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はじめに
本委員会(INTAP の次世代 Web 委員会)の定例イベントである平成 18 年度の「セマンテ
ィック Web コンファレンス」が 2007 年 1 月 25 日に慶應義塾大学の三田キャンパスで開
催された。今回は過去最多の 250 名近い参加者にご来場頂き非常に盛況の内に終了した。
コンファレンスでの発表や展示の内容が具体的になり、また、参加者の目的も従来のセマ
ンティック Web に関する知識を取得したいという意識からセマンティック Web 技術やオ
ントロジを使いたいのでどうしたら良いか知りたいという意識に変わって来つつあり、本
委員会が活動を開始した 7 年前の状況を思うと隔世の感がある。しかし、国際状況を俯瞰
するとセマンティック Web に関する研究開発は米国や EU が先行し、日本は一歩遅れを
取っている感じは否めない。セマンティック Web に関する技術開発競争が米国と EU と
の間で行われ、日本はその競争の蚊帳の外といった感じである。特に EU は「強い所を更
に強くする」と言う戦略の基に、セマンティック技術は EU の更に強くすべき優位分野と
捉え、EU 政府はさまざまな支援策を講じている。セマンティック Web 技術の重要な点は、
セマンティック Web 技術のみで新たなサービスや利便性を実現できるだけでなく、他の技
術と融合して IT 技術全体の高度化を実現できる事にある。例えば、SOA である。SOA と
いっても旧来の Web サービスのみをベースとする SOA のみならず、最近はセマンティッ
ク Web 技術を取り込んで意味相互互換機能を付加した SOA が出現しつつある。
本報告書は、セマンティック Web に関する動向、標準、利用事例、オントロジ作成事例
及びツールに至るまでセマンティック技術全般に亘って最新の状況を纏めてあるので、読
者のセマンティック Web 技術の理解と利用との一助になれば望外の喜びである。
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第 １章

セマンティック Web を取 り巻 く状 況

第1章
1.1

セマンティック Web を取り巻く状況

W3C における Semantic Web の標準化動向について

World Wide Web Consortium (W3C)は 1994 年 10 月に MIT において設立されたコンソ
ーシアムである。その目的は「Leading the Web to Its Full Potential (Web の可能性を最
大限に引き出す)」であり、具体的には Web 基盤技術の標準化を行っている。日本におい
ても慶應義塾大学 SFC 研究所が 1996 年 9 月よりホスト組織として W3C に参加し、Web
の発展を支えてきた。
Web に関連する分野はたくさんあるが、W3C で取り扱うのはあくまでも基盤技術であ
る。特定の分野に関する Web 技術ではなく、すべての分野で広く利用できる共通部分の技
術について標準化し、だれもが Web を等しく利用できるように努力している。また、オー
プンな活動の支援も重視していて、特許などの問題により Web の発展が止まらないように、
標準化には細心の注意を払っている。2007 年 1 月 10 日現在、世界的には 438 の組織が参
加している。日本の参加組織は 36 であるが、アメリカ・ヨーロッパは小さな組織からの
参加が多く、W3C における full member の数は、日本はヨーロッパと同じ程度、アメリ
カは日本の倍くらいである。
W3C の活動分野は 5 つの領域に大きく分けられている。HTTP や XML などの基盤の技
術を取り扱う Architecture Domain、ユーザとの対話を取り扱う Interaction Domain、社
会的な問題点を取り扱う Technology and Society Domain、アクセッシビリティについて
取り扱う Web Accessibility Initiative (通称 WAI)の 5 つである。また、どの領域にも所属
しない Quality Assurance の活動もある。
Semantic Web は Technology and Society Domain の活動の一つである。Web の基盤的
な技術であるから Architecture Domain であるべきかもしれないが、歴史的な事情もあり
Technology and Society Domain の活動となっている。
Semantic Web が始まったのは 1989 年の Tim Berners-Lee の Web に関する提案書
「Information Management: A Proposal」にさかのぼるといわれている。この提案書の中
では、図 1.1.1 のように、Web はオブジェクトを線で結んだものであり、単に HTML 文
書をハイパーリンクで結んだものではなかった。また、結びつける線にも名前がついてい
たが、HTML ではほとんどのハイパーリンクには名前や役割は明示的には付けられていな
い。
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図 1.1.1

Information Management: A Proposal

(http://www.w3.org/History/1989/proposal.html)

Semantic Web では任意の Web 資源を名前のついた矢印で結びつけるという点で、この
提案書に近いものを実現している。
Web の最初から Semantic Web の構想は存在していたのであるが、現実的に広がった
Web は人が読む HTML 文書がハイパーリンクで結びついたものであった。Semantic Web
が 実 際 に 最 初 に 仕 様 と し て 登 場 し た の は 、 Semantic Web の 表 現 言 語 で あ る RDF
(Resource Description Framework)の最初の草案が 1997 年 10 月に出されたときである。
RDF は Web 上に機械処理可能なメタデータを持ち込むことを可能にした。

図 1.1.2

Semantic Web の階層
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RDF の登場以降、 Semantic Web に関連する仕様の標準化を W3C では行ってきた。す
でに社会的基盤となった Web に関する新たな追加であり、しかも本質的ないろいろな問題
を解決しなくてはならないため、図 1.1.2 のようないくつもの階層から構成され、下の部
分から順番に規格化を行っていて、現在はオントロジのレベルまで完成し、ルールに関す
る規格を策定している段階である。
現在、W3C の中には以下の 7 つの Semantic Web に関する活動が存在する。
 GRDDL Working Group
 Semantic Web Education and Outreach (SWEO) Interest Group
 Semantic Web Deployment Working Group
 RDF Data Access Working Group
 Rules Working Group
 Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group
 Semantic Web Interest Group
GRDDL Working Group では GRDDL (Gleaning Resource Descriptions from Dialects
of Languages)の規格化を行っており、XML 文書から RDF データを抽出する方法の記述
である。現在、RDF データをさまざまな形で XHTML 文書の中に埋め込む活動があるが、
これらの XML 文書から動的に RDF データを生成することを可能にする。メタデータは文
書とは別に記述することが可能であるが、作成やメインテナンスなどの観点からは対象と
する 文書と一緒 の方が取り 扱い易くな る。 XSLT により変換 して取り出 す場合や 、
microformat からの変換、RDFa からの変換など、いろいろな変換があるが GRDDL はど
のような変換を適用すればよいかを profile に記述する規格であり、これが確定すれれば、
自由度の高い形で RDF データを埋め込むことができる。

RDFa は次のように XHTML に RDF を埋め込む方法のひとつで HTML Working Group
と共同で仕様を策定している。
<p role="cal:Vevent">
I'm giving
<meta property="cal:summary">
a talk at the XTech Conference about web widgets
</meta>,
on
<meta property="cal:dtstart" content="20060508T1000-0500">
May 8th at 10am
</meta>.
</p>
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W3C ではさまざまな形で取り出された RDF をまとめ、図 1.1.3 のように SPARQL で統
合的に利用する環境を考えている。Semantic Web のアプリケーションはこのようなプラ
ットフォームの上に作成することが想定されている。

図 1.1.3

SPARQL による統合

Semantic Web Education and Outreach (SWEO) Interest Group では、Semantic Web
の有用性を Web コミュニティーに広めることを目的としている。そのために、Semantic
Web のビジネスや個人の利用例を集めたり、Semantic Web のアプリケーションを特定し
たり、チュートリアルや技術資料などを利用者階層ごとに整理したりする活動を行ってい
る。Semantic Web Deployment Working Group では、RDF の実際の開発・普及における
さまざまな問題に関する技術の提供を目的とし、シソーラスやタクソノミーなどの概念ス
キーマを RDF として表現するための語彙である SKOS (Simple Knowledge Organization
System)の策定、XHTML に RDF を埋め込む RDFa の策定、RDF 語彙の出版や OWL の
利用例などのベストプラクティスを示すなどの活動を行っている。
RDF Data Access Working Group では RDF の部分グラフを HTTP や SOAP で取得す
るための SPARQL の策定を行っている。最終的な段階までほぼ出来上がっており、いく
つかのコメントを反映することが残っているだけである。Rules Working Group では
Semantic Web の次の段階である Rule 層について、ルールを記述しルールシステム間でル
ールを交換できるように RIF (Rule Interchange Format)の策定を行っている。
Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group では、医療、生命科学の
分野において Semantic Web をいかに適用し問題解決を行えばよいのかに関して、
BIORDF 、 Scientific Publishing Ontologies 、 Adaptive Healthcare Protocols and
Pathways、Drug Safety and Efficiency の 5 つのタスクフォースにより活動を行っている。
最後に、Semantic Web Interest Group では、RDF および Semantic Web に関する一般
的な情報共有を目的とする活動であり、RDF Calendaring、RDF Logic、RDF Rules and
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Query などの活動を行っている。
巷で騒がれた Web2.0 では、Blog や Forksonomy による集合知の利用、Ajax や Mushup
による軽量プログラミング、Long Tail による新しい需要などが特徴であるが、これらは
すべて W3C における Semantic Web やその周辺技術の応用とみなすことができる。
Web2.0 ではメタデータの蓄積や利用は一つのサイト内で閉じていることが多く、これか
らの発展のためには、サイトを超えた情報の相互利用や連携が問題となる。これらの解決
のためには RDF やオントロジ、GRDDL、SPARQL が次の重要な技術になる。Web2.0 を
超える Web3.0 では、Semantic Web が花咲くのではないかと期待している。
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1.2

セマンティック Web の利用動向

セマンティック Web 技術の利用範囲は非常に広く、単に RDF で記述したメタデータ(ブ
ログの RSS がこの代表である)から OWL で記述したオントロジを用いて色々な知識を蓄
積したり分散データを意味統合したりするものまである。しかし、本文の利用動向はセマ
ンティック Web 技術の中のオントロジを中心とする利用動向に焦点を絞って記述してい
る。
1.2.1

概況

Web 上の情報、海外で開催されているセマンティック Web 関係の各種コンファレンス、
メーリングリスト及び自身の関わり等から概観すると次の様に言えるのではないかと思う。
1)

セマンティック Web のオントロジの利用は米国と EU とが先行し進展している。

2)

最近(2006 年の前半から)、日本でもセマンティック Web のオントロジの利点や効
果に着目する人が多くなり色々なオントロジの構築が始まったり、計画される様
になって来た。

3)

韓国や中国などアジア各国でも、2005 年後半位からセマンティック Web のオン
トロジに関する研究開発が政府の支援のもとに始まった。特に韓国は EU のセマ
ンティック Web サービスのプロジェクトである DERI に出資し、研究者を送り出
すなど積極姿勢が窺える。

4)

一般に公開され誰でも利用可能なセマンティック Web のオントロジを用いて実現
された医療情報検索の GoPubMed(Gene オントロジを用いた PubMed と言う意
味)の様な実用サービスが出現。尚、メタデータを用いた実用サービスとして学術
資料検索サービスである Google Scholar が従来から存在したが、セマンティック
Web のオントロジを活用した実用サービスとしては GoPubMed が最初と思われ
る。

次に、セマンティック Web のオントロジの利用が如何なる分野で先行しているか整理し
て見ると次の 4 分野が先行していると言えるのではないかと思う。
1)

電子政府分野
言語も文化も異なる諸国の連合体である EU は、サービスの均等化と各国のシス
テム統合にセマンティック Web のオントロジによる意味相互互換が重要であるこ
とを認識し、非常に強力に推進している。より詳細に付いては EU の動向の項で
述べる。

2)

サービス統合分野
米国と EU との間で研究開発競争が行われている分野である。既存の Web サービ
スにセマンティック Web のオントロジを付加してより効率的且つ使い勝手の良い
サ ー ビ ス を 実 現 す る 事 を 目 標 と し て い る 。 も う 少 し 詳 細 を SSOA(Semantic
Service Oriented Architecture)の項で述べる。

3)

医療・バイオ分野
セマンティック Web のオントロジ技術を用いたオントロジ(すなわち、OWL で記
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述されたオントロジ)が沢山作られている分野であり、詳細を医療オントロジの項
で記述する。
4)

航空・地理分野
米国の航空宇宙局(NASA)のトップオントロジである SWEET オントロジや地理
情報記述用のオントロジが開発されている。SWEET オントロジに付いては、別
途もう少し詳しく記述する。

1.2.2

米国におけるセマンティック Web の利用に関する動向

セマンティック Web 技術の利用とその応用研究とが最も進んでいるのは米国であろう。
欧州での EU から補助を得たセマンティック Web 技術を活用するプロジェクトの出現
に刺激を受けて、米国のセマンティック Web 技術の開発や利用研究が従来にも増して活発
化している様に見える。
米国でのセマンティック Web 技術の利用や関連する主な出来事を整理すると以下の様
になる。
1.2.2.1

セマンティック Web 技術と Web サービスとの融合が急速に進展している。

SOAP、UDDI 及び WSDL のみを用いた Web サービスに加え、最近は、メタデータや
オントロジなどのセマンティック Web 技術により実現された意味相互互換機能を付加し
たセマンティック Web サービスが出現している。また、Web サービスの概念を洗練し、
機能の集まりとしてではなくサービスの集まりとして捕らえた SOA(Service Oriented
Architecture) が 出 現 し 、 そ の SOA は セ マ ン テ ィ ッ ク Web 技 術 を 取 り 込 ん で
SSOA(Semantic Service Oriented Architecture)へと進化しつつある。将来的には、SOA
や SSOA から自動車産業の組み立てラインでエンジンユニットやフレームユニットなど
を用いて自動車を製造する様に、サービス要素をより大きな単位で捉えてサービスの構築
を容易且つ効率的に可能にする SCBA(Services and Components Based Architectures)
へと発展する見込みである。
1.2.2.2

大規模且つ高度なオントロジが続々と開発されている。

Web 上に公開されているオントロジを調査していると、新たに開発されたオントロジが
数多く存在していることに気付くことができる。新たなオントロジには、数十万概念(トリ
プル)を有する大規模なオントロジや OWL の複合概念記述と条件付き概念記述とを駆使し
た高度なオントロジが数多く存在する。
次に NASA の SWEET(Semantic Web for Earth and Environmental Terminology)オン
トロジと医療及びバイオに関する分野のオントロジとに付いて概要を紹介する。
(1) SWEET(Semantic Web for Earth and Environmental Terminology)オントロジ
SWEET オントロジは、地球科学に関するデータや情報をセマンティック記述し、
データや情報を共有や利用し易くする為の地球科学のセマンティックフレームワーク
の為の NASA により開発されたトップオントロジであり、SWEET オントロジの上に
地球科学の色々なドメインオントロジが構築されることを期待している。
SWEET オントロジは、次の 16 分野のオントロジから構成されている。
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1)

地球分野(Earth Realm)

2)

物理現象(Physical Phenomena)

3)

物理的過程(Physical Process)

4)

物理的属性(Physical Property)

5)

物理的実体(Physical Substance)

6)

太陽分野(Sun Realm)

7)

生物圏(Biosphere)

8)

データ(Data)

9)

データセンタ(Data Center)

10) 人間活動(Human Activity)
11) 物質(Material Thing)
12) 数値(Numerics)
13) センサ(Sensor)
14) 空間(Space)
15) 時間(Time)
16) 単位(Units)
図 1.2.1 に SWEET オントロジにおける生物圏のクラス定義を図 1.2.2 に地球分野
のクラス定義を(株)サイバーエッヂ社のセマンティック Web エンジンのオントロジビ
ュ ー ワ で 表 示 し た 画 面 を 示 す 。 セ マ ン テ ィ ッ ク Web エ ン ジ ン に つ い て は 、
(http://www.semanticweb.jp/pub/SemanticWebEngine.html)を参照されたい。
図 1.2.1 で分るように生物圏では生物を植物と動物とに大別し、更に植物及び動物
のそれぞれに付いて、細分化して体系的に定義している事が分る。
また、データセンタの情報には、
「日本海洋データセンター」や「地質調査所」など
幾つかの日本のデータセンタが登録されている。
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図 1.2.1

図 1.2.2

生物圏のクラス定義

地球分野のクラス定義

SWEET オントロジは、次のプロジェクトで利用されているとのことである。
1)

GEON (Geosciences Network)

2)

LEAD (Linked Environments for Atmospheric Discovery)

3)

ESML (Earth Science Markup Language)

4)

ESIP (Earth Science Information Partner) Federation

5)

GENESIS (Global Environmental & Earth Science Information System)

6)

IRI (International Research Institute for Climate and Society)

7)

MMI (Marine Metadata Initiative)

8)

PEaCE (Pacific Econformatics and Computational Ecology)

9)

SESDI (Semantically Enabled Science Data Integration)

10) VSTO (Virtual Solar-Terrestrial Observatory)
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(2) 医療及びバイオに関する分野のオントロジ
近年、セマンティック Web 技術を用いたオントロジ(すなわち、OWL で記述されたオン
トロジ)の構築と利用とが急速に進展している分野である。
この分野には、独自の記述言語を用いたオントロジやシソーラスが以前より数多く存在
しており、それらを OWL 記述に移行する事によりセマンティック Web 技術を用いたオン
トロジの構築が比較的容易であると思われる。
医療及びバイオに関する分野の OWL で記述されている主なオントロジには以下のもの
がある。
1)

Gene オントロジ(GO)
遺伝子及び生体に於ける Gene Product 属性を記述する為の統制語のオントロ
ジである。遺伝子や生体に関するデータや情報に対する種々の言語や用語の記述
を Gene オントロジの用語と概念定義とに写像する事により、色々なデータや情報
の意味的相互互換が可能となる。
Gene オントロジは前に述べた GoPubmed のサービスを実現するのに利用され
ている。図 1.2.3 に Gene オントロジをオントロジビューワで表示した画面の一部
を示す。

2)

BioPAX オントロジ
細胞は生存に必要な機能を，遺伝子やタンパク質がお互いを制御する事で実現
している。この制御のネットワーク的な構造を医療分野やバイオ分野ではパスウ
ェイと言う。BioPAX はこのパスウェイに関する知識を交換する為のオントロジで
ある。
図 4 に BioPAX オントロジをオントロジビューワで表示した画面の一部を示す。

3)

BioDash オントロジ
疾病、化合物、薬効の段階、分子バイオロジ、パスウェイ知識などから構成さ
れる医薬品開発用のオントロジである。
図 1.2.5 に BioDash オントロジをオントロジビューワで表示した画面の一部を
示す。

4)

Glycan オントロジ
Glycan(糖連鎖)構造、糖連鎖機能及び Enzymes(酵素)用のドメインオントロジ
である。(糖連鎖の構造と代謝に関する知識を包含している。)
図 1.2.6 に Glycan オントロジをオントロジビューワで表示した画面の一部を示
す。

5)

Galen オントロジ
英国のマンチェスター大学が中心となって開発した「医者をコンピュータに閉
じ込める」と言うコンセプトの基に開発された医療オントロジである。

6)

MGED オントロジ
国際遺伝子発現データベース事業(MGED: Microarray Gene Expression Data)
が開発したオントロジであり、マイクロアレイ技術によって大量に得られる遺伝
子の発現情報の意味的相互互換を実現する事を目的としている。
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7)

Seed オントロジ
パーキンソン病に関するオントロジである。

8)

NCI オントロジ
米国の国立癌研究所(NCI)で開発された NCI シソーラスを OWL 記述にポーティ
ングして作られたオントロジである。医療オントロジとしては最大級のオントロ
ジである。

9)

NMR オントロジ
メ タ ボ ロ ミ ッ ク ス (Metabolomics) と は 有 機 酸 、 ア ミ ノ 酸 等 の 代 謝 物
(Metabolome)の解析を行うことを指し、メタボロミックスの解析手法の一つに
NMR(核磁気共鳴装置)を用いる方法がある。この NMR オントロジはメタボロミ
ックス用の NMR の分析結果を記述する為のオントロジである。

10) OBI(Ontology for biomedical investigations)オントロジ
OBI プロジェクトにより開発されたバイオロジカル領域と医療研究領域と医療
試験領域とを統合する為のオントロジである。OBI プロジェクトは色々なバイオ
ロジカル領域と技術領域とをカバーする汎用的な用語とその用語間の関係とに関
する情報集合を開発する事を目的としている。
11) ProPreO(Proteomics data and process provenance)オントロジ
プロテオミックス(Proteomics)とはタンパク質の集合体(Proteome)の解析を行
うことを指す。ProPreO オントロジは包括的な Proteomics データと処理起源
(Process Provenance)とに関するオントロジである。
12) ADW(Animal Diversity Web)オントロジ
ミシガン大学で開発された動物の歴史や生息状況に関するオントロジである。
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図 1.2.3

図 1.2.5

1.2.3

Gene オントロジ(GO)

図 1.2.4

BioPAX オントロジ

BioDash オントロジ

図 1.2.6

Glycan オントロジ

EU におけるセマンティック Web の利用に関する動向

米国に劣らずセマンティック Web 技術の利用が進展しているのが EU である。
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EU は米国とセマンティック Web 技術の利用に関する技術開発をある面では競争しつつ、
しかし別の側面では連携しつつ非常に強力に推進している。
EU の特色はセマンティック Web の技術開発に対して EU 政府が巨額の補助金を支出し
て支援していることである。
以下、セマンティック Web に関係している i2010(2010 年計画)、SemanticGov プロジ
ェクト及び EASTWEB プロジェクトに付いて概要を記述する。
1.2.3.1

i2010(2010 年計画)

i2010 は EU の五カ年計画の 1 つで、
「成長と雇用のためのヨーロピアン情報社会化構想」
と銘打たれている。i2010 は 2005 年 6 月 1 日に始まった。i2010 では 2010 年までに、オ
ープン且つ競争力を有するデジタル経済を実現して生活の利便性と質とを改善するために
ICT(情報通信技術)に対する支援政策を実施するとしている。i2010 では重要な技術の 1 つ
としてセマンティック Web 技術が位置づけられている。セマンティック Web 技術は EU
における他国(日本など)に対して優位の技術であり、この技術を更に強化すべきとしてい
る。
i2010 は包括的構想であり、i2010 の下に、次に述べる SemanticGov など幾つかのプロ
ジェクトが立ち上げられ実施されている。
1.2.3.2

SemanticGov

SemanticGov の目的は、行政(PA:Public Administration)システムの基盤としてセマン
ティック Web サービスを活用する事である。SemanticGov により、一つの国の中や複数
の国の行政機関の間の相互互換問題の解決を図り、行政サービス利用者が必要なサービス
を見つけ易くし、ワークフローによる複数の行政機関が関与する複雑なサービスの実現方
式など、長期的且つ挑戦的な課題の解決を図るとしている。SemanticGov プロジェクトは、
最新のセマンティック Web サービス技術を用いて実現されている SOA(サービスオリエン
テッドアーキテクチャ)のパラダイムを利用する事を目標としている。
1.2.3.3

EASTWEB

EASTWEB の目的はセマンティック Web 分野に於けるヨーロッパとアジアとの間で高
度な教育と研究とに関するコミュニティを構築して連携する事であり、直接のターゲット
は、大学卒業者、大学スタッフ及び企業の管理者であり、間接ターゲットはヨーロッパと
アジアの学生、研究者及び企業人であるとしている。
その具体的活動内容は、①人的資源の開発、②遠隔教育及び知識管理プラットホームの
構築及び③セマンティック Web 分野でのヨーロッパとアジアの大学や企業の交流を促進
する為のネットワークの構築である。
EASTWEB へのヨーロッパ側の参加国はイタリア、オーストリア、アイルランド及びポ
ーランドであり、アジア側の参加国はインド、タイ及び中国であり、香港も準メンバとし
て参加している。
1.2.4

日本の状況

近年、日本の国内でもセマンティック Web 技術の利用がだいぶ進展したように思える。
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セマンティック Web 技術の活用に関する国内の動きを列挙すると次のようになる。
1)

(財)情報処理相互運用技術協会(INTAP)の次世代 Web 委員会(旧セマンティック
Web 委員会)に於いてセマンティック Web 技術の検討と普及、啓蒙活動を行って
いる。

2)

(株)サイバーエッヂ社が、日本初のセマンティック Web 基盤パッケージである「セ
マンティック Web エンジン」を発売

3)

(財)インターネット協会がコンテンツラベリングの為のオントロジ記述標準を開
発

4)

前記の次世代 Web 委員会に於いて程度表現オントロジの標準を策定中

5)

NEDO 事業である情報家電サービス基盤フォーラム(SPIA)に於いて情報家電オ
ントロジを策定中

6)

(株)サイバーエッヂ、慶應義塾大学 SFC 研究所、及び(財)国際医学情報センター
(IMIC)により、医薬規制用語(MedDRA)を OWL へポーティングし、大規模オン
トロジである(MedDRA オントロジ)を開発し、2006 年 7 月に開催された医療情報
学会で発表

7)

東洋医学会に於いて東洋医学に関するオントロジの開発に着手(漢方薬及び生薬
を含む)

8)

静岡大学に於いてセキュリティに関する情報(ISO 規格及びセキュリティに関係
する管理情報)のオントロジの開発を開始

更に、次の様なオントロジ開発及びオントロジ利用の動きが進行している。
1)

法令情報のオントロジ

2)

情報検索サービス会社での意味検索サービスの提供

3)

オントロジを用いた電子カルテのインテリジェント化

4)

学問体系オントロジ

5)

要員管理情報のオントロジ

6)

医療ガイドラインのオントロジ

この様な状況にあるが、欧米と比較すると見劣りする事は確かであり、セマンティック
Web 技術に対する業界や行政の積極的な取り組みを期待したい。

参考情報
[1] Knoodl
http://knoodl.com
[2] SWOOP(A Hypermedia-based Featherweight OWL Ontology Editor)
http://www.mindswap.org/2004/SWOOP/
[3] SWEET(Semantic Web for Earth and Environmental Terminology)
http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/
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[4] MGED(国際遺伝子発現データベース事業:Microarray Gene Expression Data)
http://mged.sourceforge.net/index.php
[5] OBO(Open Bio Ontology)
http://obo.sourceforge.net/
[6] NMR オントロジ
https://svn.sourceforge.net/svnroot/msi-workgroups/ontology/NMR.owl
[7] OBI(Ontology for biomedical investigations)
http://fugo.svn.sourceforge.net/viewvc/*checkout*/fugo/trunk/ontology/OBI.owl
[8] ProPreO(Proteomics data and process provenance)
http://lsdis.cs.uga.edu/projects/glycomics/propreo/
[9] GlycO
http://lsdis.cs.uga.edu/projects/glycomics/glyco/
[10] SchemaWeb
http://www.schemaweb.info/
[11] SemanticGov
http://www.semantic-gov.org/
[12] i2010
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
[13] EASTWEB
http://odle.dit.unitn.it/eastweb/index.php?&action=site&site=EASTWEB
[14] GoPubMed
http://www.gopubmed.org/
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第 ２章

程 度 表 現 オントロジ

第2章
2.1

程度表現オントロジ

程度表現オントロジ策定の背景と活動体制

セマンティック Web の規格標準化と応用については、今や RDF や OWL など基本的な
モデルと言語が整備され、RDF やその他の XML ベース言語による数多くのメタデータが
オープンなコミュニティだけでなく商用ビジネスの中にも浸透するようになった。また、
従来様々な形式で記述されていたオントロジが OWL ベースに集約されつつあり、既に学
術界や一部の業界で活用され始めている。次のステップとしては、より幅広い業界で知識
共有を可能にする実用的なオントロジの登場とその普及シナリオの具現化が、Web 3.0 と
称されるに足るセマンティック Web の実現に必要と考えられる。そこで、次世代 Web 委
員会では、セマンティック Web に関するこれまでの調査研究と普及促進の活動を踏まえ、
より実践的活動として社会・産業界の中で実際に役立つオントロジの策定に取り組むこと
とした。
委員会独自のオントロジ策定にあたり、まずなるべく以下のような条件を満たすオント
ロジのテーマ選択を行なった。
(1) オントロジならではの効果が示せること
(2) 同テーマについて優位なオントロジがまだ無く、新たに策定する意義があること、
または既存のオントロジに対する効果的な改良であること
(3) 汎用性が高く、多くの分野で利用可能なこと
(4) 幅広い人々が容易に利用でき、且つ十分な利用効果が期待できること
(5) “Web” という場で有効活用できること
(6) システム（エージェント）への実装および拡張が容易であること
(7) 本委員会活動の中で必要最小限の語彙や関係の定義が尽くせる規模であること
(8) 独自の知財化よりもオープンに共有することが望ましいオントロジであること
その結果、Web コンテンツ上での様々な商品やサービスなどに関する評価の記述におい
て、レイティングの表現方法、特にその値の表現方法を定義するオントロジの策定を目標
とすることに決定した。次世代 Web 委員会では、これを「程度表現オントロジ（Degree
Expression Ontology、略称 DEX）」と称し、平成 18 年度から活動を開始した。
現在の WWW 上には、価格.com に代表される様々な商品比較サイトやレビュー・サイ
トがあり、色々なテーマに関するブログが開設されている。現在の Web がセマンティック
Web へと発展すると、それらの記事の内容を自動的に相互比較したり統合できるようにな
ることで、特定のサイトやブロガーの視点に偏らず、またより多くの観点からの効率的な
評価が可能になると期待できる。そのような狙いから、既に W3C では 2006 年 3 月に
Content Label Incubator Group が発足している。また、microformats の仕様に含まれて
い る hReview は 既 に 各 所 で 利 用 さ れ 始 め て い る 。 し か し 、 従 来 の オ ン ト ロ ジ や
microformats では、ある評価対象の種類や主題、著者といった属性を表す語彙を定義して
いるものの、評価結果としての値を表すための語彙は記述者に任されたり単純な 5 段階評
価のみに限定されたりしている。
実際の Web 上では、評価結果を表す“程度”の表現方法は多岐にわたる。図 2.1.1 に示
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したように、特定のマーク（ネズミや星型など）の数で肯定的意見の程度の大きさを表し
たり、アルファベットとプラス／マイナス記号の組合せで格付けなどを表す場合もある。
一方で、ブログなどの自由記述文では評価の良し悪しを表すような形容詞や点数で程度の
大小が表現されている。

使い易さ

★★★★★

「デザインは70点くらいかな」

図 2.1.1

格付： A+

Web 上での評価記述における様々な程度表現

RDF で評価内容が記述され、Content Labels などの語彙を用いることでエージェント
が評価対象や評価者を識別できるとしても、評価結果が何段階評価の何番目であるのかと
いった“程度”の記述内容が理解できなければ、異なるサイトの評価内容を比較／統合す
ることは困難である。これは従来、こうした評価結果などを表す標準的な語彙が定義され
ていなかったためであるが、異なる評価内容間の関係をオントロジで定義することにより
様々な評価やその他のレイティング情報を意味的に比較／統合することが可能になる。
程度を表す語彙の定義方法としては、オントロジで意味的に定義するほかに、必要な語
彙のセットを全て用意しておくという方法もある。しかし、同じ 5 段階評価でも、一を基
準として 5 を最高点とした評価結果の表し方もあれば、0 を基準として肯定と否定が各 2
段階ずつという場合も考えられる。また、評価結果には 3 段階や 4 段階の評価もある。数
種類の表現方法で大半のケースはカバーできると思われるが、例外的な表現方法を受け入
れられないのは既存の情報を対応させる上で問題がある。オントロジで必要最小限の語彙
を部品レベルで定義することにより、必要に応じて容易に拡張できることが、程度表現の
語彙定義としては望ましい。
また、程度表現というテーマはその対象がどのような物事でも良く、商品やサービス、
人物や組織など Web 上で話題にされるあらゆる対象に適用可能である。さらに、その性質
上、特定の業界で閉じた規格化を行なうよりも、オープンな標準とすることで最大の効果
が期待できる。
以上のような考察に基づいて前述した(1)～(8)の条件を概ね満たす程度表現オントロジ
のコンセプトが策定できたが、次に、必要な語彙を十分に使い易くコンパクトに定義でき
るかを検討する必要があった。本委員会では、このような程度表現オントロジの策定活動
に、程度の値を表す語彙の策定ワーキンググループ（WG）、程度表現全体を記述する語彙
の策定 WG、ユースケース作成 WG、関連技術調査および他のオントロジとの相互運用性
評価 WG という 4 つのサブ WG 体制で取り組んだ。
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2.2

程度表現オントロジの設計

程度表現オントロジは、上記のように程度表現全体を表す語彙セットと程度の値を表す
語彙セットの 2 種類に大別できる構成で設計している（図 2.2.1 参照）。また、便宜上、程
度の値を表す語彙を定義したオントロジを「程度値オントロジ（DEX Value Ontology）」、
程度表現オントロジ全体から程度値オントロジを差し引いた部分のオントロジを「程度文
脈オントロジ（DEX Context Ontology）」と称している。

程度表現全体の記述例

程度値の記述例
程度クラス
程度クラス
dex:Degree
dex:Degree

評価クラス
評価クラス
dex:Rate
dex:Rate
rdfs:subClassOf
使い易さクラス
使い易さクラス
dpr:Usability
dpr:Usability

rdfs:subClassOf
離散程度クラス
離散程度クラス
dex:DiscreteDegree
dex:DiscreteDegree
rdfs:subClassOf
バランスクラス
バランスクラス
dex:Balance
dex:Balance
rdf:type

rdf:type
ex:デジカメ１の
評価対象
ex:デジカメ１の
評価対象
ex:デジカメ１
使い易さ
ex:デジカメ１ dex:hasTheme
使い易さ
dex:hasDegree
dex:hasDate
発言者
発言者
ex:鈴木太郎
ex:鈴木太郎

dex:hasPublisher
評価日
評価日
“2007-02-13”
“2007-02-13”

dex:Good
dex:Good
rdf:type

弱肯定クラス
弱肯定クラス
dex:WeakPositive
dex:WeakPositive
rdfs:subClassOf
肯定クラス
肯定クラス
dex:Positive
dex:Positive
rdfs:subClassOf
程度値クラス
程度値クラス
dex:Value
dex:Value

図 2.2.1
2.2.1

程度表現オントロジの語彙（一部）と評価情報の記述例

程度値オントロジ

程度値の記述において、星印や点数といった単位の表現方法は表記上の違いに過ぎない。
その程度値が何段階あり、その中で最大値と最小値および基準値は何であり、評価結果は
何番目の値か、ということが重要である。そこで、程度値オントロジを次のような要素で
構成することとした。
•

程度クラス： 程度値の集合により段階数と最大値、最小値を定義したクラス。

•

程度値クラス： 個々の程度値を表すクラスであり、程度値間の前後関係を定義。

•

前後関係プロパティ： 程度値間の前後関係を表すプロパティ。

程度クラスは予め以下の 4 種類を定義し、必要に応じて誰でも容易に拡張できるように
した。
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程度クラス

上

Score

4

程度値

3

2

2

Balance

1

下

定義済みインスタンス

0

1

｛Five, Four, Three, Two, One｝

0

Vote

1

0

Flag

1

0

-1

-2

｛Great,Good,Fair,Bad,Terrible｝

-1

｛Yes, Void, No｝
｛Valid, Invalid｝

積極的肯定

積極的否定

図 2.2.2

定義済みの程度クラス

図 2.2.2 では、各程度クラスの程度値を数字で表しているが、実際の程度値は Positive、
Negative などの単語を使ったクラスとして次のように定義している。

dex:Value
subClassOf

subClassOf
subClassOf

ist

Positive

subClassOf

StrongPositive
subClassOf

ist

Plus3

図 2.2.3

Negative

subClassOf

WeakPositive

Neutral

WeakNegative

Vote
subClassOf

ist

StrongNegative

Balance

subClassOf

ist

ist

Flag

subClassOf

subClassOf

subClassOf

Plus4

Neutral

subClassOf

Plus2

ist

Plus1

Zero

※ “ist” は “isSubsequentTo” の略

Score

程度値クラス同士および程度クラスとの対応関係

程度値クラスは、dex:Value を最上位の親クラスとして dex:Positive, dex:Neutral,
dex:Negative, dex:StrongPositive, ... , Plus1, Zero の計 12 種類（dex:Value を除く）を定
義している。各程度値クラス間では、上下関係の他に dex:isSubsequentTo プロパティに
よって前後関係を定義している。また、オントロジとしては明示的に定義していないが、
各 程 度 ク ラ ス に お け る 程 度 の 基 準 値 は 、 dex:Neutral ま た は そ の サ ブ ク ラ ス で あ る
dex:Zero と解釈されることを想定している。
クラスとして定義した各程度値には、異なる程度値間の算術的演算は定義しない。すな
わち、程度表現オントロジでは dex:Plus1 という程度値 3 つで dex:Plus3 相当というよう
な乗算や、dex:Positive と dex:Negative が同数で dex:Neutral 相当といった加減算などは
定義しておらず、そのような解釈は、必要ならば個々のアプリケーション領域内で独自に
行なうものとする。
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程度値オントロジの拡張については、例えば上記の定義済み程度値クラスから
dex:Positive, dex:Negative の２つのみを用いて「極性（Polarity）」クラスを定義するこ
と が で き る （ 図 2.2.4 参 照 ）。 ま た 、 同 様 に dex:StrongPositive, dex:WeakPositive,
dex:Neutral, dex:Negative の４つをそれぞれ“優”，
“良”，
“可”，
“不可”とラベル付けす
ることで、これら 4 つの程度値クラスから「成績（Performance）」クラスを定義すること
ができる。
<!-- 極性（Polarity）クラス -->
<owl:Class rdf:ID=”Polarity”>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”#DiscreteDegree”/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType=”Collection”>
<owl:Class rdf:about=”#Positive”/>
<owl:Class rdf:about=”#Negative”/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:label rdf:datatype=”&xsd;string”>Polarity</rdfs:label>
<rdfs:label rdf:datatype=”&xsd;string” xml:lang=”ja”>極性</rdfs:label>
</owl:Class>

図 2.2.4
2.2.2

新たな程度クラス「極性クラス」の定義例

程度文脈オントロジ

次に、程度値を一意に識別する上で必要となる評価クラス、およびその属性となる評価
対象や評価者を記述するためのプロパティについて説明する。これらは、前述したように
便宜的に程度文脈オントロジと呼んでいる。程度文脈オントロジは次のような要素で構成
している。
•

評価クラス： ある対象についての評価を表す基本クラス。

•

評価プロパティ： 評価対象、評価者、評価日、評価値をそれぞれ表すプロパティ。

図 2.2.1 の記述例を用いて程度文脈オントロジの基本的な表現方法を説明する。まず「ex:
デジカメ 1 の使い易さ」という評価クラスのインスタンスを表すノードは、ある 1 つの評
価が存在していることを表現している。このノードをサブジェクトとして複数の評価プロ
パティとその値がつながることによって、評価は何を対象にしたものなのか、誰がいつそ
の評価をしたのか、評価結果は何であるかが表現される。
例ではプロパティ dex:hasTheme の値として「ex:デジカメ 1」というノードが指定され

− 21 −

ている。これにより、このノードが評価対象であることがわかる。プロパティ
dex:hasPublisher、dex:hasDate の値をみると「ex:鈴木太郎」が「2007-02-13」に評価し
たことがわかる。そしてプロパティ dex:hasDegree の値が、2.2.1 で述べた程度クラス
dex:Balance と程度値クラス dex:WeakPositive のインスタンスであることから、このデジ
カメの評価は弱肯定であり、3 を基準値とする５段階評価で基準値よりも 1 つ上の評価を
得ていることが表現されている。
またこの例では、評価を表すノード「ex:デジカメ 1 の使い易さ」が dpr:Usability のイ
ンスタンスとなっている。程度表現オントロジでは、
「使い易さ」など各種の評価の特性や
観点は評価クラスのサブクラスとして定義する。ここでは、dpr:Usability を dex:Rate の
サブクラスとして定義しているため、そのインスタンスとなる評価はリソースに対する「使
い易さ」の評価であることが表現できている。
この方法で特性や観点を指定することにより、程度値だけでなく特性や観点間のマッピ
ングが容易になる。例えば、程度表現オントロジとは別のオントロジに上記の
「dpr:Usability」と「ex:操作性」は equivalent であることが記述されていれば、それを
評価の集約時に利用することが可能である。また、評価クラスのサブクラス階層も定義す
ることができる。例えば車を評価するために「ex:燃費」という評価クラスのサブクラスを
定義し、さらに「ex:10 モード燃費」と「ex:10・15 モード燃費」を「ex:燃費」のサブク
ラスとして定義する。この際に「ex:10 モード燃費」と「ex:10・15 モード燃費」の評価が
あった場合、それらを集約して「ex:燃費」の総合的な評価に相当するものを決定すること
ができると考えられる。これらは程度表現オントロジ仕様の範囲外だが、2.2.1 で説明した
評価値間の対応関係とあわせて、機械的に特性や観点毎の集計を行う際に有効になる。
以上説明したような程度表現オントロジの現状での仕様および OWL による定義は、付
録に掲載しているので参照されたい。
2.2.3

程度表現オントロジを用いた事例の記述

程度表現オントロジを使った事例は、グラフで表現すれば図 2.2.1 のような例が挙げら
れるが、これをテキストで表すと以下のように記述できる。
<dpr:Usability rdf:ID=”デジカメ 1 の使い易さ”>
<dex:hasTheme rdf:resource=”&ex;デジカメ 1”/>
<dex:hasPublisher rdf:resource=”&ex;鈴木太郎”/>
<dex:hasDate rdf:datatype=”&xsd;date”>2007-02-13</dex:hasDate>
<dex:hasDegree rdf:resource=”&dex;Good”/>
</dpr:Usability>

このように、基本的にはまず評価対象（例えば ex:デジカメ 1）に対する評価を表すため
に評価クラス（dex:Rate）またはそのサブクラス（例えば dpr:Usability）を選んでそのイ
ンスタンス（例えば ex:デジカメ 1 の使い易さ）を用意する。次に評価結果を示す程度を
表すために程度値クラスのインスタンス（例えば dex:Good）を選ぶ。
「dpr:Usability」や
「dex:Good」は、付録に記載したように予め定義してある語彙だが、独自の語彙も容易に
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作ることができる。独自の程度値の定義方法についても付録を参照されたい。後は、定義
した程度値と評価それぞれのインスタンス、評価対象（ex:デジカメ 1 など）、評価者（ex:
鈴木太郎など）、評価日（”2007-02-13”など）と共に上記のように評価結果を記述すれ
ばよい。
評 価 プ ロ パ テ ィ の う ち 、 評 価 対 象 と 評 価 値 を 示 す プ ロ パ テ ィ （ dex:hasTheme と
dex:hasDegree）は必須だが、評価者や評価日は特定し難い場合もあるためオプション扱
いとして良い。また、必要に応じて新たな評価プロパティを追加しても良い。例えば、評
価 の発 言者（ dex:hasPublisher） と は別に Dublin Core の 語彙 を用い て評 価者本 人
（dc:creator）を追加することなどが考えられる。
2.2.4

程度表現オントロジの現状の設計に関する考察と課題

程度表現オントロジの設計については、2.1 節で述べたように、実用性と本委員会活動
における実現性を考慮し、できる限り使い易さとコンパクトさを重視した。
使い易さの面では、既存の OWL 用推論ソフトウェアが利用できるように OWL-DL で
記述可能な設計とした。また、程度表現オントロジを使って評価結果を表すメタデータを
記述する際、RDF/XML や Notation3 のほか、より簡便な XHTML ベースの RDFa でも
記述できるようにすることを目指した。
一方、コンパクトさに関しては、予め用意する程度クラスや程度値クラス、評価プロパ
ティなどを厳選し、大半の用途において必要十分な最小限の語彙セットとすることを目標
とした。その結果、程度クラス 4 種類、程度値クラス 12 種類、評価プロパティ 4 種類と
いった、全体像をすぐに把握できる規模でありながら十分な応用範囲をカバーできる語彙
を定義できたと考えている。
また、OWL などの標準語彙をできるだけ活用してオントロジの記述量自体も最小限に
し、利用者が読み易いように配慮した。具体的には、各程度値を個体ではなくクラスとし
て定義することにより、独自の語彙としては dex:isSubsequentTo のみの追加で程度値間
の関係を表現でき、また各程度クラスの要素となる程度値を他の程度値からサブクラスと
して簡単に定義できるようにした（dex:Positive から dex:StrongPositive を定義できるな
ど）。
課題としては、オントロジの定義を簡潔にし且つ OWL-DL で記述可能にするために、
個々の程度値をクラスとして定義したことから生じる事例の記述し難さがある。2.2.3 節で
挙げた例のように、少なくとも程度値クラス、程度クラス、評価クラスのサブクラス、評
価対象を選択し、また程度値クラスと評価クラスのサブクラスについてはインスタンスを
作成する必要がある。この問題は、程度表現オントロジに対応したツールによる記述支援
である程度解消できるものと考えられる。ユーザは、評価対象を指定して評価値を選択肢
の中から選ぶだけ（何段階評価の何番目かを指定するなど）でよく、ツール側が自動的に
指定された評価対象を dex:hasTheme の値とし、選択された評価値を適切な評価クラスと
評価値クラスに一意にマッピングする。そのマッピングを表す URI を生成して評価値のイ
ンスタンスとすれば、後は予めログイン認証や時刻サーバなどを利用して
dex:hasPublisher や dex:hasDate の値を取得し、評価全体の記述が完成する。
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2.3

程度表現オントロジのユースケース

本章では程度表現オントロジの有効性評価や課題抽出を行うため、情報家電やオフィス、
Web コミュニティなどに関する現実的な記述例を示す。
2.3.1

程度表現オントロジの対象分野

程度表現オントロジの利用分野としては、情報家電関連、Web 関連の視点から以下のよ
うな適用先が考えられる。
•

•

Web 関連
・

Blog 記事の信頼性の表現

・

Blog へのコメントの評価（関係無さ（スパム度？）等）の表現

・

Blog 記事間の関連度の表現

・

SNS の信頼性の表現

・

レビューサイト（価格.com など）における商品評価の表現

・

オークション出品者の評価の表現

・

FOAF など人間関係表現における親密度の表現

情報家電関連
・

機器接続事例情報の信頼性等の表現

・

数ある機器接続方法の優劣（画質が良い、応答速度が速いなど）の表現

・

接続する機器のお勧め度の表現

・

故障原因特定のための可能性表現（確度）

・

他メーカ機器間での数値表現の共通化

・

DVD ソフトなどにおけるレーティング表示

・

レシピ記述などにおける分量の表記

ここでは、程度表現オントロジの仕様書や他の関連技術仕様においては例として挙げられ
ていない情報家電関連の分野から、次節に示す 3 つの分野を選択し、ユースケースを作成
した。
2.3.2
2.3.2.1

ユースケース対象分野
機器接続事例情報の信頼性等の表現

目的：
投稿された Web 上の機器接続事例を含む Blog 記事に対して、見た人が信頼性を付与
したい。
背景：
危機接続事例の情報が、Blog をはじめとして、記載される事が多くなっている。しか
しながら、Blog は、ある種匿名性もあり、必ずしも信頼できるものとは限らない。記
事に対する評価を比較し、信頼性の目安としたい。
（信頼性の高い情報を検索しやすく
するなど）
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アプローチ：
まず、機器接続情報とその信頼性の情報の対応関係を記述する。
しかし、この場合、評価者（見た人）や、観点の情報も含めたいことがあるため、そ
れらを記述できる枠組みとする。
特定機器間の接続情報の信頼性の情報を、観点を指定したりして、集計し比較するこ
とを想定する。
また、その際には、投票サイトのようなサイトで、評価を与えた評価情報をマッピン
グして、合わせて使う場面についてもある程度想定して検討してみたい。
2.3.2.2

複数ある機器接続方法の優劣（画質が良い、応答速度が速いなど）の表現

目的：
複数ある接続方法の記述に対して、優劣を評価したい。
背景：
情報機器間の接続方法が複数存在する場合がある。この場合、利用者がどの方法を選
択すれば良いのかを利用者が選択できるように、メーカ等があらかじめ指定したい場
合がある。同様に、複数の選択肢がある場合に、順序付けしたい場合にも有効である。
アプローチ（要件）：
複数の機器接続情報に対するその優劣の情報の対応関係を記述する必要がある。この
記述方法を検討する。
また、その記述に、評価者、観点（画質の点で、応答速度の点でなど）の情報も含め
る。
本質的には、（半）順序を示せればよい。
2.3.2.3

故障原因特定のための可能性表現（確度）

目的：
デジタル機器で発生するトラブル（接続できない、録画できない、見れない、など）
に対して、原因として考えられる内容とその可能性を外部表現で記述したい。
背景：
近年、デジタル機器はネットワーク化が進み、各家庭毎に機器の組み合わせが異なり、
トラブル原因の追究が困難になっている。
また、単体機器においてもモジュール化が進み、組み立てメーカ一社では全体の把握
が困難となり、トラブルの原因は見つけにくくなっている。
そこで、
・

メーカからの最新情報や、

・

コールセンターに寄せられた消費者からの情報、

・

機器の持つ診断機能からの情報など
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の表現を共通化し、共有することで、トラブルを早期に発見し、解決方法を見つけ、
ユーザへ適切な情報を提供することに役立てたい。
アプローチ：
まずは、トラブル事例とその原因内容、可能性度合いの組みを最小単位として記述す
ることを考える。
原因リンク
原因内容

トラブル事例
可能性数値
2.3.3

ユースケース記述

2.3.3.1

機器接続事例情報の信頼性等の表現

対象とする例：
URL:http://www.dokokashop.co.jp/Q&A/5736505/

（これは仮想的なものです。）

….
・

この記事を A 氏が評価。追試して、確認した。

・

A 氏は、マニアックレビュアーランキング

・

B 氏は、正しそうだと判断した。

・

B 氏は、生活家電レビュアーランキング

・

C 氏は、別解を示し、別解が良いとした。

・

C 氏は、Z 社製品使いとして有名。

ゴールドを取得
クラス 2 を取得

記述例：
以下の下記のクラスと属性を定義する。
（程度値の表現を簡略化するため、図は上記と
微妙に設定が異なります。）
クラス定義
クラス名

上位クラス

ノート

ex:Reliability

dex:Rate

信頼度

上記で記述すると、図 2.3.1 のように記述できる。
さらに、評価者に対する評価を記述するために、以下を追加することにより、図 2.3.2
のように記述することができる。
クラス定義
クラス名

上位クラス

ノート

ex:Reliability

dex:Rate

信頼度

ex:ReviewerRate

dex:Rate

評価者の信頼度
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しかし、この形式では、評価者の評価が間接的になるため、直接的に評価者の評価を指
す属性を追加することにより、図 2.3.3 のように記述することもできる。また、評価の観
点を表す述語なども導入することが有用と考えられる。
属性名

定義域

値域

ノート

ex:hasReviewerRate

ex:Reviewer

ex:ReviewerRate

評価を持つ

ex:Reliability
dex:hasTheme
dc:creator

ex:Reliability
dex:hasTheme
dex:creator

<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Fair
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Good
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

注) 太字下線は略記

対象
機器接続事例
情報

図 2.3.1

三人の人が、対照情報の信頼度を
記述している例

ex:Reliabilityは、信頼度を表す
評価クラス(dex:Rate)のサブクラス

機器接続事例の信頼性等の表現(1)
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ex:Reliability
dex:hasTheme
dc:creator
<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Bad
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

BBBコミュニティー CCCランキングサービス DDD投票サイト
dex
:has
Rate

dex:hasRate
ex:Reviewer
dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Great
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

ex:Reliability
dex:hasTheme
dc:creator
<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Good
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

ex:Reliability
dex:hasTheme
dc:creator
<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Bad
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Fair
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

二人の人が、対照情報の信頼度を
記述しており評価者の評価もしている例

対象
機器接続事例
情報

注) 太字下線は略記

図 2.3.2

ex:Reviewer

ex:Reviewer は、評価者の評価を表す
評価クラス(dex:Rate)のサブクラス

評価者の評価を入れた機器接続事例の信頼性等の表現(1)
BBBコミュニティー CCCランキングサービス DDD投票サイト

dex
:has

Rate

Dex:hasRating
ex:ReviewerRate
dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Great
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

ex:Reliability
dex:hasTheme
dc:creator
dex:hasReviwerRate
<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Good
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

注) 太字下線は略記

図 2.3.3

対象
機器接続事例
情報

ex:ReviewerRate
ex:Reliability
dex:hasTheme
dc:creator
<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Ｆａｉｒ
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Balance>
Fair
</dex:Balance>
</dex:hasDegree>

二人の人が、対照情報の信頼度を
記述しており評価者の評価もしている例

ex:ReviewerRate は、評価者の評価を表す
評価クラス(dex:Rate)のサブクラス

評価者の評価を入れた機器接続事例の信頼性等の表現(2)
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2.3.3.2

複数ある機器接続方法の優劣（画質が良い、応答速度が速いなど）の表現

対象とする例：
ある TV とハードディスクレコーダを接続するには、
D 端子接続ケーブル
HDMI 端子接続ケーブル
S 端子接続ケーブル
コンポジット入力用ケーブル
がある。
A 社によれば、画質は、以下の順で綺麗
HDMI 端子接続ケーブル
D 端子接続ケーブル
S 端子接続ケーブル
コンポジット入力用ケーブル
コストは、以下の順で安い
コンポジット入力用ケーブル
S 端子接続ケーブル
D 端子接続ケーブル
HDMI 端子接続ケーブル
この例でも、最初の例と同様に、dex:Rate のサブクラスとして、画質と Cost を定義する。
クラス定義
クラス名

ラベル

上位クラス

ノート

ex:Qｕａｌｉｔｙ

画質評価

dex:Rate

画質評価

ex:Cost

コスト評価

dex:Rate

コスト評価

これにより、図 2.3.4 のように記述することもできるが、本質的に表現したいのは、図 2.3.5
のようなものであり、このように表現するのが良いかどうかは応用に依存する。
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D-端子ケーブル
ex:画質

HDMIケーブル
ex:画質

S-端子ケーブル
ex:画質

コンポジットケーブル
ex:画質

A社

dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Score>
3
</dex:Score>
</dex:hasDegree>

dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Score>
4
</dex:Score>
</dex:hasDegree>

dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Score>
1
</dex:Score>
</dex:hasDegree>

dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Score>
0
</dex:Score>
</dex:hasDegree>

A社

ex:Cost
dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Score>
2
</dex:Score>
</dex:hasDegree>

ex:Cost
dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Score>
0
</dex:Score>
</dex:hasDegree>

ex:Cost
dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Score>
3
</dex:Score>
</dex:hasDegree>

ex:Cost
dex:hasTheme
dex:hasPublisher
<dex:hasDegree>
<dex:Score>
4
</dex:Score>
</dex:hasDegree>

図 2.3.4

接続方法の評価

画質の比較で、本質的に書きたいのは、以下の順序

HDMIケーブル

＞

＞

D-端子ケーブル

S-端子ケーブル

＞

コンポジットケーブル

これを順序で代替している

HDMIケーブル

４

＞
＞

＞

D-端子ケーブル

3

図 2.3.5

＞

S-端子ケーブル

1

＞

コンポジットケーブル

＞

接続方法の評価の補足
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0

2.3.3.3

故障原因特定のための可能性表現（確度）

まずは、以下の 4 項目を基本セットとして記述することを考える。拡張としては、機器
名称、記録日時、記録者、例外条件、情報ソースらの追加が考えられるだろう。
例 1）
部位： モーター
症状： 動かない
原因 1： ベルト破断
可能性 1： ★★★
原因 2： ギア滑落
可能性 2： ★★
例 2）
部位： ディスプレイ
症状： 映らない
原因： アンテナ線不接続
可能性： ★★
各項目のデータタイプは以下の通りである。
部位： 情報家電オントロジを参照 1
症状： 文字列にて表記 2
原因： 文字列にて表記 3
可能性：程度値表現を参照
このユースケースの特徴は 1 つの症状に対して、複数の原因と可能性の組みが存在する
ことである。図 2.3.6 に例 1 に対するグラフ表現案を示す。また、症状や原因の記述をイ
ンスタンスに統一したい場合には、図 2.3.7 の書き方も挙げられる。それぞれのクラス、
プロパティの定義は以下の通りである。
クラス定義
クラス名

上位クラス

ノート

ex:Trouble

dex:Rate

症状をクラスとして持つ

ex:TroubleCase
ex:TroubleReason

1

2
3

症状をインスタンスに持つ
dex:Rate

原因をインスタンスに持つ

現在検討中の情報家電オントロジでは、マニュアルから抽出したデータを主な記述対称としているため、ギアやベ
ルトなど内部の部品は扱われていない可能性がある。
近年の XMLDB と同様に、RDFDB も全文検索エンジンと組み合わせて利用されることを前提としている。
近年の XMLDB と同様に、RDFDB も全文検索エンジンと組み合わせて利用されることを前提としている。
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属性定義
属性名

定義域

symptom

値域

ノート

Literal

症状の説明を持つ

cause

dex:Rate

Literal

原因の説明を持つ

condition

TroubleReason

TroubleCase

solutions の inverse-of

solutions

TroubleCase

TroubleReason

condition の inverse-of

dex:Value
subClassOf

dex:Rate
kd:Motor

dex:hasTheme

dex:Plus3
subClassOf
type
Trouble
hasDegree
type

symptom
rdfs:Literal
ex:Trouble は部位に
よっては階層化される

cause
rdfs:Literal

type

hasDegree

cause
rdfs:Literal

図 2.3.6

故障原因特定のための可能性表現(1)
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dex:Value
dex:Rate
subClassOf
subClassOf
:
TroubleCase

dex:Plus3

TroubleReason

type
type
dex:hasDegree
type
kd:Motor

dex:hasTheme

cause

condition

rdfs:Literal
solutions

rdfs:Literal

hasDegree

symptom
condition

cause
rdfs:Literal

図 2.3.7

故障原因特定のための可能性表現(2)

最後に，図 2.3.6 の RDF/XML 形式での記述例を示す．
<owl:Class rdf:ID=”Trouble”>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&dex;Rate"/>
<dex:hasTheme rdf:resource=”&kd;Motor”/>
<symptom>動かない</symptom>
</owl:Class>
<dex:Plus3 rdf:ID=”Score3”>
<rdf:type rdf:resource=”dex:Score”/>
</dex:WeakPositive>
<dex:Plus2 rdf:ID=”Score2”>
<rdf:type rdf:resource=”dex:Score”/>
</dex:WeakPositive>
<Trouble rdf:ID=”故障原因１”>
<dex:hasDegree rdf:resource=”#Score3”/>
<cause>ベルト破断</cause>
</rdf:Description>
<Trouble rdf:ID=”故障原因 2”>
<dex:hasDegree rdf:resource=”#Score2”/>
<cause>ギア滑落</cause>
</rdf:Description>
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2.4

関連技術と相互運用性評価

本節では、関連技術調査・相互運用性評価 WG の調査結果について述べる。本サブ WG
の調査方針としては、関連情報を網羅的に集めるということではなく、程度表現オントロ
ジと関連技術との関係を記述例やユースケースなどで、より具体的に示すことに主眼を置
いた。
まず程度表現オントロジに直接関連する技術として、microformats の評価記述仕様であ
る hReview について記述例を中心に述べる。次に、デジタルカメラのユースケースを例に、
RDF クエリ言語 SPARQL とルール記述言語 SWRL を用いた程度表現オントロジの具体的
な利用例について紹介する。最後に、セマンティック Web の関連技術であるトピックマッ
プについて、評価トピックマップの記述例、問い合わせ言語 tolog での問い合わせ例、ト
ピックマップのクエリ言語 TMQL について述べる。
2.4.1

程度表現オントロジと microformats hReview

本項では、程度表現オントロジに直接関連する技術として、microformats[1]から提案さ
れている評価情報記述のための hReview[2]と、W3C で標準化が進められている XHTML
への RDF 埋め込み記述言語である RDFa[3]について述べる。商品レビューを具体例として、
程度表現オントロジの RDFa による記述と microformats hReview による記述を示す。
2.4.1.1

microformats hReview

(1) 目的
・

microformats は既存の標準の上に構築したシンプルでオープンなデータフォー
マットを目指し、「Designed for humans first and machines second」を理念と
している。そのため、既存の XHTML 文書などに意味を簡単に埋め込めるフォー
マットを提供しようとしている。

・

hReview は、レビューの共有、流通、配信、集約を可能とするためのオープンス
タンダードを目指している。レビュー記述のための単純で最小のスキーマとして
デザインされている。

(2) 組織
・

Wiki(http://microformats.org/wiki/hreview)でのオープンな議論により仕様を策
定している。Editor は Technorati, Inc.の Tantek Çelik。

(3) 活動状況
・

最新バージョンは 2006-02-22 の hReview 0.3 (2007 年 2 月 19 日時点)。

(4) 記述フォーマット
・

XHTML の要素(div や span など)に対して、その要素内容の意味を、class 属性な
どを利用して記述する。

・

hReview の主なスキーマを以下に示す。この他に、version、license、permalink
などがある。
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hReview: hReview の情報を埋め込むブロックを指定し、以下の属性はこのブロ
ック内に記述する。
<div class="hreview">...</div>



item type: 非必須。評価対象のタイプを表す。値は次のうちの一つ。
product|business|event|person|place|website|url
<span class="item"><a class="url fn" href="http://... ">The Postal
Service: Give Up</a></span>



item info: 必須。評価対象に関する情報で、少なくとも名前("fn")を含まなければ
ならず、URI("url")を含むべきである。info type が person あるいは buisiness
の場合、fn や url は hCard(microformats の vCard 記述仕様)で記述し、info type
が event の場合は hCalendar で記述する。



reviewer: 非必須。hCard で評価者を記述する。



dtreviewed: 非必須。評価日時を記述。ISO8601 の日付表記でなければならない。



rating: 非必須。評価値を表す 1.0 から 5.0 の整数。下限は worst によって設定可
能（整数。デフォルトは 1.0）。上限は best によって設定可能（整数。デフォル
トは 5.0）。



description: 非必須。評価者の意見を記述したテキスト。XHTML マークアップ
を含んでよい。



tags: 非 必 須 。 評 価 者 が 評 価 対 象 に 関 連 付 け る キ ー ワ ー ド や フ レ ー ズ 。
microformats の rel-tag を利用。rel-tag は microformats の仕様で、a タグの属
性に rel=”tag”を付与することで、タグ（キーワードやテーマ）に対するリン
クであることを示す。例えば、レストランの評価であれば「料理」「雰囲気」「サ
ービス」「値段」などの評価軸をタグ（キーワード）にすることが考えられ、そ
れぞれのキーワードに関連したリンクとして、例えば wikipedia の該当キーワー
ド項目の URL を記述する。

<li class="rating"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Food" rel="tag">Food:
<span class="value">18</span>/<span class="best">30</span></a></li>
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(5) 記述サンプル
商 品 レ ビ ュ ー の 記 述 例 を microformats hReview の web ペ ー ジ
(http://microformats.org/wiki/hReview) より引用して示す。一番外側の<div>タグの
class 属性に hreview を記述することで評価情報を埋め込むブロックを指定している。
評価値は<abbr>タグの 5 つの*であるが、rating の値として title 属性を用いて整数値
として 5 を記述している。このコンテンツのブラウザ上での表示を図 2.4.2 に示す。
<div class="hreview"><span class="item">
<a class="url fn" href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B000089CJI/">
<img src="http://images.amazon.com/images/P/B000089CJI.01._SCTHUMBZZZ_.jpg"
alt="Album cover photo: The Postal Service: Give Up. "
class="photo" />
The Postal Service: Give Up</a></span>
<div class="description"><p>
"The people thought they were just being rewarded for treating others
as they like to be treated, for obeying stop signs and curing diseases,
for mailing letters with the address of the sender... Don't wake me,
I plan on sleeping in..."
</p><p>
"Nothing Better" is a great track on this album, too...
</p></div>
(<abbr class="rating" title="5">*****</abbr>)
<p class="reviewer vcard">Review by
<a class="url fn" href="http://ifindkarma.com/blog/">Adam Rifkin</a>,
<abbr class="dtreviewed" title="200502">February 2005</abbr>
</p>
</div>

図 2.4.1

hReview の記述例

(hReview の web サイトより引用)

図 2.4.2

図 2.4.1 のコンテンツのブラウザ上での表示
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(6) hReview 作成補助ツール
hReview Creator[4]という hReview 作成補助ツールが提供されている。スクリーン
ショットを図 2.4.3 に示す。ページ左側のフォームに必要項目を埋めると、右側のテ
キストエリアに hReview フォーマットの XHTML 要素が生成される。ページの下段
には XHTML のプレビューが表示される。

図 2.4.3
2.4.1.2

hReview Creator

RDFa

(1) 目的
・

RDF の XHTML への埋め込み記述方法を規定する。

・

そもそも構造化データとなっている既存 HTML コンテンツを繰り返すことなく
RDF を埋め込む。

・

もともとは XHTML2 向けに設計されたが、XHTML1 や SVG、非 XHTML でも
使えるようにする。
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(2) 組織
・

W3C の Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group で開始
され、現在は HTML Working Group の協力の下、Semantic Web Deployment
Working Group[5]で仕様策定が進められている。

(3) 活動状況
・

最新バージョンは 2006-05-16 の W3C Working Draft[3] (2007 年 2 月 19 日時点)。

・

Editor's Draft は 2007-02-16[6]が最新。

(4) 記述フォーマット
・

RDF の構成要素は主語、述語、目的語である。<p>タグなどで、class 属性に主
語の型、about に主語の URI を記述し、そのブロック内に述語と目的語を記述す
る（なお、以下の例は全て RDFa のサイトより引用）。

<p class="cal:Vevent" id="xtech_conference_talk" about="#xtech_conference_talk">
…
</p>

・

目的語がリテラルの場合、property 属性に述語を記述し、目的語をその要素内容
として記述する。図 2.4.1 に示した hReview の rating の title 属性のように、
content 属性でプロパティ値を記述することも可能。
I'm giving <span property="cal:summary">a talk at the XTech Conference
about web wdgets</span>
<span property="cal:dtstart" content="20070508T1000-0500">May 8th at
10am</span>

・

目的語がリソースの場合、<a>タグなどで rel 属性に述語を記述し、href 属性に
リソースの URI を記述する。

This document is licensed under a
<a rel="cc:license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5">
Creative Commons Non-Commercial License
</a>.

・

ブランクノードは、rel 属性に述語を記述した入れ子構造で記述する。

<dl class="foaf:Person" about="#card"
<dt>Office Address</dt>
<dd rel="foaf:office">
<div rel="foaf:address">
<span property="foaf:address_line_1">77 Massachusetts Ave.</span><br />
...
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(5) 記述サンプル
イベントに関する記述サンプルを (http://microformats.org/wiki/hReview) より引
用して示す。
<html xmlns:cal="http://www.w3.org/2002/12/ca/ical#"
xmlns:contact="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#">
…
<ｐ class="cal:Vevent" about="#xtech_conference_talk">
I'm giving
<span property="cal:summary">
a talk at the XTech Conference about web widgets
</span>,
on
<span property="cal:dtstart" content="20070508T1000-0500">
May 8th at 10am
</span>.
</p>
…
<p class="contactinfo" about="http://example.org/staff/jo">
My name is
<span property="contact:fn">
Jo Smith
</span>.
I'm a
<span property="contact:title">distinguished web engineer</span>
at
<a rel="contact:org" href="http://example.org">Example.org</a>.
You can contact me
<a rel="contact:email" href="mailto:jo@example.org">via email</a>.
</p>

図 2.4.4
2.4.1.3

RDFa の記述例 (RDFa の web サイトより引用)

程度表現オントロジと hReview の記述比較

図 2.4.1 に示した hReview の商品レビューを、RDFa を用いて程度表現オントロジ(DEX)
で記述した例を図 2.4.5 に示す（比較のために図 2.4.6 に図 2.4.1 を再掲する）。
DEX は語彙に対する拡張性を持っている分だけ、名前空間に関する部分（宣言や接頭辞）
が記述増加になっているが、hReview とほぼ同程度の記述量で記述可能である。
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<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”
xmlns:dex=”http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#”>
<div class="dex:Rate">
<a rel=”dex:hasTheme” href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B000089CJI/">
<img src="http://images.amazon.com/images/P/B000089CJI.01._SCTHUMBZZZ_.jpg"
alt="Album cover photo: The Postal Service: Give Up."/>
The Postal Service: Give Up</a>
<div><p>
"The people thought they were just being rewarded for treating others
as they like to be treated, for obeying stop signs and curing diseases,
for mailing letters with the address of the sender... Don't wake me,
I plan on sleeping in..."
</p><p>
"Nothing Better" is a great track on this album, too...
</p></div>
(<span rel=”dex:hasDegree”
href=” http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#Five”>*****</span>)
<p>Review by
<a rel="dex:hasPublisher" href="http://ifindkarma.com/blog/">Adam Rifkin</a>,
<span property="dex:hasDate" content="200502">February 2005</span>
</p>
</div>
</html>

図 2.4.5

DEX(RDFa)による記述

<div class="hreview"><span class="item">
<a class="url fn" href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B000089CJI/">
<img src="http://images.amazon.com/images/P/B000089CJI.01._SCTHUMBZZZ_.jpg"
alt="Album cover photo: The Postal Service: Give Up. "
class="photo" />
The Postal Service: Give Up</a></span>
<div class="description"><p>
"The people thought they were just being rewarded for treating others
as they like to be treated, for obeying stop signs and curing diseases,
for mailing letters with the address of the sender... Don't wake me,
I plan on sleeping in..."
</p><p>
"Nothing Better" is a great track on this album, too...
</p></div>
(<abbr class="rating" title="5">*****</abbr>)
<p class="reviewer vcard">Review by
<a class="url fn" href="http://ifindkarma.com/blog/">Adam Rifkin</a>,
<abbr class="dtreviewed" title="200502">February 2005</abbr>
</p>
</div>

図 2.4.6

hReview による記述
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2.4.2

程度表現オントロジへのセマンティック Web 技術（SPARQL, SWRL）の適用

本項では、まずユースケースとして程度表現オントロジを使った製品レビューサイトの
横断検索について説明する。次に、SPARQL[7]と SWRL[8]の概要を説明し、ユースケース
における利用例をあげる。最後に、Protégé OWL API の概要とユースケースの実装例を紹
介する。
2.4.2.1

程度表現オントロジとセマンティック Web

(1) ユースケース：程度表現オントロジを使った製品レビューサイト横断検索
本ユースケースでは、ドメインをデジタルカメラの製品レビューサイトとする。デジタ
ルカメラに対する評価が、程度表現オントロジのモデルとして記述されていることを想定
している。
現在、製品レビューサイトではいろいろな評価がされており、ユーザは各レビューサイ
トを検索し比較・判断する。そこで、程度表現オントロジを情報の仲介者（メディエータ）
とした複数レビューサイトの横断検索を検討する。

図 2.4.7

ユースケース概要

本ユースケースで利用するオントロジは以下の 3 種類とする。
¾

程度表現オントロジ

¾

ドメインオントロジ

：デジタルカメラオントロジ

¾

サービスオントロジ

：製品購入サービスオントロジ

(2) オントロジについて
i.

程度表現オントロジ
デジタルカメラに対する評価として程度表現オントロジを利用する。程度表現オント
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ロジの定義は、「2.2

ii.

程度表現オントロジの設計」を参照のこと。

デジタルカメラオントロジ
デジタルカメラの製品スペックを表現するために利用する。
¾

接頭辞：camera, 名前空間：http://www.net.intap.or.jp/INTAP/degitalcamera#
クラス

プロパティ

¾

camera:DigitalCamera

デジタルカメラクラス

camera:Maker

メーカークラス

camera:hasMaker

メーカー（domain:デジタルカメラクラス range:メーカークラス）

camera:hasPrice

価格

camera:hasProductName

製品名 （domain:デジタルカメラクラス range:xsd:string）

オントロジ概念図

図 2.4.8
iii.

（domain:デジタルカメラクラス range:xsd:int）

デジタルカメラオントロジ

製品購入仲介サービスオントロジ
ユーザの要求を満たすデジタルカメラを推論するために利用する。（SWRL を使った
ユースケース）
¾

¾

接頭辞：rec, 名前空間：http://www.net.intap.or.jp/INTAP/recommend#
クラス

rec:Acceptable

ユーザの要求を満たすことを表すクラス

プロパティ

rec:offer

支払い可能金額（domain:デジタルカメラクラス range:xsd:int）

オントロジ概念図

図 2.4.9
2.4.2.2

サービスオントロジ

SPARQL と SWRL

(1) SPARQL
SPARQL クエリ(SPARQL Query Language for RDF)[7]は、W3C で標準化が進んでいる
RDF クエリ言語である。2006 年 4 月に勧告候補となったが、現在は草案に戻っている。
2006/12/05 現在、W3C Working Draft 4 October 2006 が最新バージョンである。
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また、クライアントサーバ間の通信プロトコルやクエリ結果 XML フォーマットの標準
化も進められている。
・ SPARQL Protocol for RDF：2006 年 4 月勧告候補[9]
・ SPARQL Query Results XML Format：2006 年 4 月勧告候補[10]
SPARQL は、RDF グラフに対して RDF グラフで表現されるクエリパターンにマッチし
た結果を取得する。SQL に似た構文である。
i.

簡単な例
「デジタルカメラの製品名とメーカー」を問い合わせる例。
クエリ：
PREFIX camera: <http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/digitalcamera#>

//名前空間の宣言

SELECT ?name ?maker

// 検索結果を選択

FROM

// 検索対象の指定

<http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/digitalcamera>

WHERE { ?subject camera:hasProductName ?name .
?subject camera:hasMaker

// 検索条件

?maker .

}
// 検索結果のソート

ORDER BY ?maker ?name

結果：
Name

ii.

maker

INTAP DIGITAL 33

INTAP

INTAP DIGITAL 55

INTAP

INTAP DIGITAL 77

INTAP

構文
¾

クエリ対象グラフの指定
・

FROM

uri： uri --- デフォルトグラフ

クエリ対象グラフを指定する。複数のグラフを一つの名前なしグラフとして
扱う。
・

FROM NAMED

uri： uri --- 名前付きグラフ

クエリ対象として名前付きグラフを指定する。複数指定された場合、それぞ
れのグラフを別のグラフとして扱う。
・

GRAPH

?var | uri： ?var --- 変数 あるいは uri --- 名前付きグラフ

クエリ内での名前付きグラフへのアクセスを提供する。
¾

検索結果の順序と形式
・

DISTINCT

?var： ?var --- 変数
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結果を一意にする。 "SELECT DISTINCT" という組み合わせでのみ使用で
きる。
・

ORDER BY

?var： ?var --- 変数

結果出力を順序付ける。ASC(?var)と DESC(?var)で昇順／降順を指定できる。
・

LIMIT

n：

n --- 結果数

結果出力数を制限する。
・

OFFSET

n：

n --- 開始位置

結果出力の全体の並びから、出力開始位置を指定する。
¾

検索条件の指定方法
・

OPTIONAL
OPTIONAL 指定した RDF グラフが、検索対象グラフに存在しなくても結果
を出力する。

・

UNION
UNION は、グラフパターンの代替を指定する。1 つ以上の代替グラフパタ
ーンがマッチする場合、マッチした全ての結果を出力する。

・

FILTER
FILTER は、変数の値に対して論理演算子などで制限を行う。

¾

クエリ形式
SPARQL は、SELECT 句の他に CONSTRUCT, DESCIRBE, ASK という 3 つ
のクエリ形式がある。
・

CONSTRUCT：
定義したグラフテンプレートの変数を検索結果に置き換えた 1 つの RDF グ
ラフを返す。

・

DESCIRBE：
グラフパターンと一致があるノードに関連した情報を含む RDF グラフを返
す。

・

ASK：
グラフパターンと一致するものがある場合、「yes」を返し、無い場合「no」
を返す。

(2) SWRL
SWRL（Semantic Web Rule Language）[2]は、OWL DL, OWL Lite と RuleML（Rule
Markup Language）の組み合わせをベースにした、ルール記述言語である。カナダ国立
研究委員会、ネットワーク・インフェレンス社、そしてスタンフォード大学から W3C へ
提案された。
2006/12/05 現在、W3C Member Submission 21 May 2004 が最新バージョンである。
i.

簡単な例
「親の男兄弟は叔父である」というルールをモデルに対して推論する例。
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図 2.4.10
・

「親の男兄弟は叔父である」ルール実行

ルール
hasParent(?x1,?x2) ∧ hasBrother(?x2,?x3) -> hasUncle(?x1,?x3)

・

ルールエンジンによる推論
hasParent(John, Mary) ∧ hasBrother(Mary, Bill) -> hasUncle(John, Bill)
※プロパティインスタンスを生成する

ii.

ルール
ホーン節のようなルールが記述できる。
（P1 ∧ P2 ∧ P3 ... ）-> Q
前提

結論

原子式は次の形式から成る。

iii.

・ C(x)

：C は、OWL のクラス定義。x,y は変数を表す。

・ P(x,y)

：P は、二項関係を表し OWL のプロパティ。

・ builtIn(r,x,...)

：ビルトイン関数。

構文
W3C のドキュメントでは、抽象構文と具象構文（XML 構文, RDF/XML 構文）が紹
介されている。
¾

抽象構文 ： 人間が読みやすい構文
例） hasParent(?x1,?x2) ∧ hasBrother(?x2,?x3) -> hasUncle(?x1,?x3)

¾

XML 構文
RuleML と OWL XML (OWL XML Presentation Syntax) をベースにした構文。
一般的な XML で表現したもの。ノード出現順序があるため、SAX 処理が行える。

¾

RDF/XML 構文
OWL RDF/XML (OWL RDF/XML exchange syntax) をベースにした構文。
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RDF モデル（グラフ構造）を XML で表現したもの。ノードの出現順序がない。
Jena や Protégé などのツールの入出力形式として使われている。
iv.

ビルトイン関数
SWRL のビルトイン関数は、既存の XQuery と XPath のビルトイン関数をベース
としている。ビルトイン関数は true あるいは false を返す。数学関数などで数値を返
すわけではないので注意する。
¾

ビルトイン関数の種類 (関数の数)
1.比較関数 (6)
2.数学関数 (17)
3.Boolean 関数 (1)
4.文字列関数 (17)
5.日付/時間/期間 関数 (27)
6.URI 関数 (2)
7.RDF-style リスト関数 (9)

¾

記述例
Person(?p) ∧ hasAge(?p, ?age) ∧ swrlb:greaterThan(?age, 17) -> Adult(?p)

(3) ユースケースにおける SPARQL と SWRL の利用例
i.

SPARQL の利用例
2 つの製品レビューサイトを横断検索する。サイト 1 は dex:Balance、サイト 2 は
dex:Score を使い評価付けされているとする。
（評価の程度値については「2.2.1

程度

値オントロジ図 2.2.3、図 2.2.4」を参照のこと。）
¾

サイト 1 と サイト 2 を対象に"INTAP DIGITAL 55"という製品の評価を検索す
る
クエリ：
PREFIX camera: <http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/digitalcamera#>
PREFIX dex:
SELECT
FROM

<http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#>

?src ?name ?maker ?label
<http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/digitalcamera>

①

FROM NAMED <http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/site1_rating>
FROM NAMED <http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/site2_rating>
WHERE {

?subject camera:hasProductName ?name .

②

?subject camera:hasMaker ?maker .
FILTER ( ?name = "INTAP DIGITAL 55" ) .
③
GRAPH ?src {

?rate dex:hasTheme ?subject .
?rate dex:hasDegree ?val .
?val rdfs:label ?label .
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}
}

デジタルカメラのモデルをデフォルトグラフ、サイト 1 とサイト 2 のモデ

①

ルを名前付きグラフとして、検索対象に指定する。
デジタルカメラのモデルから、製品名"INTAP DIGITAL 55"という制約条

②

件を満たすデジタルカメラを検索する。
GRAPH により各レビューサイトへアクセスし、デジタルカメラの評価の

③

程度値を検索する。
結果：
src

¾

name

maker

label

http://.../site1_rating

INTAP DIGITAL 55

camera:INTAP

Good

http://.../site2_rating

INTAP DIGITAL 55

camera:INTAP

★★★★★

サイト 1 と サイト 2 を対象に「dex:StrongPositive」 と同程度の評価がされて
いるデジタルカメラを検索する
クエリ：
PREFIX camera: <http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/digitalcamera#>
PREFIX dex:
SELECT
FROM

<http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#>

?src ?name ?maker ?label

<http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/digitalcamera>

①

FROM NAMED <http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/site1_rating>
FROM NAMED <http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/site2_rating>
WHERE {

?subject camera:hasProductName ?name .

②

?subject camera:hasMaker ?maker .
③
GRAPH ?src {

?rate dex:hasTheme ?subject .
?rate dex:hasDegree ?val .
?val rdfs:label ?label .

④

{ ?val rdf:type dex:StrongPositive }
UNION { ?val rdf:type dex:Plus4 }
UNION { ?val rdf:type dex:Plus3 }
}
}

①～③は前例とほぼ同じ。
④

「dex:StrongPositive」と同程度の程度値クラス「dex:Plus4」
「dex:Plus3」
のインスタンスである程度値を検索する。
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結果：
src

ii.

name

maker

label

http://.../site1_rating

INTAP DIGITAL 77

camera:INTAP

Great

http://.../site2_rating

INTAP DIGITAL 55

camera:INTAP

★★★★★

SWRL の利用例
サービスオントロジを使い、ルールを適用することで、ユーザの要求を満たすデジタ
ルカメラを推論する。
ルール 1： デジタルカメラの評価の程度値が dex:Plus4 ならば、3 万円払ってもよい
ルール 2： 支払える金額が製品の値段より高ければ、ユーザの要求を満たす
¾

SWRL での表現
ルール 1：デジタルカメラの評価の程度値が dex:Plus4 ならば、3 万円払っても
よい
camera:DigitalCamera(?x) ∧ dex:hasTheme(?y, ?x) ∧ dex:hasDegree(?y, ?z)
∧ dex:Plus4(?z)
→

rec:offer(?x, 30000)

ルール 2：支える金額が製品の値段より高ければ、ユーザの要求を満たす
camera:DigitalCamera(?x) ∧camera:hasPrice(?x, ?price)

∧ rec:offer(?x, ?offerPrice)

∧ swrlb:greaterThan(?offerPrice, ?price)
→

¾

rec:Acceptable(?x)

SWRL ルール推論実行

図 2.4.11

SWRL ルール推論実行例
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ルール 1
camera:DigitalCamera(camera:intapdigital55)

∧

dex:hasTheme(rate_intapdigital55, camera:intapdigital55)
dex:hasDegree(rate_intapdigital55, plus4)

∧

∧

dex:Plus4(plus4)
→

rec:offer(camera:intapdigital55, 30000)

ルール 2
camera:DigitalCamera(camera:intapdigital55)

∧

camera:hasPrice(camera:intapdigital55, 28190)
rec:offer(camera:intapdigital55, 30000)

∧

∧

swrlb:greaterThan(30000, 28190)
→

2.4.2.3
i.

rec:Acceptable(camera:intapdigital55)

実装

実装環境とインストール方法
¾

Protégé
Protégé-OWLAPI は、OWL と RDF(S)を扱うためのオープンソース Java ライブ
ラリである。API は OWL ファイルのロードと保存、OWL データモデルの検索
と操作、DL エンジンによる推論をするためのクラスとメソッドを提供する。
Protégé の公式サイト[5]から、各種 OS 用インストールパッケージをダウンロー
ドしてインストールする。インストールは基本的にインストーラに任せておけば
よいが、途中の Choose Components で Everything を選択することだけ注意す
る。
動作には、JDK 1.5 以上の環境が必要である。
本報告書で利用したのは、Protégé 3.2 beta (build 327) である。

¾

Jess
Jess は Java で記述されたルールエンジンおよびそのスクリプト環境である。
Jess は学術目的においては無料で使うことができ、製品に組み込んだり再配布す
るなど商用利用になる場合は商用ライセンスのもと提供される。GPL や BSD ラ
イセンスではない。
Jess の公式サイト[12]から、トライアルバージョンをダウンロードする。Jess デ
ィストリビューションに含まれている jess.jar を Protégé-OWL プラグインディ
レクトリにコピーする。
Protégé-OWL インストールディレクトリ
/plugins/edu.stanford.smi.protegex.owl/
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ii.

実装例
「2.4.2.2.-3) ユースケースにおける SPARQL と SWRL の利用例」の実装例を紹介す
る。
¾

SPARQL ユースケースの実装例
SPARQL 実行のための API は、 ARQ (A SPARQL Processor for Jena)

[13]から

提供される com.hp.hpl.jena.query パッケージ内にある。
上記パッケージは、Protégé ディストリビューションに含まれている。
実装例：
import com.hp.hpl.jena.query.*;
...
// クエリ文字列
String queryStr = " .... " ;
// クエリオブジェクトと実行クラスを生成する
Query query = QueryFactory.create( queryStr );
QueryExecution qexec = QueryExecutionFactory.create( query );
// SELECT クエリを実行する
ResultSet results = qexec.execSelect();
// クエリ結果フォーマッタを使って標準出力に結果を出力する
ResultSetFormatter.out( System.out, results, query );
qexec.close();

ユースケースの実行結果：
src

¾

name

maker

Label

http://.../site1_rating

INTAP DIGITAL 55

camera:INTAP

Good

http://.../site2_rating

INTAP DIGITAL 55

camera:INTAP

★★★★★

SWRL ユースケースの実装例
SWRL ルールの実行は、OWL 知識（オントロジ,モデル,SWRL ルール）と Jess
ルールエンジン、およびそれらを繋ぐブリッジクラスにより行う。詳細は、
SWRLRuleEngineBridgeFAQ[14] を参照のこと。
ブリッジクラス SWRLJessBridge のコンストラクタは、OWLModel クラスのイ
ンスタンス（OWL 知識ベースと関連する SWRL ルールを表現する）と Jess Rete
オ ブ ジ ェ ク ト （ Jess ル ー ル エ ン ジ ン の イ ン ス タ ン ス ） を 引 数 に 取 る 。
SWRLJessBridge が一度作られれば、ブリッジを使って SWRL ルールを実行す
ることや、推論された情報を OWL モデルに変換することができる。
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実装例：
import edu.stanford.smi.protegex.owl.jena.JenaOWLModel;
import edu.stanford.smi.protegex.owl.swrl.bridge.exceptions.*;
import edu.stanford.smi.protegex.owl.swrl.bridge.jess.*;
import jess.*;

// 推論対象モデル URI
String uri = "....";
...
JenaOWLModel owlModel = ProtegeOWL.createJenaOWLModelFromURI(uri);
Rete rete = new Rete();

// Jess ルールエンジンの作成

SWRLJessBridge bridge = new SWRLJessBridge(owlModel, rete);

// ブリッジの作成

// Jess ルールエンジンの実行
// ルールと OWL 知識をブリッジへインポート
bridge.importSWRLRulesAndOWLKnowledge();

// ブリッジからルールエンジンへエクスポート
bridge.exportSWRLRulesAndOWLKnowledge();
// ルールエンジン実行
bridge.runRuleEngine();

// ルールエンジンによりアサートされたプロパティの数を取得
for ( int i=0; i<bridge.getNumberOfAssertedProperties(); i++ ) {
// ルールエンジンによりアサートされたプロパティの内容を取得し、
// 標準出力に出力
System.out.println( bridge.getAssertedPropertyDisplayRepresentation(i) );
}

// 推論結果を OWL モデルに変換する
bridge.writeAssertedIndividualsAndProperties2OWL();

ユースケースの実行結果：
(assert (rec:offer camera:intapdigital55 "30000"))
2.4.3

トピックマップ関連技術

2.4.3.1

評価トピックマップの記述例

(1) 記述例 1
関連を具体化(Reify) してトピックを作成し、そのトピックの出現として評価値を持た
せた例。
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以下の具体化をしている。
・ 「リソース 1 が特性 2 を持つ」関連を具体化して、例えば、”リソース 1 の特性 2”
という名前のトピックを作成。
・ 「”リソース 1 の特性 2”を評価者 A が評価する」関連を具体化して、例えば、”
評価者Ａによるリソース 1 の特性 2 の評価”という名前のトピックを作成
・ 上記で作成したトピックに対して、外部出現として、評価値：score 3 を、内部
出現として、評価日：2007.02.19 を持たせる。
以下にその構造図と、LTM (Linear Topic Map) 形式のトピックマップのソースを示す。
型：リソース

型：テーマを持つ

トピック
リソース１

型：特性

型：評価クラス

トピック
hasTheme

superclasssubclass

特性２

関連

型：評価する

トピック
評価クラス１

型：評価者

Reification

トピック
リソース１の特性２

トピック
evaluate

評価者Ａ

関連

Reification
トピック

外部出現
hasDegree

トピック

トピック
スコア３

内部出現
hasDate

記述例 1 のトピックマップのソース（LTM 形式）
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スコア

程度："score 3"

記述例 1 のトピックマップの構造

@"utf-8" #VERSION "1.3"
/*
Author: Motomu Naito
Date:
2007-3-4
*/

hasValue

内部出現

評価日："2007.02.19"

図 2.4.12

型：程度クラス

型：程度値

評価者Ａによるリソース１
の特性２の評価

/*
#PREFIX untyped @"http://psi.ontopia.net/ltm/untyped#"
*/
/* =============== ONTOLOGY ==================================== */
/* ----------------- Scope Topic --------------- */
[en = "En"
@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#en"]
[ja = "Ja"
@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#ja"]
/* ----------------- Topic Types --------------- */
[rate = "評価クラス" / ja
= "Rate" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#rate"]
[degree = "程度" / ja
= "Degree" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#degree"]
[value = "程度値" / ja
= "Value" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#value"]
[resource = "リソース" / ja
= "Resource" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource"]
[characteristic = "特性" / ja
= "Characteristic" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic"]
[person = "人" / ja
= "Person" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#person"]
/* ----------------- Role Types ---------------- */
[resource-role = "リソース役割" / ja
= "Resource role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource-role"]
[characteristic-role = "特性役割" / ja
= "Characteristic role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-role"]
[evaluator-role = "評価者役割" / ja
= "Evaluator role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#evaluator"]
[evaluated-characteristic-role = "評価特性役割" / ja
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= "Evaluated characteristic role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#evaluated-characteristic-role"]
[degree-role = "程度役割" / ja
= "Degree role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#degree-role"]
[value-role = "程度値役割" / ja
= "Value role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#value-role"]
/* ----------------- Association Types --------- */
[hasTheme = "テーマを持つ" / ja
= "Has theme" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#hasTheme"]
[hasValue = "値を持つ" / ja
= "Has value" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#hasValue"]
[evaluate = "評価する" / ja
= "Evaluate" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#evaluate"]
/* ----------------- Type Hierarchy ------------ */
/* +++++

general associations

++++++++++++++++++++++++++++++++++ */

[hierarchical-relation-type = "Hierarchical relation type"
@"http://www.techquila.com/psi/hierarchy/#hierarchical-relation-type"]
[superordinate-role-type = "Superordinate role type"
@"http://www.techquila.com/psi/hierarchy/#superordinate-role-type"]
[subordinate-role-type = "Subordinate role type"
@"http://www.techquila.com/psi/hierarchy/#subordinate-role-type"]
[superclass-subclass : hierarchical-relation-type
= "Subclass of"
= "Superclass of" / superclass
@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/core.xtm#superclass-subclass"]
[superclass : superordinate-role-type
= "Superclass"
@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/core.xtm#superclass"]
[subclass : subordinate-role-type
= "Subclass"
@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/core.xtm#subclass"]
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[whole-part : hierarchical-relation-type
= "Part of"
= "Whole of" / superclass
@"http://www.knowledge-synergy.com/psi/core.xtm#whole-part"]
[whole : superordinate-role-type
= "whole"
@"http://www.knowledge-synergy.com/psi/core.xtm#whole"]
[part : subordinate-role-type
= "part"
@"http://www.knowledge-synergy.com/psi/core.xtm#part"]
[compose-breakdown : hierarchical-relation-type
= "Breakdown of"
= "Compose of" / superclass
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#compose-breakdown"]
[compose : superordinate-role-type
= "Compose"
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#compose"]
[breakdown : subordinate-role-type
= "Breakdown"
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#breakdown"]
/* ----------------- Occurrence Types ---------- */
[hasDegree = "程度値を持つ" / ja
= "Has degree" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#hasDegree"]
[degreeValue = "程度値" / ja
= "Degree value" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#degreeValue"]
[hasDate = "評価日" / ja
= "Has date" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#hasDate"]
/* =============== INSTANCES ==================================== */
/* ----------------- Topics -------------------- */
[rate-1 : rate = "評価クラス 1" / ja
= "Rate 1" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#rate-1"]
[score : degree = "スコア" / ja
= "Score" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score"]
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[resource-1 : resource = "リソース 1" / ja
= "Resource 1" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource-1"]
[resource-2 : resource = "リソース 2" / ja
= "Resource 2" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource-2"]
[resource-3 : resource = "リソース 3" / ja
= "Resource 3" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource-3"]
[characteristic-1 : characteristic = "特性 1" / ja
= "Characteristic 1" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-1"]
[characteristic-2 : characteristic = "特性 2" / ja
= "Characteristic 2" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-2"]
[characteristic-3 : characteristic = "特性 3" / ja
= "Characteristic 3" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-3"]
[characteristic-4 : characteristic = "特性 4" / ja
= "Characteristic 4" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-4"]
[characteristic-5 : characteristic = "特性 5" / ja
= "Characteristic 5" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-5"]
[person-a : person = "評価者 A" / ja
= "Person A" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#person-a"]
[person-b : person = "評価者 B" / ja
= "Person B" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#person-b"]
[person-c : person = "評価者 C" / ja
= "Person C" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#person-c"]
[score-4 : value = "スコア 4" / ja
= "Score 4" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-4"]
[score-3 : value = "スコア 3" / ja
= "Score 3" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-3"]
[score-2 : value = "スコア 2" / ja
= "Score 2" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-2"]
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[score-1 : value = "スコア 1" / ja
= "Score 1" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-1"]
[score-0 : value = "スコア 0" / ja
= "Score 0" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-0"]
/* ----------------- Associations -------------- */
superclass-subclass(rate-1 : superclass, characteristic-1 : subclass)
superclass-subclass(rate-1 : superclass, characteristic-2 : subclass)
hasValue(score : degree-role, score-1 : value-role)
hasValue(score : degree-role, score-2 : value-role)
hasValue(score : degree-role, score-3 : value-role)
hasValue(score : degree-role, score-4 : value-role)
hasValue(score : degree-role, score-5 : value-role)
hasTheme(resource-1 : resource-role, characteristic-1 : characteristic-role)
hasTheme(resource-1 : resource-role, characteristic-3 : characteristic-role)
hasTheme(resource-1 : resource-role, characteristic-4 : characteristic-role)
hasTheme(resource-1 : resource-role, characteristic-5 : characteristic-role)
hasTheme(resource-2 : resource-role, characteristic-1 : characteristic-role)
hasTheme(resource-2 : resource-role, characteristic-2 : characteristic-role)
hasTheme(resource-2 : resource-role, characteristic-3 : characteristic-role)
hasTheme(resource-3 : resource-role, characteristic-2 : characteristic-role)
hasTheme(resource-1
hasTheme-11

:

resource-role,

characteristic-2

:

characteristic-role)

~

[hasTheme-11 = "リソース 1 の特性 2"
@"#hasTheme-11"]
evaluate(hasTheme-11 : evaluated-characteristic-role, person-a : evaluator-role) ~
hasTheme-11-evaluated-by-a
[hasTheme-11-evaluated-by-a = "評価者 A によるリソース 1 の特性 2 の評価"
@"#hasTheme-11-evaluated-by-a"]
{hasTheme-11-evaluated-by-a, hasDegree, "#score-3"}
{hasTheme-11-evaluated-by-a, hasDate, [[2007-02-19]]}
(2) 記述例 2
「評価する」関連を、評価対象の特性、評価者、評価結果（程度）、評価日の 4 項の関
連として表現した例。
以下にその構造図と、LTM (Linear Topic Map) 形式のトピックマップのソースを示す。
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図 2.4.13

記述例 2 のトピックマップの構造

記述例 2 のトピックマップのソース（LTM 形式）@"utf-8" #VERSION "1.3"
/*
*/

Author: Motomu Naito
Date:
2007-03-4

/*
#PREFIX untyped @"http://psi.ontopia.net/ltm/untyped#"
*/
/* =============== ONTOLOGY ==================================== */
/* ----------------- Scope Topic --------------- */
[en = "En"
@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#en"]
[ja = "Ja"
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@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/language.xtm#ja"]
/* ----------------- Topic Types --------------- */
[rate = "評価クラス" / ja
= "Rate" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#rate"]
[degree = "程度" / ja
= "Degree" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#degree"]
[value = "程度値" / ja
= "Value" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#value"]
[resource = "リソース" / ja
= "Resource" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource"]
[characteristic = "特性" / ja
= "Characteristic" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic"]
[person = "人" / ja
= "Person" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#person"]
[hasDate = "評価日" / ja
= "Has date" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#hasDate"]
/* ----------------- Role Types ---------------- */
[resource-role = "リソース役割" / ja
= "Resource role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource-role"]
[characteristic-role = "特性役割" / ja
= "Characteristic role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-role"]
[evaluator-role = "評価者役割" / ja
= "Evaluator role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#evaluator"]
[evaluated-characteristic-role = "評価特性役割" / ja
= "Evaluated characteristic role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#evaluated-characteristic-role"]
[degree-role = "程度役割" / ja
= "Degree role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#degree-role"]
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[value-role = "程度値役割" / ja
= "Value role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#value-role"]
[evaluated-result-role = "評価結果役割" / ja
= "Evaluated result role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#evaluated-result-role"]
[hasDate-role = "評価日役割" / ja
= "Has date role" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#hasDate-role"]
/* ----------------- Association Types --------- */
[hasTheme = "テーマを持つ" / ja
= "Has theme" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#hasTheme"]
[hasValue = "値を持つ" / ja
= "Has value" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#hasValue"]
[evaluate = "評価する" / ja
= "Evaluate" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#evaluate"]
/* ----------------- Type Hierarchy ------------ */
/* +++++

general associations

++++++++++++++++++++++++++++++++++ */

[hierarchical-relation-type = "Hierarchical relation type"
@"http://www.techquila.com/psi/hierarchy/#hierarchical-relation-type"]
[superordinate-role-type = "Superordinate role type"
@"http://www.techquila.com/psi/hierarchy/#superordinate-role-type"]
[subordinate-role-type = "Subordinate role type"
@"http://www.techquila.com/psi/hierarchy/#subordinate-role-type"]
[superclass-subclass : hierarchical-relation-type
= "Subclass of"
= "Superclass of" / superclass
@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/core.xtm#superclass-subclass"]
[superclass : superordinate-role-type
= "Superclass"
@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/core.xtm#superclass"]
[subclass : subordinate-role-type
= "Subclass"
@"http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/core.xtm#subclass"]
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[whole-part : hierarchical-relation-type
= "Part of"
= "Whole of" / superclass
@"http://www.knowledge-synergy.com/psi/core.xtm#whole-part"]
[whole : superordinate-role-type
= "whole"
@"http://www.knowledge-synergy.com/psi/core.xtm#whole"]
[part : subordinate-role-type
= "part"
@"http://www.knowledge-synergy.com/psi/core.xtm#part"]
[compose-breakdown : hierarchical-relation-type
= "Breakdown of"
= "Compose of" / superclass
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#compose-breakdown"]
[compose : superordinate-role-type
= "Compose"
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#compose"]
[breakdown : subordinate-role-type
= "Breakdown"
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#breakdown"]
/* ----------------- Occurrence Types ---------- */
[hasDegree = "程度値を持つ" / ja
= "Has degree" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#hasDegree"]
[degreeValue = "程度値" / ja
= "Degree value" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#degreeValue"]
/* =============== INSTANCES ==================================== */
/* ----------------- Topics -------------------- */
[rate-1 : rate = "評価クラス 1" / ja
= "Rate 1" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#rate-1"]
[score : degree = "スコア" / ja
= "Score" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score"]
[resource-1 : resource = "リソース 1" / ja
= "Resource 1" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource-1"]
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[resource-2 : resource = "リソース 2" / ja
= "Resource 2" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource-2"]
[resource-3 : resource = "リソース 3" / ja
= "Resource 3" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#resource-3"]
[characteristic-1 : characteristic = "特性 1" / ja
= "Characteristic 1" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-1"]
[characteristic-2 : characteristic = "特性 2" / ja
= "Characteristic 2" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-2"]
[characteristic-3 : characteristic = "特性 3" / ja
= "Characteristic 3" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-3"]
[characteristic-4 : characteristic = "特性 4" / ja
= "Characteristic 4" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-4"]
[characteristic-5 : characteristic = "特性 5" / ja
= "Characteristic 5" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#characteristic-5"]
[person-a : person = "評価者 A" / ja
= "Person A" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#person-a"]
[person-b : person = "評価者 B" / ja
= "Person B" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#person-b"]
[person-c : person = "評価者 C" / ja
= "Person C" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#person-c"]
[score-4 : value = "スコア 4" / ja
= "Score 4" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-4"]
[score-3 : value = "スコア 3" / ja
= "Score 3" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-3"]
[score-2 : value = "スコア 2" / ja
= "Score 2" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-2"]
[score-1 : value = "スコア 1" / ja
= "Score 1" / en
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@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-1"]
[score-0 : value = "スコア 0" / ja
= "Score 0" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#score-0"]
[date-20070304 : hasDate = "2007 年 3 月 4 日" / ja
= "2007-03-04" / en
@"http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/dex#date-20070304"]
/* ----------------- Associations -------------- */
superclass-subclass(rate-1 : superclass, characteristic-1 : subclass)
superclass-subclass(rate-1 : superclass, characteristic-2 : subclass)
hasValue(score : degree-role, score-0 : value-role)
hasValue(score : degree-role, score-1 : value-role)
hasValue(score : degree-role, score-2 : value-role)
hasValue(score : degree-role, score-3 : value-role)
hasValue(score : degree-role, score-4 : value-role)
hasTheme(resource-1 : resource-role, characteristic-1 : characteristic-role)
hasTheme(resource-1 : resource-role, characteristic-3 : characteristic-role)
hasTheme(resource-1 : resource-role, characteristic-4 : characteristic-role)
hasTheme(resource-1 : resource-role, characteristic-5 : characteristic-role)
hasTheme(resource-2 : resource-role, characteristic-1 : characteristic-role)
hasTheme(resource-2 : resource-role, characteristic-2 : characteristic-role)
hasTheme(resource-2 : resource-role, characteristic-3 : characteristic-role)
hasTheme(resource-3 : resource-role, characteristic-2 : characteristic-role)
evaluate(characteristic-1 : evaluated-characteristic-role, person-a : evaluator-role,
score-3 : evaluated-result-role, date-20070304 : hasDate-role)
2.4.3.2

問合せ言語 tolog を使用した問合せ例

(1) tolog 記述例 1
項番 2.4.3.1 評価トピックマップの記述例の記述例 1 のトピックマップに対して、
「評価
者 A によって ”score 3” と評価された特性を見つけよ」という問合せを実行。
問合せ式、及び、問合せ結果を以下に示す。
select $TOPIC1, $TOPIC11, $TOPIC21, $TOPIC22 from
role-player($ROLE3, $TOPIC21),
association-role($ASS2, $ROLE3),
association-role($ASS2, $ROLE4),
role-player($ROLE4, $TOPIC22),
reifies($TOPIC11, $ASS2),
role-player($ROLE1, $TOPIC11),
association-role($ASS1, $ROLE1),
association-role($ASS1, $ROLE2),
role-player($ROLE2, person-a),
reifies($TOPIC1, $ASS1),
occurrence($TOPIC1, $OCC),
$TOPIC21 /= $TOPIC22,
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resource($OCC,
"file:/C:/oks-enterprise-3.2.3/apache-tomcat/webapps/omnigator/WEB-INF/topicmaps/e
valuate1.ltm#score-3")?

図 2.4.14
2.4.3.3

問合せ結果

問合せ言語 TMQL (Topic Maps Query Language) の概要

(1) スコープ
TMQL (ISO 規格)は、トピックマップパラダイムによって組織化された情報へのアクセ
スのための形式言語を定義する。この規格は、有効な問合せ式のための構文、及び、すべ
ての構文形式のための略式及び公式のフォーマルセマンティックを提供する。
この規格は、問合せアプリケーションと TMQL プロセサの間の相互作用及び情報の流
れを制約するために、この規格はさらに抽象的な処理環境、問合せプロセスに対するパラ
メータ渡しについての定義、及び、問合せ結果の交換について記述する。この環境は、ま
た、すべての適合プロセサが提供しなければならない機能及び操作の最小限かつ事前定義
された集合を含む。
この規格は、外部オントロジ及び追加機能性をインポートするための手段を提供する。
この規格は、問合せプロセサと相互作用するための API(アプリケーションプログラムイ
ンターフェイス)は定義しない。さらに、それは、最適化またはエラーリカバリのような他
の実装問題についてもふれない。
(2) タプル及びタプルシーケンス
TMQL は、タプルを入力し、タプルを出力する。
タプルは、異なるタイプ(異種混合のタプル)の、単純な値(アトムとアイテム)の順序を持
つ集まり (ordered collection) である。
一つも値のないタプルは、空のタプルと呼ばれる。単一の値だけのタプルは、シングル
トンと呼ばれる。任意の単一の値はシングルトンと解釈される。逆も同様である。
タプルの長さはタプルの項目数(arity)と呼ばれる。タプルの個々の値は、順序がある。
第 1 の値はインデックス 0、次はインデックス 1 などと割り当てられる。射影(Projection)
は、タプルから 1 以上の値を抽出するために使用することができる。射影がタプルの項目
数(arity)以上のインデックスを参照する場合、抽出は空のタプルシーケンスが抽出される。
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例：(42, "DONT PANIC")
インデックス 0 は、単一タプル 42 を示し、
インデックス 1 は、単一タプル DONT PANIC を示す。
(3) 問合せ式
TMQL の問合せ式は、以下の 3 つのどれか一つの形式で表す。
・ Select 式
・ FLWR 式
・ Path 式
これらの式は、組み合わせて使用することができる。
a)

Select 式
Select 式の構造を以下に示す。
select-expression ::=

select
< value-expression >
[ from
value-expression ]
[ where
boolean-expression ]
[ order
by
< value-expression > ]
[ unique ]
[ offset value-expression ]
[ limit value-expression ]

Select 式の例 1：オペラを作曲したすべての作曲家を求めよ
select $composer
where composed-by (composer : $composer, work : $opera)
& $opera isa opera
Select 式の例 2：オペラの名前と作曲家の名前を、初演日の新しい順に 10 件求め
よ。
select $opera / name, $composer / name
where composed-by (composer : $composer, work : $opera)
& $opera isa opera
order by $opera / premiere-date desc
offset 0 limit 10
b)

FLWR 式
FLWR 式の構造を以下に示す。
flwr-expression ::=

{

for
binding-set }
[ where
boolean-expression ]
[ order
by < value-expression > ]
return
content
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FLWR 式の例 1：すべてのグループメンバの名前を求めよ
for $p in // person
where
exists $p <- member
return
$p / name
FLWR 式の例 2：同じグループのメンバの中で、異なる人のペアをすべて求めよ
for $p in // person
for $p' in // person
# $p is therefore never the same as $p'
where
$p <- member -> member == $p'
return
( $p, $p' )
c)

Path 式
Path 式の構造を以下に示す。
path-expression ::= ( tuple-expression | simple-content
postfix
::= predicate-postfix | projection-postfix

)

{ postfix }

Path 式の例 1：著者の名前と著作物のタイトルの 2 カラムの表を求めよ
%biblio // person ( . / name, . <- author -> document / title )
2.4.3.4

トピックマップ関連規格の状況

トピックマップ関連規格の進捗状況を示す。
(a) ISO/IEC 13250: トピックマップ
−

Part 1: 概観及び基本概念 (WD 改訂中)
Editor: Steve Pepper, 内藤求
Editor として新しく Patrick Durusau 氏（U.S.）が加わる予定。

−

Part 2: データモデル (IS 出版、JIS 化作業中)
Editor: Lars Marius Garshol, Graham Moore

−

Part 3: XTM:XML 構文

(IS 出版準備中、JIS 化作業中)

Editor: Lars Marius Garshol, Graham Moore
−

Part 4: 正準化 (FDIS 作成中)
Editor: Lars Marius Garshol, Jaeho Lee

−

Part 5: 参照モデル (CD 可決)
Editor: Patrick Durusau, Steven R. Newcomb

−

Part 6: 簡潔構文 (WD 作成中)
Editor: Gabriel Hopmans, Sam Oh, Lars Heuer
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−

Part 7: グラフ記法 (WD 作成中)
Editor: Jaeho Lee, Graham Moore

(b) ISO/IEC 18048：トピックマップ問合せ言語 (CD 可決）
Editor: Robert Barta, Lars Marius Garshol
2007.2.4 日に TMQL User's Guide が発行された。
(c)

ISO/IEC 19756：トピックマップ制約言語 (CD 可決)
Editor: Dmitry Bogachev, Graham Moore, Mary Nishikawa

(d) ISO/IEC 29111: トピックマップを利用したダブリンコアメタデータの表現
(WD 作成中)
Steve Pepper, Sam Oh
(e) Distributed repository mechanism for Published Subjects (NP 準備中)
Editor: Steve Pepper
(f)

Published Subjects
Published Subjects についての規格策定作業は中断している状態である。

参考情報
[1] microformats: http://microformats.org/
[2] hReview 0.3: http://microformats.org/wiki/hreview/
[3] RDFa Primer 1.0 W3C Working Draft 16 May 2006:
http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/
[4] hReview Creator: http://microformats.org/code/hreview/creator
[5] Semantic Web Deployment Working Group: http://www.w3.org/2006/07/SWD/
[6] RDFa Primer 1.0 Editors' Draft: http://www.w3.org/2006/07/SWD/RDFa/prime
[7] SPARQL クエリ http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
[8] SWRL http://www.w3.org/Submission/SWRL/
[9] SPARQL プロトコル http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/
[10] SPARQL クエリ結果 XML フォーマット
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres/
[11] Protégé http://protege.stanford.edu/
[12] Jess http://herzberg.ca.sandia.gov/jess/
[13] ARQ http://jena.sourceforge.net/ARQ/
[14] SWRLRuleEngineBridgeFAQ
http://protege.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?SWRLRuleEngineBridgeFAQ
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第 ３章

実 用 化 システムと研 究 プロジェクト

第3章
3.1
3.1.1

実用化システムと研究プロジェクト

オントロジーを用いた TV 番組グラフ作成システム
研究の背景

近年、放送局の増加(衛星放送、ケーブル TV、地上デジタル etc)やインターネット配信
の動画コンテンツの増加にしたがい、テレビ番組の数が膨大になってきている。このよう
な多チャンネル時代において従来の番組表(時間 x 局の表形式)では同時間の番組を一覧す
ることすら困難になってきている。一方、ハードディスク（HDD）レコーダなどの普及に
より、リアルタイムに視聴するよりも見たい番組を録画し好きな時に視聴する視聴スタイ
ル（タイムシフト視聴）が多くなってきている。このような視聴スタイルでは、
「時間」は
見たい番組を選択する上で重要な意味をなさない。そこで、我々はユーザが関心のある番
組に内容的に似ている番組をリンクし、グラフ化して表示することで、番組検索をナビゲ
ートする新しい番組表示インターフェースを提案する。図 3.1.1 は本システムのスクリー
ンショットである。
他にも番組を検索する方法として、ユーザの嗜好を学習することによって実現する番組
推薦技術や番組をキーワードで検索する方法があげられる。前者については、一定期間利
用されないと学習が進まず精度が上がらないが、ユーザにとって好ましい番組が推薦され
ない状態が続くと利用されなくなるという問題が指摘されている。後者については、ユー
ザは少なくとも検索するためのキーワードを知っている必要があり、新しい発見は望めな
い。我々が提案する TV 番組グラフはこれらの方法の問題点を補うものとなる。
ところで、コンテンツ間の関係をグラフとして表示する試みは既に他でもなされてきて
いる。”Music-map” [1] は音楽アーティストの関連をグラフ化している。また、Amazon
は商品(本や DVD)の関係をグラフ化する”amazonode”[2]を提供している。更に、アマゾ
ンでは検索結果 URL を他の人たちと共有できるようにしている。一方、本報告で述べる
システムでは、番組に対するユーザそれぞれの分類を他の人たちと共有できる仕組みも提
供している。
3.1.2

番組グラフを用いた番組検索インターフェースの提案

我々が開発した番組グラフを用いた番組検索インターフェース（図 3.1.1）では、番組間
の距離やつながりの内容が視覚的に表示される。また、ノードを選択するとそのノードに
割り当てられている番組の EPG 情報を左側に表示する。
図 3.1.2 は、録画済み番組の表示画面である。我々は録画済み番組をユーザが明示的に
興味を示した番組と位置づけ、探索開始ノードとして扱っている。
図 3.1.3 は、番組内容の類似性を判定する際に重視する観点を調整する画面である。ユ
ーザは、同じ出演者がでているなどの出演者つながりを重視するのか、ドラマやバラエテ
ィなどのジャンルつながりを重視するのか、はたまたタグ付けを重視するのかを自分で調
整することができる。
図 3.1.4 は、本システムのシステム構成を示す。「番組情報 DB」はインターネット上で
配信される放送予定の EPG(Electronic Program Guide)情報、HDD レコーダに録画され
た TV 番組の EPG 情報、そしてユーザが番組に対して行ったタグ付け情報を格納する。
「番
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組グラフ描画機能」は番組間の関係をグラフとして描く。テレビ番組がグラフのノードに
当たり、ノード間を結ぶ線の特徴(例えば色や太さや距離)がノード間の距離（番組間の類
似性）を示す。
「番組オントロジーDB」は複数の Light-weight オントロジーで構成される。それぞれ
のオントロジーは EPG で使われている単語の概念間の関係を is-a や part-of といった比較
的簡易なリンクを用いて記述している。詳細は 3.1.3 節にて述べる。
「関連度計算機能」は番組情報 DB に格納された番組情報と番組オントロジーを用いて
番組間の関連度を計算する。HDD レコーダに録画された番組をユーザが最も関心のある
番組と位置づけ、他番組との距離を計算する。そして、
「番組グラフ描画機能」は録画済番
組を中心として距離の近いものを周辺に配置する。さらに描画されたノードを選択すると、
その番組を中心にした他番組との距離に基づ、類似する番組をさらに周辺に配置していく。
詳細は 3.1.4 節を参照してほしい。
「タグ付け機能」は、EPG 情報以外にユーザが番組に特徴 (例えば、
「泣ける」
「笑える」
などの番組を見た印象や「ヒーローもの」「学園もの」などの自分なりの分類など)を付加
することを可能にする。これについては 3.1.5 節にて述べる。

図 3.1.1

番組グラフ
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図 3.1.2

図 3.1.3

録画済み番組

パラメータ調整
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インターネット
距離をノード数または線の太さで表す
番組アイコン付き

放送予定番組

HDD録画済番組
番組グラフ

番組情報

ユーザタグ

描画機能

DB

タグ付け機能

2番組情報

番組間距離

関連度計算機能
番組オントロジーDB

図 3.1.4
3.1.3

システム構成

番組オントロジー

現在、EPG 情報には、主に次の情報が記述されている。
1)

放送局

2)

放送時間

3)

タイトル

4)

ジャンル

5)

人名 (出演者、監督、脚本、声優など)

6)

あらすじ

これらの情報から番組間の距離を計算するため、次の 6 種類のオントロジーを作成した。
括弧内は執筆時点でのオントロジーの規模を示す。
1)

放送局オントロジー

(16 クラス、14 インスタンス)

2)

時間オントロジー

3)

映画作品オントロジー

4)

番組ジャンルオントロジー

5)

人物オントロジー

(5837 クラス，192042 インスタンス)

6)

地名オントロジー

(9937 クラス，239676 インスタンス)

(18 クラス、12 インスタンス)
(2154 クラス，212751 インスタンス)
(24 クラス)

図 3.1.5 にそれぞれのオントロジーの例を示す。
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図 3.1.5
3.1.4

オントロジーの例

番組間の関連度計算アルゴリズム

(1) 番組間の関連度の定義
2 つの番組間の距離を数式(1)のように定義する。
n

R ( p1, p 2) = ∑ ( wi Di ( p1, p 2))

(1)

i =1

R ( p1, p 2) は番組 p1 と番組 p 2 の距離を定義している。 n は観点の異なるオントロ
ジーの数を示す。Di ( p1, p 2) は i 番目のオントロジーによって導き出された番組 p1 と
番組 p 2 の間の距離である。 wi は i 番目のオントロジーによる 2 番組間の距離への重
みを示す。
(2) 番組間の関連度計算方法
まず、特定の番組の EPG 情報から所定のキーワードを抽出する。次にキーワード
を基にオントロジーを探索し、その番組が所属するクラスを取得する。そして、2 つ
の番組が所属するクラス間の距離を計算する。尚、今回の実装においては隣接するク
ラス間の距離は一律 1 とし、同一クラス間に所属した番組間の距離は 1、親クラスと
子クラスに別れた番組間の距離は 2、兄弟クラスに分かれた番組間の距離は 3 として
いる。
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表 3.1.1

図 3.1.6

EPG 例

オントロジーと番組

例として、表 3.1.1 に EPG 情報の一部を示す。表 3.1.1 の 1 から 5 までの番組から
出演者やジャンル、地名のキーワードを抽出すると、番組は図 3.1.6 のようにそれぞ
れのオントロジーのインスタンスとしてマッピングできる。表 3.1.2 に図 3.1.6 に示す
番組間のオントロジー毎の距離計算結果を抜粋した。
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“CSI Crime Scene

作品オントロジー

出演者オントロジー 地名オントロジー

1

6

3

5

2

6

3

6

1

Investigation” と
“ CSI New York” の距離
“CSI New York” と
”Apollo 13”の距離
“Sleepless in Seattle” と
”Grey’s Anatomy”の距離
表 3.1.2

オントロジー別番組間の距離

(3) 重み付けによる関連度の変化
式(1)で定義したように 2 番組間の関係はそれぞれのオントロジーでの距離を合計
したものとなる。そのため、さまざまな観点での距離は結果としてなぜ似ているのか
という理由があいまいになってしまうことがある。さらに、どの観点を重視するかは
ユーザによって異なる。出演者を重視する人もいればジャンルを重視する人もいる。
表 3.1.3 に、表 3.1.2 の値に基づいて、重みの組み合わせを変えて計算した番組間の関
連度を示す。赤い○で囲んだ値が、それぞれの重みの組み合わせにおける番組間の関
連度の最小値(最も似ている 2 番組)である。このように重みを変更すると、関連度が
異なってくることが分かる。本システムでは、重み変更機能を用いることでユーザ毎
に重視する観点をカスタマイズすることができるようになっている。

出演者

出演者

1

出演者

2

出演者

1 地名

1 地名

1 地名

10

11

16

13

13

18

15

19

10

13

16

11

地名
“CSI Crime Scene

1

1 作品

2 作品

1 作品

作品

1
1
2

Investigation” と
“ CSI New York” の距離
“CSI New York” と
”Apollo 13”の距離
“Sleepless in Seattle” と
”Grey’s Anatomy”の距離
表 3.1.3

重み付けによる番組間関連度の変化

(4) 距離計算の高速化
重み付けを調整した時にリアルタイムに番組間の関連度を再計算するためには、オ
ントロジーの大きさに左右されない高速な計算速度が必要となる。多くの場合、オン
トロジーは階層構造となっており、計算の度に階層関係をたどっているとオントロジ
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ーが大きくなるにつれて計算時間がかかってしまう。そこで階層をたどる回数を減ら
すため、ルートから各クラスまでの距離を予め計算しキャッシュしておく。図 3.1.7
の例では、映画 A と映画 B の距離は映画 A が所属するクラス C9 と映画 B が所属す
るクラス C7 の距離である。ルートからクラス C9 までのパス P1、ルートからクラス
C7 までのパス P2 を計算しておき、P1 と P2 の共通パスを P3 とすると、P1 と P3 の
差分と P2 と P3 の差分を合計した値が C9 と C7 の距離となる。これにより、オント
ロジーの規模に左右されない関連度計算機能を実現している。3.1.6 節に速度評価の結
果を示す。

図 3.1.7
3.1.5

ルートまでの距離のキャッシュ

番組へのタグ付けとネットワークを介した共有機能

(1) タギング機能
ここまで放送局によって付けられた EPG 情報のみを関連度計算に用いてきたが、
ユーザが独自に番組に情報を付加したい場合もあるだろう。例えば、
「おもしろい」
「泣
ける」などの番組への感想などが挙げられる。また、番組が良かったかどうかの Rate
なども挙げられる。更に、EPG にもジャンル情報は含まれているが、もっと自分なり
の分類をしてみたいなどの要求もあるだろう。そこで、ユーザが自由に番組にタグ付
けすることで自分の感想や分類を付与することを可能とした。図 3.1.8 に番組へのタ
グ付けの例を示す。感情表現用語の関係を記述したオントロジーを利用すると単語の
揺らぎ(例えば「泣ける」「涙」は近い表現)を解消することも可能である。
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図 3.1.8

タギング例

(2) タグの共有
一人のユーザがタグ付けできる番組数には限界があるだろう。しかし、ユーザ同士
がタグ付けをインターネットを介して共有することができれば、一人ひとりユーザの
少ない労力で大量の番組へのタグ付けを実現することができる。また、他ユーザのタ
グから新しい分類の切り口を発見することもできるだろう。本システムでは、オント
ロジーの選択を重み付けで切り替えることができるため、賛同できる観点のみを選択
することもできる。
将来的には、タグ付けの共有を通して、視聴者間のコミュニケーションをサポート
する仕組みを構築していくことも考えられる。また、共同でオントロジーをメンテナ
ンスしていく仕組みも検討していきたい。
3.1.6

速度評価

(1) オントロジーのクラス数と距離計算時間の関係
図 3.1.9 は、縦軸に距離計算時間(msec)、横軸にオントロジーのサイズ(クラス数)
を表し、オントロジーのサイズ毎に距離計算時間を測定したものである。図 3.1. 9 か
らオントロジーのサイズが大きくなっても距離計算時間はほとんど変化がないことが
分かる。これにより、3.1.4(4)で述べたオントロジーのサイズによらない距離計算の高
速化の手法は一定の効果があるといえる。
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time by ontology size

time(msec)

5000
4000
3000
2000

time(msec)

1000
0
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24

2154

5837
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図 3.1.9

オントロジーの大きさと関連度計算時間

(2) 番組数と関連度計算時間の関係
図 3.1.10 は、縦軸に関連度計算時間(msec)、横軸に番組数を表し、番組数と関連度
計算時間を測定したものである。この結果から、計算対象の番組数が増えると計算時
間がかかり、すぐに実用的な時間を越えてしまうことが分かる。そのため、計算時間
を抑えるための仕組みを検討する必要がある。

time(msec)

time by EPG size
100000
80000
60000
40000

time(msec)

20000
0
100

200

300

400

500

EPG size

図 3.1.10
3.1.7

番組数と関連度計算時間

まとめ

本報告で述べた TV 番組グラフは、録画番組などのユーザが興味のある番組に関連する
番組をグラフ表示することによって番組をひかえめに推薦していると言えるだろう。本シ
ステムを実現するため、Light-weight なオントロジーを組み合わせ、複合的な関連度を計
算するアルゴリズムを開発した。ユーザは組み合わせるオントロジーや重要視するオント
ロジーをカスタマイズすることで自分の嗜好に合うよう関連度を調整できる。また、関連
度計算の高速化手法によってオントロジーの大きさに因らない高速な計算を実現した。さ
らに、番組にタグ付けする機能を設けることでユーザは独自の観点で番組を分類でき、そ
れをネットワークを介して他ユーザを共有し合うことで、ユーザ同士の番組推薦も実現し
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ている。
3.1.8

今後の課題

3.1.6(2)で述べたように番組数が増加すると計算時間が増えてしまうという問題がある。
大量の番組数から必要な情報を絞り込む方法や予備計算をキャッシュしておくなどの大量
番組を対象にした計算時間の削減方法を検討する必要がある。
また、番組間の関連度計算の精度評価を行っていきた。特に、重み調整によるユーザの
嗜好の反映度合いなどを評価していく必要がある。

参考情報
[1] http://www.music-map.com/
[2] http://amaznode.fladdict.net/
[3] ''TouchGraph'' http://www.touchgraph.com/
[4] Jian Guan, Jianming Deng, Yuzhong Qu: An Ontology-Driven Information
Retrieval Mechanism for Semantic Information Portals. SKG2005.
[5] Markus Krötzsch, Denny Vrandečić, Max Völkel: Semantic MediaWiki.
ISWC2006 935-942.
[6] Melanie Aurnhammer, Peter Hanappe, Luc Steels: Augmenting Navigation for
Collaborative Tagging with Emergent Semantics. ISWC2006 58-71.
[7] TV-Anytime Forum specification: SP003v13 Part A.
http://www.tv-anytime.org/ (2003)
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3.2

iMage ～情報の再構成が生み出す意外な発見～

3.2.1

iMage の概要

セマンティック Web の基礎である RDF のデータモデルを用いると、多様なデータソー
スから収集したデータを、グラフ構造を持つデータモデルに統一して扱うことが可能にな
る。グラフ構造データはノードとアークから構成されるが、URI などで一意に特定できる
ノードが複数のデータ群にまたがって存在している場合、それらを介してデータ同士をつ
なげて 1 つの巨大なグラフ構造データを構成することが可能である。
iMage (information Mixable graph explorer)は、このような多様なノードとアークから
構成されるグラフ構造データからの知識発見を支援するために NTT 情報流通プラットフ
ォーム研究所で開発されたアプリケーションプラットフォーム技術である。iMage はもと
もといっしょに扱うことを考えていなかった異なるデータ同士を統合し、そこから抽出し
たデータ間にまたがった特徴的な関係パターンを利用し、情報を再構成して提示すること
ができる。データ間にまたがった関係の解析には、グラフパターンマイニングやリンクマ
イニングを行っている。図 3.2.1 に基本技術の概要を示す。
iMage はさまざまな Web サイトのデータやデータベースに適用できる技術であるが、
以降では対象データの例としてブログや楽曲データベースのデータを示す。さらにそれら
を統合したデータからどのような情報が再構成できるかを説明する。

iMageエンジン
パターンマイニング／リン
クマイニングによる解析
アーティストY

楽曲X

多様なデータ
Blog010100

Blog090807

解析結果を利用し、複数のアルゴリ
ズムでデータをさまざまな形に再構成
・観点毎に分類
・相関度抽出
・因子抽出
・クラスタリング

Aの観点

Bの観点

Cの観点

TagCloud（人）
ブロガa

図 3.2.1
3.2.2

タグ（アーティスト）

複数のデータソース
にまたがった特徴的
なパターンの抽出

クラ ウ ド （アーティスト）
タグ ・ クラウド（カテゴリ）

0.8

0.1
0.2

iMage の基本技術の概要

複数のデータソースを統合した対象データ

Web2.0 の進展に伴い、近年、ブログやニュースサイトにおける RSS の配信、ソーシャ
ルブックマークや画像共有サービスにおける Folksonomy タグといった一般の Web ユー
ザの情報発信によって生成されるメタデータが増加している。本報告ではこのようなユー
ザが生成するメタデータと、もともといっしょに扱うことを考えていなかった既存の楽曲
データベースのデータを統合したものを対象データとした際の iMage の動作や検索シス
テムへの適用例を示す。
実際の適用検討に利用された 3 種類の対象データの詳細は以下である。
(1) ブログデータ
ブログ記事のメタデータは RSS で発信されているものとほぼ同じものだが、ブロガ（ブ
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ログの記事を書くユーザ）がどの記事にコメントしているかなど RSS に現れない情報
も RDF 化している。本節で紹介する検討では、NTT データが提供する無料のブログ
レンタルサービスである Doblog のデータが利用された。
(2) ブログから抽出したメタデータ
Doblog の実験サービスである DoblogMusic はブログ記事から自動的にユーザの興味
を判断しリコメンデーションや新たなコミュニティの創造支援を行うサービスである。
DoblogMusic から「あるブログがどのアーティストについて言及しているか」、また「ア
ーティストはどの音楽ジャンルに属しているか」といったデータが取得可能であり、
それを RDF 化したものが検討に利用された。
(3) 楽曲メタデータ
アーティストが演奏している楽曲、発表したアルバム、所属レーベルといった一般的
な楽曲情報が収められているデータベースのデータが RDF 化された。
図 3.2.2 に以上の異なるデータ群がつながって 1 つのグラフ構造データを形成している
イメージを示す。

図 3.2.2
3.2.3

3 種類の異なるデータをグラフ構造で結合

観点毎に異なった結果を提示するブログ検索

次に、上記の対象データを利用し、iMage をブログの検索サービスへ適用した事例を説
明する。
多くのブログサイトではキーワード入力によるブログ記事の検索サービスを提供してい
る。例えば、あるユーザがお気に入りのアーティストに関する記事を探すために「エリッ
ク・クラプトン」というキーワードを用いたとする。しかしブログ記事を単純にキーワー
ド検索した場合、キーワードと合致する単語がほんの少し含まれるだけで、キーワードと
本質的な関わりのない記事が検索結果に大量に含まれることが多い。これに対して iMage
を用いた検索ではキーワードに「エリック・クラプトン」、検索対象として「ブロガ」を指
定すると、いくつかの観点毎に分けて、候補となる「エリック・クラプトン」に強く関係
するブロガのみを提示することが可能となる。
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例えば次のような 3 つの観点とそれぞれの観点に対応した検索結果が得られる。
・ ブログ記事の観点（エリック・クラプトンに関する記事を 2 つ以上書いたブロガ）
・ コミュニティの観点（記事を書くだけでなく他の人のクラプトンの記事にコメントし
ているブロガ）
・ 周辺知識の観点（記事を書くだけでなく同じジャンルの他のアーティストの記事も書
いているブロガ）
これらの観点は対象データを事前に解析することによって抽出している。2 つの概念（こ
の場合、アーティストとブロガ）が深い関係にある際の図 3.2.3 に示すような因子構造（頻
出パターン）を抽出し、そのパターンをクエリとしてグラフパターンがマッチした対象の
みを検索することで上記の検索結果の提示を可能にしている。
「エリック・クラプトン」に
関する検索を行う際には、図のパターンの変数部分である「?アーティスト」に「エリック・
クラプトン」を代入したクエリグラフパターンを生成し、結果をパターン毎に抽出する。

図 3.2.3

対象データの解析から得られた因子構造（頻出パターン）

また、アーティストと曲という 2 つの概念間のパターンを抽出して、アーティストに関
する曲を検索する例を図 3.2.4 に示す。ここでは、キーワードに同じ「エリック・クラプ
トン」、検索対象として今度は「曲」を指定した結果、2 つの異なる観点に基づいて検索結
果が得られている。左側の観点（パターン）は「エリック・クラプトン」が作者（creator）
となっている曲が得られているが、これは楽曲のデータベースさえあれば得られる結果と
いえる。これに対して右側は「あるアーティストについて言及するブログ記事を書いてい
るブロガが言及する他のアーティストの曲」という観点（パターン）に基づいた検索結果
である。これは複数のデータソースにまたがった頻出のパターンを解析することによって
抽出できている。
実際の検索では、さきほどのアーティストに関するブロガの検索と同様、パターンのア
ーティストを示す変数部分に「エリック・クラプトン」を代入したクエリグラフパターン
を用いることで、パターンに合致した「曲」が得られる。
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■ ユーザの入力
キーワード：

エリック・クラプトン
エリック・
クラプトン

■ 結果

dc:creator

エリック・
クラプトン

?曲
これは従来
の検索でも
出せる

言及

言及

?記事

著者
?ブロガ

?曲
dc:creator

著者

?記事

言及

? アーティスト

（クラプトンが書いた
／演奏した曲）

（クラプトンの記事を書くブロガが言及する
他のアーチストの曲）

HIGH
いとしのレイラ
I want a little girl
After midnight…

ペニーとジェッツ （エルトン・ジョン）
無法の世界 （ザ・フー）
Do They Know It’s Christmas （バンド・エイド）
オールド・ブラウン・シュー （ジョージ・ハリスン）

図 3.2.4
3.2.4

ターゲット： 曲

クラプトン
度が高い
曲？

異なる観点からアーティストに関する曲を検索した例

観点を応用した情報の再構成

複数のデータにまたがったパターンを利用することで、観点毎に結果を提示できること
を示したが、さらにこの観点を応用した情報提示の例を示す。
3.2.3 で記事の観点として「エリック・クラプトン」に関する記事を 2 つ以上書いたブ
ロガを抽出する例を示した。ここでユーザが、検索結果に現れたブロガが「エリック・ク
ラプトン」について書いた記事を参照し、内容が良かったのでさらにこのブロガが他にど
んなアーティストの記事を書いているか知りたくなったとする。このようなときに抽出し
たパターンを再利用すると、今度はブロガの部分を固定し、アーティストの部分を変数と
したクエリグラフパターンを用いた検索ができる。図 3.2.5 に示すように「エリック・ク
ラプトン」と同じレベル（記事を 2 つ以上書いている）で関係の深い他のアーティスト名
を得ることができる。

関連
最初の検索結果

言及
バディ・ガイ

著者
言及
エリック・ク
ラプトン

著者

著者

言及

HSat
言及

著者

スティーヴィー・
レイ・ヴォーン

言及
著者

図 3.2.5

スティーヴィー・レ
イ・ヴォーンやク
リームについても
同じように詳し
いのか

クリーム

観点（パターン）の再利用による検索

また、この検索により複数のアーティスト名が得られたが、それら同士やユーザが興味
を持っているアーティストとの関係を観点毎に表示することも可能である。記事の観点（パ
ターン）を用いてアーティスト毎に（アーティスト名を固定しブロガ部分を変数とした）
クエリを発行し、結果におけるブロガ重なりから、各アーティスト間の係数を求めた例を
図 3.2.6 に示す。図のブログ記事の観点では、同じブロガがいっしょにかつ 2 回以上言及
することがあるアーティストの共起関係から、アーティスト間の係数を求めて関係ネット
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ワークを形成している。
アーティストとその所属ジャンル間のパターンに基づいて、同じアーティスト間の関係
ネットワークをジャンルの重なりから求めたものを同じ図の中に音楽ジャンルの観点とし
て示している。図に示したように、観点が異なると形成される関係ネットワークが異なる
ことがわかる。
このような情報提示は検索だけでなく、マーケティングにおいてアーティストに関する
商品の配置を決めるのに役立つかもしれない。ジャンル毎にまとめて配置していたアーテ
ィストの商品を並べ替える際に、ブログ記事の観点から近いとされるアーティストの情報
が参考になる可能性がある。
ボブ・ディラン

スティーヴィー・
レイ・ヴォーン

シカゴ
クリーム

スティーブ・バイ
エリック・
クラプトン

ピンク・フロイド

ロバート・
ジョンソン

ジェフ・ベック

バディ・ガイ

ブログ記事の観点
アーティスト間の関係
音楽ジャンルの観点

ボブ・ディラン

スティーヴィー・
レイ・ヴォーン

シカゴ
クリーム

スティーブ・バイ
エリック・
クラプトン

ピンク・フロイド

ロバート・
ジョンソン

バディ・ガイ

図 3.2.6
3.2.5

ジェフ・ベック

観点毎に異なるアーティスト間の関係ネットワーク

おわりに

iMage では上記の他に、観点（パターン）にマッチするデータだけを抽出して構成した
対象データのサブグラフをネットワーク分析することによって、観点毎にキーとなる重要
な情報を見つけたり、事前の解析においてグラフパターンマイニングではなく、アークの
重みを考慮したページランクのようなリンクマイニングを行うことで、対象データからキ
ーワードと関心に基づいたクラスタを抽出したりする手法がある。これらの概要はセマン
ティック Web コンファレンス 2007 の予稿集に掲載された資料（INTAP の Web サイトか
らダウンロード可能）において参照できる。
iMage はいっしょに扱う予定のなかった複数のデータにまたがったパターンを提示して
ユーザに知識の発見を促す技術であるが、自動抽出されたどのパターンがユーザに役立つ
か機械的に判断する手法の確立は今後の課題である。ユーザの情報選択時の行動を利用し
たり、ヒューリスティックに基づくアルゴリズムの改良を行ったりしながら、簡易に多様
なデータに対応できるシステムを目指して開発が行われる予定である。

− 84 −

3.3
3.3.1

オントロジジェネレータとオントロジジェネレータで作るセマンティック Wiki
オントロジジェネレータの概要

オントロジジェネレータ(http://www.semanticweb.jp/pub/OntologyGenerator.html)は、
OWL に準拠したオントロジを簡単に生成する事が可能なセマンティック Web 用オントロ
ジ生成ツールです。オントロジジェネレータにより、Excel などの表計算ソフトや関係デ
ータベースソフトがデータを保存するときに使う CSV ファイルのデータから OWL 言語で
記述されたオントロジを生成できるので、これまで電子データにする事が難しかった人間
の頭の中の知識や経験の多くをオントロジとして電子データに写しかえたり、法令文書の
ような平文のデータをオントロジとして構造化されたデータに移し変えたり、既存のデー
タベースの内容を知識ベースであるオントロジに簡単に移行したりする事が可能となる。
オントロジジェネレータは、OntologyGenerator プログラムとその補助ソフトである
DataCheckAndMaker プログラムとから構成されている。
( 株 ) サ イ バ ー エ ッ ヂ が 2005 年 の 1 月 に 発 表 し た 「 Semantic Web エ ン ジ ン 」
(http://www.semanticweb.jp/pub/SemanticWebEngine.html)は、既に出来上がっている
オントロジを処理する事を主な狙いとしているために、これらのツールを用いて大規模な
オントロジを構築したり、既存の関係データベースの情報をオントロジに移行させたりす
るのが容易でないという課題があった。このため、(株)サイバーエッヂでは、効率良く大
量かつ高度なオントロジを作成可能とし、また、既存の関係データベースに蓄積されてい
る情報をオントロジに簡単に移行する事を可能とするオントロジ生成ツールである「オン
トロジジェネレータ」を開発した。
オントロジのライフサイクルを考えると「①オントロジを作成する。」「②オントロジを
維持管理する。」「③オントロジを利用する。」の 3 つのステップに大別できる。既に販売
しているセマンティック Web エンジンは②と③とはサポートしていたが、①のサポートは
充分ではなかった。今回オントロジジェネレータを開発したことにより(株)サイバーエッ
ヂは図 3.3.1 で示すようにオントロジのライフサイクル全般にわたるサポート機能を提供
可能となった。
図 3.3.1 で示すように、オントロジジェネレータにより生成したオントロジデータは、
セマンティック Web エンジンにより処理する事ができ、セマンティック Web エンジンで
は、オントロジデータを知識ベースとして蓄積、維持、管理および拡張する事ができ、ま
た、オントロジビューワによりオントロジデータの意味を分かり易く表示する事ができる。
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Ontology
Generator

Validation
Check結果

RDF/OWL
記述

セマンティック
Webエンジン

Semantic Web API

オントロジ データ アクセス メソッド
(ODAM)

対話指示

RDF Analyzer

論理式

RDF/OWLAP
(Java/C)

RDF記
述の日
本語翻
訳文

オントロジの作成
(メタデータを含む)

RDF/OWL
汎用パーサ

RDF Generator

オントロジの維持及び
管理

対話指示
オントロジ
DB
(N-Triples)

Ontology
Viewer

オントロジの利用
CSVデータ

意味検索
伴意処理
AP作成

Excel

図 3.3.1

オントロジライフサイクルとセマンティック Web エンジンと
オントロジジェネレータ

図 3.3.2

Ontology Generator プログラムの実行画面
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3.3.2

オントロジジェネレータの主な機能

3.3.2.1

計算ソフトを利用して大規模かつ高度なオントロジを生成する事ができる。

Excel 等の表計算ソフトを用いて、次の 6 種類の構造のいずれかを有するオントロジの
基となるデータを定義し、それをオントロジジェネレータに入力する事で大規模かつ高度
なオントロジを簡単に作る事ができる。(図 3.3.3 を参照されたい)
1)

木構造

2)

表構造

3)

網目構造

4)

SPO 構造(主語(subject)、述語(predicate)、目的語(object)の三つの要素で定義)

5)

木構造と表構造との混合構造

6)

木構造と網目構造との混合構造

EXCEL
木構造オントロジ

表構造オントロジ
組合せ構造オントロジ

Root
A
A11
A12
B
B11
B12

CSVデータ

Item1
data11
data12
data13
data14

Item12
data21
data22
data23
data24

Item13
data31
data32
data33
data34

Y1
Y2
Y3

X1
○
×

X2
×
△

SPO(主語、述語、目的語)
構造オントロジ
S1

P1
P2

S3

P3

X3
○
△

CSVデータ

CSVデータ

DataCheckAnd
Maker

O1
O2

【S31

P21

O21

P31

O31】

CSVデータ

オントロジ記述記号の誤用やセル内の改行等
を調べ、CSVデータの整形を行います。

整形CSV
データ

Ontology
Generator

CSVデータからOWLで記
述されたオントロジを生成し
ます。

RDF/OWL
記述

図 3.3.3
3.3.2.2

オントロジジェネレータと入力データの構造

既存の関係データベースの中に格納されている情報をオントロジに移行させる

ことができる。
世の中で広く用いられている関係データベースの情報を、CSV ファイルを介して本製品
に入力する事で簡単にオントロジにする事ができる。関係データベースの情報をオントロ
ジにする事で関係データベースシステムの中では実現が難しかった情報の意味検索や情報
間の意味相互互換などを実現する事が容易になる。また、大量に存在する関係データベー
スの情報をオントロジに移行させることで大量のオントロジを簡単に作成する事が容易に
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なる。
3.3.2.3

CSV ファイルのデータをオントロジにする事がでる。

テキストファイルでデータをカンマで区切った CSV ファイルは、扱いが容易で汎用性
が高いファイル形式である。この為、CSV ファイルのデータはテキストエディタ等で簡単
に作成する事ができる。オントロジジェネレータは作成が容易で汎用性の高い CSV ファ
イルのデータに基づいてオントロジを生成する事ができる。CSV ファイルは多くのソフト
ウェアでサポートされているので Excel 等の表計算ソフトや関係データベースで作成する
事ができ、また、利用者アプリケーションソフトでも容易に作成する事ができる。
3.3.2.4

複合概念や条件付概念等の高度なオントロジを簡単に作成する事ができる。

(株)サイバーエッヂが独自に開発した論理式に似た概念記法(S 記述と言う)を用いるこ
とにより OWL で記述可能な複合概念の記述(“A 及び B 又は C”の様な記述)や条件付概
念の記述(「赤い色を持つもの」の様な記述)を分かり易く定義する事ができる。これによ
り法令やガイドラインの様な電子的な意味記述が難しかった情報を効率的に記述し、蓄積
し、再利用する事が可能となる。
3.3.2.5

日本語のオントロジを作成する事ができる。

日本語データの処理を設計段階から想定しているので海外の類似のソフトウェアとは異
なり日本語を含むオントロジデータやメタデータを作成したり処理したりする事ができる。
3.3.2.6

オントロジ記述に用いるクラスやプロパティのスキーマ定義を行うことができ

る。
利用者の目的にかなったオントロジを作成するためには、通常、利用目的に則したグル
ープ分けのためのクラス語彙や関係記述のためのプロパティ語彙など新たなオントロジ記
述用の語彙を追加する事が必要になる。新たな語彙を追加する場合、それらの語彙のスキ
ーマを定義する機能をオントロジジェネレータは提供している。
3.3.3

オントロジの作成とオントロジ作成時の課題

(株)サイバーエッヂは色々なオントロジを設計したり作成したりした経験を有している。
これらの経験に基づいてオントロジの作成パターンとその特徴を分類すると次の 6 パター
ンになる。
①

Web ページや(プレーンテキストなどの)非構造の電子データの概要をメタデータ
にする。
索引データやプログの RSS などである。
(注)セマンティック Web のオントロジの定義に従えば、メタデータは単純なオン
トロジである。

②

Web ページや非構造の電子データの記述内容からオントロジを作成する。
対象となるデータは大量に存在するが、内容及び記述形式は千差万別であり、
個別にオントロジ生成方法を考える必要がある。
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③

RDB や構造化された電子データ(例えば、シソーラス)を OWL へポーティングし
てオントロジを作成する。
OWL で記述したオントロジにするのは比較的容易である。

④

伝票入力やカルテ入力などコンピュータ入力データからオントロジを作成する。
突き詰めて考えてみれば、パターン③のデータはコンピュータ入力データから
生成されているので、今後はパターン③のオントロジはパターン④で作られてい
くものと思われる。例えば、電子カルテの情報をオントロジにする場合、電子カ
ルテの RDB からオントロジを作成するより、電子カルテの情報入力の段階でオン
トロジを生成した方が効率的且つ正確なオントロジを作成できる。

⑤

書籍などの記述内容に基づいてオントロジを作成する。
書籍などは人間が読む事を前提にしている(すなわちヒューマンリーダブル)為、
主語を省略している場合が多いなど曖昧さの多い記述となっている。これに対し
て、オントロジ言語である OWL は主語、述語、目的語を明確にした曖昧さのな
い記述を必要とする。この為、書籍の記述内容をオントロジにする場合、機械的
にオントロジを生成できるケースは少なく、記述内容を理解して OWL に写しか
える作業を行う必要があるケースが多い。

⑥

人間の頭脳の中の知識に基づいてオントロジを作成する。
この場合のオントロジ作成作業はブレーンストーミングの手法に似たところが
多い。例えば、5W1H や魚の骨図などを用いて知識を整理できれば、対象となる
知識をオントロジにする事は容易である。対象となる知識がより明確なものなら
ば、モデル化手法を用いてモデルを作り、その作ったモデルをオントロジにマッ
ピングしても良い。パターン⑤の「記述内容を理解して」の部分は、記述した人
の知識を再構築する事に等しいので、
「知識を書籍に記述して、その書籍に基づい
てオントロジを作成する」よりは、
「知識をオントロジに記述する」方が効率的で
あるし、正確なオントロジを作成可能であると思う。

オントロジジェネレータはパターン①③⑥のオントロジを作成する場合、特に有効であ
る。図 3.3.4 にオントロジ作成パターン図を示す。
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概要のみ

題名
作成者
キーワード
有効期限

メタデータ
RSS
(簡単な)オントロジと言える。

Webページや非構造電子データ
内容も
甘納 豆

製品名

製品名
お多福

内容、記述形式は千差万別、
個別にオントロジ生成方法を
考える必要がある。

あんぱん

使用

ぬれあずき
含む
亜 硫酸 ナ トリウム

Webページや非構造電子データ

オントロジ

ポーティング
/ /名 称

よみ が な

写 真 の UR I

桂枝

ケイヒ

h ttp: //w w w . ek a m p o .c o m / e k a m p o
/ t r ia l / h t m l/ l ib r a r y / i
m a g e s / k e i h i. j p g

原料

英 文名成 分

薬 理作 用

クス ノ キ 科 ケ イ の 樹 精 油
皮

c i n n a m i c a ld e h y d e

発 汗解 熱 作 用

桂枝
肉桂

主 成分

m e t h o x y c in n a m i c a l d e h y d e
鎮 静・鎮痙 作 用
ci nn am y l a ceta te
末 梢血 管 拡 張作 用
p h e n y lp r o p y l a c e t a t e
血 圧降 下 作 用
c i n n a m i c a c i dな ど
抗 血栓 作 用
c i n n c as s i o l A ～ E
放 射線 障 害 防護 作 用
ci nn z e yl ano l
抗 潰瘍 作 用
ci nn z e yl ani ne な ど
抗 炎 症 ・抗 ア レ ル ギ ー 作 用
c i n n a m o s id e な ど
抗 菌作 用
D - g lu c o s e
水 分代 謝 調 節作 用
D - fr u c t o se
消 化吸 収 抑 制作 用
s u c r o s eな ど
e p ic a t e c h in
p r o c y a n id in B - 2
p r o c y a n id in B - 5
p r o c y a n id in C - 1
c i n n a m t a n n in Iな ど
m e l i l o t ic a c i d
m e l i l o t ic a c i d - o - g lu c o s id e な ど

ジ テ ル ペノ イ ド
セスキテ ル ペ ノイド
糖
タ ンニン

そ の他

甘納豆

製品名

製 品名
お多福

オントロジにするのは比較的容易

あん ぱん

使用

ぬ れあずき
含む
亜 硫 酸 ナトリウ ム

オントロジ

RDBや構造化された電子データ
直接生成

甘納豆

使用

製品名

製 品名
お 多福

今後は、より上流のデータ入力
の段階でオントロジを生成する
のが望ましい。[例]電子カルテ

あんぱん

ぬれ あずき
含む
亜 硫 酸 ナ トリウ ム

オントロジ

データ入力
理解した結果を記述

曖昧さの多い言語で記述
例えば、主語を省略

甘 納豆
製 品名

製品名

お多 福

使 用

あんぱん

オントロジでは曖昧さの少な
い言語で記述

ぬ れあずき
含 む
亜硫 酸ナ トリウ ム

オントロジ

文書

甘納 豆

頭の中の知識を記述

製品名
お多福

製品名

使 用

あんぱん

ぬ れあずき
含む
亜 硫 酸 ナ トリウム

オントロジ
例えば、5W1Hで整理して記述

知識

図 3.3.4

今後は、より上流の人間の頭の中
の知識のオントロジ化が進むと思
われる。[例]魚の骨図やグラフの
オントロジ化は容易

オントロジの作成パターン

上記の 6 パターンの内、パターン②およびパターン⑤の対象となるデータは大量に世の
中に存在するので重要である。
非構造電子データと書籍とに共通する事実であるが、これらにはオントロジにし易いも
のとし難いものとがある。
1)

オントロジにし難いもの
詩、小説、紀行文など文章表現が目的のものや思想の伝達や想いの表現が目的の
もの

2)

オントロジにし易いもの
データ、情報、論理、法令など事実を表現したものや規則を表現したものや関係
を表現したもの

「法令」や「規格書」などは、オントロジにした方が「分かり易く」、「必要な部分を見
つけ易く」、
「部分(例えば、条文)と部分(例えば、用紙)との関係が明確になり」、
「自動処理
し易く」なるので、オントロジ化が図られるべきものと言える。
3.3.4

オントロジジェネレータで作る新幹線時刻表のセマンティック Wiki

前節まで、セマンティック Web エンジン、オントロジジェネレータ及びオントロジの作
成法について説明してきた。以下、それらが如何なる使い方をされ、それらを使って何を
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実現できるか理解し易くする為、Web 上のウィキペディア等に掲載されている新幹線情報
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%96%B0%E
5%B9%B9%E7%B7%9A)をオントロジジェネレータにより複数のオントロジにし、それら
のオントロジをセマンティック Web エンジンにより統合し、意味検索機能を使って利用す
る事例に付いて説明を行う。
ウィキペディアに掲載されている情報は膨大であり、ハイパーリンクによりリンクされ
た幾つもの Web ページから構成されている。ウィキペディアの情報は基本的に人間が読ん
で、理解して、操作する事を前提としているヒューマンリーダブルな情報である為、ウィ
キペディアの Web ページ間の情報の関連付けは利用者(人間)が行う必要がある。例えば、
「東神奈川駅」から行って「ひかり 1 号」に乗ろうとすれば、関連する Web ページ(横浜
線や新幹線の乗換え情報や時刻表等の Web ページ)をチェックし、記載している情報の関
連を辿り、最終的に「新横浜駅」における「ひかり 1 号」の発車時刻を見出さなければな
らず、操作や Web ページ上の情報を読んだり見出したりするのに時間が掛かる。
新幹線及びその関連情報をオントロジにすれば、セマンティック Web エンジン等の意味
検索機能を用いて、即座に「新横浜駅」における「ひかり 1 号」の発車時刻を得ることが
可能となる。
本資料では、新幹線及びその関連情報をオントロジにして利用するシステムを新幹線時
刻表のセマンティック Wiki と呼び。以下、新幹線時刻表のセマンティック Wiki の作り方
と利用イメージに付いて説明する。
3.3.4.1

新幹線時刻表のオントロジの作成

新幹線及びその関連情報を一つの大きなオントロジとして作ることも可能である。しか
し、大きなオントロジにすると保守が大変になったり、その処理に時間が掛かったりする。
新幹線時刻表のセマンティック Wiki の場合、オントロジの作成作業を分担して行い易
くし、また、保守をし易くする為、次の 6 個の情報に分割してオントロジを作成する事と
した。
①

新幹線路線情報

どの駅とどの駅が隣接しているか示す情報

②

新幹線列車情報

列車毎の列車番号、車両情報、運転日等を示す情報

③

新幹線発着時刻表

列車毎の各駅の発着時刻表

④

地理情報

都府県毎にどんな駅があるか示す情報

⑤

新幹線駅情報

駅毎の停車する列車や乗換え可能な路線名等を示す情報

⑥

在来線情報

鉄道会社別路線名や横浜線等の駅等を示す情報

この 6 個のオントロジを作成する為、Excel によりオントロジの元となる情報(以下、オ
ントロジソースと呼ぶ)を作成し、そのオントロジソースを CSV データに落とし、CSV デ
ータをオントロジジェネレータの入力にして OWL で記述したオントロジを生成した。
オントロジジェネレータを使ったオントロジ作成イメージを図 3.3.5 に示す。
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新幹線列車情報Excelデー
タ

新幹線路線Excelデータ
//structure=grid
//(Title) 東京
東京
品川
○
新横浜
小田原
熱海
三島
新富士
静岡
掛川
浜松
豊橋
三河安城
名古屋
岐阜羽島
米原
京都
新大阪

品川
○

新横浜

小田原

熱海

三島

新富士

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○

OntologyGenerator

//data=class
//structure=list
//(Title)列車名(subject) 列車番号 列車予約コード 連結車両
のぞみ1号
1A
11001 グリーン車指定席
普通車一部指定席
のぞみ201号
9201A
11201 グリーン車指定席
普通車一部指定席
のぞみ3号
3A
11003 グリーン車指定席
普通車一部指定席
こだま561号
561A
2561 グリーン車指定席
普通車一部指定席
のぞみ301号
9301A
11301 グリーン車指定席
普通車一部指定席
のぞみ171号
6171A
11171 グリーン車指定席
普通車一部指定席
ひかり361号
361A
1361 グリーン車指定席
普通車一部指定席
のぞみ101号
3101A
11101 グリーン車指定席
普通車一部指定席
のぞみ5号
5A
11005 グリーン車指定席
普通車一部指定席
のぞみ173号
9173A
11173 グリーン車指定席
普通車一部指定席
こだま531号
531A
2531 グリーン車指定席
普通車一部指定席

運転日
終日

//structure=list
//のぞみ1号

２月２８日ま

//(Title)駅名
(subject)

車内販売
７００系のぞみ
車内販売

終日

車内販売

１１月１９・

終日

車内販売
２月２８日ま
１１月３日・１２月２９～３１日・
車内販売
終日
車内販売

２月２８日ま

車内販売
終日
７００系のぞみ
車内販売
１１月１８日・１２月２９～３１日
車内販売
終日

OntologyGenerator

新幹線列車
情報オントロ
ジ

新幹線路
線オントロ
ジ

地理情報Excelデータ

新幹線? 情報Excelデータ
//data=class
//structure=tree
東京
距離（km）

//data=class
//structure=tree
東京都
東京
品川
神奈川県
新横浜
小田原
静岡県
熱海
三島
新富士
静岡
掛川
浜松

0
停車列車
のぞみ
ひかり
こだま
接続路線
山形新幹線
秋田新幹線
上越新幹線
長野新幹線
北陸新幹線
中央線（快速）
山手線
京浜東北線
東海道本線
総武線（快速）
横須賀線
京葉線
丸ノ内線

愛知県
豊橋
三河安城
名古屋

東京
品川
新横浜
小田原
熱海
三島
新富士
静岡
掛川
浜松
豊橋
三河安城
名古屋
岐阜羽島
米原
京都
新大阪

//のぞみ201号
//のぞみ3号
//こだま561号
//のぞみ301号
//のぞみ171号
のぞみ1 のぞみ1 のぞみ のぞみ のぞみ3 のぞみ3 こだま561 こだま561 のぞみ のぞみ のぞみ のぞみ
号の到着 号の発車 201号の 201号の 号の到着 号の発車 号の到着 号の発車 301号の 301号の 171号の 171号の
時刻
到着時刻 発車時刻 到着時刻 発車時刻
時刻
時刻
時刻
到着時刻 発車時刻 時刻
時刻
6:00
6:05
6:20
6:23
6:26
6:26
6:06
6:07
6:11
6:12
6:26
6:27
6:29
6:30
6:33
6:34
6:33
6:34
6:18
6:18
6:23
6:24
6:38
6:39
6:42
6:43
6:45
6:46
6:45
6:46
6:59
7:04
7:12
7:13
7:21
7:27
7:38
7:43
7:55
7:58
8:13
8:14
8:26
8:31
8:45
8:51
9:04
9:06
7:39
7:40
7:47
7:48
8:02
8:03
9:18
8:09
8:10
8:09
8:10
8:16
8:30

8:17
8:32

8:24
8:40

8:25

8:40
8:56

8:41
8:58

8:46
9:02

8:48

8:46
9:02

OntologyGenerator

? ? 時刻表オントロジ

在来線情報Excelデータ
//data=class
//structure=tree
横浜線
東神奈川駅
大口駅
菊名駅
新横浜駅
小机駅
鴨居駅
中山駅
十日市場駅
長津田駅
成瀬駅
町田駅
古淵駅
淵野辺駅
矢部駅
相模原駅
橋本駅
相原駅
八王子みなみ野駅
片倉駅
八王子駅

所在地
東京都千代田区
品川

岐阜県

距離（km）

岐阜羽島

6.8

滋賀県

停車列車

米原

のぞみ（大部分停車）
ひかり（大部分停車）
こだま

京都府
京都

接続路線

大阪府

山手線
京浜東北線

新大阪

OntologyGenerator

OntologyGenerator

地理情報オン
トロジ

新幹線駅情報
オントロジ

図 3.3.5
3.3.4.2

新幹線発着時刻表Excelデータ

備考
車内販売
５００系のぞみ
車内販売

新横浜駅=新横浜
東日本旅客鉄道
東北新幹線
山形新幹線
秋田新幹線
上越新幹線
長野新幹線
北陸新幹線
中央線（快速）
山手線

OntologyGenerator

在来線情報オ
ントロジ

オントロジジェネレータを用いたオントロジ生成

新幹線時刻表のオントロジの統合

前節で述べた別々に作成した 6 個のオントロジを次の図で示す様にセマンティック Web
エンジンにより統合して一つの大きな新幹線時刻表のセマンティック Wiki 用オントロジ
(以下、新幹線時刻表オントロジと呼ぶ)にする。

− 92 −

8:48
9:04

主オントロジ

インポート
オントロジ

新幹線路線
オントロジ

新幹線列車情
報オントロジ

インポート
オントロジ

新幹線? ? 時
刻表オントロジ

インポート
オントロジ

インポート
オントロジ

インポート
オントロジ

地理情報オン
トロジ

新幹線駅情報
オントロジ

在来線情報オ
ントロジ

RDF Analyzer
セマンティックWebエンジン
N-Triples

Ontology Viewer

意味検索

図 3.3.6
3.3.4.3

オントロジの統合

新幹線時刻表オントロジの利用

統 合 し て 構 築 し た 新 幹 線 時 刻 表 オ ン ト ロ ジ は 、 セ マ ン テ ィ ッ ク Web エ ン ジ ン の
Ontology Viewer により表示したり、横断的に意味検索を行ったりする事が可能となる。
図 3.3.7 に新幹線時刻表のセマンティック Wiki 用オントロジを Ontology Viewer で表示
した画面を示す。
Ontology Viewer の有する意味検索機能を用いて新幹線時刻表オントロジの情報間の関
係を辿って必要な情報を見つけ出すことが出来る。例えば、
「'東神奈川'駅から行き'のぞみ
1 号'に乗りたいが新幹線の駅と発車時刻は？」と検索指示を行えば、新横浜駅とのぞみ 1
号の新横浜駅の発車時刻 6:18 と言う回答が得られる。この回答は、新幹線時刻表オントロ
ジ内の次の関係を辿ることにより得られる。
①

東神奈川は横浜線に属する。

②

横浜線は新横浜で新幹線と接続されている。

③

のぞみ 1 号は新横浜に停車する。

④

のぞみ 1 号は 6:18 に発車する。

この様に、オントロジ内に存在する任意の関係を手繰ることにより、直接的関係ないし
は間接的関係を問わず何らかの関係を有する情報を自動的に取り出すことが可能である。
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図 3.3.7

新幹線時刻表オントロジの Ontology Viewer 表示画面

この様に、(ヒューマンリーダブルな)Web 上のウィキペディア等に掲載されている新幹
線情報を(マシンリーダブルな)オントロジにする事により、新幹線情報の自動処理が可能
となる。図 3.3.8 に「'東神奈川'駅から行き'のぞみ 1 号'に乗りたいが新幹線の駅と発車時
刻は？」と意味検索指示を行った時の画面を示す。

図 3.3.8

意味検索画面
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この資料ではセマンティック Wiki の実現方法をスタンドアロン環境で示しているが、
ここで開発した機能に Web インターフェースを付け加えれば、Web 環境で利用可能なセ
マンティック Wiki を実現する事が出来る。(株)サイバーエッヂでは近い将来 Web 環境で
利用可能なセマンティック Wiki のサービスを提供する事を計画している。
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3.4 「知のコンシェルジェ」－知識体系をビジュアル表示しながら、知りたい情報を検索
するシステム－
3.4.1

はじめに

これまで、事典・辞書・書籍など知識系コンテンツの検索サービス・製品では、
“キーワ
ードによる見出し検索や全文検索”が一般的に利用されている。その検索のスピードの速
さとヒットの多さは、紙の書物では実現し得ないものであった。しかし、ヒット件数が多
すぎたり、探したいキーワードが思いつかず、なかなか知りたい事柄にたどり着けなかっ
たり、また、文中のホットリンクを辿っているうちにコンテンツの迷路に迷いこんでしま
うことも多い。
このような、もっと早く、もっと的確に、知りたい事柄にたどり着きたいという、人間
の知識探求に応えるために「知のコンシェルジェ」を開発した。
本発表では、まず基本構成を説明し、情報／知識のデータモデルであるトピックマップ
と機能の対応について説明する。そして、幅広い適用範囲があることを事例で説明する。
最後に、「知のコンシェルジェ」に関連する情報を紹介する。
3.4.2

「知のコンシェルジェ」とは

「知のコンシェルジェ」は、図 3.4.1 に示すように、ビジュアルな“体系化された知識”
の入り口から、そこを手がかりとして、ユーザとシステムがインタラクティブにやり取り
しながら、知りたい事柄に辿り着き、
“コンテンツプロファイル情報”にもとづいてコンテ
ンツを検索する。
“体系化された知識”は、見識者の知見にもとづき関連づけされた知識群である。例え
ば、一般教養的知識の場合、百科事典の項目名と関連項目名、索引と項目名など、見識者
が意味論的に関連づけをした知識の総体である。
“コンテンツプロファイル情報”は、
“体系化された知識”とコンテンツとの対応情報で
ある。例えば、
「富士山」という知識に対して、百科事典の項目「富士山」と地図の地名「富
士山」がコンテンツとして存在していることを示す情報である。
本に例えれば、図 3.4.2 に示すように、
“体系化された知識”と“コンテンツプロファイ
ル情報”は“索引”である。“索引”の役割のうち、“事柄の関係”を示すのが“体系化さ
れた知識”であり、もう一つの役割である“事柄の所在（ページ）”を示すのが“コンテン
ツプロファイル情報”である。本を調べるとき、“索引”から“内容”を探すように、「知
のコンシェルジェ」では、
“体系化された知識”と“コンテンツプロファイル情報”にもと
づき、“コンテンツ”を探す。
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図 3.4.1

図 3.4.2
3.4.3

知のコンシェルジェの構成図

体系化された知識とコンテンツプロファイル

「知のコンシェルジェ」の機能とトピックマップ

「知のコンシェルジェ」は、情報／知識のデータモデルとして、トピックマップ(ISO/IEC
JTC1 SC34/WG3 で策定された規格) を採用している。トピックマップは、以下の三種類
の主要な構成要素から構成される。
・

topic：トピック（問題領域でのキーとなる主題群を表現）

・

association：関連（主題間の関係を表現）

・

occurrence：出現（主題に関連する情報リソースへのリンク）

「知のコンシェルジェ」の 3 つの機能は、これらの構成要素のブラウズを行うことにより
実現している。
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図 3.4.3

「知のコンシェルジェ」の機能とトピックマップ

(1) 「トピック検索」機能
「知のコンシェルジェ」が起動されると図 3.4.4 に示す画面が表示される。トピッ
クを探すために、キーワードを入力すると、該当するトピックおよびそのトピックに
関連するトピックが表示される。該当するコンテンツはまだ表示されない。入力され
たキーワードは“思いつきの言葉”だ、という考え方にもとづいている。自分が真に
探したい言葉を発見できるように、関連する言葉（関連トピック）を表示している。
なお、検索条件としては、「前方一致」「後方一致」「部分一致」「完全一致」が指定で
きる。
(2) 「ビジュアル表示」機能
トピックの関連をビジュアル表示したのが、図 3.4.5 である。指定したトピックを
始点として、関連トピックが線で結ばれたグラフが表示される。関連トピックをマウ
スでクリックすると、さらにその関連トピックに関連するトピックが展開される。こ
のように、始点としたトピックから関連を辿って、見つかったトピックのコンテンツ
を探すことができる。
(3) 「トピック概要とコンテンツ一覧表示」機能
コンテンツに関連する内容を表示したのが、図 3.4.6 である。トピックの概要やト
ピックに関連するコンテンツの一覧が表示される。関連するコンテンツとして登録で
きるのは、デジタル化されたコンテンツに限らず、出版物として発行された本のペー
ジへのリンクも可能である。
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図 3.4.4

「知のコンシェルジェ」の機能その 1

図 3.4.5

「知のコンシェルジェ」の機能その 2
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図 3.4.6
3.4.4

「知のコンシェルジェ」の機能その 3

適用事例

(1) 百科事典検索サービス
百科事典検索サービス「ネットで百科 for ブロードバンド」で 2006 年 12 月よりサ
ービス(試行)を開始している。トピックとして約 6 万 5 千件、関連として約 14 万件の
知識から、「百科事典」「地図」「図鑑」「記録映像」などを検索できる。
(http://ds.hbi.ne.jp/netencybb/)
(2) 大学での教育・研究
東京大学大学院情報学環の｢新しい百科全書｣プロジェクトの一環として学際情報学
府の講義など教育・研究において 2007 年度より利用される予定。
(http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/research/projects/yoshimi03.html)
(3) 地方史検索サービス
地方史の書籍の索引をもとに、全国に散在する地方の歴史資料を検索できる。
ある出版社と連携しサービス予定。
(4) ナレッジ、キャリア管理
人のもつノウハウ、経験などを体系化し、人財開発の支援を行う。
当社にて試行予定。
3.4.5

まとめ

本発表では、
「知のコンシェルジェ」の機能を紹介し、そして、その“知”を入れ替えた
4 つの異なる「知のコンシェルジェ」を示した。
「知のコンシェルジェ」は、ようやく豊富な「知識」にもとづき案内できる“新米”の
コンシェルジェとなった。対象とする人文知の水準には、
「知識」
「知恵」
「知性」の段階が
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あるが、
「知識」の水準に一歩近づけたと考えている。今後は、利用者の関心分野や利用目
的を考慮して、より「知恵」のあるコンシェルジェとする必要を感じている。

参考情報
 ホームページ
http://ds.hbi.ne.jp/concierge/
 利用サイト
[1] ネットで百科 for ブロードバンド
http://ds.hbi.ne.jp/netencybb/
[2] ネットで百科 for ライブラリ
http://ds2.hbi.ne.jp/netencyforLibrary/
[3] 弘文堂’s

知のコンシェルジェ

http://www.koubundou.co.jp/
 書籍
[1] 「知のデジタル・シフト」弘文堂発行
[2] 「トピックマップ入門」東京電機大学出版局発行

− 101 −

3.5

Semantic-Blog 環境を目指す xfy-blog

3.5.1

はじめに

コンピュータに、もっと様々な種類の文書処理を支援させたい。これが報告者の基本テ
ーマの 1 つである。ここでポイントは、処理の種類の幅広さである。また、文書とは
(X)HTML で記述された Web 文書である。コンピューターに行わせることで人間が支援さ
れるような機械処理はまだまだ未開拓であり、幅広いバラエティや可能性があると報告者
は考えている。
W3C の Semantic Web は、Web 文書にコンピューターが処理する手がかりとなる情報 -意味 -- を付加することで、Web の利用価値を高めようとするプロジェクトである[1]。で
は、そこで行われる Web 文書処理には、どのようなものがありえるのだろうか？そして、
それら様々な種類の処理を行うためには、従来の(X)HTML にどのような情報を付加すれ
ばよいのだろうか？そもそも、従来の(X)HTML の semantics の範囲内でどこまでできる
のだろうか？
3.5.1.1

Agenda

この報告では、まず、Web 文書に対する新たな処理の種類や可能性を、具体例を挙げて
示唆する。次に、そのように処理可能な Blog 記事、すなわち Web 文書を現実に発信でき
るソフトウェアとして、xfy Blog Editor[2]を紹介する。
コンピューターに行わせる機械処理のバラエティや可能性を、例を 3 つあげて示唆する。
2 つは従来の XHTML に定められた意味を利用する機械処理である。もう 1 つは、XHTML
の枠組みの中で、さらに意味情報を付加することで実現できる機械処理であり、class 属性
(class 名)を利用するものである。
xfy Blog Editor では、日付やイベントなど様々なタグ情報を埋め込んだり、住所と地図
情報を連携させるなど、拡張コマンドを利用者が追加・利用できる。これによって、意味
情報を付加した Web 文書をブログ記事として発信することができる。
 Web 文書の機械処理


リストの活用：従来の XHTML に定められた意味を利用する機械処理



年表の活用：

class 属性を利用した機械処理

 xfy Blog Editor
 考察: Semantic Operations Support
 まとめ
3.5.2

Web 文書の機械処理

Web 文書の機械処理の例を 2 段階で紹介する。まず、従来の XHTML に定められた意
味を利用した機械処理について。次に、XHTML の枠組みの中で、class 属性を利用した
機械処理の例を紹介する。
3.5.2.1

従来の XHTML に定められた意味を利用する機械処理

ここでは、List 2 Table for Blog Editor[3]と Deep Reference Lite[12]という、リストを活
用する 2 つのツールを紹介し、従来の XHTML に定められた意味を利用する機械処理の例

− 102 −

とする。
List 2 Table for Blog Editor は、記述中の Blog 記事内に存在するリスト項目(ul 要素、
ol 要素中の li 要素)から表を作成して記事へ追加する。この処理を、xfy Blog Editor のユ
ーザコ マンドのと して実装し たものであ る。List 2 Table for Blog Editor は 、xfy
Community[13]に掲載されている。
Deep Reference Lite は、別々の XHTML 文書中のリストを、軸として参照して表を構
成するツールである。複数の XHTML 文書のから複数のリストを取り込んだうえで、そこ
からさらに 2 つのリストを軸として採用して表を構成し、その表をクリップボード経由で
別の XHTML 文書に貼り付けることができる。
List 2 Table for Blog Editor は処理の対象が Blog 記事内に閉じている。一方、Deep
Reference Lite は複数の XHTML 文書をまたがって処理し、情報発信だけでなく、情報利
用もスコープに入っている。
List 2 Table for Blog Editor は、動作や仕組みが簡単なので、この報告の技術的内容を
理解しやすいだろう。一方、実用性は Deep Reference Lite の方が高いだろう。
(1) リスト
リストとは、ある考えを、いくつかの考えの集まりとして構成するものである。
XHTML におけるリスト要素(ul 要素、ol 要素、dl 要素)とは、このリストを指定する
マークアップである[4],[5]。すなわち、これはきわめて基本的な意味マークアップであ
り、テキストのレイアウトを直接に指す概念ではないことに注意したい。このような
誤解は、リストを「箇条書き」と表記した場合に起こりやすい。
(2) List 2 Table for Blog Editor
いくつかの情報のまとまりを並列するものとしてリストアップしたら、それに続く
文章中で、それらについて深く検討して表として整理したいときがある。あるいは、
手順をリストアップしたら、それに続く文章中で、その手順に基づいて作業するとき
のチェックリスト表を構成したいときがある。
List 2 Table for Blog Editor は、このような執筆の流れを支援する簡単なツールで
あり、Blog 記事執筆向けとして実装されている。
1)

動作
見かけ上は次のように動作する。執筆中の Blog 記事に次のような記述があるとき：
休暇で利用するホテルの条件:
・キッチン
・パソコンを置けるくらい広いデスク
・PHS の圏内
というところかな。
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このユーザーコマンドを実行すると、次のように表が生成される：

休暇で利用するホテルの条件:
・キッチン
・パソコンを置けるくらい広いデスク
・PHS の圏内
というところかな。
キッチン
パソコンを置けるくらい広いデスク
PHS の圏内

執筆者は、ここからさらに、次のように続けることができる：

休暇で利用するホテルの条件:
・キッチン
・パソコンを置けるくらい広いデスク
・PHS の圏内
というところかな。これを当てはめてみると：

キッチン
パソコンを置けるくらい広いデスク
PHS の圏内

xfy ホテル
×
◎
○

ジャスト・ホテル
○
○
×

すなわち、考えをリストに整理したら、それを表というかたちで、さらに具体的
に発展させる手助けをするツールである。
2)

仕組み
仕組みは簡単である。このユーザーコマンドは、リスト構造を見つけて、表を
生成し、挿入するだけである：
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<ul>
<li>キッチン</li>
<li>パソコンを置けるくらい
広いデスク</li>
<li>PHS の圏内</li>
</ul>

⇒

<table border="1">
<tr>
<th>キッチン</th>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<th>パソコンを置けるくらい
広いデスク</th>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<th>PHS の圏内</th>
<td> </td>
</tr>
</table>

仕組みは簡単である。このユーザーコマンドは、リスト構造を見つけて、表を
生成し、挿入するだけである：

<xvcd:command name="uxc:List_2_Table_1_Sided"
enabled="xvcd:caret-node()/ancestor::xhtml:*
[ local-name() = 'ul' or local-name() = 'ol' ]"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
<inst:variable name="LIST"
select="xvcd:caret-node()/ancestor::xhtml:*
[ local-name() = 'ul' or local-name() = 'ol' ][1]"/>
<xvcd:insert ref="$LIST" position="after">
<table border="1">
<xvcd:for-each select="$LIST/xhtml:li">
<tr>
<th><xvcd:value-of select="."/></th>
<td></td>
</tr>
</xvcd:for-each>
</table>
</xvcd:insert>
</xvcd:command>

強調表示された部分がリストを見つける XPath 式である。キャレットのある位
置(caret-node())から、祖先をたどって(ancestor::xhtml:*)、最初のリスト要素
([local-name()='ul' or local-name()='ol'][1])を取り出す。
"uxc:List_2_Table_1_Sided"は xfy Blog Editor に登録するユーザーコマンドの
名 前 で あ る 。 "uxc" は 、 ユ ー ザ ー コ マ ン ド 用 に 用 意 さ れ た 名 前 空 間
"http://xmlns.xfy.com/blogtool/userextension"を示す名前空間接頭辞である。
見かけ上は箇条書きにレイアウトされていても、次のような記述などを処理対
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象に含め始めると、このような簡単なプログラムとはならず、また利用者の意図
しない動作をすることもあるだろう:
<p>・キッチン<br />
・パソコンを置けるくらい広いデスク<br />
・PHS の圏内</p>
(3) Deep Reference Lite
Deep Reference Lite で利用者は、複数の XHTML 文書中のリストを参照し、そこ
から 2 つを選んで軸として表を構成し、それをクリップボード経由で別の XHTML 文
書中に貼り付けることができる。

1)

動作
ある Blog で見つけた滞在型の休暇で利用する宿の条件を使って、健保組合の契
約施設を評価する場合を例に、Deep Reference Lite の動作を示す。
まず、次のように、ある Blog 記事でリストに整理された「休暇で利用するホテ
ルの条件」が参考になる、と思ったとする。

・キッチン
自炊できる。食事にでかけなくてよい。
・広いデスク
ノートパソコンを置いて使える。
・PHS の圏内
ネット接続。

一方、健保組合ホームページの契約ホテル一覧もリスト形式で提示されている。
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・ホテル シンディ
街中のシティホテル。
・爽快高原ファミリーホテル
家族で休暇を楽しむ滞在型ホテル。
・深緑コンドミニアム
森林に囲まれたコンドミニアム。

Deep Reference Lite を使うと、この個別に作成された別々の XHTML 文書中の
2 つのリストの項目を参照して、検討表を生成することができる。

ここでも、それぞれのリスト構造を見つけることは、XHTML の ul 要素を見つ
けることである。この検討表を生成する処理は、XHTML に定められた意味を利
用した機械処理なのである。
(4) まとめ: 考えの構造を表現するリスト
ここでまでで、リストを元に表を生成する処理をもって、従来の XHTML に定めら
れた意味を利用する機械処理の例を示した。
XHTML におけるリスト要素(ul 要素、ol 要素、dl 要素)は、きわめて基本的な意味
マークアップである。それは、考えの構造をリストとして表現するマークアップであ
る。ある考えが、他のいくつかの考えのリストとして表現されているならば、そのリ
ストには、以上の他にも役立てる道があるのではないか。
3.5.2.2

class 属性を利用した機械処理

Microformats[6]の取り組みでは、XHTML の class 属性を利用して意味を与える。新た
な決めごととして、この意味を共有することで、Web 文書の活用を促進しようとするもの
である。
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ここで定められた hCalendar[7]の応用として作成された Syndy Chronicle[8]を例に、こ
のような若干の決めごとが生み出す効果を示す。
(1) hCalendar
hCalendar では、次のようにしてイベント情報をマークアップする:
<li class="vevent">
<abbr class="dtstart" title="1987-04-01">1987 年</abbr>に
<span class="summary">サンプル市に支社。</span>
</li>
ここで vevent や summary という class 名が hCalendar で定められた意味を持ち、
これを共有することで機械処理を可能とする。
(2) Syndy Chronicle
Syndy Chronicle は、年表ビューア/エディタである。かつ、街、学校、ディスコグ
ラフィーや会社の歴史や計画と、自分の過去や将来を並べてみることを想定した自分
史ビューアである。すなわち、自分史だけでなく、自分のプロジェクトの歴史や製品
計画などを並べることで、歴史や将来を主観的に構成(sydicate)して見るためのツール
である。
Syndy Chronicle の外観は次の通りで、2 列の年表の左側が街や会社の歴史など参
照する歴史や計画、右側が自分の過去や将来である:

Syndy Chronicle では、参照する年表と、自分史・将来とのそれぞれを複数の Web
文書から構成することができる。
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Syndy Chronicle は、hCalendar[7]または hResume[9]で XHTML 文書の中に記述さ
れたイベントを対象にしている。また、年表などのグルーピングには OPML[10] や
Atom[11]を利用している。
(3) まとめ: 年表を機械処理する意義
Syndy Chronicle の機械処理は、上記のように class 名を手がかりにして、年表を
再構成するものである。前提となるマークアップは簡単なものである。
しかし、この簡単な仕組みを利用して、自分史・将来の視点で他者の年表を見るこ
とで、単に、それぞれの年表を交互に見るのに比べて、新たな発見を得たり、あるい
は、その地域や組織などへの一体感が深まるといった効果があると考える。
3.5.3

xfy Blog Editor

xfy Blog Editor は、ブログ編集を画面を見ながら見た目のイメージそのままに行える
(WYSIWYG 編集)機能を搭載したブログ編集ソフトウェアである。タグを意識することな
く、文字入力やフォントサイズ・色の設定、画像の挿入など一連の操作をワープロ感覚で
行えるのが特長である。Movable Type のテンプレートやブログサーバーにアップロード
したブログコン テンツを xfy Blog Editor で読み込むことで、画面デザインを表示しなが
ら、直接タイトルや本文などの入力が行える。
また、日付やイベントなど様々なタグ情報の埋め込みや、住所と地図情報を連携させる
など、ユーザーコマンド(拡張コマンド)を追加・利用することができる。このコマンドで
(X)HTML に限らず意味情報を付加することも可能であり、より表現力のあるブログにす
ることができる。
(1) xfy Blog Editor のユーザーコマンド機能
xfy Blog Editor では、hCalendar 形式のイベント情報を Blog 記事に記述すること
ができる。
xfy Blog Editor「本文/追記編集」の WYSIWYG 画面から、
「拡張コマンド」メニュ
ーの「hCalendar 挿入」コマンドを選択すると、「hCalendar」挿入画面が表示され
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る:

書式に従って入力することで、タグを意識することなく、イベント情報を埋め込む
ことができる。
ここで「拡張コマンド」メニューを選択したが、このようなかたちで利用するユー
ザーコマンドを、ユーザー自らが開発し、Blog 記事の執筆に利用することができる。
前述の List 2 Table for Blog Editor は、このようなユーザーコマンドの 1 つとして実
装されている。また、ジャストシステムやユーザーが投稿したこのようなユーザーコ
マ ン ド を xfy Blog Editor の ホ ーム ペ ー ジ から ダ ウ ン ロー ド す る こと が で き る
(http://www.xfy.com/jp/personal/blog/download.html)。
(2) まとめ: Semantic-Blog への道を拓く
前述の操作で hCalendar 形式で埋め込んだイベント情報を、Syndy Chronicle を使
って年表に再構成することができる。すなわち、その Blog 記事は、単に人間が読む
だけでなく、CSS でレイアウトをかえるだけでもなく、意味を踏まえた機械処理が可
能となっている。
提供されたままの xfy Blog Editor には、既に hCalendar によるイベント埋め込み
が可能となっている。さらにユーザーコマンドを利用して、他の意味情報を埋め込む
ことも可能である。xfy Blog Editor を使うと、このようにして、容易に機械処理可能
な Blog 記事を発信できる環境を作れる。xfy Blog Editor は、Semantic-Blog への道
を拓くのである。
3.5.4

考察: Semantic Operations Support

List 2 Table for Blog Editor、Deep Reference Lite、Syndy Chronicle が利用者が行う
操作は、それぞれのツールの目的に沿った意味を持つ具体的かつ自然なものである。すな
わち、利用者は、例えば「アノテーション」といった、汎用的かつ中間的な抽象概念を理
解する必要がない。
Web 文書の機械処理をこのように個別的で具体的なアプリケーションとして実装する
ことで、利用者は、semantics という汎用的かつ中間的な抽象概念を経ずに、Web の恩恵
を受けることができる。
すなわち、利用者の個々の意味操作(semantic operations)を具体的に支援(support)する
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個別アプリケーションを品揃えすることで、利用者がこれらの中間的な抽象概念を理解す
る必要がなくなるのである。
このように具体的な個別アプリケーションを、その上で動作させることができることこ
そが、xfy Blog Editor の拡張性の特長である。そして、このことは xfy の特長そのもので
もあり、ここに xfy Blog Editor を xfy 上に実装する意味がある。
このことを「xfy Blog Editor は Semantic-Blog を拓く」と表現したい。
3.5.5

まとめ

リストや hCalendar といった簡単な意味マークアップでも、それを利用してより深い意
味を持つ処理を行える可能性を示した。また、xfy Blog Editor が、そのような可能性を秘
めた意味情報付きの Blog 記事を発信できることを示した。最後に、以上を踏まえて、xfy
Blog Editor が Semantic-Blog を拓くということの意味を示した。
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3.6

家系図トピックマップ－共通テストベッドとしての小さくて、シンプルで、多目的な
トピックマップ－

トピックマップの構造、データモデル、構文、参照モデル、問合せ言語、制約言語、公
開主題（Published Subjects）など、トピックマップについて検討すべきことがたくさん
ある。この発表で、小さくて、シンプルで多目的に使える "家系図トピックマップ" を提
案し、様々な検討課題への適用を考察する。
3.6.1

はじめに

トピックマップは、新しいパラダイムであり、まだまだ発展途上である。多くの標準が
策定途中であり、適用領域、適用方法、構築方法、表現方法など議論すべき点が多数残っ
ている。トピックマップに関する諸問題について議論するためには、小さくて、シンプル
で、多くの人にとって理解しやすく、しかも、いろいろな問題設定ができるサンプルトピ
ックマップが必要であると思われる。現在、既に、非常に多くのトピックマップが作成さ
れ、存在しているが、それらは規模が大きすぎたり、マニアックであったり、企業秘密と
して外部に公開できないものであったりしている。
本発表では、小さくて、単純で、しかも多目的に使えるトピックマップとして"家系図ト
ピックマップ"を提示し、いろいろな問題への適用を試みる。以下、第 2 節で"家系図トピ
ックマップ"の詳細を記述し、第 3 節で適用可能な検討課題を示す。そして、第 4 節でア
プリケーション例を示し、最後に、まとめを行う。
3.6.2

家系図

小さくて、単純で、誰でも理解できるトピックマップとして "家系図トピックマップ" を
提示する。"家系図トピックマップ" の構造図を以下に示す。

図 3.6.1

家系図トピックマップの構造図

図は、4 世代の家系図を示している。四角は人を表す。縦二重線は夫婦関係、縦点線は、
兄弟/姉妹関係を表している。また、横実線は、親子関係を表している。
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この "家系図トピックマップ" は、以下の型から構成される。
(1) トピック型
トピック型としては、以下の一つである。
- person 型 (すべての人は、person 型のインスタンスである。)
(2) 関連型
関連型としては、以下の 3 つからなる。（兄弟関係型は、なくても構わない。）
- 親子関係型、夫婦関係型、（兄弟関係型）
(3) 関連役割型
関連役割型としては、以下の型からなる。
- 父型、母型、夫型、妻型、兄型、姉型、弟型、妹型
この"家系図" トピックマップの LTM (Linear Topic Map) 構文形式のソースコードを
以下に示す。LTM は、Ontopia 社により開発されたトピックマップ構文である。

[kenichi : person = "Kenichi Naito" / en]
[kiichi : person = "Kiichi Nonoyama" / en]
[kunosuke : person = "Kunosuke Kondo" / en]
[motomu : person = "Motomu Naito" / en]
[kyujiro : person = "Kyujiro Sasagawa" / en]
[yoshinori : person = "Yoshinori Naito" / en]
[yoshitaro : person = "Yoshitaro Kondo" / en]

@"utf-8" #VERSION "1.3"
/*
Generator: Ontopia Knowledge Suite (OKS)
Date:
2006-09-29 00:10
*/
/* -- TT: (untyped) -- */
[en = "En"
@"http://www.knowledge-synergy.com/psi/language.xtm#en"]
/* ----------------- Topic Types --------------- */
[person = "person" / en
@"http://www.knowledge-synergy.com/psi/common.xtm#perso
n"]
/* ----------------- Role Types ---------------- */
[daughter = "daughter" / en]
[father = "father" / en]
[husband = "husband" / en]
[mother = "mother" / en]
[older-brother-sister = "Older brother/sister" / en]
[younger-brother-sister = "Younger brother/sister" / en]
[son = "son" / en]
[wife = "wife" / en]
/* ----------------- Association Types --------- */
[brother-sister = "Brother/Sister" / en]
[married-couple = "Married couple" / en]
[parent-child = "Parent Child" / en]
/* ----------------- Topics -------------------- */
/* -- TT: person -- */
[chizuru : person = "Chizuru Naito" / en]
[kinuko : person = "Kinuko Naito" / en]
[mika : person = "Mika Kondo" / en]
[ryoko : person = "Ryoko Kondo" / en]
[sadako : person = "Sadako Naito" / en]
[hatsu : person = “Hatsu Sasagawa" / en]
[shimo : person = "Shimo Naito" / en]
[tane : person = "Tane Nonoyama" / en]
[tune : person = "Tune Kondo" / en]
[yoko : person = "Yoko Naito" / en]
[hatsuo : person = "Hatsuo Naito" / en]
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/* ----------------- Associations -------------- */
/* -- AT: brother-sister */
brother-sister( chizuru : older-brother-sister, yoko :
younger-brother-sister )
brother-sister( kinuko : older-brother-sister, ryoko :
younger-brother-sister )
brother-sister( yoshinori : older-brother-sister, motomu :
younger-brother-sister )
/* -- AT: married-couple */
married-couple( hatsuo : husband, sadako : wife )
married-couple( kenichi : husband, shimo : wife )
married-couple( kiichi : husband, tane : wife )
married-couple( kunosuke : husband, tune : wife )
married-couple( motomu : husband, kinuko : wife )
married-couple( kyujiro : husband, sasagawa-woman : wife )
married-couple( yoshitaro : husband, mika : wife )
/* -- AT: parent-child */
parent-child( chizuru : daughter, motomu : father )
parent-child( kinuko : daughter, kunosuke : father )
parent-child( ryoko : daughter, kunosuke : father )
parent-child( sadako : daughter, kiichi : father )
parent-child( tune : daughter, kyujiro : father )
parent-child( yoko : daughter, motomu : father )
parent-child( chizuru : daughter, kinuko : mother )
parent-child( kinuko : daughter, tune : mother )
parent-child( ryoko : daughter, tune : mother )
parent-child( sadako : daughter, tane : mother )
parent-child( tune : daughter, sasagawa-woman : mother )
parent-child( yoko : daughter, kinuko : mother )
parent-child( hatsuo : son, kenichi : father )
parent-child( kunosuke : son, yoshitaro : father )
parent-child( motomu : son, hatsuo : father )
parent-child( yoshinori : son, hatsuo : father )
parent-child( hatsuo : son, shimo : mother )
parent-child( kunosuke : son, mika : mother )
parent-child( motomu : son, sadako : mother )
parent-child( yoshinori : son, sadako : mother )

"家系図トピックマップ" を提案する目的は、以下のとおりである。
・ 共通のテストベッド
・ トピックマップについての学習
・ オントロジ的な考察
・ 問合せのテスト
・ 制約のテスト
・ XML 構文、簡潔構文、TMRM などでの試用、いろいろな領域での適用業務の利
用など
3.6.3

適用可能な検討課題

第 2 節で説明した "家系図トピック" は、いろいろな目的で、いろいろな状況に適用す
ることができる。
3.6.3.1

オントロジ的な考察への適用

まず、最初は、オントロジ的な考察への適用例である。"家系図トピック"は、オントロ
ジ的な試行錯誤の場の提供し、いろいろな考察に利用することができる。以下にその例を
示す。
(1) 人型に対して哺乳類型を追加することにより、Supertype-Subtype 関係を作成
(2) 祖先型を追加することにより、whole-part 関係を作成
(3) 夫婦と妻、夫との間に集合-要素 (part-of) 関係の作成テスト
(4) 夫婦関係における妻役割 (role)、夫役割 (role) の作成テスト
（妻型、夫型を作りやすいが、妻役割型、夫役割型が正しいと思われる。）
3.6.3.2

制約への適用

2 番目は、制約への適用を通して、制約言語に必要な機能、特性などの検討を可能にす
る。制約の例を以下に示す。
(1) 人は、夫婦関係において、夫役割か、妻役割を演じなければならない。
(2) 夫婦関係は、一方が男性で、他方が女性である。
(3) 親子関係において、子は、父親と母親を持つ。
(4) 親子関係において、親は子より年上である。
OSL (Ontopia Schema Language) を用いた (1) の制約の記述例を以下に示す。OSL
は、Ontopia 社により開発されたトピックマップ制約言語である。
<playing>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://www.knowledge-synergy.com/psi/tm#married-couple"/>
</instanceOf>
<in>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://www.knowledge-synergy.com/psi/tm#husband"/>
</instanceOf>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef href="http://www.knowledge-synergy.com/psi/tm#wife"/>
</instanceOf>
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</in>
</playing>

3.6.3.3

問合せ

3 番目は、問合せへの適用を通して、問合せ言語に必要な機能、特性などの検討を可能
にする。問合せの例を以下に示す。
(1) 親子関係を 2 回繰返すことにより、祖父-孫の関係にある人達を問い合わせる。
(2) 親子関係と、兄弟/姉妹関係を利用することにより、叔父-甥/叔母-姪の関係にある人達
を問い合わせる。
問合せ言語 tolog を用いた「祖母-孫の関係にある人の問合せ」 式とその結果を以下に
示す。

図 3.6.2

tolog 式と問合せ結果例 1

同じく、問合せ言語 tolog を用いた「叔父-姪の関係にある人を問合せ」 式とその結果
を以下に示す。

図 3.6.3
3.6.3.4

tolog 式と問合せ結果例 2

公開主題 (Published Subjects)

4 番目は、Published Subject への適用を通して、Published Subject 利用時の課題、記
法などの検討を可能にする。以下にその適用例を示す。
(1) 家系の中の同姓同名の人の識別。
(2) 結婚して姓が変わった人の識別。
3.6.4
3.6.4.1

アプリケーション例
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ家系図

ヨハン・ゼバスティアン・バッハの家系図の作成を試みた。以下にそのグラフ図を示す。

− 115 −

図 3.6.4

ヨハン・セバスティアン・バッハの家系図

さらに、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの作品リストとそのジャンルのトピックマッ
プを作成しマージ可能にした。バッハは、多くの先輩作曲家の曲をまねることにより学ん
だと言われているが、将来的に、どの作品が、誰の影響を受けているかを調べていくこと
により、音楽家どうしの影響関係を表現できると考えられる。
3.6.4.2

天皇の系図

2 番目の例として、天皇の系図の作成を試みた。ここでは、親子関係を正確にトレース
するのが困難であったため、先の天皇／後の天皇の関係を用いて、歴代 125 名の天皇の系
図を作成した。そのグラフ図を以下に示す。

− 116 −

図 3.6.5

天皇の系図

さらに、都トピックマップ、地名トピックマップを作成し、それぞれマージ可能にした。
各天皇、都、地名ごとに公開主題識別子を付加し、識別を可能にした。マージ時には、同
じ主題を持つトピックは、マージされ一つに統合される。天皇の系図トピックマップ、都
トピックマップ、地名トピックマップのマージの様子を以下の図に示す。
天皇トピックマップ
天皇

先帝－後帝

天皇

都
住む
マージ

都

都トピックマップ

市区町村
位置する

マージ

地名トピックマップ
市区町村

図 3.6.6

全体－
部分

都道府県

全体－
部分

国

天皇、都、地名トピックマップのマージ

トピックマップをマージしたことにより、マージ前には不可能だった以下のような問合
せが可能になった。
問合せ例 1：「奈良県に住んだ天皇」を問合せ
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「奈良県に住んだ天皇」を問合わせるための tolog 式とその結果を以下に示す。

図 3.6.7

「奈良県に住んだ天皇」を問合わせるための tolog 式とその結果

問合せ例 2：聖武天皇が住んだ県を問合せ
「聖武天皇が住んだ県」を問合わせるための tolog 式とその結果を以下に示す。

図 3.6.8
3.6.5

「聖武天皇が住んだ県」を問合わせるための tolog 式とその結果

まとめ

本発表では、小さくて、単純なトピックマップの例として、"家系図" トピックマップを
提示した。そして、トピックマップにおけるいろいろな問題に出来ることを示した。この
ようなトピックマップが多数公開されることにより、トピックマップにおける問題の共有、
理解が容易になる。さらに、共通の例題を基にした議論が可能になり、解決策の発見が容
易になると考えられる。それによりトピックマップ、セマンティック Web の普及促進に少
しでも役に立てればと思う。
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3.7
3.7.1

情報家電オントロジーとその適用例
はじめに

IT 技術の進展とともに、デジタル情報家電を中心に、機器が提供する機能の複雑さが増
加しており、専門的な知識がないと利用できないという問題が深刻になっている。実際、
パソコンや情報家電の相談窓口は、使い方の相談が非常に増加している。
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、情報家電の普及に向けて、その基
盤となる技術開発を行っている[1]。同プロジェクトの一環として、利用者がサービスや情
報家電の使い方に関する情報を容易に取得できるようにするための技術として、情報家電
の使い方の情報資源を管理する、情報資源管理技術の研究開発が行われている[2]。
[1]のプロジェクトにおいては、このほかに機器認証の技術や、機器を安全にリモート管
理する技術[3]などさまざまな技術の研究開発が行われており、これらの技術により、専門
知識を持たない利用者も安全・確実に保守などの各種のサービスを受けることが期待でき
る。
3.7.2

情報機器運用・活用情報の情報資源管理技術

[1]のサブプロジェクトの一つにデジタル情報機器の統合リモート管理基盤技術開発プ
ロジェクトがあり、そこでのテーマの一つとして、本プロジェクトでは、情報機器運用・
活用のための情報資源管理技術の研究開発を行っている。そこでは、情報家電の普及のた
めに、利用者に情報家電の使い方や応用的な活用方法に関する適切な情報を提供する運用
管理情報サービスポータルの構築技術の開発をめざしている。
運用管理情報サービスポータルのイメージを図 1 に示す。図 3.7.1 のシステムは、たと
えば、通常の FAQ システムの上に付加される機能で、メタデータによる情報資源の検索
を可能にする。メタデータはメーカの技術者が付与してもよいし、上手にコミュニティを
作ることができれば、コミュニティに属す利用者が協調的に付与するようにしてもよい。
情報の閲覧も、情報の内容により、社内限定であったり、特定企業間であったり、利用者
に公開するものもある。
このようにインターネット上の有用な情報をコミュニティに通知する方法は、現在流行
の共有ブックマークとして知られるものと共通の考え方である。共有ブックマークでは、
タグと呼ばれる単純な単語により、興味を共有する情報を閲覧することになる。一方、本
システムでは、単語ではなく、W3C (World Wide Web Consortium)の RDF(Resource
Description Framework)形式のように、＜対象、属性、属性値＞で表現される構造を持っ
たメタデータを用いることにより、情報へのタグ付けを行う。メタデータは、情報家電分
野用の語彙サーバを用いて付与する。こうした構造化されたメタデータを用いることによ
り、
「ある機器と別の機器が接続関係にある」などといった関係を明確に表現できる。また、
語彙サーバを参照することにより、指定する語彙の共通化も図りやすい。
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検索機能

質問

整序機能

整理した回答

メタデータDB

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

語彙サーバ

WEB
ページ

WEB
ページ

語彙体系

WEB
ページ

語彙体系

図 3.7.1

WEB
ページ

語彙体系

WEB
ページ

語彙体系
語彙体系

メタデータ付与支援ツール

運用管理情報サービスポータルのイメージ

メタデータ付与者は、インターネット上の情報資源に対して、メタデータ付与支援ツー
ルを利用してメタデータを付与する。その際、メタデータ付与支援ツールは、利用者が付
与するメタデータの形式および語彙に対し、語彙サーバを用いオントロジー（語彙体系）
を参照して、適切なメタデータを提示することにより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。
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、あるいは運用情
報サービスポータルの情報を直接参照することもできる。後者の場合、運用情報サービス
ポータルのメニューや問い合わせ画面により、必要な情報を指定する。検索結果は、整序
機能により整理されて表示される。
3.7.3
3.7.3.1

情報家電オントロジー開発の背景
運用管理情報サービスポータルの必要性

前節で示した、運用管理情報サービスポータルが必要と考える背景には、以下の 2 点が
ある。
(1) 情報家電の複雑さ
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家電が登場し、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、また各種設定が必要である場合もあり、これまでの家
電に比べ使い方が難しくなってきている。さらに、デジタル情報家電はネットワーク
で相互に接続され、利用されるという特徴がある。機器を安全にリモート管理する技
術（高信頼リモート管理基盤技術）を上手く活用しても、利用者側で知っておくべき
ことも少なくない。また、メーカ側も、利用者の具体的な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、利用者に固有の情報が必要となっている。実際、
コールセンターでは、使い方相談に類する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。
(2) インターネット上の情報資源の有用性
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。たとえば、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
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より広く知られることとなった。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、本プロジェクトでは、これらの情報を提供する運用情報サ
ービスポータルを構築するための基盤技術を開発している[2]。
3.7.3.2

情報家電オントロジーの必要性

インターネット上の情報検索は、さまざまな工夫がなされているが、基本的には、単語
もしくは文字列による検索にリンクなどによる重要度を加味したものである。しかし、こ
れらの方式は特に接続関係のように、複数の語彙が特定の関係にある情報を検索する場合
には効率的ではない。たとえば、
“A B”で検索する場合に、A と B が連続して、あるいは、
別々に出現する文書は検索できるが、
「A と B が接続されている状態について述べた文書」
などといった検索は、効率的には行えない。そうした検索を行うためには、記述対象やそ
れらの関係を表す概念に関する記述が必要となる。
セマンティック Web は、そうした概念間の関係を記述するための技術である。RDF の<
対象、属性，属性値>の 3 つ組み表現を用いて、情報家電の使い方情報や障害対処情報に
対して、対象となる機種や接続状況をメタデータの形で付与すれば、上記の接続に関する
例のように、精度の高い検索も実現できる。
しかし、実際にセマンティック Web の技術を用いて機器の接続状態などに関する検索を
行うには、Web コンテンツに、それらを記述したメタデータを付与しておく必要がある。
そのためには、RDF, RDF Schema (RDF Vocabulary Description Language)、OWL (Web
Ontology Language)などの、セマンティック Web において標準的に用いられている語彙
に加えて、機器に関する情報やそれらの接続状態などを記述するための情報家電用の語彙
（情報家電オントロジー）が新たに必要になる。
そうした情報家電に関するメタデータ記述における標準語彙として情報家電オントロジ
ーを構築することにより、情報家電に関する情報資源に相互利用可能なメタデータを付与
し、それらの資源をさまざまな目的で利用することが可能となる。
以上の理由により、本プロジェクトを通じて、情報家電オントロジーを構築するための
基盤を整備することをめざしている。
3.7.4

情報家電オントロジー構築の方針

本プロジェクトでは、以下の方針に基づいて情報家電オントロジーを構築している。
(1) 適切なモジュール化の実施
情報家電オントロジーの利用者が必要な部分を取り出して利用できるようにするため、
また、保守性を高めるために、適切なモジュール化を行い、名前空間を切り分ける。
これには、次節で述べる階層構造への切り分けを含む。
(2) 基本的な語彙の整備
情報家電共通オントロジーに関して、多くの利用場面に共通して必要となると思われ
る基本語彙を整備する。また、情報家電オントロジーの記述を容易に行えるようにす
るための語彙を整備する。
(3) 例題を用いた詳細記述実験
作成したオントロジーの実証評価として運用管理情報サービスポータルの試作を行い、
アプリケーションにおいて必要な語彙が適切に記述可能であることを確認する。
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(4) 既存の語彙や標準の尊重
情報家電オントロジーを利用者が既存のオントロジーおよびその処理系と容易に組み
合わせて利用することができるよう、また、本開発にかかる工数を削減できるよう、
既存の語彙や標準に関する調査を十分行い、それらを尊重する。
(5) ガイドラインの作成
各メーカやサービス提供者が情報家電共通オントロジーを相互運用可能な形で継続的
に構築していくことが可能であるように、記述のためのガイドラインおよび、記述し
たオントロジーの公開のためのガイドラインを作成する。
3.7.5

オントロジーの階層構造における情報家電オントロジーの位置づけ

運用管理情報サービスポータルにおいて、情報家電に関する情報資源（Web ページ等）
にメタデータを付与する場合、たとえば、Web ページの著者や記載日時を表すための語彙
など、情報家電分野に固有でない語彙が必要になる。また、オントロジーの再利用性を高
めるという観点からも、情報家電固有のオントロジーとそれ以外のものを切り分けること
が望ましい。

図 3.7.2

オントロジーの階層構造における情報家電オントロジーの位置づけ

そこで、本プロジェクトでは、情報家電オントロジーを図 3.7.2 のような階層構造の中
に位置づけて開発している。各層のオントロジーは下位および同じレベルの層の語彙を用
いて記述する。各層の内容は以下の通り：
(1) RDF, RDFS, OWL 層
オントロジーを記述するための基本的な枠組みおよび語彙を含む層。そうした枠組み
および語彙として、W3C においてセマンティック Web 記述言語として標準化されて
いる RDF, RDFS, OWL を採用する。
(2) 基本オントロジー層
情報家電という特定の分野に依存しない基本的な語彙を含む層。単位つきの量の記述
のための語彙、制約記述のための語彙などを含む。DC (Dublin Core), FOAF (Friend
of a Friend), SKOS (Simple Knowledge Organization System) なども、この層に属
すとする。
(3) 情報家電共通オントロジー層
テレビ、ハードディスクレコーダといった情報家電の種類ごとの、構成、機能、状態、
操作、性能、規格などを記述する語彙を含む。
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映像録画機能に関する語彙、機器接続に関する語彙などを含む。特定の機種・シリー
ズの特徴を記述する語彙は、より上位のメーカ定義オントロジー層に含める。
(4) 周辺オントロジー層
情報家電以外の、特定の分野に依存する語彙を含む層。マニュアルに関する語彙、商
品としての性質を記述するための語彙、などを含む。
(5) メーカ定義オントロジー層
特定の機種・シリーズの特徴を記述する語彙を含む層。各製品メーカにより独自に定
義される。機種名、シリーズ名、メーカ独自の機能などを記述する語彙を含む。
(6) アプリケーションオントロジー層
特定のアプリケーションでの利用のための語彙を含む層。各アプリケーションの開発
者、利用者により定義される。
今回の開発では、情報家電共通オントロジー層の開発を中心として、必要に応じて基本
オントロジー層、周辺オントロジー層の語彙の定義も行う。また前述のように情報家電オ
ントロジーの実証評価として運用管理情報サービスポータルの試作も行うが、その中でメ
ーカ定義オントロジーの語彙を必要に応じて記述する。
<owl:Class rdf:ID="LConnection">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#isRealizedBy" />
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#PConnection"/>
</qcr:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

図 3.7.3
3.7.6

論理状態と物理状態の対応例

情報家電オントロジー記述ガイドライン

上記の方針に基づき、本プロジェクトの成果として、以下の文書を作成する予定である。
・

情報家電オントロジープロジェクト概要

・

情報家電オントロジー Use Cases and Requirements

・

情報家電オントロジー記述ガイドライン

・

情報家電オントロジー公開ガイドライン

・

情報家電共通オントロジー

・

情報家電共通オントロジー解説

・

情報家電オントロジー応用例

これらの中で、情報家電オントロジー記述ガイドラインは、オントロジーの相互利用可
能性を確保するために、オントロジー記述における注意点を挙げ、
推奨する記述方法を提示する文書となる。
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また、情報家電オントロジー公開ガイドラインは、情報家電共通オントロジー、メーカ
定義オントロジーを Web 上で公開する際の推奨する方法を記述した文書となる。
これらの文書は、本プロジェクトの成果として順次公開される予定である。また、最新
の作成状況については、情報家電サービスフォーラム(SPIA)フォーラム[4]情報家電オント
ロジーSIG にて報告される。
以下では、情報家電オントロジー記述ガイドラインから、いくつかのトピックを紹介す
る。詳細については、同ガイドラインを参照されたい。
3.7.6.1

論理機能（状態, 操作）と物理機能（状態, 操作）の分離と対応付け

たとえば、機器と機器の接続は、機器と機器を物理的に接続することにより実現される
が、物理的な接続方法は一通りとは限らない（たとえば無線接続であってもよいし、有線
接続であってもよい）。また、ハードディスクレコーダにおける｢再生」を行うには、リモ
コンの再生ボタンを押してもよいし、本体の再生ボタンを押してもよい。
これらの関係を表現するために、本オントロジーでは、論理機能（状態, 操作)と物理機
能(状態, 操作) を分離した上で、関係 isRealizedBy を用いて、それらの間の対応付けを行
う。たとえば、機器と機器の論理接続状態（LConnection)は、物理接続状態(PConnection)
により実現されるとする(図 3.7.3)。
3.7.6.2

制約の記述方法

例えば、あるハードディスクレコーダ(SomeHDRecorder)に関する「待機消費電力はク
イックスタート「切」時で 3.9W、クイックスタート「入」時で 19.5W である」という記
述のように、情報家電の機能と操作、状態の関係などの間に成り立つべき制約（規則）を
記述したくなる場面は多い。
しかし、現時点での OWL1.0 の仕様では任意の制約を記述することはできないため、何
らかの語彙を導入する必要がある。しかし、制約の具体的記法の標準として確立されたも
のがない現時点では、特定の記法に強く依存した語彙を導入するのは時期尚早であり、制
約の具体的記法に依存しない方法をとることが望ましいとしている。
そこで、本プロジェクトでは、(i) オントロジーの語彙と、関係する制約を、新たに導入
した語彙 rst:underRestriction により緩やかに関連付ける、(ii) 制約の内容は記述者が任
意の記法（極端な例では自然言語）により記述することを許す、というアプローチを採用
している。
具体的には、制約のクラス rst:Restriction を導入し、個々の制約のインスタンスの内容
を表すリテラル（あれば）を属性 rst:description の値として関係付ける。また、制約記述
の実体を指す URI が与えられているときは 属性 rst:desctiptionRef の値として関係付け
る。また、制約に関連するリソースは、属性 rst:underRestriction の値として当該の制約
のインスタンスと関係付ける。また、制約の記法を示すリテラルを属性 rst:restrictionType
の値として指定する。さらに、制約が関連するリソースの特定の属性の値にのみ関連する
場合は、当該制約のインスタンスの属性 rst:onProperty の値として、当該属性の URI を
与える。
図

3.7.5

は 、「 ク ラ ス

SomeHDRecorder

の イ ン ス タ ン ス が 属 性

hasStandByPowerConsumption に関して Model.n3 という URI を持つ N3 形式の制約記
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述に従う」という内容の記述例である。
以上のように制約を表すことにより、当該制約記述形式を理解する処理系は、必要な制
約記述を読み込んで処理することができる。また、標準的な制約記述方式が確立されたと
きには、制約記述を行うリソースにおいてその記述形式を採用するだけでよく、オントロ
ジー自体に変更を加える必要はない。
<owl:Class rdf:ID="SomeHDRecorder">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="#hasPowerConsumption" />
<owl:hasValue rdf:parseType="Resource">
<unit:watt
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">60</unit:watt>
</owl:hasValue>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

図 3.7.4

単位を含む表現例

<owl:Class rdf:ID="SomeHDRecorder">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="&rst;underRestriction" />
<owl:hasValue>
<rst:Restriction>
<rst:descriptionRef rdf:resource="Model.n3"/>
<rst:descriptionType>
text/rdf+n3
</rst:descriptionType>
<rst:onProperty rdf:resource="#hasStandByPowerConsumption"/>
</rst:Restriction>
</owl:hasValue>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

図 3.7.5

制約との対応付け例
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3.7.6.3

対象のクラスを指定した数の表現

OWL1.0 では、たとえば 「SomeHDRecoder（に属す個別の機器）には付属品としてリ
モコンが１個、単 3 電池が 2 本ついている」、といったような場合に付属するリモコンの
数を１と規定するような、対象物のクラスを指定した数量に関する制限の記述ができない
（Description Logic で Qualified Cardinality Restriction、あるいは Qualified Number
Restriction と よばれている問題) 。
しかし、上記のような記述に対する要求は高いと思われ、また、Patel-Schneider らに
よる OWL1.1 に関する提案[6]においても必要性が論じられていることから、本オントロジ
ーでは、Rector and Schreiber らによる記法 [5] を参考にして、Qualified Cardinality
Restriction 記述用の語彙を導入した。
図 3.7.6 は、導入した語彙を使って、上記のリモコンの数に関する制約を記述した例で
ある。
<owl:Class rdf:ID="SomeHDRecorder">
<rdfs:subClassOf>
<qcr:Restriction>
<qcr:onProperty rdf:resource="#hasAccessory" />
<qcr:valuesFrom rdf:resource="#RemoteController"/>
<qcr:cardinality rdf:datatype="&xsd;integer">1</qcr:cardinality>
</qcr:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

図 3.7.6
3.7.6.4

対象のクラスを指定した数の表現例

単位を含む表現の記述

たとえば「SomeHDRecorder が消費電力が 60W である(機器のクラスである)」といっ
たような、単位を含む表現を記述する際、RDF Primer[7] (4.4 More on Structured Values:
rdf:value)において示されているような、「空白ノードの素性 rdf:value の値として数値を
指定し、素性 unit の値として単位（この場合 W)を指定する」という記法ではなく、
「空
白ノードの、単位に対応する素性（この場合 watt)の値として、数値を指定する」という
記法を採用する（図 3.7.4）。これは、前者の記法では同じ量を複数の単位で記述すること
が困難であるという Berners-Lee[8]の議論を参考にした。
3.7.7

今後の課題

以上の構想の下、現在情報家電オントロジーの記述ガイドラインの策定およびそれに基
づく情報家電共通オントロジーの記述を行っているが、今後解決すべき課題として、以下
の事項が挙がっている。これらのうちのいくつかは、本研究プロジェクトのスコープ内で
単独で解決可能な課題というよりも、関連技術の開発との連携も含めた横断的な取り組み
が必要になる課題である。
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3.7.7.1

オントロジー記述粒度のばらつきへの対応

たとえばある機器が HTTP プロトコルをサポートしていることを表現する場合、「プロ
トコルをサポートする」という述語を使って、対象機器が上記述語の値として「HTTP プ
ロトコル」をとると記述する方法と、「HTTP プロトコルをサポートする」という述語を
使って、対象機器がこの述語の値として「真」をとると記述する方法が考えられる。
また、ある機能を実現する操作が複数の部分ステップに分解できる場合、当該機能を実
現する操作として、上記の各部分ステップの組み合わせを指定することも、複合的なステ
ップを指定することも、考えられる。
どの記述を用いるかは、一般的には、記述を利用するアプリケーションの目的に依存す
る問題であるが、オントロジー全体としてはさまざまなアプリケーションによる利用を考
える必要があるので、それらの間の対応付けを与えることが重要である。
この対応付けを、一般的なオントロジーマッピングの問題として考えることもできるが、
特に項の含意や同一性を表現できる枠組みを与えることが必要であると考えている。
3.7.7.2

既存のデータ・サービスとの統合利用技術およびリソースの開発

本研究が対象としている(情報)家電をめぐっては、複数の機器の機能をサービスとして
捉え、それらの連携によるサービス提供をめざそうと、これまで UPnP[9] (DLNA[10]),
ECHONET[11]など、標準化に向けたいくつかの枠組みが提唱されている。
それら既存、あるいは開発中の提唱において用いられている概念を本オントロジーの語
彙を使った記述にマッピングしたり、逆に本オントロジーを用いた家電（サービス）記述
を既存の枠組みから参照したりすることが可能になれば、本オントロジーを「ハブ」とし
た、それらの統合利用が可能になると考えられる。したがって、それら既存のデータ・サ
ービスとの統合利用のための技術やリソースの開発が今後の重要な課題の一つである。
3.7.7.3

情報家電オントロジーの協調的編集支援システムの開発

情報家電オントロジーの記述対象は多岐に亘り、また、今後、家電の情報家電化は、ま
すます進展し、新しい機器や機能、また、それらを利用したサービスは次々と登場するも
のと思われる。したがって、情報家電メーカ、アプリケーション開発者、さらにはユーザ
など、さまざまな立場の関係者が、それぞれの必要に応じて、情報家電オントロジーの記
述を協調的に行える仕組みを作っておくことが重要である。
新しい機器や機能、また、それらを利用したサービスは次々と登場するものと思われる。
したがって、情報家電メーカ、アプリケーション開発者、さらにはユーザなど、さまざま
な立場の関係者が、それぞれの必要に応じて、情報家電オントロジーの記述を協調的に行
える仕組みを作っておくことが重要である。
本プロジェクトで作成しようとしている、情報家電オントロジー記述ガイドライン、同
公開ガイドラインは、そうした取り組みの一部であるが、それ以外にも、オントロジーの
協調編集を技術的に担保するシステムの開発が望まれる。そのようなシステムにおいては、
類似概念（語彙）や相反する記述の検索・確認の支援が重要な機能として考えられる。
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3.7.8

おわりに
―情報家電オントロジーの継続的構築に向けて

以上述べたように、本プロジェクトでは、利用者に情報家電の使い方や応用的な活用方
法に関する適切な情報を提供する運用管理情報サービスポータルの構築技術の開発の一環
として、情報家電オントロジー構築の基盤を整備することをめざしており、情報家電オン
トロジー記述のための語彙などの基本的な語彙や、それらを使ったオントロジー記述のた
めのガイドラインを作成している。
しかし、情報家電オントロジーの構築は本プロジェクト内で完結する性質のものではな
く、今後登場するさまざまな情報家電に対するオントロジーの記述を含め、継続的な構築
が必要である（図 3.7.7）。現在、SIPA フォーラム情報家電 SIG の場にて、興味ある方に
ご参加戴き、検討内容を議論している。
今後は、上記の技術的課題の解決とともに、検証評価による妥当性の検証継続的構築の
ための体制作り、標準化に向けた他の研究開発プロジェクトとの連携を図っていきたい。
また、統合リモート管理プロジェクトの他の成果も含めた検証試験を平成 19 年度に実施
する予定である。さらに、SPIA フォーラム情報家電オントロジーSIG で策定された仕様
を SPIA フォーラム標準として、広く公開する予定である。

図 3.7.7

情報家電オントロジーの継続的構築
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お わ り に

おわりに
セマンティック Web は様々な分野での利用が進んできた。一つの証拠としては、Google
で”semantic web”で検索すると、2000 万件以上の検索結果があり、一般的な言葉として
の市民権も得るに至っている。現時点では、Timothy John Berners-Lee が示した、”Layer
Cake”の Ontology vocabulary 部分を達成し、Logic や Rule の領域に進みつつある。
セマンティック Web の利用で欠かせないメタデータやオントロジの作成は、本報告書で
述べたたように、電子政府、サービス統合、医療・バイオ、航空・地理、情報家電などの
分野に特化された形で開発が進み、メタデータデッドロックは徐々に解消されてきている。
さらに、従来の知識表現的な記述のみならず、程度表現のような実用的な評価に必要なオ
ントロジ記述の新たな試みまでも提案されてきた。
一方、インターネットの膨大な情報量をベースに統計的な手法を用いることにより、人
手で作成したメタデータやオントロジの種を自動的に成長させ、実用に耐える量の構築も
可能となってきた。さらに、それらのメタデータやオントロジを利用することによって得
られる情報を元に精度向上が可能となり、量と質の両面をサイクリックに充実させる手法
も提案されている。これらの利用が進めば、検索や分析の精度向上のみならず、翻訳の訳
語選択や質問応答の知恵の提供など様々な応用が期待できる。
2006 年 11 月 12 日付けのニューヨーク・タイムスでは、Web3.0 はまさしくセマンティ
ック Web である、と報じられた（参考：Entrepreneurs See a Web Guided by Common
Sense：http://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html）。まさに次世代 Web
の旗頭として成長してきたセマンティック Web は、最終的なトラストの世界を目指し、着
実な歩みを続けていくだろう。
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Abstract
「程度表現オントロジ （Degree Expression Ontology、略称 DEX）」は物事の特性評価を
表す値（程度値）の表現の方法を規定したものです。さまざまなリソースに対する程度値
を、ユーザが単純かつ簡易に表現することを可能にし、さらに記述された異なる程度表現
間でリソースやその特性毎に柔軟に程度値の比較や集計、相互運用性のあるマッピングを
自動化することを目的として策定されています。本ドキュメントは、W3C で策定された
RDF のデータモデルを用いて程度表現を記述する方法や、オントロジ記述言語 OWL を基
盤とした程度値間の相対的な関係の意味的な定義など、「程度表現オントロジ」の仕様を記
述したものです。

Status of this document
2006 年 4 月から（予備検討はそれ以前から）2007 年 3 月までの INTAP 次世代 Web 委員
会での仕様検討および実装経験を経て一般に公開される最初のバージョンです。本仕様に
規定されたボキャブラリを利用することで、相互に程度値のマッピングが可能な 4 種類の
程度表現により、URI で示されるリソースの評価などを記述することが可能です。今後、
パブリックコメントなどの反映により一部の仕様を変更する可能性があります。

1 Introduction
本ドキュメントは INTAP 次世代 Web 委員会で策定している「程度表現オントロジ （Degree
Expression Ontology、略称 DEX）」の仕様について決定した事項をまとめたものです。
本ドキュメントでは程度表現を「物事の特性評価を表す値（程度値）の表現方法」と定義
しています。
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図 1 に具体的な程度表現の例を示します。商品「A」および「B」という物事の「価格」、
「デ
ザイン」、「信頼性」、「使い易さ」といった特性・観点に対して、ユーザの主観などによっ
て、または何らかの客観的な基準に基づいて「△」、
「◎」、
「ふつう」、
「良い」、
「２」
、
「１」、
「★★★」、
「★」といった値（程度値）が付与されています。
商品 価格 デザイン 信頼性 使い易さ
Ａ

△

ふつう

2

★★★

Ｂ

◎

良い

1

★

程度表現の例

図 1: 程度表現の例
程度表現オントロジは、さまざまなリソースに対する程度値を、ユーザが単純かつ簡易に
表現することを可能にし、さらに記述された異なる程度表現間でリソースやその特性毎に
柔軟に程度値の比較や集計、相互運用性のあるマッピングを自動化することを目的として
策定されています。
図 2 では「使い易さ」という特性に対して異なる方法で付与された程度値を比較するため、
また 1 つの表として統合するために意味的マッピングを行った例を示しています。
商品
Ａ
Ｂ

価格
△
◎

使い易さ
★★★
★

商品 価格
Ｃ
5,980
Ｄ
3,150

商品 価格（評価） 価格（金額）
Ａ
△
－
Ｂ
◎
－
Ｃ
Ｄ

－
－

使い易さ
3
5

5,980
3,150

2
4

使い易さ
2
4

★★★
★
意味的マッピングが必要
数値が小さいほど高評価
である場合の例

図 2: 異なる程度値間を比較したり統合したりする際の意味的マッピングの例
上記を実現するために、
本仕様では W3C (World Wide Web Consortium)で策定された RDF
(Resource Description Framework)を用いて程度表現を記述できるように語彙を定義し、
程度値間の意味的マッピングを実現するために、段階や階層を持った程度値間の関係を同
じく W3C で策定された OWL (Web Ontology Language)を用いて定義しています。本仕様
書において RDF/XML および OWL/XML の記述例を示す際に、本仕様で定義した語彙は以
下の IRI の名前空間にバインドされた接頭辞 dex:を用いて表現しています。
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接頭辞(Prefix)

名前空間(IRI)

dex:

http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#

また、以降で使用する XML 文での記述例においては、接頭辞 dex:とその他の必要な名前空
間に対する接頭辞の実体参照が DTD によって予め定義されているものとします。実体参照
の定義は以下のようなものです。

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE dex [
<!ENTITY dex "http://www.net.intap.org/INTAP/s-web/2007/03/dex#">
<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">

DTD による定義

<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#">
]>
（以下 RDF 本文）

なお、以下に本仕様の検討を行ったメンバをサブ Working Group (WG)毎に示します。
A. 程度値オントロジ策定 WG
程度値の記述方法と語彙を程度値オントロジとして定義。
細見

格

（日本電気株式会社）

清水

昇

（慶應義塾大学）

萩野

達也

（慶應義塾大学）

岡部

雅夫

（東京電力株式会社）

竹内

勝

福重

貴雄

（株式会社日立製作所）
（松下電器産業株式会社）

B. 程度表現オントロジ策定 WG
程度表現の記述を行う際の基本モデルである程度文脈オントロジの策定。
佐藤

宏之

（日本電信電話株式会社）

松井くにお

（株式会社富士通研究所）

武田

英明

（国立情報学研究所）

飯島

正

（慶應義塾大学）
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C. ユースケース策定 WG [USECASES]
情報家電や Web コンテンツの信頼性などの評価に関するユースケースを検討し、程度
表現オントロジの有効性の評価や課題を抽出。
森田

幸伯

（沖電気工業株式会社）

川村

隆浩

（株式会社東芝）

D. 関連技術調査・相互運用性評価 WG [RELATEDWORKS]
程度表現の RDF/XML 以外での表現方法の検討や関連仕様の調査、程度表現オントロジ
の横断検索アプリケーションへの適用による実装評価。
渡邉

圭輔

（三菱電機株式会社）

乙守

信行

（株式会社ジャストシステム）

内藤

求

長尾

美保

（株式会社ナレッジ・シナジー）
（株式会社ジャストシステム）

2 Requirements (要求仕様)
程度表現の表現方法や表現に利用するボキャブラリを説明する前に、本章ではそれらがど
のような要求仕様に基づいてデザインされたものであるかを示します。これらの要求仕様
は、情報家電における機器接続性などの特性や、Web 上の商品レビューサイトにおける商
品の特性を程度表現オントロジによって表現するなどのユースケース[USECASES]の検討
に基づいて策定されています。
以下に程度表現オントロジの要求仕様を列挙します。
要求仕様 a.
程度表現オントロジは、URI で表現可能なリソースに対して特性とその程度値を記述す
ることを可能にする。
要求仕様 b.
程度表現の記述は任意のユーザが行うことができる。リソースの著作者に限定せず、第
三者も記述することを可能とする。
要求仕様 c.
程度表現を用いて記述された異なる程度値同士の意味的マッピング（意味の相互変換）
を可能とする。
要求仕様 d.
ユーザは程度値や特性を記述するための標準仕様にあるボキャブラリを用いるだけで、
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簡単に程度表現を（マークアップ言語などにより）記述することができる。
要求仕様 e.
ユーザは標準仕様にあるボキャブラリを継承して、新しい程度値や特性を定義すること
ができる。
要求仕様 f.
程度表現は OWL DL の範囲で記述できるようにする。

Note 従来のオントロジや microformats では、ある評価対象の種類や主題、著者とい
った属性を表す語彙を定義しているものの、評価結果としての値を表すための語彙は
記述者に任されたり単純な 5 段階評価のみに限定されたりしています。
実際の Web 上では、評価結果を表す“程度”の表現方法は多岐にわたります。図 2 に
示したように、特定のマーク（星型など）の数で肯定的意見の程度の大きさを表した
り、アルファベットとプラス／マイナス記号の組合せで格付けなどを表したりする場
合もあります。一方で、ブログなどの自由記述文では評価の良し悪しを表すような形
容詞や点数で程度の大小が表現されています。
RDF で評価内容が記述され、エージェントが評価対象や評価者を識別できるとしても、
評価結果が何段階評価の何番目であるのかといった“程度”の記述内容が理解できな
ければ、異なるサイトの評価内容を比較／統合することは困難です。これは従来、こ
うした評価結果などを表す標準的な語彙が定義されていなかったためですが、異なる
評価内容間の関係をオントロジで定義することにより、様々な評価やその他のレイテ
ィング情報を意味的に比較／統合することが可能になります。
程度を表す語彙の定義方法としては、オントロジで意味的に定義するほかに、必要な
語彙のセットを全て用意しておくという方法もあります。しかし、同じ 5 段階評価で
も、1 を基準として 5 を最高点とした評価結果の表し方もあれば、0 を基準として肯定
と否定が各 2 段階ずつという場合も考えられます。また、評価結果には 3 段階や 4 段
階の評価もあります。数種類の表現方法で大半のケースはカバーできると思われます
が、例外的な表現方法を受け容れられないのは既存の情報を対応させる上で問題です。
オントロジで必要最小限の語彙を部品レベルで定義することにより、必要に応じて容
易に拡張できることが、程度表現の語彙定義としては望ましいと考えます。

Note 時間や役割に応じて変化する評価値を扱うことは本仕様の範囲外です。例えば、
教材などのリソースに対して程度値を付与する場合、最初に評価したときと、習熟な
どを経て一定時間経過した後では教材の「難しさ」の評価が変わる可能性があります。
また、教師の役割からみれば易しいが、生徒の役割からみると難しいという場合もあ
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ります。これらについては程度表現を与えた日時や評価者名などを程度表現中に記述
することによって、集計時に程度表現を付与した時間や評価者の役割を判別した集計
を行うことで問題を回避できる可能性はあります。

3 Model (程度文脈オントロジ DEX Context Ontology)
本章では、程度表現オントロジを用いて程度表現の記述を行う際の基本モデルを示します。

3.1 リソースに対する総合評価
図 3 の程度表現の記述例を用いて、基本的なモデルとボキャブラリを説明します。図中央
のブランクノードは評価を表し、評価クラス（dex:Rate）のインスタンスとして表現され
ています。このブランクノードをサブジェクト（主語）としてプロパティ（述語）
dex:hasTheme がオブジェクト（目的語）であるリソースにつながっています。これは評価
の対象を示しています。また、dex:hasDegree のオブジェクトが実際の程度値を表現する
ノードを示しています。これは程度クラスのサブクラス dex:Balance のインスタンスであ
り、かつ程度値クラスのサブクラス dex:StrongPositive のインスタンスであることから、5
段階評価の真ん中に基準値をおいた評価において、最高の評価であることを示しています。
この dex:hasDegree の値域に関しては 4 章に詳細を記述しています。
評価クラス

程度クラスのサブクラス

dex:Rate
rdf:type

評価対象リソース

digital77

dex:Balance

dex:hasTheme

dex:hasDegree

dex:hasDate

dex:hasPublisher

2007-01-25

mailto:webmaster@intap.or.jp

rdf:type
dex:Great
rdf:type
dex:StrongPositive
程度値クラスのサブクラス

図 3: 程度表現の記述例

図 3 の RDF/XML での表現は以下です。評価対象リソース（デジタルカメラ”digital77”）
の機種を示す URI を指定し、デジタルカメラの評価をメタデータとして記述する例を示し
ています。
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<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdf=“http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“
xmlns:dex=“http://www.net.intap.org/INTAP/s-web/2007/03/dex#“>
<dex:Rate>
<dex:hasTheme rdf:resource=”http://intap.or.jp/product/camera#digital77”/>
<dex:hasDegree rdf:resource=”&dex;Great”/>
<dex:hasDate rdf:datatype="&xsd;date">2007-01-25</dex:hasDate>
<dex:hasPublisher rdf:resource="mailto:webmaster@intap.or.jp"/>
</dex:Rate>
</rdf:RDF>

− 7 −

程度表現の記述に用いるクラス
クラス
dex:Rate

ノート
評価クラス

この評価クラスのサブクラスとして、特定の観点・特性
を評価するクラスを独自に定義可能。

dex:Degree

程度クラス

具体的な程度の種類の記述には通常このクラスのサブ
クラスのインスタンスを用いる。程度クラスおよびその
サブクラス（dex:Balance など）の詳細は 4 章に記述。

dex:Value

程度値クラス

具体的な程度値の記述には通常このクラスのサブクラ
スのインスタンスを用いる。程度値クラスおよびそのサ
ブクラス（dex:StrongPositive など）の詳細は 4 章に記
述。

程度表現の記述に用いるプロパティ
プロパティ (type)

domain

range

dex:hasTheme

dex:Rate

owl:Thing

owl:Thing

dex:Rate

ノート

(owl:ObjectProperty)

dex:hasRate

は owl:inverseOf の関係。

(owl:ObjectProperty)

dex:hasDegree

dex:Rate

(owl:ObjectProperty)

dex:hasDate

dex:hasRate と dex:hasTheme

owl:intersectionOf

このプロパティの値となるイ

(dex:Degree

ン ス タ ン ス の ク ラ ス は

dex:Value)

dex:Degree かつ dex:Value

dex:Rate

xsd:date

dex:Rate

xsd:dateTime

(owl:DatatypeProperty)

dex:hasDateTime
(owl:DatatypeProperty)

程度表現を記述した時刻の記
述 が 必 要 な 場 合 は 、
dex:hasDate の代わりにこの
プロパティを用いて記述可能。

dex:hasPublisher

dex:Rate

owl:Thing

このプロパティの値としては、
評価が記載されていた Web サ

(owl:ObjectProperty)

イトや Web ページの URL、評
価を行ったユーザのメールア
ドレスなど、評価がどこでもし
くは誰によって行われたかを
示すユニークな ID となるもの
を推奨。
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Note

dex:hasRate と dex:hasTheme は owl:inverseOf の関係になっています。評価

対象と評価を結びつけるためにどちらの述語を用いても構いませんが、本仕様書では
両方の記述が可能な場合は、図 3 の基本モデルに示した dex:hasTheme を用いた記述
方法を推奨します。理由は dex:hasTheme のオブジェクトとして評価対象を示す方が
評価対象と評価を独立して記述し易く、その結果、複数のデータに対する評価を一度
に記述することができたりするためです。

Note 評価クラス（dex:Rate）のインスタンスを subject とするプロパティとその値の
追加については特に制限はありません。例えば、必要があれば自分がつけた評価に自
信があることなどを表現しても構いません。またセルフレーティングなのかサードパ
ーティによるものであるかなどを示すことも可能です。評価の属性（プロパティ）に
関しては、今後必要に応じて dex:hasPublisher や dex:hasDate に加えてボキャブラリ
を拡張する可能性があります。

3.2 リソースに対する特性・観点についての評価
本節ではリソースの特性・観点について評価を行う方法について説明します。「使い易さ」
など評価の特性や観点は評価クラスのサブクラスとして定義します。例えば、ex:使い易さ
を dex:Rate のサブクラスとして定義した場合、そのインスタンスとして評価を表現するこ
とにより、リソースに対して「使い易さ」の評価をすることが可能になります。

評価クラス
dex:Rate
rdfs:subClassOf
評価クラスのサブクラス
ex:使い易さ
rdf:type
評価対象リソース

dex:hasTheme
dex:hasDate
2007-01-25

dex:hasDegree
dex:hasPublisher
mailto:webmaster@intap.or.jp

図 4: 特性や観点に関する評価の記述例
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#Great

ex: 使い易さ は次のように定義できます。
<owl:Class rdf:ID=”使い易さ”>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”&dex;Rate”/>
</owl:Class>

Note

この方法で特性や観点を指定することにより、それらのマッピングが容易にな

ります。程度表現オントロジとは別に「ex:使い易さ」と「ex:操作性」は equivalent
とすることを記述し、評価の集約などに利用することが可能になります。また評価ク
ラスのサブクラス階層を定義することができます。例えば車を評価するために ex:燃費
という評価クラスのサブクラスを定義し、さらに ex:10 モード燃費と ex:10・15 モード
燃費を ex:燃費のサブクラスとして定義したとします。この際に ex:10 モード燃費と
ex:10・15 モード燃費のインスタンスとしての評価があった場合、それらを集約して
ex:燃費の評価に相当するもの決定することが考えられます。これらはいずれも程度表
現オントロジの仕様の範囲外ですが、4 章で説明する評価値のマッピングとあわせて、
機械的に特性や観点毎の集計を行うために考慮しておく必要があります。
参考のため本仕様の付録 2 に主に商品の評価などに用いることが可能な評価項目とし
て、評価クラスのサブクラスのボキャブラリを dex:とは別のユニークな名前空間と共
に定義したものを示します。

Note

リソースの特性や観点について評価する場合に、リソースのある特定の項目に

ついて評価をしたい場合があります。例えばある携帯電話の「メール」の「使い易さ」
を評価する場合です。この場合に、図 5 のように記述することも考えられます。この
ような記述方法を用いると、評価対象の機能を特定することにより、評価クラスのサ
ブクラスの定義を増やさずに、同じ評価対象リソースの複数の機能の評価が可能とな
ります。一方、評価項目（評価クラスのサブクラス）として直接「ex:メールの使い易
さ」を定義して図 4 に示した記述方法で評価対象リソースの「ex:メールの使い易さ」
を評価することも可能です。この記述方法は特定の機能の使い易さのみが評価項目と
して重要である場合などは有効であると考えられます。評価クラスのサブクラスのデ
ザインにはこれらを留意して行う必要があります。
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評価クラス
dex:Rate
rdfs:subClassOf
評価クラスのサブクラス
ex:使い易さ

ex:メール機能
rdf:type
携帯電話N999i
（評価対象リソース）
ex:hasFunction

rdf:type
dex:hasTheme
dex:hasDegree
dex:hasDate
2007-01-25

#Great

dex:hasPublisher
mailto:webmaster@intap.or.jp

図 5: 評価対象リソースの特定の機能を評価する記述の一例

4 Vocabulary (程度値オントロジ DEX Value Ontology)
本章では、程度の値を表す語彙を定義する程度値オントロジを 4 つの基本的な程度
（Degree）クラス（Score, Balance, Vote, Flag）とそれらの中で個々の値を表す 12 個の程
度値（Value）クラス（Positive, Neutral, Negative, etc.）から構成する案について述べま
す。設計方針としては、一般的な用途の大半をカバーしつつ可能な限り覚え易く使い易い
小さなオントロジを定義し、また独自のカスタマイズ（語彙の追加定義）がし易いものを
目指しています。

4.1 程度値のクラスとプロパティ
4.1.1 程度クラスと離散的程度クラス
程度を表すクラスの最上位クラス dex:Degree は owl:Class のサブクラスであり、程度値が
離散値の場合は dex:Degree のサブクラスとして離散的程度クラス dex:DiscreteDegree を
使うこととします。

4.1.2 程度値クラス
個々の程度の値を表す程度値クラス（dex:Value とそのサブクラス群）を程度クラス
（dex:Degree とそのサブクラス群）とは区別して定義します。程度クラスは、必要な種類
の程度値クラスを用いて定義します。

4.1.3 程度値記述のためのプロパティ
程度値間の順序制約を表す isSubsequentTo プロパティを定義します。isSubsequentTo プ
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ロパティは、ドメイン、レンジともに dex:Value です。

4.2 語彙のクラス定義
以下では、程度値を表す具体的なクラスとそれらの間の関係を定義します。

4.2.1 ４つの程度クラスとそれらの相互関係
程度値オントロジでは、以下の 4 つの程度クラスを標準で用意しています。
程度クラス

上

Score

4

Balance

程度値

3

2

2

1
1

下

0
0

Vote

1

0

Flag

1

0

積極的肯定

定義済みインスタンス
｛Five, Four, Three, Two, One｝

-1

-2
-1

｛Great, Good, Fair, Bad, Terrible｝
｛Yes, Void, No｝
｛Valid, Invalid｝

積極的否定

図 6 4 つの程度クラスと各程度値間の関係

各程度クラスの値（程度値）は、図 6 では数字を用いていますが、それぞれは左右方向に
上位/下位の順序関係を持つ程度値クラスのサブクラス（後述）として定義し、程度値間の
算術演算は定義していません。また、図 6 における程度値のマイナス（-）は積極的否定を
意味し、マイナスが付かない値は積極的肯定を表します。

4.2.2 程度値オントロジの OWL/XML による定義案
程度値の最上位クラスである Value クラスに対して、図 7 のような 12 種類のサブクラスを
定義します。
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dex:Value
subClassOf

subClassOf
subClassOf

ist

Positive

subClassOf

subClassOf

ist

WeakPositive

Neutral

WeakNegative

Vote
subClassOf

ist

StrongNegative

Balance
subClassOf

subClassOf

Plus3

Negative

subClassOf

subClassOf

ist

ist

Flag

subClassOf

StrongPositive

Plus4

Neutral

subClassOf

Plus2

ist

Plus1

Zero

※ “ist” は “isSubsequentTo” の略

Score

図 7 程度値クラスとそのサブクラスの間の関係
dex:Zero および dex:Plus1～dex:Plus4 の程度値クラスは、他の程度値クラスとは異なる暫
定的な名称となっています。
また、これらの程度値を使ってユーザが独自の程度クラスを定義することもできます。例
えば、
｛Positive, Negative｝の 2 つの程度値クラスのみを使って下記のような正負を表す極
性クラス（dex:Polarity）を定義することができます。

<!-- 極性（Polarity）クラス -->
<owl:Class rdf:ID=”Polarity”>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”#DiscreteDegree”/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType=”Collection”>
<owl:Class rdf:about=”#Positive”/>
<owl:Class rdf:about=”#Negative”/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:label rdf:datatype=”&xsd;string”>Polarity</rdfs:label>
<rdfs:label rdf:datatype=”&xsd;string” xml:lang=”ja”>極性</rdfs:label>
</owl:Class>
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上記のように dex:Polarity を定義するだけで、他の dex:Vote や dex:Balance などとの程度
値の対応関係が分かるので、語彙の拡張は容易です。

4.3 程度の記述例
下記は、程度に関するメタデータの RDF/XML による記述例です。
<dpr:Usability rdf:ID=”Rate_IntapDigital77”>
<dex:hasTheme rdf:resource=”http://intap.or.jp/product/camera.html#digital77”/>
<dex:hasDegree
rdf:resource=”http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#Great”/>
</dpr:Usability>

dex:hasDegree プロパティの行は、予め上記のメタデータを記述するドキュメントに
xmlns:dex=”http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#”
のように定義してあれば、
<dex:hasDegree rdf:resource=”&dex;Great”/>
と書くだけで済みます。

程度値のインスタンス dex:Great は程度値オントロジで定義済みの語彙ですが、もし独自
の語彙を使いたければ、程度値クラスと評価クラスを用いて例えば次のように「最高」を
定義できます。

<dex:StrongPositive rdf:ID=”最高”>
<rdf:type rdf:resource=”&dex;Balance”/>
</dex:StrongPositive>

また、上記の「最高」は dex:Great と同じ意味のインスタンスになりますので、

<dex:StrongPositive rdf:ID=”最高”>
<owl:sameAs rdf:resource=”&dex;Great”/>
</dex:StrongPositive>
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という定義の仕方もできます。

5 関連仕様
本章では、程度表現オントロジを用いたメタデータを RDFa [RDFa]の記法に基づいて
XHTML のコンテンツに埋め込む例を示します。以下が、RDFa を使った程度表現の記述
例です。

<html xmlns:dex=”http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#”>
<head><title>A sample of RDFa description with DEX</title></head>
<body>
<div class="dex:Rate">
<a rel=”dex:hasTheme”
href="http://intap.or.jp/product/camera.html#digital77">
<img src="http://images.intap.or.jp/images/camera/digital77.jpg"
alt="New Digital Camera Product: INTAP digital77"/>
New Digital Camera: INTAP digital77</a>
<div><p>
"2007 年待望の最新デジタルカメラ INTAP digital77 デビュー！"
</p></div>
評価：<span rel=”dex:hasDegree”
href=”http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#Five”>*****</span>
<p>Review by
<a rel="dex:hasPublisher" href="http://intapreview.com/2007/03/">INTAP レビュー
2007 年 3 月号</a>,
<span property="dex:hasDate" content="20070310">2007 年 3 月 10 日</span>
</p>
</div>
</body>
</html>

このように RDFa を使うことで、microformats [MICROFORMATS]と同程度の簡単さで評
価とその程度の大きさを HTML 文書の中にメタデータとして書くことができます。なお、
RDFa を含む関連仕様の詳細については[RELATEDWORKS]に記載されています。

[USECASES]
平成 18 年度セマンティック Web 技術の調査報告書 第 2 章 2.3 ユースケースを参照。
[RELATEDWORKS]
平成 18 年度セマンティック Web 技術の調査報告書 第 2 章 2.4 関連技術・相互運用性評
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価を参照。
[RDFa]
平成 18 年度セマンティック Web 技術の調査報告書 第 2 章 2.4 関連技術・相互運用性評
価を参照。RDFa の最新の仕様は http://www.w3.org/2006/07/SWD/RDFa/を参照。
[MICROFORMATS]
平成 18 年度セマンティック Web 技術の調査報告書 第 2 章 2.4 関連技術・相互運用性評
価を参照。microformats の仕様等については http://microformats.org/を参照。
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付録 1：程度値オントロジの OWL/XML 定義
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
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="http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex#"
xml:base="http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dex">
<owl:Ontology rdf:about=""/>
<!-- 基本語彙 -->
<owl:Class rdf:ID="Degree">
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string">Degree</rdfs:label>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string" xml:lang="ja">程度</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="DiscreteDegree">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Degree"/>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string">Discrete Degree</rdfs:label>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string" xml:lang="ja">離散的程度</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Value">
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string">Value</rdfs:label>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string" xml:lang="ja">程度値</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="isSubsequentTo">
<rdf:type rdf:resource="&owl;TransitiveProperty"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Value"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Value"/>
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</owl:ObjectProperty>
<!-- 程度値クラス -->
<owl:Class rdf:ID="Positive">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Value"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Neutral">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Value"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#isSubsequentTo"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Positive"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Negative">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Value"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#isSubsequentTo"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Neutral"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="StrongPositive">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Positive"/>
</owl:Class>
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<owl:Class rdf:ID="WeakPositive">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Positive"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#isSubsequentTo"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#StrongPositive"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="WeakNegative">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Negative"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="StrongNegative">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Negative"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#isSubsequentTo"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#WeakNegative"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Plus4">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#StrongPositive"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Plus3">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#StrongPositive"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
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<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#isSubsequentTo"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Plus4"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Plus2">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#WeakPositive"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Plus1">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#WeakPositive"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#isSubsequentTo"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Plus2"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Zero">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Neutral"/>
</owl:Class>
<!-- 程度クラス -->
<!-- 程度クラス／フラグ（Flag）クラス -->
<owl:Class rdf:ID="Flag">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#DiscreteDegree"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class>
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<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="#Positive"/>
<owl:Class rdf:about="#Neutral"/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string">Flag</rdfs:label>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string" xml:lang="ja">フラグ</rdfs:label>
</owl:Class>
<!-- 程度クラス／投票（Vote）クラス -->
<owl:Class rdf:ID="Vote">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#DiscreteDegree"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="#Positive"/>
<owl:Class rdf:about="#Neutral"/>
<owl:Class rdf:about="#Negative"/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string">Vote</rdfs:label>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string" xml:lang="ja">投票</rdfs:label>
</owl:Class>
<!-- 程度クラス／バランス（Balance）クラス -->
<owl:Class rdf:ID="Balance">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#DiscreteDegree"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="#StrongPositive"/>
<owl:Class rdf:about="#WeakPositive"/>
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<owl:Class rdf:about="#WeakNegative"/>
<owl:Class rdf:about="#StrongNegative"/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string">Balance</rdfs:label>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string" xml:lang="ja">バランス</rdfs:label>
</owl:Class>
<!-- 程度クラス／スコア（Score）クラス -->
<owl:Class rdf:ID="Score">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#DiscreteDegree"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="#Plus4"/>
<owl:Class rdf:about="#Plus3"/>
<owl:Class rdf:about="#Plus2"/>
<owl:Class rdf:about="#Plus1"/>
<owl:Class rdf:about="#Zero"/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string">Score</rdfs:label>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string" xml:lang="ja">スコア</rdfs:label>
</owl:Class>
<!-- 評価クラス -->
<owl:Class rdf:ID="Rate">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&owl;Thing"/>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasTheme"/>
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</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="&owl;Thing"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasDegree"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Value"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasPublisher"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="&owl;Thing"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasDate"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="&xsd;date"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:label rdf:datatype="&xsd;string" xml:lang="ja">評価</rdfs:label>
</owl:Class>
<!-- 評価記述用プロパティ -->
<owl:ObjectProperty rdf:about="#hasTheme">
<rdfs:domain rdf:resource="#Rate"/>
</owl:ObjectProperty>
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<owl:ObjectProperty rdf:about="#hasRate">
<rdfs:range rdf:resource="#Rate"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDegree">
<rdfs:domain rdf:resource="#Rate"/>
<rdfs:range>
<owl:Class>
<owl:intersectionOf rdf:parseType=“Collection“>
<owl:Class rdf:about=“#Degree“/>
<owl:Class rdf:about=“#Value“/>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</rdfs:range>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPublisher">
<rdfs:domain rdf:resource="#Rate"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="#hasDate">
<rdfs:domain rdf:resource="#Rate"/>
<rdfs:range rdf:resource="&xsd;date"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="#hasDateTime">
<rdfs:domain rdf:resource="#Rate"/>
<rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/>
</owl:DatatypeProperty>
<!-- 評価値のインスタンス定義 -->
<Zero rdf:ID="One">
<rdf:type rdf:resource="#Score"/>
</Zero>
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<Plus1 rdf:ID="Two">
<rdf:type rdf:resource="#Score"/>
</Plus1>
<Plus2 rdf:ID="Three">
<rdf:type rdf:resource="#Score"/>
</Plus2>
<Plus3 rdf:ID="Four">
<rdf:type rdf:resource="#Score"/>
</Plus3>
<Plus4 rdf:ID="Five">
<rdf:type rdf:resource="#Score"/>
</Plus4>
<StrongPositive rdf:ID="Great">
<rdf:type rdf:resource="#Balance"/>
</StrongPositive>
<WeakPositive rdf:ID="Good">
<rdf:type rdf:resource="#Balance"/>
</WeakPositive>
<Neutral rdf:ID="Fair">
<rdf:type rdf:resource="#Balance"/>
</Neutral>
<WeakNegative rdf:ID="Bad">
<rdf:type rdf:resource="#Balance"/>
</WeakNegative>
<StrongNegative rdf:ID="Terrible">
<rdf:type rdf:resource="#Balance"/>
</StrongNegative>
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<Positive rdf:ID="Yes">
<rdf:type rdf:resource="#Vote"/>
</Positive>
<Neutral rdf:ID="Void">
<rdf:type rdf:resource="#Vote"/>
</Neutral>
<Negative rdf:ID="No">
<rdf:type rdf:resource="#Vote"/>
</Negative>
<Positive rdf:ID="Valid">
<rdf:type rdf:resource="#Flag"/>
</Positive>
<Neutral rdf:ID="Invalid">
<rdf:type rdf:resource="#Flag"/>
</Neutral>
</rdf:RDF>
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付録 2：DEX Products Rating Vocabularies
程度表現を記述する際に指定可能な評価項目（特性）のボキャブラリの１つを定義してい
ます。評価項目のボキャブラリは、評価対象リソースが所属するドメインに応じてさまざ
まなものを自由に定義可能ですが、ここでは主に製品などの評価対象リースに対して、ユ
ーザが主観的な評価を付与する際に利用できるボキャブラリを示します。これらのボキャ
ブラリは全て評価クラス dex:Rate のサブクラスです。
定義した語彙は以下の IRI の名前空間にバインドされた接頭辞 dpr:を用いて表現していま
す。
接頭辞(Prefix)

名前空間(IRI)

dpr:

http://www.net.intap.or.jp/INTAP/s-web/2007/03/dpr#

クラス

ラベル

ノート

dpr:Usability

使い易さ

簡単に使えるか、操作がし易いかといった使
い易さ関する満足度。

dpr:Functionality

機能性

意図した通りに役だったかなど機能に関す
る満足度。

dpr:Performance

性能

性能に関する満足度。

dpr:Extensibility

拡張性

他のプロダクトとの組み合わせなど発展的
に利用することに関する満足度。

dpr:CostPerformance

コストパフ

価格に関してコストパフォーマンスなどに

ォーマンス

関する満足度。

dpr:Size

サイズ

大きさや小ささなどサイズに関する満足度。

dpr:Reliability

信頼性

故障が少ない、安定して使える、安全に使え
るといった信頼性に関する満足度。

dpr:Design

デザイン性

デザインに関する満足度。

dpr:Maintainability

保守性

アフターサービスやサポート体制などに関
する継続利用する上での満足度。

dpr:EnvironmentConscious

環境配慮

環境への負荷低減のための配慮などに関す
る満足度
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上記で定義されたボキャブラリ（dpr:Usability）を用いた程度表現の記述例は以下です。
4.3 節および付録１に示されている評価値のインスタンス（本例では dex:Five）を用いて記
述しています。
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dex="http://www.net.intap.org/INTAP/s-web/2007/03/dex#"
xmlns:dpr="http://www.net.intap.org/INTAP/s-web/2007/03/dpr#">
<dpr:Usability>
<dex:hasTheme rdf:resource="http://intap.or.jp/product/camera#digital77"/>
<dex:hasDegree rdf:resource="&dex;Five"/>
<dex:hasDate rdf:datatype="&xsd;date">2007-01-25</dex:hasDate>
<dex:hasPublisher rdf:resource="mailto:webmaster@intap.or.jp"/>
</dpr:Usability>
</rdf:RDF>

− 28 −

付録２

セマンティック Web コンファレンス 2007

セマンティック Web コンファレンス 2007
－ オントロジで見えてくる次世代 Web －

日

時：

平成 19 年 1 月 25 日(木) 10：00 ～ 17：30

会

場：

慶應義塾大学 北館（三田キャンパス）
（東京都港区三田 2-15-45）

主

催：

慶應義塾大学 SFC 研究所
財団法人情報処理相互運用技術協会(INTAP)

後

援：

経済産業省(METI)
財団法人インターネット協会(IAjapan)
社団法人情報処理学会(IPSJ)
社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)

参 加 者：

230 名

プログラム：
10：00－10：10

主催者挨拶
財団法人情報処理相互運用技術協会 専務理事 若松茂三

10：10－10：40

招待講演「2010 年に向けた情報大航海羅針盤を見据えて」
経済産業省 商務情報政策局情報政策ユニット
情報経済企画調査官 兼 情報家電共通基盤政策室付企画官 八尋俊英

10：40－11：10

講演「W3C におけるセマンティック Web の標準化動向について」
慶應義塾大学 環境情報学部 教授 萩野達也（INTAP 次世代 Web 委員会 顧問）

11：10－11：40

講演「セマンティック Web の利用動向」
INTAP 次世代 Web 委員会 委員長 清水昇（慶應義塾大学 SFC 研究所）

11：40－13：00

休憩（デモ展示見学）

13：00－15：20

実用化システムと研究プロジェクト紹介
(1) オントロジーを用いた TV 番組グラフ作成システム
株式会社東芝 研究開発センター 溝口祐美子
(2) iMage ～情報の再構成が生み出す意外な発見～
日本電信電話株式会社 NTT 情報流通プラットフォーム研究所 佐藤宏之
(3) Ontology Generator と Ontology Generator で作るセマンティック Wiki
株式会社サイバーエッヂ 清水昇
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(4) "知のコンシェルジェ"システム
株式会社日立システムアンドサービス コンテンツビジネス本部 藤井泰文
(5) Semantic-Blog 環境を目指す xfy-blog
ジャストシステム株式会社 社長室 山口琢
(6) 家系図トピックマップ（小さくて、シンプルで、多目的なトピックマップ）
株式会社ナレッジ・シナジー 代表取締役 内藤求
(7) 情報家電オントロジーとその適用例
情報家電サービス基盤フォーラム 情報家電オントロジーSIG 森田幸伯
15：20－15：50

休憩（デモ展示見学）

15：50－17：30

パネルディスカッション
テーマ：オントロジの使い方、作り方
コーディネータ：
慶應義塾大学 萩野達也
パネリスト：
日本電気株式会社 細見格
日本電信電話株式会社 佐藤宏之
沖電気工業株式会社 森田幸伯
三菱電機株式会社 渡邉圭輔
東京電力株式会社 岡部雅夫
ゼノン・リミテッド・パートナーズ 神崎正英

【デモ展示コーナー】
（11：40－17：30、エントランス、ホワイエ）
(1) 株式会社東芝
「オントロジーを用いた TV 番組グラフ作成システム」
(2) 日本電信電話株式会社
「iMage ～情報の再構成が生み出す意外な発見～」
(3) ジャストシステム株式会社
「Semantic-Blog 環境を目指す xfy-blog」
(4) 株式会社ナレッジ・シナジー
「トピックマップ開発・運用プラットフォーム OKS」
(5) 株式会社サイバーエッヂ
「Ontology Generator と Ontology Generator で作るセマンティック Wiki」
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（順不同）

(6) 情報家電サービス基盤フォーラム 情報家電オントロジーSIG
「情報家電オントロジーとその適用例」
(7) 国立情報学研究所
「軽量セマンティック Web アプリケーション」
(8) W3C（World Wide Web Consortium）
「W3C 活動紹介」
(9) 株式会社日立システムアンドサービス
「"知のコンシェルジェ"システム」

【展示即売コーナー】
（11：40－17：30、ホワイエ）
(1) ジャストシステム株式会社
「[CD-ROM]で始めるセマンティック Web」
「～進化する Web～ セマンティック Web」
(2) 東京電機大学出版局
「トピックマップ入門」
「オントロジ技術入門－ウェブオントロジと OWL」
「メタデータ技術とセマンティックウェブ」

講演写真：
(1) 招待講演（経済産業省 八尋氏）

(2) 講演（慶應義塾大学 SFC 研究所 清水氏）
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(3) 講演風景

(6) パネルディスカッション③

(4) パネルディスカッション①

(7) デモ展示コーナー①

(5) パネルディスカッション②

(8) デモ展示コーナー②
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(9) デモ展示コーナー③

(11) デモ展示コーナー⑤

(10) デモ展示コーナー④
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