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あらまし  多次元データベース等で扱われる多次元データを格納する多次元配列は通常，疎配列になる．また集
約演算や検索において，アクセス速度がアクセスされる配列要素の次元に依存するという次元依存性の問題がある．

次元依存性の問題はチャンクの概念を導入することにより論理的に解消されるが，疎配列問題は解消されないまま

である．疎配列問題はチャンク内の有効要素のみを格納することにより解消を試みることができる．このように圧

縮したチャンクは二次記憶上の物理ページ単位で複数まとめてチャンクコンテナとすることが可能であるが，チャ

ンク集合をコンテナに線形に格納するためにコンテナ化における新たな次元依存性が生じる．本論文では，チャン

クの概念を導入した Z順序等の空間充填曲線に基づいて，疎配列問題を解消するために高い圧縮効果を実現すると
ともにコンテナ化における次元依存性の解消を考慮した多次元データのコンテナ化アルゴリズムを提案し，その有

効性を評価する． 
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Abstract  Multidimensional arrays to store multidimensional data used in multidimensional database are often sparse. 
They also suffer from the problem (called dimension dependency) that the time consumed in sequential access to array 
elements heavily depends on the dimension along which the elements are accessed. Dimension dependency is logically 
resolved by using the notion of the chunk, but sparse array problem remain yet. For this problem, we will resolve it by only 
store valid data to chunk. It is possible that many compressed chunks using such scheme are packed into one disk page called 
chunk container. However, chunk set are linearly packed into the container, further dimension dependency will be caused. In 
this paper, against these problems we propose some containerization algorithms using space-filling curves such as Z-ordering, 
by introducing the notion of the chunk. We evaluate the performance of our containerizing algorithms. 
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1. はじめに  
近年，企業や組織において，大規模データベースに

格納された大量のデータを分析し，そこから得られた

知識に基づいて意思決定支援に利用することが注目さ

れている．そのような意思決定支援を行うためのシス

テムとして OLAP(On-Line Analytical Processing)システ
ムがあり，バックエンドのデータベースの形態によっ

て ROLAP (Relational OLAP) と MOLAP (Multi- 
dimensional OLAP)に分類される．このうち MOLAP は，
フロントエンドの関係データベースから定期的（例え

ば週ごと，月ごと）にデータを多次元配列にバッチ処

理でダンプし，バックエンドの多次元データベースと

して高速に分析処理を行う．しかし，MOLAP で扱わ
れる多次元配列は，以下の 2 つの問題をもつ．  
（1）  配列が疎になる（疎配列）．  
（2）  検索や演算などで配列にアクセスするのに費や
される時間が，アクセスする次元に強く依存する（次

元依存性）．  
（2）の問題は，配列をメモリに割り当てる方法に起因
する．配列領域は通常，予め固定された次元に線形に

配置される．この場合，その次元に沿う順次アクセス

は高速に行えるが，その他の次元では遅くなる．例え



 

 

ば，配列のスライス [6]に対する集約演算の応答時間は
スライスした次元に依存して大きく異なる．次元依存

性を解消しすべての次元に対して一様な扱いをするた

め，配列をチャンクと呼ばれる各次元サイズの一様な

大きさの部分配列に分割し，管理する方法がある [1]．
チャンク集合は二次記憶上のページに線形に格納され

るが，チャンク化により次元依存性が緩和できる．  
チャンクを単位として二次記憶上のデータ管理を

行う研究は盛んに行われているが [3][4][5]，予め静的
に決められた次元順にディスクページへ詰め合わせれ

ば新たな次元依存性を生じうる．本研究では，チャン

クの概念を導入し，空間充填曲線に基づいて，チャン

ク圧縮により疎配列問題を考慮した上で，新たな次元

依存性を軽減するコンテナ化方式を提案し，その効率

を評価する．  
 

2. 疎配列問題と次元依存性  
関係テーブルを多次元データにダンプする場合，

MOLAP では配列の各添え字にカラムを対応付け，レ
コードと対応する位置の配列要素に集計値などのファ

クトデータを格納する．しかしこの方法で配列を構成

した場合，各属性の値のすべての組み合わせに対して

データが存在する場合（密配列）は極めて少なく，通

常は多次元配列上のほとんどの要素が空の状態（疎配

列）となる．このような疎配列の問題は，配列の次元

数（カラム数）と次元長（各属性の値の数）が増すほ

ど深刻になる傾向にある．  
一方，配列領域を確保する場合，メモリには配列の

アドレス関数により線形に確保される．これは，多次

元配列を二次記憶上に形成する MOLAP においても多
く採用されている．このとき，配列要素を格納した次

元方向に沿う検索で十分なアクセス速度があったとし

ても，それに沿わない検索においてはアクセス速度が

極端に低下する，という次元依存性の問題が存在する．    
例として図 1（A）のような各次元長 8 の 3 次元配列

を考える．この例で，配列要素は X 軸に沿って配置さ
れているとし，二次記憶上の 1 ページには配列要素が
8 個入るものと仮定する．（A）において，X-Z 平面の
スライス検索では 8 回のページ読み込みが必要である．
一方，Y-Z 平面のスライス検索では 64 回，つまりすべ
てのページに対してアクセスする必要がある．  
MOLAP において，このような次元依存性の問題は重
大である．OLAP の目的は対話的な多次元分析環境の
提供にあり，ユーザのいかなる検索要求に対しても応

答時間が一定であることが望ましい．特にスライス処

理のようなユーザの分析要求は予め特定することがで

きず，分析視点によって応答に差が生じることは好ま

しくない．  

 
図 1 8×8×8 配列のチャンク化  

 

3. チャンク圧縮とコンテナ化  
本節では，前節で示した疎配列問題と次元依存性を

解消する方法について述べる．  

3.1. チャンクとチャンク圧縮  
チャンクとは，多次元配列の部分配列であり，n 次

元配列のチャンクはまた n 次元配列である．チャンク
のサイズは二次記憶上の 1 ページ以内であり，チャン
クの要素は連続したディスク記憶を占める．ページは，

主メモリと二次記憶の間のデータ転送の単位であるか

ら，圧縮チャンクは 1 回の二次記憶からのページフェ
ッチによって主メモリ上に読み込むことができる．チ

ャンク化を行うことで，スライス面の取り出しに必要

なディスクアクセス回数が，スライスする方向に関係

なく平均化され，次元依存性を抑えることができる．  
例として図 1（B）のような各次元長 8 の 3 次元配列

を考える．この図において，配列を各次元長 2 のチャ
ンク（8 つの配列要素を占める）に分割する．このと
き，どの方向に対するスライス処理についても，ペー

ジ読込数が 16 回となり，チャンクの導入によって次元
依存性を抑制できる．  
チャンクによるページアクセスの平均化は，多次元

配列が密な場合には効果的である．しかし，疎配列に

ついてはチャンク化しても有効データのない記憶容量

が大部分を占めるため，チャンクを圧縮する必要があ

る．すなわち，有効な配列要素のみ二次記憶に格納す

ることによって，記憶容量の低減が可能となる．チャ

ンク圧縮の方法には，チャンク内の有効データをもつ

配列要素の位置（オフセット）とデータを組として保

持するチャンクオフセット圧縮 [5]や，bitmap を保持す
る bitmap 圧縮などがある．各圧縮方式はデータ密度に
よってそれぞれ最適な範囲があるが，本論文において

圧縮方法は問わないこととする．  

3.2. コンテナ化  
チャンクが疎な場合，圧縮されたチャンクのサイズ

は二次記憶上の 1 ページ以内に抑えられ，圧縮チャン



 

 

クは 1 ページ以内に複数まとめて配置することが可能
である．これにより，1 回のページ読み込みで複数の
チャンクを読み込むことができる．このように，圧縮

チャンクを複数まとめて格納するための二次記憶上の

1 ページをチャンクコンテナ，または単にコンテナと
呼ぶ．チャンクが論理的な単位である一方，コンテナ

は二次記憶の物理的な単位であることに注意されたい．

ただし，チャンクはコンテナに線形に格納されるため，

コンテナ化におけるチャンクの選択方法によっては新

たな次元依存性の問題が発生するという問題がある．

例えば，通常の配列要素の配置のように特定次元の順

序で詰めた場合，次元順について新たな次元依存性が

発生する．この問題を回避するには，コンテナを構成

する際に，特定の方向性を持たないようチャンクを選

択していく必要がある．コンテナの充填率を 100%に
近づけると，全体のコンテナ数は減少し，検索時のコ

ンテナ読込数が減少する．また，OLAP におけるスラ
イス処理では隣接したチャンク内の配列要素を必要と

する．よってコンテナ化では，隣接するチャンクをな

るべく同一コンテナに格納し，かつ各コンテナの充填

率を 100%に近い高充填率にすることが望ましい．  
 

4. コンテナ化の方式  
本節では，3.2 節で述べた問題点を考慮した上で，

チャンクを選択しコンテナに格納するためのいくつか

のコンテナ化の方式を提案する．  
以下提案するコンテナ化方式においては，いずれも

コンテナバッファとして 1 ページ分の主メモリ上の記
憶領域を確保し使用する．コンテナ化では，アルゴリ

ズムにしたがってチャンクを選択し，それをますコン

テナバッファに格納していく．コンテナバッファにそ

れ以上チャンクが格納できなければ，バッファの内容

を 1 つのコンテナとして確定し，二次記憶上のコンテ
ナファイルに書き込む．こうした一連の操作を，多次

元チャンク配列のすべてのチャンクがコンテナファイ

ルに書き込まれるまで繰り返す．図 2 に，提案するコ
ンテナ化でのチャンク選択順序の略図を示す．  

4.1. Static Order 
Static Order（S-order）は，通常の配列のように，チ

ャンクを予め固定された順序について線形にコンテナ

バッファに格納する．コンテナバッファにそれ以上チ

ャンクが格納できないならば，バッファを二次記憶上

のコンテナファイルに出力する．この一連の処理を，

すべてのチャンクに対して繰り返し行う．ただし，こ

の方法は次元依存性の解消を考慮しておらず，本論文

ではその他のコンテナ化方式との比較対象とする．  

4.2. Z 順序化  
Z 順序は多次元データの任意の次元方向の近傍デー  

 
図 2 コンテナ化の方式  

 
タを線形に配置する順序化の方式であり，Z 曲線を用
いて多次元配列の各要素を ”Z”の順序に順序付ける．本
研究では，Z 順序をチャンク選択に用いる．  
コンテナ化においては，図 2(B)に示すように，チャ

ンクを Z 曲線によって選択し，順次コンテナバッファ
に格納していく．バッファにそれ以上チャンクを格納

できなければ，コンテナファイルに出力する．  
Z 順序の特徴は，Z 曲線による近傍性の確保，方向

性の低さが挙げられる．これらの特徴は次元依存性の

解消につながり，スライス検索が頻繁に行われる

MOLAP では有利に作用することが期待できる．  

4.3. Z 順序のレベル分割  
Z 順序において，Z 曲線による「レベル」の規定を

行う．最小の Z 曲線で指定できる領域をレベル 0，そ
の 2 倍の領域をレベル 1，4 倍の領域をレベル 2，…と
呼ぶ．また，レベルにより分割される各領域をそのレ

ベルのレベル領域という．Z 順序を用いたコンテナ化
においては，レベルをコンテナ化の単位とする．つま

り，事前に指定したレベルにしたがい，レベル領域内

のチャンクを Z 順序で指定し，コンテナバッファに格
納していく．1 つのレベル領域について処理が終了し
たなら，バッファが満杯でなくともその時点でコンテ

ナファイルに出力し，次のレベル領域ではチャンクを

新たなコンテナバッファに格納していく．  
レベル分割で注意すべき点は，指定するレベルによ

ってコンテナ数が変動する点である．レベルが小さい

場合は各次元方向のコンテナ数が一定となり易く，コ

ンテナ読込数もほぼ一定となる．しかし低充填率のコ

ンテナが大量に発生し，コンテナ数が大幅に増加する

恐れがある．一方，レベルが大きい場合は低充填率の

コンテナが発生する割合が減る．だが，各次元方向で

のコンテナ数がばらつくため，コンテナの読込数は各

次元で変動することになる．よって，Z 順序のレベル
分割を適用する場合は，多次元配列の充填率から最適



 

 

なレベルを指定し，コンテナ化する必要がある．  
 

5. Z 順序を用いたコンテナ化の方式  
5.1. 提案方式の要点  
前節で提案した Z 順序化およびそのレベル分割は，

特に近傍性の面で他のアルゴリズムより優れている．

しかし，Z 順序のコンテナ化は 2 のべき乗の領域で規
定されており，これに沿わない一般の多次元配列では

特定次元への次元依存性が発生する可能性がある．ま

た Z 順序のレベル分割では，高レベルほどレベル領域
内のチャンク数が増え，一つのレベル領域で複数のコ

ンテナが生成される．これに加え，領域の端部分にわ

ずかなチャンクが残り，低充填率のコンテナが生成さ

れる問題もある．これはコンテナ数の増加につながり，

検索時のコンテナ読込数を増加させる要因となる．  
本節では， Z 順序がもつこれらの問題点を解消する

ための方法を述べる．各方法では，Z 順序のもつ近傍
性の特性を保つ一方，コンテナ化で形成するコンテナ

の充填率を上げることの双方を考慮している．  
5.2. 相似形  

Z 順序化では，そのコンテナ化範囲を 2 のべき乗の
大きさで規定している．しかし，フォアグラウンドの

OLTP データベース上の関係テーブルにおいては，各
カラムのカージナリティは同一ではなく大きく異なる

こともある．したがって，バックグラウンドの多次元

配列にダンプした場合に，配列の各次元長は等しくな

く，2 のべき乗でもない場合がほとんどである．よっ
て，スライス次元により断面上の要素数は大きく異な

り，その検索時間にも大きなばらつきを生じ得る．チ

ャンクをコンテナに格納する順序に起因する次元依存

性とは別に，カージナリティのばらつきによる検索時

間の次元依存性を同時に解消することが望ましい．  
この次元依存性を緩和する方法として，チャンク配

列全体に相似なチャンク集合をコンテナ化の単位とす

る方式を提案する．相似形は，元の多次元配列を適当

な倍率で各辺の比を保つよう縮小した形状をもつ．さ

らにこの部分配列のサイズを二次記憶上の 1 ページ以
内に設定することで，コンテナ化の単位とすることが

可能である．例えば，図 3 のように 6×4×5 のチャン
ク配列では，3×2×2 の相似形に分割でき，それぞれ
をコンテナ化の単位として利用することができる．  
ただし，相似形が極端に小さくなる場合は，それぞれ

の相似形で Z 曲線が描けず，S-order に似たチャンク選
択を行う恐れがある．そこで，相似形の範囲が通常の

Z 曲線の範囲より小さくないか，またその範囲内の充
填率が 100%未満かを調べ，可能ならば各辺を 2 倍に
拡大し新たな相似形（調整形）をつくる．  

 
図 3 相似形  

 

 
図 4 端部分の集積方式  

 

5.3. 充填率と近傍性を考慮した Z 順序化のコンテ

ナ方式  
 

4.3 節において Z 順序のレベル分割を述べたが，こ
の方法についても問題がある．分割レベルが大きい場

合，領域内のチャンクの数が多くなるため，1 つのコ
ンテナで領域内すべてのチャンクを格納することがで

きず，領域端部に低充填率のコンテナが形成される可

能性がある．これはコンテナ数の増加につながり，検

索時のコンテナ読込数を増加させる要因となる．  
この問題を解消する方法として，Z 順序の各レベル

領域の端部に残ったチャンクを集積し，コンテナとし

てまとめる方法を提案する．本節では，その方法とし

て 2 種類の方法を提案する．  

5.3.1. 端部分の集積方式  
前述の問題を解消する最も単純な方法は，Z 順序の

各レベル領域の端部分に残ったチャンクを集積し，コ

ンテナとしてまとめる方法である（図 4（A））．この方
法では，Z 順序のレベル分割において，各レベル領域
で端部分に残ったチャンクを別のコンテナバッファに

格納していく．その際，残った各チャンクは Z 順序で
格納し，近傍性を考慮する．また通常のレベル分割と

は異なり，端部分用のバッファについては，充填率を

優先して，指定レベルを越えて他のレベル領域にある

端部分のチャンクをコンテナ化していく．これによっ

て，Z 順序のもつ近傍性を保持しつつ，コンテナ数の



 

 

低減化，各コンテナの高充填率化を図ることができる． 

5.3.2. 周回型 Z順序  
周回型 Z 順序は，Z 順序の方向を変えることで端部

分となるチャンクを中心に寄せ，コンテナ化する方式

である（図 4（B））．  
コンテナ化処理では，各レベルにおいて Z 曲線の方

向を決め，それに従いチャンクを指定，コンテナ化し

ていく．ここで Z 曲線の方向は，多次元配列の中心に
Z の方向が向かうように決める．中心に寄せられた端
部分のチャンクは，前節で述べた集積方式と同様に，

通常のコンテナバッファとは別のコンテナバッファに

順次詰めていき，最後に両者を合わせて最終のコンテ

ナを得る．中心部分に端部分を寄せることにより，端

部分のチャンクを，近傍性を考慮してコンテナ化する

ことができる．また，Z の方向を回転させることで Z
曲線の方向の規則性をある程度なくし，各次元でのコ

ンテナ読込数を平均化させる効果があると考えられる．  
 

6. 充填率の分布を考慮したコンテナ化の方式  
前節までで提案した Z順序化およびそのレベル分割

は，特に近傍性の面で他の方式よりも優れている．し

かし，多次元配列内のデータの分布に偏りがある場合，

場所によっては同一レベル領域内に複数のコンテナが

生じ，各次元方向でのコンテナ数にばらつきが生じる．

本節では，多次元配列のデータの分布状況に応じた柔

軟なコンテナ化を行うために，拡張チャンクの概念を

提案し，それに基づくコンテナ化の方式を述べる．  

6.1. 拡張チャンクとそのコンテナ化  
拡張チャンクを以下のように定義する．前節までの

チャンクは基本チャンクと呼んで区別する．  
・ 元の多次元配列と同一の次元数であり，かつ各次

元長サイズが等しい部分配列  
・ チャンクの大きさは範囲内の有効要素数が二次記

憶上の 1 ページ以内  
・ 各次元長は基本チャンクの 2n（n を拡張チャンク  

のサイズを示す rank 値と呼ぶ）  
上記定義によれば，基本チャンクは rank 0 の拡張チャ
ンクである．拡張チャンクを用いたコンテナ化は，以

下の 2 つの段階を踏む (図 5 参照 )．  
１． rank 決定処理  
1）  多次元配列上の基本チャンクの rank を 0 とする．

拡張する rank を現在の rank+1（=1）として，予め
固定された次元にしたがい，rank 決定処理で基点
となるチャンクを選択する．  

2）  基点チャンクのすべての隣接チャンクの充填率を
検査し，次の手順で rank を上げられるかを調べる． 

3）  隣接するチャンクを基点チャンクと共にコンテナ
バッファに格納することが可能ならば，rank を上  

 
図 5 拡張チャンク  

 
げることができるため，これらのチャンクを含む

新たな拡張チャンクを形成する．その後， 2）の
処理をチャンク配列全体に対し繰り返す．  

4）  前述の処理が終了したならば，拡張する rank を 1
つ上げ，新たな基点（拡張）チャンクを選択し，

rank アップの処理をできなくなるまで繰り返す． 
２．結合処理  
1）  この処理における基点の拡張チャンクを選択す

る．  
2）  拡張チャンクを結合する次元順をランダムに決

定する．それにしたがい，基点拡張チャンクに隣

接する拡張チャンクを結合する．この処理を，合

計充填率が 100%以下である間行う．  
3）  1），2）の処理を，配列全体に対して行い，最終

のコンテナ集合を得る．  

6.2. 拡張型 Z 順序化  
拡張型 Z 順序化は，5 節で述べた Z 順序化に拡張チ

ャンクの概念を導入したものである．本方式もまた，

配列を拡張チャンクに分割するが，図 6 に示すように，
充填率の分布に応じて，その rank を設定する．拡張チ
ャンク領域の設定は以下の定義で行う．  
・ 元の多次元配列と同一の次元数であり，かつ各次

元長が等しい部分配列  
・ 拡張の限界判定は，範囲内の有効要素数が二次記

憶上の 1 ページ以上のとき  
・ 各次元長はチャンクの 2n+1=2rank（n は Z 順序のレ

ベルを表す）  
定義において，レベル n と拡張チャンクの rank は n+1 
= rank の関係がある．コンテナ化手順を以下に示す．  
1）  多次元配列上の基本チャンクの rank を 0 とする．

拡張する rank を現在 rank+1（=1）として，予め固
定された次元にしたがい，rank 決定処理で基点と
なるチャンクを選択する．  

2）  基点チャンクと隣接するチャンクの充填率を検査  
し， rank を上げられるかを調べる．  

 
rank1 if total rate≦100％ 

origin  

  

rank0 rank0 

rank0 rank0 

else 

rank decided 

rank UP 



 

 

 
図 6 拡張型 Z 順序の概念  

 
3）  隣接するチャンクを基点チャンクと共にコンテナ

バッファに格納することが可能ならば，rank を上
げることができ，これらのチャンクを含む新たな

拡張チャンクを形成する．反対に， rank を上げる
ことでコンテナバッファにあふれが生じるならば，

その領域でコンテナバッファに入る分だけコンテ

ナ化する．その後，2）の処理を繰り返す．  
4）  前述の処理が終了したならば，拡張する rank を 1

つ上げ，新たな基点（拡張）チャンクを選択し，

rank アップの処理をできなくなるまで繰り返す． 
5）  1）～4）の処理を終えた後で全チャンクを検査し，

コンテナ化が済んでいないチャンクがあれば，そ

れらを Z 順序にしたがい順次コンテナ化し，最終
のコンテナ集合を得る．  

 

7. 評価  
本節および次節では，4～6 節で提案したコンテナ化

方式について，シミュレーションによりその有効性を

評価する．  

7.1. 評価条件  
ここでは，各方式の特性を見るため，それぞれにつ

いて評価する条件を指定する．  
（1） コンテナ化方式の性能比較  
（2） 相似形による性能の評価  
（3） Z 順序における端部分の処理での比較  
（4） データ分布の偏りを考慮した方式の評価  
（1）については，1 つの次元に 32 個のチャンクを

もつ 5 次元チャンク配列について，チャンク配列が一
様なデータ密度（0.01～0.1%）をもつ場合について，
チャンク充填率を 0.01%刻みで変化させて評価した．  
（2）については，各次元がそれぞれ 32，16，32，

64，32 個のチャンクをもつ 5 次元チャンク配列につい
て，チャンク配列が一様分布（0.01～0.1%）である場
合について，各次元での評価を行った．また，相似形

の大きさは各次元それぞれ 2,1,2,4,2 となるが，Z 順序
でのレベル領域を十分に確保するため，その各次元長

を 2 倍に調整したものを相似形として用いた．  

（3）については，各次元がそれぞれ 32，16，32，
64，32 個のチャンクをもつ 5 次元チャンク配列につい
て，すべてのチャンクが一様なデータ密度（0.1%）で
ある場合について，各次元での評価を行った．  
（4）の評価は，6 節で提案したデータ分布に偏りが

ある場合を想定した方式を対象とし，特定の次元にお

いて基本チャンクの充填率が正規分布に従うチャンク

配列で評価を行った．条件は，各次元がそれぞれ 32，
16，32，64，32 個のチャンクをもつ 5 次元チャンク配
列について，第 5 次元で正規分布状にチャンク充填率
が変化し（平均 0.01～0.1%），他は一様なデータ分布
となる（0.01～0.1%）場合について，チャンク充填率
（偏りのある次元では平均充填率）を 0.01%刻みで変
化させて評価を行った．  

7.2. 実験内容  
シミュレーション実験においては，コンテナ総数，

コンテナの平均読込数，およびコンテナの平均読込数

の標準偏差を計測する．  
ここではチャンク総数を固定するため，コンテナ総

数はコンテナへの圧縮の度合いを示す．他の 2 つにつ
いては 4 次元スライスに対する測定を行う．  
コンテナの平均読込数は，4 次元断面上にあるコン

テナ数の平均である．平均が高いほど読み込みが必要

なコンテナが増え，平均検索時間が増加する．  
標準偏差は，スライス断面上のコンテナ数について

の標準偏差であり，スライス検索時間のばらつきを表

す指標である．値が低いほどばらつきが低いといえ，

次元依存性の程度を示す指標となる．  

7.3. 実験結果  
8.1 節で示した評価のうち，（1）～（3）については

[11]に結果が示されており，ここではその結果を参照
する．（4）については，次節で新たに結果を述べる．  

7.3.1. コンテナ化方式の性能評価  
4 節のコンテナ化方式に対する評価を要約すると，Z

順序がコンテナ総数および平均読込数で有利であり，

レベル 2 がその結果に漸近する．レベル 1 は標準偏差
で優れているが，コンテナ総数の点で他に劣る．この

結果は，5 節で述べた Z 順序のもつ特性（近傍性の確
保，方向性の低さ）によるものと考えられ，Z 順序を
用いた方式はコンテナ化方式には有用であると考えら

れる．  

7.3.2. 相似形による性能の評価  
前節の各コンテナ化方式と，それらに相似形を適用

した場合の結果について，要約すると，相似形分割は

各次元方向のコンテナ数を均一にする効果があるとい

え，特に標準偏差において大幅な改善がみられる．  

7.3.3. 端部処理の有無  
前節の結果に加え，端部処理を行う方式（端部集積



 

 

型，周回型）を評価した結果について要約する．なお，

端部処理方式には相似形を適用した．  
その結果，端部分の集積方式は Z 順序のレベル分割

において，コンテナ総数の減少と，各次元方向のコン

テナ数の差を抑制する効果があり，周回型方式の方が

より良いと考えられる．  
 

8.  データ分布の偏りを考慮した方式の評価  
本節では，データ分布に偏りがある場合の評価につ

いて考察する．S-order は一様分布の場合と傾向が同一
であるため，評価対象から除く．また次元長が異なる

ため，相似形を用いた場合について評価する．  
コンテナ総数（図 7）においては，チャンク充填率

の増加に対して，Z 順序と拡張型 Z 順序でそれぞれ最
小になる場合があり，一貫して最小となるコンテナ化

方式はなかった．これは，分布が偏っているため，一

様分布でのように均一な充填率のコンテナが生成でき

ないことに起因する．また，いずれのコンテナ化方式

もコンテナ充填率を上げる方式であるため，大きな差

異が表れにくいという点もある．  
4 次元スライスのコンテナの平均読込数（図 8）で

は，すべてのチャンク充填率において拡張型 Z順序（調
整形なし）が最小となり，次いで端部集積型のレベル

2 方式，Z 順序化の順に低い．これは，拡張型 Z 順序
がチャンク配列内の分布に応じてレベルサイズを変え

ることで，充填率と近傍性を考慮しつつ，各次元での

コンテナ数をそろえようとする処理を行っていること

に起因すると考えられる．一方，分布の偏りを考慮し

ていない Z 順序化は，Z 順序化自体の特性により近傍

性は保たれるものの，順次チャンクをコンテナ化して

いるため，充填率の変動がある場所によってはコンテ

ナ形状がいびつになりやすくなることによる．拡張チ

ャンクもまた生成規定が 100%以内と厳しいため，結
合が必要となり，コンテナ形状が不均一になりやすい． 

4 次元スライスのコンテナの平均読込数の標準偏差
（図 9）は，全体として拡張型 Z 順序（調整形あり）
が低い値を示した．元の拡張型 Z 順序についても，低
充填率の場合はそれに次いで低い．結果から，拡張型

Z 順序は各次元でのコンテナ数のばらつきが低いとい
える．これは，拡張型 Z 順序化がチャンク充填率に応
じてレベル設定を柔軟に行うことにより，コンテナ数

のばらつきが抑えられると考えられる．また，チャン

ク配列の次元長が異なる場合，相似形との組み合わせ

によって，各次元でのコンテナ数がより平均化されや

すく，動作が改善されると考えられる．  
まとめると，拡張型 Z 順序化は分布のある場合につ

いて，スライス時のコンテナの平均読込数とその標準

偏差の点で優れているといえる． データ分布が一様で  
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図 7 コンテナ総数（分布に偏りがある場合）  
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図 8 4 次元スライスのコンテナ平均読込数  
（分布に偏りがある場合）  
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図 9 4 次元スライスのコンテナ平均読込数の  
標準偏差（分布に偏りがある場合）  

 
ない一般の多次元データに対し，拡張型 Z 順序化は有
効であると考えられる．  

 



 

 

9. 関連研究  
高次元データを分割し管理する手法としては例え

ばΓパーティション・Θパーティション [9]がある．こ
れらは我々が提案するコンテナ化アルゴリズムに類似

しているが，極端に疎な配列において非常に偏ったデ

ータに対してより適合する傾向があり，最適な性能が

期待されるケースが限られる．我々の提案する方式は，

データの偏りに依存しない分割・管理（コンテナ化）

を目指すものである．また，高次元かつ疎なデータ集

合を扱う圧縮方法として BESS[10]がある．BESS は多
次元配列上をチャンク単位に分割した上で，疎なチャ

ンクをデータとビット変換した座標値の組に圧縮する

もので，チャンクオフセット圧縮より性能が優れてい

る．ただし，我々の研究では圧縮チャンクをコンテナ

化することによりディスクアクセス回数等を改善する

ことを目的の一つとしており，チャンクレベルのみの

改善を上回る性能向上を目指している．また，これら

の研究では圧縮により生じる次元依存性の問題を考慮

しておらず，特定次元の方向に依存しない圧縮方法（コ

ンテナ化）を提案する我々の研究と異なる．  
Multimap[6]は，ディスク特性 [7]を応用したデータの

マッピング技法である．ディスクの回転待ち時間を浪

費することなく，ディスクトラック上の隣接するデー

タブロックを最低限の時間でアクセスすることが可能

となるようデータの配置を行っている．このため，こ

の研究においてはディスク上のデータの配置調整やデ

ータの分布状況に応じたマッピングの適用変更の必要

性があり，かつデータ配列の疎配列性は考慮されてい

ないという点で適用可能性と汎用性に問題がある．

我々の研究ではこのようなディスクの物理的な特性に

依存せず，多次元配列を論理的な単位であるチャンク

に分割し，有効要素のみの圧縮チャンクを二次記憶上

の 1 ページ以内に格納するという方式であり，より高
い適用可能性と汎用性を有する．  
空間充填曲線を用いたデータウェアハウスの研究

例としては， [8]で提案・評価されている Hilbert 空間
圧縮法がある．これは空間充填曲線の一種である

Hilbert 曲線を利用して差分データと索引を圧縮する
方法である．ただし，提案方式は問い合わせ解凍にお

ける時間が無圧縮時の 3～4 倍掛かり，次元数とともに
増大する問題がある．我々の方式では，圧縮とはいえ

実データとその多次元配列上の位置を保持するため，

一般に言う解凍作業は必要とはせずに，そのまま問い

合わせに対する検索を可能としている．  
 

10. おわりに  
本論文では，Z 順序に基づいた多次元配列の圧縮と

格納のためのコンテナ化方式を提案した．Z 順序によ

るコンテナ化は，チャンクのコンテナへの圧縮度が高

く，また近傍性確保と方向性の低さから各次元での読

込数ならびにその標準偏差についても良好な結果を示

した．相似形分割は各次元方向のコンテナ数を均一に

し，標準偏差の点で元の Z 順序より大幅に動作が改善
されることが示された．このことはスライス処理の多

い OLAP で非常に有利であると考えられる．  
本論文で新たに示した，データ分布に偏りがある場

合においては，柔軟にコンテナ化範囲を規定する方式，

とりわけ拡張型 Z順序化でコンテナ化の結果を効率よ
いものにできることが示された．拡張型 Z 順序化は，
Z 順序における特性を残しつつ分布の偏った多次元デ
ータのコンテナ化を柔軟に行える点で意義がある．  
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