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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータシステムで実行される、要求データセットを提供する方法であって、
　第１の複数のデータセットを要求する第１の複数のクエリ言語ステートメントを受信す
ることと、
　前記第１の複数のクエリ言語ステートメントに基づいて、データセット間の第１の複数
の代数的関係を組み立てることであって、前記第１の複数の代数的関係は、前記第１の複
数のクエリ言語ステートメントにおける前記クエリ言語ステートメントのそれぞれから組
み立てられた複数の代数的関係を含むことと、
　前記第１の複数の代数的関係を関係ストアに記憶することと、
　前記要求データセットを要求する後続のクエリ言語ステートメントを受信することであ
って、前記要求データセットは、前記第１の複数のデータセットにおけるデータセットの
それぞれと異なることと、
　前記第１の複数のクエリ言語ステートメントから組み立てられる前記第１の複数の代数
的関係の少なくとも一部に基づいて、前記要求データセットを提供することと
を含み、
　前記要求データセットを提供することは、前記関係ストアからの前記第１の複数の代数
的関係のうちの少なくともいくつかを使用して、前記要求データセットに等しい結果を定
義する代数的関係の複数の集まりを組み立てることと、前記代数的関係の集まりのうちの
１つを選択して、前記要求データセットを計算することとを有する、方法。
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【請求項２】
　前記第１の複数のクエリ言語ステートメントのそれぞれは、少なくとも１つの明示的な
データセットを指定し、前記方法は、
　前記第１の複数のデータセットに関する情報を記憶するデータセット情報ストアを提供
することと、
　前記第１の複数のクエリ言語ステートメントにおいて指定される前記明示的なデータセ
ットにデータセット識別子を関連付けることと、
　前記明示的なデータセットの前記データセット識別子を前記データセット情報ストアに
記憶することと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記データセットのうちの少なくともいくつかを記憶するデータストアを提供すること
をさらに含み、前記第１の複数のクエリ言語ステートメントは、前記後続のクエリ言語ス
テートメントの受信時に前記データストアに記憶されていなかった少なくとも１つのデー
タセットを指定する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記後続のクエリ言語ステートメントの受信時に前記データストアに記憶されていなか
った少なくとも１つのデータセットを使用して、前記要求データセットを計算する、請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の複数の代数的関係における前記代数的関係のそれぞれは、単一の演算子及び
１～３の範囲内のいくつかのオペランドを有する、請求項１～４のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項６】
　前記第１の複数の代数的関係における前記代数的関係のそれぞれは、
　少なくとも第１のデータセットの抽象的な表現を含む第１の表現と、
　少なくとも第２のデータセットの抽象的な表現を含む第２の表現と、
　前記第１の表現と前記第２の表現との間の数学的関係を抽象的に定義する関係演算子と
、を有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の複数のクエリ言語ステートメントのうちの少なくとも１つは関係データモデ
ルに基づき、前記第１の複数のクエリ言語ステートメントのうちの少なくとも１つはマー
クアップ言語モデルに基づく、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記要求データセットを要求する前記クエリ言語ステートメントに基づいて、複数の追
加の代数的関係を組み立てることと、
　前記追加の代数的関係のうちの少なくともいくつかを使用して、前記要求データセット
を提供することと、
をさらに含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　最適化基準を適用して、前記代数的関係の集まりを選択して、前記要求データセットを
計算することと、
　前記選択された代数的関係の集まりを使用して、前記要求データセットを計算すること
と、
を含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記最適化基準は、少なくとも一部が、前記代数的関係の各集まりを計算するために必
要なデータセットを記憶装置から検索するために要する時間の推定に基づく、請求項１～
９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記最適化基準は、少なくとも一部が、前記代数的関係の各集まりを計算するために必
要なデータセットを記憶装置から検索するためのコストに基づき、
　個々の前記データセットが代数的関係の集まり内で２回以上参照される場合、前記最適
化基準は、記憶装置から個々のデータセットを１回のみ検索するためのコストを割り振る
、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数の代数的関係の集まりを組み立てることは、物理フォーマットが異なるが論理
的に同じデータを含む等価のデータセットを区別する代数的関係の集まりを生成すること
を含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　異なる物理フォーマットのデータセットに対して作用する少なくとも２つの代数的に等
価の関数を含む、複数の関数を提供することと、
　前記等価なデータセットのうちの選択されたデータセットの前記フォーマットに基づい
て、前記代数的に等価の関数のうちの１つを選択することと、
　前記代数的に等価の関数のうちの選択された関数を含む前記関数のうちの少なくともい
くつかを使用して、前記要求データセットを実現化することと、
をさらに含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数の代数的関係の集まりを組み立てることは、前記第１の複数の代数的関係のう
ちの少なくともいくつかを使用して、前記要求データセットを要求する前記後続のクエリ
言語ステートメントを受信する時までは利用可能でなかった新しい代数的関係を生成する
ことをさらに含む、請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数の代数的関係の集まりは、代数的に互いに等価ではないが、両方とも前記要求
データセットに等しい結果を提供する少なくとも２つの代数的関係の集まりをさらに含む
、請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　本願は以下の同時係属中の特許出願、即ち２００６年５月１５日に出願された米国特許
出願第１１／３８３，４７６号明細書、２００６年５月１５日に出願された米国特許出願
第１１／３８３，４７７号明細書、２００６年５月１５日に出願された米国特許出願第１
１／３８３，４７８号明細書、２００６年５月１５日に出願された米国特許出願第１１／
３８３，４７９号明細書、２００６年５月１５日に出願された米国特許出願第１１／３８
３，４８０号明細書、及び２００６年５月１５日に出願された米国特許出願第１１／３８
３，４８２号明細書に関連し、これら各米国特許出願は参照により本明細書に援用される
。
【０００２】
発明の背景
Ｉ．分野
　本発明の分野は、データの記憶及びアクセスを行うためのシステム及び方法に関し、よ
り詳細には、データ記憶、データベース照会、及びデータ検索に関する。
【背景技術】
【０００３】
ＩＩ．背景
　多くのデータベース及びデータ記憶システムは、データが受信されると、そのデータに
対して構造を付与する所定のスキーマを有する。スキーマは、データが当初提供された状
態のままでは、データの構造に関する情報を取り込まないことがある。これに加えて、ス
キーマは、データが実際に提供又は照会される様式に向けて最適化されていない予め規定
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された関係に則って設計されていることがある。スキーマに固有の論理的関係は、データ
が実際に記憶される様式に向けて最適化されていないデータベース構造にも繋がる恐れが
ある。さらに、スキーマ及び／又はそれに関連するデータベース構造に固有の論理的関係
は、データクエリにおいて指定することができる論理関係の種類を制限する恐れがある。
単一のクエリが記憶装置に複数回アクセスする必要があり得、特に処理速度と記憶装置ア
クセス速度との開きが広がることから、大きな非効率性が生じる。多大な努力が、関係（
リレーショナル）データベース及び他の従来のデータベースのアクセス方法を改良するた
めに払われてきたが、そういった方法は本質的に、予め規定される関係、その結果として
データに付与される構造によって制限される。多くのデータベースのこういった関係と構
造との密結合は、フラットファイル、カンマ区切り値（ＣＳＶ）ファイル、及び拡張可能
マークアップ言語（ＸＭＬ）を使用して定義されたデータ等の様々な異なる形式（フォー
マット）で提供されるデータの取り込み、変換、及び処理を効率的に行うことを難しくさ
せもする。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
発明の概要
　本発明の諸態様は、データの記憶及びアクセスを行うためのシステム及び方法を提供す
る。実施形態例は、データセットを記憶するデータストア、データセットに関する情報を
記憶するデータセット情報ストア、データセット間の代数的関係を記憶する代数的関係ス
トア、代数的関係を使用して、データストアからのデータセットの記憶及びアクセスを最
適化するオプティマイザ、及び代数的関係を計算してデータセットを提供するセットプロ
セッサを含むことができる。実施形態例では、モジュールが、ハードウェア、ファームウ
ェア、及び／又はソフトウェアの組み合わせによって提供されてよく、実施形態例によっ
ては並列処理及び分散記憶を利用してもよい。
【０００５】
　本発明の一態様は、クエリ（照会）言語ステートメント（文）からデータセット間の代
数的関係を組み立てるための方法を提供する。別の態様は、要求データセットを提供する
ための方法を提供する。照会言語ステートメントをシステムに提示することができる。例
えば、照会言語ステートメントは、関係データモデルを使用する構造化照会言語（ＳＱＬ
）フォーマットであってもよく、又はマークアップ言語フォーマットを使用するＸＱｕｅ
ｒｙフォーマットであってもよい。次に、照会言語ステートメントから複数の代数的関係
を組み立て、代数的関係ストアに記憶することができる。このようにして、ステートメン
トがシステムに提示される都度、データセット間の代数的関係を時間と共に関係ストアに
蓄積することができる。実施形態例によっては、照会言語ステートメントは要求データセ
ットを要求しないが、それでも要求データセットの提供に当たって有用な代数的関係を組
み立てるために使用されることがある。こういった代数的関係のうちの少なくともいくつ
かは、関係ストアから検索することができ、要求データセットを提供するために使用する
ことができる。
【０００６】
　さらなる一態様では、データセット間の代数的関係は、ステートメントがシステムに提
示される都度、時間と共に関係ストアに蓄積することができる。代数的関係の代替の集ま
り（コレクション）を生成して評価し、要求データセットの計算及び提供に使用するため
に最適な代数的関係の集まりを判断することができる。この最適化は、記憶装置から基礎
をなすデータセットを検索するのではなく、代数的関係を使用して実行することができる
。その結果、最適化をプロセッサ速度で実行することができ、低速の記憶装置からデータ
を検索するために要する時間量が最小化される。
【０００７】
　別の態様では、照会言語ステートメントが、提供されるべきデータセットを要求し、関
係ストアが、照会言語ステートメントから組み立てられないデータセットの他の代数的関
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係を含む。例によっては、照会言語ステートメントから組み立てられた代数的関係及び関
係ストア内の他の代数的関係の両方が、要求データセットの提供に使用され得る。さらな
る一態様では、オプティマイザを使用して、要求データセットに等しい結果を定義する代
数的関係の複数の集まりを生成することができ、最適化基準を適用して、要求データセッ
トの提供に使用する、複数の代数的関係の集まりのうちの１つを選択することができる。
実施形態例によっては、最適化基準は、記憶装置から転送する必要のあるデータ量及び／
又は代数的関係の集まりを計算するために記憶装置からデータセットを転送するために要
する時間量の推定に基づくことができる。別の例では、最適化基準は、異なる物理フォー
マットの又はデータストア内で異なる位置にある同じ論理データを含む等価データセット
を識別することができる。
【０００８】
　別の態様は、要求データセットに等しい結果をそれぞれ定義する少なくとも２つの代替
の代数的関係を組み立てることができる、要求データセットを提供するための方法を提供
する。データセットは、異なる物理フォーマットで且つ／又はデータストア内の異なる場
所に記憶されている同じ論理データを含むことができる。例えば、データセットは、カン
マ区切り値（ＣＳＶ）フォーマット、バイナリストリング符号化（ＢＳＴＲ）フォーマッ
ト、固定オフセット（ＦＩＸＥＤ）フォーマット、タイプ符号化データ（ＴＥＤ）フォー
マット、及び／又はＸＭＬ若しくは他のマークアップ言語フォーマットで記憶媒体に記憶
することができる。タイプ符号化データ（ＴＥＤ）は、データ及びそのようなデータのフ
ォーマットを指す関連値を含むファイルフォーマットである。これらは単なる例にすぎず
、他の実施形態では、他の物理フォーマットを使用してもよい。データセットは、分散記
憶システム内の異なるディスクドライブ等の、データストア内の異なる場所に記憶しても
よく、異なるデータ転送速度及び／又は異なる利用可能帯域幅を有する異なるデータチャ
ネルを介してアクセス可能であることとしてもよい。代数的関係のうちの１つを、少なく
とも部分的に、代数的関係内で参照されるデータセットの物理フォーマット及び／又は場
所に基づいて、要求データセットの提供に使用されるものとして選択することができる。
他の例では、代数的関係は、少なくとも部分的に、代数的関係内で参照されるデータセッ
トの検索に使用されるチャネルの速度及び利用可能帯域幅に基づいて選択することができ
る。
【０００９】
　別の態様は、異なる物理フォーマットのオペランドに対して作用する関数を使用して、
要求データセットを提供するための方法を提供する。データセットは、カンマ区切り値（
ＣＳＶ）フォーマット、バイナリストリング符号化（ＢＳＴＲ）フォーマット、固定オフ
セット（ＦＩＸＥＤ）フォーマット、タイプ符号化データ（ＴＥＤ）フォーマット、及び
／又はＸＭＬ若しくは他のマークアップ言語フォーマット等の複数の物理フォーマットで
記憶することができる。データセットをオペランドとして使用する関数が定義される。論
理的に等価の関数を、オペランドに使用することができる物理フォーマットの異なる組み
合わせに対して定義することができる。要求データセットを提供するために、要求データ
セットに等しい結果を定義する代数的関係を組み立てることができる。代数的関係は、記
憶装置内のデータセットを参照することができる。代数的関係から要求データセットを計
算するために、参照データセットは記憶装置から検索され、関数がそのデータセットに対
して適用されて、代数的関係において指定される演算が実行される。代数的関係の計算に
使用される関数は、データセットが検索される物理フォーマットに対応するように選択す
ることができる。このようにして、別個のフォーマットへの変換を必要とせずに、データ
セットが検索された物理フォーマットに最適な関数を使用することができる。
【００１０】
　さらなる一態様では、要求データセットに等しい結果を定義する複数の代数的関係が組
み立てられる。代数的関係のうちのいくつかは、物理フォーマットが異なるが論理的に同
じデータを参照することができる。データセットの物理フォーマット、それらフォーマッ
トのデータセットに対する動作に利用可能な関数、及び／又は計算に必要とされ得るあら
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ゆるフォーマット変換を考慮した最適化基準を代数的関係に適用することができる。代数
的関係は、最適化基準に基づいて選択され、要求データセットの提供に使用することがで
きる。次に、フォーマット固有関数が使用されて、選択された代数的関係が計算される。
関数のうちの少なくともいくつかは、代数的関係内で参照されるデータセットの物理フォ
ーマットに基づいて選択される。
【００１１】
　別の態様では、代数的関係を使用して、新しいデータセットを定義することができる。
一実施形態例では、データセットに関する情報を記憶するデータセット情報ストアを提供
することができる。新しいデータセットは、データセット識別子をデータセットに関連付
け、そのデータセット識別子をデータ情報ストアに記憶することによって作成することが
できる。例によっては、新しいデータセットは、照会言語ステートメントの部分としてシ
ステムに提示される明示的なデータセットであってよい。
【００１２】
　別の態様では、照会言語ステートメントは、同照会言語ステートメントの受け取り時に
データストアにまだ記憶されていないデータセットのうちの１つ又は複数を指定すること
ができる。実施形態によっては、データセットは、記憶装置内にデータセットを実現化せ
ずに、代数的関係によって定義することができる。
【００１３】
　別の態様では、データセットが作成されたときを示す一時的な情報がデータセット情報
ストアに記憶される。さらなる一態様では、指定時間前に一時的な情報に関連するデータ
セットをデータセット情報ストアから除去することにより、データセット情報ストアを一
時的に再定義することができる。実現化されていないデータセットが、指定時間前に一時
的な情報を有するデータを参照する場合、参照されるデータセットが除去される前に、そ
のデータセットを実現化してデータストアに記憶することができる。
【００１４】
　別の態様は、スキーマ間のマッピングを使用して要求データセットを提供するための方
法を提供する。マッピングは、異なるデータモデルに基づいて複数のスキーマ間に提供す
ることができる。ステートメントは、異なるスキーマ及びデータモデルに基づいてシステ
ムに提示することができる。例えば、ステートメントは、関係データモデルに基づく構造
化照会言語（ＳＱＬ）フォーマット及び／又は拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）デー
タモデルに基づくＸＱｕｅｒｙフォーマットの照会言語としてシステムに提示することが
できる。これらステートメント及びデータモデルは単なる例にすぎず、他の例では、他の
ステートメント及びデータモデルをサポートすることもできる。異なるスキーマ及びデー
タモデルに基づいてシステムに提示されるステートメントから、データセット間の代数的
関係を組み立てることができる。データセットが特定のスキーマ及びデータモデルに基づ
いて要求される場合、マッピングにより、他のスキーマ及びデータモデルに基づく代数的
関係を、要求データの提供に使用することができる。
【００１５】
　さらなる一態様では、要求データセットに等しい結果を定義する複数の代数的関係を組
み立てることができる。最適化基準を使用して、要求データセットを計算する代数的関係
のうちの１つを選択することができる。代数的関係は、異なるスキーマ及びデータモデル
に基づくステートメントから組み立てることができる。マッピングは、異なるデータモデ
ルに基づいてスキーマ間に提供することができる。その結果、最適化をより広い代数的関
係候補の集合（セット）にわたって実行して、要求データセットを提供することができる
。代数的関係は、異なるデータモデルを使用して異なるスキーマに基づくステートメント
から組み立てられた場合であっても考えることができる。例えば、代数的関係は、関係デ
ータモデルに基づく構造化照会言語（ＳＱＬ）フォーマット及び拡張可能マークアップ言
語（ＸＭＬ）モデルに基づくＸＱｕｅｒｙフォーマットの両方でシステムに提示される照
会ステートメントから組み立てることができる。そして、続く照会ステートメントがシス
テムに提示されたことに応答して、これら代数的関係を最適化に使用することができる。
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例えば、ＳＱＬステートメントから組み立てられた代数的関係を、ＸＱｕｅｒｙステート
メントに応答して使用することができる。同様に、ＸＱｕｅｒｙから組み立てられた代数
的関係を、ＳＱＬステートメントに応答して使用することもできる。これらは単なる例に
すぎず、他の例では、他の種類のステートメント及びデータモデルを使用してもよい。
【００１６】
　別の態様は、仮想化を使用してデータセットを記憶するための方法を提供する。データ
セットは、データストアから除去し、関係ストア内の代数的関係によって定義することが
できる。データセット情報は、各データセットがデータストアにおいて実現化されている
か否かを特定する情報を含むことができる。データセットをいつ仮想化すべきかを判断す
るための基準を確立することができる。例えば、基準は、データセットのサイズ、参照さ
れた回数、及び／又はデータセットがデータストア内でアクセスされた頻度に基づくこと
ができる。データストアにおいて実現化されており、この基準を満たすデータセットにつ
いては、データストアからの除去から考えることができる。実施形態例では、データスト
アにおいて実現化されている他のデータセットに基づいてデータセットを定義する代数的
関係（直接的であるか、実現化されているデータセットに直接又は間接的に基づく他の代
数的関係を参照することによって間接的であるかに関わらず）が関係ストア内にある場合
、これらデータセットを除去することができる。データセットが除去された後、データセ
ット情報ストア内のそのデータセットに関する情報を、識別されたデータセットがデータ
ストア内で実現化されていないことを示すように変更することができる。
【００１７】
　さらなる一態様では、データセットを部分集合（サブセット）に分割し、次にそのデー
タセットをデータ記憶装置から除去することによって仮想化することにより、最適化のた
めのデータセットを選択することができる。例えば、選択されたデータセットのサブセッ
トであるデータセットをデータストアに追加することができる。例によっては、サブセッ
トは、等しい濃度を有する、選択されたデータセットの部分であってもよく、又は選択さ
れたデータセット内のデータアイテムのスカラー値範囲に基づいて定義してもよい。これ
らは単なる例にすぎず、他の例では、他のサブセットを定義してもよい。データストアに
追加されたサブセットの集合体に基づいて、選択されたデータセットを定義する代数的関
係を組み立てることができる。次に、選択されたデータセットをデータストアから除去し
、データセット情報ストア内の情報を、選択されたデータセットがデータセットで実現化
されていないことを示すように変更することができる。
【００１８】
　さらなる一態様では、仮想データセットを参照する代数的関係を使用して、要求データ
セットをシステムから検索することができる。例えば、選択されたデータセットは、デー
タストアから除去し、選択されたデータセットを定義する代数的関係で置換することがで
きる。選択されたデータセットがもはやデータストア内で実現化されていない場合であっ
ても、要求された他のデータセットを提供するに当たって使用するために、代数的関係を
関係ストアにおいて提供することができる。例えば、要求データセットを定義する代数的
関係の複数の集まりを組み立てることができる。これら代数的関係のうちのいくつかは、
選択されたデータセットを定義する代数的関係を使用して、（仮想的な）選択されたデー
タセットへの参照の置換を実行することによって組み立てることができる。例えば、選択
されたデータセットを参照する表現を、データストアで実現化される１つ又は複数のサブ
セットを参照する表現で置換することができる。次に、最適化基準を適用して、要求デー
タセットを計算する、代数的関係の集まりのうちの１つを選択することができる。
【００１９】
　別の態様では、本発明の上記態様のうちの１つ又は複数を実行するようにプログラムさ
れた１つ又は複数のプロセッサを有するコンピュータシステムが提供される。コンピュー
タシステムは、データセットストアを提供する揮発性記憶装置及び／又は不揮発性記憶装
置を含むことができる。別の態様では、１つ又は複数のハードウェアアクセラレータ又は
他の回路が、本発明の上記態様のうちの１つ又は複数を実行するように構成される。別の
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態様では、本発明の上記態様のうちの１つ又は複数を実行するための実行可能命令を有す
るコンピュータ可読媒体が提供される。
【００２０】
　本発明の上記各態様は、単独で使用してもよく、又は上記若しくは以下の説明において
説明される本発明の他の態様と組み合わせてもよいことが理解される。
【００２１】
参照による援用
　本明細書において述べる公開物及び特許出願はすべて、個々の各公開物又は特許出願が
とりわけ個々に参照により本明細書に援用されると示されているかのように、参照により
本明細書に同じ程度で援用される。
【００２２】
　本発明の新規の特徴は、特に添付の特許請求の範囲に記載される。本発明の特徴及び利
点のよりよい理解が、本発明の原理が利用される例示的な実施形態を記す以下の詳細な説
明及び添付図面を参照することによって得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態例に関連して使用することができるコンピュータシステムの第
１の構造例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態例に関連して使用することができるコンピュータネットワーク
を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態例に関連して使用することができるコンピュータシステムの第
２の構造例を示すブロック図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態例の論理的構造を示すブロック図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態例のセットマネージャモジュールに記憶される情報を示す
ブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態例による、データセットを提出するための方法のフローチャ
ートである。
【図６】本発明の一実施形態例による、ステートメントを提出するための方法のフローチ
ャートである。
【図７】ステートメント及び図６の方法のＸＳＮツリーの例を示す。
【図８】本発明の一実施形態例による、データセットを実現するための方法のフローチャ
ートである。
【図９Ａ】本発明の一実施形態例による、代数的及び演算的に最適化するための方法のフ
ローチャートである。
【図９Ｂ】本発明の代替の実施形態例による、代数的及び演算的に最適化するための方法
のフローチャートである。
【図９Ｃ】本発明の実施形態例による、総合的に最適化するための方法を示す。
【図９Ｄ】本発明の実施形態例による、総合的に最適化するための方法を示す。
【図９Ｅ】本発明の実施形態例による、総合的に最適化するための方法を示す。
【図９Ｆ】本発明の実施形態例による、総合的に最適化するための方法を示す。
【図９Ｇ】本発明の実施形態例による、総合的に最適化するための方法を示す。
【図９Ｈ】本発明の実施形態例による、総合的に最適化するための方法を示す。
【図１０Ａ】ＯｐｔｏＮｏｄｅ構造の一例フィールドを示す。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態例によるＯｐｔｏＮｏｄｅ構造の一例のブロック図であ
る。
【図１１】本発明の一実施形態例による、代数的関係からデータセットを計算するための
方法のフローチャートである。
【図１２Ａ】本発明の一実施形態例によるＸＳＮツリー例のブロック図である。
【図１２Ｂ】本発明の一実施形態例によるＸＳＮツリー例のブロック図である。
【図１３Ａ】記憶装置マネージャの実施形態例において使用することができるバッファ連



(9) JP 5113157 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

鎖の実施態様例を示すブロック図である。
【図１３Ｂ】記憶装置マネージャの実施形態例において使用することができるバッファ連
鎖の実施態様例を示すブロック図である。
【図１３Ｃ】記憶装置マネージャの実施形態例において使用することができるバッファ連
鎖の実施態様例を示すブロック図である。
【図１３Ｄ】記憶装置マネージャの実施形態例において使用することができるバッファ連
鎖の実施態様例を示すブロック図である。
【図１４Ａ】一実施形態例による関係データからＸＭＬへの変換のブロック図である。
【図１４Ｂ】一実施形態例による関係データから有向グラフへの変換のブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
詳細な説明
　本発明は様々な変更及び代替の構造に開かれているが、図面に示される実施形態をここ
で詳細に説明する。しかし、本発明を開示される特定の形態に制限する意図がないことを
理解されたい。逆に、本発明が、添付の特許請求の範囲において表される本発明の趣旨及
び範囲内にある変更、均等物、及び代替の構造をすべて包含することが意図される。
【００２５】
　本発明の実施形態例は、拡張集合処理及び代数最適化を使用してデータを記憶し処理す
るためのシステム及び方法を提供する。一例では、拡張集合理論に基づく汎用データモデ
ルを使用して、広範囲の異種フォーマットで提供されるデータからスカラー情報、構造情
報、及び時間的情報を取り込むことができる。例えば、固定フォーマット、カンマ区切り
値（ＣＳＶ）フォーマット、拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）及び他のフォーマット
のデータを、情報の損失なしで取り込み、効率的に処理することができる。これら符号化
は、物理フォーマットと呼ばれる。同じ論理データを、任意の数の異なる物理フォーマッ
トで記憶することができる。実施形態例は、同じ論理データを保持しながら、これらフォ
ーマット間でシームレスに変換することができる。
【００２６】
　厳密な数学的データモデルを使用することにより、実施形態例は、データ及びデータの
相互関係の代数的完全性を維持し、時間的不変性（temporal invariance）を提供し、適
応データ再構築を可能にすることができる。
【００２７】
　代数的完全性により、代数的関係がモデリングする情報の操作をその代数的関係の操作
で置換することが可能になる。例えば、様々なデータセットを記憶装置からはるかに遅い
速度で検索して調べることを必要とせずに、代数表現をプロセッサ速度で評価することに
より、クエリを処理することができる。
【００２８】
　時間的不変性は、情報がシステムから破棄されるまで、情報の一定の値、構造、及び場
所を維持することによって提供することができる。「ｉｎｓｅｒｔ」機能、「ｕｐｄａｔ
ｅ」機能、及び「ｄｅｌｅｔｅ」機能等の標準的なデータベース演算により、部分的に、
システムにおいてすでに識別されているデータへの参照を含む代数的表現として定義され
る新しいデータが作成される。このような演算は元のデータを変更しないため、実施形態
例は、システムに含まれる情報を、記録されている履歴に存在するそのままの形態で随時
調べる能力を提供する。
【００２９】
　代数的完全性と組み合わせた適応データ再構築は、情報の論理的構造及び物理的構造を
、論理的構造と物理的構造との間の厳密な数学的マッピングを維持しながら、変更するこ
とを許容する。実施形態例において、適応データ再構築は、クエリ処理を加速化すると共
に、不揮発性記憶装置と揮発性記憶装置との間のデータ転送を最小化するのに用いること
ができる。
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【００３０】
　実施形態例は、これら特徴を使用して、ＸＭＬフォーマットで提供されるか、関係フォ
ーマットで提供されるか、それとも他のデータフォーマットで提供されるかに関わりなく
、動的に変化するデータのアクセス、統合、及び処理に当たって劇的な効率を提供するこ
とができる。特に、実施形態例は以下を提供することができる。
　　・あらゆる種類の企業情報を、等しい設備で、また、大規模なプログラミングなしで
、数学的にモデリングして処理できるようにする、情報構造からの独立性
　　・データの事前構築化及びデータベースの抽出、変換、及びロード動作、並びに大半
のデータベースインデックス構造及びそれに関連する記憶容量の解消
　　・冗長動作をなくすと共に、適応再構築作業データセットによって不揮発性／揮発性
記憶装置境界性能バリアにわたるデータ転送を低減する適応最適化を介しての高速クエリ
処理
　　・スケーラブルであり、超並列計算・記憶システムを十分に利用する高度に非同期か
つ並列的な内部動作
　　・ステートレスエンティティ記録ひいては逐次再利用可能リソースの最小化による性
能の向上及び耐故障性の増大
　　・記録履歴内にそれまでに存在したそのままの状態でデータベースを照会する能力
【００３１】
　数学的データモデルにより、実施形態例を広範囲のコンピュータ構造及びシステムに使
用することが可能であり、ありのままで超並列計算・記憶システムに役立つ。実施形態例
に関連して使用することができるコンピュータ構造及びシステムのいくつかの例について
これより説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の実施形態例に関連して使用することができるコンピュータシステム１
００の第１の構造例を示すブロック図である。図１に示すように、コンピュータシステム
例は、Intel Xeon（商標）プロセッサ、AMD Opteron（商標）プロセッサ、又は他のプロ
セッサ等の命令を処理するプロセッサ１０２を含むことができる。複数の実行スレッドを
並列処理のために使用することができる。実施形態によっては、単一のコンピュータシス
テム内にあるのか、クラスタ内にあるのか、又はネットワークを経由してシステムに分散
されているかに関わりなく、複数のプロセッサ又は複数のコアを有するプロセッサを使用
してもよい。
【００３３】
　図１に示すように、高速キャッシュ１０４をプロセッサ１０２に接続するか、又はプロ
セッサ１０２内に組み込んで、プロセッサ１０２が最近使用した、又は頻繁に使用する命
令又はデータの高速メモリを提供することができる。プロセッサ１０２は、プロセッサバ
ス１０８によってノースブリッジ１０６に接続される。ノースブリッジ１０６は、メモリ
バス１１２によってランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１１０に接続され、プロセッサ１
０２によるＲＡＭ１１０へのアクセスを管理する。ノースブリッジ１０６は、チップセッ
トバス１１６によってサウスブリッジ１１４にも接続される。そして、サウスブリッジ１
１４は周辺バス１１８に接続される。周辺バスは、例えば、ＰＣＩ、ＰＣＩ－Ｘ、ＰＣＩ
　Ｅｘｐｒｅｓｓ、又は他の周辺バスであってよい。ノースブリッジ及びサウスブリッジ
は、プロセッサチップセットと呼ばれることが多く、プロセッサ、ＲＡＭ、及び周辺バス
１１８上の周辺構成要素の間でのデータ転送を管理する。代替の構造によっては、別個の
ノースブリッジチップを使用する代わりに、ノースブリッジの機能をプロセッサ内に組み
込んでもよい。
【００３４】
　実施形態によっては、システム１００は、周辺バス１１８に取り付けられたアクセラレ
ータカード１２２を含むことができる。アクセラレータは、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）又は特定の処理を加速させる他のハードウェアを含むことができ
る。例えば、アクセラレータは、適応データ再構築又は拡張集合処理に使用される代数的
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表現の評価に使用することができる。
【００３５】
　ソフトウェア及びデータは外部記憶装置１２４に記憶され、プロセッサによる使用のた
めにＲＡＭ１１０及び／又はキャッシュ１０４にロードすることができる。システム１０
０は、Linux又は他のオペレーティングシステム等のシステムリソースを管理するための
オペレーティングシステム及び本発明の実施形態例によるデータ記憶及び最適化を管理す
るための、オペレーティングシステムの上で実行されるアプリケーションソフトウェアを
含む。
【００３６】
　この例では、システム１００は、周辺バスに接続され、ネットワーク接続ストレージ（
ＮＡＳ）等の外部記憶装置及び分散並列処理に使用できる他のコンピュータシステムへの
ネットワークインタフェースを提供するネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）１
２０及び１２１も含む。
【００３７】
　図２は、複数のコンピュータシステム２０２ａ、２０２ｂ、及び２０２ｃ並びにネット
ワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）２０４ａ、２０４ｂ、及び２０４ｃを有するネットワー
ク２００を示すブロック図である。実施形態例では、コンピュータシステム２０２ａ、２
０２ｂ、及び２０２ｃは、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）２０４ａ、２０４ｂ、
２０４ｃに記憶されているデータへのデータ記憶を管理すると共に、ＮＡＳ２０４ａ、２
０４ｂ、及び２０４ｃへのデータアクセスを最適化することができる。数学的モデルは、
データに用いることができ、コンピュータシステム２０２ａ、２０２ｂ、及び２０２ｃに
わたる分散並列処理を使用した評価に用いることができる。コンピュータシステム２０２
ａ、２０２ｂ、及び２０２ｃは、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）２０４ａ、２０
４ｂ、及び２０４ｃに記憶されているデータの適応データ再構築に並列処理を提供するこ
ともできる。これは単なる例にすぎず、広範囲の他のコンピュータ構造及びシステムを使
用することが可能である。例えば、並列処理を提供するために、ブレードサーバを使用し
てもよい。バックプレーン経由でプロセッサブレードを接続して、並列処理を提供するこ
とができる。記憶装置はまた、バックプレーンに接続してもよいし、又は別個のネットワ
ークインタフェース経由のネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）としてもよい。
【００３８】
　実施形態例では、プロセッサは別個のメモリ空間を保持し、他のプロセッサによる並列
処理のために、ネットワークインタフェース、バックプレーン、又は他のコネクタを通し
てデータを送信してもよい。他の実施形態では、プロセッサのうちのいくつか又はすべて
が、共有仮想アドレスメモリ空間を使用することができる。
【００３９】
　図３は、実施形態例による共有仮想アドレスメモリ空間を使用するマルチプロセッサコ
ンピュータシステム３００のブロック図である。システムは、共有メモリサブシステム３
０４にアクセス可能な複数のプロセッサ３０２ａ～３０２ｆを含む。システムは、複数の
プログラマブルハードウェアメモリアルゴリズムプロセッサ（ＭＡＰ）３０６ａ～３０６
ｆをメモリサブシステム３０４に組み込む。各ＭＡＰ３０６ａ～３０６ｆは、メモリ３０
８ａ～３０８ｆ及び１つ又は複数のフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
３１０ａ～３１０ｆを含むことができる。ＭＡＰは構成可能な機能ユニットを提供し、各
プロセッサと密に連携して処理するための特定のアルゴリズム又はアルゴリズムの部分を
ＦＰＧＡ３１０ａ～３１０ｆに提供することができる。例えば、実施形態例では、ＭＡＰ
を使用して、データモデルに関する代数的表現を評価し、適応データ再構築を実行するこ
とができる。この例では、各ＭＡＰは、こうった目的のために、すべてのプロセッサから
グローバルにアクセス可能である。一構成では、各ＭＡＰはダイレクトメモリアクセス（
ＤＡＭ）を使用して関連メモリ３０８ａ～３０８ｆにアクセスし、それにより、各マイク
ロプロセッサ３０２ａ～３０２ｆから独立して、かつ各プロセッサ３０２ａ～３０２ｆと
非同期にタスクを実行することが可能である。この構成では、ＭＡＰは、結果を別のＭＡ
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Ｐに直接供給して、アルゴリズムのパイプライン化及び並列実行を行うことができる。
【００４０】
　上記コンピュータ構造及びシステムは単なる例にすぎず、汎用プロセッサ、コプロセッ
サ、ＦＰＧＡ、及び他のプログラマブル論理素子、システムオンチップ（ＳＯＣ）、特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、他の処理要素及び論理要素の任意の組み合わせを使用す
るシステムを含め、広範囲の他のコンピュータ構造及びシステムを実施形態例に関連して
使用することができる。データ管理・最適化システムの全部又は部分をソフトウェア又は
ハードウェアに実装してよく、ランダムアクセスメモリ、ハードドライブ、フラッシュメ
モリ、テープドライブ、ディスクアレイ、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、及び
他のローカル又は分散データ記憶装置及びシステムを含め、様々なあらゆるデータ記憶媒
体を実施形態例に関連して使用してよいことが理解される。
【００４１】
　実施形態例では、データ管理・最適化システムは、上記又は他のコンピュータ構造及び
システムのうちの任意のもので実行されるソフトウェアモジュールを使用して実施するこ
とができる。他の実施形態では、システムの機能は、ファームウェア、図３において参照
されるようなフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）等のプログラマブル論
理素子、システムオンチップ（ＳＯＣ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、又は他の
処理要素及び論理要素に部分的又は完全に実装することができる。例えば、セットプロセ
ッサ及びオプティマイザは、図１に示すアクセラレータカード１２２等のハードウェアア
クセラレータカードの使用を通してハードウェアアクセラレータと共に実装することがで
きる。
【００４２】
　図４Ａは、ソフトウェアモジュール４００の論理的構造例を示すブロック図である。ソ
フトウェアは、コンポーネントベースであり、図４Ａに示すように特定の機能をカプセル
化したモジュールに編制される。これは単なる例にすぎず、他のソフトウェア構造も同様
に使用可能である。
【００４３】
　この実施形態例では、１つ又は複数の様々な物理フォーマットで内部で記憶されたデー
タをシステムに提示することができる。システムは、拡張集合理論に基づいてデータの数
学的表現を作成し、システム内で一意に識別するためのグローバル一意識別子（ＧＵＩＤ
）をこの数学的表現に割当てることができる。この実施形態例では、データは、内部では
１つ又は複数のデータセットに適用される代数的表現の形態で表現され、ここで、データ
は、代数的表現の作成時に定義されていてもよく、又は定義されていなくてもよい。デー
タセットは、データセットのメンバと呼ばれるデータ要素セットを含む。一実施形態例で
は、要素は、演算子（operators）、値、及び／又は他のデータセットの組み合わせから
形成されるデータ値又は代数的表現であることができる。この例では、データセットは代
数的表現のオペランドである。様々なデータセット間の関係を定義する代数的関係は、セ
ットマネージャ４０２ソフトウェアモジュールによって記憶、管理される。この実施形態
では、すべてのデータセットが特定の代数的関係を通して関連するため、代数的完全性（
algebraic integrity）が保持される。特定のデータセットがシステムに記憶されてもよ
く、又はされなくともよい。データセットによっては、他のデータセットとの代数的関係
のみによって定義され、システムからそのデータセットを検索するために計算する必要が
あるものもある。データセットによっては、システムにまだ提供されていないデータセッ
トを参照する代数的関係によって定義され、まだ提供されていないデータセットがいつか
将来に提供されるまで計算することができないものさえある。
【００４４】
　一実施形態例では、代数的関係及び代数的表現内で参照されるＧＵＩＤは、作成されて
セットマネージャ４０２に記憶された後は変更されない。これは、他の同時管理装置をロ
ックすることを気にせず及び関連するオーバーヘッドなしでのデータ管理を可能にする時
間的不変性を提供する。対応するデータセットの代数的関係及びＧＵＩＤは、セットマネ
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ージャ４０２においてのみ添付され、新しい動作の結果として除去又は変更されない。こ
れにより、オペランド及び代数的関係の拡大し続ける世界が生まれ、記録履歴内の情報の
いかなるときの状態も再現することができる。この実施形態では、別個の外部識別子を使
用して、論理データが経時変化しても同じ論理データを指すことができるが、一意のＧＵ
ＩＤが、特定の時間に存在するそのままの状態のデータセットの各インスタンスを参照す
るために使用される。セットマネージャ４０２は、ＧＵＩＤに外部識別子及びＧＵＩＤが
システムに追加された時間を示すタイムスタンプを関連付けることができる。セットマネ
ージャ４０２は、ＧＵＩＤに特定のデータセットに関する特定の情報を関連付けることも
できる。この情報は、セットマネージャ４０２内に、リスト、テーブル、又は他のデータ
構造（この実施形態例では、セットユニバースと呼ばれる）で記憶することができる。デ
ータセット間の代数的関係も、セットマネージャ４０２内のリスト、テーブル、又は他の
データ構造（この実施形態例では、代数キャッシュと呼ばれる）に記憶することができる
。
【００４５】
　実施形態によっては、セットマネージャ４０２は、不必要又は冗長的な情報をパージ（
消去）することができると共に、記録履歴の時間範囲を制限するように時間的に再定義す
ることができる。例えば、不必要又は冗長的な情報を自動的にパージすることができ、ユ
ーザ設定又はコマンドに基づいて、時間的情報を定期的に潰すことができる。これは、指
定時間よりも前のタイムスタンプを有するすべてのＧＵＩＤをセットマネージャ４０２か
ら除去することによって達成することができる。これらＧＵＩＤを参照するすべての代数
的関係もセットマネージャ４０２から除去される。他のデータセットが、これらＧＵＩＤ
を参照する代数的関係によって定義されている場合、代数的関係がセットマネージャ４０
２から除去される前に、これらデータセットを計算して記憶する必要があり得る。
【００４６】
　一実施形態例では、データセットを記憶装置からパージすることができ、システムは、
必要であれば、後に代数的関係に頼ってそのデータセットを再び作成することができる。
このプロセスは仮想化と呼ばれる。実際のデータセットがパージされると、かかるデータ
セットに関連する記憶容量を解放することができるが、システムは、同システムに記憶さ
れている代数的関係に基づいてそのデータセットを識別する能力を保持する。一実施形態
例では、大きいか、又は参照される回数が特定の回数閾値未満のデータセットを自動的に
仮想化することができる。他の実施形態は、最近殆ど又は全く使用されなかったデータセ
ットの仮想化、より高速のメモリ又は記憶容量を解放するためのデータセットの仮想化、
又はセキュリティ強化のためのデータセット仮想化（仮想化後は、代数的関係にアクセス
せずにデータセットにアクセスするのはより困難であるため）を含めた他の仮想化基準を
使用することができる。こういった設定は、ユーザ構成可能又はシステム構成可能である
ことができる。例えば、セットマネージャ４０２がデータセットＡ並びにＡがデータセッ
トＢとＣとの共通部分に等しいという代数的関係を含む場合、システムは、データセット
Ａをセットマネージャ４０２からパージし、必要であれば、データセットＢ及びＣ並びに
代数的関係に頼ってデータセットＡを識別するように構成することができる。別の実施形
態例では、２つ以上のデータセットが互いに等しい場合、そのデータセットのうちの１つ
を残してすべてをセットマネージャ４０２から削除することができる。これは、複数のセ
ットが論理的に等しいが、異なる物理フォーマットである場合に発生し得る。このような
場合、そのデータセットのうちの１つを残してすべてを除去し、物理的な記憶空間を節約
することができる。
【００４７】
　データセットの値をシステムによって計算又は提供する必要がある場合、オプティマイ
ザ４１８が、データセットを定義する代数的関係をセットマネージャ４０２から検索する
ことができる。オプティマイザ４１８は、セットマネージャ４０２からの代数的関係を使
用して、データセットを定義する等価の追加の代数的関係を生成することもできる。この
場合、次に、最も効率的な代数的関係を、データセットを計算するために選択することが
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できる。
【００４８】
　セットプロセッサ４０４ソフトウェアモジュールは、代数的表現で表されるデータセッ
トの値を計算し、代数的関係を評価するために必要な算術的及び論理的な演算及び関数を
実行するエンジンを提供する。セットプロセッサ４０４は、適応データ再構築も可能にす
る。データセットは、セットプロセッサ４０４の演算及び関数によって操作される際、物
理的及び論理的に処理されて、続く演算及び関数を高速化する。セットプロセッサ４０４
の演算及び関数は、一実施形態例では、ソフトウェアルーチンとして実装される。しかし
、このような演算及び関数は、ファームウェア、図３において参照されるようなフィール
ドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）等のプログラマブル論理素子、システムオン
チップ（ＳＯＣ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、又は他のハードウェア又はこれ
らの組み合わせに部分的又は完全に実装することができる。
【００４９】
　図４Ａに示すソフトウェアモジュールについてこれよりさらに詳細に説明する。図４Ａ
に示すように、ソフトウェアは、セットマネージャ４０２及びセットプロセッサ４０４並
びにＳＱＬコネクタ４０６、ＳＱＬトランスレータ４０８、ＸＳＮコネクタ４１０、ＸＭ
Ｌコネクタ４１２、ＸＭＬトランスレータ４１４、ＸＳＮインタフェース４１６、オプテ
ィマイザ４１８、ストレージマネージャ４２０、エグゼクティブ４２２、及び管理者イン
タフェース４２４を含む。
【００５０】
　図４Ａの実施形態例では、データセットについてのクエリ及び他のステートメントは、
３つのコネクタのうちの１つ、即ちＳＱＬコネクタ４０６、ＸＳＮコネクタ４１０、又は
ＸＭＬコネクタ４１２を通して提供される。各コネクタは、特定のフォーマットでステー
トメントを受信及び提供する。一例では、ＳＱＬコネクタ４０６は、ユーザアプリケーシ
ョン及びＯＤＢＣ準拠のサードパーティの関係データベースシステムを使用するための標
準ＳＱＬ９２準拠ＯＤＢＣコネクタを提供し、ＸＭＬコネクタ４１２は、ユーザアプリケ
ーション、対応サードパーティのＸＭＬシステム、及びソフトウェア４００の同じ又は他
のシステム上の他のインスタンスを使用するための標準ウェブサービスＷ３Ｃ　ＸＱｕｅ
ｒｙ準拠のコネクタを提供する。ＳＱＬ及びＸＱｕｅｒｙは、照会言語ステートメントを
システムに提供するためのフォーマット例であるが、他のフォーマットを使用してもよい
。これらフォーマットで提供される照会言語ステートメントは、ＳＱＬトランスレータ４
０８及びＸＭＬトランスレータ４１４により、システムが使用する拡張集合記法（ＸＳＮ
：extended set notation）に変換される。ＸＳＮコネクタ４１０は、ステートメントを
ＸＳＮフォーマットで直接受け取るためのコネクタを提供する。拡張集合記法の一例につ
いて、以下、本明細書の末尾で説明する。拡張集合記法のこの例は、拡張データセットに
関するステートメントをシステムに提示することができるという構文を含む。拡張集合記
法のこの例は単なる例にすぎず、他の実施形態では、他の表記を使用してもよい。他の実
施形態は、システムに提供されるステートメントから情報を取り込むために、異なる種類
及びフォーマットのデータセット及び代数的関係を使用してもよい。
【００５１】
　ＸＳＮインタフェース４１６は、コネクタからのすべてのステートメントに単一エント
リポイントを提供する。ステートメントは、ＳＱＬトランスレータ４０８、ＸＭＬトラン
スレータ４１４、又はＸＳＮコネクタ４１０からＸＳＮフォーマットで提供される。ステ
ートメントは、拡張集合記法のテキストベースの記述を使用して提供される。ＸＳＮイン
タフェース４１６は、テキスト記述を、システムが使用する内部表現に変換するパーサ（
parser）を提供する。一例では、内部表現は、さらに後述するようにＸＳＮツリーデータ
構造を使用する。ＸＳＮステートメントが解析されると、ＸＳＮインタフェース４１６は
セットマネージャ４０２を呼び出して、ステートメント中で参照されるデータセットにＧ
ＵＩＤを割当てることができる。ＸＳＮステートメントを表す全体的な代数的関係は、そ
れぞれが代数関係である要素に解析することもできる。一実施形態例では、これら要素は
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、１～３のデータセットから参照する、単一の演算で構成される表現を有する代数的関係
であってよい。各代数的関係は、セットマネージャ４０２内の代数キャッシュに記憶する
ことができる。各新しい代数的表現に、代数的表現によって定義されるデータセットを表
すＧＵＩＤをセットユニバースに追加することができる。これにより、ＸＳＮインタフェ
ース４１６は、システムに提示されたステートメントにおいて指定されるデータセットを
参照する複数の代数的関係並びにステートメントを解析する際に作成することができる新
しいデータセットを組み立てる。このようにして、ＸＳＮインタフェース４１６及びセッ
トマネージャ４０２は、システムに提示されたステートメントから情報を取り込む。そし
て、システムがデータセットを計算する必要がある場合には、これらデータセット及び代
数的関係を代数的最適化に使用することができる。
【００５２】
　セットマネージャ４０２は、この例ではセットユニバースと呼ばれる、システムにとっ
て既知のデータセットに関する情報を記憶するデータセット情報ストアを提供する。セッ
トマネージャ４０２は、この例では代数キャッシュと呼ばれる、システムにとって既知の
データセット間の関係を記憶する関係ストアも提供する。図４Ｂは、一実施形態例による
セットユニバース４５０及び代数キャッシュ４５２内に保持される情報を示す。他の実施
形態は、データセットに関する情報を記憶するために異なるデータセット情報記憶装置を
使用してもよく、又はシステムにとって既知の代数関係に関する情報を記憶するために異
なる関連ストアを使用してもよい。
【００５３】
　図４Ｂに示すように、セットユニバース４５０は、システムにとって既知のデータセッ
トのＧＵＩＤリストを保持することができる。各ＧＵＩＤは、システム内のデータセット
の一意の識別子である。セットユニバース４５０は、特定のデータセットについての情報
にも各ＧＵＩＤを関連付けることができる。この情報は、例えば、コネクタを通して提示
されるステートメント内のデータセットを参照するために使用される外部識別子（特定の
データセットに対して一意であってもよく、又は一意でなくてもよい）、データセットが
システムにとって既知となった時間を示す日／時インジケータ、データセットのフォーマ
ットを示すフォーマットフィールド、及びデータセットのタイプを示すフラグを有するセ
ットタイプを含み得る。フォーマットフィールドは、システム内のデータセットの論理－
物理変換モデルを示すことができる。例えば、同じ論理データを、システム内の記憶媒体
に異なる物理フォーマットで記憶することが可能である。本明細書において使用する物理
フォーマットとは、データが記憶媒体に記憶される際に論理データを符号化するフォーマ
ットを指すものであり、使用される物理的な記憶媒体の特定の種類（例えば、ディスク、
ＲＡＭ、フラッシュメモリ等）を指すものではない。フォーマットフィールドは、論理デ
ータが記憶媒体上で物理フォーマットにどのようにマッピングされるかを示す。例えば、
データセットは、カンマ区切り値（ＣＳＶ）フォーマット、バイナリストリング符号化（
ＢＳＴＲ）フォーマット、固定オフセット（ＦＩＸＥＤ）フォーマット、タイプ符号化デ
ータ（ＴＥＤ）フォーマット、及び／又はマークアップ言語フォーマットで記憶媒体に記
憶することができる。タイプ符号化データ（ＴＥＤ）は、データ及びかかるデータのフォ
ーマットを示す関連する値を含むファイルフォーマットである。これらは単なる例にすぎ
ず、他の実施形態では、他の物理フォーマットを使用してもよい。セットユニバースは、
データセットについての情報を記憶するが、基礎データは、この実施形態例では、他のど
こにでも、例えば図１の記憶装置１２４、図２のネットワーク接続ストレージ２０４ａ、
２０４ｂ、及び２０４ｃ、図３のメモリ３０８ａ～３０８ｆ、又は他の記憶装置に記憶す
ることができる。データセットによっては物理的な記憶装置に存在せず、システムにとっ
て既知の代数的関係から計算されるものもある。場合によっては、データセットは、シス
テムにまだ提供されていないデータセットを参照する代数関係によって定義され、いつか
将来にそれらデータが提供されるまで計算できないことがある。セットタイプは、実現化
と呼ばれる、データセットが記憶装置内で利用可能であるか否か、又は仮想化と呼ばれる
、データセットが他のデータセットとの代数的関係によって定義されるか否かを示すこと



(16) JP 5113157 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

ができる。実施形態によっては、作成過程中又はシステムからの除去過程中のデータセッ
トを示す遷移タイプ等の他のタイプもサポートすることが可能である。これらは単なる例
にすぎず、他の実施形態では、データセットについての他の情報をデータセット情報スト
アに記憶してもよい。
【００５４】
　図４Ｂに示すように、代数キャッシュ４５２は、あるデータセットを別のデータセット
に関連付ける代数的関係のリストを保持することができる。図４Ｂに示す例では、代数的
関係は、データセットが、１～３つの他のデータセットに対して実行される演算又は関数
に等しいことを指定することができる（図４Ｂでは「ｇｕｉｄ　ＯＰ　ｇｕｉｄ　ｇｕｉ
ｄ　ｇｕｉｄ」として示される）。演算及び関数の例としては、射影関数、逆関数、濃度
関数、結合関数、及び制約関数が挙げられる。追加の例を、拡張集合記法例の部分として
本明細書の末尾において述べる。代数的関係は、データセットが別のデータセットに対し
て特定の関係を有することも指定することができる（図４Ｂでは「ｇｕｉｄ　ＲＥＬ　ｇ
ｕｉｄ」として示される）。関係演算子の例としては、拡張集合記法例の部分として本明
細書の末尾にさらに説明されるように、等しい、サブセット、及び互いに素並びにそれら
の論理否定が挙げられる。これらは単なる例にすぎず、他の実施形態では、４つ以上のデ
ータセットに対して作用する関数を含め、他の演算、関数、及び関係演算子を使用しても
よい。
【００５５】
　他のモジュールがセットマネージャ４０２にアクセスして、データセットの新しいＧＵ
ＩＤを追加することができ、セットマネージャ４０２は、他の代数的関係の最適化及び評
価に使用するためにデータセット間の既知の関係を検索することができる。例えば、シス
テムは、第１のデータセットＡと第２のデータセットＢとの積集合であるデータセットを
指定する照会言語ステートメントを受け取り得る。システムは、結果として得られるデー
タセットＣを決定し、返すことができる。この例では、この要求を処理しているモジュー
ルは、セットマネージャ４０２を呼び出して、データセットＡとデータセットＢとの積集
合の評価に有用であり得るデータセットＡ及びＢの既知の関係を代数キャッシュから得る
ことができる。記憶システムからデータセットＡ及びＢの基礎データを実際に検索せずに
、既知の関係を使用して結果を特定することが可能であり得る。セットマネージャ４０２
は、データセットＣの新しいＧＵＩＤを作成し、その関係を代数キャッシュに記憶するこ
ともできる（即ち、データセットＣはデータセットＡとデータセットＢとの積集合に等し
い）。この関係が代数キャッシュに追加されると、将来の最適化及び計算に使用できるよ
うになる。すべてのデータセット及び代数的関係はセットマネージャ４０２に保持するこ
とができ、時間的不変性を提供することができる。既存のデータセット及び代数的関係は
、システムが新しいステートメントを受け取る際に削除又は変更されない。変更されずに
、新しいステートメントが受信されると、新しいデータセット及び代数的関係が組み立て
られ、セットマネージャ４０２に追加される。例えば、データをデータセットから除去す
るように要求される場合、新しいＧＵＩＤをセットユニバースに追加し、元のデータセッ
ト及び除去すべきデータとの差として代数キャッシュにおいて定義することができる。
【００５６】
　オプティマイザ４１８は、代数的表現をＸＳＮインタフェース４１６から受け取り、計
算に向けて最適化する。データセットを計算する必要がある場合（例えば、記憶システム
内で実現化するため、又はユーザからの要求に応答して返すために）、オプティマイザ４
１８は、そのデータセットを定義する代数的関係を代数キャッシュから検索する。そして
、オプティマイザ４１８は、等価のデータセットを定義する他の代数的関係の複数の集ま
りを生成することができる。代数的置換は、代数キャッシュからの他の代数的関係を使用
して行うことができ、代数的演算を使用して、代数的に等価の関係を生成することができ
る。一実施形態例では、可能な代数関係の集まりがすべて、指定されたデータセットに等
しいデータセットを定義する代数キャッシュ内の情報から生成される。
【００５７】



(17) JP 5113157 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

　次に、オプティマイザ４１８は、代数的関係の各集まりからデータセットを計算するた
めの推定コストを判断することができる。コストは、コスト関数を代数的関係の各集まり
に適用することによって判断することができ、コストの最も低い代数的関係の集まりを使
用して、指定されたデータセットを計算することができる。一実施形態例では、コスト関
数は、代数的関係の各集まりを計算するために必要なデータセットを記憶装置から検索し
、その結果を記憶装置に記憶するために要する推定時間を判断する。同じデータセットが
、代数的関係の集まり内で２回以上参照される場合、データセットを検索するコストは、
最初に検索された後はメモリ内で利用可能になるため、その割り当ては１度だけでよい。
この例では、要するデータ転送時間が最小の代数的関係の集まりが、要求されたデータセ
ットを計算するために選択される。
【００５８】
　オプティマイザ４１８は、異なるデータチャネルを介して異なる物理ロケーションに、
且つ／又は異なる物理フォーマットで記憶されている同じ論理データを参照する代数的関
係の異なる集まりを生成することができる。データは論理的に同じであるが、異なるＧＵ
ＩＤを有する異なるデータセットを使用して、場所又はフォーマットが異なるが論理的に
は同じデータを区別することができる。代数的関係の異なる集まりは、異なる場所から、
且つ／又は異なるフォーマットのデータセットを検索するためにかかる時間が異なり得る
ため、異なるコストを有し得る。例えば、論理的に同じデータが、同じデータチャネルを
介して異なるフォーマットで利用可能であり得る。フォーマットの例としては、カンマ区
切り値（ＣＳＶ）フォーマット、バイナリストリング符号化（ＢＳＴＲ）フォーマット、
固定オフセット（ＦＩＸＥＤ）フォーマット、タイプ符号化データ（ＴＥＤ）フォーマッ
ト、及びマークアップ言語フォーマットを挙げることができる。他のフォーマットを使用
してもよい。データチャネルが同じ場合、最小サイズを有する（ひいては記憶装置から転
送するためのバイト数が最小の）物理フォーマットを選択することができる。例えば、カ
ンマ区切り値（ＣＳＶ）フォーマットは、多くの場合、固定オフセット（ＦＩＸＥＤ）フ
ォーマットよりも小さい。しかし、より大きなフォーマットがより高速のデータチャネル
を介して利用可能な場合、より小さなフォーマットよりもより大きなフォーマットが選択
され得る。特に、一般に、ディスクドライブ又はフラッシュメモリ等のより低速の不揮発
性記憶装置で利用可能なより小さなフォーマットよりも、ＤＲＡＭ等の高速不揮発性メモ
リで利用可能なより大きなフォーマットが選択される。
【００５９】
　このようにして、オプティマイザ４１８は、データ記憶装置からデータセットの基礎デ
ータにアクセスせずに、高速のプロセッサ速度をうまく利用して、代数的関係を最適化す
る。命令を実行するプロセッサ速度は、多くの場合、記憶装置からのデータアクセス速度
よりも高い。代数的関係を計算前に最適化することにより、記憶装置からの不必要なデー
タアクセスを回避することができる。オプティマイザ４１８は、多数の等価の代数的関係
及び最適化技法をプロセッサ速度で考慮し、表現を実際に評価するために必要なデータア
クセスの効率を考慮することができる。例えば、システムは、データセットＡ、Ｂ、及び
Ｄの積集合であるデータを要求するクエリを受け取り得る。オプティマイザ４１８は、こ
れらデータセットに関する既知の関係をセットマネージャ４０２から取得し、評価前に表
現を最適化することができる。例えば、データセットＣがデータセットＡとＢとの積集合
に等しいことを示す既存の関係を代数キャッシュから取得することができる。データセッ
トＡ、Ｂ、及びＤの積集合を計算するのではなく、オプティマイザ４１８は、データセッ
トＣとＤとの積集合を計算して、等価の結果を得るほうが効率的であると判断することが
できる。この判断を下すに当たり、オプティマイザ４１８は、データセットＣがデータセ
ットＡ及びＢよりも小さく、記憶装置からより高速に取得できることを考慮するか、又は
データセットＣが最近の演算に使用されており、より高速のメモリ又はキャッシュにすで
にロードされていることを考慮することができる。
【００６０】
　オプティマイザ４１８は、セット及び代数キャッシュの解析を通して発見された追加の
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関係及びセットの提示を介して、セットマネージャ４０２内の情報を継続的に充実化する
こともできる。このプロセスは、総合的最適化（comprehensive optimization）と呼ばれ
る。例えば、オプティマイザ４１８は、使用されていないプロセッササイクルを利用して
関係及びデータセットを解析して、将来の要求の評価を最適化するに当たって有用である
と予想される新しい関係を代数キャッシュに追加すると共に、セットをセットユニバース
に追加することができる。関係が代数キャッシュに入力されてしまえば、セットプロセッ
サ４０４によって実行されている計算が完了していない場合であっても、オプティマイザ
４１８は、後続するステートメントを処理しながらそれら計算を利用することができる。
有用であり得る総合的最適化のための多くのアルゴリズムがある。これらアルゴリズムは
、最近の時間期間中の使用パターン又は使用傾向を示す、限られた数のセットに対して繰
り返される計算の発見に基づくことができる。
【００６１】
　セットプロセッサ４０４は、最適化後に、代数的関係の選択された集まりを実際に計算
する。セットプロセッサ４０４は、代数的拡張集合表現で指定されるデータセットを実現
するために必要な算術的及び論理的な処理を提供する。一実施形態例では、セットプロセ
ッサ４０４は、代数的関係において参照される演算及び関数を計算するために使用できる
関数の集まりを提供する。関数の集まりは、特定の物理フォーマットのデータセットを受
け取るように構成された関数を含み得る。この例では、セットプロセッサ４０４は、デー
タセットに対して作用する複数の異なる代数的に等価の関数を提供し、結果を異なる物理
フォーマットで提供することができる。代数的関係を計算するために選択される関数（オ
プティマイザ４１８によって最適化中に選択することができる）は、代数的関係内で参照
されるデータセットのフォーマットに対応する。実施形態例では、セットプロセッサ４０
４は複数の同時演算の並列処理が可能であり、ストレージマネージャ４２０を介して、デ
ータの入出力をパイプライン化して、不揮発性／揮発性記憶装置境界を渡る必要のあるデ
ータ総量を最小化することができる。特に、選択された集まりからの代数的関係は、並列
処理のために様々な処理リソースに割り当てることができる。こういった処理リソースは
、図１に示すプロセッサ１０２及びアクセラレータ１２２、図２に示す分散コンピュータ
システム、図３に示す複数のプロセッサ３０２及びＭＡＰ３０６、又は上記のうちの任意
のものでのマルチスレッド実行を含むことができる。これらは単なる例に過ぎず、他の実
施形態では、他の処理リソースを使用してもよい。
【００６２】
　エグゼクティブ４２２は、実行の全体的なスケジューリング、計算リソースの管理及び
割り当て、並びに適切なスタートアップ及びシャットダウンを実行する。
【００６３】
　管理者インタフェース４２４は、システムを管理するためのインタフェースを提供する
。実施形態例では、これは、データセットをインポート又はエクスポートするためのイン
タフェースを含むことができる。データセットはコネクタを通して追加することができる
が、管理者インタフェース４２４は、多数のデータセット又はサイズの非常に大きなデー
タセットをインポートするための代替のメカニズムを提供する。データセットは、インタ
フェースを通してデータセットの場所を指定することによってインポートすることができ
る。次に、セットマネージャ４０２は、ＧＵＩＤをデータセットに割当てることができる
。しかし、データにアクセスする必要がある要求を受け取るまで、基礎データにアクセス
する必要はない。これにより、データをインポートして特定の構造に再フォーマットする
必要なく、システムの非常に高速な初期化が可能になる。むしろ、データが実際に照会さ
れるとき、データセット間の関係が定義されて、セットマネージャ４０２内の代数キャッ
シュに追加される。その結果、最適化は、（テーブルセット又は他の予め規定されたデー
タ構造に内蔵される予め規定された関係ではなく）データが使用される実際の方法に基づ
く。
【００６４】
　大量データの管理に、実施形態例を使用することができる。例えば、データストアは、
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１テラバイト超、１００テラバイト、又は１ペタバイト以上のデータを含むことができる
。データストアは、大容量の記憶容量を有する記憶アレイ又は分散記憶システムによって
提供することができる。そして、データセット情報記憶ストアは多数のデータセットを定
義することができる。場合によっては、データ情報記憶装置内には定義された１００万超
、１０００万以上のデータセットがあり得る。一実施形態例では、ソフトウェアは２６４
データセットスケールであるが、他の実施形態はより小さな又は大きなデータセットユニ
バースを管理してもよい。これらデータセットの多くは仮想的であってよく、他はデータ
ストア内で実現化することができる。データセット情報ストア内のエントリを時折スキャ
ンして、追加のデータセットを仮想化すべきか否か、又はデータセットを除去して、デー
タセット情報ストアに取り込まれたデータセットを時間的に再定義するか否かを判断する
ことができる。関係ストアは、データセット間の多数の代数的関係を含むこともできる。
場合によっては、１００万超、１０００万以上の代数的関係が関係ストアに含まれ得る。
場合によっては、代数的関係の数は、データセットの数よりも大きいことがある。多数の
データセット及び代数的関係は、データストア内のデータセットについて取り込むことが
できる膨大な量の情報を表し、拡張集合処理及び代数的最適化を使用して、極めて大量の
データの効率的な管理を可能にする。上記は単なる例にすぎず、他の実施形態は、異なる
数のデータセット及び代数的関係を管理してもよい。
【００６５】
　図５は、システムへの情報のインポートを容易にするために実装されるソフトウェアモ
ジュールの一実施形態例を示すブロック図である。従来のデータベースシステムと異なり
、本例のシステムは、提示されたデータセットに対してすぐには作用しない。むしろ、シ
ステムは、新しいデータセットへの参照をデータセット情報ストアに記憶する。一実施形
態例では、これは、新しいＧＵＩＤをセットユニバースに追加することによって達成され
る。データセットがセットユニバースにとって既知になった後、システムはデータセット
を使用することができる。
【００６６】
　既述のように、情報は、管理者インタフェース４２４内に含まれる関数を通してシステ
ムに追加することができ、これについて以下にさらに詳述する。情報をシステムに追加す
るこのような一方法は、情報セット５０６をインポートするためのコマンド５０１をイン
ポート関数５０２に対して発行することによる。一実施形態では、コマンドは、インポー
ト対象のデータセットの物理ロケーション、外部識別子、及びデータセットが記憶に向け
てデータを符号化するために利用する論理－物理マッピングを示す値を含む。カンマ区切
り値（ＣＳＶ）ファイル、拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）ファイル、固定長ファイ
ル（ＦＩＸＥＤ）、ＸＳＮフォーマットファイル、及び他を含めた様々な物理フォーマッ
トをサポートすることができる。これに加えて、情報セットは様々な不揮発的又は揮発的
記憶媒体に配置してよく、ローカルに接続されてもよく、又はネットワーク又は他の通信
方法を介してリモートアクセスされてもよい。情報セットは、複数の異なる物理的な記憶
媒体に分散してもよく、又はネットワークを介して受信されるデータパケット若しくはユ
ーザからの入力（例えば、エンドユーザによってリアルタイムに入力される）等のリアル
タイムデータストリームから提供されてもよい。コマンドが発行された後、インポート関
数５０２は、コマンドを解析し、セットマネージャ５０３に関連する外部識別子及び物理
フォーマット値と共にデータセットを作成せしめる。次に、セットマネージャ５０３は、
関連するデータセットのＧＵＩＤを作成し、物理フォーマットタイプ値、外部識別子、関
連するＧＵＩＤ、及びＧＵＩＤが実現化されていることを含む様々な情報をセットユニバ
ースに入力する。次に、インポート関数５０２は、ストレージマネージャ５０４を呼び出
して、データセットの物理ロケーション識別子とセットマネージャ５０３によって割当て
られたＧＵＩＤとの関連（association）を作成する。詳細には、ストレージマネージャ
５０４は、データと関連するＧＵＩＤとの物理的なパスを含むストレージマップ５０５に
インデックス記録を追加する。データセット５０６は、ここで、システム内にインポート
され、制御権が呼び出し側に戻される。データセットが記憶装置に実現化されていない（
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即ち、仮想化されている）場合であっても、システムは、データセットについての情報を
取り込むことができる。例えば、データセットＣがデータセットＡとＢとの積集合として
定義され得る。データセットＡ及びＢは記憶装置内で実現化されているが、データセット
Ｃは、代数キャッシュ内の関係「C=A UNION B」によってのみ定義され、データセットＣ
のＧＵＩＤがセットユニバースに追加されたときに、記憶装置内で実現化されていないこ
とがある。
【００６７】
　ステートメントの提出は、割当て又は関係をシステムに提供するプロセスである。ステ
ートメントは、様々なインタフェースを通してシステムに提出することができる。一実施
形態例では、３つのインタフェースが提供される。即ち、標準ＳＱＬ９２準拠ステートメ
ントを提出するためのＳＱＬコネクタ、ＸＳＮを使用してステートメントを提出するため
のＸＳＮコネクタ、及びウェブサーバＷ３Ｃ　ＸＱｕｅｒｙ準拠ステートメント及び他の
ＸＭＬベースのステートメントを提出するためのＸＭＬコネクタである。
【００６８】
　図６は、システムへのステートメントの提出を容易にするソフトウェアモジュールをど
のように実装することができるかの一実施形態例を示すブロック図である。この例では、
標準ＳＱＬコマンドが、ＳＱＬコネクタ６０１を通してシステムに提出される。ＳＱＬコ
マンドは、もう１つの標準ＳＱＬ９２準拠ＳＱＬステートメントを含むことができる。Ｓ
ＱＬコネクタ６０１はまず、提出時間を取り込み、提出されたステートメント内に含まれ
るすべてのセットに時間値を確立する。次に、コマンドは解析されて、ＳＱＬステートメ
ントの構文が正しいことを検証する。構文エラー又は準拠エラーがあった場合、エラーメ
ッセージが呼び出し側に返され、提出は停止される。エラーがない場合、ＳＱＬコネクタ
６０１は、ＳＱＬコマンドの内部ナビゲート可能表現を構築し、これがＳＱＬトランスレ
ータ６０２に出力される。ＳＱＬトランスレータ６０２は、次に、ＳＱＬコマンドの内部
ナビゲート可能表現を適切な等価のＸＳＮステートメントに変換する。変換後、結果とし
て生成されたＸＳＮステートメントは、将来の処理のためにＸＳＮインタフェース６０３
に渡される。次に、各ステートメントは、そのテキストＸＳＮ表現をＸＳＮツリーと呼ば
れる内部構造に変換される。ＸＳＮツリーは、ＸＳＮステートメントのメンバをプログラ
ム的に調べる手段及びステートメントの要素をナビゲートする手段を提供する。
【００６９】
　次に、ＸＳＮツリーが調べられて、ステートメントが割当て又は関係を表すか否かが判
断される。ステートメントが割当てである場合、ＧＵＩＤがセットマネージャ４０２によ
ってステートメント内で指定される代数的表現に割当てられる。次に、ＸＳＮツリーが調
べられて、ＧＵＩＤが、表現内のすべてのデータセット及び演算に割当てられ、表現が任
意の明示的な集合又は任意の冗長的割当てを含むか否かが判断される。明示的な集合とは
、標準ＳＱＬ「ｉｎｓｅｒｔ」ステートメントのコンテキスト内で発生し得るような、ス
テートメントの部分としてシステムに入力される集合のことである。冗長的割当てとは、
代数キャッシュ内にすでにある演算及び引数を含む割当てのことである。明示的な集合の
場合、セットマネージャ４０２はこれら集合に新しいＧＵＩＤを割当て、これら集合はセ
ットプロセッサ４０４によってすぐに実現化される。冗長的割当ての場合、同じ演算及び
右値（ｒｖａｌｕｅ）を含む表現を探して代数キャッシュを探索することによって発見さ
れ、代数キャッシュ内の既存の割当てエントリの左値（ｌｖａｌｕｅ）のＧＵＩＤが、セ
ットマネージャ４０２から検索され、表現内の助長的割当てのｌｖａｌｕｅに割当てられ
る。割当てが冗長的ではない場合、新しいＧＵＩＤが、セットマネージャ４０２からの割
当てに提供され、表現内の割当てのｌｖａｌｕｅに割当てられる。ステートメントによっ
て指定される複雑な代数的関係は、原始的（原子的）な関係及び割当ての集まりに分解す
ることもできる。ＧＵＩＤをこれら関係及び割当てに提供することができ、対応する代数
的関係を代数キャッシュに追加することができる。
【００７０】
　すべての明示的な集合及び割当てのｌｖａｌｕｅにＧＵＩＤが割当てられると、制御権
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がＳＱＬコネクタ６０１に戻される。必要であれば、次に、第２の呼び出しがＸＳＮイン
タフェース６０３に対して行われて、呼び出し側に戻すものと予想されるあらゆる集合が
実現化される。そして、実現化された集合は、呼び出し側に返される。
【００７１】
　図７は、図６の方法でシステムに提出することができるステートメントの一例を示す。
この例では、ユーザは、標準的な商業取引に関する特定の情報を探してデータベースを照
会している。要求は、標準ＳＱＬステートメント７０１によって表される。この事例で要
求されているＯＲＤＥＲＫＥＹは「１２３４５」である。詳細には、この例のユーザは、
品物の割引き、発送日、及び品物に対するコメントを特定の顧客注文番号「１２３４５」
で要求している。情報は、２つのテーブル、即ちＬＩＮＥＩＴＥＭ及びＯＲＤＥＲＳから
取得される。Ｌ＿ＯＲＤＥＲＫＥＹフィールドがＯ＿ＯＲＤＥＲＫＥＹに等しいことに基
づいて、２つのテーブルが結合される。ＳＱＬステートメント７０１は、ユーザによって
ＳＱＬコネクタ６０１に渡される。ＳＱＬトランスレータ６０２は、ＳＱＬステートメン
トの内部ナビゲート可能表現を適切な等価のＸＳＮステートメント７０２に変換する。Ｌ
ＩＮＥＩＴＥＭテーブル及びＯＲＤＥＲＳテーブルの列又はフィールドが、関係データベ
ースに固有ではない表現に変換されたことに留意する。特に、ＬＩＮＥＩＴＥＭテーブル
の列又はフィールドは、ここでは、「１」～「１６」のドメインによって表されており、
ＯＲＤＥＲＳテーブルの列又はフィールドは、ここでは、「１７」以上のドメインによっ
て表されている。表現内の最も内側の関数から開始して、ＳＱＬステートメント７０１の
結合演算が、ｒｄｍＪｏｉｎ演算に変換され、ＬＩＮＥＩＴＥＭ、ＯＲＤＥＲＳ、及びＮ
ＵＬＬが３つのパラメータとして渡される。次に、ｒｄｍＪｏｉｎの結果はｒｄｍＲｅｓ
ｔに渡され、ｒｄｍＲｅｓｔは、結合演算の結果であるデータを、ＬＩＮＥＩＴＥＭデー
タセットのＬ＿ＯＲＤＥＲＫＥＹドメインであるドメイン「１」が定数「１２３４５」に
等しく、ＬＩＮＥＩＴＥＭデータセットからのＬ＿ＯＲＤＥＲＫＥＹフィールドであるド
メイン「１」もＯＲＤＥＲＳデータセットからのＯ＿ＯＲＤＥＲＫＥＹドメインのドメイ
ン「１７」に等しいデータのみに制限する。次に、ＸＳＮステートメント７０２は、将来
の処理のために、ＸＳＮインタフェースに渡される。
【００７２】
　ＸＳＮインタフェース６０３は、提出時間を記録して、提出されたステートメント内に
含まれる集合に時間的な値を確立する。次に、ステートメントは、ＸＳＮステートメント
７０２からＸＳＮツリー７０３に変換される。ＸＳＮツリーの構造については、図１２Ａ
及び図１２Ｂに関連してさらに後述する。従来のプロセスの一環として、ＧＵＩＤが作成
されるか、又はセットマネージャ４０２から検索され、対応する集合のＸＳＮツリー７０
３内に挿入する。次に、制御権はＳＱＬコネクタ６０１に戻される。
【００７３】
　この事例の実施形態例は結果集合を要求したため、次に、第２の呼び出しがＸＳＮイン
タフェース６０３に対して行われ、呼び出し側に返すものと予想されるあらゆる集合が実
現化される。ＸＳＮツリー７０３は、次に、オプティマイザ６０４に戻され、ここでＸＳ
Ｎツリー７０３が効率に関して最適化され、最適化ＸＳＮツリー７０４が生成される（こ
こでは、単に例示のために、ツリーフォーマットではなく表現フォーマットで示されてい
る）。この事例では、オプティマイザが効率のためにｒｄｍＲｅｓｔをｒｄｍＪｏｉｎに
併合することに留意する。最適化ＸＳＮツリー７０４は、次に、セットプロセッサ６０５
に渡され、ここで、ＸＳＮツリー内の代数的関係の集まりが計算される。そして、実現化
された集合が呼び出し側に戻される。
【００７４】
　図８は、集合実現化を容易にするために実装されるソフトウェアモジュールの一実施形
態例を示すブロック図である。集合実現化とは、集合のメンバシップを計算し、このよう
な集合の物理的表現を記憶装置内で実現化するプロセスである。集合実現化は、ＳＱＬコ
ネクタ又はＸＭＬコネクタ等の実現化をサポートするシステムの外部インタフェースから
、又はセットエクスポートプロシージャの一部としてエグゼクティブソフトウェアモジュ
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ールから起動することができる。この実施形態例では、エクスポートコマンドがエグゼク
ティブ８０１に発行される。コマンドは、エクスポートする外部識別子又はＧＵＩＤを記
憶パスと共に識別することができる。そして、エグゼクティブ８０１は、外部識別子又は
ＧＵＩＤをＸＳＮインタフェース８０２に渡す。外部識別子がコマンド内で識別された場
合、ＸＳＮインタフェース８０２は、外部識別子をセットマネージャ８０３に渡す。セッ
トマネージャ８０３は、外部識別子に関連付けられたＧＵＩＤを判断し、そのＧＵＩＤを
ＸＳＮインタフェース８０２に返す。この参照は、ＧＵＩＤに関連付けられた時間値に相
対して行われる。ユーザによる別段の指定がない限り、実施形態例は、外部識別子に関連
付けられた最新のＧＵＩＤを使用する。関連付けられたＧＵＩＤが特定されると、外部識
別子が、関連付けられたＧＵＩＤで置換される。実現化すべきＧＵＩＤは、コマンド内で
直接指定されるか、それとも外部識別子から取得されるかに関わらず、次に、セットマネ
ージャ８０３に渡され、実現化されるか否かが判断される。ＧＵＩＤに関連付けられたデ
ータセットが既に実現化されている場合、制御権はエグゼクティブ８０１に戻される。Ｇ
ＵＩＤに関連付けられたデータセットが実現化されていない場合、ＧＵＩＤはオプティマ
イザ８０４に提出されて、実現化される。次に、オプティマイザ８０４は、ＧＵＩＤに関
連付けられたデータセットを表す代数的関係の最適な集まりを判断する。次に、この代数
的関係の集まりはセットプロセッサ８０５に渡され、セットプロセッサ８０５において計
算される。代数的関係の集まりがセットプロセッサ８０５に提出されると、制御権はエグ
ゼクティブ８０１に戻される。次に、エグゼクティブ８０１は、ストレージマネージャが
データセットからのデータをエグゼクティブ８０１に提供することを要求し、エグゼクテ
ィブ８０１は次に、エクスポートコマンド内で指定されるパス名を使用してデータを記憶
装置に記憶する。
【００７５】
　図９Ａは、代数的及び演算的なオプティマイザソフトウェアモジュールの一実施形態例
を示すブロック図である。オプティマイザは、セットプロセッサ９０９に提出する前に、
代数的関係の集まりを処理して、代数的及び演算的に最適化する。システム環境及びシス
テムに関連する様々な制限又は性能の弱点に基づいて、代数的関係のどの集まりが最も効
率的であるかを判断するために使用可能な多くの方法がある。
【００７６】
　図９Ａの実施形態例では、オプティマイザは、２つの基本的な原理に関して動作する。
第１は、前に実現化されているデータセットを単に再利用するコストよりも低いコストを
有するデータセット実現化代替プランがないことである。第２は、記憶装置境界性能バリ
アを越えて検索されるデータ量を最小化すべきことである。他の実施形態例では、特に最
新技術は変化するため、他の原理を適用することも可能である。上記基本原理は、実施形
態例では、３つの最適化ルーチン、即ちｆｉｎｄＡｌｔＯｐｓルーチン９０４、ｆｉｎｄ
ＭｅｔａＧｕｉｄｓルーチン９０５、及びｆｉｎｄＡｌｔＧｕｉｄｓルーチン９０６を通
して実現される。他の最適化ルーチンを使用してもよく、より多数又は少数の最適化ルー
チンがシステムに存在してよいことに留意することが重要である。実施形態例では、最適
化ルーチンは、可能な限り高速でコストの十分に低い代数的関係の集まりをもたらす可能
性がより高い最適化を試みるように設計される特定の順序で実行される。
【００７７】
　ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３は、さらに後述するように、最適化ルーチ
ンが実行される前、及び各最適化ルーチンが実行された後に実行される。代数的関係の特
定の集まりの実行に関するコストは、システムが代数的関係の集まりを計算するために必
要なデータセットを記憶装置から検索するためにかかる時間を推定することによって決定
される。推定検索時間は、情報を各Ｉ／Ｏ記憶装置バリアを越えて検索することができる
速度及びかかる記憶装置バリアを越えて検索する必要のある推定情報量に基づいて計算す
ることができる。コスト決定は、情報が同じＩ／Ｏチャネルを介して読み出されるのか、
それとも異なるＩ／Ｏチャネルを介して読み出されるのか、及び特定の情報が表現の複数
のサブパーツに使用されているか否か等の他の要因を考慮することもでき、これらは両方
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とも性能に影響し得る。これら最適化技法は、最適化ルーチン実行時のシステムの状態に
応じて異なる最適化結果となり得る。例えば、同じ論理データを有する異なるデータセッ
トが、異なるサイズを有する異なるデータフォーマットで提供され得る。これらが同じＩ
／Ｏチャネルを介して利用可能な場合、最も小さいフォーマットを有するデータセットが
選択され得る。しかし、最近アクセスされ、高速メモリ又はキャッシュ内に既に利用可能
なデータセットについては、より大きなフォーマットが選択され得る。
【００７８】
　実施形態例では、ＸＳＮインタフェース９０１は、代数的関係の集まりに関連するセッ
トを実現化するために、オプティマイザソフトウェアモジュールを呼び出す。ＸＳＮイン
タフェース９０１は、実現化すべき集合のＧＵＩＤをオプティマイザソフトウェアモジュ
ール内のｂｕｉｌｄＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓルーチン９０２に渡す。ｂｕｉｌｄＥｘｐｒ
ｅｓｓｉｏｎｓルーチン９０２は、代数キャッシュからＧＵＩＤによって識別される１つ
又は複数の集合を定義する１つ又は複数のオリジナルの代数的関係を検索する。これら代
数的関係は、始原表現（genesis expression）と呼ぶことができる。次に、ｂｕｉｌｄＥ
ｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓルーチン９０２は、かかる始原表現のＯｐｔｏＮｏｄｅツリー表現
を構築する。ＯｐｔｏＮｏｄｅツリーをさらに詳細に後述し、より原始的な代数的関係の
集まりとして代数的関係を表すために使用することができる。次に、オプティマイザソフ
トウェアモジュールは、ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３を実行して、最低コ
スト始原表現を決定する。ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３により、コストが
最低であると分かった始原表現が、実行するのに十分に安価であると判断した場合、さら
なる最適化は中止され、かかる始原表現の代数的関係が、後述するｒｅａｌｉｚｅＮｏｄ
ｅルーチン９０８に提出される。
【００７９】
　ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３が、コストが最低であると分かった始原表
現が、実行するのに十分に安価ではないと判断した場合、ｆｉｎｄＡｌｔＯｐｓルーチン
９０４が実行されて、代替の演算を見つける。このルーチンは、拡張集合理論代数を使用
して始原表現の代替版を合成する。合成された代替表現は、潜在的に実行コストがより低
く、且つ代数キャッシュ内で容易に識別されるように構築される。表現合成は、表現の「
形態」の認識及び代数的に等価であるが、計算コストがより低く、且つ／又は代数キャッ
シュ内で認識される可能性がより高い他の形態の置換に基づいて行われる。簡単な例は、
２つの結合集合に対する制限である。何らかの表記省略表現を使用して、これはSETA=R(J
(a,b,c),d)と表現することができる。しかし、結合演算は制限を行うことも可能であり、
等価表現はSETA=J(a,b,CP(c,d))である。これら形態は両方とも、計算に同量の入力デー
タを必要とするが、第２の形態は、より少ない出力データを生成する。これは、第２の形
態がより少ない計算及びＩ／Ｏリソースを必要とすることを意味する。第２の形態が第１
の形態よりも好ましいか否かは、代数キャッシュから何が利用可能であるか、及びどの集
合が不揮発性記憶装置ですでに実現化されているかに依存する。しかし、オプティマイザ
４１８内で両形態を探ることにより、より効率的な代替を見つける確率を高くすることが
できる。
【００８０】
　ｆｉｎｄＡｌｔＯｐｓルーチン９０４が、代替の表現が発見されたことを示す場合、ｆ
ｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３が再び実行されて、最小コスト始原表現及び代
替表現に基づいて最小コスト表現が見つけられる。ここでも、ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓ
ｔルーチン９０３が、コストが最低であると分かった表現が、実行するのに十分に安価で
あると判断した場合、さらなる最適化は中止され、かかる表現の代数的関係が、後述する
ｒｅａｌｉｚｅＮｏｄｅルーチン９０８に提出される。最適化を中止するための閾値は、
処理リソースの相対速度及びデータチャネル及び／又は他のシステム特質に基づいて決定
することができる。一例では、閾値は１０ＭＢのデータ転送に設定される。この例では、
通常、１０ＭＢのデータを約１／１０秒で転送することができるため、さらなる最適化は
中止され、集合は単純に表現から計算される。
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【００８１】
　始原表現及びｆｉｎｄＡｌｔＯｐｓルーチン９０４によって識別される始原表現の代替
のいずれも、ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３の実行によって決定されるよう
に、実行には十分に安価ではなかった場合、次の最適化ルーチンが実行される。実施形態
例では、次の最適化ルーチンは、ｆｉｎｄＭｅｔａＧｕｉｄｓルーチン９０５である。ｆ
ｉｎｄＭｅｔａＧｕｉｄｓルーチン９０５は、増分的に小さなコストを有するすべての表
現を見つけて、実行のためにセットプロセッサに提出する。増分的に小さなコストを有す
る表現は、多くの場合、メタデータのみを含む。低コスト演算の例としては、述語クロス
積（predicate cross product）（ＣＰ演算）、出力範囲変換（output scope transform
）（ＯＳＴ演算）、及び左右（ｒｄｍＳＦＬ演算及びｒｄｍＳＦＲ演算）の関係データモ
デルソートドメインが挙げられる。これら演算は、典型的には、ユーザデータモデル内の
メタデータに対して作用し、追加のメタデータを生成する。物理的な集合サイズは、典型
的には、５００バイト程度未満であり、オプティマイザ４１８の実行閾値よりもはるかに
低い高速計算の最有力候補になる。したがって、これら演算は、最小閾値を満たすか否か
をテストせずに、単にオプティマイザ４１８からすぐに実行することができる。次に、ｆ
ｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３が再び呼び出されて、ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏ
ｓｔルーチン９０３に対する前の呼び出しから決定された最小費用表現（least expensiv
e expression）とｆｉｎｄＭｅｔａＧｕｉｄｓルーチン９０５からの表現との間として最
小コスト表現（least-costly expression）が選択される。再び、ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣ
ｏｓｔルーチン９０３により、コストが最低であると分かった表現が、実行するのに十分
に安価であると判断された場合、さらなる最適化は中止され、かかる表現の代数的関係が
、後述するｒｅａｌｉｚｅＮｏｄｅルーチン９０８に提出される。
【００８２】
　ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３によって識別された最低コスト表現が、ま
だ十分に安価な実行費用ではない場合、ｆｉｎｄＡｌｔＧｕｉｄルーチン９０６が実行さ
れる。ｆｉｎｄＡｌｔＧｕｉｄｓルーチン９０６は、１つ又は複数の下位表現（subexpre
ssion）を、前に実現化された集合を記述する代替の表現で置換できるか否かを判断する
。実現化された集合を再使用するコストは常に、かかる集合を実現化するために必要な表
現を実行するコストよりも低いため、このルーチンを使用して、さらなるコスト削減を提
供することができる。かかる置換の一例について関係データモデルを使用して説明するこ
とができる。テーブル（ボックス（ＢＯＸＥＳ）と呼ばれる）内の特定のフィールド（サ
イズ（ＳＩＺＥ）と呼ばれ、テーブルの３番目のフィールド）が、１～１００の範囲の値
を有するものと仮定する。次に、ユーザが、５０未満のサイズのすべてのボックスを要求
するクエリ（Ｑ１）を発行する。これは、ＸＳＮでＱ１＝ｒｄｍＲＥＳＴ（ＢＯＸＥＳ，
｛｛｛“ＬＴ”．＜”３”，”ＣＯＮＳＴ”．”５０”｝｝｝）として表現される。しば
らくしてから、ユーザは、サイズが２５未満のすべてのボックスを要求する。これは、Ｑ
２＝ｒｄｍＲＥＳＴ（ＢＯＸＥＳ，｛｛｛“ＬＴ”．＜”３”，”ＣＯＮＳＴ”．”２５
”＞｝｝｝）として提出される。これら両クエリにおいて、提出されたまま実行される場
合、ボックスデータセット全体を読み出して、結果Ｑ１及びＱ２を特定しなければならな
い。しかし、メタデータセット｛｛｛“ＬＴ”．＜”３”，”ＣＯＮＳＴ”．”５０”｝
｝｝及び｛｛｛“ＬＴ”．＜”３”，”ＣＯＮＳＴ”．”２５”＞｝｝｝の数学的検査に
より、第２の集合によって制限されるいずれの集合も第１のサブセット（部分集合）であ
ることが示された。したがって、代数的置換を行うことができ、次の表現が生成された。
Ｑ２＝ｒｄｍＲＥＳＴ（Ｑ１，｛｛｛“ＬＴ”．＜”３”，”ＣＯＮＳＴ”．”２５”＞
｝｝｝）。Ｑ１が不揮発性記憶装置ですでに実現化されている場合、これは、Ｑ１のサイ
ズがボックスのサイズ未満でなければならず、したがって、転送のために必要なＩ／Ｏコ
ストがより低いことを示すことができる。そして、Ｑ１がすでに実現化されている場合、
これは、当初提出された表現よりもＱ２を評価する全体的により安価な手段を提供する。
【００８３】
　下位表現が任意の適した代替表現で置換された後、ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチ
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ン９０３が再び実行されて、ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３に対する前の呼
び出しから決定された最小費用表現とｆｉｎｄＡｌｔＧｕｉｄｓルーチン９０６からの表
現との間として最小コスト表現が選択される。ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０
３により、コストが最低であると分かった表現が、実行するのに十分に安価であると判断
された場合、さらなる最適化は中止され、かかる表現が、後述するｒｅａｌｉｚｅＮｏｄ
ｅルーチン９０８に提出される。
【００８４】
　上述した最適化作業が完了した後、オプティマイザはｒｅａｌｉｚｅＮｏｄｅルーチン
９０８を呼び出す。ｒｅａｌｉｚｅＮｏｄｅルーチン９０８は、ｏｐｔｏＮｏｄｅツリー
をＸＳＮツリーに変換し、ｓｐＰｒｏｃｅｓｓＸｓｎＴｒｅｅルーチンを呼び出して、Ｘ
ＳＮツリーを実行のためにセットプロセッサ９０９に提出し、ＸＳＮツリーを削除し、制
御権をオプティマイザソフトウェアモジュールに戻し、そして、オプティマイザソフトウ
ェアモジュールは制御権をＸＳＮインタフェース９０１に戻す。
【００８５】
　図９Ｂは、代数的及び演算的なオプティマイザソフトウェアモジュールの別の実施形態
例を示すブロック図である。図９Ａに提示した実施形態例と異なり、この実施形態例での
最適化ルーチンは、各ＯｐｔｏＮｏｄｅツリーにリーフからルートに進んで適用される。
この手法は、各最適化ルーチンの結果を表現に対する引数として提供し、最適化のさらな
る機会を発生させるが、実行時間の増大を代償とする。大幅な最適化をさらに行うことが
できる状況下では、この手法が好ましいであろう。
【００８６】
　この実施形態例での実施態様は、２つのみの最適化ルーチン、即ちｆｉｎｄＯｐｅｒａ
ｔｉｏｎａｌルーチン９１３及びｆｉｎｄＡｌｇｅｂｒａｉｃルーチン９１４を使用する
。前の実施形態例と異なり、ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３は、ｆｉｎｄＯ
ｐｅｒａｔｉｏｎａｌルーチン９１３及びｆｉｎｄＡｌｇｅｂｒａｉｃルーチン９１４が
両方とも実行された後でのみ実行される。ｆｉｎｄＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９０３の
機能は、前の実施形態例において述べた機能と同じである。
【００８７】
　前の実施形態でのように、ＸＳＮインタフェース９０１はオプティマイザソフトウェア
モジュールを呼び出し、実現化すべき集合のＧＵＩＤをｂｕｉｌｄＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎ
ｓルーチン９０２に渡す。ｂｕｉｌｄＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓルーチン９０２は、前の実
施形態例において述べたものと同じである。ｂｕｉｌｄＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓルーチン
９０２が表現のＯｐｔｏＮｏｄｅツリーを構築した後、ｆｉｎｄＯｐｅｒａｔｉｏｎａｌ
ルーチン９１３が実行されて、代替の演算が見つけられる。このルーチンは、前の実施形
態例において述べたｆｉｎｄＡｌｔＯｐｓルーチン９０４と同一の機能を実行する。
【００８８】
　ｆｉｎｄＯｐｅｒａｔｉｏｎａｌルーチン９１３が完了した後、変更されたＯｐｔｏＮ
ｏｄｅツリーがｆｉｎｄＡｌｇｅｂｒａｉｃルーチン９１４に渡されて、追加の代替表現
が見つけられる。ｆｉｎｄＡｌｇｅｂｒａｉｃルーチン９１４は、ＯｐｔｏＮｏｄｅツリ
ー上で右から左に、且つ最も内側の表現から最も外側の表現に向かって繰り返される。こ
の繰り返し順序は、追加の代替表現を見つける潜在性を最大化する。各表現は、１つの演
算及び１～３つの引数を含む場合、引数と演算との各組み合わせが、１度に１つずつｆｉ
ｎｄＥｘｐｅｒｓｓｉｏｎｓルーチン９１５に提示される。次に、ｆｉｎｄＥｘｐｒｅｓ
ｓｉｏｎｓルーチン９１５は、代替の表現の発見又は合成を意図して、表現の演算に特定
のコードを実行する。演算に特定のコードは、代数キャッシュからの引数の代数的置換を
実行し、表現内に含まれる低コスト表現の計算を実行し、表現自体を計算し、表現又は任
意の表現の引数の代替形態を合成することができる。次に、代替表現はいずれも、演算に
特定のコードによってＯｐｔｏＮｏｄｅツリーの適切な場所に追加される。
【００８９】
　上述した最適化作業が完了した後、オプティマイザは、前の実施形態例でのｒｅａｌｉ



(26) JP 5113157 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

ｚｅＮｏｄｅルーチンと同じｒｅａｌｉｚｅＮｏｄｅルーチン９０８を呼び出す。次に、
制御権がＸＳＮインタフェース９０１に戻される。
【００９０】
　システムは、総合的最適化も実行することができる。総合的最適化は、関係及びデータ
セットを解析して、将来の要求の評価を最適化するに当たって有用であると予想される新
しい関係を代数キャッシュに追加すると共に、集合をセットユニバースに追加する。これ
は、システムに対する過去の要求のパターンに基づいて実行することができ、このパター
ンを使用して、将来の同様の要求を予想して最適化を実行することができる。この総合的
最適化は、予備プロセッササイクルを使用することによってバックグラウンドで実行する
ことができる。図９Ｃ、図９Ｄ、図９Ｅ、図９Ｆ、図９Ｇ、及び図９Ｈは、総合的最適化
方法の例を示す。しかし、様々な他の総合的最適化も可能であり、これら実施形態例は、
本発明内のほんの少数の例にすぎない。
【００９１】
　図９Ｃは、個々のスカラー値又は自由範囲のスカラー値がサブセット（部分集合）のメ
ンバシップを識別する一例を示す。この性質のクエリは、データを等濃度の集合に分割す
る部分集合であって、特定の範囲の値をそれぞれ含む部分集合を作成することから恩恵を
受けることができる。例えば、データセットは、図９Ｃにおいて９５０で示すデータ分布
を有し得る。このデータセットは、図９Ｃにおいて９５０で示す部分集合１～６等の等濃
度の複数のデータセットに分割することができる。この一例は、特定のデータの後又は前
に発生するすべてのトランザクションを要求することである。この最適化は、セットプロ
セッサが同様の性質の将来の部分集合を計算するために調べなければならないデータ量を
低減するという利点を有する。総合的最適化ルーチンは、代数キャッシュの検査によりあ
る範囲のスカラー値を使用する特定の集合から相当数の関係制約を検出することにより、
この状況を識別する。これらエントリから、オプティマイザは、分割すべきスカラー値の
範囲を確立するための最大スカラー値及び最小スカラー値を決定する。次に、オプティマ
イザは、分割部分集合数を、利用可能なＩ／Ｏチャネルの平均数に等しくなるように決定
する。最後に、オプティマイザは、各分割部分集合につき、適切な関係を代数キャッシュ
に挿入すると共に、集合をセットユニバースに挿入する。オプティマイザは、部分集合の
和集合が集合に等しいことを示す関係を挿入し、セットプロセッサを呼び出して各分割部
分集合を計算することもできる。
【００９２】
　図９Ｄは、分割部分集合内のメンバシップの基準が特定の範囲内に入るスカラー値に基
づくことを除き、図９Ｃの最適化と同様の総合的最適化の一例を示す。この一例は、所望
の範囲の顧客年齢に対して所望の部分集合を判断することである。例えば、データセット
内のデータが、図９Ｄにおいて９５４で示される特定の範囲内に入り得る。このデータセ
ットは、図９Ｄにおいて９５６で示されるように、これら各範囲を含む部分集合１～５に
分割することができる。他の総合的最適化例と同じように、この種類の分割は、セットプ
ロセッサによって調べるべきデータを少なくすることができ、結果として、必要とされる
計算時間及びリソースの低減を介して改良に繋がる。
【００９３】
　図９Ｅは、総合的最適化の別の形態を示すが、この最適化例は、スカラー値ではなく集
合のメンバのドメインに基づく。この例では、オプティマイザは、有用な部分集合を生成
するために特定のドメインのみが必要とされ、他のドメインは必要ないと判断する。例え
ば、図９Ｅのデータセット９５８は列１～５を有するが、オプティマイザは、多くの要求
が列１、３、及び４のみの使用を要すると判断し得る。次に、オプティマイザは、対象ド
メインのみを含むメンバを有する部分集合を生成するためのエントリをセットマネージャ
内に作成し、セットプロセッサを呼び出してこの部分集合を生成する。例えば、図９Ｅの
９６０で示される列１、３、及び４のみを有するデータセットを作成することができる。
【００９４】
　図９Ｆは、対象ドメインのスカラー値が比較的低い濃度を有すると判断される一例を示
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す。一例は、９６２で示されるようにスカラー値の真（ＴＲＵＥ）及び偽（ＦＡＬＳＥ）
を有するバイナリドメインである。この場合、オプティマイザは、結果として生成される
部分集合からドメインをなくしながら、このドメインが、ドメイン内に存在する各値に対
して単調である部分集合の関係を作成する。例えば、９６４に示すように、当初のデータ
セットのうち、ドメインの値が偽であるすべてのメンバに対して部分集合を作成すること
ができ、ドメインの値が真であるすべてのメンバに対して別個の部分集合を作成すること
ができる。この最適化は、バイナリフィールドでさえも１００％の平均性能向上を提供す
るため、大きな性能恩恵を有することができる。
【００９５】
　図９Ｇは、集合が２つの集合の関係結合で構成される一例を示す。結合により、コスト
が当初の２つの集合以下のデータセットが生成される条件では、オプティマイザは結合を
実行する。この一例は、関係集合間に対応しない主キー及び外部キーが存在する関係内部
結合である。例えば、第１のデータセット９６６が３列（図９Ｇにおいてデータセット９
６６の列１、２、及び３として示される）を含み、第２のデータセット９６８が４列（図
９Ｇにおいてデータセット９６８の列１、２、３、及び４として示される）を含み得る。
これら２つのデータセットを結合して、７列（図９Ｇにおいてデータセット９７０の列１
、２、３、４、５、６、及び７として示される）を有する第３のデータセット９７０を作
成することができる。
【００９６】
　図９Ｈは、ベクタードマルチページ処理（vectored multipaging）の一例を示す。ユー
ザが特定の方法で情報にアクセスする（例えば、電話番号が、ある人物の氏名及び住所情
報を探すために使用される）ことが多い場合、オプティマイザは、新しいデータセットを
自動的に定義し、一次元配列の複数ページ（ベクタードマルチページ）を作成することに
より、新しい関係（例えば、電話番号、氏名、及び住所のみを含むデータセットを定義す
る）を代数キャッシュに追加して、これら要求をより効率的にすることができる。例えば
、オプティマイザは、電話番号の要素である３桁のエリアコード、３桁のプリフィックス
、及び４桁のポストフィックスをベクタードマルチページ処理に使用すべきであると決定
することができる。次に、オプティマイザは、とり得る１，０００個のエリアコード（０
００～９９９）のそれぞれに対応する１，０００個の部分集合９７４を含む集合９７２を
作成する。これら各部分集合は、とり得る各プリフィックス値（０００～９９９）の部分
集合を参照する１，０００個のＧＵＩＤを含み、これら各部分集合は、４桁の各ポストフ
ィックスにつき人物についての指名及び住所情報を有する１０，０００個のメンバを含む
。すべてのコードが埋まっている場合、エリアコード及び電話番号プリフィックスに基づ
いて１００，０００個の部分集合を作成することができる。しかし、多くのエリアコード
とプリフィックスとの組み合わせが使用中ではないため、これらエントリを単にヌル（Ｎ
ＵＬＬ）集合と呼ぶ。これら集合が作成されると、セットプロセッサはこれら集合を利用
して、単にエリアコードをエリアコード集合内のオフセット（ベクター）として使用し、
適切なプリフィックス部分集合を表すＧＵＩＤを検索し、それからプリフィックスをオフ
セットとして使用して、適切なポストフィックス部分集合のＧＵＩＤを判断することによ
り、電話番号に基づいて個人を素早く見つけることができる。最終的に、電話番号のポス
トフィックスがオフセットとして使用されて、個人のデータが見つけられる。
【００９７】
　図１０Ａは、ＯｐｔｏＮｏｄｅツリー構造の図である。ＯｐｔｏＮｏｄｅツリーは、オ
プティマイザが処理中の関係、表現、及び引数を追跡するために使用される。ツリーのル
ートにはＯｐｔｏＮｏｄｅ１００１があり、これは複数のＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎ
ｓ１００２のリストである。リスト内の各ＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎ１００２は、同
じリスト内のその他の表現の数学的に等価の変形に関する情報を含む。詳細には、実施形
態例では、各ＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎ１００２は、演算タイプ、表現を識別するＧ
ＵＩＤ、様々なフラグ（これらブールフラグは、ＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎがＧＵＩ
Ｄを有するか否か、表す表現が代数キャッシュ内にあるか否か、及びＯｐｔｏＥｘｐｒｅ
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ｓｓｉｏｎがＧＵＩＤの代替表現の部分として使用されるか否かを示す）、コスト情報（
このＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎのコストの評価に使用すべきコストを示す値及び含ま
れている表現の残りの部分から独立して実現化される場合の表現のコストを示す値）、及
び最大で３つまでのＯｐｔｏＮｏｄｅ引数を含む。オプティマイザは、所望の表現を評価
するのに最も効率的な方法を決定するために、１つ又は複数のＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉ
ｏｎ１００２を作成する。上述したように、オプティマイザは、各ＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓ
ｓｉｏｎ１００２を解析し、表現の評価に関連付けられたコストを判断する。次に、オプ
ティマイザは、効率のためにどのＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎ１００２を使用すべきか
を決定することができる。
【００９８】
　図１０Ｂは、ＯｐｔｏＮｏｄｅツリーの一例を示す。ツリーのルートには、数学的に等
価の表現を表すＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎのリストであるＯｐｔｏＮｏｄｅ１００４
がある。各ＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎは、その表現の引数のリストを含む。例えば、
ＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎ１００６は３つの引数Ａｒｇ［０］、Ａｒｇ［１］、Ａｒ
ｇ［２］を含む。そして、各引数は、特定の引数に使用できる代替の表現を列挙したＯｐ
ｔｏＮｏｄｅを参照する。例えば、ＯｐｔｏＮｏｄｅ１００８は、ＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓ
ｓｉｏｎ１００６のＡｒｇ［２］に使用できる表現リスト（Ｌｉｓｔ［０］、Ｌｉｓｔ［
１］、Ｌｉｓｔ［２］、…）を参照する。そして、これら表現は、ＯｐｔｏＥｘｐｒｅｓ
ｓｉｏｎ１０１０、１０１２、及び１０１４によって表される。これら各表現は、Ｏｐｔ
ｏＮｏｄｅ１００６によって表される表現の引数Ａｒｇ［２］に使用された場合、数学的
等価の結果を提供する。このＯｐｔｏＮｏｄｅツリー構造では、複数の等価表現をツリー
の各レベルに列挙することができる。例えば、オプティマイザ内のｆｉｎｄＡｌｇｅｂｒ
ａｉｃルーチン９１４（図９Ｂ参照）をＯｐｔｏＮｏｄｅツリー上で繰り返して、追加の
代替表現を見つけて、ＯｐｔｏＮｏｄｅツリーに追加することができる。次に、Ｆｉｎｄ
ＬｅａｓｔＣｏｓｔルーチン９１５は、ＯｐｔｏＮｏｄｅツリーを探索（トラバース）し
て、最小コストで全体結果を計算するために使用できる特定の表現の集まりを識別するこ
とができる。次に、選択された表現の集まりが、ＸＳＮツリーに変換され、計算のために
セットプロセッサに送られる。
【００９９】
　セットプロセッサは、システムがデータセットに対して実行するすべての計算及び論理
値比較を担当する。一実施形態例では、セットプロセッサは、複数のプロセッサ、及び、
システムメモリと不揮発性記憶装置との間の複数の独立した非競合Ｉ／Ｏチャネルを含む
システムを利用するように設計されるマルチスレッドリエントラントソフトウェア本体で
あってよい。セットプロセッサは、演算間のデータパイプライン化を利用するように設計
することもできる。即ち、ある演算の結果を次の入力として、かかる結果を不揮発性記憶
装置に中間的に記憶することなくそのまま渡すことができる。データパイプライン化は、
Ｉ／Ｏ性能バリアを越える（クロスする）データ量を低減すると共に、不揮発性記憶装置
からのデータの取得を担当するストレージマネージャに対する負荷を低減することにより
、セットプロセッサの効率を大幅に向上させることができる。
【０１００】
　様々な演算の実行は、スレッドプールとして既知のオブジェクトによって監視される。
スレッドプールは、ＰｒｏｃｅｓｓＯｐルーチンによって要求される各演算の実行スレッ
ドの開始、それらの実行の監視、及びその成功又は失敗の報告を担当する。スレッドプー
ルはエグゼクティブとも協働して、システムリソースを管理するために必要なエンジン内
で実行されている現在のスレッド数を制限する。スレッドは、異なる数のハードウェア及
びソフトウェアプラットフォームを使用して実施してもよい。例えば、図１のプロセッサ
１０２等の従来のシングルコアプロセッサを、マルチプロセッシングをシミュレートする
Microsoft Windows（登録商標）等のオペレーティングシステムと併せて使用してもよい
。代替の実施形態では、マルチプロセッサ又はマルチコアプロセッサを使用してよく、１
つ又は複数のスレッドが各プロセッサに割当てられる。別の実施形態では、図３に示すよ
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うなマルチプロセッサシステムを使用してもよく、実行スレッドが各ＭＡＰ３０６ａ～３
０６ｆに割当てられる。システムの物理的な実施態様に関わりなく、実施形態例でのセッ
トプロセッサは、性能を増大させるために、あるスレッドからの出力が別のスレッドの入
力になるように、リスト、ツリー、又は他の構造を使用して各演算を互いに連鎖させるこ
とができる。
【０１０１】
　セットプロセッサ内の各演算は、１つ又は複数の入力データに対して計算を実行し、出
力データセットを生成するように設計された個々のルーチンである。これら演算は、デー
タ処理に有用であることが分かっている拡張集合演算及び関数と等価である。セットプロ
セッサは、広範な物理－論理フォーマットマッピングをサポートするために、各演算に対
してアルゴリズムの複数の実施態様を有することもできる。演算ルーチンを物理データフ
ォーマット用に適合させることにより、処理のためにすべてのデータを単一の物理表現に
変換することよりも、より高い効率及び性能を達成することができる。一実施形態例は、
例えば、データをカンマ区切り値（ＣＳＶ）フォーマット、バイナリストリング符号化（
ＢＳＴＲ）フォーマット、固定オフセット（ＦＩＸＥＤ）フォーマット、タイプ符号化デ
ータ（ＴＥＤ）フォーマット、及び／又はマークアップ言語フォーマット間でマッピング
できるように、異なるフォーマット間の論理－物理マッピングをサポートする。これによ
り、システムは、すべてのデータを共通のフォーマットに変換する必要なく、データを処
理することができる。例えば、システムは、ＣＳＶフォーマットの第１のデータセットと
ＸＭＬフォーマットの第２のデータセットとの結合の結果を計算する必要がある場合、い
ずれのデータも別のフォーマットに変換する必要なく、マッピングを使用して結果を計算
し、かかる結果をＣＳＶフォーマット、ＸＭＬフォーマット、又は別の選択されたフォー
マットで返すことができる。これに加えて、一実施形態例は、文字列、３２ビット整数、
６４ビット整数、浮動小数点数、通貨、ブール値、日時値、及びインターバル値等の原子
値用のいくつかの論理－物理マッピングも同様に含む。これらマッピングは、データフォ
ーマットマッピングと同様に使用することができる。システムは、サポートされる様々な
データフォーマット及び原子フォーマットに対する潜在的なマッピングをすべて含んでも
よく、又は選択されたマッピングのみを含んでもよい。例えば、実施形態例が５つのデー
タフォーマットをサポートする場合、各マッピングルーチンにつき５つの入力及び５つの
出力があり、結果として、ソフトウェアルーチンの１２５個の潜在的なバージョンがある
。実施形態例では、様々なフォーマット間をマッピングするためのソフトウェアルーチン
は、効率の実質的な増大がある場合のみ含まれる。実質的な増大が結果として生じない場
合、実施形態例は、マッピング関数を使用する代わりに、データを共通のフォーマットに
変換する。
【０１０２】
　セットプロセッサの別の機能は、プログラム全体を通して使用される共通集合スキーマ
のオブジェクト指向データモデルのインスタンスを提供することである。これは、特定の
定義を満たし、プログラムによって実行される代数的及び計算的処理内で有用な構造であ
る述語集合、ドメイン集合、濃度集合、及びその他を含む。
【０１０３】
　図１１は、セットプロセッサソフトウェアモジュールの一実施形態例を示す。例では、
オプティマイザは、ｓｐＰｒｏｃｅｓｓＸｓｎＴｒｅｅルーチン１１０２を通して評価す
るために、ＸＳＮツリーをセットプロセッサに提示する。ｓｐＰｒｏｃｅｓｓＸｓｎＴｒ
ｅｅルーチン１１０２は、ＸＳＮツリーを調べ、ＸＳＮツリーが割当て又は関係ステート
メントを表すか否か、又はＸＳＮツリーが明示的な集合を表すか否かを判断する。
【０１０４】
　割当ステートメントの場合、ＰｒｏｃｅｓｓＸｓｎＡｓｓｉｇｎｍｅｎｔルーチン１１
０５は、ステートメントの左値（ｌｖａｌｕｅ）がＸＳＮ集合であると確認されるか否か
を判断する。ｌｖａｌｕｅが集合ではない場合、ルーチンは失敗コードを返す。次に、右
値（ｒｖａｌｕｅ）が調べられて、演算であるか、それとも明示的な集合であるかが判断
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される。ｒｖａｌｕｅが明示的な集合である場合、ｌｖａｌｕｅに関連する外部識別子に
、ｒｖａｌｕｅのＧＵＩＤが関連付けられる。ｒｖａｌｕｅが演算でもなく、明示的な集
合でもない場合、ルーチンは失敗コードを返す。ｒｖａｌｕｅが演算である場合、Ｐｒｏ
ｃｅｓｓＸＳＮルーチン１１０７が呼び出されて、処理が続けられる。
【０１０５】
　関係ステートメントの場合、ＰｒｏｃｅｓｓＸＳＮＲｅｌａｔｉｏｎルーチン１１０６
が、ｌｖａｌｕｅ及びｒｖａｌｕｅが演算であることを調べて確認する。いずれか一方又
は両方が演算である場合、ＰｒｏｃｅｓｓＸＳＮルーチン１１０６が呼び出されて、いず
れか一方又は両方に対する処理が続けられる。ｌｖａｌｕｅ又はｒｖａｌｕｅが演算では
ない場合、単純に無視される。この目的は、典型的には、ただし非制限的に、オプティマ
イザをサポートするために関係を評価できるように、関係ステートメント内で参照される
任意の集合を実現化することである。
【０１０６】
　明示的な集合を実現化する要求の場合、ｓｐＰｒｏｃｅｓｓＸｓｎＴｒｅｅルーチン１
１０２は、ルーチン１１０３において集合を即座に実現化し、実現化された集合を識別す
るＧＵＩＤを返す。
【０１０７】
　ＰｒｏｃｅｓｓＸＳＮルーチン１１０７は、ＸＳＮツリーのルートにある現在の演算か
ら開始してＸＳＮツリーのすべてのメンバを調べ、すべての演算に対してそれ自体を繰り
返し呼び出す。実行すべき各演算は、ＸＳＮツリーのルート演算が、下位の演算よりも前
に開始されて、適切なデータのパイプライン化の確立を保証するような順序でＰｒｏｃｅ
ｓｓＯＰルーチン１１０８に渡される。
【０１０８】
　ＰｒｏｃｅｓｓＯｐルーチン１１０８は、各演算をとり、すべての集合の適切なＧＵＩ
Ｄが実行されるべき演算に関連付けられた状態でスレッドプール１１０９内に挿入する。
次に、スレッドプール１１０９は、ＰｒｏｃｅｓｓＸＳＮルーチン１１０７に提示される
ステートメント内の各演算に対する個々の実行スレッドを開始する。次に、これら実行ス
レッドは、動作が完了するまで、適切な演算１１１０を呼び出すことによって独立して実
行される。これら各スレッドが完了すると、スレッドプール１１０９にスレッドの完了が
通知され、スレッドプール１１０９は、スレッドをアクティブスレッドリストから除去す
ることを含む適切なクリーンアップ及びエラー処理を提供する。
【０１０９】
　セットプロセッサは、集合に対して論理的演算を実行するように設計されるｓｐＬｏｇ
ｉｃａｌルーチンとして知られる関数も含む。これら論理的演算は、セットプロセッサの
ｓｐＰｒｏｃｅｓｓＸｓｎＴｒｅｅルーチン１１０２によって実行される計算演算とは本
質的に異なる。ｓｐＬｏｇｉｃａｌルーチンは、ｓｐＬｏｇｉｃａｌＥｑｕａｌ、ｓｐＬ
ｏｇｉｃａｌＰｒｅｄｉａｔｅＥｑｕａｌ、及びｓｐＬｏｇｉｃａｌＰｒｅｄｉｃａｔｅ
ＳｕｂＳｅｔを含み、通常、バイナリＸＳＮ記法で記憶される２つのデータセットを比較
して、互いの論理的関係を判断するように設計される。これら関係は、相等、部分集合、
上位集合、及び互いに素を含む。これら関数は、代替の表現を決定する際にオプティマイ
ザによって使用される。
【０１１０】
　図１２Ａは、ＸＳＮ表現の一例をシステムにおいて表現するために使用できるＸＳＮツ
リー構造の図である。ＸＳＮツリーは、システム内でＸＳＮ表現を処理するために都合の
よいフォーマットを提供する。図１２Ａは、表現A REL OP(B,C,D)のＸＳＮツリーを示す
。この表現は、関係（REL）によってデータセットＡをデータセットＢ、Ｃ、及びＤで実
行される演算（OP）に関連付ける。ＸＳＮツリーは、関係ノード１２０１、演算ノード１
２０５、複数のメンバノード１２０２、１２０３、１２０６、１２０７、及び１２０８、
並びに複数のデータセット１２０４、１２０９、１２１０、及び１２１１で構成される二
重リンクリストである。関係ノード１２０１は、等号、未満、超等の表現の関係を指定す
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る。関係ノード１２０１はメンバノード１２０２にリンクされ、メンバノード１２０２は
その左側の子としてデータセットＡ　１２０４（ステートメントの左値）へのリンクを有
し、その右側の子としてメンバノード１２０３へのリンクを有する。メンバノード１２０
３は、その左側の子として演算ノード１２０５にリンクされる。動作ノード１２０５は、
射影、制限、結合等の実行すべき演算を識別される。演算ノード１２０５はメンバノード
１２０６にリンクされ、メンバノード１２０６は、その左側の子としてデータセットＢ　
１２０９へのリンクを有し、その右側の子として別のメンバノード１２０７へのリンクを
有する。メンバノード１２０７は、その左側の子としてデータセットＣ　１２１０へのリ
ンクを有し、その右側の子としてメンバノード１２０８を有する。メンバノード１２０８
は、データセットＤ　１２１１にリンクされる。
【０１１１】
　図１２Ｂは、ＸＳＮ割当ステートメントの一例をシステムにおいて表現するために使用
できるＸＳＮツリー構造の図である。図１２Ｂは、割当ステートメントSQL1 = rdmPROJ(r
dmREST(A, C1), C2)に対するＸＳＮツリーを示す。このステートメントは、英数字識別子
ＳＱＬ１を表現rdmPROJ(rdmREST(A, C1), C2)に割当てる。ＸＳＮツリーは、割当てノー
ド１２５１、英数字識別子１２５４、複数のメンバノード１２５２、１２５３、１２５６
、１２５７、１２６０、及び１２６１、演算ノード１２５５及び１２５８、並びに複数の
データセット１２５９、１２６２、及び１２６３で構成される二重リンクリストである。
割当てノード１２５１はメンバノード１２５２にリンクされ、メンバノード１２５２は、
その左側の子として英数字識別子ＳＱＬ１　１２５４へのリンクを有し、その右側の子と
してメンバノード１２５３へのリンクを有する。メンバノード１２５３は、その左側の子
として演算ノード１２５５（ｒｄｍＰＲＯＪ）にリンクされる。演算ノード１２５５は、
実行すべき演算（この場合、射影）を識別する。演算ノード１２５５はメンバノード１２
５６にリンクされ、メンバノード１２５６は、その左側の子として演算ノード１２５８（
この場合、制限演算ｒｄｍＲＥＳＴ）へのリンクを有し、その右側の子として別のメンバ
ノード１２５７へのリンクを有する。メンバノード１２５７は、その左側の子としてデー
タセットＣ２　１２５９へのリンクを有する。演算ノード１２５８はメンバノード１２６
０にリンクされ、メンバノード１２６０は、その左側の子としてデータセットＡ　１２６
２へのリンクを有し、その右側の子として別のメンバノード１２６１へのリンクを有する
。メンバノード１２６１はデータセットＤ　１２６３にリンクされる。実施形態例では、
これらＸＳＮツリーは、アレイとしてシステム内部に記憶することができる。
【０１１２】
　ストレージマネージャ４２０が、各集合を含む実際のデータを保持し、不揮発性記憶装
置と揮発性記憶装置との間での効率的な転送を提供する。
【０１１３】
　図１３Ａ、図１３Ｂ、図１３Ｃ、及び図１３Ｄは、データのパイプライン転送及びバッ
ファ連鎖（チェイン）を通してのデータ共有を可能にするために、バッファチェインをス
トレージマネージャ４２０においてどのように使用できるかを示す。これは単なる一実施
形態例にすぎず、バッファチェインあり又はなしでストレージマネージャ４２０を実装す
ることができる様々な方法があることに留意する。ストレージマネージャ４２０は、Ｓｅ
ｔＢａｓｅと呼ばれるクラスの別個のサブクラスであるＳｅｔＲｅａｄｅｒクラス及びＳ
ｅｔＷｒｉｔｅｒクラス（略してリーダ及びライタと呼ばれる）の形態の簡易なメカニズ
ムを介してセットデータへのアクセスを提供する。リーダは記憶装置からデータを読み出
し、ライタはデータを記憶装置に書き込み、リーダとライタが一緒になって、ストレージ
マネージャ４２０のより複雑な機能をカプセル化する。
【０１１４】
　このカプセル化により、異なるプラットフォーム又はストレージシステムに対して異な
り得る柔軟なストレージマネージャ４２０の実装が可能になる。これに加えて、土台をな
すストレージマネージャ４２０が、演算間のパイプライン化を提供して、物理的な記憶装
置から転送しなければならないデータ量を最小化することも可能になる。この意味で、パ



(32) JP 5113157 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

イプライン化とは、データが書き込まれているか、それとも読み出されているかに関わり
なく、土台をなすデータバッファの共有である。一例として、演算Ａ（ＯｐＡ）及び演算
Ｂ（ＯｐＢ）を考える。但し、ＯｐＡはデータを生成し（ひいては記憶し）、ＯｐＢはそ
のデータを読み出す必要がある。非パイプライン手法では、別個の動作で、ＯｐＡが単に
データを書き込み、ＯｐＢがそのデータを記憶装置から読み出す。それに代えて、ストレ
ージマネージャ４２０の設計では、ＯｐＡがデータを書き込み、ＯｐＢが、データが生成
されているときに、実際には、多くの場合でデータが実際に記憶装置に書き込まれる前に
、そのデータにアクセスすることができる。ＯｐＢは、ＳｅｔＲｅａｄｅｒインタフェー
スしか知らないため、データが実際には、記憶装置からではなくＯｐＡの出力から生じる
ものであることを知る必要がない。第２の例として、両方とも同じ集合からデータを読み
出す必要があるＯｐＣ及びＯｐＤを考える。パイプライン化されたストレージマネージャ
４２０は、両演算に関してデータを一度だけ読み出す。
【０１１５】
　このメカニズムを図１３Ａ、図１３Ｂ、図１３Ｃ、及び図１３Ｄに示す。データセット
は、セットプロセッサの動作によって生成されるか、又はストレージマネージャを介して
ディスクから検索される。いずれの場合でも、ライタが使用されて、データがバッファチ
ェインとして知られるＲＡＭバッファのリンクリスト内に順次配置される。セットプロセ
ッサの動作がデータセットからのデータを要求すると、リーダが使用されて、演算に使用
するために、データがＲＡＭバッファのリンクリストから順次検索される。一実施形態例
では、データセットは、たった１つのライタを有するが、任意の数のリーダを有し得る。
これを図１３Ａに示し、図１３Ａは、４つのシリアルバッファＤｂｕｆ１、Ｄｂｕｆ２、
Ｄｂｕｆ３、及びＤｂｕｆ４を含むバッファチェイン１３０２を示す。ライタ１３０４を
使用して、バッファチェイン１３０２内のデータを書き込むべきバッファを指す。ライタ
１３０４はバッファチェインを通して順次進み、追加データがライタによりバッファチェ
インに添付された場合、新しいバッファが作成される。リーダ１３０６及び１３０８を使
用して、データをバッファチェイン１３０２から読み出すことができるバッファを指す。
【０１１６】
　セットプロセッサ内の動作の性質により、２つ以上のリーダによって読み出されている
データセットが、データを通して異なるペースで進むリーダを有する可能性が高い。例え
ば、図１３Ａに示すように、低速リーダ１３０８がＤｂｕｆ１を読み出し中であるのに対
して、別のリーダ１３０６はすでにＤｂｕｆ３の読み出しを完了している。ライタ及びリ
ーダがバッファチェインを通して進むにつれて、ライタは追加のバッファを作成し、リー
ダは、セットプロセッサ内の動作によって要求されるペースが何であれ、そのペースでデ
ータを通して自由に進むことができる。図１３Ｂは、図１３Ａに示すリーダとライタとの
同じ組み合わせを示すが、ライタ１３０４はＤｂｕｆ７に進んでおり、リーダ１３０６は
Ｄｂｕｆ６に進んでおり、低速リーダ１３０８はＤｂｕｆ１のままである。
【０１１７】
　セットプロセッサの動作が続くにつれ、図１３Ｃに示すように、低速リーダ１３０８と
その先にあるライタ１３０４及びリーダ１３０６との間に長い一連のバッファが作成され
る可能性がある。バッファチェイン１３０２が成長するにつれ、データをメモリに保持す
るために消費されるＲＡＭの空き容量も多くなる。ある時点で、使用中のＲＡＭ量が、追
加のＲＡＭを必要とする他のルーチンのニーズにより過度になり、これら他のルーチンが
使用できるようにするために、ＲＡＭのいくつかを解放しなければならなくなる。この状
況が検出された場合、バッファチェインブレークを開始することができる。
【０１１８】
　バッファチェインブレークは、データセットに関連付けられた追加のバッファチェイン
を作成することによって達成される。図１３Ｄに示す例では、ここではＤｂｕｆ２に進ん
だ低速リーダ１３０８が新しいバッファチェイン１３１０にコピーされる。この新しいバ
ッファチェイン１３１０にも、新しいライタ１３１２が割当てられて、ディスクからシリ
アルデータを提供する。既存のバッファチェイン１３０２は、ここではＤｂｕｆ３～Ｄｂ
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ｕｆ１２を含み、ライタ１３０４のみを含む。ライタ１３０４の背後にはもうリーダがな
いため、Ｄｂｕｆ３～Ｄｂｕｆ１１は、ストレージマネージャによってもはや使用されて
いないＲＡＭバッファを解放する別個の非同期ルーチンであるＤｏＣｌｅａｎｕｐルーチ
ンによって除去される。バッファ数は相当大きくなり得るため、これは、追加のＲＡＭを
要求する他のルーチンが使用できる相当量のＲＡＭを提供する。
【０１１９】
　最適化されたデータの記憶及び検索を提供することに加えて、実施形態例は、異なるデ
ータモデルを使用する異なるスキーマ間での要求及びステートメントの変換及びマッピン
グのために使用することもできる。例えば、システムは、ＳＱＬデータモデル、ＸＭＬデ
ータモデル、ＸＳＮデータモデル、又は他のデータモデル等の異なるデータモデルを使用
するスキーマ間でのマッピングを含むことができる。ステートメントは、異なるデータモ
デルを使用するスキーマに基づいて提供することができる。例えば、第１のスキーマに基
づくいくつかの照会言語ステートメントを、ＳＱＬフォーマット等の第１のフォーマット
で提供することができる。上述したように、これらステートメントは、ＸＳＮフォーマッ
トに変換することができ、これらステートメントからのデータセット及び代数的関係をセ
ットマネージャ４０２において組み立てて記憶することができる。後に、ステートメント
をＸＱｕｅｒｙフォーマット等の第２のフォーマットで受け取り得る。これもＸＳＮフォ
ーマットに変換し、このステートメントからのデータセット及び代数的関係をセットマネ
ージャ４０２において組み立てて記憶することができる。特に、このステートメントは、
第２のデータモデルを使用するスキーマに基づくデータセットの提供を要求し得る。すべ
てのステートメントは統一されたＸＳＮデータモデルに変換されるため、オプティマイザ
４１８は、第１のフォーマットで受け取ったステートメントから組み立てられるデータセ
ット及び代数的関係を使用して、第２のフォーマットで要求されたデータセットを計算す
るために最適化された代数的関係の集まりを判断することができる。代数キャッシュに記
憶される代数的関係及びスキーマ間のマッピングにより、第１のフォーマットのステート
メントから取り込まれたデータセット及び関係を、第２のフォーマットで要求されたデー
タセットの最適化及び計算に使用することが可能になる。これにより、複数の異なるデー
タモデルを単一のシステムでサポートすることが可能になる。ステートメントからの全情
報は、セットマネージャによってデータセット及び代数的関係として取り込まれるため、
システムはモデル間で変換を行うことができる。さらに、この情報を使用して、部分表現
（subexpression）の置換及び上述したようにオプティマイザにより使用される他の最適
化技法を含め、他のデータモデルに関してデータセットの計算に使用されている代数的関
係を最適化することもできる。データモデルは、関係データモデル、マークアップ言語デ
ータモデル、集合記法データ（set notation data）モデル、又は他のデータモデルであ
ってよい。システムに提出されるステートメントのフォーマットは、標準照会言語ステー
トメント、ＸＱｕｅｒｙステートメント、集合記法ステートメント、又は他のフォーマッ
トを含み得る。
【０１２０】
　例として、図１４Ａに提示する関係テーブル及びＸＭＬ文書を考える。関係テーブルは
、数学的に拡張集合として表すことができる。関係テーブルを表す拡張集合のメンバは一
般に、関係テーブル内の行と呼ばれる。関係テーブル内の行も数学的に拡張集合として表
すことができる。関係テーブル内の行を表す拡張集合のメンバは一般に、フィールドと呼
ばれる。行に共通するフィールドは列と呼ばれる。したがって、関係テーブルは、＜＜ｆ
１１，ｆ１２，ｆ１３，…，ｆ１ｃ＞＞，…，＜ｆｒ１，ｆｒ２，ｆｒ３，…，ｆｒｃ＞
＞という形態の拡張集合で表すことができる。但し、ｆはフィールドの値を表し、添え字
ｒ及びｃは、一意の行及び列の計数値を表す。
【０１２１】
　ＸＭＬ文書も数学的に拡張集合として表すことができる。ＸＭＬ文書を表す拡張集合の
メンバは一般に、ＸＭＬフラグメントと呼ばれ、データを表すタグ及び値を含む。これら
ＸＭＬフラグメントの値は、文字列又は別のＸＭＬフラグメントであってよい。したがっ
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て、ＸＭＬ文書は、＜ｔ１．｛ｖ１｝，…，ｔｎ．｛ｖｎ｝＞という形態の拡張集合で表
すことができる。但し、ｔはＸＭＬフラグメントのタグを表し、ｖはＸＭＬフラグメント
の値を表す。
【０１２２】
　適宜定義された拡張集合を使用して、関係テーブルを表す拡張集合の変換関数ｇＲＸ（
）のメンバは、ＸＭＬ文書を表す拡張集合のメンバにマッピングすることができ、関係フ
ォーマット又はＸＭＬフォーマットでのデータのトランスペアレントな表現を可能にする
。変換関数は、関係テーブル内のフィールドとＸＭＬ文書内のフラグメントとの間の構造
的関係を提供し、関係テーブルの拡張集合表現に対して動作する。この情報の結果として
、関係表現の値及び構造と同じデータのＸＭＬ表現の値及び構造との間の機能マッピング
が提供される。
【０１２３】
　変換関数は、関係テーブルとＸＭＬフラグメントの集まりとの間の関係の集まりとして
代数キャッシュ内に記憶することができる。ＸＭＬ文書から関係テーブルにマッピングす
るには、図１４ＡにおいてｇＲＸ（）として示される関数ｆＸＲ（）の敬意が使用される
。これら関数が適切なマッピングを提供するには、項及び項の関係に対する制約が有効で
なければならない。これら制約は、図１４Ａにおいてｗｈｅｒｅ節として列挙される。ｘ
及びｚがＢ内にあり、Ｂ及びＤがＣ内にあるというメンバシップ制約と共に、ａがｓ．｛
ｘ｝に等しくなければならないという制約は、ＸＭＬフラグメントがたった１つのみの値
を含まなければならないことを示す。さらに、ｘ及びｙがＡ内にあるというメンバシップ
制約と共に、ｂがｓ．ｘに等しくなければならないとう制約は、特定の行内の関係フィー
ルドがたった１つのみの値を有しなければならないことを示す。これら制約は一緒になっ
て、ＸＭＬフラグメントから関係テーブル内のフィールドへの一意のマッピングを保証す
る。
【０１２４】
　別の例は、関係データテーブルへの有向（directed）グラフのベクター表現のマッピン
グである。図１４Ｂに示す有向グラフは、パス及び接合点で構成される。各接合点におい
て、１つ又は複数のパスが接合点に入ると共にそこから出て行き、例外は、そこから出る
パスのみを有する有向グラフの始点及びそこに入るパスのみを有する有向グラフの終点で
ある。有向グラフの各接合点及び各接合点に入って出て行くパスは、｛ｆｒｏｍ．｛ｐ１
，ｐ２，…，ｐｍ｝，ｔｏ．｛ｐｍ＋１，ｐｍ＋２，…，ｐｎ｝｝という形態の拡張集合
として表すことができる。値ｐ１～ｐｍは接合点からのパスを一意に識別し、値ｐｍ＋１
～ｐｎは接合点へのパスを一意に識別する。したがって、有向グラフは、拡張集合｛ｊ１
．｛ｆｒｏｍ．｛ｐ１１，ｐ１２，…，ｐ１ｍ｝，ｔｏ．｛ｐ１ｍ＋１，ｐ１ｍ＋２，…
，ｐ１ｎ｝｝，ｊ２．｛ｆｒｏｍ．｛ｐ２１，ｐ２２，…，ｐ２ｍ｝，ｔｏ．｛ｐ２ｍ＋
１，ｐ２ｍ＋２，…，ｐ２ｎ｝｝，…，ｊｋ．｛ｆｒｏｍ．｛ｐｋ１，ｐｋ２，…，ｐｋ
ｍ｝，ｔｏ．｛ｐｋｍ＋１，ｐｋｍ＋２，…，ｐｋｎ｝｝で表すことができる。この場合
、変換関数はｆＮＲ（）である。有向グラフを関係テーブルに完全にマッピングする変換
関数は、図１４Ｂに提示されるように明示的に定義される。関係からＸＭＬへのマッピン
グの場合と同様に、各モデルの規則を施行すると共に、モデル間での値及び構造のマッピ
ングを提供するために、制約が必要である。有向グラフは、拡張集合Ｎで完全に表される
。拡張集合Ｎは、グラフのｋ個すべての接合点のパスを表す項ｎｋ．Ｊｋの和集合である
。パスｎｋ．Ｊｋは、各接合点のフロムパスｆ．Ｆｋ及びツーパスｔ．Ｔｋに関して定義
される。関係テーブルは、拡張集合Ｒで表される。拡張集合Ｒは、から（from）、まで（
to）、及びパスの各フィールドを含む関係テーブルの各行を表す項Ｒｉｊｋの和集合であ
る。残りの制約は、項と項自体に対する制約との間の関係を定義する。これは、ｆ、ｔ、
及びｐが存在しなければならず、互いに等しくあってはならないという制約、関係テーブ
ルフィールドと有向グラフのパスとの間の関係を定義するために、Ｆｋが｛ｘｉ｝に等し
くなければならず且つＴｋが｛ｙｊ｝に等しくなければならないという制約、パスを表す
ＦｋとＴｋとの対が一意でなければならないという制約、及びＪｋで表される各パスの範
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【０１２５】
　上記フォーマット、スキーマ、及びマッピングが単なる例示に過ぎず、他の実施形態で
は、他のフォーマット、スキーマ、及びマッピングを使用してもよいことが理解されよう
。
【０１２６】
拡張集合記法の例
　上述したように、拡張集合記法（ＸＳＮ）を実施形態例において使用することができる
。以下において、使用可能な拡張集合記法（ＸＳＮ）の一例について説明する。これは、
拡張集合記法の可能な実施形態の１つにすぎず、他の実施形態は、以下と異なる用語、集
合タイプ、構文、パラメータ、演算、及び関数を使用してもよい。拡張集合記法の例は、
近代の計算システムの環境内で拡張集合数学に基づいて表現を指定し操作するための単純
で使用しやすい構文を提供する。この記法は、標準ＡＳＣＩＩキャラクタで表現可能であ
り、値、集合、演算、関係、及び表現をコンピュータベースの操作及び処理に適したよう
に表すための標準構文を提供する。この記法は、標準ＡＳＣＩＩキャラクタが機械可読形
態で代数的拡張集合表現を指定する能力を提供する。
【０１２７】
　ＸＳＮの主要構成要素を説明し識別するために使用される用語を以下の表１において定
義する。
【０１２８】
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【０１２９】
　構文：ＸＳＮシステムは、集合を指定する象徴的手段並びに表現及びステートメントを
定式化するための文法を含む。以下の説明中、括弧（［］）で囲まれた用語は、任意選択
の構文を示す。例えば、範囲が要求されない場合、要素は［範囲］．構成要素として表さ
れる。省略記号（．．．）は、一連の任意の長さの表現を示す。例えば、＜”１”，”２
”，”３”，…＞である。
【０１３０】
　シンボル。構文は、以下の表２に記載する特定の共通するシンボルを利用する。読みや
すくするために、所望であれば、任意選択的なスペースを句読点間に挿入してもよい。明
確にするために、改行がステートメント、表現、又は集合内のどこであっても発生し得る
。
【０１３１】



(37) JP 5113157 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

【表２】

【０１３２】
　値：値は、二重引用符内で値を明示的に記述することによって指定される。値の例とし
ては、“Curly”、 “１２３”、及び“＄２，３４３．７６”が挙げられる。値が二重引
用符（“）を含む場合、その前に二重引用符を挿入することによって区切ることができる
。例えば、“John said“”shoot”” when he saw the moose.”。ヌル値が、””等の
２つの連続した二重引用符によって指定される。
【０１３３】
　英数字識別子。英数字識別子によって識別される集合は、割当ステートメントによって
指定される。指定されると、英数字識別子を、その英数字識別子が割当てられた表現と同
義で使用することができる。例えば、集合に英数字識別子NDCENSUS1960が割当てられた場
合、NDCENSUS1960を、任意の表現内で、NDCENSUS1960が割当てられた集合を参照するため
に使用することができる。
【０１３４】
　範囲、構成要素（Constituents）、及び要素（Elements）：範囲及び構成要素は、値、
英数字識別子、要素、又は集合で表すことができる。要素の構文は、[範囲.]構成要素で
ある。範囲は、ピリオドの使用を通して構成要素から分離され、ピリオドの左側の項は範
囲を表し、ピリオドの右側は構成要素を表す。例えば、範囲が値“１”を有し、構成要素
が値“Bob”を有する要素は、適切な記法では“1”.”Bob”と表される。
【０１３５】
　要素は、少なくとも１つの範囲及び１つの構成要素を必要とする複合構造を有する範囲
又は構成要素である。構成要素は明示的に記述されなければならないが、範囲に対するヌ
ル値は、明示的に記述されず、暗黙的に示される。上記例では、要素“1”.”Bob”は、
範囲“1”及び構成要素“Bob”を有する。しかし、範囲及び構成要素は両方とも、英数字
識別子、要素、及び集合であってもよく、結果として潜在的に複雑な表現になり得る。
【０１３６】
　こういった潜在的に複雑な表現から発生する一問題は、範囲及び構成要素に関する優先
順位である。例えば、要素“integer”.”sum”.”5”が与えられた場合、範囲と構成要
素との区切りに問題が生じる。すなわち、範囲は“integer”なのか、それとも“integer
”.”sum”なのか、という問題である。また、構成要素は“5”なのか、それとも“sum”
.”5”なのか、という問題である。このＸＳＮ例での規則により、最初のピリオドの左側
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の項は範囲であり、右側の項は構成要素である。すると、これは、“integer”が範囲で
あり、“sum”.”5”が構成要素であることを示す。しかし、“integer”.”sum”を範囲
にし、“5”を構成要素にしたい場合、これは、要素(“integer”.”sum”).”5”のよう
に丸括弧の使用を通して指定することができる。
【０１３７】
　メンバ及び集合。メンバは、集合内に含まれる要素、集合、又は表現である。集合は、
表現により、又は個々のメンバを列挙することによって指定され、メンバのうちのいくつ
か又はすべては要素、集合、又は表現であることができる。任意の順序で列挙される同じ
メンバを含む任意の集合は、同じ集合である。
【０１３８】
　多くの場合、集合のメンバは、自然数の集合に属する範囲を含む。場合によっては、こ
れら範囲は連続し、一意であり、値１を含む。こういった場合、集合を順序付き集合と呼
ぶことができる。これら基準を満たさないすべての集合は、非順序付き集合と呼ぶことが
できる。
【０１３９】
　集合は、｛member［,member［,...］］}として表現される。非順序付き集合のメンバは
、{″a″，″x″，″b″，″g″}又は{″Groucho″，″Harpo″，″Gummo″}のように中
括弧で囲まれる。順序付き集合のメンバは、＜″a″，″b″，″x″，″g″＞のように山
括弧で囲まれる。順序付き集合のメンバは、その仕様において列挙される暗黙的な順序を
有する。順序付き集合の連続した各メンバの範囲は、自然数の集合の対応するメンバであ
る。したがって、＜″a″，″b″，″x″，″g″＞は、｛″1″．″a″，″2″．″b″，
″3″．″x″，″4″．″g″｝と等価である。
【０１４０】
　例えば、順序付き集合は、任意の数のデータフィールドを有するデータ記録であって、
集合のメンバが記録のフィールドを表し、メンバの範囲が、対応するフィールドの記録内
の順序位置であるデータ記録を表すことができる。以下の表の最初の行内のカンマ区切り
値は、処理のために集合として指定することができる。データは、多くの異なる方法で階
層に群化することができる。以下の表３はいくつかの可能性を示す。
【０１４１】
【表３】

【０１４２】
　元のカンマ区切り値は４つの値シーケンスを含み、各値シーケンスは３つの値を有する
。
【０１４３】
　集合１は、４つのメンバの非順序付き集合として指定され、各メンバは３つのメンバの
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非順序付き集合を含む。
【０１４４】
　集合２は、４つのメンバの順序付き集合として指定され、各メンバは３つのメンバの非
順序付き集合を含む。
【０１４５】
　集合３は、４つのメンバの非順序付き集合として指定され、各メンバは３つのメンバの
順序付き集合を含む。
【０１４６】
　集合４は非順序付きとして指定される。集合４は、範囲を使用して、集合の各メンバの
、その集合のその他のメンバに相対する位置を示す。
【０１４７】
　集合の中身及び構造は、時として、特に集合が関数及び演算の引数として使用される場
合、集合の目的によって決定される。これら決定される構造のうちのいくつかは、ＸＳＮ
例を仕様して関係データ演算を記述する場合に頻繁に発生する。こういった共通集合によ
っては、通常、述語集合、マッピング集合、変換集合、又は集約集合と呼ばれ、以下でよ
り詳細に考察する。
【０１４８】
　述語集合：述語集合は、ある集合のメンバと別の集合のメンバとの間のマッピングの仕
様を提供する。述語集合は、真を判断するために入れ子式条件表現を記述する。ＲＤＭＲ
ＥＳＴ関数で使用されるような条件表現の場合、基本条件は、″condition″.＜element1
，element2＞と表現される。
【０１４９】
　要素は、″列値″又は″ｃｏｎｓｔ″．″スカラー値″として指定することができる。
条件は、等号（″ＥＱ″）、非等号（″ＮＥＱ″）、未満（″ＬＴ″）、以下（″ＬＥ″
）、超（″ＧＴ″）、以上（″ＧＥ″）、同様（″ＬＫ″）、又は非同様（″ＮＬＫ″）
として指定される。ＲＤＭＲＥＳＴ関数の場合、各要素は、条件で比較すべき列又は範囲
″ｃｏｎｓｔ″によって示される定数スカラー値を指定する。
【０１５０】
　例えば、条件がＥＱであり、第１の要素が列の名称であり、第２の要素が定数値を提供
する条件句″EQ″．＜″2″，″const″．″MI″＞は、第２の列が値″ＭＩ″に等しいす
べてのメンバ（行）が出力集合に含まれることを示す。
【０１５１】
　以下の例では、単一の条件が、ＲＤＭＲＥＳＴ関数の述語集合に対して指定される。結
果として生成される集合は、集合ｚｉｐｃｉｔｙｓｔａｔｅからの第３の列に値″ＩＮ″
を含むメンバ（行）のみを含む。追加の２組の中括弧に留意する。
　　RDMREST（zipcitystate，｛｛｛″EQ″．＜″3″，″const″．″IN″＞}}}）
【０１５２】
　これらは、後述するＡＮＤ演算及びＯＲ演算の構築をサポートするために必要である。
【０１５３】
　ＡＮＤステートメント：条件集合がＡＮＤステートメントであり、リスト内の全条件が
一緒にＡＮＤ演算される。すべて真の場合、全体条件は真である。これは、ＡＮＤ構造の
一例である。
｛｛″EQ″．＜″2″，″const″．″MI″＞｝，｛″GE″．＜″5″，″const″．″4900
0″＞｝，｛″LT″．＜″5″，″const″．″51000″＞｝｝
【０１５４】
　３つの条件区が、１組の中括弧で囲まれて、ＡＮＤステートメントを区切る。
【０１５５】
　ＯＲステートメント：ＯＲステートメントは、２つ以上のＡＮＤステートメントを組み
合わせることによって作成される。任意のＡＮＤステートメントの結果が真の場合、ステ
ートメント全体は真である。ここで、一例は、
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｛｛｛″GE″．＜″1″，″const″．″10000″＞｝｝，｛｛″GT″．＜″3″，″const
″．″AK″＞｝，｛″LT″．＜″3″，″const″．″CA″＞｝｝，｛｛″EQ″．＜″2″
，″const″．″Pasadena″＞｝｝｝）
である。
【０１５６】
　この例では、３つのＯＲステートメントがある。第１のＯＲステートメントは１つの条
件句を含み、第２のＯＲステートメントは２つのＡＮＤ条件句を含み、最後のＯＲステー
トメントは単一の条件句を含む。このようにして、複雑な条件表現を構築して、演算を定
義することができる。
【０１５７】
　マッピング集合：演算及び関数によっては、集合がマッピングを提供する必要がある。
大半の場合、範囲及び構成要素が使用されて、入力集合と出力集合との関係を提供する。
例えば、ＲＤＭＰＲＯＪ演算では、集合が、入力集合の列と出力集合の列とのマッピング
を提供する。範囲値は出力集合の列を示し、構成要素は入力集合の列を示す。例えば、
　　＜″3″，″5″，″1″＞
である。
【０１５８】
　この述語集合は、入力集合の第３、第５、及び第１の列を出力集合の第１、第２、及び
第３の列にマッピングすべきであることを示す。
【０１５９】
　変換集合：変換表現は、集合からの１つ又は複数の入力値を出力集合内の値に変換する
ために使用される。変換は、減算（“ＳＵＢ”）、加算（“ＡＤＤ”）、除算（“ＤＩＶ
”）、及び乗算（“ＭＵＬ”）等の演算を含む。追加の変換演算は、定数（“ＣＯＮＳＴ
”）である。変換表現は、通常、ＲＤＭＭＡＴＨ等の関係演算と共に使用されて、出力集
合のメンバを定義する。例えば、出力集合の第１の列が、入力集合の第１の列と第２の列
との和として設計された場合、これを指定するために、以下の変換集合が使用される。
　　＜″ADD″．＜″1″，″2″＞＞
【０１６０】
　これは、入力集合の第１及び第２の列を、加算変換の第１及び第２の引数として使用し
て、出力の第１の列の値を生成すべきであることを示す。変換は深く入れ子にして、仕様
を提供することができる。例えば、計算（ＣＯＬ１＋ＣＯＬ２）／（ＣＯＬ３－１）で出
力集合内の列１を表したく、入力集合の列５及び列６が列２及び列３にマッピングされた
場合、変換集合は、
　　＜″DIV″．＜″ADD″．＜″1″，″2″＞，″SUB″．＜″3″，″CONST″．″1″＞
＞，″5″，″6″＞
である。
【０１６１】
　変換集合は、特定のスカラードメイン修飾子を含むこともできる。例えば、数学が整数
ドメインにおいて行われる場合、＜″ADD″．＜″1″，″2″＞＞の例は、
　　＜（″int64″．″ADD″）．＜″1″，″2″＞＞
として表現される。
【０１６２】
　これは、列１及び２のスカラー値を、整数値であるかのように一緒に加算することを示
す。結果も整数スカラードメインにおいて生成される。関数名及び演算名のように、スカ
ラードメイン識別子は大文字と小文字とが区別されない。
【０１６３】
　集約集合：集合はＲＤＭＧＲＯＵＰ関数にも使用されて、集約を提供する。集約演算は
、加算（“ＳＵＭ”）、平均（“ＡＶＧ”）、計数（“ＣＮＴ”）、最小（“ＭＩＮ”）
、及び最大（“ＭＡＸ”）を含む。これら関数は、ＲＤＭＧＲＯＵＰ関数によって作成さ
れる各群内の集合のメンバに対して実行すべき演算を指定する。例えば、
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＜″1″，″3″，″COUNT″．″1″，″AVG″．″1″＞
である。
【０１６４】
　これは、入力の第１及び第３の列が群の基礎を提供し、出力の第１及び第２の列として
含まれることを示す。出力の第３の列は、群内の列１からのメンバの計数であり、第４の
列は、群の列１内のメンバの平均である。
【０１６５】
　変換集合のように、平均集合は、演算を実行すべきスカラードメインを指定することが
できる。例えば、上記を文字列ドメインで実行すべき場合、指定される集合は、
　　＜″1″，″3″，″（″STRING″．″COUNT″）．″1″，（″STRING″．″AVG″）
．″1″＞
である。
【０１６６】
　関数及び演算：関数及び演算は明示的に指定され、関数又は演算により、その関数又は
演算に引数を提供する１～３つの集合と組み合わせて指定される集合を定義する。他の実
施形態では、異なる数の引数が可能であり得る。演算は原子的であり、拡張集合数学にお
いて指定される。関数は１つ又は複数の演算の組み合わせであり、頻繁に実行される演算
の組み合わせの都合のよい記法である。
【０１６７】
　関数及び演算は、予め規定された英数字識別子、丸括弧、及び１～３つの集合引数を介
して表現される。一例は、濃度集合｛″1″，″2″，″3″｝である集合を表すCRD（｛″
1″，″2″，″3″｝）である。
【０１６８】
　一般に、関数は、関数（表現１［，表現２［，表現３［,...］］）として指定される。
但し、引数の数は関数に依存する。特に、単項関数は１つの引数を必要とし、二項関数は
２つの引数を必要とし、三項関数は３つの引数を必要とする。関数によっては、最後の引
数は、マッピング及び変換の指定に使用される集合である。集合に使用される英数字識別
子と異なり、関数名及び演算名では大文字と小文字との区別がない。
【０１６９】
　以下は、関数のいくつかの例である。
【０１７０】
　RDMPROJ（ASet，＜″7″，″1″，″2″，″3″＞）－－ＲＤＭＰＲＯＪは、関係デー
タモデル（ＲＤＭ）射影関数である。ＡＳｅｔという名称の集合が、関係テーブルを表す
演算への引数である。第２の集合は、結果として生成される集合内の列として使用される
べきＡＳｅｔからのメンバ（列）のマッピングを指定する集合である。
【０１７１】
　INV（OldSet）－－ＩＮＶは反転関数であり、集合のメンバの範囲と構成要素とを交換
させる。ＯｌｄＳｅｔという名称の集合は演算の引数であり、出力を生成するために反転
する。
【０１７２】
　CRD（MySet）－－ＣＲＤは濃度関数であり、入力引数集合の濃度集合を生成する。Ｍｙ
Ｓｅｔという名称の集合は入力であり、出力集合の生成に使用される。
【０１７３】
　RDMJOIN（cities_and_states,states_and_zips，｛｛｛″EQ″．＜″2″，″3″＞｝｝
｝）－－ＲＤＭＪＯＩＮは、関係データモデル（ＲＤＭ）結合関数である。cities_and_s
tates、states_and_zipsという名称の第１の２つの集合は、演算によって結合される対象
である。第３の集合に定提供される明示的な述語集合が、結果として得られる結合集合の
メンバを選択するために使用される条件を指定する。この場合、述語集合は、第１の集合
の第２の列が第２の集合の第１の列（州列）に等しく、行を出力集合では結合すべきであ
ることを指定する。
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【０１７４】
　RDMREST（zips，｛｛｛″GE″．＜″1″，″const″．″10000″＞｝，｛″LE″．＜″
1″，″const″．″14999″＞｝｝，｛｛″GT″．＜″3″，″const″．″AK″＞｝，｛
″LT″．＜″3″，″const″．″CA″＞｝｝｝）－－ＲＤＭＲＥＳＴは、関係データモデ
ル（ＲＤＭ）制限関数である。ｚｉｐｓという名称の第１の集合は、関係テーブルを表す
演算の引数である。第２の引数は、どのメンバ（行）が制限付き出力集合に含まれるべき
かを指定する述語集合である。
【０１７５】
　この例では、ＲＤＭ（関係データモデル）で始まる名称を有する関数は、関係データを
集合として操作するように特に設計される。例えば、ＲＤＭＳＯＲＴは、ソート順及びプ
ロシージャを示す第２の引数の集合内のメンバを使用して、第１の引数の集合をソートす
るバイナリ関数である。
【０１７６】
　表現：表現は、集合を指定する象徴的表現である。集合を表す英数字識別子は、表現の
最も単純な形態である。表現は、多くの関数、演算、及び集合で構成することもできる。
表現のいくつかの例としては、
　　CRD（SetA）
　　rdmPROJ（SetA，＜″1″，″5″，″23″＞）
　　CRD（rdmPROJ（SetA，＜″1″，″5″，″23″＞））
が挙げられる。
【０１７７】
　関係及び関係演算子：関係演算子は、２つの表現の関係を指定する象徴的表現である。
関係演算子は、相等、部分集合、及び互いに素、並びにそれらの否定を含む。これらは、
値“ＥＱ”、“ＳＵＢ”、“ＤＩＳ”、“ＮＥＱ”、“ＮＳＢ”、及び“ＮＤＳ”を使用
して指定され、関係演算子を使用するいくつかの文例としては、
　　SetA EQ CRD（SetB）
　　SetC SUB SetB
が挙げられる。
【０１７８】
　割り当て：割り当ては、英数字識別子を表現に割当てるステートメントである。構文的
に、割り当ては、英数字識別子＝表現として指定される。例えば、
　　NewSet=<"1","2","12","4">
　　SetA=SS（SETB）
　　SetC＝＜″b″，″c″，″a″，″x″＞
　　SetD＝｛″Larry″，″Moe″，″Curly″｝
　　SetG=NULL
である。
【０１７９】
　関係データモデル：関係（リレーショナル）データモデル（ＲＤＭ）は、ＸＳＮを使用
して記述することができる拡張集合データモデルの部分集合である。関係テーブルは、順
序付き集合の集合であるとみなされ、テーブルの行がこれら順序付き集合によって表され
る。行を表す集合のメンバは、行内の列（フィールド）の値である。３行を有し、各行が
４列を含む関係テーブルは、構造：
　　＜＜a1，b1，c1，d1＞，＜a2，b2，c2，d2＞，＜a3，b3，c3，d3＞＞
を有する集合によって表される。
【０１８０】
　テーブル及び個々の行は両方とも、順序付き集合として表されるが、関係テーブルを、
　　｛＜a1，b1，c1，d1＞，＜a2，b2，c2，d2＞，＜a3，b3，c3，d3＞＞｝
等の順序の付いていないメンバを含む集合として表現することも可能である。
【０１８１】
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　濃度集合：集合が順序付きとして提示される場合、集合の順序を示す情報が提示されな
ければならない。関係データモデルの追加の特徴のうちのいくつかを保持するため、且つ
ＸＳＮ表現の処理の最適化に有用な濃度情報を提供するために、通常、濃度集合が、関係
テーブルを表す集合に対して指定される。上記非順序付き集合の濃度集合は、
　　＜″3″，＜″4″，＜Ca，Cb，Cc，Cd＞＞＞
である。
【０１８２】
　濃度集合は入れ子集合である。最も外側の集合は、集合の濃度（この例では、テーブル
が３行を含むため、３である）を含み、次に、行を表すメンバの濃度集合が続く。Ｃａ～
Ｃｄは、行を表す集合のメンバを構成する値の濃度を表す値である。各値のＣｎは、その
特定のメンバの最大濃度を表す。濃度集合は、濃度関数：
　　CardinalityOfSetA＝CRD（SetA）
を介して生成される。
【０１８３】
　ＲＤＭ関数：標準的な関係データモデルは８つの演算で構成される。しかし、関係モデ
ル全体を実施するために５つのみが必要とされ、通常、４つのみが実際の実施に使用され
ることが分かる。ＸＳＮは、拡張集合数学の枠組み内でのこれら関数の記法を提供する。
【０１８４】
　これら関数は、関係データモデルの和（ＲＤＭＵＮＩＯＮ）、射影（ＲＤＭＰＲＯＪ）
、制限（ＲＤＭＲＥＳＴ）、結合（ＲＤＭＪＯＩＮ）、差（ＲＤＭＤＩＦＦ）、及び商（
ＲＤＭＤＩＶ）の拡張集合版である。これら関数に加えて、３つの追加の関数がＸＳＮの
下で利用可能である。これらは、ＲＤＭＳＯＲＴ、ＲＤＭＰＩＶＯＴ、及びＲＤＭＧＲＯ
ＵＰを含む。
【０１８５】
　ＲＤＭＤＩＦＦ関数。ＲＤＭＤＩＦＦは、関係的Ａ－Ｂ演算と等価の非順序付き集合を
定義する。結果として生成される集合は、Ｂ内にないＡのすべてのメンバを含む。以下は
、この関数のフォーマット例及び説明である。
　　RDMDIFF（A，B）＝＝｛｝
【０１８６】
　引数：
　　Ａ－非順序付き集合
　　Ｂ－結果を生成するために、メンバがＡから除外される非順序付き集合
【０１８７】
　結果：異なる関数の条件によって指定されるＢのメンバではないＡのメンバを含む非順
序付き集合
【０１８８】
　備考：列メンバのすべての値が等価である必要がある標準関係差への拡張として、ＸＳ
Ｎバージョンでは、等価関係を定義する述語集合を指定することが可能である。ヌルが条
件述語集合に提供される場合、標準のＲＤＭ関数が実行される。Ａ　ＥＱ　Ｂの場合、結
果はヌル集合になる。ＡとＢとの積集合がヌル集合の場合、結果はＡになる。
【０１８９】
　要件：集合ＡはＲＤＭ集合でなければならない。これら条件が満たされない場合の結果
はヌル集合である。Ａ及びＢは、同じメンバ列濃度を有さなければならない。
【０１９０】
　例：
　A＝｛＜″a″，″b″，″c″＞，＜″d″，″b″，″r″＞｝
　B＝｛＜″3″，″c″，″8″＞｝
　RDMDIFF（A，B）＝＝｛＜″a″，″b″，″c″＞｝
【０１９１】
　ＲＤＭＧＲＯＵＰ関数。ＲＤＭＧＲＯＵＰは、列が、１つ又は複数の列のメンバによっ
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て識別される指定群に基づいて集約される非順序付き集合を定義する。集約述語集合と併
せて、この関数は、加算、計数、平均、最小、及び最大（ＳＣＡＭＭ）の各値を生成する
能力を提供する。以下は、この関数のフォーマット例及び説明である。
　　RDMGROUP(A, Z)
【０１９２】
　引数：Ａ－順序付き又は非順序付き集合
【０１９３】
　結果：集合Ａ及び指定された集約述語集合Ｚの列のメンバの集約関数及びに基づいて生
成されたメンバを含む非順序付き集合
【０１９４】
　備考：ＲＤＭＧＲＯＵＰは、述語集合において指定されるメンバ列の値の一意の各組み
合わせにつき１つのメンバ行を生成する。集約するメンバ列は、範囲なしで述語集合内に
列挙することによって指定される。出力集合に含めるべき他のメンバは、出力集合を生成
するために、どのＳＣＡＭＭ値を実行すべきかを示すべきである。
【０１９５】
　要件：集合ＡはＲＤＭ集合でなければならない。集合Ｚは集約述語集合でなければなら
ない。これら条件が満たされない場合の結果はヌル集合である。
【０１９６】
　例：A＝＜＜″3″，″Tom″，″a″＞，
　　　＜″2″，″Sam″，″c″＞，
　　　＜″6″，″Harry″，″a″＞，
　　　＜″7″，″Harry″，″a″＞＞
　　　Z＝＜″3″，
　　　″COUNT″．″2″，
　　　″SUM″．″1″＞

RDMGROUP（A，Z）－＞｛＜″a″，″3″，″16″＞，＜″c″，″1″，″2″＞｝
【０１９７】
　ＲＤＭＪＯＩＮ関数。ＲＤＭＪＯＩＮは、メンバ行が集合Ａからの１つのメンバ行と集
合Ｂからの１つのメンバ行とを、これら２つのメンバ行間で条件述語集合Ｚが満たされる
ことによって決定される場合に連結したものである非順序付き集合を定義する。以下は、
この関数のフォーマット例及び説明である。
　　RDMJOIN（A，B，Z）＝＝｛｝
【０１９８】
　引数：
　　Ａ－結果として生成されるメンバ行の左側として結合される非順序付き集合
　　Ｂ－結果として生成されるメンバ行の右側として結合される非順序付き集合
　　Ｚ－結合するメンバを決定するための条件集合を含む述語集合
【０１９９】
　結果：条件述語集合Ｚにおいて指定される条件に整合するメンバがＡからの１つのメン
バ行及びＢからの１つのメンバ行から作成される非順序付き集合。述語集合Ｚにおいて指
定される条件を満たす集合Ａからのメンバ行及び集合Ｂからのメンバ行が見つかった場合
、結果として生成される集合のメンバが生成される。結果として生成されるメンバ行は、
集合Ａからのメンバ行のメンバ列の後に集合Ｂのメンバ行からのメンバ列を含む順序付き
メンバである。
【０２００】
　備考：条件述語集合Ｚは、集合Ａのメンバ行と集合Ｂのメンバ行との間で保たれなけれ
ばならない条件を指定する。
【０２０１】
　要件：集合Ａ及び集合ＢはＲＤＭ集合でなければならない。集合Ｚは条件述語集合でな
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ければならない。これら条件が満たされない場合の結果はヌル集合である。述語集合Ｚは
、条件用に定義されたスキーマを有さなければならない。述語集合内のメンバの範囲は、
集合Ａのメンバ列を指定し、述語集合内のメンバの構成要素は、集合Ｂからのメンバ列を
指定する。
【０２０２】
　例：
　A＝｛＜″sales″，″Tom″＞，
　　　＜″sales″，″Sam″＞，
　　　＜″shipping″，″Bill″＞，
　　　＜″shipping″，″Sally″＞｝
　B＝｛＜″Bldg 1″，″sales″＞，
　　　＜″Bldg 2″，″shipping″＞｝
　Z＝｛｛｛″EQ″．＜″1″，″2″＞｝｝｝

　RDMJOIN（A，B，Z）－＞｛
　　　＜″sales″，″Tom″，″Bldg 1″，″sales″＞，
　　　＜″sales″，″Sam″，″Bldg 1″，″sales″＞，
　　　＜″shipping″，″Bill″，″Bldg 2″，″shipping″＞，
　　　＜″shipping″，″Sally″，″Bldg 2″，″shipping″＞｝
【０２０３】
　ＲＤＭＰＩＶＯＴ関数。ＲＤＭＰＩＶＯＴ関数は、指定された集合のメンバ列とメンバ
行とを交換する順序付き集合を定義する。以下は、この関数のフォーマット例及び説明で
ある。
　　RDMPIVOT（A）＝＝＜＞
【０２０４】
　引数：
　　Ａ－順序付き集合
【０２０５】
　結果：結果として生成される集合は、集合Ａのメンバ列で構成されるメンバ行を含む。
集合は、集合Ａ内のメンバ列の順序によって順序づけられる。
【０２０６】
　備考：極めて大きな集合を回転させることは、コストがかかると共に時間がかかる恐れ
があり、集合を処理する他の手段を見つけることができない場合のみ行われるべきである
。
【０２０７】
　要件：集合ＡはＲＤＭ集合でなければならない。これら条件が満たされない場合の結果
は、ヌル集合である。
【０２０８】
　例：
　A＝｛＜″3″，″Tom″，″a″＞，
　　　＜″2″，″Sam″，″c″＞，
　　　＜″6″，″Harry″，″a″＞，
　　　＜″7″，″Harry″，″a″＞｝

　RDMPIVOT（A）－＞＜
　＜″3″，″2″，″6″，″7″＞，
　＜″Tom″，″Sam″，″Harry″，″Harry″＞，
　＜″a″，″c″，″a″，″a″＞＞
【０２０９】
　ＲＤＭＰＲＯＪ関数。ＲＤＭＰＲＯＪは、変換述語集合を通して指定されるメンバ列を
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除く、引数集合のすべてのメンバ行からのメンバで構成される非順序付き集合を定義する
。以下は、この関数のフォーマット例及び説明である。
　　RDMPROJ(A,Z) == {}
【０２１０】
　引数：
　　Ａ－射影すべき非順序付き集合
　　Ｚ－射影のための変換述語集合
【０２１１】
　結果：結果として生成される集合は、変換述語集合によって指定されるメンバ列を除き
、Ａの各メンバ行のメンバ行を含む。
【０２１２】
　備考：集合Ｚを適宜指定する方法の情報については、変換述語集合についての仕様を参
照のこと。
【０２１３】
　要件：集合ＡはＲＤＭ集合でなければならない。集合Ｚは変換述語集合でなければなら
ない。これら条件が満たされない場合の結果は、ヌル集合である。
【０２１４】
　例：
　A＝｛＜″3″，″Tom″，″a″，″b″，″s″＞，
　　　＜″2″，″Sam″，″c″，″b″，″s″＞，
　　　＜″6″，″Harry″，″a″，″z″，″s″＞｝
　Z＝＜″3″，″2″＞

　RDMPROJ（A，Z）－＞｛＜″a″，″Tom″＞，
　　　　　　　　　　＜″c″，″Sam″＞，
　　　　　　　　　　＜″a″，″Harry″＞｝
【０２１５】
　ＲＤＭＲＥＳＴ関数。ＲＤＭＲＥＳＴ関数は、メンバ行が条件述語集合内で指定される
条件を満たすものに制限される非順序付き集合を定義する。以下は、この関数のフォーマ
ット例及び説明である。
【０２１６】
　　RDMREST（A，Z）＝＝｛｝ 
【０２１７】
　引数：
　　Ａ－制限されるべき非順序付き集合
　　Ｚ－制限の条件を指定する条件述語集合
【０２１８】
　結果：結果として生成される集合は、条件述語集合Ｚによって指定される条件を満たす
、集合Ａからのメンバ行のみを含む。
【０２１９】
　備考：集合Ｚを指定する方法の情報については、条件述語集合の仕様を参照のこと。
【０２２０】
　要件：集合Ａは、ＲＤＭ集合の要件を満たさなければならない。集合Ｚは条件述語集合
でなければならない。これら条件が満たされない場合、結果はヌル集合になる。
【０２２１】
　例：
　A＝｛＜″3″，″Tom″，″a″，″b″，″s″＞，
　　　＜″2″，″Sam″，″c″，″f″，″s″＞，
　　　＜″6″，″Harry″，″a″，″z″，″s″＞｝
　Z＝｛｛｛″EQ″．＜″2″，″const″．″Tom″＞｝｝，
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　　　｛｛″EQ″．＜″2″，″const″．″Harry″＞｝，｛″EQ″．＜″4″，″const
″．″f″＞｝｝｝

　RDMREST（A，Z）－＞｛＜″3″，″Tom″，″a″，″b″，″s″＞｝
【０２２２】
　ＲＤＭＳＯＲＴ関数。ＲＤＭＳＯＲＴは、非順序付き集合Ａ及び述語集合Ｚによって指
定される順序に基づく順序付き集合を定義する。以下は、この関数のフォーマット例及び
説明である。
　　RDMSORT（A，Z）＝＝＜＞
【０２２３】
　引数：
　　Ａ－非順序付き集合
　　Ｚ－結果集合のソート順を記述するマッピング集合
【０２２４】
　結果：マッピング集合Ｚにおいて指定される順序によってソートされる集合Ａのすべて
のメンバ行を含む順序付き集合
【０２２５】
　備考：Ｚは、昇順のソート順を決定する最上位メンバ～最下位メンバを指定するメンバ
列の範囲を含むマッピング集合である。
【０２２６】
　要件：述語集合Ｚは、要素が、それぞれ集合Ａの濃度未満のＮＡＴのメンバである順序
付き集合でなければならない。集合ＡはＲＤＭ集合でなければならない。これら条件が満
たされない場合、結果はヌル集合である。
【０２２７】
　例：
　A＝｛＜″3″，″Tom″，a″，″b″，″s″＞，
　　　＜″2″，″Sam″，″c″，″b″，″s″＞，
　　　＜″6″，″Harry″，″a″，″z″，″s″＞｝
　Z＝＜″3″，″2″＞

　RDMSORT（A，Z）－＞＜＜″6″，″Harry″，″a″，″z″，″s″＞，
　　　　　　　　　　＜″3″，″Tom″，″a″，″b″，″s″＞，
　　　　　　　　　　＜″2″，″Sam″，″c″，″b″，″s″＞＞
【０２２８】
　ＲＤＭＵＮＩＯＮ関数。ＲＤＭＵＮＩＯＮは、集合Ａ及びＢのすべてのメンバ行を含む
非順序付き集合を定義する。以下は、この関数のフォーマット例及び説明である。
　　RDMUNION（A，B）＝＝｛｝
【０２２９】
　引数：
　　Ａ－非順序付き集合
　　Ｂ－非順序付き集合
【０２３０】
　結果：Ａ又はＢのメンバ行を含む非順序付き集合
【０２３１】
　備考：なし
【０２３２】
　要件：Ａ及びＢはＲＤＭ集合でなければならず、且つ同じメンバ列濃度を有さなければ
ならない。これら条件が満たされない場合、結果はヌル集合である。
【０２３３】
　例：
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　A＝｛＜″a″，″b″，″c″＞｝
　B＝｛＜″3″，″c″，″8″＞｝

　RDMUNION（A，B）－＞｛＜″a″，″b″，″c″＞，
　　　　　　　　　　＜″3″，″c″，″8″＞｝
【０２３４】
　上記関数、フォーマット、及び引数は単なる例にすぎず、他の実施形態では異なっても
よい。例えば、他の実施形態では、異なる又は追加の関数を使用してもよい。
【０２３５】
　本発明の好ましい実施形態を本明細書において図示し説明したが、かかる実施形態が単
なる例として提供されることが当業者には明らかであろう。これから、当業者は、本発明
から逸脱することなく多くの変形、変更、及び置換を思いつくであろう。本発明を実施す
るに際して、本明細書において述べた本発明の実施形態に対する様々な代替を利用し得る
ことを理解されたい。以下の特許請求の範囲が本発明の範囲を規定し、これら請求項及び
それらの均等物の範囲内にある方法及び構造が特許請求の範囲に包含されることが意図さ
れる。

【図１】 【図２】



(49) JP 5113157 B2 2013.1.9

【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】



(50) JP 5113157 B2 2013.1.9

【図６】 【図７】

【図８】 【図９Ａ】



(51) JP 5113157 B2 2013.1.9

【図９Ｂ】 【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図９Ｅ】

【図９Ｆ】

【図９Ｇ】



(52) JP 5113157 B2 2013.1.9

【図９Ｈ】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１１】



(53) JP 5113157 B2 2013.1.9

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】

【図１３Ｄ】

【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】



(54) JP 5113157 B2 2013.1.9

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  11/383,479
(32)優先日　　　　  平成18年5月15日(2006.5.15)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/383,478
(32)優先日　　　　  平成18年5月15日(2006.5.15)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/383,476
(32)優先日　　　　  平成18年5月15日(2006.5.15)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/383,482
(32)優先日　　　　  平成18年5月15日(2006.5.15)
(33)優先権主張国　  米国(US)

    審査官  田川　泰宏

(56)参考文献  米国特許第０６０３２１４４（ＵＳ，Ａ）
              特開２００１－２３６３５２（ＪＰ，Ａ）
              小島  章，ＲＤＢ上のＸＭＬビューに対するＤＯＭプログラム実行の効率化手法，情報処理学会
              論文誌，日本，社団法人情報処理学会，２００５年１２月１５日，第４６巻，Ｎｏ．ＳＩＧ１８
              （ＴＯＤ２８），p.72-85
              金宏  和實，第８回  プログラマのためのデータベース基礎講座，日経ソフトウエア  第９巻  
              第３号，日本，日経ＢＰ社，２００６年　１月２４日，p.134-140

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06F  12/00
              G06F  17/30


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

