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ブルームフィルタを用いた分散 RDF 問合せ処理のための索引手法
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あらまし 本稿では、分散環境における RDF 問合せ処理の効率化のためのブルームフィルタを用いた索引手法を提

案する。RDF はメタデータ記述のための枠組みで、近年様々な応用分野に広く利用されており、各地でボトムアップ

に作成・管理されている。それらの分散した RDF データに対して、横断的・包括的な問合せを行ないたい要求が高

まっている。これまで、分散 RDF データ検索に関する研究は幾つか提案されているが、それらの多くは、トップダ

ウンに配置した RDF データに対する処理手法やトリプルパターンマッチングのような単純な検索に関する研究が主

であった。我々が提案する手法のような、ボトムアップに作成された RDF データに対して、結合や和集合などの演

算を含む高度な問合せ処理の効率化を目指した研究は、これまでほとんど行なわれていない。提案手法では RDF ト

リプルに対応した 3次元のブルームフィルタを用い、問合せ処理時にブルームフィルタ間でビット演算を行なうこと

で、リモート RDF データへアクセスする前に、そのデータが解に含まれているかどうかを判断することができるた

め、データ転送量を大幅に削減できる。我々は、RDF 問合せ言語 SPARQL を処理するプロトタイプシステムを作成

し、分散環境における RDF データ問合せ処理の効率が向上することを実験によって確認した。
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Abstract In this paper, we propose an indexing scheme for distributed RDF query processing using the Bloom

filters. RDF is a framework for describing metadata and, today, it is widely used in verious fields. Generally, RDF

data are created in a bottom-up manner, that is they are created by different people and stored in different loca-

tions. Therefore, RDF query processing for the distributed RDF data becomes an important issue. So far, several

distibuted search approaches for RDF data have already been proposed. These approaches, however, were specially

designed for RDF data in a top-down fashion, or for simple search using triple pattern matching. To the best of

our knowledge, there are no studies for efficient distributed RDF query processing that includes binary operations

such as join and union. In this paper, we propose an approach that uses an extended Bloom filter fitting for the

RDF model. By using the filter combined with bit operations, we are able to know whether a particular data is

included in the result set before actually accessing remote RDF date source. This can significantly reduce transfer

volume among distributed RDF data sources. We have implemented the proposed approach and performed a per-

formance evaluation. Our evaluation shows that the proposed approach can significantly improve query processing

performance in a distributed environment.
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1. は じ め に

RDF (Resource Discription Framework) [1] に大きな期待が

寄せられている。RDF はメタデータ記述のためにW3C によっ

て策定された枠組みで、主語、目的語、述語の三つ組 (RDF ト

リプル)の集合によって資源に対する様々なメタデータを表現

することができる。RDF を用いることで、利用者はあらゆる資

源に対して、高度で柔軟なメタデータを特定のプラットフォー

ムに依存しないフォーマットで記述することができる。そのた

め、多様な応用分野で広く利用されはじめており、例えば、ユ

ビキタスコンピューティングの分野 [2] では、実世界に存在す

るモノや場所の状態や情報を表現するために RDF を用いるこ

とが提案されている。このような背景から、RDF に基づいて

記述されたデータ (以下、RDF データ)は、大幅に増加してお

り、その傾向が今後も継続することは容易に予測できる。現在、

このような膨大な RDF データを効率的に検索することが重要

となっている。

分散環境での管理方式には、RDF データを各地で作成し、

そこで管理・保守を行なう (ボトムアップ) 方式と作成された

RDF データを配置する場所や構造まで、全体を一括して管理

する (トップダウン)方式とに分類できる。P2P(Peer to Peer)

のようなトップダウン方式を前提とした検索の効率化に関す

る研究は広く行なわれている [3]～[6] が、一方でユビキタス環

境 [2]のようにボトムアップ方式の RDF データ検索を効率化

するような研究はあまり行なわれていない。しかしながら、セ

キュリティや一貫性の側面を考慮すると、RDF データを各サ

イトで作成し、そのサイトでそのまま管理できるボトムアップ

管理方式も非常に重要である。本稿ではボトムアップ方式の分

散環境を前提として RDF データの検索性能の向上を目指す。

RDF データを構成するトリプルは二項関係を表現できるた

め、その集合は構造的には有向グラフとなる。そのため、RDF

データに対する問合せは基本的に部分グラフの発見にほぼ等し

い。部分グラフの発見処理は、一致するトリプルの集合を発見

する処理と、それらのトリプルから部分グラフを構成する処理

の 2段階の処理が必要となる。すなわち、関係代数における和

や結合などの演算が暗黙的に頻出する。これは関係モデルにお

ける SQL 問合せとは大きく異なる点である。さらに、分散環

境では通信コストが処理速度に大きく依存するため、暗黙的に

頻出する演算の影響がさらに拡大する。しかしながら、分散環

境での RDF データ問合せに関しては、トリプル集合発見の研

究は盛んに行なわれているが、部分グラフ構成の研究はほとん

ど行なわれていない。

このような背景から、本稿では、ボトムアップ方式の分散環

境において、グラフ構成まで含んだ RDF 問合せ処理を効率的

に実現するための手法を提案する。我々は、分散環境での問合

せ処理の効率化における最大の課題は、データの転送量の減少

であると考え、各サイトに存在するデータをアクセス前に把握

することができる仕組みを実現するためにブルームフィルタ [7]

を採用した。これによって、データ転送量を大幅に減少できる。

なぜなら、結合演算処理時の結合不能タプル (dangling tuple)

を結合する前に予測できることから、結合演算の集合サイズを

aist:article aist:matono "Matono"
"30"dc:creator foaf:name

foaf:age
図 1 単純な RDF データ (有向グラフ)

1 aist :article dc:creator aist:matono .

2 aist :matono foaf :name ”Matono” .

3 aist :matono foaf :age ”30” .

図 2 単純な RDF データ (Notaion 3)

転送前に減少させることができるようになるためである。

本稿の構成を述べる。2. 節 で研究の背景として、RDF とブ

ルームフィルタの説明を簡単に行ない、3. 節 では、提案手法

として、分散 RDF データのためのブルームフィルタの拡張を

述べる。4. 節では、提案手法の性能評価を行ない、5. 節 でま

とめる。

2. 背 景

2. 1 Resource Description Framework

Resource Description Framework (RDF) [1] は、資源に対

する構造的なメタデータを記述するための基礎を提供した枠組

みである。RDF に基づいて表されたメタデータは、資源間の

二項関係を表現することができる RDF トリプルと呼ばれる基

本単位の集合によって構成されている。 RDF トリプルは、主

語 (subject) と述語 (predicate) 、目的語 (object) で構成され

ており、主語は URI、述語は URI、目的語は URI あるいはリ

テラルによって表現される。RDF トリプルは、主語が示す資

源と目的語が示す資源あるいはリテラルとを述語が示す関係で

成り立っていることを意味している。トリプルの集合は、主語

と目的語を頂点とし、述語が有向辺に対応したラベル付き有向

グラフの構造を表現する。RDFデータが構成するラベル付き

有向グラフを RDFグラフと呼ぶ。

図 1 に単純な RDF グラフの例を示す。この例は、図 2 の

三つの RDF トリプルによって構成されている（注1）。この例で

は、この記事 (aist:article) の作成者 (dc:creator) である

的野 (aist:matono) の名前 (foaf:name)が ”Matono” で、年齢

(foaf:age) が”30” であることを示している。

2. 2 RDF 問合せ

RDF データ問合せの検索条件部分は、0個以上 3個以下の

変数を含んだトリプル (以下、トリプルパターンと呼ぶ) の集

合で構成されている。これは、RDF データ検索が部分グラ

フの発見にほぼ等しいためで、トリプルパターン集合が表現

するグラフのパターンを条件として、それに一致する部分グ

ラフを検索している。実際にこれまで提案されている RDF

データ問合せ言語でも、本質的な処理は部分グラフの発見で

ある。例えば、SPARQL(SPARQL Protocol and RDF Query

Language) [8] は、最も普及している RDF データ問合せ言語

（注1）：記述した構文は Notation 3 (http://www.w3.org/DesignIssues/

Notation3.html) で、各資源の接頭辞の名前空間および、リテラルの型は省

略する。以下すべての例も同様である。



1 SELECT ?y

2 FROM <http://graph>

3 WHERE{
4 aist :article dc:creator ?x .

5 ?x foaf :name ?y .

6 }

図 3 単純な SPARQL 問合せ

の一つである。SPARQL には SELECT 文だけでなく、CON-

STRUCT や ASK など、四つの問合せ文が定義されている。

いずれの問合せ文でも、結果の出力方法が異なるだけで、部分

グラフの集合を発見するまでの処理は等しい。なお、本稿での

RDF 問合せは SPARQL によって行なうものとする。

図 3 に図 1 で示したデータに対する SPARQL 問合せの例

を示す。この例は、aist:article の作者 (dc:creator) の名前

foaf:nameを求める問合せである。SQLと同様に、SELECT 句

は射影対象の変数を指定し、FROM 句は検索対象の RDF グ

ラフを指定する。WHERE 句は目的の部分グラフの条件を示

す部分で、この例では二つのトリプルパターンによって検索条

件が記述されている。SPARQLでは、変数は “?” または “$”

で始まる文字列で記述されるため、この例では?x と ?y が変

数で、残りの aist:article と dc:creator、foaf:name が定数で

ある。この問合せを 図 1の RDF データに上記問合せを発行

した場合、変数 ?x に束縛される要素は aist:matonoで、変数

?y に束縛される要素は ”Matono” となり、射影演算によって

”Matono” のみが返される。

部分グラフの発見処理を細かく分けると、与えられた各トリ

プルパターンの定数に基づいて、一致するトリプル集合を検索

する処理と、得られたトリプルの集合からグラフを構築する処

理の 2段階から成る。例えば、図 3 の問合せでは、4行目と 5

行目のトリプルパターンに一致するトリプルは、それぞれ図 2

の 1行目と 2行目で、それらからグラフを構成するには、変数

?x に束縛された値が等しいかどうかの判定、すなわち結合演算

の 2段階の処理を行なっている。このように、RDF 問合せで

は、図 3のような単純な問合せであっても、グラフ構築処理の

ために、暗黙的な和集合や結合などの演算が頻出してしまう。

RDF データの問合せ処理モデル、特に SPARQL モデルは、

関係モデルとして扱うことが可能である [9]。例えば、二つのト

リプル a と b が、a の目的語と b の主語が結合する場合、結

果はトリプルではなく、五つの要素からなるタプルである。ま

た、RDF 問合せのほとんどの演算は、関係モデルの演算に置

き換えることが可能であるため、トリプルのモデルとして扱う

より、関係モデルのタプルとして扱う方がより自然である。

2. 3 Bloom Filter

ブルームフィルタ (Bloom Filter) [7] とは、要素が集合に含

まれるかどうかの判定のための空間効率の高い索引手法である。

偽陽性 (False Positive)による誤検出の可能性があるが、偽陰

性 (False Negative) はないなどの特徴を持つ。

ブルームフィルタのデータ構造は長さが m のビット配列で、

あらかじめ出力する値の範囲が 0 から m − 1 である k 個の

ハッシュ関数、すなわち配列の添え字を出力するハッシュ関数

を定義しておく。

ブルームフィルタの操作は初期化、要素の追加、要素の検索

の三つである。要素の削除はできない。ブルームフィルタの初

期化は、ビット配列をすべて 0 することである。要素追加の手

順は、追加する要素を k 個のハッシュ関数に入力し、k 個の添

え字を得た後、それらが位置する配列のビットをすべて 1 にす

る。時間的計算量は O(k) の固定時間である。

要素検索の手順は、追加と同様に、検索する要素を k 個の

ハッシュ関数に入力し、k 個の添え字を得た後、それらが位置

する配列のビットがすべて 1 であるかどうかを調べる。もし一

つでも 0 である場合、その要素はこれまで追加されていない

ことを意味する。一方、すべてが 1 である場合、その要素が

追加されたことがある可能性がある。しかしながら、それらの

ビットは他の要素を追加したときに偶然全部 1 になった（偽陽

性）可能性もあるため、必ずしも検索要素が追加されたことが

あるとは断言できない。このように、ブルームフィルタの検索

とは要素が集合に含まれるかどうかの判定である。時間的計算

量は、一つでも 0 に遭遇した時点で処理を終了できるため、最

大 O(k) 時間となる。

集合に含まれていない要素を検索した場合に、ブルームフィ

ルタが誤検出する確率 (偽陽性発生率)を以下に示す。n は追加

された要素の数である。(
1 −

(
1 − 1

m

)kn
)k

したがって、偽陽性発生率は m が大きいほど低下し、n が大

きいほど上昇する。

3. 提 案 手 法

3. 1 アーキテクチャ

本稿では、ボトムアップ方式の分散環境を前提としており、

複数のデータベースサーバが散在し、それらを一纏めに管理す

る問合せ処理サーバが一つ存在する。図 4 は提案手法を実装

するシステムのアーキテクチャと問合せ処理の流れを示した図

である。データベースサーバは、複数の RDF グラフを格納で

きる RDF グラフデータベースを保持する。一方、問合せ処理

サーバは、各 RDF グラフの 3次元ブルームフィルタ (3. 2 節 )

を格納するためのフィルタデータベースを保持する。本アーク

テクチャでは、問合せ処理が実行される前に、RDF グラフを

データベースサーバに格納し、3次元ブルームフィルタを RDF

グラフごとに作成 (3. 2. 1 節)し、それらを問合せ処理サーバに

アップロードする必要がある。3次元ブルームフィルタのアップ

ロードは、それが更新されたタイミングで行なう。全体のアッ

プロードではなく、変更があった部分ビット配列のみのアップ

ロードでも可能である。

3次元ブルームフィルタを使った RDF データ問合せ処理の

流れは次のようになる。

1) 問合せ処理サーバが RDF データ問合せを受信する。

2) 問合せの構文解析の後、分散プラン木を作成する。分散プ

ラン木とは、関係モデルでの問合せ処理の過程で生成されるプ

ランを分散 RDF 用に拡張したもので、結合や和集合、射影な

どの実行プランの順序を表現する木構造のデータである。ただ



データベースサーバ

Uσ σ Uσ σS SUσ σ Uσ σS SUσ σUR Uσ σURUσ σUR Uσ σUR

2.分散プラン木の作成3.フィルタの作成4.フィルタの演算5.プラン木の枝狩り6.フィルタの付与7. 部分プラン木を送信
8.プランに従って実⾏

10.結果送信

11.解 1.問合せ

9.フィルタを使った不要な解の削除

問合せ処理サーバ

データベースサーバ

フィルタDB

グラフDBグラフDB
図 4 システムアーキテクチャと処理の流れ

し、選択演算の代りにトリプルパターンに一致するトリプル集

合を取得する演算が存在する。

3) 問合せを構成する各トリプルパターンを各データベースサー

バの 3 次元ブルームフィルタに入力し、それぞれバインディン

グフィルタ (3. 2. 3 節)を作成する。バインディングフィルタと

は、分散環境のために 3次元ブルームフィルタから切り取った

部分ビットデータである。

4) 各バインディングフィルタ間で問合せプランに従って演算を

行なう (3. 2. 4 節)。

5) 演算したバインディングフィルタを各 3次元ブルームフィル

タとを比較し、アクセスする必要があるか否かを判定し、必要

なければプラン木を枝刈りする。

6) 分散プラン木にバインディングフィルタを付与する。

7) 分散プランを分割し、各部分プラン木をデータベースサーバ

に送信する。

8) プラン木に従って実行する。この過程では、実行結果を他の

データベースサーバに転送するため、データのやり取りが多く

発生する。この転送の前に 9 の不要解の除去が行なわれる。

9) 実行結果を他のサーバに転送する前に、バインディングフィ

ルタを使って解に含まれないものを除去する (3. 2. 5 節)。

10) 実行結果を問合せサーバに送信する。

11) 解をクライアントに返す。

本提案手法の新規性は、ブルームフィルタの多次元化とそれ

を分散環境へ適用するためのバインディングフィルタの導入、

およびバインディングフィルタ間の演算である。

3. 2 3次元ブルームフィルタ

RDF データのブルームフィルタは、通常のブルームフィル

タを RDF トリプルのモデルに基づいて 3次元に拡張したもの

である。通常のブルームフィルタの特徴をそのまま継承してお

り、要素が集合に含まれるかどうかの判定のための索引手法で、

偽陽性による誤検出の可能性はあるが、偽陰性はない。

3次元ブルームフィルタの構造は、3次元のビット配列で、各

次元の長さはそれぞれ、ms、mp、mo である。各次元は RDF

トリプルの主語、述語、目的語に対応している。また、あら

Algorithm 1: トリプルの追加

Input: 3D bloom filter F , triple s, p, o

Output: 3-dimensional bloom filter F

for i in 1 .. k-1 do1

hs ← hashs.hashsize
i (s)2

hp ← hashp.hashsize
i (p)3

ho ← hashp.hashsize
i (o)4

F [hs][hp][ho] ← 15

return F6

かじめ出力する値の範囲を [0, l)に指定できるハッシュ関数を

k 個定義しておく。l は各次元の配列の長さである（注2）。本稿

では 出力する値の範囲が [0, l) であるハッシュ関数を hashl
i

(0 <= i < k, 0 < l) と呼ぶ。実装としては、SHA(Secure Hash

Algorithm)アルゴリズムのハッシュ関数を用いる場合、k 個の

異なる初期値 (例えば、0, 1, . . . , k − 1) を入力要素に加算し、

その結果を [0, l)に収まるように変換する関数を介することで、

擬似的に出力値の範囲が [0, l) であるハッシュ関数を k 個定義

できる。

3次元ブルームフィルタの操作は、初期化、追加、検索であ

る。初期化処理は全てのビットを 0 にすることで、通常のブ

ルームフィルタと同じである。追加に関する詳細は 3. 2. 1 節

に、検索に関する詳細は 3. 2. 2 節 に示す。

3. 2. 1 3次元ブルームフィルタへの追加

トリプルの追加処理は、与えられたトリプルの各要素を k 個

のハッシュ関数に入力し、k 個の 3次元添え字を得た後、それ

らが位置する配列のビットをすべて 1 にする。アルゴリズム 1

に 3 次元ブルームフィルタにトリプルを追加するアルゴリズ

ムを示す。入力されたトリプルを表現した変数 s, p, o は、そ

れぞれ主語、述語、目的語に対応している。2 から 4 行目で

は、3次元配列の各次元の長さを最大値とするハッシュ関数に

s, p, o をそれぞれ渡し、配列の添え字を取得している。すな

わち s.hashsize = ms, p.hashsize = mp, o.hashsize = mo

である。5 行目は 3次元配列 F 上の 3次元添え字に対応する

ビットを 1 に設定している。トリプル追加の時間的計算量は、

O(3k) となる。

3. 2. 2 3次元ブルームフィルタによる検索

3次元ブルームフィルタを用いた検索処理は、通常のブルー

ムフィルタでの検索のように、要素が存在するか否かの 2 値

を返すのではない。それは、ブルームフィルタの多次元化のた

めと、分散環境での利用を想定しているためである。ブルーム

フィルタの多次元化により、検索対象の要素が単一の定数では

なく変数を含む複数の要素から構成される。具体的には、検索

要素はトリプルではなくトリプルパターンが入力される。その

ため、定数に対応するビットを得ることができるが、変数に対

応するビットを得ることはできず、部分ビット配列を切り取る

ことになる。これは、3次元ブルームフィルタに比べサイズが

小さいフィルタであるため、分散環境での利用に適している。

（注2）：3. 2. 4 節で述べるバインディングフィルタの演算の際、ビット配列は、

ms、mp、mo の組合せの最小公倍数に揃えるため、より正確には、l は、ms、

mp、mo、あるいは、それらの組合せの最小公倍数のいずれかである。



本稿では、このフィルタをバインディングフィルタと呼ぶ。

バインディングフィルタとは、マップ構造のデータで、キー

としてトリプルパターンの各要素が、値として k 個の 1 次元

ビット配列が格納されたものである。キーは、定数でも変数で

もよい。例えば、以下のような構造をしている。
S = {?x → ([1 1 1 0], [0 0 0 1]),

p → ([1], [1]),

?y → ([1 0 1 0], [1 0 0 1])}
バインディングフィルタは、分散環境において転送量の減少

に利用できる。バインディングフィルタ間の演算によって、デー

タベースサーバへアクセスする前に、正しい解のハッシュ値に

絞り込むことができるため、各 3次元フィルタと比較すること

で、対応するデータベースサーバへのアクセスの必要があるか

否かを判断できる。また、バインディングフィルタは解集合の

ハッシュ値情報を保持しているため、データベースサーバから

他のサーバに解候補を転送する前に、不要な解を除去でき、転

送量を大幅に減少できる。

3次元ブルームフィルタを使った検索はバインディングフィ

ルタの作成、演算の後、データベースサーバ上での判定によっ

て行なう。それぞれの処理の詳細は次節以降で述べる。

3. 2. 3 バインディングフィルタの作成

アルゴリズム 2 にバインディングフィルタ作成のアルゴリズ

ムを示す。このアルゴリズムでは、3次元ブルームフィルタ F

とトリプルパターン s, p, o を入力とし、バインディングフィ

ルタが出力される。まず、2行目から 7行目で、各要素の存在

を示す (変数の場合は、示す可能性のある) ビット配列の添え

字の集合を Hs、Hp、Ho に代入する。次に、8行目から 17行

目では、実際に各要素の存在を示す (可能性のある)ビット配列

を取得する処理である。これらを k 回繰り返して最終的にバイ

ンディングフィルタ T を得る。例えば、ms = mp = mo = 4

かつ k = 2 の 3 次元ブルームフィルタに、トリプルパターン

?x, p, ?y を入力した時、i = 0 かつ hashp.hashsize
0 (p) = 2 で

あると仮定すると、各要素の存在を示すビット配列の添え字は、

Hs = {0, 1, 2, 3}、Hp = {2}、Ho = {0, 1, 2, 3} となる。仮に、
これらのビット値が 1 0 1 0

1 0 0 0
1 0 1 0
0 0 0 0


である時、各要素の存在を示すビット配列は、As = [1 1 1 0]、

Ap = [1]、Ao = [1 0 1 0] となる。As は各行に並ぶ成分の論理

和、Ap はすべての成分の論理和、Ao は各列に並ぶ成分の論理

和によって得られた値である。k = 1 の場合も同様の手順で行

なう。時間的計算量は高々 O(3k) である。

3. 2. 4 バインディングフィルタの演算

バインディングフィルタ間での演算は、問合せ処理サーバ内

でプラン木に基づいて行なわれる。すなわち、和集合や結合な

どの演算に対応した演算をバインディングフィルタ間で行なう。

これによって実際のデータでの演算を行なう前に解のハッシュ

値を知ることができるため、不要なデータの転送を抑制するた

めのフィルタとして利用できる。

アルゴリズム 3 にフィルタ間の等結合演算の手順を示す。こ

Algorithm 2: バインディングフィルタの作成

Input: 3D bloom filter F , triple pattern s, p, o

Output: Binding filter T

for i in 1 .. k-1 do1

if s = constant then Hs ← {hashs.hashsize
i (s)}2

else Hs ← {0, . . . , ms}3

if p = constant then Hp ← {hashp.hashsize
i (p)}4

else Hp ← {0, . . . , mp}5

if o = constant then Ho ← {hasho.hashsize
i (o)}6

else Ho ← {0, . . . , mo}7

As ← Ap ← Ao ← {0, 0, . . . , 0}8

for js in Hs do for jp in Hp do for jo in Ho do9

As[js] ← As[js] ∨ F [js][jp][jo]10

T.put(s, i, As)11

for js in Hs do for jp in Hp do for jo in Ho do12

Ap[jp] ← Ap[jp] ∨ F [js][jp][jo]13

T.put(p, i, Ap)14

for js in Hs do for jp in Hp do for jo in Ho do15

Ao[jo] ← Ao[jo] ∨ F [js][jp][jo]16

T.put(o, i, Ao)17

return T18

Algorithm 3: バインディングフィルタの等結合 (JOIN)

Input: Binding filter T , Binding filter S

Output: Binding filter R

R ← ∅1

for i in 1 .. k-1 do2

for key in T.keySet ∪ S.keySet do3

At ← T.get(key, i)4

As ← S.get(key, i)5

A ← {0, 0, . . . , 0}6

if key ∈ (T.keySet ∩ S.keySet) then7

A ← At ∧ As8

else A ← At ∨ As9

R.put(k, i, A);10

return R11

のアルゴリズムは、二つのバインディングフィルタが入力され、

一つのバインディングフィルタが返される。 T.keySet は T の

キー集合を意味しており、3行目では T と S のキー集合の和

を繰り返している。4行目と 5行目でそれぞれのビット配列を

取得するが、キーが存在しない場合は、0に初期化された長さ 1

のビット配列を返すものとする。共通のキーの場合はビット配

列の論理積を行ない (7と 8行目)、一方にしか存在しないキー

の場合はビット配列の論理和を行なう (9行目)。論理和や論理

積を行なう際、ビット配列の長さが異なる場合は、それぞれの

長さを最小公倍数に揃えた後、演算を行なう。

例えば、以下にバインディングフィルタの等結合の例を示す。
S = {?x → ([1 1 1 0], [0 0 0 1]),

p1 → ([1], [1]),

?y → ([1 0 1 0], [1 0 0 1])}
T = {?x → ([0 0 1 0], [1 0 0 1]),



Algorithm 4: バインディングフィルタの和 (UNION)

Input: Binding filter T , Binding filter S

Output: Binding filter R

R ← ∅1

for i in 1 .. k-1 do2

for key in T.keySet do3

At ← T.get(key, i)4

As ← S.get(key, i)5

A ← At ∨ As6

R.put(k, i, A);7

return R8

Algorithm 5: バインディングフィルタの射影 (PROJECT)

Input: Binding filter T , Attribute set {a1, a2, . . . , an}
Output: Binding filter R

R ← ∅1

for i in 1 .. k-1 do2

for key in T.keySet ∩{a1, a2, . . . , an} do3

A ← T.get(key, i)4

R.put(k, i, A);5

return R6

p2 → ([1], [1]),

?z → ([1 0 1 1], [0 1 0 1])}
JOIN(S, T ) = {?x → ([0 0 1 0], [0 0 0 1]),

p1 → ([1], [1]),

?y → ([1 0 1 0], [1 0 0 1])}
p2 → ([1], [1]),

?z → ([1 0 1 1], [0 1 0 1])}

アルゴリズム 4 にフィルタ間の和演算の手順を示す。このア

ルゴリズムも、二つのバインディングフィルタが入力され、一

つのバインディングフィルタが返される。入力される二つのバ

インディングフィルタ T と S は、キーの集合が等しいという

前提がある。3行目と 4行目でそれぞれのビット配列を取得し、

5行目でビット配列の論理和を行ない、それを 6 行目で R に

格納している。アルゴリズム 3 と同様に、論理和を行なうには

ビット配列の長さが異なる場合は、それぞれの長さを最小公倍

数に揃える必要がある。

アルゴリズム 5 にフィルタ間の射影演算の手順を示す。この

アルゴリズムは、一つのバインディングフィルタと属性の集合

が入力され、一つのバインディングフィルタが返される。T の

キー集合と属性集合に共通するキー (3行目)の値を取得し、R

に代入する (5行目)。

なお、関係代数にある他の演算は、ブルームフィルタでは削

除ができないという理由や、SPARQL 問合せ処理では行なわ

れない演算であるという理由から、本稿では特に議論しない。

3. 2. 5 バインディングフィルタによる判定

問合せ処理ノードで作成・演算したバインディングフィルタ

は、分散プラン木に付与され、各データベースサーバに転送さ

れる。各データベースサーバでは、プラン木に沿って処理する

Algorithm 6: バインディンフィルタによる判定

Input: Binding filter T , Binding Set B

Output: Boolean

b ← 11

for i in 1 .. k-1 do2

for key in T.keySet ∩ B.keySet do3

e ← B.get(key)4

A ← T.get(key, i)5

b ← b ∧ A[hashe.hashsize
i (e)]6

if b = 0 then return false7

return true8

過程で、トリプルパターンに一致するトリプル集合を扱う。そ

れらに対して結合や和集合などの演算が行なうことでグラフが

構築されるが、他のデータベースサーバのトリプル集合との間

で演算を行なうには、必ずトリプル集合の転送が発生する。こ

の転送を行なう前にバインディングフィルタを適用することで、

不要な解の除去を行なう。

バインディングフィルタを用いた判定アルゴリズムをアルゴ

リズム 6 に示す。入力はバインディングフィルタとバインディ

ングセットで、出力はブーリアンである。入力のバインディン

グセットとは、関係表における一つのタプルのような属性と値

のマップである。結果が真 (true)である場合は入力したバイン

ディングセットが解に含まれる可能性があることを示しており、

偽 (false)である場合は解に含まれないことがを示している。偶

然、真を返す偽陽性があることに注意する必要がある。アルゴ

リズムは、T と B に共通するキー (3行目)に対応する値をそ

れぞれ取得し (4、5行目)、e のハッシュ値が返す添え字に対応

するビットを配列 A から取得する (6 行目)。すべてのビット

が 1 であれば解である可能性があり、一つでも 0 が存在すれ

ば解ではない。時間的計算量は n = |T.keySet∩B.keySet| の
とき、高々O(nk) である。

4. 性 能 評 価

提案手法の性能を実験を通して評価を行なう。評価実験は、

OWL [10] 問合せのためのベンチマークである LUBM [11] を

用いて、3次元ブルームフィルタを用いた場合と、用いない場合

との転送量を比較した。実験環境は、デフォルト設定で生成し

た LUBM データの各ファイルを 1グラフとして、データベー

スサーバに 1グラフずつ格納した。分散実験は、できる限り多

くサーバで実験するべきであるが、後述する推論展開によって

問合せが非常に複雑化したため、本稿では傾向のみを見る目的

で、サーバ数は最大 5とした。パラメタは、問合せの種類、3

次元ブルームフィルタの各次元の配列の長さ、ハッシュ関数の

数、サーバ数の四つである。

実装では、Sesame [12] の Native Store をグラフデータベー

スとして利用したが、、一つのトリプルパターンに一致するトリ

プルの集合を返すインタフェイスが提供されていれば、データ

ベースの実装には依存しない。そのため、ラッパーを介するこ

とで、異なるトリプルストアを統合した問合せを処理できる。

また、プロタイプでは 3次元ブルームフィルタではなく、ト
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リプルの主語と目的語のみからなる 2 次元のブルームフィルタ

を実装した。これは、述語を変数とした問合せはほとんどない

上、述語の数は高々数十程度であることが一般的であるため、

ビットとして管理するより、値として直接保存する方が効率的

なためである。そのため、本節でのパラメタの配列の長さは、

トリプルの主語と目的語に対応する次元の長さである。

索引構築の際の転送量は、ビット配列の大きさに比例して増

大することは明らかであるため、本評価では割愛する。ブルー

ムフィルタは空間効率が良いことが特徴であるため、その転送

量は検索の際の転送量に比べ、十分小さいと言える。特に、本

実装では 2次元ブルームフィルタであるため、より空間効率は

よい。

OWL とは、RDF の三つ組というモデルで、オントロジーを

記述するための語彙を定義した仕様である。そのため、LUBM

が提供する 14種類の問合せのうち、12種類が OWL や RDF

スキーマで定義された語彙を利用した推論が必要で、そのまま

では問合せが表現する意味が大きく異なってしまう。例えば、ク

ラス Person のインスタンスを求める問合せは、推論を行なわ

ない場合は、クラス Person の直接のインスタンスが解集合で

あるが、推論を行なうと、クラス Student や クラス Professor

など Person を含め 21 クラスのインスタンスが解集合となる。

このように継承や推移律、対象律など語彙の意味を解釈した処

理が必要になる。

このような推論を実現する素朴な方法としては、データに推

論展開を行う方法 (Sesame、Jena [13])と、問合せに推論展開

を行なう方法 (Oracle [14]) の 2種類がある。両者ともに一長一

短があるが、本稿では、実装の都合上、後者を採用した。その

ため、LUBM で定義された問合せを手動で推論展開させ、そ

れを用いて問合せ評価を行なった。推論展開した問合せは非常

に複雑化しており、例えば、Query13 は、本来二つのトリプル

パターンから構成される問合せであるが、推論展開によって 26

ものトリプルパターンに膨張する。

図 5 に各問合せの転送量を比較した図を示す。縦軸は転送

量 (Byte)で、横軸は問合せである。比較対象のパラメタは、3

次元ブルームフィルタを用いない場合 (without) と、配列長が

64でハッシュの数が 1の場合 (array=64, hash=1)、配列長が

256でハッシュの数が 2の場合 (array=256, hash=1)、配列長

が 1024でハッシュの数が 3の場合 (array=1024, hash=3) の

4種類である。いずれもサーバ数は 5である。

提案索引を使ったほうが転送量を低減できたのは 9 個で、特

に Query 4 は索引による効果が大きく表れている。Query4 は

0500000100000015000002000000250000030000003500000400000045000005000000

2 3 4 5number of sites
size (By
te)

WITH (query=4, array=256, hash=2)WITHOUT
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(Query14、配列長 256、ハッシュ数 2)

複数のトリプルパターンから成る問合せで、一致するトリプル

集合が小さいパターンが存在していたことが要因であると考え

られる。効果が少なかった問合せは Query8, 11, 14 である。特

に、Query14 は一つのトリプルパターンのみで構成される問合

せであるため、グラフ構築の処理が一切行なわれないため、提

案索引の効果が全くなかったと考えられる。また、Query5 と

Query10 は、配列長が短かくハッシュ数が少ない場合は効果が

見られないが、配列長を長くしハッシュ数を多くした場合に逆

転した。これらは、配列長が短かくハッシュ数が少ない場合に、

偽陽性による判定の誤検知が多発したと予測できる。Query9

は、いずれも一定時間内に解が返ってこなかったため、計測で

きなかった。以降の実験は、Query4 と Query14 の問合せを用

いて評価を行なう。

図 6と図 7に、Query4, 14 でのサーバ数の増加に対する転

送量の変化をそれぞれ示した。パラメタは配列長が 256、ハッ

シュ数が 2である。いずれの場合もサーバ数の増加に対して比

例して増加している。効果がない問合せ (この場合 Query14)

において、転送量が増加する要因はプラン木に付与したバイン

ディングフィルタのサイズであるため、大幅に転送量が増大す

ることはない。そのため、勝るときは大きく勝り、負けるとき

は小さく負けるという特徴がある。また本実験では実装してい

ないが、Query14のようにトリプルパターンが一つしかない場

合や、ビット配列がすべて 1 で埋まっている場合など、明かに

効果がないことが処理前に判る問合せの場合、フィルタをプラ

ン木に付与しないような実装も容易に実現できる。

図 8と図 9に、Query4, 14 での配列長とハッシュ数の変化

に対する転送量を示した。パラメタはサーバ数が 5 である。い

ずれも提案索引を用いない場合の転送量は一定である。Query4

は配列長とハッシュ数の増加に伴なって転送量が減少している。
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size (By
te) WITH (query=4, sites=5)WITHOUT

図 8 配列長とハッシュ数の増加に対する転送量

(Query4、サーバ数 5)
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64/1 64/2 64/3 128/1 128/2 128/3 256/1 256/2 256/3 512/1 512/2 512/3 1024/1 1024/2 1024/3array size/number of hashs

size (By
te) WITH (query=14, sites=5)WITHOUT

図 9 配列長とハッシュ数の増加に対する転送量

(Query14、サーバ数 5)

一方、Query14 はいずれもほぼ一定であることがわかる。こ

のことから提案索引を利用する際、配列の長さやハッシュ数を

増やすことでより転送量を減少でき、たとえ効果がない場合で

も、ビット配列の長さやハッシュ数を増やしても転送量として

はほぼ一定であることが確認できる。

5. ま と め

本稿では、ボトムアップ方式の分散環境における RDF 問合

せ処理の効率化を目指し、RDF モデルに適用するためにブルー

ムフィルタを 3次元に拡張した。提案した 3次元ブルームフィ

ルタを用いた検索では、バインディングフィルタと呼ぶ、分散

環境に適したサイズの小さい部分フィルタを 3 次元ブルーム

フィルタから切り取る手法を提案した。作成されたバインディ

ングフィルタは、それらの間での等結合、和集合および射影の

演算を行なうことで、リモートにあるデータベースサーバへ

アクセスすることなく、解の存在を知ることができる。これに

よって不要なアクセスを削除することができるが、本稿の評価

実験では、アクセス数に関する評価は行なっていないため、今

後その評価を行う必要がある。

また、分散環境における問合せ処理では、あるデータベース

サーバで演算した結果を他のサーバに転送し、そこで演算を

行なうことが一般的である。その転送の前に、バインディング

フィルタによって解判定を行なうことで、解に含まれないデー

タを削除することができる。そのため、転送量の減少に繋がる。

実験評価によって、効果がある場合は大きく転送量を減少さ

せ、逆に効果がなかった場合はわずかに増加するという特徴が

あることを確認できた。また、ビット配列の長さやハッシュ数

の増加はほとんど転送量に悪影響を及ぼさないことも確認した。

今後の課題としては、ユビキタスなどの実際の環境を想定し

た、本手法の応用を考えている。ユビキタス環境は、RDF デー

タのボトムアップ方式分散環境であるため、容易に適用は可能

であるが、識別子に意味があることや、メタデータの管理主体

が存在するなど、ユビキタス環境固有の前提条件が存在するた

め、それらに合わせた拡張が必要になると考えている。また、

ブルームフィルタは追加する度に偽陽性発生率が向上してしま

うと問題がある。これを改善するためのブルームフィルタの拡

張を考えている。さらに、任意次元のブルームフィルタへの拡

張も今後取り組んで行く。これによって、RDF のような二項

関係だけでなく、多項関係を表現する関係モデルも扱うことが

できるようになる。
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