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対応データベースシステムにおけるデータベース言語GRQLの評価
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あらまし 半構造データはスキーマの制約が緩やかであり，従来の構造化データと比べて柔軟性に富んでいる．しか

し，計算機が “自動的”あるいは “効率的”に処理を行う必要があることから，それが制約となり半構造データの特徴で

ある柔軟性が十分に活かされない場面が存在する．このようなことから，特に半構造データの柔軟性を考慮した対応

データベースシステムの開発を行ってきた．本稿では，対応データベースシステムにおけるデータベース言語 GRQL

の表現力について，記述例を示し評価する．また，評価実験の一環として開発した対応データベースシステムの遠隔

試用環境を紹介する．
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Abstract In this paper, we evaluate the database language GRQL which we had proposed with a view to developing a

correspondence database system for semi-structured data, and also introduce a remote execution environment of the Corre-

spondence Database System which we had implemented. This remote execution system enables all users to evaluate GRQL.

A correspondence database is based on correspondence data model. The correspondence data model makes schema flexible,

therefore the data model has good compatibility with the semi-structured data. In the data model, data were represented with

the labeled correspondence which consisted of the set of triple (a label, an initial vertex, and a terminal vertex), and data was

operated with the correspondence algebra which was designed as the data manipulation language.

Key words Semi-structured Data, Database Language, Labeled Correspondence, Labeled Directed Graph

1. は じ め に

半構造データ [1]はスキーマの制約が緩やかであり，従来の

構造化データと比べて柔軟性に富んでいる．このため半構造

データに関しては，セマンティックWebや情報配信をはじめと

してさまざまな研究や応用がなされている．しかし，そこには

計算機で「自動的に処理させる」あるいは「効率的に処理させ

る」という暗黙の要件があり，このためさまざまな制約が設け

られ半構造データの特徴である柔軟性が十分に活かされない場

面が存在する．これに対して，最小限の制約で “簡単”かつ “自

由”に “どんどんデータを収集できる”ことが望まれる場合があ

る．例えば，小学校の課外授業における情報収集や旅行日記な

どが挙げられる．もちろんこのような場合でも蓄積したデータ

が適切に操作できる必要はあるが，このような用途では柔軟性

を最優先させて利用者主導のデータ収集を実現するシステムが

効果的であると考えられる．そこで，筆者らはこのような自由

度の高いデータ収集の実現を目指して，対応データベースシス

テムに関する研究を行ってきた [2]～[6]．

本研究では，対応データベースシステムにおけるデータベー

ス言語 GRQL（GRaph Query Language）の記述能力の評価と，

その結果を実際に検証できる対応データベースシステムの遠

隔試用環境の開発を行った．本稿では，まず対応データモデル

の概要について述べ，そのデータ操作言語について記述例を示

しながら解説する．次に，データベース言語 GRQL について

述べる．GRQL の表現力の評価においては，問合せ文の記述

能力が 1つの重要な要素であり，このことから select 文につい

て，その構文と機能を詳しく説明する．また，RDF（Resource

Description Framework）[7]の問合せ言語 SPARQL [8] の記述と

の比較などから，GRQLの特徴を明らかにする．それから，評

価実験の一環として開発した遠隔試用環境を紹介する．ここで

は，対応データベースシステムの概要について述べ，遠隔試用

環境のシステム構成と機能について説明する．



2. 対応データモデル

実世界においては，セマンティックネットワークのように有

向グラフとして構造化できる情報が多数存在しており，またこ

のようなグラフ表現は人間の概念理解との相性がよいことから，

半構造データのデータモデルとして対応データモデルを提案し

ている [2]．対応データモデルにおいては，実世界を対応の集合

とみなして記号化する．また，その対応に対しては，対応代数

を用いてデータの操作を行う．ここでは，ラベル付き対応の概

念についての簡単な説明と用語の定義を行い，対応による構造

記述およびデータ操作言語について述べ，その簡単な記述例を

示す．

2. 1 対応とラベル付き対応

集合論において，�と � を集合としたとき規則 � によって

�の元 �に対して，それぞれ１つずつ � の部分集合 ����が定

められるとき，規則 � のことを �から � への対応と呼び，�

の元 �に対して定まる � の部分集合 ����を � による �の像と

呼ぶ．一般に，対応 � におけるすべての像が � の元であると

き，� は写像と呼ばれる．この対応 � に対して新たにラベル集

合 �を付与し，ラベル ��� ��毎に異なる対応 ����として扱え

るようにしたものをラベル付き対応と呼ぶ．�，�，� はそれ

ぞれラベル付き有向グラフのラベル付き矢の集合，始点の集合，

および終点の集合ととらえることができ，ラベル付き対応はラ

ベル付き有向グラフと等価である．以降，“ラベル付き対応”お

よび “ラベル付き有向グラフ”をそれぞれ “対応”，“グラフ”と

略記する．また，1つの 3つ組のことを対応要素あるいはリン

クと呼ぶことにする．

2. 2 対応による構造記述

対応データモデルにおいては，対応を用いて実世界を記号化

することから，それらのデータは対応要素の集合として表現さ

れ，概念的にはグラフとしてそれらのデータをとらえる．対応

データモデルは，(1)ノード毎に独自のラベル矢をもつことが

できる，(2)各ノードは同一名のラベル矢を複数もつことがが

でき，また任意のノードに向かう同一ラベルのラベル矢が複数

存在することも許される，(3) グラフ構造を概念理解そのまま

に構造化できる，3つの特徴をもつ．対応の例を図 1および図

2に示す．これらは，各ノードがそれぞれ異なったラベル矢を

もつことができ，またあるノードが同一名のラベル矢を複数も

つことができることを表した例である．

ノードの属性 対応データモデルにおいては，リンクは基本的

にノード間の関係を表すが，ノードとその属性を表す場合にも

リンクを使用するものとし，これら 2つの意味的な区別は行わ

ない．このため，属性への対応は実際にはアプリケーションに

委ねられることになる．これは，対応データモデルがデータの

記述の自由度を最も重視しているためであり，モデル自体が単

純な 3つ組モデルであることも同様の理由に起因する．図 3は

属性を概念的に図示した例であり，対応データモデル自体は (a)

のようにデータをとらえることになる．(b)のように “年齢”や

“趣味” を属性として扱うかどうかはアプリケーションに依存

する．

図 1 対応 “K高校のある生徒の家族”

Fig. 1 A correspondence on “The family of a K high school student”.

図 2 対応 “K高校と T 高校の生徒の部活動状況”

Fig. 2 A correspondence on “The club activity of K high school students

and T high school students”.

図 3 属性の使用例

Fig. 3 A concept of the correspondence including attribute.

2. 3 データ操作言語

対応データベースでは，対応を用いて実世界の情報をモデル

化／記号化し，計算機に取り込む．このデータベースに対し，

任意の対応，ノードまたはラベルを取り出したり，新規データ

の追加，あるいは不要になったデータの削除を行うために，対

応に対するデータ操作言語が必要となる．そのデータ操作言語

として対応代数を定義した．対応代数においては，表 1に示す

対応演算を規定した．また，詳細な説明は割愛するが，これら

の演算を用いることで，対応の追加，削除，および修正を行う

ことができる [2]．

2. 4 データ操作言語の使用例

対応演算の演算結果として得られるものは，対応，始点の集

合，終点の集合，ラベルの集合であり，これらの演算を任意に

組み合わせて問合せ文を記述することになる．記述上の留意点

を 3つ挙げておく．(1)対応の和，差，共通演算，選択演算の演

算結果，および ����は対応を表す．(2) domian演算，range演

算の演算結果は対応の始点または終点の集合を表し，ラベル演

算の演算結果はラベルの集合を表す．(3) domain選択演算にお

いて � �� � ���� のように “=”で比較を行う場合は �������と

略記する．つまり，この �������は Cの像を表すのではなく対



応 � �� � ����を表す．

図 1，図 2の対応を例として取り上げ，これらの対応から “昇

と同種の部活動を行っている K高校の生徒の父と母を求める”

問合せを生成していく．対応 “ある K高校の生徒の家族”を対

応 “家族”，対応 “K高校と T高校の生徒の部活動状況”を対応

“部活”と呼ぶことにする．

（1）昇の部活を特定するために対応 “部活”����	��
�	����

の rangeをとる．

����“部活”��������	�	���� (1)

（2）K 高 校 の 生 徒 を 見 つ け る た め に 対 応 “部

活”��������������� ������の rangeをとる．

����“部活”�
������������� 
��		��� (2)

（3）昇と同種の部活をしている K高校の生徒を特定するた

めに対応 “部活”����	��式 ��（K 高校の生徒とその部活を表す

対応）から，その終点が式 1（昇の部活）と等しいものを選択

し，その domainをとる．

�	���“部活”�式 ���������� � 式 ��� (3)

（4）昇と同種の部活をしている K 高校の生徒が式 3と特定

でき，対応 “家族”から “家族”����������������式 ��を取り

出す．

“家族”��������	�����式 �� (4)

したがって，問合せ “昇と同種の部活動を行っている K高校

の生徒の父と母を求める”問合せ文は式 5のように記述できる．

“家族”��������	�����

�	���“部活”�����“部活”�
������������� 
��		�����

������� � ����“部活”��������	�	������� (5)

2. 5 類似のデータモデル

対応データモデルと類似したデータモデルとしては RDFが

挙げられる．RDF は，Web 上のデータを自動かつ効率的に計

算機で処理させるためのメタデータの記述を目的としている．

リソースの関係をリソース，プロパティおよびプロパティの値

表 1 対 応 演 算

Table 1 The correspondence operations.

演算

結果

分類 演算名 説明

対応 二項 対応和演算 対応（要素）の和集合を求める

演算 対応差演算 対応（要素）の差集合を求める

対応共通演算 対応（要素）の共通集合を求める

単項 domain 選択演算 始点の条件を満たす対応を求める

演算 range選択演算 終点の条件を満たす対応を求める

label選択演算 ラベルの条件を満たす対応を求める

構成 domain 演算 対応から始点の集合を取得する

要素 – range 演算 対応から終点の集合を取得する

label演算 対応からラベルの集合を取得する

の 3つの要素で表現する構造自体はシンプルな 3つ組モデルで

ある．しかし，処理の自動化を主たる目的としていることから，

意味や定義の曖昧性をなくすためにリソースには URI参照に

よる名前付けが必要となり，リテラルの使用にも制限がかかる．

プロパティの値にも URI 参照によるリソースの指定ができる

が，名前空間の制約を強く受けることになる．基本的に利用者

が RDFボキャブラリを知っておく必要があり，システムの柔

軟性を要求する本研究の目的とは合致しない．また，3つ組モ

デルとしては松永による情報の “3つ組”モデル [9]がある．こ

のモデルは，データを “どんどんため込んでさっと出す”という

コンセプトは対応データモデルと共通するものがあるが，ノー

ド間の関係ではなく各ノードごとの説明を 3つ組で表現してい

る点で対応データモデルと異なる．

一方，最近では XML(Extensible Markup Language) [10] が普

及し，その問合せ言語 XQuery [11]も利用されるようになった．

XML は，文書やデータの意味や構造を記述するためのマーク

アップ言語の 1つであり，自己記述性があり半構造データの表

現やデータの交換を目的として広く利用されている．ただし，

XML もその構造は階層的な木構造がベースとなっており，前

述の問題を内包している．オブジェクト指向データベースや

XMLデータベース [12]の登場で半構造データの取り扱いが可

能になったが，その基本的な構造は木構造であり，グラフ構造

のデータの取り扱いには最適ではない．

3. データベース言語GRQL

対応データモデルに基づくデータベースを対応データベース

と呼ぶ．ここでは，対応データベースシステムのためのデータ

ベース言語 GRQL [2]について簡単に述べる．GRQLは，任意

のグラフやノードまたはラベルを取り出したり，データの追加

あるいは削除などの操作を実現するデータベース言語である．

GRQLの特徴である select 文について記述例を示しながら，そ

の機能を詳しく説明する．また，SPARQLとの記述の比較など

から GRQLの特徴を明らかにする．

3. 1 GRQLの概要

対応データモデルは，グラフ構造のデータを概念理解そのま

まに記号化することができ，またスキーマの動的な変化に柔軟

に対処することができるデータモデルである．対応データモデ

ルの構造自体は単純な 3 つ組であるが，任意の 3 つ組を追加

できる自由度の高さと，そのようにして記号化された複数の

対応から体系的なデータ操作ができるように配慮されている．

GRQLはこの特性を継承しており，グラフ構造をもつデータを

容易にデータベース化することができる．

対応データベースは対応要素の集合であり，これをラベル付

き有向グラフのイメージで操作できることが GRQLには要求

される．このため，GRQLにはデータベース言語の基本機能に

加えて，特にグラフ操作を簡便に記述できることが要求される．

また，すべての対応演算を実現できるように設計されている．

基本機能として，新しくグラフを生成する機能（create 文），

グラフ名を変更する機能（rename文），グラフを削除する機能

（remove文），既存のグラフを読み込む機能および書き出す機能



図 4 select 文関連の構文規則（拡張 BNF）

Fig. 4 A part of the GRQL syntax related to the select statement in ex-

tended BNF.

（open文，close文），対応要素を追加／削除する機能（add文，

delete 文）ノード名やラベル名を削除／変更する機能（delete

文，replace文）を規定している．また，複数の利用者がグラフ

に対して並列にアクセスする場合の相互排除のためのロック／

アンロック機能（lock文，unlock文），グラフの一覧表示機能

（list文），作業用のグラフを作成する機能（temp文），グラフ

を代入する機能（set文）を規定している．グラフを操作する機

能としては，グラフを結合する機能，ノードやラベルを指定し

た検索機能が必要であり，これらを機能を提供する構文として

select文を規定している．

select文 select 文については，記述力の評価で重要になるため，

その構文と機能を概説しておく．なお，説明の簡単化のため

に，図 4の select文の構文規則における �selectS� の規則中の

FROM �graphNameList� の部分およびWHERE �expression�

の部分を SQLに倣いそれぞれ from句，where句と呼ぶことに

する．

select 文は，データの照会を行う文であり，SELECT に続け

て取得対象を指定する．図 4の構文規則をたどるとわかるよう

に，予約語であるGRAPH（グラフ），SOURCE（定義域集合），

DEST（値域集合），または LABEL（ラベル集合）を指定でき

る．SQLにおいては，SELECTに続けて取得する列名を指定す

るが，GRQLではその特性を利用し前述の 4通りの形式に限定

することで記述を簡潔にしている．from 句では照会対象とす

るグラフを指定する．SQLの場合と違って，from句で指定し

た複数のグラフは和結合され，これによりグラフの結合という

所望の結果が得られる．where句における条件の記述は基本的

に SQLと同じであるが，SELECT に続けて指定する取得対象

の予約後を条件の記述にも使用する．また，where句において

は，予約語 NODE（始点／終点を特定せずにノードに対して条

件を課す）を用意しており，指定ノードを中心とする距離 1の

グラフを簡単に指定することができる．さらに，select 文の入

れ子表現が可能であり，複雑な問合せも行うことができる．

3. 2 記述能力の評価

実際に取材して収集した北九州市門司港の観光情報の一部を

図 5 に示す．これは graph1，graph2および graph3 からなる対

応データの例である．この例ではそれぞれのグラフは連結グラ

フになっているが，対応データベースにおけるグラフは，ラベ

ル，始点，および終点 3 つ組の集合であることから連結グラ

フである必要はない．ここでは，このデータを元に select 文を

使った記述例を示しながらその機能をみていく．

Query1: 単一グラフに対する単純な問合せ
SELECT GRAPH FROM graph2;

これは select文における最も単純な問合せの例であり，from

句で指定した graph2 から LABEL要素を取得するものである．

結果としては graph2そのものが得られる．

Query2: 複数グラフに対する単純な問合せ

SELECT GRAPH

FROM graph1 graph2 graph3;

これは複数の結合したグラフから問合せを行う例であり，

from句で指定した graph1,graph2 および graph3を結合したグラ

フ（図 6）から，GRAPH 要素を取得するものである．結果と

しては図 6の結合したグラフ全体が得られる．

Query3: 条件を付与した単純な問合せ

SELECT GRAPH

FROM graph2

WHERE SOURCE = "Mojiko Station" AND

LABEL= "nearby sightseeing spot";

これは，特定の条件を課して問合せを行う例であり，where句

で SOURCE� “Mojiko Station” であり，かつ LABEL� “nearby

sightseeing spot” という条件を課して graph2から GRAPH要素

を取得している．この問合せの結果は図 7のグラフになる．

Query4: select 文の入れ子による問合せ

SELECT GRAPH

FROM graph1 graph2 graph3

WHERE SOURCE IN (

SELECT DEST

FROM graph1 graph2 graph3

WHERE LABEL = "image");

これは，select 文の入れ子記述による問合せの例である．IN

演算子は集合の要素に含まれるかどうかを判定する演算子であ

り，IN以降の select文で LABELが imageである DEST要素を

取得して，IN演算を用いてその DEST要素を SOURCEとする

GRAPHを取得する．結果として，graph1，graph2，graph3 か

ら補足データをもつ “image”データのグラフを取得する例にな

る．問合せの結果は図 8のグラフになる．

SPARQLとの比較

対応データベースにおける問合せでは，複数のグラフに対し

て指定した条件を満たす部分グラフ，ノード，ラベルを照会す

る操作が基本であり，任意のノードやラベルに着目して，グラ

フを順方向あるいは逆方向にたどるイメージで照会を行うこと

になる．

前述の Query4を SPARQLを用いて記述し，GRQLの記述と

比較しそれぞれの特徴をみていく．Query4は，graph1，graph2，

graph3 から補足データをもつ “image” データのグラフを取

得する例であるが，ここでは foaf:Image ををもつ graph1.rdf，



図 5 門司港の観光情報のグラフ例

Fig. 5 Example graphs on the sightseeing information in Mojiko.

図 6 門司港の観光情報のグラフ例を結合したグラフ

Fig. 6 Union join of graphs on the example graphs on the sightseeing in-

formation in Mojiko.

graph2.rdf，graph3.rdf を仮定する．このとき，この問合せは次

のように記述できる．ただし，結果を RDFグラフとして取得

したい場合は，CONSTRUCT を使用する．

SPARQLによる Query4 の記述例

PRIFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?domain ?label ?range

FROM NAMED <graph1.rdf>

FROM NAMED <graph2.rdf>

FROM NAMED <graph3.rdf>

図 7 Query3 の問合せ結果

Fig. 7 Result of Query3.

図 8 Query4 の問合せ結果

Fig. 8 Result of Query4.

WHERE {?tmpdom foaf:Image ?domain .

?domain ?label ?range}

SPARQLでは，変数を使いながらWHERE句でリソース，プ

ロパティとその値の 3つ組の形式で条件を記述する．元になる



グラフ構造が理解できていて，なおかつプロパティを指定しな

がら問合せを行うような場合は，クエリを作成する上でも理

解が容易であるが，逆方向に関係をたどったり，この例のよう

にプロパティ自体が検索対象になるような問合わせになると，

GRQLのような手続き的な問合せの方が理解しやすい．

表現力としては，GRQLにおいては select文の入れ子を用い

ることで，また SPARQLにおいては条件になるトリプルを増

やしたり OPTIONALや FILTERキーワードを指定することで

複雑な問合せを記述できるが，RDFグラフと違って語彙や構造

に制約がかからないようなグラフが対象となる場合は GRQLが

効果的に機能すると考えられる．

GRQLの定性的評価

ここでは GRQLの定性的評価として，表 2に示す 4 つの項

目について評価する．SPARQLに加えて，XMLの問合せ言語

XQueryとの比較も行う．4つ目の項目 “スキーマの制約”に関

しては，データモデル自体の問題であるが，操作するデータ自

体も重要であることから，評価項目として挙げている．

まず，最初の 3つの項目について評価を行う．SPARQLはグ

ラフパターンのトリプルに変数を用いて，非常に宣言的な記

述ができる反面，リンクをたどるようなイメージに近い記述

にはならない．また，対象ノードまでのパス長が既知である問

合せしか記述できないという問題がある．XQueryに関しては，

FLWR表現とパス表現を用いてリンクをたどるイメージでの問

合せ記述ができるため，全体的に安定した評価になっている．

GRQLにおいては，これまで示してきた記述から分かるように，

グラフをたどるイメージで問合せを記述することができる．“宣

言的な記述”に関しては，SQLライクの言語設計を行っている

ので，GRQLも十分に宣言的と言えるが，他の 2つの言語との

相対的な評価からここでは低い評価としている．

次に，“スキーマの制約”に関しての評価であるが，対応デー

タモデルにおいてはスキーマの制約がないため，語彙の制約な

どを受けないという利点がある．これは，データの一意性の問

題などを引き起こすが，簡単かつ自由にデータを記号化できる

システム開発を目指していることから，これは大きな問題には

ならない．また，有向グラフ構造で自由にデータを表現できる

点が大きな利点である．

表 2 GRQL と他の問合せ言語との比較

Table 2 Comparison of GRQL and Other Query Languages.

評価項目 GRQL SPARQL XQuery

直感的な記述 ◎ 〇 ◎

宣言的な記述 △ ◎ 〇

パス長が不明な対象の

ノードの検索

〇 △ ◎

スキーマの制約 ◎ △ 〇

（名前空間） （DTD）

・語彙の自由度 ◎ △ 〇

・データの一意性 △ ◎ 〇

・データ構造に関する ◎ △ ◎

知識の必要性 （不要） （必須） （不要）

・データ構造 有向グラフ 有向グラフ ツリー

4. 遠隔試用環境の構築

これまで，対応データモデルに則ってデータを管理し，デー

タベース言語 GRQL を解釈/実行する対応データベースシステ

ムの実装を完了させている．本研究では，GRQLの機能や対応

データベースシステムのシステム実現性の検証を広く行える環

境を提供することを目的として，Webブラウザでこの対応デー

タベースシステムにアクセスできる遠隔試用環境の構築を行っ

た．ユーザのプラットフォームへの対応，インストール時の設

定，将来的な言語仕様の拡張などを考慮して，今回は常に最新

版のサーバを容易に利用できる遠隔実行の形態を取った．

4. 1 対応データベースシステムの概要

対応データベースシステムはクライアント/サーバ型のシステ

ムであり，実装した対応データベースシステムのシステム構成

を図 9に示す．本システムは，マルチクライアントのサポートお

よびマルチメディアデータの取り扱いを考慮しており，CRDB

（Correspondence Database） Server ，GRQL Processor，CRDB

Data Management Server の 3つのコンポーネントに分けて実装

されている．

CRDB Serverこのコンポーネントは，ユーザからのデータベー

スアクセスの認証および GRQL Processor の起動を行う．常に

クライアントからの接続待ち状態にあり，ユーザ IDとパスワー

ドを受け取り，認証に成功すると子プロセスを生成する．その

子プロセスがGRQL Processorを起動（プロセスの変身）し，以

降の処理はその子プロセスがデータベースサービスを提供する．

GRQL Processor このコンポーネントは，GRQL文をクライア

ントから受け取り，その応答を返す．グラフデータの読み込み，

または書き出しが必要な場合には，データ管理サーバに対して

これらのコマンドを発行する．マルチメディアデータの取得要

求においてもこれらのコマンドを使用する．

認証時のコネクションを引継ぎ起動するので，このコネクショ

ンを利用してクライアントから GRQL文を受け付ける．CRDB

Data Management Server との間でコマンドや応答の受け渡しが

必要になるので，GRQL Processor コンポーネントはそのための

コネクションを確立する．また，グラフデータやマルチメディ

アデータの転送には，専用のコネクションを使用することで一

次的な応答性を向上させている．

CRDB Data Management Server

このコンポーネントは，グラフデータの管理，マルチメディ

アデータの管理を行う．ユーザの権限に応じたアクセス制御，

マルチクライアントからのアクセスを考慮して排他制御を行う．

GRQL Processor コンポーネントとの間に確立されたコネク

ションを使用して，コマンドを受ける．クライアントからの

GRQL文に対して安定した応答を返すために，結果がマルチメ

ディアオブジェクトの場合はオブジェクトの idのみを応答とし

て返し，必要に応じてデータそのものは GET コマンドを用い

て，明示的に取得させる．

処理の流れ 前節の GRQLの記述例 Query4を例に，クライア

ントを含めて各コンポーネント間の処理の流れを図 10に示す．

この図では，OPEN文を用いて graph1，graph2，および graph3



図 9 対応データベースシステムのシステム構成図

Fig. 9 Configuration of an implemented Correspondence Database System.

図 10 クライアント/サーバ間の処理の流れ

Fig. 10 An example of command flow between client and server.

を読み出した状態で，GRQL文を実行したときのものである．

まず，GRQL文がクライアントからGRQL Processorコンポー

ネントに対して発行され，その応答が返される．このとき，結果

にはマルチメディアデータが含まれるため，続けてマルチメディ

アデータを取得するためにクライアントから GRQL Processor

コンポーネントに対して GET 文が発行される．ただし，GET

文の処理は CRDB Data Management Server コンポーネントで

行う．GET 文の発行時に，クライアントはデータ取得のため

の IP アドレスおよびポート番号を指定しておき，CRDB Data

Management Server コンポーネントから新しいコネクションを

作成し，データの転送を行う．

4. 2 遠隔試用環境の概要

遠隔使用環境のシステム構成を図 11に示す．遠隔実行システ

ムにおいては，対応データベースサーバとクライアント（Web

ブラウザ）を Web サーバが仲介する．クライアント／サーバ

間で「接続／切断」，「要求／応答」，および「マルチメディア

データの受信」を実現した．（１）サーバからの応答を動的に表

示する機能，（２）対応データベースシステムに対する処理を継

図 11 遠隔試用環境のシステム構成

Fig. 11 The Remote Execution System.

図 12 クライアントの GUI 画面例

Fig. 12 An example of client GUI system.

続させる，および（３）サーバで継続させる処理とクライアン

トを関連付けるセッション管理をAjaxを用いて実現した．Web

サーバ側では PHP，クライアント側では JavaScriptが処理の中

核を担い，セッション管理と動的なクライアントインタフェー

スの構築を実現した．セキュリティを考慮して，データベース

の内容を書き換える命令は機能的に制限している．これらの処

理は，中継プログラムで厳格にデータをチェックして実現して

いる．また，現在は試用目的ということから，データの暗号化

に関しては考慮していない．

4. 3 遠隔実行システムの機能

実装したシステムのクライアントの画面例を図 12 に示す．

対応データベースシステムでは，本来ユーザ認証を行ってい

るが，遠隔実行システムでは，ゲストアカウントで認証処理

を組み込んでおり，自動的に対応データベースシステムに接

続する．図 12の入力フォームに GRQL文を入力して，実行ボ

タンを押すことで，その GRQL 文がサーバで実行され，応答

が返ってくる．応答の表示は，テキスト形式で表示する “Main

console”，画像データがある場合にそのデータをサムネイルで

表示する “Sub console”，および画像データの一覧を表示する

“List of Image”の 3つのコンソールウインドウからなる．図 12

では “Sub console” が選択されている例である．画像は，マウス

クリックで拡大／縮小できるようになっている．また，マウス

操作で画像データの識別子も取得できるようになっており，画

像を指定した GRQL文も簡単に記述できるようになっている．



5. お わ り に

本稿では，対応データベースシステムのための対応データモ

デルとデータベース言語 GRQLの設計について述べ，SPARQL

との問合せ記述の比較などから GRQLの特徴を明らかにした．

対応データベースは自由なデータ収集を目的としていることか

ら十分な結果が得られたと言える．また，評価実験の一環とし

て開発した遠隔試用環境について述べた．この環境を使うこと

で，GRQLに実際に触れることができるので，誰でも言語仕様

の検証やシステム実現性の確認ができる環境が整った．なお，

このシステムは ����の URLから利用できる．

今後の課題としては，操作対象がグラフ構造をもつことから

データの可視化が不可欠であり，効果的な GUIの開発が必要

になる．また，スキーマの柔軟性によりデータベース化の制約

は著しく軽減されるものの，収集したデータの照会や既存デー

タの取り込みなどを考慮すると，あいまい性のある検索や簡便

なスキーママッピングのサポートのような支援機能も必要であ

る．また，操作対象がグラフ構造であることから，XQueryに

あるようなパス表現の必要性も考えられるが，対応データベー

スにおいては概ね検索対象とするグラフの構造が曖昧であるこ

と，またグラフをたどる際には順方向と逆方向の両方の向きを

考慮する必要があることから，通常のパス表現ではあまり効果

が期待できない．そこで，GRQLの言語仕様としてはパス表現

を導入せずに，GUIのグラフィカル検索機能としてパス表現に

相当する機能を取り入れている [6]．
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