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CREW データモデルに基づく空間・実体・Web データの横断的表現と
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あらまし

近年, Google ローカルや MSN Virtual Earth などの地理情報を利用した検索サイトが多く見られるように

なってきた. 例えば, 検索対象として「ホテル」, 地理条件として「那覇空港」をクエリとして与えると, 那覇空港付近
のホテルが地図と共に判りやすく提示される. このような地理条件を用いた検索は非常に有用であるが, これらのサ
イトは単一の範囲（ex. 那覇空港付近）を対象とした単一の検索 (ex. ホテルを検索) を行う, 単一目的の応用システ
ムである. 本研究では, 地理条件と Web 検索の融合に必要な諸条件を整理し, Coordinates（空間）, Entity（実体）,

Web(ウェブ) の３つのドメインから成るデータモデルを提案・開発し CREW データモデルと名付けた. CREW デー
タモデルにおいて, 検索の基本となる処理を担当する関数が多数定義されている. 関数には, 特定のドメイン内の処理
を示す関数と, ドメイン間を遷移する関数が存在し, これらの関数を組み合わせることで, 検索式を構成する. これに
より, 目的に応じた多様な検索機能を提供することが可能となった.
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Abstract Recently, search sites using geographic information, such as Google Local and MSN Virtual Earth, have
come to be widely used. For example, when the retrieval target ”hotel” and the geographic condition ”Naha airport”
are given as queries, hotels in the vicinity of the Naha airport are displayed together with a map in a easy-to-read
manner. Though search sites using such a geographic conditions are very useful, they are application systems for
accomplishing a single purpose by searching for a single object(such as hotels) in a single range (such as vicinity of
the Naha airport). In this research, I arranged various conditions required for integration of geographic condition
and Web search, developed and proposed the data model consisting of three domains, Coordinates, Entity, and
Web, and called it CREW data model. In the CREW data model, many functions handling the basic operation
of search are defined. These functions include functions indicating the processing in a domain and functions that
make transition among domains. By combining these function, I organized retrieval expressions. By using these
expressions, it became possible to provide diversified search functions that meet various needs.
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1. 背

景

図 1 は Google ローカルの画面である. 検索対象と地理条件を
クエリとして与えることで検索を行う. 例えば, 検索対象として

近年, Google ローカルや MSN Virtual Earth などの地理情

「ホテル」, 地理条件として「那覇空港」をクエリとして与える

報を利用した検索サイトが多く見られるようになってきた [1] [2].

と, 那覇空港付近のホテルが地図と共に判りやすく提示される.

図 1 Google ローカル
図 2 CREW データモデル

このような地理条件を用いた検索は非常に有用であるが, こ
れらのサイトは単一の範囲（ex. 那覇空港付近）を対象とし
た単一の検索 (ex. ホテルを検索) を行う, 単一目的の応用シ
ステムである. 本研究では, 地理条件と Web 検索の融合に必
要な諸条件を整理し, Coordinates（空間）, Entity（実体）,

Web(ウェブ) の３つのドメインから成るデータモデルを提案・
開発し CREW データモデルと名付けた. CREW データモデル
において, 検索の基本となる処理を担当する関数が多数定義さ
れている. 関数には, 特定のドメイン内の処理を示す関数と, ド
メイン間を遷移する関数が存在し, これらの関数を組み合わせ
ることで, 検索式を構成する. これにより, 「ダイビングスクー
ルが近い宿のＨＰ」や「駅かバス停に近い病院」や「駅の分布
する範囲」など, 目的に応じた多様な検索機能を提供する. ま
た, GUI を提供し, 直感的に検索を行うことが可能である. 以
下, 2. 章では, 関連研究について, 3. 章では, CREW データモ
デルについて, 4. 章では, CREW 関数について, 6. 章では, 検
索例について, 5. 章では, 検索手順について, 7. 章では, 実装に
ついて述べ, 8. 章で特徴を述べる. そして, 9. 章で, まとめと
今後の課題について述べる.

2. 関 連 研 究
関連研究として, 地理条件を利用した検索に関する研究を示
す.

KyotoSearch は, まず, あらかじめ収集した Web ページを分析
する. 例えば, ある地理オブジェクトの関連ページから, 特徴的
なキーワードを抽出し, 名詞空間を地名空間と非地名空間とに
分け, その地名空間, 非地名空間, ウェブ情報空間の関連とそこ
から得られる地域の特徴, 地域の関連といった地域に関する二
種類の知識を得る. こうして得られた知識を使用して検索の支
援を行うことができる地理情報検索システムである [3] [4] 椎名
らは,Web ページ上の地理オブジェクト名の共起関係を用いて,
地理オブジェクトの共起回数を利用する方法と各地理オブジェ
クトを共起する地理オブジェクトをベクトルで表現しそのベク
トルの類似度を計算する方法により, 地理オブジェクトの関連
度を計算し, 地理オブジェクトを関連づける方式を提案してい
る [5].

Digital City の GeoLink も地域に関連した Web ページを検索
するシステムである. このシステムは Web ページを地図上に

プロットしており, ユーザは地図上の点を選択することで, Web
ページを閲覧する事ができる. Web ページは, カテゴリに分
類されており, ユーザは目的に合わせた検索を行うことが出来
る [6].
地理条件を文書を解析することによって, 文書中の地理情報を
取得しようという研究は多く見られる. 相良らは, 文書中の地
名や座標といった地理情報を表現する XML 記述として＜ spa
＞表現を提案している [7].
また, McCurley はページに含まれる地名に加え, 住所・郵便番
号・電話番号などを用いることで Web ページから地図へのマッ
ピングを行った [13].
しかし, 本研究は空間・実体・Web を統合したデータモデルを
提案するものであり, Web ページの文書的な内容については言
及しない. また, 検索における対象・条件を地理情報に限ってお
らず, その点でこれらの研究と異なっている.

3. CREW データモデル
本研究では空間・実体・Web という３つ組のデータベースを
統合するデータモデルを提案する. このデータモデルを各デー
タベース（Coordinates・Entity・Web）とデータベースを関連
づける関係 (Relation) の頭文字を取って CREW データモデル
と名付けた (図 2 ) .

3. 1 Coordinates
Coordinates は空間を表すドメインである. 北緯 15 度, 東経
125 度の点から 5km 以内の領域といった地理的な 2 次元の領
域を表す.

3. 2 Entity
Entity は実体を表すドメインである. 名称・住所・電話番号・
定休日などの, あるオブジェクトに関する一般的な情報を持つ.

3. 3 Web
Web は Web ページの集合を表すドメインである.

4. CREW 関数
CREW データモデルにおいて, 検索の基本となる処理を担
当する関数が多数定義されている. 関数には, 特定のドメイン
内の処理を示す関数と, ドメイン間を遷移する関数が存在する.
ドメインと CREW 関数との関係を表したものが図 3 である.

• circle(center, range)
中心座標 (center), 半径 (range) を引数として，円を領域とし
て返す．

• rectangle(point1, point2)
２つの座標点を引数として，２点を対角頂点とする長方形を領
域として返す．

• near(C, r)
領域 (C) と距離 (r) を引数として与えることで，与えた領域
から距離 r 以内の領域を返す．

• mbr(C)
引数として与えた領域 (C) の最小外接長方形を領域として返す．
図 3 CREW 関数

LocalRank などはデータベーススキーマ間を Web におけるリ
ンクの概念をデータベースに拡張したもので関連付けているが,
本研究では関数によって関連付けている [8]. 以下に関数の具体
例を示す.

4. 1 関 数 名
関数名には, 正式名称, 短縮名称, 共通名称 が存在する. 短縮
名称は正式名称と 1 対 1 で対応している. 共通名称はドメイン
間でオーバーロードされている関数に共通して付けられている
いる名称であり, 引数のドメインによって適切な呼び出される.

(短縮名称と共通名称は存在しない関数もある.) 例えば, Entity
の表示を行う関数である display entity(E) の場合

• 正式名称: display entity(E)
• 短縮名称: disp ent(E)
• 共通名称: display(E)
となっている. 共通名称の display はドメイン間でオーバー
ロードされている表示関数であり, 引数として Web ドメイン

• centroid(C)
引数として与えた領域 (C) の重心座標を返す．

• union area(C1 , C2 ) : uni area : union
２つの領域 (C1 , C2 ) を与えることで，２つの領域の和 C =

C1 ∪ C2 を領域として返す.
• minus area(C1 , C2 ) : : minus
ある領域 C1 から C2 を取り除いた領域 C = C1 − C2 を返す．

4. 4 Web 関数
• get web(strU RI) : : get
引数として与えた URI の Web ページ w を返す．

• search web(strQuery) : : search
引数として与えた文字をクエリとして検索エンジンに与えるこ
とで得られた Web ページ集合を返す．

• link to(W )
引数として与えた Web ページ集合 (W ) に対してリンクを貼っ
ている全ての Web ページの集合を返す．リンク集合 E に含ま
れる全てのリンク (w1 , w2 ) に関して，w1 ∈ W となる w2 の
集合を返す．

が与えられた場合は, display web が, 引数として Coordinates
ドメイン が与えられた場合は, display coordinates が, それぞ
れ呼び出される.

4. 2 Entity 関数
• search entity(strCond) : search ent : search
search entity 関数は引数に cat=’ 駅’ と言った SQL の WHERE
句を条件として与えることで，全ての Entity の中から条件が
真になる Entity 集合 E を返す.

• select entity(E, strCond) : sel ent :
Entity 集合 E と条件を引数として, その Entity 集合の内，条
件が真となる Entity のみを残して返す.

• union entity(E1 , E2 ) : uni ent : union
２つの Entity 集合を合わせた Entity 集合 E = E1 ∪ E2 を
返す．

• minus entity(E1 , E2 ) : minus ent : minus
ある Entity 集合 (E1 ) から Entity 集合 (E2 ) を取り除いた

Entity 集合 E = E1 − E2 を返す．
4. 3 Coordinates 関数
• point(nl, el)
引数として与えた，北緯 (nl) と東経 (el) の座標点を返す．

link to(w1 ) = {w2 |(w1 , w2 ) ∈ E}
• link from(W)
引数として与えた Web ページ集合 (W) からリンクが貼られて
いる全ての Web ページの集合を返す．リンク集合 E に含まれ
る全てのリンク (w1 , w2 ) に関して，w2 ∈ W となる w1 の集
合を返す．

link f rom(w1 ) = {w2 |(w2 , w1 ) ∈ E}
• union web(W1 , W2 ) : uni web : union
２つの Web ページ集合を合わせた Web ページ集合 W =

W1 ∪ W2 を返す．
• minus web(W1 , W2 ) : : minus
ある Web ページ集合 (W1 ) から Web ページ集合 (W2 ) を取り
除いた Web ページ集合 W = W1 − W2 を返す．

4. 5 ドメイン遷移関数
ドメイン遷移関数とは，入力と出力が異なるドメインである
関数である．

• exist(E) → C
Entity ドメインから Coordinates ドメインへ遷移する関数．
Entity 集合 E を引数として, 各 Entity の存在する座標の集合

C を返す．
• within(C) → E
Coordinates ドメインから Entity ドメインへ遷移する関数．領
域 C の範囲内に存在する Entity 集合 E を返す．

• of f icial(E) → W
Entity ドメインから Web ドメインへ遷移する関数．Entity 集
合 E の各公式ページの集合 W を返す．

• domain2point(W ) → C
Web ドメインから Coordinates ドメインへ遷移する関数．Web
集合 W の各 Web ページの URL のドメイン (例:example.jp)
に対応する座標の集合を領域 C として返す．URL から座標を
得る研究として Carolyn らは Whois・ccTLD・IPtoLL の３つ

図 4 ドメイン遷移

のデータベースを相互補完的に使用することで 80 ％の URL か
ら正しい座標を得ることが出来たと報告している [10]．

4. 6 表 示 関 数
各ドメインに対応した表示関数存在する．

• display entity(E) : disp ent : display
Entity 集合 E を表示する．
• display coordinates(C) : disp coordinates : display
領域 C を表示する．

• display web(W ) : disp web : display
Web ページ集合 W を表示する．

5. 検 索 手 順
本研究の CREW データモデルにおいて, CREW 関数 (4. 章)
を組み合わせることで検索を行う. 基本的に, 関数の返り値を
次の関数の引数として順に与えることで検索を行う. 例として
「駅に近いホテルの HP」を検索する際の検索手順を示す. この
駅は特定の駅を表す物では無く, 任意の駅を表す.「首里城駅付

与えることで, 「駅に近いホテルの公式ページ集合」を得る. ド
メインは Entity から Web へと遷移した.
（ 7 ） disp web 関数に,Web ドメインである「駅に近いホテ
ルの公式ページ集合」を引数として与えることで, 駅に近いホ
テルの公式ページが検索結果として提示される.
このようにドメインを遷移することで検索を行うことができ
る. その遷移の様子を図で表した物が図 4 である.

5. 1 CREW 検索式
検索における一連の流れを式で表す. 次に 5. 章で検索手順
を示した例に対応する式を以下に示す.「0.5」は「近い」に相
当する距離を表している. この値を変えることでユーザは任
意の範囲を検索することが可能である. この式を CREW 検
索式と呼ぶ. これは関数型の問い合わせ言語である. 関数型
の問い合わせ言語としては DAPLEX などが知られている [9]

disp web(of f icial(sel ent(within(near(exist(
search ent(cat =0 駅0 )), 0.5)), cat =0 宿泊0 )));

近のホテル」といった簡易な領域対象とした検索は既存のサイ
トで行う事が可能であるが, この例で言う「（任意の）駅の近く
のホテル」といった複雑な領域を対象とする検索は既存のサイ
トでは行うことができない.
（ 1 ） search entity 関数に引数として「cat=’ 駅’」を条件と
して与える. これによりカテゴリが駅である Entity 集合を得
る. ドメインは Entity.
（ 2 ） exist 関数に引数としてカテゴリが駅である Entity 集

6. 検 索 例
関数を組み合わせることで多様な検索が可能となる. 以下に
検索例と CREW 検索式を示す.

• 駅の分布している範囲を調べる
disp coordinates(mbr(exist(search ent(cat =0 駅0 ))));
• 首里城の公式ページに対してリンクを貼っているページ

合を与える. これによりカテゴリが駅である Entity が地理空間

を調べる

へマッピングされ, 駅の座標集合を得る. ドメインは Entity か

disp web(link to(of f icial(search ent(name =0 首里城0 ))));

ら Coordinates へと遷移した.
（ 3 ） near 関数に駅の座標集合と範囲としたい距離 r を引数
として与える. これにより「駅に近い領域」を得ることができ
る. ドメインは Coordinates.
（ 4 ） within 関数に「駅に近い領域」を引数として与える
ことで, 駅に近い領域にある Entity 集合を得る. ドメインは

• 指定した領域内にある病院を探す
disp ent(sel ent(within(rectangle(
point(21.5, 125, 5), point(21.7, 125.2))), cat =0 病院0 );
当然, 既存の検索サイトで行えるような検索も可能である.

• 那覇空港付近のホテルを探す
disp ent(sel ent(near(within(exist
(name =0 那覇空港0 )), 3), cat =0 宿泊0 );

Coordinates から Entity へと遷移した.
（ 5 ） select entity 関数に「駅に近い領域にある Entity 集
合」および, 条件「cat=’ 宿泊’」を引数として与えることで,
「駅に近いホテルの集合」を得る. ドメインは Entity.
（ 6 ） official 関数に「駅に近いホテルの集合」を引数として

7. 実

装

本研究で提案する CREW 検索システムの実装を行った. 沖
縄のホテル・飲食店・駅などの情報がデータベースに格納され

図 5 CREW システムフロー

ている. Enitity テーブルにそれらの名称・住所といった一般的
図 6 GUI

な情報が格納されている. Entity テーブルの属性は以下の通り

• eid:ID
• name:名称
• address:住所
• tel:電話番号
• oyear:創立年
• open:営業時間

図7 アイコン

• holiday:定休日
• cat:カテゴリ
また, 実装環境は以下の通り

• PHP 4.3.9
• Apache 2.0
• MYSQL 4.0.21
• FLASH 8
図8 配

• ActionScript2.0

置

7. 1 システムフロー
図 5 に実装した CREW システムのフローを示す. ユーザは

結ばれているアイコンの入力となる. これが, 関数の戻り値が

図 6 のようなユーザインタフェースを使用する. 関数がアイコ

次の関数の引数になっていることを意味している. １つの出力

ンになっており, 使用する関数を並べ, コネクタで結ぶことで関

部から複数の入力部に対してコネクタを結ぶ事も可能であるが,

数による処理の流れを表す. これによって検索式が生成され, シ

入力と出力のドメインは同じで無くてはならない.

ステムに送られる. システムは検索式に従って順に処理を行い,

7. 2. 3 配

図 12 のような検索結果をユーザに返す.

検索を行うユーザは検索に使用したい関数に対応するアイコ

置

7. 2 GUI

ンをドラッグアンドドロップで配置し, コネクタで結ぶ. 「駅に

CREW 検索式を容易かつ直感的に作成するためのユーザイ

近いホテル」を検索する場合は図 8 のように配置する. （途中

ンタフェースを開発した. (図 6 ). パイプラインデータフロー

で分岐し, Web ドメインに遷移する前の Entity ドメインにお

型のインタフェースであり, 開発にあたり画像処理システムで

ける状態も出力している. ）

ある Khoros を参考にした [14].

7. 2. 1 ア イ コ ン
１つのアイコンが１つの CREW 関数 (4. 章) に対応する.
データは右方向に流れ, 左側に付いてる結合部が入力（引数）

これにより, 以下の CREW 検索式 ( 5. 1 章 ) が生成され,

CREW 検索システムに送られる.
disp web(of f icial(sel(within(near(exist(
search entity(cat =0 駅0 )), 0.5)), cat =0 宿泊0 )));

部であり, 右側に付いている結合部が出力部に当たる (図 7 ).

7. 3 CREW 検索システム

例えば near 関数の場合, 入力として, 領域 (Coordinates ドメ

CREW 検索システムは, GUI によって生成された CREW

イン) と距離 r を与えることで, 入力された領域から r 以内の領

検索式の処理を行う. 必要に応じて随時データベースに対して

域を出力する.

問い合わせを行う. 関数の処理内容については 4. 章の通りで

7. 2. 2 コ ネ ク タ
アイコン間を結ぶのがコネクタである. コネクタによってア
イコンの出力と入力が結ばれることで, あるアイコンの出力が,

ある. 特記する事項について以下に述べる.

7. 3. 1 地理空間の取り扱い
Coordinates ドメインにおける地理的領域については, 円お

図 10 ドメイン情報
図 9 判定アルゴリズム

よび長方形の集合によって表現した. この領域を表現する最小
単位を基本図形と呼ぶ. 各図形は形状（円 or 長方形）と位置
データ（円ならば中心座標と半径, 長方形ならば対角の二点の
座標）に加え, 「正負」と「重なり順」を情報として持つ. 正
負の負とは, その領域が空いている事を示すものであり, 領域
を「引く」minus area 関数などによって生じる. これにより,
例えば, 空港から 3km 以上〜5km 以内といったドーナツ形の
領域や, 駅から 0.5km 以内の領域は除くといった表現が可能と
なる. 重なり順は基本値が 1 であり, 重なり順が高い図形ほど
上にあることを意味し, ある領域内の全ての図形の重なり順は
連番とする. 領域を結合する union area 関数や minus area 関

図 11 検索結果 (Web)

数によって領域の結合が行われる際のアルゴリズムは,
（ 1 ） minus area 関数であれば, 結合する側の全ての図形の
正負を反転する.
（ 2 ） 結合する側の領域の各図形の重なり順の値に, 結合さ
れる側の図形の数を加える.
（ 3 ） ２つの領域に含まれる全ての図形の集合を持つ領域を
返す.
例えば，重なり順がそれぞれ (1,2,3) の図形を持つ領域 C1 に
対し，重なり順がそれぞれ (1,2,3,4) の図形を持つ領域 C2 を

union area 関数を用いて結合する場合，まず領域 C2 に含まれ
る図形の重なり順の値に領域 C1 の図形の数である 3 を加え，
それぞれ (4,5,6,7) とした後，２つの領域に含まれる全ての図形
の集合を持つ領域 C3 (1,2,3,4,5,6,7) を返す．次に, 例えば, ある
ホテルが, 指定した領域の範囲内であるかを判定するアルゴリ
ズムについて述べる. 指定した領域における重なり順が高い図
形から順に, 「対象」が含まれているかどうかを調べ, 全ての図
形に含まれていなければ, 含まれている図形があれば, その図形
の正負によって, 正であれば, 範囲内であると判断し, 負であれ
ば範囲外と判断する. その判定アルゴリズムをフローチャート
で表した物が図 9 である.
また, 図形の正負によって関数の処理が変わる. 例えば, 引数
として領域 C と距離 r を与えることで, その領域 C から距離 r
以内の領域を返す near 関数の場合, 図形が正であるならば, 与

えられた距離の量だけ領域を拡大し, 負であるならば, 領域を縮
小する.

7. 3. 2 domain2point 関数
Web ドメインから Coordinates ドメインへの遷移関数であ
る domain2point 関数は, Web ページの URL のドメイン (例：

example.jp) から, 対応する座標を返す関数であるが, 本研究
では, まず, JPRS の提供する WHOIS データベースに対して

Web ページの URL のドメインによる問い合わせを行う. 問い
合わせによる結果の例を図 10 に示す. こうして得られる情報
の内, 「郵便番号」を使用して, Yahoo!地図情報で検索を行う.
それによって得られた座標を Web ページの URL のドメインに
対応した座標として返す. なお, 可能なのは, 郵便番号がドメイ
ン情報として登録されている汎用 JP ドメイン名のみである.

7. 4 検 索 結 果
7. 2. 3 による検索結果を図 11, 図 12 に示す. Web ドメイン
の出力には Webnail を使用し Web ページのスクリーンショッ
トが並べられて表示している [11]. また, Entity ドメインの出
力には GoogleMaps API を使用し, 地図上の各 Entity の位置
にアイコンを表示し, 分布が直感的に判ると共に, 各アイコンを
選択することで, 詳細なデータが表示される. 表示する地図の範
囲・縮尺は表示する Entity 全体の位置から算出している [12].

図 12 検索結果 (Entity)

図 14 検索例（２）

図 15

関数の合成

応じて修正することや, domain2point 関数を修正し, より精度
図 13 検索例（１）

を上げるといったことが可能である.

8. 3 拡 張 性
7. 5 検 索 例

CREW 関数は, 任意に追加可能であり, 追加した関数は, 既

6. 章で挙げた例の内, ２つの検索例について, 検索結果を

存の全ての関数と組み合わせることができるため, 関数を追加

GUI によるアイコンの配置と, それによって生成された CREW

することで, 可能な検索の種類は指数関数的に増加する. その

検索式と共に示す.

点で CREW は非常に拡張性が高いと考えられる.

（ 1 ） 駅の分布している範囲を調べる (図 13)

9. まとめと今後の予定

（ 2 ） 那覇空港付近のホテルを探す (図 14)

8. 特

空間・実体・Web を統合するデータモデルの開発と実装を

徴

行った. 関数を組み合わせることでユーザの好みに応じた多様

CREW の主な特徴として以下が挙げられる.

な検索が可能であると言える. 今後の予定としては, 基本となる

8. 1 多 様 性

CREW 関数の追加や, CREW 関数を組み合わせ, １つの合成

CREW 関数の使用回数に制限は無い. そのため, 関数を組み

関数として定義することができる仕組みを実装すること (15).

合わせることで無限の検索を行うことが可能. 細やかな検索を

そして, 現在 Entity と Coordinates 間の関連づけをポイント

行うことができる.

ベース（１次元）で行っているが, これをエリアベース（２次

8. 2 独 立 性
基本的に各 CREW 関数は独立している. そのため, 他の関
数を意識することなく, 各関数それぞれを自由に修正すること
が可能である. 例えば, display entity 関数による出力を必要に

元）にすることなどを考えている.
文
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