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あらまし 本論文では，Webと実世界にあるデバイスを連携させたサービスを開発するためのプラットフォーム:

PeRDBを提案する．このプラットフォームでは，実世界デバイスの管理・操作やWebからの情報取得を実現する

ためのコンポーネントをそれぞれ関係データベースの仕組みで構築し，それらを橋渡しする．これにより，ユーザは

SQLによって統一的に実世界のデバイスやWebの情報へのアクセスが可能になる．また，Webと実世界を横断した

サービスを開発も，SQLを使うことで実現できる．この仕組みにより，ユーザが自由にWebの情報や実世界デバイ

スを連携させたサービスの開発が実現される．
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Abstract In this paper, we propose “PeRDB”, a platform that are applicable for development of services that

use Web information and devices in real world collaboratively. In this platform, we prepare two components that

are used to manage devices in real world and to access information in the Web based on the relational database

mechanism respectively, and bridge these components. Thus, users can access the Web and the real world commonly

with SQL. In addition, using this platform, users can freely develop services on which information from the Web

and devices in the real world are used collaboratively by writing SQL codes.
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1. ま え が き

Web 上には多種多様な文書が存在しており，それらは情報

源として非常に有用である．我々はWeb検索などを利用しな

がらWeb中にある文書を収集・集約して処理することにより，

様々な知識を抽出し利用している．また，Webサービスが

一方で，実世界には様々なデバイスが配置され，それらを広

く共有する環境が将来的に提供されるようになるといわれてい

る．そのような環境下では，ユーザはそれらのデバイスを通し

て様々なデータを取得したり活用したりすることが可能になる．

つまり，様々なデータを扱う場所として実世界は非常に重要で

ある．

従来，Web や実世界から得られる各種情報を利用する場合

には，ユーザの手作業でそれを実行したり，あらかじめサービ

スの提供者が構築し規定した仕組みに基づいてユーザが利用

することで，それを行ってきた．つまり，利用者にとって各種

情報利用は手間がかかったり，自由度が低いなどの問題があっ

た．近年，Yahoo! pipesに代表されるように，ユーザが自由に

Webサービスを組み合わせて利用するための仕組みが提供され

利用し始めている．これらによってユーザは自由にサービスを

組み合わせて利用することが可能になる，しかし，実世界のデ

バイス等の利用までサポートされているものは存在していない．

これまで，我々は，Web上の情報を利用する仕組み [4]や実

世界にあるデバイスを利活用する方法 [5] について研究を行っ
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てきたが，それを組み合わせることでWebの情報や実世界の

デバイスの操作などを統一的に実現することが可能になると考

えられる．また，Webから得られる情報と実世界のデバイスを

通して得られるデータを相互で横断的に利用できるようにでき

れば，情報活用の幅が広がり，より効果的な情報の提示・利用

などが可能になると考えられる．

本論文では，Web の情報や実世界にあるデバイス・デバイ

スを通して得られる情報などを活用するためのサービス開発

のためのプラットフォーム PeRDBを提案する．PeRDBでは，

Web から得られる情報や，実世界のデバイスの操作，操作に

よって得られるデータ等を，統一的に関係データベースの仕組

みでアクセスできるようにする．これにより，ユーザは SQLを

用いて各種テーブルにアクセスすることによって，Webの情報

や実世界のデバイスの操作・管理が可能になる．さらに，SQL

によって実世界のデバイスやWebからの情報を横断的に利用

したサービスの開発が可能になる．

2. 関 連 研 究

提案する PeRDBではデータベースの仕組みを応用し，SQL

によってデバイスの操作やWebからの情報取得，さらにサー

ビス開発のために利用をしている．このように，従来のデータ

ベースの管理以外の用途に SQLを利用する研究は各種行われて

いる．WSQ/DSQ [6]では，SQLを拡張してWeb検索結果の

取得に利用する仕組みを提案している．また，WEBVIEW [7]

では，既存のローカルデータベースとWeb上のデータを統合

して利用するための SQLの拡張方式について提案をしている．

これらの仕組みでは，従来の SQLの仕様を拡張した上で，各

種データの操作に SQLを利用するようになっている．しかし，

我々の仕組みでは，SQLの仕様の拡張は行わずにデータの取得

や利用，機器操作をするような手法を取っている．

ほかにも，TinyDB [8] では，センサネットワークの管理の

ために関係データベースを応用した仕組みを提案している．

TinyDB では TinySQL と呼ばれる SQL ライクな言語を使う

ことで，センサネットワーク上のセンサからのデータの取得・

処理や管理が可能になっている．TinyDBはセンサネットワー

ク専用の管理手法であり，サービス開発といった用途のための

利用は難しい．

PeRDB では，ユーザが実世界のデバイスやWeb 情報を利

用したサービスをカスタマイズする機構を提供する．サービ

スをユーザが自由に構築して利用するための仕組みとしては，

Yahoo! pipes [1]や PatchService [2]があげられる．いずれも，

GUIによって各種Webサービスを組み合わせてユーザが独自

のサービスを構築することが可能である．特に Yahoo! pipes

では，Javascriptを使うことで，より高度なプログラミングに

も対応をしている．ただし，いずれの仕組みでも，実世界のデ

バイスを利用したサービスのカスタマイズなどはできるように

なっておらず，そこに本研究との違いがある．

3. PeRDBの概要

まず，PeRDBの概要を説明する．

PeRDBは，実世界にあるデバイスやデバイスから得られる

データとWebの情報を統合的に関係データベースのパラダイ

ムを用いて管理・利用ができるプラットフォームである．この

プラットフォームによって，実世界にあるデバイスの操作とそ

れに伴うデータの取得利用，Webからの情報の取得利用といっ

たことが，データベースに対する SQLの適用によって実現が

できる．さらに，SQL によるプログラミングによって，ユー

ザが比較的自由に実世界のデバイスやWebの情報を連携させ，

新しいサービスの開発も可能になる．これまで，実世界にある

デバイスを用いたサービスを開発しようとする場合，個々のデ

バイスで提供される異なる仕様のAPIなどを組み合わせてサー

ビスを開発する必要があり，手間がかかることになる．また，

Webの情報やサービスを利用する場合も同様である．

関係データベースのパラダイムを利用することによって，次

のような利点がある．

• 集合操作と集約操作

• 宣言的プログラミング

関係データベースは本来，大量のデータをテーブルの形で保持

し，SQL で集合的に管理・操作ができるように設計されてい

る．一方で実世界のデバイスを考えた場合，今後，より大量の

デバイスが身の回りに存在して利用するようになると，同時に

扱うデバイスやデータの量は増大することが予想される．また，

Webを考えた場合，すでに大量なコンテンツがWeb上に存在

しており，さらに増大することが考えられる．そのため，実世

界のデバイスから得られたデータやWebから得られた情報の

利用のためには，大量の情報をできるだけ容易に操作できるよ

うな仕組みが適している．そのようなことから考えると SQL

の持つ集合操作や集約の仕組みはWebや実世界での情報利用

の仕組みとして有効であると考えられる．

また，SQLは代表的な宣言的プログラミング言語である．そ

のため，Cや Perlといた手続的プログラミング言語や，Java

や C#といったオブジェクト指向プログラミング言語と比べて，

同じ仕組みを実現するために必要なコードの量は，宣言的プロ

グラミング言語である SQLの方が一般的に少なくてすむ．その

ため，サービス開発にかかる手間が少なくなることが期待され

る．また，SQLは一種のプログラミング言語であるため，ユー

ザがある程度自由に SQLのコードを書くことによってサービ

スを開発することが可能になる．これまで，Webや実世界で提

供されるサービスは提供者側によって規定されることが多く，

利用者は提供者側によって規定された範囲内でのサービス利用

を強いられることになり，サービス利用における自由度は低い

ことが多かった．しかし，PeRDBプラットフォームでは，利

用者も SQLのコードを書くことによって，比較的自由にサー

ビスを開発して利用することが可能になる．

PeRDBプラットフォームは，図 1に示すとおり大きく 3つ

の部分から構成される．

• 実世界デバイス管理コンポーネント

• Web情報アクセスコンポーネント

• ブリッジコンポーネント

実世界デバイス管理コンポーネントは，実世界中に散在するデ
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図 1 PeRDB プラットフォームの構成

バイスの機能やそれらを通じて利活用される情報を管理する

ためのプラットフォームである．個々のデバイスによって提供

される機能や機能利用によって扱われるデータについて，関係

データベースの仕組みでラッピングする．これにより，本来は

デバイスごとに異なる形で管理された機能やデータを，その違

いを問わずに統一的に SQLを用いることでアクセスすること

を可能にする．

Web情報アクセスコンポーネントは，Webから情報を取得

するためのコンポーネントである．このコンポーネントを介す

ることで，Web 上にある情報について，テーブルの形でアク

セスできるようになる．また，Web上で提供されているWeb

検索などの各種Webサービスについても，同様にテーブルを

使ってアクセスすることが可能になる．これにより，SQL に

よってWebの情報を取得，集約して利用することが可能にな

る．さらに，自然言語処理の機能についてもテーブルの形で利

用できるようにすることで，さらに強力な情報利用コンポーネ

ントとして利用ができる．

ブリッジコンポーネントは，実世界デバイス管理コンポーネ

ントとWeb情報取得コンポーネントの橋渡しをする．双方の

コンポーネントが関係データベースの仕組みで構築されること

で，SQLを用いて双方のコンポーネントに統一的なアクセスが

可能になる．これにより，Webと実世界のデバイスを用いて横

断的なサービスの開発が実現できることになる．

3. 1 実世界デバイス管理コンポーネント

実世界デバイス管理コンポーネントでは，利用可能なデバイ

スの機能やそれらを通じて得られる情報について，関係データ

ベースのパラダイムを用いて統一的にアクセスできるように

する仕組みを提供する．そのために，2種類のテーブルを用意

する．

• 機能テーブル

• デバイス管理テーブル

機能テーブルは，管理対象となっているデバイスで提供されて

いる機能の種類ごとに 1 つずつ用意する．この機能テーブル

への SQLによる操作によって，デバイス上にあるそれぞれの

機能の利用や管理をすることが可能になる．そのために，機能

テーブルのフィールドは，当該機能の入出力パラメータがそれ

ぞれ割り当てられる．この機能テーブルに保持されるタプルは，

それぞれがあるデバイス上での 1回の機能利用に相当する．

デバイス管理テーブルは，利用可能なデバイスの状況を管理

するためのテーブルである．このテーブルは 1つの管理単位で

1つだけ用意をする．テーブルのフィールドとしては，デバイ

スのデバイス IDや位置情報といった属性情報のためのフィー

ルドに加えて，個々のデバイスで機能ごとに利用可能か利用不

可かを判別するためのフィールドを用意する．機能テーブルに

おける 1つのタプルは，1つのデバイスと対応づけられる．

以上，2 種類のテーブルを用いることで，ユーザは SQL に

よってデバイスの管理・操作が可能になる．デバイスを利用し

て機能を利用する場合には，INSERT句のクエリを実行する．

また，SELECT 句のクエリを使うことで，デバイスの操作履

歴などの情報の検索が可能になる．例えば，機能テーブルに対

して SELECT句による検索を行うことで，機能の利用履歴を

参照することが可能である．また，デバイス管理テーブルに対

して SELECT句のクエリを適用することで，個々のデバイス

の位置情報や利用可能な機能の情報といった情報を検索可能で

ある．

3. 2 Web情報アクセスコンポーネント

Web情報のコンポーネントでは，Webから得られる各種情

報を関係データベースのテーブルの形でラッピングし，それら

に対して SQL を用いることで取得・利用できるようにする．

テーブル値関数を用いる．テーブル値関数とは，ある関数を実

行した際にその結果をテーブルとして返す関数である．この

テーブル値関数を使うことで，実際にはデータベースシステ

ムのローカルにデータを保存することなく，Web サービスな

どから得られる情報をテーブルの形で表現し，SQL によるア

クセスが可能になる．このテーブル値関数としては，次のよう

なものを用意している．Web 検索の結果を取得するための関

数 WebSearch(query,number)では，引数として queryに検索

キーワード，numberに検索結果の最大件数を指定することで，
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図 2 ブリッジの例

関数の結果として「検索ランク」「ページ URL」「ページタイ

トル」「スニペット」をフィールドとして持つテーブルの形で，

検索結果が得られる．そのほかにも，Web検索の結果のページ

数を返す関数やWeb ページの URL を引数として与えること

で，ソーシャルブックマークサイトでブックマークされている

件数をカウントする関数が用意されている．

また，Web情報アクセスコンポーネントには，自然言語処理

に関する機能も用意している．例えば，与えられた文字列から

言語パターンを抽出するための関数や，特定の単語の共起語を

抽出するための関数などが用意されている．

さらに，データベーストリガと同様の動作をWebの情報に

ついても実現するための機構も備えている．ただし，Web情報

アクセスコンポーネントでは通常のデータベースと違ってロー

カルデータベースにデータを保持しているわけではなく，テー

ブル値関数を使ってWebの情報などを仮想的に見せているた

め，通常のトリガ定義のような形を取ることが現状では難しい．

そのため，トリガを定義できるようにするために，3つの仕組

みを用意することで代替する．

• テーブル値関数の結果を保持するスナップショットテー

ブルを作成

• テーブル値関数を定期的に実行し，実行結果とスナップ

ショットテーブルの結果を比較して，スナップショットテーブ

ルを更新するエージェントの発動

• 実際に実行するトリガをスナップショットテーブルに定義

これにより，Web検索の結果に変化が見つかったような場合に

発動するトリガを SQLによって実現することが可能になる．

3. 3 ブリッジコンポーネント

実世界にあるデバイスと Web 上の情報を横断的に利用し

たサービスを作成するためには，両者を橋渡しするためのブ

リッジコンポーネントが必要になる．前節までで述べたように，

Web の情報利用，実世界のデバイス管理に，同じように関係

データベースの仕組みを応用することで，ユーザは SQLを使

うことで，双方に自由にアクセスすることが可能になる．つま

り，SQLがブリッジコンポーネントとしての役割を果たすこと

ができるようになる．

図 2で簡単な例を示す．この例では，Web検索の結果を適宜

指定したデバイスのディスプレイに表示することを考える．こ

のとき，Web検索をして結果を取得するためには，Web情報

アクセスコンポーネントにあるテーブル値関数 WebSearch を

使うことになる．また，デバイス上のディスプレイにコンテン

ツを表示するためには，実世界デバイス管理コンポーネントに

ある displayテーブルに INSERT句のクエリをつかってタプ

ルを挿入する必要がある．そのため，例えば「京都」で検索し

て最上位のページを device A上のディスプレイで表示するた

めには，次のような SQLクエリを用いる．

INSERT INTO display (ID,content)

SELECT TOP 1 ’device A’,URL

FROM WebSearch(’京都’,10)

このクエリによって，最大 10件まで取得するクエリ「京都」に

よるWeb検索結果の最上位の URLを，device Aのディスプ

レイ機能に送り込むことで表示が実現する．

実世界中にあるデバイスは，通常はデバイスとデバイス ID

の対応関係はわからないことが多い．そのため，例えば利用可

能なすべてのディスプレイでクエリ「京都」での検索結果最上

位のWebページを表示するためには，次のようなクエリを使

うことになる．

INSERT into display(ID,content)

SELECT d.id, w.url

FROM devicelist d, WebSearch(’京都’,1) w

WHERE d.displayFunc=1

ここで devicelistテーブルとは，前述の実世界デバイス管理

コンポーネントにおけるデバイス管理テーブルである．この

devicelist テーブルの displayFunc フィールドで個々のデバイ

スでディスプレイ機能が利用可能かどうかを管理することで，

その値を基にすべてのディスプレイ機能が利用可能なデバイス

のデバイス IDを取得して，そのディスプレイ機能にWeb検索

結果のコンテンツを表示することが簡単に SQLの 1文で実現

される．

このように単一の SQLクエリ内で，双方のコンポーネント

にアクセスすることでWeb情報と実世界の橋渡しが可能であ

るが，さらにトリガやストアドプロシジャーなどを併用するこ

とで，より高度な連携が実現できるようになる．これを利用す

ることで，実世界とWebを連携させたサービス開発が SQLに

よって可能になる．

4. PeRDBによるサービス開発

本節では，これまで述べてきた PeRDB プラットフォーム

によるサービス開発の方法について，Microsoft SQL Server

2005 [9]を用いて実装したプロトタイプでの例を用いて説明を

する．

基本的には，サービスの処理の流れに応じた SQLのクエリを

用意し，それをトリガの形で，サービス利用の起点となるテー

ブルに定義することで実現する．つまり，センサが物体を検知

したときに発動するサービスであれば，センサに対応するテー

ブルにトリガを定義する．ただし，Webの情報の更新などに基

づいてサービスを利用するような場合は，3.2節で説明したよ

うに更新を検知するためのスナップショットテーブルを用意し，
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そのスナップショットテーブルにトリガを定義することで実現

することになる．

4. 1 例１：実世界の変化に基づくWeb情報利用

まず，実世界の変化に基づくWeb 情報取得の例を示す．こ

の例（図 3）では，ユーザがディスプレイの前に接近したこと

を距離センサで検知した際に，新しい情報をそのディスプレ

イで提示することが可能になる．今回は提示する情報として，

ubicomp という検索キーワードで検索したときの上位 100 件

に新しく現れたWebページを設定する．これを実現するため

には，次のようなトリガ triSensorDislayをセンサ機能を管

理するテーブル sensorへ定義する．

CREATE TRIGGER triSensorDisplay ON sensor

AFTER INSERT AS

BEGIN

DECLARE @tmp TABLE(url NVARCHAR(MAX)),

@id NVARCHAR(MAX), @dist INT

SELECT @id=ID, @dist = value FROM inserted;

IF @dist < 50

BEGIN

INSERT INTO @tmp SELECT url FROM

WebSearch(’ubicomp’,100)

WHERE url NOT IN (SELECT url FROM cache);

INSERT INTO display (ID,content)

SELECT @id,url FROM @tmp;

INSERT INTO cache(url) SELECT url FROM @tmp;

END

END

このトリガ triSensorDislayは，距離センサが物体を検知す

ると発火し，50cm以内に物体を検知した場合に次のような処

理を行う．

（ 1） ubicompをクエリとしてWeb検索をして検索結果の

上位 100件を取得

（ 2） 過去に 100位以内に入ったことのあるWebページの

URL を保持するテーブル cache をチェックし，そこに含まれ

ない URLを一時テーブル@tmpに保持

（ 3） @tmpにある URLをセンサと同じデバイス IDを持つ

ディスプレイに表示するために displayテーブルにタプル挿入

このトリガを定義して有効化することでサービスが開始され，
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ユーザがサービスを利用することができるようになる．

4. 2 例２：Web情報の変化に基づくデバイス利用

次の例では，Webの情報の変化に基づいて実世界にあるデバ

イスを利用する例を示す．

この例では，楽天によって提供されている楽天トラベル空室

検索 API [3] を利用して，ホテルの空室をチェックし，ホテル

の残りの空室が 10室を下回った時に，その時点で最安の部屋

の予約フォームをプリンタで印刷して紙の形で提示する．これ

を実現するためには，まず下記の関数 CheapestHotelを定義

する．

CREATE FUNCTION CheapestHotel()

RETURNS @results TABLE(reserveUrl NVARCHAR(max),

numRest INT)

AS

BEGIN

DECLARE @hSearchResult TABLE

(sumCharge INT, reserveUrl NVARCHAR(max))

INSERT INTO @hSearchResult(sumCharge, reserveUrl)

SELECT sumCharge, reserveUrl

FROM VacantHotelSearchRakuten(’宮崎’,

’宮崎市’, ’2008/3/1’, ’2008/3/2’, 1);

DECLARE @numRest INT;

SELECT @numRest = COUNT(*) FROM @hSearchResult

WHERE sumCharge < 10000;

INSERT INTO @results (reserveUrl, numRest)

SELECT reserveUrl, @numRest

FROM @hSearchResult

WHERE sumCharge =

(SELECT MIN(sumCharge) FROM @hSearchResult)

RETURN

END

この関数 CheapestHotel は，宮崎/宮崎市の 10000 円以下

で宿泊できるホテルの 2008 年 3 月 1 日から 2 日まで 1 室

予約する場合の空室状況をチェックし，最終的に実行時点

でもっとも安い空室の予約のための URL と残り空室数を

テーブルの形で返すテーブル値関数である．この例のサー

ビスを実現するためには，このテーブル値関数の結果をス

ナップショットテーブル snapCheapestHotelとして保持する．

さらに，定期的に CheapestHotel 関数を実行して結果取得

し，snapCheapestHotel テーブルとの比較し，差分があれば
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snapCheapestHotelテーブルを更新するようにする．

そ し て ，次 の よ う な ト リ ガ trCheapestHotel を ，

snapCheapestHotelテーブルに定義する．

CREATE TRIGGER triCheapestHotel

ON snapCheapestHotel AFTER INSERT, UPDATE, DELETE

AS

BEGIN

DECLARE @numRest INT;

SELECT TOP 1 @numRest = numRest

FROM snapCheapestHotel;

IF @numRest < 10

BEGIN

INSERT INTO printer (deviceID, content)

SELECT ’printer A’, reserveUrl

FROM snapCheapestHotel;

END

END

このトリガでは，snapCheapestHotelを参照して残り部屋数が

10を下回った時に，もっとも安い空室の予約フォームの URL

をプリンタ “printer A”に渡して，そのページを紙で印刷をす

ることが可能になる．

5. お わ り に

本論文では，Webと実世界の横断的なサービス開発を実現す

るためのサービス開発プラットフォーム PeRDB を提案した．

PeRDB では，関係データベースの仕組みを応用することで，

SQLを用いてWebの情報や実世界のデバイスの操作を統一的

に実現可能になる．また，それらを組み合わせたサービスの開

発も SQLによって可能になる．

今後，さらにプラットフォーム上で利用可能な情報の種類を

増やして構築可能なサービスの幅を広げるべく，デバイス操作

の仕組みやWebからの情報取得のための関数を増やすことを

行っていく予定である．
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