transactions of Information and
Systems, Vol.E87-D, No.6, pp.1386-1396, 2004.
[4] RSS - サイト情報の要約と公開，http://www.kanzaki.com/docs/sw/rss.html
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[5] ブログ空間の主要トピック抽出斉藤和己, 木村昌弘, 風間一洋, 佐藤進也人工知
能学会研究会資料 SIG-KBS-A501-02, pp. 5-10, 2005.
[6] Web 広告研究会、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0511/28/news070.html
[7] USF、Ubiquitous Service Finder - Discovery of Services semantically derived
from metadata in Ubiquitous Computing, T. Kawamura, K. Ueno, S. Nagano,
T. Hasegawa, A. Ohsuga, Proceedings of 4th International Semantic Web
Conference (ISWC 2005), 2005.
[8] http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/feature/-/546374/249-9948758-54163
67
[9] Scanning Objects in the Wild: Assessing an Object Triggered Information
System, A.J. Bernheim Brush, Tammara Combs Turner, Marc A. Smith,
Neeti Gupta, Proceedings of 7th International Conference on Ubiquitous
Computing (UbiComp 2005), 2005.
[10] カイモノ、http://contents.shopping.yahoo.co.jp/info/kaicom/
[11] ゼンリン、http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2005/10/20/9553.html
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3.5
3.5.1

情報セキュリティ管理におけるセマンティック Web 技術の活用
はじめに

2005 年に入り、個人情報保護法が施行され、企業では情報セキュリティマネジメント
システム（ISMS）構築への取り組みが本格化するなど、安全な情報管理に向けた努力
が続いている。しかし、未だ個人情報などの情報漏えい事故は後を絶たない。
ISMS では、情報を PDCA（Plan/計画, Do/実施, Check/監査, Action/改善）という４
ステップのサイクルで管理することを推奨している。このうち、セキュリティ対策の実
施（Do）については数多くのツールや機器が揃っており、その運用状況を監査（Check）
するツールも市場に出始めている。しかし、情報セキュリティに関するリスク分析と対
策方針策定を行なう計画（Plan）に有効なツールはまだ無いのが現状である。
上記のリスク分析では、まず会社などの組織が保有する情報資産を洗い出し、分類し
て種類別に価値を見積もる必要がある。これは、社内にある文書やデータを全て探し出
して価値の高さでランク付けするという大変な作業である。その後、情報資産に対して
リスク評価を行なうが、これも各情報がどんな種類の資産であり、どこにどのような状
態で保管されているかも考慮すべきであるため、情報の柔軟な表現手段や評価手法が求
められる。そこで我々は、情報資産のうち電子化された機密文書の洗い出しと分類を自
動化し、その結果を柔軟に活用できるメタ情報として出力するシステムの研究開発を行
なっている。
3.5.2

機密文書探索・分類システム

日本電気株式会社は、ISMS の構築におけるリスク分析を支援するためのツールとし
て、機密文書の探索・分類システム（以下、本システム）を試作した[1] 。本システムは、
URL などのリストで指定した範囲の文書ファイルを参照し、自動的に個人情報または機
密ラベルを含むファイルを検出する。ここで機密ラベルとは、「取扱注意」や「社外秘」
など、配布制限のある文書の先頭やページの下端に記載される但し書きのことを指す。
検出した機密文書は、さらに個人情報や機密ラベルの種類に応じて分類し、機密性のレ
ベルで順序付けをした結果を表示する（図 3.5.1）。

図 3.5.1

機密文書探索・分類結果の例

本システムの構成は図 3.5.2 のようになっている。機密ラベルが文面上のどこにある
かを判別するため、文書のレイアウト構造から領域分割を行なっている。また、リスク
分析自体に関する機能は別のシステムとして動作し、本システムはリスク分析で用いる
機密文書のメタ情報をデータベースに登録する。

－ 75 －

検索範囲
検索範囲
指定ＵＩ
指定ＵＩ
文書ﾌｧｲﾙ
文書ﾌｧｲﾙ
収集
収集

ﾊﾟﾀﾝ/特徴
ﾊﾟﾀﾝ/特徴 ｶﾃｺﾞﾘ定義
ｶﾃｺﾞﾘ定義
辞書
定義辞書
定義辞書
辞書
領域
領域
分割
分割

テキスト
テキスト
解析
解析

カテゴリ
カテゴリ
分類
分類

レベル別
レベル別
ソート
ソート
メタ情報
メタ情報
DB
DB

図 3.5.2
3.5.3

結果
結果
表示
表示
リスク
リスク
分析
分析

機密文書探索・分類システムの構成

機密情報のオントロジによる定義

(1) 機密情報の定義
機密文書を洗い出すためには、その文書に含まれる機密情報、ここでは個人情報と機
密ラベルがどのような情報であるかを定義する必要がある。従来技術として、個人情報
が含まれた文書と類似性の高い文書を探したり、単に人名や住所などが数多く含まれて
いる文書を探すという手法はあるが、いずれも典型的な名簿ファイル以外にはあまり正
確な結果が得られず、機密文書の分類にも適していない。そこで、本システムでは機密
情報の要素構成を定義し、必要な要素同士および不要な要素との近接性を指標として機
密情報の抽出と分類を行なっている[1]。
ISMS では情報資産の明確な定義が求められているが、同様に、情報資産（機密文書）
を自動的に洗い出すシステムは、それがどのような情報を見つけられるのかを明確にす
べきである。このことは、逆にシステムで自動的に見つけられないものを明確にし、同
システムの導入効果や補完的な別の洗い出し手段を検討する際の判断材料を与える上で
重要となる。
(2) 情報抽出のための辞書
本システムでは、機密文書を検出するために次のような 3 種類の辞書を用いている。
1.

単語抽出用の文字列パタン定義辞書

2.

個人情報などを定義した特徴定義辞書

3.

機密文書を分類するためのカテゴリ定義辞書

実装上の辞書ファイルは更に数種類に分かれているが、概念的には上記の３種類に大
別できる。
ある特定の特徴を持った文書を識別し分類するには、上記の辞書のような複数種類の
知識が必要になることは明らかであろう。まず、文書中からある特徴の要素（辞書 1）
となる単語や記号を見つけ、それらが見つけ出したい情報であるかどうかを特徴の定義
（辞書 2）と照合して判断し、定義に合致した情報を含む文書を一定の基準（辞書 3）
で分類する。これらの各ステップに応じた知識が必要となるため、自動処理を行なうシ
ステムにも同様の各種知識を記述した辞書を備えなければならない。
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(3) オントロジによる定義の有効性
システムで用いる辞書が複数になることは、その辞書を記述するシステム利用者にと
って負担となる可能性がある。多くの場合、上記の各辞書は相互に依存関係があり、具
体的には一部に同じ用語を用いて記述される。そのような辞書が複数あると、定義すべ
き知識の全体像が把握しにくく、また記述ミスによって辞書間の用語の互換性が損なわ
れる可能性もある。
一般に、辞書というと定義する対象とその要素や説明の 2 階層で構成されるが、オン
トロジはより多くの階層構造や網構造によって、一般的な辞書よりも詳細で多様な知識
を表現できる。上記のような 3 種類の辞書も、1 つのオントロジとして記述することが
できる。
機密ラベル
機密ラベル
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関係者外秘
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業務連絡先
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図 3.5.3

取扱注意
取扱注意
Confidential
Confidential

機密文書検出・分類のためのオントロジ記述例

図 3.5.3 に示したオントロジ（要素間の属性は省略）では、2～3 階層めがカテゴリ定
義辞書、3～4 階層めが特徴定義辞書、4～5 階層めが文字列パタン定義辞書にそれぞれ
相当する。このように 1 つのオントロジで表現することで、利用する知識の全体が容易
に把握でき、また要素の追加や変更もまとめて行なえる。抽出や評価の対象を明確に定
義する必要があるシステムでは、オントロジによる定義が有効と考えられる。
3.5.4

機密文書メタ情報の活用

本システムで検出し分類した機密文書に対して、抽出した個人情報などの要素や分類
結果のカテゴリをメタ情報として書き出し、データベース（DB）に保存する。メタ情報
は RDF グラフで表現している（図 3.5.4）。
新商品発表会のご案内

二本電器
氏名

所属
タイトル

個人情報

abc.doc

業務連絡先

機密ラベル

社外秘

鈴木太郎
電話番号

取扱注意

03-1234-XXXX
取扱注意

アドレス

http://foo.nec.com/doc/

図 3.5.4

機密文書メタ情報の例

RDF の形式で DB 化することにより、一般的な表形式の DB スキーマに比べて新たな
要素の追加や構造的変更が容易であり、同 DB を利用するシステム側の変更にも柔軟に
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対応できる。
生成したメタ情報は、別途開発中の情報漏洩脅威分析システム（以下、脅威分析シス
テム）で利用される[2][3] 。脅威分析システムは、社内のネットワークを通じて社外や他
のドメインから機密文書が不正にアクセス可能かどうかを確認できる。上記のメタ情報
によって、社内のどこにどのような機密文書があるのかが分かるため、機密性の高い文
書が保存された領域が外部から容易にアクセスできる状態にあれば、リスクの高い問題
箇所としてそのアクセス経路と共に指摘する。さらに、対策を施すべきポイントを優先
度順に示すことで ISMS の計画の過程を効率化できる。
3.5.5

おわりに

ISMS の構築・運用者にとって負担の大きいリスク分析を支援するシステムを紹介し、
その実現にオントロジとメタ情報を活用することの利点を述べた。セマンティック Web
に関する議論では常にメタ情報やオントロジの作成が課題とされるが、本稿で述べたよ
うに、小規模なオントロジやスキーマ、自動生成可能なメタ情報を活かせる応用領域が
あるはずである。まずはそのような領域を探すことが大切であろう。
参考文献
[1] 細見 他, 文書解析と設定検証に基づく情報漏洩脅威分析方式 (2)文書内容と構
造解析を用いた機密情報分類, 67th 情処全大, 3E-7, 2005.
[2] 小川 他, 文書解析と設定検証に基づく情報漏洩脅威分析方式 (1)コンセプトと
システムの概要, 67th 情処全大, 3E-6, 2005.
[3] 榊 他, 文書解析と設定検証に基づく情報漏洩脅威分析方式 (3)設定検証を用い
た不正アクセス経路発見, 67th 情処全大, 3E-8, 2005.
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3.6

グラフを辿って関係発掘

3.6.1

CSM (Context Structure Matching)

CSM の概要と狙い

ヘテロな構造を持つ膨大なデータを、RDF のグラフ構造を持つ知識表現に変換して解
析することで、知識表現における特徴的な類似性や比較点をグラフパターンマッチング
によって抽出する CSM (Context Structure Matching)技術を説明する。CSM は NTT
情報流通プラットフォーム研究所で研究開発が進められている。CSM の狙いは図 3.6.1
に示すように、セマンティック Web やオントロジの技術を活用して、膨大な情報の中か
ら抽出されたデータの再構成による新たな知識をユーザへ提示することである。

メール

従業員情報
研究テーマ
リスト

学会発表
情報

膨大なデータ

コンテキスト
（ユーザのプ
ロファイル、
活動履歴、
時間など）

CSM
エンジン

聞かれてないことまで！
Q：「セマンティックWebに詳しそうな人
知ってる？」
A：「山田さん。
彼って、あなたのところの、

答え
答え

KnowWho
どんな人？

田中さんと同じで、学会活動が活発
なんだよね。 そうそう、そういえば、
この前の○×研究会でも・・・」

ニュース

企業情報
オントロジ

ニュースや解説も勝手に生成！

KnowHow
最適な方法は？

弊社の○×プロジェクトの状況は、○○年の
Ｂ社の××と酷似しており、Ｂ社で効果的
だったこの手法が使えるのでは？

図 3.6.1
3.6.2

CSM の狙い

CSM の背景

近年、Blog の普及に伴う RSS や FOAF などの RDF データが Internet 上に流通す
るようになった。また、Adobe の XMP のようにメタデータを付与する機能を備えたア
プリケーションが広がりつつあり、Internet 上に多様なメタデータが流通しつつある。
リソースのメタデータを表現するためのフレームワークである RDF は、グラフ構造の
データモデルを持ち、グラフのノードに対応する各リソースは一意に示される URI で
表現する。このため、同一リソースに関して異なるメタデータが記述された RDF 同士
をマージし、1 つのグラフデータとして統一的に扱うことが可能となる。RSS や FOAF
に代表される各メタデータは、特定ニーズに基づいたリソース管理を目的としたボキャ
ブラリである。例えば、RSS はニュースや記事の配信情報、FOAF は人間関係、XMP
はドキュメント管理などである。これらの異なるデータをマージすることで、様々な関
係情報が 1 つの RDF データモデルとして扱うことが可能となる。さらに、リレーショ
ナルデータベースに格納された既存のデータも一度 RDF に変換すれば、RSS や FOAF
のデータへのアクセスと同じインタフェースで統合して扱うことが可能になる。
3.6.3

RDF データの検索における問題点

2.1 に述べたように RDF データ用の汎用クエリ言語の標準化が進められており、既
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にこれを実装したツールが登場している。RDF グラフデータを対象とした検索を行う
ためには、クエリに用いるグラフパターンを作成する必要がある。しかし、予めデータ
構造を知らなければクエリグラフパターンを作成することはできない。前述のように複
数の出所の異なる RDF データがマージされてできた RDF のグラフ構造は動的に変化す
るため全体を把握することは難しい。またデータ構造が把握できたとしても、クエリと
して用いる適切なグラフパターンの選択はエンドユーザには困難である。
3.6.4

クエリグラフパターンの自動生成

この問題に対して CSM (Context Structure Matching)ではクエリグラフパターンの
自動生成技術を提供している。RDF のデータモデルに従ってマージされたヘテロな構造
を持つ膨大なデータに対して、そのグラフ構造を解析し、ユーザのプロファイルや過去
の検索履歴といったコンテキストを加味したクエリグラフパターンを自動生成すること
を可能とする。
CSM 技術を情報検索に応用した際の動作概要を図 3.6.2 に示す。異なるデータベース
に格納されたデータが RDF に変換されて結合し、グラフ構造を構成している様子が図
の下方に示されている。CSM を利用した検索では、ユーザが「セマンティック Web」
というキーワードと「人」に関する情報を入手したいといった簡単な指示を入力するだ
けで、RDF データのグラフ構造を解析してクエリグラフパターンを自動生成し、このパ
ターンにマッチする結果を提示する。これによりユーザは検索結果の人名だけでなく、
類似の人やその人との比較点などを参照できる。
User

A「答え」:
A「答え」:

Q:「セマンティックWeb
Q:「セマンティックWebと関係の深い
と関係の深い人
人は？」
は？」

類似・比較情報の提示

NTT北日本の山田太郎です。
NTT北日本の山田太郎です。
彼は論文発表が盛んという点であなたと同じ組織の
彼は論文発表が盛んという点であなたと同じ組織の
NTT
NTT 南日本の田中次郎のような人です。
南日本の田中次郎のような人です。

コンテキスト
NTT南日本

検索者

結果グラフ

山田太郎

NTT北日本

田中次郎

NTT南日本

セマンティックweb

グラフパターンを自動生成し、それをクエリとして検索
?x

セマンティックWeb

キーワード

?y

?who

？組織

著者

グラフ化した対象
データを解析
「技術に関係が深い人で
あれば当該技術をキー
ワードとする論文を2つ
以上書いているのは当
たり前」という特徴的な

・・・

グラフパターン
マッチング

・・・

NTT北日本

・・・

パターンを割り出す

セマンティックweb

山田太郎
田中次郎

・・・

NTT南日本
・・・

従業員情報

研究テーマ
リスト

学会発表
情報

Application Server

図 3.6.2

CSM の動作概要
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所内資料
情報

スキーマの異な
る膨大なデータ
をマージ

3.6.5

CSM 技術の特徴

以下ではもう少し詳しく CSM 技術の特徴を説明する。
まず、CSM ではグラフ化してマージしたデータを扱うことで、元のデータソースに
おけるスキーマの違いを吸収しているが、このことによってグラフの頻出構造の解析な
どから、知識表現における特徴的な類似性を抽出するためのクエリグラフパターンを自
動生成することができている。図 3.6.3 に類似構造を抽出してそれをユーザ提示に活用
するイメージを示す。グラフの類似構造を抽出すると、例えば「技術に関係が深い人で
あれば当該技術をキーワードとする論文を 2 つ以上書いているのは当たり前」という特
徴的なパターンが割り出せる。そしてこのパターンをクエリグラフパターンとして用い
る。これにより前述のユーザによる「セマンティック Web」というキーワードの入力時
に、セマンティック Web が技術に関する用語であることを判別できれば、上記のクエリ
グラフパターンを用いて、セマンティック Web をキーワードとする論文を 2 つ以上書
いている「人」を検索することができる。

検索
キーワード

状況に合致した
類似構造の抽出

• 関連する類似性の発見
– 例： 成功している人はこんな
ことをしている

状況

・・・ 学会

・・・

NTT北日本
・・・

コンテキスト

山田
田中

・・・

NTT南日本

• 類似点・相違点の発見
– 例： 似たようなものにおいて、
ここは必ず共通しているが、
ここは人それぞれ

・・・

図 3.6.3

グラフの頻出構造解析による類似性抽出

次に CSM ではクエリグラフパターンの自動生成においてユーザのコンテキストを利
用するという特徴を持つ。図 3.6.4 にコンテキストをクエリグラフパターンの自動生成
に利用するイメージを示す。ユーザコンテキストとは主にユーザのプロファイルや過去
のユーザの検索結果などを指すが、
これらも RDF データとして管理することができる。
このコンテキストを検索時のクエリに加味することで、グラフパターンマッチングの際
に、探索範囲の絞り込みや、ユーザの興味に基づいたクエリパターンの自動拡張が可能
になる。

－ 81 －

Aさん用のクエリグラフパターンの生成

検索者Aさんのコンテキスト
RDF

NTT南日本

Aさん

RDF

所属

キーワード

キーワード

？

？

NTT南日本に所属
しているというユー
ザプロファイル情報

過去にRDF
に関して検索

図 3.6.4

コンテキストを
クエリの自動
生成に利用

？

所属

NTT南日本

コンテキストを利用したクエリグラフパターンの自動生成

さらに CSM では自動生成されたクエリグラフパターンと検索の対象となる RDF デー
タとのグラフパターンマッチングの際に、オントロジを用いることできる。図 3.6.5 に
示すように対象データのグラフ構造に対してオントロジを適用することによって柔軟に
構造を変化させてクエリグラフパターンとマッチングできるようにしたり、抽出された
グラフの類似性などを発見できたりするようにしている。

http://www.nt...docA.html
キーワード

org:所属

著者

http://net.in...docB.html

セマンティックWeb
キーワード http://www.net...docC.html
http://aaa...docD.html

山田太郎

person:所属

著者

NTTグループ
田中次郎

3.6.6

R&Dセンター

NTT南日本

org:所属

org:所属

著者

適用
オントロジの適
用によって生成
されたグラフ

・ org:所属は推移プロパティ
・ person:所属とorg:所属は
同等プロパティ

図 3.6.5

NTT北日本 org:所属

person:所属

著者

オントロジ

研究開発部

山田さんと田中さんが
NTTグループに所属す
るユーザを探すクエリに
もマッチし、類似点を発
見できる

オントロジを利用したグラフ構造の柔軟なマッチング

CSM 検索結果

CSM で検索を行うと、前述の「セマンティック Web」と関係の深い「人」を探した
ときに、クエリグラフパターンにマッチする対象データがあれば、検索結果を得ること
ができる。検索結果例を図 3.6.6 に示す。この際にクエリにマッチしたグラフパターン
をあわせて見せることは、なぜその「人」を検索の結果としたのかという理由やデータ
ソースの背景(由来)を示すことになる。さらに「セマンティック Web」以外のキーワー
ドでパターンが一致するものを表示することで、セマンティック Web と関係が深いが、
それぞれの人はこのような点で異なるといった結果を表示できる。
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検索キーワード：セマンティックWeb
【答え】
「セマンティックWeb」と関
係の深い人は以下です

【理由や背景】
ドキュメント

ドキュメントの著者

山田太郎

山田太郎

田中次郎

田中次郎

http://www.nt...docA.html
http://net.in...docB.html
http://www.net...docC.html
http://aaa...docD.html

図 3.6.6

ドキュメントのキーワード

著者の所属

○セマンティックWeb
△RDF

○NTTグループ
△NTT北日本

○セマンティックWeb

○NTTグループ
△NTT南日本

△ソーシャルネットワーク

類似点: 2人ともセマンティック
Webをキーワードとするドキュ
Web
メントを２つ以上書いた

類似点: 2人ともNTT
NTTグループ、
田中次郎は検索者と同じ組
織に属している

比較点: セマンティックWeb 以
外のキーワードは異なる

比較点: 山田太郎は検索者と
は異なる組織に属している

CSM 検索結果の例

図 3.6.7 は検索結果から拡張検索を行うイメージである。例えば、図 3.6.6 の検索結果
で得られた「山田太郎」に連絡をとりたいが、面識がないためその人物を知っている人
で、かつ検索者自身が連絡を取りやすい人を探す例を示している。
「山田太郎」と関係の
深い「人」という条件で検索を行うと、グラフの解析から複雑かつ特徴的な人間関係を
探索するクエリグラフパターンが自動生成される。さらに検索者のコンテキストを加味
することで、
「山田太郎」と関係が深い人でかつ、検索者に近い人を理由といっしょに提
示することができている。

ドキュメントの著者

山田太郎

…

著者の所属

…

○NTTグループ
△NTT北日本

Aさん
検索結果の山田さんは検索者Aさんと別の所属だった…
グラフの解析から、
複雑かつ特徴的
な人間関係を探索
するクエリパター
ンの自動生成

山田さんについて教えてくれそうな人が身近にいるだろうか？
Aさん

コンテキストによる絞込み（検索者との近さも加味）

山田さんと他の人との関係を探索
person

直接関係

person

論文

直接面識のある、共著
など非常に近い関係

3種類
の関係 参照関係
が含ま 参照している側は相手
れた例 を認知

山田太郎

著者

?who

著者
論文

論文

引用

?who

山田太郎
拡張検索

著者

著者
論文

投稿先学会

A部門

論文

○年入社

YY研究会

仲介関係

ノードに仲介された関
係、所属が同じなど

セマンティックWebと関係が深い人

山田太郎と関係が深い人

【結果と理由】
山田太郎

図 3.6.7

あなた（検索者）との近さ

中村三郎

• 山田さんと同じ所属
• 山田さんの共著者
• 山田さんと同じXX研究会

• 同期

鈴木四郎

• 山田さんの論文を参照
• 山田さんと同じXX研究会

• 同じ所属
• 同じYY研究会

CSM の拡張検索結果の例
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3.6.7

CSM の今後

現在、オフィスのさまざまなデータに適用し、異なる種類のデータベースを横断して
「類似する人」や「比較対象となる技術」を検索する実験が実施されており、それらの
結果も踏まえて、大規模な RDF データからユーザにとってさらに有用な知識を抽出で
きるようにクエリグラフパターン生成のアルゴリズムの検討が進められる予定である。
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3.7

グループ適応化を支援する観光案内プロジェクト

従来のガイドシステムは個人の行動支援を仮定しており、複数の人間が共に行動する
ことを十分に想定していない。従って、行動を共にする各構成員の嗜好や興味を複合的
に考慮した案内を提供することができなかった。本プロジェクト（富士通研究所と情報
通信研究機構との 2004 年からの共同研究）の目標は、セマンティック技術を用いて記
述されたメタデータを利用して、特定のユーザだけでなく、複数のユーザの嗜好やユー
ザ間の関係性をオントロジで記述し、新たにグループの特性を抽出することで各グルー
プの特性に応じて観光情報に関するメタデータを効果的に提供できる、観光案内システ
ムを開発することである。
3.7.1

関連研究

近年、個人の嗜好や興味に基づいた個人適応化技術の研究開発は益々盛んになってき
ており、それらを基盤とした情報推薦技術の一つである観光案内システムの開発[1][2] も
活発化してきている。 Dickson ら[3] は、マルチエージェントを用いてユビキタス環境
における観光案内システムを提案している。セマンティック Web 技術を用いて飛行機や
ホテルの手配をも可能にする、総合的なサービスについても検討が行われている[2] 。さ
らに、評判情報である blog を用いて名所の新鮮な情報を獲得することで観光案内へ応用
も可能とする技術開発も行われている[4] 。しかしながら、これらの案内システムでは個
人の行動支援を仮定しており、複数の人間が共に行動することを十分に想定していない。
3.7.2

基本概念

本システムでは複数のユーザの嗜好やユーザ間の関係性を考慮して、新たにグループ
の特性を抽出することで各グループの特性に応じた観光プランを提供できる。本観光案
内システムは、以下の 3 つの特徴を持つ。
・ グループのメンバ全員の満足度を考慮した案内
・ 間接的なキーワードからの検索も可能であること
・ 任意のメンバの視点や全員の嗜好の偏りを重視した動的なプラン設計
提案システムでは、以上の 3 つの特徴を実現するため、インスタンス（観光名所）の
分類、ユーザプロファイルの作成、複数のプロファイルによるランキングを行う。具体
的には、まず、抽象的なキーワードとなる属性とクラスを決定し、各クラスの積となる
クラス積を作成する。例えば、属性が「料金」と「年代」、各々の属性のクラスが「安い、
高い」と「古い、新しい」となり、クラス積は「安い、古い」
、
「安い、新しい」、
「高い、
古い」、
「高い、新しい」となる。 これらのクラス積に、インスタンス（名所）を分類す
る。ただし、各クラス積に分類される名所数は 0～N（N は名所の総数）となる。これ
により、ユーザが具体的な名所を指定することなく、抽象化レベルとなるクラス名を指
定することで、そのユーザの嗜好を特定できる。次に、ユーザの嗜好情報となるクラス
名が記述されたユーザプロファイルを用いて、メンバ全員の満足度が高くなるようなク
ラス積を選択する。ここで、任意のユーザプロファイルの重要度をユーザが動的に設定
できるため、全員の満足度を考慮しつつ、特定のメンバ（リーダー）の嗜好を視点とし
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たクラス積の選択が可能となる。最後に選択された各クラス積から、距離情報を用いて
名所を選択する。この際、クラス積内の選択数を飽き関数を用いて設定できるため、嗜
好の偏った名所を多く案内可能であったり、逆に偏りを少なくした案内ができる。
3.7.3

メンバ全員の満足度を考慮したインスタンスの選択手法

メンバ全員の満足度を考慮した案内では、各メンバのプロファイルの嗜好情報を基に、
多数決法ではなく新たな重みを導入することで少数派の嗜好も考慮した名所の選択を可
能とする。本プロジェクトではこの重みとして、べき法則（Power-Law）を用い、メン
バ全員の満足度が最大となるクラス積を順に選択する。ここで、クラス積の満足度は各
クラスの満足度の積になる。
各クラスの満足度の算出法の基本的な考え方は、べき法則による重み付けである。べ
き法則は、ジップの法則（Zipf's law）を一般化したものである。ジップの法則は、小説
「ユリシーズ」の中に現れる単語を頻度順に並べたとき、単語の順位 k と頻度の割合を％
で表したものを f とすると、f=10/k という関係が成り立つという発見からきている。す
なわち、1 番目の単語は小説の中に 10％, 2 番目は 5％, 3 番目は 3.3％、…、と現れるこ
とを意味している。順位が上なほど差がはっきりしているが、順位が下になるほどどん
ぐりの背比べになる。べき法則では、1/kw となり、ジップの法則は w=1 とした場合に
当たる。この法則をユーザが順位付けしたクラスの重みとして用いることで、ユーザの
嗜好に柔軟に適応することが可能と考えられる。例えば、好みの年代などを挙げる場合、
1 番目、2 番目くらいまでははっきりしているが、それ以降は次第に区別が曖昧になり、
どんぐりの背比べになるということが多いように思われる。以上より、ユーザ P がクラ
ス Ci に順位 k を付けた場合の、Ci が選ばれることによる満足度は、Ci=1/kw となる。
クラス積の満足度は、各クラスの満足度の積となる。
3.7.4

任意のメンバの視点や全員の嗜好の偏りを重視した動的なプラン設計

本システムでは、グループのメンバのうち、任意のメンバの要望を高めた案内プラン
の提供を目指す。そのために、本方式では、特定のユーザに対してのみ高い重みを適応
する。具体的には、特定のユーザの全てのクラスの満足度に重要度 WL>1 をかける。そ
の結果、特定ユーザのクラスの満足度のみ、1/kw より高い値となる。
3.7.5

実証実験

実験では、京都の名所の情報は Web ページより収集し、名所ごとに、
「名所名、別名、
住所、イベントの時期、ゆかりの人物、概要」といった名所データを作成した。作成し
た、名所データは 230 箇所であった。 名所間の 2 地点間の距離は、住所から緯度経度
を検索し、緯度経度情報を基に直線距離を算出して用いた。また、属性数は 5 個で各々
のクラス数は 7、2、4、12、3 個とし、クラス積は 7×2×4×12×3＝2016 個となった。
べき法則の各クラスの重み w は 1 とし、ユーザは各属性のクラスに対して上位 3 つまで
を順位付け可能とした。つまり、k=1,…3 とし、ユーザに順位をつけられないクラスに
関しては、全て k=5 とし重みは 0.2 とした。 また、リーダの重みは WL=2 とした。
図 3.7.1 に、ユーザプロファイルを作成するためにシステムがユーザへ提示する入力
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インタフェースを示す。ユーザは、ID 入力後に、各属性ごとに興味や嗜好に合わせて上
位 3 つのクラスをランキングする。これにより、ユーザの ID ならびにクラス名とその
順位がユーザプロファイルとして生成できた。本システムにより、ランキングが 1 分程
度でできるため、名所の 230 箇所から直接ランキングする場合と比較すると、本手法は
効率的にユーザの嗜好情報を獲得できるため、有効であったと言える。 また、生成され
たユーザプロファイルを基に、ID 毎にクラスの満足度とクラス積の満足度が算出されて
いることが確認できた。
本実験では、3 つのグループを仮定してユーザプロファイルを作成し、動的な観光案
内の動作を確認した。仮定したグループは家族 4 人、会社の上司と部下の 3 人、カップ
ルの 2 人とした。9 人のユーザプロファイルは前節の入力インタフェースを基に作成し
た。グループ毎にあわせて該当するプロファイルを 1 個づつ指定すると、各 ID のクラ
ス積の満足度が加算され、図 3.7.2 に示すような観光案内プランが提示された。図右下
の「主役は誰？」にグループを構成するメンバが確認できる。さらに、
「主役は誰？」の
メンバを選択すると、選択されたメンバの嗜好を重視した新たなプランが作成されて提
示されることが確認できた。以上より、提案方式に基づき構築された京都観光案内シス
テムにより、グループを構成するメンバの嗜好に合わせたプランニングと、特定のメン
バの視点に合わせてプランを再構築することが可能であることを示せた。

図 3.7.1：クラス順位付け入力画面
3.7.6

図 3.7.2：観光案内結果画面

まとめと今後の課題

本稿では、目的を達成するため 3 つのアプローチを提案し、その提案手法について述
べた。提案手法は、
（1）べき法則によるグループのメンバ全員の満足度を考慮した名所
の選択法、
（2）クラス積の分類による間接的なキーワードからの名所の検索法、そして、
（3）リーダの重みと飽き関数による、任意のメンバの視点と偏りとを考慮したプラン
の再構築法である。提案方式を基に、京都の 230 箇所の名所を具体例として挙げて京都
観光案内システムを構築し、複数人のユーザプロファイルを基に、グループ全員の満足
度を考慮した名所旧跡の案内プランの提示を確認した。また、任意の人物を視点とした
案内プランの再構成についても確認できた。
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今後、被験者実験によるシステムの有効性を検討する必要があると考えている。また、
今回の実験では、名所が 230 箇所に対してクラス積が 2016 個となり、多くの空のクラ
ス積が発生していることが分かった。具体的には、2016 個のうち 104 個のクラス積は 1
個から 4 個の名所を含むが、残りは空であった。今後は名所の効率的なクラス積への分
類のために、属性とクラスを再検討する必要がある。
参考文献
[1] Anthony Jameson. More than the sum of its members: challenges for group
recommender systems. In Proceedings of the working conference on
Advanced Visual Interfaces (AVI2004), pp.48-54, 2004
[2] Luke McDowell, Oren Etzioni, and Alon Halevy. The Speciation of Agent
Behavior by Ordinary People: A Case Study. In Proceedings of 3rd
International Semantic Web Conference (ISWC2004), pp.182-197, 2004
[3] Dickson K.W. Chiu and Ho Fung Leung. Towards ubiquitous tourist service
coordination and integration: a multi

agent and semantic web approach. In

Proceedings of the 7th International Conference on Electronic Commerce
(ICEC2005), pp.574-581, 2005.
[4] Takeshi Kurashima, Taro Tezuka, and Katsumi Tanaka. Blog Map of
Experiences: Extracting and Geographically Mapping Visitor Experiences
from City Blogs. In Proceedings of the 6th International Conference on Web
Information Systems Engineering (WISE2005), pp.496-503, 2005.
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3.8
3.8.1

軽量メタデータマネージメント
はじめに

セマンティック Web はそのゴールは望ましいものであり、またいまや言語や利用環境
も整えられつつある。しかし、いまだユーザの琴線に触れているとはいえない状況であ
る。それはなんでであろうか。本節では情報共有・知識共有という立場からセマンティ
ック Web を鑑み、その普及の方策について、議論を行う。
3.8.2

情報共有・知識共有の困難さ

情報共有さらには知識共有の実現は容易ではない。その最も簡単な理由は「人は自分
の情報を見せたがらない」ということに起因している。これは別にインターネットに限
った話ではない。たとえば、スーパーの掲示板あるいはコミュニティ紙になにかの募集
広告を載せるのだって、普通の人には一大決心である。それはプラバシーとか直接のデ
メリットの有無が問題というよりは、もっと一般的なメンタルな問題である。一般に,
他の人の情報は見たがるが、自分の情報は見せたがらない。だからこそ、マスコミのよ
うなメディアが普及したのであり、またインターネットでも活動的なユーザと ROM ユ
ーザの比はいつでも大きいわけである。
情報共有は当然、自分の情報を開示しないといけないわけだから、当然心理的障壁が
高いわけである。もちろん、一度その障壁を乗り越えて情報共有の輪の中にはいれば、
そこでは各参加者にはそれなりのメリットを得ることができ、参加を続けることが出来
る。しかし、入り口は依然問題である。
では、これまでの情報共有システムはこの問題点をどうやって克服しているのだろう
か。簡単な方法は強制するということである。企業などで導入されているイントラネッ
トのグループウエアは基本的に強制的に使わせることで、この問題を解決している。
3.8.3

情報共有・知識共有としてのセマンティック Web

セマンティック Web の有効性は多人数で情報あるいは知識が共有されたときに生じ
るものである。この意味では情報共有システムとしての性質を持っている。したがって、
前章で書いた問題が起っている。すなわち、参加することの心理的障壁があるわけであ
る。
一方セマンティック Web は基本的にインターネットのアプリケーションである。すな
わち、利用することはあくまで自由選択である。したがって、グループウエアのような
強制的な方法はとることはできない。
3.8.4

2 重ループのご利益（gratification）

ここではユーザの立場にたって考えてみる。システムを使うときのユーザにとっても
ご利益(gratification)はなんらかの意味あるフィードバックが返ってくるということで
あろう。当然のことながら、そうでないシステムは基本的にユーザにとって利用する動
機はないであろう。
しかし、これまでのセマンティック Web のアプリケーションは、このようなユーザの
ご利益に無頓着であった。たとえば、アノテーションはフィードバックのない奉仕作業
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のようなものであり、オントロジー構築は写経のような根をつめた作業であった。これ
では志が高いボランティア以外の広範なユーザを獲得することは難しい。
Mangrove プロジェクトでは即時のご利益(instant gratification)を重視するという、
新しいセマンティック Web アプリケーション構築を提案している。ユーザがタグをつけ
た情報を入力すれば、それが即、既存の情報と統合され、提示される。このことで、ユ
ーザは自分の努力がすぐに反映されることがわかり、このような入力を続けやすくなる
というわけである。これは先に述べた入り口問題をまさに解決しようとするものである。
しかし、実はこれだけではセマンティック Web アプリケーションはうまく働かない。
というのは情報共有・知識共有としての本来のご利益はこの即時のご利益(instant
gratification)ではないからである。
情報共有・知識共有では、情報が他人に渡されそれがなんらかの利用がなされ、そし
てそのような行為がいずれ自分のために役立つように戻ってくる。このような長いタイ
ムスパンのご利益が本来の情報共有・知識共有のご利益である。これを後からのご利益
(delayed gratification)とよぶことにする。この後からのご利益があるからこそ、情報共
有・知識共有は一度参加始めるとずっと続けるようになるわけである。
セマンティック Web アプリケーションはしたがってこの二つのご利益(instant
gratification, delayed gratification)の両方がないといけない。しかも単に両者があると
いうのではなくて、両者がスムーズに繋がっている必要がある。でないと、ユーザが即
時のご利益から後からのご利益へうまく移行できない。ユーザを巻き込む戦略が必要で
ある。

図 3.8.1

半透明戦略

このようなアプリケーションを実現するよい戦略はあるのだろうか。ここではその戦
略の一つとして「半透明戦略(translucence strategy)」というものを提案する。まずは
ユーザは自分自身のご利益を得るためにシステムを使う。しかし、そのときに、情報共
有としてのご利益(delayed gratification)がカーテン越しぐらいの近さで少し覗き見で
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きるようにしておく。もしそれがユーザに興味があるようなものなら、ほんのちょっと
だけの努力で、情報共有の輪にはいっていけるようにする（図 3.8.1 参照）。このような
仕組みを用意することで、スムーズに即時のご利益から後からのご利益へユーザを誘導
しようというものである。
3.8.5

2 重ループのご利益実現としてのセマンティック Web アプリケーション

以上のような仕組みを実現するには、複雑な仕組みはかえって障害になりかねない。
というのはユーザがご利益を見通せることが一つの鍵であるので、ユーザに予想できな
いような仕組みは適切ではない。
我々はこのために簡単なメタデータの共有によるセマンティック Web アプリケーシ
ョンを提案している。ここでは WWW、Weblog,、Wiki と我々のアプリケーションを前
章の仕組みから分析する。
(1) WWW
WWW は急速に情報共有手段として浸透した。これはなぜであろうか。
まず、WWW の普及においては、ハイパーテキストを簡単につくれる HTML が重要
であった。HTML は特殊なツールを使う必要もなく、少々の学習で、視覚的かつ構造的
なハイパーテキストをつくることができた。これはこれまでのワープロでの文書作成と
は違う新鮮な驚きがあった。リンクを使ってページにつなげていくというのは新しい経
験であり、他人の作ったページにリンクを張ることは思いもよらない行為であった。つ
まりまず自分自身がページを作ることで楽しむことができた。これはすぐさまのご利益
である。
巻き込みのための戦略としては、WWW はとってもシンプルな戦略をとっているとい
える。ここでの戦略は極めて簡単で、リンクそのものにあった。他人のページをリンク
するなら、自分のページも他人からリンクされたいと思うのは自然である。そして、そ
のステップに進むのは簡単であった。というより初期においては WWW ページは直接サ
ーバにおかれていたので、自分のために作ったページはそのまま他人が利用可能であっ
た1。こうして自分のページを公開することで、情報共有の輪にはいることができ、他人
からリンクされたり、ページを見たほかの人とメールや掲示板でコミュニケーションが
できるようになった。これが後から来るご利益である。
(2) Weblog と Semblog
Semblog プロジェクト[1] では Weblog を拡張して、ユーザ間の情報共有をより積極的
に支援しようとするものである。Semblog では Weblog における情報公開の仕組みに加
え、気に入ったエントリーの公開や友人の公開が簡単にできる。また、友人関係を使っ
て、ユーザ間の差分を表示することができる。
Weblog のおける即時のご利益は日記スタイルの Web ページを簡単に作成、公開でき

1

ユーザがこのことを理解していなかったため、自分のページが公開されていることを
後で知って驚くユーザが多くいた。
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ることにある。これは HTML でページを書くことにくらべて、実に簡単で使いやすい
ものである。Weblog における後からのご利益は Weblog を公開することによるコメント
やトラックバックなどのフィードバックである。巻き込みの戦略は WWW と同様で、他
人の Weblog をみていれば、自分も同様にリンクやコメントがほしくなるだろう。そし
て自分のページを公開することは簡単である。というよりは Weblog では公開しないペ
ージをつくるほうが難しい。この点で、Weblog は「公開しよう、共有しよう」という
WWW の精神の忠実な継承者である。Weblog をつくることは即、Weblog の情報共有の
世界に参加することになっている。
Semblog でも基本は同様であるが、よりユーザを広げ、自分で積極的に Weblog を作
らない人も、この情報共有の輪に入れる試みをしている。Weblog に記事を書き続ける
ことはそれなりに大変な作業である。そこまで踏み出せないいわゆる ROM 的ユーザは
たくさんいる。Semblog では自分が気に入った記事や自分がみている Weblog リストを
公開することができる。記事のスクラップブックを自分のためにつくるという行為がそ
のまま情報共有につながるようになっている。これが Semblog における半透明戦略であ
る。
(3) Wiki と Semantic Wiki
Wiki は Weblog と同様に簡単に Web ページを作って公開できるツールの概念である。
ただし、方向性はちがって、Wiki は共同でページをつくることにより力点がおかれてい
る。HTML が目指してたハイパーテキスト誰でも簡単にということを真剣に実現してい
る。たとえば、HTML で 2 ページ以上のページをつくるときは、どうしてもファイルの
名前や位置などを気にしないといけない。しかし、Wiki ではリンク名そのものがページ
であり、存在しないページがあればそのまま作れるようになっている。
Wiki の巻き込み戦略は、したがって同様でハイパーテキストが簡単につくることでき、
また即公開できることにある。これに加えて、リンクが存在しないページを開くとペー
ジ編集ページが開くようになっているのは、より踏み込んだ戦略といえよう。
国立情報学研究所のつくっている Semantic Wiki[2] では Wiki のリンクにラベルがつ
けられるようにしたものである。このことにより、一定規模になると得てして混乱しが
ちなリンクの整理が容易になる。Wiki を共同編集していると、どうしてもリンクが複雑
になり、ページ群全体が見通せなくなりがちである。ラベルリンクを使うことで、部分
的な一貫性をつくることができる2。
この場合の巻き込み戦略は基本的に Wiki そのものの戦略と変わらない。セマンティ
ック Web アプリケーションとしてみるとどうであろうか。メタデータもコンテンツも同
時に編集できるので、いままでのセマンティック Web アプリケーションのように、コン
テンツの編集、メタデータの編集と分けて、肩肘を張ってつくる必要がないという点で、
セマンティック Web を使う敷居を低くしている。
また、ラベルつきリンクは即時に反映されるので、即時のご利益は実現されている。
2

ただし、すべてのリンク、ページに一貫性を求めていない。必要がなければいままで
どおりの普通の Wiki ページでいいのである。これが我々の Semantic Wiki の特徴であ
り、またセマンティック Web アプリケーションとしての特徴である。
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後からくるご利益はこのラベルの共有することによるメリットである。個人レベルのラ
ベルと共有されるラベルはまったく同じ仕組みであるので、なんら公開のための作業を
することはない。これが半透明戦略である。
3.8.6

おわりに

本節では情報共有・知識共有の立場からセマンティック Web アプリケーションのあり
方を考察した。そのなかで、二つのご利益が必要なこと、またその間を繋ぐユーザを巻
き込む戦略が必要なことを述べた。さらに WWW や我々のアプリケーションをこの立場
から分析した。
とくに巻き込み戦略としては半透明戦略というものを紹介した。これはユーザに情報
共有のメリットは次第に感じてもらうようにするものである。このような仕組みの実現
には、必ずしも複雑な仕組みが必要なわけではない。むしろユーザが見通せるようなシ
ンプルな方法のほうがうまくいきやすいであろう。ここで紹介した二つの我々の取り組
みはともに軽量なメタデータを用いた共有の仕組みであり、この目的にあっているとい
える。
今後の課題としては、このような仕組みを維持した上でより高度な情報共有へどうつ
なげているかにある。本節で議論したレベルではまだ積極的に知識共有を支援している
とはいえない。知識共有の実現のためには、結果的により高度なメタデータが必要とな
る。が、それは知識共有にはこんなメタデータが必要だというのではなく、ユーザにと
ってどんなメタデータが必要とされているという点から考えていく必要がある。
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3.9

トピックマップの最新動向と適用事例

3.9.1

トピックマップ標準化動向

(1) トピックマップ関連標準
トピックマップは、ISO/IEC JTC1 SC34/WG3（以降、SC34/WG3 とよぶ）で策定さ
れた規格（ISO/IEC 13250 Topic Maps）である。以降 ISO 13250 と呼ぶ。第 1 版は、
2000 年に IS（国際標準）になっている。2003 年には、第 2 版が出版されている。現在
も、SC34 WG3 において、ISO 13250 の改定と、多数の関連規格の策定について検討が
続けられている。SC34 WG3 の Convenor は、ノルウェーの Steve Pepper である。
トピックマップ関連の規格とその状況を以下に示す。
・ ISO/IEC 13250: Topic Maps
トピックマップの中心となる規格で、現在 5 つのパートから構成されるマルチ
パート規格として策定作業が進められている。さらに現在、コンパクト構文、
グラフ記法の、新作業項目の提案がなされている。
・ ISO/IEC 18048：Topic Maps Query Language(TMQL）
トピックマップ用の問合せ言語の規格で、第一段階として問合せ機能の標準化
が進められている。次の段階で更新機能の標準化が行われる予定である。
・ ISO/IEC 19756：Topic Maps Constraint Language(TMCL)
トピックマップ用の制約言語の規格で、スキーマに基づいた制約とルールに基
づいた制約の 2 種類の制約の標準化が進められている。
さらに、PSI (Published Subject Indicator) について、多くの人々が、利用可能な多
くの PSI があることを期待している。また、PSI の登録システムも提案されている。た
だ、現段階は、Web 上に散らばって存在していて、どこに、どんな PSI があるか見つけ
にくい状態である。そのため、2005 年 11 月の ISO/IEC JTC1 SC34 のアトランタ会議
で、PSI のメタデータについての標準化についての提案を行った。PSI の登録システム
をつくる場合、そこに登録される PSI が標準化されたメタデータを持っていれば、管理
しやすく、見つけやすさも向上すると考えられる。PSI のメタデータの標準化の目的は
以下のとおりである。
・ PSI (Publeshed Subject Indicator) の公開の促進
・ PSI の“見つけやすさ” および “再利用性” の向上
・ PSI の持つ意味の明確化
PSI につけるメタデータの候補の一つとして、DCMES (Dublin Core Metadata
Element Set)が考えられる。また、PSI 分類のための Topic Maps または オントロジ
の作成が必要と思われる。PSI のメタデータの標準化について、ISO に対して New work
item 提案を行う予定である。
トピックマップ関連規格の一覧および 2006 年 1 月末時点でのステータスを表 3.9.1
に示す。
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表 3.9.1

トピックマップ関連規格とそのステータス
規格名

項番
1

ステータス

エディタ

ISO/IEC 13250: Topic Maps
Part-1: 概観及び基本概念

WD作成中

Part-2: データモデル

FDIS作成中

Part-3: XML構文 (XTM)

FDIS作成中

Part-4: Cannonical構文

FDIS作成中

Part-5: 参照モデル

FCD作成中

Compact 構文

NP

Graphical Notation

NP

2

ISO/IEC 18048: Topic Maps Query Language (TMQL)

FCD作成中

3

ISO/IEC 19756: Topic Maps Constraint Language (TMCL)

FCD作成中

Metadata for Published Subjects

NP

*
*
*
*
*

Steve Pepper
内藤 求
Lars Marius Garshol
Graham Moore
Graham Moore
Lars Marius Garshol
Lars Marius Garshol
Jaeho Lee
Patrick Durusau
Steven R. Newcomb
Gabriel Hopmans
Sam Oh
Lars Heuer
Jaeho Lee
Graham moore
Robert Barta
Lars Marius Garshol
Dmitry Bogachev
Graham Moore
Mary Nishikawa
Steve Pepper
内藤 求

NP: New Work Item Proposal
WD: Working Draft
CD: Committee Draft
FCD: Final Committee Draft
FDIS: Final Draft for International Standard

(2) RDF とトピックマップの相互運用
RDF とトピックマップの相互運用性を向上させるために、W3C の SWBPD (Semantic
Web Best Practices and Deployment Working Group) の中に、トピックマップと RDF
の相互運用のためのタスクフォースが作られた[1]。
そして、2005 年 3 月 29 日付けで、
“RDFTM: Survey of Interoperability Proposals”
の DRAFT を公開している[2] 。
その中では、これまでに提案されてきた、RDF とトピックマップのマッピング方法に
ついて 5 つの提案がなされている。
2006 年 2 月 10 日付の、"Guidelines for RDF/Topic Maps Interoperability" の Draft が
レビュー用に参照可能になっている[3]。
3.9.2

適用事例

(1) 国内
国内でも適用事例が着実に増えてきている。主な適用事例を以下に示す。
・ トピックマップを用いた LSI 設計知識の共有システム開発[4]
・ マーケット調査からのシナリオ作成支援
・ 21 世紀 COE 唐代研究ナレッジベース
・ 法学学位論文に関するトピックマップ構築
・ ソフトウェアライフサイクルプロセスを支援する知識管理環境
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・ 文化遺産知識おけるトピックマップ
・ CTM4PL (Collaborative TM for Practical Learning)
・ セマンティック・ラッパーとしての絵文字ナレッジベース XTM 構築 (IPA 未踏
ソフト[5]
(2) 海外
海外での適用事例は、以前からの事例に加えて、新しい事例も多く見られる。以下に
海外での事例の一部を示す。
・ セマンティックポータル[6]
・ U.S.A 政府機関による情報発見性の改善[7]
・ e-Learning (BrainBank Learning, TM4L プロジェクト)[8]
・ ビジネスプロセスモデリング[9]
・ IT 資産管理
・ 製造における資産管理[10]
・ 地方政府における主題中心のドキュメント管理[11]
・ EU における行政用語ポータル[12]
・ bibMap (トピックマップ関連研究の文献目録)[13]
・ New Zealand Electronic Text Centre (オンラインアーカイブ)[14]
・ National Library of Australia (シソーラス用語管理)
3.9.3

ツールの動向

(1) 有料ツール
(a) OKS (Ontopia Knowledge Suite)
OKS は、Ontopia 社が提供しているトピックマップのためのアプリケーション開発プ
ラットフォームであり、総合的かつ成熟したトピックマップのツール群で構成されてい
る。2006.2.13 日現在のバージョンは、3.0.2 である。OKS は、自動、手作業によるト
ピックマップの作成、検証、維持、格納、検索、および、エンドユーザへの配布を含め
たトピックマップ プロジェクト ライフサイクルのすべての局面に対応した相互に関連
した構成要素から構成されている。主な構成要素を以下に示す。
・ オントピア トピックマップ エンジン（Ontopia Topic Map Engine）
・ オントピア ナビゲータ フレームワーク（Ontopia Navigator Framework）
・ オムニゲータ（Omnigator）
・ ビジゲータ（Vizigator）
・ オントピア Web エディタ フレームワーク（Ontopia Web Editor Framework）
・ オントポリ（Ontopoly）
(b) TMCore05,
TMCore05 は、NewworkedPlanet 社が提供している .NET 用トピックマップツール
キットである。TMCore05 の主な構成要素を以下に示す。
・ トピックマップ エンジン
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・ In-Process API
・ Web Services API
(2) フリーツール
(a) OKS Samplers
OKS Samplers は、Ontopia 社が提供しているフリーのトピックマップツールであり、
以下の構成要素を含み、
・ オムニゲータ（Omnigator）
・ ビジゲータ（Vizigator）
・ オントポリ（Ontopoly）
（ビジゲータは、機能限定版である。）
以下のサイトからフリーでダウンロードできる。
http://www.ontopia.net/download/freedownload.html
(b) TM4L (Topic Maps 4 E-Learning)
TM4L は、Winston Salem State University が中心になって開発が進められている
e-learning 環境である。2006.2.13 日の段階で、以下のツールがフリーで利用可能であ
り、
・ TM4L Editor
・ TM4L Viewer
以下のサイトからダウンロードできる。
http://compsci.wssu.edu/iis/NSDL/download.html
3.9.4

トピックマップに基づくアプリケーションフレームワーク

株式会社ナレッジ・シナジーでは、
「トピックマップに基づくアプリケーションフレー
ムワーク」を提唱している。アプリケーションフレームワークを実現するための主な技
術要素として以下のものがベースになっている。
・ RDF、Topic Maps：意味的に構造化されたデータ
・ Published Subjects：任意の概念（主題）をグローバルに同定
・ オントロジ：分類、体系化された概念（知識）
・ Remote Access Protocol：ネットワーク上での fragment の交換、統合
・ Query Language：RDF、Topic Maps の検索、更新
個別に作成され、ネットワーク上に分散して存在している、トピックマップやオント
ロジを同じ主題を基点に結合することができれば、それらの有用性は格段に高まる。ト
ピックマップやオントロジなどが扱っている主題を PSI にすることで、それが可能にな
る。以下にアプリケーションフレームワークの知識/情報構造を示す。PSI を基点に同じ
主題を持つトピックマップ、RDF、オントロジなどが結合されている様子を示す。
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図 3.9.1

アプリケーションフレームワークの知識／情報構造

また、システム構造以下に示す。

図 3.9.2

アプリケーションフレームワークのシステム構造

アプリケーションフレームワークの主な機能要素は、トピックマップの生成、作成/
編集、情報リソース登録、蓄積、検索、出力/表示、フラグメント交換/マージ、他のア
プリケーションとのインタフェース、データインタフェース、ユーザインタフェースな
どである。各機能要素間のインタフェースは、標準に準拠し、オープン性、拡張性を確
保している。そして、要素単位でのリプレースを可能にしている。アプリケーションフ
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レームワークは、多くのアプリケーションに対応でき、経済的なシステム構築が可能に
なる。
3.9.5

今後のトピックマップ関連イベント

今後のトピックマップ関連イベントを以下に示す。
・ ISO/IEC JTC1 SC34 ソウル会議（2006.5.29-6.1）
・ AToMS '06 Asian Topic Maps Summit（2006.5 月 or 6 月

韓国、ソウル）

・ TMRA '06 International Workshop on Topic Maps Research and Applications
（2006.10,11-12, Leipzig, Germany ）
・ ISO/IEC JTC1 SC34/WG3 モントリオール会議（2006.7 月 or 8 月）
・ ISO/IEC JTC1 SC34 ライプチッヒ会議（2006.10 月）
参考文献
[1] http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/RDFTM/
[2] http://www.w3.org/TR/2005/WD-rdftm-survey-20050329/
[3] http://www.ontopia.net/work/guidelines.html
[4] http://www-kasm.nii.ac.jp/jsai2005/schedule/paper-3.html
[5] http://www.ipa.go.jp/jinzai/esp/2004mito2/mdata/2-21.html
[6] http://www.abm-utvikling.no/om/english.html
[7] http://www.innodata-isogen.com/resources/case_studies/oni_cs
[8] http://www.cerpus.com/index.jsp?main=mainmenu-brainbank&lang=english
[9] http://www.idealliance.org/papers/dx_xmle04/papers/04-03-03/04-03-03.html
[10] http://www.mulberrytech.com/Extreme/Proceedings/html/2004/Mason01/EM
L2004Mason01.html
[11] http://www.informatik.uni-leipzig.de/~tmra05/ta.html#HK
[12] http://www.mssm.nl/materials/adnom/working-draft-leipzig-adnom.pdf
[13] http://www.informatik.uni-leipzig.de/~maicher/bibliography.html
[14] http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-NZETC-About.html
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3.10
3.10.1

Annotea によるコラボレーションシステム “JACLE”
はじめに

W3C が提唱する Web コンテンツへの注釈情報やメタ情報の付与スキーマである
Annotea は、単なる RDF によるアノテーションの付与だけでなく、グループ内および
企業内における、Web コンテンツをベースとした、情報流通とコラボレーションの基盤
となる可能性を秘めている。
JACLE(Javascript Annotea-client for Collaboration Environment: 協調環境のため
の Javascript(AJAX)による Annotea クライアント)は、Ajax(Javascript + DHTML)に
よる Annotea クライアントである。Web プロクシによって Annotea クライアント機能
が実現されているため、利用者は特定のアプリケーションやプラグイン等をインストー
ルすることなく、Web ブラウザの Proxy 設定を、JACLE サーバに変更するだけで、
JACLE による Annotea クライアント機能を利用することができる。
3.10.2

Annotea

(1) Annotea とは
Annotea(http://www.w3.org/2001/Annotea/)は、RDF を使用して Web コンテンツに
注釈(アノテーション)を付与する仕組みである。Anntea 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与したり、他のユーザが付与したアノテーション
を参照したりすることができる。
付与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できる。Web コンテンツに既に付与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、アノテーション
が付与されている Web コンテンツに対して、Blog におけるトラックバックのように、
Annotea 上で、いろいろなユーザが参加可能なオープンなディスカッションを行うこと
ができる。
(2) Annotea の仕組み
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
ンテンツに対して、何らかの形で変更を加えるしかない。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 Annotation 情報を Web コンテンツと併
せて読み込み、Anntation 情報と Web コンテンツとを、Web ブラウザ側で合成して表
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。このよう
に Annotea では、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
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ルである。Annotea 対応ブラウザで、使用する Annotea サーバを指定(複数指定可能)
すると、Web ブラウザが Web コンテンツを表示する際に、当該 Web 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 Web サーバに格納されている場合には、
Web ブラウザは、その Annotation 情報を、Web コンテンツと共に表示する。
Annotea の動作の仕組みを、以下に示す。

図 3.10.1

Annotea の動作の仕組み

(3) Annotea の仕様と実装
Annotea の仕様については、W3C において、そのデータスキーマとプロトコルが規
定されている。2001 年 5 月に、Annotea のプロトコル仕様"Annotea Protocols"[1] が
W3C 技術文書として公開されたが、まだ勧告化はされていない。
Annotea クライアントとしては、2002 年 4 月、Amaya 6.0 で Annotea クライアント
機能が実装された。Amaya 以外の実装としては、Annozilla(Mozilla プラグイン)や、
Snufkin(IE プラグイン)等がある。
Annotea サーバソフトウェアは、Apache 上で動作する CGI ベースのプログラムとし
て 、 W3C で 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、上記 Annotea サーバソフトウェア以外にも、Zope による Annotea サーバの実
装である ZAnnot[2] が、オープンソースソフトウェアとして公開されている。
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(4) Annotea のコラボレーション分野への応用
Wiki や Blog 等の、複数のユーザでのコンテンツ生成と、それに基づいたコラボレー
ションが定着しつつある。また最近では、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)
が非常にホットとなっている。このように、Web ベースのコラボレーションの有効性が、
徐々に認識されつつある。
Web ベースのコラボレーションでは、Web ページに対するメタデータが非常に重要で
あり、この Web ページに対するメタデータの共有によって、コラボレーションが実現さ
れている。例えば、ドキュメントのレビューでは、レビュー対象のドキュメントに関す
る情報の共有によって、対象ドキュメントのレビューが実現される。また、ソーシャル
ブックマークのようなシステムは、有用な Web ページ(およびそのページ内での位置)情
報、すなわち、
「対象 Web ページの重要性」という対象 Web ページのメタ情報を共有す
るシステムである。
今後、このような Web をベースとしたコラボレーションは、コンシューマ系/ビジネ
ス系を問わず、益々普及していくと考えられる。しかしながら、これらのコラボレーシ
ョンシステムで使われているメタデータの構造や送受信プロトコルは、現状では、各サ
ービスの独自実装となっており、各コラボレーションシステム間での相互接続性がない。
したがって、Annotea のような、Web ページに関するメタデータの構造やその送受信プ
ロトコルの標準化を推進し、今後ますます普及するであろう Web ベースのコラボレーシ
ョンシステムの相互接続性を高め、
「コラボレーションシステム間のコラボレーション」
を可能にすることが、強く望まれている。
3.10.3

JACLE

(1)JACLE とは
JACLE(Javascript

Annotea-client

for

Collaboration

Environment) は 、

Ajax(Javascript + DHTML)による Annotea クライアントである。Web プロクシによっ
て Annotea クライアント機能が実現されているため、利用者は特定のアプリケーション
やプラグイン等をインストールすることなく、Web ブラウザの Proxy 設定を、JACLE
サーバに変更するだけで、JACLE による Annotea クライアント機能を利用することが
できる。
JACLE の画面イメージを以下に示す。
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図 3.10.2

JACLE の画面イメージ

(2) JACLE のシステムアーキテクチャ
JACLE サーバは、Web プロキシとして動作する。JACLE サーバは、取得した Web
ページの HTML に、Javascript で実装されている JACLE スクリプトを付加して、ユ
ーザの Web ブラウザに渡す。Web ブラウザでは、JACLE スクリプトによって、Annotea
サーバに対してアノテーション情報を取得し、対象となる Web ページ情報とアノテーシ
ョン情報とを合成して、ブラウザ画面に表示する。
JACLE スクリプトは、上述の通り、アノテーション情報を Annotea サーバから取得
するが、この Annotea サーバは、アノテーション対象となる Web ページ情報がある
Web サーバとは別のサーバであるため、クロススクリプティング問題が発生する。この
ため JACLE サーバでは、HTTP ヘッダの書き換えによって、クロススクリプティング
問題を回避している。
また、JACLE システムでは、Annotea サーバに改造を加え、Annotea サーバに新規
にアノテーション情報が登録されたり、登録されているアノテーション情報に変更があ
った場合には、それらの更新情報を RSS（RDF Site Summary）として出力する機能が
追加されている。JACLE スクリプトは、このアノテーション更新情報 RSS を定期的に
監視し、現在、Web ブラウザに表示中の Web ページに対するアノテーションに変更が
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あった場合にのみ、Annotea サーバにアノテーション情報を問い合わせることによって、
負荷を軽減し、スケーラビリティを確保している。
JACLE のシステムアーキテクチャを、以下に示す。

図 3.10.3

JACLE の動作の仕組み

(3) JACLE の特徴
・ 特定のソフトウェアやプラグインのインストールが不要
JACLE では、Web プロクシによって Annotea クライアント機能が実現され
ているため、利用者は特定のアプリケーションやプラグイン等をインストール
することなく、Web ブラウザの Proxy 設定を、JACLE サーバに変更するだけ
で、JACLE による Annotea クライアント機能を利用することができる。
・ 直感的な GUI
JACLE では、Web ページに「付箋」を貼り付ける GUI によって、アノテー
ション対象なる Web ページにアノテーションを付加するため、Annotation が
より直感的な形で表現されている。また、Annotation の付与や、移動・編集・
削除といった Annotation に対する操作も、特に操作マニュアルを必要としない
ほど、簡単かつ直感的な操作方法で実現されている。
・ Web ページベースのコラボレーションを提供
JACLE では、一般の Web ページに対して、複数のユーザがアノテーション
を貼り付けることによって、協調作業を実現する。JACLE におけるコラボレー
ションの対象は、アノテーションが付与された Web ページであり、一般のグル
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ープウェアと比較し、
「コラボレーションの対象」が、より明確である。したが
って、複数ユーザによる、Web 上で公開されたドキュメントレビューや、Web
ページ内で重要な情報が記載されている位置を指定し、その情報をグループ内
で共有するなど、より詳細なブックマークとしての利用も可能である。
(4) JACLE の今後の課題と方向性
・ アノテーションの表示方式の改善
前述の通り、Annotea では、アノテーションに対して更にリプライアノテー
ションを付与することによって、対象 Web ページに関するディスカッションや
コラボレーションが可能である。しかしながら JACLE では、これらのアノテ
ーションを、全て単一的な「付箋」の形で表示するため、対象 Web ページに大
量のアノテーションが付与された場合に、アノテーション間の関係や、アノテ
ーションのグルーピングが把握しにくいという問題がある。JACLE のアノテー
ションの表示方式を改善し、ツリー表示や折り畳み表示等によって、関連する
アノテーションをグルーピングして表示できるようにする必要がある。
・ アノテーションの検索機能
現状の JACLE には、対象 Web ページに付与されたアノテーションの一覧を
メニュー表示する機能はあるが、アノテーションをキーワードによって検索し
たり、ある特定のユーザによって付与されたアノテーションのみを検索したり
する機能は無い。今後、このようなアノテーションの検索機能を、JACLE に追
加実装していく必要がある。
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