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In the last year, we have developed a prototype for the feasibility study of "a support system for large-scale operation
systems using IT". The prototype demonstrated a scenario that the support system monitors behavior of an operation system,
detects an anomaly, diagnoses the system, and suggests counteractions to operators. In the prototype, every subsystem was
built as web services and invoked by a supervisor system that was programmed according to the demonstration scenario. In a
couple of years, we are going to establish the practical system that dynamically discovers appropriate web services, and
invokes them in dynamic context of operation using the Semantic Webs. In order to utilize the Semantic Web technology for
our goal, we intend to develop a semantic web processor. This paper is a development manifesto for our semantic web
processor. This project is prepared with the contract under the Japanese IT program of the Ministry of Education, Culture,
Sports, and Technology.

1. はじめに
文科省 IT プロジェクト「IT を活用した大規模運用システムの
支援システムの構築」[小出 2002][koide 2003]にて，ロケット打
上を題材として，大規模運用システムの支援システムを開発し
ている．このプロジェクトでは，全体システムを統合するための
分散協調の枠組みとして，ウェブサービスとセマンティックウェブ
の活用を考えている．平成 14 年度研究「システム試作」では，
作成した一つの不具合シナリオに基づいてシステムデモンスト
レーションを実施することを目的に，ウェブサービスとして各サブ
システムを開発し，全体システムを統合して不具合監視，検知，
診断，対応操作導出，オントロジによるメッセージ生成，および
運用者によるマルチメディアデータ検索のデモンストレーション
を行った．平成 15, 16 年度では，ロケット打上システムの運用タ
スク分析，要求分析から始め，本格システムを設計製作するが，
ここではウェブサービスを静的に呼び出すのではなく，状況に
対応して適切なウェブサービスを動的に発見し，複数のウェブ
サービスを動的に組み立てるしくみを開発する．それを可能に
するための技術として DAML-S(Semantic Markup Language for
Web Services)に代表される各種セマンティックウェブ技術を用
いるつもりである．
セマンティックウェブを処理するためには，そのためのプロセ
ッ サ が 必 要 と な る ． す な わ ち ， RDF (Resource Description
Framework) ， RDFS (RDF Schema) ， OWL (Web Ontology
Language)，DAML-S などの表記を解釈処理するためのプロセ
ッサが必要である．本報告では，リスプ言語を前提としたときの
これらプロセッサ開発に重要と考えられる技術開発ポイントと今
後の開発計画について述べる．

2. Unicode および URI
ティム・バーナーズ＝リーによるセマンティックウェブ・タワーで
は，その最下層はグローバルな文字識別のための Unicode とグ
ローバルなウェブリソースの唯一性を可能にする URI(Uniform
Resource Indicator)になっている．幸いにして市販のリスプ処理
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系においてすでにその内部文字表現は Unicode になっており，
外部表現としての JIS コードあるいは Shift-JIS への変換も自動
的になされるかあるいはそのためのライブラリが用意されている．
URI についても同様で，URI のためのライブラリが整理されてき
ており，セマンティックウェブ・プロセッサ開発にはこれらを有効
に用いることができる．

3. XML および名前空間
XML は汎用を目的とした機械可読な記法であるが，その本
質は開始タグと終了タグをセットとするエレメントの入れ子構造
により，ものごとを表現することである．そのテキスト表現がリスプ
のＳ式と類似であることから，リスプで XML 処理系を開発するこ
とは比較的容易と思われるが，残念ながら現在満足できるような
XML 処理系がリスプにはない．たとえば，FIPA 仕様では，
ACL(Agent Communication Language)中に RDF コンテントを記
述しようとすると，図１のようにＳ式と XML 表記をともに扱うこと
が必要となる[FIPA XC00011B]．
リスプを前提とすれば，Ｓ式パーザと XML パーザを共存させ
るために XML パーザを開発するだけでよい．しかもリスプのリ
ードマクロ機能を用いれば，山形括弧を読み込むと同時にその
開始タグからそれに対応する終了タグ読み込みまでを XML パ
ーザで処理して，終了タグ読み込み完了とともにリスプのリーダ
に戻るというようなことも可能となる．すなわち，リスプのトップレ
ベルで 図１に示すようなタイプ入力を実行することも，またリスプ
処理系で XML 表現のみを入力することも可能となる．
XML の処理系として DOM や SAX があるが，ここでは XML
一般のパーザではなく，RDF や OWL の処理に特化した XML
パーザを考え，XML エレメントの入れ子構造を DOM のようなノ
ードの木構造ではなく，rdf:RDF 構造体や owl:Ontology 構造
体と，その内部スロットに格納される rdf:Description 構造体や
owl:Restriction 構造体などの入れ子構造として内部表現する．
こうすることにより，これら構造体の印刷関数をカスタマイズする
ことにより，内部表現と外部表現を一致させ，XML 表記の入力
が完了すると内部にその内部表現が実現され，その実現によっ
て印刷されるものは入力したとおりの XML 表記とすることがリス
プのトップレベル上でも可能となる．
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(request
:sender Mary
:receiver John
:content (
<?xml version=”1.0”?>
<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:fipa=”http://www.fipa.org/schemas#”>
<fipa:Action rdf:ID=”JohnAction1”>
<fipa:actior>John</rdf:actor>
<fipa:act>open</rdf:act>
<fipa:argument>
<rdf:bag>
<rdf:li>door1</rdf:li>
<rdf:li>door2</rdf:li>
</rdf:bag>
</fipa:argument>
</fipa:Action>
</rdf:RDF>)
:language fipa-rdf0)

図１ RDFコンテンツのFIPA ACL

名前空間はセマンティックウェブのグラウンディングにとって
非常に重要な機能である．すなわち，グローバルな URI の唯一
性の特徴を利用して，XML タグのグローバルな唯一性を保証
している．一方，リスプのシンボルに関する唯一性のための仕組
みとしてパッケージがある．ここでパッケージとは Java のそれと
は異なり，文字列からそれをシンボル名とするシンボルを生成
するときに用いられる空間である．幸いなことに，リスプシンボル
をエキスポートすると見かけ上 QName のように「galex:foo」など
と印刷されて見やすい．そこでリスプパッケージの document 属
性に URI のフラグメントを除いた情報をセットしておき，URI 入
力のたびに該当パッケージ内にて正しくリスプシンボルをインタ
ーンすることで URI からリスプシンボルへのマッピングを行う．
XML のスキーマ機能は一部のソフトウェア技術者にとって重
要かもしれないが，一方あまりにも膨大な仕様であることからそ
の完全な実装が難しいという批判もある．セマンティックウェブ開
発にとって XML スキーマ開発は必要ではあるがそれほど決定
的ではない．とりあえずの処置としてリスプのプリミティブデータ
を処理可能とするだけとする．

では改善されるべき点である．詳細は[小出 2003]を参照された
い．
RDFS ではプロパティについて定義域と値域を定義できる．
歴 史 的 に は Schema Representation Language (SRL)[Wright
1983]にて実現されていたものであるが，その機能についてはフ
レーム知識表現の立場からはスロット制約，すなわち定義域は
そのプロパティを用いることのできるクラスを指定し，値域はその
プロパティの値が取り得る範囲を指定するという解釈と，モデル
論の立場からはオントロジ生成，すなわちステートメントとしてあ
るプロパティに関係づけられたサブジェクトとオブジェクトのイン
スタンスを入力すると，インスタンスはそのプロパティの定義域と
値域をクラスとするという知識を生成するという解釈がある．前述
の RDF/S 処理系では前者の解釈を実装したが，後者について
も考慮する必要がある．

5. N-triple および Notation 3
RDF や RDFS は XML でよく表記されるが，RDF の本質はサ
ブジェクト，プレディケイト（プロパティ），オブジェクトの三つ組み
で 知 識 表 現 す る と こ ろ に あ り ， XML 表 記 よ り も 本 来 Ntriple[Hayes 2001][Grant 2003]や Notation 3[TBL 1998][TBL
2000]で表記した方が自然である．そこで N-triple パーザを開発
した．このパーザは N-triple 表記のファイルを読み込み，３節に
述べたようにリスプシンボルにマッピングする．

4. RDF および RDFS
RDF はセマンティックウェブ実現のフレームワークとなる基礎
の表現であり[Lassila 1999][Hjelm 2001][Brickley 2003]，RDFS
はオントロジ記述の基礎となるボキャブラリ定義である[Brickley
2002][Brickley 2003]．RDF の数学的な根拠はモデル論とし
てはっきりしているが[Hayes 2001][Hayes 2003]，一方そのモデ
ル論の厳密さに比べて仕様に忠実な処理系として満足できるも
のは少ない．特にリスプ言語の処理系は見あたらない．
既 に Schank ら の 事 例 ベ ー ス 推 論 MOP(Memory
Organization Package)を用いて RDF および RDFS 処理系を開
発した[小出 2003]．ここで処理系と呼んでいるのは，新しいリソ
ースや新しいプ ロパティを定義してオントロジを開発でき ，
rdfs:subClassOf の推移律や属性値の継承機能を利用すること
ができるという意味である．ただし，XML パーザはなく，MOP の
記述方法に従って記述する．ここでの実現上の問題点はメタク
ラスである rdfs:Class および rdfs:Datatype のクラス定義における
サ ー キ ュ レ ー シ ョ ン と ， プ ロ パ テ ィ rdfs:isDefinedBy お よ び
rdfs:member のインスタンスでありながら，rdfs:subPropertyOf 関
係というプロパティの派生クラスのような性質を持つというところ
であった．今回の MOP による実装ではクラス定義サーキュレー
ションはなしとし，rdfs:isDefinedBy および rdfs:member はインス
タンスではなくプロパティクラスとしたが，仕様に厳密という意味

図２

RDFS の実例

図２は RDFS 仕様に関する旧いドキュメント[Brickley2002]に
記載されていた RDFS の例であるが，これを N-triple パーザで
表記すると最後のページに記載したようになる．ただし，元々の
N-triple の表記法ではリソースはすべて URI として山形括弧で
くくられ，表記されねばならないが，これではあまりにも人にとっ
て煩雑でありかつ非常に見にくい．そこで XML と同様に名前
空間を導入し，XML 文法表現における QName を使ってよいこ
とにした．このように拡張された N-triple 文法を最後のページに
併記した．
人が断片的な知識を思いつくまま三つ組みで表現することは，
比較的容易であるが，それが全体として整合性あるとは限らな
い．一方，機械がモデル論に従って，三つ組みとして入力され
た知識の関係を整理し，矛盾や不備を指摘することは容易と考
えられる．前述の URI からリスプシンボルへのマッピングにより，
ばらばらに入力された三つ組みにおいて，同一の URI は同一
のシンボルとなることから，リスプ内部でこれを有向グラフとして
取り扱うことは可能である．さらに，三つ組みのプレディケイトを
Prolog のそれと位置づけ，一つの三つ組み表現を Prolog にお
ける一つの事実と見なすことができる．これまでに，簡単な
Prolog 処理系を実装し，ユニフィケーションによる入力データに
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対するクエリを可能にしたが，rdf:type と rdfs:subClassOf の推移
律がなく，これを実装することが課題となっている．
RDF と関係データベースの関係についてティム・バーナーズ
＝リーも論じているが，三つ組み入力データの永続化にからん
で関係データベースの利用を考えてもよい．その場合は効率の
点から一つの大きなデータベースに収めるのではなく，プレディ
ケイトに着目して，複数の副データベースに効率よく格納するこ
とが望ましく，採用する関係データベースと実装方法に注意が
必要である．
Notation 3(N3)は N-triple に名前空間による QName 表記を
許し，サブジェクトおよびオブジェクトに関して複数三つ組みの
重複文を可能にしたものである．原理的には開発済み N-triple
パーザを N3 用に拡張するのは容易ではあるが，３節に述べた
QName からリスプシンボルへのマッピング方法にしたがうと，N3
における名前空間プレフィックスなしの表現（コロン＋ローカル
名）が，リスプ上ではキーワードとなってしまうことが悩ましい．
なお，XML 表記から RDF のモデル生成方法については資
料[神崎]に詳しい．

6. OWL と DL
OWL には，OWL Lite，OWL DL, OWL Full の三階層がある
が，Lite と言えどもかなりの機能実装が必要である．図３に
OWL Lite および OWL DL のクラス階層を示す．前述の開発し
た RDF/S 処理系では CLOS(Common Lisp Object System)のク
ラス・サブクラス関係を rdfs:subClassOf 関係にマッピングし，
rdfs:subPropertyOf については省略して rdfs:subClassOf と同様
にクラス・サブクラス関係にマッピングしたが，OWL に取り組む
前提としてこれらを共に実装する必要がある．現在の延長上で
考 え れ ば ， CLOS の メ タ オ ブ ジ ェ ク ト プ ロ ト コ ル を 用 い て ，
rdf:Property を抽象メタクラス standard-slot-definition のサブクラ
スとし，rdfs:subPropertyOf を特殊なクラス・サブクラス関係として
実装する手法が考えられる．
owl:TransitiveProperty
は
rdfs:subClassOf
や
rdfs:subPropertyOf のような推移律を持つプロパティを定義する
ためのプロパティクラスである．これも CLOS のメタオブジェクト
プロトコルを用いて実装できるかも知れない．詳細に検討する余
地がある．

owl:allValuesFrom はある属性についてインスタンスの取り得
る値を制限したクラスをローカルに指定するためのものであるが，
これは使い方は少し異なるが，Schank らの MOP で実装されて
いたものである．owl:allValuesFrom は全称記号(for-all)と類似
であるとの説明がある．
owl:someValuesFrom はある属性についてインスタンスの取り
得る値についての少なくとも一つはそうであることをローカルに
指定するためのものである．これは存在記号と類似であるとの説
明がある．
OWL DL はその背景に Description Logic(DL)を持つ．DL
については[兼岩]に解説記事があり，その実装法の一つである
タブロー法については[長谷川]に解説記事がある．タブロー法
によれば他の方法よりも OWL DL への適用が容易と思われる
が，OWL DL の実装においてどれほどの推論機能が必要とさ
れるか，またどのような実装方法が望ましいか見極めが必要で
ある ． 一方， CLOS ではクラス・サブ クラ ス関係は initializeinstance されたときにクラス優先順位リストが計算されるが，これ
は DL において概念間の包摂関係を計算していることと同じで
ある．これを極端に拡張すると，RDF のモデル生成[Lassila
2002]で行われたように，OWL において知識が入力されるたび
に，推論規則により必要なクロージャーを生成しておけばよい．
課題は OWL DL における完備な推論規則を明らかにすること
と （ RDF グ ラ フ モ デ ル へ の マ ッ ピ ン グ に つ い て は
http://www.w3.org/TR/owl-absyn/mapping.html に詳しいが），
大規模な実用規模のオントロジにおいて，どのような実装方法
が大規模ストレージと計算効率上望ましいのか明らかにすること
である．CLOS を用いた場合にはその永続化においてオブジェ
クトデータベースの利用が考えられる．
owl:Nothing は イ ン ス タ ン ス を 持 た な い ク ラ ス で あ る が ，
owl:Thing がすべてのクラスのスーパクラスであるのに対して，
owl:Nothing はすべてのクラスのサブクラスである．CLOS にお
け る ク ラ ス 名 は リ ス プ の 型 と 見 な さ れ る が ， owl:Thing か ら
owl:Nothing までのスーパ・サブクラス関係に加えて，クラス定義
として OWL のクラスＩＤのみならず，インスタンス列挙，属性制
約，クラス定義の共通集合（intersection，AND に相当），和集合
（union，OR に相当），補集合（complement，NOT に相当）が許
されており，将来は型理論の成果までセマンティックウェブ構築

owl:DeprecatedClass
rdfs:Class

Class

rdfs:subClassOf
rdfs:subPropertyOf
rdf:type

owl:Class
owl:Restriction

Property

rdfs:Datatype

owl:Ontology

Only DL

owl:Thing
rdfs:Resource

owl:AllDifferent

rdfs:Literal

rdfs:XMLLiteral

Ontology PropertyとAnnotation Propertyを省略
owl:DataRange

owl:InverseFunctionalProperty
rdf:Property

owl:DeprecatedProperty

owl:Nothing

owl:FunctionalProperty
owl:TransitiveProperty
owl:DatatypeProperty

owl:ObjectProperty
owl:SymmetricProperty

rdfs:domain
owl:disjointWith
rdfs:range

rdfs:subClassOf

owl:unionOf

owl:equivalentClass

owl:intersectionOf

owl:hasValue
rdfs:subPropertyOf

owl:equivalentProperty

owl:oneOf

owl:onProperty

owl:complementOf

owl:inverseOf
owl:cardinality

owl:sameAs

owl:sameIndividualAs
owl:someValuesFrom

owl:maxCardinality
owl:differentFrom

owl:distinctMembers

owl:allValuesFrom

owl:minCardinality

図３

OWL Lite／DL におけるクラスとプロパティの階層構造
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に取り入れることが可能となっている．
OWL Full に登場するエンティティは OWL DL と同じである
が ， そ の 定 義 は 拡 張 さ れ て い る ． 特 に ， rdfs:Resource は
owl:Thing に ， rdfs:Class は owl:Class に ， rdfs:Property は
owl:ObjectProperty に同一となり，このとき owl:Class のメタクラ
ス定義を厳密に考えると，自分で自分を定義するというメタサー
キュレーションを実現しなければならなくなる．

7. セマンティックウェブとブートストラッピング
よく知られたセマンティックウェブの論説では[TBL 2001]，ル
ーシーのパーソナルエージェントが医者のエージェントからお
母さんの処方箋をもらい，ルーシーの自宅２０マイル四方にある
お母さんの保険が利く病院を選び出し，兄弟であるピートとルー
シーのエージェントは協力してスケジュールを調整し，病院の予
約をとる．ここで各エージェントはウェブ上に記載されている用
語を理解するために，ウェブ上のどこかにあるオントロジを参照
することになっている．このエージェントはウェブを訪問しそのコ
ンテンツをとってくるクローラのようなものと理解できるが，セマン
ティックウェブ技術は，現在人間向けのウェブコンテンツをこの
論説のようにソフトウェアエージェントが理解できるようにするた
めのものであり，そのための基盤技術としてオントロジ技術に期
待がよせられている．RDF，RDFS，OWL，DAML-S などはセマ
ンティックウェブ用オントロジ記述のための知識表記法である．
セマンティックウェブは人工知能ではないとティム・バーナー
ズ＝リーは言うが，上記論説においてウェブコンテンツとオントロ
ジを参照して主人の代理として行動するエージェントは，明らか
に実現された AI である．エージェントが新しいオントロジを発見
したとき，新しい推論能力を「ブートストラップ」することさえできる，
と述べられているが，それこそ究極の AI と言ってもよいものであ
ろう．しかし現在のセマンティックウェブ技術からどのようにそれ
が可能になるか，その道筋は明らかになっていない．乳幼児が
生得的に持っていると言われる上位オントロジと言語獲得のた
めのバイアスから言語をブートストラップするように，RDF や
RDFS で記述されたウェブコンテンツやオントロジからエージェ
ントが能力をブートストラップする仕組みについての研究が重要
である．

8. おわりに
今後２年間におけるセマンティックウェブ・プロセッサの開発
計画について述べた．できれば，多くの方々の協力を得て開発
スピードと品質を上げ，成果をオープンにして我が国のこの分
野の発展に寄与したい．
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<ex:a> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Property> .

should be read as an abbreviation for the N-triples syntax

<ex:a> rdf:type rdfs:Property .

Since Qname syntax is not legal N-triples syntax, and in the interests of brevity and readability, we will use the convention
whereby a Qname is used without surrounding angle brackets to indicate the corresponding uriref enclosed in angle brackets, eg the
triple

ntripleDoc ::= line*
line
::= ws* ( comment | triple )? eoln
comment ::= ‘#’ ( character – ( cr | lf ) )*
triple ::= subject ws+ predicate ws+ object ws* ‘.’ ws*
subject ::= uriref | nodeID | QName
QName
::= (Prefix ':')? LocalPart
predicate ::= uriref | QName
LocalPart ::= name
object
::= uriref | nodeID | literal | QName
Prefix ::= name
uriref
::= ‘<’ absoluteURI ‘>’
nodeID ::= ‘_:’ name
literal
::= langString | datatypeString
langString ::= “” string “” ( ‘@’ language )?
datatypeString ::= langString ‘^^’ uriref
language ::= [a-z0-9]+ ( ‘-‘ [a-z0-9]+ )?
ws
::= space | tab
eoln ::= cr | lf | cr lf
space
::= #x20
cr ::= #xD
lf
::= #xA
tab
::= #x9
string
::= character* with escapes
name
::= [A-Za-z][A-Za-z0-9]*
absoluteURI::= charcter+ with escapes
character ::= [#x20-#x7E]

Extended N-triple Syntax
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<http://somewhere-for-eg/eg#Work> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resouce> .
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property> rdfs:subClassOf rdfs:Resource .
<http://somewhere-for-eg/eg#Agent>
rdfs:subClassOf rdfs:Resource .
<http://somewhere-for-eg/eg#Person>
rdfs:subClassOf <http://somewhere-for-eg/eg#Agent> .
<http://somewhere-for-eg/eg#Document>
rdfs:subClassOf <http://somewhere-for-eg/eg#Work> .
<http://somewhere-for-eg/eg#author>
rdf:type
rdf:Property .
<http://somewhere-for-eg/eg#author>
rdfs:domain
<http://somewhere-for-eg/eg#Document> .
<http://somewhere-for-eg/eg#author>
rdfs:range
<http://somewhere-for-eg/eg#Agent> .
<http://.../Proposal/>
rdf:type
<http://somewhere-for-eg/eg#Document> .
<http://.../Proposal/> <http://dublincore.org/2002/08/13/dces#title> "Information Management: A Proposal" .
_:a
rdf:type
<http://somewhere-for-eg/eg#Person> .
<http://.../Proposal/>
<http://somewhere-for-eg/eg#author> _:a .
<http://somewhere-for-eg/eg#name>
rdf:type
rdf:Property .
_:a
<http://somewhere-for-eg/eg#name> "Tim Berners-Lee" .

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

