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ビュー更新可能性判定とは，データベースの一部を取り出したビュー上で更新を行った際に，元のデータベー
スを対応して更新可能かを判定することである．ここでいう対応とは，データベース上で更新を行った後に再
度得たビューがビュー上で更新した結果と一致することである．ビュー更新可能性判定問題は，データベー
スの分野で重要な問題であるビュー更新問題の部分問題である．ビュー更新可能性判定をスキーマに基いて
行う方法が関係データベースにおいては議論されているが，XMLデータベースにおける議論はこれまでな
かった．XMLデーターベースは関係データベースに比べて構造が複雑になる点で困難である．本研究では，
XMLデータベースにおけるスキーマに基づいた更新可能性判定のうち，更新操作を削除に限定しスキーマを
簡単な場合に限定した場合の定式化を示す．また，その定式化における更新可能性の判定方法を提案し，正
しさを示す．

1 はじめに

XML (eXtensible Markup Language) [6]は広く普
及しており，様々な分野で使用されている．最近は

データベースにも XMLが使用されることが多いた
め，一般のデータベースにおける種々の議論をXML
データベースに適用することが求められている．

データベースにおいて，ビュー更新問題 [1]は重要
な問題の 1つである．ビュー更新問題とは，ビュー
の更新に対応するデータベースの更新を求める問題

である．ここで，ビューとはデータベースの一部を

取り出しユーザに見やすいように加工したものであ

る．また，データベースの更新がビューの更新に対

応しているとは，データベース上で更新を行った後

に再度得たビューがビュー上で更新した結果と一致

することをいう．図 1はビュー更新問題を簡単な図
式で表したものであり，実線の矢印の経路で得られ

るビューと点線の矢印で得られるビューが一致する

場合，ビューの更新とデータベースの更新が対応し

ている．

大きなデータベースを扱う場合はビューは必要不

可欠であり，ビュー更新問題を解決することは重要

である．しかしビュー更新問題は難しい問題であり，

統一的な解決方法を与えるのは困難である．ビュー

更新問題の部分問題としてビュー更新可能性判定問

題がある．これはビューの更新が可能であるかを判

図 1: ビュー更新問題の模式図

定する問題である．ビュー更新可能性判定問題への

アプローチの 1つとして，Dayalと Bernstein [8]は
関係データベースの上での議論を行った．彼らの手

法はビュー更新可能性をデータベースの構造を規定

するスキーマのみから判定できるという特徴をもつ．

しかしXMLデータベースにおける議論は我々の知る
限り存在しない．XMLデータベースにおけるビュー
更新可能性判定が関係データベースの場合に比べて

困難な点が 2点挙げられる．1点目はXML文書は木
構造をなすため関係データベースに比べ構造が複雑

になる場合が多いことであり，2点目はスキーマも関
係データベースに比べXMLの方が複雑になる場合が
多いことである．Wangら [11]は関係データベースか
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ら XMLのビューを取り出す場合において Dayalと
Bernsteinの議論を発展させた．Wangら [11]の方法
を XMLデータベースに対して適用する場合，XML
データベースと関係データベースを繋ぐ双方向の変

換が必要だが，この変換は自明ではない．

本研究では，スキーマに基づいたXMLデータベー
スの更新可能性判定問題の定式化と判定方法を提案

する．本研究では XMLデータベースを木構造とし
て直接扱う方法をとる．ただし一般の XMLや一般
のビュー更新に対してビュー更新可能性判定問題を

考えるのは困難なので，本研究では更新を削除に限

定しスキーマに対しても制限を加えた枠組みの上で

議論を行う．提案する更新可能性判定アルゴリズム

はデータベース・ビューそれぞれのスキーマ，それら

のスキーマ間の対応，削除箇所の 4つを入力とし，削
除可能と判定された場合は対応して削除べき要素の

位置，判定が不可能である場合はその旨を出力する．

本論文の貢献は以下の 2点にまとめられる．1点目
は，ビュー更新可能性判定問題を XMLデータベー
スの上で扱う枠組みを定式化したことである．2点
目は，ある制約を加えた中でビューの削除可能性判

定のアルゴリズムを与え，その正しさを示したこと

である．

本稿の構成は以下の通りである．第 2節では，本稿
で扱う XMLデータベースにおけるビュー更新可能
性判定問題について例を交えて説明する．第 3節で
は，本研究の対象とするXMLやスキーマの表現につ
いて述べる．第 4節では本研究において扱うビュー
更新可能性判定問題の定式化を行う．第 5節では削
除可能性判定のアルゴリズムを提案しその正しさを

示す．第 6節では関連研究について言及し，第 7節
では本稿の内容をまとめ今後の課題と展望を示す．

2 XMLデータベースにおけるビュー削除
可能性判定問題

ビュー削除可能性判定問題とは，ビューにおける

要素の削除に対し，対応するデータベースにおける

要素の削除が存在するかを判定する問題である．本

節では，XMLデータベースにおけるビュー削除可能
性判定問題を図 2，図 3の例を元に説明する．
図 2はXMLデータベースにおいてビュー削除可能
である例である．本段落では図 2の中に記載されて
いる番号でXML文書やスキーマの内容を表す．デー
タベースを (1)のXML文書とする．このXML文書

のスキーマは (a)で示すDTDである．以上が XML
データベースの設定である．クエリQ1によって，デー

タベース (1)からビュー (2)を取り出した．クエリQ1

は図 2の右下に記述されたXQuery [4]で表せる．取
り出したXML文書のスキーマは (b)で示すDTDで
ある．ビュー (2)から Java and XMLという題名の

本を削除すると，ビューは (4)になる．このビュー
(4)に対応するデータベースの XML文書は (3)にな
る．ここで言う対応とは，クエリQ1でこのXML文
書からビューを取り出した時，ビューの上で削除し

た結果と一致するということである．この場合を削

除可能という．

一方，図 3は XMLデータベースにおいてビュー
削除不可能である例である．図 3 の (1) は図 2 (1)
の XML文書を表す．本段落では図 3の中の番号で
XML 文書やスキーマの内容を表す．データベース
(1)に対するクエリ Q2 は，amazonにおける本の値

段を金額ごとに分類してビューを取り出す．このクエ

リQ2を用いるとビュー (5)が得られる．この XML
文書のスキーマは (c)である．このビューから値段
(/amazon/price/amount)が 32.95である bookの

部分を取り除く時，ビューは (6)となる．しかしデータ
ベースのどの要素を削除してクエリQ2によりビュー

を得てもビューの上で削除した結果に一致する結果

が得られない．この場合を削除不可能という．

このように，スキーマによる制約を満たすビュー

の削除であっても，クエリや削除する要素によって

削除が可能な場合と不可能な場合がある．そのため，

ビューにおける要素の削除が可能であるかどうかが

判定できれば便利である．例えば，データベースの

管理者がユーザに，削除が可能である XML文書の
要素を明示する場合に有用である．

3 XMLとスキーマの表現

本節では，本研究の対象である XMLの定式化と
スキーマに関する仮定を述べる．本論文では関数型

言語 Haskell [3]に倣った記法を用いる．

3.1 XML木

本論文では XML文書を，以下の型で示す木構造
で表す．

data Tree = Node Elem [Tree]

| Leaf String Id
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図 2: XMLデータベースにおいてビュー削除可能である例

XML 木 (Tree) は中間ノード (Node) と葉ノード
(Leaf) から構成される．中間ノードは要素名 (Elem)
と自分の子供であるXML木のリストを持つ．葉ノー
ドは文字列 (String)と ID (Id) を持つ．ここで要素
名は文字列であり，葉ノードの IDは 1つの木の中で
はそれぞれ異なるものを割り振る．例えば，図 2 (1)
の XML文書は XML木で表すと図 4になる．三角
のノードは中間ノード，円形のノードは葉ノードを

表す．本稿では，XML木において，あるノードとそ
れをルートノードとする木を同一視する．

3.2 木同士の関係

本節では 2つの木の関係として部分木，真部分木を
定義する．また，木の差分，木の深さの定義を行う．

本稿を通して，木 tの子供の集合を children(t)と
表記し，ノード nの親ノードを parent(n)と表す．

定義 3.1 (部分木) ある木 t1 が木 t2 の部分木であ

るとは，t1 = t2 であるか，ある t2 の子ノード t′2 が
存在して，t1が t′2の部分木であることである．木 t1

が t2 の部分木であることを t1 � t2 と表記する．
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図 3: XMLデータベースにおいてビュー削除不可能である例．この図において (1)のXML文書は図 2にお
ける (1)のXML文書と共通．図の d′は (1)のXML文書から任意の要素を削除した後のXML文書を表す．

図 4: 図 2 (1)の XML文書を表した XML木の図

2つの木 t1, t2が t1 � t2かつ t1 �= t2である時，t1は

t2の真部分木であるといい，t1 � t2と表記する．ま

た，t1 � t, t2 � tの時，木 tの中で t1と t2が互いに

部分木でない事を t1 ���t t2 と記述する．

定義 3.2 (木の差分) 2つの木 t1，t2が t1 � t2を満

たすとする．木 t′ が t2 から t1 を引いた木の差分で

あるとは，

t0 � t′ ⇔ (t0 � t2 かつ t0 �� t1)

であるときである．この時，t′ = t2 − t1と表記する．

直感的には，t2 − t1 は t2 の子孫の中から t1 を取り

除いた木のことである．差分の演算−は左結合であ
る．例えば t − t′1 − t′2 は (t − t′1) − t′2 を表す．図 5
に木の差分の例を示す．

定義 3.3 (木の深さ) 2つの木 t1, t2が t1 � t2であ

るとき，t2 から t1 の深さdepth(t1, t2)を以下の式で
定義する．

depth(t1, t2) ={
0 (t1 = t2)
1 + depth(parent(t1), t2) (t1 � t2)
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図 5: 木の差分の例

この定義で，depth(t1, t2)は t1 から何回親を辿れば

t2 にたどり着くかを示す．例えば t1 が t2 の子ノー

ドである場合，depth(t1, t2) = 1である．

3.3 スキーマへの制限

XMLにおけるスキーマとはXML文書の構造を規
定するものであり，スキーマ記述言語として DTD,
XML Schema [9], RELAX NG [10]等が挙げられる．
本研究で扱う XML文書はスキーマによって構造が
規定されているとする．

第 1節で述べたとおり，本研究ではスキーマに対し
て制限を加え簡単な場合に限定する．本研究における

スキーマ記述言語は制限された DTDであり，DTD
に対する制限は，属性がなく，各要素の依存関係が

木構造になっており，接続演算子が順序保存 (“,”)
であり，接尾演算子は任意選択の反復 (“*”) である
ものに限定することである．例えば図 2 (a)，(b)の
DTDや図 3 (c)の DTDはこの制限を満たすが，

<!ELEMENT document ((#PCDATA|head)+,br?)>

のように接続演算子に “|”が含まれていたり，接尾
演算子に “+”や “?”が含まれている DTDは制限を
満たさないので本研究では考えない．

4 ビュー削除可能性判定問題の定式化

本節では，本研究におけるスキーマに基づくビュー

削除可能性判定問題の定式化について述べる．

4.1 依存木

依存木は XML木における構造の制限を表す．依
存木の型を以下で定義する．

data Dtree = Unique Elem [Dtree]
| Stared Elem [Dtree]
| DLeaf Id

図 6: 図 2(a)の DTDから作られる依存木

この定義において Unique のコンストラクタが付く

ノードをユニークノード，Staredのノードをスター

ノード，DLeafのノードを葉ノードと表現する．1つ
の依存木内の葉ノードには相異なる ID (Id) を割り
振る．例えば，図 2の (a)で表す DTDから作られ
る依存木は図 6である．図 6において，左に*の付い
たノードがスターノード，その他の中間ノードがユ

ニークノードである．

依存木の表す木の構造の概略は次の通りである．

• 依存木のノードとそれに対応するXML木のノー
ドは要素名 (Elem)が同一である．

• ユニークノードは XML木において子ノードと
して必ず 1個だけであることを示す．

• スターノードは XML木において子ノードとし
て 0個以上あることを示す．

• 葉ノードは XML木においても葉ノードで，中
身は任意の文字列である．

依存木による木の構造の制約を厳密に定義する．あ

る依存木 uによる制約を満たす XML木全体の集合
を vtrees(u)と書く．
依存木と XML木の対応として，インスタンスを
定義する．依存木のノード nの XML木 tにおける

インスタンスは，ノード nによって規定されるXML
木 tのノードの集合を意味する．
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定義 4.1 (インスタンス) 依存木のノード n の

XML木 tにおけるインスタンス instance(n, t)を以
下の式

instance(n, t) = {t′ | t′ � t} ∩ vtree(n)

で定義する．

例えば，図 6の要素名が bookであるスターノード

の，図 4で表す XML木におけるインスタンスは図
4の要素名が bookである中間ノード 2つである．ま
た，図 6の要素名が titleであるインスタンスは図

4の要素名が titleである中間ノード 2つ，図 6の
要素名が priceであるノードのインスタンスは図 4
の要素名が priceである中間ノード 4つである．

4.2 データベースとビューの対応

ビューの定義は一般にXQuery [4]などのクエリ言
語で行う．しかし本稿では具体的に特定のクエリ言

語を扱わず，ビューの葉ノード (ViewLeaf ) がデー
タベースのどの葉ノード (DBLeaf ) から取り出され
たのかを表す関数

gen :: ViewLeaf → DBLeaf

がクエリから導ける事を仮定する．

本研究では，関数 genに対し 2つの制約を課す．第
4.2.1節において，データベースとビューの XML木
の対応に関する制約について説明する．第 4.2.2節に
おいて，依存木における対応関係を考えた場合の制

約について述べる．

4.2.1 データベースとビューの XML木における

対応

関数 genを用いて，ビュー上のノード (ViewNode)
からデータベースの葉ノードの集合への関数 gens ::
ViewNode → {DBLeaf }を次のように定義する．

gens(Node elem ts) =
⋃

v′∈ts

gens(v
′)

gens(Leaf str) = {gen(Leaf str)}

関数 genに対する制約は，関数 gensを用いて以下

の式で表される．

v′ � f(d) ⇔ ∀s ∈ gens(v
′) : s � d (1)

この式は，v′ がビュー f(d)の中に存在することと，
v′ の全てのデータを生成するのに必要な情報がデー

タベース dに存在することが等価であることを意味

する．

さらに，後の議論を簡単にするために，データベー

スとビューの中間ノード同士の対応を表す関数 gent

を定義する．関数 gentは，ビュー上のノードとデー

タベースのルートノード (DBRoot)からデータベー
スの中間ノード (DBNode)への関数

gens :: (ViewNode × DBRoot) → DBNode

である．関数 gent(v, d)は子孫に gens(v)を全て含む
最も深いデータベース内のノードを表す．この関数

gent を，以下の定義で与えられる補助関数

m :: (DBNode × DBRoot × {DBLeaf }) → DBNode

m(s, d, ls) =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

s (ls ⊆ leaves(s))

⊥ (s = dかつ ls �⊆ leaves(s))

m(parent(s), d, ls) (その他)

を用いて，

gent(v, d) = m(s, d, gens(v, d))

と定義する．ただし sは s ∈ gens(v, d)なる適当な
ノードである．この補助関数mはあるデータベース

のルートノードの子孫である葉ノードの集合全てを

子孫に持つ最も深いノードを返し，与えられたリー

フの集合の内データベースの子孫の中に存在しない

ものがある場合は ⊥を返す．
関数 gen に対する仮定である式 (1)の系として以
下の性質が成り立つ．

v′ � f(d) ⇔ gent(v
′, d) �= ⊥ (2)

また，関数 gent に対する制約はもう 1つあるが，
これは第 5.1節においてクロージャを定義した後に
述べる．

4.2.2 データベースとビューの依存木における対応

本節では，関数 genの，依存木における制約条件

について説明する．この条件は，ビューの依存木の

葉ノード (ViewDTreeLeaf )からデータベースの依存
木の葉ノード (DBDTreeLeaf ) への単射な関数

dgen :: ViewDTreeLeaf → DBDTreeLeaf

を定義する際，ビューの依存木の任意の葉ノード nV

に対し以下の式を満たすように定義できることであ
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図 7: 削除可能性判定の図式

る．ここで dはデータベースの XML木である．

∀v′ ∈ instance(nV, f(d)) :
gen(v′) ∈ instance(dgen(nV), f(d))

(3)

4.3 削除可能性判定問題の定式化

本節では削除可能性判定問題の定式化について述

べる．

図 7は本研究で扱う削除可能性判定問題を図式化
したものである．データベース dは XML木で表現
される．ビュー定義関数 f は，XML木を引数とし
ビューである XML木を返す関数であり，ビューは
f(d)と表される．ビューにおける更新操作として 1
つの部分木の削除のみを考える．削除する部分木を

v′とすると，更新後のビューは f(d)−v′と表される．
この更新に対応するデータベースの更新として，あ

る部分木 sの削除を考える．このとき更新後のデータ

ベースは d−sになる．ビューの部分木 v′が削除可能
であるとは，f(d− s) = f(d)− v′となるようなデー
タベースの部分木 sが存在することである．ビュー

削除可能性判定問題とは，削除したいビューの部分

木 v′が与えられたとき，それが削除可能かどうかを
判定する問題である．

以上の議論をまとめて，削除可能性を以下のよう

に定義する．

定義 4.2 (削除可能性) データベースを d，ビュー

定義関数を f とする．ビュー f(d)の部分木 v′が削除
可能であるとは，データベース dのある部分木 sが

存在して，f(d− s) = f(d)−v′を満たすことである．

ビューの部分木 v′が削除可能であるとき，f(d−s) =

f(d)−v′を満たすデータベースの部分木 sはDayalと
Bernstein [8]による clean sourceの概念に対応する．
削除可能性に関連する補題として以下が成り立

つ．この補題は，f(d) − v′ の部分木全てが f(d −
gent(v′, d))の部分木であるなら，ビューの部分木 v′

が削除可能であり対応して削除するデータベースの

部分木が gent(v′, d)であることを示す．

補題 4.1 データベースを d，ビュー定義関数を f，

ビュー f(d)の部分木を v′ とする．このとき，

(∀v0 � f(d) − v′ : v0 � f(d − gent(v′, d))) ⇒
f(d − gent(v′, d)) = f(d) − v′

が成り立つ．

証明

式 ∀v′
0 � f(d− gent(v′, d)) : v′

0 � f(d)− v′を示せ
ばよい．背理法で示す．∃v′′

0 � f(d − gent(v′, d)) :
v′′
0 ��f(d)− v′とする．ここで gensへの制約式 (1)を
用いて，

v′
0 � f(d − gent(v

′, d))
(1)⇔ ∀s ∈ gens(v

′) : s � (d − gent(v
′, d))

⇒ ∀s ∈ gens(v
′) : s � d

(1)⇔ v′′
0 � f(d)

となる．これと v′′
0 ��f(d) − v′ より v′′

0 � v′ である．
一方，gent の制約式 (2)の対偶より

gent(v
′, d−gent(v

′, d)) = ⊥ (2)⇔ v′ ��f(d−gent(v
′, d))

である．これらから v′′
0 ��f(d− gent(v′, d))となり矛

盾する． �

実際にはビューの部分木 v′の削除に対し，対応す
るデータベースの更新として複数のデータベースの

部分木 s1, . . . , sk (k > 1)の削除も考えられるが，本
研究においては考えない．

5 スキーマに基づく削除可能性判定

本節ではスキーマに基づく削除可能性判定につい

て述べる．第 5.1節では，削除可能性判定を行う際
の準備として，依存木における構造の比較を行う方

法を述べる．第 5.2節では，依存木における構造の
比較と削除可能性の判定を結びつける，削除可能性

判定定理を示す．第 5.3では，削除可能性判定定理を
もとに削除可能性の判定を行うアルゴリズムを示す．
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5.1 依存木における構造の比較

依存木の構造を比較する際に，依存木そのもので

は比較に必要のない構造の情報が含まれる．そこで

比較に必要な構造のみを取り出すためにクロージャ

を導入する．

まずはクロージャの型を定義する．

data Closure = CUnique {Closure}
| CStared {Closure}
| CLeaf DTree

そして依存木のノード n に対し，そのクロージャ

closure(n)を以下で定める．

closure(Unique elem ns) =
if length(ns) = 1 then closure(head(ns))
else CUnique {closure(n′) | n′ ∈ ns}

closure(Stared elem ns) =
CStared {closure(n′) | n′ ∈ ns}

closure(DLeaf id) = CLeaf (DLeaf id)

ノード nのクロージャclosure(n)は，元々の依存木
の定義から子ノードの順番や中間ノードの情報など

を取り除き依存木の構造の比較に必要な部分を残し

たものである．例えば図 6の依存木において，ノー
ド bookのクロージャは

CStared {DLeaf 1,CStared {DLeaf 2,DLeaf 3}}
である．

ビューの依存木内のあるノードにおけるクロージャ

をCVとする．クロージャCVに現れるデータベース

の依存木の葉ノード全てに関数 dgen を適用し置換
した新たなクロージャを dgen(CV)と記述する．ク
ロージャdgen(CV)とデータベースの依存木のノード
におけるクロージャCB が一致する場合 CV

dgen�→ CB

と記述し，クロージャがマッチすると表現する．

第 4.2節において，ビューとデータベースのノード
の間の対応を表す関数 gent に対する制約を述べた．

関数 gent に関する最後の制約は，ノード nB が

closure(nV)
dgen�→ closure(nB)

を満たすデータベースの依存木 uB において最も深

いノードである時，関数 gent は

∀v ∈ instance(nV , f(d)),∃s ∈ instance(nB , d) :

∀v′ � v ⇒ gent(v
′, d) � s

(4)
を満たす，というものである．

5.2 削除可能性判定定理

本節では，削除可能性判定アルゴリズムの正しさ

を示すために，補題を 2つ示しその後で定理を示す．
本節で示す補題，定理共にクロージャがマッチした

ときに成り立つ性質である．

1つ目の補題は，ビューの部分木 v′と関数 gentに

よって対応するデータベースの部分木 gent(v′, d)が
インスタンスの上でも対応してことを表す．

補題 5.1 データベースを d，ビューを f(d)，データ
ベースの依存木を uB，ビューの依存木を uV，デー

タベースの依存木の部分木を nB，ビューの依存木の

部分木を nV とする．ノード nB が

closure(nV)
dgen�→ closure(nB)

を満たす uB において最も深いノードである時，

∀v′ ∈ instance(nV, f(d)) :
gent(v′, d) ∈ instance(nB, d)

が成り立つ．

証明 クロージャC の深さ dep(C)を以下のように
定義する．

dep(CUnique Cset) = 1 + max
C′∈Cset

(dep(C ′))

dep(CStared Cset) = 1 + max
C′∈Cset

(dep(C ′))

dep(CLeaf id) = 1

クロージャの深さに関する帰納法で示す．

基礎: dep(closure(nB)) = 1の場合
仮定とクロージャの深さの定義より，nVは葉ノー

ドもしくは自身の子孫の葉ノードが 1つでその間が全
てユニークであるようなユニークノードであり，nB

は葉ノードである．ノード nV の子孫の葉ノードを

n′
Vとすると，dgen(n′

V) = nBが成立．従って，dgen
への仮定である式 (??)より成立．
帰納: dep(closure(nB)) = k (k > 1)の場合
帰納法の仮定は，n′

V が dep(closure(n′
B)) < k

であり，closure(n′
V)

dgen�→ closure(n′
B)を満たす uBに

おける最も深いノードである時，

∀v′ ∈ instance(n′
V, f(d)) :

gent(v′′, d) ∈ instance(n′
B, d)

が成立することである．

ノード nV の子ノードを n1
V, . . . , nl

V とする．この

時，closure(nV)
dgen�→ closure(nB)であるから，nBの
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子ノードを並び替えて n1
B, . . . , nl

B として，

closure(n1
V)

dgen�→ closure(n1
B),

...

closure(nl
V)

dgen�→ closure(nl
B)

となるようにできる．各 iに対して n′i
B を

closure(ni
V)

dgen�→ closure(n′i
B) を満たす uB におけ

る最も深いノードとして，深さ dep の定義から，
dep(closure(ni

B)) < k である．従って，帰納法の仮

定より，

∀v′
i ∈ instance(ni

V, f(d)) :
gent(v′

i, d) ∈ instance(n′i
B, d)

である．また，各 iに対して ni
Vは nVの子ノードで

あるから，instance(nV, f(d))の要素であるノードの
任意の子ノードは，ある nVの子ノード nj

Vが存在し

て instance(nj
V, f(d))の要素である．つまり，

v′ ∈ instance(nV, f(d)) ⇒
∀v′

i ∈ children(v′), ∃j ∈ {1, . . . , l}
v′

i ∈ instance(nj
V, f(d))かつ

gent(v′
i, d) ∈ instance(n′i

B, d)

である．関数 gent への仮定である式 (4)から，

∀v′
i ∈ children(v′),∃s ∈ instance(nB, d) :

gent(v
′
i, d) � s

が成立．また，gent(v′, d)は各 gent(v′
i, d)を含む最

も深いノードであるから，

gent(v
′, d) = s ∈ instance(nB, d)

である． �

2つ目の補題は，ビューの部分木 v′ を削除した際
に，データベース dから部分木 gent(v′, d)を削除して
も，部分木 v′の削除後のビュー f(d)−v′の任意の部
分木 v′′に対し，データベースの部分木 gent(v′′, d−
gent(v′, d))が存在することを示す．

補題 5.2 データベースを d，ビューを f(d)，データ
ベースの依存木を uB，ビューの依存木を uV，デー

タベースの依存木の部分木を nB，ビューの依存木の

部分木を nV とする．スターノード nB が

closure(nV)
dgen�→ closure(nB)

を満たす uB において最も深いノードである時，

∀v′ ∈ instance(nV, f(d)), ∀v′′ � f(d) − v′ :
gent(v′′, d − gent(v′, d)) �= ⊥

が成り立つ．

証明 部分木 v′′が依存木下のノード n′
Vのインスタ

ンスの要素，つまり v′′ ∈ instance(n′
V, f(d)− v′)と

する．n′
V の依存木下の位置によって場合分けする．

1. n′
V ���uV

nV の場合

この時，∀v1∈ instance(n′
V, f(d)) : v′ ���f(d) v1であ

る．従って dgen の単射性から
gent(v′, d) ���d gent(v1, d)であるから，
gent(v′′, d − gent(v′, d)) �= ⊥である．
2. n′

V � nV の場合

この時，∃v0 ∈ instance(nV, f(d)), v0 ���f(d) v′ :
v′′ � v0 である．また，補題 5.1より，
gent(v′, d) ∈ instance(nB, d)，
gent(v0, d) ∈ instance(nB, d)である．
インスタンスの要素は互いに親子関係にないので，

gent(v′, d) ���d gent(v0, d)が成立．故に gent(v′′, d−
gent(v′, d)) �= ⊥である．
3. nV � n′

V の場合

ノード n′
Vから nVへの深さ depth(nV, n′

V)の値によ
る帰納法で示す．

基礎: depth(nV, n′
V) = 1の場合

この時，∀v1 ∈ instance(n′
V, f(d))に対し，nV, nB

はスターノードなので，v′ は v1 の子ノードであ

るか，v′ ���f(d) v1 のいずれかである．いずれに

しろ，v′ ではない v1 の任意の子ノード v′
1 に対し

v′
1 ∈ instance(n′′

V, d) とすると，n′′
V = nV または

n′′
V ���uV

nV のいずれかである．従って，前者の場合

は 1番目，後者の場合は 2番目の場合分けから，各
v′
1に対し gent(v′

1, d− gent(v′, d)) �= ⊥である．従っ
て gent の定義から gent(v1, d − gent(v′, d))が成立．

帰納: depth(nV, n′
V) = k (k > 1)の場合

この時，∀v1 ∈ instance(n′
V, f(d))とする．ビュー

の部分木 v1 の任意の子ノード v′
1 に対し

v′
1 ∈ instance(n′′

V, d)とすると，nVが n′′
Vの k− 1世

代目の子ノードまたは n′′
V ���uV

nV のいずれかであ

る．前者の場合は帰納法の仮定から，後者の場合は 1
番目の場合分けから，各子ノードについては成立す

るので

gent(v1, d − gent(v′, d))が成立． �
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補題 5.1，5.2から，次の削除可能性判定定理が得
られる．この定理は，ビューの依存木内のスターノー

ド nV のクロージャとマッチするデータベースの依

存木内のスターノード nBがあれば，nV のインスタ

ンスは全て削除可能であり，対応して削除するデー

タベースの部分木は nB のインスタンス内に存在す

るという事を示す．

定理 5.1 (削除可能性判定定理) データベースを d，

ビューを f(d)，データベースの依存木の部分木を nB，

ビューの依存木の部分木を nV とする．この時，ス

ターノード nB が

closure(nV)
dgen�→ closure(nB)

を満たす uB において最も深いノードである時，

∀v∈ instance(nV, f(d)),∃s∈ instance(nB, d) :
f(d − s) = f(d) − v

が成立する．

証明 補題 5.1より gent(v′, d) ∈ instance(nB, d)で
ある．また補題 5.2より ∀v′′�f(d)−v′ : gent(v′′, d−
gent(v′, d)) �= ⊥である．関数 gent に対する制約式

(2)より，v′′ � f(d − gent(v′, d))．以上から，補題
4.1より，s = gent(v′, d)として f(d− s) = f(d)−v′

である． �

5.3 削除可能性判定アルゴリズム

前節において削除可能性判定定理を示した．この

定理より，更新したいビューの部分木がインスタン

スに含まれる，ビューの依存木内のスターノードが

与えられたとき，そのクロージャとマッチするデー

タベースの依存木内のスターノードがあれば削除可

能とすれば判定できる．削除可能性判定のアルゴリ

ズムを以下に示す．

アルゴリズム 5.1 (削除可能性判定アルゴリズム)

入力：データベースの依存木 uB，ビューの依存木

uV，依存木間の対応関数 dgen，uV における削除可

能性を判定したい場所のノード nV，ビュー f(d)．

出力：削除可能な場合対応する依存木のノード．判

定不可能な場合は対応する可能性のある依存木にお

けるノードのリスト．

手続き：
1. 空リスト Lを準備

2. uB 内のの各スターノード nB について，

depth(nB, uB) の値が大きい順に以下の判定を
行う

(i). closure(nV)
dgen�→ closure(nB)なら nBを出

力してアルゴリズムを終了

(ii). nBが上の条件に当てはまらない場合，Lに

nB を追加して次のノードの判定に移る

3. Lを出力

このアルゴリズムの時間複雑度について考察す

る．集合は内部で順序づけされた 2 分木で実装さ
れていると仮定する．まず closure(nV) を計算す
るために必要な時間は nV の子孫の数を |nV| と
して O(|nV| log |nV|) である．また，各 nB に対し

closure(nB) を計算する時間も同様だが，深いノー
ドの結果を再帰的に利用してクロージャを計算する

ことを考えると，uB 内の全てのスターノードのク

ロージャを計算する時間の上限は uB のノードの数

を |uB| として O(|uB| log |uB|) で与えられる．そし
て closure(nV)と closure(nB)の一致を判定する時間
は O(min(|nV|, |nB|)) である．以上より，このアル
ゴリズムの時間複雑度の上限は，uBのスターノード

の数をms として，O(|nV| log |nV| + |uB| log |uB| +
ms(min(|nV|, |nB|)))である．

6 関連研究

本研究では，XML データベースを対象にしたス
キーマに基づいた静的な更新可能性判定の方法を示

した．XMLデータベースを対象にしたスキーマに基
づいた更新可能性判定の研究は我々の知る限りは存

在しないが，関係データベースを対象としたものは

存在する．Dayalと Bernstein [8]は関係データベー
スにおいてスキーマに基づいた静的な更新可能性判

定の方法を提案した．Wangら [11]はデータベースは
関係データベースだがビューはXMLである場合にお
いて Dayalと Bernsteinの議論を適用・発展させた．
また Benediktら [2]もビューが XMLである場合に
Dayal と Bernstein の議論を発展させた．Benedikt
らは，DTDをグラフ構造で表して関係データベース
と XMLの間のやりとりが行いやすいような枠組み
を用いた．

本研究ではクエリの記述に関する制約は与えてい

るが，どのようなクエリ言語を用いれば良いのかは
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示せていない．Braganholoら [5]は，関係データベー
スから XMLのビューを取り出す場合にクエリを木
で記述するという方法を提案した．このクエリでは

関係データベースの中身と XMLの要素の対応が得
られるので，更新可能性の議論が要素間の対応関係

を用いて行うことができる．

本稿では依存木という形で XML木に制約を与え
た．一般化したものとして，Bunemanら [7]による
グラフ構造をしたデータベースに対してグラフでス

キーマを与える枠組みがある．

7 まとめと今後の課題

本稿では，XMLデータベースにおけるスキーマに
基づいた更新可能性判定のうち，更新操作を削除に

限定し，スキーマを依存木の形で表せる範囲に限定

した場合の定式化を示した．また，その定式化にお

ける削除可能性の判定方法を提案した．提案した方

法は，XML文書への制約を依存木の形で表しその上
で構造の比較を行うことで判定する．

今後の課題は，更新操作やスキーマに関する制約

を緩めることである．つまり，現在は更新操作を削

除に限定しているが，挿入に対しても更新可能性判

定の方法を示し，また現在依存木を用いて表現して

いる XML文書への制約を拡張し，現在より広いス
キーマを表現できるようにすることが必要といえる．

また，この枠組みではクエリの代わりにビューから

データベースへの対応を表す関数を用いたが，実際

のクエリ記述言語に対してどの程度妥当であり，ど

のような制約が課せられるのかを詳しく調べていく

ことも重要である．
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