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複数の学会支援サービス群からのパーソナルネットワークの抽出及び視覚化 Extraction and Visualization of Personal Network from JSAI2004 Support Systems 
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School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology ユビキタスコンピューティングやコンテキストアウェア技術の研究とともに展示会場においてユーザの閲覧や探索などを支援するためのシステムが提案されている．このようなシステムにおける個々のサービスは，それぞれ独立的に存在しており，保持しているコンテンツやログデータの形式が不揃いな場合がある．本稿では，このようなサービス群のデータを統合して，人間を主体としたデータであるパーソナルネットワークのデータとして抽出するための方法を述べる．また，この方法を学会支援システムでのサービス群に適用した例を紹介する．本方法によって出力されたパーソナルネットワークのデータは，情報視覚化技術をもちいた人間関係のブラウジングやソーシャルネットワーキングサービスなどへの応用が期待できる．本稿では，このうち情報視覚化技術に応用した例について紹介する．  
1. はじめに 美術館や博物館，学会等を始めとする人々が参集して目的のコンテンツを閲覧・鑑賞・聴講する場（以下，展示会場と呼ぶ）において，ユーザの行動をサポートする研究[Sumi 02][西村 

03][楠 03]がおこなわれている．ここでのサポートは，地図のように万人に対して画一的に提供される公共的なものと，「その地図上での貴方の位置」といったユーザに個人化された情報をユーザの状況に応じて提供する，コンテキストアウェアの概念にそったものに大別することができる[角 00]．本稿では，前者を公共的サービス，後者を個人化サービスと呼ぶことにする．どちらのタイプのサポートにせよ，展示会場におけるユーザの行動をサポートするサービスは，すでに多種多様なものが提案されており[角 01][坂本 01]，今後も様々な試みがなされていくものと予想できる． 一方で，人の プロフ ァイル と 人々の関 係を明 示化 して
KnowWho[井形 04]などの人物検索サービスに利用するソーシャルネットワークサービスが脚光を浴び始めており，いくつかの試験的サービス[orkut][gree][mixi]が公開されている．この人物情報と関係を共有する考え方は，Semantic Web としても位置付けられようとしており， W3C において FOAF(Friend of a 

Friend) と 名 付 け ら れ た フ ォ ー マ ッ ト が 提 案 さ れ て い る ．
RSS[RSS1.0]等の他の Semantic Web における中心的フォーマットに対して FOAF がもつ大きな特徴は，コンテンツにとって都合がよいように管理主体で設計されたデータではなく，人間を主体としたデータとして設計されている点にある． 本稿では，展示会場においてユーザの行動を支援する各種サービスのデータをオントロジーを用いて人間中心のデータとして統合するシステムを提案し，そのシステムを実際に学会において運用されたサービスに適用した例を紹介する．一般的に，

展示会場での行動支援サービスにおけるコンテンツやログデータのうち，公共的サービスに関するものは管理主体のデータであり，個人化サービスは人間中心のデータを扱うことが多い．このような様々な観点から作成されている複数のデータは語彙やフォーマットが異なっているため，すべてを画一的に統合する処理は複雑になる．なぜならば，独立なサービスにおいて設計されたデータ群を画一化するためには，あるサービスにおける値とラベルが他のサービスにおけるどの値の範囲やラベルに対応するのかをプロセッサが知らなければならないからである．また，データ同士の統合が完成した後には，統合結果が最終的に出力するフォーマットの何に対応するのかも判別しなくてはならない．本システムでは，このような知識をオントロジーとして用意することによって，両タイプのサービスにおけるデータの統合を図る．このような様々なデータを統合することは，全体のデータとしてみた場合に潜在する個人のプロファイルや人間関係，つまりパーソナルネットワークの顕在化に繋がり，それをフォーマット化した出力は，コミュニティ支援研究の基盤データとしての活用が期待できる． 提案するアーキテクチャは，一般的な展示会場支援サービスに対応可能なように設計した．本稿では，このうち特に学会支援システムに対して適応した例をもとに説明をおこなっていく．また，このパーソナルネットワークを FOAF を用いて表現し，現在における FOAF データの最も広く利用されている形態である視覚化ツールに応用した例も挙げる． 
2. パーソナルネットワーク抽出システム 

2.1 前提 本システムは抽出元のサービスが以下の３点を満たすことを前提とする． A. 少なくともサービスのうちの一つは人物のアクティビティやプロファイルを記録していること B. サービス全体において人間情報とその他の情報間に，あらかじめ対応付けがなされていること 連絡先：田中 郁, ATR 知能ロボティクス研究所,    〒619-0288 京都府 「けいはんな学研都市」 光台 2-2-2,    TEL: +81-774-95-1401, FAX: +81-774-95-1408,    e-mail: tanaka-k@atr.jp 
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C. 各サービスは，本システムに対するインタフェースを有するか，もしくはデータがファイルとして出力すること である． A は，本システムはパーソナルネットワークの抽出を目的としているので，どこかに人物に対する情報を必要としているという意味である．B は，その情報が何らかの方法で他の情報と紐付け可能であるということである．また，本システムは，各サービスに対して何らかの方法でアクセスしなければならないが，内部処理として RDF の URIベースの概念ですべての情報を管理するので，URI としてアクセス可能なインタフェースもしくはローカルファイルが用意されている必要がある．  
2.2 設計方針 本システムの設計は，複数のサービスの情報を統合するという目的により，新たなサービスの追加にも柔軟に対応できることを目標とした．図１に全体の処理の流れを示す． まず，最終的に出力される概念体系を考える．単純に，この概念体系に対して，個々のサービスがもつデータをマッピングできれば目標は達成される．そのために目標となる概念体系を記述したヒューマンモデルオントロジーと個々のサービスの概念体系を記述したサービスオントロジーというファイルを用意する．さらに，これらの概念体系の変換をおこなうためのマッピングオントロジーというファイルも用意し，処理系はこれらのオントロジーを元にパーソナルネットワークのデータを作成する．新規サービスが追加されたときには，そのサービス用のサービスオントロジーの作成とマッピングオントロジーのアップデートをおこなうだけでデータ統合が可能である． 一般的に，このようなデータ統合，とりわけ後から追加データが起きる可能性がある環境では，全体的に整合性がとれたデータ保持の設計が難しい．これに対して，本システムでは，全体がマッピングオントロジーによって一元管理されているため，扱いが容易である． 
2.3 サービスからのデータ取得と一次的変換 本システムにおける，サービスから源泉データを取得して，RDF まで変換する取得プロセスまでについて説明する． まず，サービスから取得するデータのフォーマットを一元化するために，単純に XMLへの変換を行う．この XMLは単純なテーブル型のデータ構造しか持っていないため，意味構造の変

換プロセスにおいては一時的なファイルとして用いる．例えば，サービスからのデータセットが，図２のようになっているとする．この変換プロセスでは，これを図３のように値名と値のセットとして単純に XML化する． サービスが直接 XMLを出力するインタフェースを持っていない場合は，XML として出力するスクリプトを用意する．この XMLを図 3で示すような RDF にするために，XSLT を用意する．XSLT は，XMLの外側を RDF Descriptionによってくるむ処理が記述されており，リソースとして XMLの URI を指定する．このとき，各値名にサービス固有の名前を付記したものをプロパティ名とする．例えば，図３において name だった値名は，図４ではサービスの固有名 sxがついてプロパティ名となっている． RDF の XML名前空間は，図４の（xmlns:sx="http://test.jp/ns/"）のようにサービスごとに独自の名前空間を指定する．また，サービスのスキーマを記述したオントロジーをサービス毎に一つ用意する．これをサービスオントロジーと呼ぶ．このサービスオントロジーは，抽出されたデータ値を目標とする FOAF の持つ意味体系へと写像するためのルールとなり，サービスから作成されたRDF の記述に用いた独自のクラスとプロパティ名を定義しておく．この RDF をサービス RDF と呼ぶ． 
2.4 変換と統合 本節では変換と統合を行うプロセスについて説明する．変換処理のイメージを図５ に示す． サービスから得られたサービス RDF を人物中心の意味構造へと変換するために「人物」クラスをツリーの頂点とする意味モデルを設計する．図５ 左上部の木構造が，人物クラスを中心とした抽象モデルである．頂点に位置するクラスは人物をメンバとし，その下層に 2 種類の無名クラスを持つ構造としている． 無名クラスには，メンバが子オブジェクトを持たないもの（図のOBJECT 1）と，さらに下位属性を持つもの（OBJECT 2）の 2種

<name>田中 郁</name> 

<gender>男</gender> 図 3 XMLへ変換結果 
name＝”田中 郁” 

gender＝”男”  図２サービスから取得される元データ 
<rdf:RDF （中略） 

  xmlns:sx="http://test.jp/ns/"> 

 <rdf:Description rdf:about="//test.jp/xml/test.xml"> 

  <sx:name>田中 郁</sx:name> 

  < sx:gender>男</sx:gender> 図 4 RDFへの変換結果 

図 1 システム概要 
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類がある．この人物モデルは，FOAF を汎化した場合と同様の構造を持つ． サービス RDF に対しての基本的な処理は，サービスオントロジーとヒューマンモデルオントロジーに記述された語彙の関係付けによるマッピング処理である．マッピングの際にクラスの上位階層をたどることで目的の人間モデルへと意味構造を近似する処理と，人物以外から人物に対する関係付けプロパティの逆関係（owl:inverseOf に相当）を用いて，人主体のデータモデルへと変換する処理からなる．ヒューマンモデルオントロジーによる変換作業には細かく分けて次の記述が要求される． i. 意味構造を変換したサービス RDF 内の人物クラスをさらに分離するための記述．例えば掲示板システムの発言ログを例にとると「発言者」以下に含まれる人物クラスを「第一発言者」「返信者」と個別に分割する場合に，これらのクラスは上位クラスを辿って，人物モデルの示す意味構造へと転換される．  ii. 人物クラスから見た，親クラスへの関係を記述したオントロジー．例えば掲示板において「発言者である」と関係付けられたクラス間（「発言」クラスから「発言者」クラス）の関係を逆向きに定義するものである．従って，サービスに基づいて作成する必要が生じる．  これらのルールはマッピングオントロジーに記述され，変換プログラムによる，サービス RDF の意味構造の変換処理時に参照される． この結果を基に，FOAF の語彙を用いた出力を行う． 以上は，サービスのクラスとプロパティが生成対象となるFOAF に直接利用できる場合の処理である．しかし，サービスから得られる値がそのまま最終結果として利用できることは稀である． 例えば，単位のように表記方法の違いから内容が重複する種類の問題がある．サービス A は時間として UNIX Time の形式を出力するとする．しかし，FOAF の時間表記は W3CDTF なためそのままは利用できない．このような問題に対しては，ヒューマンモデルオントロジーに記述された，単位を示す特定のクラス（この場合は「時刻」とそのサブクラス）を処理する際に，プログラム側で Eval式を用いて対処する．  

また，サービス B は人物の名前としてフルネームを返すとする．しかし，FOAF では，姓と名を分けて記述したい場合なども問題である．このような場合，フルネームから姓と名を分割してXML として出力するだけの簡単な CGI，いわば仮想サービスのようなものを設置することで対処できる．この場合の仮想サービスは値の変換機として機能する． この仮想サービスは，複数のサービスから取得されるデータを統合して，ひとつの値を作成する処理を行う場合にも活用できる．例えば，サービス A から提供される日付情報とサービス Bから提供されるイベント ID をつき合わせて，条件にあったイベント ID だけを FOAF に記述したいといった場合には，仮想サービスがその条件判断をして，結果を XML として戻すことで対処可能である． 
3. JSAI2004における運用 

3.1 サービスの背景 学会は自分の研究成果を発表する場所であるとともに，近い興味を持つ研究者同士の交流を促すものとして機能している．そのような活動を支援する目的で JSAI2004 においても複数のサービスからなる統合支援システムによって参加者支援を行っている． JSAI2004 統合支援システムのうち，スケジューリング支援システム[濱崎 04]と人間関係ネットワークシステム[松尾 04]は，それぞれパーソナルネットワークを提示する．スケジューリング支援システムにおいては参加者間の「知っている」，「興味がある」という関係を表現し，人間関係ネットワークシステムにおいては「研究者としての協同関係」を，「共著」「研究室」「プロジェクト」「発表」という 4つの属性を用いて表現している． 本システムではこの 2 つの異なるパーソナルネットワークから得られる情報を統合して，特定の人物自体の詳細な情報と，他者との多様な結びつきを同時に表現しうるパーソナルネットワークを抽出した．参加者は，特定の人物の学会への参加形態をもとに，関係のある人物を通じた研究者コミュニティの把握を行うことができる．  パーソナルネットワークを出力する形式に FOAF を用いることで，RDF に由来する一般的な語彙による汎用性と，拡張語彙による高い記述力を実現可能とした．これにより，人物情報と人脈を同時に表現できると共に，ウェブを介した様々なサービスの共通基盤としての利用が見込まれる． 

3.2 FOAF の抽出 JSAI2004 大会支援統合サービスを構成する各々のシステムでは，大会参加者の氏名や発表論文などの基本的な情報を一元的な ID を付与して管理・使用している．一元的な ID を用いることで，両システムから人物情報に基づいてお互いのサービスを呼び出すことができる．しかし，それぞれのサービスで独自に提供する人物関係や発表チェックなどの各種情報に関しては独立しており，ユーザに提示されるパーソナルネットワークは，それぞれ独立している． スケジューリング支援システムは，参加者は任意の人物に対して「知っている」という関係（know リンク）をシステムに登録する．それにより，人物同士を繋ぐ双方向のパスが表現される．また，発表原稿（予稿）をキーとして，人物がある発表に対して「興味を持っている」という関係（check リンク）を表現しており，これらの know リンクと共著関係の記述によって人物関係が表現されている．一方，人間関係ネットワークシステムにおいては，研究者氏名の共起度に基づいて検索エンジンよりエッジラベル[松

図 5 クラスマッピングのイメージ 
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尾 04]を抽出し，研究者コミュニティにおける関係（共著，研究室，プロジェクト，発表）をラベルとした研究者ネットワークを構築している． 上記 2 つのシステムから提供される人物情報を基に，大会参加者の参加形態と多義的な関係を FOAF メタデータへ記述し，FOAF によるパーソナルネットワークの構築を行った．次に各ネットワークからの関係情報抽出と FOAF への変換手順について述べる． スケジューリング支援システムが提示する人脈は，発表論文と人物をノードとし，know リンク関係，check リンク関係，及び共著関係というパスから構成されている．同様に，人間関係ネットワーク支援システムは人物をノードとし，共著，研究室，プロジェクト，発表，という関係をそれぞれラベルとして構築されている． 一方で，FOAF によって表現されるのは，人物をノードとして，その人物の属性と知人関係を RDF の三つ組みを用いて記述したネットワークである．そのため，上記 2 つのシステムが表現する関係と要素を RDF の各三つ組みへと変換する処理が必要となる． 

上記 2 つのシステムの要素のうち，主語あるいは目的語ノードとして記述するものは，人物と発表論文である．人物については，統合システムで扱う人物 ID をシステム内部での識別に用いるが，RDF の 3 項記述に則ると，人物 ID から得られるメールアドレス(foaf:mbox ないし mbox_sha1sum)を主語とする必要がある． 発表論文に関しては同様の発表 ID が用意されており，予稿PDF ファイルにも同じ IDが割り当てられているため，予稿ファイルを直接，リソースとして記述した． 一方で，リソース同士の関係を示すラベルに関しては，knowリンク，check リンク，スケジューリング支援システムに基づいた共著関係，及び，人間関係ネットワーク支援システムから抽出される共著，研究室，プロジェクト，発表関係の，計 7 種類がある． この多様な関係を FOAF で表現するための方策として，FOAF で規定された語彙へのマッチングと，追加語彙による拡張を行った．スケジューリング支援システムにおける check リンクは，主語ノードから対象となる発表リソースないし人物リソースに向かってのアークである．したがって，FOAF で興味のあるリソースを記述するための語彙である foaf:interest と同義の 3 項関係を表現しうる．同様に，know リンクは主語ノードから対象となる人物リソースへのアークであることから，foaf:knows と同義とする． 人間関係ネットワークシステム由来の 4 関係（共著，研究室，プロジェクト，発表）については，foaf:knows の内容記述を行うために，foaf:knows のサブプロパティとした独自語彙を用いて記述した．そのため本システム以外でこの FOAF メタデータを用いる場合でも knows 関係として解釈可能である．後述するビューアでは，こうして記述された拡張 knows と，人物そのものの属性（学会への参加形態）記述と合わせて，ある参加形態の人物から見た別の人物との関係を表現している． システム間の抽出手順としては，スケジューリング支援システムと人間関係ネットワーク支援システムの両サービス上に用意された CGI を通じて人物情報と人物関係のデータをそれぞれ取得し，本システムを設置したサーバー上で，Perl スクリプトを用いて FOAF 形式のファイルを生成している． 
3.3 パーソナルネットワークの視覚化：FOAF の利用例 出力された FOAF は，人物関係のブラウジングやソーシャルネットサービスなどへの応用が考えられるが，今回の運用では漫画表現を用いた個人化情報と人間関係のブラウジングをおこなうためのツールである ComicSummary[坂本 04]のデータソースとして利用することにした．ComicSummary は，RDF を入力として，スタイルシートのように漫画表現を設定することができる，いわば RDF の再表現ツールである．また，漫画中にでてくるキャラクタをリンクアンカとして他の漫画へリンクを設定することができる．よって，あるユーザの FOAF をそのユーザのプロファイルを示す漫画として表現することができる．また，その漫画中に出現する他ユーザのキャラクタから，その他ユーザのプロファイルを表現した漫画への読み進み，つまりブラウジングしていくことができる．図６に実際に漫画表現された FOAF のスクリーンショットを示す．このツールは，システム運用期間中と運用期間後の２０日間に，のべ５９人に利用された． 
4. おわりに 本稿では，展示会場支援サービスが複数存在するような状況において，それらが保持するデータ群を，人間を主体としたパーソナルネットワークのデータとして統合する方法の提案と，実際に学会支援サービスに適用した運用例を紹介した．ここで最図 6  FOAFを視覚化ツールに適応した例 
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終的に出力されるデータ形式は FOAF を拡張したものであったが，その出力の活用例として FOAF の視覚化ツールの源泉とした場合を示した．本研究は，一般的な展示会場支援サービスに適用可能なように設計したつもりであるが，実際に JSAI2004 の支援サービス以外の場面に適用したことはないので，実際に汎用性があるかどうかは疑わしい．また，今回の JSAI2004 の支援サービスではリアルタイムに変化していくデータがなかったので，そのような刻々と変化していくサービスへ応用した場合の問題点なども不明である．今後は様々なシステムのデータ統合をおこなっていき，汎用性の実証と問題点の洗い出しを進めていきたい．  謝辞  本研究を行うにあたっては，産業技術総合研究所サイバーアシスト研究センターの松尾豊博士，ならびに総合研究大学院大学の濱崎雅弘氏によるデータ提供が不可欠でした．本研究の機会を下さったことと併せ，ここに深く御礼申し上げます．また，この研究の機会を与えて頂いた ATR知能ロボティクス研究所，ならびに萩田紀博所長に感謝する．本研究は情報通信研究機構の委託研究により実施した．  参考文献 
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