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論文の概要 
•  RDF-3X の開発について 

1.  物理的なデータチューニングを必要としない、RDFトリプルの包括的なデータ
ストアとインデキシングの解決策を提案 

2.  高速なMerge Joinを利用して、可能なかぎり広範囲に対する強力でシンプルな
クエリプロセッシングを提案 

3.  全体の Join パスに対する統計的なコストモデルを用いて、最適なJoin オー
ダーを選択するクエリオプティマイザの提案 

•  RDF-3Xのパフォーマンスについて 
o  パターンマッチとデータグラフによる長いJoinを含んだ、5000万以上のトリプ

ルに対するベンチマーククエリの実行と比較 
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著者について 
•  Thomas Neumann, Gerhard Weikum 

•  近年の投稿 
o  PVLDB’08 

•  RDF-3X: a RISC-style Engine for RDF（この論文） 

o  SIGMOD’09 
•  Scalable Join Processing on Very Large RDF Graph 

o  RDF-3Xの拡張。実行時間の短縮を図る 
o  Join Execution に Sideway Information Passing の導入 
o  Join Order の見直し（B+木を拡張し、高頻出のJoin処理を予め計
算） 

o  PVLDB’10 
•  X-RDF-3X: Fast Querying, High Update Rates, and Consistency for 
RDF Databases 
o  RDF-3Xに、更新・バージョン管理・トランザクションを追加 
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RDF 
•  Resource Description Framework 

o  Web上のリソースを記述するための枠組み 
o  ラベルつき有向グラフ 
o  エッジは事実を表現している（トリプルはRDFでの表記方法） 
o  トリプルは、Subject-Predicate-Object から構成される 

•  例 
o  ( “inohiro”, <belongsTo>, “KDE” ), 
o  ( id1, <hasTitle>, “Sweeney Todd” ), 
o  ( id1, <directedBy>, <Tim Burton> ), 
o  ( id1, <hasCasting>, id2 ), 
o  ( id2, <actor>, id11 ), 
o  ( id11, <hasName>, “Jonny Depp” ) 

•  RDF データはトリプルの組み合わせ 
o  巨大なデータになる可能性がある 

inohiro KDE 
belongsTo 

Triple/トリプル 
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SPARQL 
•  Sparql Protocol and Rdf Query Language 

o  RDFデータに対する問い合わせ言語 

 

 

 

•  （映画のRDFデータ集合に対して） 
配役に俳優として”Jonny Depp”が参加している映画の名前 

•  グラフの中でパターンのマッチングを行っている 
o  例では、実際には暗黙的に JOIN 操作が行われている 

SELECT ?title 
WHERE { 
  ?m <hasTitle> ?title; 
     <hasCasting> ?c. 
  ?c <Actor> ?a. 
  ?a <hasName> “Jonny Depp” 
} 
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RDF エンジン 
•  RDFを格納、SPARQLによる問い合わせを処理する 

o  RDF データベース 

 

RDF エンジン 

格納 

SELECT ?title 
WHERE { 
  ?m <hasTitle> ?title; 
     <hasCasting> ?c. 
  ?c <Actor> ?a. 
  ?a <hasName> “Jonny 
Depp” 
} 
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Introduction 
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Background 
•  近年、RDF の利用箇所が増えている 

o  Semantic Web[4,40,47] 
•  Wikipedia やその他のソースがRDFとして公開される 

o  ライフサイエンス 
•  BioPAX[7]の登場、uniprot RDF[43] などのデータがRDFで公開される 

o  BioPAX: RDF/OWL ベースのバイオロジカルパスを表現する言語 
o  uniprotRDF: タンパク質データベースSwiss-Protのプロジェクトの一
つ 

o  ソーシャル・ネットワーク[21,22,23] 
•  オンラインコミュニケーション、情報のマッシュアップの手段 
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Problem 
•  RDFのインデキシングとクエリ処理が重たい 

1.  RDFはスキーマレスである 
•  Joinオーダーと実行プランの最適化は、統計的に選択の推定を行うが、 

スキーマが無いので 

2.  データが非常に細かい（fine-grained）ので、処理負荷の予測と特徴付けが困
難 
•  Join で行うマッチングの数が多い 
•  効率的なクエリアルゴリズムを選び、複雑なJoinを避けるのが一般的 
•  RDFは on-the-fly（忙しい） application の為に作られたので、クエリ実
行時に最適化を行う必要がある 

3.  物理的なデザインが困難である 
•  グローバルなスキーマが無く、Predicate が多岐に渡るため、 
バランスの取れたデザインが実現できない 

•  一般的な自動的なチューニング（Wizard）に頼れない 
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RDF-3X 
1. One size fits all からの脱却により、 
一般的なメインストリームの製品よりも二桁高速 

2. 豊富なメソッドのサポートよりも、 
RDFの為のデータ構造とアルゴリズムを優先 

3. Much lighter software footprint and overhead, 
and as a result 

4. 環境の変化に自分で適応し、 
システム内部と設定の簡略化と最適化（？ 
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3 key principles 
o  RDFサポートのため RISC: reduce instruction set を設計思想に 

1.  物理的なデザインについて 
o  巨大な一つのトリプルのテーブルを作った 
o  自動的なチューニング（Wizard）に頼るのをやめ、6つのインデックスを作っ

た 
o  数を数えるための、一般的ではない、3つの二次元インデックス、3つの一次元

射影を作った 
2.  クエリプロセッシングをRISCスタイルに 

o  大抵の処理をソートされたインデックスを利用して、Merge Joinに頼る 
o  これにより、トリプルを格納するテーブルに徹底的にインデキシングが可能 
o  広範囲のJoinを行った後に interesting order[17] … 
o  ハッシュベースのJoinにスイッチした（！？ 

3.  クエリオプティマイザ 
o  クエリオプティマイザはJoinオーダーに注目する 
o  これはRDF特有の統計的概要がベースとなったコストモデルによるDynamic 

Programming によって求まる 
o  これらの統計はdata graphの中で、predicateが連続するpathの出現頻度をカ

ウントする 
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Contribution 
1.  新しいRDFインデキシングとクエリプロセッシングを、 

物理的なデータベース設計を排除して実現 

2.  RDF Pathの為の新しい種類の選択性推定による、ノン
スキーマRDFトリプルに対する大規模Joinクエリのた
めのオプティマイザ 

3.  3つの巨大なデータセットを用いて実測した、包括的な
パフォーマンスの評価。これまで最高性能から成長し
たことをデモで表した 

4.  RDF-3Xと実験に用いたデータを公開している 
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Related Work 
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Related Work 
•  RDF Engine 

o  大抵のシステムは関係テーブルにマップしている 
•  RDFSuite[2,32], Sesame[8,28], Jena[23,46], C-Store-Base RDF 
Engine[1],  
Oracle’s RDF_MATCH implementation[11] 

o  2＋1通りの実装 
1.  すべてのトリプルを1つの巨大なテーブルに格納する 

o  テーブルの各属性名は（ subject, predicate, object ）とする 
2.  トリプルを Predicate 名でグループに分けて格納する 

o  すべてのトリプルは Propertyテーブル毎に、同じPredicateとして保
存される 

3.  ハイブリッド型 
o  Predicate名で分割したPropertyテーブルの極端な形 
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Storage and Indexing 
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RDF Data Store(1/3) 
•  Raw RDF 入力（トリプル） 

•  リテラル表現は冗長で、データとしても大きい 
o  辞書（Mapping Dictionary）を作りデータ量を削減 
o  Great simplification for the query processor, allowing for fast, simple, 

RISC-style operators 

Facts 
Subject Predicate Object 

Object123 
Object123 

… 

hasColor 
belongsTo 

… 

Blue 
Object200 

… 

Facts 
Subject Predicate Object 

0 
1 

… 

1 
3 

… 

2 
4 

… 

Strings 
ID Value 
0 
1 

… 

Object123 
hasColor 

… 
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RDF Data Store(2/3) 
•  データをすべて B+木（のクラスタ）に格納する 

o  トリプルは辞書順にソートされて格納される 
o  ソートされるので、差分符号化（Delta Encoding）で圧縮が可能 
o  接頭辞が分かれば、効率的に走査、高速な参照が可能 

•  圧縮されたトリプルの構造 

 
•  圧縮アルゴリズムにLZ77を検討した 

o  Delta Encoding よりもIndexサイズを小さくできた 
o  しかし、CPU時間を多く必要とするため採用しなかった 

Header Value1 Value2 Value3 
Gap 

(1 Bit) 
Payload 
(7 Bits) 

Delta 
(0-4 Bytes) 

Delta 
(0-4 Bytes) 

Delta 
(0-4 Bytes) 
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Triple Compression 

•  Byte level compression schema 

compress((v1, v2, v3),(prev1, prev2, prev3))  
// writes (v1, v2, v3) relative to (prev1, prev2, prev3)  
if v1 = prev1 ∧ v2 = prev2 
  if v3 − prev3 < 128  
    write v3 − prev3 
  else encode(0,0,v3 − prev3 − 128)  
else if v1 = prev1 
  encode(0,v2 − prev2,v3)  
else 
  encode(v1 − prev1,v2,v3) 
 
encode(δ1 , δ2 , δ3 )  
// writes the compressed tuple corresponding to the deltas 
write 128 + bytes(δ1 )*25 + bytes(δ2 )*5 + bytes(δ3 )  
write the non-zero tail bytes of δ1  
write the non-zero tail bytes of δ2  
write the non-zero tail bytes of δ3 
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RDF Data Store(3/3) 
•  ストアするデータのソート順序はどうしたか？ 

o  インデックスは圧縮されているので、データの並び順を余計に持った 
o  考えられる6のソート順序のすべてをストアした 

•  SPO, SOP, OSP, OPS, PSO, POS 
o  Merge Join のために都合が良い 

•  どんなSPARQLクエリも、ある一区間のスキャンだけで
答えを探し出すことができる 
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統合インデックス 
•  トリプルの完全な情報まで必要でない時がある 

o  例: Object123 と Object345 に接続関係があるか 
o  例: 何人の著者が Object135 に注釈をしているか 

•  これらの為に、「統合インデックス」を作る 
o  ( value1, value2, count ) 
o  count はSPARQLの duplicate 表現に必要 
o  同じように圧縮する 
o  完全なインデックスよりもずっと小さくなる 
o  6つのインデックスが作れる 

•  SP, PS, SO, OS, PO, OP 

•  さらに3つのインデックスを作る ( value1, count ) 
o  インデックスが小さい => 高速な走査 
o  著しくクエリのパフォーマンスを向上した 
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Aggregated triple compression 

•  ( value1, value2, count ) を得る擬似コード 
 

compressAggregated((v1, v2),count,(prev1, prev2))  
// writes (v1, v2) ∗ count relative to (prev1, prev2)  
if v1 = prev1 
  if v2 − prev2 < 32 ∧ count < 5  
    write (count − 1) ∗ 32 + (v2 − prev2) 
  else 
    encode(0,v2 − prev2,count)  
else 
  encode(v1 − prev1,v2,count) 
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Query Processing and 
Optimization 
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RDF データの検索 
o  どの SPARQL トリプルのパターンも、インデックスの走査を行う 
o  同じ変数を含んだトリプルのパターンはJoin操作を発生させる 
o  すべての順序のインデックスは、Merge Join を効果的に行うことができる 

•  基本的な戦略 
o  もし可能なら Merge Join を、その後に Hash Join を 
o  コストに依って決定される、動的プログラミング 
o  オーダー最適化には、オーダーの推論が必要である 

•  一般的な Join オーダーと少し異なる点 
o  一つの大きな “関係” , スキーマはない 
o  選択度の推定（Selectivity Estimates）が困難である 
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Implementation Issues 
•  RISC-style 

o  他のシステムと異なる点の一つ 
o  ほとんどの処理は integer-encoded された id が使われる 

•  Consume and produce streams of id tuples, compare ids, etc 
o  簡素化された型システムと、シンプルで速いオペレータで非常に良いCPUパ

フォーマンスを実現した 
o  評価において、Warm-cache 時間が多いことがわかる 
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Selectivity Estimates 
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Selectivity Estimates 
•  Estimated cardinalities (and thus selectivities) have 
a huge impact on query plan generation 

•  Schema-free nature of RDF data complicates 
statistics generation 

•  2 approaches 
1.  Specialized histograms: generic and can handle any kind of triple 

patterns and joins 
•  Disadvantage: it assumes independence between predicates, which 

frequently does not hold in tightly coupled triple patterns. 
2.  Computes frequent join paths in the data and gives more accurate 

predictions on these paths for large joins. 
During query optimization, we use the join-path cardinalities when 
available and otherwise assume independence and use the histograms. 
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選択度の推定 (1/3 ) 
•  Standard single attribute synopses are not very 
useful 
o  3つだけの要素 
o  一つの大きな “関係” 
o  しかし ( ?a, ?b, “Auckland” ) と ( :?a, ?b, “1900-01-01” ) は、?a と ?b につ

いて 
膨大な量の比較を発生させる 

•  統合インデックスを利用する 
o  統合インデックスは1ページに収まっている 
o  最小のバケットをマージする（ほぼ等しい深さのため？ 
o  バケットごとに統計をとる（トリプルの領域とか） 
o  トリプルのパターンごとに最適なものを6つのインデックスから選択する 
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選択度の推定 (2/3) 
•  例: ( subject, predicate, object ) のバケットの統計 
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Selectivity Histograms 
•  Histograms over the individual columns are not 
very useful as most query pattern touch at least 
two attributes of a triple. Instead we harness our 
aggregated indexes, ... 

|{b|b ∈ current bucket} I b.object=t.subject {t|t ∈ all triples}|. 
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選択度の推定 (3/3) 
•  巨大な相関、Join のパターン 

o  Navigation: { ( ?a, [], ?b ), ( ?b, [], ?c ), ( ?c, [], ?d ) } (Chain) 
o  Selection: { ( ?a, [], ?b ), ( ?b, [], ?c ), ( ?c, [], ?d ) } (Star) 

•  共通の相関を攻略するには 
o  高頻度のPath（ChainとStar）を見つけ、カウントする 
o  的確にそれらのPathを予測し、otherwise upper bound 

•  ヒストグラムを利用するのは簡単ではないが、 
正確である 
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Frequent Path 
FrequentPath(k)  
// Computes the k most frequent paths  
C1 = {Pp|p is a predicate in the database}  
sort C1, keep the k most frequent  
C = C1, i = 1  
do 
  Ci+1 = ∅  
  for each p′ ∈ Ci,p predicate in the database 
    if top k of C ∪ Ci+1 ∪ {Pp′p} includes all subpaths of p′p  
      Ci+1 = Ci+1 ∪ {Pp′p} 
    if top k of C ∪ Ci+1 ∪ {Ppp′ } includes all subpaths of pp′    
      Ci+1 = Ci+1 ∪ {Ppp′ } 
  C = C ∪ Ci+1, sort C, keep the k most frequent 
  Ci+1 = Ci+1 ∩ C, i = i + 1  
while Ci �= ∅  
return C 
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Composite Queries 
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評価 
•  RDF-3X と他のシステムを比較した 

o  MonetDB（カラムストア、Abadiら（VLDB’07）と似ている） 
o  PostgreSQL（トリプルストア、Seasame と似ている） 

•  3つの異なるデータセットを利用した 
o  Barton（VLDB’07と同じ）、図書館データ 
o  Yago、Wikipediaベースのオントロジ 
o  Library Thing（クローリングした一部）、ユーザーがタグ付けしたブックマー

ク 

•  同じセットアップを行った 
o  同じ処理、同じ辞書を利用 
o  等価性質問（RDF-3XにはSPARQLで、他のシステムにはSQLで） 
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評価（Barton Data Set） 
•  51M triples, 4.1GB（元データ）、2.8GB（RDF-3X） 
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評価（Yago） 
•  40M triples, 3.1GB（元データ）, 2.7GB（RDF-3X） 
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評価（Library Thing） 
•  36M triples, 1.8GB（元データ）, 1.6GB（RDF-3X） 
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結果 
•  RDF-3Xは高速で柔軟なRDF/SPARQLエンジン 

o  徹底した、しかし空間効率のよいトリプルインデックスを作成する 
o  物理的なデザインを避け、一般的なストレージを使った 
o  データとクエリについて、いくつかの仮定を立てた 
o  Merge Join にインデックスを利用し、高速に処理を行う 
o  クエリ最適化が非常に大きく影響した 
o  正確な選択度の推定は不可欠だった 

 

38 


