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1. は じ め に

異種 XML データに対する
ファセット 検索手法の提案

XML1) の出現以来我々の身の回りにおいて構造化文書やデータファイルなど の用途で
XML が使われている．Web が発達し情報爆発時代に入り，アプリケーション間でデータの
やり取りをする際のフォーマットとして XML が利用されるようになったことも XML の普
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天

及に大きく影響している．その普及に伴い XML データのサイズも膨大になり，XML デー
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タを効率的に検索することがますます重要となりつつある．
従来，XML データの検索には XPath2) や XQuery3) などのパス指定に基づいた問合せ

近年の情報技術の発展に伴い増加した膨大なデータを探索する際にファセット検索
が用いられる．一方，XML データはデータ表現の標準フォーマットとして広く利用さ
れつつある．しかしながら，XML データに対するファセット検索に関する研究はあ
まり行われていない．そこで本研究では異種 XML データに対するファセット検索手
法を提案する．ファセット検索に必要な情報である検索対象の構造を表すクラス，ク
ラスにおける属性，実際のデータから得られるオブジェクトと検索に用いるファセッ
トの四つの概念を定義する．さらにこれらの定義に基づき，XML データに対するファ
セット検索の形式的な定義を与える．

や，情報検索技術をベースにしたキーワード 検索が用いられてきた．しかし ，これらを利
用するためには問合せ言語の構文や，検索対象 XML データの構造を把握する必要がある．
しかしながら膨大な XML データの構造を把握することは困難である．このため，検索作業
を単に繰り返すのではなく，システムにより利用者の検索行動をサポートすることが重要で
ある．
そこで本研究では，問合せ言語による検索，キーワード 検索とは異なる新たな検索手法と
して探索的検索手法 (Exploratory search)4) の手法であるファセット検索を適用する．ファ
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for Heterogeneous XML Data

セット検索は膨大なデータに対する効果的な検索を行う手法として注目を集めている．検索
対象データはあらかじめファセットと呼ばれる独立したカテゴ リにグループ化されている．
検索処理においては，表示されているファセットとその値（キー）を選択し検索対象データ
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を絞り込む，という操作を繰り返し行うことで検索を行う手法である．ファセット検索では
各ファセットが独立，直行していることから，ファセットを選ぶ順番に影響を受けることな
く検索が行えるという特徴がある．ファセット検索の例としては DBLP Bibliography?1 や

With the rapid progress of information technology, huge amount of information resources have been produced by mankind, and faceted navigation therefore
has attracted a great attention recently as a method for retrieving information
from huge amounts of data. XML has been widely used as a standardized data
format data representation. However, faceted navigation over XML data has
not been well-studied. In our research, we propose a faceted navigation scheme
over heterogeneous collection of XML data. In this paper, we deﬁne important
information (classes, attributes, objects and facets) of faceted navigation. In
addition, based on these deﬁnitions, we formally deﬁne the process of faceted
navigation over XML.

Flamenco Search?2 がある．
ファセット検索を XML データに適用する場合，以下のような問題点が考えられる．

• XML データの半構造性により，構造化されている部分と構造のない部分が混在する可
能性がある．このような場合でも検索対象データとファセットを定義する必要がある
†1 筑波大学大学院システム情報工学研究科
Department of Computer Science, Graduate School of Systems and Information Engineering,
University of Tsukuba
†2 計算科学研究センター
Center of Computational Sciences
?1 DBLP Bibliography, http://www.informatik.unitrier.de/ ley/db/
?2 The Flamenco Search, http://ﬂamenco.berkeley.edu/
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• ファセットのキーが単純値ではなく部分 XML データとなる場合がある
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5)

上記の問題点に対し， では XML におけるファセット検索フレームワーク FoX を提案し
5)
ている．しかし，
では検索対象やファセット，キーなどを明確に定義していなかった．そこ

で本稿では XML データに対するファセット検索におけるオブジェクト，ファセット，キー
を形式的に定義する．
5)
さらに，
では考慮していなかった異種 XML データに対する検索についても考慮する．

XML データは，同じデータを別のスキーマを使って記述することがよくある．たとえば，
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書籍データのファセットその一

文献情報を記録した DBLP の文献情報 XML と，SIGMOD Record の XML データでは，
記述する内容は同じ文献情報であっても，利用している DTD が異なるため，そのままでは
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同様に扱うことができない．このような場合に同じデータでデータ構造の異なるデータが検
索できることは重要である．本研究では XML データに対するファセット検索におけるオブ
ジェクト等の定義を用い，異種 XML データに対するファセット検索を目指す．
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表 3 書籍データのファセットその二

本稿の構成は次の通りである．まず第 2 節で基本概念の説明をする．続く第 3 節で XML
におけるファセット検索における検索対象オブジェクトやファセットとキーを定義し，この
定義を基に検索処理の処理手順を紹介をする．第 4 節で提案手法のシステム概要を紹介し，

表 1 は書籍のメタデータを示した例である．これらのメタデータを用いファセット検索

第 5 節で関連研究の紹介をする．最後に第 6 節でまとめと今後の課題について述べる．

2. 準

する際には，メタデータに示された属性をファセット，属性値をキーとして抽出しておくで
検索できる．表 2 に表 1 のファセットとキーを示した．この場合のファセットはタイトル，

備

著者，ジャンル，発売年，となり，キーはその値となる．キーの直後にある括弧はそのキー

本節では基本概念として，まずファセット検索を紹介し，次に XML の概要を説明する．

で検索できるオブジェクト（ 書籍）の数を示している．この表示されたファセットとキー

最後に DTD と DTD に基づいたスキーマ木を紹介する．

に対して利用者はただファセットとキーを選択するだけで検索ができる．例としてファセッ

2.1 ファセット 検索

ト「ジャンル」からキー「小説」を選ぶ．この選択をもとにシステムが検索対象オブジェク

あるデータに対して検索する際にはキーワード 検索など の情報検索技術を用いた手法が

ト（書籍）を絞り込む（表 3 ）．利用者は新たに表示されたファセットとキーを再度選択し，

用いられてきたが，これを行うためには検索する意図を明確に持たなければならない．これ

絞り込む．以下同様の動作を繰り返し行い検索対象オブジェクトを徐々に絞り込んでいく．

に対し探索的検索手法では，利用者が明確な意図を持たない場合であっても，一連のブラウ

これがファセット検索である．

ジング操作を通じて，興味のあるオブジェクトを提示することができる．ファセット検索は

2.2 XML (Extensible Markup Language)

このような探索的検索手法の一つである．

XML (Extensible Markup Language) はデータの構造や意味を記述するためのマーク

ファセット検索では，検索対象データはファセットと呼ばれるいくつかの直行したカテゴ

アップ言語で，タグでくくられる文字列を用いて地の文に意味や構造を付加するものであ

リに分類される．ファセットはデータにおける重要な「側面」を表している．各ファセット

る．このタグの文字列を利用者が自由に記述できることから，ソフトウェア間の通信や様々

はキーと呼ばれる対象データから抽出された値を保持しており，利用者はあるファセットに

なデータを保存するためのデータ形式として広く利用されている．XML データの特徴とし

対してキーを選択することで検索対象データを絞り込む．ファセット検索はこの動作を繰り

ては木構造を有すること，半構造データであることが挙げられる．図 1 に簡単な例を示し

返し行う検索手法である．

た．図 1 の例はある本についての XML であり，その情報として著者とタイトルが記述され
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図 1 XML データの例：本
Fig. 1 Book : An example of XML data

図 2 木構造
Fig. 2 Tree structure

図 3 DTD の例：本
Fig. 3 Book : An example of DTD

図 4 スキーマ木
Fig. 4 Schema tree

ている．この XML データを木構造の形で表現したものが図 2 である．
定義 1 (XML) XML は (V, E, r) の三つ組で表現される木構造である．ここで，V =

の親要素からの枝と結ばれ，属性要素は要素の側部からの枝で結ばれる．スキーマ木

{v1 , v2 , ..., vn } をノード 集合として表し，E = {(vi , vj ) | vi , vj ∈ V ∧ i 6= j} は枝集合を表

において「 # 」はテキストを示しているが，属性はそれ自体に値を含んでいるために

す．要素 r は r ∈ V なる根ノード である．

「 # 」が属性の子要素にはならない．

2.3 DTD とスキーマ木

定義 2 (スキーマ木) スキーマ木 ST は ST = (Vs , Es , rs ) の三つ組で表現される
木構造である．ここで Vs = {vs1 , vs2 , ..., vsn } はノード 集合を表し，Es = {(vsi , vsj ) |

本節では XML の構造を表現する DTD と DTD を基に作られるスキーマ木について説明

vsi , vsj ∈ Vs ∧ i 6= j} は枝集合を表す．要素 rs を r ∈ Vs なる根ノードである．なお，

する．

(1)

各ノード vs (∈ Vs ) は濃度 (cardinality) が与えられており，とりうる値は {∗, +, ?, ∅}

DTD (Document Type Deﬁnition)
DTD (Document Type Deﬁnition) は SGML

?1

や XML の文書内で記述できる要

のいずれかである．これを v.card で参照する．

素やその属性などを記述するスキーマ言語である．DTD を用いることでスキーマを

濃度において．
「 * 」はその要素が 0 回か 1 回以上繰り返し出現すること，
「 + 」はその

厳密に定め，処理の正確性や安全性を高めることができる．図 3 に DTD の例を示し

要素が 1 回以上繰り返し出現することを意味し，
「 ? 」はその要素が 0 回か 1 回出現す

た．DTD の各行ではある要素についての構造情報が記述される．
「 #PCDATA 」は

ることを意味する．また，濃度が空の時はその要素が必ずただ 1 回だけ出現する．

任意の文字列が入ること示す．例えば ，図 3 の上から 2 行目では，book という要

DTD の各要素はスキーマ木におけるノードであり，ノード 間の枝は親子関係を示す．

素について記述されており，ここでは book 要素の子要素は authors と title，data，

また，DTD において任意の文字列を意味する「 #PCDATA 」はノード (#) となる．

section から構成される．また，同図の上から 5 行目は「 h!ATTLIST 」から始まり，

DTD からスキーマ木を作成した例として図 4 を示した．図 4 のスキーマ木は図 3 を

ある要素の属性リストを示す．ここでは author 要素は age 属性を持ち，その値には

基に作成されている．ここでは便宜上，要素の濃度を要素名の直後に付加してある．

任意の文字列が使用できることが示されている．本稿ではこの DTD を対象とする．

(2)

スキーマ木

3. XML におけるファセット 検索

スキーマ木は DTD を木構造で表現したものである．図 4 に例を示す．子要素は要素

前述したように，本研究でファセット検索の対象としているデータは XML データであ
る．XML データにおけるファセット検索の問題点は，半構造性などの XML の特徴を考慮

?1 Standard Generalized Markup Language, http://www.w3.org/MarkUp/SGML/
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表 5 例：book オブジェクト集合
Table 5 A collection of book objects

表 4 クラスリスト
Table 4 A list of classes

したうえでファセットとキーの定義を与えなければならない点にある．そこで本節ではファ
セットとキーの定義を与える．そのために，まず XML データにおける検索対象クラスとそ

クラス
book
author
section

の属性を定義する．次にクラスのオブジェクトにおけるファセットとキーを定義し，さらに
これらのファセットとキーを用いた検索処理過程を示す．

3.1 クラスと属性とオブジェクト

属性

ID
1
2
3

title, year, month
ﬁrst, middle, last, age
title, number

title
A tale of milch
Milch stories
Milch 物語

year
2008
2009
2009

month
5
1
2

本節では XML データと DTD におけるクラス，クラス属性，オブジェクトを定義する．

c.A = {v | v は子ノードに #を持ち，c までの経路に別のクラスを含まない }

ここで言うクラスとは，DTD において検索対象となる要素を頂点とする DTD 木の部分木
である．あるクラスから見て，子あるいは子孫に存在するテキストを含む要素を，そのクラ

ここで，c.A のある属性を c.a，c.a の要素名を要素名 c.a.name として参照する．なお，c

スの属性と見なす．これにより，ファセット検索で対象とする XML 要素の範囲を明確化す

からの a までのパス式を相対パス c.a.context として参照する．

る．また，DTD 上で定義されるクラスとクラス属性に対して，実際に XML データ上で対

表 4 に図 4 に示した例におけるクラスを示した．図 4 において「 * 」や「 + 」を持つ（ 赤

応する部分 XML 木のことをオブジェクトと呼ぶ．以上のような定義により，ファセットは

丸で囲まれている）要素がクラスとなる．例として author 要素を見ると，濃度として「 + 」

各クラスにおける属性，キーはオブジェクトから抽出される属性値として議論することが出

を持っているのでクラスである．また，その子要素 (ﬁrst, middle, last) を見ると各々テキ

来るようになる．

スト要素を保持しているので，author クラスの属性となる．さらに，author 要素は属性要

まずど のようにクラスを定義するかについて説明する．スキーマに注目すると，一つの

素 age を持っている．この age 要素も author クラスの属性となる．

XML データ中で複数回出現する要素，すなわち，
「 * 」もしくは「 + 」が付いている要素は，

以上でクラスと属性の定義が与えられた．本研究では，あるクラスに対するオブジェクト

複数回出現することが期待されているので，何らかの情報の単位を表現していると考える

とは，クラスに該当する XML データ中の部分木であると定義する．

ことができる．例えば，図 3,4 の「 book 」に着目すると，
「 book 」が複数存在することを表

定義 5 (オブジェクト ) あるクラス c ∈ C のオブジェクトとは，XML データ上でスキー

しており，各々の「 book 」がデータ内で重要な情報の単位であることが推察できる．同様

マノード c で規定される部分 XML 木である．ここで，クラス C におけるオブジェクト集

に，
「 author 」，
「 section 」もあるまとまった単位を表現していると期待される．この考え方

合を c.O と定義する．

はキーワード 検索を行う際にも用いられている6) ．本稿ではこのような検索対象要素をクラ

表 5 に表 4 に示した book クラスのオブジェクト集合を一例として示した．ここで，
「 ID 」

スと呼ぶ．クラスの具体的な定義は以下のようになる．

はオブジェクトを識別するための識別子である．

定義 3 (クラス) スキーマ木 ST = {Vs , Es , rs } において，クラス集合 C は以下のよう

これまでに XML データにおけるクラス，属性，オブジェクトを定義した．これらの定義

に定義される．

から一つの XML データからは一般に複数のクラスが抽出され得る．

C = {v | v ∈ Vs ∧ v.card ∈ {0 ∗0 ,0 +0 }}

3.2 ファセット とキー

次に，クラスの属性を定義する．あるクラス c ∈ C について，基本的には，その子ない

次に，上で定義したクラス，属性，オブジェクトを基にファセットとキーを定義する．あ

し子孫要素でテキスト値を直接含むノードをそのクラスの属性と考える．逆に，各テキスト

る XML データに含まれるすべてのクラスが常にファセット検索の対象であるとは限らな

値について，そこからたどることができる先祖ノード のうち，もっとも近いところにあるク

い．そこで，事前に検索対象となるクラス C 0 (⊆ C) を選んでおく．このとき，ファセット

ラスが，その属性を保持すると考える．

とは C 0 に含まれるすべての属性として定義される．

定義 4 (属性) あるクラス c ∈ C について，c のもつ属性 c.A は以下のように定義され

定義 6 (ファセット ) 検索対象クラス C 0 のファセット集合 F は以下のように定義される．

る．
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∪

F =

ト集合 Of,k を以下のように計算できる．

c.A

Of,k = {o | c ∈ C 0 ∧ f ∈ F ∧ o ∈ OS ∧ o.f.value = k}

c∈C 0

3.3.3 ファセット を持つオブジェクト 数の計算

ファセットにおけるキーを考える際にまずクラス C を取得する．このクラス集合のオブ

次にこのキーごとのオブジェクト集合を用いて，あるファセット f ∈ F の検索可能オブ

ジェクトを基にあるファセット f におけるキー集合を定義する．

ジェクト数付きキー集合 KCf を計算する．ファセット f ∈ F における検索可能オブジェ

定義 7 (キー) ファセット f ∈ F についてキー集合 Kf は以下のように定義される．

∪

Kf =

クト数付きキー集合は以下のように計算できる．

o.f.value

∪

KCf =

o∈c.Os.t.c∈C 0 ∧f ∈c.A

{(k, | Of,k ∩ OS |)}

k∈Kf

3.3 検 索 処 理

クラス集合 C 0 におけるオブジェクト検索可能数付きファセット集合は以下のように定義

本節では検索処理について説明する．ファセット検索を実現する上で必要な処理には以下

される．

が考えられる．

F CC 0 =

• 利用者がこれまでに選択したファセットとキーのペアを条件として，それに該当する全

∪

{(f, |

f ∈F

オブジェクトの検索．

∪

Of,k ∩ OS |)}

k∈Kf

これらを利用者に表示することで，利用者は各ファセットあるいは各キーがどの程度の絞

• 現在選択されているオブジェクト集合に対して，あるファセットを持つオブジェクト数

込み能力を持っているかを判断できる．

の計算．

• 現在選択されているオブジェクト集合に対して，あるファセットにおけるキーに該当す

4. ファセット 検索システム概要

るオブジェクト数の計算．

これまでに XML データを対象としたファセット検索を行うために，検索対象データに関

以下では，以上の各処理をどのように行うかについて順を追って説明する．

する形式的な定義を与えた．本節ではそれらの定義に基づき得られた情報を基に検索するシ

3.3.1 ファセット とキーを指定したオブジェクト の検索

ステムの概要と実際に用いるデータの格納方法の説明をする．図 5 は XML データにおけ

ファセットとキーが複数指定された際のオブジェクトの検索処理について述べる．なお，

るファセット検索システムの概要である．

ファセット検索においてファセットのないキーは選択できない，ここでは指定されている

4.1 システム構成

ファセットとキーのペアの集合 S = {(f1 , k1 ), (f2 , k2 ), . . .} として扱う．ファセットとキー

本節では図 5 の各機構 (Object Database, Facet Database, User Interface, Object Re-

のペアの集合 S により絞り込まれるオブジェクト集合 OS を以下のように計算できる．

OS =

∪

triever, Result Generator, Facet Viewer, Result Viewer) の説明をする．

Of,k

(1)

(f,k)∈S

XML Database は検索結果に必要なデータが格納されたデータベースで XML デー
タベースを用いる．XML Database には検索対象となるすべての XML データが格

3.3.2 キーに該当するオブジェクト 数の計算

納されているものとする．XML Database に対して検索処理を行う際には XQuery

オブジェクト集合 Of,k をあるファセット f とそのキー k を保持するオブジェクト集合と

を用いる．

定義する．その大きさを計算することで各キー毎に検索可能なオブジェクトの数を算出す

(2)

る．この計算の後にファセット毎に集約し，ファセットにおけるキー集合を取得する．また，

Facet Database はファセットとキーを格納するデータベースで関係データベースを
用いる．関係データベースを用いることでキー毎の検索可能オブジェクト数の計算等

各ファセット毎に検索可能オブジェクト数を算出するためには，各キーごとに計算したオブ

の集約演算を効率的に行うことができる．Facet Database として XML データベー

ジェクト集合の和を計算すればよい．ファセット f ∈ F のキー k ∈ Kf を持つオブジェク

スを用いない理由としては，XML データベースには集約演算が存在せず，集約演算
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のために複雑な問合せをしなければならないためである．また，XML データベース

図 5 システム概要
Fig. 5 A system architecture

では複雑な問合せには膨大な時間がかかってしまうことも関係データベースを用いる
理由である．

(3)

User Interface は利用者とのインタラクションを行う．利用者に対し，ファセットと
キーを提示し，選択されたファセット，キーの内容を Object Retriever に伝える．ま
た，これまでに選択してきたファセットとキーを表示し ，利用者の検索をサポート
する．

(4)

Object Retriever は選択されたファセットとキーを基にオブジェクトの絞込み，キー
毎，ファセット毎の検索可能オブジェクト数の計算を行う．Object Retriever の入力

S はファセットとキーのペアの集合である．入力 S について SQL を生成し，ファセッ
トとキーの検索可能オブジェクト数対リストと結果オブジェクトを取得するためのパ
ス式集合を獲得する．その各々を Facet Viewer と Result Generator に送信する．

(5)

Result Generator は送信されてきたパス式集合を基に XQuery を生成し結果を取得
する．その後その結果を Result Viewer に送る．

(6)

Facet Viewer は送信されてきたファセットとキーの検索可能オブジェクト数つきリ
ストを利用者の見やすい形に変換する．単純な例としては HTML のリストを用いて
ファセットの下にキーを表示することが考えられる．ここで変換されたファセットと
キーのリストを User Interface に渡して，利用者に再度表示する．

(7)

Result Viewer は基本的な機能は Facet Viewer と同じである．Facet Viewer との違
表 6 データベーススキーマ
Table 6 Data Schema

いは入力が XML データで与えられるため，XSLT7) を用いての変換ができることで
ある．これはすなわち，ファセット検索システムを構築する人の表示したい形に変換
できるということである．ここで変換された検索結果を User Interface に渡し ，利
用者に表示する．

4.2 データベーススキーマ

テーブル名

スキーマ

クラス
クラス属性
オブジェクト
ファセット

クラス（ クラス ID，クラス名，パス式）
属性（ クラス ID，属性名，パス式）
オブジェクト（オブジェクト ID，クラス ID，パス式）
ファセット名（キー，クラス ID，オブジェクト ID ）

本節では図 5 のデータベースに格納するためのスキーマについて説明する．
ス，クラス属性，オブジェクト，ファセットの四つである．この四つの概念のスキーマを表

まず，Facet Database におけるスキーマについて説明する．Facet Database への問合せ

6 のように定義した．

には二種類ある．一つは検索結果 XML データ取得用のパス式を取得する問合せ，もう一つ
は絞り込まれたオブジェクトのファセットとキーの算出の問合せである．後者にはこれに加

まずクラスのテーブル名は「クラス」で，各々のクラスに ID を付加する．クラス名は主

えて，各々が検索できるオブジェクトの数を算出しなければならない．これらを実現可能な

キーには得ない．これは異種 XML データを扱う際に，複数の DTD において同一の要素名
を持つものの異なる内容モデルを持つ要素が複数存在し得るからである．このような観点か

データベーススキーマを考察する．

ら同じ名前を持ったクラスでも識別できるように「クラス ID 」を用いる．また，同スキー

第 3 節で述べたように XML データにおけるファセット検索で用いられる情報は，クラ
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マ内の「パス式」は検索結果 XML データを得るために使用するものである．

べ，ファセットの順序付けに対する指標を提案し，その有用性を検証した．ファセットの順
序付けに関しては 5) で 8) の手法を拡張したものを用いていたが，計算にかかるコストが高

クラス属性テーブルはその名前を「属性」とし，所属しているクラスのクラス ID と属性
名を主キーとする．これは同一クラス内には同じ名前の属性は存在せず，他のクラスに同一

く速度面に問題があると結論付けていた．
大規模ファイルシステムにおけるファセット検索9)

名の属性が存在するためである．また，このスキーマの「パス式」はクラスの要素からの相

Koren らは 9) にて，ペタバイト級の大規模ファイルシステムの検索にファセット検索を用

対パス式で表現される．
次にオブジェクトテーブルはテーブル名「オブジェクト 」とし，すべてのオブジェクトを

いることを提案していた．近年ペタバイト級のファイルストレージを用いることが増つつあ

管理する．これまでのテーブルはデータ構造に関する情報を保持してきたが，このオブジェ

9)
ることに着目し，
ではファイルシステムで検索する際に利用者がはっきりとした意図で適

クトテーブルとこの後に紹介するファセットは実データが入る．このスキーマ中の「オブ

切な問合せを表現することはできないと述べている．この点への改善策としてファセット検

ジェクト ID 」はオブジェクトを一意に識別する主キーである．また，
「 クラス ID 」を保持す

索を適用していた．このことから，大規模データの検索に対する手法としてファセット検索

ることでクラス毎にオブジェクトを見分けることができる．ここでの「パス式は」実データ

が有用であることがうかがえる．ファイルシステムにおける検索対象はすべてのファイルで

へのアクセスのためのパス式で，基本的にはクラスが持つパス式と同じだが，以下のように

あるが，本稿では XML データを対象にしているために検索対象が異種のものになるという

データの場所がより詳細に記されている．

点で扱うデータが異なっている．

document(”mybook”)//book/journal[25]

6. まとめと今後の課題

このパス式は「 mybook 」という名前で保存された XML 文書に対して，その中の「 book 」
要素の子要素の「 journal 」要素の 25 番目の要素を指示している．

本稿では XML データにおけるファセット検索を行うために検索対象クラス，クラス属

最後にファセットテーブルを説明する．このスキーマはテーブル名をファセット名とし

性，オブジェクト，ファセットの定義を行った．これらの定義に基づき，ファセット検索の

てあり，ファセット毎にテーブルを構築する．このスキーマを構成する，キー，クラス ID，

過程で必要な処理を定式化した．また，システムの概要を示し処理の流れとその処理に適切

オブジェクト ID の組合せが主キーとなる．これは，あるオブジェクトのファセットを見た

なデータベーススキーマを提示した．

ときにそのオブジェクトが複数のキーを持つこと可能性があることによる．例えば，買い物

今後の課題としては，まず検証用システムを構築し，処理の流れやデータベーススキーマ

のカテゴ リを考えると商品がオブジェクトでジャンルがファセットであると考えられる．こ

の妥当性を検証する．ここで妥当性が検証できれば，実際にファセット検索システムを構築

のジャンルにおいて，複数のジャンルにまたがる商品が考えられる．具体的には，ダ イエッ

し ，本稿で述べた手法を実現する．そうでなければ ，処理の流れに適したデータベースス

トに関する本を考えると，この本は「ダ イエット・健康」というジャンルと「 本」という

8)
キーマを定義する．また，
でも述べられていたが，ファセットの並び順はファセットを選

ジャンルの両方に属する．この場合ジャンルというファセットに二つのキー（ダ イエット・

5)
ぶ上で重要と考えられる．しかし，
によると計算時間に問題があった．そこで本研究とし

健康，本）があることになる．このような場合が想定されるため，表 6 のようなスキーマに

ては 5) で利用されていた順序付け手法の定量的な評価を行い，その上で新たなファセット

なっている．

の順序付け手法を検討する．その後に，ファセット検索システムを構築する人が検索対象

XML データに対する詳しくなくともこのシステムを構築できるように，システム構築のス

5. 関 連 研 究

テップと処理過程をフレームワーク化する．将来的には，このフレームワークを Web 上で

本節では，ファセット検索を適用した関連研究を紹介する．

RDF を対象としたファセット検索
Oren らは

8)

公開し，XML 検索の更なる発展を目指す．

8)
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が異なる．また，Oren らはファセット検索におけるファセットの順番の重要性について述
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