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オントロジーの構築には，再利用性を考慮して，適切に対象を認識し，表現する能力（オントロジーリテラシー）が必要で 

あるが，その獲得は容易ではない．我々は，このことがオントロジー構築を難しくしている原因の一つとあると考えている．そ 

こで必要となるオントロジーリテラシーを軽減するために，対象認識の観点を概念化した“概念化アスペクト”とその利用指 

針をオーサに提供することを提案する．概念化アスペクトは，オーサの対象認識と，その表現行為に対する手掛かりとして 

機能するため，オントロジー構築を進められるようになることが期待できる． 

1.  はじめに 

近年，知識共有の切り札としてオントロジーの重要性が認識 

され，セマンティック Webのような応用プラットフォームの姿が見 

えてきたこともあり，様々なオントロジーの構築とその利用が始ま 

ってきている．そうした流れから，筆者の周囲でも実際にオントロ 

ジーを構築しようという活動を見かけるが，すぐに行き詰まってし 

まい難しいという．そこで何が難しいのか聞いてみると，基本概 

念やロール概念といったオントロジーの考え方は分かるが，今， 

目の前にある問題をオントロジー化するにあたって，何をどう概 

念化すればいいのか分からないという．オントロジー構築経験 

の長い筆者らにとってはあまり苦とは思わないことが，どうも普通 

ではなく，経験に裏打ちされたオントロジー構築特有の能力が 

必要なのではないかと考えるようになった．そこで，オントロジー 

構築で必要な能力とは，どんなものかをあらためて考え直して 

みることにした． 

溝口[溝口  05]は，オントロジー構築について，『知識を構成 

する基本概念に立ち戻って，知識の元になる対象世界を客観 

的な存在として考察することによってそのような知識を構成する 

基本概念を同定する．そして知識の抽象度に応じた階層性，知 

識の分解可能性，そしてコンテキスト（特にタスク）依存概念の 

同定と除去などを注意深く考察することによって，物事や対象 

の成り立ちを基本から検討し，共有・再利用可能な知識を見出 

す糸口を与える．』と述べている．他の構築方法論でも，多少の 

表現の違いはあるにせよ，ほぼ同様の言及がなされていること 

からも分かるとおり，オントロジー構築の本質を表現したものと言 

える． 

しかしながら，オントロジー構築の本質を表現すると同時に， 

一方で，その難しさについても暗に示してもいる．「・・・対象世 

界を客観的な存在として考察・・・」，「物事や対象の成り立ちを 

基本から検討」といった行為は，決して簡単なものではなく，知 

識の再利用性を考慮して，対象を認識し，その認識をオントロジ 

ーとして適切に表現する能力が求められる．我々は，この能力 

のことをオントロジーリテラシーと呼ぶことにする．オントロジーリ 

テラシーは，数多くのオントロジー構築経験を積み重ねることを 

通して養われるものであり，一朝一夕で身につくものではない． 

このことが，オントロジー構築の敷居を高めている原因の一つで 

あると言えるであろう． 

そこで我々は，オントロジーリテラシーを持たないオーサがオ 

ントロジー構築できるようにすることを目標とした構築支援はどう 

あればよいのかについて検討を進めた結果，対象認識の観点 

を表す概念化アスペクト（CA）を用いた支援が有効そうであると 

いう感触を得た． 

本稿では，その考察を元に  CA を手掛かりとしたオントロジー 

構築プロセスを提案する． 

2.  オントロジー構築の課題 

2.1  オントロジー構築プロセスの一般形 

我々は，オントロジーリテラシーを原因とするオントロジー構 

築の敷居を下げるために，オントロジー構築プロセスの中でオ 

ントロジーリテラシーを要求する作業は何か？要求しない作業 

は何か？要求する作業についてはどのような支援が考えられる 

のかという視点で，既存のオントロジー構築方法論の分析を進 

めた．その結果得られた一般的なオントロジー構築プロセスの 

一般形を図  1に示す．あらゆる構築方法論がこれらの要素を含 

んでいるというわけではないが，おおよその目安となるものであ 

る． 
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図 1オントロジー構築プロセスの一般形 

①直感的理解の表出 

まずはオントロジー構築対象世界について領域専門家が，そ 

の直感的な理解内容を構造化して表出するプロセスである．こ 

の段階ではオントロジーとして妥当かどうかは問われないため， 

オントロジーリテラシーは要求されない． 
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②直感的表現の分析 

次にこの直感的表現がどういうものであるのかについて分析 

を行う．たとえば表出させた概念が，状況に依存するかどうかや 

インスタンスを持ち得るものかなどの分析が行われる．この段階 

では，高度なオントロジーリテラシーが要求される． 

③オントロジーの形式化 

次に分析に基づいて直感的表現について曖昧な表現や，誤 

っているところなどの修正が行われる．このプロセスは前のプロ 

セスの分析結果に基づいて行う作業であり，それほど高度なリ 

テラシーは必要とされない．実際，方法論によっては，記述論 

理などの推論によって支援される場合もある． 

2.2  従来研究の特徴 

次に図  1のオントロジー構築支援の一般形をベースに，従来 

のオントロジー研究がどのような構築支援を行っているのかを整 

理する． 

(1)  GuarinoとWeltyのアプローチ 
Guarinoと Weltyの OntoClean[Welty  01],[Guarino  04]は，直 

感的理解表現を形式オントロジーとして正規化する方法論であ 

り，図 1の②と③の支援を行っている． 

図 2 OntoClean方法論で正規化されたオントロジー 

（[Guarino 04]より） 
OntoClean方法論の手順概要を以下に示す． 

１） まず正規化前のオントロジーに対して，まずそれぞれの 

概念について概念タイプを表すメタプロパティを判定す 

る． 

２） 次にメタプロパティ間の制約が定義されているので，そ 

の制約に従って DL推論による一貫性検証を行う． 

３） 発見された矛盾点を修正し，矛盾が生じなくなるまで繰 

り返すというものである． 

メタプロパティは，哲学的な分析に従って検討されたものであ 

り，注目する概念のインスタンスである個体が，そのライフサイク 

ルで常にインスタンスかどうかを表す  Rigidity，同一性条件を保 

持・供給するかどうかを表す  Identity,注目概念の部分のあり方 

に関する  Unity,他の概念への依存性を示す  Dependency から 

なる． 

しかしながら概念のメタプロパティを判定するには，客観的な 

観点から，様々な状況を想定して考察する能力が要求され，こ 

の能力の習得は容易ではない． 

(2)  溝口らのアプローチ 

阪大の溝口ら[溝口  05][砂川  05]のアプローチでは，知識表 

現に特徴がある．そのアプローチで提供される状況依存性の分 

析に基づく知識表現（スキーマ）と適用指針を用いて，対象をど 

のように認知するべきなのか，認知結果をどのように表現するの 

かについて包括的な指針を与えており，①から③までのプロセ 

スを一度に，支援するものとなっている． 

図 3溝口の対象認知モデル 

彼らのアプローチによるオントロジー構築では，図 3のようなロ 

ール概念と基本概念という状況に依存する概念と依存しない概 

念を明示的に書き分ける対象認知モデルに基づいて構築を進 

める．その認知モデルはオントロジーエディタ法造[古崎  02]に 

実装されており，考え方を理解していれば，自然にオントロジー 

構築を進められるようになっている．何を状況依存性概念にす 

るかについて方針が明確な場合は，その表現自体が強力な構 

築支援機能として機能する． 

しかしながら，考え方を理解していなかったり，オーサの状況 

依存性考慮に関する方針が未定であるような場合や，構築を進 

めることは難しい． 

(3)  A. Rectorらのアプローチ 
Manchester 大の Rector[Rector  02]らは，OWLオントロジーを 

対象に，直感的な理解表現から一様な性質を持つ概念モジュ 

ールを抽出し，その概念モジュールを記述論理による推論で， 

合成することによって概念定義を行う方法論を提案している． 

図 4 Rector の Normalization（[Rector 02]より） 

彼らの方法論は，主に②と③を対象としたもので，複雑に絡 

み合った直感的理解表現を解きほぐすというイメージから 
Untangling と呼ばれる手法で概念モジュールを抽出し，抽出さ 

れた概念モジュールを合成することによって概念定義を行う． 
Untangling では，SelfStanding と Partitioning と呼ばれる，自立 

概念と形容概念に対応する概念にわけ，それぞれどのように論 

理式を記述しておけば，後の概念合成がオーサの意図した通り 

になされるか，また検証できるかということが彼らの経験則に従 

って構築されており，記述論理による推論を生かした非常に強
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力なものである．その考え方の一部が ProtégéOWL[Rector  04] 
に実装されている． 

し か し な が ら ， Untangling  に お け る  SelfStanding  と 
Partitioning にどう分ければいいのかについては，十分に納得 

できる指針があるわけではなく，オーサに対象認知能力を要求 

する． 

2.3  概念タイプ 

従来のオントロジー構築研究の調査から分かってきたことは， 

概念タイプが，それぞれの方法論において重要な位置を占め 

ているということである． 

ここでいう概念タイプとは Guarinoのメタプロパティ，溝口の基 

本概念，ロール概念，ロールホルダー，  Rector の SelfStanding 
と  Partitioning などの概念の型を総称したものであり，いずれの 

研究においても概念タイプが概念の意味や相違を明示的に表 

現したり，構築支援したりするための基盤となっている． 

方法論によって違いはあるものの，概念タイプは，概念を客 

観的に捉えられるようにするために，状況依存性，他概念への 

依存性，アイデンティティの所在，全体部分性などについて哲 

学的な深い議論がされてきた成果である．そのため概念がどの 

ような概念タイプなのかが明示されていることは，オントロジーが 

客観性を保ち，合意できるための情報が与えられていると言え， 

逆に概念タイプ分析されていないオントロジーは，その客観的 

に合意する基準を持たず，極論すれば，構築したオーサの独り 

よがりな体系に過ぎないとみなされかねない．このように概念タ 

イプは，オントロジーがオントロジーらしいものである品質保証 

基準を与える重要な役割を担っていると言える． 

一方，概念タイプを判定するという表現行為は，概念タイプ自 

体が哲学的な認知を表象したものである故に，高度なオントロ 

ジーリテラシーが必要とされ，簡単にできるものであるとは決し 

て言えない． 

我々は，従来研究が，オントロジー的に高度な概念タイプ分 

析されているという表現結果に，それとは本来別物である，対象 

世界を客観的に表現するという表現行為を区別して扱わないこ 

とで無用にオントロジー構築の難易度を上げ，その敷居を高め 

ているのではないかと考え，オントロジーリテラシーを極力要求 

しないようなオントロジー構築について検討した． 

2.4  本稿の構成 

本稿では，我々が提案するオントロジー構築支援の考え方と 

その概要を説明していく．次章では，オントロジー構築の手掛か 

りの要件とオントロジー構築支援の考え方を示すために，まず 

その表現基盤の基礎となる表現理論について説明することが必 

要である．そこで  3,  4 節では，概念化アスペクトを中心とした表 

現理論の概要と構築支援に必要となる知識について説明する． 

なお本稿では，構築プロセスを中心に述べ，表現理論の詳細 

について別稿に譲ることにする．5,  6 節では我々の提案するオ 

ントロジー構築プロセスとその構築例について説明する．7 節で 

は，その結果を踏まえて，CA がどのようにオントロジー構築の 

手掛かりとなっているのかについて述べ，最後に  8 節では提案 

手法のまとめと今後の課題について述べる． 

3.  概念化アスペクトに基づく概念表現モデル 

我々は，前節の分析から「オントロジー構築時に，オーサが 

直接，概念タイプ判定を行う必要があることが，構築の敷居を高 

めている原因の一つである」という仮説をたて，直接オーサが概 

念タイプ判定せずにオントロジーを構築するためにはどうすれ 

ばいいのか，別の言い方をすれば，概念タイプ判定をオーサで 

はなくシステムが行うには，どんな情報が必要で，その情報はど 

うやってオーサから引き出せばいいのかについて検討を進めた． 

3.1  オントロジー構築の手掛かり 

前節で議論したように，オントロジー構築を進めるために必要 

な情報は，直接的に情報をオーサに求めてもうまくいかないた 

め，オーサから情報をうまく引き出すための手掛かりが必要とな 

る．そこで，そうした手掛かりの要件を整理しておく． 

まずオーサから情報を引き出すのを容易にするために，（1） 

直感的理解表現をどう分析すればいいのかについて適切な視 

点を与えられるものであって，（2）リテラシーを持たないオーサ 

でも平易に理解できる内容であることが求められる．また，そうし 

た手掛かりに従ってオーサから引き出した情報が妥当であった 

のかを議論できるために，（3）オントロジー設計意図の記録とし 

て機能すること．そしてシステムによる支援に結びつけるために 

は，（4）その手掛かりは論理的な意味論に裏打ちされていること 

が望ましいと考える． 

その結果，オーサに対象認識の観点を注目概念に対して付 

与してもらい，付与された観点の制約に基づいてシステムが概 

念タイプを判定することでオントロジー構築を進めるという基本 

アイデアを得た，この基本アイデアを実現する概念表現がどん 

なものであるのかを次に説明する． 

3.2  概念表現検討の前提 

我々が，オントロジー構築支援の研究を進めるにあたって前 

提としたのは，セマンティック  Web のオントロジー記述言語 
OWLDL（以下  OWL）[Bechhofer  04]を基盤とすることである． 

これは，記述論理[兼岩  03]を背景理論に持つ表現言語である 

ことから，その概念定義の整合性検証や，包摂や同義推論によ 

る概念合成が行えるというオントロジー構築上の理由と，将来的 

にセマンティック Web コミュニティにオントロジーを公開し，活用 

できるようにするために標準規格に則っていることが望ましいと 

いうオントロジー運用上の理由からである． 

我々は，記述論理の表現力と推論に関する特徴を生かした 

概念表現モデルは，どんなものかをその継承関係を切り口に分 

析を進めた． 

なお本稿で述べる概念表現に関する言及は，オントロジー 

構築プロセスを説明するのに不都合のない程度に，感覚的な 

理解を説明する．そのため，より詳細な説明は，別稿[上田  07] 
に譲る． 

3.3  継承関係の分析 

(1)  アサート継承と導出継承 

記述論理を用いた知識表現では，２種類の継承関係を扱うこ 

とができる．ひとつは，２つの概念間に継承関係があることをオ 

ーサが明示的に定義する場合，もう一つは２つの概念の定義に 

包摂関係があることが推論することによって得られる場合である． 

ここではその区別のために，それぞれアサート継承，導出継承 

と呼ぶことにする．この２つの継承関係は，先の説明から明らか 

なように，その意味合いは異なっているのだが，筆者らの知る限 

り，記述論理における，継承関係のオントロジー的な区別に関 

する言及はなされていない．そこで我々は溝口のアプローチを 

参考にオントロジー的な解釈を与えることを試みる． 

まず導出継承は，上位概念にあたる概念の定義を包含する 

ような概念があれば，継承関係が推論によって導出されるもの 

である．このことは，下位概念の概念定義は，上位概念から継 

承されたのではなく，継承される以前から存在しているものであ 

ることを示している．つまり導出継承は，上位概念から下位概念
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への実際になにかを継承するのではなく，下位概念が上位概 

念に分類された結果を示すものであると考えるとすっきりする． 

一方，アサート継承は，オーサによって明示的に宣言されるた 

め，その継承関係は常に真である．状況や観点などに依存しな 

い継承関係を表していており，上位概念で宣言されたものを継 

承するにはアサート継承を用いる必要がある． 

(2)  継承のオントロジー的解釈 

この理解を，溝口の本質属性に当てはめたとき，本質属性は 

アイデンティティを継承するものである．それゆえ本質属性を継 

承するのはアサート継承であって，導出継承でないとするのが 

自然な解釈である．また一つの概念は複数の本質属性を同時 

に保持することができないとされているので，アサート継承の多 

重継承は許されない．一方，導出継承は，アイデンティティを継 

承しない継承となり，その場合，複数の本質属性を担うことから 

生じる多重継承の問題は原理的に生じない．そのため複数導 

出継承される概念があっても問題がない． 

図  5は，この理解を図示したものである．アサート継承された 

場合は，上位概念から本質属性が継承される．本質属性を複 

数保持する概念はないと考えられるので，アサート継承は同時 

に一つしか許されない．一方，導出継承は，上位概念に下位概 

念を分類できた結果を表すものであるので，同時に複数存在し 

ても構わない．そして，下位概念は，あらかじめ上位概念に包 

摂される概念定義を含んでいる． 
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図 5アサート継承，導出継承と本質属性 

3.4  概念化アスペクトに基づく概念表現モデル 

我々は，図  3の溝口の対象認知モデルを参考に，先ほどの 

理解を反映させて概念表現モデルを作成した（図  6）．我々の 

概念表現モデルの基本的な思想は，既存の概念定義を可能な 

限り再利用して，合成的に概念定義をできるようにすることであ 

る．この合成をうまく機能させるために本質属性を担う概念と観 

点を表す概念を明示的に分離し，合成された概念の意味が明 

確に現れるようにしている． 

以下に概念表現モデルで現れる概念タイプの定義を示す． 

(1)  概念タイプの定義 

a） 基本概念（Basic Concept：BC） 

コンテキストや観点に依存せず本質属性を保持する概念 

b） 概念化アスペクト（Conceptualizational Aspect：CA） 

対象認識の観点を表し，本質属性を保持しない概念 

b-1） ハイライト概念（Highlight Concept：HC） 

コンテキストに依存しない観点を表す CA 
b-2） ロール概念（Role Concept：RC） 

コンテキストに依存する役割を表す CA 
c） アスペクトホルダー（Aspect Holder：AH） 

CA によって与えられた観点を担い，上位の  BC（直接上 

位とは限らない）からアサート継承された本質属性を持つ 

概念 

c-1）ハイライトホルダー（Highlight Holder：HH） 
HCによって与えられた観点を担う AH 

c-2）ロールホルダー（Role Holder：RH） 
RCによって与えられた役割を担う AH 

図  6では概念化アスペクト（CA）は単なるノードとして扱われ 

ているが，その内部表現は，CA タイプ毎に観点やコンテキスト 

依存性などが論理式によって記述し分けられている．このことが 

後に示すオントロジー構築の手がかりとして効いてくる．なお内 

部表現の詳細については本稿の主題とは異なるので別稿に譲 

る． 
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図 6 CAに基づく概念表現例概念表現モデル 

(2)  概念表現例 

図  6の概念表現例を説明する．基本的に基本概念（BC）と概 

念化アスペクト（CA）を合成することによって，合成概念であるア 

スペクトホルダー（AH）が定義される．この概念表現モデルでは， 

「概念は，ただ一つの基本概念（BC）と  0 個以上の概念化アス 

ペクト（CA）を合成することによって表現できる．もしくは，そのよ 

うな表現に変形できる」という基本原則に従っている． 

まず「牡馬」は，基本概念（BC）「馬」と，「性別がオス」という観 

点を表すハイライト概念（HC）の合成によって概念化されたハイ 

ライトホルダー（HH）である．馬という概念を性別が親という観点 

を明示して特殊化したという言い方もできる．「競走馬」はロール 

概念（RC）「レース用」を担った馬でありロールホルダー（RH）と 

なる．HCと RCの違いは，ともに観点を表し，その観点を担った 

基本概念の性質を表すものであるが，HCは状況や視点が変化 

しても不変な観点であり，RCはそれらの変化によって変化しうる 

観点であるという点である．性別は性転換を許さない世界観で 

ある限り，不変であるし，「レース用」という用途に注目した観点 

は，競走馬を引退すれば担うことができなくなるような状況依存 

の観点である．これらの性質の違う観点が合成された基本概念 

は，ハイライトホルダーとロールホルダーと区別される． 

4.  概念表現モデルに基づく構築支援知識 
3節で紹介した概念表現モデルをベースに，オントロジー構 

築支援で必要となる構築支援知識を紹介する．構築支援知識 

には以下の３種類を用意している． 
• 概念タイプ間制約 
• 概念定義正規化方略 
• 概念タイプ論理表現パターン



0305 

4.1  概念タイプ間制約 
3.4節で定義した概念タイプ間にどのような制約があるのかを 

図  7に示す．この図は，上位概念（Csup），下位概念（Csub）を 

決めたときに，Csub が担う概念化アスペクトの型（CA タイプ）の 

あり得るパターンを整理したものである． 
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HC,RC RC RC 

 HC HC 
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RC：CAタイプがRCであるパターン 
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 ：存在しないパターン Csub 

Csup  CA CA 

図 7概念タイプ間制約 

この表を使えば，ある概念が担う  CA タイプを決めることで， 

上位概念，下位概念の概念タイプがある程度絞り込める．例え 

ば CAタイプが HCと分かったとき，上位概念が基本概念（BC） 

かハイライトホルダー（HH）のときは，下位概念は HH になり，上 

位概念がロールホルダー（RH）になるときは，その下位概念は 

必ず RHになるということが分かる． 

また概念タイプ間制約は，あり得ない概念階層を指摘する知 

識としても使うことができる．例えば  RH を上位概念としたとき， 

下位概念には，BC や HH がなることはできないので，この場合 

何かしら矛盾が起きていることをシステムは指摘することができ 

る． 

概念タイプ間制約のうち説明が必要と思われるパターンを以 

下に示す． 

(1)  アスペクトホルダー（AH）の上位概念 

図  6では AH は基本概念（BC）をアサート継承したものとなっ 

ていたが，BC だけではなく  AH を継承することもある．例えば 
AH「種馬」は，オスのウマを表す  AH「牡馬」と  CA「用途:繁殖」 

から合成される．より正確に言えば AH は，BC と AH のいずれ 

かの本質属性を担う概念をアサート継承したものである． 

(2)  基本概念（BC）の上位概念 
BC の上位概念は通常  BC だけである．ところがハイライトホ 

ルダー（HH）が上位概念になることもある．例えば，HH「草食動 

物」のサブ概念としての BC「ウマ」がくる場合がある．この HHは 

分類を目的とした中間概念（抽象概念）であることを示している． 

(3)  ハイライト概念（HC）を導出継承する概念 
HC を導出継承する概念は，基本的にハイライトホルダー 

（HH）であるが，その HHが，コンテキストに依存するロールホル 

ダー（RH）をアサート継承している場合は，RH となる．例えば 
RH「競走馬」が  HC「性別：メス」を担った「メスの競走馬」は  RH 
になる．これはオスとかメスに関係なく競走馬を引退した場合， 

競走馬ではなくなり例えば食用馬や繁殖牝馬になることからも 

自明である． 

4.2  概念定義正規化方略 

オーサによる直感表現をオントロジー化するに当たって，概 

念定義の明確と矛盾解消を目的として，継承関係を明示化する 

方略を用意している．もちろんこれらの方略の適用の可否は， 

オーサの確認を取るものとする． 

(1)  矛盾解消方略 
4.1節で述べた概念タイプ間制約を満たさない場合，矛盾を 

解消するように進めていくための方略である．例えば図  7で  RH 
が上位概念，BC が下位概念であることはあり得ず，矛盾となる 

ので，図 8（a）のように矛盾を起こさないように変形する． 

(2)  概念定義明示化方略 

概念定義を満たさないものの，概念定義が曖昧で将来的に， 

制約や原則を犯す可能性があるものを明示化する方略である． 

図  8（b）は，上位概念，下位概念がそれぞれハイライトホルダー 

（HH）「草食動物」，基本概念（BC）「ウマ」となった場合であり， 

この定義自体は矛盾を起こさない．しかしながら例えば今後新 

たに「陸上動物」のような HH を追加したくなった場合，「陸上動 

物」と「ウマ」の間もアサート継承になり，ウマはアサート継承を複 

数持つことになり，アサート継承を一つしか持たないという原則 

に反する．そこでそうした問題を起こさないように，導出継承を 

推論によって導出できるような表現に変形している． 
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(b) 概念定義明示化方略の実施例 

(a) 矛盾解消方略の実施例 

食性：植物 

食性：草 

図 8概念定義正規化方略の例 

4.3  概念タイプの論理表現パターン 

ここまでは，論理式を含まない形で概念表現を説明してきた． 

ところが本節の最初に述べたように，我々は，記述論理に基づ 

いた概念表現を行っている．前者を非形式化概念表現，後者を 

形式化概念表現と呼ぶとすると，非形式化概念表現の内部表 

現として，ある形式化概念表現が一意に対応する．つまり非形 

式化概念表現さえ決まれば，形式化概念表現は生成できること 

になる．形式化概念表現は，概念タイプ毎にパターン化されて 

おり，そのパターンの例を図 9に示す． 

なおアサート継承と導出継承の違いは，アサート継承された 

下位概念は上位概念名が概念定義に含まれるが，導出継承さ 

れている場合は，上位概念名は含まれず，上位概念の概念定 

義が含まれる点にある．このように論理式レベルで定義し分ける 

ことによって，アサート継承と導出継承の意味を明確に区別す 

ることができる．
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図 9論理表現パターンの例 

5.  CAに基づくオントロジー構築プロセス 

5.1  構築プロセスの概要 

提案する構築プロセスは，図  1で述べたオントロジー構築プ 

ロセスの一般形を拡張して，isa 階層によって構成される対象 

に対する直感的理解を土台に，形式化していくことを支援する． 

ものである．先に述べたようにできるだけ，オーサは概念タイプ 

を自分で設定しなくてもいいようにしている．その代わりシステム 

が概念タイプを認定するのに必要な情報として，各概念に観点 

を表す概念化アスペクト（CA）を付与することをオーサに求め， 

その手掛かりとして，理解しやすいレベルの表現で具体化され 

た CAをオーサに提示し，オーサはそれを選ぶだけでよい． 

□オントロジー構築プロセスの流れ 

１） 直感的理解表現の構築 

オントロジーオーサは，構築対象の直感的理解を  isa 関 

係による概念階層として表現する． 

２） CA による観点付与 

オントロジーオーサは，あらかじめ定義されている  CA（既 

定義 CA）を選択することで概念に観点を付与する． 

３） 概念タイプの設定 

システムは，概念タイプ間の制約に従って，各概念に概念 

タイプを割り当てる． 

４） 概念定義の正規化 

システムは，概念定義正規化方略に基づいて，矛盾の検 

証と，概念定義の不明確なところを発見し，オーサに知ら 

せ，修正を促す．オーサはエラーが出なくなるまで修正を 

繰り返し，非形式化表現を完成させる． 

５） オントロジーの形式化 

システムは，論理表現パターンに基づいて  OWL で形式 

化表現を出力する． 

以下それぞれのサブプロセスについて説明する． 

5.2  直感的理解表現の構築 

オーサは，オントロジー構築対象について  isa 関係のみから 

構成される概念階層を構築する．この際，オーサは各概念の概 

念タイプの設定や，多重継承をしないことを気にする必要はな 

い．できるだけ感じたままに表現することが求められる． 

基本的にこの段階ではシステムによる明示的な支援は期待 

できない． 

5.3  CAによる観点付与 

このサブプロセスでは，オーサが概念に観点を表す  CA を付 

与する．これはオーサが上位概念から下位概念に  isa 関係を 

設定したときに，何に注目していたのかを明示化することに相当 

し，その isa関係の意味が明らかになる． 

その作業手順は，オーサは，注目する  isa 関係を決定し，そ 

の  isa 関係の観点を，あらかじめ用意されている概念化アスペ 

クト（CA）（既定義 CA）から選択し isa関係に付与する． 

(1)  既定義 CAはどうやって用意するのか？ 

では，既定義  CA は，誰がどのように構築すればいいのかと 

いう疑問が生じるであろう．ここまで特に触れなかったが，オント 

ロジーオーサが  2 種類いることを想定していた．一方は今回の 

構築プロセスが対象とするオントロジーリテラシーを持たないドメ 

インの専門家であるオーサ，もう一方はオントロジーリテラシーを 

持つオントロジーの専門家であるオーサである． 
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図 10 構築プロセス全体像
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初期段階では，後者のオーサは，ドメインの内容を理解しつ 

つ  CA を構築する必要があるので負担は大きいであろうことが 

想像できる．しかしながら，CA は，ある程度個々のオントロジー 

と独立に定義できるものであると考えている．そのため，オントロ 

ジー構築数が増えていくに従って，前者のオーサが利用可能 

な既定義  CA は充実していき，徐々に後者のオーサの負担は 

減っていくことが期待できると考えている． 

(2)  オーサが既定義 CAをうまく設定できない場合 

既定義 CA が，あらかじめ用意されているにもかかわらず，オ 

ーサが，CAを設定できない場合，いくつかの原因考えられる． 
a)  下位概念が基本概念（BC）であるため，CA を設定でき 

ない場合 
b)  直感的理解表現が想定外の概念階層になっており  CA 

を設定できない場合 
c)  オーサの対象認知能力の制約で  CA を設定できない場 

合 

などが考えられる． 

しかしながら  CA を設定する主な目的は，オントロジーリテラ 

シーを持たないオーサが概念タイプを設定できるように補助す 

ることであり，CA を設定すること自体が目的ではない．またある 
isa 関係に  CA を設定できなくても，別の  isa 関係の  CA に起 

因する概念タイプ間制約から，概念タイプを決定できることもあ 

る． 

そのため，この段階では，CA を設定することをオーサに強要 

せず，以降のステップに進んでも構わないと考えている． 

(3)  適切な既定義 CAが用意されていない場合 

観点を表現する適切な CAが既定義 CAとして用意されてい 

ない場合はどうするのか？後で述べるように提案手法では，2 
種類のオーサを想定していた．一方はここで対象とするオントロ 

ジーリテラシーを持たないオーサ，もう一方はリテラシーを持つ 

オーサである．ここでは後者のオーサの手を借りる必要がある． 

適切な  CA がないと分かったとき，オーサは，観点を自然言 

語などで記述しておく．その際ロール概念（RC），ハイライトホル 

ダー（HH）という  CA のタイプをオーサが指定することができれ 

ば，次の「概念タイプ制約に基づく概念タイプの設定と矛盾解 

消」サブプロセスに進むことができるが，必須ではない． 

その後リテラシーを持つオーサが，CA の不備を発見すると 

自然言語の記述を参照して  CA が形式的に定義され，以降の 

サブプロセスに進めるようになる． 

5.4  概念タイプの設定 

システムは，4.1節の概念タイプ間制約に従って，各概念に概 

念タイプを可能な範囲で設定する． 

ところが概念タイプ間制約だけで，全ての概念について概念 

タイプを設定できるとは限らない．そこで，概念タイプ設定の補 

助的な知識として経験則を利用する． 

(1)  概念タイプ設定の経験則 

概念タイプ設定の経験則の例として，次のような状況を想定 

してみる．ワイナリーでワインを販売用と自家消費用で分けて扱 

う場合，「商品はワインの一種である」と認識できる（A）．一方， 

「酒屋ではワインは商品の一種である」と認識できる（B）（図  11 
左）．これらは  isa 関係が，ひっくり返ったものであり，もし同じオ 

ントロジー内にあれば循環参照となって矛盾してしまう．ところが， 

我々の概念表現モデルで表現すれば，図  11右のように表現で 

きる．この図からはワイナリーは（A）で囲まれた部分，酒屋は 

（B）で囲まれた部分に注目して認識していたことが分かり，実は 

ワイナリーと酒屋では，ワイン，商品は違うものを指していたこと 

が明らかになっている． 
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RH 

（B）酒屋の認識 

（A） （B） 

（A）ワイナリーの認識 

我々の概念モデル表現 

図 11 概念タイプ設定の経験則の例 

この変形は，役割的な概念と基本概念が上位下位になるとき， 

このように表現すればうまくいくことが多いという経験的なもので 

あるため，あらゆる状況で正しいということは証明できていない． 

しかしながら，どうしても，うまく概念タイプを設定できない場合 

は，有効な指針となりうると考えている． 

(2)  経験則に基づく概念タイプの提案 

そこでオーサに質問することで経験則が適用できるかを判断 

し，適用できる場合は，オーサに概念タイプ設定を提案すること 

で支援する枠組みを検討している(図 12)． 

先ほどの（A）ワイナリーの認識はパターン(2)，（B）酒屋の認 

識はパターン(3)に対応する．(A)の場合を次のようになる． 

まずシステムは「ワインではない商品はありますか？」と質問 

する．オーサはビールやウイスキーがあるので  YES と回答する． 

次に『「ワインとして見た商品」という表現は，あり得ますか？』と 

質問すると，オーサからは  NO と回答が得られる．そこでパター 

ン（2）が適用され，図  11右のような表現が提案されることになる． 

なおこのシステムからの提案は，あくまで経験則に基づいたも 

のであり，必ずしも妥当な提案であるとは限らないため，もしオ 

ーサがシステムからの提案に納得いかなければ，提案を棄却し 

ても構わないものである． 
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図 12 経験則に基づく概念タイプの変形提案 

5.5  概念定義の正規化 

このプロセスでは，概念定義が妥当なものになるように正規 

化の作業をオーサとシステムが強調して進める．
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(1)  システムによる矛盾と不明確定義の発見 

システムは，CA の割り当て結果に基づき，4.2節の概念定義 

正規化方略を使って，概念定義に矛盾がないか，あるいは意味 

が不明確になっているところがないかを発見し，代替案をオー 

差に提案する． 

(2)  オーサによる概念定義の正規化 

オーサはその提案に従うか，提案に納得できない場合，概念 

階層や概念に対する CAの割り当ての再検討を行う． 

(3)  修正の繰り返し 

オーサが再検討した結果に基づいて，システムは上記のサ 

ブプロセスの適用を繰り返す．そして問題が検出されなくなるま 

で繰り返すことで非形式化オントロジーができあがる． 

5.6  オントロジーの形式化 

非形式化オントロジーができれば，システムは，論理表現パ 

ターンに従って，OWL で記述された形式化オントロジーを出力 

する．このときオーサは OWLの記述を直接行う必要は全くない． 

なお形式化に際して考慮する点としては，オントロジーを構築 

する際に得られた基本概念（BC）や概念化アスペクト（CA）は再 

利用可能な概念セットであると考えている．そのため適切に 
OWL  モジュールに分割しておくことが望ましく，これは， 
owl:imports によってインポートすることで実現できる．これにつ 

いては，手掛かりに基づくオントロジー構築という主題の範疇外 

になるので本稿では述べない． 

6.  オントロジー構築例 

本節では，提案する手掛かりを用いたオントロジー構築する 

例を説明する．ここでは競馬で出てくる概念を対象に，オントロ 

ジー化を進める例を取り上げる．（図 13） 

(1)  直感的理解表現の構築 

まずオーサは，自分の直感に従い，isa 関係のみからなる概 

念階層を形成することで，直感的理解表現を構築する．サラブ 

レッドについて違和感があるかもしれないが，大辞林第二版[大 

辞林]では，「馬の一品種．英国の在来種にアラブ種を交配して 

競走用に作られたもの」とあり，サラブレッドを競走馬の一種とす 

るのは十分あり得る表現である． 

(2)  CAの割り当て 

オーサは，直感的理解表現に対して，isa関係の意味を補足 

する観点を付与するために，既定義 CA から選び，割り当てる． 

これにより牡馬は，性別がオスであること，競走馬は，レース用 

などということが分かる．この段階でオーサは  CA タイプがどうい 

うものかについては知る必要がない． 

(3)  概念タイプの設定 

次にシステムは，概念に割り当てられた  CA を基に概念タイ 

プ間制約を参照して，概念タイプを設定する．この時点では各 

概念に設定された概念タイプは暫定的なものである． なお図 
1(d）ではウマを基本概念（BC）にしているが，概念タイプ間制約 

だけでは，実は  BC かハイライトホルダー（HH）かは不定である． 

ここでは説明の簡単のために BCであるとしている． 

(4)  概念定義の正規化 

設定された概念タイプを対象に概念タイプ間制約を満たすか 

を検証する．すると競走馬はロールホルダー（RH）で，サラブレ 

ッドが基本概念（BC）であることから矛盾する．ここで矛盾解消 

図 13 オントロジー構築例 
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方略を適用し，オーサに提示する． 

ここではサラブレッドは状況に依存しないとした場合，競走馬 

の一種にしたい場合には，サラブレッドをアサート継承してロー 

ルホルダー（RH）にしなければならないことなどの説明がなされ 

る． 

オーサはこの説明に納得した場合は，この変更を確定し，納 

得できない場合は，直感的表現や  CA の付与について修正を 

施すことになる． 

(5)  概念定義の明確化 

矛盾点が解消されたら，概念定義の明確化を行う．ここでは 

牡馬と種牡馬がともにアスペクトホルダー（AH）であり，将来的 

に繁殖用途の繁殖馬というロールホルダー（RH）が定義された 

場合，種牡馬は，牡馬と繁殖場の２つのアサート継承を持つ可 

能性があることから，十分に明確化されていないことが分かる． 

そこで概念定義明確化方略を用いて，明示化する．その結果， 

種牡馬は牡馬を導出継承することになり，概念定義を明確化で 

きた． 

(6)  オントロジーの形式化 

概念定義の矛盾解消と明確化プロセスが終了すると，オント 

ロジーの非形式表現は完成となる．次に OWLの処理系で利用 

できるようにするために，その形式表現を生成する．システムは， 

論理表現パターンを用いて OWLファイルを出力する． 

7.  オントロジー構築の手掛かりについての考察 

以上，概念化アスペクト（CA）に基づくオントロジー構築支援 

について説明した．それではオントロジー構築支援プロセスの 

中で CAはどのような役割を果たしていたのであろうか？ 

7.1  オントロジー構築プロセスで CAの果たす役割 
CA を概念化した意味を，概念表現の観点から整理しておく． 

(1)  概念の合成部品としての CA 
アスペクトホルダー（AH）が概念化アスペクト（CA）を担うとい 

うことは，言い方を変えると，AH は  CA を合成した概念であるこ 

とも意味する．例えば  AH「病人」は，基本概念（BC）「人間」と 
CA「病気状態」を合成してできたものであり，さらに  AH「女性の 

病人」は，AH「病人」と  CA「性別：女性」を合成することで概念 

化できる． 

概念の合成部品といったとき，それはひとつのオントロジー内 

でのみ使える部品を表しているのではなく，より広く使える部品 

を想定している．例えば，「不調である」ということを概念化した 
CA は，正常時と比較したとき期待した水準までのアクティビティ 

をこなせないという状態を表しているが，この  CA は，機械が担 

えば「不調な機械」といった  AH を概念化できる．その他，人が 

担えば「調子が悪い人」，野球チームが担えば「調子が悪い野 

球チーム」などと概念化できる．このように  CA は，特定のドメイ 

ンに限定されたものではなく，様々なドメインでの適用が期待で 

きる， 

もし，こうした  CA の体系をあらかじめ用意しておけば，その 

体系を用いて多くの概念を合成的に定義することができるように 

なる．さらに CAの体系も拡充されていくことになるので，いわば 

成長するオントロジー構築というイメージが見えてくる． 

(2)  概念認知の観点としての CA 
既にあるアスペクトホルダー（AH）から見ると，その上位概念 

との違いを明らかにする観点であるとも言える．AH とその上位 

概念との間の  isa 関係がどのように特殊化されたのかを明示化 

したことになる．例えば概念化アスペクト（CA）を使うことで  AH 
「病人」は，CA「病気状態」という観点で「人間」を特殊化したも 

のである明らかになる．一方  CA が記述されていない場合は， 

その観点は不明確であり，もしかすると，病人とは，病院に通っ 

ている人のことかもしれないと人によってその解釈に揺れが生じ 

てしまう．さらに，もし  CA によって観点が明示されていれば，そ 

の観点が，このコンテキストで妥当なものかという議論もできるが， 

明示されていなければ議論することさえできない． 

(3)  概念定義の制約としての CA 
概念を定義しようとするとき，その概念についてどういった属 

性を用意すればいいのかを決定することは難しい．例えば人間 

の場合，名前，性別，身長，体重，目の色，・・・などそれらをあ 

げていけばきりがない．たとえば，眼鏡屋の場合，顧客の目の 

色は，商品選択の重要な要素になるため概念化する十分な根 

拠となるが，体重はそれほど重要なので概念化する必要はない． 

一方，健康診断において，体重は重要な指標であるが，目の色 

自体は健康状態に直接関係がない．このように概念化は，目的 

に依存するものであり，目的を的確に捉えられなければ，ありも 

しない可能性を求めて際限なく概念定義を進めることになるだ 

ろう．その場合，オントロジー構築という問題解決の手段が，目 

的になってしまいかねない． 

そこで眼鏡屋が人間を概念化しようとするとき，「目の色を持 

つ」ことを概念化した  CA を選び「（眼鏡屋が必要な）人間」は， 

目の色をスロットとして持つように定義できる．この場合，概念 

（の必要条件）定義するときに，その利用者が必要としている条 

件を明示的に概念化できることを示すことができる． 

7.2  オントロジー構築の手掛かりとしての CA 
CAの果たす役割から，CAはオーサからみて，どんな手掛か 

りを与えたのかを整理する． 

１） 概念分析プロセスの手掛かり 

概念の分析には，概念分類の観点を付与することが有効 

であることをオーサに知らせることで，概念分析プロセスに 

おける手掛かりを与える 

２） 観点付与の手掛かり 

具体的な  CA をオーサに提示することで，概念にどのよう 

な観点を付与すればいいのかについて手掛かりを与える． 

３） オントロジー評価の手掛かり 

概念に付与された  CA は，付与したオーサのオントロジー 

設計意図を記録したものである．この記録は，構築された 

オントロジーが妥当なものか評価する手掛かりとなる． 

従来のオントロジー構築方法論では，概念タイプを設定 

することがオントロジーの設計意図を明示することであった 

が，CA を設定することでより詳細な設計意図を明示する 

ことができる．このことはオーサによって構築されたオントロ 

ジーの内容についてより深い議論をうながすものとなりうる． 

４） システム支援の手掛かり 
CA は内部的に論理的表現を持つことでオーサが付与し 

た情報を解釈して，概念定義や矛盾発見などの高度な支 

援を行うことができる． 

8.  おわりに 

本稿では，オーサにオントロジーリテラシーをさほど要求せず 

にオントロジー構築する方法をについて検討し，その基本的な 

考え方と，基盤とする概念表現，CA を手掛かりとするオントロジ 

ー構築プロセスについて提案した．



0310 

提案の本質は  2 点ある．一点目は構築する行為と構築され 

た結果を分けたこと．もう一点は，システムとオーサ（さらにはリテ 

ラシーを持つオーサ，持たないオーサ）の役割分担を明らかに 

したことであり，それがオーサに以下に手掛かりを与えるのかと 

いう発想の原点となっている． 

今後は我々の理論を検証するために，理論を反映させたオ 

ントロジーエディタを設計，実装を進め，実際に運用することで． 

理論の精緻化に結びつけたいと考えている．またこうした成果 

はセマンティック  Web コミュニティで実際に使ってもらい，共有 

できて，はじめて意味があると考えているので，将来的なツール 

の公開を検討中である． 
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