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中国におけ
るナレッジ
ペイメント
Knowledge 
payment
in  China

ナレッジ ペイメント（Knowledge payment）：コンテン
ツ制作者は、書籍、理論的な知識、情報などを統合し、体
系的かつ構造的に標準化された有料製品に変換し、ペイメ
ントプラットフォームプラットフォームによってユーザー
に渡して、ユーザー自身の認知改善などを満たします。

典型的なアプリ：“得到”APP ；“分答”；“知乎”



ナレッジ ペイメント（Knowledge payment）の現状

新しいビジネスモデルは「ニューメディア」の繁栄をもたらします：We-Media、Media 
Convergence

↗業界全体に目覚しい発展をもたらします：2017年末、中国のナレッジ ペイメント業界
の規模は前年同期比で3倍に増え、約49.1億元を超えました。2020年では235億元に達成で
きると思われます。

↗競争は激化していが、新たな開発課題は無視できません

↗知識生産、知識普及および知識適用は知識経済の基礎です

↗専門化、多様化、確実化：知識を本物の「サービス」に転換して、消費をひきつけます



従来の出版物を変えるデジタル出版技術
↖ 新のデジタル出版技術は電子読書を知識読書に変えてきました

↖ 「読者」から「ユーザー」へ

↖ 断片化された知識の非体系的な性質を補います

↖ Eラーニングツール工具は啓発的な自発的思考、自発的学習をサポートします

↖ 集団学習および共同学習形式は知識の保存と交流に役立てます



中国知識基礎施設工程
（CNKI） 1996年12月に、清華大学と清華同方が主導でスタート

 国家重点情報化建設プロジェクト

 中国知識資源の大規模デジタル化に力を入れ、グローバルな伝播および付加価値向上のサー
ビス
プラットフォームを創設

 国家のトップおよび教育部、中央宣伝部、科学技術部・新聞出版総署・国家版権局の支持を
受けた

 自主研究開発された世界をリードする中文電子図書館技術およびCNKI電子資料の共有プラッ
トフォーム

 学術研究成果を中核とした完備な中国情報システム「中国知識資源総庫」を構築



中国知識資源総庫
China Integrated Knowledge Resources Database

●CNKI工程の核心資源建設プロおジェクト

●中国知識総資源の90％以上を占め、現在、資源類型が完備、内容が完全の国家知識資源
保障システムである

●中国雑誌、博士・修士学位論文、新聞、会議論文、年鑑、工具書、百科事典、特許、標準、
科学技術成果および法律・法規などを完全に収録

●Springer、Taylor&Francis、Wileyなど重要な国際出版物と整合し、中国語・外国語知識ネット
ワークサービスシステムを形成



デジタル出版業界と知識の効果的な普及のた
めに、深い知識マイニングと知識サービスと
知識管理をサポートします

大規模で集中的なデータ処理と
データベース製造

3. 知識管理ソフトウェア
- デジタル出版、知識サービス

4. デジタル生産製造

2. 情報サービス産業——デジタル出版技術に基
づいた情報サービスと知識管理サービス

1. デジタル出版産業——
国内外の知識情報リソースを整合する

産業構造

知識サービスの総合価値を高める
1.出版された文献資源の統合
2.「灰色文学」リソースの公開

1.様々な業界/
専門知識ベースのデジタル出版
2.機関デジタル図書館/
パーソナルデジタル図書館
3.デジタル学習、科学研究管理、

イノベーション管理



北美、欧洲、中东、日韩、东南亚以及港澳台共计53个国家与地区

CNKIは現在、海外53ヶ国また地域において、1600余りの機構ユーザーをもっており、北アメリカ、日

本、韓国、ヨーロッパ、オーストリア、中東、南アメリカ、東南アジアと香港、マカオ、台湾などにサー
ビスを提供しております。



異なるコンテンツの統合検索を実現するた
めのインデックス分類技術

異なった性質、異なった分野、異

なった学科のデジタル出版物が同

時に検索できます

異なるコンテンツの統合によって

知識の関連性を明らかにします





Prof. Huang Hongzhong : 2018 Elsevier China Most Cited 
Researcher No.1 in the area of Security Risk Control   



新しい出版技術によって知識を全面的
にマスターします

革新的な出版技術によって、
知識の獲得と普及、利用が
より便利になります



新しい出版技術と利用体験
ENHANCED PUBLISHING

従来のPDF型閲覧方式が徐々にHTML型閲覧方式に置き換えられます

•断片化されたHTML形式の文書が非常に豊かになれます

•著作権保護技術を前提として断片化された文書を組み合わせることができます

• エンハンストパブリッシングは、コンテンツのプレゼンテーションや論文の普及を促進するため
の新しい雑誌形態です。PDFを提供する従来のデジタルパブリッシングとは異なり、PDFを提供する
従来のデジタルパブリッシングとは異なり、エンハンストパブリッシングには文献に関連した一連
のコンテンツが提供されます。



增强出版



HTML format reading



本を読むことから
信頼できる正確な情報を見ることまで
明確な定義を決定する方法

信頼できる参照元かどうかを判断する方法

図書館参考書の利用方法





リソースを168専題まで分けて、検
索結果が正確的に把握できます

“树”的专业释义



红



例：

2008年10月、ある学者は「中・ロシ

ア・西欧学者の観点から見た中国・
ロシア国境東部地域の学術史研究：
中国・ロシア・西洋学者の東部」と
いうタイトルの本を中央編集出版物
に掲載しました。そして、「Chiang 
Kaishek」という名前を「Chang Kai 
Shen」に翻訳しました。実際に、
"Chiang Kaishek"はウエード・ジェイ
ル式(Wade-Giles)で表示された蔣介石
の名前です。ウエード・ジェイルは

、清朝末期および中華人民共和国で
人気のあるラテン化した書き方です
。

さらに、 "门修斯(Mencius)"（実際に
は孟子）や "桑卒（Sun Tzu）"（実際

には孫子）など、学術の世界では有
名な間違いがあります。

これらのラテン名は工具書庫で明確
に説明されています。



中央综

合年鉴

学校

年鉴

企业

年鉴
特定した学科の発展を反
映しています。

反映某一学校的发展情况。

中国国内、世界、および2つ以上の省にお
ける2つ以上の産業の包括的な発展を反映
します。

特定の省、都市、または県の行政
区域における2つ以上の産業の包括
的な発展を反映しています。

国内または世界の2つ以上の省における特
定の産業の発展を反映しています。

省、都市、または県において特定の行政区
画における産業の発展を反映しています。

さまざまな統計データに基づいて、特定
の地域や産業の発展を具体的に反映して
いる年鑑、タイトルには「統計」という
言葉が含まれています。

特定した学科の発展を反映してい
ます。

地方行

业年鉴

学科

年鉴

地方综

合年鉴

中央行

业年鉴

统计

年鉴

年鑑のタイプ



1

2

3

学科年鉴
行业年鉴

●学術革新のレベルを反映する
窓であり、科学研究、教育、生
産および管理者の宝庫でありま
す。その分野の最新かつ最も価
値のある情報を広める役目を果
たします。
●記録特性：学術性、総合性、
特徴性。

●行政地域の自然、政治、経済、文化、
社会などの側面を記述した体系的な年次
データ文書。
●特徴：体系性、権威性、検索の便利さ。

●発展、技術適用の現状、成果な
どの包括的、体系的かつ客観的な
分析、情報ツールの継続的な出版。
●特徴：「スペシャル」と「フ
ル」。

综合年鉴

年鑑のタイプ



この地域の政府が採用し
た新しい措置、新しい経
験と新しい成果などを記
録します。

典型的な、勇敢な人な
ど、時代と文明の特徴
を表すことができます。

地元の有名ブランド商品、
軽食など。

特別な地理位置

史跡と文化的な景観に
焦点を合わせます。

当年この地域で発生
した特別で重大なイ
ベント、そして重要
な新しいイベントを
記載します。

総合年鑑

地元の習慣、生活
習慣、社会情勢お
よび世論。

自然環境などがもたらさ
れた先進都市や地域との
ギャップ（精神面と物質
面）

年鑑情報の体系-総合年鑑



フレーム

年鑑情報の体系——総合年鑑



業界のイベント、
新しい学説

統計データ 総合性、予測性

業界の重要な’
法律規定と文献

実用性

年鑑情報の体系-業界年鑑



年鑑情報の体系-業界年鑑

フレーム



学科年鑑

対象分野における科学技術および学術

理論の革新レベルを反映します。

（1）

学際的な主題、および関連学科の情報

を含みます。

（2）

異なる年鑑には、それぞれの学科上の

特徴と年次の特徴も反映されます。

（3）

年鑑情報の体系——学科年鑑



フレーム

年鑑情報の体系——学科年鑑



●学術研究にデータを提供します



●学術研究に権威のある資料お提供します



●学術研究に背景資料を提供します



●学術研究の結果をまとめます。
「中国学科年鑑」は117種の医学衛生雑誌から9007篇の関連学術論文を選択して、
その中から代表性のある30%~35%を選びまして当年の状況を描きます。また5%ぐら
いの優秀論文を選択して選集に収録します。この年鑑には手術の基礎と外傷、火傷
手術などを含む24の外科分類が含まれています。この期間の外科基礎と臨床研究の
発展をタイムリー、正確的かつ包括的に反映すると同時に、関連技術、新しい経験
、新しい理論とまれな病例をも記録します。



統計データの利用方法

データソースの信頼性を判断
する方法

データをよりよく統合して使
用する方法





統計データの定義

VESTIBULUM 
ANTE IPSUM 
PRIMIS IN 
FAUCIBUS 
ORCI 

統計データは、統計活動の過程で得た国民経

済と社会現象を反映する数字資料と、それに

関連する他の資料の総称である。統計データ

は客観的な現象を計る結果であり、客観的な

研究には不可欠です。

その他のミクロデータ：商品情報、ユー

ザーの行為、販売記録、企業運行、交通

運輸、医療の着診、水用電気、ネットワ

ークアクセスなど

主な区別：

総合計算で得られた結果

総合状況を反映します

定期更新、非リアルタイム

……

マクロデータは、一連のマクロ経済学の統計

指標が一定の公式によって得られた総合指標

です。マクロデータには総生産（GDP）、国

民総収入（GNI）、労働者報酬、消費レベル

などが含まれています。



定期統計報告書

いくつかの単位に実施した調査から、
全体的な状況、人口の変化、世帯、

農業生産、価格、規模を下回る企業、
およびビジネス環境の調査を推論す

るために使用されます。

サンプリング調査

統計部門は、国家に制定された調査表式、

指標項目と意味、計算方法、分類目録、

報告時間などに従って、本行政区画また

は本システムにある特定群体を調査対象

とし、定期的調査を行い、統計調査報告

書を収集して、年度、四半期、月度など

の頻度で統計結果をまとめる調査方法。

周期的な調査

国勢調査
10年に1回

全国農業センサス
10年に1回）

全国経済センサス
5年に1回

調査の方法



一般的には記者会見で最新の統計データを公表します。中国国務院新聞弁公室は翌年1月20日頃に、年度国民経済運行

状況記者会見を開催して、国内総生産、農業生産、工業生産、固定資産投資、不動産開発投資、社会消費財などの主要

経済指標に関する年間データを公表します。四半期の国民経済に関する記者会見は国務院新聞弁公室が通常は当四半期

の15日後ごろに開催します。 ——重要な年次データと進捗データの一部

記者会見に含まれていない最新の進行統計データは、公式ウェブサイトに発表されます。消費者物価指数（CPI）、工

業生産者の工場外物価指数（PPI）、および指定された規模を超えた工業生産など。 ———進行データの一部

全面的な統計データが一般的には毎年2月下旬に統計公報および統計年鑑を通じて公表されています。毎年の9月に、国

家統計局は中国の統計年鑑を発行しています。これには、全国と各省、自治区、自治体の経済および社会に関するデー

タが体系的に含まれています。 - 年次データ

統計デーの公布時間

備考：本製品に含まれる統計データは、国家統計制度の下で出版される
統計資料を指します。主に年鑑、調査資料、調査報告、統計の要約、統
計局の進行指標データなどが含まれています。
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「中国経済社会ビッグデータ研究プラットフォーム」はCNKI統計ビッグデータ断片化抽

出と分析機能を生かした製品であり、ユーザーの統計調査と意思決定にワンストップデータサービスを提

供することができます。

中国統計出版社および各統

計年鑑編集部門と協力し、

権威のある統計年鑑、統計

資料をデジタル化して、統

合出版します。

国家統計局及び各部委

員会の重要な最新の経

済運行データと国民経

済業界の進行データを

出版します。

Excel表に記入した統計データ、データ分析プラットフォーム及び個人デ

ータ管理ツールを提供し、大学、政府、科学研究機関、企業の事業単位に

向けて、政府の決定分析、地域の発展評価及び自有データ管理データプラ

ットフォームを創造します。



EXCEL





CNKI新技術 - より正確な知識サービ
ス

CNKI智能質問応答システム
新世代のOCR認識技術の応用



CNKI智能質問応答システム

CNKI知的質問応答システムは、自然言語処理、情報検索、情報抽出および機械

学習技術を生かした質問応答システムです。



CNKI質問問答技術の特徴

ニューラルネットワークモデルを組み込むことで、語彙の理解、知識

抽出、知識表現、意味マッチング、答え抽出などの複雑な技術を実現

し、ユーザー様のクエリ意図を正確に識別し、大量のデータを深く分

析し、質問に対する正確な回答を生成します。





例：デジタル出版分野の研究者



例：2018年の中米貿易戦争の時間



例：2018年中米貿易戦争が農産物にもたらした影響



例：図書館の知的コンサルティングシステム

图书馆
智能咨询系统业务

数据

图书馆藏
数据

资讯公告
数据 电子

资源库
参考咨询

数据

...



OCR識別技術に関する説明
OCR技術のニーズと背景概要

◦ データ品質への要求が高まります

◦ テキスト画像は読み取り専用で、検索はできません

◦ 記事検索から篇、段落および文の検索が必要とされます

◦ 変質の高いテキストであれば、知識のマイニング、連結、管理することができます

◦ 数値、公式、表などに対して高精度デジタル化の要求があります

◦ 古書のデジタル処理ニーズ

◦ エラー率は5％を超え、検索およびデータ分析の質は低下します。



プロジェクトの進展
OCRシステムの開発

◦ 伝統的な画像処理方法によって画像の事前処理が実現します。

◦ ニューラルネットワーク法を利用して文字認識を実現します。

◦ システムの特徴
◦ 異なったデータに向けて、特定な識別システムが迅速に開発できます。

◦ 十分なサンプルを提供し、オーダーメイドができます。

◦ 通用文字、古本、ギリシャ文字、日本語、少数派言語、手書きの素材、数式などが処理できます。



プロジェクトの進展
似た文字識別モジュール：似た文字の識別モデルを訓練して、識別の結果を修正します。

Z識別修正2 m識別修正[J] 増識別修正增

111識別修正山 /j、識別修正小

U識別修正[J



プロジェクトの進展
エラーモデルの反映

識別の結果：人中型J：企业科技人员
修正した結果：大中型上企业科技人员

識別の結果：浙江丁商大学出版社
修正した結果：浙江工商大学出版社



Digitization Case Display
Macau Daily Archive

420,000 PAGES



Digitization Case Display
Macau Daily Archive



Digitization Case Display
Macau Daily Archive



まとめ
知識に支払うこと（Knowledge payment）は広く受け入れられています。

それにしても断片化した知識は常にロジックではなく、結論です。

推論演繹のプロセスは大幅に簡略化されています。

複数のパスを単一のパスに簡潔化します。

原理を伝えるのではなく、表面の事実だけを伝えることが多いです。

この角度から見れば、CNKIはすでにデジタル出版から知識サービスに移行していましたが、数多くの文
献と学科脈絡を集めましたので、簡単で無秩序な有料知識サービス業界の

課題を解決することができます。そして、CNKIの革新的な技術は、スマート検索、インテリジェント表
示、知網節、知識元の表示と分析などが将来の知識サービスに無限の可能性を提供しています。



安全可信 开源智造

2017年10月

PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/     行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/ 
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/           PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/      PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/      
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/        PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/      
Word教程： www.1ppt.com/word/              Excel教程：www.1ppt.com/excel/  
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/                PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/ 
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/             试卷下载：www.1ppt.com/shiti/  
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/        PPT论坛：www.1ppt.cn
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