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MapQL: マッピングに基づくオントロジクエリ言語
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あらまし 近年，セマンティックWebへの関心の高まりから，WWW上でオントロジを利用する枠組みが整備され

つつある．しかし，データモデルやクエリ言語が標準化された関係データベース等に比べ，一般的なソフトウェア開

発においてオントロジを利用する環境は整備されているとは言えない．我々は，オントロジのクエリ言語MapQLを

提案する．本論文ではMapQLを用いて，オブジェクト指向プログラミング言語からオントロジのクラス間の包摂関

係，個体の分類を取得することが可能になった点について報告する．

キーワード オントロジ，クエリ言語，マッピング

MapQL: Map-based Ontology Query Language

Ryota HASHIMOTO† and Kimio KURAMITSU†

† Graduate School of Engineering, Yokohama National University
Tokiwadai 79-5, Hodogaya, Yokohama, Japan

E-mail: †hashimoto@ubicg.ynu.ac.jp, ††kimio@ynu.ac.jp

Abstract Recently, ontologies in particular and semantics-based technologies in general are emerging area on

the Web. In order to use those resources from traditional systems such as RDBMS, recognizing the importance

of transparency transaction between those analogies to programming languages. We propose the new query lan-

guage for ontologies, MapQL, and its system. In this paper, we report that MapQL and its system delivers a

semantically-translatable mapping from subsumption relation, classification of indivisuals in terms of description

logic.
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1. は じ め に

セマンティックWebへの関心の高まりから，WWW上で利

用できるオントロジや，オントロジを構築，処理するための環

境が整いつつある [1]．その例として，オントロジ記述言語の標

準化や改善 [2]，オントロジの検索エンジン [3]やディレクトリ，

Webサービスの整備 [4]などが代表的なものとして挙げられる．

反面，オントロジから得られる知識をプログラミング言語か

ら利用する環境は，広く整備されているとは言えない [5], [6]．

本研究の目的は，オントロジの概念としてのクラスの包摂関

係や個体の分類を，オブジェクト指向プログラミング言語から

利用するための問い合わせ言語とシステムの設計及び実装で

ある．

我々は，クエリ言語MapQLを提案する．MapQLは，オン

トロジのクラスの包摂関係や個体の分類をマッピングとして取

り出すためのクエリ言語である．MapQLシステムは，MapQL

リクエストを解釈して推論システムに対し問い合わせを行い，

得られたマッピングをMapQLレスポンスとして返す．

MapQLを利用することで，オブジェクト指向言語のオブジェ

クトからオントロジの知識を取得できるようになる．また，言

語処理系，推論システムの種類や論理的な配置に依らないオン

トロジへの問い合わせが実現する．

本論文の貢献は，プログラミング言語中立・知識ベースイン

タフェース中立のオントロジの利用を，複数のプログラミング

言語からMapQLシステムを介し問い合わせを行うことで実証

した点である．

本論文の構成は以下の通りである．2章では研究の動機とし

て，スクリプト言語からオントロジを利用することの重要性と

MapQLの概要を述べる．3章で，MapQLの定式化を行う．4

章でMapQL言語の設計，5章では言語とシステムの実装につ

いて説明する．6章で関連する研究について述べる．最後に，7

章で本論文の内容を総括する．
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図 1 推論器への問い合わせ

オントロジ (分類)

オブジェクト指向 (汎化/特化)

図 2 オントロジとオブジェクト指向クラス階層の類似

2. 動 機

本章では，オントロジをプログラミング言語から利用する際

の問題点について述べ，その後MapQL を提案する．

2. 1 プログラミング言語からのオントロジの利用

プログラミング言語からオントロジを利用するには，通常，

オントロジが格納された推論システムに問い合わせを行い，そ

の結果を取得するという手順を踏む．

推論システムは関数型のインタフェースを持つものが多く，

知識表現の分野への理解なしに利用することは困難である [7](図

1)．少なくとも，オブジェクト指向言語に習熟した開発者に対

し使いやすさを訴えることができる状況ではない．

例えば，CORBA-FaCTシステム [8]はCORBAインタフェー

スを，Racer [9]はソケットベースのインタフェースを，OWL

API [10]はオントロジ記述言語 OWLのクラス，インスタンス

を直接扱うための API を，それぞれプログラミング言語から

のオントロジの利用のために提供する．しかし，これらもオン

トロジを構築した経験のない開発者が利用するための障壁は大

きい．

オブジェクト指向言語のクラス階層と，オントロジの概念階

層は類似している (図 2)．我々は，この関係性を利用できれば，

前述したような複雑なインタフェースの利用に頼ることなく，

オブジェクト指向のパラダイムでオントロジの推論を利用する

ことが可能になるのではないかと考えた．

2. 2 MapQL

MapQLは，オントロジの概念の包摂関係，個体の概念への

所属性をマッピングとして取得するための問い合わせ言語で

ある．

MapQLシステムでは，オントロジの知識はインタフェース

を通じて手続き的に取得するのではなく，マッピングによって

図 3 概念集合の包摂関係

直接オブジェクト指向のクラス階層と結びつける．

MapQLを用いることで，オブジェクト指向言語のクラス間

の意味的な包摂関係，オブジェクトの意味的な分類をオントロ

ジを利用して知ることができる．それにより，意味を利用した

新たなプログラミングモデルを実現する．

3. モ デ ル

本章ではMapQLの定式化を行う．はじめにMapQLの概要

について，続いてオントロジの包摂関係のマッピングへの変換，

MapQLでのマッピングの意味について順に述べる．

3. 1 MapQLクエリ言語

MapQLは，オントロジにおける概念 (concept)であるクラ

スの包摂関係 (subsumption)をマッピングとして取り出すため

のクエリ言語である．

以下，オントロジの包摂関係のマッピングへの変換について

述べる．

3. 1. 1 包摂関係からマッピングへの変換

解釈 I で構成されるオントロジ O において，あるクラス C，
D が定義されているとする．

(C)I⊂=(D)I (1)

が成り立つとき，D が C を包摂すると呼び，

C ⊑ D (2)

と書く．

次式は，図 3の様に，薬 (Medicine)のクラスが抗菌薬 (Anti-

biotic)のクラスを包摂する言明を表す．

Antibiotic ⊑ Medicine (3)

次に，クラス C に所属する個体 o ∈ C がある．以下，C(o)，

または単に oと記述する．このとき，関数 f を

∀o ∈ C, f(o) ∈ D (4)

とするとき，それぞれのクラスはインスタンスの集合であるか

ら，f は C から D への写像であり

f : C → D (5)

と書く．

(1)式が成り立つとき，C に分類されているすべてのインス
タンスは，同時に D のインスタンスでもある．すなわち C の
全てのインスタンス o ∈ C について，Dのインスタンスとして
の o ∈ D が存在する．
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表 1 MapQL Semantics

MapQL Formal Model Semantics

map implies(C,D) C ⊑ D
map instance(C(a),D) D(a)

このとき，C から D への包含集合 ιがただ 1つ存在する．

ι : C → D; ι(o) = o for all o ∈ C (6)

先述の薬の例では，抗菌薬クラスのインスタンスであるバン

コマイシン (Vancomycin)が，薬クラスのインスタンスでもあ

ることに対応している．

Antibiotic(V ancomycin) 7→ Medicine(V ancomycin) (7)

以上より，オントロジに定義された任意のクラス C，D につ
いて C ⊑ Dが成り立つとき，ι : C ↪→ Dなる写像 ιが一意に存

在することが示された．

3. 1. 2 意味的に変換可能なマッピング

ここまでで，クラスの包摂関係 C ⊑ D をマッピング C 7→ D
に変換できることを示した．

薬の例では，

when Antibiotic ⊑ Medicine, Antibiotic 7→ Medicine

と書く．これは，抗菌剤クラスが薬クラスに包摂されるときの，

オントロジのマッピング表現である．このマッピングを以後意

味的に変換可能なマッピングと呼ぶ．

意味的に変換可能なマッピングの，オブジェクト指向言語か

らの利用について考える．このマッピングをオブジェクト指向

言語の汎化関係のアナロジーとして捉える．オブジェクト指向

言語の汎化関係は

Antibiotic is-derived-from Medicine (8)

と表現することができる．これに対し，意味的に変換可能な

マッピングは

Antibiotic is-translatable-to Medicine (9)

と表現することができる．この is-translatable-to を意味的

に変換可能なマッピングと対応させ，抗菌剤のクラスが薬のク

ラスに意味的に変換可能であると呼ぶ．

以上のように，オントロジのクラス C から D へのマッピン
グがあるとき，オブジェクト指向言語のクラス C がクラス D

に意味的に変換可能であると呼ぶ．

C is-translatable-to D (10)

このオントロジのマッピング表現を用いて，オブジェクト指

向言語のクラスの変換可能性をオントロジのクラスの対応関係

から導出するためのクエリ言語として，MapQLの設計を行う．

[11]に基づくMapQLのオペレータの意味論を表 1に示す．

map implies(C, D) は，クラス C, D のマッピング C 7→ D
を，map instance(C(a),D) は C 7→ D があるときの D(a) を

それぞれ意味する．

表 2 MapQL Operators

MapQL Model MapQL Operator Response

map implies(C, D) isa⟨C, D⟩ {True,False}
map instance(C(a), D) translate⟨C, a, D⟩ D(a) or None

4. 設 計

本章では，MapQL問い合わせ言語の設計について述べる．

4. 1 MapQL

MapQL は，オントロジのクラスの包摂関係，個体の分類

をマッピングとして取り出すための問い合わせ言語である．

MapQLはオントロジのマッピング表現を利用して，

isa マッピングの存在から，意味的に変換可能かどうか判定

する

translate マッピングが存在して意味的に変換可能な時の，マッ

プ先の個体を得る

の 2つのオペレータによるクエリを行うことができる．3.章

のモデルとの対応と，オペレータ，戻り値を表 2に示す．

4. 2 MapQLトランスレーション

本節では，オントロジをマッピング表現に変換するための具

体的な手法について述べる．

4. 2. 1 マッピング表現から問い合わせへの変換

MapQLで，包摂関係の問い合わせオペレータ isaは 2つのク

ラス名のタプルを引数に取る．2つのクラス (クラス名 C1, C2)

のマッピングの存在を調べる C1isa C2 という問い合わせは，

⟨C1, C2⟩ (11)

という形式でトランスレータに与えられる．これはオントロ

ジのマッピング表現であり，

C1 7→ C2 (12)

と書くことができる．これが存在するマッピングかどうかを

問い合わせるために，推論システムに対し

C1 ⊑ C2 (13)

を判定するための問い合わせを送る．推論システムは，このリ

クエストを受け取るとオントロジ O に対して O |= C1 ⊑ C2 の

判定を行う．

4. 2. 2 オントロジからマッピング表現への変換

推論システムから問い合わせの結果を受け取ると，トランス

レータはマッピング表現へ再度変換を行う．

クラス C1, C2 についての包摂の判定の問い合わせに対し，

C1 ⊑ C2 であると結果を受けたとする．この時，3.章の議論よ

り，C1 7→ C2 と書くことができる．

この場合，マッピングは存在したので，そもそもMapQLリ

クエストで送ってきたマッピング表現が正しかったという意味

で，MapQLレスポンスとして ”True”を返す．マッピングが

存在しなかった場合，もしくは推論器がエラーを返した場合，

”False”を返す．
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図 4 システムアーキテクチャ

4. 2. 3 マップ先の個体の取得

MapQLで，マッピングした先の個体を取得するオペレータ

translate はクラス名と変換元の個体のタプルを引数に取る．

2つのクラス (クラス名 C1, C2)と 1つの個体 (a)による問い

合わせは，

⟨C1, a, C2⟩ (14)

という形式でトランスレータに与えられる．これはオントロ

ジのマッピング表現と個体のセットである．トランスレータは，

C1 7→ C2 なるマッピングが存在するかどうかと，存在した場

合に C2(a)を取得する手続きを同時に行う．

マッピングの存在の判定は，4. 2. 1, 4. 2. 2節で述べたマッピ

ングの存在の判定と同じ手順である．

個体の取得は，MapQLリクエストから個体の内容を取り出

し，マップ先の個体を取得するための問い合わせを推論システ

ムに送る．

マッピングが存在しなかった場合，Noneを返す．

5. 実 装

本章では，前節の設計を基に MapQL システムの実装を

行った．

5. 1 MapQLシステム概要

MapQLシステムは，オントロジのマッピング表現と推論シ

ステムの問い合わせを相互に変換するためのトランスレータと，

トランスレータに接続するクライアントライブラリ，外部の推

論システムからなる．

MapQLトランスレータは，

• MapQLのリクエストを受け付けるインタフェース，

• MapQLとオントロジのマッピング表現を相互に変換す

るトランスレータ，

• 推論システムクライアント

から構成される．またMapQLトランスレータは

• MapQLクライアントライブラリライブラリ

• 外部の推論システム (オントロジ格納，推論器)

とネットワークを介して相互にクエリのやり取りを行う．

システムのアーキテクチャを図 4に示す．

5. 1. 1 処理フロー

全体の処理の流れは次の通りである．

（ 1） (プログラミング言語処理系) クエリをMapQLクライ

アントライブラリに渡す

（ 2） (MapQL クライアントライブラリ) 処理系から受け

取った内容をMapQLリクエストとして組み立ててMapQLシ

ステムに送信する

（ 3） (MapQLシステム) MapQLリクエストをオントロジ

のマッピング表現に変換し，さらに推論システムへの問い合わ

せに変換する

（ 4） (推論システム) オントロジを推論ルールとして推論を

行い，リクエストに応じて包摂するクラス名，もしくは所属す

るクラス名を返す

（ 5） (MapQLシステム) 問い合わせ結果がMapQLクエリ

に沿っているかを検証し，MapQLレスポンスに加工して返す

（ 6） (MapQLクライアントライブラリ) レスポンスからク

エリ結果を取り出しプログラミング言語処理系に返す

（ 7） (プログラミング言語処理系) 受け取った結果をクラス

関係の包摂関係の判断やインスタンスの変換結果として用いる

5. 2 MapQLトランスレータ

MapQLトランスレータは，クライアントからMapQLクエ

リを受け取り，マッピング記述を抽出し，推論システムへの問

い合わせに変換を行う．また，推論システムからのレスポンス

をMapQLのレスポンス形式に変換し，クライアントに返す．

5. 2. 1 インタフェース

インタフェースは，MapQLクライアントライブラリとの接

続ポイントである．クライアントからのリクエストを受け取っ

てトランスレータに渡し，その後トランスレータの返答をレス

ポンスとして返す．

クライアントはMapQLリクエストを送出する．インタフェー

ス部はリクエストのメッセージボディを取り出し，それぞれク

ラス名，個体名として取り出してトランスレータに渡す．

その後，トランスレータからクエリ結果 (表 2のレスポンス

例参照)を受け取ってMapQLレスポンス形式にエンコードし

てクライアントに送出する．

5. 2. 2 トランスレータ

トランスレータの役割は，インタフェースから受け取った

MapQL リクエストを変換して推論システムクライアントに渡

し，推論システムクライアントから返ってきた推論結果を変換

してインタフェースへ送出する．オントロジのマッピング表現

との相互変換の機能は，システム中最も重要な機能である．

MapQLリクエストをインタフェースから受け取ったトラン

スレータは，オントロジのマッピング表現の形に変換を行って

推論システムクライアントに渡す．マッピング表現への変換手

法は 4. 2節のトランスレーション手法に基づく．

トランスレータが推論システムクライアントからレスポンス

を受け取った後，インタフェースに返す内容を次に示す．

isa: リクエストの問い合わせ結果の場合: マッピングが存

在した場合Trueを返す．エラーを受け取った場合，False
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import mapql

assert GoodMedicine.implies(Medicine);

assert GoodMedicine.implies(Wine) == False;

assert vancomycine.isinstanceof(Antibiotic);

図 5 Python Sample Query

を返す

translate: リクエストの問い合わせ結果の場合: インスタ

ンスの内容を文字列で取得し，返す．もし問い合わせの結

果がないか，推論システムがエラーを返した場合，None

を返す

5. 2. 3 推論システムクライアント

推論システムクライアントはトランスレータからオントロジ

のマッピング表現のタプルを受け取り，DIG [7] プロトコル形

式の XMLに整形する．整形した XMLはメッセージボディと

してHTTP POSTで外部の推論システムのDIGインタフェー

スに送られる．

続いて，そのレスポンスを XML で受け取りパースを行う．

レスポンスは推論の結果であるから，MapQLの問い合わせの

回答の部分のみを取り出し，トランスレータに返す．

5. 3 MapQLクライアントライブラリ

プログラミング言語処理系はMapQLリクエストの組み立て

に必要なクラス名とインスタンスの内容を MapQL クライア

ントライブラリに渡す．クライアントはそれをMapQLのリク

エストとして送出し，レスポンスを受け取るとこれを処理系に

返す．

MapQLクライアントライブラリは各言語のドライバ，ライ

ブラリ，モジュール等として実装される．

本実装では，オブジェクト指向言語 Python [12] と Konoha

[13]についてそれぞれ実装を行った．

Python では，MapQL のクエリを実行するメソッドを備え

たモジュールとして実装を行った．また，Konohaでは，C言

語のドライバとして実装を行った．

MapQLは，オブジェクト指向言語に対してオントロジの包

摂関係をマッピングとして提供することで，オントロジとプロ

グラミング言語の深い統合を実現する．言語の能力とMapQL

クライアントライブラリの実装により，その統合のレベルの深

さは変わる．

5. 3. 1 メタプログラミング可能な言語

リフレクションやmix-inを用いて，クラスやインスタンスに

動的にメソッドを追加できる言語では，クラスに直接 MapQL

問い合わせを行うメソッドが追加できる．そのため，既存のプ

ログラムに手を加えることを最小限に抑えつつ，MapQLによ

るオントロジへの問い合わせの機能付加を可能にする．

PythonでMapQLを用いた場合のプログラムの例を図 5に

示す．MapQL ライブラリがインポートされている環境では，

各クラスにクラスメソッド implies(), isinstanceof()が追加で

きる．

using concept Medicine "http://ubicg/map#Medicine";

using concept GoodMedicine "http://ubicg/map#GoodMe

dicine";

using concept Wine "http://ubicg/map#Wine";

using concept Antibiotic "file:///tmp/map.owl#Antib

iotic";

GoodMedicine isa Medicine;

GoodMedicine isa Wine; # => Error

Antibiotic m = "Antibiotic:vancomycine";

m isa Medicine;

図 6 Konoha Sample Query

5. 3. 2 MapQLが統合された言語

MapQLを言語レベルで直接サポートできる場合は，準備な

しに意味を用いたプログラミングが利用する．

KonohaでMapQLを用いた場合のプログラムの例を 6に示

す．Konohaは演算子 isaを持ち，言語のイントロスペクショ

ン機能を用いて MapQL の isa, translate いずれかのクエリ

を必要な時に送出する．

5. 4 MapQLプロトコル

MapQL プロトコルは MapQL クライアントライブラリと

MapQL トランスレータ間のプロトコルとして設計・実装さ

れた．

メッセージの転送プロトコルには HTTPを用いる．HTTP

を用いることで，プログラミング言語処理系，推論器とこのシ

ステムをプラガブルに利用できる．

メッセージの記述は，CSV を拡張したものもしくは JSON

で書かれたものを受け取る．

5. 4. 1 リクエスト

クライアントはクラス名のタプル ⟨C, D⟩，もしくはそれと個
体 aを合わせたタプル ⟨C, a, D⟩をオペレータの種別と合わせ
て，サーバにリクエストとして送る．

MapQLによる isaの問い合わせの例を図 5. 4. 1に示す．

CSV での例

"Antibiotic","Medicine"

JSON での例

{

"domain-class" : "Antibiotic",

"range-class" : "Medicine"

}

図 7 MapQL Sample isa Request

MapQLリクエストはインタフェースから入力された後，メッ

セージボディ部分がMapQLトランスレータに渡される．

トランスレータはオントロジのマッピング表現

C1 7→ C2 (15)

— 5 —



を，先述のMapQLトランスレーションに基づいて DIG形式

のクエリに変換する．

MapQL リクエストのオペレータが isa であった場合の，

MapQL リクエストから変換された DIG の問い合わせの例を

図 8に示す．

CSV での例

"Antibiotic","vancomycine","Medicine"

JSON での例

{

"domain-class" : "Antibiotic",

"domain-instance": "vancomycine",

"range-class" : "Medicine"

}

図 9 MapQL Sample translate Request

MapQLによる translateの問い合わせの例を図 5. 4. 1 に示

す．メッセージフローは isa の場合と同様である．

MapQLリクエストのオペレータが translateであった場合

の，MapQL リクエストから変換された DIG の問い合わせの

例を図 10に示す．

5. 4. 2 レスポンス

MapQLリクエストが isaであり，包摂関係があった時のレ

スポンスの例を次に示す．

マッピングが存在した場合，”True”を返す．マッピングが

存在しなかった場合，もしくは推論器がエラーを返した場合，

”False”を返す．

リクエストが translateであった場合，マッピングの有無に

よりリクエストで要求された個体の内容か，Noneを返す．

DIGのレスポンスの例を図 11に示す．

isa問い合わせに対するMapQLレスポンスの例を図 5. 4. 2，

translate 問い合わせに対するレスポンスの例を図 5. 4. 2 に

示す．

5. 5 推論システム

MapQLシステムは，DIGインタフェースを備えた外部の推

論システムに接続する．DIGインタフェースは記述論理の推論

器のためのインタフェースとプロトコルの仕様である．DIGイ

ンタフェースは Pellet [14], KAON2 [15], Racer(RacerPro) [9],

Fact(FaCT++) [16] など代表的な推論器が備えている．本実装

CSV での例

"True"

JSON での例

{

"response" : "True"

}

図 12 MapQL Sample isa Response

CSV での例

"vancomycine"

JSON での例

{

"range-instance" : "vancomycine"

}

図 13 MapQL Sample translate Response

では FaCT++を用いた．本実装では他にも DIGインタフェー

スを用いている推論器であれば利用可能である．

6. 関 連 研 究

本章では，関連する研究について述べる．

Using ontologies in programming languages

オントロジ記述言語の標準化を経て，オントロジによる知

識ベースは特定のアプリケーション専用のものでなくなり，

RDF/OWL のための API を通してアプリケーション間で自

由に利用できるようになった．オントロジ記述言語 OWL [17]

のインタフェースのためのライブラリとして代表的なものに，

Jena [18], OWL API [10], cwm [19], Pychinko [20]などがある．

これらは RDF のための API，もしくは OWL に対する API

であっても概念的に低レベルな API を提供しているものが多

く，2.章で述べた通りオブジェクト指向言語との親和性が低い

ことが，開発者をオントロジの利用から遠ざけている．本研究

では，この問題の改善を目指し，MapQLを設計した．

Ontology query languages

オントロジ記述言語の進化と同時進行でオントロジクエリ言

語も進化している．Fikesらの OWL-QL [21]は DAML言語の

ための DQLを発展させたもので，OWLで記述されたオント

ロジに対して前提とクエリをトリプルで入力することで質問応

答を実現するクエリ言語である．基本的に，推論エンジンのイ

ンタフェースの能力をそのまま備えたクエリ言語である半面，

前節と同様オブジェクト指向言語との親和性が問題となる．

Jeanら [22]はオントロジデータベースのための SQLベース

のクエリ言語OntoQLを実装している．この言語は彼らの用い

ているオントロジデータベースである OBDBのためのもので

あり，その他のシステムに対応することについては言及されて

いない．

Integration of ontologies and programming lan-

guages

Vrandecic [23], Babik [24]らはスクリプト言語 Pythonとオ

ントロジ記述言語 OWL-DLの統合を提案している．従来の試

みと異なる点は，API経由でオントロジからデータを取得する

のではなく，オントロジの内容を直接言語のモジュールとして

解釈し，クラス機構に取り込む点にある．これによって，オブ

ジェクト指向開発に習熟した開発者が，論理プログラミングの

ための APIに戸惑うことなく OWLのクラスを扱うことを可

能にしている．

— 6 —



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<asks

xmlns="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang http://dl-web.man.ac.uk/dig/2003/02/dig.xsd">

<subsumes id="q">

<catom name="C_1"/> <catom name="C_2"/>

</subsumes>

</asks>

図 8 DIG Query

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<asks

xmlns="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang http://dl-web.man.ac.uk/dig/2003/02/dig.xsd">

<instance id="q">

<individual name="a"/> <catom name="C_2"/>

</instance>

</asks>

図 10 DIG Individual Query

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<responses

xmlns="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://dl.kr.org/dig/2003/02/lang http://dl-web.man.ac.uk/dig/2003/02/dig.xsd">

<true id="q"/>

</responses>

図 11 DIG Response

これら研究は複数のオントロジを扱う際において 2点の問題

を抱える．1 点はオントロジの名前空間の管理の問題である．

これら研究では名前空間の管理を行っていないため，同一名の

クラスによる衝突が起こりうる．我々はオントロジのマッピン

グ表現において，クラスや個体を URI 参照によって識別する

ことで名前の唯一性の仮定を担保するため，名前の衝突は起こ

り得ない．ただし，同等の概念，同一の個体であることの問い

合わせに関しては，現在未実装である．

7. ま と め

本論文では，オントロジのクラスの包摂関係，個体の分類を

マッピングとして取り出すためのクエリ言語の設計と実装につ

いて提案を行った．

我々は，MapQLの定式表現を示し，次に言語の設計につい

て述べた．そして最後に，実際にオブジェクト指向プログラミ

ング言語から利用できる実装を示した．

MapQLは，オントロジから知識を取得するための新たなイ

ンタフェースとして，マッピングを用いてオブジェクト指向プ

ログラミング言語に意味を用いたプログラミングの機能を提供

する．

今後は他のオントロジクエリ言語と同様のアプローチではな

く，オブジェクト指向言語からの使いやすさを重視したクエリ

を目指し，実装を進めていく予定である．
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