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あらまし 我々は，複数の計算機と構成員から構成されるコミュニティ情報空間で扱われる，ファイルやそのユーザ

に関する大量のメタデータをグラフデータベースに格納し，この情報空間の管理を行うシステムの研究を行っている．

本稿では，この情報空間で成立すべき制約を満たすためのルールの記述方法と，その処理を行うための手法を提案す

る．ポイントは，ルールに関する情報も，他のデータと同様にグラフデータベースに格納することによって，データ

とルールの一元的な扱いを可能とし，また，DBMSの機能を用いてルール処理の支援を行うことである．
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1. は じ め に

近年，計算機による情報処理が日常のものになり，計算機が

格納するデータ量が飛躍的に増大している．また，コンピュー

タネットワークや各種デバイスの発達により，これらのデータ

は複数の機械に分散して格納されていることが一般的である．

例えば，小規模な大学の研究室に格納されているファイルサー

バに格納されているファイル数であっても数十万ある事は珍し

くなく，また，それらのファイルのコピーや関連ファイルはファ

イルサーバ内に留まらず，研究室の構成員のノート PCをはじ

めとして様々な機器に分散して格納されている．その結果，例

えば，あるプロジェクトに関連するファイルはどこに散らばっ

ているのか，あるファイルの最新バージョンはどれか，バック

アップの管理はどうすればよいのか，など，計算機に格納され

ているファイル群の管理はますます困難になっていると言える．

また，DBMSを用いたデータベース管理とは異なり，ファイル

群の管理には人的な要素が大きい．そのため，人の流動性の高

い組織などではますますその管理が困難になってしまう．

そこで，我々は，複数の構成員と計算機を含むような知的活

動を行うコミュニティの情報空間を対象とした管理方式の研究

を進めている [3] [4] [5] [6]. 本稿では，この情報空間管理を行う

ための制約記述と処理方式の提案を行う．これは，本質的には

情報空間におけるログデータを対象とした ECAルールの定義

と処理であるが，我々の問題では下記の特徴がある．(1)アプ

リケーションの性質上，制約に関する制約の処理などが求めら

れるため，高階の処理が必要になる．(2)大量の ECAルールに

対応するため，その格納方式についても議論が必要である．

提案手法のアイデアを要約すると次の通りである．(1)ログ

の情報，データに関する情報，構成員に関する情報，ルールに

関する情報，などを全て first-class citizenとしてグラフデータ

ベースに格納する．(2)これらの関係をエッジとして表現し，グ

ラフ DBMSで到達可能ノード問合せを実行することにより大

量・高階の ECAルールに対する処理を一元的に行う．

本稿の構成は次の通りである．2章では，現在我々が取り組



図 1 インフォメーションスペースの例

んでいるコミュニティ情報空間ガバナンスプロジェクトについ

て説明する．3章ではシナリオ例について説明する．4章では

関連研究について述べる．5章では，シナリオ例を使いながら

提案手法について説明する．6章はまとめである．

2. InfoSpace Governorプロジェクトと本研究の
位置づけ

現在，我々が進めているコミュニティ情報空間ガバナンス

(Governance of Community Information Spaces)プロジェクトで

は，各クライアント PCやファイルサーバに格納されている多

量のファイル群の管理を行うフレームワークである，InfoSpace

Governorを開発している．

本フレームワークの第一の特徴は，個々のファイルシステムで

はなく，コミュニティ情報空間 (Community Information Spaces,

CIS)と呼ぶ複数のファイルシステム群を含む空間を管理の範囲

としていることである．図 1はある大学の研究室における CIS

の例である．一般に，CISには複数の計算機が含まれており，

それぞれが情報を分散して管理している．例えば，この研究室

で行われているプロジェクトに関連する情報は，ファイルサー

バと参加メンバの PCに分散されて管理されている．それらに

管理されている情報は，お互い関連しているものの，それらは

システムレベルでは明示的には関連づけられていない．例えば，

そのプロジェクトに関連するあるファイルの最新バージョンは

どれか，といった情報や，そのファイルが参照するファイルは

どれか，といった情報をシステムはもっていない．したがって，

これらの問にシステムが答えることは出来ない．ネットワーク

を通じてこれらの情報源が物理的には接続されているにもかか

わらず，先に述べたような関連のレベルでは実は接続されてい

ないのである

本フレームワークの第二の特徴は，これらの関連を明示的

に表すメタデータを保持することにより，情報空間の統治を行

う事である．具体的には，操作ログ等を元にファイル間の関連

や構成員の操作履歴を保持するための InfoSpace Serverと呼ぶ

グラフデータベースに格納する (図 2)．このグラフ DB では，

RDF [1]によるラベル付きエッジを持つグラフ構造によってファ

イル間の関連を保持している (図 3)．ここでは，ファイル，ディ

レクトリ，プロセス，ユーザを RDFグラフのノードとして表現

する．また，このメタデータが表す情報空間が，統治者によっ

て与えられる情報空間ルールを実行する処理が行われる必要が

図 2 InfoSpace Governorのアーキテクチャ

図 3 情報空間コミュニティメタデータの例
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図 4 ログなどのメタデータと制約データの一元管理

ある．

本稿での提案は，このグラフデータベースに，ログなどの情

報だけでなく，制約に関する情報も格納し，グラフデータベー

スに対する到達可能ノード問合せを用いて，一元的に管理する

ことである (図 4)．そのメリットは次の通りである．(1)制約に

関する制約など，高階の処理を行える汎用の仕組みを提供する．

(2)大規模なルール集合の管理に対して，DBMSの機能を利用

できる．これらのメリットは，我々のアプリケーションに限定

せず他の文脈でも有益であると考えられる．

3. シナリオ例

本章では，本研究の動機を示すためのシナリオ例を示す．

シナリオ例. ある大学の研究室では，毎週月曜日の 4年生ゼミ

後に，ファイルサーバの特定の場所 (仮に「ゼミフォルダ」とす

る)に発表資料を 4年生全員が置くことになっている．ゼミの

次の日になってもまだ置かれていない場合，催促のメールを送

りたい．さらに，これまでに延べ 3週そのような事態が起こっ

た場合，警告のメールを送りたい．ただし，これらのルールは

夏休み期間中 (7-8月)は適用しない．

以上のシナリオでは，次のようなルールの処理が必要となる．

ルール 1: 火曜日になってもファイルが「ゼミフォルダ」に置か

れていない場合，その人宛に催促のメールを送る．



ルール 2: ルール 1が発火するたびに，各人毎のカウンタを 1

増加させる．

ルール 3: ルール 2で作成されたカウンタが 3になれば，警告

メールを送る．

ルール 4: ルール 1から 3は 7-8月以外に有効である．

ここでルール 4は他のルールの適用に関する「メタルール」

であることに注意して欲しい．

4. 関 連 研 究

本研究は，本質的にはグラフデータベースにおける ECAルー

ル [2] の処理方式に関するものである．特に，3.章のルール 4

のようなメタルールに関する処理を実現するために，特別な仕

組みを出来るだけ追加せずに一元的に処理すること，および大

規模なルールの処理に対応すること，を目標としている．基本

的なアイデアは，ルール自体もデータインスタンスと区別せず

にグラフデータベースに格納し，グラフデータベースが提供す

る到達可能ノード問合せを利用することによって，ルール処理

を行うことである．

ECAルールに関する研究はこれまで数多く行われてたが，

ルールとデータは厳密に区別されており，処理方式も異なって

いた．一部の研究では，メタルール的な機能をサポートしたエ

ンジンも存在する [7] が，これらでもルールの扱いはデータと

完全に分かれている．

本研究の位置づけは，リレーショナルデータベースに対する

半構造データの研究に類似するものと考えている．半構造デー

タの研究は，これまで明示的に区別されていたスキーマとイン

スタンスの情報を全てインスタンスレベルに移動することに

より，単純かつ柔軟な仕組みを提供した．本研究では，さらに

ルールに関する情報もインスタンスレベルに移動することによ

り，単純かつ柔軟な仕組みを提供しようと試みるものである．

5. 提案処理方式

5. 1 概 要

本章では，提案するルール記述・処理方式について説明する．

1章で説明したように，本提案方式の特徴は，ルールに関する

情報も DB に格納することにより，ルール処理を DBMSの機

能によって支援することである．図 5に概要を示す．システム

にルールが入力されると，ルールに関する情報の一部はグラフ

DBに格納され，後でルール処理の際に利用される．

Event節節節節

Condition By節節節節
Action By節節節節

グラフグラフグラフグラフDB

ルールノードルールノードルールノードルールノード
Eventエッジエッジエッジエッジ
Forallエッジエッジエッジエッジ

Conditionエッジエッジエッジエッジ
Actionエッジエッジエッジエッジ

コンパイルコンパイルコンパイルコンパイル

システムシステムシステムシステム

Instance節節節節

ルールルールルールルール記述記述記述記述

図 5 ルール記述の格納

DEFINE <ルール名>
EVENT <イベント指定>
INSTANCE <ルール適用インスタンス>
[ FORALL <変数> IN <式> {, < 変数> IN <式>} ]
[CONDITION BY <コンディション関数> ]
ACTION BY <アクション関数>]

図 6 ルールの構文

本章の構成は次の通りである．5.2節では前提とするグラフ

DBの機能について述べる．5.3節でルールの記述方式について

説明する．5.4節ではルールが入力されたときのグラフ DBへ

の格納方法について述べ，5.4節でイベントが生じたときの各

ルールの処理について説明する．

5. 2 前提とするグラフ DB

本節では，我々が前提としているグラフ DBMSの問合せ処

理機能について述べる．我々が前提としているのは，ラベル付

きエッジを持つグラフを格納するデータベースである．ノード

は ID もしくは値を持つことが出来る（ID を持つノードをオブ

ジェクト，値を持つノードをプロパティと呼ぶ）．さらに，問

合せとして，特定のノード (群)からエッジを通じて到達可能な

ノード集合もしくは部分グラフを求める事が出来るとする．具

体的には，下記の問合せをサポートしていることを想定する．

各式を N()でくくれば末端のノード集合を返し，G()でくくれ

ば部分グラフを返す．

• a
l→ X: ノード aから labellを持つエッジ 1度辿ること

で得られるノード集合 (もしくは部分グラフ)

• a
l+→ X: ノード aから labellを持つエッジを 1度以上辿

ることで得られるノード集合 (もしくは部分グラフ)

• a
l← X: ノード aから labelを持つエッジを逆に 1度辿

ることで得られるノード集合 (もしくは部分グラフ)

• a
l+← X: ノード aから labelを持つエッジを逆に 1度以

上辿ることで得られるノード集合 (もしくは部分グラフ)

これらの問合せは結合演算子 ·を用いて複合問合せを構成で
きる．また，ラベル lにはワイルドカードを含めたラベルの式

を書くことができる．例えば，G(a
l1← · l2+→ X)は，aから l1 の

エッジを逆にたどり，その後 l2 エッジを一つ以上たどった結果

到達可能なノードから構成される部分グラフをを表す．

5. 3 ルールの記述方式

本節では，本提案フレームワークにおける ECAルールの記述

方式について説明する．これまで説明したとおり，提案フレー

ムワークの特徴は，メタな ECAルールの一元的な扱いである．

このため，ルール記述方式の設計に当たっては，下記の特徴を

導入した．

（1） 他のルールを参照するため「ルール適用インスタンス」

という概念を明確に導入した．

（2） (1)を実現するため，通常の ECAルールにおけるタプ

ルの扱い (SQL Trigger文における FOREACH)を一般化した．

具体的な構文は図 6の通りである．基本的には，既存のアク

ティブデータベースにおける ECAルールの記述方式と同様で

あるが，特徴的な部分は INSTANCEの行である．これは，オ

プション指定の



tt FORALLと組み合わせ，ルール適用のインスタンスを明示的

に指定する．これにより，他のルールに関するメタな指定が容

易になる．次は，3章のルール 1を記述したものである．

●ルール１

DEFINE R1

EVENT TIME="every Tuesday 0:00"

INSTANCE r1(Node user)

FORALL Node user IN getNOdesByType("USER")

CONDITION BY

boolean R1_const(Node user){

return

!getNodeByPath("˜ ゼミ/"+user.name()).isEmpty();

}

}

ACTION BY

void R1_act(Node user){

String message = "...";

mail(user, message);

}

}

ルール 1は次を指定している．すなわち，毎週火曜日 0時に

なれば，INSTANCEで定義されたルール適用インスタンスを，

各ユーザ毎に適用する．ルール 1のコンディションは，boolean

を返す関数 R1 condで定義され，アクションは void関数 R1

actによって定義されている．ルール適用インスタンスは引数

としてユーザを持ち，それは Node型の変数 userによって表現

される．Node型クラスでは，表 1のようなメソッドを提供し

ており，これらもルールの記述の中で利用できる．

表 1 Nodeクラスが提供するメソッド

メソッド名 説明

int getID() このノードの ID を返す

String getValue() ノードの値を返す

void setValue(String value) ノードの値を valueにする

Node getProperty(String label)ラベルが labelであるノード，存在し

ないもしくは２つ以上ある場合は null

を返す

この例のように，提案フレームワークでは，ルールから参照

可能な関数を幾つか定義している．表 2にそのような関数の例

を示す．これらの関数の中には，グラフデータベースに格納さ

れているノードをパスやノードタイプから指定することができ

る関数が含まれている．これらは，図 6における<式> および

<コンディション関数>，<アクション関数>で利用可能であり，

式を簡潔に記述することが可能である．

次の例は 3章のルール 2である．

●ルール２
DEFINE R2
EVENT ACTION=R1
INSTANCE r2(Node user)

FORALL (r1, user) IN getAction(R2);
ACTION BY

void R2_act(Node user)
Node n;
if((n = this.getProperty(user)) == null)

this.setProperty(user, 0);
else

n.setValue(user, n.getValue(user)+1);
}

表 3 イベントタイプ一覧

イベント名 説明

INSERT NODE ノードの追加

DELETE NODE ノードの削除

INSERT EDGE エッジの追加

DELETE EDGE エッジの削除

UPDATE ノードの更新,イベント名の後に属性名を

とる．

TIME タイマー，イベント名の後に発火時刻条

件をとる．

TRIGGERED 制約の誘発時

ACTION 制約の発火時

ルール 2は次を定義している．すなわち，ルール 1が発火し

たときにルール 2も発火し，各ルール 1のインスタンスを表す

組 (r1, user)に対して，アクション R2 actを実行する．このよ

うに，ルールの適用とその引数を，別のルール中で明示的に参

照できる仕組みがあることに注意して欲しい．このアクション

は，違反回数をデータベース中でカウントするものである．

本例で示すように，提案フレームワークでは，イベントのタ

イプとして他のルールの発火を表す ACTION を含む．表 3に

指定可能なイベントのタイプを示す．

次はルール 3である．

●ルール３
DEFINE R3
EVENT ACTION=R2
INSTANCE r3(Node user)

FORALL (r2, user) in getAction();
Condition BY

boolean R3_cond(Node user){
return (r2.getProperty(user)>=3);

}
}
ACTION BY

void R3_act(Node user){
String message="...";
mail(user, message);

}
}

ルール 3では，ルール 2の適用インスタンス r2を関数R3 cond

中で明示的に利用している事に注意して欲しい．これは，デー

タベースに格納されているユーザの違反回数を調べるために利

用している．

最後はルール 4である．これは下記ルール R4 1と R4 2の二

つのルールとして定義する．

●ルール４
// ルール 4-1
DEFINE R4_1
EVENT TIME="JULY 1 0:00"
INSTANCE r4_1();
ACTION BY

void R4_1_act(){
disable(R1)
disable(R2)
disable(R3)

}
}

// ルール 4-2
DEFINE R4_2
EVENT TIME="Sep 1 0:00"
INSTANCE r4_2();
ACTION BY

void R4_2_act(){
enable(R1);
enable(R2);
enable(R3);

}
}



表 2 記述支援用の関数一覧

関数名 説明

Node[] getChild(Node n, String label) ノード nのラベル labelである子の問合せの結果．

Node[] getParent(Node n, String label ノード nのラベル labelである親の問合せの結果．

Node[] getChildren(Node n, String label)ノード nのラベル labelである子孫の問合せの結果．

Node[] getParents(Node n, String label)ノード nのラベル labelである祖先の問合せの結果．

Node getNodeByID(int id) ID からノードを取得．

Node[] getNodesByType(String type) ノードタイプが typeであるノードをすべて取得．

Node getNodeByPath(String path) pathであるファイルを示すノードを取得．

Node[] getNodes() DB 内のすべてのノードを取得．

void mail(user, msg) ユーザ userにメッセージ msgをメール送信．

Action[] getAction(Rule rule) これまでに ruleを誘発していない発火したアクションの一覧を返す．

boolean enable(Rule rule) ruleを有効にする．

boolean disable(Rule rule) ruleを無効にする．

ルール 4 1と 4 2では，ルール適用インスタンスはそれぞれ

一つずつであるため INSTANCE節に FORALL が含まれない．

disable()はルールを無効にする関数であり，enable()はルール

を有効にする関数である．

5. 4 ルール追加時の格納方式

本節では，ルールが与えられたときに，どのように情報が DB

に格納 (図 5)されるか，説明する．

まず，ルールが与えられると，下記の情報がデータベースに

格納される．(1)ルールノード: 各ルールに対応するノード, (2)

Eventエッジ: Eventとルールの関係を表すエッジ，(3) Forall

エッジ： ルールと，その適用対象となるノード集合を結びつ

けるエッジ，(3) Condition エッジ: 条件とデータ (ルール含む)

の関係を表すエッジ (4) Action エッジ: アクション時とデータ

(ルール含む)の関係を表すエッジ，

本提案手法では，ルールもデータとして格納されるため，下

記ではデータと書いた場合にはルールも含むものとする．CON-

DITION BY 節と ACTION BY 節の関数はグラフ DB外で保持

する．この保持に関する議論は本稿では行わないが，最も単純

な方法はオンメモリに持つことである．

下記では，5.2節のルールとそのグラフ DB での表現 (図 7)

を例に取り，各説明を行う．

TIME R1Event:Time= “July 1 0:00”
R4_1

R4_2 R2
R3

Event:action=R1Event:Time=“Sep 1 0:00” Event:Time=“Tuesday 0:00”
Event :action=R2

allusersFORALL user1 user2user3
Action=disableAction=disable

Action=enableAction=enable
Action=enableAction=disable 12user1Action Targetusersuser2

図 7 シナリオの格納グラフ例

ルールノード: ルールノードは，ルール名を ID としたノードで

ある．図 7の R1, R2, R3, R41, R4 2がルールノードである．

Eventエッジ: これは，ルールを発火させる手がかりとなるノー

ドと，ルールを結びつけたものである．ラベルは Event:<イベ

ントタイプ >=< パラメータ >となる．Event:TIME=Tuesday

0:00や Event Action=R2が Eventエッジである．

Forall エッジ: これは，ルールと，その適用対象となるノード集

合を結びつける．図 7では R1と usersノードの間に存在する．

Condition エッジ: CONDITION関数から参照されている定数

や定数集合が存在する場合は，ルールノードと定数もしくは定

数集合を表すノードの間に CONDITIONエッジを追加する．

Action エッジ: ACTION 関数から参照されている定数や定数

集合が存在する場合は，ルールノードと定数もしくは定数集

合を表すノードの間に Action エッジを追加する．ラベルは

ACTION :< 定数を参照する関数名 > となる．図 7 では

Action:enable等が ACTIONエッジである．

また，これらの情報はルールの整合性の確認のためにも利用

できる．具体的には，ルールが関係する可能性のあるノードす

べてにエッジが貼られているので，あるルールやノードの削除

時などに，意味が無くなるルールが存在する事などの確認が容

易である．

このようにルールをデータと同じグラフ DBに格納すること

で，ルールとデータをシームレスに扱うことができ，これらを

一元的に管理することが可能となる．

5. 5 イベント時のルール処理

イベント発生時のルール処理は次の通りである．

（1） 関連情報の抽出. イベントの発生は，DB 中のノー

ドの変化に現れるため，そのノードを手がかりに，関連

情報の抽出を行う．具体的には，時間の更新やノードの変

更などがあった場合は，そのノードを起点とした問合せ

G(a
(Event∗)+→ · Condition|Action|Forall→ X) を実行し，その結

果の部分グラフを関連データとして抽出する．

（2） 関数呼び出し. 1.によって選ばれたルールの名前の後

ろにポストフィックス condと actをつけた関数を呼び出し，条

件及びアクションの評価を行う．その際，関連情報は全て 1.で

抽出されているはずであるのでこれらを利用する．

6. ま と め

本論文では，コミュニティ情報空間が満たすべき制約を維持



するためのルール記述とその処理方式について提案した．本手

法は，ルールの情報を他のデータノードと同様にグラフ DBへ

格納するので，グラフ DBMSによる到達可能ノード問合せ処

理が可能となる．これによる一元的なデータ管理を目指してい

る．今後は，本提案手法を組み込んだグラフデータベースの実

装，およびその利用と評価を行う．
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