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    近年，半構造データと呼ばれるデータに関する研究が盛んに行われている．半構造データとは「はっきりとし

た，スキーマを定義することができないデータの集まり」のことであり，構造が不規則で頻繁に変化する特徴を

持つ．本稿では，このような半構造データのために開発した対応データベースシステムの応用として，二つのア

プリケーションについて紹介する．一つ目は，簡便なデータ収集を実現する取材システムであり，PDAを使用し，

収集したデータをその場で登録，管理することができる．二つ目は，グラフデータを用いてプレゼンテーション

を行うことができるシステムであり，対応データベースを利用することで動的なプレゼンテーションを行うこと

ができる． 
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Abstract   

In recent years, a study of semi-structured data, in which there is no fixed schema, has been widely researched. In this 

paper, two applications of the correspondence database system which we have developed for semi-structured data are 

introduced. The first is a system which enables users to collect data simply with a personal digital assistant and to access the 

correspondence database system. The second is a system to give a presentation flexibly while using a correspondence 

database. The latest updates of the database are available in the presentation by using this system. 
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１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに  

近年，半構造データと呼ばれるデータに関する研究

が盛んに行われている．半構造データとは，「はっきり

としたスキーマを定義することができないデータの集

まり」のことであり，構造が不規則で頻繁に変化する

特徴を持つ．スキーマとはデータベースの枠組みのこ

とである．半構造のデータの例としては，HTML，XML

ファイルのような木構造を持つデータなどがある． 

これらのデータは従来から使用されているリレー

ショナルデータベース管理システム（DBMS）を用い

てデータベース化することは困難である．これは，従

来の DBMSではデータを格納する前にまずデータの整

理と分類を行う（モデリング）必要があるが，半構造

データはその構造が不規則であり，かつ構造が頻繁に

変化するからである．したがってデータを蓄積した後

でも，頻繁に変化するスキーマに合わせてデータベー

スが柔軟に対応できるようなデータモデルが必要にな

る．  

本研究室では，この半構造データのための新しいデ

ータモデルとして“対応データモデル”の提案を行い，

それに関する研究を行ってきた [1]．頻繁に変化する構

造に適応させるためにラベル付き対応を利用している

[2].このラベル付き対応とは，１対多の対応関係にラベ

ルを付けて関係を表す表現方法である．ラベル付き対

応は始点・ラベル・終点の３つ組の集合であるが，そ

の始点および終点をノード，ラベルを矢とみなすこと

で，ラベル付き有向グラフとみなすことが可能である．

また，ラベル付き対応を用いることにより２つ事柄の

関連を動的に生成することが容易であり，スキーマの

変化に対して柔軟な対応ができるデータベースを開発
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することが可能となる．  

本稿では，二つのアプリケーションについて説明す

る．一つ目は，簡便なデータ収集を実現する取材シス

テムである．携帯端末を使用し，地域データを取材し

ながら，その場で情報を登録，管理するシステムであ

る．二つ目は，グラフデータを用いてプレゼンテーシ

ョンを行うことができるシステムの開発である．デー

タベースの最新データを使いながらの発表ができるシ

ステムであり，対応データベースのデータを使うこと

で動的な流れでプレゼンテーションができるシステム

である．  

  

2222    対応対応対応対応データベースシステムデータベースシステムデータベースシステムデータベースシステム    

    対応データベースシステムは対応データモデルに

基づくデータベースシステムである。ここでは，対応

データモデルとデータベース言語 GRQL について述べ

る。また、対応データベースの汎用エディタである CD

エディタについて概説する． 

2.12.12.12.1    対応対応対応対応データモデルデータモデルデータモデルデータモデル    

対応データモデルとはラベル付き対応を用いて現

実世界の構造を表現するデータモデルである．ラベル

付き対応はラベル付き有向グラフと同等の意味を持つ

ため，対応データモデルはラベル付き有向グラフ構造

のデータモデルであるとみなせる．そのため，リレー

ショナルデータモデルでは表現できない多対多の関係

を記述することができる．例えば，現実世界にはキャ

ッシュフローやタスク依存関係など多対多の関係があ

る事柄が多く存在するが，対応データモデルはこれら

の事柄を現実世界と同じ構造で記述できる．また，対

応データモデルでは“対応”という概念を導入するこ

とにより，グラフおよびグラフの構成要素（始点，ラ

ベル，終点）の集合を記号化し，代数として扱うこと

が可能となっている．加えて，データ操作の手段とし

て対応演算が定義されており，体系的にデータ操作を

行うことができる．  

対応データモデルにおいては，リンク（始点・ラベ

ル・終点の３つ組）自体に特別な意味があるわけでは

ないので，対応データの要素（グラフ，ノード，リン

ク）に属性を付ける場合にもリンクを使用し，属性の

定義やその取扱いについては個々のアプリケーション

に任されることになる．これは．データの表現の自由

度を重視しているためであり，シンプルな 3 つ組モデ

ルを採用しているのもこの理由に起因する． 

 

2.22.22.22.2    データベースデータベースデータベースデータベース言語言語言語言語 GRQL GRQL GRQL GRQL     

2.2.2.2.2.12.12.12.1    GRQLGRQLGRQLGRQL のののの概要概要概要概要    

データベース言語 GRQL は対応データベースを操

作するための言語である．GRQL の構文を図 2.1 に示

す．GRQL の構文は SQL と類似しており，アプリケ

ーションプログラマが容易に利用することができる．

GRQL を使うことにより，グラフの和，差，共通，選

択演算を組み合わせた複雑な問合せを簡便に記述する

ことができる．GRQL によって得られる結果は，グラ

フデータである．  

 

2.2.2.2.2222.2.2.2.2    SELECTSELECTSELECTSELECT 文文文文のののの記述方法記述方法記述方法記述方法  

データの検索には SELECT 文を用いる（図 2.1）．

SELECT 文では SELECT に続けて結果の種類を指定し，

FROM 句，WHERE 句でそれぞれ対象となるグラフと条件

を指定する．このうち WHERE 句は省略可能である． 

 

2.32.32.32.3    CDCDCDCD エディタエディタエディタエディタ    

CD エディタは，対応データを編集したり分析した

りするための GUI プログラムである．CD エディタを

用いることで，視覚的にグラフデータを編集できる．

CD エディタで使用する属性をそれぞれ表 2.1，表 2.2，

表 2.3 に示す．属性はユーザが独立に定義することが

できるので，グラフデータを作成する際には，これら

の属性を定義しながら作成していく．  

 

図 2.1 SELECT 文の３つの句 

 

表 2.1 グラフに対する属性 

 

表 2.2 ノードに対する属性 

xxxx    ノードの X 座標    

yyyy    ノードの Y 座標    

texttexttexttext    ノードに貼り付けるテキスト    

imageimageimageimage    ノードに貼り付ける画像の URL 

hrefhrefhrefhref    ハイパーリンクのジャンプ先    

colorcolorcolorcolor    テキストの色 

widthwidthwidthwidth    画像の幅    

heightheightheightheight    画像の高さ    

fontfontfontfont----sizesizesizesize    テキストのフォントのサイズ    

fontfontfontfont----familyfamilyfamilyfamily    テキストのフォントの種類 

fontfontfontfont----weightweightweightweight    テキストのスタイル（例:bold）    

fontfontfontfont----stylestylestylestyle    テキストのスタイル（例;italic）    

texttexttexttext----decorationdecorationdecorationdecoration    テキストの下線，取り消し線    

 

 

backgroundbackgroundbackgroundbackground----colorcolorcolorcolor    背景色（例： yellow） 

backgroundbackgroundbackgroundbackground----imageimageimageimage    背景画像    
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表 2.3 ラベルに対する属性 

    

また，グラフデータ作成は以下の手順で行う．  

①①①①オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト間間間間のののの関係関係関係関係をををを記述記述記述記述するするするする    

図 2.2 にグラフ作成のための操作方法を示す．    

まず，「リンク作成モード」で画面をドラッグしてリン

クを作成する．ドラッグを開始する点および終了する

点にノードがすでに存在していれば，リンクはそのノ

ードと接続される．ノードがない場合には，新しいノ

ードが作成される．これを繰り返して複数のノードと

リンクからなるグラフを作成する．新しいノードには

自動的に名前が振られるので，「ポインタモード」でノ

ードおよびラベルをダブルクリックして名前を変更す

る． 

②②②②ノードノードノードノードにににに属性属性属性属性（（（（画像画像画像画像ややややテキストテキストテキストテキスト））））をををを付付付付けるけるけるける    

 図 2.3 に操作方法を示す．ノードに画像を貼り付け

るには，画像ファイルのアイコンを貼り付けたいノー

ドの上にドラッグアンドドロップする．ノードにテキ

ストを貼り付けるには，編集モードをテキストモード

に切り替える．「テキストモード」でノードをクリック

するとテキストボックスが表示されるので，文字列を

入力する． 

 

 

 

図 2.2 グラフを作成するための操作方法 

    

 
 図 2.3 ノードに画像やテキストを貼り付ける操作  

    

3333    応用例応用例応用例応用例 1:1:1:1:取材取材取材取材システムシステムシステムシステム    

観光情報などのデータを収集する場合，通常はデジ

タルカメラで画像データを取得し，後  

にデータベースに取得データと関連情報を登録するこ

とになる．しかし，登録時には，それぞれのデータが

何のデータかを知っておく必要があり，そのためにメ

モを取り，関連情報を覚えておく必要がある．取材シ

ステムは，取材先で携帯情報端末（PDA）を利用して

データを収集し，取得データにその場で簡便に関連情

報を付加し，データベースに登録するシステムである．

取材システムの特徴として，収集したデータはグラフ

データとして保存されるので他のグラフデータを扱う

アプリケーションで利用できる．また，クライアント

アプリケーションの通信機能で直接対応データベース

サーバに接続できるので，データの操作（登録，閲覧，

編集）がその場で行える．  

    

3.13.13.13.1    システムシステムシステムシステムのののの概要概要概要概要    

図 3.1 に示すように，取材システムは PDA 上のクラ

イアントアプリケーション（以降 CCA : Collecting 

Correspondence data Application）および対応データ

ベースサーバから構成される．対応データベースサー

バは，対応データモデルに基づくデータベースサーバ

であり，認証やデータの管理，データベース言語 GRQL

文の解釈／実行を行う．ユーザは CCA を用いてデータ

の収集と編集を行い，GRQL 文を発行してサーバにデー

タを登録する．また CCA はサーバからのデータ取得機

能を有しており，サーバにあるデータの閲覧／編集が

可能である．また，CCA は適切なタイミングで LOCK 文，

UNLOCK 文を発行するように実装しており，複数人によ

る協調取材が可能である． 

データデータデータデータ管理管理管理管理 ::::プロジェクト単位でデータを管理する

（図 3.2）．プロジェクトは複数の取材対象を管理し，

取材対象ごとに画像およびメモ（属性リスト）を保持

する． 

データデータデータデータののののフォーマットフォーマットフォーマットフォーマット::::取材システムで作成されるグ

ラフデータは表 3.1 に示す構造に関するルールに従っ

て作成される．グラフに含まれる全てのリンクは表

3.1 の１から４までのいずれかの形式になる．１はグ

ラフに含まれるノードのうち取材対象がどれであるか

を表すためのリンクである．２は写真を表すためのリ

ンクである．３は属性リストの情報を表すリンクであ

る．取材対象を始点とするリンクで，ラベル名が

_instanceOf および _image 以外のものは，そのラベ

ル名を属性値，終点ノード名を値とする属性を表す．

４は写真の属性を表すリンクである．画像の URL を始

点とするリンクは，そのラベル名を属性値，終点ノー

ド名を値とする属性を表す． 

xxxx    ラベルを X 方向に曲げる量    

yyyy    ラベルを Y 方向に曲げる量    

colorcolorcolorcolor    ラベルの色    

selectedselectedselectedselected----colorcolorcolorcolor    選択済みのラベルの色 

widthwidthwidthwidth    ラベルの線の幅 

undirectedundirectedundirectedundirected    ラベルの矢を表示，非表示    
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図 3.1 取材システムの構成図 

データデータデータデータ通信通信通信通信::::データの通信（登録，閲覧，編集）は，

すべて CCA から GRQL 文をサーバに発行して行う．登録

時は CREATE 文や ADD 文を使用し，閲覧時には SELECT

文を使用する．また編集時には LOCK 文，UNLOCK 文を

使用して同期を取り，ADD 文，DELETE 文を使用してデ

ータの編集を行う． 

    

3.23.23.23.2    CCACCACCACCA のののの機能機能機能機能    

CCA は利用者が簡単にデータの収集が行えるアプリケ

ーションである．CCA で記録できるデータは画像，画

像のメタデータ，属性リストである．CCA にはこれら

の情報を記録するためのフォーム（図 3.3）があり，

このフォームに書き込んだデータはグラフデータに変

換されて保存され，GUI コンポーネント上に表示され

閲覧することができる．CCA の主な機能の説明を次に

示す． 

取材機能取材機能取材機能取材機能：新規の取材対象のデータ収集，または PDA，

サーバのデータベースに登録されているデータの編集

を行う機能である．収集できるデータは属性リストと

画像データである． 

閲覧機能閲覧機能閲覧機能閲覧機能：PDA またはサーバのデータベースに登録さ

れているデータを閲覧する機能である．  

 

 

 
図 3.2 データ管理の概要 

 

表 3.1 グラフデータの構造に関するルール 

 始点 ラベル 終点 

1 取材対象名 _instanceOf _spot 

2 取材対象名 _image 画像の URL 

3 取材対象名 属性名 値 

4 画像の URL 属性名 値 

    

    

    

図 3.3 データを記録するための入力フォーム 

 

登録機能登録機能登録機能登録機能：PDA に保存されているデータを，GRQL 文を

発行してサーバのデータベースに登録する機能である．

登録するデータにマルチメディアデータが含まる場合，

そのマルチメディアデータもサーバに送る． 

 

3.33.33.33.3         使用例使用例使用例使用例    

ここでは，九州工業大学における建物の取材を例と

して，CCA の使用方法を示す．取材者はまず，新規プ

ロジェクト「九州工業大学」を作成する．次にこのプ

ロジェクトにおける取材対象を作成する．すると図 3.3

の入力フォームが現れるので画像，属性リストを追加

していく．図 3.4 に今回実際に取材した「生協食堂」

の閲覧画面を示し，図 3.5 にそのグラフデータを示す．

利用者は閲覧したい取材対象を選択し，下のタブをク

リックすることで，属性リスト，画像の閲覧が行える．

また収集したデータをサーバに登録する場合は，  

 

図 3.4 「生協食堂」の閲覧画面 

 

 

図 3.5 「生協食堂」のグラフデータ 
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登録したいデータを選択し，メニューのファイルか

ら登録を選択することで登録することができる．その

際に発行する GRQL 文を図 3.6 に示す． 

一度サーバに登録されたデータは，他の利用者も閲覧，

編集可能になる．編集はひとつの取材対象に対して一

人しか編集を許さないように実装されているため他の

利用者が編集している取材対象を編集しようとしても

編集できない． 

 

4 4 4 4 応用例応用例応用例応用例 2:2:2:2:プレゼンプレゼンプレゼンプレゼンテーションシステムテーションシステムテーションシステムテーションシステム 

近年，様々な場面でプレゼンテーションが行われてい

る．研究発表や講演のように発表者がプレゼンテーシ

ョンを行った後質問を受ける形式や，ディスカッショ

ンのように質問を受けながらプレゼンテーションを行

う形式がある．後者は，質問に対してすぐに対応し，

相手が望む情報を提示することが求められる．本シス

テムは，このような聞き手の要求に応じた柔軟なプレ

ゼンテーションの実現を目的としている．  

 

4.1    システムシステムシステムシステムのののの概要概要概要概要  

本システムは，対応データベースを利用したプレゼ

ンテーションシステムである．システムで用いるグラ

フデータは，話題として取り上げる項目となるノード

と，そのノードの属性からなる．属性は画像データや

テキストデータなどを含み，このデータからスライド

を自動生成することになる．関連のあるノード（スラ

イド）はリンクでつながれ，これを利用して複数の流

れのプレゼンテーションを実現する．これは，プレゼ

ンテーションの途中で話題に関連する情報を自由に引

き出せることも意味する．  

スライドはデータベースのデータを元に生成され

ることから，データベースの更新をスライドに反映さ

せることもでき，最新のデータを使ったプレゼンテー

ションを行うことができる．また，対応データとして

プレゼンテーション資料を作成することにより，スラ

イド間の関係を視覚的に把握できるようになり，資料

作成時やプレゼンテーション時に全体の流れを掴みや

すくなる．  

なお，プレゼンテーションで使用するグラフデータ

は前述した CCAまたは CD エディタを用いて作成する．

グラフデータの例を図 4.１に示す．  

  

4.2    主要主要主要主要なななな機能機能機能機能説明説明説明説明  

レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト編集編集編集編集機能機能機能機能：：：：自動生成されたスライドではレ

イアウトが不十分であり，その編集機能を提供する．

編集機能としては，テキストデータに対してはフォン

トサイズやフォントカラーなどを指定することができ，

画像データに対してはサイズ変更などが行える．また，  

図 3.6 登録時に発行する GRQL 文 

 

テキストや画像の位置変更や，重ねて表示することな

どもできる．  

データデータデータデータのののの編集編集編集編集機能機能機能機能：：：：アプリケーション上でデータの編

集や追加を行う機能である．変更した内容をサーバに

アップロードすることもできる．  

ノードノードノードノードのののの結合機能結合機能結合機能結合機能：：：：複数のノードをまとめる機能，お

よび結合されたノードの属性を表示する機能である．

結合できるノードは隣接ノードのみであり，結合され

たノードの属性やラベルは結合元となったノードに格

納される．  

表示項目選択表示項目選択表示項目選択表示項目選択機能機能機能機能：：：：ノードには複数の属性があり，グ

ラフデータを読み込んだ時点ではデフォルトの属性の

み表示される．追加で表示したい属性や非表示にした

い属性がある場合に，この機能で表示項目を選択する． 

ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーション機能機能機能機能：：：：予め発表手順を決め，一連の流

れで発表するための機能である．通常の，プレゼンテ

ーション同様に決まった流れでプレゼンテーションを

行うことができる．  

スライドショースライドショースライドショースライドショー機能機能機能機能：：：：全画面表示のスライドショー形

式で発表を行う．発表はナビゲーション機能で決めら

れた順番で行う．次に示すマップ機能／リンク機能に

よって，状況に応じて流れを変えることもできる．  

マップマップマップマップ機能機能機能機能／／／／リンクリンクリンクリンク機能機能機能機能：：：：スライドショー中にマウス

ジェスチャーによりマップ画面やリンク画面が現れる

機能である．リンク画面ではラベル一覧が表示され，

リンクを辿ることでスライドを移動でき，マップ画面  

図 4.１ グラフデータの例  
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では，全体のグラフデータが表示され，マップを見る

ことで全体図を把握することができる．  

サーバサーバサーバサーバとのとのとのとの通信機能通信機能通信機能通信機能：：：：更新された最新のデータを用い

てプレゼンテーションを行うことができる．またアッ

プロードも可能となる．  

 

4.3 使用例使用例使用例使用例  

図 4.2 のグラフデータを元にして，グラフデータか

ら実際にプレゼンテーションを行うまでの，編集の流

れを以下に示す．  

①①①①  グラフデータグラフデータグラフデータグラフデータのののの読読読読みみみみ込込込込みみみみ  

CD エディタで作成したグラフデータ（図 4.2）を本

プレゼンテーションシステムで読み込むと，ノードの

一覧がコンボボックスで表示される．その中からノー

ドを選択すると，図 4.3 のような画面が自動的に生成

される．このときノードが有する属性データの種類（テ

キストのみ，画像のみ，テキストと画像）によってデ

フォルトのレイアウトが異なる．  

この画面から，様々なレイアウトを変更することが

できる．たとえば，イメージやテキストのサイズの変

更，また，フォントの色や書体の変更なども可能であ

る．  

②②②②  レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト編集編集編集編集（（（（表示属性選択表示属性選択表示属性選択表示属性選択，，，，背景変更背景変更背景変更背景変更））））  

ノードには複数の属性があり，グラフデータを読み

込んだ時点ではデフォルトの属性のみ表示される．追

加で表示したい属性や非表示にしたい属性がある場合

に，この機能で表示項目を選択する．  

また，複数のノードをまとめる機能，および結合さ

れたノードの属性を表示する機能がある．結合できる

ノードは隣接ノードのみであり，結合されたノードの

属性やラベルは結合元となったノードに格納される．

属性を選択している様子を図 4.4 に示す．  

③③③③レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト編集後編集後編集後編集後ののののスライドスライドスライドスライド  

図 4.3 の編集後のスライドを図 4.5 に示す．このよ

うに，レイアウト編集をそれぞれのスライドに対して

行っていく．編集したスライドのレイアウトデータを

保存することができ，レイアウトデータは XML 形式

で保存される．それぞれのスライドごとに属性データ

の座標，大きさ，色，などが保管される．  

④④④④発表順序選択画面発表順序選択画面発表順序選択画面発表順序選択画面  

一連の流れで発表する場合には，発表手順を決める

必要がある．ナビゲーションシステムを用いてプレゼ

ンテーションの発表順を決める．発表順を決めない場

合は何も設定しなくてよい．発表順序決定画面を図 4.6

に示す．発表の順番もレイアウトデータの一部として

保存される．  

⑤⑤⑤⑤プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション  

プレゼンテーションはスライドショーで行う．発表  

 
図 4.2 グラフデータの例  

 

 

図 4.3 レイアウト編集前のスライド  

 

 

図 4.4 表示属性選択画面  

 

 
    図 4.5 レイアウト編集後のスライド  
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図 4.6 発表順序決定画面  

 

 

図 4.7 スライドショー画面  

 

順序を決めている場合は，クリックでスライドを進め

ることができる．しかし，流れを変えたい場合にはス

ライドショー中にマウスジェスチャーによりリンク画

面あるいは，マップ画面を開き，リンクやマップから

別のノードを探すことで，事前に決めていた流れを変

えることもできる．動的に流れを変更できる柔軟なプ

レゼンテーションシステムである．実際のプレゼンテ

ーションをスライドショーで行っている画面を図 4.7

に示す．  

 

5 まとめまとめまとめまとめ  

本稿では，対応データベースシステムを利用した応

用アプリケーションについての紹介を行った．  

取材システムを利用することで CCA を用いて端末

上で簡単にデータの収集，閲覧および編集を行うこと

ができる．対応データベースはそのデータ構造の柔軟

性が特徴であり，取材システムは観光情報の収集や小

学校における課外授業におけるデータ収集などの用途

への応用を想定している．  

プレゼンテーションシステムを使うことで，取材デー

タやグラフデータを元にプレゼンテーションを行える

ことが確認できた．また，動的な流れでプレゼンテー

ションを行えることが確認できた．現在，扱える属性

データがテキストとイメージのみなので，マルチメデ

ィアデータ／アニメーションへの対応などを考えてい

る．また，PowerPoint のオートシェイプのような図形

を扱えるように改良していく予定である．  
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