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あらまし： 文書の木構造を構成するノードとリンクの意味について、ノードを

述語、リンクを論理積とする解釈を提案する。また、構造化文書を Prologの述

語に変換し、Prologの質問に従い再構成するシステムを紹介する。このシステム

は、非常に簡潔な入力で任意の構造を持つ構造化文書を構成することができる。

1 はじめに

本発表では、構造化文書が持つ情報を Prologの事実の

形式で保存し、それに対し Prologの質問を行うことで、

ユーザが指定した構造で構造化文書を再構築する方法に

ついて述べる。ここで提案する手法は、直接的にはセマ

ンティックウェブを参考にしていない。しかしながら、セ

マンティックウェブ研究でのさまざまな概念・思想と共通

する部分があると思われる。

本研究は我々が行ってきた動的文書システムの研究 [1]

の延長線上にある。動的文書システムとは、文書を小さ

な文書部品に分解して保存しておき、要求されたときに

ユーザが指定した内容と構造を持つ文書を作成するシス

テムである。この研究では、「文書」とは自然言語で書か

れた事実についての記述であるとし、「文書部品」とは、

それだけを読んで意味がわかるように加工した文書の断

片であるとした。文書部品は独立性が高く可搬性に優れ

るので共有と再利用に適する。そして、文書部品による

共有と再利用は、文書データを扱うシステムの冗長性を

低下させ効率を向上させるのに役立つ。動的文書システ

ムの一つの応用として、「本」よりも小さな文書部品を情

報流通の基本単位とすることにより、著者の協調的な書

く行為 (Socaial Writing)と利用者の多様な個別の要求に

適合した読む行為 (Individual Reading)を支援するシス

テムを提案した [2]。

我々は動的文書の概念の提案とともに実装についても検

討を行った。既存の文書から文書部品を得る処理は、意味

理解が要求される文脈非依存化の処理を含むので自動化

は困難であると考え、人手で行うものとした。一方、ユー

ザの要求に基づき文書部品を選択し文書を構成する処理

は、頻繁に実行されるため、自動化が必須であると考え、

その方法について研究を行った。しかし、許される文書構

造の自由度が高すぎるため、ユーザの入力からユーザが

満足するような構造を生成することが困難であった。

本研究は、対象とする文書を構造化文書に限定して、動

的文書の分解と再構成の計算機処理を実現することを目

的としている。ここでの構造化文書とは、階層化の程度

が比較的高い文書のことであると考える。構造化文書は、

文書を木構造で表したときに、高さが高い木になり、ノー

ドの個数が文書の大きさのわりに多く、各文書要素は小

さい。逆に非構造化文書とは、構造が平坦であるか、多数

の文を含む大きなパラグラフが多く現れるような文書の

ことである。ここでは、構造化文書は必ずしもマークアッ

プ言語で書かれている必要はないと考えるが、一般的に、

Webページのようなマークアップ言語で書かれている文

書は構造化文書であることが多い。また、構造化文書は

同様の構造を持つものが多数存在するばあい、つまり定

型であるばあいが多い。

先行研究で対象としてきたような一般的な文書では、文

書を構成する断片間の関係は多様かつ複雑であるために、

そこから有用な情報を取り出すことは容易ではない。ま

た、分解された個々の断片は自然言語文であるために、そ

の意味を理解して利用することも容易ではない。それと

は対照的に、構造化文書は記号レベルの文書要素が多く、

文書構造が単純な記号間の関係を意味していることが多

い。そのため、高度な自然言語処理を用いることなく、分

解と再構成の計算機処理ができる。

具体的には、本研究では、構造化文書の内容を Prolog

の事実に変換する。構造化文書は、個別の応用から独立

した情報と依存した情報の二種類の情報を含んでいるが、

Prologの事実に変換するのは、前者の情報だけである。文

書に書かれた情報を利用するときの条件は非常に多様で
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図 1: システムの構成

あるので、個別の応用に依存した情報は再利用の可能性

が低く保存するメリットは小さいと考えられる。したがっ

て、個別の応用に依存する部分は保存しない。個別の要

求は、ユーザが情報を参照するときにシステムに与えら

れる。システムはそれに基づき文書を構築する。本研究

では、その要求を Prologの質問の形式で表現する。ユー

ザの要求は多様であるため、生成される文書も多様にな

るが、その中にはオリジナルの文書と等しい文書が含ま

れる。このシステムの構成を図 1に示す。

Prologを使った構造化文書の分解と再構成について非

常に簡略化した例を示す。ここでは、個人を紹介した典型

的なWebページについて考える。図 2にWebページの

例 (A)、それから得られる Prologの事実 (B)、質問の例

と応答 (C)を示す。Webページの先頭付近には対象の個

人の氏名があり、ページの残りの部分には個人の属性が

記述される。個々の属性は独立した情報であり、それぞれ

から 2個の Prologの事実を得ることができる。一つは、

述語が属性、引数が属性値の関係にある 1引数の事実で、

もう一つは、第一引数の属性値が第二引数であることを

表わす 2引数の事実である。

質問は、本来の質問の後ろに、変数 Xの値と改行の出

力、失敗を加えている。末尾に失敗があるために、本来の

質問は再試行され、全解が出力される。質問の属性の順

序はオリジナルの文書とは無関係に自由に指定すること

ができる。この例では、単純に変数 Xの値を出力してい

るが、結果出力にタグを加えるなどの単純な編集を加え

ることにより、オリジナルの HTML文書と同様の体裁に

することは容易である。また、質問の属性の順序をオリ

ジナルの文書と同じにすれば、オリジナルの文書と同じ

ものが再現できる。

上の例は非常に単純であったが、現実の文書は複雑で

あるので、Prologインタプリタ上で質問を行っただけで

は、構築することは不可能である。本研究では、複雑な文

書構造を処理するために、以下のような対応付けにより

Prologの質問の論理構造を文書の木構造に変換する方法

を提案する。

(A) Webページ

<HTML>

<HEAD><TITLE>山田太郎</TITLE></HEAD>

<BODY>

<H1>山田太郎</H1>

<OL>

<LI>住所 奈良県生駒市高山町 1234

<LI>趣味

<OL>

<LI>テニス</LI>

<LI>ジャズ演奏</LI>

<LI>食べ歩き</LI>

</OL>

</LI>

<LI>E-mail: taro@naist.ac.jp</LI>

</OL>

</BODY>

(B) 事実

住所 (奈良県生駒市高山町 1234).

趣味 (テニス).

趣味 (ジャズ演奏).

趣味 (食べ歩き).

e-mail(taro@naist.ac.jp).

住所 (山田太郎,奈良県生駒市高山町 1234).

趣味 (山田太郎,テニス).

趣味 (山田太郎,ジャズ演奏).

趣味 (山田太郎,食べ歩き).

e-mail(山田太郎, taro@naist.ac.jp).

(C) 質問と応答

?- (e-mail(山田太郎,X); 趣味 (山田太郎,X)),

write(X), nl, fail.

taro@naist.ac.jp

テニス

ジャズ演奏

食べ歩き

図 2: Webページから抽出した事実とそれに対する質問

の例

• 述語 : ノード

• AND演算子 : 木の階層化

• OR演算子 : 枝分かれ

ここでは、この変換の処理を Prologの処理系にわずか

な拡張を加えることで実装した。もともと宣言型言語で

ある Prologは、記述が簡潔であることが知られている。

それに加えて、この方法による Prologの質問は、事実を

検索することと、得た事実を組織化することを、同時に一

つの質問で指定することができため、非常に直感的で簡

単な質問入力で目的とする文書を獲得することができる。

また、データベースに規則を加えることで、Prologの持

つ推論能力を自然な形で利用することができるので、知

的な文書構築システムを構築するのにも適している。

以下では、まず、Prologの質問から文書の木構造を構

成する基本的なメカニズムについて述べ、その次に、実
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X=1 X=2 X=3

Y=10 Y=100 Y=10 Y=100 Y=10 Y=100

Z is 1*10

Z is 1*100

Z is 2*10

Z is 2*100

Z is 3*10

Z is 3*100

図 3: (X=1;X=2;X=3),(Y=10;Y=100),Z is X * Yの木構造

用性を持たせるために導入した書式付き出力とマクロ定

義の機能について述べる。さらに、ここで述べた方法の

有効性を確認するために、カレンダの作成、電子メール

の整理、レストランガイドの作成の例題を示す。

2 Prologによる文書の構成処理

2.1 質問の論理構造と木との対応付け

本研究では、以下のような文書の木構造の意味論を採

用する [3]:

文書の木構造のノードは述語を意味し、根からあるノー

ドへのパスはその上にあるノードの論理積が真であるこ

とを意味する。

したがって根から葉に至るパスは、質問全体が真であ

ることを意味する。Prologの質問は、述語、AND演算子

（，）、OR演算子（；）から構成されるが、この意味論に

従えば、それぞれは、ノード、階層化、枝分かれに対応さ

せることができる。

具体例として、以下の質問を上に述べた対応付けで木

に変換すると、図 4のようになる。

?- (X=1;X=2;X=3),(Y=10;Y=100),Z is X * Y.

Prologのインタプリタはトップレベルで失敗すると、質

問全体を再試行するが、その結果得られる複数の解のそ

れぞれが葉に至るパスに対応する。これは枝分かれのな

い枝が根に接続されている木構造に対応し、Prologの質

問を論理的に等価な積和標準系に変えたものと一致する。

上の質問を Prologインタプリタに与えると、6種類の解

が得られるが、それは図 4の木構造と一致する。

積和標準系の木構造から最初に与えられた質問の論理

構造を直接反映した木構造へ変換する処理は簡単である

ので、ここでは述べない。つまり、Prolog処理系に質問

を再試行させ得られた結果から質問に対応した木構造を

生成することができる。

X=1 X=2 X=3

Y=10 Y=100 Y=10 Y=100 Y=10 Y=100

Z is 1*10

Z is 1*100

Z is 2*10

Z is 2*100

Z is 3*10

Z is 3*100

X=1 X=2 X=3

図 4: Prologによる再試行の結果の木構造

データベース:

city(’Nara’).

city(’Osaka’).

city(’Tokyo’).

質問 1:

?- P,city(X),Q.

質問 2:

?- P,(X=’Nara’; X=’Osaka’; X=’Tokyo’),Q.

図 5: 別解を持つ述語と同一化の OR結合との等価性

2.2 述語の別解

質問に含まれる述語をデータベースの事実と照合した

ときに真となる引数の具体化が複数あるときには、それ

らは変数への同一化がOR結合しているのと等しいので、

枝分かれに変換する。たとえば、図 5の質問 1と質問 2は

同じ意味を持つので、生成される木構造も等しい。

2.3 Prologインタプリタの拡張

図 6に示すような、質問を与えるとパスを返す規則 call

を定義する。Prologには、質問を処理するための組み込

み述語 callがあり、単に質問を引数に与え callを呼び出

すと、インタプリタのトップレベルでその質問をしたのと

同じ結果が得られる。call は Prologの組み込み述語 call

と同様に第 1引数に与えられた質問を処理する。それに

加えて、成功した述語のリストを第 2引数と同一化する。

call は再試行するたびに異なったパスを第二引数に返

す。多くの Prolog処理系にある組み込み述語 findallを用

いることにより call が失敗するまで再試行させ全解を求

め結果をリストに格納することができる。パス自体がリ

ストであるので全解リストは二重のリストになる。

全解リストは、前の方の要素が共通なリストが連続す

る。リストの共通部分に対応した親ノードを生成し、共

通部分を持ったリストをその子とすることで、木構造を

生成することができる。ここでは、この処理の詳細は述

べない。
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call_((X;Y), Path):- !,

(call_(X, Path); call_(Y, Path)).

call_((X,Y), Path):- !,

(call_(X,Path1), call_(Y,Path2)),

append(Path1, Path2, Path).

call_(X, [X]):-

call(X).

図 6: 規則 call の定義

3 書式付き出力とマクロ定義

3.1 書式付き出力

最も基本的な文書の出力処理は、木構造に対して、す

べてのノードを根を出発点とする深さ優先探索のアルゴ

リズムで訪問し、訪問したノードを何らかの方法で文字

列に変換して出力することであるが、ノードは述語であ

るので、Prologの writeなどで直接出力したのでは文書

の体裁にはならない。そこで、書式を定義し、それに従い

出力を行う機能を追加する。述語に書式を付加した構文

は以下のようになる。

述語:始点書式リスト:終点書式リスト

書式リストは、アトム、数、変数を要素とするリストで

ある。リストの要素は連結して出力される。始点書式リ

ストはノードを訪問したときに、終点書式リストはノー

ドを去るときに出力される。終点書式リスト、あるいは両

方を省略することができる。両方を省略、つまり述語の

みのばあいには、述語がそのまま出力される。

3.2 マクロ定義

質問の部分を再利用するために以下の構文を持つマク

ロ定義が扱えるように拡張を行った (図 7)。

マクロ名 (引数, ... ) :: マクロの本体

マクロは述語と同様に引数を与えて呼び出すことがで

きる。マクロが呼ばれると、:: の右辺のマクロ本体が質

問される。マクロ本体は述語と論理演算子から構成され

る。マクロ本体にマクロ呼び出しを含めること、つまり

マクロの入れ子も可能である。

マクロ定義は一般の Prologの規則の定義と解を求める

機能については同じであるが、call が返すパスに関して

は違いが現れる。規則のばあいは、右辺の構造はパスに

反映されないため、階層的な構造を得ることができない。

両者の違いを説明した例を図 8に示す。ruleを質問した

ばあいは、長さ 1のパスが得られ、出力される木も高さ

が 1となり、平坦な構造しか得られない。macro を質問

call_(Name, Path):-

::(Name, Definition),!,

call_(Difinition, Path).

図 7: マクロ機能の追加

(A) データベース

ward(’ 西区’).

ward(’ 中央区’).

ward(’ 天王寺区’).

ward(’ 浪速区’).

ward_town(’ 西区’,’ 南堀江’).

ward_town(’ 西区’,’ 北堀江’).

ward_town(’ 中央区’,’ 高津’).

ward_town(’ 中央区’,’ 宗右衛門町’).

ward_town(’ 中央区’,’ 心斎橋’).

(B) 規則の定義と呼び出した結果

rule(X,Y) :- ward(X),ward_town(X,Y).

?- rule(X,Y).

rule(西区, 南堀江)

rule(西区, 北堀江)

rule(中央区, 高津)

rule(中央区, 宗右衛門町)

rule(中央区, 心斎橋)

.

.

.

(C) マクロの定義と呼び出した結果

macro(X,Y) :: ward(X),ward_town(X,Y).

?- macro(X,Y).

ward(西区)

ward_town(西区, 南堀江)

ward_town(西区, 北堀江)

ward(中央区)

ward_town(中央区, 高津)

ward_town(中央区, 宗右衛門町)

ward_town(中央区, 心斎橋)

.

.

.

図 8: 規則とマクロが返すパスの違い

したばあいは、右辺の wardとward townに対応した長さ

2のパスが得られ、高さ 2の木構造が得られる。

4 ケーススタディ

ここでは、3種類の応用をとりあげて、上に述べた規則

を定義して、いくつかの質問を実行した結果を示す。実

行環境には、Linuxと SWI-Prologを使った。SWI-Prolog

には、Prolog-scriptという機能があり、質問を書いたテ

キストファイルを直接実行することができる。そのことを

利用して、マクロと質問を Prologインタプリタとの対話

処理ではなく、テキストファイルに記述するようにした。

以下では、各応用について、説明のあとに、マクロ定義、

質問、出力の順にコンピュータに対する入出力を示した。

この結果から、本発表で提案した方法を用いると、非常

に簡潔な質問の入力で、多様な木構造と HTML、UNIX
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コマンドシーケンスのような複雑な書式の出力が得られ

ることがわかった。

4.1 カレンダ: 指定した年月の一月分のカレン

ダを出力する

まず、特別なデータベースを必要としない簡単な例と

して、カレンダの出力について述べる。ここで対象とす

るカレンダは一般的な一月分のカレンダで、行は週、列

は曜日、セルは日に対応する。週と曜日は組み込み述語

between を使って生成する。ただし曜日は日曜が 0、月

曜が 1という具合いに整数で表している。betweenは第

1引数以上第 2引数以下の整数を第 3引数と同一化する

組み込み述語である。calendar matchという述語は、引

数に与えられた年月日と週番号と曜日の組み合わせが正

しいときに真を返す。質問は、=, =, between, between,

calendar last day of month, between, calendar match の

述語の階層を持つが、枝分かれを発生するのは、前の方の連

続した 2個の betweenだけである。カレンダーの先頭と末

尾には空白のセルがいくつか発生するが、それを得るため

に、 calendar cellという規則を使っている。calendar cell

は実際には日が存在しない年、月、週、曜日の組み合わせ

を与えたときに空白文字を返す。

質問の calendar述語の呼び出しの後に、日付を引数と

する述語を置くことにより、表のセルに表示される内容を

変えることができる。つまり、ここで定義した calendar

マクロは、カレンダの欄に日付に関係した出力を行う様々

な応用に再利用することができる。

calendar(Month, Year, Day_of_month)::

between(0,5,Week_of_month):

[’<TR>’]:[’</TR>’],

between(0,6,Day_of_week):[],

calendar_cell(Day_of_month,Month,Year,Day_of_week,

Week_of_month):

[’<TD>’,Day_of_month]:[’</TD>’].

calendar_cell(Day_of_month,Month,Year,Day_of_week,

Week_of_month):-

calendar_last_day_of_month(Last_day,Month,Year),

between(1,Last_day,Day_of_month),

calendar_match(Day_of_month,Month,Year,Day_of_week,

Week_of_month),!.

calendar_cell(’ ’,_,_,_,_).

?- Month=’Sep’:[], Year=2004:[’<table border=1>’]:

[’</table>’], calendar(Month, Year, Day).

<table border=1>

<TR>

<TD> </TD> <TD> </TD> <TD> </TD> <TD>1</TD>

<TD>2</TD> <TD>3</TD> <TD>4</TD>

</TR>

<TR>

<TD>5</TD><TD>6</TD> ...

.

.

.

4.2 メールメッセージファイルの整理

非常に多くのメールメッセージファイルが一つのディレ

クトリに保存されていたときに、ある条件で分類をして、

階層化したサブディレクトリに移動させる例を示す。

メールメッセージファイルのヘッダの Subject:、From:、

To:、Date: などの項目に対応した述語を定義し、メッセー

ジファイルの内容から事実のデータベースを生成した。こ

の生成には sed コマンドか数行の Perl スクリプトを用

いた。

述語は、第一引数がメッセージ IDのものと、そうでな

いものに大きく分けることができる。第一引数がメッセー

ジ IDの述語は、ほとんどが引数が 2個である。たとえば、

subjectの引数は、メッセージ IDと表題である。ただし、

dateは例外で、引数はメッセージ ID,曜日,日,月,年,時,

分,秒,時差 の 9個である。第一引数がメッセージ IDで

ない述語には、From:と To:に現れるメールアドレスを登

録した addressがある。

2004年 4月の 10日から 20日までのメールの表題を 1

日ごとに分けて表示するには、以下のような質問を行う

とよい。

?- between(10,20,Day):[Day,’\n’],

date(Id,_,Day,’Apr’,2004,_,_,_,_):[],

subject(Id,S):[’\t’,S,’\n’].

始点書式リストと終点書式リストに mkdir、cdなどの

UNIXコマンドを入れ、出力を UNIXのシェルに与える

ことで、ファイルシステム上にディレクトリ木を構築す

ることができる。以下の例は、2004年の各月に対応した

サブディレクトリと、その下に送り主ごとのサブディレ

クトリを作成し、メッセージファイルのシンボリックファ

イルを置く。該当するメッセージファイルを持たないディ

レクトリは作成されない。

message_distributer(Year)::between(1,12,M):[],

calendar_month_atom(M,Month):

[’mkdir ’, Month, ’; cd ’, Month, ’\n’]:

[’cd .. \n’],

address(A):[’\t mkdir ’, A, ’; cd ’, A, ’\n’]:

[’\t cd .. \n’],

date(M_id,_,_,Month,Year,_,_,_,_):[],

from(M_id, A):

[’\t \t ln -s ~/Mail/inbox/’, M_id, ’ . \n’].

?- message_distributer(2004).

mkdir Jan; cd Jan

mkdir taro@naist.ac.jp; cd taro@naist.ac.jp
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ln -s ~/Mail/inbox/111 .

cd ..

mkdir hanako@naist.ac.jp; cd hanako@naist.ac.jp

ln -s ~/Mail/inbox/222 .

ln -s ~/Mail/inbox/333 .

cd ..

cd ..

mkdir Feb; cd Feb

.

.

.

4.3 レストランガイドの作成

http://gourmet.yahoo.co.jp/ はWWW上のオンライン

のレストランガイドである。このサイトにはレストランご

とのHTMLファイルが置かれている。HTMLファイルに

は、カテゴリ、所在地、住所、電話番号、最寄り駅、営業

時間、主なメニューなどの項目が含まれている。それぞれ

に category、 location、 address、 tel、 station、 open、

menuなどの述語を定義した。すべての述語は 2個の引数

を持ち、第 1引数はレストランの名前、第 2引数は属性

値である。そのほかに区と街を関係付ける ward town も

定義した。以下の要求を満たすレストランのガイドを作

成するための質問について考える。

1. 属性による分類を指定する。

ある区を指定して、その区内の街ごとにレストラン

を表にまとめる。

2. 出力するフォーマットを指定する。

レストラン名、住所、メニュー (箇条書き)を出力する。

3. 選択する条件を指定する。

イタリア料理またはフランス料理のレストランだけ

を選ぶ。

まず、最初の要求は、 ward town と sort by town マク

ロにより実現する。sort by townマクロでは、街に対応し

た行を作成し、その中にレストランを格納する入れ子の

表を格納している。

次のフォーマットの要求は pageマクロで実現する。page

マクロの引数には具体的なレストランの名前がバインド

され呼び出される。pageマクロの最初の trueはレストラ

ンの名前を出力する目的のためにあり、次の addressでそ

のレストランの住所を得て、brタグを加えて出力してい

る。その次の trueはメニューの項目を箇条書きにするた

めの ulタグを出力するためのものである。最後の menu

の行でメニュー項目に liタグを付加して出力する。一つ

のレストランに複数のメニュー項目があれば、一度に呼び

出しに対し、 menuはその数だけ再試行され、メニュー

項目の出力が繰り返される。このケースでは、pageマク

ロの最初の trueから始まる行と addressから始まる行の

末尾のセミコロンはカンマに置き換えても動作は変わら

ない。

最後のレストランを探す条件は、質問の中間に置かれ

た(category(R,’イタリア料理’):[];category(R,’フ

ランス料理’):[])により与えられている。これによりカ

テゴリがイタリア料理かフランス料理のレストランだけ

が出力される。この論理式は OR演算子を含むが、すで

に Rにレストラン名がバインドされて呼び出されるため、

枝分かれは発生しない。

結局、出力される HTMLファイルは、街の行が格納さ

れた一つの表である。街の行はレストランの行を含む。レ

ストランの行は、レストランの名前、住所、メニューのリ

ストを含む。

この質問から生成される文書木とブラウザでの表示を

図 9と図 10に示す。

sort_by_town(T,R)::

true:[’<tr><td>’,T,’</td><td><table border=1>’]

:[’</table></td></tr>’],

location(R,T):[’<tr><td>’]:[’</td></tr>’].

page(R)::

true:[R,’<br>’],

(address(R,Adr):[’ 住所:’, Adr, ’<br>’];

true:[’ メニュー:<ul>’]:[’</ul>’],

menu(R,Menu):[’<li>’, Menu, ’</li>’]).

?- true:[’<table border=1>’]:[’</table>’],

ward_town(’ 中央区’,T):[],

sort_by_town(T,R),

(category(R,’ イタリア料理’):[];

category(R,’ フランス料理’):[]),

page(R).

<table border=1>

<tr><td>まちの名前<td><table border=1>

<tr><td>レストランの名前<br>

そのレストランの住所<br>

メニュー

<ol>

<li>メニューの項目</li>

</ol>

<br>

</td></tr>

</table></td></tr>

</table>

5 おわりに

本発表では、構造化文書を独立した小さな要素に分解

し Prologの事実で表現してデータベース化し、それに対

し Prologの質問を行うことで文書を再構成する方法を提

案した。Prologの質問から文書の木を構成する基本的な

メカニズムとして、述語とノード、AND演算子と階層化、
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true

ward_town(Chuuo-ku, Namba)

location(

grilled lamb)

Comparone, Pharamond,) location( )

address(Comparone, ’Namba 1-chome 2-ban’ )

Namba Namba

address(

category( Comparone, Italian) category( Pharamond, French)

ward_town(Chuuo-ku, Shinsaibashi)

menu(
menu(

Comparone, 
Pharamond, grilled beaf)

true true

spaghetti with clams)menu( Comparone, 

grilled beaf)menu( Comparone, 
escargot)menu(Pharamond, 

Pharamond, ’Namba 3-chome 4-ban’ )

図 9: レストランガイドブックの文書木構造

図 10: レストランガイドブックのスクリーンショット

OR演算子と枝分かれの対応について述べ、実用的なツー

ルにするために、書式付き出力とマクロ定義の機能につい

ても述べた。さらに、実際の Prolog処理系を使って具体

的な例題を試し、提案した方法により非常に簡潔な入力

で多様で複雑な文書構造が生成可能であることを示した。

ここで提案した手法は、直接的にはセマンティックウェ

ブを参考にしていない。しかしながら、セマンティック

ウェブ研究でのさまざまな概念・思想と共通する部分があ

ると思われる。セマンティックウェブとの関連性について

明らかにしていくことが今後の課題である。
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