
A6-2 外部関数を含むXMLパス表現に対する問合せ処理手法

永井 孝明† 石川 佳治†† 北川 博之††
†筑波大学システム情報工学研究科 ††筑波大学電子・情報工学系

tnagai@kde.is.tsukuba.ac.jp {ishikawa,kitagawa}@is.tsukuba.ac.jp

1 概要

近年，インターネット上における情報交換のための
データ記述言語として， XML (Extensible Markup
Language) が注目されている．XML の記述能力の高
さから様々な分野でデータ記述を XMLで行ない，イ
ンターネットを介して情報交換をするための技術開発
が行なわれている．その 1つに地理情報を XML で記
述するための手法がある．一方，大量の XMLデータ
の効率的な管理のためにXML サーバが用いられてお
り，一般にXML データの検索には XPath言語 [1]の
サブセット等がサポートされている．

今後インターネットにおける情報交換はますます盛
んになると考えられ，それに伴って，地理情報を XML
で記述したデータのような，さまざまな分野における
データが増大すると考えられる．そして，それらの
データを XMLサーバに格納して効率的に管理する場
合，通常の構造化文書に対する検索だけではなく，そ
のデータ固有の意味に応じた処理が必要になってくる．
しかし，XPath言語の サブセットなどではそのよう
なデータ固有の意味に応じた問合せを記述し，処理す
ることは困難である．よって，本研究では XPath に
汎用プログラミング言語により記述可能な外部関数を
導入して拡張し，その外部関数を含んだ問合せを効率
的に処理するための手法を提案する．

2 研究の背景と目的

2.1 XML データに対する問合せ

以下ではXML形式で記述された様々なドメインの
データに対する問合せ処理について述べる．対象とす
るデータの例として，G-XML[2]のような空間的なオ
ブジェクトを表現した地図データを用いる．図 1 に
その問合せ対象のデータ例を示す．最上位要素である
GeoSpace 要素は，地図データに記述されている各地
物データを表す GeoFeature 要素の並びから構成さ
れ，GeoFeature は category 属性，Property 要素，
Geometry 要素を持つ．category 属性は各地物の種
類 (領域，建物など)を表し，Property 要素は，地物
オブジェクトの名前を表す name要素，地物のタイプ
（学校，店などの各地物の種類よりも細かい分類）を
表す type要素，URL を表す url要素などから構成さ
れる．Geometry 要素は，点や多角形などの幾何形状
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を表す Point, Polygon 要素などから構成され，地物
データの幾何形状を表現する．各幾何形状の頂点の位
置は，Coordinates要素に記述された 2次元の座標値
によって決定される．図 1にはつくば市の領域と筑波
大学のみが明示されているが，以降の説明の際にはつ
くば市内の地図データが記述されているものとする．

<GeoSpace>
<GeoFeature category="area">

<Property>
<name>Tsukuba City</name>
<type>City</type>
<url>http://...</url>

</Property>
<Geometry>
<Polygon>
<Coordinates>16800000,14800000,...</Coordinates>

</Polygon>
</Geometry>

</GeoFeature>
...
<GeoFeature category="building">

<Property>
<name>University of Tsukuba</name>
<type>University</type>
<url>http://...</url>

</Property>
<Geometry>
<Polygon>
<Coordinates>17400000,19400000,...</Coordinates>

</Polygon>
</Geometry>

</GeoFeature>
...

</GeoSpace>

図 1: 地図データの XML 表現の例

図 1の XML文書に対して，以下のQ1の問合せを
する場合を考える．

Q1: つくば市の領域を表す多角形オブジェクトの情
報を抽出せよ．

この問合せの場合，“領域を表す地物であり，かつ名
前が ‘つくば市’であるような多角形”という条件を指定
すれば良いので，文書の構造やテキストに基づいた条
件を指定することによって記述できる．つまり，XML
文書中の地物の種類を表す属性categoryの値が，領域
を表す値 “ area ”であり，かつその地物の名前を表す
要素 nameの値がつくば市を表す値 “Tsukuba City”
であるような多角形 Polygon 要素を指定すれば良い
ことになる．
前述の XPathを用いてこの問合せ Q1を記述する

と，以下のようになる．

/GeoSpace/GeoFeature[@category = "area"]
[Property/name = "Tsukuba City"]/Geometry/Polygon
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このようにXPathなどを用いた既存のXML問合せ
言語では，要素内容や要素の親子関係などの，テキス
トや構造に基づいた条件を指定することによってQ1
のような問合せを記述することが出来る．
一方，以下の問合せを考える．

Q2: 与えられた多角形 (Polygon) 領域内に含まれる
学校の名前をすべて列挙せよ．

この問合せの検索条件として与えられる領域としては，
つくば市のある地区を表すような多角形領域が例とし
て考えられる．例では学校に関する情報も多角形領域
として表されていることから，この問合せは空間問合
せの一種である範囲問合せ (多角形間の包含関係に基
づく) を含んでおり，XML 文書を単なる構造を持っ
たテキストと捉える従来の XML問合せ言語ではその
記述は困難である．すなわち，問合せQ2を処理する
ためには，XMLデータ中の Pointや Polygonといっ
た空間データを表す文書要素を空間データとして認識
し，範囲問合せの条件を判定する述語を構造化文書の
検索において統合利用出来ることが必要となる．

2.2 本研究のアプローチ

XMLが今後データ記述言語として広く利用されるに
従い，様々なドメインでデータ記述形式として利用さ
れると考えられ，単なるテキストを記述したデータで
はなく各ドメインでの固有のセマンティクスを持った
データが増大してくると考えられる．よってそれらの
データをXMLサーバなどを用いて効率良く管理する
際には，それらのドメイン固有のセマンティクスに基
づいた問合せが必要になってくる．しかし，現在XML
サーバの問合せ言語として用いられているXPathのサ
ブセットなどでは，前述のようにテキストと構造に基
づいた問合せしか行えず，固有のセマンティクスに基
づいた問合せは困難である．よって本研究では，XML
データに対する問合せ言語として広く用いられている
XPathに対して外部関数を導入することにより，それ
らの問題を解決する．XML 問合せ言語への外部関数
処理機能の導入に関して，これまで我々の研究グルー
プでは，外部関数による拡張機能を導入したX2QL言
語の開発とそのG-XML問合せ処理についての研究を
行なってきた [3, 4]．本稿で提案するアプローチは，こ
れらの研究と関連しているが，XPath のサブセット
をベースにユーザ定義の外部関数の支援機能の実現を
図るという点が特徴となっている．
一方，XMLデータに対する問合せを効率良く処理

する手法として，構造化文書に対する検索モデルが
利用されている．その中でも特に後述する Proximal
Nodesモデル [5]は XMLデータに対する問合せの多
くを表現できるという表現能力と，索引などを用いて
効率的に処理することができるという効率の面でバラ

ンスが良いと考えられる．特に地図データに対する問
合せ要求の場合には，空間問合せ等が含まれるため，
空間索引が利用出来れば高速に処理することができる．
以上のことから本研究では，XPath に外部関数を

導入した問合せを効率良く処理するための処理系の
開発を目的とする．具体的には，外部関数を含んだ
XPathを Proximal Nodesモデルに変換して処理する
が，Proximal Nodesモデルには外部関数を含んだ問合
せを処理することができないため，外部関数の概念を
導入する．本研究では主に，外部関数を含んだXPath
から Proximal Nodesモデルへの変換規則を提案する．

3 XPathへの外部関数導入

3.1 XPath

ここではXPath [1]について説明する．XPathは木
構造のXMLデータ中の特定の部分をパス式によって
指定するための言語であり，XMLデータをツリー構
造を持ったノードの集合として表現する．各ノードに
は，それぞれ型，名前，値がある．ノードの型には，
ルート，要素，属性，テキストなどがあり，名前には
要素名や属性名など，値には属性値やテキストなどを
持ちうる．また，ノード間の関係としては親子関係と
従属関係があり，要素同士の場合は親子関係，要素と
属性の場合は従属関係となる．
次に，XPathの構文について説明する．XPathの

構文は “/”で区切られたロケーションステップの連な
りから構成されており，各ロケーションステップは以
下のように，軸，ノードテスト，0以上の述語から構
成されている．

軸::ノードテスト [述語]...[述語]

軸は，評価の起点となるノード（コンテクストノード）
からXMLのツリーを探索する方向を指定する．例え
ば，child, parent, attributeなどの軸は，各々ツ
リーをコンテクストノードから子ノード，親ノード，
属性ノードの方向へ探索する．
ノードテストは，軸で指定された方向の中で特定の

ノードを指定するために使用され，ノードの名前など
を指定する．述語は軸とノードテストによってノード
集合が選択された後，さらにそのノード集合に対して
条件を指定するときに用い，要素もしくは属性の存在
やその値による条件付けなどを記述する．
以下に図 1 のデータに対する XPath の記述例を

示す．

/child::GeoSpace/child::GeoFeature
[attribute::category ="area"]

この問合せは，ルートノードを起点ノードとして起点
ノードの子のノードのうち名前が GeoSpace である
ノードを選択し，次にそのノードの子のノードのうち
名前が GeoFeature であるノードを選択し，そのノー
ドのうち従属している属性ノードの値が “area”であ
るノードのみを結果として選択する．つまり，ルー
トの子要素の GeoSpace要素の子要素の GeoFeature
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要素のうち，属性値が “area”である GeoFeature要
素を抽出する．また XPathには省略記法があり，ロ
ケーションパスにノードテストしか記述しない場合
“child::ノードテスト”を意味し，“@ノードテスト”
は “attribute::ノードテスト”を意味する．よって，
XPathの省略記法を用いるとこの問合せは以下のよう
に略記できる．

/GeoSpace/GeoFeature[@category = "area"]

3.2 外部関数の導入方式

現在策定中の XPath 2.0 [6] は XQuery [7] に包含
されることから，XQueryの実行環境における XPath
は，XQuery で定義されたユーザ定義関数を利用する
ことが可能となると考えられる．しかし，XQuery で
ユーザが定義可能な関数は XQuery の構文で記述可
能な処理に限られているため，包含関係の判定のよう
な複雑な処理を XQuery のユーザ定義関数で記述す
ることは困難である．また，XQuery 以外の言語で記
述された外部関数の利用に関しては，現在は議論の段
階にとどまっている．よって，本研究ではユーザ定義
関数として外部関数も導入可能にし，この外部関数を
ユーザが記述，定義することによって，ユーザ定義関
数を与えるアプローチをとる．
ここでは XPath のユーザ定義関数として外部関数

を導入可能にする手法について説明する．外部関数を
利用するためには，外部関数の定義と実装を与える必
要がある．外部関数の実装は，Java 等の汎用プログ
ラミング言語によって外部プログラムとして与える．
また，外部関数定義とは，外部プログラムとして与え
られる外部関数実装を問合せ中で利用可能にするため
の情報記述を指し，図 2にその定義構文を示す．

default namespace "名前空間を含む URI"
namespace 名前空間名 = "名前空間を含む URI"
schema "[スキーマを含む URI リスト]"
declare-func 型名 関数名 ([ 引数リスト ])
defined-by "関数実装を含む URI"

スキーマを含む URI リスト ::= スキーマを含む
URI [, スキーマを含む URIリスト]*
引数リスト ::= 型名 引数名 [, 型名 引数名 ]*

図 2: 外部関数定義

namespace 節では，外部関数の利用する名前空間
とその名前空間が記述されている URI を宣言する．
default namespace節は，名前空間の宣言が無い場
合の名前空間の場所を宣言する．schema節は，外部
関数の引数として与えられる XML データのスキーマ
を宣言する．declare-func節では，外部関数の返値
のデータ型，関数名，引数名およびそのデータ型を宣
言する．defined-by節ではその関数の実装を含む URI
を宣言する．XML データ中の XML フラグメントが
表す多角形が文字列で与えられた多角形領域内に含ま
れるかどうかを判定する外部関数 geo:contained()

の定義を以下に示す．

default namespace "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
namespace geo = "http://www.sample.co.jp/geo"
schema "http://www.sample.co.jp/geo

http://www.sample.co.jp/schemas/geo.xsd"
declare-func boolean geo:contained(geo:polygonType $poly,

string $region)
defined-by "http://www.sample.co.jp/geo#contained"

図 3: 外部関数の宣言の例

この外部関数定義は，名前空間 geo の外部関数
contained()が polygonType型，および string型
の XMLデータを引数とし，boolean型を返す関数で
あることなどを宣言している．
このようにして外部関数を導入可能とすることによ

り，先に示した問合せ例 Q2は XPathの構文内から
関数を呼び出すことによって以下のように記述される．

/GeoSpace/GeoFeature[Property/type = "school"]
/Geometry[geo:contained(Polygon, "16300000,

25500000,...")]
/Property/name

4 Proximal Nodes モデルへの外部関数導入

本研究では，前節のように外部関数を導入可能にし
た XPath 記述を，Proximal Nodes モデルをベース
として拡張した検索モデルに変換することによって問
合せ処理を実現する．XPath 記述をその検索モデル
に変換し，Proximal Nodes モデルベースの問合せと
して解釈することで，索引を使ったボトムアップの検
索が可能になり効率的な検索が行える．また外部関数
を用いた空間問合せに対しても，空間索引を利用する
ことにより効率的な検索が可能である．
変換対象とする XPathについては，提案する検索

モデルに変換可能な XPath のサブセットとし，その
具体的な内容については 5 節で述べる．

4.1 Proximal Nodes モデル

構造化文書の検索モデルに関しては，XMLの出現
以前から，SGMLなどを対象として多くの研究が行な
われてきた [8]．構造化文書に対する検索モデルは，文
書の内容と構造に基づく検索条件を同時に指定して検
索できる点を特徴としており，XML の分野における
XPathなどの言語と対応づけることができる．一般的
にいって，既存の構造化文書検索モデルは，XQuery
などの XML問合せ言語に比べ表現能力の面で劣るが，
より効率的な処理が可能であり，高レベルなXML 問
合せ言語処理系を実現する際の検索サブシステムとし
ても利用可能と考えられる．
本研究では，外部関数を含んだ XPath記述をProx-

imal Nodes モデルをベースとした検索モデルに変換
して処理を行う．Proximal Nodes モデル [5] は，構
造化文書に対する検索モデルの中でも，表現能力と効
率の面でバランスが良いとされるモデルである．要素
や属性，テキスト等の指定によって，ある条件を持つ
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XMLデータ を抽出するといった，一般的な問合せを
記述可能な表現能力を持ち，かつ索引の利用によって
効率良く検索を行うことができる．

Proximal Nodes モデルの特徴は効率を意識した演
算体系にあり，転置ファイルなどの索引に基づいて検
索式の評価に必要な部分的な文書要素が特定できると，
それをもとにボトムアップに検索結果が構成できる点
にある．また，演算子の体系が整理されていることか
ら，最適化などの効率化が行える余地が存在する．

Proximal Nodes モデルでは，構造化文書をノード
(以降 PN ノードと呼ぶ) で表現する．PN ノードに
は構造化文書上のテキスト領域であるセグメントが対
応づけられる．上位の PNノードのセグメントは，文
書構造に基づいて，子孫の PNノードのセグメントを
包含し，テキスト階層を構成する．構造化文書の文書
要素 (例: Polygon) については，その出現に応じて対
応するセグメントが文書中に複数個存在し得ることに
なる．また，文書中に現れるテキストのパターン (例:
“Tsukuba”) に対しても，その出現箇所に応じてセグ
メントの集合が対応づけられる．

Proximal Nodes モデルには，以下の 3種類の演算
子が存在する．

1) テキストパターン照合演算子: 実際には，テキス
トパターン照合の言語は Proximal Nodes モデル
自体では定義されておらず，想定されるパターン
が与えられたときセグメントの集合を返すような
サブ言語を，実装環境に応じて与えるものとされ
ている．ここでは，たとえば “Tsukuba”というパ
ターンに対し対応するセグメントを返すような，
基本的なサブ言語が存在すると想定する．

2) 文書構造に基づく検索のための演算子: たとえば
chapter などの文書要素名の指定がこれに相当
する．評価結果として，その文書要素名に対応す
るセグメントの集合が得られる．

3) 部分検索結果の統合: 表 1に，この種の演算子の
例を示す．[5] では他の演算子も定義されている
が，ここでは，後で利用する演算子のみに限定し
て示している．図中の P , Q は，それぞれセグメ
ントの集合を表している．

Proximal Nodes モデルの特徴は，上記 1), 2)の演
算子集合により，まず検索対象となる部分文書 (セグ
メント)の集合を確定し，次いで 3)の演算子集合を用
いてボトムアップに検索結果を構築する点にある．1),
2)の処理では通常，テキスト索引などが利用されるた
め，文書全体にアクセスせず必要な箇所の特定が可能
となる．3)の統合処理を行う演算子は，セグメントが
近隣に存在するノード間の処理のみを扱うように限定
されており，評価の際の効率化が図られている．
以下に，簡単な Proximal Nodes モデルの例を示す．

演算子 意味 (例)
P inQ Q 中のあるノードに含まれるような P 中の

ノードの集合 (figure in section)

P with Q Q 中のノードを含むような P 中のノードの
集合 (section with "information")

[s] P childQ Q のあるノードの子であるような P のノー
ドの集合．[s] は結果に含めるべきノードの
位置の範囲で，デフォルトは [0..last-1]．
([3..5] title child chapter)

P parentQ テキスト階層中で Q のあるノードの親であ
るような P のノードの集合．

P afterQ P のセグメントで，その開始がQのあるセグ
メントの終了より後であるものの集合．(list
after figure)

P before Q P のセグメントで，その終了が Q のあるセ
グメントの開始より前であるものの集合．

P + Q P と Q の和集合 (figure + list)

P − Q P と Q の差集合 (chapter − (chapter
with figure))

P same Q P 中のセグメントで，Q 中のあるセグメン
トと一致するものの集合．

表 1: Proximal Nodes モデルの演算子

Polygon child Geometry

Polygon と文書要素名を指定することにより，
Polygon という文書要素名を持つセグメントの集合
が得られる．Geometry も同様にして，Geometry と
いう文書要素名のセグメントの集合が得られる．演算
子 child はこれら 2つの結果に対して演算を行い，結
果としてセグメントの情報を基に Geometryを子ノー
ドに持つ Polygon要素のセグメントの集合を返す．

4.2 外部関数の導入による拡張

本研究で提案する手法では外部関数を含む XPath
記述を Proximal Nodes モデルをベースとした検索モ
デルに変換して処理を行うが，Proximal Nodes モデ
ルには外部関数の概念がないため，外部関数を導入可
能にする拡張を行い，外部関数を含んだ XPath 記述
の変換を可能にする．

Proximal Nodes モデルの演算子に加えて，新たに
ex-funcall()という外部関数を呼出すための演算子
を導入する．この演算子の定義を以下に示す．

ex-funcall("関数名", [引数リスト])

引数リスト ::= "引数名" [, "引数名" ]*

演算子の第 1引数には外部関数名を指定し，第 2引数
以降に外部関数の引数を指定する．この外部関数の呼
出しは外部関数モジュールに渡され，検索処理が行わ
れる．外部関数評価モジュールの役割は，指定された
外部関数に対する実装をもとに，指定された文書要素
に対して指定された条件が成立するかを判定し，条件
が成立した場合にはそのセグメントを返すことになる．
最終的には ex-funcall() を呼出した結果としてセ
グメントの集合が得られるため，Proximal Nodes モ
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デルのセマンティクスと同様にこの結果をもとにボト
ムアップに問合せ実行処理が行われる．
以下に ex-funcall()を含む Proximal Nodes モデ

ルの記述例を示す．

type with ex-funcall("geo:contained",

"Polygon", "16300000, 25500000,...")

この例は，先に示した geo:containedという外部関
数を含む例であり，ex-funcall演算子は第 1引数に
指定された geo:containedという名前の外部関数を
呼出す．この外部関数は，第 2引数に指定された文書
要素のうち，第 3引数に文字列として指定された多角
形の領域に包含される文書要素のセグメントを返す関
数であるため，結果としては第 3引数に指定された多
角形領域に空間的に包含される Polygon要素のセグ
メントが得られる．一方，typeによって type要素の
セグメントの集合が得られる．これらに対して with

演算子を適用することによって，指定された多角形領
域に包含される Polygon要素を子孫として含む type

要素のセグメントの集合が得られる．

5 問合せ変換方式

本節では，外部関数を含む XPath 式の問合せ処理
方式について述べる．まず，5.1節では，XPath 式を
Proximal Nodes 式に変換する変換方式について述べ
る．

5.1 XPath式からProximal Nodes式への変換

変換のアプローチ 本節では，与えられた XPath式
を Proximal Nodes 式に変換し，トップダウンの処理
を要求する XPath問合せをボトムアップな Proximal
Nodes の問合せに変換する方式を示す．XPath の問
合せは巡行 (navigation)に基づく処理によって実行す
るものと定義されており，XML 文書の木構造をたど
りながら処理を適用することが実行のモデルとなって
いる．しかし，このようなアプローチでは，索引の利
用や集合指向 (set-oriented) の効率的な処理を適用で
きない．そこで本研究では，Proximal Nodes モデル
に基づくボトムアップな処理に変換することにより，
効率的な問合せ処理の実現をはかる．

XPath と Proximal Nodes モデルにはセマンティ
クスの違いが存在するため，XPath のすべての構文
を Proximal Nodes に変換することはできない．し
かし，以下で示す変換ルールは，XPath における検
索で用いられる主要な問合せパターンをカバーしてい
る．以下で述べる変換ルールは Philip Wadler による
XPath のセマンティクス記述 [9] を参考に Proximal
Nodesモデルに対する独自の拡張を図ったものである．
XPath については，その仕様は自然言語による文書
として定義されており [1]，フォーマルな意味での定義
としては十分でない．上記のセマンティクス記述は，
XPath の一部の構文について，表示的意味論 [10]に

よりそのセマンティクスを与えている．本研究ではこ
のセマンティクス記述を拡張することにより，XPath
式の Proximal Nodes 式への変換ルールを記述する．
これらのルールで変換を定義する構文が，本論文で支
援を想定しているサブセットの XPath 言語である．

XPath パターンの変換 まず，図 4に，XPath の与
えられたパターンに対する変換ルールを示す．この変
換ルールは本節における変換処理の中心となるもので
ある．ルールの表記において，E を XPath 式とした
とき，[[E]]はその変換結果である Proximal Nodes 式
を示している．セマンティック関数 S は，軸と XPath
のパターンを第 1，第 2引数とする点は共通であるが，
Wadler のセマンティクス関数と異なり，第 3引数は
構造ノード名 (SNodeName) である．構造ノード名
は Proximal Nodes モデル上の概念であり，XML に
おける要素名，属性名に対応しており，スキーマで定
義された文書構造に応じて構造ノード名間に親子関
係，先祖・子孫関係が定義される．変換ルールの出力
は Proximal Nodes モデルの式であるが，Proximal
Nodes 式を評価するとセグメントの集合が得られるこ
とから，出力の型は Set(Segment) となる．

S : Axis → Pattern → SNodeName

→ Set(Segment)

Sa[[p1|p2]]x = Sa[[p1]]x + Sa[[p2]]x (1)

Sa[[/p]]x = Sa[[p]]Root (2)

Sa[[text()]]x = Text A[[a]] x (3)

Sa[[p1/p2]]x = Sa[[p2]]x1 child x1,

ただし，x1 = Sa[[p1]]x (4)

Sa[[a1 :: p1]]x = Sa1 [[p1]]x (5)

Sa[[n]]x =





n A[[a]] x x が P [[a]] を A[[a]]として

名前 n で有するとき
error それ以外

(6)

Sa[[∗]]x = Sa[[n1]]x + · · · + Sa[[nm]]x

n1, . . . , nm は x の A[[a]]で，
ノード型が P [[a]] であるものすべて (7)

Sa[[p[q]]]x = [q]Sa[[p]]x, ただし，q は数値 (8)

Sa[[p[q]]]x = x1 with Qa[[q]]x1

ただし，q が数値以外を返す式のとき．
x1 = Sa[[p]]xとする． (9)

Sa[[@n]]x = Sa[[attribute :: n]]x (10)

Sa[[@∗]]x = Sa[[@n1]]x + · · · + Sa[[@nm]]x

@n1, . . . , @nm は x の A[[a]] で，属性
であるものすべて (11)

図 4: XPath パターンに対する変換

図 4の変換ルールについて説明を行う．ルール (1)
は論理和表現に関する変換ルールであり，単純に分解
した結果を評価した 2つのセグメント集合の和集合を
とる操作として実現される．ルール (2)はルート直下
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のパターンに関する変換ルールを示している．ここで
現れる Root は，ルート要素を表す特殊な構造ノード
名である．ルール (3)における Text は XML のテキ
ストノードに対して仮想的に存在する構造ノード名で
あるとする．
ルール (4)は連接するパスに関する変換ルールであ

り，Proximal Nodes モデルの child 演算子を用いた
問合せに変換される．パスの長さが 3個以上の場合，
たとえば A/B/C というパスに対しては，p1 = A/B,
p2 = C というパターン照合と p1 = A, p2 = B/C とい
うパターン照合が可能であるが，この場合にはどちら
も正しいマッチングであるため，それぞれに対する変
換が可能である．このため，変換規則を可能な限り適
用していくと，枝分かれして多くの変換結果が得られ
ることになる．なお，Sa[[p2]]x1 の評価結果であるそ
れぞれのセグメント集合が Sa[[p1]]x の評価結果であ
るセグメント集合のいずれかに含まれることがスキー
マ上から明らかな場合，

Sa[[p1/p2]]x = Sa[[p2]]x1 ただし x1 = Sa[[p1]]x

と簡略化してよい．これはたとえば，p1 = GeoSpace,
p2 = GeoFeature という文書要素に対し
GeoFeature/GeoSpace というパターンが与えら
れたときに，GeoFeature が GeoSpace の子要素とし
てしか現れないことがスキーマ上保障されている場
合に相当する．
次にルール (6)について説明する．詳細は図 5に示す

が，このルールに現れる Aとは，軸をとり，Proximal
Nodes モデルの文書構造に関する演算子名を返す補助
関数であり，一方，P は，軸をとり，ノードの型を
返す補助関数である．このルールの意味は，たとえば
Schild[[Person]]Root が変換対象として与えられた際，

スキーマ上で，Root が P[[child]] = Element

を A[[child]] = child として，名前 Personで
有しているならば，Person A[[child]] Root を
Person child Root に変換する．

すなわち，

スキーマ上で，Root が Person という名の子
要素を有するならば，Person A[[child]] Root
を Person child Root に変換する．

と解釈する．なお，ルール (6)において，n に対応す
るセグメント集合の各要素が x に対応するセグメン
ト集合のいずれかの要素に対し関係 n A[[a]] x を有す
ることがスキーマ上から明らかな場合，

Sa[[n]]x = n

と簡略化してよい．たとえば，上の例で，Person が
Root の下にしか現れないことがスキーマ上保障され

ている場合，Schild[[Person]]Root = Person と変形で
きる．

A : Axis → Operator

A[[child]] = child

A[[parent]] = parent

A[[descendant]] = in

A[[ancestor]] = with

A[[attribute]] = child

P : Axis → Nodetype

P [[child]] = Element

P [[parent]] = Element

P [[descedant]] = Element

P [[ancestor]] = Element

P [[attribute]] = Attribute

図 5: 変換ルールの補助関数

ルール (8)とルール (9)は同じ XPath パターンを
対象としているが，条件節中に現れる q が数値をと
るか，それ以外の値を取るかで分岐することになり，
XPath のセマンティクスの不透明な部分が影響して
いる部分である．まず前者については，数値 q を指
定された場合には，q 番目の子ノードを選択すること
を指定していることから，Proximal Nodes モデルの
“[ ]” 演算子に変換する．なお，XPathでは q として
単なる数値ではなく数値を返す任意の式を記述可能で
あるが，これについては本研究では今後の課題として
いる．一方，後者については，後述する変換ルール Q
を用いる．Q は，軸，条件，構造ノード名をとり，構
造ノード名に対し条件を適用した際に得られるセグメ
ントの集合を返す関数である．Proximal Nodes モデ
ルの with 演算子を用いることで，この結果のセグメ
ント集合によるフィルタリングが可能となる．

条件部の変換 次いで，条件部に関する変換ルールを
図 6に示す．ルール (12)，ルール (13)は，それぞれ論
理和，論理積に関する変換ルールである．ルール (14),
(15), (16)は，同じパターンを共有しているが，p と
して与えられた内容がビルトイン関数であるか，外部
関数であるか，それ以外か (たとえば要素名) に応じ
て分岐する．ルール (14)の p がビルトイン関数の場
合には，builtin-funcall 関数を実行時に呼び出す
ように設定する．その引数は関数名 p とセグメント集
合 x である．ルール (15)の p が外部関数名であると
き，まず get datatype関数により，セグメント集合 x

がスキーマ上でとるデータ型を取得するものとする．
データ型の情報を入手する理由は，外部関数 p との
型の整合性を調べるためである．p が関数名でない場
合，ルール (16)を適用する．これは，セグメント集
合 x の子に p という名の子があるかどうかを調べる
というルールとなる．
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Q : Axis → Qualifier → SNodeName → Set(Segment)

Qa[[q1 or q2]]x = Qa[[q1]]x + Qa[[q2]]x (12)

Qa[[q1 and q2]]x = Qa[[q1]]x is Qa[[q2]]x (13)

Qa[[p]]x =

if p は XPathのビルトイン関数の呼出し then

builtin-funcall(p, x) (14)

else if p は外部関数の呼出し then

type = get datatype(x)

// p と type の整合性をチェック
args = exfun parse(p)

// 外部関数呼出し p から引数リスト作成
ex-funcall(x, args) (15)

else // p が要素名などの場合

Schild[[p]]x (16)

図 6: 条件部に関する変換ルール

条件部が比較演算子を含む場合，すなわち，
Qa[[q1 op q2]]x (op ∈ {=, ! =, <, >, ≤,≥}) につい
ては，XPath の仕様により照合条件が複雑になる．
よって，図 6 とは別に詳しく述べる．以下のように
場合分けして説明する．

1. q1 がノード集合に対応し，q2 が文字列の場合:

(a) op = ’=’ のとき:

x with (Sa[[q1]]x same q2) (17)

と変換する．たとえば，

Qa[[author/lname = ”Tanaka”]]Book

→ Book with (Sa[[author/name]]Book

same ”Tanaka”)

となる．このルールは，一つの Book 要素
の下に author 要素が複数現れる場合にも
対応している．

(b) op = {!=, <, >, ≤, ≥} のとき:

x with comp as str(Sa[[q1]]x, q2, op)
(18)

という関数呼出しを含む文に変換する．こ
の関数 comp as str(S, str, op)は，実行時
に呼び出される．与えられたセグメント集
合 S の各要素セグメント seg ∈ S に対応す
る文字列を索引などを利用して入手し，与
えられた文字列 str と op の関係が成立する
かを調べる．成立した場合には，seg を結果
に含める．最終的に，条件を満たすセグメ
ントの集合を返す．

なお，x のあるセグメントに対する q1 が表
すセグメントがただひとつに限定できる場
合には，

x −Qa[[q1 = q2]]x (19)

と変形できる．たとえばこれは，上の例で
Book/author/lname というパスが一つの
Book 要素に対しただ一つに確定できるよ
うな場合に相当し，

Qa[[author/lname != ”Tanaka”]]Book

→ Book−Qa[[author/lname = ”Tanaka”]]Book

と変形できる．

q1, q2 の立場を入れ替え，Sa[[q1]]x が文字列で
Sa[[q2]]x がノード集合の場合も同様である．

2. Sa[[q1]]x がノード集合に対応し，Sa[[q2]]x が数値
の場合:

x with comp as num(Sa[[q1]]x, q2, op)
(20)

という関数呼出しを含む文に変換する．
comp as num(S, num, op) は ，実 行 時 に
呼び出される．与えられたセグメント集合 S の
各要素セグメント seg ∈ S に対応する文字列
を索引などを利用して入手し，与えられた数値
num と op の関係が成立するかを調べる．成立
した場合には，seg を結果に含める．最終的に，
条件を満たすセグメントの集合を返す．

Sa[[q1]]xが数値で Sa[[q2]]xがノード集合の場合も
同様である．

3. Sa[[q1]]x がノード集合に対応し，Sa[[q2]]x がブー
ル値の場合:

x with comp as bool(Sa[[q1]]x, q2, op) (21)

という関数呼出しを含む文に変換する．
comp as bool(S, b, op) は，実行時に呼び
出される．与えられたセグメント集合 S の各要
素セグメント seg ∈ S に対応する文字列を索引
などを利用して入手し，与えられたブール値 b

と op の関係が成立するかを調べる．成立した場
合には，seg を結果に含める．最終的に，条件を
満たすセグメントの集合を返す．

Sa[[q1]]xがブール値で Sa[[q2]]xがノード集合の場
合も同様である．

この他，XPath では，ノード集合とノード集合の比
較によるフィルタリング条件が指定可能であるが，こ
れは Proximal Nodes モデルへの翻訳が容易でないた
め，今後の課題とする．また，算術演算 ’+’, ’−’, div,
mod などの支援に関しては省略する．

5.2 問合せ例の変換と最適化

問合せQ1の変換と最適化 ここでは，まず，先に示
した問合せ Q1
Q1: /GeoSpace/GeoFeature[@category = ”area”]

[Property/name = ”Tsukuba City”]/Geometry/Polygon
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に対し変換ルールを適用した一例を図 7に示す．この
結果は，与えられた XPath 式の先頭部分をできるだ
け優先して変換するように変換ルールを適用した場合
に得られるものであるが，その変換の過程の詳細は，
ここでは省略する．t1, . . . , t4 は，中間結果のセグメン
ト集合をを保持する一時変数であり，複数箇所で共通
に現れる共通部分式への参照を表す．最終的な問合せ
結果は ans で与えられる．これらの Proximal Nodes
文を上から順番に実行することで最終的な結果が得ら
れることになる．

t1 = GeoFeature with (GeoFeature with

(category same ”area”))

t2 = Property child t1

t3 = t1 with (t1 with (((name child t2) child t2)

same ”TsukubaCity”))

t4 = Geometry child t3

ans = (((Polygon child t4) child t4) child t3)

child GeoSpace

図 7: 問合せQ1の変換例

この変換結果には冗長な部分が存在する．特に，同
じ演算が同じ対象に複数回適用される場合が非常に多
く見られる．同じ演算の重なる適用は冗長であること
から，容易に削除することができる．図 7の例で説明
すると，たとえば，

t1 = GeoFeature with (GeoFeature with

(category same ”area”))

→ GeoFeature with (category same ”area”)

t3 = t1 with (t1 with (((name child t2) child t2)

same ”TsukubaCity”))

→ t1 with (((name child t2) child t2)

same ”TsukubaCity”)

→ t1 with ((name child t2)

same ”TsukubaCity”)

ans = (((Polygon child t4) child t4) child t3)

child GeoSpace

→ ((Polygon child t4) child t3)

child GeoSpace

という直接的な変換が可能である．さらに，スキーマ
情報からノード間の関係を考慮することにより式を簡
略化できる．これらの簡略化を行なってまとめると，

t1 = GeoFeature with (category same ”area”)

ans = Polygon in (t1 with ((name in t1)

same ”TsukubaCity”))

という 2ステップの簡潔な実行処理となる．

問合せQ2の変換と最適化 次に問合せQ2の変換に
ついて述べる． この問合せは外部関数を含んでいる
ため，既存の Proximal Nodes モデルでは処理できな
いことから，外部関数呼出しのための ex-funcall 関
数を呼び出すような形に変換する．図 8にその変換結
果を示す．

t1 = GeoFeature with
(GeoFeature with (type same ”school”))

t2 = (Geometry child t1) child t1

t3 = t2 with ex-funcall(”geo : contained”,
”Polygon”, ”16300000, 25500000, ...”, t2)

t4 = (Geometry child t3) child t3

ans = (Polygon child t4) child t4

図 8: 問合せQ2の変換例

ここで問合せQ1と同様に簡略化すると，以下のよう
になる．

t1 = Geometry child
(GeoFeature with (type same ”school”))

ans = Polygon child (t1 with
ex-funcall(”geo : contained”,

”Polygon”, ”16300000, 25500000, ...”, t1))

6 問合せの前処理と実行処理の方式

XML データがデータベースに新たに登録された際
には，後の問合せ処理のために索引付けなどの前処理
を行う必要がある（図 9）．索引付けの過程で作成す
る索引は，構造索引，テキスト索引，空間索引の 3つ
の種類であり，索引作成時に XML データとともにス
キーマ情報も読み込むものとする．構造索引は，文書
構造に基づく検索のための演算子において，構造ノー
ド名が指定されたときに，それに対応するセグメント
の集合を返すための索引であり，通常の B+-木などを
用いて実現できる．
テキスト索引は，テキストパターン照合演算子にお

いて，パターンに該当する各テキストのセグメントか
らなるセグメント集合を返す索引である．これに関し
ては，接尾辞配列 (suffix array) [11]などの文字列索引
により，効率的な支援が実現可能である．その他の索
引としては，アプリケーションに応じて導入される外
部の索引が存在する．たとえば，空間情報を扱う XML
データに対しては空間索引の支援が必要となることが
多いことから，空間索引を新たに導入することが考え
られる．空間索引は，先に述べたように，空間的な述
語を指定して問合せを行ったときに，その問合せを満
たすようなセグメントの集合を返すような索引である．
空間索引を，たとえば Polygon, Point などの要素そ
れぞれに対し一つ作成するか，それとも XML 文書中
の空間データすべてに対して一つ作成するかなどの実
装は，実装ポリシーに依存して決められることになる．
問合せの実行は，XPath の構文から Proximal

Nodes モデルの構文への変換・簡略化の過程と，Prox-
imal Nodes モデルの問合せの実行という 2つの過程
に分けられる（図 10）．変換の過程では，5.1 節で述
べた変換ルールに基づいて変換を行なう．変換された
Proximal Nodes モデルの記述を実行するステップで
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図 9: 問合せの前処理

図 10: 問合せの実行処理

は，索引から対応するセグメントを取得し，そのセグ
メントの情報をもとに各演算子を実行する．また，外
部関数記述を含む場合には外部関数定義を参照し，そ
の情報から外部関数を呼出し，必要に応じて空間索引
も用いて結果となるセグメントの集合を返す．

7 まとめと今後の課題

本研究では，XML に対する問合せ言語 XPath に
おいてユーザ定義の外部関数の処理を実現するための
枠組みについて提案した．具体的には，外部関数を含
む XPath 問合せを，構造化文書検索のためのモデル
として提案された Proximal Nodes モデルを拡張した
検索モデルに変換し，外部関数の処理も考慮した効率
的な検索処理の実現を図った．表示的意味論に基づい
て XPath サブセットの式を Proximal Nodes 式に変
換する変換ルールをフォーマルに定義し，変換ルール
の適用結果の Proximal Nodes 式をさらに簡略化する
ための方式について述べた．

今後の課題としてはまず，変換ルールをより詳細化
し，XPathの構文で支援可能なものをより増やすこと
を検討する必要がある．また，現在の Proximal Nodes
モデルに変換するアプローチでは，XPathとのセマン

ティクスの違いにより，XPathのフル仕様を支援する
ことは困難である．そのため，Proximal Nodes モデ
ルに完全に変換できない問合せについては，問合せを
1) Proximal Nodesモデルにより部分文書を抽出する
処理（できるだけ小さい部分文書を効率的に得る），2)
部分文書に対し XPathの仕様に基づいて問合せを行
う実行処理部分，と分けて実行する必要があるとも考
えられる．このような分割処理方式に対する検討も必
要である．また，今後主流となるであろう XPath 2.0
や XML Schema [12]の仕様に対し，より準拠したよ
うな方向での手法の開発も必要であると考えられる．
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