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Summary

近年，次世代の Web 技術として Semantic Web に関する研究が盛んになされるようになった．Semantic Web
は，Web の創始者でもある Tim Berners-Lee により提唱された次世代の Web のビジョンで，現状の Web コン
テンツに計算機が理解可能な意味情報を付加することにより，Web の有用性を飛躍的に高めようとしている．オ
ントロジーは Semantic Web の重要な構成要素の１つとして位置づけられている．本論文では，筆者らがこれま
でに開発を進めてきたオントロジー構築・利用環境「法造」を，Semantic Web システムの開発に応用するための
考察を行う．

1.

ま え が

き

ン 萩野

01] で，現状の Web コンテンツに計算機が理解
可能な意味情報を付加することにより，Web の有用性を

近年における情報社会の発達は，知識システムの巨大

飛躍的に高めようとしている．オントロジーは，この意

化・複雑化を生み出した．計算機の能力向上やネットワー

提供し，知識の共有・再利用に貢献するオントロジーに関

01]，W3C においても 2001 年 11 月に Web-Ontology
Wroking Group が発足している WebOnt]．またそれに
伴い，Karlsruhe 大学 AIFB 研究所の OntoEditStaab
00] や Stanford 大学の ProtegeNoy 01]，など Semantic
Web に用いるオントロジーを構築するためのツールの開

する研究が盛んになされるようになった．オントロジーと

発も進められている．

クの普及により，システムが扱う知識ベースの規模は拡
大し ，複数のシステム間での知識ベースの相互運用性の
向上も望まれるようになった．このような背景のもと，知
識ベースを構築する際の背景となるバックボーン情報を

味情報を表現する方法の１つとして位置付けられ 今村

は本来，哲学用語で「存在に関する体系的な理論」のこと

このような背景のもと筆者らは，オントロジーの構築・

をさすが，知識処理の分野では知識システムを構築する

利用を支援する計算機環境として，オントロジー構築・

際に用いられる基本概念の体系的記述を指す．ここ数年，

利用環境「法造」の開発を進めると共に，様々なプロジェ

オントロジー研究への関心は急激な高まりを見せ，様々

クトにおいてオントロジーやオントロジーベースのアプ

なオントロジーの開発事例が報告されている 溝口

99]．
まず，Stanford 大学のオントロジーベース Ontolingua]
では，約 50 の開発例が蓄積されている．ビジネスプロセ
スモデリングやエンタープライズモデリングの分野での

オントロジー開発も盛んで 伊藤

リケーションの開発を行ってきた 古崎

02a, 古崎 02b]．
「法造」の「オントロジーエディタ」は，Java 言語を用い
たネットワークアプリケーションとして開発されており．
これまでも構築したオントロジーのネットワークを介し

98]，代表的なものには
エディンバラ大学の AIAI 研究所 AIAI] とトロント大学
TOVE] で開発されたエンタープライズオントロジーが

ントがオントロジーを共有・利用するアプリケーションが

ある．その他，学習支援システムにおけるオントロジー

開発された経験もあり，これらの先行研究から得られた

た公開・共有に用いられてきた．また「オントロジーサー
バー」を用いて，分散協調環境下において複数のエージェ

知見を基にスシテムを拡張することで，Semantic

Web

AIED99WS]，法律オントロジー 山口 98]，故障のオン
トロジー 來村 99] など 様々な分野でのオントロジーが

システムの開発に「法造」を利用することが可能になる

開発されている．

と考えられる．

特に近年，オントロジーの応用分野として注目されて

いる研究課題の１つに，Semantic

Web がある W3CSW]．Semantic Web は，Web の創始者でもある Tim
Berners-Lee により提唱された次世代の Web のビジョ

本論文では「法造」を用いた Semantic

Web システム
の開発について考察する．2 章では Semantic Web に関
する研究動向と Semantic Web システムの開発に必要な
技術について概説する．3 章では，筆者らがこれまで開
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発してきたオントロジー構築・利用環境「法造」の概要

を述べ，続く 4 章で，
「 法造」を用いた Semantic

Web シ

ステムの開発について考察する．5 章では全体を総括す

ると共に今後の研究課題について検討する．

2. Smantic Web システムの開発
2・1 Smantic Web とは

Semantic Web は，WWW の生みの親であり，W3C
Tim Berners-Lee により提唱され
た次世代 Web のモデルである 浦本 01, 浦本 02]．現在
の Web は HTML などの技術を使い，人間が文書の内容

のディレクタである

を読み，理解することを前提にして作られている．これ
に，計算機が処理可能な「知識（意味）」を付加すること

Web 空間を構築しようというの
Web で，現在 W3C で正式に活動が承認さ
れており W3C-SW]，いくつかの国際会議も開催されて
いる WSa, WSb, ISWC2002]．
近年の HTML の普及に伴い，多くの情報が Web 上に
公開されるようになった．しかし，HTML で記述された
で，機械が処理可能な

図

が Semantic

1

Semantic Web の構成要素 Berners-Lee]

する際の背景情報が明示されている．知識システムが扱
う対象世界を表すモデルは，オントロジーが提供する規
約の下，概念や関係のインスタンスとして記述される．

文書は，視覚的な情報をタグによって付加しただけに過

また対象世界において様々な一般性を持って成立する問

ぎず，人間が理解することは出来ても，計算がその内容

題解決に用いるルールや制約を，オントロジーが与える

を理解することは容易ではない．例えば，ある Web ペー

概念や関係の定義に基づいて記述したものを，本論文で

ジで，ある文の文字サイズが他の文章よりも大きくセン

は知識と呼ぶ．よってオントロジーに基づき記述された

タリングされていたとすると，人間はその文が「見出し 」

モデルや知識は一貫性を持ち，オントロジーを参照する
ことで他人が記述した知識の理解が容易になる．このこ

に相当するものであると分かる．また同様に，表や箇条
書きなどを用いて，
「 やさしい HTML の書き方」
「山田太

とから，従来システムに暗黙的に埋め込まれていた背景

郎」
「 1500 円」などといった３つ組の文が並べられてい

情報をオントロジーとして抽出し ，それを明示的に記述

ると，それぞれが「本のタイトル」
「著者名」
「価格」で

し ，それに関するある程度の合意を得ることで，知識の

あると予想される．しかし計算機がこのような内容を理

共有・再利用に大きく貢献する．

解をする為には，単なるレ イアウト情報を与えるタグで

2・2 Smantic Web の構成要素

はなく，
「 タイトル」
「著者名」
「価格」などを表すタグを

Semantic Web は，図 1 のような階層から構成される
Berners-Lee]．RDF は Web 上の文書（ リソース ）に

付加する必要がある．
このような意味のあるタグ を利用を可能とし たのが

XML である．XML を用いれば ，意味のある自由な要

関するメタデータ記述するための言語で，モデルと構文

を規定し た「 RDF

Model and Syntax 」と，スキーマ
Schema 」から成る．現在，W3C の
RDFCore Working GroupRDF] によって標準化が進

素タグを用いて文書を構造化することが可能となり，文

を定義した「 RDF

書を計算機で処理することが比較的容易になる．しかし，
複数のシステム間でこういった

Web 上の文書を処理す

るには，どのタグがどのような内容を表しているのを明

められている．

表す為に「価格」
「値段」など別のタグが使用されている

Ontology に関しては，W3C の Web-Ontology (WebOnt) Working GroupWebOnt] において，DAML+OIL

と，計算機ではそれらが同じ内容を表すことが理解でき

を基にし てオント ロジー記述言語の標準化が進められ

らかにする必要がある．例えば，同じ「商品の価格」を

ている．DAML+OILDAML+OIL] は，DARPA の支

ない．そこで，このようなタグの意味を明確にするもの

が必要となる．それが，Semantic

Web におけるオント

援のもとで開発が進められている，Web 上の情報を検

システムを構築する際に用いられる基本概念の体系的記

索するエージェントの為の言語 DAML(DARPA Agent
Markup Language)DAML] と，Web 上のオントロジー
を記述するためにの言語である OIL(Ontology Inference
Layer)OIL] の２つのプロジェクトが協力して開発を進

述をいう．オントロジーにはシステム設計者の視点や利

めているオントロジー記述言語である．

ロジーの役割である．
オントロジーとは本来，哲学用語で「存在に関する体
系的な理論」のことをさすが，知識処理の分野では知識

さらに RDF で記述した知識やモデル，オントロジーで

用目的，用いられる語彙の意味などの知識ベースを構築
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規定した概念定義や概念間の還啓を用いて，様々な推論を

行うのがこれらの上位に位置する論理層（ Rules，Logic

framework ），証明層（ Proof ），信頼層（ Trust ）である．
これらの層に関しては，現在，議論が進められている．

2・3 Smantic Web 開発に必要な技術・ツール類

Smantic Web システムを開発するには，従来の Web

ベースのシステム開発に用いられてきた技術やツール類
に加えて，前節で述べた構成要素を扱う技術が必要とさ

図

れる．現在，XML や RDF を扱うシステム類に加えて，

DAML+OIL をサポートしたオントロジーを構築するシ

ステムや，オントロジーに基づいた推論を行う処理系の開
発が進められている．代表的なオントロジー構築ツールと

しては，Karlsruhe 大学 AIFB 研究所の OntoEditStaab

00] や Stanford 大学の ProtegeNoy 01] などがある．
また，現在の HTML をベースとした Wwb を Semantic Web へと発展させるには，既存の Web 空間を Semantic Web に対応した Web 空間へと変換する技術が

2

法造の全体像

トワークを介した通信を行いながら実行される．

概念工房はオントロジー構築方法 AFM（ Activity-First

Method ）に基づき，自然言語で書かれたドキュメントか

らオントロジーで記述される概念の抽出や組織化を支援
するシステム 久保

98, 久保 99] で，ガ イド ラインに従

いオントロジーの全体像を構築することができる．AFM

はタスクアクティビティと呼ばれる問題解決の処理を表

必要になると考えられる．例えば，オントロジーに基づ

す概念を最初に整理し，それを基にド メイン概念を抽出・

いて，既存の Web ページに意味情報を付加することを補

整理する構築方法で Mizoguchi

助するツール類や，既存の Web ページから概念を抽出し

工房ではその過程を複数のステップに分けて支援する環

オントロジーを構築を支援するシステム，その他，オン

境を提供している図 4．AFM および概念工房の詳細に関

しては別稿で報告する 石川

トロジーの統合・変換などを行う技術の整備が望まれる．

95, Takaoka 96]，概念

01]．

これらのシステムで構築されたオントロジーやモデル

3.

オント ロジー構築・利用環境「法造」

3・1 「法造」の概要

バーはオントロジーやモデルを管理するために必要な様々
な機能を持ち，概念の定義，編集，参照，整合性の検証な
どのオントロジーやモデルを操作する為の機能が，操作

オントロジーベースのシステム開発は，

(1)
(2)
(3)

はオントロジーサーバーで管理される．オントロジーサー

オントロジーの構築

関数として整理されている．オントロジーエディタをは

構築したオントロジーに基づいたモデル構築

じめとする他のシステムとはネットワークを介して接続

オントロジー・モデルを利用したシステムの開発

されており，これらの操作関数を用いて，オントロジー
サーバーが提供する機能を利用することが出来る．構築

という３つの過程を経てなされる．
このようなオントロジーの構築から利用に至る一連の
過程を支援することを目的として，筆者等はオントロジー

されたオントロジーやモデルは，ユーザー毎に管理され，
必要に応じて外部システムからの参照や，LISP，XML

構築・利用環境「法造」の開発を進めてきた 古崎 02a, 古

など 汎用形式での出力がなされる．

崎

3・2 「法造」が扱うオント ロジー

02b]．「法造」とはオントロジー（ =

する（ =

造

法

）を構築

）為の計算機環境で，「オント ロジーエ

ディタ」，「概念工房」（オントロジー構築ガ イド シス
テム），「オント ロジーサーバー」の３つのシステムか

ら構成される（ 図 2 ）．

「法造」が扱うオントロジーは，以下の構成要素から
なる．







オントロジーエディタはオントロジーの基礎理論に関
する考察に基づいて設計がなされた記述環境を提供し（図

3 ），オントロジーをグラフィカルに表示・編集する機能

を持つ．概念間の関係はノード ・リンクを用いたグラフ

 スロット名
 スロットの種類 (part-of/attribute-of)
 クラス制約
 スロットの数に関する制約

状に表現され，ユーザーはマウス操作で容易にオントロ
ジーの表示・編集を行うことができる．また，概念や関
係の意味定義は専用の画面で表示・編集がなされ，概念
間の関係や意味定義の継承などはシステムが動的に管理
する．この際，形式的な整合性の確認やオントロジーに
基づくモデルの記述機能はオントロジーサーバーとネッ

label：概念名を表すラベル
super：上位概念
axiom：公理
def：自然言語による定義（コメント ）
slots：スロットの集合

part-of はその概念を構成している部分にあたる概念（部
分概念）を表し，attribute-of は概念がもつ属性を表す．
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(3)


 

整合性確認

を繰り返すことで行われる．

x 1 オント ロジーの設計

「法造」におけるオントロジーの設計は，概念工房によっ

て支援される．概念工房はオントロジー構築方法 AFM
に基づく，オントロジー構築ガ イド システムで，複数の
ステップに分かれた一連のガ イド ラインに沿ってオント
ロジーの設計を支援し ，オントロジーの全体像を構築す
る機能を持つ．この詳細は別稿で報告する 石川

x 2 オント ロジーの記述

01]．

オントロジーの設計がなされると，次いで，3・2 節で

is-a




 

 

示したオントロジーの構成要素を用いて，設計したオン

 

トロジーの定義内容を記述する．オントロジーの記述に

  

3

図

は，それらの構成要素（ 記述内容）の表示・編集を支援
する諸機能が必要となる．その際，より良質なオントロ

オントロジーエデ ィタの画面例

ジーを構築する為には，オントロジーの基礎理論に基づ
いた扱いをサポートすることが重要となる．
タスクアクティビティ

「法造」におけるオントロジーの記述はオントロジー

ドキュメント
①ブロック分割

[電流値の変化]を
[発見する]

[濃度変化]を
[確認する]

[電流値の変化]を
[発見する]

発見する
発見する
発見する

発見する

③具体タスクフロー作成

②タスクユニット抽出

(1).タスクユニット抽出フェーズ

（推定対象）

は，
「 ロール概念」と「関係」に関する考察を中心とした

（推定結果）

オントロジーの基礎理論に基づき開発されている．この

推定する

推定する
推定する

④アクティビティワード
概念化

[濃度変化]を
[確認する]

エディタを用いて行う．
「 法造」のオントロジーエディタ

類推する

⑤タスクアクティビティ
一般化

基礎理論に基づいたオントロジーの扱いが「法造」の最

も本質的な特徴である 古崎

⑥アクティビティロール
定義

x 3 オント ロジーの検証

(2).タスクアクティビティ組織化フェーズ

記述したオントロジーの定義内容が適当か，矛盾がな

ドメイン概念
発見する
対象物

製品

デバイス

ナフサ

02a]．

発見する

いかなどの検証を行う必要がある．オントロジーの定義

原因

推定する

内容そのものが適当であるかについては，オントロジー

立案する

研究の本質的課題であり妥当性の確認は容易ではなく，

推定する

蒸留塔

立案する

ポンプ
加熱炉

異常

抜き出す

方策

使用を通して確認する以外に有効な方法はない．しかし，

⑪ドメイン概念組織化
ナフサ抜き出しポンプ

⑫ドメインロール分解

⑧オブジェクトフロー作成
⑨タスクコンテキストロール定義
⑦一般タスクフロー作成
⑩ドメイン語彙抽出

記述方法の文法エラーなど 形式的な整合性の確認は，適
切な言語処理系を用いて行うことができる．

(4).ドメイン概念組織化フェーズ

図

4

(3).タスク構造分析フェーズ

「法造」ではオントロジーサーバーが整合性検証を行
うための処理系を提供する．この整合性検証機能は，本

概念工房におけるオントロジー構築過程

研究の中心課題ではないので現在は，必要最低限のもの
を実装していおり，今後，必要に応じて処理系の機能拡張

またクラス制約はスロット（部分概念，属性）の値となり

や，既存の論理システムを利用することを検討している．

うるインスタンスが所属するクラスに関する制約，数に

3・4

関する制約はスロットの値となるインスタンスの数に関
する制約を示す．公理は概念が満たすべき性質を宣言的

オントロジーに基づくモデルの構築は，オントロジー

に表したもので，部分概念や属性に関する制約や関係な

で定義した概念（ クラス）から個々のインスタンスを作

どが記述される．公理を記述する文法については，等価関

成し ，接続情報や属性値など ，そのインスタンスに特有

係（ equal ），所属関係（ include ），順序関係（ order-of ）

の情報を与えることで行われる．各概念や概念間の関係

など のプ リミティブと，AND，OR，NOT といった論

を表す語彙とその定義はオントロジーで用意されている

理演算子など ，必要最低限なものを用意している．

3・3

ので，オントロジーに基づいてモデルを作成・変更する
ことによりモデリングの作業が容易になり，構築したモ

オント ロジーの構築

デルの一貫性が保証される．このようなオントロジーに
基づくモデル構築は，

オントロジー構築は，

(1)
(2)

モデ ル の 構 築

(1)

オントロジーの設計（ 内容の検討）

オントロジーで定義した概念や関係に基づき，個々

のインスタンスを作成する（モデルの記述）

オントロジーの記述
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(2)
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構築したモデルがオントロジーの定義に矛盾して

いないかを検証する（モデルの整合性確認）

ジーと対象モデル 佐野

99] の構築がある．この際，構築

された概念数約 400 のプラントオントロジーおよび部品

という２つの過程を繰り返して行われ，これらの各過程

数約 2000 というプラントモデルは，企業の専門家から

を支援する機能が必要とされる．

も現実の石油精製プラントを扱うのに十分な規模を提供

「法造」でモデルを構築する際には，モデルの表示・編

していると認められており，本システムが現実規模のオ

集を行う「モデルエディタ」と，オントロジーの定義を

ントロジーの構築に十分耐えうるシステムであることが

参照する「オントロジー参照ウィンド ウ」の２つが表示

示されたと言える．さらに同プロジェクト内の開発シス

される．ユーザーはオントロジーで定義されている概念

テム（ 三菱電機（ 株），日石三菱石油（ 株）が参加）に

の一覧から必要な概念を選択し ，そのインスタンスを作

おいて，これらのプラントオントロジーおよびモデルを

成することでオントロジーに基づいたモデルの記述を行

利用したアプ リケーションも開発され，オントロジーエ

う．その際「法造」は，オントロジーに基づき構築された

ディタがオントロジーの構築から利用までの一連の過程

モデルの整合性を保つために，オントロジーで定義され

をサポートできることが示された 古崎

02b]．また，機
01] においては，従来の記

た公理やスロットに関する制約に従い，
「 必須スロットの

能オントロジーの構築 來村

自動生成」や「制約に基づいたスロット作成の制限」な

述環境では構築が困難であったオントロジーの構築が可

どの機能を提供する．また，このようにして構築したモ

能となったとの評価を受けている．

デルは，オントロジサーバーの処理系を用いて，オント
ロジーで定義された制約や公理が満たされているかを確
認し ，違反があるとユーザーにエラーメッセージを表示

4. 「法造」を用いた Semantic Web システ
ムの開発

する．これらの機能を用いて，ユーザーはオントロジー
に基づいたモデルを構築することができる．

前章で述べたように，
「 法造」はオントロジーを構築・

3・5

オント ロジーとモデルの利用

利用するためのシステムであるので，Semantic

Web シ

「法造」で構築されたオントロジーやモデルはオント

ステムを開発する際には，オントロジー層を中心とした

ロジーサーバーが管理し ，必要に応じて外部の知識シス

開発に貢献すると考えられる．本章では，
「 法造」を用い

テムによって利用される．本論文では，構築されたオン

た Semantic

Web システムの開発に必要と思われる研究

トロジーやモデルを，オントロジーサーバーを介して利

課題や，利用の可能性について考察する．

用する外部システムを「 OS 利用エージェント 」と呼ぶ．

「法造」では，OS 利用エージェントがオントロジーやモ

デルを利用するために，オントロジーサーバーは以下の

4・1

現在，
「 法造」を用いた Semantic

３通りの枠組みを用意している．

(1)

Web システム開発の

準備作業として，
「 法造」で構築・利用するオントロジーの

やモデルを，ネットワークを介して外部から参照する．

DAML+OIL 形式への対応を進めている．DAML+OIL

特定形式への変換：構築したオントロジーやモデ

をサポートしたオントロジー記述環境は既にいくつか開

(2)

ルを，階層化テキスト形式，Lisp 形式，XML/DTD

発されているが，
「 法造」の特徴であるオントロジー基礎

形式など ，汎用の形式に変換して出力する．

理論に基づいた記述環境を用いることで，より良質なオ

API ）を利用したアクセス：オントロ

ントロジー構築が可能になると期待される．
「 法造」を開

ジーやモデルの構築に用いられる操作を，外部シス

発する際に考察したオントロジー基礎理論は，
「 ロール概

テムから利用可能な公開関数群として提供する．

念」と「関係概念」という２種類の概念に関する理論を

(3)

3・6

ネットワーク経由の参照：構築されたオントロジー

オント ロジーエデ ィタの利用

操作関数（

開

発 状

況

「法造」のオントロジーエディタは，約５年間に渡り研
究室内外の様々なプロジェクトでオントロジーやモデルの

?

中心としており  ]，この理論に基づくことで様々なコン

テクストに伴う適切な視点を柔軟に扱うことが可能にな
ると考えている．Semantic
ムが，広大な

Web のように多数のシステ
Web 空間に広がる知識を処理しようとす

構築に利用されており，高い評価を得ている．また，オン

る際には，様々な視点を明確に扱うことができる枠組み

トロジーサーバーを利用したシステムも既に開発されて

は重要な研究課題の１つとなる．

99]，CSCL におけるシステムのインタラクションオント
ロジー Barros 01] などの構築に利用がなされてきた．

ジーに基づくモデル構築機能」は，Semantic

いる．具体的には，知的教育システムのオントロジー 金

これらの利用例を通して得られた成果の一例を示すと，

また「法造」のオントロジーエディタが持つ「オントロ

Web シス
テムの開発においては，オントロジーに基づいた Web 文
書の記述に利用することが考えられる．その為には，オ

旧通産省の支援のもと，ヒューマン メディアプロジェク

ントロジーと

トの一環としてなされた，石油精製プラントのオントロ

要がある．
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られる．また，オントロジーエディタと連携し ，HTML
ベースの Web 文書を Semantic Web に対応した Web 文
書に変換するツールの開発に，概念工房の技術を利用す
ることも考えられる．

5.

む

す

び

本論文では，オントロジー構築・利用環境「法造」を

Semantic Web システムの開発に利用する方向性に関し
Web は，まだ本格的な研究が始

て考察した．Semantic

まってまもない分野であり，多くの課題が残されている．
しかし

Web 技術や AI 研究の応用分野として，大きな期
Web が

待がよせられている．オントロジーは Semantic

成功する為の鍵となる重要な構成要素であり，筆者らが

これまでに開発を進めてきた「法造」は，Semantic Web
システムの開発に様々な形で貢献することが期待される．
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