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この課題に対し、ドメイン辞書の構築を提案
する。ここで単位とするのは「概念」であり、
企業内情報システムは、業務毎に独立したシ
対象ドメインにおける「概念」に対する類義語
ステム、サブシステムを段階的に構築してきた
や省略語の表記形式を登録し利用することで、
ため、大規模で複雑なシステムとなっている。
表記のばらつきに対応することができ、カラム
データも各システムに分散し、同じものを示し
対応関係の自動推進精度を上げることができる。
ているにも関わらず別個の名称を持ったり、そ
ドメイン辞書の要件
のサブシステム内だけで通じる呼称を用いたり
一方、これら情報は企業内で使われているデ
している。そこで、企業内の情報を一元的に管
ータ（概念）の「情報」であり、今後、ドメイ
理するための辞書としてドメイン辞書が必要に
ン辞書へ概念の意味や、概念間の関係性なども
なる。本稿では、ドメイン辞書を、ある属性を
格納していくことで、表記のばらつきを解決す
満たすことを条件に情報をグループ化し１つの
ドメインで使われる用語を集めたものと定義し、 るためだけでなく、企業内の情報を一元的に管
理するための辞書として構築していくことがで
その構築の一方式を提案する。
きると考える。これらをふまえ、ドメイン辞書
背景と課題
は次の要件を満たす必要がある。
分散したシステム間のデータ連携を連携アプ
 １つの概念は、複数の情報（表記形、説明、
リケーションが行っている場合のシステム更新
意味など）を持つことができること
コストの低減や、互いに連携するシステムのデ
 概念は他の概念と意味的に結びつくことがで
ータ品質確保のために、統合データベースの構
きること（is-a 関係や part-of 関係など。これ
築やデータ連携システムなどによるマスタデー
ら関係は絶対的なものではなく、ドメインご
タ管理の製品やサービスが提供されている。こ
とに異なる）
のとき、データベース間のカラム対応関係が必
 ドメイン辞書に格納する内容は、仕様を変更
要となるが、データ仕様書をもとに人手で連携
することなく拡張することができること
関係を抽出する場合、品質が作業者のスキルに
実装モデルの検討
依存し、工数が多くなる。また、データ仕様書
スキーマが固定のリレーショナルデータベー
自体が存在しないことさえある。そこで、デー
スや csv では、前述の要件を満たすことができ
タベースのカタログ情報に対し、編集距離、部
な い 。 こ の た め 、 ド メ イ ン 情 報 を RDF
分一致、接尾、接頭、親子関係といった様々な
(Resource Description Framework)[2]モデルを
手法による判別を行い、それを総合判断してデ
用いて表現することを検討した。RDF モデルは、
ータベースのテーブル間のカラム対応関係の自
リソースの関係を主語、述語、目的語（プロパ
動推薦を行う手法[1]を開発した。
ティの値）という 3 つの要素で表現し、メタデ
しかし、カラム名に、業務システムごとに固
ータなどリソースの相互関係を、特定のアプリ
有な呼称や省略形などを使っていた場合、デー
ケーションを前提とせずに記述するための標準
タベースのカタログ情報からだけでは同一性の
的な枠組みを提供する。また、RDF モデルでは、
判断ができず、カラム対応関係の自動推薦精度
リソースに入れる値はあくまでも属性値である
が低くなるという課題があった。
ので、将来ドメイン辞書への格納内容を拡張す
る場合も、リソース、プロパティ、リテラルの
ドメイン辞書
属性を追加することで対応できる。
ドメイン辞書の構築の提案
RDF モデル適用例
ドメイン情報を、RDF モデルを使って表した
A proposal of the RDF model application to domain
information
例を図１に示す。概念間の関係を示すプロパテ
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ィ(図上の矢印)の URI の名前空間には、メタデ
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セットである DC(Dublin Core)と DC の拡張版
の DC タームズを使用した。
図１では、概念「識別子」は、”ID”と”No”の
２つの表記形を持ち、概念「設備識別子」をサ
ブクラスとして持つ（is-a 関係）ことを示して
いる。また、概念「設備」と、｢設備識別子｣お
よび「設備年月」は part-of 関係にあることがわ
かる。また、各表記形には、説明やカラムの物
理的な情報（図中、「カラム URL」と表記）を
付加している。これにより、カラムという物理
的な情報と、概念の情報を結びつけることがで
きる。この例では、カラムの物理情報は、
“http://localhost/スキーマ名/table/テーブル名
/column/カラム名” といった URL で入れている。
ただし、カラムを一意に特定できる形であれば
よく、その表記方法は、このドメイン辞書の情
報を使用するシステムが、テーブル情報をどの
ような形で扱うかに拠るので、各システムに合
わせた形式のカラムの識別情報を入れればよい。
このように、RDF モデルでは、使用する側の仕
様にあった形で情報を保持することができる。
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に日本語を付与した日本語 WordNet[4]も公開さ
れている。
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そこで図２で示す機能を現在検討中である。
対象とするシステムのデータベースのカタログ
情報から、例えば“HOSHU_DATE”, ”HOSHU_
ID”であれば“HOSHU”,“DATE”,“ID”と単語分解
し 、 抽 出 し た 単 語 を WordNet で 定 義 さ れ た
synset に関連付け、該当ドメインでの出現単語
と WordNet を連携した辞書情報を構築する。
synset には複数の同義語が定義されているため、
出現する単語を単に synset に関連付けると、候
補が増えかえって自動推薦精度が落ちるため、
対象とするドメインでの単語の使われ方に着目
した曖昧性解消手法を検討中である。このよう
に構築したドメイン辞書情報は、一般的な概念
情報とドメイン固有の情報を持っているため、
カラム間の対応関係抽出の精度をさらに向上さ
せることができると考える。
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今後の課題と機能拡充
企業内システムは段階的に構築されているた
め、テーブルのカラム名は、そのサブシステム
内では統一されていても、サブシステム間では
英語表記であったりローマ字表記であったりす
る。これらを全てドメイン辞書で網羅するため
には、ドメイン辞書へ入れる情報を自動的に生
成するしくみが必要となる。
一方、自動的文書解析や人工知能のアプリケ
ーション支援のために構築された概念辞書とし
て、WordNet[3]がある。WordNet では概念にあ
たる synset と呼ばれる同義語のグループに分類
され、簡単な定義や、他の同義語のグループと
の関係が記述されており、Princeton WordNet

企業内システムの連携時に必要となる、カラ
ム間対応関係抽出の自動推進精度向上のための、
RDF モデルを適用したドメイン辞書を提案した。
また、このドメイン辞書に一般的な概念情報を
加えるための WordNet 連携の構想について述べ
た。今後、この WordNet 連携による半自動的な
ドメイン辞書生成を実装し、商用システムへの
適用を検討していく予定である。
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