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Abstract: KM or Knowledge Machine is the last system of KL-ONE Family by Clark and

Porter, in which the notation of property restriction of class for instances (called structural links)

is distinguished from links to classes and instances (called assertional links), and it is expressed in

a higher level expression with the sentence of “every <class> has” and skolemization of slot-filler

such as “<role> ((a <filler-class>))”, so that the representation is easy to read and describe classes.

In this paper, we propose the KM-style representation for Semantic Webs instead of RDF/XML

and Turtle.

1 はじめに

セマンティックウェブ用オントロジー記述言語OWL

や，その推論機構である記述言語 (Description Logic)

の仕様は，1977年来の知識表現言語KL-ONE [1, 2]の
影響を強く受けている．Quilianの意味ネットワーク [3]

やMinskyのフレーム [4]ではクラスとインスタンスの
区別は曖昧であったが，やがてその区別が意識される
ようになり，意味ネットワークにおける曖昧さ排除を
目的に KL-ONE の研究が行われた．今日，オントロ
ジーを OWLで記述しようとしたとき，クラス定義に
おいてインスタンスのプロパティ制約を記述するべき
ところで，間違えてクラスに対するプロパティ宣言を
書いてしまったり，owl:Restrictionのブランクノード
として煩雑な記述が要求されたりするのも，その起源
はKL-ONEにある．RDF/XMLから Turtleになって
記述の煩雑さが多少は改善されたが，その内容に本質
的な違いはない．
KM (Knowledge Machine) [5, 6]は，1999年に現れ
た，いわゆる KL-ONE Familyシステム [7]の一つで
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あるが，KL-ONEでいう assertional linkと structural

linkの違いを論理的に抽象化して，クラスそのものへ
の通常のリンク付けとクラスのインスタンスへのプロ
パティ制約を，次のように区別して読みやすくした．す
なわち，クラス PersonがMammalのサブクラスであ
り，ラベルとして “person”を持つことは，RDFSの語
彙を使って KM流に書くと次のようになる．

(Person has

(rdfs:subClassOf (Mammal))

(rdfs:label ("person")))

これらはクラスに対する assertional linkである．一方，
クラス Personのインスタンスが sexと ageを持つこと
は次のように書く．

(every Person has

(hasSex ((a Sex)))

(hasAge ((a Age))))

ここで，hasSexとhasAgeはプロパティであり，Person，
Sex，および Age はクラスである．表現 (a Sex) や
(a Age)は論理的には Skolemizationに相当し，every
と対になって，Personのインスタンスに対するプロパ
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ティ制約を分かりやすく表現している．この書き方な
らば，読者がインスタンスへのプロパティ制約と通常
のクラスへのリンクを取り違えることもない．
本稿では，従来の RDF/XMLや Turtle表記に加え
て，このような KM流のセマンティックウェブ構文を
提唱し，その仕様を策定しようとするものである．な
お，意味論的には従来のセマンティックウェブを逸脱す
るものではないことを付記しておく．

2 知識表現システムの歴史

本節では，Handbook of Knowledge Representation

の第 3章 [8]に倣って，意味ネットワークからセマン
ティックウェブまでの知識表現システムの歴史をPhase0

から Phase4までの五段階に分けて述べる．

Phase0 (1965-1980) Quillianによる意味ネットワー
ク [3]とMinskyによるフレームが知識表現として登場
した．Woodsは意味ネットワークのリンクが持つ意味
について一般的な問題提起を行った [9]．

Phase1 (1981-1990) この時期にKL-ONE, KRIP-

TON, LOOM, CLASSIC など多くの知識表現システ
ムが開発された．記述論理はまだ存在せず，これらの
システムでは包摂関係の演算には，いわゆる structural

subsumption algorithmが用いられた．
Blackmanは彼が structured inheritance networkと
呼ぶ構造に注意を向けた [2]．

Phase2 (1991-1995) 前述の structural subsumption

algorithmnでは，単純な知識表現の場合にしか完全で
なく，今日の OWLのような複雑な知識表現にはすべ
ての包摂関係を正しく導くことができない．論理的な
完全性を求めてこの時期に記述論理の研究が始まり．タ
ブロー法が開発された．その背後には一階述語論理の
研究の進展があり，その実用上の限界や一階述語論理
のサブセットである記述論理の果たすべき役割もはっ
きりしてきたということがあるだろう．
WoodsはKL-ONE Familyについて，次のような議
論をした [7]．次のようなノード・リンク・ノードのネッ
トワークがあったとして，

<telephone> <color> <black> .

人によってこれを「電話が黒い色をしている」という意
味に解釈する人もいれば，いわゆる「黒電話」と解釈す
る人もいる．Woodsは前者を宣言リンク (assertional

link)と呼び，後者を構造的リンク (structural link)と
呼んで，両者を明確に区別することが重要と主張した．

Phase3 (1996-2000) セマンティックウェブ前夜と
言ってよいこの時期に，記述論理研究が大きく進み，一
階述語論理のサブセットとして知識表現と決定可能性
問題が研究者に理解されるようになった．Horrocksに
よって記述論理システム FaCTが開発されたがこれは
まだセマンティックウェブではなかった [10]．

Phase4 (2001-現在) 2001年のスタンフォード大学
におけるSemantic WebWorking Symposium (SWWS)1

を経て，2002年に第１回の ISWC2がイタリアのサル
ジニア島で開かれる．当時の研究者の関心は，RDFお
よび OWLの仕様であった．結局米国の Hayesらによ
る RDF 意味論と欧州の記述論理研究者による OWL

意味論が 2004年にW3C勧告となる．上位クラス・下
位クラスの関係は rdfs:subClassOfで明示的に指定でき
るが，そのような機能はKL-ONEにはなかった．そも
そも structural linkから概念の包摂関係を求めるのが，
KL-ONEひいては記述論理の目的だったからである．
RDF 意味論で Hayesは明確に表示意味論の立場に
立って議論を展開したが，記述論理や OWLではその
立場はそれほど明確ではない．また，セマンティック
ウェブにおける非唯一名仮説や開世界仮説も OWL意
味論ではあまり意識されていない．これも記述論理の
それまでの歴史のためであろう．

3 セマンティックウェブKMの特殊
構文

本節よりセマンティックウェブ用 KMを SWKMと
呼び，その特殊構文を議論する．ただし，これ以後最
初の OWLを OWL1と称し，OWL2.0とは区別する．
SWKMは意味論的には OWL1とその推論システムで
ある SWCLOS[11, 12, 13, 14, 15]の発展であるべきと
考える．OWL2.0は記述論理に則っており，OWL-Full

の機能はないが，SWCLOSはRDFに則り，OWL-Full

も考慮していることを注意しておく．以下ではOWL2

Web Ontology Language Primer (Second Edition)3に
上げられた表記例の SWKM版を通じて，知識表現とし
ての優劣を議論する．以下の表において上段が Turtle

表記4，中段がManchester表記5，下段が SWKM表記
である．

1https://files.ifi.uzh.ch/ddis/iswc_archive/iswc/
ih/SWWS-2001/

2http://iswc2002.semanticweb.org/
3http://www.w3.org/TR/owl2-primer/
4http://www.w3.org/TR/turtle/
5http://www.w3.org/TR/owl2-manchester-syntax/
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表 1: isaは rdf:typeのシンタックスシュガー
:Mary rdf:type :Person .

Individual: Mary

Types: Person

(Mary isa (Person))

Manchester表記では明記されていないが，パーズを
考えると改行を入れざるをえないだろう．

表 2: akoは owl:subClassOfのシンタックスシュガー
:Woman rdfs:subClassOf :Person .

Class: Woman

SubClassOf: Person

(Woman ako (Person))

“ako”とは “a kind of”の意味である．

表 3: owl:intersectionOfの意味
:Grandfather rdfs:subClassOf [

rdf:type owl:Class ;

owl:intersectionOf (:Man :Parent) ] .

Class: Grandfather

SubClassOf: Man and Parent

(Grandfather ako (intersect (Man Parent)))

この表記は OWL2 では間違いではない．もともと
OWL1では owl:intersectionOfは完全関係すなわち等
価な関係（定義）を表すものであったが，OWL2では
そうではないようである．だから，上記は Man かつ
ParentであるものがいてもそれはGrandfatherである
とは言っていない．GrandfatherであればそれはMan

かつ Parentであることを言っている．

表 4: クラスの等価関係（定義）は asで表す．
:Person owl:equivalentClass :Human .

Class: Person

EquivalentTo: Human

(Person as (Human))

表 5: owl:intersectionOf
:Mother owl:equivalentClass [

rdf:type owl:Class;

owl:intersectionOf (:Woman :Parent) ] .

Class: Mother

EquivalentTo: Woman and Parent

(Mother as (intersect (Woman Parent)))

OWL1ではowl:intersectionOf，owl:unionOf，owl:oneOf

に owl:equivalentClassは必要ない．

表 6: owl:unionOf
:Parent owl:equivalentClass [

rdf:type owl:Class;

owl:unionOf (:Mother :Father) ] .

Class: Parent

EquivalentTo: Mother or Father

(Parent as (union (Mother Father)))

表 7: owl:oneOf
:MyBirthdayGuests owl:equivalentClass [

rdf:type owl:Class ;

owl:oneOf ( :Bill :John :Mary ) ] .

Class: MyBirthdayGuests

EquivalentTo: Bill, John, Mary

(MyBirthdayGuests as (oneOf (Bill John Mary)))

表 8: allFromは owl:allValuesFrom
:HappyPerson rdf:type owl:Class;

owl:equivalentClass [

rdf:type owl:Restriction;

owl:onProperty :hasChild;

owl:allValuesFrom :HappyPerson ].

Class: HappyPerson

EquivalentTo: hasChild only HappyPerson

(every HappyPerson as

(hasChild ((allFrom HappyPerson))))

表 8における記述の意味は，OWL1ではHappyPer-

son インスタンスにおいて owl:allValuedFrom の値は
持たなくてもよいが，持つとしたらHappyPersonでな
ければならないという意味である．OWL2でもそうな
のだろうか．

表 9: someFromは owl:someValuesFrom
:Parent owl:equivalentClass [

rdf:type owl:Restriction;

owl:onProperty :hasChild;

owl:someValuesFrom :Person ].

Class: Parent

EquivalentTo: hasChild some Person

(every Parent as

(hasChild ((someFrom Person))))

表 9における記述の意味は，OWL1の意味論ではイン
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スタンスにおいて owl:someValuedFromの値はPerson

であるが，異なる値であってもよい（開世界仮説）とい
うことである．OWL2の意味論でもそうなのだろうか．
タブロー法ではもしインスタンスにその該当のスロッ
トフィラーが見つからなければ自動的に生成される．

表 10: valueは owl:hasValue
:JohnsChildren owl:equivalentClass [

rdf:type owl:Restriction;

owl:onProperty :hasParent;

owl:hasValue :John ].

Class: JohnsChildren

EquivalentTo: hasParent value John

(every JohnsChildren as

(hasParent ((value John))))

表 10では，インスタンスレベルで明示的に言われな
くても，JohnsChildrenの hasParentの値はデフォー
ルトとして Johnであることを言っている．

表 11: hasで assertional linkを指示
:John :hasWife :Mary .

Individual: John

Facts: hasWife Mary

(John has (hasWife (Mary)))

表 12: disjointは owl:disjointWith

[ ] rdf:type owl:AllDisjointClasses;

owl:members (:Woman :Man)

DisjointClasses: Woman, Man

(Woman disjoint (Man))

表 13: クラスにおける notは owl:complementOf

:ChildlessPerson owl:equivalentClass [

rdf:type owl:Class;

owl:intersectionOf (:Person

[rdf:type owl:Class;

owl:complementOf :Parent] ) ].

Class: ChildlessPerson

EquivalentTo: Person and not Parent

(ChildlessPerson as

(intersect (Person (not Parent))))

Negative Propertyの機能は OWL2で新しく導入さ
れたものである．

表 14: at-mostは owl:maxQualifiedCardinality

:John rdf:type [

rdf:type owl:Restriction;

owl:maxQualifiedCardinality

”4”ˆˆxsd:nonNegativeInteger;

owl:onProperty :hasChild;

owl:onClass :Parent ].

Individual: John

Types: hasChild max 4 Parent

(John isa

(has ((at-most 4 on hasChild of Parent))))

表 15: at-leastは owl:minQualifiedCardinality

:John rdf:type [

rdf:type owl:Restriction;

owl:minQualifiedCardinality

”2”ˆˆxsd:nonNegativeInteger;

owl:onProperty :hasChild;

owl:onClass :Parent ].

Individual: John

Types: hasChild min 2 Parent

(John isa

(has ((at-least 2 on hasChild of Parent))))

表 16: exactは owl:qualifiedCardinality

:John rdf:type [

rdf:type owl:Restriction;

owl:qualifiedCardinality

”3”ˆˆxsd:nonNegativeInteger;

owl:onProperty :hasChild;

owl:onClass :Parent ].

Individual: John

Types: hasChild exactly 3 Parent

(John isa

(has ((exact 3 on hasChild of Parent))))

表 17: Negative Object Properties

[ ] rdf:type owl:NegativePropertyAssertion ;

owl:sourceIndividual :Bill ;

owl:assertionProperty :hasWife ;

owl:targetIndividual :Mary .

Individual: Bill

Facts: not hasWife Mary

(Bill has (not hasWife (Mary)))

4 おわりに

本稿では，記述誤りが起きにくく，読解が容易なOWL

知識表現として，セマンティックウェブKM (Knoledge
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表 18: owl:subPropertyOf

:hasWife rdfs:subPropertyOf :hasSpouse .

ObjectProperty: hasWife

SubPropertyOf: hasSpouse

(hasWife subProp (hasSpouse))

表 19: owl:differentFrom
:John owl:differentFrom :Bill .

Individual: John

DifferentFrom: Bill

(John differentFrom (Bill))

表 20: owl:sameAs
:James owl:sameAs :Jim .

Individual: James

SameAs: Jim

(James sameAs (Jim))

Machine)を提案した．現在，SWCLOSの発展系とし
て，RDF/XMLやTurtleに加えて SWKM表記も受け
付ける推論システムを開発中である．ある程度まとま
り次第，SWCLOSと同様にGitHubなどにて公開して
いく．
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