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XPathは XMLの要素指定に広く用いられる言語であり，XPathクエリの効率的な実装が求められている．
しかし，XMLのような木を扱う計算を効率的に並列化することは簡単ではなく，XPathクエリの並列処理
の研究はまだ少ない．そこで，本論文では XPathクエリをオートマトンに変換し，木スケルトンと呼ばれる
並列計算パターンを用いることで，効率的な並列化を実現した．さらにこれを実装し評価実験によってその
有効性を確認した．

1 はじめに

XMLはW3Cが規定したタグを用いた文書構造化
のための汎用フォーマットである．これはデータ記

述言語として広く利用されており，大規模応用デー

タの保管形式としても利用されはじめている．XML
を対象とした検索や変換，操作を行うための言語と

して，XPath [1]やXSLT [10]，XQuery [3]が広く利
用されている．これらの中でも，XMLデータを表す
木構造を辿ることで要素や属性といったデータを抽

出する XPathは，他の XML処理言語である XSLT
や XQueryの基礎をなすものであり，XPathによる
クエリ処理に対する様々な効率化，最適化の研究が

なされている [14, 15, 8, 6, 5, 9, 7].
一方，XMLは任意数の子を許すような木であり，

このような不均等な木に対して，効率的に並列計算を

行うことは一般的に簡単ではない．それゆえ，XPath
クエリを並列に処理することによって効率化すると

いうアプローチは非常に少ない [19, 11]．
そこで本研究では，スケルトン並列プログラミン

グ [4, 17] という並列計算パラダイムの上で，効率的
なXPathによるクエリ処理を実現した．スケルトン
並列プログラミングでは，並列スケルトンと呼ばれ

る，特定のデータ構造に対する基本的な並列計算パ

ターンを組み合わせてプログラムを構成する．並列

スケルトンは高階関数としてのインターフェースを

持ち，プロセッサ間通信，データや計算資源の配置，

同期処理などをその中に隠蔽しているため，ユーザ

は並列性をそれほど意識せずに比較的効率の良い並

列プログラムを作成することができる．本研究では，

木に対する並列スケルトン [18, 13]を用いる．
本論文では，親子，子孫／祖先，兄弟といった軸に

よるロケーションパスだけでなく， これらのロケー

ションパスや位置指定関数による述語による絞り込

みを含むような一般的なXPathクエリを並列に処理
する方法を述べる．一般に，このようなXPathクエ
リは，祖先要素に関する条件と子孫要素に関する条

件で要素を指定する．例えば，

/descendant::a[following-sibling::b]

という XPathは，“/descendant::a”という祖先の
要素に関する条件と，“following-sibling::b” と
いう子孫の要素に関する条件とで要素を指定する．

XPathクエリを並列化する基本的なアイデアは次
の通りである．まず，与えられたXPath中に祖先方
向の軸が存在する場合，クエリ処理の並列化が難しく

なるため，子孫方向の軸のみからなる等価なXPath
に変換する．これによって，クエリで指定される要

素から見ての祖先方向の要素に関する条件と子孫方

向の要素に関する条件を明確に分離することができ

る．次に，祖先の要素に関する条件は，木の根から

葉への計算を抽象化した並列スケルトンを用いるこ

とによって処理を行い， 子孫要素に関する条件は，

葉から根への計算を抽象化した並列スケルトンを用

いることによって計算を行う．これらの並列スケル

トンに渡すための関数は，条件に対応するオートマ

トンの状態遷移から自動的に求めることができる．

本論文では，一般的なXPathクエリを並列化する



日本ソフトウェア科学会第 22回大会（2005年度）論文集 2

<a>

<a>

<b>

<c/>

<e/>

</b>

<c/>

<d/>
</a>

<b/>
<c/>

</a>

a

a b c

b c d

c e

“/descendant::a/descendant::b/child::c”

図 1: XML及び XPathの例

ためのアルゴリズムを示す．また， これを実装し評

価実験を行った結果を述べる． 本手法によって並列

化された XPathクエリは， 良い台数効果を示した．
本論文の構成を以下に示す．第 2節ではXPathに

ついて述べ，扱うXPathの範囲を定める．第 3節で
は今回用いる並列スケルトンについて述べる．第 4
節では並列スケルトンを用いてXPathクエリを行う
方法について述べる．第 5節では第 4節の手法を実
装し評価実験を行い， その結果を示す．第 6節では
まとめと今後の課題について述べる．

2 XPath

本節ではXPathについて簡単に説明し，本論文で
対象とする XPathを定める．
近年，商業の情報化および計算機性能の向上に

ともない，大量のデータがデータベースに蓄えら

れるようになってきた．そのため，木構造データ

ベースの表現の一種である XML 文書のサイズは
非常に巨大なものとなり，それをユーザが直接扱

うことは容易ではない場合が多い．そこで，XML
文書中の特定箇所のみを抽出する機構が必要にな

る．XML 文書は木構造をなすため，その特定要
素を指し示すのにルート要素からの経路を用い

ることができる．そのような経路記述言語として

XPath が W3C によって勧告され，XSLT および
XQueryなどで広く使用されている．例えば，XPath
/descendant::a/descendant::b/child::c によ

り，図 1に示されるXMLと対応する木構造に対して
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図 2: XPathの Axis

影のついた要素が指し示される．このようにXPath
がある要素を指し示している場合，その要素はXPath
にマッチしていると言う．また，ひとつの XPath に
マッチする要素は複数存在し得る．

XML文書中の各々の要素と，そのXMLの木構造
のノードは一対一に対応しているため，以後，本論

文ではノードと要素という言葉を区別せずに用いる．

図 3 に本論文で扱う XPath の構成を BNF で
示す．XPathは複数のステップからなり，ステップ
はコンテクストノードからの方向を示す軸 (Axis)，
ノードの種類や名前を表すノードテスト，ノード

を絞り込むための条件である述語 (Predicate) か
ら構成される．さらに，軸については子，子孫を

表す child，descendant，親，祖先を表す parent，

ancestor，文書中で自分自身より後に存在するノー

ドを表す following，その反対の preceding，弟

ノードを表す following-sibling，兄ノードを表す

preceding-siblingから構成される．各軸の関係は

図 2のようになっている．
また，XML文書はあるノードが同じ名前の子を複

数持ちうるため，それらを区別しようとすれば，ど

の位置に存在するのかという情報を扱う必要がある．

本論文では，そのような位置に関する述語記述を行

うための関数 positionと lastも扱う対象として含

める．
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XPath ::= “/” Step | “/” Step XPath
Step ::= LocationStep | LocationStep “[” Predicate “]”
LocationStep ::= Axis “::” NodeTest
Axis ::= ForwardAxis | ReverseAxis
ForwardAxis ::= “child” | “descendant” | “following"”| “following-sibling”
ReverseAxis ::= “parent” | “ancestor” | “preceding” | “preceding-sibling”
NodeTest ::= String | Wildcard
Wildcard ::= “*”
Predicate ::= LocationPath | Function
LocationPath ::= LocationStep | LocationStep “/” LocationPath
Function ::= “position()” BinOp Exp
BinOp ::= “=” | “!=” | “<” | “<=” | “>” | “>=”
Exp ::= Num | “last()” | “last()” “-” Num

図 3: 本論文で扱う XPath

3 スケルトン並列プログラミング

本節では，まず，表記法などを説明した後，XPath
のクエリ処理を記述するための並列スケルトンの定

義を示す．

3.1 用語および表記法

まず最初に，本論文全体に共通の用語および表記

法について説明する．なお，これらの表記法は関数

型プログラミング言語 Haskell[2]に基づいている．

関数

関数適用は，関数と引数の間に空白を置くことに

よって表す．すなわち，f aは f(a)を意味する．関
数はカリー化されており，左結合的である．従って，

f a bは (f a) bの意味である．二項演算子は ⊕，⊗
などで表し，(a⊕)，(⊕b)，(⊕)のように括弧で囲む
ことにより関数とすることができる．

a ⊕ b = (a⊕) b = (⊕b) a = (⊕) a b

関数適用は最も優先順位が高く，f a⊕ bは f (a⊕ b)
ではなく (f a) ⊕ bとなる．

リスト

リストは同じ型のデータが一列に並んだものであ

り，空リストか，リストに要素を付け加えたものと

して表現される．要素のデータ型が αであるリスト

のデータ型は次のように定義される．

data List α = Nil
| Cons α (List α)

リストについては，次に示すような省略記号を用い

ることがある．データ型 αに対して [α]は List αを

表し，適当な要素 aとリスト asに対して [ ]，(a : as)
はそれぞれNil，Cons a as を表す．また，リストの
略記法として，リストの各要素を並べて次のように

表記する．

1 : 2 : 3 : 4 : [ ] = [1, 2, 3, 4]

二分木

二分木は内部ノードが全てちょうどふたつの子を

持つような木である．要素のデータ型が αであるよ

うな二分木のデータ型は次のように定義される．

data BTree α = Leaf α

| Node α (BTree α) (BTree α)

rose tree

rose treeは内部ノードが任意数個の子を持つよう
な木である．要素のデータ型が αであるような rose
treeのデータ型はリストを用いて次のように定義さ
れる．

data RTree α = RNode α [RTree α]
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map kL kN (Leaf n) = Leaf (kL n)
map kL kN (Node n l r) = Node (kN n) (map kL kN l) (map kL kN r)

zip (Leaf n) (Leaf n′) = Leaf (n, n′)
zip (Node n l r) (Node n l r) = Node (n, n′) (zip l l′) (zip r r′)

reduce kL kN (Leaf n) = kL n

reduce kL kN (Node n l r) = kN n (reduce kL kN l) (reduce kL kN r)

uAcc kL kN (Leaf n) = Leaf (kL n)
uAcc kL kN (Node n l r) = Node (reduce kL kN (Node n l r)) (uAcc kL kN l)

(uAcc kL kN r)

dAcc (⊕) gl gr c (Leaf n) = Leaf c

dAcc (⊕) gl gr c (Node n l r) = Node c (dAcc (⊕) gl gr (c ⊕ gl n) l)
(dAcc (⊕) gl gr (c ⊕ gr n) r)

図 4: 二分木に対する並列スケルトンの定義

3.2 二分木に対する並列スケルトン

二分木上の並列スケルトン [18]は二分木に対する
基本的な操作を並列に行うものである．二分木に対す

る重要な並列スケルトンは，map，zip，reduce，uAcc，

dAccの 5つである．これらの形式的な定義は図 4に
示すとおりである．本論文では，主にこれらを組み

合わせることで，XPathのクエリ処理を実現する．
並列スケルトンmapはふたつの関数 kL，kN を受

け取り，二分木の全ての葉に関数 kLを，全ての内部

ノードに関数 kN を適用する．並列スケルトン zipは

同じ形のふたつの木を受け取り，対応するノードを

組にした木を返す．並列スケルトン reduceは木を受

け取り，葉に対して kLを，内部ノードに対して kN

をそれぞれ適用しながら，ボトムアップな計算によ

り縮約してひとつの値を返す操作である．並列スケ

ルトン uAccは各ノードに対して，そのノードをルー

トノードとするような部分木に対して reduceを適用

した値を割り当てた木を返す．並列スケルトン dAcc

はルートノードから葉に向かって，値を累積させて

いく計算である．値の更新は，二項演算子 ⊕，左の
子への関数 gl，右の子への関数 grを使って行われる．

これらの並列スケルトンのいくつかは，効率的な

実装を保証するために条件を課している [12]． 並列
スケルトン reduce，uAccでは，その引数である関数

kN について，次の等式を満たす関数 φ，ψL，ψR，G

が存在することが必要である．

kN n l r = G (φ n) l r

G n l (G rn rl rr) = G (ψL n l rn) rl rr

G n (G ln ll lr) r = G (ψR n r ln) ll lr

また，並列スケルトン dAccでは，二項演算子⊕は単
位元を持つ結合的な演算子であることが必要である．

これらの条件が成立するとき並列スケルトンは効

率的に実行できる． 例えば， ノード数 nの木に対

してプロセッサが十分に使用できるときには，map，

zipは O(1) の並列時間で実行でき， reduce，uAcc，

dAccは O(log n) の並列時間で実行できる．

4 XPathクエリの並列化

本節では，木スケルトンを用いてXPathクエリを
実現する方法を示す．与えられた XPath は [14]の
rareアルゴリズムによって ReverseAxis を含まない
形に変換されているものとし，以降では ForwardAxis
で表された XPath でのクエリを扱う．

4.1 child, descendantのみからなる

XPathクエリの並列化

最初に最も簡単な XPath クエリとして child，

descendantのみで構成されるものを扱う．説明には

例として

/descendant::a/descendant::b/child::c

という XPathを用いる．この XPathは例えば図 1
の XMLに対して影のついたノードを指定する．
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表 1: child，descendantに対応する正規表現

child::a a

descendant::b .*b

各ノードがXPathにマッチするかどうかの判定は，
木のノードをルートから各ノードまで辿った結果得

られるものであるから，この処理は dAccで表せると

考えられる．Skillicorn[19]は親子関係のみの簡単な
クエリに対して，ルートノードからマッチするノー

ドまで辿る際のノード列を受理するようなオートマ

トンを用意し，その遷移状態の表の計算を考えるこ

とで，dAccのための関数および演算子を与えた．こ

こではこれを拡張し，子孫関係についても対応する

オートマトンを求め，同様の計算を行う．

オートマトンは，XPathに対応する正規表現を作
り，それを変換することで求めることができる．child
は次に辿るノードを，descendantは何個か後に辿る
ノードを指定するので，それぞれに対応する正規表

現は表 1のようになる．従って，例に挙げた XPath
に対する正規表現は “.*a.*bc” となり，これを変換
して得られる決定性有限状態オートマトンは図 5の
ようになる．初期状態は S0，受理状態は S3であり，

遷移の#は a，b，c以外のものに対する遷移である．

決定的有限オートマトンは，表 2のように，現在の
状態と読み込む文字に対する遷移先状態の表として

表現できる．そのため，dAccによる計算では，ある

入力に対応した遷移表の一列を，遷移前の状態と遷移

後の状態の組 (sin, sout)のリストとして扱う．XPath
クエリ処理は一般の木（rose tree）に対する dAccで

ある dAccrを用いて以下のように表される．ただし，

二分木の場合とは異なり，子に適用する関数をひと

つしか取らないことに注意する．

dAccr (⊕) maketable idtable

ここで maketable は，表 2のようなオートマトンの
遷移表からノードの値に対応した列を返す関数であ

り，idtableは恒等写像を表す遷移表である．また，⊕
は表を結合することで次のノードの値に対する遷移

を計算する演算子であり，次のように定義される．

t1 ⊕ t2 = {(sin1, sout2) | (sin1, sout1) ← t1,

(sin2, sout2) ← t2

where sout1 = sin2}

⊕は結合性を持ち，単位元は idtableであるから，こ
の dAccは並列に計算することができる．

S3

S1

a,c,#

S2

b

S0 b,c,#

a

a,c,#

b

c

a,#

b

図 5: “/descendant::a/descendant::b/child::c”
に対応するオートマトン

表 2: 図 5のオートマトンに対応する表

a b c #

S0 S1 S0 S0 S0

S1 S1 S2 S1 S1

S2 S1 S2 S3 S1

S3 S1 S2 S1 S1

この計算により各ノードに対して，ルートノード

から辿ったときのオートマトンの遷移先が得られる．

XPathがマッチするノードは，初期状態 S0 からの

遷移先が受理状態であるノードとなる．以上の処理

により目的のノードを見つけることができる．

4.2 following-siblingを含む

XPathクエリの並列化

次に child，descendantに following-sibling，

followingを加えた全 ForwardAxisから構成される
XPathを考える．

dAccや uAccは木を親子関係で上下に辿る計算で

あり，兄弟関係のような横方向の処理にはそのまま

用いることはできない．そこで，XML木に対して兄
弟方向へ辿ることの出来る木への変換を行う．図 6
は図 1 に変換を施した様子である．変換された木は
二分木になっており，元の木における長男，弟の関

係が変換された木では左の子，右の子の関係になっ

ている．各ノードには左の子であるか右の子である

かというラベル，L，Rが付加されており，これによ
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a,L

a,L nil,R

b,L b,R

c,L c,R

nil,L e,R

nil,L nil,R

nil,L d,R

nil,L nil,R

nil,L c,R

nil,L nil,R

図 6: XML木の二分木表現

表 3: 二分木表現における各軸に対応する正規表現

child::a (.,L)(.,R)*(a,R) | (a,L)
descendant::b (.,L)(.,.)*(b,.) | (b,L)
following-sibling::c (.,R)*(c,R)

り，変換後の二分木における親子関係が，元の木に

おいて兄弟，親子どちらの関係なのかは識別可能で

ある．

変 換 後 の 木 に お い て child，descendant，

following-siblingは表 3 のように対応する正規
表現が存在する．すなわち，childは最初に長男

方向に辿った後，弟方向に何回か辿って得られる

ノード，descendantは最初に長男方向に辿った

後，任意の方向に何回か辿って得られるノード，

following-siblingは弟方向に何回か辿って得られ

るノードに相当する．従って，これら 3つの軸に関
しては child，descendantのみの場合と同様の計

算によってクエリ処理を行うことができる．

followingに関しては祖先，子孫，兄弟の 3方向
を辿らなければならないため，そのものを扱うこと

は難しい．しかし，“following::a”は
ancestor-or-self::*/following-sibling::*

/descendant-or-self::a

と書き換えることにより除去することができる．従っ

て，ここでは陽に扱わないことにする．

a

a b c

b c d

c e

図 7: “/descendant::a[following-sibling::b]”
にマッチするノード

4.3 述語を含むXPathクエリの並列化

最後に述語が指定されたXPathを考える．ただし，
ここで考えるのは

/descendant::a[following-sibling::b]

のような述語がひとつであり，述語に先行するロケー

ションパスが 1ステップのみものである．すなわち，
指定しているノードに対し，その子孫のノードに関し

て条件がついているものを考える．例に挙げたXPath
がマッチするのは図 7に示したノードである．
ここまでで扱ったXPathは祖先のノードに関して

条件がついており，ルートから葉の方向への計算を

行う dAccで扱った．従って，子孫のノードに関して

条件のつく述語を含むパスは，葉からルート方向へ

の計算を行う uAccで扱えると考えられる．やはりこ

こでも，オートマトンの状態遷移表を用いてこれを

実現する．

マッチさせるノードに述語部分もひとつながりに

した XPath，
/descendant::a/following-sibling::b

に対応するオートマトンを考える．このオートマト

ンは図 8のようになる．弟方向の軸も扱うのでオー
トマトンは二分木表現に対するものである．この時，

初期状態から子孫を辿ることによって受理状態まで

遷移でき得るようなノードが該当するノードである．

従って，各ノードにおいて，各状態から遷移でき得

る状態が分かればよい．

あるノードから遷移でき得る状態集合は，そこの

ノードの値で遷移した後，左に辿った場合のそこか



日本ソフトウェア科学会第 22回大会（2005年度）論文集 7

S0

(a,R),(b,R),(#,R)

S1

(b,L),(#,L)

S2(a,L)

(b,L),(#,L),(b,R),(#,R)

(a,L),(a,R)

(a,R),(#,R)

S3

(b,L),(#,L) S4
(a,L)

S5

(b,R)

(b,L),(#,L)

(a,L)

(b,R),(#,R) (a,R)

(b,L),(#,L)

(a,L),(a,R),(#,R)

(b,R)

(b,L),(#,L)

(a,L),(a,R),(#,R)

(b,R)

図 8: “/descendant::a[following-sibling::b]”に対応するオートマトン

表 4: uAccで用いる表

(a,L) (a,R) (b,L) (b,R) (#,L) (#,R)

S0 {S2} {S0} {S1} {S0} {S1} {S0}
S1 {S2} {S2} {S1} {S1} {S1} {S1}
S2 {S4} {S2} {S3} {S5} {S3} {S2}
S3 {S2} {S4} {S3} {S3} {S1} {S3}
S4 {S4} {S4} {S3} {S5} {S3} {S4}
S5 {S4} {S4} {S3} {S5} {S3} {S4}

らの遷移先集合と，右に辿った場合のそこからの遷

移先集合の和集合となる．このことから，動的計画

法を用いてボトムアップに遷移先集合を求める計算

を，uAccによって記述してやればよい．今回は，遷

移前の状態に対し遷移後の状態が複数あるので，計

算で扱う値は表 2のような表に対し要素を集合にし
た 1次元多い表 4のようなものとなる．この処理を
以下に示す．

uAcc kL kN

where kL n = maketable n

kN n l r = maketable n ⊕ (l ⊗ r)

ここでmaketable は各ノードの値に対し表 4 のよう
な表を返す関数であり，⊗は表同士を集合和をとっ
てマージする演算子，⊕は表の遷移を結合する演算
子である．

ここまでの議論を組み合わせ，全ての表現を含む

XPathの処理を説明する．ここでは例として
/descendant::a[descendant::b]/child::c

/preceding-sibling::e

という XPathを用いる．
まずは，前処理として followingや ReverseAxis

を等価なXPathに書き換え，これらを含まないもの
にする．これにより，XPathは

/descendant::a[descendant::b]

/child::d[following-sibling::e]

となる．また，XML木は二分木表現に変換しておく．
次に XPathを述語で分解し，

/descendant::a[descendant::b] ,
/child::d[following-sibling::e]

のそれぞれにマッチするノードを uAccによって求め

る．この計算は述語の数だけ別々に uAccを繰り返す

と効率が悪いので，各分解されたXPathで扱う遷移
表を全て組にしたものを計算に用いることで 1回の
uAccでまとめて行う．

最後に述語を満たしているaをa’，述語を満たして

いる dを d’とし，“/descendant::a’/child::d’”
を dAccで求めてやればよい．

以上より，uAccと dAccを 1回ずつ行うことによ
り，全てのロケーションパスのクエリ処理を効率的

に並列化することができる．

4.4 関数を含むXPathクエリの並列化

XPathではノードを指定する際に関数を使用する
ことができる．XPathの関数のうち，ノードの位置
指定をするのに使用される関数，position，lastに

ついて，それらを並列処理するためのアルゴリズム

を以下に与える．

position関数はノードが何番目の子供であるかを

指定する．例えば図 9の XMLに対し，
/descendant::c[position()=last()]
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a

a b c

b c d

c e

図 9: “/descendant::c[position()=last()]”に
マッチするノード

というXPathクエリは影のついたノードを選択する．
ただし，last関数はその兄弟の中で最も右端にある

ノードの position関数の値を返す関数である．

各ノードが何番目の子供であるかを求めるには弟

方向にノードを辿る必要がある．したがって，二分

木表現に変換された木 (図 6)に対し，図 10のような
結果を得る処理を与えればよい．すなわち，弟方向

に辿る際に値を 1増やし，長男方向に辿る際に値を
1に戻しながら，ルートノードから葉に向かって値を
計算する．これは，以下の dAccスケルトンによって

行うことが可能である．

dAcc (⊕) gl gr 1
where gl x = 1

gr x = −1
a ⊕ b = | b > 0 = b

| b ≤ 0 && a > 0 = a − b

| b ≤ 0 && a ≤ 0 = a + b

この ⊕は結合的な演算子であり，上記の dAccスケ

ルトンは効率的に計算することができる．

positionの値として lastが指定されている場合に

はこの値も求める必要がある．この計算は position

を求めた後の木 (図 10) に対して次の uAccスケルト

ンを使って求めることができる．

uAcc kL kN

where kL n = 0
kN n l r = if r == 0 then n

else r

lastの値はその兄弟における右端のノード，すな

わち弟を持たないノード，の値である．弟を持たな

1

1 2

1 2

1 2

1 2

1 3

1 3

1 4

1 3

1 4

図 10: position関数の適用結果

1

3 0

3 3

2 3

0 2

0 0

0 3

0 0

0 3

0 0

図 11: last関数の適用結果

いノードにおいてその右の子は葉であるので，kN は

葉に対する返り値 0によって分岐し，右端のノード
の場合は自分の値を，それ以外のノードの場合は弟

の結果を返すようにしている．この関数が並列スケ

ルトンの条件を満たすことは比較的簡単に検証でき

る．適用結果は図 11のようになる．
以上によりすべてのノードに対して，position，

last関数を計算することができた．この値を使うこ

とによって述語に位置指定関数が与えられた XPath
クエリに対する計算も行うことができる．すなわち，

述語に位置指定関数を含む場合は，前処理として上

記の uAccスケルトン，dAccスケルトンを実行し，こ

れらの結果を zipスケルトンによってもとの木の各

ノードに割り当てておく．こうすることで，位置指
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定関数を用いた述語の処理を，通常のロケーション

パスにおけるノードの名前と同様にして実行するこ

とが可能となる．

5 評価実験

本節では，前節で示した方法に基づいてXPathク
エリを並列に処理するプログラムを実装し，評価実

験によってその並列化の効果を確認する．

5.1 プログラムの実装

実装したプログラムは以下のような動作を行う．ま

ず，入力として XPath を受け取り，対応するオート
マトンを生成する．次に，その結果といくつかの関

数を並列スケルトンに渡し，クエリ対象の XMLに
対して必要な計算を並列に実行させる．最後に，並

列スケルトンから計算結果を受け取り，その結果を

ユーザに返す．なお，並列スケルトンの実装として

は我々の開発した並列スケルトンライブラリ「助っ

人」[16]を用いている．

5.2 実験内容

分散並列計算機環境として，16 台の均質な PC
から構成される PC クラスタを用いた．各 PC は
Pentium4 3.0GHz (Hyper Threading ON) の CPU，
1GBのメモリを持ち，これらがギガビットイーサネッ
トで接続されている．OSは Linux 2.6.8，コンパイ
ラは gcc 2.95，MPIライブラリは mpich 1.2.6を用
いた．

実験は，表 5の XPath クエリを表 6に示す XML
データに対して並列実行し，その実行時間を測定す

る．ただし，既に分散された XML に対するクエリ
の並列実行を想定し，データの分散にかかる時間は

実行時間に含めない．

実験に用いる XML は，適度な幅と深さをもつ
“normal.xml”，極端に高い “mono.xml”，極端に低
く幅の広い “flat.xml” という特徴的な形をもつデー
タである．また，各々のノード数は 10000 である．
本実験では 2のべき乗個（1, 2, 4, 8, 16）のプロセッ

サを使用する．ただし，実装したプログラムは任意

のプロセッサ数で実行可能であることを注意する．

5.3 実験結果

測定された実験結果を表 7に示す．表中において
P は使用したプロセッサ数を表しており，時間の単

位は秒である．表中の比は一台のプロセッサでの実

行時間を各々の台数での実行時間で割ったもの（速

度向上）である．使用したプロセッサ数に対する速

度向上を図 12，図 13に示す．縦軸が速度向上，横軸
が使用したプロセッサ数であり，参考のために線形

の場合の直線を並べて表示している．

小さな XPath に対する結果の図 12 では “nor-
mal.xml” に関して使用する台数にほぼ比例する形
で速度向上が起こっており，並列化による台数効果

が確認できる．また，極端な形である “mono.xml”
および “flat.xml” に関しても，16 台のプロセッサで
10 倍程度の速度向上があり，極端なデータに対する
台数効果も確認できる．

同様に，大きな XPathに対する結果の図 13にお
いても全てのデータに対して台数効果が確認できる．

また，速度向上が超線形となっているが，これは大き

なXPathの処理のためにメモリを多く必要とするた
め，一台のプロセッサでの処理が遅くなることによ

る．このような現象は使用メモリ量が計算機のメモ

リ量と比べて大きくなる場合にしばしば見られ，並

列化による効果が大きいことを示している．

いずれの結果も台数効果がはっきりと現れており，

提案するアルゴリズムによる並列化が有効であるこ

とが示された．

6 まとめ

本論文では，ロケーションパスや位置指定関数に

よって定義された XPath クエリを木に対するスケ
ルトンを用いて効率的に並列化する手法を提案した．

本手法では，まず，効率的に並列に計算するために

XMLを二分木に変換する．変換された二分木におい
て，あるノードの祖先に関する条件については dAcc

スケルトンを，また，子孫に関する条件については

uAccスケルトンを用いて並列化を行った．並列スケ

ルトンで使用する関数は，XPathを正規表現に変換
して対応するオートマトンを作ることで，その状態

遷移から求めることができる．並列スケルトンによっ

て低レベルな実装が与えられるため，得られた並列

プログラムは台数効果が期待できる．

また，本手法によってXPathクエリから並列スケ
ルトンプログラムを自動的に導出するシステムを実

装し，その評価実験では導出した並列プログラムは

良い台数効果を示した．

今後の課題としては次のようなことが挙げられる．

まず，本手法ではXPathにおけるいくつかの重要な
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表 5: 実験に用いた XPath
名前 XPath

XPath-small /descendant::*[descendant::b/child::d ]

XPath-large /descendant::*[descendant::b/child::d]

/descendant::c[descendant::u/child::w]/descendant::f

表 6: 実験に用いた XMLデータ
名前 ノード数 特性

normal.xml 10000 適当な幅と高さをもつようにランダムに生成されている．

mono.xml 10000 各ノードがちょうどひとつの子を持つ単調な木の形をもつ．

flat.xml 10000 各ノードの子の数が多く平坦な形のであり，木の高さは高々10である．

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 16 8 4 2 1

sp
ee

du
ps

#processors

normal.xml
mono.xml

flat.xml
linear

図 12: XPath-small の速度向上

 10

 20
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 60

 70

 80

 16 8 4 2 1

sp
ee

du
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#processors

normal.xml
mono.xml

flat.xml
linear

図 13: XPath-large の速度向上

表 7: XPath クエリの並列実行時間測定結果
P = 1 P = 2 P = 4 P = 8 P = 16

XPath XML 時間 比 時間 比 時間 比 時間 比 時間 比

XPath-small normal.xml 3.88 1.00 1.91 2.03 0.91 4.26 0.55 7.00 0.26 14.79
mono.xml 2.80 1.00 1.51 1.86 0.78 3.58 0.43 6.46 0.28 9.93
flat.xml 4.11 1.00 1.15 3.59 0.59 7.02 0.56 7.33 0.44 9.36

XPath-large normal.xml 14.56 1.00 2.55 5.71 1.25 11.65 0.70 20.76 0.40 35.99
mono.xml 26.57 1.00 2.31 11.50 1.20 22.15 0.62 42.85 0.38 70.77
flat.xml 17.07 1.00 1.92 8.91 1.23 13.90 0.64 26.72 0.49 35.11
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位置指定関数を並列化したが，XPathにはその他に
も多くの関数を使用することができる．これらの関

数は各ノードで独立に計算を行うものであるため，比

較的簡単に組み込むことができると考えられる．ま

た，得られた並列プログラムの台数効果はスケルト

ンによって保証されるが，逐次計算部分などの効率

化を行うことも今後の課題である．
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