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Abstract: We have been building structured manuals for care processes. It is useful to formalize them in a
standard form which is defined by W3C because we can re-use some of the semantic technologies to
process the structured manuals. This manuscript reports a trial to RDFize the structured manuals for care
processes.
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はじめに

高齢化の進展に伴い，日本の医療・介護コストは
世界に先駆けて増大している[1]．同時に，介護施設
の従業員の負担も増大している．
介護分野の特徴として，介護業務プロセスは施設
や従業員ごとに異なる．その理由は，施設にいる利
用者の特徴の違いや，従業員の持つスキルの違い，
施設で使える道具の違いなどに起因する．そのため，
同じ介護法人であっても，知識共有のために業務マ
ニュアルを施設ごとに構築することが起こる．しか
し，そのような状況が続くと，法人としての方針か
らずれたマニュアルが構築される懸念がある．その
ため，法人内で共通に利用可能なマニュアルの構築
が望まれる．
筆者らは，これまでに構造化マニュアルと呼ぶ介
護業務を目的指向で構造化したものを構築してきた
[2]．これを計算機が解釈し，意味検索を行うために
は形式化が必要である．形式化する際には標準に則
ることで，既存のリソースの再利用可能性が増す[3]．
本稿では，構造化マニュアルの RDF に則った形式
化の試みについて述べる．
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乗する」ことを最上位の目的として，その下に連な
る行為の系列が目的達成のために必要であることを
表現している．この達成のための系列が複数ある場
合には，同様に上の行為から，下に配置される行為
系列の最も左の行為に対して線が引かれる．この目
的達成関係は，下に配置された行為に対しても再帰
的に適用され，目的達成のための詳細な行為へと分
解される．行為ノードの左肩に配置される長方形ノ
ードの内，橙色で表されるものは，行為主体(図 1「図
形の意味」中の「誰が」に相当)を表現する．例えば，
「移乗する」行為は，利用者によって実施される．
また，行為ノードの右下の桃色の長方形ノードは，
リスクを示しており，「移乗する（子）」行為の際に
は，
「介護者が腰痛を起こす」等のリスクが存在する
ことが表されている．この例にはないが，目的達成
のための系列が実施される状況（図 1「図形の意味」
の「この場合に」に相当）や，行為で用いられてい
る動詞に対する説明（図 1「図形の意味」の「動詞
の頻度，時間帯など」に相当），名詞に対する説明（図
1「図形の意味」の「名詞の具体例」に相当）も情報
として記述される．そして，行為系列を構成する行
為間の関係として，順序関係と並列で実行可能な関
係がそれぞれ矢印と単なる横線で表現される．

構造化マニュアル

筆者らは，介護業務に関する基本的な手続き的知
識の内，直接介護と呼ばれる業務 8 種類を構造的に
記述してきた（表 1 参照）[2]．
図 1 に例（移乗介助）を示す．角のとれた四角形
が一つの行為を表しており，上に書かれた行為を目
的と読み替えて，その目的を達成するための方式は，
上下の行為間を結ぶ線で表現する．この例では，
「移
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RDF を用いた構造化マニュアル
の形式化

この構造化マニュアルの RDF を用いた形式化の
ために，表 1 のように，property を設定した．表中
の”sm:”および”rdfs:”は，それぞれ構造化マニュアル
及 び RDFS[14] の base IRI の 省 略 表 現 で あ る ．
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表 1 構造化マニュアルを形式化するためのプロパティ一覧

property name

rdfs:domain

rdfs:range 説明

sm:Condition

sm:Action

rdfs:literal 方法が選択される状況

sm:Actor

sm:Action

rdfs:literal 行為者

rdfs:label

rdfs:Resource

rdfs:literal 行為ラベル

sm:Attribute

sm:Action

rdfs:literal 行為の属性

sm:Risk

sm:Action

rdfs:literal 行為に付随するリスク

sm:InstanceOfNoun

sm:Action

rdfs:literal 行為ラベルで参照される名詞の具体例

sm:WayToAchieveGoal

sm:Action

sm:Action

目的達成関係

sm:Group

sm:Action

sm:Action

並列実行関係

sm:Order

sm:Action

sm:Action

順序実行関係

SPARQL を用いたクエリの例と結果を図 2 に示す．
目的となる行為とそれを達成するための行為の系列
をそれぞれ検索し，
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関連研究

プロセスに関するオントロジーはいくつかある．
PSL (Process Specification Language) [4]
Process Specification Language は，NIST (National
Institute of Standards and Technology)で標準化された
プロセスを記述するための言語である．その核概念
となる PSL core をはじめいくつかのリソースは
CLIF[7], MIV KIF[8], Tau KIF[9]で提供されているが，
現状では RDF[10]や OWL[11]形式のものは見つけら
れなかった．
 Process ontology in owl-s[5]
一方で，W3C (World Wide Web Consortium)メンバ
から提案されている OWL-S (OWL Web Ontology
Language for Services)に Process ontology が含まれて
いる．これは PSL 同様に，プロセスを対象物の状態
変化として捉える表現を取っている．また，単一プ
ロセス間の順序関係はそれらが発揮される時間点間
の時間順序関係として表現される？
 BPMN (Business Process Modeling Notation) [6]
Business Process Modeling Notation もプロセスを表
現するためのモデルとして広く利用されている．こ
れは OWL による形式化の試みがなされている[12]．
引き続き，調査を続ける必要があるが，構造化マ
ニュアルのニーズとして，現場参加型で構築可能
[13]であることが挙げられる．そのためには，記述
しなければならない要素を可能な限り少なくするこ
とが求められる．予め用意したオントロジー中の語
彙を利用した記述支援機能を実装することも考えら
れるが，用途と記述すべき世界の範囲を限定するこ


とで，オントロジーや知識工学の専門家ではなくて
も記述可能なモデルを目指す．引き続き，形式化を
行うことにより得られる利点と，モデルの簡易化に
よる記述のしやすさの利点とのバランスを模索した
い．
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まとめ

筆者らは，これまでに基本的な介護業務に関する
手続き的知識を構造化マニュアルという形で構築し
てきた．これを既存のセマンティック技術を用いた
処理を可能にするため，RDF を用いた表現を試みた．
結果として，SPARQL クエリを用いて部分グラフの
抽出が可能となった．一方で，プロセスを表現する
ためのスキーマは他にもいくつかの方法がある．今
後は，これらのスキーマを考慮したスキーマ構築及
びオントロジー構築を進める．
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移乗介助（1/14）
利用者

1-1

移乗する

1-3
3-1

1-2
2-1

移乗方法を
判断する

移乗の準備
をする

利用者

空間移動
生活不活発病の予防
筋力低下、腸蠕動運動・ホル
モンバランスの乱れ予防
意欲向上、生活を広げる

1-4
4-1

1-6
14-1

1-5

移乗する
（子）

姿勢と体調
を確認する

後片付け
する

1-7
14-4

記録する

・介護者が腰痛を起こす
・利用者の皮膚剥離
・車いすに利用者や介護者が
体を巻込む
・利用者の骨折

図形の意味
この場合に
誰が（何が）
行為 A

本マニュアルでは、
「介護士」や「従業員」
の場合は割愛

図 1 構造化マニュアルの一例（移乗介助の一部）
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動詞の頻度,
時間帯など
リスク
名詞の具
体例

行為
（名詞+動
詞）

下の行為の
どれか必要

行為 C

行為 B

どちらも必要

行為 b

行為 a
行う順序

図 2 クエリと結果例
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