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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ管理システムであって、
　共通のフォームを有する独立した複数のデータ構造であって、複数の前記データ構造夫
々は、単一のデータ・インスタンスをカプセル化し、複数の前記データ構造夫々は、関連
するデータ・インスタンスをカプセル化した他の独立した前記データ構造への複数の参照
をカプセル化する、複数の前記データ構造を含み、
　当該複数のデータ構造は、非テーブル形式にて、コンピューターにより読み取り可能な
媒体に格納されており、更に、
　前記データ構造においてカプセル化された前記データ・インスタンスは、前記データ構
造を処理する手段により、追加、削除、及び検索可能であり、前記データ構造を処理する
手段が、前記データ構造にカプセル化された前記参照に基づいて関連するデータ・インス
タンスを検索することができる、データ管理システム。
【請求項２】
　独立した前記データ構造各々は、前記データ構造の多次元編成内における自身の位置を
示す参照もカプセル化することを特徴とする請求項１に記載のデータ管理システム。
【請求項３】
　第１のデータ・インスタンスが、関連するデータ・インスタンスへの複数の参照と共に
カプセル化され、
　各関連するデータ・インスタンスが、カプセル化された前記第１のデータ・インスタン
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スへの参照と共に個別にカプセル化されることを特徴とする、請求項１又は２に記載のデ
ータ管理システム。
【請求項４】
　第１のデータ・インスタンスは、関連するデータ・インスタンスへの複数の参照と共に
カプセル化され、
　各関連するデータ・インスタンスは、カプセル化された前記第１のデータ・インスタン
スへの参照と共に個別にカプセル化され、
　各々の前記カプセル化された参照は、各々の前記関連するカプセル化されたデータ・イ
ンスタンスを一意に識別する論理インデックスであり、コンピューターにより読み取り可
能な媒体上における、各々の前記関連するカプセル化されたデータ・インスタンスのロケ
ーションを符号化したものであり、そして、
　前記論理インデックスは「ｍ」次元であり、１次元毎に「ｎ」ビットを有することを特
徴とする、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
【請求項５】
　前記カプセル化された複数の前記参照が、少なくとも１つの次元にあり、および
　各々の前記少なくとも１つの次元が、関連のタイプに対応することを特徴とする、請求
項１乃至４のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
【請求項６】
　前記カプセル化された複数の前記参照が、少なくとも１つの次元にあり、および
　各々の前記少なくとも１つの次元が、関連のタイプに対応する、請求項１乃至５のいず
れか一項に記載のデータ管理システムであって、
　前記少なくとも１つの次元が、前記カプセル化された複数の参照を有する、データ管理
システム。
【請求項７】
　予め確立された関連を有する複数の既存のカプセル化されたデータ・インスタンスを含
み、ここで、少なくとも１つの新しいカプセル化されたデータ・インスタンスが、前記既
存のカプセル化されたデータ・インスタンスの少なくとも１つと関連付けられていること
を特徴とする、請求項１乃至６のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
【請求項８】
　予め確立された関連を有する複数の既存のカプセル化されたデータ・インスタンスを含
み、ここで、当該システムによる処理に応じて、任意の前記既存のカプセル化されたデー
タ・インスタンスが、削除され、他の既存の関連するカプセル化されたデータ・インスタ
ンスとの関連が解消されることを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項に記載のデ
ータ管理システム。
【請求項９】
　予め確立された関連を有する複数の既存のカプセル化されたデータ・インスタンスを含
み、ここで、当該データ管理システムによる処理に応じて、少なくとも２つの既存のカプ
セル化されたデータ・インスタンスの間の新しい関連が追加できることを特徴とする、請
求項１乃至８のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
【請求項１０】
　選択基準を表現する既知のカプセル化されたデータ・インスタンスにアクセスすること
により、既知のカプセル化されたデータ・インスタンスの前記選択基準から特定の不明の
カプセル化されたデータ・インスタンスを見出す検索機能を含み、当該検索機能は、
　前記選択基準を表現する前記既知のカプセル化されたデータ・インスタンスを用いてカ
プセル化された参照にアクセスし、
　前記特定の不明のカプセル化されたデータ・インスタンスへの参照を見出すために、前
記アクセスされたカプセル化された参照を比較するブール演算を使用し、および
　前記特定の不明のカプセル化されたデータ・インスタンスを検索することを更に含むこ
とを特徴とする、請求項１乃至９のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
【請求項１１】
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　前記カプセル化された複数の前記参照が、「ｍ」次元論理インデックスであり、各々は
、コンピューターにより読み取り可能な媒体上における前記関連するカプセル化されたデ
ータ・インスタンスのロケーションを一意に識別して符号化したものであり、および
　前記「ｍ」次元論理インデックスの少なくとも１つでのブール演算により前記カプセル
化された参照をフィルタすることを更に含むことを特徴とする、請求項１０に記載のデー
タ管理システム。
【請求項１２】
　２以上の異なる前記カプセル化されたデータ・インスタンスの前記カプセル化された参
照が値に基づく順番により記憶されており、共通性、類似性、および差異の少なくとも１
つにおいて比較され、前記所望する結果に対応する参照のセットを導出することを特徴と
する、請求項１乃至１１のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
【請求項１３】
　第１のデータ・インスタンスは、関連するデータ・インスタンスへの複数の参照と共に
カプセル化され、前記各関連するデータ・インスタンスは、カプセル化された前記第１の
データ・インスタンスへの参照と共に個別にカプセル化され、
　各々の前記カプセル化された参照は、各々の前記関連するカプセル化されたデータ・イ
ンスタンスを一意に識別する論理インデックスであり、コンピューターにより読み取り可
能な媒体上における、各々の前記関連するカプセル化されたデータ・インスタンスのロケ
ーションも符号化したものであり、そして、
　前記論理インデックスは「ｍ」次元であり、１次元毎に「ｎ」ビットを有し、
　２以上の異なる前記カプセル化されたデータ・インスタンスの前記カプセル化された複
数の参照が、共通性、類似性、および差異の少なくとも１つにおいて比較して前記所望す
る結果に対応する参照のセットを導出することに使用されることを特徴とする、請求項１
乃至１２のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
【請求項１４】
　ＡＳＣＩＩ文字を表現する、カプセル化された複数のデータ・インスタンスを更に含み
、
　ＡＳＣＩＩ文字を表現する前記カプセル化されたデータ・インスタンスを含む前記デー
タ構造も、１以上の前記対応するＡＳＣＩＩ文字による、カプセル化されたデータ・イン
スタンスへのカプセル化された参照を含み、および
　１以上の前記ＡＳＣＩＩ文字による、前記カプセル化されたデータ・インスタンスを含
む前記データ構造も、使用されたＡＳＣＩＩ文字を表現する前記カプセル化されたデータ
・インスタンスへのカプセル化された参照を含むことを特徴とする、請求項１乃至１３の
いずれか一項に記載のデータ管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願への相互参照
　本願は、2002年7月26日に出願された米国特許仮出願第60/398,843号、および2003年3月
25日に出願された米国特許出願第60/457,207号に対応する優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、データベース管理システム（または、ＤＢＭＳ）と一般に呼ばれるデータ管
理の分野に関する。
【背景技術】
【０００３】
　初期のビジネス向けデータ処理アプリケーションは、類似のレコード構造に基づいて単
層ファイルに集められた情報内容のレコードを含んでいた。企業の各部署は、データ量の
多い職務（例えば、送り状処理、顧客への請求書発行）を独立にコンピュータ化しようと
した。情報のこれら単層ファイルは個々のソフトウェア・アプリケーションの各様相に対
して特に設計されるので、企業のデータの様相は思い通りに繰り返され（または、複製さ



(4) JP 5833406 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

れ）る。大規模なレベルのデータ冗長性が単層ファイルに存在し、それが情報を完全に更
新することを困難にし、間違った答を与える（または、不適切な動作を行う）ソフトウェ
ア・アプリケーションをもたらすことが多い。また、単層ファイル・コンピューティング
は、部署別情報のスペクトル全体にわたるデータの企業がビューが存在しないことも意味
した。各ソフトウェア・アプリケーションは、特有の物理的データ記憶設計、および物理
的データ管理をアプリケーションの内部で実施するためにハードウェア製造業者により供
給された基本的な装置アクセス方法を使用した。データ処理に対する単層ファイル・アプ
ローチは極めて間違いを起こしやすく、高価であり、企業の戦略的ビューを提供しない。
【０００４】
　この状況は、物理的データ管理を機能的ソフトウェア・アプリケーションから分離し、
その唯一の目的が物理的データベース管理である独立した再利用可能なアプリケーション
を創出するという共通の探究をもたらす。これらのアプリケーションが、データベース管
理システム（または、ＤＢＭＳ）として知られるようになった。
【０００５】
　企業データは単層ファイルに取り込むことが殆ど不可能な高度の構造的複雑性を有する
ことが多いので（即ち、全ての構造的複雑性が２次元に平坦化されるので「単層」）、独
立したＤＢＭＳにおける最初の試みは、階層的な（または、ネットワーク化された）「ポ
インタ」を有する大部分は冗長性のない情報のより小規模なレコードを使用した。これら
のＤＢＭＳの中で選択するために、データが本来的に階層的であるのか、またはネットワ
ーク化されているのかを決定する必要があった。両方のアプローチは、限定されたスケー
ラビリティを有することを証明した。これら、および他の理由に対して、階層的なＤＢＭ
Ｓ、およびネットワーク化されたＤＢＭＳは限定的商業的成功をもたらした。
【０００６】
　1970年に、ＩＢＭ社の E. F. (Ted) Codd は、「データ記憶のリレーショナル・モデル
および大規模な共用データバンクのための検索」(CODD, E. F., A Relational Model of 
Data for Large Shared Data Banks, Communications of the ACM 13, 6 (June, 1970), 
pp. 377-387, 以降は[Cod70]と称する）を出版した。データベース レコードを限定され
た冗長性を用いて組織化するための Ted Codd のモデルは、その基底構造が階層的である
か、またはネットワーク指向であるデータ内容を扱う理論的（数学的）モデルである。洗
練され、一般的ではあるが、 Ted Codd のアプローチは1980年代初頭を通して広く採用さ
れなかった。何故ならば、当時のメインフレーム・コンピュータは、リレーショナルＤＢ
ＭＳ（ＲＤＢＭＳ）により要求される入／出力量をサポート出来なかったからである。ハ
ードウェア能力が1980年代を通して増加するにつれて、殆どの製造業者が Codd のＲＤＢ
ＭＳを大規模な共用データバンクを管理するための最良の手段としてラインアップし始め
た。
【０００７】
　今日、まだ単層ファイル、および階層的な（または、ネットワークをベースにした）Ｄ
ＢＭＳで動作する数百数千のビジネス向けソフトウェア・アプリケーションが存在するが
、企業データベースを管理するこれらの方法は時代遅れであると考えられている。今や、
情報更新は、ＲＤＢＭＳにより実施されるオンライン・トランザクション・プロセッサ（
ＯＬＴＰ）サイトの領分である。大規模な複合クェリは、 Codd のリレーショナル・モデ
ルの名残上で動作する、データウェアハウス（ＤＷＨ）と呼ばれる専門化したアプリケー
ションにより次第に扱われるようになった。今日、 Ted Codd のリレーショナル・モデル
は、企業コンピューティングの世界にまたがって存在する。
【０００８】
　データベース管理機構としてのほぼ一般的な容認にもかかわらず、リレーショナル・モ
デルに関する非常に大きな問題が存在する。最も顕著なものは、関係定義の欠如である。
リレーショナル・モデルは、ａ）如何にしてそれらが創出されたか、ｂ）データの間の種
々の関係は実際はどうなのか、またはｃ）如何にして前記関係がモデルで反映されるかに
関する手掛かりを殆ど含まない。リレーショナル・モデルを使用して働く殆どの専門家お



(5) JP 5833406 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

よびエキスパートは、意味論的コンテキストの欠如により動揺する。その結果、（Ted Co
dd 自身を含む (CODD, E. F., Extending the Database Relational Model to Capture M
ore Meaning, ACM Transactions on Database Systems 4, 4 (Dec., 1979), pp. 397-434
, 以降は[Cod79]と称する））多くのエキスパートは、意味論的データ・モデルを創出し
ようと試みてきた(HULL, R., KING, R., Semantic Database Modeling: Survey, Applica
tions, and Research Issues, ACM Computing Surveys, Vol. 19. No. 3, (Sep., 1987) 
pp. 201-260, 以降は[Hull87]と称する）。例えば、1976年に Peter Chen により提起さ
れた意味論的データ・モデル(CHEN, P. P., The Entity-Relationship Model-Toward a U
nified View of Data, ACM Transactions on Database Systems 1, 1 (Mar., 1976), pp.
 9-36, 以降は[Che76]と称する）は、リレーショナル・モデルの意味論的コンテキストを
決定する手段として、ほぼ一般に容認される。
【０００９】
　意味論的データ・モデル（ＳＤＭ）をＤＢＭＳとして実施する多くの真剣な試みが存在
した。商業市場に達するものは１つもなかった。何故ならば、一部には、それらを実施す
ることが困難だからであり（丁度必要なオプティマイザが、困難な問題である）、一部に
は、それらを実際のビジネス環境で使用することが困難だからである。また、ＤＢＭＳが
意味論的コンテキストを収集するほど、訂正および変更が困難になる。そのような変更は
意味論が機能アプリケーションにより管理されるときよりも小さな効果を有するが、ＤＢ
ＭＳの意味論に対する十分なサポートは非常に困難である。値に基づく（または、レコー
ドに基づく）ＤＢＭＳを動かすことは、著しく少ないリソースを使う。なぜ意味論的デー
タ・モデルが商業市場で更に適切に行われなかったかについての他の見解は、意味論的コ
ンテキストは性能を向上させるために余り働かない（および、実際には性能を阻害する）
ということである。ＲＤＢＭＳが性能に挑戦すると仮定したら、値に基づくＤＢＭＳへの
過程で意味論的コンテキストが見出せないことは驚くべきことではない。
【００１０】
　希な例外（例えば、 Lazy Software 社からの Sentences）により、意味論的データ・
モデルはＤＢＭＳとして使用されない。人間とは異なり、コンピュータはデータの意味論
的コンテキストを理解する必要がない。コンピュータは、保守および実行に対して十分で
あるＤＢＭＳスキーマ定義だけが必要である。もし意味論的コンテキストがコンピュータ
が更に効率的であるように補助したら、意味論的情報を実行システムに含む理由がある。
意味論的コンテキストがリレーショナル・モデルの性能を向上させることを信じる理由は
存在しない。例えば、 Peter Chen のＥ－Ｒ意味論的データ・モデル[Che76]も実施する
ＲＤＢＭＳは存在しない。多数の意味論的データ・モデルおよび専門化した実施技術が存
在するが、企業データベースを実施する広く容認された唯一の手段（リレーショナル・モ
デル上で動くＲＤＢＭＳ）だけが存在する。
【００１１】
背景技術－リレーショナル・モデル：
　（オリジナルは[Cod70]であるが、現在のコンテキストに対しては[Cod79]で定義された
） Ted Codd のリレーショナル・モデルはリレーショナルＤＢＭＳの基礎であり、今日、
企業システムに対する一般的な実施例である。図１に「リレーショナル・モデル」として
示されるリレーショナル表現では、属性値の組合せが各タップル（主キー、またはＰＫ）
を一意に識別するように、全データは属性（列）およびタップル（行）から成る２次元関
係（テーブル）に収められる。そのような２次元テーブルは、リレーション（従って、用
語「リレーショナル」）と呼ばれる。リレーションの残りの属性（列)（即ち、ＰＫの一
部でない属性)は、リレーションの非キー（または、ＮＫ）属性と呼ばれる。ＮＫ属性が(
正規化された、正規形、第３正規形、および３ＮＦ)ＰＫ属性の全体集合以外の指定され
たＰＫ属性の全体集合に依存するとき、各リレーションの内部で一貫性が保証される。属
性に対する許容値の範囲を定めるルックアップ・リレーションを創出することは、属性レ
ベル一貫性を保証する。
【００１２】
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　リレーション（テーブル）は、属性識別の共通の組合せによってのみ互いに接続される
。ＰＫ属性はリレーションからリレーションへ移行し、それらは外部キー(ＦＫ)として知
られる。ＦＫ移行は主リレーションから始まり、主リレーションはＰＫおよび非ＦＫの唯
一の属性を有するリレーションである。ＰＫの複数の属性を有するリレーションは、連想
リレーションと呼ばれる。一般に情報はリレーショナル・モデルから射影および／または
選択により抽出され、もたらされたリレーションをＦＫに従って結合し、最後に、トラン
ザクションで指定された属性値制限に基づいて結果テーブルをフィルタリングする。構造
化照会言語（ＳＱＬ）は、射影、選択、結合、およびフィルタリングに含まれるデータ操
作を指定できる。企業データベース構造が正しい(カノニカルな、または正規化された)リ
レーショナル形式で捕捉されるとき、記憶されたＮＫ属性に冗長性は存在しない。
【００１３】
　リレーショナル・モデルの最良の定義が[Cod79], Section 2, 「リレーショナル・モデ
ル」で見出され、[Cod79]はリレーショナル・モデルとして一般に受け入れられるものを
簡潔に定義する。論文（[Cod79]）の残りの部分は、データの意味を更に捕捉する拡張さ
れたリレーショナル・モデルを提案する。 Codd の拡張されたリレーショナル・モデルは
、リレーショナル・モデルを少なくとも４つの「個性」を有する更に意味論的なデータ・
モデルへ移行させうとしていた。拡張されたリレーショナル・モデルは、産業界に採用さ
れなかった。
【００１４】
リレーショナル・モデルの長所：
　リレーショナル・モデルは、データ検索、およびデータの完全性を保証するＮＫ属性に
対するデータ冗長性目標を容易にする高度に進化した構造を有する。また、リレーショナ
ル・モデルは、論理データ表現を物理的インプリメンテーションから分離する。  データ
・リポジトリは、高度に進化して広く標準化されたＳＱＬにより（例えば、[SQL92]で指
定されるように）実施されるリレーショナル演算と組み合わせることが出来る。
【００１５】
リレーショナル・モデルの長所－アプリケーション指向構造：
　リレーショナル・モデルを進化させるためのプロセスは、データ・モデルにビジネス・
モデルを正確に真似させる。各リレーションは、ソフトウェア・アプリケーションにより
要求されるデータの複数エンドユーザ・ビューを正確にサポートするように創出される。
いったん正しいリレーショナル・タップルがリレーショナル・モデルに配置されたら、特
定のユーザ・ビューに必要な属性値(インスタンス)の全てがタップルの構造の内部で直接
的に包含される。追加データがアクセスまたは検索される必要はない(メモリに記憶でき
るルックアップ値を除く)。
【００１６】
リレーショナル・モデルの長所－限定されたデータ冗長性：
　リレーショナル・モデルの正規(カノニカル)形は、１回より多く記憶される属性のタッ
プルは無いことを保証する。これは、記憶されるデータの量を減少させ、非キー属性への
更新が例外なく行われることを保証する長所を有する。ＲＤＢＭＳに提起される各質問は
、１つの方法で答えられるべきである (複数の複製されたタップルがデータ・モデルに関
与するとき、データの複製が同期しておらず、従って、質問に対する間違った答を提供す
る可能性が存在する)。単層ファイル・モデルからのデータ冗長性の除去は、リレーショ
ナル・モデルの魅力的特徴の１つであった。
【００１７】
リレーショナル・モデルの長所－リレーショナル演算およびＳＱＬ：
　リレーショナル・モデルは、モデルの要素を操作するための高度に進化したリレーショ
ナル演算、およびリレーショナル・データ構造の役割を果たすための広く標準化されたＳ
ＱＬを有する。
【００１８】
リレーショナル・モデルに関する問題：
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　リレーショナル・モデルに関する主な問題は、その基本的なデータ構造が高度に進化し
ていること、およびアプリケーションに依存することである。最も単純な用語では、リレ
ーションの「行×列」構造は対称性を欠く。種々のリレーションに結び付いた属性、ＰＫ
属性の指示、ならびに相互接続ＦＫの特性および構造は、指紋が個人にとってそうである
ように、所定の企業のオペレーションに特有である。ＳＱＬで書かれたリレーショナル・
アプリケーション・ソフトウェアは、リレーションの構造、およびビジネス・ルールに完
全に依存する。
【００１９】
　リレーショナル・モデルの各様相はアプリケーションの多くの異なるビュー／インター
フェースにマップし、ソフトウェア・アプリケーションの各ビュー／インターフェースは
リレーショナル・モデルの多くの異なる様相とインターフェースする。アプリケーション
・ソフトウェアとデータの表現の間のこの多対多の関係は、何れかでの小変更が他方での
大きな影響を有するようにアプリケーションとデータを固く結びつける効果を有する。リ
レーショナル・モデルのアプリケーションに依存するデータ構造（ＡＤＤＳ）は特有で、
複雑で、脆弱である(変更に対する抵抗がある)ので、リレーショナル・モデルのＡＤＤＳ
特性は多くの厳しい問題をソフトウェア・アプリケーションにもたらす。
【００２０】
リレーショナル・モデル関連の問題－ＡＤＤＳ対リレーショナルＣＯＴＳ：
　ＡＤＤＳは、汎用（ＣＯＴＳ）アプリケーション・ソフトウェアの配布および保守を非
常に困難な事業案にする。各アプリケーションは（ＡＤＤＳ特有性によって）本来的に特
有なので、ＣＯＴＳアプリケーションの商用配布を維持するために必要なスケールの経済
性を達成することは困難である。もしデータ・モデルが潜在的ビジネス・モデルにおける
変化の範囲（例えば、産業界の内部でオペレーション上のプラクティスを変えること）に
適応するように更に柔軟（複雑）なら、この柔軟性のアーティファクトはアプリケーショ
ン・ソフトウェアの複雑さを比例して増加させ、増大したオペレーションの柔軟性を処理
する（何故ならば、ＳＱＬがデータ構造と密接に結び付くからである）。所定のインプリ
メンテーションはＡＤＤＳにより引き起こされた柔軟性の小部分だけを使用するが、どの
インプリメンテーションも柔軟性を完全に識別して理解できなければならない。リレーシ
ョナル方程式（柔軟性は、不必要な複雑さを暗黙に定義する）は、ＣＯＴＳソフトウェア
の所定のインプリメンテーションに対して不可避である。
【００２１】
　そのように柔軟なリレーショナル・モデル・データ構造に構築されたリレーショナル・
アプリケーションは、特定の企業のビジネス・モデルの様相により引き起こされるのでは
なく、むしろ（競合他社のビジネス・モデルに適応するＣＯＴＳアプリケーションに含ま
れる）柔軟性の不必要で未使用のアーティファクトにより引き起こされるオペレーション
上の困難および障害を被ることが多い。
【００２２】
　加えて、アプリケーションおよびデータ・モデルの導出された柔軟性の未使用のアーテ
ィファクトを識別すること、理解すること、および無視することは、企業の最も有能な人
的ＩＴリソース、および他の施設的リソース（例えば、データ記憶、プロセッシング、ト
レーニング、および文書化）を不可避的に消費する。ＣＯＴＳソフトウェア・ベンダの顧
客ベースが増大し続けるにつれて、柔軟性および付随的な複雑さに対する必要性は、既存
の顧客ベースがＣＯＴＳアプリケーションを拒絶し始めるまで増加する。これは、ＣＯＴ
Ｓアプリケーション・ベンダの障害をもたらすことが多い。
【００２３】
　リレーショナル・モデルに固有のＡＤＤＳが、ＣＯＴＳアプリケーション・ソフトウェ
ア・ベンダの（殆どとはいかないまでも）多くの倒産の根本的原因であることを述べるこ
とは正当である。［即ち、ａ）商業的継続性は広汎な柔軟性を必要とし、ｂ）ＡＤＤＳの
ために、（所定の顧客に対して）広汎な柔軟性は不必要な複雑さを暗黙に定義し、ｃ）絶
えず増大する不必要な複雑さは、顧客にアプリケーションの使用を止めさせる。］
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【００２４】
関連するリレーショナル・モデル問題－長いフローズン・ベースライン:
　所定のリレーショナル・ソフトウェア・アプリケーションに対して、リレーションの完
全な構造は、アプリケーション・ソフトウェアのコーディングが始まる前に知られ／定義
されなければならない。従って、ＡＤＤＳのために、リレーショナル製作者が（何年もの
間測定されたフローズン要求ベースラインを必要とする複雑なデータ構造を有する企業に
は珍しくない）企業のデータ構造の詳細を確認して記録を取れるように、長いフローズン
要求ベースラインが必要である。複雑さが極端なので、データ・モデルを要約書アイテム
へ最初に記述するために意味論的データ・モデルを使用する必要がある。企業の潜在的デ
ータ・モデルがフローズン・ベースラインの期間に（時には相当に）変化するので、一般
にリレーショナル・アプリケーション・ソフトウェアは、真の企業モデルに相当程度劣る
ことが多い。
【００２５】
関連するリレーショナル・モデル問題－変化への抵抗：
　ＡＤＤＳおよびＳＱＬとの密接な結び付きのために、リレーショナル・ソフトウェア・
アプリケーションは、リレーションの構造における最小の変化に対してさえ非常に抵抗す
る。この領域における最も微妙な問題は、主リレーションの単一のＰＫ属性における変化
と関連する。主リレーションに対する所定のＰＫは移行して、企業のリレーショナル・モ
デルの内部の相当数のリレーションでＦＫになることが出来る。そのようなＰＫ属性にお
ける任意の変化は、リレーショナル・モデル、および関連するアプリケーション・ソフト
ウェアを通して変化を引き起こす。これは、小変更を行うことは非常に高価であり、必要
な変更は高価な次善策を用いて回避されることが多いことを暗示する（何故ならば、問題
をアプリケーションで訂正するためのコストが更に大きいので）。ＡＤＤＳおよびＦＫ移
行の直接的な結果として、一般にリレーショナル・アプリケーションは長年適用されてい
ないアプリケーション変更要求をバックログに有する。これが、リレーショナル・モデル
に基づくＣＯＴＳ企業アプリケーションが、顧客の要望に対する程度の低い適合を一般に
有する理由である。
【００２６】
関連するリレーショナル・モデル問題－構造的劣化：
　典型的な企業アプリケーションでは、ＲＤＢＭＳは情報の基本的なテーブル形式の編成
に関連する物理的再編成問題に直面する。（ＡＤＤＳに付随する）問題は、リレーショナ
ル情報が、記憶媒体上で（物理的に隣接しないまでも）少なくともクラスタ化されるべき
高度に組織化された形式で記憶されることである。しかし、最初にロード（または、リロ
ード）されるとき、テーブルは、初期状態の構造的形式で記憶媒体上に表示されるだけで
ある。行が削除されて挿入されるとき、このクラスタ化された物理的配置はディスク上で
維持できない。時間が経過するにつれて、リレーショナル・モデルの構造化されたデータ
記憶への依存のために、ＲＤＢＭＳは処理能力効率の相当部分を次第に次第に失う。企業
はこの効率の損失を単に受け入れるか、物理的記憶媒体上のテーブルを定期的に再編成す
ることにより訂正するだけである。
【００２７】
　構造的劣化の問題は、リレーショナル・データ管理に固有のものである。複雑な物理的
データ構造への依存が問題である。全ての複雑な物理的データ記憶構造は、時間が経つに
つれて劣化する。ＤＢＭＳが編成のための物理的構造に依存するとき、プロセッシング効
率は物理的構造のエラーに比例して劣化する。
【００２８】
関連するリレーショナル・モデル問題－非正規化の必要性：
　正規化は、リレーショナル・モデルのキーとなる理論的長所と考えられる。実際には、
モデルの大きな短所の１つである。それは、完全正規化に関する非効率を許容できるリレ
ーショナル・モデルの珍しいインプリメンテーションである。結合オペレーションは極め
て非効率で、正規化の程度が大きいほど多くの結合が行われなければならない。リレーシ
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ョナル・モデルの構造を非正規化することはオペレーションの効率を提供するが、更新例
外、およびオペレーションをサポートするために組み合わせられなければならない著しく
冗長なデータをもたらす。これは、レコードのコピーと同期して更新されるデータ複製を
維持するために必要なとき特に真である。この複雑さの全ては、アプリケーションに追加
されなければならない。複雑なクェリは多くの結合を必要とするので、リレーショナル・
モデル上のデータベースは、複合クェリを更にサポートするだけのために非正規化されな
ければならないことが多い。更新プロセッサ（ＯＬＴＰ）が複合クェリに必要な追加され
た冗長性（非正規化）をサポートできないとき、複合クェリをサポートするだけのための
別々のＤＷＨサイトを配置する必要があることが多い。
【００２９】
関連するリレーショナル・モデル問題－基本的セキュリティ：
　企業アプリケーションのセキュリティ要求は予測が困難である。顧客は、（データにア
クセスするための）セキュリティ分類が行または列（属性）レベルであることを要求する
ことが多い。場合によっては、顧客は、セキュリティがテーブル（行×列）の「セル」レ
ベルであることを要求する。セキュリティ・ラベルを（確かに効率的なものはない）２次
元テーブル構造の内部で実施する実用的方法は存在しない。これは、セキュリティが、２
次元テーブルセルに対して実際には異なる３番目の次元だからである。特定の「行－列」
組合せ（２次元）はセキュリティを必要としないか、１または複数のセキュリティ・ラベ
ルを必要とする。もしセキュリティ次元が（リレーショナル・モデルに要求されるように
）２次元テーブルに折り畳まれる（畳み込まれる）なら、結果は良くない。
【００３０】
　これは、導出された柔軟性がリレーショナル・モデルを受け入れられなくする１領域の
実施例である。アプリケーションを広く有用にするために、潜在的データ・モデルはセル
－レベル・セキュリティを可能にしなければならない。更に、セル－レベル・セキュリテ
ィは、いくつかのインスタンスで呼び出されるだけである。厳密なリレーショナル・テー
ブル構造は、セキュリティ・ラベルを全てのインスタンス（セル）上で操作するように構
築されなければならない。このアプローチは、非常に非効率である。１つの代替的可能性
は、追加的テーブル構造（カテゴリ・リレーション）をセキュリティ・ラベルを必要とす
る「行－列」値だけを用いて創出することである。セキュアなモードでは、これがトラン
ザクションを処理するために必要な読み取りの回数を倍にする。
【００３１】
　アプリケーション（例えば、セキュリティ）に存在する複雑さの次元がますます増える
と、アプリケーションを２次元リレーショナル記述で実施することがますます困難になる
。
【００３２】
関連するリレーショナル・モデル問題－インターフェース出来ないこと：
　ＡＤＤＳのために、情報をリレーショナル・リポジトリで読み取る能力は、リポジトリ
が設立されたアプリケーションに効果的に制限される。リレーショナル・モデルに対する
 Codd の元々の意図は大規模な共用データバンクへのアクセスを容易にすることであった
ので[Cod70]、これは皮肉である。異なるアプリケーションのために／により設立された
リレーショナル・データベースを共用するため、およびそのデータを効果的に使用するた
めに、ソフトウェア・アプリケーションは「所有している」ソフトウェア・アプリケーシ
ョンの複雑なＡＤＤＳを学習しなければならない。時間が経過するにつれて、各アプリケ
ーションはビジネス・モデルおよび根底にあるＡＤＤＳを変更するので、アプリケーショ
ンのデータを共有しなければならない他のアプリケーション全てが単純に変更されてペー
スを維持する。この理由のために、相互接続リレーショナル・アプリケーションのタペス
トリにおいて１小変更を行うことさえ、岩を静かな池に投げ込むようなものである。変化
の波は、相互接続アプリケーションを通して伝搬しなければならない。これは、甚大な影
響をリレーショナル・アプリケーションの構造および構成に有する。例えば、殆どのリレ
ーショナル・ソフトウェア・アプリケーションは、不必要な属性をリレーションから除去
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しない。そのような小変更を行い、全てのインターフェース・アプリケーションの構造お
よび構成への広範囲にわたる効果を被ることよりも、もはや必要がないものを無視するこ
との方が費用対効果が大きい。時間が経過するにつれて、リレーショナル・インプリメン
テーションにおける不必要なデータ構造および属性の持続性が、追加の問題を複雑さ、記
憶スペース、およびオペレーションにもたらす。
【００３３】
関連するリレーショナル・モデル問題－複雑な相互関係をモデル化できない：
　リレーショナル・モデルは、複雑な相互関係をデータの中でモデル化するための実際の
機構を有しない。最も基本的な関係は、属性の厳密な組の中でカプセル化される。他の全
ての関係は、リレーションの中で繰り返されるＦＫの内部で単に「埋め込ま」れる。従っ
て、リレーショナル・モデルは、意味論的方法ではリレーションの間の関係を定義しない
。1976年、 Peter Chen [Che76] は最初の意味論的データ・モデル（エンティティ－関係
モデル、または Ｅ－Ｒモデル）の１つを定義して、この問題を扱うためにリレーショナ
ル・モデルを拡張した。ＰＫおよびＦＫの間の関係をリレーショナル・モデルにおいて定
義し説明するために、Ｅ－Ｒモデルは、（エンティティの間で）「ビジネス・ルール」と
名付けられる概念を基数（例えば、１：１，１：Ｍ，１：０，１：Ｍ,等）に追加する。
リレーショナル・モデルおよびＥ－Ｒモデルは、殆どの人々（および、この分野の殆どの
エキスパート）が１つのおよび同じデータ・モデルとしてビューする実世界で一般に混合
される。[Cod79]では、 Ted Codd はこの概念を訂正し、リレーションの間の複雑な関係
の定義および分類を含むように、リレーショナル・モデル意味論的データ・モデルに拡張
しようとした。
【００３４】
　要約すると、リレーショナル・モデルは、データ（最終状態記述）を表す手段、追加－
挿入－削除、およびクェリ演算を呈示する。リレーショナル・モデルは、データの間に存
在する複雑な相互関係を理解すること、解析すること、定義すること、設計すること、記
述すること、または改良することの手段である。一般に、それを行うことは、意味論的デ
ータ・モデルを必要とし、意味論的データ・モデルは選択肢が多い（Chen のＥ－Ｒモデ
ル [Che76]を含む）。
【００３５】
関連するリレーショナル・モデル問題－ＯＬＴＰ対ＤＷＨ：
　大規模な（および、非常に大規模な）データベースがリレーショナル・モデルを用いて
実施されるとき、クェリおよび更新トランザクションの間の競合は、厳しい性能上の困難
をもたらす。一般に、不可欠な企業アプリケーションは、リアルタイムで更新が適用され
る必要がある。これは、オンライン・トランザクション・プロセッシング（ＯＬＴＰ）と
して知られる。しかし、また、企業もデータベースにクェリを出す必要があり、要求され
たクェリの多くは精巧および／または複雑である。そのようなクェリを大規模なデータベ
ースでサポートすることは、補助インデックスをＳＱＬ「select」句および「where」句
で言及される各列で必要とする。これらの補助インデックスは更新の間維持されなければ
ならないので、実質的オーバーヘッドを更新トランザクションに追加する。
【００３６】
　結合テーブルが時間が掛かりリソースを多く必要とすると仮定すると、複雑なクェリも
アクセスされなければならない物理的テーブルの数を減らすことから恩恵を受ける。一般
的なアプローチは、結合の数を減らすためにテーブルを予め結合（または、非正規化）す
ることである。殆どのＯＬＴＰサイトが性能を向上させるためにデータベースをある程度
非正規化するが、複雑なクェリをサポートするにはとても足りない非正規化を行う。さら
に、非正規化および補助インデックスの量が増加するにつれて、ＯＬＴＰ応答時間が明ら
かに悪くなる。この競合のために、大規模な（および、非常に大規模な）データベース上
の複合クェリ・サポートは、データウェアハウスとして知られる別々のコンピューティン
グ・スーツで実施されることが増加した。
【００３７】
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　ＯＬＴＰインストレーションはリアルタイム更新を最も良くサポートするように最適化
され、日々の企業オペレーションの戦術的目標を満たす十分なクェリも今まで通りサポー
トする。ＤＷＨインプリメンテーションは無制限の複合クェリを大規模な（および、非常
に大規模な）データベース上でサポートするように最適化され、更新プロセスを希に最小
限混乱させ、戦略的アセスメントおよび意志決定支援と首尾一貫する。ＯＬＴＰは、戦術
的必要性と最小限に首尾一貫するデータベース・テーブル（補助インデックス）の最小量
の縦覧式の転置をサポートする。ＤＷＨは、複雑なクェリをサポートする効率に相当に寄
与するデータベース・テーブルの最大量の縦覧式の転置をサポートする。ＯＬＴＰおよび
ＤＷＨ市場の現在の方向は、これら２つのコンピューティング・パラダイムを更に、およ
び更に個別に、接近させずに駆動することである。
【００３８】
　そのソリューションが費用対効果が大きいなら、ＯＬＴＰおよびＤＷＨをデータベース
の同じコピー上で行うことには相当な長所が存在する。例えば、それはトレーニングを簡
単にし、維持費を安くし、データの流通および精度を向上させ、戦略的サポートをＯＬＴ
ＰおよびＤＷＨソリューションの両方を今日では許容できない多くの企業の手の届くとこ
ろにもたらす。ＤＢＭＳ産業界が分離を必要悪と見ることは簡単である。
【００３９】
背景技術－意味論的データ・モデル：
　上記のように、リレーショナル・モデルは、複雑な相互関係をモデル化するための機構
をリレーションの内部または中の何れでも提供しない。先行する階層的なネットワーク・
データ・モデルのように、リレーショナル・モデルは、値に基づく（または、レコードに
基づく）モデルと呼ばれる。意味論的モデルは、データ相互関係を理解し、解析し、定義
し、設計し、記述し、改良するためのツールとして最初に導入された。複雑なデータ・ス
キーマは意味論的ツールでモデル化され、ＲＤＢＭＳでのインプリメンテーションのため
にリレーショナル・モデルに変換される。
【００４０】
　最初に出版された意味論的データ・モデル「意味論的バイナリ・データ・モデル（ＳＢ
ＤＭ）」は1974年に現れた（ABRIAL, J. R., Data Semantics, Data Base Management, N
orth Holland, Amsterdam, (1974) pp. 1-59, 以降は[Abr74]と称する）。1976年には、 
Peter Chen が全ての中で最も商業的に成功した意味論的データ・モデル「Ｅ－Ｒモデル[
Che76]」を出版し、リレーショナル・モデルにおける意味論的コンテキストの完全な欠如
を扱った。Ｅ－Ｒデータ・モデルが拡張したリレーショナル・モデルにおいて非常に成功
したので、殆どのデータベース専門家が今日ではリレーショナル・モデルおよびＥ－Ｒモ
デルを１つの同じモデルと見なす。それらは同じではない。リレーショナル・モデルはＲ
ＤＢＭＳにより実施され、一方、Ｅ－Ｒモデルはエンティティ－関係線図において実施さ
れる。Ｅ－Ｒモデルにより導入された「ビジネス・ルール」は、ＲＤＢＭＳにより本来は
サポートされない。（中でも、 Codd 自身により開発された更にロバストな意味論的モデ
ル[Cod79]と比較して）Ｅ－Ｒモデルの成功は、その簡素さに根ざす。
【００４１】
　知識オペレーティング・システム（または、ＫｎＯＳ）を含む本発明に関係する意味論
的データ・モデルの１つのグループ化は、２つの構成物：エンティティ・セット、および
バイナリ・リレーションとしてデータを記述するものである。これらの意味論的バイナリ
・データ・モデル（例えば、[Abr74]、 BRACCHI, G., PAOLINI, P., and PELAGATTI, G.,
 Binary Logical Associations in Data Modeling, Modeling in Data Base Management 
Systems.  North Holland, Amerstam, (1976) pp. 125-148. 以降は[BPP76]と称する、 D
EHENEFFE, C., HENNEBERT, H., and PAULUS, W., Relational model for a Data Base, ,
Proceedings of the IFIP Congress, (1974) pp. 1022-1025, 以降は[DHP74]と称する、 
HAINAUT, J. L., and LECHARLIER, B.,  An Extensible Semantic Model of Database an
d its Data Language, Proceedings of the IFIP Congress, (1974) pp. 1026-1030, 以
降は[HaL74]と称する、 および SENKO, M. E., Information Systems: Records, Relatio
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ns, Sets, Entities, and Things, Information Systems 1, 1, (1975) pp. 3-13, 以降
は[Sen75]と称する）は、各バイナリ・リレーションをもしかすると多値関数の転置ペア
として扱う（図６「意味論的バイナリ・データ・モデル」を参照）。ＳＢＤＭおよび本発
明は同じコア構成（もしかすると多値関数の転置ペアにおけるバイナリ・リレーションの
セット）を有するが、本発明は本来的に意味論的データ・モデルではなく、その中では、
関係を定義しようとしない。代わりに、本発明は、リレーショナル・モデルがＥ－Ｒモデ
ルの最終結果を実施するのと大体同じ方法で、バイナリ・リレーションを基本的な命名さ
れない「連想」として扱う。
【００４２】
　要約すると、人間が意味論的コンテキストを切望し、コンピュータおよびＤＢＭＳは切
望しない。ＤＢＭＳは、効率および保守容易性の恩恵だけを受ける。もし意味論的コンテ
キストの含有物がＤＢＭＳを効率的でないように、またはデータベース／アプリケーショ
ンを保守容易でないようにしたら、それはＤＢＭＳへの追加のための弱い候補である。残
念なことに、意味論的データ・モデルは両方を行う（効率的でなく、保守容易でない）。
更に多くの意味論的コンテキストをＤＢＭＳが収集するほど、ミスがあったこと（または
、企業モデルが変化したこと）を発見したときに更に多くの変化が要求される。もしこれ
が本当でなければ、全ての商用ＲＤＢＭＳが少なくともＥ－Ｒ意味論的データ・モデル[C
he76]を基本的なフレームワークに吸収する。
【００４３】
意味論的データ・モデルの長所：
　意味論的モデルのより良い扱いの１つは、 Richard Hull および Roger King in 1987,
 "Semantic Database Modeling: Survey, Applications, and Research Issues" [Hull87
]により生成された。意味論的データ・モデル化技術は、レコードに基づく（または、値
に基づく）モデル（例えば、リレーショナル・モデル）を越える３つの主要な長所を提供
する。
【００４４】
　概念的（および、物理的）構成要素の分離の増加。リレーショナル・モデルでは、エン
ドユーザに利用可能なアクセス経路は、データベース・スキーマの論理構造を（１つのリ
レーションから他のリレーショナルへ通過するために識別子を比較することにより）直接
的に模倣する傾向がある。意味論的モデルの属性は、直接的な概念的ポインタとして使用
される。関係タイプの意味論的多重定義の減少。リレーショナル・モデルは、ａ）属性を
リレーションの内部で関係づけることにより、およびｂ）２または３以上のリレーション
の内部で同じ値を使用することによりオブジェクトの中の関係を記録するための２つの構
成物だけを有する。リレーショナル・モデルが「値に基づく」と呼ばれることが多いのは
、この後者の理由である。
【００４５】
　便利な抽象化機構の有用性。意味論的モデルは、スキーマをビューしてスキーマにアク
セスするための多様で便利な機構を、抽象化の異なるレベルにおいて提供する。
【００４６】
　Peter Chen のエンティティ－関係（Ｅ－Ｒ）モデル[Che76]は、最も広く使用され最も
広く認識された意味論的データ・モデルである。Ｅ－Ｒモデルは、リレーショナル・モデ
ルを理解すること、解析すること、定義すること、設計すること、記述すること、および
改良することのための標準的な意味論的データ・モデルである。
【００４７】
意味論的データ・モデルに関する問題：
　意味論的データ・モデルはスキーマ設計に広く使用されてきたが、コンピューティング
・ソリューションを実施する手段として大きな商業的成功は経験してこなかった。これに
は複数の理由がある。
【００４８】
　意味論的データ・モデルの殆どは、（スキーマ設計のために使用される）インプリメン
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テーション・モデルではない。例えば、Ｅ－Ｒモデルは、インプリメンテーション・モデ
ルではない。
【００４９】
　多くの意味論的データ・モデルは、オブジェクト指向（ＯＯ）の行動的コンピューティ
ング・パラダイムにより使用される。ＯＯは成功の欠如を被ってきた。何故なら、多くの
企業データ・モデルが、広い基盤を有する（ＯＯのコアに不可欠な）明快な境界条件を維
持しないからである。
【００５０】
　多くの意味論的データ・モデルは焦点が狭い関心を有し、焦点が狭い関心はインプリメ
ンテーション・モデルとしての商業化に余り適していない。
【００５１】
　多くの意味論的データ・モデルは、大規模な使用法を得るには複雑過ぎる。 Codd 自身
のリレーショナル・モデルへの意味論的拡張[Cod79]は、その理論的複雑さのために支持
者を得なかった。非常に単純なＥ－Ｒモデルが、リレーショナル・モデルを定義すること
に対する標準的な意味論的データ・モデルである。
【００５２】
　リレーショナル・モデルにおける本来の簡素さは、強力な非手続的クェリ言語（例えば
、 ANSI SQL）の開発を可能にした。多くの意味論的データ・モデルはインプリメンテー
ションのためのリレーショナル・モデルにマップすることができ、それによりリレーショ
ナル・モデル化の一般的なコンピューティング特性の長所を得る。その結果、多くの意味
論的データ・モデルが、ＲＤＢＭＳによりリレーショナル・モデル上で実施される。
【００５３】
　今日、意味論的データ・モデルが、インプリメンテーションのためのレコードに基づく
（リレーショナル、ネットワーク、階層的）データ・モデルに取って代わるという専門家
の意見は多くない。しかし、意味論的データ・モデルは、スキーマ解析および設計の分野
で常に位置を占めているようである。
【００５４】
発明の要約：
　本発明は知識運用システム（または、ＫｎＯＳ）と称し、連想的に、人間の思考と同様
に機能する、データベース管理のための新しいコンピューティング・フレームワークであ
る。ＫｎＯＳの基本的な組織的スキームはＲＤＢＭＳの転置、または<データ値 -> 関係>
である。これはＫｎＯＳセルラ細分性を与え、ＫｎＯＳセルラ細分性が任意の種類のクェ
リに最大効率で答えることを可能にする。ＫｎＯＳはデータを企業モデルの関係によって
記憶しようとせず、従って、ＫｎＯＳの物理的記憶構造は独立したアプリケーションであ
り、企業の関係が変化するときに変更しなくてもよい。また、データを処理するとき、Ｋ
ｎＯＳは非対称なＡＳＣＩＩ値を使用せず、むしろ完全に対称なベクトル・キー参照を使
用する。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】従来技術のリレーショナル・データ・モデルの図表を示す。
【図２】如何にしてリレーショナル・モデルの主リレーションがＫｎＯＳに同化されるか
を示す。
【図３】如何にしてリレーショナル・モデルの連想リレーションがＫｎＯＳに同化される
かを示す。
【図４】如何にして図１からの主および連想リレーションの行および列がＫｎＯＳコンテ
キストに同化されるかを示す。
【図５】図１のリレーショナル・モデル実施例からの全関係の同化を示す。
【図６】意味論的バイナリ・データ・モデルとして図示される図１からのリレーショナル
・モデル実施例を示す。
【図７】如何にして意味論的バイナリ・データ・モデルの単一セグメントがＫｎＯＳコン
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テキストに同化されるかを示す。
【図８】意味論的バイナリ・データ・モデルおよびＫｎＯＳモデルの両方として図１に示
されるリレーショナル・モデルを示す。
【図９】なぜＫｎＯＳコンテキスト構造が独立したアプリケーションなのかを示す。
【図１０】ＫｎＯＳオペレーションを図１に図示される等価物リレーショナル・オペレー
ションと比較している。
【図１１】ＫｎＯＳプーリング・オペレーションの実施例を示す。
【図１２】４次元参照モデルを示す。
【図１３】ＫｎＯＳアイテムの構造を示す図表を示す。
【図１４】ＫｎＯＳの対称な参照を示す。
【図１５ａ】如何にしてＫｎＯＳ・ＡＳＣＩＩがＡＳＣＩＩ値を等価物ＫｎＯＳベクトル
・キーへ変換するかを示すプロセス・モデルを示す。
【図１５ｂ】如何にしてＫｎＯＳ・ＡＳＣＩＩがＡＳＣＩＩ値を等価物ＫｎＯＳベクトル
・キーへ変換するかを示すプロセス・モデルを示す。
【図１６】アイテムのベクトル・キーに基づいてアイテムをフェッチするための６つのス
テップを示す図表を示す。
【図１７】リポジトリとしての基本的なデータ構造の図表を示す。
【図１８】コンテキストおよびアイテムとしての基本的なデータ構造の図表を示す。
【図１９】ＫｎＯＳアイテムを物理的媒体上で更新するための方法の実施例を示す。
【図２０】ＫｎＯＳアイテムを物理的媒体上で更新するための方法の他の実施例を示す。
【図２１】ＫｎＯＳスケーラビリティを実演するためのＫｎＯＳ・アーキテクチャを示す
。
【図２２】環境の間の相互参照を示す。
【図２３】ＡＳＣＩＩおよびＫｎＯＳ値表現の間の比較を示す。
【図２４】リレーショナル意味論的バイナリおよびＫｎＯＳデータ・モデルの間の対称性
（または、その欠如）を示す。
【図２５】ＫｎＯＳアイテムの構造的対称性を示す。
【図２６】ＫｎＯＳコンテキストの構造的対称性を示す。
【図２７】ＫｎＯＳ設計の対称性を示す。
【図２８】ＫｎＯＳを組み込んだ一般的なコンピューティング環境のブロック図を示す。
【図２９】ファームウェアを使用する実施例を示す。
【図３０】従来技術を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　上記のように、ＫｎＯＳ設計は、レコードに基づく（リレーショナル、階層的、ネット
ワーク）ＤＢＭＳと関連する問題を解決する。ＫｎＯＳ発明の目的は、現世代ＤＢＭＳを
リレーショナル、階層的、ネットワーク、または（ＯＬＴＰおよびＤＷＨの両方を含む）
他の現在実施されているデータ・モデル上で押しのけて取って代わることである。
【００５７】
　一般に、本発明は、ソフトウェアを１または複数のコンピュータと一緒に使用する方法
により実施される。図２８に示されるように、本発明はコンピュータ・ハードウェアおよ
びソフトウェアを用いて実施される。図２８の実施例では、入力および出力がＫｎＯＳプ
ロセッサに示される。次に、プロセッサが、データおよび命令を本発明と一致して操作す
る。図２８の実施例では、データはコンピュータ自体のメモリ、または外部メモリの何れ
かの内部に記憶される。本発明は単一プロセッサ上で実施されることが現在は好ましいが
、本システムが（例えば、インターネットまたは他のネットワーク・システムによりリン
クされたコンピュータを含む）コンピューティング環境の１または複数のコンピュータ上
で利用されることは本発明の範囲である。特定のアプリケーションに対して、ソフトウェ
ア、ハードウェア・プロセッサ、およびファームウェアを用いて本発明を利用することが
記載される。図２９は、（特に、セキュリティ、ライセンス・キー管理、およびプーリン
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グ機能を含む）３つの機能を有するファームウェア・デバイスを示す。ファームウェアを
使用する他の実施例は、他の機能をファームウェア部分で実施する。そのようなファーム
ウェア／ハードウェア／ソフトウェア・システムでは、関連するソフトウェアを有するＫ
ｎＯＳプロセッサは特定の機能に割り当てられ、一方、他の機能はファームウェアにより
実施される。複数の実施例では、ファームウェアおよびプロセッサの両方が、種々のアプ
リケーションでデータを記憶装置（または、デバイス）に読み書きできる。図２９は３つ
の現在の好ましい機能をファームウェア・ブロック図で示すが、他の実施例が本発明の様
相と異なるファームウェア・プロセッシングを有することも理解できる。
【００５８】
　説明のために、以下の用語が適用される：
【００５９】
　アプリケーション：特定の機能を実行するために使用される完全に自己完結型のプログ
ラム。
【００６０】
　データ・インスタンス：任意の区別可能なデータ、情報、または知識。例えば、任意の
データ、情報、または知識（例えば、任意の属性、アイテム、決定要素、キー、テーブル
、列、行、フィールド、コンテナ、リポジトリ、環境、クラス型、モデル、関数、方法、
オペレーション、関係、表示要素、クェリ、データ・モデル、ビュー、リポート、ユーザ
・ディスプレイ・スクリーン、データ型、ファイル型、アイテム・パス、ファイル名、コ
ンピュータ名、ＵＰＣコード、ＵＲＬ、ユーザ、接続、ステータス、品質、クラシファイ
ア、ワード、センテンス、パラグラフ、ページ、チャプタ、ボリューム、オブジェクト、
パーティション、セクタ、またはユーザが区別可能な参照）。
【００６１】
　アトミック：その基本的な性質を破壊することなく定義によって分割できないもの。
【００６２】
　基本的なデータ構造：データ記憶（または、データ表現パラダイム）の最小の構造的構
成要素。
【００６３】
　アイテム：（基本的なデータ構造に基づく）ＫｎＯＳデータベースの基本ユニットで、
アイテムは自己参照ベクトル・キー、データ・インスタンス、および他の関連するアイテ
ムを参照するベクトル・キー・セットをカプセル化する。
【００６４】
　ベクトル・キー：アイテムへの多次元な特有の参照。
【００６５】
　ベクトル・キー・セット：ベクトル・キーの配列であって、アイテムの内部にカプセル
化され、参照アイテムとベクトル・キー・セットのベクトル・キーに参照される全てのア
イテムの間の特定タイプの関連を示す。
【００６６】
　論理アドレス：アイテムの抽象的ロケーションであって、実際の物理的ロケーションと
は独立している。
【００６７】
　論理インデックス：実際の物理的ロケーションとは対照的にアイテムの抽象的ロケーシ
ョンを直接的に参照するトークン（または、値）。
【００６８】
　ＫｎＯＳの様相の中には、既存のデータ管理パラダイム（および、技術）と一見類似し
ているものもあるが、ＫｎＯＳ設計はデータ管理における完全に新規の発明である。Ｋｎ
ＯＳは完全に対称なコンピューティング・フレームワークであり、--全ての値、関係、構
造、およびコンテナを含み、--全てのＫｎＯＳオペレーションは、これらの対称な特性上
で行われる単純なブール関数である。フォームおよび関数の１００％対称性を用いて、Ｋ
ｎＯＳはネイティブな大規模並列ベクトル・マシンとして動作できる。ＫｎＯＳは、Ｋｎ



(16) JP 5833406 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

ＯＳインプリメンテーション全体にわたり一般に認識された形式に基づくセルラ細分性の
ベクトル化された値の表示を使用する。これは、独立に生成された機能的アプリケーショ
ンがアプリオリな取り決め（または、構造的／スキーマ知識）なしに情報を交換できるこ
とを意味する。完全に逆転した設計および最小の構造的競合を用いて、ＫｎＯＳはリアル
タイム更新および複合クェリの両方を、単一データ・コピー上において、最善のＤＷＨ製
品よりも高い本来のプロセッシング効率を有する任意のコンピューティング規模で実行で
きる。ＫｎＯＳのコア構造はバイナリ連想構造なので、連想データベース管理システム（
または、ＡＤＢＭＳ）と呼ばれる。
【００６９】
　本発明のキーとなる差別化要因は、データ・インスタンス中心アーキテクチャに基づく
ことであり、データ・インスタンスは一般にアトミック（即ち、ユーザの観点からの定義
により分割できない、例えば、データベースのテーブルのフィールドのデータ）であり、
各データ・インスタンスは全連想の中心にあり、データ・インスタンスをカプセル化する
ベース構造、共通の基本的なデータ構造はフォームおよび関数において同一であり、独立
したアプリケーションであって、また、他の全ての直接的に関連する独立にカプセル化さ
れたデータ・インスタンスへのカプセル化された参照を含む。カプセル化された参照は、
各々の、および全ての関連するデータ・インスタンス両方に対して特有の識別子であり、
また、各データ・インスタンスの抽象化されたロケーションを完全に符号化する論理イン
デックスであり、任意のデータ・インスタンスを同じ参照キーを使用して識別および配置
することの両方を可能にする。
【００７０】
　データ・インスタンスに対して、エンティティをカプセル化することは「アイテム」と
呼ばれる。アイテムは、データ・インスタンス、およびデータ・インスタンスと他の全て
の関連するデータ・インスタンスの間の連想を定義する全ての参照をカプセル化する。ア
イテムは基本的なデータ構造に基づき、ベクトル・キーにより識別され、ベクトル・キー
はＫｎＯＳシステムの各アイテムを一意に識別する多次元参照である。
【００７１】
　図２７の「ＫｎＯＳ対称性」に示すように、ＫｎＯＳは最初の全面的に対称な企業コン
ピューティング・パラダイムである。ＫｎＯＳに対して、全ての値は他の全ての値と正確
に類似し、全ての関係は他の全ての関係と正確に類似し、および全ての構造は他の全ての
構造と正確に類似する。セルラ細分性と組み合わされるとき、コンピューティング・モデ
ルにおけるこの基本的な対称性は、作業負荷を容易に細分し、オペレーションを並列廃棄
しながら実行するマルチプロセッサを可能にする。例えば、ＫｎＯＳは、リレーショナル
「結合」と同等の動作を有さず、必要としない。ＫｎＯＳは、全プロセッシングを、完全
にベクトル化された対称な構造上での最適化された２分木（または、等価物）検索を用い
て行う。セルラ細分性、基本的な対称性、およびベクトル表現の一般的使用は、プロセッ
サ効率を理論的限界まで最大化する。他の事柄の中で、これは、プロセッサ性能の向上が
ＫｎＯＳ性能の比例する向上をもたらすことを意味する。これは、任意のＲＤＢＭＳ（ま
たは、任意のＤＷＨ）アプリケーションについては当てはまらない。ＫｎＯＳ設計は、リ
レーショナル・モデルに内在する問題の殆どを解決する。
【００７２】
　値対称性－任意のアトミック・データ値（即ち、データ・インスタンス、例えば「Whit
e Beans」「$9.85」「5」...）がＫｎＯＳ・ＡＤＢＭＳへ最初に挿入されるときはいつも
、「ベクトル・キー」として知られるベクトル形式の大域的に特有の対称な参照値と一緒
に登録される。その好ましい実施例では、ＫｎＯＳベクトル・キーは、そこに埋め込まれ
たロケーションの４つの次元を有する。それらは環境、リポジトリ、コンテキスト、およ
びアイテムと呼ばれ、ここでは{E,R,C,I}と表される。もし「White Beans」（データ・イ
ンスタンス）が「Stock」コンテキストへ「広域的」環境ドメインの「Manhattan South」
リポジトリにおいて挿入されたら、「White Beans」はＫｎＯＳへベクトル・キー{E,R,C,
I} = {0,6,1,3}と一緒に登録される。ベクトル・キーは、４次元的に特有の３２ビット・
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バイナリ整数の対称なセットとして各々が４ワードの個別ブロックで表現される。この１
６バイトのベクトル・キーは、各アイテムに対するＫｎＯＳの大域的に特有の識別子であ
る。特有の対称なコンパクトな値表現を提供することに加えて、ＫｎＯＳベクトル・キー
は、情報を配置するために使用できる。（データ・インスタンス「White Beans」をカプ
セル化する）アイテム{0,6,1,3}は、コンピューティング環境＃０の第６のリポジトリの
第１のコンテキストの第３のアイテムとして見出すことが出来る。最初にロードされると
き、全ての管理されたデータ値はこの方法で登録される。ＫｎＯＳ・ＡＤＢＭＳによる任
意のＡＳＣＩＩ値の全ての他の参照（または、使用）は、これらのプロキシ・ベクトル・
キーだけを参照する。図２３の「値対称性」に示されるように、この設計特性は、ＫｎＯ
Ｓの値対称性を確立する。
【００７３】
　関係対称性－全ての関係はＫｎＯＳに１または複数のバイナリ・セグメントとして記録
され、各セグメントは２つのアイテムの間の本来的な双方向関連である。デフォルトとし
て、ＫｎＯＳ環境はペアの双方向一貫性を自動的に維持する。もしアイテムＡがアイテム
Ｂを指したら、アイテムＢはアイテムＡを常に指す。ＫｎＯＳ連想は本来的に命名されな
いが、その代わり、値に基づき、効率を向上させるために分類できる（意味論的分類は、
ＫｎＯＳ調整技術である）。ＫｎＯＳアイテム意味論的過負荷を被り、アプリケーション
が連想コンテキストの中で識別できるときはいつも、ＫｎＯＳが種々の連想をコンテキス
トにより記憶する。これは正しい連想を識別するために必要なＩ／Ｏを減少させ、正しい
連想は性能を向上させる。バイナリ連想の双方向ペアを使用して関係を記憶し検索するた
めの技術は、完全に対称である。図２４「関係対称性」は、もしベクトル・キー{0,6,1,3
}により「White Beans」と識別された「Stock」アイテムが、ベクトル・キー{0,6,2,3}に
より「$13.45」と識別された「Price」アイテムに関連したら、「Stock」および「Price
」の関係は（「White Beans」 is-price-of 「$13.45」として）本来的に対称なであるこ
とを示す。もし「Stock」テーブルの「Price」列が第２のインデックスを有するなら、（
リレーショナル・モデルのタップルとして表現される）同じ関連は対称なだけであること
を銘記する。加えて、全てのＫｎＯＳ関係が連想の内部、および全体の両方で対称に表現
され、リレーショナル・モデルの関係がタップル、および外部キー（または、ＦＫ）の両
方を用いて表現され、外部キー（または、ＦＫ）は内部および全体表現の両方で非対称で
ある。
【００７４】
　構造的対称性－バイナリ連想の各双方向ペアのターゲット・ベクトル・キーは、サブジ
ェクト・データ・インスタンスにより完全にカプセル化されて記憶される。もし「White 
Beans」（サブジェクト）が「$13.45」（ターゲット）の値段を有する（関係）なら、タ
ーゲットの合計金額を保持するアイテムがＫｎＯＳに{E,R,C,I} = {0,6,2,3}として登録
される。サブジェクト・アイテム{0,6,1,3}（「White Beans」）は、（「$13.45」に対し
て）ターゲット・アイテム {0,6,2,3}によりカプセル化され、逆の場合も同様である。図
２５「構造的対称性」－ＫｎＯＳアイテムに示されるように、各アイテムに対するカプセ
ル化された参照の（これらの型に分類される）セットは１次元配列の順に記憶され、コン
テキスト型によりベクトル・キー・セット（ＶＫセット）と呼ばれる。全てのアイテムは
、同じ完全に対称なデータベース構造－ａ）自己参照（ベクトル・キー）、ｂ）データ・
インスタンス、ｃ）（ＶＫセット として表現される）関係、およびｄ）（オプションと
して）１または複数のアイテム埋込要素（ＩＥＥ）を有する。また、図２６「構造的対称
性」－ＫｎＯＳコンテキストに示されるように、（全てのカプセル化されたターゲット参
照を有する）ＫｎＯＳアイテム構造も型により分類され、分類されたコンテキスト（例え
ば、１つのコンテキストでは「Stock」、および他のコンテキストでは「Price」）に記憶
される。各コンテキストは他の全てのＫｎＯＳコンテキストと同じ構造を有し、これはＫ
ｎＯＳコンテキストが完全であることを意味する。従来技術のシステムと比較して、Ｋｎ
ＯＳシステムの多くの長所が存在する。これらの差異および長所が、以下に要約される。
【００７５】



(18) JP 5833406 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

　以下が、本発明の実施例の長所および目的を概説する。
【００７６】
　ＣＯＴＳアプリケーション：ＫｎＯＳアイテムはセルラであり、ＫｎＯＳコンテキスト
は完全に独立して１００％対称なので、ＫｎＯＳデータベースはアプリケーション依存的
ではない。この独立性は、考えられる最も広いスケールで持続する。企業リソース計画ア
プリケーションのＫｎＯＳスキーマは、地理情報システムと同じ形式および構造を有する
。ＫｎＯＳコンテキストは、他の任意のコンテキストの構造への影響なしに、およびソフ
トウェアへの予測不能なまたは連鎖的な影響なしに組み込みまたは排除できる。どの様な
型のアプリケーションが実施されているかに関係なく、ＫｎＯＳデータベースは正確に同
じ方法で記憶され、アクセスされ、処理される。アプリケーションは、一度にローカルで
最も利用可能な知識だけを用いて１つのコンテキストを構築できる。いったん定義された
ら、各コンテキストは、そのコンテキストが拡張されるときに、その構造を決して変える
ことなく更新できる。ＣＯＴＳソフトウェア・アプリケーションは１つの（または、多く
の）産業界モデルに対して準備され、場合場合によって、ＲＤＢＭＳと関連するＣＯＴＳ
アプリケーション問題に基づくことなく実施される。
【００７７】
　非フローズン要求ベースライン：ＫｎＯＳはアイテム毎に、コンテキスト毎に、および
リポジトリ毎に、迅速なアプリケーション開発（または、結合アプリケーション開発技術
）を使用して実施できる。開発を開始してソフトウェア機能を提供するに当たり、ＫｎＯ
Ｓ設計の長所により、開発者は値の形式、関係の特性、データベースの全体構造、または
アプリケーションの設計でさえ理解する必要がない。ＫｎＯＳの１００％対称なセルラ技
術は、開発のために非フローズン要求ベースラインを必要とする。
【００７８】
　変化に対する非抵抗：インプリメンテーションのための非フローズン・ベースライン要
求を踏まえて、ＫｎＯＳの柔軟なインクリメンタル特性は、アプリケーションが局部的条
件を越える影響を与えることなく局部的変化に対して連続的に調整できることを暗示する
。例えば、テーブル列の等価物は、アプリケーションが走っている間に影響なしに追加ま
たは削除できる。
【００７９】
　構造的再編成に対する不必要性：ＫｎＯＳの潜在的データ・リポジトリは、時間が経つ
につれて劣化するテーブル構造では編成されない。ＫｎＯＳの内部の挿入、編集、および
削除作業は、ＫｎＯＳオペレーションの効率に強い影響をもたない。ＫｎＯＳコンテキス
トの内部のアイテムは、本来的に順次的、またはクラスタ依存的ではない。ＫｎＯＳベク
トル・キーは完全であり、シークエンス依存的ではない。従って、ＫｎＯＳインプリメン
テーションは、効率を向上させるためにリロードまたは再編成する必要は決してない。
【００８０】
　完全に正規化する機能：完全正規化は、データベース管理の非常に優れた方法である。
何故ならば、他の事柄の中で、更新し保守しなければならないデータの量を減らす一方で
、更新例外および同期エラーを除去するからである。逆に、リレーショナル・モデルの性
能は、正規化の程度と反比例して劣化する。構造が正規化されるほど、ＲＤＢＭＳの性能
は悪くなる。対照的に、ＫｎＯＳ設計の完全対称性は、性能が正規化の程度と直接的に比
例することを意味する。完全に正規化されるとき、ＫｎＯＳ・ＡＤＢＭＳインプリメンテ
ーションは最高性能を発揮する。
【００８１】
　また、リレーショナル・モデルのカノニカル・フォームは、非キー属性だけの値冗長性
を非常に低い（または、非常に高い）基数を用いて除去する。しかし、（高度に正規化さ
れた）テーブル構造 （値に基づく関係）は、値冗長性を除去しない。ＡＳＣＩＩ形式の
ＰＫ値は、リレーショナル・モデルを通して繰り返される。何故ならば、値に基づく外部
キーが、関係を記録するために使用されるからである。
【００８２】
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　次元独立性－基本的セキュリティ：ＫｎＯＳは、次元独立性をセルラ細分性から引き継
ぐ。テーブル・セルのＫｎＯＳ等価物は、ゼロ、ゼロ、１、または多くの値（０，１，Ｍ
基数）を有する。ＫｎＯＳデータ・モデルはｎ次元であり、ｎ次元は、アプリケーション
の問題（例えば、基本的セキュリティ）となる任意の次元が、必要性に応じた最善の方法
で適所でモデル化されることを意味する。
【００８３】
　アプリケーションの間のインターフェース：ＫｎＯＳコンテキストは細分性においてセ
ルラであり全面的に対称なので、種々の インプリメンテーションがアプリオリな取り決
めを種々のリレーションの構造に対して有するか有さないかに関係なく、ＫｎＯＳコンテ
キストはインプリメンテーションからインプリメンテーションへの類似性を比較できる。
インターフェースする２つのＫｎＯＳアプリケーション・インプリメンテーションに対し
て、類似の関連情報を用いてコンテキストを相互参照する必要があるだけである。アプリ
ケーション（または、サイト）の各関連において、ＫｎＯＳはこれらコンテキスト相互参
照を維持できる。アプリケーションがこれら相互参照されたアイテムの１つに反するトラ
ンザクションを発行するときはいつも、ＫｎＯＳは自動的に任意のベクトル・キーを変換
し、トランザクションをターゲット・サイトに対抗して発行し、受信すると直ぐに応答を
変換する。この方法で、ＫｎＯＳアプリケーションはターゲット・サイトのＡＤＤＳの予
備的知識なしにデータを読むことが出る。縦覧式の情報内容にアクセスして理解するため
に、ＡＤＤＳの全体的複雑さが理解されなければならないので、ＫｎＯＳを用いて、ター
ゲット・アプリケーション（または、サイト）の属性は、複雑なリレーションで束縛され
る。
【００８４】
　複雑な相互関係をモデル化する機能：ＫｎＯＳはリレーショナル・モデルと比較して実
質的に向上した関係コンテキストを有する。まだ値に基づくデータ・モデルであるが、Ｋ
ｎＯＳは意味論的バイナリ・データ・モデルを用いて１：１にマップされる（図２４「関
係対称性」を参照）。各関連は明白には命名されないが、ＫｎＯＳのバイナリ連想は次元
に関しては完全に類別でき、ベース・コンテキストに従属する別々の命名されたタグ・セ
ットへ分離できる。経験は、４つのカプセル化された関連次元（「parent」「child」「l
ink」および「related」）のＫｎＯＳの好ましい実施例が、所定のレベルの性能効率を達
成するのに十分な意味論的コンテキストを提供することを示す。ＫｎＯＳのこれら特性は
、処理能力性能を向上させる意味論的コンテキストの長所を取ることを可能にする。
【００８５】
　好ましい実施例ではないが、ＫｎＯＳは、ＳＢＤＭに含まれる任意の意味論を失うこと
なく、意味論的バイナリ・データ・モデルをサポートするように容易に拡張できる。Ｋｎ
ＯＳは、関係の分類のための２つの広い選択（カプセル化、およびセグメント化）を提供
する。カプセル化された関係は、アイテムの（従って、「カプセル化された」）コンテキ
ストの内部に配置される。セグメント化された関係は、（基になるコンテキストとアイテ
ム毎に適合する）別々の従属タグ・セット・コンテキストに配置される。カプセル化とカ
プセル化の区別は、性能効率の単純な１つである。何れのカテゴリでも、関係は命名でき
る。タグ・セットは命名されるので、タグ・セットを有する意味論的コンテキストの損失
はない。次元カプセル化は、単に連想「次元」を更に追加することによる命名された（正
確な意味論的コンテキストによる）分類である。
【００８６】
　ＯＬＴＰおよびＤＷＨパラダイムの解決：コンピューティング・パラダイムをテーブル
・レベルからセルラ・レベルへ変換することにより、ＫｎＯＳはリレーショナル・モデル
の本来の競合の多くを除去する。ＫｎＯＳは、「行」および「列」構造のカプセル化効率
を、テーブルの非対称な特性を損なうことなく使用する。その結果、ＫｎＯＳは、テーブ
ルの非対称な構造のアプリケーションに依存する特性を損なうことなくテーブル表現を配
置する能力を有する。ＫｎＯＳは、リレーショナル結合に関連する非効率なしに、完全正
規化に関連する効率および精度を得た。ＫｎＯＳは本来的に完全逆転（関係が対称的）な
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ので、ＯＬＴＰおよび複合クェリの両方を、単一のコンピューティング・パラダイム、お
よびデータベース・コピー上でサポートできる。ＫｎＯＳは、全ての関連する利点を有す
るＯＬＴＰおよびＤＷＨコンピューティング・パラダイムを再結合される。
【００８７】
　参照一貫性の解決：相互参照テーブルに基づくデータは、リレーショナル・モデルにお
ける巨大な挑戦であり、進化するにつれて、システムの複雑さを管理するために更に多く
の人工的なキーおよびテーブルの連続的追加を必要とする。複雑で非対称なシステムを複
製されたキーで更新することは、特定キーの全インスタンスへの直接参照が存在しないの
で、更新の不完全さによる矛盾をもたらすことが多い。
【００８８】
　以下は値、関係、および構造的表現のためのＫｎＯＳの対称なフレームワークの短い議
論であり、リレーショナル・モデルに関連するこの問題および他の問題を克服する。ここ
で参照される図２２－図２６は、図１「リレーショナル・モデル」の実施例に関係する。
【００８９】
　ＫｎＯＳに関連する追加の長所が存在する。例えば、ＫｎＯＳにより利用されるオープ
ン・ディスク形式は、理論的可能性として本来的にセキュアである。これは、ａ）殆どの
データベース値がプロキシである、ｂ）物的接近により暗示される関連が存在しないから
である。ＫｎＯＳディスク形式は、余白、またはＡＳＣＩＩビット・パターンの何れかに
より定期的に割り込まれるバイナリ整数の隣接する文字列の全体から成る。ＡＳＣＩＩビ
ット・パターンは、ＫｎＯＳを走らせることにより１２８ビット暗号化を用いて任意の永
続的なＡＳＣＩＩデータ・インスタンス、および任意の埋め込まれたＡＳＣＩＩ値上で容
易に隠蔽でき、これは最小の性能ペナルティで出来る。いったんそれが遂行されたら、デ
ィスク上のＫｎＯＳデータ表現はアプリケーション自体の他によっては本来的に判読不能
である。もし、好ましい実施例のように、データベースの正確な意味論的コンテキストが
、データベース中ではなくアプリケーション中で維持されるなら、ＫｎＯＳの未加工デー
タ形式からのコンテンツを識別する僅かなチャンスが本質的に除去される。意味論的ロー
ディングの代わりにコンテキスト的分類を（即ち、ＶＫセットは分類されるが、各ＶＫセ
ットの正確な意味論的コンテキストはデータベースに記録されない）、および１２８ビッ
ト暗号化をＡＳＣＩＩ表示で用いることにより、ディスク上の ＫｎＯＳデータ形式は、
全ての実用的目的に対して、一般配列(bag-of-bits)である。
【００９０】
　ＫｎＯＳは、任意の意味論的データ・モデルを押しのけ、または拡張しようとはしない
。むしろ、ＫｎＯＳは（コンテキストにおいてバイナリ・データ・モデルに類似する）更
に柔軟な連想コンピューティング・フレームワークを提供し、任意のおよび全ての企業デ
ータ・モデルを実施する。更に、ＫｎＯＳは意味論的コンテキスト（分類）を最大限使用
して、最良の処理能力効率を所定の企業モデル上で達成する。即ち、ＫｎＯＳの追加の意
味論を好ましい実施例の範囲を超えて収集することは、コンピューティングの全コストを
増加させ、本来のセキュリティを減少させそうである。
【００９１】
　ＫｎＯＳは、更に広い連想ＤＢＭＳを有する全ＲＤＢＭＳと取って代わろうとする。用
語「連想」は、ＫｎＯＳはリレーションおよびＦＫ実施例のセット構造に限定されず、リ
レーショナル・モデルのように、むしろ更に強力な意味論的データ・モデルにより定義さ
れる関係コンテキストの全範囲を可能にすることを記載しようとする。セルラ細分性、お
よびフォームおよび関数の１００％対称性により、ＫｎＯＳ設計はデータベース管理の新
しいベンチマークであり、現在の全ての値に基づく コンピューティング・パラダイムに
取って代わるセルラ・コンピューティング・パラダイムである。
【００９２】
［図面の詳細な説明］
　以下は各図面の更に詳細な説明、種々の図面の説明である。
【００９３】
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　図１「リレーショナル・モデル」は、単一の主キー（ＰＫ）属性が「Stock」である主
リレーション（「Stock」）、およびＰＫが２つの外部キー（ＦＫ）属性の組合せである
連想リレーション（「Stock-Orders」）（即ち、「Stock」リレーションからの「Stock」
、および「Order」リレーションからの Order # ）を示す。また、図１は、如何にしてリ
レーショナル・モデルが射影、選択、および結合してサンプル・クェリ「全 stock order
 の white beans の総額はいくらか？」に答えるかを示す。
【００９４】
　図２「「主」リレーションの同化」は、如何にしてリレーショナル・モデルの主リレー
ションがＫｎＯＳに同化されるかを示す。「Stock」主リレーションのタップルは、「Pin
to Beans」「Kidney Beans」「White Beans」および「Wax Beans」と命名される。「Stoc
k」コンテキストは、行関係を記録するために使用されるＫｎＯＳコンテキストの実施例
である。主リレーションの他の全ての列は１つの列として各ＫｎＯＳコンテキストに同化
され、この場合、「Stock」に対するコンテキスト、および「Price」に対するコンテキス
ト（列に類似したコンテキスト）である。
【００９５】
　図３「「連想」リレーションの同化」は図２に示されるプロセスを示すが、連想リレー
ション、またはリレーションのＰＫが他のリレーションからのＦＫとして移動するリレー
ションは別にする。各リレーショナル列に対する１つのＫｎＯＳコンテキスト＋ Stock-O
rder リレーションのタップルを表現するための１つのＫｎＯＳコンテキストが存在する
。
【００９６】
　図４「行および列のＫｎＯＳコンテキストへの射影」は、「リレーション」を図１から
ＫｎＯＳコンテキストへ変換する第１のステップを示す。ＫｎＯＳコンテキストは１つの
連想リレーション（「Stock-Order」）の行に対して創出され、 および then １つのＫｎ
ＯＳコンテキストは両方のリレーションの各列に対して創出され、「Stock」「Price」「
Order」および「Qty」に対する追加のＫｎＯＳコンテキストをもたらす。
【００９７】
　図５「ＫｎＯＳコンテキストへの関係の同化」は、図１に示されるリレーショナル・モ
デル実施例の全関係のＫｎＯＳモデルへの同化を示す。
【００９８】
　図６「意味論的バイナリ・データ・モデル」は、図１に示されるリレーショナル・モデ
ルのための古典的な意味論的バイナリ・データ・モデルを示す。１つのＫｎＯＳコンテキ
ストが意味論的バイナリ・データ・モデルの各ノードに対して存在する点で、ＫｎＯＳに
類似している。双方向関係の各々は命名され、関連のインスタンス（即ち、多値）が左上
に示される。
【００９９】
　図７「バイナリ連想をＫｎＯＳコンテキストで表現する」は、図６に示される意味論的
バイナリ・データ・モデルの単一セグメントを示す。実施例は、「Stock」エンティティ
と「Price」エンティティの関係を示す。関係の各要素は、「Stock」エンティティの１つ
の値（例えば、「Pinto Beans」）を「Price」エンティティからの適合する値と関連付け
る。意味論的バイナリ・データ・モデル記述は非対称であり、一方、ＫｎＯＳ記述は対称
である。
【０１００】
　図８「データ表示の比較」は、３つの全ての表示（リレーショナル・モデル、意味論的
バイナリ・データ・モデル、およびＫｎＯＳ）で示された図１のリレーショナル・モデル
実施例からの未加工データを示す。下が、リレーショナル・モデルからのＡＤＤＳである
。左が、意味論的バイナリ・データ・モデルとして表現された同じデータベースである。
右上が、（正確なコンテキストはＶＫセットに示されていないが）同じ未加工データのＫ
ｎＯＳ表現である。ＫｎＯＳコンテキストは、バイナリ・データ構造およびテーブル構造
の両方からのデータを表現できる。
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【０１０１】
　図９「アプリケーション独立性」は、何故ＫｎＯＳコンテキストが独立したアプリケー
ションであるかを示す。新しい属性を「Stock」リレーション（新しい列）に追加するこ
とは、リレーショナル・モデルの「Stock」エンティティの物理的構造を変える。ＫｎＯ
Ｓコンテキスト・データ・アーキテクチャを用いて、同じ変更は更にＶＫセットを「Stoc
k」コンテキストへ単純に追加し、アイテム（または、コンテキスト）の構造は変えない
。アイテムは、「Qty」属性関連が追加される前後で同じ構造を有する（即ち、{ベクトル
・キー・データ・インスタンス－ＶＫセット}）。
【０１０２】
　 図１０「ＫｎＯＳオペレーション」は、如何にしてＫｎＯＳがコア・オペレーション
を「参照されたフェッチ」を用いて行うかを示す。この実施例は、図１のリレーショナル
・モデルで呈示された問題と同じである。ＫｎＯＳは、
（１）どの stock-order が white beans のためのものかを決定する。「Stock」コンテ
ナからのアイテム{0,6,1,3}（データ・インスタンス = 「White Beans」）をフェッチす
る。
（２）アイテム {0,6,1,3}から「Stock-Order」コンテナ（即ち、フォーム {0,6,3,X}の
ベクトル・キー）への任意のＶＫセット参照を抽出する（即ち、 {0,6,3,1} & {0,6,3,5}
）。
（３）関連する量を決定する。「Stock-Order」コンテナからのアイテム {0,6,3,1} & {0
,6,3,5}をフェッチし、「Qty」コンテナ（{0,6,5,X}）への任意のＶＫセット参照を抽出
する。答は各々 {0,6,5,1} & {0,6,5,3} である。 {0,6,5,1} & {0,6,5,3} を「Qty」コ
ンテナからフェッチして、答え「１」および「３」（データ・インスタンス）を各々得る
。
（４） white beans の価格を決定する。アイテム {0,6,1,3} （データ・インスタンス =
 「White Beans」）から 「Price」コンテナへのＶＫセット参照 （即ち、フォーム {0,6
,2,X} のベクトル・キー）を抽出する（即ち、 {0,6,2,3} ）。アイテム {0,6,2,3} を「
Price」コンテナからフェッチして、答え「$13.45」（データ・インスタンス）を得る。
（５）ＫｎＯＳの結果は拡張されて合計され、 $53.80 を得る。フェッチ・アイテム {E,
R,C,I} は参照されたフェッチである。何故ならば、ベクトル・キー {E,R,C,I} は、特有
の参照およびＫｎＯＳ論理アドレスの両方であるからである。
【０１０３】
　図１１「プーリングの実施例」は、如何にしてＫｎＯＳが質問「「Pinto Beans」のた
めのどの Stock-Order が Qty <= 2 である Qty を有するか？」に答えるかを示す。「プ
ーリング」オペレーションでは、関連するアイテムがデータベースからフェッチされ、そ
の目的が論理積を決定することである一連の直接的な整数比較のために「pool」の内部へ
配置される。第１のステップは「Qty」コンテキストからデータ・インスタンス <= 2 で
ある全アイテムを抽出し、それらを「pool」の内部に配置することである。次に、「Stoc
k」コンテキストからデータ・インスタンス = 「Pinto Beans」であるアイテムをフェッ
チし、それを「pool」の内部に配置する。最後に、「Stock-Order」コンテキストからの
ドライバ要素（即ち、 {0,6,3,X}）を、「pool」の内部に配置する。直接的な整数比較を
 {E,R,C,I} の最初の３つの構成要素（この場合は {0,6,3,X}）で行う。整数比較から得
た論理積 {0,6,3,2} （または、 Stock-Order 2*）が質問への答である。
【０１０４】
　図１２「多次元参照モデル」は、如何にして所定の多次元ベクトル・キー {1,38,1,5} 
が実世界の状況に割り当てられるかを示す。本発明の好ましい実施例では、多次元参照モ
デルは４つの次元を有する。世界のビュー（または、環境）は、「United States」 = #1
 のように国に割り当てられる。リポジトリ・ビューは、（環境 #1 の内部で）「New Yor
k processing site」 = #38 のように、国の内部のプロセッシング・サイトへ割り当てら
れる。人間のアイデンティティは、 {E,R} = {1,38} の内部でコンテキスト #1 に割り当
てられる。人間「Duane Nystrom」は、 {E,R,C} = {1,38,1} の内部で参照 #5 に割り当
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てられる。「Duane Nystrom」に対する特有の多次元参照（または、ベクトル・キー）は 
{1,38,1,5} である。また、「Duane Nystrom」の抽象化されたロケーションを発見するた
めに使用されるのは論理インデックスであり、環境の中のリポジトリの中のコンテキスト
の中のアイテムである（詳細は図１６を参照）。
【０１０５】
　図１３「アイテムの構造」は、実際のアイテムの概念的および物理的表現を示す。物理
的表現は右に図示される。アイテムは可変数のワード（各ワード＝３２ビット、または４
バイト）であり、ここでは１行に４ワードの行で示される。ＶＫセットの読み取りに列は
容易に使用でき、第１の列は環境次元（Ｅ）、第２の列はリポジトリ次元（Ｒ）、第３の
列はコンテキスト次元（Ｃ）、および最後の列はアイテム次元（Ｉ）を表す。ここでは、
このベクトル・キーは {E,R,C,I} と略記される。
【０１０６】
　図１４「双方向参照」は、ＫｎＯＳの基本的なプロパティを示す。各明示的参照は明示
的逆参照を有する。ここに示されるのは、「Duane Nystrom」が「Brown」のhair colorを
有する参照である。また、hair colorコンテキストの「Brown」アイテムも、「Duane Nys
trom」に戻る明示的参照を含む。また、図１４は、「Duane Nystrom」から電話番号への
埋込参照を示す。埋込参照に関して、逆参照能力は存在しない。
【０１０７】
　図１５「ＡＳＣＩＩ変換」は、如何にしてデータ・インスタンス「Duane Lewellyn Nys
trom, Esq.」がそのＫｎＯＳベクトル・キーに変換されるかを示す。どのアイテムのデー
タ・インスタンス値が「Du」で始まるかを決定するために、ＡＳＣＩＩで第１および第２
の文字が検索される。次に、もたらされたアイテムが、人間に対するコンテキスト {1,38
,1,0} と一緒にプールされる。これは、２つの適合アイテムの論理積をもたらす。データ
・インスタンス値を全適合アイテム上で比較して、答え {1,38,1,5} を得る。
【０１０８】
　図１６「アイテム {0,6,8,2} を物理的媒体に配置」は、如何にしてＫｎＯＳがベクト
ル・キーの値 （{E,R,C,I}） を使用してアイテムを配置するかを示す。最初に、ＫｎＯ
Ｓは、リポジトリ・コンテナから「Ｃ」値が特定の {E,R,C,I} と一致する（ベクトル・
キー形式の） {C,R,N,O} ディレクトリ・エントリを検索する。この場合、 {E,R,C,I} = 
{0,6,8,2} がリポジトリ・ディレクトリ・エントリ {C,R,N,O} = {8,3,1,5} と一致し、
リポジトリ・ディレクトリ・エントリ {C,R,N,O} = {8,3,1,5} はディスク上のコンテキ
スト {0,6,8,0} のロケーションを与える。次に、ＫｎＯはＳは、 {0,6,8,0} コンテキス
トから「Ｉ」値が特定の {E,R,C,I} と一致する（ベクトル・キー形式の） {I,R,N,O} デ
ィレクトリ・エントリを検索する。この場合、 {E,R,C,I} = {0,6,8,2} がmatches コン
テキスト・ディレクトリ・エントリ {I,R,N,O} = {2,3,6,7} と一致し、コンテキスト・
ディレクトリ・エントリ {I,R,N,O} = {2,3,6,7} はディスク上のアイテム {0,6,8,2} の
ロケーションを与える。
【０１０９】
　図１７「リポジトリ構造」は、リポジトリ・データ構造としての基本的なデータ構造の
図表である。
【０１１０】
　図１８「コンテキストおよびアイテム構造」は、コンテキストおよび アイテム・デー
タ構造としての基本的なデータ構造の図表である。
【０１１１】
　図１９「アイテム {0,6,8,2} を物理的媒体上で更新する－Ｉ」は、もし更新されたア
イテムが更新の後で以前のスペース割当に適合しなければ使用できるＫｎＯＳ更新の１つ
の方法を示す。更新されたアイテムは、リポジトリ・ファイルの最後に追加される。
【０１１２】
　図２０「アイテム {0,6,8,2} を物理的媒体上で更新する－ＩＩ」は、ＫｎＯＳによる
物理的ディスク管理の好ましい実施例を示すことを除き、図１９と類似している。図１８
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と同様に、アイテム {0,6,8,2} は、ディスク上に現在配置されている１ページを大きく
する更新を受信する。好ましい実施例では、ＫｎＯＳは登録のためのスペースをもたない
。代わりに、ＫｎＯＳは最初に次のコンテナをファイルの終わり（この場合は {0,6,5,22
3}）まで移動させ、それによりアイテム {0,6,8,2} を元のロケーションへ戻すのに十分
なスペースを空ける。事実上、アイテム {0,6,8,2} は、 {0,6,5,223} に対して以前に割
り当てられた追加のスペースとして継承する。
【０１１３】
　図２１「ＫｎＯＳスケーラビリティ」は、如何にして一般的な最高仕様のサイトが、高
速バスにより相互接続された疎結合プロセッシング・ノードの範囲として形成されるかを
示す。
【０１１４】
　図２２「コンピューティング環境の間の相互参照」は、如何にして多次元ベクトル・キ
ーをＫｎＯＳに取り入れることが、コンピューティング環境境界全体に関連する完全に切
断されたデータシステムでアイテムを可能にするかを示す。
【０１１５】
　図２３「値対称性」は、如何にして非対称なＡＳＣＩＩ表示が対称なＫｎＯＳ参照に変
換されるかを示す。
【０１１６】
　図２４「関係対称性」は、リレーショナル、意味論的バイナリ、およびＫｎＯＳデータ
・モデルの対称性（または、その欠如）を示す。
【０１１７】
　図２５「構造的対称性－ＫｎＯＳアイテム」は、如何にして本来的に非対称なリレーシ
ョナル・モデルが対称なＫｎＯＳアイテムとして描かれるかを示す。
【０１１８】
　図２６「構造的対称性－ＫｎＯＳコンテキスト」は、如何にしてＫｎＯＳアイテムが対
称なＫｎＯＳコンテキストの中でグループ化、およびカプセル化されるかを示す。
【０１１９】
　図２７「ＫｎＯＳ対称性－ＫｎＯＳコンテキスト」は、ＫｎＯＳ設計の全体的対称性（
値、関係、および構造）を示す。
【０１２０】
　図２８は、システム上で動作するＫｎＯＳソフトウェアを有するコンピュータで実施さ
れるＫｎＯＳシステムを示すブロック図である。
【０１２１】
　図２９は、データ・セキュリティ、ライセンス・キー管理、およびＫｎＯＳオペレーシ
ョン・アクセラレータを取り込むファームウェアを利用するシステム上で動作するＫｎＯ
Ｓソフトウェアを有するコンピュータで実施されるＫｎＯＳシステムを示すブロック図で
ある。
【０１２２】
　図３０は、従来技術のデータベース・システムの図表である。図３０は、図表の単一の
 Stock Order に関する Stock, Qty, および Order の連想を示す。リレーショナル形式
および連想形式におけるデータ・モデルの相対的コンパクト性が分かる。
【実施例】
【０１２３】
　コンピューティング環境が、図２８－図２９に示される。システムマルチプロセッサを
含む多様な方法で実施できるが、図２８は単一コンピュータ上のソフトウェア実施例を示
す。図２９は、データ・セキュリティ、ライセンス・キー管理、およびＫｎＯＳオペレー
ション・アクセラレータを取り込むファームウェアを利用するシステム上で動作するＫｎ
ＯＳソフトウェアを有するコンピュータで実施されるＫｎＯＳシステムを示すブロック図
である。これら２つの実施例だけが示されるが、異なるハードウェア形態を使用する種々
の実施例が本発明を利用できることが、当業者に理解されるであろう。本明細書は、2002
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年7月26日に出願された米国特許出願第60/398,843号、および2003年3月25日に出願された
米国特許出願第60/457,207号を、言及することにより取り込む。
【０１２４】
　以前に概説したリレーショナル・モデル本来の問題を解決するために、リレーショナル
・モデルとは逆にＫｎＯＳは構造化される。ＫｎＯＳでは、データ値は関係につながる。
ＫｎＯＳの編成規則は<データ値 -> 関係>であり、<データ値 -> 関係>はＫｎＯＳが完全
逆転したデータ・モデルであることを意味する。ＫｎＯＳは、アトミック・データ・イン
スタンスを、連続的にカプセル化されたコンテキストに、型分類によって、および各デー
タ・インスタンスのための（ＫｎＯＳが参照を記憶する）記憶機構の内部に、ベクトル・
キー形式で、そのデータ・インスタンスに関連する全ての連想に対して記憶する。ＫｎＯ
Ｓ用語では、類似のコンテキストの特有のカプセル化されたデータ・インスタンス値は、
「アイテム」と呼ばれる。アイテムは型（コンテキスト）により分類され、コンテキスト
でカプセル化される。コンテキストはリポジトリによりカプセル化され、リポジトリは環
境によりカプセル化される。データ・インスタンスの間の全関係は、複雑ではあるが、２
つのアイテムの間のバイナリ連想にカプセル化される。次に、連想は、ＶＫセットに編成
し関連するアイテムの内部でカプセル化することによって、意味論的（または、他の概念
的）コンテキストにより型分類される。簡単に言うと、環境のカプセル化されたメンバは
リポジトリであり、リポジトリのカプセル化されたメンバはコンテキストであり、コンテ
キストのカプセル化されたメンバはアイテムであり、アイテムのカプセル化されたメンバ
は他のアイテムを有する連想の分類されたセットであり、他のアイテムはベクトル・キー
（ＶＫ）として表され、意味論的（または、他の）コンテキストによりＶＫセットに分類
される。この基本的な編成は、ＫｎＯＳが効果的にデータ値を関係に関連付けることを可
能にする。
【０１２５】
細分性：
　また、如何にしてデータ・モデルが編成されるか（即ち、<関係 -> データ値>または<
データ値 -> 関係>の何れであるか）も、データ・モデルの細分性を決定する。細分性は
、データ・モデルが別々にアクセス可能な構成要素を含む範囲である。別々にアクセス可
能な構成要素が多いほど、細分性が大きくなる。細分性が大きいほど、データ・モデルが
更に柔軟になる。
【０１２６】
　データ・モデルの細分性は、独立に確立できない。データ・モデルの細分性は、主要な
編成規則のサブジェクト（即ち、<サブジェクト -> オブジェクト>）に基づいて単独で決
定される。もしモデルが規則<関係 -> データ値>により編成されるなら、データ・モデル
の細分性は関係の最小要素（サブジェクト）である。リレーショナル・モデルに対して、
関係の最小要素はリレーショナル・タップル（即ち、リレーションの１インスタンス、テ
ーブルの１行）である。さもなければ、モデルは転置規則<データ値 -> 関係>により編成
され、データ・モデルの細分性はデータ値の最小要素である。データ値は、リレーショナ
ル・モデルの特有のゼロでない各セル値に類似する。この理由のために、リレーショナル
・モデルに対して逆転したモデルは、ＫｎＯＳのように、セルラ細分性を有するものとし
て記述されるが、リレーショナル・モデルは、行レベル細分性を有する。
【０１２７】
　ＫｎＯＳは、リレーショナル・テーブルのセルラ値の特有の各インスタンスを（アイテ
ムと呼ばれる）独立した概念として扱う。ＫｎＯＳアイテムはＫｎＯＳ設計の基礎なので
、ＫｎＯＳはリレーショナル・データをセルラ・レベルで表現できることを意味する。Ｋ
ｎＯＳは、セルラ細分性を有するものとして適切に特徴付けられる。換言すれば、行によ
って情報を読み書きするリレーショナル・モデルとは異なり、ＫｎＯＳは特有のセルラ値
によって所定の各コンテキストの内部で情報を読み書きする。
【０１２８】
　各ＫｎＯＳアイテムはその内部でカプセル化され、他の全ての関連する概念（アイテム



(26) JP 5833406 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

）への特定の参照は、その特定の行の全セルラ値、その特定のセルラ値を有するテーブル
の他の全てのセル、およびそれらの行の他の全ての関連する概念、等を含む。ＫｎＯＳに
データ値（または、データ値の記述）を提供するとき、ＫｎＯＳの編成規則がそれらのデ
ータ値に関連する全関係を提供できるという点で、これは編成規則<データ値 -> 関係>を
満足させる。要約すると、ＫｎＯＳはデータ・インスタンス中心であり、リレーショナル
・モデルは関係中心である。
【０１２９】
　要約すると、リレーショナル・モデルの細分性は、タップル（テーブルの行）である。
もしタップルをリレーショナル・モデルに明らかにすることが出来たら、リレーショナル
・モデルはそのタップルに関連する（または、含まれる）全てのデータ値を戻すことが出
来る。ＫｎＯＳの細分性は所定のコンテキストのための特有の各データ値であり、所定の
コンテキストは各々が特有の区別可能な概念（または、アイテム）であり、アトミックで
ある。もし単一の特有のデータ値（アイテム）をＫｎＯＳモデルに明らかにすることが出
来たら、直接的に関連する全てのアイテムをそのアイテムに戻すことが出来る。
【０１３０】
　ＫｎＯＳをリレーショナル・モデルと比較することは便利である。本当に、任意のリレ
ーショナル・モデルは、最初に完全に正規化することによりＫｎＯＳ表現へ完全に同化で
き、全ての特有のデータ値をテーブルの内部でバイナリ連想として行×列オリエンテーシ
ョンに基づいて分類する。しかし、転置は真ではない。リレーショナル・モデル・データ
ベースは常にＫｎＯＳモデルで完全に表現できるが、ＫｎＯＳデータベースはリレーショ
ナル・モデルにより常に表現できるとは限らない。また、ＫｎＯＳと比較されるとき、同
じ記述が階層的なモデルおよびネットワーク・モデルにも当てはまる。ＫｎＯＳは、デー
タ・モデルに基づく任意のレコード・セット（または、テーブル）よりも更に柔軟なデー
タ・モデル化パラダイムである。単純にリレーショナルに表現できないＫｎＯＳ企業モデ
ルを構築することが可能である。
【０１３１】
　従って、リレーショナル・モデルに関連するＫｎＯＳを考慮することは便利であるが、
この限定された方法で定義することはＫｎＯＳ発明に対して有害である。リレーショナル
・モデルとは違って、ＫｎＯＳのアイテムは、ユーザにより区別できる任意レベルの抽象
化で定義できる。例えば、任意のデータ・インスタンス（即ち、任意のデータ情報、また
は区別可能な知識）は、単一のＫｎＯＳアイテムである。それは特性、決定要素、キー、
テーブル、列、行、クラス型、モデル、プログラム、関数、方法、オペレーション、表示
要素、イメージ、クェリ、データ・モデル、ビュー、リポート、ユーザ・ディスプレイ・
スクリーン、データ型、ファイル型、アイテム・パス、ファイル名、テーブル名、コンピ
ュータ名、データベース、ＵＰＣコード、シリアル番号、部品番号、ＵＲＬ、ユーザ、プ
ロトコル、接続、メッセージ、ステータス、品質、クラシファイア、ワード、センテンス
、パラグラフ、ページ、チャプタ、ボリューム、オブジェクト、パーティション、セクタ
、ＢＬＯＢ、ＣＬＯＢ、ポインタ、または参照でもよい。ＫｎＯＳアイテムは、ユーザが
識別できる（区別可能な）任意の概念でよい。
【０１３２】
　要約すると、ＫｎＯＳは無制限のｎ次元モデル化環境であり、リレーショナル・モデル
は折り畳まれた２次元表現である。もしリレーショナル表示だけが快適ならば、ＫｎＯＳ
はユーザに容易に対応できる。ＫｎＯＳデータ・モデルの細分性に関する決定は、実施者
に残される。ＫｎＯＳは、如何にしてデータが編成されるべきかという次元についての先
入観をもたない。好ましい実施例では、ＫｎＯＳは全面的に自己参照モデル化環境であり
、インプリメンテーションに関連する全てがＫｎＯＳデータベースに適切な型のＫｎＯＳ
アイテムとして記憶されることを意味する。
【０１３３】
　対称性
　この［本発明の詳細な記載］全体を通して、本文は対称性を参照し、ａ）相互類似性、
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ｂ）フォームおよび配置の類似性、およびｃ）サイズ、形状、および位置における対応を
意味する。
【０１３４】
　本明細書は、なぜ対称性がモデル化プロセスに対する重要な特徴なのかを詳しく述べな
い。モデルが対称であるほど、定義、変更、処理が更に単純で効率的であることを言えば
十分である。また、モデル対称性は、プロセッシングにおける並列化に対して重要である
。モデルが対称であるほど、更に容易に、および更に完全に並列処理できる、
【０１３５】
　リレーショナル・モデルは、関係の定義を対称性の解析を通してシークする。いったん
分かれば、関係は対称性によって完全に特徴付けられる。類似の対称性を有するように後
で決定された候補となる別個の任意の関係は、同じ関係に組み合わされる。次に、残りの
特有の非対称に定義された関係は、正規形でリレーショナル・モデルを構成する。従って
、非対称な表現は、リレーショナル・モデルにおける定義の主要な手段として使用される
。正規形で適切に構成されるとき、リレーショナル・モデルは１００％非対称である。他
の事柄の中で、これは、データ・モデルが構成される前に全ての企業の関係が正しく理解
されなければならないことを意味する。もしリレーショナル・モデルの２つの別個の構成
要素が後で対称または構造的に合同（テーブルの同じ列に含まれることを意味する）であ
ると決定されたら、データ・モデルは２つの構成要素を組み合わせるように修正されなけ
ればならない。
【０１３６】
　ＫｎＯＳモデルは関係に基づかず、むしろ特有のデータ値に基づく。ＫｎＯＳ関係は２
つのデータ・インスタンスの間のバイナリ連想のセグメントで構成されるものとして定義
され、アイテムとしてカプセル化され、多次元ベクトル・キーとして表現される。ＫｎＯ
Ｓは最初の完全に対称なコンピューティング・パラダイムとして特に設計され、対称な値
、関係、および構造で構成される。ＫｎＯＳ対称性の議論は、値対称性から始める。
【０１３７】
　値対称性
　ＡＳＣＩＩ値は全面的に非対称である。何故ならば、ＡＳＣＩＩ値はａ）相互類似性、
ｂ）フォームおよび配置の類似性、およびｃ）サイズ、形状、および位置における対応を
欠くからである。全データ値、概念、等（ＫｎＯＳアイテム）の大部分はＡＳＣＩＩ値に
よって表現され、主な例外はバイナリ・ラージ・オブジェクト（ＢＬＯＢ）である。デー
タ値がＡＳＣＩＩ形式で表現されるとき、色々な理由から記憶および処理が困難である。
その結果、殆どのデータ保管ＤＷＨアプリケーションは、対称性およびコンパクト性をコ
ンピューティング・プロセスに注入しようとして、ビットマップ表示をＡＳＣＩＩ値の代
わりに用いる。ＤＷＨはビットマップをローカライズされたベースで使用するが、ＫｎＯ
Ｓは完全な値対称性を全般的スケールで有する。
【０１３８】
　ＫｎＯＳは、全てのアイテムのＡＳＣＩＩ値表現（ここでは、データ・インスタンス、
またはＴｈＯｈＴと呼ばれる）を全面的に対称な多次元参照（ここでは、ベクトル・キー
と呼ばれる）に変換することにより、１００％値対称性をコンピューティング・パラダイ
ムに注入する。別々の各アイテムは特有のベクトル・キーに割り当てられ、最初にＫｎＯ
Ｓコンピューティング環境に導入され、しかも、それ以降、ベクトル・キー割当は決して
交替、変更されず、他の任意のコンテキストで再使用されない。ＫｎＯＳベクトル・キー
は、各データ・インスタンスに対して全面的に対称なプロキシである。換言すれば、１つ
のＫｎＯＳベクトル・キーを他と比較するとき、アクティビティはａ）相互類似性、ｂ）
フォームおよび配置の類似性、およびｃ）サイズ、形状、および位置における対応を有す
る。この対称性は、図２３「値対称性」に示される。
【０１３９】
　任意の動作（更新、またはクェリ）がＫｎＯＳで始まるときはいつも、最初のステップ
は常に、トランザクションでパラメータとして表される任意のデータ・インスタンスのベ
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クトル・キーを決定することである。もしＫｎＯＳに呈示される任意のデータ・インスタ
ンスが新しければ、ＫｎＯＳは（もしクェリなら）動作を拒否するか、または（もし更新
なら）ａ）新しいデータ・インスタンスを特有のベクトル・キーに割り当て、およびｂ）
新しいデータ・インスタンスをＡＳＣＩＩ辞書に追加するかの何れかである。次に、デー
タ・インスタンスに対するＫｎＯＳベクトル・キーは、コンピューティング・オペレーシ
ョンのためのＫｎＯＳにより排他的に使用される。事実上、ＫｎＯＳは非対称なデータ値
を入り口で変形し、それ以降、完全に対称なベクトル・キーと一緒にプロキシとしてのみ
機能する。
【０１４０】
　ＫｎＯＳの対称な参照は、モデルの各次元に特有のバイナリ整数の順序付きセットから
成るベクトル・キーという形をとる。本発明の一般的な実施例では、ベクトル・キーは、
環境、リポジトリ、コンテキスト、およびアイテムとして知られる４つの次元を有する。
ＫｎＯＳベクトル・キー（ここでは {E,R,C,I} と呼ばれることが多い）は３２ビット（
１ワード、４バイト）の４つの別個のバイナリ整数から各々が成り、各バイナリ整数はそ
の次元に特有である。所定のアプリケーションに対する参照次元の実際の数は、４より少
ないか、または多い。４つの次元は、単純な好ましいインプリメンテーションである。複
数の実施例では、３２ビットワードの３０ビットだけがベクトル・キーとして使用され、
２ビットは参照型識別されたシステムをマークするために残されるが、全ビット幅が必要
とする実施例のために利用可能である。ワード幅はコンピューティング環境により定義さ
れ、従って、もし６４ビットワード幅が利用可能なら、参照もそうであり得る。
【０１４１】
　ベクトル・キーは、アイテム参照に限定されない。また、ベクトル・キーは、コンテナ
・ヘッダに同じ {E,R,C,I} 形式（環境ヘッダ = {E,0,0,0}, リポジトリ・ヘッダ = {E,R
,0,0} 、およびコンテキスト・ヘッダ = {E,R,C,0}）で適用でき、（{C,R,N,O} 形式で）
リポジトリ・ディレクトリ、および（{I,R,N,O} 形式で）コンテキスト・ディレクトリの
両方に適用できる。ＶＫセット（ベクトル・キーの配列）は型により一定でなければなら
ず、 {E,R,C,I} 形式のベクトル・キーは {I,R,N,O} 形式のベクトル・キーと混合できな
い。
【０１４２】
　関係対称性
　リレーショナル・モデルでは、関係は２つの方法（基本的なリレーション、または共有
識別子値 （ＦＫ））の１つで記録される。これら２つのアプローチは完全に異なり、対
称性を全面的に欠く。定義により、２つのリレーション（または、共有識別子値）は類似
していない。もし２つのリレーション、または２つの共有識別子が類似していたら、それ
らは組み合わされて１つになる。関係を記録するためのリレーショナル・モデルの方法は
、実際には識別力においてそれ自体を誇り、識別力は対称性を欠くと言われる。
【０１４３】
　ＫｎＯＳの基本的な編成規則（<データ値 -> 関係 >）はリレーショナル・モデルに関
して逆なので、ＫｎＯＳは全関係が２つの（および、２つだけの）データ・インスタンス
を比較することを要求する。ＫｎＯＳは、れらのバイナリ関係を連想と呼ぶ。また、任意
のデータ値から付随的な関係へ行く組織的要求は、全バイナリ連想が本来的に双方向（転
置）であることを意味する。図２４「関係対称性」の実施例は、 shows that ２つのデー
タ・インスタンス（アイテム = 「White Beans」、およびアイテム = 「$13.45」）が互
いに関連することを示す。特定の 意味論的コンテキストは、ａ）「White Beans」 have-
price-of 「$13.45」、およびｂ）「$13.45」 is-price-of 「White Beans」である。何
れの意味論的コンテキストも、基本的な編成規則（<データ値 -> 関係 >）で与えられた
ＫｎＯＳにアクセス可能でなければならない。
【０１４４】
　連想の内部でビューされようと間でビューされようと、ＫｎＯＳのバイナリ（双方向関
連）は１００％対称である。ＫｎＯＳが双方向関連を２つのアイテムの間に登録するとき
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、関連はａ）相互類似性、ｂ）フォームおよび配置の類似性、およびｃ）サイズ、形状、
および位置における対応を有する。
【０１４５】
　図２４に示される実施例の意味論的コンテキストの短い評価を行う点に価値がある。リ
レーショナル・モデルもＫｎＯＳも、正確な２つの意味論的コンテキストを、それほど多
くのワードでは記録しない（即ち、 have-price-of および is-price-of）。各モデルは
、「Price」が何とかして関係に含まれることだけを記録する。リレーショナル・モデル
は、「Price」を列の名前（属性）として記録し、ＫｎＯＳは「Price」をコンテキストの
名前として記録する。（図２４の左上に示される）意味論的バイナリ・データ・モデルは
、各関係の意味論的コンテキスト全体を直接的に記録する。ＫｎＯＳは関係の意味論的コ
ンテキストを型の類似性によってマップし、従って意味論的コンテキストは、それらの次
元のコンテキストの内部で連想を読むこと、およびコンテキストをカプセル化することに
よって直接的に推論できる。
【０１４６】
　構造的対称性
　データ・モデルにおける対称性の最後の最も重要な次元は、構造的対称性である。構造
的対称性は、如何にしてモデルの部分が記憶されるかに言及する。リレーショナル・モデ
ルの編成規則<関係 -> データ値>は、データが関係によって記憶されることを意味する。
関係をリレーショナル・モデルで図示することの意味は非対称なので、データ記憶の構造
は非対称である。ＫｎＯＳの編成規則はデータ値（<データ値 -> 関係 >）によって駆動
されるので、ＫｎＯＳは構造的対称性を有することが出来る。
【０１４７】
　実際には、図２５「構造的対称性－ＫｎＯＳアイテム」および図２６「構造的対称性－
ＫｎＯＳコンテキスト」に示されるように、ＫｎＯＳ記憶構造における抽象化の異なる各
レベルは対称である。ＶＫセットのように、アイテム・コンテナの内部でカプセル化され
た関係は、構造的対称性を有する。各アイテムは、他の全てのアイテムと構造的に同じで
ある。アイテムは型で分類され、コンテキストに記憶される。アイテムの各コンテキスト
は、アイテムの他の全てのコンテキストと構造的に同じである。実際には、ＫｎＯＳコン
テナの異なる型が異なる機能を果たすが、ＫｎＯＳコンテナはコンテナ型全体にわたって
構造的に対称である。アイテム・コンテナ、およびコンテキストと呼ばれるＫｎＯＳコン
テナは、構造的に対称である。同じ構造的対称性はリポジトリ・コンテナと一緒に存在し
、環境コンテナも同様である。
【０１４８】
　図２７「ＫｎＯＳ対称性」は、ＫｎＯＳモデルをどんなに見ても、ＫｎＯＳモデルは完
全に対称であることを示す。値、関係、または構造を考慮してもしなくても、これは真で
ある。
【０１４９】
　ＫｎＯＳモデルの構造的対称性の内部では、コンテインメントの対称性も存在する。他
の全てのＤＢＭＳでは、データ値はそれらのコンテナを参照しない。何故ならば、それら
が単にスペースを占有し、位置をコンテナの中に有するからである。いったんコンテナか
ら読み出したら（即ち、テーブル、または木）、データ値はそのコンテナを参照せず、従
ってコンテキストは外部から維持されなければならない。データ・インスタンス読み取り
の数が増えるほど、これは困難になる。ＫｎＯＳのアイテムとしての全データ・インスタ
ンスは、アイテムがベクトル・キーを介する本来的な自己参照である点において、それら
のコンテナ（コンテキスト）と対称な関係を有し、従って、それらのコンテナ（コンテキ
スト）の定義参照により、それら自体を呈示する。コンテキストは、アイテムをそれらの
「内部で」常に参照する。加えて、実際のロケーションへのアイテムの論理的－物理的マ
ッピングは、ＫｎＯＳが実際のロケーションからアイテムが存在するところへの物理的－
論理的マッピングを維持する点において対称である。
【０１５０】
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　ベクトル・キー:
　ベクトル・キーは、２つの別個の目的を有する。第１は、各々および全てのアイテムを
識別する特有の識別子として作用することである。第２は、ＫｎＯＳがアイテムを発見す
ることを可能にするロケータ・キー（または、論理インデックス）として作用することで
ある。ベクトル・キーを任意のアイテムへの全般的参照として使用することは、ＫｎＯＳ
が連続的にカプセル化されたコンテナ参照を{E<R<C<I}において（好ましい実施例では、
キーの要素として）符号化し、それらの要素を連続的にカプセル化された各コンテナへの
直接インデックスとして使用することを可能にする。ベクトル・キーは識別子、および各
アイテムに対するロケータとして作用するので、アイテムにおいてカプセル化された関連
の任意の次元の任意のＶＫセットにおいて関連を指定するために直接的に使用される。
【０１５１】
　本明細書全体を通して使用される用語「次元」は、２つの別個の事柄ａ）アイテムの参
照の次元、およびｂ）アイテムの関係の次元を意味する。ベクトル・キーは、本質的に、
アイテムの参照の次元の内部で一意に配置される位置への論理インデックスである。また
、ベクトル・キーはアイテムを一意に識別するので、アイテムの間の関係を記録するため
にも使用される。従って、１つの次元（または、他のアイテムの参照のＶＫセット）に分
類されるとき、ベクトル・キーは関連するアイテムを一意に識別し直接的に配置するため
に使用される。ＫｎＯＳ連想の分類は、関係次元を構成する。
【０１５２】
　ＫｎＯＳは、次元を折り畳まれた（または、連続的にカプセル化された）と言われる。
その親（または、エンベロープ）コンテナの内部で各々が一意に番号を付けられるように
、アイテムは一連の明快に境界を付けられたコンテナの内部に収容される。アイテム・コ
ンテナは、親コンテキストの内部で論理的に配置できる。アイテムのコンテキストはその
リポジトリ・コンテナの内部で論理的に配置でき、アイテムのリポジトリはその環境コン
テナの内部で論理的に配置できる。ベクトル・キーだけを用いて、特定のアイテムが配置
されるまで次元から次元へ通過することが可能である。各アイテム・コンテナは、その関
係次元をカプセル化する。
【０１５３】
　本発明の好ましい実施例では、バイナリ連想または関係も４つの次元（「parent」「ch
ild」「link」または「related」）に分類され、各アイテム・コンテナの内部でカプセル
化される。ここで、各次元の関連のバイナリ状態は、関連するアイテムを参照するベクト
ル・キーの有無により各々表現される。ベクトル・キーの存在は、関連する各アイテムを
その次元で一意に識別し、ＫｎＯＳに各アイテムを直接的に配置するための手段を提供す
る。従って、関係次元は、アイテム次元の内部で折り畳まれる。
【０１５４】
　各環境は、常に自らの第１の参照である。全ての折り畳まれたアイテム次元が露出され
たら、いったん所定の環境が入力される。図２２「コンピューティング環境の間の相互参
照」を参照のこと。一般的な実施例では、各環境は３つの主要な折り畳まれたアイテム次
元（R, C, および I）、および１つの主要な 外部次元（Ｅ）を有する。ここで、一般に 
E = 1 はその環境への自己参照である。（一般に、 E=0 は「Creator」または「License 
Master」を参照し、）他の環境は遭遇したものとして追加される。この方法で、全ての環
境は、異なる他の環境への「Ｅ」参照を有する。
【０１５５】
　「Ｅ」は論理的参照であり、従って、環境値（例えば、「２」）は、多分、異なるＫｎ
ＯＳ環境の異なる事柄を参照することを銘記するのは重要である。換言すれば、「Ｅ」が
何れかである特定の割り当てを有するマスタ環境リストは存在せず、リストは何らかの権
限により維持されなければならない。これは、一般に参照可能な「Ｅ」の定義されたセッ
トの割当を排除しない。例えば、 E=0 はＫｎＯＳに対する中央ライセンス権限である。 
E=411 は、ＫｎＯＳシステムに対するマスタ知識ベースである。 E=611 は保守、または
技術サポート、等に対するものである。実際には、ＫｎＯＳは最初の「ｎ」「Ｅ」をこれ
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らの型のアプリケーションに対して予約する。
【０１５６】
　折り畳まれた４つの次元 （{E,R,C,I}）に特有のカプセル化されたベクトル・キーを有
する各アイテムを用いて、全ての環境の全てのアイテムは、各アイテム自体のベクトル・
キーを有する全ての関連するアイテムを分類しカプセル化することにより、全ての環境の
他の全てのアイテムに関連することが出来る。各環境の多次元参照スキームは、内部で完
全に首尾一貫している（即ち、その環境の内部の何れの他のアイテムが参照として使用し
ても、環境の内部の任意のアイテムに対するベクトル・キーは特有である。
【０１５７】
　特定のメモリ・アドレス（または、特定の物理的ロケーション・ポインタ）ではないこ
とを理解することは重要である。各アイテムは他の全ての適用可能なアイテムに関連する
コンテキストに配置されるが、配置は参照により行われ、参照はコンテキストの内部でカ
プセル化され、物理的に隣接する必要はない。アイテムは、論理的参照によって（アドレ
ス、または物理的ロケーションによってではない）常に記憶されて検索される。従って、
ＫｎＯＳの必要条件を提供し最適に効率的である限り、何れの潜在的機構が実際にアイテ
ムを記憶媒体に記憶するために使用されるかは必ずしも重要ではない。アイテムの記憶装
置および検索に対する一般的な潜在的機構が、ここで記載される。好ましい記憶機構がＫ
ｎＯＳの論理的レイヤおよび物理的レイヤの間の対称性を有し、論理的ロケーション・シ
ステムが物理的ロケータ・トークンをカプセル化し、物理的記憶システムが論理的 ロケ
ータ・トークンをカプセル化することを銘記する。
【０１５８】
　任意のアイテムに関連するＫｎＯＳデータ・インスタンスは、所定のコンテキストのリ
レーショナル属性 （例えば、 Person = 「Duane Nystrom」, Qty = 「３」, Stock = 「
White Beans」, または Price = 「$13.45」）の単一インスタンスと類似する。コンテキ
ストはリレーショナル属性（例えば、 Person, Qty, Stock, Price）全体に類似し、値の
全範囲を含む。換言すれば、ＫｎＯＳコンテキストは、アイテムの所定の型の全てのアイ
テムを保持できる。ベクトル・キーのリポジトリ次元は、コンテキストの集合である。そ
れは、実世界ロケーション、特定のマシンの複雑さ、またはデータ（例えば、領域、地域
、または市（例えば、 New York, NY または Los Angeles, CA リポジトリ））の他のユ
ーザ／アプリケーションに依存する編成を参照する。ベクトル・キーの環境次元はリポジ
トリの集合であり、リポジトリは、世界ビュー（例えば、国家または大陸（例えば、アメ
リカ合衆国、またはカナダ環境））を表示するために使用できる。さらに詳細には、それ
は、リポジトリの収集を収容または仲介する実際の実世界コンピューティング環境を識別
するために一般に使用される。実際のアプリケーションでは、特にこれらの次元はＫｎＯ
Ｓのアイテム次元だけを参照するので、４つの次元を有する参照は、任意のデータ管理問
題を扱うのに十分である。関係モデル化の意味論的コンテキストは、ＫｎＯＳの無制限の
次元を（以下に記載される）連想の分類およびセグメント化を通して有する。
【０１５９】
　図１２「多次元参照モデル」は、多次元参照スキームの一般的なインスタンスを示す。
ベクトル・キー記号 （{E,R,C,I}） が示すように、ベクトル・キーは、単純に連結され
た４つの別個の１ワードのバイナリ数字（ 例えば、 {1,38,1,5} （環境 #1, リポジトリ
 #38, コンテキスト #1 および アイテム #5））である。３２ビット・マシン（１ワード
に対して４バイト）では、ベクトル・キーの４つの要素の各々が、一般に３０ビット・バ
イナリ整数（即ち、230 = 0 から 1,073,741,824 （ベース10））に拘束される（しかし
、全３２ビットが使用できる）。従って、全ベクトル・キーは、 230 × 230 × 230 × 
230 = 2120 個の異なるアイテムを参照または識別できる。
【０１６０】
　多次元参照モデルは、広く拡張可能である。単一ロケーションで始め、第２、第３を等
を追加することが可能である。後で、ロケーションは複数の環境に分割される。単一ロケ
ーションに対して、 {0,1,1,5} が有効なベクトル・キーであり、唯一のリポジトリのコ
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ンテキスト #1 の第５のアイテムを参照する。後で、もし第２のリポジトリが追加された
ら、それはリポジトリ #2 になる。第１のリポジトリのデータに対して、何も変える必要
はない。１つの環境／リポジトリからのデータは、アプリケーションによって、他の任意
の環境（または、リポジトリ）から混乱なしに読める。
【０１６１】
　ＫｎＯＳアイテム：
　ＫｎＯＳアイテムは、アプリケーションとは独立した基本的なデータ構造に基づく。図
１３「ＫｎＯＳアイテムの構造」は、アイテムの概念的および完全に形成された物理的表
現の両方を示す。物理的表現は、右側に示される。アイテムは、可変数のワード（３２ビ
ット・マシンでは、各ワード = ３２ビットまたは４バイト）から成り、ここでは４ワー
ド／行で示される。
【０１６２】
　右側に示される行×列テーブル表現は厳密に説明目的であり、アイテムの実際のインプ
リメンテーションを表現しない。１８行×４列構造は、実際には存在しない。図１３に示
される「Duane Lewellyn Nystrom, Esq.」アイテムは１８×４＝７２ワードをもたないが
、むしろ７１ワードをもつ。行６の灰色セルは存在しない。実際には、アイテムは可変長
レコードである。図１３に示されるアイテムの行×列表現は、アイテム自体のベクトル・
キー（および、関連するアイテムのベクトル・キー）を読むことを容易にすることを意図
する。アイテム自体のベクトル・キー（または、アイテムのＶＫセット）に関しては、ワ
ードの４列がベクトル・キー {E,R,C,I} の次元を表す。さもなければ、４列はアイテム
に対する意味をもたない。
【０１６３】
　アイテムの４ワードの第１の「行」は、図１３のアイテムに対する主要な自己参照ベク
トル・キー {1,38,1,5} である。１２ワードから成る第２，第３，および第４の「行」が
アイテムの 「マップ」を与え、如何にして可変長アイテムの残りを読むかを記述する。
図１３のアイテム・マップは、「|Duan|e Le|well|yn N|ystr|om, |Esq.|」と示されるよ
うに、アイテムの データ・インスタンスが次の７ワードであることを述べる。
【０１６４】
　また、各アイテムが所定のアイテム（データ・インスタンス、データ値、概念）に対し
て定義された全ての連想の和を完全にカプセル化するように、各アイテムは、（ベクトル
・キー・セットと呼ばれる）分類された（次元付きの）セットに配列された関連するアイ
テムの無制限の数のベクトル・キーを連鎖してカプセル化する。単一のアイテムの内部の
異なるＶＫセットは、異なる型（または、分類）の連想に対応し、一般に４つの主要な型
がある。図１３のアイテム・マップは、第１に３つの（各々が４ワードの）「parent」ベ
クトル・キーのＶＫセットがあり、次に２つの「child」ベクトル・キーのＶＫセットが
あり、次に２つの「link」ベクトル・キーのＶＫセットがあり、２つの「related」ベク
トル・キーのＶＫセットが続くことを示す。「parent」「child」「link」および「relat
ed」がＫｎＯＳにより使用される関係（意味論的コンテキスト）の４つの一般的な分類（
または、次元）であり、「is」「has」「does」および「goes with」の意味論的コンテキ
ストを表しているよう見える。任意の数の他の意味論的コンテキストがいつでも追加でき
、ＫｎＯＳによって無制限に課される。
【０１６５】
　もし所望するなら、追加的な関係する要素がアイテムに埋め込まれる。これらは、アイ
テム埋込要素（または、「ＩＥＥ」）と呼ばれる。ＩＥＥＥはデータ（例えば、部品番号
、 住所、またはＶＫセット）であり、他のアイテムを参照する。図１３は、「Duane Lew
ellyn Nystrom, Esq.」アイテムが埋め込まれた電話番号（「514-824-9949」）および住
所 （「3307 Blake Lane, Unit 47」）を有することを示す。また、埋込要素は別々のア
イテムとしても表され、主要なＶＫセット次元の１つを通して、または単一ベクトル・キ
ーまたはＶＫセットの何れかとして埋込要素に生成された第２の次元を通して明白に参照
される。
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【０１６６】
　埋込アイテム・データは任意である。もし人間についてのリポジトリに入力される殆ど
のクェリも人間の電話番号を要求し、どの独立したクェリも電話番号により行われないな
ら（即ち、誰が電話番号「514-824-9949」を有するのか？）、これらの値を各人間アイテ
ムに埋め込むことも納得できる。さもなければ、「電話番号」は右側にあるコンテキスト
である。例えば、もしリポジトリがクェリを電話番号によってサポートしなければならな
いとしたら、電話番号を埋め込むことは、全アイテムに含まれる（全埋込アイテムもＡＳ
ＣＩＩ辞書に追加されるまで（次節を参照）、相互参照され、従って、２分木検索によっ
て識別可能かつアクセス可能な）データを通した完全なサーチ無しでは機能しない。
【０１６７】
　ＫｎＯＳのコンテナの各型はアプリケーションとは独立した基本的なデータ構造であり
、その中では構造的に合同で、自己参照し、およびコンテンツをカプセル化し、ＫｎＯＳ
を使用して構築された任意のアプリケーションから完全に独立している。最低レベルから
最高レベルまでリストにしたＫｎＯＳコンテナに対して仮定した分類スキームは、アイテ
ム、コンテキスト、リポジトリ、環境である。コンテキストはいくつかのアイテムを収容
し、リポジトリはいくつかのコンテキストを収容し、環境はいくつかのリポジトリを収容
する。用語「コンテキスト」は特定の型のコンテナを参照し、即ち、コンテナはコンテキ
スト的定義または分類（即ち、人、顧客、製品、会社、種、色、部品番号 ...）によりグ
ループ化された全アイテムを論理的に収容することを銘記する。
【０１６８】
ＫｎＯＳコンテキストおよびリポジトリ：
　図１８の左半分「コンテキストおよびアイテム構造」は、アイテムのコンテキストを示
す。図１８の右側は、その様に含まれたアイテムの１つを示す。構造的に、アイテムおよ
びコンテキストの間に違いはない。アイテムはメンバを有し、メンバはベクトル・キーの
ＶＫセットである。コンテキストは追加メンバを有し、追加メンバはアイテムである。
【０１６９】
　コンテキストでは、たとえ同じ構造および同じ数のワード要素をもっていても、アイテ
ム・メンバのベクトル・キーはリテラル {E,R,C,I} ではない。定義によると、所定の数
のコンテキストは、他の全てのメンバの同じコンテキスト、およびコンテキスト自体でさ
え有するのと同一の「Ｅ」「Ｒ」および「Ｃ」値を有する。従って、アイテム（Ｉ）値だ
け（または、ベクトル・キーの４つの要素の一番右）が、コンテキストのアイテム・メン
バのベクトル・キーで維持されるのに必要である。他の３次元（即ち、「Ｅ」「Ｒ」およ
び「Ｃ」）への供給は、「物理的ロケータ」インデックス、バイト中のアイテム・サイズ
、ステータス、および状態フラグに対して使用される。全メンバのベクトル・キーは記憶
された順番でアイテム（Ｉ）値により維持でき、アイテム（Ｉ）値はコンテキストの任意
の指定されたアイテムの迅速なルックアップを可能にする。
【０１７０】
　また、コンテキストのこのメンバ情報の使用も、図１６「 {0,6,8,2} を物理的媒体に
配置」に示される。図１６のアイテム #3 は、コンテキストを示す。アイテム #4 および
 #5 は、コンテキストのメンバ（２ペアに４ワード）を示す。通常の {E,R,C,I} では、
「Ｉ」は４番目の位置にある。「Ｅ」「Ｒ」および「Ｃ」はコンテキストの中に維持され
る必要がないので、コンテキストのメンバ・ベクトル・キーは、一番左の位置にある「Ｉ
」から始まる。これらの {E,R,C,I} は {I,R,N,O} としてより良く記述され、アイテム、
相対、次、およびオフセットを意味する。左から右へ読むと、コンテキストのメンバ・エ
ントリはアイテムの実際の数を与え、（最後の２つの位置Ｎ，Ｏを参照する）アイテム・
ロケータ・ディレクトリの相対位置が続き、ディスク上で遭遇する次のアイテムの数が続
き、アイテムのデータ・インスタンスへのページ・オフセットが続く。
【０１７１】
　類似の状況が、リポジトリ・コンテナと一緒に存在する。リポジトリの場合、メンバが
コンテキストを記述し、コンテキストはベクトル・キーが {C,R,N,O} としてより良く記
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述されることを意味し、コンテキスト、相対、次、およびオフセットを意味する。左から
右へ読むと、リポジトリのメンバ・エントリはコンテキストの実際の数を与え、（最後の
２つの位置Ｎ，Ｏを参照する）コンテキスト・ロケータ・ディレクトリの相対位置が続き
、ディスク上で遭遇する次のコンテキストの数が続き、コンテキストのデータ・インスタ
ンスへのページ・オフセットが続く。図１７「リポジトリ構造」が、これを図示する。
【０１７２】
　図１６は、 {E,R,C,I} = {0,6,8,2} であるアイテムに対して、アイテム #2 へのコン
テキスト・メンバ ベクトル・キーは {I,R,N,O} = {2,3,6,7} であり、コンテキスト #8 
へのリポジトリ・メンバ・ベクトル・キーは {C,R,N,O} = {8,3,1,5} であることを示す
。 {E,R,C,I}, {I,R,N,O} または {C,R,N,O} の何れでも、全てがベクトル・キーであり
、グループ化されるか分類されるときは、ＶＫセットとして参照される。
【０１７３】
　これは、ＫｎＯＳのコア・パワーを図示し、アイテムは、ディスク媒体に埋め込まれた
アイテムのベクトル・キー、および論理的－物理的ディレクトリだけを用いて配置できる
。 {C,R,N,O} 形式のＶＫセットは、ディスク・リポジトリ・ディレクトリである。 {I,R
,N,O} 形式のＶＫセットは、ディスク・コンテキスト・ディレクトリである。ＫｎＯＳは
、任意のアイテムを、その {E,R,C,I} を最初にそのコンテキストの {C,R,N,O} と、次に
そのリポジトリの {I,R,N,O} と比較することにより配置および検索できる。
【０１７４】
　アイテムに対する配置およびフェッチ・プロセスの第１のステップは、正しい環境を配
置することである。環境から、 {C,R,N,O} 形式のリポジトリ・ディレクトリはアクセス
可能である。
【０１７５】
　リポジトリ・ディレクトリを使用して、ＫｎＯＳはトランザクション（この場合には {
0,6,8,2}）により参照される {E,R,C,I} を {C,R,N,O} と比較する。{C,R,N,O} = {8,3,1
,5} は、 {0,6,8,2} と一致する（即ち、 {E,R,C,I} の「Ｃ」が {C,R,N,O} の「Ｃ」値
と一致する）リポジトリ・メンバ・エントリである。この場合、リポジトリ・ディレクト
リ・エントリの「５」の「Ｏ」値は、親コンテキストを含むディスク媒体上のページに対
するオフセットを与える。
【０１７６】
　コンテキスト・ディレクトリを使用して、ＫｎＯＳはトランザクション（この場合には
 {0,6,8,2}）により参照される {E,R,C,I} を {I,R,N,O} と比較する。 {I,R,N,O} = {2,
3,6,7} は、 {0,6,8,2} と一致する（即ち、 {E,R,C,I} の「Ｉ」が {I,R,N,O} の「Ｉ」
値と一致する）コンテキスト・メンバ・エントリである。この場合、コンテキスト・ディ
レクトリ・エントリの「７」の「Ｏ」は、親アイテムを含むディスク媒体上のページに対
するオフセットを与える。
【０１７７】
　図１７および図１８は、論理的－物理的「ディレクトリ」の上記要素を物理的－論理的
「ディレクトリ」からセグメント化する他のアクセス方法を図示する。ディスク・ロケー
ションのための物理的－論理的「ディレクトリ」は、各リポジトリ・コンテナのＶＫセッ
トに配置され、ＲＡＭロケーションのために、ＫｎＯＳ自体の環境コンテナに配置される
。ＲＡＭおよびディスク・ロケータの両方のためのページＩＤオフセット参照は統合され
、別々のオペレーティング・システム・メモリおよびディスク管理サブシステムに対する
必要性を除去する。ページＩＤによる全メモリ配置および配置解除は、ＫｎＯＳにより管
理される。物理的レイヤ読み出し／書き込みだけがハードウェア・ドライバにより操作さ
れ、ハードウェア・ドライバはページＩＤオフセットに割り込み、それらをＲＡＭおよび
ディスク・システムの潜在的な物理的構造にマップする。
【０１７８】
コンテキスト名およびアイテム・データ・インスタンス：
　全ＫｎＯＳコンテキストは、コンテキストのアイテムのコンテンツを記述し分類する名
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前を有する。同様に、コンテキストの各アイテムは特有の データ・インスタンスを所定
のコンテキストの内部で表現し、所定のコンテキストは、如何にしてユーザが各アイテム
をコンテキストの内部で識別するかという意味で名前として可視化される。それらは識別
のために使用されるので、コンテキストの中で各アイテムにより表現されるコンテキスト
の名前およびデータ・インスタンス値は、特有であるべきである。多くのコンテキストお
よびカプセル化されたアイテムはユーザによって一意に命名できるが、出来ないものもあ
る。
【０１７９】
　名前付きと名前無し命名されないＫｎＯＳ概念を説明する一番簡単な方法は、それをリ
レーショナル・モデルと比較することである。データ（３ＮＦ）の正規化されたテーブル
がＫｎＯＳによって同化されるとき、テーブルの各列がＫｎＯＳコンテキストにマップさ
れる。次に、ＫｎＯＳが１つのカプセル化されたアイテムが各コンテキストの内部で創出
され、各コンテキストの名前 = 各々特有の、列のゼロでないセル値であり、ＫｎＯＳの
データ・インスタンスに対応する。これは、ＫｎＯＳアイテムとして、テーブルの各列で
見出される特有の各データ値を同化する。もし「color」がテーブルの列にあれば、「col
or」はＫｎＯＳコンテキスト（属性、または列）の名前であり、種々の color 自体（ pi
nk, green, lavender ）が「color」コンテキストの内部で参照されるアイテムである（
即ち、「green」は、「color」コンテキストの特定のアイテムのデータ・インスタンスで
ある）。もし「age」がコンテキスト（属性、または列）ならば、 age （1, 2, 3 ... n
）に帰する基数は age のデータ・インスタンスである（即ち、「１４」は age データ・
インスタンスである）。列の特有の各データ・インスタンス（即ち、個々のＡＳＣＩＩ値
）は「データ・インスタンス」であり、各データ・インスタンスはベクトル・キー参照を
有するアイテムに関連する。図１３「ＫｎＯＳアイテムの構造」の実施例では、データ・
インスタンス = 「Duane Lewellyn Nystrom, Esq.」である。
【０１８０】
　もし色「brown」が３ＮＦテーブルの２つの異なる列で遭遇したら、２つの異なるデー
タ・インスタンスおよび２つの異なるアイテムが創出されたと考えられる（各列に１つの
「brown」アイテム）。（２つの異なる名前を有すると思われる）２つの列は、例えば、
「hair color」および「eye color」であり、「hair color」および「eye color」は関係
の２つの異なる意味論的コンテキストである。「brown」は、２つの非常に異なる独立し
たコンテキストで、個人の髪の毛の色、および個人の目の色として独立に個人に関連する
ことを銘記する。ＫｎＯＳは、これを別々のコンテキストとして同様に実施し、１つは「
Hair Color」および１つは「Eye Color」として命名され、「brown」は各々におけるアイ
テムのデータ・インスタンスである。
【０１８１】
　従って、創出されたコンテキストは、列のようなコンテキストであると考えられる。行
連想をＫｎＯＳに記録するために、行を表現するためのＫｎＯＳコンテキストも必要であ
る。もしユーザが行の値を３ＮＦテーブルで命名できたら、一般にテーブルはテーブルの
ＰＫとして１属性（列）を有する主リレーションである。その様な場合、テーブルのＰＫ
を表現する１つのＫｎＯＳコンテキストは、テーブルに対する行プロキシである。
【０１８２】
　もしリレーショナル・モデルの主要なテーブルがＰＫとして機能する単一の列を有する
なら、それは命名されたテーブルである。ＰＫ列の値は、テーブルの各行（または、リレ
ーションのタップル）を一意に識別する。主要なテーブルがＫｎＯＳにより同化されると
き、テーブルのＰＫ列はＫｎＯＳの行プロキシ・コンテキストになる。図２「主リレーシ
ョンの同化」に示されるように、「Stock」主リレーションは、２つの列「Stock」および
「Price」を有する。これらは、ＫｎＯＳの内部に、「Stock」および「Price」と命名さ
れた２つのコンテキストとして同化される。「Stock」はテーブルのＰＫ（または、行の
特有の識別子）なので、ＫｎＯＳの「Stock」コンテキストは、自動的に行のようなコン
テキストである。構造においては他の任意のＫｎＯＳコンテナとは異ならないが、そのア
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イテムは同化されるテーブルの行（Stock テーブルの各行に対する１つのＫｎＯＳアイテ
ム）を表現する。
【０１８３】
　対照的に、「Price」コンテキストは、 Price 列の特有の各ゼロでないセル値に対する
１つのアイテムを有する。もし「$9.99」がテーブルの Price 列に２５２回現れたら、Ｋ
ｎＯＳは「$9.99」の１つの「Price」アイテムだけを有する。
【０１８４】
　これは、命名された場合（特有のＰＫとして働く単一の列を有する主リレーション）を
図示する。もしテーブルが異なる種類の主リレーション（例えば、「人間」テーブル）で
あり、人間の名前が特有でなければ、他の単一列をＰＫ（例えば、社会保障番号、または
従業員番号）として有する必要がある。
【０１８５】
　２または３以上の列が３ＮＦテーブルのＰＫとして必要とされるときはいつも、テーブ
ルはリレーショナル・モデルの連想リレーションと呼ばれ、２または３以上のテーブルと
関連することを意味し、各々は３ＮＦの中にある。これらはＦＫリレーションである。図
３「連想リレーションの同化」は、タップルがユーザにより命名できない連想リレーショ
ンを示す。この Stock-Order テーブルは、２つの主リレーション（ Stock および Order
 ）を関連付ける。 Stock-Order テーブルのＰＫは Stock + Order である。特に、もし
数千の「Stock」アイテムおよび数千の「Order」アイテムが存在したら、任意のユーザが
、リレーションの各タップルに対するこの組合せを知っていそうもない。「Stock」およ
び 「Order」の間の連想の組合せ（連想リレーションのタップル）は、大き過ぎて各行に
対する名前を記憶できない。
【０１８６】
　例えば、誰も「Stock」アイテム「Pinto Beans」が「Order」アイテム「1111」に関連
するのを知ることを期待しない。その様な場合、ユーザは「Order」アイテム「1111」に
関連する全「Stock」アイテムの表示を求め、所望する「Stock」アイテムを表示から選択
する。または、逆に、ユーザは「Stock」アイテム「Pinto Beans」に関連する全「Order
」アイテムの表示を求め、所望する「Order」アイテムを表示から選択する。
【０１８７】
　もし単一の名前列が３ＮＦテーブルに存在しなければ、連想リレーションのように、テ
ーブルのプロキシに対する別々のＫｎＯＳコンテキストがＫｎＯＳで例示されなければな
らない。この特別な行のようなコンテキストの名前は、おそらくリレーショナル・テーブ
ルの名前である。これは、図３「連想リレーションの同化」に図示される。「Stock-Orde
r」リレーションの「Stock」「Order」および「Qty」列は（上記主リレーションのように
）列のようなコンテキストに同化され、 Stock-Order テーブルは（名前プロキシとして
）「Stock-Order」コンテキストに同化される。この行のようなコンテキストのＫｎＯＳ
アイテムは実際の名前をもたず、人工的な名前（1*, 2*, 3*, ...n*）だけをもつことを
銘記する。これが、命名されないリレーションと呼ばれる理由である。
【０１８８】
　いったん行のようなＫｎＯＳコンテキストの同化が識別されたら、バイナリ関連が各行
の各列値の参照に対して確立する。これは、図５「ＫｎＯＳコンテキストへの関係の同化
」に図示される。２つの行のようなコンテナが存在し、１つは Stock-Order 連想リレー
ションのため、１つは Stock 主リレーションのためのものであり、それぞれコンテキス
ト「３」および 「１」である。
【０１８９】
　リレーショナル・モデルの主リレーションに埋め込まれた行関係は、「Stock」および
「Price」コンテキストに、アイテム間のバイナリ連想として、各非キー属性列へ、各行
の「Price」およびＰＫ ＫｎＯＳコンテキストの各列のアイテム（この場合には、「Stoc
k」）の場合に記録される。図５に示されるように、これは、各列の各データ値に対して
創出されたアイテムに対するベクトル・キーだけを使用して達成される。同じことが、連
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想リレーション Stock-Order の行に対しても行われる。
【０１９０】
　要約すると、もしリレーショナル・モデルのタップルが特有の名前（ＩＤ）を有する１
つの列をもつなら、それは主要な（または、命名された）リレーションと考えられる。Ｋ
ｎＯＳに同化されるとき、命名されたリレーションはテーブルの各列に対する１つのＫｎ
ＯＳコンテキストに変わる。タップル名を含む単一の列は、テーブルに対する行プロキシ
として扱われるＫｎＯＳコンテキストにマップする。もしリレーショナル・モデルのタッ
プルが複数の属性（または、列）をＰＫにもつとき、連想または命名されないリレーショ
ンと考えられる。命名されないリレーションに対して、ＫｎＯＳはリレーションに対する
プロキシとして機能する人工的なコンテキストを創出する。リレーションの全ての列の全
てのデータ値は、行毎に、各列コンテキストからこの人工的な（プロキシ）名前コンテキ
ストに関連する。
【０１９１】
関係（意味論的コンテキスト）の次元：
　連想分類は、ＫｎＯＳに対する基本的な概念である。ＫｎＯＳの一般的な実施例では、
アイテムの間の全ての連想は４つの自然なカテゴリに分類され、４つの自然なカテゴリは
アイテム参照に対する４つのデフォルトのＶＫセットに対応する。４つの連想分類は、図
１３に「parent」「child」「link」および「related」として示される。自然な関連型の
以下の説明は、実施例アイテムとして「cat」を使用する。
【０１９２】
　Parent: アイテムＢはアイテムＡの「parent」または「分類」であるという意味で、ア
イテム「Ａ」はアイテム「Ｂ」に属する。「child」は「parent」に属するという意味で
、サブジェクト・アイテムはターゲット・アイテムまたは分類に属する。もしサブジェク
ト・アイテムが「cat」なら、ターゲット・アイテムは、例えば、「animal」「feline」
または「pet」である。
【０１９３】
　Child: アイテムＡはターゲット・アイテムＢを所有、生成、もしくは分類するという
意味で、または「parent」が「child」もしくは「children」を有するという意味で、ア
イテム「Ａ」はアイテム「Ｂ」を有する。例えば、「cat」は「fur」「sharp teeth」お
よび「claw」を有する。
【０１９４】
　Link: アイテムＡは参照されたアイテムＢに従事、起動、または責任を負うという意味
で、アイテム「Ａ」はアイテム「Ｂ」を行う。例えば、「cat」は「eat」「nap」および
「meow」する。
【０１９５】
　Related: 類似または社会的条件がアイテムＡを何らかの方法でアイテムＢに関連付け
るという点で、アイテム「Ａ」はアイテム「Ｂ」と同調する。例えば、我々の社会では、
「cat」は「dog」「mouse」および「jazz」（即ち、「cool」 cat および 「hep」 cat）
と関連する。これは連想リンクの最も弱いカテゴリであるが、広い概念検索において極め
て有用である。加えて、アイテムは、類似または類似性（例えば、単一の言語シノニム、
または複数言語用語等価）により「related」される。
【０１９６】
　関連するアイテムへの全ての参照を分類することの長所は、一般に、ブール論理積演算
を使用してベクトル・キーの論理積を決定するＫｎＯＳ「プーリング」オペレーションで
合致しなければならないベクトル・キーの数を本質的に減少させることである。
【０１９７】
　例えば、薬品試験所は、抗菌薬感受性に対して組織標本を試験する。これらの試験のデ
ータ・インスタンスは名前無しである。何故ならば、試験がリレーショナル・モデルの連
想リレーションだからである。試験所のコンピュータ・システムは、「人工的な」名前を
各試験に対して、例えば、料金請求目的のために与える。特定の試験に対する人工的な名
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前は「23A-3&44-2121222-Jason」であり、ＫｎＯＳは所定の人工的な名前を試験アイテム
のデータ・インスタンスとして記録する。しかし、このデータ・インスタンスを知り、思
い出し、認識するユーザがいないので、アクセスをサポートする値はない。代わりに、試
験データ・インスタンス = 「23A-3&44-2121222-Jason」を配置しようとするユーザは、
出来れば識別に近づくように十分な手掛かりを与えなければならない。例えば、ユーザは
、2002年7月12日に「Jason Lee」によって行われた試験を見ることを求める。２つの手掛
かりと一緒に提出されたそのクェリは、ゼロ、１、または多くの考えられる結果を生成す
る。 Jason が7月12日に行った全ての試験をユーザが見るとき、シークしているものを突
き止めることが出来る。この実施例では、試験を行う試験所の技術者および日付は「pare
nt」リンクとして分類される。2002年7月12日の Jason Lee の試験を探すとき、ＫｎＯＳ
だけが試験アイテムの「parent」ＶＫセットを Jason および 2002年7月12日の「child」
ＶＫセットと一緒に「pool」して、ベクトル・キーの一致を見付けなければならない。
【０１９８】
　実際には、関連型に対する分類の任意のマッピングは、ＫｎＯＳによりサポートされる
。上記にリストされた４つの型は図示が目的であり、 human メモリに対して基本的であ
るが、コンテキストによる連想のグループ化を以下に考えるかに対する単なる示唆である
。
【０１９９】
　今、関係次元の正確な意味論的コンテキストを考慮する。リレーショナル・モデルの殆
どの専門家は、スキーマを設計し意味論的コンテキスト（ビジネス・ルール）を記録する
ために Peter Chen のエンティティ－関係モデルを使用する。殆どの場合、 ビジネス・
ルールは、「is」または「has」である。質問は、意味論的コンテキストが実際には有益
かどうかである。図８「データ表示の比較」に示される意味論的モデル等価物を考える。
【０２００】
【表１】

【０２０１】
　上記各々の場合、意味論的コンテキスト（ビジネス・ルール）は、「is」および「has
」とサブジェクト（または、ターゲット値）の組合せである。この実施例は、リレーショ
ナル・モデルの全実世界インプリメンテーションの大部分で真を保持し、それが非商用Ｒ
ＤＢＭＳが意味論的コンテキストをＥ－Ｒモデルから実施する理由である。この意味論的
コンテキストは連想を分割または分類するための良い候補ではなく、それはサーチされな
ければならない関連のベクトル・キーのボリュームを減少させることが出来ないことを意
味し、ＤＢＭＳの性能に対する利益がないことを意味する。しかし、以下のように意味論
的コンテキストを再分類することは、著しい性能向上をもたらすことが出来る。
【０２０２】
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【表２】

【０２０３】
辞書システムおよびＡＳＣＩＩ変換:
　辞書システムはＡＳＣＩＩのために記憶されたリストを維持する独立型リポジトリであ
り、ＡＳＣＩＩセット（１－２５５）の全ての文字、従って、アルファベットの全ての文
字（大文字および小文字）に対して、単一の桁数（0, 1, 2, 3, 9）、等を含む。ＫｎＯ
Ｓ辞書システムが実施できる多くの異なる方法が存在する。また、追加できる辞書の数に
は、理論的限界が存在しない。全ての科学、言語、言語の句に対する新しいＡＳＣＩＩ辞
書を追加できる。また、ユニコードの辞書も、一連の知識に基づくアジア言語または他の
複雑な文字セットのサポートで実施できる。加えて、辞書は、任意のトークン、記号セッ
ト、および任意の値セットを実施するために創出できる。以下はＡＳＣＩＩインプリメン
テーションの１つの型であり、アーキテクチャの長所を図示するが、可能な辞書インプリ
メンテーション方法または技術の範囲または多様性を制限するものではない。
【０２０４】
　図１５「ＡＳＣＩＩ変換」に示されるように、リポジトリ #6 へのアクセスが、各アイ
テムのデータ・インスタンスのＡＳＣＩＩ値の最初の２つの文字に基づくときに十分早い
ことが明らかになる。もしその仮定が誤りであると証明されていたら、アイテムのデータ
・インスタンスの更に多くの文字がインデックス化される。その結果、２つの辞書コンテ
キストは、環境 #1, リポジトリ #6 （コンテキスト #1 および #2）の内部に配置される
。第１のコンテキストは全コンテキスト名およびリポジトリのアイテム・データ・インス
タンスの第１の文字に割り当てられ、第２のコンテキストは全コンテキスト名およびアイ
テム・データ・インスタンスの全ての第２の文字に割り当てられる。２つの辞書コンテキ
ストに対する多次元参照は、 {1,6,1,0} および {1,6,2,0} である。
【０２０５】
　各辞書コンテキストは、正確に２５５個のアイテムを有する。ＡＳＣＩＩ文字はベース
１０の整数０－２５５に変換される必要はない、何故ならば、８ビットＡＳＣＩＩ文字は
、「00000000」から「11111111」の８ビットバイナリ整数（または、ベース１０の０から
２５５）として自然に読み込まれるからである。ベース１０の数字０－９は、ＡＳＣＩＩ
文字 #48 - #57 である。アルファベットの２６個の大文字はＡＳＣＩＩ文字 #65 - #90 
であり、小文字は #97 - #122 である。「Duane Lewellyn Nystrom, Esq.」の最初の２つ
のＡＳＣＩＩ文字（即ち、大文字「Ｄ］および小文字「ｕ」）は、各々ＡＳＣＩＩ文字６
８および１１７である。
【０２０６】
　データ・インスタンスが「Duane Lewellyn Nystrom, Esq.」であるアイテムが人間コン
テキストにベクトル・キー {1,38,1,5} を用いて追加されるとき、アイテムのデータ・イ
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ンスタンスの最初の２つの文字に対するベクトル・キーも各２つの辞書コンテキストに追
加される。データ・インスタンスが「Duane Lewellyn Nystrom, Esq.」（即ち、 {1,38,1
,5}）であるベクトル・キー・アイテムは、各２つの辞書コンテキストに大文字「Ｄ」（{
1,6,1,68}）および小文字「ｕ」（{1,6,2,117}）に対する「child」ＶＫセットの内部で
各々追加される。換言すれば、アイテム {1,6,1,68} および {1,6,2,117} は、「child」
ＶＫセットの内部でベクトル・キー {1,38,1,5}を各々含み、アイテム {1,38,1,5} は「p
arent」ＶＫセットの内部でアイテム {1,6,1,68} および {1,6,2,117} に対するベクトル
・キーを含む。
【０２０７】
　ＫｎＯＳベクトル・キーを「Duane Lewellyn Nystrom, Esq.」に対して検索する第１の
ステップは、ＫｎＯＳアイテムを、ＡＳＣＩＩ大文字「Ｄ」 {1,6,1,74} および ＡＳＣ
ＩＩ小文字「ｕ」 {1,6,2,117} に対してコンテキスト {1,6,1,0} および {1,6,2,0} か
ら各々検索することである。多くの異なるコンテキストからの多くのアイテムは、ＡＳＣ
ＩＩ大文字「Ｄ」から始まり、多くの異なるコンテキストからの多くのアイテムはＡＳＣ
ＩＩ小文字「ｕ」をアイテムのデータ・インスタンスの第２の文字として有する。しかし
、ずっと少ないアイテムは両方の条件を満たし、更に少ないアイテムは人間コンテキスト
, {1,38,1,0} に属する。
【０２０８】
　ＡＳＣＩＩ大文字「Ｄ」およびＡＳＣＩＩ小文字「ｕ」に対するＶＫセットは、制御と
してターゲット・コンテキスト （E,R,C,I} = {1,38,1,0} を有するベクトル・プールに
配置される。プーリング・オペレーションは、フォーム {1,38,1,X} の何れのベクトル・
キーが両方のＶＫセットに含まれるかを決定する。 {1,38,1,X} 制御要素（この場合には
  {1,38,1,5}）に対応する２つのＶＫセットの小さい方にある一番下のベクトル・キー要
素で始めると、ＫｎＯＳは一致を探す他のＶＫセットの最適化された２分木検索を行う。
もし一致が見付かれば、図示されるように、値が答えプールへ動かされる。このサーチは
、２つのＶＫセットの小さい方の制御フォームの全要素がターゲットＶＫセットでサーチ
されるまで継続する。図１５に示される実施例では、２つのベクトル・キーはプール基準
（ {1,38,1,5} および {1,38,1,24} ）に一致する。
【０２０９】
　次のステップは、参照されたフェッチを２つのアイテム {1,38,1,5} および {1,38,1,2
4} の各々に発行することである。これは２つのアイテムを、１つはデータ・インスタン
ス = 「Duane Lewellyn Nystrom, Esq.」と一緒に、１つはデータ・インスタンス = 「Du
ane Lee Guy, Jr.」と一緒に戻す。複数ＡＳＣＩＩ値での単純な文字列比較が、「Duane 
Lewellyn Nystrom, Esq.」の広域的ベクトル・キーが {1,38,1,5} であるという所望する
結果を与える。これは、ＡＳＣＩＩ変換と呼ばれるプロセスを完了させる。
【０２１０】
　辞書インプリメンテーションの他の方法は、コンテキストのＡＳＣＩＩ符号化アイテム
の単一のセットから成る。ＡＳＣＩＩ文字を構成するデータ・インスタンスを有する各ア
イテムに対して、ＶＫセットとして埋込要素に索引を付けられ、第２の他の文字インスタ
ンス発生を表すＡＳＣＩＩの１または複数のセットが使用される。これは、第１の文字の
要素としての発生により既にフィルタをかけられた第２、第３、および以降の文字の連想
を有する従来の方法を超える長所を有し、プーリング・オペレーションは第３および以降
の文字でだけ行われる。
【０２１１】
ＫｎＯＳオペレーション:
　図１０「ＫｎＯＳオペレーション」は、如何にしてＫｎＯＳが、図１に示されるリレー
ショナル・モデル・オペレーションと比較されるコア・オペレーションを行うかの実施例
を示す。答えられる仮定の質問は、「全 stock orders の white beans の総額は幾らか
？」である。リレーショナル・モデルは、この質問に（１）「Stock-Order」リレーショ
ンからの射影「Stock」および「Qty」、（２）「Stock」リレーションから「White Beans
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」を選択、（３）射影と選択の結合により答える。結果は拡張され、合計されて $53.80 
を得る。
【０２１２】
　上記のリレーショナル議論は、索引付けの議論を除外している。ＫｎＯＳに対して、索
引付けオペレーションは、辞書コンテキストで行われるＡＳＣＩＩ変換から「White Bean
s」に対するベクトル・キーを決定すること、および Stock コンテナを用いて検索された
アイテムのＶＫセットを「プーリング」することを継続する。プロセスは図１５「ＡＳＣ
ＩＩ変換」に図示され、上記に記述される。いったん「White Beans」に対するＫｎＯＳ
ベクトル・キー {0,6,1,3} がＡＳＣＩＩ索引付けオペレーションから決定されたら、Ｋ
ｎＯＳは同じ質問に参照されたフェッチを用いて以下のように答える。
【０２１３】
　ステップ #1 - どの stock-orders が white beans のためのものか？データ・インス
タンス = 「White Beans」を有するアイテム {0,6,1,3} を「Stock」コンテナからフェッ
チする。アイテム {0,6,1,3} から「Stock-Order」コンテキストへの任意のＶＫセット参
照（フォーム {0,6,3,X} のベクトル・キー、即ち {0,6,3,1} & {0,6,3,5} ）を抽出する
。
【０２１４】
　ステップ #2 - 関連する量は何か？アイテム {0,6,3,1} & {0,6,3,5} を「Stock-Order
」コンテキストからフェッチし、「Qty」コンテキストへの任意のＶＫセット参照 {0,6,5
,X} を抽出する。答えは、それぞれ {0,6,5,1} & {0,6,5,3} である。 {0,6,5,1} & {0,6
,5,3} を「Qty」コンテキストからフェッチし、データ・インスタンス「１」および「３
」を各々が有するアイテムを得る。
【０２１５】
　ステップ #3 - white beans の価格は幾らか？ （上記（１）から ...）アイテム {0,6
,1,3} から 「Price」コンテナへのＶＫセット参照を抽出する（フォーム {0,6,2,X} の
ベクトル・キー、即ち、 {0,6,2,3} ）。アイテム {0,6,2,3} を「Price」コンテナから
フェッチして、データ・インスタンス「$13.45」を有するアイテムを得る。
【０２１６】
　ＫｎＯＳ結果は拡張され、合計されて $53.80 を得る。アイテム {0,6,2,3} をフェッ
チするステップは、参照されたフェッチである。何故ならば、アイテム {0,6,2,3} は、
参照およびＫｎＯＳアドレスの両方だからである。
【０２１７】
　上記のことは、要求された情報を直接的にルックアップすることにより行われる。また
、ＫｎＯＳは、「プーリング」と呼ばれるこのオペレーションの僅かに異なるバージョン
も有する。「 Pinto Beans に対してどの stock-orders が Qty <= 2の Qty を有するか
？」のような更に困難な質問をすると仮定する。この質問に答えるオペレーションが、図
１１「プーリングの実施例」に示される。「プーリング」オペレーションでは、ＶＫセッ
トがデータベースから所定の選択基準 （stock-orders, Pinto Beans, Qty <= 2）を使用
して抽出され、ブール演算を使用しての直接的な整数の比較のために「pool」に配置され
る。第１のステップは、 Qty コンテキストからデータ・インスタンス <= 2 であるそれ
らのアイテムを検索し、「pool」に配置することである。次に、「Pinto Beans」に対す
る Stock コンテキスト・アイテムから検索し、「pool」に配置する。最後に、 Stock-Or
der コンテキストのベクトル・キー（即ち、 {0,6,3,0} ）を検索する。整数比較をベク
トル・キーの最初の３つの構成要素（即ち、 {E,R,C}）で「フィルタリング」として知ら
れるプーリング・オペレーションを使用して行い、結果（この場合には {0,6,3,X} ）を
得る。整数比較の結果 {0,6,3,2} は、質問に対する答えである。
【０２１８】
物理的媒体上でのデータのロケーション：
　ＫｎＯＳインプリメンテーションの各リポジトリは、ディスク・ベース（または、メモ
リ・ベース）のシステムのファイルに類似するコンテナとして記憶される。アイテムのベ
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クトル・キーだけが、それを物理的媒体に配置するために必要である。もしアイテムのベ
クトル・キーが既知でなければ、（図１５「ＡＳＣＩＩ変換」、および上記に記載の）Ａ
ＳＣＩＩ変換プロセスを使用して最初に決定しなければならない。図１６「アイテム {0,
6,8,2} を物理的媒体に配置」に示されるように、アイテム（例えば、 {0,6,8,2} ）をそ
のベクトル・キーに基づいて検索するための６つのステップが存在する。
【０２１９】
　ステップ #1 - コンテキスト・インデックス。リポジトリ・ファイルから検索する第１
のデータベース・アーティファクトは、（この場合には、リポジトリ #6 のための）リポ
ジトリのコンテキスト・インデックスである。コンテキスト・インデックスは順序付けら
れた一連の２つの部分から成るエントリを含み、１つのエントリは特定のリポジトリの全
てのコンテキストに対する。コンテキスト・インデックス・エントリの第１の部分は、リ
ポジトリの内部のコンテキストの実際の数であり、ベクトル・キーの「Ｃ」次元である。
ここに示される最初の４つのエントリは、リポジトリ #6 の最初の４つのコンテキスト（
コンテキスト #1, #2, #7 および #8）を表現する。コンテキスト・インデックスは順序
付けられているので、図１６の実施例から、コンテキスト #3, #4, #5 および #6 は何ら
かの理由で削除されるか、単に決して追加されないことが明らかである。コンテキスト・
インデックス・エントリの第２の部分は、コンテキスト・ロケータの一連の各コンテキス
トである。エントリの第２の部分は、リポジトリ #6 のコンテキスト #8 はコンテキスト
・ロケータの第３のコンテキストであることを示す。
【０２２０】
　ステップ #2 - コンテキスト・ロケータ。リポジトリ・ファイルの次のアーティファク
トはコンテキスト・ロケータと呼ばれ、コンテキスト・ロケータはコンテキスト・インデ
ックスと同じ正確な物理的構造を有する。類似のコンテキスト・インデックス、コンテキ
スト・ロケータもリポジトリの各コンテキストに対する２つの部分から成るエントリを有
するが、コンテキスト・ロケータは順序付けられたリストではない。コンテキスト・ロケ
ータはコンテキスト・インデックスにより索引を付けられたリストである。上記のステッ
プ #1 は、リポジトリ #6 のコンテキスト #8 がコンテキスト・ロケータ・リストの第３
のコンテキスト・エントリであることを決定する。コンテキスト・ロケータ・リストのコ
ンテキスト #8 のエントリの第１の部分（即ち、「#1」）は、コンテキスト #8 が直ぐに
コンテキスト #1 を物理的媒体上で処理することを示す。コンテキスト・ロケータ・エン
トリの第２の部分は、コンテキスト #8 がリポジトリ・ファイルのコンテキスト・セクタ
の第５の「ページ」で始まることを示す。これもまた、「５のオフセット」と呼ばれる。
ページ・サイズは、データ・オブジェクト細分性および殆どのＫｎＯＳオブジェクトの平
均サイズに関するリポジトリ管理に対して最適であるように定義される。無駄なスペース
を最小限にし、アクセス処理能力を最大にし、動的可変長アイテムを扱うために、非常に
きめ細かいアプローチが一般に使用される。しかし、ページ・サイズは、どの様な記憶媒
体が使用されても、およびどの様なデータ・オブジェクト・サイズが一般的であっても実
行時において適合するように、および読み出し専用のデータマート、またはデータマイニ
ング・アプリケーション、またはトランザクション毎に更新される多くのアイテムを有す
るリアルタイム動的データ・モデルの何れでもＫｎＯＳの主要な目的に適合するように定
義される。マルチメディア・アプリケーションでは、大きなデータ・オブジェクト（例え
ば、イメージまたは音ファイル）が、典型的なページサイズを定義する。アプリケーショ
ンとは関係なく、１つの規則はどの２つのＫｎＯＳオブジェクトも（コンテキストまたは
アイテムの何れでも）同じページの内部に含まれると言うことである。もし所定のオブジ
ェクトがページを満たさなければ、ページの残りは空白のまま残される。
【０２２１】
　ステップ #3 - コンテキストＢＬＯＢ。リポジトリ #6 の各コンテキスト、および各コ
ンテキストの各アイテムは、リポジトリ #6 の物理的媒体にＢＬＯＢとして記憶される。
上記ステップ #2 で得たロケーション（即ち、「５のオフセット」）に基づいて、リポジ
トリのコンテキスト・セクションの第５のページで始まるディスクのトラック／セクタを
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バッファする。バッファされたディスクトラック／セクタは、コンテキスト #8 により占
められた４ページよりも多い情報を含むであろう。コンテキスト #8 に対するヘッダは、
リポジトリのファイルのコンテキスト・セクションの第５のページで始まる。最初の４ワ
ードはコンテキストのベクトル・キー（この場合には {0,6,8,0} ）であり、コンテキス
トのアイテム・マップが続く。コンテキスト #8 に対するアイテム・マップは、コンテキ
ストの内部が配置されたアイテム・インデックス、およびアイテム・ロケータであること
を示す。これら２つのリストは、構造およびコンテキスト・インデックスおよびコンテキ
スト・ロケータに対する目的が類似する。
【０２２２】
　ステップ #4 - アイテム・インデックス。コンテキスト #8 のアイテム・マップに基づ
いて、コンテキストのアイテム・インデックスをコンテキスト #8 ＢＬＯＢから検索する
。アイテム・インデックスは、順序付けられた一連の２つの部分から成るエントリを含み
、１つのエントリは特定のコンテキストの全てのアイテムに対するものである。アイテム
・インデックス・エントリの第１の部分はコンテキストの内部のアイテムの実際の数であ
るか、またはベクトル・キーのＩ次元である。ここに示される最初の４つのエントリは、
コンテキスト #8 の最初の４つのアイテム（アイテム #1, #2, #5 および #6）を表現す
る。アイテム・インデックスは順序付けられているので、図１６の実施例から、アイテム
 #4 および #5 が削除されたことが明らかである。アイテム・インデックス・エントリの
第２の部分は、アイテム・ロケータの一連の各アイテムである。エントリの第２の部分は
、コンテキスト #8 のアイテム #2 がアイテム・ロケータの第３のアイテムであることを
示す。
【０２２３】
　ステップ #5 - アイテム・ロケータ。コンテキストＢＬＯＢから検索する次のアーティ
ファクトはアイテム・ロケータと呼ばれ、アイテム・ロケータはアイテム・インデックス
と同じ正確な物理的構造を有する。アイテム・インデックスと同様に、アイテム・ロケー
タもコンテキストの各アイテムに対して２つの部分から成るエントリを有するが、アイテ
ム・ロケータは順序付けられたリストではない。アイテム・ロケータは、アイテム・イン
デックスにより索引を付けられたリストである。上記のステップ #4 は、リポジトリ #6 
のコンテキスト #8 のアイテム #2 がアイテム・ロケータ・リストの第３のアイテム・エ
ントリであることを決定する。アイテム・ロケータ・リストのアイテム #2 のエントリの
第１の部分（即ち、「#6」）は、アイテム #2 が直ぐにアイテム #6 を物理的媒体上で処
理することを示す。アイテム・ロケータ・エントリの第２の部分は、アイテム #6 がリポ
ジトリ・ファイルのアイテム・セクタの第７の「ページ」で始まることを示す。これもま
た、「７のオフセット」と呼ばれる。また、ページ・サイズは、殆どのＫｎＯＳオブジェ
クトのサイズに対して最適なように定義される。何故ならば、どの２つのＫｎＯＳオブジ
ェクト（コンテキスト、またはアイテムの何れか）も、同じページに含まれないからであ
る。もし所定のオブジェクトがページを満たさなければ、ページの残りは空白のままにさ
れる。
【０２２４】
　ステップ #6 - アイテムＢＬＯＢ。コンテキスト #6 の各アイテム、およびリポジトリ
の各コンテキストは、リポジトリ #6 の物理的媒体上にＢＬＯＢとして記憶される。上記
ステップ #5 で得られたロケーション（即ち、「７のオフセット」）に基づき、リポジト
リのアイテム・セクションの第７のページで始まるディスクのトラック／セクタをバッフ
ァする。バッファされたディスクのトラック／セクタは、アイテム #2 により占められる
２ページよりも多い情報を保持する。アイテム #2 に対するヘッダは、リポジトリのファ
イルのアイテム・セクションの第７のページで始まる。いつものように、オブジェクトの
最初の４ワードはアイテムのベクトル・キー（この場合には {0,6,8,2} ）であり、アイ
テムのアイテム・マップが続く。
【０２２５】
　これは、アイテム {0,6,8,2} を物理的媒体に配置するのに必要なステップを完了させ
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る。前記６つのステップは、物理的媒体アクセスの論理的議論であることを銘記する。（
ステップ #3 からの）コンテキストＢＬＯＢ、および（ステップ #6 からの）アイテムＢ
ＬＯＢは、「オフセット」目的の別々のファイル・セクションとして考えられる。実際に
は、図１６に示される６つのＫｎＯＳオブジェクト全てが、リポジトリ #6 であるファイ
ルの内部の同じ隣接する物理的媒体で索引を付けられる。コンテキストおよびアイテムは
構造が非常に類似して見え、オブジェクト・ヘッダの「オブジェクト型」により区別され
る。また、「オフセット」（ロケータ）は「有効アドレス」であり、参照されたページＩ
Ｄは記憶媒体の内部アーキテクチャによって間接的に導出される。
【０２２６】
物理的媒体の更新：
　ＫｎＯＳ「リポジトリ」は、ＢＬＯＢのファイルから成る。図１６「アイテム {0,6,8,
2} を物理的媒体に配置」に示されるように、ＢＬＯＢは参照によって独立にアクセスさ
れる。図１９および図２０「アイテム {0,6,8,2} を物理的媒体上で更新する－Ｉ＆ＩＩ
」に示されるように、コンテキストＢＬＯＢおよびアイテムＢＬＯＢは、リポジトリ・フ
ァイルで混合され、特定の順序にはない。ＢＬＯＢは、効率的運用のためＫｎＯＳに順番
に並ぶことを要求しない。何故ならば、全ての必要な情報は、各ＢＬＯＢでカプセル化さ
れたからである。順序独立性は、ＫｎＯＳがカプセル化の特定のフォームから得る中心的
長所の１つである。ＫｎＯＳデータ構造の各ＢＬＯＢは、ロケーションに対して索引を付
けられる。ディスク上の一連のＢＬＯＢは、ＫｎＯＳオペレーションの結果ではない。何
故ならば、各ＢＬＯＢは、その特定のＢＬＯＢに対して関連する適切な全知識を用いて完
全にカプセル化されるからである。
【０２２７】
　各ＢＬＯＢ（コンテキストまたはアイテムの何れか）はディスク上に配置された特定の
数のページに割り当てられるので、各ＢＬＯＢの最後のページは空白スペースを含む。ペ
ージ・サイズは、ページ上に出来るだけ少ない空白スペースを有する１ページ上に殆どの
ＢＬＯＢを収容するように確立される。好ましい実施例では、ページ・サイズはアプリケ
ーションの最適化要求、平均ＢＬＯＢサイズ、およびＢＬＯＢが記憶される物理的媒体の
構造化された性質に基づいて決定される。
【０２２８】
　全ＢＬＯＢは、各更新によりサイズが増減する。もし更新の後に、ＢＬＯＢがページの
割り当てられた数字をまだ要求していたら、更新された形式でディスクに書き戻され、ペ
ージの同じブロックに書き戻される。もし更新の後に、ＢＬＯＢが以前のページ割当より
も多い（または、少ない）ページを要求したら、ＫｎＯＳがディスクを更新するのに必要
な最小仕事を評価する。ＢＬＯＢの多様なサイズは、アプリケーションによって変化する
。一般に、ＢＬＯＢが大きくなるほど、それを動かすのは好ましくない。もし拡張したＢ
ＬＯＢが（それ自体のスペース）＋（次のＢＬＯＢに対して配置されたスペース）にまだ
適合するなら、拡張したＢＬＯＢは元のオフセット位置に戻され、次のＢＬＯＢを過程の
外へ動かす。
【０２２９】
　ＫｎＯＳは、アイテムのベクトル・キーを占めているロケータ内部へ関連するインデッ
クスを用いて、ページＩＤ参照により割り当てられた全ての隣接するページ・ブロックの
メモリに常駐する「registry」を維持できる。全てのアイテムのこの物理的－論理的マッ
ピングは、完全連想モデルを使用して実施されるメモリおよびディスク管理の異なるスキ
ームを可能にし、１つはＫｎＯＳの内部に全体が含まれ、従って、１つは第三者にディス
ク・オペレーティング・システム（または、メモリ管理システム）を動作させることを要
求しない。
【０２３０】
　追加空白スペース管理コンテキストが、データ・インスタンスが利用可能な隣接するペ
ージの数である１組のアイテム（例えば、データ・インスタンスが「１」に等しいアイテ
ムは、全１ページ割当のリストである、等）を用いて各リポジトリで例示でき、各アイテ
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ムは、ＶＫセット、ページ・ロケータ参照を、サイズ が各アイテムのデータ・インスタ
ンスであるリポジトリ・ファイルの使用された部分の内部で、割当解除された全ての隣接
するページ・ブロックへの索引として有する。
【０２３１】
　もしＢＬＯＢサイズ増加および減少の多少の配布があれば、以下のスペース・レジスト
リ・スキームが好ましい。
【０２３２】
　このインプリメンテーションでは、ＫｎＯＳは単に更新されたＢＬＯＢをディスクに再
配置する。これを行うために、ＫｎＯＳは、空白スペース・コンテキストの（データ・イ
ンスタンスが更新されたＢＬＯＢに要求されたページの数である）アイテムに索引を付け
る。そのアイテムのページＩＤ参照リストから、要求されたページ数の最後に追加された
隣接するページ・ブロックのページＩＤを得て、更新されたＢＬＯＢを新しいロケーショ
ンにコピーし、ＢＬＯＢアイテムに対する適切なロケータ参照を更新し、ページＩＤを空
白スペース・コンテキストのアイテムのページＩＤ参照リストから削除する。次に、Ｋｎ
ＯＳは、以前に占められたページ・ブロックを、（ＩＤがページ数である）空白スペース
・コンテキストのアイテム、ページＩＤ参照リストに追加する。
【０２３３】
　例えば、もしＫｎＯＳオブジェクトが現在５ページを要求しており、７ページを要求す
るために更新されたら、ＫｎＯＳは最初にスペース・レジストリをチェックして、隣接す
る７ページを有する利用可能な「オフセット」が存在するかを見る。もし存在したら、Ｋ
ｎＯＳは（ａ）利用可能な７ページのオフセットの１つを取り、（ｂ）新しいスペースを
スペース・レジストリから削除し、（ｃ）更新されたＫｎＯＳオブジェクトをそのロケー
ションに書き込み、（ｄ）エントリの後半をコンテキストまたはアイテム・ロケータの何
れかにおいて新しいオフセット・ロケーションを用いて更新し、（ｅ）古い空の５ページ
・オフセット・ロケーションをオープン・スペース・レジストリに追加する。もし要求さ
れた正確なページ数の利用可能なオープン・スペースが無ければ、図１９に示されるよう
に、ＫｎＯＳは更新されたオブジェクトをファイルの終わりに付加する。
【０２３４】
　時間が経つとこのディスク管理スキームを用いて、割当解除されたページの中には、リ
ポジトリ・ファイル全体に発展するものもある（図１９の実施例を参照）。全ディスク・
スペースが問題でない限り、これらのホールは問題をＫｎＯＳに提示しない。ＲＤＢＭＳ
とは異なり、ディスクが混乱するにつれてＫｎＯＳ処理能力効率が著しく低下しない。デ
ィスク上の一連のＢＬＯＢは、アクセス・スキームに対して重要ではない。ＫｎＯＳに関
する限り、ディスク・ファイルは本来的に混乱している。
【０２３５】
　もしディスク稼働率が顧客に対して許容できない低さになれば、ＫｎＯＳはバックグラ
ウンド・オペレーションを開始し、ＢＬＯＢの間で割当解除された任意のページを削除す
る方法で、リポジトリのＢＬＯＢを新しいファイルへコピーする。参照ＩＤにより為され
る、ＢＬＯＢを順番に配列する試みは無い。しかし、ＢＬＯＢは、コンテキストの内部で
のアイテムＩＤ順序に従ってコピーできる。これは、全アイテムをリポジトリで線形化し
、もしコンテキスト・コンテンツがリポジトリからそのまま要求されることが多ければ、
ディスク・ヘッド・シークタイムを減少させることが出来る。さもなければ、既存のＢＬ
ＯＢ順序が新しいディスク領域にコピーされる。コピーの目的は、ＢＬＯＢを端と端を接
して配置し、ＢＬＯＢの間の割当解除された任意のページを削除することである。これは
、ＫｎＯＳの現在のオペレーションを乱すことなく行われる。もし移動された任意のＢＬ
ＯＢがオペレーティング・システムによりアクセスされたら、コピー・プロセスの終わり
まで更新は単にキャッシュされ、キャッシュされた更新がディスクに書き込まれる。
【０２３６】
　他のスキームでは、図１９に示されるような「eviction」方法が使用される。この方法
を用いて、割当解除されたページ問題は事実上存在しない。もし起動されたら、各アイテ
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ムが増大するにつれて、増大するのに必要なスペースは、過程の内外でスペースを占める
アイテムを、リポジトリの使用された部分の終わりの空白スペース、またはスペース・レ
ジストリで見付かった適合サイズの空ページ・ブロックの何れかへ動かすことによって供
給される。次に、もたらされたスペースが、増大したアイテムに割り当てられる。アイテ
ムは殆どのアプリケーションで増大しようとするので、如何なる空白スペースもアイテム
は過程をクリアすることにより得て、結局は増大を続けるアイテムになじむ。この方法で
は、アイテムを削除することにより残されたスペースは、メモリで処理するアイテムに割
り当てられるか、または新しいか移動されたアイテムへの再割当のためにスペース・レジ
ストリに追加されるかの何れかである。
【０２３７】
コンテンツ・アウェアネス：
　ＫｎＯＳインプリメンテーションは、キーワード・サーチ、および限定されたテキスト
・サーチ機能を、構造化されたデータ・アプリケーションの中心的実施例の一部としてサ
ポートできる。例えば、構造化されたデータ・アプリケーションを有する企業も、テキス
ト・サーチ、およびキーワード・サーチ機能を全従業員のレジュメに提供する要求を有す
る。以下は、それが如何にしてＫｎＯＳで行われるかである。
【０２３８】
　第１に、各人のレジュメは、人間アイテムの埋込アイテムとしてマルチ・ページＰＤＦ
形式（Adobe システム）で追加される。次に、レジュメは、図１３「ＫｎＯＳアイテムの
構造」の埋込アイテム（即ち、電話番号、および住所）と類似して出現する。レジュメの
ＰＤＦはＢＬＯＢとして単に記憶されるか、または各人間のアイテムの内側のＢＬＯＢと
比較される。
【０２３９】
　第２のステップは、「Keyword」コンテキストを確立して配置することである。このコ
ンテキストは、全レジュメの（結合、アーティクル、等でない）自明でない各ワードに対
して１つのアイテムを含む。ワード自体は、キーワード・コンテキストの各アイテムに対
するアイテムのデータ・インスタンスである。新しい（または、改訂された）レジュメが
人間コンテキストに追加されるときはいつも、特定の人間に対する以前の全ての連想キー
ワード参照が削除され、レジュメの各々の特有の自明でない全てのワードに対する新しい
連想参照がキーワード・コンテキストに追加され、もちろん、特定の人間のアイテムに対
して双方向である。キーワード・コンテキストの各アイテムは、人間コンテキストの正し
い人間アイテムに対するベクトル・キーを含む。例えば、もしレジュメ・ワードが「carp
entry」なら、データ・インスタンス = 「carpentry」であるキーワード・アイテムは、
ベクトル・キーの特定のＶＫセットを、レジュメにワード「carpentry」を有する全ての
人間に対して含む。
【０２４０】
　テキスト・サーチをレジュメで行うために、ユーザはサーチのためにワードの文字列を
入力しようとする。各サーチ・ワードは最初にＡＳＣＩＩに変換され、各サーチ・ワード
に対するキーワード・アイテム・ベクトル・キーを決定する（これが如何に行われるかの
実施例のために図１５「ＡＳＣＩＩ変換」を参照）。次に、各サーチ・ワードに対する正
しいキーワード・アイテムが人間コンテキストと一緒に「プール」され、どの人間アイテ
ムがそれら正確なワードをもつレジュメを有するかを決定する。この手続きは、図１１「
プーリングの実施例」に示された「プーリング」オペレーションと同じである。プーリン
グ・オペレーションの結果は、レジュメが全てのサーチ・キーワードを有する全ての人間
に対するベクトル・キーのリストである。人間データ・インスタンスのリストはユーザに
戻るか、または人間アイテムの単純な検索は実際のレジュメを埋込ＰＤＦとして生成する
。
【０２４１】
　ＰＤＦ形式のレジュメを各人間アイテムに追加することは、相当なサイズを各人間アイ
テムに追加する。もし人間アイテムの日常的使用がレジュメを要求しないなら、レジュメ
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の実際のＰＤＦをレジュメと呼ばれる別々のタグ・セット・コンテキストに埋め込むこと
が処理能力効率のために有利である（タグ・セット・コンテキストの説明は以下を参照）
。次に、実際のレジュメＰＤＦは必要なときだけ検索され、個人アイテムが検索される各
時間には検索されない。実際には、これは、何かが埋込アイテムとしてベース・アイテム
に含まれるべきかどうかの一般化された試験の一部である。
【０２４２】
旧式のデータベースをＫｎＯＳデータベースに同化する：
　実際問題として、殆ど全部の企業がデータの旧式のリポジトリをテーブル形式でもって
いる。ＤＢＭＳとしてのＫｎＯＳ発明の有用性は、テーブルに記憶された多量の旧式のデ
ータを吸収し同化する機能により大部分が判断される。大体は、この旧式のデータは調整
されていない単層ファイルに存在し、理想的な正規（３ＮＦ）形式には存在しない。Ｋｎ
ＯＳは、完全に正規化されたリレーショナル構造を吸収したときに最も良く機能する。
【０２４３】
　１組の正規化された（３ＮＦ）リレーショナル構造、および関連するデータは、うまく
定義されたプロセスによりＫｎＯＳコンテキストおよびアイテムへ変換または同化できる
。リレーショナル・データベースは３つの型の正規化されたリレーション（テーブル）（
命名された（主リレーション）、命名されない（連想リレーション）、およびルックアッ
プ）から成り、各々はＫｎＯＳへ 別々に同化される。このセクションは最初に、如何に
して図１「リレーショナル・データ・モデル」に示されるリレーショナル・データベース
がＫｎＯＳに同化されるかを記載した。殆どの旧式のアプリケーションは（リレーショナ
ル・テーブルではない）単層ファイルを使用するので、セクションの残りは、如何にして
単層ファイルが処理されて、あたかもリレーショナル・データベースかのように同化目的
をカバーするかを記載する。
【０２４４】
命名された（主要な）リレーションを同化する：
　名前は、リレーション（テーブル）の各タップル（行）に与えられる特有の識別子であ
る。名前として適格であるものに対して、それは特有でなければならず、ユーザがそれを
識別できなければならない。ユーザが命名できるリレーショナル・タップルがあり、他は
命名できないことは紛れもない事実である。これは、ユーザが命名するには複雑すぎるリ
レーションがあるからである。命名されないタップルは、手掛かりをそれらの存在に与え
ることによってのみ記述できる。
【０２４５】
　リレーショナル・モデルでは、命名されたリレーションは最も頻繁に呼ばれる主リレー
ションである。命名されたリレーションの特別な場合、ルックアップ・リレーションは、
主リレーションとは考えられない。これらに対して、以下の「ルックアップ・テーブルの
同化」のセクションを参照。図１－図２では、 Stock 主リレーションは命名されたリレ
ーションであり、そのタップルは「Pinto Beans」、「Kidney Beans」、「White Beans」
および「Wax Beans」と命名される。命名されたリレーションの他の全ての特有の列は、
１つの列として各コンテキストに同化される。以前に記載したように、ＫｎＯＳコンテキ
ストは、リレーショナル列または属性に類似する。
【０２４６】
　図３に示されるように、 Stock 主リレーションは２つのＫｎＯＳコンテキスト（１つ
のコンテキストは「Stock」属性に対して、１つのコンテキストは「Price」属性に対して
）同化される。もしより多くの属性が Stock リレーションに存在したら、特有の各属性
はそれ自体のコンテキストをＫｎＯＳに有する。もしコンテキストが同じなら、属性はＫ
ｎＯＳと特有の基準に基づいて同化する。もし 「Price」属性が同じ関係コンテキスト（
例えば、何かの価格）の４つの異なるリレーションに出現したら、ＫｎＯＳは１つの「Pr
ice」コンテキストだけを有する。次に、 Stock 主リレーションの各タップルは、ＫｎＯ
Ｓの命名された属性コンテキスト（この場合には、「Stock」コンテキスト）のアイテム
に割り当てられる。命名された各行は、アイテムを命名されたコンテキストに有しなけれ
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ばならない。図２に示されるように、 Stock リレーションの４つの行は「Stock」コンテ
キストの４つのアイテムを意味し、１つは命名された各アイテムに対するものである。主
リレーションの他の全ての属性に対して、１つのＫｎＯＳアイテムは属性の特有の各値に
対して創出される。「price」属性に対して、異なる各価格に対する１つのアイテムが存
在する。この場合、４つの価格は４つのアイテムを意味する。もし「Pinto Beans」およ
び「Kidney Beans」の両方が１ケース当たり $11.10 かかれば、「Price」コンテキスト
は３つのアイテム（即ち、 $11.10, $13.45 および $18.72）だけを有する。
【０２４７】
　命名されたリレーションの各タップルは、多くの埋込関係を表現する。関係を各タップ
ルの内部に記録するために、ＶＫセットは各コンテキストに挿入され、「Stock」および
「Price」の間の関連を完全に記述する。完全な同化は、図５に示される。命名された各
リレーションは、この方法で同化される。
【０２４８】
命名されない（連想）リレーションを同化する：
　リレーショナル・モデルでは、命名されないリレーションが最もよく呼ばれる連想リレ
ーションである。何故ならば、それがリレーションの複雑な関連を記述するために使用さ
れ、ＦＫによって定義されるからである。その複雑さのために、一般に連想リレーション
は個々のタップルを参照する便利な名前をもたない。図３「連想リレーションの同化」に
示されるように、 Stock-Order リレーションは連想である。図８「データ表示の比較」
の下部に示されるように、それは、命名された Stock （「Pinto Beans」、「Kidney Bea
ns」、「White Beans」および「Wax Beans」）を命名された顧客注文番号 （#1111, #111
7, #1118, および #1119）に関連付ける。連想リレーション Stock-Order は２つの命名
されたリレーション（Stock および Order）を関連付けるが、それ自体は命名されたリレ
ーションではなく、ユーザがリレーションの個々のタップルを直接的に命名できないこと
を意味する。
【０２４９】
　リレーショナル・モデルに対して、ＫｎＯＳ設計は、命名されたコンテキストに全ての
リレーションに対してリレーションのタップルを表現することを要求する。だから、もし
所定のリレーションが名前無し（タップルが単一のＰＫ属性によって一意に識別できない
）ならば、ＫｎＯＳは別々のプロキシ命名されたコンテキストを特定のリレーションに要
求する。図３に示されるように、ＫｎＯＳのプロキシ「Stock-Order」コンテキストは、
（リレーショナル・タップルが名前無しであるのと同じ理由で）名前をアイテムにもたな
い。特別なプロキシ・コンテキストをリレーションに対して創出する以外に、命名されな
いリレーションは同一の方法で命名されたリレーションに同化される。
【０２５０】
　命名されたリレーションと命名されないリレーションの違いは、図２－図３で最も明ら
かである。命名されたリレーションは、１つのＫｎＯＳコンテキストとしてリレーション
の全ての属性に対して別個のコンテキストを用いて同化され、命名されないリレーション
は、１つのＫｎＯＳコンテキストとしてリレーションの全ての属性に対して＋１つのプロ
キシ命名されたコンテキストを命名されないリレーション自体に対して同化される。図３
では、プロキシ・コンテキストは、コンテキスト #3 : Stock-Order である。
【０２５１】
　命名されないリレーションに対するいわゆるプロキシ・コンテキストは単なるリレーシ
ョナル・センスのプロキシであり、リレーショナル理論と比較して、それは命名されない
リレーションに対するプロキシであることを銘記する。ＫｎＯＳに関しては、他の任意の
コンテキストと区別がつかないのはコンテキストである。もし、リレーショナル・モデル
を先例とせずに、データ・モデルを最初から創出したら、規則が当てはまらない。代わり
に、ＫｎＯＳモデルは、１つの行のようなコンテキストを全ての概念に対して、および１
つの列のようなコンテキストを別個のコンテキストを有する全ての属性に対して保持する
。
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【０２５２】
　連想リレーションは、リレーション自体を表現する１つのＫｎＯＳコンテキスト、およ
びリレーションの特有の各属性に対する１つのＫｎＯＳコンテキストに同化する。 Stock
-Order リレーションは、プロキシ「Stock-Order」コンテキスト、およびリレーションの
「Stock」「Order」および「Qty」属性に対する１つのＫｎＯＳコンテキストに同化する
。図２と同様に、ベクトル・キーはＶＫセットに連結され、３つの属性をリレーションに
関連付けるリレーションを反映するコンテナでカプセル化される。
【０２５３】
　図５「ＫｎＯＳコンテキストへの関係の同化」は、如何にして命名されたリレーション
、および命名されないリレーションが同化の後にＫｎＯＳに出現するかを示す。図５の上
部の２つのリレーションは、構造に関してアプリケーションに大きく依存する。図５のリ
レーショナル・リレーション下部の５つのＫｎＯＳ構造は全て同じであり、特定のアプリ
ケーションに依存しない。各アイテムは同じ正確な物理的構造（ＶＫセット、および含有
される任意のアイテム埋込要素が続く名前（または、名前プロキシ）を含むデータ・イン
スタンスが続く自己参照ベクトル・キー）を有する。
【０２５４】
ルックアップ・リレーションを同化する：
　リレーショナル・データベース設計は、属性レベル一貫性を、ルックアップ・リレーシ
ョンと呼ばれる特別な命名されたリレーションにより達成する。ルックアップ・リレーシ
ョンは、所定の属性に対して許容される値のドメインを記録するために使用される平凡な
リレーションである。ルックアップ・リレーションは、２つの列（属性値に対するプロキ
シである人工的なキー（ＡＫ）、および属性データ値自体である名前）を有する。機能ア
プリケーション内部の許可は、誰が値を追加、編集、またはルックアップ・リレーション
から削除できるかを制限する。ドメインを制限された属性を使用する各リレーションでは
、ＡＫプロキシは常に属性データ値に取って代わる。
【０２５５】
　ルックアップ・テーブルは、ＫｎＯＳと同化する第１のものである。ＫｎＯＳがＡＫを
同化しないと仮定すると、各ルックアップ・リレーションは、１つのＫｎＯＳコンテナに
同化する。ルックアップ・リレーションを使用する命名されたテーブル、および命名され
ないテーブルがＫｎＯＳに同化されるとき、ＡＫプロキシ関係は、ルックアップ属性を表
現するコンテナへの直接的関係を支持して削除される。
【０２５６】
　例えば、リレーショナル・アプリケーションは、ちょうど３つの値（「red」、「blue
」および「green」）に対する属性「Color」を制限するために選択する。アプリケーショ
ンのユーザが他の色をリレーションに割り当てないことを保証するために、「Color」と
呼ばれるルックアップ・リレーションが、ちょうど３つのタップル（「red」、「blue」
および「green」）を用いて創出される。これらは、「１」、「２」および「３」の値を
有するプロキシ属性「Color Code」（ＡＫ）を各々割り当てられる。リレーショナル・デ
ータベースの残り全体を通して、プロキシ属性「Color Code」{1,2,3}が、「Color」{「r
ed」、「blue」、「green」}自体の代わりに使用される。
【０２５７】
　この実施例では、ＫｎＯＳは最初に、「Color」ルックアップ・リレーションをデータ
・インスタンス = 「red」「blue」および「green」である３つのアイテムを有する「Col
or」コンテキストに同化させる。ＡＫ「Color Code」がリレーションの同化に遭遇するた
びに、ＫｎＯＳは「Color Code」{1,2,3}ＡＫ属性を「Color」属性に対するＫｎＯＳベク
トル・キーを支持して削除し、３つのアイテムの１つを「Color」コンテキスト{「red」
、「blue」、「green」}で表現する。リレーショナル・データベースからの連想は保存さ
れるが、ＡＫ「Color Code」はＫｎＯＳインプリメンテーションで生き残らない。ＫｎＯ
Ｓベースの機能アプリケーションは、誰が「Color」コンテキストでアイテムを追加、編
集、または削除できる／できないかに関する類似した許可制御を設けなければならない。
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これは、ルックアップ・リレーションがリレーショナル・インプリメンテーションで遂行
する同じ属性レベル一貫性を行う。
【０２５８】
単層ファイルを同化する：
　前記３つのセクションは、如何にして完全に正規化されたリレーショナル・データベー
スがＫｎＯＳに同化されるかを記載する。しかし、多くのデータベースのＫｎＯＳ形式へ
の同化は、リレーショナル・テーブルではなく「単層ファイル」に由来する。また、単層
ファイルはテーブルであるが、正規化（命名された、命名されない、またはルックアップ
）のリレーショナル規則に従わない。単層ファイルは、特定のアプリケーションをサポー
トするユーザ「ビュー」によって代わりに編成される。その結果、単層ファイルは余りに
混乱していて、直接的に同化できない。
【０２５９】
　ＫｎＯＳ形式に同化されるために、以下のセクション（正規化と呼ばれるリレーショナ
ル・プロセス）に記載されるように、単層ファイルは最初にマークアップされなければな
らない。いったん各単層ファイルがマークアップされて、以下に記載するように準備され
たら、以前のセクションに記載されるように、ＫｎＯＳ形式に同化される。ＫｎＯＳ形式
に同化する前に、単層ファイルを準備して、リレーショナル・テーブルに分割する必要は
ない。マークアップは単層ファイルに適用されて、単層ファイルが、（命名された、命名
されない、またはルックアップ）リレーショナル・テーブルのようにソフトウェアによっ
て同化されることを可能にする。
【０２６０】
　以下のセクションは、リレーショナル・テーブルのように単層ファイルを解析およびマ
ークアップするためのプロセスを記載する。単層ファイルを同化するために、ＫｎＯＳは
以下に記載される単層ファイル・マークアップを読み込めるアシミレータ (assimilator)
 と呼ばれる１本の特殊目的のソフトウェアを必要とし、情報を単層ファイル形式からＫ
ｎＯＳ形式に変換する。
【０２６１】
不必要なデータを識別する：
　単層ファイルを変換する第１のステップは、不必要なデータを識別することである。時
間が経過するにつれて、単層ファイルに基づく任意のコンピュータ・システムはデータの
不必要な列を要求する。もはやアプリケーション・ソフトウェアによって使用されない単
層ファイルの内部の情報の列が存在する。データの不必要な列を識別する最も単純明快で
正確な方法は、単層ファイルの種々の列への新しいユーザ・ビューの所望するセットの各
要素をマップすることである。このプロセスは、ビューモデル化と呼ばれる。ビューは単
層ファイルの情報（最も一般にはスクリーン、レポート、およびインターフェース）との
任意のエンドユーザ対話である。この方法で、いったん単層ファイルが「ビュー」にマッ
プされたら、単層ファイルの列の多くは要求される任意の機能にアンマップされそうであ
る。単層ファイルのこれらの列は不必要なデータの候補であり、それらは同化されない。
【０２６２】
　不必要な列の初期マークアップは、情報が本当に必要でないことを確認するために、新
しいアプリケーションのユーザによりチェックされなければならない。不必要としてマー
クされた殆どの情報は、色々な出来事に追い越された旧式のアプリケーションの属性であ
る。情報は単層ファイルに配置され、以前のある時期に旧式のアプリケーションに役立つ
。旧式のアプリケーションが変更されて機能が削除されるとき、単層ファイルは訂正され
ず未使用の情報を削除する。旧式のアプリケーションが古いほど、データの更に多くの不
必要な列が単層ファイルに含まれる。
【０２６３】
　データの不必要な列候補は、情報を処理するための「単層ファイル」アプリケーション
・ソフトウェアによって使用される物理的表示（フラグ、インジケータ、等）であること
が多い。そのようのフラグ、およびインジケータは、新しいアプリケーションによって要
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求されてもされなくてもよい。そのようなフラグまたはインジケータの各々は、特定のフ
ラグまたはインジケータが他の手段（新しいアプリケーションのソフトウェア）によって
再確立できることを確認する新しいアプリケーションの挙動モデルと照合されなければな
らない。もしされなければ、フラグまたはインジケータを含む列が、同化のためにマーク
されなければならない。
【０２６４】
導出されたデータを識別する：
　第２のステップは、導出されたデータを識別することである。ユーザ・ビューにマップ
しない単層ファイルの情報の多くは、データの他の必要な列から直接的に導出できるデー
タ値である。導出されたデータ（例えば、数値の全列）は単層ファイルに配置され、コン
ピューティング・リソースの役に立つ。導出されたデータが新しいアプリケーションによ
って必要とされてもされなくても、それは決して同化されない。代わりに、導出されたデ
ータはユーザのアプリケーションによって実行時において導出されるか、または、もし導
出されたデータが記憶されたら、ＫｎＯＳによって同化の時に再度導出される。単層ファ
イルの導出されたデータの全ての列は、同化に対して不必要なように識別され、マークさ
れなければならない。
【０２６５】
　ＫｎＯＳに記憶される導出された任意のデータに対して、ファイル・マークアップは、
導出アルゴリズムを含まなければならない。アシミレータ・ソフトウェアの プリプロセ
ッサは、導出されたデータをアルゴリズムから再現しようと試み、単層ファイルに含まれ
る導出されたデータに対する差異をリポートする。そのような差異は、差異が有効である
こと（即ち、アルゴリズムが正確であること）を保証するために、新しいアプリケーショ
ンのユーザによりチェックされなければならない。
【０２６６】
複合情報を解決する：
　ステップ３は、複合情報の解決である。単層ファイルの複合情報は、ソートおよび印刷
のような特別な目的のために（または、特別なプロセッシング条件を起動するために）ア
トミック属性の連結から成る導出されたデータの形式である。複合情報のそのような各列
は、解析されて解決されなければならない。複合情報の列は、単層ファイルの他の任意の
列に出現しない必要なデータの１または複数のカーネルを含むことが多い。これらの場合
、単層ファイルは前処理されて、情報の必要なカーネルを複合属性から抽出し、それを単
層ファイルの新しい列に（同化目的で）配置する。いったん 必要なカーネルが単層ファ
イルの新しい列から抽出されたら、複合情報の列は不必要（および、同化されない）とし
てマークされる。
【０２６７】
レコードコピーをマークする：
　ステップ４は、複製を識別し、コピーまたはレコードをマークすることである。同化プ
ロセスの最も異なる部分は、情報の複製された列の間の同期エラーに関する。単層ファイ
ル全体の情報（属性）の列が、複製されそうである。複製された属性が同じ主キー値に対
して異なる値を有するときはいつも、同期エラーが発生する。同期エラーは識別されなけ
ればならず、レコードのコピーは同化（即ち、異なる値の何れが正確か）に対してマーク
されなければならない。属性の残りの複製は、不必要である（および、同化されない）と
してマークされる。
【０２６８】
　このプロセスの第１のステップは、複製された属性の主キーを識別することである。次
に、ＫｎＯＳ同化プリプロセッサは、主キーの特有の各値を複製された属性の全ての値と
比較しなければならない。理想的な状況では、主キーの単一の特有の各インスタンスに対
して、全ての複製された属性は同じ値をもつべきである（これが、結局、複製の意味であ
る）。プリプロセッサが多数の違反を見付けそうなこの条件をチェックするとき、複製は
本当の複製ではない。コンピュータ化されていないプロセスが、これらの異なる値の何れ
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が正確な値かを決定できる。主キーも誤って査定され、複製は本当の複製ではない（例え
ば、実際には、異なるアドレスは料金請求アドレス、送り状アドレス、等である）。これ
らの場合、複製された単層ファイル列に対して主キーを訂正することが、同期エラーを訂
正する。
【０２６９】
　同期していない本当の複製に対して、アナリストはアプリケーションのユーザにより同
期エラーを確認しなければならず、識別された各データの完全性エラーに対する処置を決
定しなければならない。最善の結果は特定の複製された列がレコードのコピー（即ち、同
化されるデータの列）であることを決定するユーザ人口に対するものであり、それにより
他の全ての複製された列が不必要である（および、同化されない）としてマークされるこ
とを可能にする。ユーザは、各同期エラーが個々に解決されることを要求する。この解析
の結果は、同化ソフトウェアによる使用に対して保存される。
【０２７０】
正規化されたテーブルを識別する：
　ステップ５は、単層ファイルの正規化である。単層ファイルの情報の残りの各必要な列
に対して、アナリストはその主キー（その列の値を一意に識別する単層ファイルの情報の
１または複数の列）を識別しなければならない。この行為は正規化されたリレーショナル
・テーブルを単層ファイルの内部で識別する。何故ならば、異なる各主キーが異なる正規
化されたテーブルを表現するからである。単層ファイルを別々の正規化されたテーブル構
造に分解する必要はない（情報の各列が正しい主キーでマークされたら（関連していたら
）、正規化されたテーブルは単層ファイルの内部で共存できる）。ＫｎＯＳでは、各主キ
ーは１つの行のようなコンテキストに一意に関連する。
【０２７１】
人工的なキーを識別する：
　ステップ６は、人工的なキーの識別および削除である。テーブルは人工的なキー（ＡＫ
）を有することが多く、人工的なキーは特有であるように創出された識別番号である。Ａ
Ｋは、長いＡＳＣＩＩ文字列であるか、または特異性問題を有するＰＫに取って代わるこ
とが多い。例えば、ユーザ名は個人テーブルの本当のＯＫであるが、名前は索引付け目的
のためには長すぎ、２人の人間が同じ名前を有するかもしれない。もし便利な特有の（社
会保障番号のような）数字ＰＫが存在したら、一般に単層ファイルはそれを保持する。も
し主リレーションを番号付けするための便利な特有の数字が存在しなければ、単層ファイ
ルはその目的のためのＡＫを保持する。もし、そのようなＡＫが単層ファイルに存在した
ら、それらは不必要であるとして識別されなければならず、同化されない。代わりに、正
しいＰＫを、ＡＫが取って代わられたユーザ-アクセス可能な属性の１または複数の列と
して識別する。
【０２７２】
　いったん正しいＰＫが各ＡＫに対して識別されたら、単層ファイルの任意の特異性問題
はアシミレータの前処理を用いて識別されなければならない。もし所定の正規化されたテ
ーブルに対する正しいＰＫが同じ値であるが異なるＡＫをもつなら、重複するＰＫ値はア
プリケーションのユーザにより解決されなければならない。同化のとき、値が特有になる
ように、スキームは決定されなければならない。解決スキームは、文字列（例えば、 Joh
n Paul Jones1, John Paul Jones2）の最後に整数を追加することに過ぎない。単層ファ
イルの正しいＰＫは、一貫性エラーを解決する前に特有の値に変換されなければならない
。
【０２７３】
複数主キー候補を選択する：
　ステップ７は、複数候補が存在するときにＰＫを選択することである。単層ファイルの
情報の必要な列は、そのＰＫに対して複数候補を有することが多い。これが起きるとき、
アナリストは複数キーを同化する最善の方法を決定しなければならない。候補の１つは、
ＫｎＯＳに対する主要なキーとして選ばれなければならない。全ての非キー列および残り
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の候補ＰＫは、同化の時の主要なキーに関連する。性能的理由のために、主要なＰＫを候
補の中から選ぶとき、いくらかのケアが行われる。
【０２７４】
　例えば、ユーザ名および社会保障番号は、個人テーブルに対して競合する候補ＰＫであ
る。命名された行のようなコンテキストが使用できてもできなくても、それは人間テーブ
ルに対して同化される。テーブルのレコードにアクセスするためにユーザによって使用さ
れることが多いものに基づいて、選択が行われるべきである。もしユーザが名前によって
人情報にアクセスすることが最も多ければ、人名は主要なキーに対する正しいデータ・イ
ンスタンス値である。
【０２７５】
　いったん主要なキーが選択されたら、他のＰＫ候補は処置のために評価されなければな
らない。もし人名がＫｎＯＳの人間コンテキストに対する正しい属性なら、ＳＳＮはそれ
に密接に結び付けられるべきである。特に、もし著しい独立したアクセスをもつなら、Ｓ
ＳＮはそれ自体のＫｎＯＳコンテキストをもつ。しかし、人名が使用される全ての時に、
ＳＳＮも要求されるようである。もしそうなら、それはＳＳＮを個人コンテキストのアイ
テム埋込要素として扱う性能に有利である。そのような決定は、同化の前に行われる。
【０２７６】
一貫性エラー（テーブル・レベル一貫性）を解決する：
　ステップ８は、テーブル・レベル一貫性の確立である。いったん、このマークアップが
完了したら、単層ファイルは前処理されて参照一貫性エラーを識別しなければならない。
単層ファイルのＰＫの所定の値が複数回だけＰＫが識別するデータの列に対する異なる値
によって出現するときはいつも、参照一貫性エラーが出現する。換言すれば、もし所定の
ＰＫが列Ａ，ＢおよびＣを識別しＰＫの所定の値（インスタンス）が複数回だけ出現した
ら、Ａ，ＢおよびＣの値は各出現に対して同じでなければならない。もし同じでなければ
、それは単層ファイルのテーブル・レベル一貫性エラーである。参照一貫性エラーは、２
つのこと（識別されたＰＫ構造が正しくないこと、または不正な値が単層ファイルに存在
すること）の中の１つである。いったん、ＰＫ構造エラーが訂正されたら、残りの不正な
値はアプリケーションのユーザにより確認および解決されるべきである。
【０２７７】
　異なるユーザ人口は、単層ファイルの参照一貫性エラーを訂正するための確認アプロー
チを有する。あるものは、同化ソフトウェアが、多数の値（例えば、最初の１つが遭遇す
るという推測）の１つを任意に選ぶことを可能にする。他は、各参照エラーが解析によっ
て解決されることを要求する。極端な場合、実際にはユーザが単層ファイルを再編成して
、エラーを削除してもよい。参照一貫性エラーを解決する方法は、特定のインスタンスに
おける精度に付随する重要性の程度に依存する。
【０２７８】
ルックアップ（属性レベル一貫性）を標準化する：
　ステップ９は、属性レベル一貫性の確立である。単層ファイルの多くの列は、ルックア
ップ値として識別される。これらの場合、ユーザは属性に対する値の範囲を指定して、属
性レベル一貫性を新しいアプリケーションで確立する。単層ファイルにおける値の範囲は
、ほぼ確実に、新しいルックアップ属性に対する値の所望する範囲に一致する。ＫｎＯＳ
同化ソフトウェアは、（単層ファイル・ルックアップ値）対（標準化されたルックアップ
値）のユーザ・マップを受け入れる機能を有する。最初に、アシミレータは、特定のルッ
クアップ列の値の範囲を、その列に対してユーザにより選択された値の標準的な範囲と比
較する。一致しない値は、一致する値にマップされる。このプロセスは、値の標準的なリ
ストにおける変化を必要とする（即ち、範囲外の値のいくつかは、標準的なリストを編集
したときにユーザが識別できなかった正しい値である）。いったん完了したら、ルックア
ップとしてラベルを付けられた任意の列を同化するときに、アシミレータ・ソフトウェア
はこの相互参照マッピングを使用する。
【０２７９】
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　これは、単層ファイルの処理を完了させる。今、それは、（命名された、命名されない
、およびルックアップ）リレーションのためのリレーショナル標準化規則、およびＫｎＯ
Ｓへの同化に適したリレーショナル標準化規則に一致するような方法でマークされる。
【０２８０】
拡張された構造（分類、およびコンテキスト）：
　いくつかのアプリケーションでは、特定のＫｎＯＳコンテキストは、非常に大規模なＶ
Ｋセットを有する連想スコープにおいて非常に複雑なアイテムを有する。極めて大きなア
イテムは、処理が更に困難である。何故ならば、それらのコンテキストが非常に広範だか
らである。もし、所定のコンテキストのコンテキストの処理が困難であれば、コンテキス
トのＶＫセットはコンテキスト（または、分類）に基づいて１または複数のタグ・セット
・コンテキストにカプセル化できる。
【０２８１】
　ＫｎＯＳタグ・セットは、分類または分類法をデータベースに記録するために使用され
るコンテキストの特別な型である。タグ・セット・コンテキストは、任意の独立したアイ
テムを保持しないことを除いて、標準的なコンテキストと同じ物理的構造をもつ。代わり
に、タグ・セット・コンテキストのアイテムは効果的に複製されるか、またはアイテムを
他のコンテキストで表現し、他のコンテキストはベースとして、またはタグ・セット・コ
ンテキストのコンテキストに基づいて参照される。タグ・セット・コンテキスト・アイテ
ムのＶＫセットは、何らかのサブセット、または対応する基になるコンテキスト・アイテ
ム、または新しく創出されたコンテキストに適用可能な連想の別個の新しいセットのＶＫ
セットにより定義された連想の分類の何れかを記録する。換言すれば、タグ・セット・コ
ンテキストは、連想の特定のコンテキストを、その中のアイテムに対するＶＫセットのサ
ブセットとして記録する。
【０２８２】
　３つの型のタグ・セット・コンテキスト（標準的、マルチパス、および複合）が存在す
る。標準的なタグ・セット・コンテキストは、任意の標準的なコンテキストから創出でき
る。マルチパス・タグ・セット・コンテキストは、他の標準的なタグ・セット・コンテキ
ストに基づく。複合タグ・セットは、１または複数のベース・コンテキストからのアイテ
ムの選択された収集で構成される。以下の議論は、分類を向上させるために３つの型全て
のタグ・セットの使用を記載し、コンテキストおよび性能を向上させる。
【０２８３】
　もし機能アプリケーションがそれを区別できたら、コンテキストは性能を向上させるこ
とだけをできることは明らかである。もし、分類法または分類がアクセスを行う機能アプ
リケーションに見えなければ、アプリケーションはコンテキストによって情報にアクセス
できない。もし特定のコンテキストがアプリケーションに見えなければ、ＫｎＯＳはコン
テキストからの改良の長所を取る基準をもたない。本当に、それは実際にはＫｎＯＳを遅
くする。何故ならば、ものを探すための場所を更に創出するからである。
【０２８４】
標準的なタグ・セット・コンテキスト：
　標準的なタグ・セット・コンテキストは、任意の標準的なＫｎＯＳコンテキストに基づ
く。標準的な場合には、タグ・セット・コンテキストは基になるコンテキストと同じ数の
アイテムをもち、対応するアイテムのデータ・インスタンスも同じである。この点（アイ
テムの数、データ・インスタンス、および構成）では、標準的なタグ・セット・コンテキ
ストは、基になるコンテキストの正確な複製である。次に、コンテキストの中には、基に
なるコンテキストのＶＫセットに適用されるものもある。選択されたコンテキストに基づ
いて、一致する１または複数のＶＫセット要素は、ベース・コンテキスト・アイテムから
合致する標準的なタグ・セット・コンテキスト・アイテムへ移動させられる。ソフトウェ
ア・アプリケーションがその所定のコンテキストで動作するときはいつも、基になるコン
テキストの代わりにタグ・セット・コンテキストにアクセスする。アプリケーションが所
定のコンテキスト以外のコンテキストで動作するとき、基になるコンテキスト（または、
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他のタグ・セット・コンテキスト）を使用する。今、ベース・コンテキストは使用するに
は非常に単純である。何故ならば、所定のコンテキストが削除されたからである。タグ・
セットは、データおよびビューモデル化の両方のために処理能力性能および一般的な編成
を改良するＫｎＯＳ分類ツールである。
【０２８５】
　例えば、製造アプリケーションの部分コンテキストは極めて複雑なアイテム関係をもち
そうであり、その結果、非常に大規模なＶＫセットをもつ。部分コンテナの連想の１つの
有望な分類またはコンテキストは、「bill of materials」（ＢＯＭ）である。もし所望
するなら、部分コンテキストでＶＫセットにより定義されたＢＯＭ連想は、ＢＯＭ標準的
なタグ・セット・コンテキストにカプセル化できる。
【０２８６】
　「part」と呼ばれる標準的なコンテキストＫｎＯＳは、そのアイテム・データ・インス
タンスとして、全部分の部分番号をもつ。ＢＯＭと呼ばれるタグ・セット・コンテキスト
は、部分コンテキストの各部分に対して１つのアイテムを保持するように確立され、各ア
イテムは同じアイテム・データ・インスタンスを有する。ＢＯＭ連想を表す部分コンテキ
ストの「parent」および「child」ＶＫセットは部分コンテキストから除去され、ＢＯＭ
タグ・セット・コンテキストに配置される。他の全てのＶＫセットは、部分コンテキスト
に残される。これは全てのＢＯＭ分類の複雑さを部分コンテキストから除去する効果をも
ち、従って、部分コンテキストのアイテムのサイズを減少させ、ＢＯＭプロセッシングに
関係しない部分を含む任意のアプリケーションに対する処理能力を改良する。アプリケー
ションがＢＯＭを必要とするときはいつも、部分コンテキストの代わりにＢＯＭコンテキ
ストを呼び出す。
【０２８７】
　ＫｎＯＳは、タグ・セット・コンテキストのアイテムと基づいているコンテキストの間
の１対１マッピングを自動的に維持する。この場合、アプリケーション・ソフトウェアは
アイテムを追加されないか、またはアイテムをＫｎＯＳタグ・セット・コンテキストから
削除しない。アイテムの追加および削除は、ＫｎＯＳ動作環境により処理される。アイテ
ムは決して削除されないが、本来的に、それらは単にゼロであるＶＫセットをもつ。アイ
テムが基になるコンテキストに追加されるときはいつも、アイテムはタグ・セット・コン
テキストに追加されるだけであり、対応するアイテムが基になるコンテキストから削除さ
れるとき、アイテムはタグ・セット・コンテキストから削除されるだけである。例えば、
もしアイテムが部分コンテキストから削除されたら、ＫｎＯＳもＢＯＭコンテキストの部
分への全ての参照を削除し、ＢＯＭアイテム自体および任意のＶＫセットの両方がそれを
参照する。ＶＫセットタグ・セット・コンテキストは、基になるコンテキストに「従属」
する任意のＶＫセットである。
【０２８８】
　いくつの別個の連想コンテキストが標準的なコンテキストで識別されるかに、制限はな
い。標準的なＫｎＯＳコンテキストは、任意の数のタグ・セット・コンテキストに対する
基準であり得る。例えば、部分－ベンダ連想も部分コンテキストから除去され、部分－ベ
ンダ（ＰＴＶ）と呼ばれるタグ・セット・コンテキストに配置される。次に、誰が所定の
部分を供給できるかに関するクェリがＰＴＶコンテキストを呼び出し、部分コンテキスト
を呼び出さない。この方法では、ベンダ・コンテキストが、部分コンテキストからカプセ
ル化される。同じことがベンダ・コンテキストにも行われ、それにより部分連想をベンダ
・コンテキストからベンダ－部分（ＶＴＰ）コンテキストへセグメント化する。
【０２８９】
　タグ・セット・コンテキストは、合致するタグ・セット（例えば、ＶＴＰ）コンテキス
トを他の方向に創出することなく、１方向（例えば、ＰＴＶ）に創出できる。タグ・セッ
トは独立に注入でき、コンテキストまたは処理能力を向上させる。もしコンテキストまた
は処理能力が向上しなければ、コンテキストによるＶＫセットによって定義された連想を
分類するために、タグ・セットを注入する必要はない。
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【０２９０】
　以下に記載されるマルチパスの除外により、１つのタグ・セット・コンテキストは他の
タグ・セット・コンテキストには基づかない。上記の実施例では、ＰＴＶコンテキストで
ＶＫセットにより定義された連想は、本当のベンダ・コンテキストのアイテムだけを指し
、ＶＴＰコンテキストの連想は、本当の部分コンテキストのアイテムだけを指す。ＰＴＶ
コンテキストのアイテムはＶＴＰコンテキストのアイテムを参照せず、逆も同様である。
【０２９１】
　そのような分類／コンテキストは、いつでも注入でき、カプセル化でき、またはＫｎＯ
Ｓから除去で生きる。従って、タグ・セット分類は、ＫｎＯＳにおける強力な調整ツール
である。例えば、もしプロセスの任意の点で、ＢＯＭ連想が部分コンテキストを処理する
には不必要に複雑に（または、遅すぎるように）していると決定されたら、ＢＯＭタグ・
セット・コンテキストが創出できる。いったん創出されたら、（もし不必要であると決定
されたら）ＢＯＭタグ・セット・コンテキストはいつでも削除できる。ＢＯＭコンテキス
トのＶＫセットは、部分コンテキストの対応するＶＫセットと単にマージされ、ＢＯＭコ
ンテキストは削除される。
【０２９２】
　ＫｎＯＳタグ・セット技術は、コンテキストに基づいて機能する。更に多くのコンテキ
ストがＫｎＯＳデータベースに存在するほど、処理は早くなる。例えば、汎用部分コンテ
キストからよりも専用のＢＯＭコンテキストからＢＯＭクェリを処理した方がはるかに早
い。これは、ＢＯＭコンテキストが限定されたコンテキストを有するからである。必要な
とき、さもなければ無視されたときに、それは呼び出される。部分コンテキストに反する
オペレーションは、ＢＯＭ連想に負担されない。また、それは、ＫｎＯＳ競合がコンテキ
ストの間に存在しないことを意味する。
【０２９３】
　ＫｎＯＳ「分類」スキームを、リレーショナル・モデル本来の２つの類似した処理能力
問題（即ち、密度が低い行列、および行レベル競合）と混同しないことが重要である。
【０２９４】
　リレーションの属性が全てのタップルに当てはまらないときはいつも、密度が低い行列
が出現する。この問題を調整するためのリレーショナル・アプローチは、異なる分類をリ
レーションの内部で識別し、「一般的」リレーションの密度が低い部分を１または複数の
「カテゴリ」リレーションにセグメント化することである。換言すれば、データベースを
正規形にする。
【０２９５】
　もし多すぎるユーザが同じテーブルおよび行を同時に使用しようとしたら、行レベル競
合は問題になり得る。問題テーブルを別々の物理的テーブルへコンテキストに基づいてセ
グメント化することは、この型の競合を削除できることが多い。
【０２９６】
　ＫｎＯＳは、密度が低い行列（または、行レベル競合）の害を受けない。何故ならば、
ＫｎＯＳは行列および行をもたないからである。コンテキスト、カテゴリ化、および分類
は、ＫｎＯＳではリレーショナル・モデルと比較して非常に異なることである。
【０２９７】
マルチパス型のタグ・セット・コンテキスト：
　任意の企業データベース環境で最も困難な問題はクェリ反復であり、単一の要求が満た
される前に、何ダースもの独立した検索が要求される。このクェリ問題は、実際には本質
的に連想であり、リレーショナルではない。ＡがＦに関連するかどうかを学習するために
、Ｂに関連することを最初に学習しなければならず、次にＢがＣに関連することを学習し
、ＥがＦに関連することを学習するまで同様である。Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ－Ｆは、５つの
別々の連想のマルチパス複合である。これら各連想は独立しており、何としてもアプリオ
リであるとは決定できない。ＡがＦに関連することを学習することは、５つの完全に独立
したクェリが連続して（Ａ－Ｂ、Ｂ－Ｃ、Ｃ－Ｄ、Ｄ－ＥおよびＥ－Ｆ）行われることを
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要求する。もし潜在的スキームが複雑なネットワーク、または階層構造（即ち、マルチパ
ス）ならば、この型のクェリは処理が殆ど不可能である。その様な場合、数百または数千
の可能な経路に対するクェリは「fans-out」である。これらの型のクェリは、厳しい作業
負荷問題をＤＢＭＳに示す。何故ならば、クェリの反復は並列に実施できないからである
。
【０２９８】
　この反復問題の最善の実世界の実施例は、ＢＯＭプロセッシングである。字下げされた
ＢＯＭは部分の複雑な階層構造であり、１０以上の深さレベルであることが多い。マルチ
レベル爆発は、「left-to-right」マルチパス・クェリの階層的なバージョンである。そ
れは、所定の部分の全ての「children」「grandchildren」等を検索する。マルチレベル
爆縮 （「where used」）は「right-to-left」マルチパス・クェリの階層的なバージョン
、またはネットワークのソースの方向を示すクェリであり、所定の部分アイテムの全ての
「parent」「grandparent」等を検索する。部分アイテムＡが部分アイテムＢの製造に使
用されるかどうか（または、その逆）を学習することは、何ダースもの反復を有する複合
クェリであり得る。残念なことに、そのようなクェリはユーザに非常に人気がある傾向が
あり、従って、製造またはネットワーク環境において高い割合のコンピュータ作業負荷を
一般に示す。
【０２９９】
　ＫｎＯＳでは、そのような全てのクェリは、マルチパス（または、ｍ－ｐ）型と呼ばれ
る特別な型のタグ・セット・コンテキストの使用により、単一の反復へ減少できる。上記
の製造実施例では、ｍ－ｐ型タグ・セット・コンテキストは「マルチレベル」と呼ばれる
。マルチレベル・タグ・セット・コンテキストのアイテムは、ＢＯＭコンテキストのアイ
テムの複製であり、部分コンテキストのアイテムの複製である。新しいｍ－ｐ型タグ・セ
ット・コンテキストの各部分アイテムに対して、「parent」ＶＫセットはアイテムに対す
る「where used」マルチレベル爆縮からの全部分に対するベクトル・キーを含み、「chil
d」ＶＫセットはアイテムに対するマルチレベル爆発からの全部分に対するベクトル・キ
ーを含む。
【０３００】
　このｍ－ｐ型タグ・セット・コンテキストは、単一の反復の中の任意のＢＯＭ型の質問
に答える。例えば、「部分Ａは部分ＢとＢＯＭ関係を有するか？」。ＡおよびＢに対する
ＫｎＯＳ参照を学習した後、アイテムＡまたはＢの何れかをマルチレベル・コンテキスト
から検索すること、およびそのＶＫセットの１つの他のものに対するベクトル・キーを含
むかをチェックすることにより、このクェリは直接的に答えられる。部分Ａおよび部分Ｂ
は任意の共通部分Ｃ，Ｄ，Ｅ ... に任意レベルで属するか？もしそうなら、どれに属す
るか？この表面上は単純なクェリは、リレーショナル・アプリケーションでの使用のため
にプログラムされていないようであることを処理する、そのような食い違う複雑さを有す
る。ＫｎＯＳでは、クェリはマルチレベル・コンテキストの単一の反復（ＡおよびＢに対
するアイテムをマルチレベル・コンテキストから検索し、一致のためにＶＫセットを比較
する）で単純に答えられる。
【０３０１】
　もちろん、ＢＯＭ階層構造（例えば、ＢＯＭタグ・セット・コンテキスト）への各改訂
は、全ての影響を受ける部分に対するマルチパス・タグ・セット・コンテキストのＶＫセ
ットにより定義される連想を訂正するために、多数のマルチレベル爆縮および爆発を必要
とする。ｍ－ｐ型のタグ・セット・コンテキストを更新することは容易ではないが、基に
なるコンテキスト、ＢＯＭの各変更は、ｍ－ｐ型コンテキストでのアトミック・オペレー
ションとして扱われ、作業負荷が許す限り処理する。各々の階層的な情報をロードまたは
訂正したときに直ぐ２つのオペレーション（爆縮、および爆発）を行うことは、反復クェ
リが引き起こされる要求がある毎に２つのオペレーションを行うことよりも、ＤＢＭＳに
対して更に効率的である。必要な連想をこの方法で分類することにより、ＫｎＯＳマルチ
パス型のタグ・セット・コンテキストは、製造アプリケーションの運用効率を２桁のオー
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ダだけ向上させることが出来る。
【０３０２】
　ＫｎＯＳでは、タグ・セット・コンテキストはマルチパス型のタグ・セット・コンテキ
ストとして設計でき、第２の分類タグ・セット・コンテキストに基づくことが出来る。Ｋ
ｎＯＳは爆発および爆縮を基になるタグ・セット・コンテキストで自動的に行い、マルチ
パス分類タグ・セット・コンテキストを得て、オペレーションの間に同期を維持する。上
記実施例のマルチレベル・タグ・セット・コンテキストは、ＫｎＯＳで、ＫｎＯＳにｍ－
ｐ型のコンテキストをＢＯＭタグ・セット・コンテキストに基づいて創出することを命令
することにより確立される。他のアプリケーション・コードは、要求されない、ＫｎＯＳ
環境は、コンテキストの創出を担当する。次に、変化が基になるＢＯＭコンテキストのＶ
Ｋセットで出現するたびに、ＫｎＯＳは自動的にマルチレベル・コンテキストのＶＫセッ
トの同期を維持する。従って、クェリ反復は、ＫｎＯＳで、マルチパス・クェリに応答し
なければならない任意の階層的な（または、ネットワーク）コンテキストに対するマルチ
パス型のタグ・セット・コンテキストを確立することだけによって削除される。ＫｎＯＳ
は、ｍ－ｐ型のタグ・セットの維持に関連する進行中の全オペレーションを、追加のアプ
リケーション・コード無しで処理する。マルチパス型のタグ・セット・コンテキストは、
ＫｎＯＳを更にサポートする。
【０３０３】
　類似の分類アプローチは、リレーショナル・インプリメンテーションでは使用できない
。何故ならば、リレーショナル・モデルは、連想分類構造を記憶して保持する便利でコン
パクトな構造をもたないからである。上記ＫｎＯＳマルチレベル・コンテキスト実施例の
所定の部分は、数千に分解する任意の数のＶＫセットをもち、部分毎に１行を有する単一
のリレーショナル・テーブルの使用を削除する。従って、ＫｎＯＳマルチパス・ソリュー
ションのリレーショナル・インプリメンテーションは２つの列を有するテーブルであり、
テーブルの各行がマルチレベル・コンテキストのＶＫセットを模倣する。簡単に言うと、
リレーショナル・ソリューションは、テーブルに収納された多量の「free vector」を使
用する標準的な連想スキームである。並列ベクトル・プロセッサなしでは、このテーブル
は処理が遅すぎて反復問題の大きな助けにならない。
【０３０４】
　「ビュー」のリレーショナル調整技術は、マルチパス問題を解決するために使用できな
い。何故ならば、リレーショナルＤＢＭＳは、十分な「ビュー」を１度に管理して問題を
解決できないからである。単一のリレーショナル「ビュー」は、本質的に予想されたクェ
リの結果である。もしリレーショナル・インプリメンテーションが潜在的な各マルチパス
・クェリ（それは、本質的に、どのＫｎＯＳが行うか）に対する１つのビューで確立され
たら、リレーショナル・プロセッサはビュー保守オーバーヘッドを処理できない。要約す
ると、複雑なマルチパス構造（階層構造でもネットワークでも）にクェリを出すことによ
り起こる反復問題は、リレーショナル・モデル、または標準的な「free vector」連想モ
デルの内部で解決できない。
【０３０５】
　ＫｎＯＳは、劇的な向上を、ＤＢＭＳ効率において２つの技術により達成する。リレー
ショナル「結合」のＫｎＯＳ等価物は、処理が著しく単純であり、マルチパス・タグ・セ
ット・コンテキストはクェリ反復を複雑なネットワークまたは階層上で削除するために使
用できる。これら２つの問題は、従来のＤＢＭＳの殆どの性能問題の原因となる。
【０３０６】
複合タグ・セット・コンテキスト：
　タグ・セットの最終カテゴリは、「複合」と呼ばれる。（アプリケーションを定義する
ことに対して広く有用な）複合タグ・セットは、多くの異なる方法で異なる目的のために
形成できる。複合タグ・セットは、以下のものから成る。
【０３０７】
　ベース・コンテキストの完全なクローン（例えば、辞書コンテキストはクローンを作る
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ことが出来る）。
【０３０８】
　ベース・コンテキストの完全なクローン－ＶＫセット。
【０３０９】
　コンテキストの任意の組合せから選択された、１組の完全にクローンを作られたアイテ
ム。
【０３１０】
　コンテキストの任意の組合せから選択された、１組のクローンを作られたアイテム－Ｖ
Ｋセット（例えば、ビュー・モデル）。
【０３１１】
　複合タグ・セット・コンテキストの内部のクローン（複製）は、タグ・セットの型に基
づくＫｎＯＳ申し込みサービスにより自動的に維持される。以下の実施例は、 #4 複合タ
グ・セット・コンテキストの使用を示す。
【０３１２】
　アプリケーションの創出は、ユーザ・インターフェースが定義されることを必要とし、
ユーザ・インターフェースはビューモデル化として参照されることが多い。ビューモデル
化では、一般にデータ関係の特定のビューを構築するために必要な参照の収集は、１つよ
り多いコンテキストからである。もしビューを構築して特定のユーザの必要性をサポート
したければ、そのビューの全表示要素はアイテムとして複合タグ・セットで表現できる。
そのタグ・セットの表示要素の中の連想は、その特定のビューに対して固有であり、従っ
て、そのビューのコンテキストに属するとして見ることが出来る。そのビューは、複合タ
グ・セットであり得る。そのアイテムは、ベース・アイテムが存在する任意のコンテキス
トから得ることが出来る。コンテキストのアイテム（例えば、「Web Display Elements」
「Web Page」「Manufacturers」「Part」「Assemblies」および「Consumer Item」）は異
なるコンテキストから得ることができ、複合タグ・セットに以下の方法で追加される。新
しいウェブページが創出され、「Web Page」コンテキストに追加される。
【０３１３】
　新しいウェブページはコンテナから読み取られ、新しい複合タグ・セットを新しいウェ
ブページと同じ名前で創出するために使用される。選択された表示要素は「Web Display 
Element」コンテキストから読み取られ、代表として、新しいウェブページ タグ・セット
にコピーされる。この実施例について更に詳細には、「ＫｎＯＳレイヤ」を参照のこと。
【０３１４】
　データ・モデル化では、標準的なタグ・セットとして、複数のコンテキストを所定のア
イテムに対して定義することが重要であることが多い。（数ダースが存在する）ＢＯＭお
よび部分の実施例を（所定の部分を使用し保持する数百または数千の製造されたアイテム
に）ＢＯＭ階層構造の任意レベルで拡張するために、別個の複合タグ・セットが各々およ
び全ての製造されたアイテムに対して創出され、属しているときはいつでも、多くの異な
る部分コンテキストからの部分が追加できる。任意の部分コンテキスト（例えば、特定の
製造業者）からの任意の個別部分は、その階層構造に属しているときはいつでも、全ての
製造されたアイテムのＢＯＭタグ・セット階層構造に追加できる。部分の中には（例えば
、ワッシャまたはネジ）、殆ど何処でも全ての階層構造で出現するものもある。
【０３１５】
コンテキストおよびスケール：
　タグ・セット・コンテキストが１つの環境またはリポジトリ（Ｅ／Ｒ）で創出され、地
理的に表示されたＫｎＯＳインプリメンテーションの中のコンテキストを向上させること
が出来る、例えば、環境１ {1,0,0,0} および 環境２ {2,0,0,0} のユーザは、ＫｎＯＳ
を同じアプリケーション上で実施するときでさえ、どちらかといえば比較的独立したコン
テキストを創出する。換言すれば、 {1,0,0,0} の僅かなＶＫセットが、環境２ {2,0,0,0
} のアイテムに対するベクトル・キーを保持し、逆も同様である。これは、インプリメン
テーションを実施しているユーザが、異なる環境のコンテキストに気付かず、大体は、そ
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れらに興味を持たないからである。同じ特徴が、リポジトリにも同様に当てはまる。環境
１の内部で、リポジトリ１ {1,1,0,0} のユーザは、リポジトリ２ {1,2,0,0} とは異なる
コンテキストを有する。
【０３１６】
　１つのＫｎＯＳ Ｅ／Ｒ は、コンテキストまたはアイテムに対するタグ・セット・コン
テキストを、独立に、異なるＥ／Ｒで呼び出すことが出来る。異なる規則は、Ｅ／Ｒ境界
全体で呼び出されるタグ・セット・コンテキストに当てはまる。
【０３１７】
　Ｅ／Ｒを横断するタグ・セットは、３つのレベル（「maintained」「non-maintained」
または「localized」）の何れかで呼び出される。所定のリポジトリの内部の標準的なタ
グ・セット・コンテキストは、常に「maintained」される。もしタグ・セット・コンテキ
ストが「maintained」なら、連想は基になるコンテキストに遅れないで（または、同期し
て）自動的に保持される。
【０３１８】
　所定のＥ／Ｒの内部では、タグ・セット・コンテキストは他のタグ・セット・コンテキ
ストから創出できないが、異なるＥ／Ｒの間では、標準的なコンテキストおよびタグ・セ
ット・コンテキストの両方が複製されて共有される。１つのＥ／Ｒからの分類または分類
法のコピーは複製されて、他の内部に配置できる。これは、加入者のＥ／Ｒのコンピュー
ティング・スーツにタグ・セット・コンテキストを局所的に調べる機能を与え、それによ
り局所的なＫｎＯＳサポート・ウィンドウを異なるＥ／Ｒの間に提供する。
【０３１９】
　もし「non-maintained」のタグ・セット・コンテキストが、１つのＥ／Ｒで異なるＥ／
Ｒのコンテキストに基づいて創出されたら、Ｅ／Ｒ（例えば、 {2,0,0,0}/{2,3,0,0} ） 
を使用することは、「加入者」として発行者の（ホスト）コンテキストで確立される。そ
のような「non-maintained」タグ・セット・コンテキストはスナップショットであり、そ
れが創出されたときだけ正確である。スナップショットを更新するために、加入者Ｅ／Ｒ
のアプリケーションは更新を要求するか、または更新要求を予定しなければならず、その
時点で、加入者Ｅ／Ｒが新しいバージョンを発行者Ｅ／Ｒから要求する。加入者が新しい
タグ・セット・コンテキスト・バージョンを発行者から受け取るとき、それはスナップシ
ョットに取って代わる。
【０３２０】
　もしタグ・セットが、Ｅ／Ｒ全体に「maintained」基準に基づいて創出されたら、ホス
ト・コンテキストが更新されるときはいつも、更新のコピーが加入者のリストに放送され
、複製が同期され続けることを可能にする。これら発行者／加入者アクティビティは、Ｋ
ｎＯＳ環境から直接的に呼び出される。ＫｎＯＳは多次元参照に一般的な形式で構築され
るので、Ｅ／Ｒの間の参照は、比較的単純明快なアクティビティである。Ｅ／Ｒの間のリ
ンクまたはポータルは、オペレーションのルーチン部分として創出および削除できる。
【０３２１】
　もしタグ・セットが、環境全体に「localized」基準に基づいて創出されたら、最初に
「local」ビューに表されるアイテムは、「localized」されて「local」タグ・セットで
表現された他のアイテムを参照するＶＫセットだけをもつ。他の環境のアイテムを代表す
る「localized」を創出することは反復プロセスであり得るか、またはブロックとして行
われる。「localizing」アイテムに対する主要な理由は、それらのソース環境連想からそ
れらアイテム別個に対する局所的なコンテキスト的連想を創出するためであり、全ての「
localizations」を大域的に関連付けるためにベース・アイテムとの関係をまだ維持する
。ＢＯＭおよび部分の実施例を更に拡張するために、消費財の製造は多数の設備を多数の
国に有すると想定する。同じ消費アイテムの製造に使用される部品の中には異なるロケー
ションの異なる製造業者からのものがあり、従って異なる部品は「localized」タグ・セ
ットに取って代わる。また、「localized」ＢＯＭタグ・セットはそれらの連想では完全
に別個であるが、同じ部品アイテムを同じ階層的な位置にまだ有する。同じ部品が、全て
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の国の異なる配給元をもってもよい。その値付けは局所的な流通およびリードタイムであ
り、大口割引しきい値、および最低量は全て、各ロケーションに対して異なる。この場合
、たとえ部分および階層がＥ／Ｒ全体で同じでも、「localized」タグ・セットは、異な
るＶＫセットをＢＯＭの各部分に対して有する。
【０３２２】
ＫｎＯＳレイヤ:
　ＫｎＯＳは１００％階層化されており、完全に自己参照環境である。自己参照は、Ｋｎ
ＯＳアプリケーションの全構成要素が標準的なアイテム、コンテキスト、リポジトリ、お
よび環境のデータベースに記憶されることを意味する。これは、全てのソフトウェア（呼
び出し可能な機能、データベースＡＰＩ、ソースコード、等）を含む。Ｗｅｂフォームで
さえ Java Server Pages または Active Server Pages として記憶されないが、他の任意
のＫｎＯＳ特徴と丁度同じ様に、むしろコンテキスト、アイテム、およびＶＫセットを使
用して定義される。ウェブページ上のボタン、および他のアクティブ特性は、ＫｎＯＳベ
クトル・キーを含み、ＵＲＬは含まない。Ｗｅｂフォームをブラウザに対してパッケージ
する前に、ＫｎＯＳソフトウェアはＫｎＯＳページ記述をＨＴＭＬに変換する。
【０３２３】
　これは、Ｗｅｂコンピューティングのための標準的な環境（例えば、 Sun Microsystem
s 社の Java（商標登録）standard （Java 2 Enterprise Edition （商標登録）または J
2EE（商標登録）））と比較して、本当に無構造の環境である。 J2EE では、無数の Java
 classe が、ウェブ・アプリケーション・サーバ・スペースから呼び出されなければなら
ない。ウェブ・アプリケーション・サーバは、高いトランザクション値に応答するために
、垂直方向（大きなプロセッサ）および水平方向（多くのサーバ）の両方に堅固でなけれ
ばならない。対照的に、ＫｎＯＳ構成要素は、性能が必要になれば、ネットワーク・コン
ピューティング・スタックの何処でも動作できる。例えば、アプリケーション自体、およ
び関連するウェブページ構成は、クライアントのＰＣ、ウェブ・アプリケーション・サー
バ、またはデータベース・サーバで動作できる。ＫｎＯＳコンピューティング構成要素の
実行ロケーションは、アプリケーションの必要性、および提供されるハードウェアの量に
だけ依存する。
【０３２４】
　インプリメンテーションにおける柔軟性、および最適化された性能に加えて、この設計
は、ＫｎＯＳが、基本的なディレクトリ構造およびアプリケーション要素の配置を定義す
るために Hyper Text Transport Protocol （ＨＴＴＰ） Uniform Resource Locator （
ＵＲＬ） に依存しないことを意味する。ＪＳＰ／ＡＳＰが使用されるとき、ファイル・
システム中のそれらのロケーションは、非常に容易に無秩序になる。各開発者が何処にそ
れらを配置するかを選ぶことに依存して、異なるディレクトリに記憶された同じページ（
または、コード）の多くのバージョンが存在する。アプリケーションに対する修正が行わ
れるときはいつも、ＨＴＴＰおよびコードの派生インスタンスの「トラックを失い」、単
純にそれらを「逃がす」ことは非常に容易であり、矛盾を導入し、追跡して訂正すること
が極めて困難な問題を起こす。ＫｎＯＳに関して、データベースでは、ページ定義、およ
びそれらの派生的バージョンが１カ所に存在し、アプリケーションが動作している間に変
更できる。ＫｎＯＳウェブページの各構成部分が、アイテムおよびＶＫセットを使用して
ＫｎＯＳデータベースで別々に定義されるので、これは可能である。ページ構成要素アイ
テム（または、アイテム）を変更することは、１または複数のアイテムを使用する全ウェ
ブページを自動的に変更する。
【０３２５】
企業スケーラビリティ：
　ＫｎＯＳ・アーキテクチャは、企業スケーラビリティに対する性能エンベロープを定義
する。ファイアウォールのための専用のノード。インバウンドＨＴＴＰディスパッチャ、
セッション・マネージャ、辞書マネージャ、およびデータ・サーバが存在しうる。リレー
ショナル・コンピューティング・モデルとは異なり、ＫｎＯＳは、中間クェリ結果が各ユ
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ーザ・セッションでの継続性のためにセーブされることを要求しない。その結果、ＨＴＴ
Ｐディスパッチは単純（稼働率／作業負荷駆動）であり、プーリング専用のプロセッサの
数であり、フィルタリングおよびＸＭＬパッケージングは、並列ユーザ・セッションの増
加を処理する必要に応じて拡張できる。ＫｎＯＳデータベース・オペレーションは非常に
効率的で予測可能なので、並列ユーザの追加の数にサービスするために追加のコンピュー
ティング能力が一般に要求されない。しかし、更に多数の並列セッションにサービスする
ため、またはテラバイトの範囲を測定するディスク・ファームにサービスするための何れ
かのために、データベース・プロセッサの数は、緩やかに結合されたクラスタ・アーキテ
クチャ全体に拡張できる。
【０３２６】
企業アーキテクチャ：
　図２１「ＫｎＯＳスケーラビリティ」は、如何にして一般的な最高仕様のサイトが、最
悪の仮定の元で形成されるかを図示する。高速バスにより相互接続された緩やかに結合さ
れたプロセッシング・ノードの範囲である。ＨＴＴＰ要求が、ファイアウォール・ノード
で受信される。もしクリアされたら、ＨＴＴＰ要求はＨＴＴＰディスパッチ専用のノード
に転送される。サービスを提供されなければならない並列ユーザ人口のサイズ、およびプ
ーリング、フィルタリング、およびＸＭＬパッケージングで特定のアプリケーションによ
りもたらされる困難の程度に依存して、「ｋ」ウェブ・アプリケーション・サーバが存在
し、各々は多数のプロセッサを有する。この実施例は、２つのリポジトリが辞書専用であ
り、 {1,1,2,0} がシステムに維持される {1,1,1,0} の複製（タグ・セット）であること
を示す。最後に、データベース・サービス専用の３つの（「ｎ」）リポジトリが存在する
。各データベース・サーバは１００ＧＢ以上を管理するか、または非冗長データを管理す
る。通常は、アプリケーションは、データベース・サーバのための論理分割スキームをサ
ポートし、ウェブ・アプリケーション・サーバは、何のデータがどのサーバに配置されて
いるかを知ることが出来る。この実施例は、データを論理的に分割する機能を仮定しない
。いつ受信したか、またはアクセス・プロファイルに関連する作業負荷に基づいて、アイ
テムは、３つの（「ｎ」）データ・サーバ・リポジトリ全体に分散する。
【０３２７】
　図２１に示される典型的なシナリオは、このようである。
【０３２８】
　ステップ #1 - ＨＴＴＰ要求がインターネットによって受信され、ファイアウォールに
おいて処理される。
【０３２９】
　ステップ #2 - もし正しければ、ＨＴＴＰ要求は単一のディスパッチャ・ノードに転送
される。
【０３３０】
　ステップ #3 - ディスパッチャは、ＨＴＴＰメッセージに埋め込まれた／暗号化された
ログオン、または認証セッション証明の何れかを処理する。もし本物なら、ディスパッチ
ャが、機能しているウェブ・アプリケーション・サーバの中で作業負荷に基づいて要求を
分ける。この場合、ＨＴＴＰ要求は、サービスのためにウェブ・アプリケーション・サー
バ #1 へ送られる。
【０３３１】
　ステップ #4 - ウェブ・アプリケーション・サーバ #1 が、セッション証明およびＨＴ
ＴＰメッセージを解析／復号化することによりセッションを確立する。
【０３３２】
　ステップ #5 - もし有効なら、ＨＴＴＰメッセージは、１または複数の情報を要求する
。ウェブ・アプリケーション・サーバ #1 は、ＡＳＣＩＩサーチ要求サービスのための辞
書サーバ {1,2,0,0} に割り当てられる。ウェブ・アプリケーション・サーバ #1 は、辞
書サーバ {1,1,2,0} に１組のＡＳＣＩＩ値をトランザクションから課し、ＡＳＣＩＩ変
換を要求する。サーバ {1,1,2,0} は要求されたＡＳＣＩＩ変換を行い、要求されたアイ
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テム・ベクトル・キーをウェブ・アプリケーション・サーバ #1 上のセッションへ戻す。
【０３３３】
　ステップ #6 - ウェブ・アプリケーション・サーバ #1 は要求されたアイテム・ベクト
ル・キーを受信し、１組の指示されて、参照されたフェッチを、データ・サーバへ、各ア
イテム・ベクトル・キーのリポジトリＩＤ番号に基づいて発行する。換言すれば、アイテ
ム・ベクトル・キーは、どのサーバが要求される各アイテムを含むかを識別する。リポジ
トリ {1,1,3,0}, {1,1,4,0}, および {1,1,n,0} に対するデータ・サーバは、参照された
フェッチを、要求されたアイテムに対して、図２１に示された方法で行う。データ・サー
バは、要求されたアイテムを、要求しているセッション・マネージャ、ウェブ・アプリケ
ーション・サーバ #1 へ戻す。
【０３３４】
　ステップ #7 - セッション・マネージャは要求されたアイテムを受信し、指示されたプ
ーリング／フィルタリング・オペレーションを行い、追加データを検索する必要に応じて
ステップ #6 を繰り返す。
【０３３５】
　ステップ #8 - ウェブ・アプリケーション・サーバは、アプリケーション・コードに含
まれる命令に従い、データ・サーバから要求される追加の任意の答えの値を検索する。
【０３３６】
　ステップ #9 - ウェブ・アプリケーション・サーバはウェブページをレンダーし、ＸＭ
Ｌをパッケージし、セッション証明を暗号化し、ＨＴＴＰ応答を構成し、それをＨＴＴＰ
ディスパッチャに戻す。現時点で、セッションは完了し、ウェブ・アプリケーション・サ
ーバから消される。リクエスタに戻すために、ＨＴＴＰディスパッチャは、ＨＴＴＰ応答
を、インターネットへ、ファイアウォールを通してディスパッチする。
【０３３７】
　ＫｎＯＳ・アーキテクチャは１００％並列なので、リレーショナル選択オペレーション
（ステップ #6）の等価物は、リレーショナル結合に対する等価物から分離できる。（Ｒ
ＤＢＭＳの中心的ボトルネックである）結合オペレーション（プーリング／フィルタリン
グ）のＫｎＯＳ等価物は、コンピューティング・スタック（データベース・プロセッサ、
ウェブ・アプリケーション・サーバ、またはデスクトップ）の任意のレイヤで実行できる
。これは、プーリング／フィルタリング・オペレーション（結合のＫｎＯＳ等価物）を呼
び出す前に、選択で得られたアイテムを指定された処理ロケーションへ単純に渡すことに
より行われる。図２１の場合、プーリング／フィルタリング・オペレーションは、ウェブ
・アプリケーション・サーバに委ねられてきた。
【０３３８】
　各アイテムはプリミティブ・レベルの細分性で完全にカプセル化されるので、データ・
ファームは、任意の数のデータ・サーバ全体に、競合を増加させることなく広がることが
出来る。また、ディスク配置の連続の必要性がないので、アイテムは、データ・サーバ全
体に、作業負荷を平衡させる要求プロファイルに基づいて配置できる。辞書サーバ {1,1,
2,0} は、ＫｎＯＳ申し込みサービスにより維持された複製を有する {1,1,1,0} の複製さ
れたタグ・セットである。作業負荷を平衡させる任意の数の辞書サーバが存在する。
【０３３９】
　これは、プロセッシング・ノードの緩やかに結合されたクラスタである。ノードの間の
共有メモリに対する要求は存在しない。連携処理に対する全ての要求は、単純な参照され
たフェッチに厳密に基づく。従って、高速バス上の全トラフィックは、ＨＴＴＰまたは参
照されたフェッチの何れかである。全データは、データ・サーバに収納された１または複
数のアイテムに埋め込まれる（補助データ・リポジトリは存在しない）。全ての重要なサ
ーバ（例えば、ウェブ・アプリケーション・サーバ、辞書サーバ、およびデータ・サーバ
）は、作業負荷を満たす必要に応じて拡張できる。容易に拡張できない唯一の競合するリ
ソースは、メイン・バスである。
【０３４０】
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　ＫｎＯＳ・アーキテクチャは、単一の環境の内部で企業コンピューティングの必要を満
たす並列処理技術を使用してスケールでき、しかもスケーラビリティはインストレーショ
ンの寿命全体を通して当てはまる。複数のＫｎＯＳ環境が、類似の連動基準で機能できる
。
【０３４１】
連想オペレーションのスケーラビリティ：
　ＫｎＯＳデータベース・プロセッサは、本質的に１００％の稼働率をプロセッサから得
ることが出来る。何故ならば、ＫｎＯＳデータベース・オペレーションは、カプセル化さ
れた整数演算だけを使用するからである。例えば、プーリングと呼ばれる基本的な連想オ
ペレーションを考える。基本的なプーリング・オペレーションは、２つの異なるアイテム
に対するＶＫセットの２つの完全にカプセル化された分類を取り、ベクトル・キーの２つ
の 配列の間の論理積（一般に、ブール論理積演算）を決定する。例えば、ＶＫセットの
「child」分類をアイテムＡから選択し、ＶＫセットの「parent」分類をアイテムＢから
選択する。基本的なプーリング・オペレーションを２つの配列で行うことは、Ａの「chil
dren」またはＢの「parents」を、オリエンテーションに依存して決定する。従って、オ
ペレーションは、所定のコンテキスト（この場合には コンテキスト = 「parent/child」
）に対する２つのアイテムの間の関連の完全な範囲を識別し、これが連想ＤＢＭＳのコア
・オペレーションである理由である。
【０３４２】
　各アイテムに対して、ＫｎＯＳの好ましい実施例は、ＶＫセットを正しい順序で各ベク
トル・キー次元の内部に維持する。例えば、「parent」の分類の内部で、ベクトル・キー
 {0,3,2,4} は {0,3,1,4} の後に来るが、記憶媒体では {0,3,2,7} の前に来る。基本的
なプーリング・オペレーションは（この方法で配置された）ベクトル・キーの２つの配列
を比較し、２つのアイテムのＶＫセットの論理積を決定する。以下の議論は、単一のアイ
テム上のＶＫセットの単一の分類が特有のエントリから成ることを仮定する。単一のアイ
テムに対するＶＫセットの単一の分類が所定のベクトル・キーの２以上のコピーを有する
ことが可能であるが、それは以下のオペレーションの議論に対しては取るに足りない変化
である。
【０３４３】
　２つの参照分類がプールされ、出来るだけ少ない数のベクトル・キーを有する配列が「
ドライバ」配列と呼ばれ、ベクトル・キーを更に有する配列が「ターゲット」配列と呼ば
れる。ドライバ配列の一番下の（例えば、{0,0,1,0} ）ベクトル・キー・エントリで始め
ると、プーリング・オペレーションが、合致するベクトル・キーを、ターゲット配列の中
で、標準的な２分木検索によって探す。もし、ベクトル・キーの合致が２分木検索の結果
見付かれば、ベクトル・キーのコピーがソリューション・セットに挿入され、ＶＫセット
の論理積を表現し、ターゲット配列の次のエントリのロケーションが、サーチの次の反復
での使用のために特記される。もしターゲットの合致が見付からなければ、現在のドライ
バ・ベクトル・キーより少し大きいターゲット配列のエントリのロケーションが、次の反
復での使用のために特記される。
【０３４４】
　特記されたロケーションを先導するターゲット配列の部分は、所定のプーリング・オペ
レーションでの継続的な２分木検索に対して無視される。何故ならば、ターゲット配列の
その部分の全ベクトル・キー・エントリが、ドライバ配列から処理されている現在のエン
トリより小さいからである。これは、２分木検索を最適化する。プーリング・オペレーシ
ョンは、この方法で、ドライバ配列の次の各エントリを用いて、ドライバ配列の全ベクト
ル・キーがターゲット配列に反してチェックされるまで継続する。この最適化された２分
木検索は、実際には、ベクトル・キーのＶＫセット配列は一般に長い文字列のベクトル・
キーを所定のコンテキストに対して保持しているという事実により、更に最適化される。
従って、２分木検索は、「load and compare」オペレーションの「compare」部分を、ベ
クトル・キーのアイテム構成要素でのみ実行でき、 {E,R,C,I} のＥ，ＲおよびＣ要素を
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、アイテム一致が見付かったときだけチェックする。
【０３４５】
　上記の方法で最適化され、各々で順序付けられたベクトル・キーを有する２つのＶＫセ
ット配列は、約１０個の最適化された２分木検索／「ドライバ」エントリ（最初のドライ
バ・エントリに対しては更に多くの検索、後のドライバ・エントリに対しては更に少ない
検索）を平均でき、「ターゲット」配列の一致を検査する。各２分木検索動作は、プロセ
ッサに対する「load and compare」オペレーションである。もし、プロセッサのパイプラ
インが最適化されたら、各「load and compare」オペレーションは単一のクロック・サイ
クルで完了する。
【０３４６】
　これらの優れた実施番号でさえ、複数の未解決のコンテキストを含んでいそうな多くの
ベクトル・キーを有する単一のＶＫセット分類を用いてそのアイテムを識別することによ
り、著しく「調整」できる。最適性能のために、これら混合されたコンテキストの各々は
、それらを分類し、次にそれらを独立したタグ・セット・アイテムへセグメント化するこ
とにより解決されるべきである。もし、大きなＶＫセットが、４つの独立したタグ・セッ
トにコンテキストに基づいてカプセル化されたら、プーリング・オペレーションを行うた
めに要求される時間は、プロセッサ・リソースの４分の１だけを消費する。これは、全Ｋ
ｎＯＳデータベース・トランザクションが、コンテキスト・センシティブだからである。
混乱したコンテキストをデータベース定義から削除することにより、ＫｎＯＳは著しく小
さい処理作業負荷経験して同じ結果を達成する。
【０３４７】
　例えば、ジョブ・チャージ番号、労働カテゴリ、人間、週により労働計画を行うアプリ
ケーションを考える。従業員10,000人に対する主要な企業インプリメンテーションでは、
このＫｎＯＳデータベースは「４０」時間に関連する百万のベクトル・キーを含む。もし
「４０」アイテムがこれらのベクトル・キーを単一の分類スキームにもつなら、それは性
能問題をもたらす。もしそうなら、「人間」コンテキストは「４０」アイテムのＶＫセッ
トに対して確立され、各人間は個人の「４０」ベクトル・キーから成る自身のタグ・セッ
トを有する。次に、10,000個の個人専用にされた各タグ・セットは、百万の代わりに平均
して「４０」アイテムを参照する100個のベクトル・キーだけを有する。人間が既知であ
るデータベース・トランザクションに対して、これは10,000/1の因子だけトランザクショ
ン処理をスピードアップする。アプリケーションの実際の作業負荷プロファイルを調べる
ことにより、ＶＫセットはタグ・セットへデータベースの性能を向上させる「コンテキス
ト」によりカプセル化でき、それによりオペレーションの効率を実質的に向上させる。
【０３４８】
６つの概念に基づくＫｎＯＳの非常に高いスケーラビリティ・プロファイル
　ＫｎＯＳは、非常に広範な配布／並列化を、トランザクションの間の競合の著しい増加
なしにサポートする。何故ならば、その完全にカプセル化する機能は、ａ）細分性の非常
に低いレベルにおけるデータ、およびｂ）中心的連想オペレーションの両方だからである
。
【０３４９】
　コンピューティング・リソースが利用可能な所であれば何処でも、同じ機能を実施する
プロセッサ全体に、ＫｎＯＳ連想オペレーションは、水平方向に分配および並列化でき、
垂直方向にアーキテクチャのスタックを上下させる。（ＤＢＭＳ作業負荷の９９％を表す
）中心的ベクトル・キー・プーリング・オペレーションは、辞書サーバ、データベース・
サーバ、ウェブ・アプリケーション・サーバ、またはエンドユーザのＰＣで実施できる。
【０３５０】
　ＫｎＯＳ連想オペレーションは単純な整数演算であり、プロセッサの本質的に１００％
の稼働率を達成するようにステージ化できパイプライン化できる。
【０３５１】
　（エンドユーザ・トランザクション毎に要求されるプロセッサ・タイムで測定される）
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オペレーションのＫｎＯＳの効率は、インプリメンテーションの後に訂正され、ボトルネ
ックを削除し、各ボトルネックに対する正しい「コンテキスト」を識別し、ＶＫセットを
専用のタグ・セットへコンテキストによってセグメント化する。全ＫｎＯＳボトルネック
は、非常に広範な（または、混乱した）コンテキストを用いてＶＫセットのクラスタに関
連付けられる。
【０３５２】
　ＫｎＯＳは、ユーザ・セッションにおける継続性のために中間結果をセーブする必要は
ない。何故ならば、それは各時間にプロセスを繰り返すのに十分効率的だからである。オ
ープン・セッションを、各ユーザの中間結果を有する任意のシステム・サーバ上で維持す
る必要がないと仮定すると、ＨＴＴＰディスパッチはトランザクションを最小の作業負荷
を有するサーバに向けることが出来る。
【０３５３】
　最後に、各ＫｎＯＳコンテキストは本質的に第２のキー・インデックスなので、ＫｎＯ
Ｓインプリメンテーションの作業負荷プロファイルは実施されているトランザクションの
型または複雑さに依存しない。
【０３５４】
　ＫｎＯＳは、高度にスケーラブルである。何故ならば、データでもオペレーションでも
、それは、システム・リソースに対して非常に限定された競合により並列化できる、比較
的小さな完全にカプセル化された構成要素へ分解できるからである。また、ＫｎＯＳ設計
なので、トランザクションの異なる各型が、ほぼ同じ作業負荷プロファイルをプロセッサ
に示す。タグ・セットの使用によってデータベースのコンテキスト（分類スキーム）を改
良することにより、ＫｎＯＳは性能調整可能であり、各トランザクションだけが、関連す
るコンテキストの内部でデータを調べなければならない。
【０３５５】
ファジー連想:
　コンピューティングの発展に重要なトピックは、ファジー論理である。ファジー論理の
内部で構築された容易化アプリケーションに対して、ＫｎＯＳより適切な処理モデルはな
い。
【０３５６】
　コンピュータについての多くの非難が出現する。何故ならば、一般にコンピュータは、
正確な論理を使用するからである。コンピュータが「Paco Verde」および「Paul Green」
を比較するとき、一致を検出しない。コンピュータが「1028 Morningside Way」を「1028
 Mornignside Way」と比較するとき、一致を検出しない。コンピュータが「Paco Verde」
が「1028 Morningside Way」に住んでおり、「Paul Green」が「1028 Mornignside Way」
に住んでいることを指示されたとき、コンピュータは一致するパターンをまだ検出しない
。殆どの人間は、これらの一致を直ぐに見付ける。データ・インスタンスは、スペイン語
および英語において、各々同じであり、アドレスが互いに間違って綴られている。これら
は、ファジー次元で一致する。換言すれば、言語の違いおよび綴り間違いを無視すること
により、コンピュータは「Paco Verde」および「Paul Green」が非常に強い関連をもつこ
とを決定できる。それらは同じデータ・インスタンス値を言語次元にもち、綴り間違い次
元の同じアドレスに居住する。ファジー論理からの妥当な結論は、「Paco Verde」および
「Paul Green」がエイリアスだということである。
【０３５７】
　ＫｎＯＳはセルラ・モデルでありＲＤＢＭＳではないので、ＫｎＯＳは、特定のアプリ
ケーションにより定義される出来るだけ多くのファジー次元を収容、記憶、および検索で
きる。例えば、アプリケーションは、綴り間違いに対する１つのファジー次元、および言
語等価物に対して他のファジー次元を確立する。次に、アプリケーションは、ファジー連
想のためのＫｎＯＳに、（ parent/child のような）正確な連想と丁度同じようにＶＫセ
ットを挿入できる。アプリケーションがファジー連想を識別するとき、それらを記録でき
る。これらのファジーＶＫセットは、追加のＶＫセット分類としてアイテムの内部に、ま
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たは別々のタグ・セットとしてコンテキストにより含まれる。この方法では、ＫｎＯＳは
次元を分離できる。正確なコンテキストでクウェリを出されるとき、ＫｎＯＳは「Paco V
erde」と「Paul Green」の間に一致を見出さない。ファジー言語次元でクウェリを出され
るとき、一致を見出す。
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