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あらまし 近年，ユビキタス情報技術の発展により，組み込みソフトウェアにおいても，様々なデータソースを必要

とするアプリケーションが増えている．しかし，組み込みソフトウェアのプラットホームとなる組み込みシステムは，

制限されたコンピューティング環境であるため，複数のデータベースドライバーを備えることは困難である．本研究

では，UbiQLシステムと名づけたメディエータアーキテクチャを提案する．我々は，実装した軽量データベースドラ

イバーを検証し，実用的な速度で動作可能であることを示す．
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Abstract Recently, by the development of the ubiquitous information technology, the embedded application that

needs various data-sources has increased . But, it is difficult to install two or more database drivers in the embedded

system because the devices that become the platforms of embedded software are limited computing environments.

In this research, We propose mediator-architecher named UbiQL system. We verify the light-weight database driver

and show that it can be operated at a practicable speed.
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1. は じ め に

近年，情報爆発に伴い，アプリケーションは多種多様なデー

タソースを扱うことが求められるようになっている [2]．その

中で，組み込みシステムのアプリケーションにおいても，DB，

Web，センサなど，多種多様な外部情報の取得が求められてい

る．例えば，スマートフォンやカーナビ，情報家電は，DBか

らの情報やWebから得られるニュース，GPS機能による位置

情報などを組み合わせた処理を行っている (図 1)． 図 1 組み込みシステムを取り巻くデータソース



組み込みシステムから多種のデータソースを利用する際には，

「ドライバー問題」がある．これは，組み込みシステム用のド

ライバーが開発されていないという問題である．組み込みシス

テムに対応しているドライバーが存在しない場合には，新たに

ドライバーを開発する必要があり，組み込みアプリケーション

の開発コストが大きくなる．また，ユビキタス空間では環境ご

とに提供されるデータソースが異なるのでそれらすべてを利用

するには同数のドライバーを組み込みシステムに搭載すること

が必要になる．すべてのドライバーを搭載することは，リソー

スの制約も存在するので難しい．

本研究の目的は，組み込みシステムにおけるドライバー問題

を解決し，組み込みシステムからの各種データソースへのアク

セスを実現することである．また，組み込みシステム上でのリ

ソースの消費量を抑えることも同時に目指す．

ドライバー問題の解決に向けて，我々はデータソースへの接

続にメディエータアーキテクチャ[6], [7] を採用した軽量デー

タベースドライバーシステムである UbiQLシステムを設計し

た．図 2 に示すように，UbiQL システムでは，クライアント

とデータソースの間に置かれたメディエータに各種ドライバー

を持たせることにより，クライアントが持つ単一のドライバー

(UbiQLドライバー)による各種データソースへの接続を実現

する．

図 2 メディエータ方式

本研究による貢献は以下の通りである．

• 組み込みクライアント上にデータソースごとのドライバ

を用意する必要のない UbiQLシステムを設計した．

• 実際に設計したシステムを実装し，実験を行うことによ

り，その実用性を評価した．

本論文の構成は以下の通りである．第 2節では，本研究の動

機を述べる．第 3節では，UbiQLシステムについて述べる．第

4 節では，実験システムの実装について述べる．第 5 節では，

実行速度とメモリ使用量に関する実験を行い，システムの実用

性の評価を行う．第 6節では，本論文を総括する．

2. 動 機

本節では，本研究の動機を述べる．

2. 1 ドライバー問題

図 3に示したように，組み込みシステムにおけるドライバー

問題とは，各種データソースへの接続のために必要となる組み

込み向けのドライバーが存在しないという問題である．例えば，

MySQLは，Linux，Windows用のドライバーを用意している

が，本研究でシステム実装に用いた TRON系の OS用のもの

は用意されていない．このような場合に，組み込み用のドライ

バーを新たに開発すると，組み込みアプリケーション開発にか

かるコストが増大することになる．

現状では，組み込みシステムからの各種データソース利用は，

サーバ機上に置かれたデータソースを扱うアプリケーションを

通して行っている場合が主である [1], [3]．しかし，この方法で

は，アプリケーションに依存したデータソース処理しか行うこ

とができないので，汎用的であるとはいえない．

組み込みシステムからの汎用的なデータソース利用を考えた

場合，組み込みシステム上に置かれたアプリケーションが自在

に外部データソースを扱うことができる必要がある．

図 3 ドライバー問題

2. 2 アドホックな接続

スマートフォンなどの持ち運び可能な組み込み端末を利用す

る場合は，周囲の環境に応じたデータを取得し，それを用いた

処理を行うという場面が多くなる [4]．例えば，建物内の見取り

図や屋外での地図情報，RDBに格納された環境内に存在する

ものの位置情報，Webから得られる天気情報などの情報を環境

が提供している場合が考えられる．図 4に示すように自宅や職

場など，環境が変わるごとに，取得したいデータを持つデータ

ソースも変わるので，全てのデータソースからデータを取得し

たい場合には，組み込み端末はそれらに対応したドライバーを

すべて搭載することになる．

環境の変化に依存しない，アドホックな接続を行うための方

策の 1つとして，すべてのデータソースに接続することが可能

な単一のドライバーを組み込みシステム側に用意するというも

のが考えられる．

図 4 アドホックな接続

本研究では，ドライバー問題，アドホックな接続を行いたい

場合の問題を解決できるシステムの構築を目指す．



3. UbiQLシステム

本節では，ドライバー問題解決のために提案する UbiQLシ

ステムの概要と設計について述べる．

3. 1 概 要

UbiQLシステムは，組み込みシステムから任意のデータベー

スへの接続性を確保するための，軽量データベースドライバー

システムである．組み込みシステムにおいての利用を想定して

いるため，低リソースなデバイス上においては，一定以下のメ

モリ消費量で動作する．

図 5 UbiQL システム

図 5に示すように，UbiQLシステムは，組み込みシステム上

で動作する UbiQLクライアントとサーバ機に搭載する UbiQL

メディエータから構成される．クライアントからメディエータ

への接続の際には，クライアントが搭載する単一のドライバー

である UbiQLドライバーを使用する．データソースへの接続

に関して，本来クライアントが搭載しなければならないドライ

バをメディエータが搭載することにより，ドライバー問題を解

決する．

UbiQL システムは，UbiQL プロトコルという HTTP 上で

設計された独自プロトコルで通信を行う．クライアントは，メ

ディエータに対しリクエストを送信し，レスポンスを受け取る．

次に，メディエータとクライアント，UbiQLプロトコルのク

エリーとレスポンスについて述べる．

3. 2 メディエータ

メディエータは，クライアントと各種情報ソースを接続する

ための仲介を行う．メディエータを搭載するサーバ機は RDB，

WebAPI，RFIDなどの各種データソースへ接続するためのド

ライバーを備えることとなる．これにより，クライアント側に

各種データソースごとに対応したドライバーを用意する必要が

なくなる．

メディエータが行う処理の流れを以下に示す．

（ 1） クライアントからのリクエストをもとに，各種データ

ソースにクエリーを振り分ける．

（ 2） データソースから返される結果セットにおける各デー

タのデータタイプをドライバーから得られる情報により判断

する．

（ 3） 結果セットを UbiQLプロトコルで定められた形式に

変換して，クライアントに送信する．

さらに，クライアント側の UbiQLドライバーのメモリ使用

量を一定以下に抑えるために，クライアントから渡される情報

によりデータ転送量を調整する機能を持つ．

3. 3 クライアント

クライアントは，組み込みシステム上で動作する．各種デー

タソースに応じた処理はメディエータ側で行われるので，接続

の際にはデータソースごとにドライバーを用意する必要はない．

各種データソースへのクエリーは SQLをベースとした共通の

形式で行うことができ，レスポンスも共通の形式で返ってくる

ものを処理すればよい．よって，データソースごとの差異を意

識しないで開発を行うことができる．

3. 4 アーキテクチャ

図 6に UbiQLシステムのアーキテクチャを示す．

図 6 UbiQL システムのアーキテクチャ

UbiQLシステムでは，組み込みクライアント上で動作するア

プリケーションが UbiQLドライバの機能を呼び出し，UbiQL

プロトコルによりメディエータと通信を行う．

メディエータには一時ファイルを保存しておくストレージを

持たせて，メモリ容量に制限のあるクライアントに対しては，

一度に送信するデータサイズを調整することができるように

する．インタフェースはリクエストの内容に応じて，トランス

レータか一時ファイルストレージを呼び出し，トランスレータ

は各種データソースごとにリクエストとレスポンスの形式の変

換を行う．また，メディエータは各種データソースのドライバ

を備えている．

3. 5 ク エ リ ー

UbiQLのクエリー形式には，次の 2種類がある．

• 共通クエリー　すべてのデータソースごとに用意される

SQLベースの統一形式のクエリー

• 拡張クエリー　必要であればそれぞれのデータソースご

とに用意されるクエリー

共通クエリーは SQLをベースとしており，すべてのデータ

ソースへに対して用意される．これにより，データベースを用

いたアプリケーション開発の経験者にとって操作方法が理解し

やすいものとなる．

拡張クエリーは各データソースごとに定義することができる．

基本的に，半構造化データ，非構造化データを持つデータソー

スに対して，共通クエリーでは対応できないデータの操作のた

めに提供される．レスポンスは基本的にメタデータ形式で返す

ことになる．



3. 6 レスポンス

UbiQLのレスポンスの形式には，以下の 3種類がある．

• タプル　構造化データを返す場合のレスポンス形式

• メタデータ　半構造化・非構造化データを返す場合のレ

スポンス形式

• エラー

UbiQL システムでは，クエリーとレスポンスの組み合わせ

で構造化，非構造化を問わず，多種多様な形式のデータソース

への接続性を保証する．

3. 6. 1 タ プ ル

タプル形式は構造化データのレスポンス形式であり，カラ

ム数が一定のデータが返信される場合に採用される．例えば，

RDBへのクエリー結果はこの形式で返信する．タプル形式で

は各データは CSV形式で返信される．

例：

TUPLE 2, 4, (”id”, ”name”, ”age”, ”weight”)

1, ”Bob”, 15, 67.4

2, ”Tom”, 14, 60.0

(空行)

上の例で，1行目の TUPLEはレスポンスがタプル形式であ

ることを，2はタプル数を，4はカラム数を，続く ()内の文字

はカラム名を表す．それ以降の行は，CSV形式のデータである．

3. 6. 2 メタデータ

メタデータは半構造化データ，非構造化データのレスポンス

形式であり，カラム数が不定のデータが返信される場合に採用

される．例えば，WebAPI などの XML で記述されたデータ

ソースからのデータを返す場合に用いられる．この形式では，

各データセットを空行で区切って返信する．

例：

METADATA 2

name: ”Bob”

age: 15

(空行)

name: ”Tom”

weight: 60.0

(空行)

上の例で，1 行目の METADATA はレスポンスがメタデー

タ形式であることを，2はデータ数を，その下の (空行)までは

1つのデータセットを表している．それ以降の行も，(空白)ご

とに 1つのデータセットとなる．例では，Bobに関しては年齢

情報のみ返され，Tomに関しては体重情報のみが返される．

3. 6. 3 エ ラ ー

エラーは何らかの原因によりクエリー結果を返せなかった場

合に返される．エラーメッセージもともに返す．

4. 実 装

本節では，UbiQL システムの評価のための実験システムの

実装について述べる．

4. 1 メディエータ

メディエータは次のように実装した．

• C言語で記述された CGIプログラム

• MySQLへ接続するためのドライバーを搭載

CGI プログラムは Linux，Apache 上で動作させ，MySQL

への接続には libmysqlclientというドライバーを用いた．

また，クライアントのメモリ使用量を調整するために，クラ

イアント側からパラメータを受け取った場合に，その値により

送信するデータのサイズを変更可能にした．

4. 2 クライアント

クライアントは次のように実装した．

• Konohaスクリプティング言語 [5]で実装

• TRON 系 OS を搭載したパーソナルメディア社の

Teaboard上で実装

Konohaは，現在，我々が開発しているスクリプティング言

語であり，組み込み開発にも対応できるように TRON系のOS

依存の処理も実装している．UbiQL クライアントは Konoha

での記述において，データソースへの接続の際に共通して用い

られる Connectionクラスと ResultSetクラスの 2つのクラス

を用いて，各種データソースへの接続と結果の取得を行う．

以下に，Konohaの対話型実効モードにおいての UbiQLク

ライアントのサンプルコードを示す．

>>> Connection c = new Connection(”ubiql://(ユー

ザー名):(パスワード)@(ホスト名)/(データベース名)”);

>>> ResultSet rs = c.query(”SELECT * FROM

(テーブル名)”);

>>> rs.next();

[1, ”Bob”, 15, 67.4]

>>> rs.next();

[2, ”Tom”, 14, 60.0]

サンプルコードにおける処理の流れは次のようになる．

（ 1） 接続したいデータベースのホスト名とデータベース名

を含むURN(Uniform Resource Name)を引数に取る Connec-

tionクラスのインスタンス cを生成する．

（ 2） インスタンス c の query メソッドの引数として SQL

を与え，ResultSetクラスのインスタンス rsにクエリー結果を

格納する．

（ 3） インスタンス rsの nextメソッドによってクエリー結

果を一行ずつ取り出してそれらを表示している．

Konoha の通常のデータベース接続では，Connection の引

数の”ubiql”の部分に”mysql”，”postgresql”などの DBMS の

名前を記述するのであるが，UbiQLを使用する場合はどのデー

タソースに接続するかを追加の引数として記述しないで，デー

タベース名から UbiQL メディエータが接続する DBMS を選

択する．こうすることにより，UbiQLクライアント側における

データソースを扱う処理の際に，UbiQL システムを用いない

場合と透過性のある記述を行うことができる．



5. 評 価 実 験

本節では，UbiQL システムを使用して行った実行速度とメ

モリ使用量を評価するための実験・結果とそれに対する考察を

述べる．

5. 1 実 行 速 度

UbiQL システムでは，すべてのデータソースへの接続をメ

ディエータを介して行う．よって，クライアントシステム自体

がドライバーを保持している場合と比較して，動作に遅延が生

じると考えられる．本研究では，UbiQL システムを使用した

場合と，使用しない場合とで，動作速度に関する比較実験を行

い，UbiQLシステムの性能を評価した．

実験は，MySQL が管理するデータベースに対し，単純な

SELECT でのクエリーを複数回繰り返し結果を表示するとい

う処理を行い，その実行時間を測定するというものである．測

定は，UbiQLシステムを使用，非使用，タプル数が 10，100，

1000 それぞれの場合について行った．結果は，測定を 5 回ず

つ行い，それらの平均値を用いた．

図 7に実験結果を示す．横軸が取得したタプル数を，縦軸が

実行時間を表す．

図 7 実験結果（実行速度）

また，各タプル数の場合ごとの遅延の割合を比較したもの

を表 1 に示す．上段は取得するデータのタプル数を，下段は

UbiQL を使用した場合の実行時間を使用しなかった場合の実

行時間で割った値である．

タプル数 10 100 1000

UbiQL 使用/UbiQL 非使用 1.48 1.35 1.29

表 1 遅延の割合

結果を見ると，メディエータを介することによる遅延が存在

しているものの，大きな問題のある範囲ではない．また，取得

するデータが大きくなるにつれて，遅延の割合は小さくなって

いる．これは，遅延の主な原因がメディエータを介しているこ

とであるため，処理するデータのサイズが大きくなればなるほ

ど，メディエータにおける処理時間の割合が小さくなるためで

あると考えられる．よって，取得するデータが大きなものであ

る場合は遅延は無視できる程度に抑えられる．

結果より，UbiQL システムが実用的な速度で動作すること

を示すことができた．

5. 2 メモリ使用量

実験用に実装したシステムでは，メディエータはクライアン

トから受け取ったパラメータに応じて，一度の通信で送信する

データのサイズを変更できるように実装してある．これをメモ

リ使用量調整機能とする．

実験は，MySQL が管理するデータベースに対し，単純な

SELECTでのクエリーを行い，そのメモリ使用量を測定すると

いうものである．測定は，メモリ使用量調整機能を使用，非使

用，タプル数が 10，100，1000それぞれの場合について行った．

図 8に実験結果を示す．横軸が取得したタプル数を，縦軸が

1つのクエリに対応する結果セットを取得する際の，最大メモ

リ使用量を表す．

図 8 実験結果（メモリ使用量）

結果をみると，メモリ使用量調整機能を使用した場合に一定

以下のメモリ使用量でデータの利用が行えていることがわかる．

6. ま と め

本研究では，ユビキタスコンピューティング環境における組

み込みシステムのアプリケーション開発に着目した．組み込

みシステムから多種多様なデータソースへ接続する際のドラ

イバー問題を解決するために，メディエータ方式を採用した

UbiQLシステムを提案した．

UbiQLシステムを利用することにより，各種データソースご

とにドライバーを用意する必要がなくなる．これは多種のデー

タソースからのデータを利用する組み込みアプリケーションの

開発コストの削減につながる．

UbiQL システムでは，クライアント側のドライバーは各種

データソースに依存した処理を行わない．つまり，新たに接続

したいデータソースが存在する場合に，メディエータ側にドラ

イバーを付け足すだけですむ．よって，持ち運び可能な組み込

み機器が，周囲の環境に応じて様々な情報ソースを通したデー

タの取得を行うといったようなアドホックな状況を想定したア

プリケーションの開発にも適している．

さらに，実行時のメモリ使用量を一定量以下に抑えられるよ

うに設計を行っており，組み込みシステムごとのリソース制約

にも対応した処理を行うことができる．

最後に，評価実験により，UbiQLシステムが実用的な速度と

指定された数値以下のメモリ使用量で動作することを確認した．
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