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We argue that abduction for integrating theories can be a basic principle to formalize creative design processes. Based 
on this principle, we have proposed Universal Abduction Studio, a design environment in which designers combine 
different theories to arrive at better design. In this new approach to computational support of conceptual design, the 
system should offer various types of abductive reasoning from which designers can select an interesting design method. 
This paper aims at proposing a knowledge scheme that enables more advanced knowledge integration based on semantic 
structure of knowledge. We demonstrate that a prototype system can represent semantic structure of knowledge taken 
from a real design activity and it enables more advanced knowledge integration. 

 
１．はじめに 

人工物の高度化・複雑化，環境問題や製造者責任問題など

に起因する人工物に対する要求の高度化，複雑化に伴い，設

計者に対する負担は一層大きなものとなっている．すなわち

設計者には多様な問題を包括的に解決する創造的な設計が求

められている[1]．このような背景のもと，創造的設計を総合

的に支援するための計算機環境である Universal Abduction 
Studio（以下 UAS）に関する研究が行われている[2]．本稿で

は，これまでの UAS 研究で提案されている知識表現形式を拡

張することにより，計算機上により深く正確に知識の意味的

構造を表現することを可能にし，従来よりも柔軟かつ創造的

な推論を可能にするための方法を提案する．また，提案する

知識表現形式沿って知識を記述するための知識記述エディタ

について述べる． 

 

２．Universal Abduction Studio 
２．１ Universal Abduction Studio の基本構想 

著者らは，創造的設計を「ある設計問題において，その設

計対象に関する領域知識だけでは解決できないような課題が

発生した場合，それまで対象としていた領域知識とは異なる

領域の知識を発見し，その両者を統合的に用いることにより

課題を解決する設計」であると定義し，このような創造的設

計における知識統合を支援するための計算機環境として，

Universal Abduction Studio（UAS）の概念を提案している[2]．  

UAS は，ワークスペース，知識ベース群，知識統合モジュー

ル群からなる．設計者はワークスペースに解決すべき設計課

題を配置し，その全体や部分に対して知識ベースにある知識

を適用して設計を遂行する．様々な知識を設計に適用するた

めには知識の統合が必要であり，このとき知識統合モジュー

ル群から適切な知識統合モジュールが選定される．このよう

にして設計の各場面で必要な知識をそこでの適切な知識に変

換して適用していくことで UAS における設計は進行する． 

 

２．２ アナロジーによる知識統合 

アナロジーは人の柔軟な思考を支える有力なメカニズムの一

つであると考えられている[3]．アナロジーによる発想では，

ある分野（ターゲット領域）における未知のアイデアを，そ

の分野とは異なる分野（ベース領域）の類似性に基づき，ベ

ース領域の要素をターゲット領域に転写することで獲得する．

UAS では，このアナロジーの過程が知識間の類似性をもとに

知識統合のための知識間の関連付けを行うことに等しいと考

え，これまでにアナロジーに基づく知識統合支援の方法を提

案している[4]．すなわち，これまでの UAS 研究においては，

計算機上に知識の意味的構造を記述し，これに基づいてアナ

ロジー推論を行うための知識表現形式が提案されているが，

この知識表現能力を強化することにより，さらに柔軟で創造

的なアナロジー推論を可能にすることが本研究の目的である． 

 

３．知識の表現形式 

３．１ 知識のグラフ化 

UAS では知識を扱う際に，例えば自然言語で記述された知

識をそのままの形式で扱うのではなく，知識が表現している

内容を計算機がより扱いやすくするために，当該知識をグラ

フ構造に変換し表現している． 具体的には，UAS では対象，

述語，属性，修飾子の 4 種類のノードをアークで接続するこ

とによって知識を表現する．4種類のノードはそれぞれ，対象

は主に具体物を，述語は状態や動作を，属性は対象の性質や

特徴を，修飾子は述語を修飾する語彙を表す． 

また，対象と述語を単なるアークで接続しただけでは，そ

の対象と述語との意味的関係（主格，目的格等）を判別する

ことができない．そこで UAS では，自然言語処理で利用され

ている「深層格」[5]による分類を用いることを提案している．

これにより対象と述語の間の意味的関係を明示することが可

能となっており，本研究もこの形式を踏襲する． 

 

３．２ 概念体系との連結 

計算機が知識間に意味のある類似性を見いだすためには，

グラフの各ノードを単なるシンボルとしてではなく，それぞ

れが定義されている概念体系と連結し利用しなければならな

い．そこで UAS では，オントロジー[6]を利用することを提

案している．オントロジーの最も基本的な機能は，対象世界

の概念の切り出しとそれらの階層関係の記述である．しかし

UAS での知識記述とこのオントロジーの具体的な対応付け方

法に関してこれまでに十分な考察は行われておらず，単に双

方を記述するための基本的枠組みの提案に留まっていた． 

そこで本研究では，UAS で知識を記述する際にノードとし
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て用いる 4 種類の語彙（対象，述語，属性，修飾子）につい

てオントロジーを用い，それぞれを体系づける具体的方法を

与えるとともに，この考えに基づき知識表現中に現れる多様

な語彙を限られたオントロジー概念で管理する方法を提案す

る．具体的には，EDR 電子化辞書[7]を基本オントロジーとし

て採用し，これを対象，述語，属性，修飾子の観点で共通利

用し，比較対象となる二つの語彙間の距離を基本オントロジ

ーのツリー上で計測することによりその類似性を判定する

[8]．また，基本オントロジー上の限られた数の登録語彙で知

識表現上に現れる多様な語彙を管理する方法として，透過型

オントロジーと呼ぶ多層型の語彙管理構造を導入する（図 1

参照）．透過型オントロジーとは，領域固有等の多様な語彙を

透過性を有するサブオントロジー（領域固有オントロジー）

上に記述し，これを基本オントロジー上に重ねて使用するこ

とにより，基本オントロジーの内容を変更することなく，多

様な語彙を管理するための枠組みである．サブオントロジー

上の語彙関係は基本オントロジー上の記述を参考にして定義

されるが，あくまでもその領域固有の概念として管理される

ため，異なる領域を跨ってのオントロジーの厳密性を意識す

る必要がなく比較的に自由な語彙定義が許されると同時に，

複数のサブオントロジーの共通部分を切り出し，共有可能な

サブオントロジーとして定義することも可能である．以上の

方法により，限られた語彙で構成される基本オントロジーを

用いて，多様な語彙を管理する構造を得ることができる． 

 

図１ 透過型オントロジー概念図 

 

３．３ 高次の関係の導入 

知識間の類似性を発見する上では，知識の中の語彙の関係

性の類似性とは別に，「高次の関係性」に基づく類似性が重要

な意味を持つ場合がある．ここでいう高次の関係には，例え

ば，二つの事象の間に存在する因果関係や機能の展開構造，

手順などの関係が考えられる．しかし，知識を語彙単位で見

ているだけでは，これらの高次の関係を認識し，知識間の類

似性に利用することはできない． 

本研究では，上記の高次の関係を表現するために，一つの

事象（要素の集合）を「命題」と呼び，複数の命題を高次の

関係で連結した知識記述の形式を導入し，この知識構造をも

って高次の関係に基づく類似性をアナロジー推論によって発

見することを可能とする．提案する知識表現形式を用いて，

「白い花瓶を硬い円柱状の棒で強く叩くと，白い花瓶が割れ

る」という知識を記述した例を図 2に示す． 

 

図２ 知識表現の例 

 

４．知識記述エディタの開発 

UAS において，これまでに述べた形式に従って知識を管理

するためには，計算機上における具体的な記述方法が必要と

なる．本研究では，知識を計算機が扱うことのできる情報と

して記述するために，主にセマンティック Web の分野で研究

が進められている知識表現の枠組みである Web Ontology 
Language（OWL）[9]を用いる．この OWL と本研究で提案する

知識記述の枠組みを組み合わせ的に用いることにより，豊富

で高度な意味記述を簡潔に行うことが可能となるが，OWL によ

る記述形式は複雑であるため，これについて充分な知見を有

しない設計者に対しても容易に知識記述を可能にすることが

必要である．本研究ではこの目的のために知識記述エディタ

の開発を行った．本エディタは，WindowsXP 上で稼動する

Eclips 環境上に開発されており，OWL に対する知識の無いユ

ーザにおいても，簡単な GUI を通じて，本研究で提案する形

式に則った知識記述を行うことが可能である．また，知識記

述をする際に用いる語彙は 3.2 節に述べた基本オントロジー

から選択，あるいは，領域固有オントロジー上の語彙として

定義した上で使用することが可能となっている． 

 

５．結論と展望 

今後は本研究で提案した知識表現手法と知識記述エディタ

の有効性をさらに深く検証するために，推論の元となる具体

的知識（ベース知識）を多様な例題を用いて記述し，その知

識を用いて実際の設計課題（ターゲット知識）を解決すると

いう実験を行い，得られた結果に対する考察を行う． 
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