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Masaru Ueda, Tami Yamakawa, and Hidehiko Yamane
XML データの格納／再利用などを可能とする XML データベースが広がり始め，XQuery や DB 設計，プロ
グラミングなどの側面からの情報は増えつつあるが，アプリケーションのデザインについての情報は少なく，さまざ
まなプログラミング言語やライブラリーによる実装が考えられる一方で，アプリケーション・デザインは確立されてい
ない．本論文では，
XML を扱う固有の処理についての整理，
アプリケーション・デザイン上の選択観点とデザイン・
パターンの提案，特許情報検索を想定したアプリケーションを用いたデザイン・パターンの性能検証や比較考察

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❷

を通じて，XMLDB アプリケーション開発に対する提言を行う．

XML database, which enables to store and reuse XML data, is spreading gradually. The information about
XQuery, database design and programming is also increasing. However, the information about the application
design is very few while users can use various programming languages and libraries. In this paper, after listing
XML unique processing and executing the performance test using patent inquiry applications, some application
design patterns and selecting points which utilize XMLDB characteristics are proposed.
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1．はじめに
XML データを格納するデータベース（以下，DB）

そこで本論文では XMLDB アプリケーション開発を容

リレーショナル・データベース（以
の需要の高まりとともに，

易にするためのデザイン・パターンを提案する．

データベース（ 以 下，XMLDB） がリリースされ，現

を整理し，3 章で XMLDB アプリケーションのデザインを

XMLDB を利用したシステム構築事例も増加しており

案して，5 章で実際に性能検証を行った結果をもとにパ

下，RDB）
・ベンダーを含む多くのベンダーから XML
在まで多数の製品が登場した［1］
．近年では実際に

［2］
，データ構造が柔軟な XML データの利用増大とと
もに，XMLDB の利用機会もさらに増えると考えられる．

XMLDB 事例の増加とともに，XMLDB 利用のため

の DB 設計，
プログラミングなどの側面からの解説やガイ

以下，2 章で XMLDB の種類とソリューションの現状

整理した上で，4 章で 4 種類のデザイン・パターンを提

ターンの比較・評価を述べる．

2．XMLDB の概要

ドも増えつつあり［3］［4］［5］［6］
，RDB を使い慣れ

2.1 XMLDB の種類と特徴

壁は低くなりつつある．

三つの種類に大別することができる［4］．

た DB 管理者や開発者が XMLDB を利用する際の障

しかしながら，
XMLDB 利用時の最適なアプリケーショ

ン・デザインの選択，すなわち各アプリケーション・レイヤー

現在，XML データを格納できる DB は，主に以下の

①RDB
②ネイティブXMLDB

で XML データをどのように処理し，データ構造の変化

③ハイブリッドXMLDB

どの観点から，開発言語やデザイン・パターンの適切な

納する方式であり，XML データをテキストのデータとして

に伴うアプリケーション改修時にも変更の局所化を図るな
選択について論じた資料はまだ少ない．

①は，旧来から存在する RDB に XML データを格

ラージ・オブジェクト
（LOB）方式で格納する方法と，
リレー
ショナル表にマッピングして格納する方法がとられてい

提 出日：2 0 0 8 年 5 月1 2日

再 提 出日：2 0 0 8 年 9 月2 5日

る．これに対して，より効率のよい専用の DB が必要と
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なり，②が登場した．②では，XML データのパース（構
文解析）を行い，XML の特徴であるツリー構造を保

持したまま格納する．この方式は，XML データの要素

や属性に対して直接索引を付与することが可能で，高
速な検索を実現できる．また，XML データの構造が変
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また，情報の特性として XML に適しているという要

件からだけでなく，適応的な開発を行うアジャイル開発

③は，①と②を組み合わせたもので，リレーショナル列

については，JavaTM に加えて PHP や Ruby などのスクリ

用されることも多くなってきている．必然的に，開発言語

に加えて XML データ・タイプを持つ XML 列を定義可

プト言語が使用されることも多くなってきている．

ための SQL と，XML のための XQuery や SQL/XML

ケーション・デザインに関しては，歴史の長い RDB ア
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の両方の照会言語が，
XML データとリレーショナル・デー

このような状 況の中で，XMLDB を使用したアプリ

プリケーションに比べて，確立しているとはいいがたい

タのどちらに対しても使用可能である．

状況である．

い合わせ言語であり，XPath 表現式と FLWOR 表現式

3．XMLDB アプリケーションのデザイン

して XML データ問い合わせのための拡張が行われた

3.1 XMLDB アプリケーション特有の処理

XML の文法などはインターネット上の各種情報や参考

格納するため，XML データの生成，パース，変換処

XQuery は W3C により標準化された XML データ問
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を使用してデータを検索する．SQL/XML は，SQL に対

もので，ISO により標準化されている．XQuery や SQL/

❹

守のコストを削減することを目的としている．

の際に，スキーマーの柔軟性を生かして XMLDB が使

能とすることで実現されている．この方式では，RDB の

❸

スキーマー変更が頻発するような場合において，DB 保

化しても，DB 管理者作業がほとんど不要なので柔軟

性が維持できる．

❷

出すことを目的としている．三つめは，業務ニーズにより

文献［3］［4］［5］を参照されたい．
2.2 IBM DB2® pureXML

TM

の特徴と位置付け

DB2 では，2006 年のバージョン 9 以降にハイブリッド

XMLDB 方式を実現する pureXML 機能が実装され

た．RDB とネイティブ XMLDB の両方の利点を享受し
つつ，RDB で培ったバックアップ／リカバリーや高可用

XMLDB アプリケーションではデータを XML 形式で

理などをアプリケーション内で行う必要がある．さらに，
XMLDB アプリケーションが DB から取得した XML デー

タをどのような形式でクライアントとやりとりするかによって
XML データの扱い方を考える必要がある．

例えば，Web サービスのように XML 形式でデータを

出力する場合には，XML データから別の構造の XML

データへの変換処理が必要になる．また通常の Web ア

性対応などの DB 基本技術を利用することができる．

プリケーションの場合には，XML データをパースして非

応用できる XMLDB アプリケーション・デザインについて

形式に変換するなどの処理が必要になる．いずれの場

本論文では，DB2 に限らず，他社製の XMLDB にも

XML データとして出力するか，XML データを XHTML

述べる．

合もアプリケーションへの入力を元にデータを更新／作

2.3 XMLDB ソリューションの現状

DB に格納する際の妥当性検証も行う．

られる．

ケーションとしての XMLDB アプリケーション開発につい

XMLDB が必要となる場面として，主に以下が挙げ

・ 既存の XML データを効率よく格納／取り出したい
（例：新聞業界の NewsML など）

・ 文書をメタデータとともに DB に格納して検索／再利

成する際にはアプリケーション内で XML データを生成し，
本論文では，XMLDB 活用の主流である Web アプリ

て考察を進める．

まず，アプリケーションを照会と入力・更新に分けて，
それぞれに必要な処理について述べる．

用などをしたい（例：特許情報や財務情報など）

・ スキーマー変更の多いデータを XML データとして柔

軟に格納したい（例：商品ごとに仕様が異なり，頻

アプリケーションで XML データを照会する際には以

繁に商品が追加される商品カタログやパーツ・カタロ

下の処理が必要である．

グなど）

①検索条件の受け取り

上二つはデータ交換で用いられる XML データやド

キュメントとしての XML データなど，既存の XML デー

タをそのまま格納し，索引や XQuery により効率よく取り
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（1）XML データの照会
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②クエリーの生成

XQueryもしくはSQL/XMLを生成

③クエリーの実行
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④照会結果の取り出し

表 1. プログラミング言語の XML 対応一覧

XMLもしくは文字列としての取り出し

言語

ライブラリー

⑤照会結果の出力

照会結果を加工せずに出力する場合や，照会結

Java

してから非 XML へ変換する場合，JSP などを利
TM

JAXB

用する場合，照会結果を XSLT によりXML 変換し

て出力する場合など，多数の実装が考えられる．

以上の中で XML 固有の処理は②④⑤である．

PHP

アプリケーションで XML データの入力・変更を行う際

には以下の処理が必要である．

①更新条件と更新内容の受け取り

Ruby

Java/XML 変換
（XML スキーマ利用）

パース
生成
変換
検証

❶

パース
生成

SAX

プッシュ型

パース

DOM

ツリー型

パース
生成
検証

SimpleXML

利用しやすい
（PHP5 で導入）

パース
生成

REXML

XPath サポート

パース
生成
検証

❷
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（2）XML データの入力・更新

SAX/DOM
XSLT
XPath
StAX（JavaSE 6 で導入）

適用個所
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果をパースして DOM や Java オブジェクトなどに格納

JAXP

機能・特長

❸
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更新後 XML データをそのまま受け取る場合，
ノー

ド単位に更新前と更新後の数値を受け取る場合な
どが考えられる．XML データの部分更新を行う場

合は，どのノード（要素や属性）をどう更新するか

という情報を画面などから受け取る必要がある．
②更新後XMLの生成

a で文字列として受け取った更新内容に対して検

証を行い，事前に Java や DOM オブジェクトに格納

しておいた更新対象 XML データを組み合わせて，
更新後 XML データのオブジェクトを生成する．

③更新クエリーの生成

XML データの部分更新を行う場合は，どのノード

（要素や属性）をどう更新するかという情報をもとに
更新クエリーを生成する．
④更新クエリーの結果確認

以上の中で XML 固有の処理は②③となる．①は

XML 固有の処理というよりも，②で選択した方式に

応じて決まる処理である．

4．XMLDBアプリケーションのデザイン・パターン
本章では以下の三つの観点に着目してアプリケーショ
・ XML データの処理（変換・パース・生成・検証）
を行うレイヤー

・ XML データの処理パターン
・ XML データの保持方法

4.1 XML データの処理を行うレイヤー

XML データの 処 理を行うレイヤーを，Web アプリ

ケーションのデザイン・パターンとして代表的な MVC

（Model-View-Controller）パターンにあてはめてみる

［7］
．MVC パターンでは Model で DB 入出力・データ

処理・ビジネス・ロジック実行，View で表示・入出力，

Controller で Model と View の制御を行う．

XML 構造の変化に対する柔軟性を考慮するとXML

3.2 XMLDB アプリケーションの実装

データに関わる処理の局所化が望ましいため，MVC の

処理のためのライブラリーが用意されており，アプリケー

のようになる．

主要なプログラミング言語では，表 1 のように XML

❹

ンのデザイン・パターンの提案を行う．

役割に沿って，XML データの処理を割り当てると以下

ションから利用することが可能となっている．

一つの言語においても，XPath およびスキーマーへの

対応など，どのような XML 処理を行うかにより複数の実

現方法があり，ライブラリー選定の際に考慮が必要とな
る．このように多くの選択肢が存在することも，アプリケー
ション・デザインが確立されていない理由の一つである
といえる．

XML パース：Model
生成：Model
検証：Model

XML 変換：Modelもしくは View

DB に対するクエリー生成・発行：Model
図 1 に XML データの処理を配置した MVC モデル

基本形を示す．
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4.2 XML データの処理パターン

XML データの処理パターンは，以下の 3 種類に分

類できる．

パースを行い，結果を返す．

B3: プログラム言語のオブジェクト形式に変換して保持．
DB から取得した XML データをパースし，文書

に対応したオブジェクトを生成してメモリー上に保持

❶
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・XML変換

Controller

・XMLパース
・生成
・検証
・XML変換

❷

する．

View

その DOM ツリーがメモリー上に存在するため，より多く

Model
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データ

のメモリー・リソースを使用する．

クエリー

XMLDB

図 1．XMLDB アプリケーションの MVC モデル基本形
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A1: XML 変換を伴うアプリケーション（End-to-End で
XML を利用する）

DB から取得した XML データを別形式の XML

データに変換して出力する．Web サービスのように

❹

B1 の場合は，XML インスタンスが必要とされる間は

入 力が XML の場 合には入 力 XML を変 換して

DB に格納する．

A2: XML パースを行うアプリケーション

DB から取得した XML データをパースし，アプリ

ケーションが出力するための非 XML データを取り
出す．アプリケーションで非 XML データから XML

データを生成して，DB に格納する．

A3: XML 処理を行わないアプリケーション

B2 の場合は，XML インスタンスの値が要求される都

度パースを行う必要があるため，より多くの CPUリソース

を必要とする可能性がある．

B3 の場合は，最初のオブジェクト生成で CPUリソー

スを使用するが，いったんオブジェクト形式に変換される
とその後の値の参照は通常のオブジェクト参照と同程
度のリソース使用となる．

また，B1，B2 の場合にはデータを利用する側（View，

Controller）において DB に格納される XML データの
構造を意識する必要がある．

それに対し，B3 の場合には XML インスタンスに対応

するオブジェクトを作成し，それを利用するため Model

開発者のみが XML データ構造を意識すればよい．た

だし XML データ構造と 1:1 に対応するクラスを開発す

る必要があるが，Java で開発する場合には JAXB を利
用して省力化を図ることもできる．

メモリー・CPU 使用量に関しては XML インスタンス

のライフサイクルに依存し，ライフサイクルが長く，オブ

DB からデータを取得する際に RDB データ型とし

ジェクトが頻繁に再利用される場合に違いが出てくる．

ンでは XML データを直接生成せずにクエリー操作

サーを用いて開発するのに比べ，Java では J2SETM 5.0

て取り出す．DB に格納する際には，アプリケーショ
で行う．

XML データのパースに関しては，SAX や DOM パー

から導入された XPath を利用することで開発の効率化

を図ることもできる．
4.3 XML データの保持方法

XML データのアプリケーション内での保持方法は，

以下の 3 種類に分類できる．

B1: DOM ツリーとして XML データを保持

DB より取得した XML データを DOM パーサー

で処理し DOM ツリーをメモリー上に保持する．要

素・属性の値を要求された際には DOM API を用

いて結果を返す．

B2: 文字列形式で XML データを保持

DB から取得した XML データを文字列としてメ

モリー上に保持する．要素・属性の値を要求され

た際には DOM，SAX，StAX などの API を用いて
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4.4 4 つのデザイン・パターンとその位置付け
ここまではデザイン・パターンを決める三つの観点ごと
にバリエーションを考えてきたので，次にそれらを組み合

わせた XMLDB アプリケーション全体としてのデザイン・
パターンを提案する．

具体的には，
図 1 の ʻMVC モデル基本形ʼ に ʻXML

データの取り扱いʼ のバリエーション A1，A2，A3 および

XML データの ʻアプリケーション内での保持方法ʼ のバ

リエーション B1，B2，B3 を組み合わせて，どの組み合

わせがデザイン・パターンとして提案できるかを考えて
みる．

A1 の End-to-End で XML を 利 用 する場 合 には，

の軽減を図るという理由から，アプリケーション内データ

パターンⅡは，プログラム内部で扱うデータがリレーショ

ナルから XML 形式に変わった以外は従来の Web アプ

も XML を利用することが望ましい．よって A1 には B3

リケーション・デザインと同様であり，既存の Web アプリ

よる XML 変換を可能とする．また，B1，B2 に関しては

る場合や，Web アプリケーション開発スタイルがすでに

従って XMLDB アプリケーション・デザインとしては表

パターンⅢは，DB 入出力以外は従来の RDB アプリ

ではなく，B1もしくは B2 を利用することで XSLT などに

2 の四つのパターンを提案する．

ケーションに対してデータソースとして XMLDB を追加す

❶
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デザインよりも実装面の性格が強いため同列に扱う．

ＩＢＭプロフェッショナル論文

XML - 非 XML 変換を省いて開発およびリソース負荷

確立されている環境においても適用しやすい

ケーションと同じであり，上のパターンに加え，それほど

XML の習熟度が高くない開発者を抱える開発プロジェ

クトにおいても適用できる．

B1

B2

A1

Ⅰ

Ⅰ

A2

Ⅱ

Ⅱ

B3
Ⅲ

A3

Ⅳ

はめると図 2 のようになる．

パターンⅣは，データが XML であることを意識するの

はクエリーだけであり，それ以外は RDB アプリケーション

と同じである．よって，RDB 対応のパッケージ製品や既

存アプリケーションを XML データに対して稼働させる場

❸

合，リレーショナル・データ対応の開発フレームワークを
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四つのパターンを図 1 の MVC モデル基本形にあて

❷
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表 2. 組み合わせによるパターン

流用したい場合，などに推奨できる．
実際のプロジェクトに適用する場合には，メンバーの
保有スキルやプロジェクト方針などから言語を選定し，前

述のデザイン・パターンを選択することで，自然に XML

パターンⅠ パターンⅡ パターンⅢ パターンⅣ

XML

り，アプリケーション開発方針の決定が可能となる．

View

XML変換

文字列

❹

処理に利用するライブラリー（表 1 参照）と配置が決ま

オブジェクト

Controller

5．デザイン・パターンの検証
ここでは，提案する四つのデザイン・パターンが実際

XML変換

・XMLパース
・生成検証

・XML
処理なし

RDB
データ

XML

XMLDB

に XMLDB アプリケーションへ適用できること，処理性

Model

能やリソース負荷の確認を行うために，特許情報照会

アプリケーションの開発および検証を行った結果と考察
を述べる．

クエリー

XML変換

は

不要のケースあり

図 2．XMLDB アプリケーションのデザイン・パターン

パターンⅠの拡張として，DB2 の場合には XML 変換

に用いる XSLT 処理をアプリケーション内ではなく，DB

5.1 検証用 XMLDB アプリケーション
性能検証用にアプリケーションを作成した．検索対象
として，特許庁により提供されている公開特許広報の
XML 構造のデータを用いた［8］．まず，DB から先頭

の 500 件を照会してリストを作成し，リスト中の任意の

データに対し ID を指定して詳細表示を行う．

パターンⅠでは XML から XHTML への XSL 変換を

の提供するXSLT 関数を利用するパターンも考えられる．

アプリケーション，DB のそれぞれで行った．パターンⅡで

の容易さなどの観点から，前項で提案した四つのパター

は DB2 の XMLTABLE 関数を利用して SQL データ型

ここでは，XMLDB アプリケーションの拡張性や適用

ンの位置付けを述べる．

パターンⅠは，
アプリケーションの入出力が XML である

は DOM，XPath で XML パースを行い，パターンⅣで
で値を取得した．

DB への同時接続数は 20 とし，Apache JMeter によ

という点から，XML データを異なる XML 構造で再利

り詳細表示に対して同時 10 スレッドで 50ms のウェイト

る場合に推奨できる．Web サービスとの親和性も高い．

ファー・プールは 500 件の XML データを十分格納でき

用する場合，他システムと XML データを用いて連携す

をかけて 120 秒間負荷を与えて測定した．DB のバッ
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❶

る 2GB とし，DB サーバーでのディスク I/O 処理がなく

パースが行われるため，XMLTABLE 関数によるデータ

に関する CPU 使用率を得ることができる．

ライズ，アプリケーションでの再パースの必要がなく，効

なるように調節した．こうすることで，純粋な XML 処理

検 証 環 境として，DB サーバーに P550Q の LPAR

（ A I X ® 5 .3 M L 06，1 . 5G H z* 4，16G B） 上 の DB2
V9.5，アプリケーション・サーバーとして BladeCenter

®

HS20（Windows 2003 Server x64 SP2，2.66GHz*4，
®

5GB）上の Tomcat 6.0 を使用した．

取得ではほかのパターンのように，XML データのシリア
率的に処理が行われるためである．

さらに XML データ全体に対する必要なデータの割

合が小さければ小さいほど，パフォーマンスが高くなると
考えられる．しかし，アプリケーション内部でのデータは

XML ではなく，結果として XML を活用しているとはい

えない．

5.2 XMLDB アプリケーションの検証結果

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❷

検証結果を表 3 に挙げる．表 3 から分かるように，パ

ターンⅡの DOM，XPath などによる XML パース処理は

すでに知られている通り［9］
，オーバーヘッドが大きいた

めアプリケーション・サーバーでの負荷が高くなる．この

❸
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パターンを利用する場合には，アプリケーション・サーバー

の CPUリソースを多く必要とすることを考慮に入れる必
要がある．

６．おわりに
本論文では，XMLDB アプリケーション固有の XML

処理とその実装方法を整理し，Web アプリケーションを

想定した四つのデザイン・パターンを，その位置付け・

使い分けとともに提案した．さらに，検証アプリケーション
を利用した実機検証によって，パターンごとの性能やリ
ソース負荷の特性を提示した．

デザイン・パターンを意識することで，XML 特有の

表 3. 特許情報検索アプリケーションの検証結果

❹

アプリ
検索スルー ケーション・ DB サーバー
パターン パターンの特徴
プット /sec
サーバー
CPU 使用率
CPU 使用率

ただし，デザイン・パターンは必ずしも一つに固定する

必要はなく，従来の RDB を利用した開発から，開発者

Ⅰ

XSL 変換

85.1

10%

7%

Ⅰ

DB で
XSL 変換

89.0

5%

78%

Ⅲ→Ⅱ→Ⅰへと変化させていき，サービス指向なアプリケー

Ⅱ

DOM

68.6

40%

6%

ション開発へとステップアップを図ることができる．

Ⅱ

XPath

64.6

60%

6%

Ⅲ

Java
オブジェクト
変換

66.0

50%

6%

Ⅳ

XMLTABLE 関数

144.7

1%

11%

パターンⅠの XSL 変換については，アプリケーション・

サーバーで行うか，DB サーバーで行うかにより，負荷

の発生個所が異なるが，パターンⅡよりもスループットが

の XML に対する習熟度が上がるにつれパターンⅣ→

また，さらに開発生産性を上げるために PHP や Ruby

などのスクリプト言語に限らず，
新しいライブラリー（JAXB
など）や，
今後普及する J2SE6 で導入される JDBCTM 4.0

の SQLXML 型（DB との XML 入出力の効率化が可

能）などの活用を意識して言語を選択することも必要で

ある．

本論文では，XMLDB の特長であるスキーマーの柔

軟性を生かすために必要となる，スキーマー変更時のア

若干高くなる．ただし，DB サーバーで変換を行う際の

プリケーション対応とスキーマー管理にまで言及すること

アプリケーション・サーバーはスケールアウトで対応す

ターンに対して，スキーマーを DB で持つのか，アプリ

できないためベンチマークを行って，CPUリソース見積も

インドするのか，などの点について考察を深めて，さらな

特筆すべきはパターンⅣの DB2 の XMLTABLE 関

いと考えている．また既存のフレームワークとの連携につ

CPU 利用率がほかよりもかなり高くなる．

ることが可能であるが，DB サーバーではスケールアウト
りを早い段階で行う必要がある．

数を用いた場合のパフォーマンスである．この場合はア

プリケーション・サーバー，DB サーバーともに CPU 使

用率が低く，かつスループットが高くなる．理由としては，

DB2 の pureXML 実 装では XML データの格 納 時に

84

処理の実装個所が明確になり，メンテナンス性の高い

XMLDB アプリケーション開発につなげられる．
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ができなかった．今後，本論文で提案するデザイン・パ

ケーション内で持つのか，JAXB などのライブラリーへバ

る XMLDB アプリケーション開発における提案を行いた
いても考察を進めたい．
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