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Semantic Web 
の 現状と動向

山口 高平

(慶應義塾大学 理工学部）
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米国における情報システム離れ
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My Personal History

• 工学博士：大阪大学大学院工学研究科通信工学専攻
論文名：述語論理型処理システムの高速化に関する研究
(1984年3月24日)

• 定理証明，エキスパートシステム，オントロジー，
セマンティックWeb，データマイニング

• 人工知能学会：理事(2004-2006)，副編集委員長(2006-)，
知識ベースシステム研究会委員長(1998-2000)，セマン
ティックウェブとオントロジー研究会委員長(2004-2006)

• 電子情報通信学会：知能ソフトウェア工学研究会委員長
(2006-)

• 情報処理学会：人工知能研究会運営委員（199l-1995)，ソフ
トウェア工学研究会運営委員(1999-2003)，情報システムと
社会環境研究会運営委員(2004-）
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今日の内容

• WWWからセマンティックWebへ

• エキスパートシステムからセマンティックWebへ

• セマンティックWebを開発するとは？

• （セマンティックWeb開発支援ツールの紹介）

• （行政におけるオントロジーの利用例）
• Semantic Web の時代は本当にやってくる！？
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WWWから
Web に一致する日本語のページ

約 5,880,000 件

セマンティックWebへ
セマンティックWeb に一致する日

本語のページ 約 684,000
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セマンティックWebのアスペクト

Web＋人工知能

Web＋人工知能（知識工学）

Web＋人工知能

データベース，
情報システム
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ＭＥＭＥＸ（メメックス）
MEMory Extension

ヴァネバー・ブッシュのハイパーメディア

（１９４５．７）コンピュータの無い時代に発表
50年後 インターネットが普及し始める

「メメックスとは、人間がそのすべての蔵書、記録、
通信を収納しておく装置で、素早く柔軟に参照でき
るように機械化されている。 これは、いわば所有者

の個人的な記憶の詳細かつ大がかりな補遺のよう
なものといえる。 メメックスは一種の机であり、離れ

たところからも操作できるが、基本的にはユーザー
がそこで作業する家具といえる。 机の上には傾け

た透明のスクリーンがあり、いつでも読めるようにこ
こにデータが投影される。 キーボードと一群のボタ

ンやレバーもある。以上の点を除けば外見上は普
通の机に見えるだろう。」
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世界 初のWWWブラウザー
（1990年クリスマス）

http://www.w3.org/History/1994/WWW/Journals/CACM/screensnap2_24c.gif

Tim Berners Lee: Information Management: A Proposal (1989)
I wrote in 1990 the first GUI browser, and called it "WorldWideWeb". 
It ran on the NeXT computer.
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/FAQ.html#browser

ハイパーテキストの概念を
ネットワーク上で展開．

CERN(欧州原子力研究所）

における文書の流通

他のコンピューターにアクセスして
他人の文書を見ることができる．
さらに，ハイパーリンクを使って，
また別の文書にも移動できる

WWWを使ってWWWを見る！
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TBLの当初のWeb構想

Information Management: A Proposal (1989) by Tim Berners-Lee
http://www.w3.org/History/1989/proposal-msw.html

数千人が働く，人々が入れ替わる，組織は常に変化，情報欠落が起こっている
Where is this module used? 
Who wrote this code? Where does he work? 
What documents exist about that concept? 
Which laboratories are included in that project? 
Which systems depend on this device? 
What documents refer to this one? 

Hypertextによる情報の管理を提案

一つの文書で巨大な組織のすべてのことを書くことは不可能
組織は階層的で木構造だが、情報は階層的には管理しにくい
キーワードでの検索では探しにくい
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TBL 1st Proposal 
Information Management: A Proposal (1989)

• リンクにタイプがあった
– depends on
– is part of
– made
– refers to
– uses
– is an example of

• データ自動解析を行いたかった
– 人の居ないdivisionやドキュメントのないソフトウェアの検索
– メーリングリストの自動生成
– 実際の組織の構造を導き出す
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TBL 2nd Proposal (2001)
Tim Berners Lee, James Hendler, Ora Lassila: The Semantic Web, 
http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-84A9809EC588EF21&sc=I10032

• Semantic Web
– Webを正しいHypertextシステムにする

– リンクにタイプがある

– データ間の関係を書く

– 文書だけでなくデータを取り扱う

• 自動的な解析を行うことができる

– 推論可能にする
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“The Semantic Web
will globalize KR,

just as the WWW
globalized hypertext

WWWが登場する以前、ハイパーテキストは一部の「理想家」だけが

熱心に取り組んでいる特殊な道具でした。
知識表現や機械に理解可能な知識というコンセプトの現在も、

とてもよく似た状況と言えそうです。
「絶対の真実、全ての物事を網羅する知識、あらゆる可能性といった

中央集約型のコンセプト」から離れて、限られた知識で何ができるか
というところからスタートすることで、知識表現におけるWWW、

すなわちセマンティック・ウェブへの未知が開けてくるというのです。
By TBL
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http://www.semanticweb.org/about.html#bigpicture

Big Picture for Semantic Web (2001)
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セマンティックWebが実現した世界（１）

電話が鳴ったとき、エンターテインメントシステムはビートルズの ｢We 
Can Work It Out 」を大音量で再生していた。

Peteが電話に出ると，ボリューム設定ができる他のローカル機器すべてに
その電話機がメッセージを送信し，自動的に音量を下げた．

電話の相手は妹のLucyで，病院からの連絡だった。「ママは専門医のとこ
ろへ行って，物理療法のための診察を受けなくてはならないの。週に2回程
度ね．私はエージェントにアポイントを取ってもらうつもりよ」と彼女は
話した．Peteは即座に，車での送迎は自分が請け負うと申し出た．
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セマンティックWebが実現した世界（２）

この後，セマンティツクウェブのエージェント群が，PeteやLucyや他
のエージェント群と協力しながら物理療法士を選定し，母親のための
一連のアポイントを設定していく．

私たちのエージェントは，ママに処方された治療法についての情報を
医師エージェントから即座に入手し，その提供者の複数のリストを調
べ，ママの自宅から半径20マイル以内で，信頼できる評価サービスに
おいて「きわめて良い」または｢とても良い」という評価を得ている，
加入済みの保険のプランでカバーできるところをチェックした．

次には、アポイント設定が可能な日時（各提供者のウェブサイトを通
じてエージェントが配信している）と，PeteやLucyの多忙なスケ
ジュールとを突き合わせて，実際に設定可能なアポイント日時を探し
始めた。
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Semantic Web Stack

(http://www.w3.org/2002/Talks/04-sweb/slide12-0.html)

Enabling Standards & Technologies – Layer Cake
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エキスパートシステムから
知識モデリング，

セマンティックWebへ
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ＥＳの開発事例
（米国３０００，欧州１０００，日本１０００）

DipmeterAdviser(石油発掘支
援，Schlumbergｅｒ）ＭＹＣＩＮ
（感染症診断，Stanford Univ.)

その他

資産運用（銀行）クレジット審査（生保）

相場分析（証券）

Planpower(資産運用，APEX）

ＥｘｐｅｒＴａｘ（節税計画，Cooper)
ビジネス

レンズ設計（キャノン）

油圧回路設計（ｶﾔﾊﾞ工業）

CATS(機関車故障診断，GE)
ＡＣＥ（電話線保守，ＡＴＴ），
ＣＯＭＰＡＳＳ（交換機故障診断，ＧＴＥ）

機械・機器

プラント運転支援，生産計画（出光．．）DENDRAL(Stanford 
Univ.)

石油・化学

変電所運転支援，作業停電計画

（東電，関電．．．）

原子炉異常診断(EPRI…)電力・ガス

ビル設備異常診断建設

高炉異常診断，生産計画

（新日鉄，ＮＫＫ，神鋼．．．）
鉄鋼

ＬＳＩ設計．．．R1->XCON(DEC)YES/MVS(IBM)計算機

日本の開発事例米国の開発事例ドメイン／国
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Expert  Systems
in Working  Knowledge
How Organizations Manage What They Know

by Thomas H. Davenport & Laurence Prusak (1998)

• Technical systems in narrow domain knowledge
• not been supplanted as knowledge providers
• difficult to maintain or add knowledge (rules) 

(Authorizer’s Assistant ES for credit 
authorization → 知識が安定，still used in AMEX
XCON →知識が変化，DEC stopped using it)

８０年代開発されたＥＳの2/3が使用停止

• 知識獲得・維持：多大のコストがかかる

• 脆弱性：問題が少し変わると対処不可能
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知識モデリング
知識のメインテナンス ×

ESが動かなくなる

専門家主導でKBを開発 ×

システム開発者主導でKBを開発

→PSM＆Ontologies (90年代前半）
2000年代前半にはSemanticWebと

関連して発展
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engine does

complaint           not start

state dependency                                    

rules gas dial = normal

causal                       actual

cover                     model                         obtain                     finding  

expected

hypothesis                    predict                      finding                    compare

empty fuel tank gas dial = zero/low

manifestation manifestation

rules model                                    not equal result
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オントロジー開発法論
Mike Uschold and Michael Gruninger：
Principles, Methods and Applicationｓ，

AAAI96 Tutorial Syllabus (1996)

対象と目的の明確化

評価

オントロジーの構築

既存のオントロジーの統合

獲得

コーディング

システム化の対象範囲の特定

レビュー

メタオントロジーの決定

定義の作成

獲得
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General Ontology

• WordNet（プリンストン大学で開発．名詞が
約10万語．IS-A,HAS-Aが定義．フリー)
http://www.cogsci.princeton.edu/cgi-
bin/webwn

• CYC（米国MCCで開発）

• EDR（日本電子化辞書）

http://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn
http://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn
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WordNet
• http://wordnet.princeton.edu/
• 新版：ver.3.0 for Unix-like system

– Windows版はver.2.1
• 約１１万７千のsynset(同義語の集合)
• 約１５万語（名詞，動詞，形容詞，副詞）

• synset間には，品詞ごとにいくつかの関係が

定義されている

http://wordnet.princeton.edu/
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WordNet (オントロジーサンプル)
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Cyc

• 世界 大の知識ベース

– ２００７年現在，約２０万概念の定義，
１００万以上の宣言を記述

• マイクロ理論 （microtheories)
– 部分世界の内部だけで整合性を保持

• OpenCyc
– Cycのオープンソース版

– http://opencyc.org/
– 試用版：

• http://www.yamaguti.comp.ae.keio.ac.jp:3602/cgi-
bin/cyccgi/cg?cb-start

http://opencyc.org/
http://www.yamaguti.comp.ae.keio.ac.jp:3602/cgi-bin/cyccgi/cg?cb-start
http://www.yamaguti.comp.ae.keio.ac.jp:3602/cgi-bin/cyccgi/cg?cb-start
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Eo-Entity(1)

Eo-Set(6)

Decision
Employment-Contract
Good-Service-Or-Money
For-Sale Sale-Offer
Feature
Has-Monetary-Value Asset
Market(M) Market-Segment(M)

Nisc-Spec-Detail Activity-State
When-Hold-Spec

Effect-When-Hold
Pre-Condition-When-HoldNeed Market-Need

Ownership(O) Legal-Ownership
Non-Legal-Ownership Activity-Ownership

Blanning-Constraint Effect(A)
Pre-ConditionPotential-Sale

Sale(M)
Share
Share-Type
Shareholding
Activity-Or-Spec

Potential-Actor(3)
Qua-Entity(5)

Activity(A)

Activity-Spec(5)

Event
Manage(O) Delegate
Market-Research(M)
Planning Strategic-Planning
Promotion(M)
Resource-Allocation

Legal-Entity(O)(3)

Ｅｏ-Ｅｎｔｉｔｙのサブクラス
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ビジネスプロセスオントロジー
Process Handbook (MIT)

商品を販売する サービスを販売する

販売する

何を売るか(What)で具体化

店舗で販売する ネットで販売する

店で販売する

どのように売るか(how)で具体化

Modifyを体系化
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オントロジーの分類

• 3つの軸による分類

形式度 情報量

汎用性
固有性

General

Generic

Specific

1st

Level2nd

Level3rd

Level

Light
WeightMiddle

Weight Heavy
Weight

• General
も一般的なレベル

• Generic
対象領域があるが
やはりかなり一般的
• Specific
特定領域に固有

各レベルの
情報を利用して
切り分けを
明確にする
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知識工学とセマンティックWebにおける
オントロジーの研究開発

知識工学

• 90-: 概念化の明示的仕様
（Tom Gruber オントロジーの定義）

オントロジー記述言語
(Ontolingua)
知識交換言語(KIF)
Generic Ontology
CYC, WordNet, EDR…
PSM
Task Ontology
オントロジー構築方法論
．．．

セマンティックWeb

• 95-97: XML as arbitrary 
structures

• 97-98: RDF
• 98-99: RDFS
• 00-01: DAML+OIL
• 2004.2.10: OWL
• Rule 仕様検討中
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セマンティックWebを

開発するとは？



33

Semantic Web Stack

(http://www.w3.org/2002/Talks/04-sweb/slide12-0.html)

Enabling Standards & Technologies – Layer Cake
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URI URI
URI

RDF基本データモデル

主語 述語(動詞） 目的語

リソース プロパティ リソース
A君 設計する 情報システムユースケース

役職，スキル，．．． 入力，参照，出力，ツール， システム仕様，US仕様．．．

今は放置．あとで飛んだURI先で定義すればいよい．

段階的開発を可能にしている． IDがURIになっていることがSWの本質
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RDFS（スキーマ）

上田 好き たま

黒

オス性別

色

上田リソース，たまリソースは，
どのようなカテゴリに属するのか？
→ 上田リソースは，人間クラスに属する
→ たまリソースは，猫クラスに属する

クラスの定義方法は？
リソースがクラスに属することを
表明方法は？

好き，性別，色などのプロパティ（述語）は，
どのように定義するのか？

プロパティやリソースの
カテゴリを定義するための
基本的なメカニズムを提供
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Web Ontology Language

２００４年２月１０日に仕様確定

WOL→DB操作言語があったので，

OWL と命名
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OWL 2004年2月
• RDFとRDFSを基礎として，Webに存在するもの

ごとの分類体系（クラス）やその関係，さらにはそ
れを推論していくためのルールを定義するオント
ロジー言語

• 中央集約でない語彙のネットワーク
– Webでは各地で独自の語彙定義が行われる

– これらを変更することなく，統合･発展させるメカニズム

– 継承関係、相互関係などに基づく簡単な推論

– OWL-Lite, OWL-DL, OWL-Full

Symphony Sinfonie

A:Symphony = B:Sinfonie

A B
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What Is “Ontology Engineering”?

Ontology Engineering: Defining terms in the 
domain and relations among them
– Defining concepts in the domain (classes)
– Arranging the concepts in a hierarchy 

(subclass-superclass hierarchy)
– Defining which attributes and properties

(slots) classes can have and constraints on 
their values

– Defining individuals and filling in slot values 
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セマンティックWeb
開発支援ツールの紹介
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MMM Project

• Realizing a total environment of Meta-Model 
Management (MMM) for the Semantic Web

MMM
WWW

DODDLEDODDLE
Ontology Development

MRMR33

RDF & RDFS Visual EditingThe Meta-Model Management Project

LordBaderLordBader
Meta-level BPM for Web Services

http://mmm.semanticweb.org/

Interactive 
Semantic 
Web Service
with
Ontologies
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Graphical Editor:  MR3

Editor Windows Sub Windows

Class Editor Property Editor

RDF Editor
Attribute Dialog

Namespace Table
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statistic
methods

matching
& trimming

Relationship
Construction

WordNet

Construction Module

Set of Concept Pairs

Input Concept Selection
Hierarchy

Construction

Refinement  Module

Association Rule WordSpace

Concept 
Specification

Template

Document

Visualization
Module

Input Module

Initial Concept Hierarchy

Relationship
Refinement
Meta-LearningMatched Result

Analysis

Hierarchy 
Refinement

Trimmed Result 
Analysis

Translation 
Module

DODDLE-OWL
for the Semantic Web

Input concepts
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Case Study for Constructing Legal Ontologies

Document
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Input Module

List of noun terms from a document

WordNet Concepts

We can see noun 
terms that come up
sorted frequently 
in an open document

When a noun term has
two or more meanings,
we also see what the 
noun terms mean using
a term definition from 
WordNet.
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Construction & Refinement Modules for Hierarchy

Concept Drift Management 

Taxonomy

indicates some 
groups of concepts
in the taxonomy.

A user can decide
which part should
be refined.
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Construction & Refinement Modules
for Relationships

WordSpace parameter

Association Rule parameter

Significant Related Concept Pairs

Non-taxonomic relationships

Setting parameters
used in WordSpace
and Association Rule

A user selects correct
pairs from the generated
candidates and 
defines non-taxonomic 
relationships.
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Visualization Module 

Visualization Module

DODDLE-OWL

The display of 
concept drift management
in Visualization Module.
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Translation Module

A Domain Ontology in OWL format
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行政における
オントロジーの利用例
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制
約

申請者 役所職員 許可者
許可

システム

申請書

システム開発者

法令

法律や組織の変更を業務・シ
ステムに反映することが困難

職員とシステム開発者の
コミュニケーションが困難

業務オントロジー
担当：近藤

慣例

法律オントロジー
担当：星井
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業務オントロジー法律オントロジー

法律

依存

分
析

実業務

対応関係

利
用

分
析

業務タスクオントロジー

マ
ッ

ピ
ン

グ

法律タスクオントロジー
利

用

整合性検証

システム

実装

分
析

システムプロセスオントロジー

展開
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業務分析

• 利用した資料

・申請書や届出書といった提出に用いる書類･････６７枚

・簡単な業務フローや注意事項などが書かれている業務マ
ニュアル類･･･････････････････････････････････７９枚

・医療法、施行規則･･････････････165ページ、7万5千文字

診 療 所 開 設 届 出 書  
 
                                                              年   月    日 
 （届出先）  
    
                                 住 所  
                           届出者  
                                     氏 名  
 
                                     電 話  
 
  診療所を開設しましたので、医療法第８条の規定により、次のとおり届け出ます。   

 名   称   電話   

 開 設 場 所  

 開設年月日            年    月    日  

 住 所    
 管 理 者

 氏 名   

 診 療 科 目  

 名 称    開設者が現に病院（診療所）  
 を開設・管理・勤務している  
 場合   所在地   

 名 称    開設者が同時に２以上の病院  
 （診療所）を開設しようとす  
 る場合   所在地   

 従業員の定員  医師・歯科医師    名   薬剤師   名   看護師   名  その他  名

 診療に従事する医師・歯科医師の氏名、担当診療科名、診療時間及び診療日  

 氏名   科名    診療日・時間   

 氏名   科名    診療日・時間   

 

 氏名   科名    診療日・時間   

 勤務する薬剤師氏名   

 敷 地 の 面 積            ㎡  敷地の平面図    別添  

 建物の構造概要       造     階建の  階(  号室)  診療所面積   ㎡

 建物の平面図1   別添  

 面積     ㎡   照明器具数  個 歯科医業を行う診療所で、歯科技工室を  
 
 設けようとする場合は、その構造設備の概要   換気装置数  個   集塵装置数  個

 病室がある場合は病床数         床  
 
 （注意） １ 各室の用途、各病室の病床数を明示してください。 
 （添付書類） １ 管理者の免許証及び臨床研修修了登録証の提示又はその写を添付してください。 
          （歯科医師及び医籍登録年月日が平成16年3月31日以前の医師については臨床研修修了登録証の写   
         の添付又は提示は不要です。） 
           ２ 開設者の履歴書を添付してください。 
            ３ 敷地の平面図、周囲の案内図及び建物の平面図を添付してください。 
            ４ 従事する医師、歯科医師、薬剤師及び助産師の免許証の提示又はその写を添付して 
         ください。 
            ５ 従事する医師、歯科医師、薬剤師及び助産師の履歴書を添付してください。 
            ６ 当該建物を賃借している場合は、賃貸借契約書の写を添付してください。

病 院 
 
  開設手続きの流れ 
 

 申請者  福祉保健センター  衛生局 

 事前相談 
   計画変更が可能な段階で相談

 に来てもらう。 
 
 開設許可申請 
   建設工事に入る前に申請 
 
 
 （工事着工） 
 
 構造設備使用許可申請 
 
 
 
 
 
 
 
 開設届 

 
  可能な限り同席する。 
 
 
   書類審査後、送付 
 
 
 
   交付 
 
   書類審査後、送付 
 
   可能な限り同行する。 
 
 
 
   交付 
 
   書類審査後、送付 

 
 
 
 
   審査 
   台帳作成 
 
 
   許可書発行 
 
 
 
   現場調査 
   台帳記入 
 
 
   許可書発行 
 
   審査 
   台帳記入 

 
 
 
  構造設備変更手続きの流れ 
 

 申請者  福祉保健センター  衛生局 

 事前相談 
   計画変更が可能な段階で相談
 に来てもらう。 
 
 変更許可申請 
   建設工事に入る前に申請 
 
 
 （工事着工） 
 
 構造設備使用許可申請 

 
  可能な限り同席する。 
 
 
   書類審査後、送付 
 
 
 
   交付 
 
   書類審査後、送付 
 
   可能な限り同行する。 
 
 
 
   交付 

 
 
 
 
   審査 
   台帳作成 
 
 
   許可書発行 
 
 
 
   現場調査 
   台帳記入 
 
 
   許可書発行 
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第○号様式(第4条第1項) 

病院(診療所・助産所)構造設備使用許可申請書 

年  月  日 

  (申請先) 
   

住 所   

届出者   

氏 名   

                         法人の場合は、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

電 話   

  病院(診療所・助産所)の構造設備の使用の許可を受けたいので、医療法第27条の規定

により、次のとおり申請します。 

名 称   電話   

開 設 場 所   

許可 (届出 )年月日及

び 許 可 番 号 

開 設 届 出 書

開設届出事項変更届出書

開 設 許 可

開設許可事項変更許可

  年  月  日 
  年  月  日 
  年  月  日 第  号 
  年  月  日 第  号 

使用許可申請をする

構 造 設 備 の 概 要   

使用開始の予定年月日          年     月     日 

(A4) 

名 称

電 話

開設場所

病院（診療所・助産所）構造設備使用許可申請書

申請日 Date 年月日

住所 Text 住所

氏名 Text 人名

電話 Text 電話番号

名称 Text 施設名称

電話 Text 電話番号

開設場所 Text 住所

年月日 Date 年月日

年月日 Date 年月日

年月日 Date 年月日

第～号 Int 許可番号

年月日 Date 年月日

第～号 Int 許可番号

使用許可申請をする構造設備の概要 Text 文書

使用開始の予定年月日 Date 年月日

申請書入力項目の抽出

表形式にまとめ，SQL入力タイプ付与
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病院（診療所・助産所）構造設備使用許可申請書

申請日 Date 年月日

住所 Text 住所

氏名 Text 人名

電話 Text 電話番号

名称 Text 施設名称

電話 Text 電話番号

開設場所 Text 住所

年月日 Date 年月日

年月日 Date 年月日

年月日 Date 年月日

第～号 Int 許可番号

年月日 Date 年月日

第～号 Int 許可番号

使用許可申請をする構造設備の概要 Text 文書

使用開始の予定年月日 Date 年月日

申請者

病院

開設の許可

構造設備

入力項目（属性）の分類



57

入力項目間のhas-a関係の構築

病院

名称

所在地

電話

管理者

氏名

住所

電話

診療科

名称

従事者

医師

氏名

診療日・時間

診療科目

病院

has-a

管理者（院長）
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ロールとエンティティの分離

個人開設者

氏名

住所

電話

医師免許

免許番号

交付年月日

臨床研修終了登録証

免許番号

交付年月日

医師

氏名

担当診療科

診療日・時間

医師免許

免許番号

交付年月日

電話

住所

氏名

個人

交付年月日

免許番号

臨床研修終了登録証

交付年月日

免許番号

医師免許

個人開設者

交付年月日

免許番号

医師免許

担当日・時間

担当診療科

医師

ロール

ロール

実体
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エンティティ

概念数１５２
ロール
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法規モデル

アプリケーション設計

ビジネスモデル

ドメインオントロジー

業務
マニュアル

など

タスクオントロジー

静的モデル

動
的

モデ
ル

用
語
提
供

法律オントロジー

法律・ビジネスルール

参
照

実装

Webアプリケーション

Webプロセス上で

オントロジーの統合

Webプロセス定義
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制
約

申請者 役所職員 許可者
許可

システム

申請書

システム開発者

法令

新たなネットワーク

本システムの効用
オントロジーは異質な情報断片を繋ぐ
接着剤（のり）で，その結果，断片的な
情報群が組織化 されると共に，

人々の間にも有機的連携が生じ，
組織力も高まる
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Semantic Web の時代は

本当にやってくる！？
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Semantic Webへの疑問

• RDF はツールを使って 初から作るのか？

• 既存WebページからRDFへ自動変換？

• RDFS，OWLはどこにあるの？

• RDFS，OWLは使えるのか？

• キラーアプリは？

• ．．．．
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GRDDL
Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages

XHTML文書

RDFデータ

data-view

変換アルゴリズム
（XSLT）

抽
出

profile

transformation

適用

http://www.kanzaki.com/works/2006/pub/1121swo.html#s9
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オントロジー検索エンジン

Swoogle Search

ontology document term more >> 

Searching over 10,000 ontologie

http://swoogle.umbc.edu/index.php?option=com_frontpage&service=search&queryType=search_swd_all&searchStart=1&searchString=
http://swoogle.umbc.edu/index.php?option=com_frontpage&service=search&queryType=search_swt&searchStart=1&searchString=
http://swoogle.umbc.edu/index.php?option=com_swoogle_stats
http://swoogle.umbc.edu/index.php?option=com_swoogle_manual&manual=search_swd
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Syntactic Semantic

Dynamic

Static

Current Web
HTML，URI，HTTP

Web Services
WSDL,UDDI，SOAP

Semantic Web
RDF,RDFS,OWL

Semantic
Web Services
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デビッドワインバーグの批判(2002)

私が危惧するのは，セマンティツクウェブがSGMLと同じ末

路をたどるのではないか－それも基本的に同じ理由で，と

いうことである．メタデータの正規化が真に機能するのは，

高い報酬が得られ，管理権限が一か所に集約されており，

ユーザに規範を遵守させやすいような，限定的なアプリ

ケーションにおいてである．言い換えれば，ウェブにお

いてはうまく機能しない，ということだ。

David Weinberge: The Semantic Argument Web, 

64.28.79.69/read/swiftkick/colum.html?ArticleID=421
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米国と欧州のSWプロジェクト動向

米国（２００１～，DARPA＋民間）
DAML-S→OWL-S
DAMLプロジェクトの一環として開始
SWSO/FLOWS(Semantic Web Service Ontolog
/First-order Logic Ontology for Web Servicesw)：
SWSIで開始．PSL(Process Specification Language)を基盤にしてワー

クフローの仕様化を論理体系として記述．推論向き．一般的過ぎ．
WSDL－S
ジョージア大学＋IBM．WSDLの要素からセマンティックな記述にアクセス

欧州(2004～，European Commission 6th Framework ，アイルランド政府）
WSMO 
DERI（ゴールウェイ，インスブルック）設立．
SDK(SEKT,DIP,KnowledgeWｅｂ）クラスタの下で
http://www.wsmo.org/index.html
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Semantic Web Stack
2001 → 2005
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誰のため、何のための Semantic Web 

• End Users
-> Make SW Easier with good authoring tools !

Coarse grain size concepts
• Professional Users

-> Make SW Smarter with good heavy ontologies
Fine grain size concepts

• Business Users
-> Make SW Interoperable for agents (components) 

with  advanced Web Services
Fine grain size of concepts & processes
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Web 1.0
組織
1995-

Web2.0
ユーザ
2005-

Semantci Web
エージェント

2015- ?

SemanticWeb2.0 
ユーザ＋エージェント

2025- ?

Web ARM
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