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はじめに

著者らは，21 世紀 COE プログラム「人類文化研究
のための非文字資料の体系化」[1] の一環として，民

近年，検索技術の発達に伴いウェブ上に存在する
ような情報の相互利用が急速に進みつつある．現在，
このような状況において情報を検索する方法として，
一般に普及しているのはキーワードに基づいたテキ
ストベースの方法である．しかしながら，キーワード
に基づいたテキストの情報検索では，同じキーワー
ドでもユーザが所望する意図がそれぞれ異なり，ユー

俗文化を知的文化遺産とし，研究成果を電子化，情
報発信することを目指している. Dublin Core[2] を
参考にした非文字資料に適したのメタデータの提案
を最初に，意味情報を加味した非文字資料のディジ
タルアーカイブ化に関連する研究 [3][4][4] を行って
きた. その中で，Context の記述にはトピックマップ
が適しているとしてきた.[6]

ザが満足するものを提供することができない．
これを解決するために意味情報に基づいた情報ネッ
トワークの構築に関する研究が盛んに行われている．
意味情報に基づいた情報ネットワークは，意味を
考慮した検索であるから，その精度は疑いの余地が
ない．しかしながら，正確な意味情報ネットワーク

そこで本稿では，トピックマップによる Context
の記述を推し進め，意味情報ネットワークを構築す
る際に Context の適切な分割をどのように行えばよ
いのか，Context の特性を考察し実際にデータ構造
を与えてみることでどのような利用法があり利点が
あるのかを示した．

を実現するための構築コスト，グラフ探索であるが
故の探索のコストなどの難問もあり，一般には普及
していない．

また，弱い紐帯を利用した連想のような検索を可
能とするには，Context 間の結びつきをどのように
モデル化するのかを考察し提案した．

以上の問題を改善するためには，意味ネットワー
クの構築コストと探索コストの削減が不可欠となる．
そこで，これらを実行するために Context という概
念を定義し，適切な意味ネットワークへ分割し，分
割した Context を弱い紐帯で結ぶといった手法が有

以下，2 節では，非文字資料と既存の意味に基づ
いた情報システムについて述べる．次に，3 節では

Context を導入したオントロジのモデルを提案する．
4 節ではモデルの利用法について述べる．最後に 5 節
でまとめを行う．

効であると考えられる．この手法は，Context を分
断してはいけないつながりまで分けてしまうと探索
そのものができなくなるなど問題もある．しかしな

Context の分析と提案モデル
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がら，所望する情報の意味同士が厳密につながって
いるとわかっているときには，Context に基づいた

2.1

Context の分析

比較的狭い範囲を探索すればよいと考えられる．ま

Context は，直訳すると文脈といわれるように前

た，Context 間の意味関係を定義してあげると，弱

後関係や背景，暗黙の前提条件などといった意味合

い紐帯の役割を果たし，連想のような検索も行う事

いのものである. 人工知能分野においては，意思伝

ができると考えられる．

達，言語学，形而上学などに属する部分と深い関係
がある.

A Modeling of Contexts suitable for Semantics
Information network: Yuhei YAMASHTIA(Graduate
School of Electrical, Electronics and Information Engineering, KANAGAWA University).

人間は，このような暗黙の了解としての Context
を考慮することが得意である. この Context につい

2.2.1

Context の軸と抽象度

制約を加えないと Context は無数に定義できて混
沌としてしまい，Contexet を用いていない状況と変
わらなくなってしまう. そこで，図 1 に示すようにド
メイン Ontology を多次元の軸に分離し，推移律が成
立する Context 同士を従属関係にしたがって並べて
いくことでそれぞれの Context の抽象度を定義する.
また，それらの組み合わせで任意の Context を表現
することにより，それぞれの軸での特徴から Context
の関係を導くことが可能となる.
図 1: Context の軸と抽象度

2.2.2

Context の組み合わせ

て両者が合意していないとコミュニケーションもま
図 1 の各軸に属する Context においてそれらを組

まならないことになる.
一方でコンピュータは，苦手である. 例えば，検
索を行う際に共通語彙が異なる概念として現れる場
合も多いが，それは属する Context が違うためとい

み合わせることができれば，任意の Context を作る
のとほぼ同じことになる. ここでは，Context の組み
合わせ方について簡単に述べる.
まず，組み合わせの方法は既存のモデルと同様の

える. この場合，Context を考慮せずに処理を行うと
見当違いの情報を返してしまう.

Context が分割されていれば，探索の際に行われ
る計算も少なくてすむ. それだけでなく，Context 間
の関係についてメタデータを記述しておけば探索経
路の優先度の決定に活用したり，Context は違うが
意味構造がほぼ一致している意味グラフから推論を

論理和，論理積などを使った組み合わせに限定する.
これは，集合の側面をもつ Context の特性を生かし
たものである. ここでなぜ意味関係を使用しないか
というと Context 自体がメタ的な概念であるから意
味関係を考慮するよりも処理量の削減を重視すべき
という理由からである.

Context を任意に定義した場合と同じようにさまざ

行い仮説を立てることなどが可能である. しかし，不
適切な Context を与えると意味的に切り離してはい
けない部分を分けてしまったり，本来探索が不要で
ある Context を探索することが起こりうる.

まな Context を定義可能だが，Context が増えてい
くことによる混乱は，Context の軸の数が Context の
数に比較してかなり少ないことによって抑えられる.

このことから Context を適切に設定することは本
方式においてきわめて重要な問題となる. ここでは，
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提案システム

Context の主な種類，抽象度などについて考察する.
Context は多く定義できる方がよいが，関係性が複

2.2

Context の関係性

Context は多く定義できる方がよいが，関係性が複
雑になると計算量が増大する. そうなると Context に
分割した当初の目的である探索の軽量化ができない.

雑になると計算量が増大する. そうなると Context に
分割した当初の目的である探索の軽量化ができない.
このことをふまえ，以下のモデルを提案した．

(1) 民俗資料などの各ドメイン Ontology を構築する．
(2) Ontology で定義した概念を分析し，概念の依存
関係を元に独立した概念を決定する．

(3) (2) で定義された独立した概念を属性として保
持し使用頻度の高い Context を規定する．

図 2: 提案する Context 構築のためのデータ構造

(4) (3) で定義された Context に現れる特筆すべき
関係を Context 間の差延として表現する．
これは，言い直すと Context に抽象度と組み合わ

図 3: Context 間の類似度

せという論理を導入することである．

3.1.1

3.1

Context のデータ構造

図 2 は，今まで述べてきた Context を実際にデー
タ構造として記述した場合である.
まず，海に関係している Context と，川に関係し
ている Context をそれぞれ Context のノードとして

軸に分離された Context の組み合わせによって作
られた Context 同士の関係は，Context の軸の概念
距離から導出することが可能である. 特に，類似し
た性質を持っている Context については，連想検索
などに利用することが可能である.
さらに，未知の知識に関する仮説を類似する Con-

設定する. それらの Context が，図 1 の階層化され
た軸のどの Context を組み合わせて作成されている
のかを調べる. 組み合わせ元の Context を Context
ノードの内部出現のリストとして保持する. これに
より Context 自体は表現されたことになる.
次に，作成した Context の特性リストからある軸
について一致している場合や，逆の特性を指してい
る場合など特筆するべき関係を持っている場合のみ，

Context ノードを接続し，各軸における重要な Context 関係を内部出現として保持する.
このように Context 間の関係を示すノードに記述
しておけば，探索や推論などでうまくいかなかった

Context の類似度

text から推論し提供することができる. 図 3 は，Context 同士の関係が存在するときにそれがどのような
構造として現れるかを示したものである. 図では，
海 Context と川 Context は水を含んでいるものでと
もに地形であることを示している. それらの関係は

Context の軸と抽象度で説明したように推移可能な
Context 同士の概念距離やその共通祖先によって定め
られる. ここでは，海 Context と川 Context がとも
に共通の祖先である水 Context および地形 Context
をもつことから海 Context と川 Context には共通属
性があるという Context 間の関係をを示している.

Context を置き換えるときに Context 間の関係を表
すノードを参照するだけでよくなる. Context の関係

提案モデルの利用例
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が既知の場合には，未知の場合に対して計算量は大
きく削減されて探索の精度も向上するというメリッ

ここまでに示してきた Context の分割を活用した

トがあり，Context のノードを作成して軸に属して

検索時の優先探索経路の決定アルゴリズムを図 4 に

いる Context の組み合わせを保持することは割に合

示す.

うということがいえる.

ネットワークに独自のグラフ探索や推論などに活用
できる適切な Context 分割を行う方法について具体
例を交えて示した.
まず，Context の適切な分割を目的とした Context
の概念の軸と抽象度の導入である. Context の分類を
推移律が成り立つ軸にたいして抽象度を変化させる
ことができる Context の組み合わせで記述すること
で，Context 間の関係性がより明確になり，より効率
図 4: Context の検索経路の優先度

的な検索や推論を行うことができる. Context に軸
と抽象度という仕組みを取り入れることで，さまざ

図 4 は，意味グラフのパターンマッチングを行う

まな問題が解決されると考えられるが，Context の

際に着目しているカレントノードの優先度の変化を

概念階層の設計には，Ontology の構築と同じように

示している.

厳密な意味論理を損なわないように設計しなくては

まず，ユーザが生成したクエリの意味グラフから

いけない. 今後の課題は，これらの Context を適切

その Context の特性を各軸についてたどり，Context

に設定したり，自動で調整を行えるような仕組みを

の特性リストとする. これを Context ノードが保持

構築することである．

している Context の属性と比較する. その際，優先
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