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要 約

条件と結論を書くだけでプログラムができあがる論理型言語 Prologは人工知能の応

用として種々のエキスパー トシステムに利用されている｡しかし､ Prologによる処理

には､主に2つの問題点が有る｡1つには､非決定的なアルゴリズムの実現のために中

ータの基本単位をア トムという小さい単位で行い､すべてのア トムを辞書で一意に管理

するので､規模が大きいアプリケーションでは管理のための辞書メモリの限界とデータ

の検索の非行率さの問題点｡これらの問題点のため大規模のアプリケーションの開発が

不可能となる｡しかし､データだけの規模が大きい応用に対しては､データベース管理

システムとの間で適切なインターフェイスを付加すれば､第 2の問題点は解決出来る.

0｡ はじめに

論理型言語は第 5世代コンピュータ開発機構の活発な活動によって着実に応

用分野を広げている｡特に Prologはその処理系の普及にともなって多くの応

用プログラムが作られるようになり､論理型言語の代表的言語となっている｡

最近報告されている Prologの応用の多くはパーソナルコンピュータ (パソ

コン)で開発されたものが多く､実用と言うよりは実用化に向けた研究という

色彩が濃い｡実用化研究の対象は､これまでプログラム化出来ないと見られて

いた分野に向けられている｡例えば､株 ･金融などの相談､被保険者の健康診

断書を基にして保険金額の算定をするシステムなど知識を対象にした応用が研

究されている [Ⅳ]｡近い将来に期待されている人工知能の本格的な実用化の

準備として､パソコン上の Prologを使って知識の表現と処理方法の研究が金

融機関を中心､に始まっている｡

ところが､最近の具体的な応用の広がりとともに Prolog に対する期待とは
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逆に､限界が見えて来ている｡

(1) joログラムとデータが入 りきれない｡

(2) 長い計算では､スタックオーバTフローとなり実行が不可能になるo

(3) 実行速度が遅い｡

prologの仕組を調べると､(1) (2)の限界は主記憶容量の限界であり､(3)は

計算速度の限界であるか､あるいはアルゴリズムが適切を欠いているかである｡

一般に Prologでは非決定的アルゴリズムのために､手続き言語よりかなり遅

い｡

Prologシステムを使って､オモチャ的な試作からより現実的な応用に移る

時､このような限界に直面するような例､また Prologに関する行過ぎた宣伝

から過大な期待を抱き失敗する例などがあるようである｡パソコンPC980

1を使った我々の経験でも､PrologKABA [K]上でOPS5のインタープリ

タ [0]を起動 してもほとんど有効な結果すら出さないうちにメモリがパンク

する､また同じくKABA上で ConcurrentPrologのコンパイラ [U]では1

00以内の素数の計算でパンクしてしまう｡エキスパー ト構築用ツール Shell

-EABA [B]でも短い質問を数回繰返 しただけで､データベースの限界に到逮

してしまう｡

これらの限界は､パソコンからワークステーション､ミニコン､センターマ

シンへとより大型のコンピュータを使えば片付 く問題であると見られる｡しか

し､大型のコンピュータの利用となると共用化のために様々の制約が加わり不

便になるので､実用的な使い方をしたいのであればコンピュータは出来るだけ

小さい方が望ましい｡規模が大きくなる応用例の対象を考察すると､ 3つのパ

ターンが考えられる｡

(汀､データが多い｡

(2) プログラムが多い｡

(3) 計算が長い｡

本来､Prologではプログラムとデータの区別をしないが､人間の側の使い方

を考えてあえて区別した｡デ-夕と言う時は､少なくとも本体を持たない節を
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指している｡上で述べた我々の幾つかの応用例では､プログラムが多くて計算

が長いという特徴であった｡このような場合は主メモリを大きくするより他に

計算を進める方法が無い｡しかし､企業体などの応用では ｢データが多い｣だ

けという例が以外と多いのではなかろうか?

prologプログラミングの代表的な3つの例では､このようなデータが多く

なる例であった｡これを第 1章で例示する｡ 第 2章では､Prologシステムの

仕組について解説し､Prolog システムの限界がどこに有るかを見る｡ 第 3章

では Prolog システムとデータベース管理システムの結合について考察する｡

1｡ Prologプログラミングの例

Prologがどのように使われるかを Prologのプログラミングの例を示す｡

さらLJァプリケ-ションとしての規模が大きくなるとは､どの部分が大きくな

るかを指摘する｡次の Prologの典型的なプログチミングの3つの例について

考察する :

･再帰を使うプログラム

･構造を持つ情報の処理

･デ-タベースとしての Prolog

A.再帰を使うプログラム

プログラムの再帰的定義は､過去20年以上の長い間人工知能の研究に使わ

れて来た Lisp言語の歴史とその実績からみて､知的なプログラミングにおい

て必須の条件と考えられる｡ Prolpgはこの Lisp文化の遺産の多くを論理的

プログラミングの中に受継いでいる｡その例として､グラフの探索のプログラ

ミングを見ることにする｡

[グラフの表現]

[図1]のグラフを考える｡a,b,C,d,eは都市の名前と考え､矢は
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[図日 グラフ

それらの都市間の移動可能な方向を示す｡矢についている数値は移動のための

時間を表わしている｡ 都市 aからeまでの最短時間を知りたいというのがここ

の問題である｡

まずグラフ情報を Prolog プログラムに書き表すために､矢に注目し､各々

の矢の情報をすべて記録すれば全体としてこのグラフを表わしている考えよう｡

そこで､

3

＼を

arrow(a,b,3).

と表わそう｡矢は6本だからグラフは､ Prolog言語で次のように書かれる｡

arrow(a,ち,3).

arrow(b,C,4).

arrow(C,e,3).

arrow(a,d,2).

arrow(d,C,2).

arrow(d,e,10).

(Al)

また､ある都市Ⅹからある都市Yに､あるH単位の時間で行 くことが出来る
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ことを､

go(Ⅹ,Y,H)

と表わすとしよう｡

(注 :英大文字で書かれたⅩ,Y,Ⅱは変数を示すことになっている｡ 従って､

Ⅹ,Y,Hは代名詞である｡これに対 してa,ち,C,d,eなどは固有名詞

である｡)

このとき､矢がある2つの都市の間では常にgoの関係にあるから､

go(a,b,3).

go(b,C,4).

go(C,e,3).

go(a,d,2).

go(d,C,2).

go(d,e,10)

(A2)

と表わすことが出来る｡しかし､この情報は次のプログラムを与えれば､デー

タ (Al)を使って簡単にこの情報を得ることが出来るから､データとしてわ

ざわざ与える必要はない｡

go(Ⅹ,Y,H):-arrow(Ⅹ,Y,H). (A3)

つまり､ 1行の (A3)だけで､ 6行の (A2)と同じ効果を持つ｡

[再帰的定義]

さて goの再帰的定義を考える｡ⅩからZまでⅡ時間で行 くことが出来ると

しよう｡これが可能ならば､ⅩからZへの経路上にⅩの隣の都市Yがあるはずだ｡

それを arrow(Ⅹ,Y,Hl)としよう｡ そして､このYから終点の都市Zまで行ける

はずであるから､それを go(Y,Z月2)と表わそう｡ 時間の関係式はH-Hl+H2

が成立 している｡これらの関係を [図2]に表わす｡
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arrow_(Ⅹ,Y,Hl) go(Y,Z,H2)
iiZS

go(Ⅹ,Z,H)

[図21go(x,Z,H)の関係図

この関係を素直にプログラム化すれば､

⑳
go(Ⅹ,Z,H):-arrow(Ⅹ,Y,Ⅱ1),go(Y,Z,H2),刀 isHl+H2. (A4)

(A4)において､goの定義をするのにgoを使っている所が再帰的定義と言わ

れるところである｡ 再帰的定義では､定義 しようとする対象の構造を構成的に

作ることが肝要なことで､この例のように go(Ⅹ,Z,II)の定義をするのにこれ

より距離が狭 くなった go(Y,Z,Ⅱ2)で定義することで達成 している｡この再帰

は (A3)の適用で終る｡プログラム全体はこれに (Al)を加えたものにな

る｡Prologプログラミングではプログラムの評価が上から下に進められるの

で (A3)と (A4)の順序が重要となる｡再帰の度に目標の都市に行着いた

かどうかをチェッ､クするために､ (A3)の次に (A4)が来るようにプログ

ラムを配列することに注意を払う必要がある｡ 従って､こうなる｡

go(Ⅹ,Y,H):-arrow(Ⅹ,Y,H).

go(Ⅹ,Z,H)‥-arrow(Ⅹ,Y,Hl),go(Y,Z,iI2),IisHl+H2. (A5)

HisHl+H2というのは､HlとH2の和を計算 しその結果をHに代入することを示 して

いる｡この is述語は前もって Prolog システムに用意されているので､利用者が定義

しないで使える｡この様な述語を組込述語という｡
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[例 1]この例の場合のプログラムの実行を次に示す｡

?一gO(a,e,Ⅹ)_

Ⅹ =10;

Ⅹ =7;

Ⅹ =12;

nO

aからeまで何時間で行けるか ?

解答の直後に ;を入力すると､別解を答える

これが最小時間を与えている｡

別解が無くなった時には noと答える

35

[規模に関する考察]

この例の場合､規模に関係することは2つある｡ データの大きさと､求める

経路の長さである｡デ-夕は､都市の個数と､都市と都市の問の関係つまり矢

の本数である｡例えば､全国の輸送ネットワークを考えるなら､全国の都市の

数と､都市間の路線の数がデータの個数であり､経路は出発点から到着点まで

の間に通る都市の数が経路の長さである｡ 経路の長さだけ (A5)の再帰的定

義を引用することになる｡

問題は､アプリケ-ションを動かすそうとしている Prolog システムが (A

1)で表わされるデータをすべて記録できるであろうか､また求める経路の長

さが計算の限界に入っているであろうか､である｡

B.構造を持つ情報の処理

情報の多くはばらばらな情報ではなく､互に関連 し合っている｡その関連こ

そ重要な情報であるとみるのが､情報の構造である｡従来データベースなどで

構造という時､ある記録から関連する記録を取り出すためのリンク (ポインタ

ー)を指していた｡しかし論理プログラミングでは､情報の関連を数学上の関

係概念でとらえ､関数という項でこれを取扱う｡以下に､言語処理の例を用い

て構造を持つ情報の処理方法を見る｡

[関数による構造表現]

関数はその引数に項を持つものである｡ 例えば､変数Ⅹは項で､その父親を
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father(Ⅹ)と表わすことにすれば､このⅩの父の父を､

father(father(Ⅹ))

と書 くことも出来よう｡ 特に関数は､引数部に書かれる幾つかの項 をまとめて

新たな構造を作 るので複合項 と呼ばれ､構造 を持つ情報の処理に極めて重要な

働 きをしている｡では､構造を持った情報とは何かを説明 しよう｡

I 1ike Tom. (B l )

という英文の構文を認識することを考える｡この文は 3つの単語から出来てい

る｡この.単語をさらに文字に分解 して考えることも可能ではあるが､文の理解

という目的には意味がない｡だから単語 1ikeが 4つの文字 1, i,k,eで

出来ていることが事実であっても､単語 1ike を 1つのものと考える｡1ikeを

これ以上分けることが出来ない 1つのもの､つまりア トムと考える｡ 大文字で

始 まっている単語 ⅠとTom を Prolog によって変数 と解釈 されないように

'で囲み､単語をア トムとする｡次の 3つがア トムという項であることが確定

した ;

'Ⅰ' like 'Tom' (B2)

(B2)では 3つのア トムを紙の上に並べて書いてあるが､コンピュータの

中では､このままでは順番が指定されていず､ 3つの項はバラバラな状態で存

〔項について〕

Prologの情報の表現と操作はすべて項を単位として行われる｡都市の名前a,b,

C,d,eは項であるし､都市と都市の間の関係を表わす arrow(a,b,3)､arrow(b,C,

4)なども項である｡さらに変数も項の1つと考えることにより､ある都市Ⅹというのは

項である｡また項を引数に持つ述語 go(Ⅹ,Z,H)も項となる｡これらの概念を Prolog

文法の言葉で区別すると次のようになる｡上記の例で､a,b, C,d,e等の小文字

で始まる名前をアトムと呼び､時間を表わす数を整数と呼ぶ｡これら2つを定数と呼び､

項の1つである｡Ⅹ,Y,Z,H等の大文字で始まる名前を変数と呼び､これも項の1

つである｡ arrow(a,b,3)､arrow(b,C,4)や再帰的定義の go(Ⅹ,Z,H)等を述語と
呼び､これらも項である｡この他に関数というカテゴリーも項である0
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在 している｡そこで､ア トムや項をコンピュータの中で順番に並べるという構

造を導入する｡ この構造を作るのが関数であり､そのために用いられるのがリ

ス トである｡リス トの説明の前に一般の関数の図式表現を与えよう｡例えばf

とgを関数として f(a,Ⅹ,g(b,C)) の図式は [図 3]で与えられる,

/fl＼
a X

/g＼
b

[図 3] 関数 f(a,x,g(b,C))の図式表現

そこで､ (B2)を (Bl)の順番に並べる図式表現を [図4]に与える｡

2変数関数 fを使って､3つのア トムを縫い合わせるように組合せている｡こ

こで､ア トムの並びの最後を[]というア トムで終了させる｡この構造をリス ト

という｡普通に使われている関数記号はfではなく､ ドット関数 ･であるから､

実は､

.(T,.(like,･('Tom',[]))) (B3)

号を演算記号十や-などと同じ様に関数記号を中置きの表現､つまりa+bの

ように表現すると､

'Ⅰ'.like.'Tom'.[] (B4)

人間にとって読みやすくなる｡これをリス トと呼んでいる｡まったく同 じ内容

だが､内容をより端的に分かりやすく表現するために次のように表現すること



38

がさらに一般的である｡
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['Ⅰ',like,'Tom'] (B5)

(Bl)はこのように3つのア トムからなるリス トという複合項として葬現で

きる｡

ノ＼
/f＼

like

,ノ＼]

[図4] I('l',f印ke,I('Tom',[コ)))の図式表現

リス ト構造に対する操作は次の2つの操作 しかない｡

(1) リス トの先頭に1つの項を付加えること｡

(2) リス トの先頭から1つの項を取り出すこと｡

｢項Tをリス トLの先頭に加えて出来た新 しいリス トがNである｣という述語

cons(T,L,N)の定義を

cons(T,L,T.L). あるいは､cons(T,L, [THJ]). (B6)

と書ける｡つまり､Nは今までのリス トLの前に項Tを .で繋いで出来るリ

ス トT.L であることを定義 している｡
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Prolog言語が他の言語と大きく違っている特徴の1つに ｢データの入力と

出力の方向が決ってはいない｣ことがある｡この特性を使うと､今まで出力と

考えていた3番目の引数の所にリス トをデータとして与えると､そのリス トの

先頭の項を第 1引数から取り出せるという､従来のプログラム言語では思いも

しなかった様なことが出来る｡だから､ (B6)の定義だけで2つのリス トの

操作が出来る｡

[構文解析プログラム]

さて､構造を持つ情報の処理として構文解析プログラムを例にする0

出来るだけ簡単にした文脈自由文法の英文の構文を次のように決めておく｡

(1) 文 一> 名詞句十動詞句

(2) 名詞句 -> 固有名詞

(3) 名詞句 -> 代名詞

(4) 名詞句 -> 冠詞+名詞

(5) 動詞句 -> 他動詞+目的語

(6) 目的語 -> 名詞句

ここで用いることが出来る単語を次に列挙する｡

(7) 固有名詞

(8) 代名詞

(9) 名詞

(10) 冠詞

(ll)冠詞

(12) 他動詞

(13) 他動詞

-> 'Tom'

-> 'I'

-> money

-> a

-> the

-> like

-> have

ここで示した文法をより詳細にし､単語の量を増やせば実際に近い英文にな

るであろう｡

これを Prologのプログラムとして書換える｡ 最近の Prolog には漢字を使

えるので､プログラムも日本語化したのが [譜 1]である｡
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(1) sentence(InData,文 (_名詞句,_動詞句),RestData)

np(InData,_名詞句,RData),

vp(RData,_動詞句,RestData).

(2) np(InData,名詞句 (_固有名詞),RestData):-

p_noun(InData,_固有名詞,RestData).

(3) np(InData,名詞句 (_代名詞),RestData):-

pro_noun(InData,_代名詞,RestData).

(4) np(InData,名詞句 (_冠詞,_名詞),RestData):-

art(InData,_冠詞,RData),

noun(RData,_名詞,RestData).

(5) vp(InData,動詞句 (_他動詞,_目的語),RestData):-

vt(InData,_他動詞,Rest),

obj(Rest,_目的語,RestData).

(6) obj(InData,目的語 (_目的語),RestData):-

np(InData,_目的語,RestData).

(7) p_noun(['Tom'暮RestData],固有名詞('Tom'),RestI)ata).

(8) pro_noun(['Ⅰ'lRestData],代名詞('Ⅰ'),RestData).

(9) noun([moneyERestData],名詞(money),RestData).

(10) art([aERestData],冠詞(a),RestData).

(ll) art([theIRestData],冠詞(the),RestData).

(12) vt([likeIRestData],他動詞(like),RestData).

(13) vt([haveFRestData],他動詞(have),RestData).

[譜1]構文解析プログラム

[例 2] 次にこのプログラムの実行例を示す｡

?-sentence( ['Ⅰ',1ike了Tom'],Ⅹ,[])･

Ⅹ=文(名詞句(代名詞('Ⅰ'),動詞句(他動詞(like),
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目的語(名詞句(固有名詞('Tom')))))

yeS

この関数表現を図式すると [図5]のようになる｡ [例 2]では､英文のデ

ータをリス トという項で与えるため､あるいは得 られた結果が複合項であるた

め､人間にとって Prolog を使うことが使い良いものではないように見える｡

しかし､人間と Prologの間のインターフェースのためにプログラムを書 く

ことができるので､必ずしも人間がむき出しの Prolog を使わなければならな

いというのではないことを指摘 しておく｡

/⊥一- 且､＼
動詞句

冒

名

like

[図5]"l‥keTom"の構文解析図

鮪

m

語

句

詞

m

的

-

詞

-

名

-

〇

一ココ

[規模に関する考察]

最近の自然言語処理では例外処理の文法を多く含めるようになって来たとは

いえ､ 1つの文法を定めるには､構文概念である非終端記号の個数には限りが

あり､数千個もあれば十分であろう｡一方では､終端記号の単語の数は固有名

詞も含めて数万個あるいはこれ以上にものぼり､その数は桁違いに大きい｡実
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用的な応用､例えば新聞に書かれている情報の自動的な整理をさせようとする

場合､野間に甲載される単語の中で互に異なる単語の数はいかほどであろうか?

C.データベースとしての Prolog

関係データベースに関する著名なC.J.Dateの本 [D]の中から､関係

データベースの例題を一部引用する｡この例では､幾つかの部品の製造業者か

ら部品を購入 し､課ごとに部品の在庫管理をしている｡また各課の従業員ファ

イルもある｡この様なシステムは企業体ならどこにでも見られるものであろう｡

これを Prologで処理するプログラムの例を示す｡

デ-夕べ-スのサンプルを次に示す｡

業者

SnO Sname status city

S1 smith 20 london

S2 JOneS 10 paris

S3 blake 30 paris

pnO pname color weight city

p1 nut red 1_2 london

p2 bolt green 17 paris

p3 SCreW blue 1_7 rome

p4 SCreW red 14 london

Sno pnO qty

S1 p l : 300

S1 p2 200

S1 p3 400

S1 p4 200

S2 p1 300

S2 p2 400

S3 p2 -200

S4 p2 200

S4 p4 300
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[関係表を Prologで表現する]

このデータを Prologで､次のように表わしておく｡関係の名前を述語の名

前にし､項目は表の順序で引数と対応させる｡

業者(sl,smith,20,london).

業者(S2,jones,10,paris).

業者(S3,blake,30,paris).

業者(S4,clark,20,london).

入荷(sl,pl,300).

入荷(sl,p2,200).

入荷(sl,p3,400)

入荷(sl,p4,200).

入荷(S2,p1,300).

入荷(S2,p2,400).

入荷(S3,p2,200).

入荷(54,p2,200).

入荷(S4,p4,300).

部品(pl,nut,color,12,london).

部品(p2,bolt,green,17,paris).

部品(p3,screw,blue,17,rome).

部品(p4,screw,red,12,london).

[データベースの言語 SQL]

最近関係データベースの言語として､SQL(StructuredQueryLanguage)

という言語が注目され､ 1986年にはANSIで規格化された｡この言語は､

IBMの 10年間の研究で到達 した関係データベース用の言語である｡SELECT

で項目を選択 し､FROMで情報を引出すファイルを指定し､WHEREで条件を決

めるという非常に簡単な文法であるが組合せが系統的に考えられており､デー

タベース操作のほとんどを定義できる｡以下に示す例でこの言語のおよその姿
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が理解可能であろうからSQLの詳細は省略する｡この言語を使って幾つかの

データベース操作を定義 し､これと同じ内容を'prologで定義 し､実行結果を

見る｡SQLの例題は､Li[L]から採った｡

[Ql]パリの業者の名前とステータスをみたい｡

これは､ 1つのファイルから条件にあう情報を検索する基本的なデータベース

検索である｡

SELECTsname,Status

FROM 業者

WHERE clty-paris

snameと status を見る｡

業者のファイルの中の

city の項目が parisである｡

これを､Prologで実行すると次の様になる｡

?一業者(-,Sname,Status,paris). Prologでは､興味が無い項目

Sname=JOneS

Status=10;

Sname=blake

status=30;

nO

は､下線_の無名変数で示 し､

求めたい項目は大文字で始まる

変数で指定する｡

[Q2]部品 p2を供給 している業者の名前を求めよ｡

これは､ 2つのファイルの突き合わせを行う基本的な操作である｡

SELECTsname

FROM 業者,入荷

W‡ERE業者 snO-入荷.sno,入荷.pno-p2

入荷ファイルで p2を出荷 した業者の番号を知ることが出来るが業者の名前

を直接求めることが出来ないので､2つのファイルの突き合わせを項目 snoで

行う｡どちらの snoかを区別するために､ファイル名の接頭辞をつけている｡
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?一入荷(Sno,p2,_),業者(Sno,Sname,_,_).

Sno=sl

Sname=smith;

Sno=S2

Sname=JOneS;

Sno=53

Sname=blake;

Sno=S4

Sname=clark;

nO

第 1の解

第 2の解

第 3の解

第 4の解
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あるいは､求めたいものを一気に求めるには setof(Ⅹ,Y,Z)を使う｡Ⅹは求

めたい項､Yは求めるものの条件､Zは1つ 1つの解Ⅹをまとめたリス トであ

る｡つまり､求めたい解として smith,jones,blake,clark があるわけで､

この 1つ 1つを取 り出す条件が ｢入荷(Sno,p2,_),業者(Sno,Sname,_

,_)｣で､その解は､条件の中の Snameに表われる｡この SnameをⅩと

すれば､自動的にZにⅩのリス トが表われる｡

?-setof(sname,q2(Sname),Z),write(Z)･

[blake,clark,jones,smith] アルファベット順に並び換えられ

yes ている

ただし､q2(Sname)‥一入荷(Sno,p2,_),業者(Sno,Sname,_,_)

[Q3]少なくとも1種類は赤の部品を供給 している業者の名前を求め ょ o

この操作では､ 1つのファイルを検索した結果を次の検索に利用できるという

系統的な方法を繰返 して複雑な検索を可能にする｡

SELECT sname
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FROM 業者

WHERE snoIN

(SELECT sno

FROM 入荷

業̀者の snoが以下の手続き

で得 られる sno_の集合に入

っているという条件｡

WHERE pnoIN

(SELECT pno

FROM 部 品

WHERE color-red))

?-setof(Sname,q3(Sname),ANS),write(ANS).

[clark,smith]

yeS

ただし､q3(Sname):-部品(Pno,_,red,-,-),入荷(Sno,Pno,_),

業者(Sno,Sname,_,-).

[SQLと Prolog]

このようにSQL言語で書かれた質問は大きく書換えることなく Prolog言

語で書き表すことができる｡ [Ql]と [Q2]の書換えは直接的であるし､

setof述語を使っても大きな違いはない｡ [Q3]では多少の Prologの知識

が有れば素直に書換えることが出来る｡ここで示 したように､逆に Prologの

利用者であればSQL言語のプログラム相当の Prolog プログラムは自由に書

けるであろう｡
I

Liは､APROLOGDATABASESYSTEM [L]の中で､データベースシステムのイ

ンタ-フェイスに Prolog システムを置き､SQLなどの問合せ言語をProlog

を用いて論理式に翻訳 し､これを検索効率の点で最適化 して Prolog言語に変

換 し､この Prolog に変換された質問の実行でデータベースにアクセスすると

いうシステムを提案 している｡この方法を使えば､Prolog 言語でSQLを

Prolog に翻訳できることを示 している｡つまり､インターフェイスはProlog
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であっても利用者からはSQL専用に見えるデータベースを作れる｡
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[規模に関する考察]

ここでの規模の問題は､ア トムとしての業者や部品の大きさと､ トランザク

ションとしての入荷件数が重要である｡関係ファイルの組は1つの述語だけを

持つ節で表現される｡ 検索が Prologの単一化という非常にコス トを伴う検索

方法で行われる場合､組の個数が大きければ大変な検索時間がかかるであろう｡

20 Prologシステムの内部構造

1｡で示したプログラムは､Prolog言語の処理系で実行される｡従って､

この処理系での実行の限界が結果の限界になる｡ Prologプログラムが実行さ

れるシステム内部構造を見ながら､この処理系の限界を考察する｡

[prologの実行]

1｡a)グラフ探索の例を用いて､Prologの実行を説明するOプログラムは

(Al)と (A5)をそのまま使う｡説明に関係する部分だけを次に示す｡特

には Prologの実行戦略や単一化 (ユニフイケ-ション) ･アルゴリズムを述

べることはしない｡これらに関しては､ [S] [G] [F]などがある｡

arrow(a,b,3).

arrow(b,C,4).

go(X,Y,H):-arrow(X,Y,H).

go(X,Z,H):-arrow(X,Y,IIl),go(Y,Z,H2),IIisHl+H2.

ー
･
)

}ヽ

ー
イ

a

b

C

d

′-t＼

-_･＼
.一･1､
･/_■1

質問が都市 aから都市 Cまでの時間を求めるものであったとして､質問から解

答までの Prologの実行の道筋を示そう｡

?-go(a,C,ANS)･ 最初の質問 (e)
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引数を3つ持つ goは2つ有り､まず (C )の節の可能性を試す｡ (C )と

それぞれ対応する引数との間で単一化が行われごⅩ-a,Y-C,II-ANSという

単一化によって単一化が成功するので､ (C )は次の節に書換えられる｡

go(a,C,ANS):-arrow(a,C,ANS). (C')

この成功によって､最初の質問は ?-arrow(a,C,ANS).に変換される｡ 従って､

この新 しい質問に対する解を探すため､引数を3つ持つ arrowの節を上から

順番に質問と単二化が出来るか試すが､第 1引数が aで､第 2引数が bであ

る arrow 節は存在 しないので､新 しい質問は失敗する｡ この失敗によって

(C')の採用は否定され､次の節 (d)との可能性を試すことになる｡このよ

うに一旦採用 していた節を放棄 して新しい節を探すという手続きを再試行とい

う｡この再試行によって､

go(Ⅹ,Z,H):-arrow(Ⅹ,Y,Hl),go(Y,Z,H2),HisHl十Ⅱ2.

が呼出され､単一化 :Ⅹ-a,Z-C,H-ANSの成功によって､この式は

go(a,C,ANS):-arrow(a,Y,Hl),go(Y,C,Ⅱ2),ANSisHl+H2. (f)

となり､ (f)の3つの質問が順番に実行される｡ 2番目の質問は1番目の質

問の解答を得るまで待たされる｡ 3番目の質問も同様に2番目の質問の解答が

あるまで待たされる｡

?-arrow(a,Y,Hl).

?-go(Y,C,H2).

?-ANSisHIH2.

まず､ 1番目の質問から実行される｡

?-arrow(a,Y,Hl).

1番目の質問

2番目の質問

3番目の質問

(g)

この質問の解答として､ (a)が選ばれ､単一化はY-b,Ⅱ1-3が確定する｡
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こ･の単一化によって､ 2番目の質問は､

?-go(b,C,H2) (h )
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となるOこの質問に対 して (C) go(Ⅹ,Y,H3):-arrow(Ⅹ,Y,H3). が選ばれる.

ここで､名前の混乱を避ける為に Ⅱが H3と改名されている｡ (C)は単一

化 :H3-Ⅱ2 が行われた節

go(b,C,Ⅱ2):-arrow(ち,C,H2)

によって､新 しい質問 ?-arrow(b,C,Ⅱ2) に変換され直ちに実行される｡

新しい質問の実行は､節 (b)との単一化で H2-4が確定 し､第 2の質問

に対する解答が終了した｡これで､刑､H2の値が確定 しANSisHIH2の計

算を行うことが出来る｡つまり､3+4の計算の値 7をANSに代入する｡こ

れによって､すべての計算が終了しANSの解答 7を得ることが出来た｡

[計算のプロセスを記憶するスタック]

上の実行例の最初の質問に対 して解の可能性は (C)と (d)の2通 りあっ

た｡まず (C)を試 して､ (C)の採用があとの計算に都合が良くないと分か

ったら (C)を諦め (d)の可能性を試 した｡-このように Prologの処理系は

質問に対する解答のために計算を実施するが､その計算は必ずしも一直線では

ないことが多い｡そのため､ Prolog システムは複数の解答の存在を認めた上

で計算を進めるという非決定的アルゴリズムを採用 し､再試行のために計算の

中間結果をすべて記憶 していることが他の言語には無い特徴である｡この特徴

を最大限利用するのが Prologプログラミングであり､未知の解を探索するた

めに用いられる｡この様な特徴をもたらす中間結果の記録は､各単一化の成功

の度に行われ､そのとき記録すべき基本的なものは次の 3項目である0

(1) 呼出しの句 (質問)

(2) 呼出しに応 じて単一化に成功した節

(3) 単一化情報
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これらの情報は非決定アルゴリズムを実現するために､計算の再開のために(1)

どんな質問で､(2)どこまで進んでいたか､(3)どんな計算をしたかという情報を

記録するものである｡

1つの質問の呼出しによって作られるこれらの情報が有効な期間は､呼出し

の成功によってこの情報が作られてから､この呼出しに対する再試行までの間

である｡上に説明したように呼出しは順次行われ､成功か失敗かの評価は常に

最新の呼出しについて行われるので､否定が起きる可能性は常に最新の呼出し

についてである｡否定された情報は将来解答に採用される可能性がないので､

その時点でメモリの有効活用のため消去され､次の呼出しのために使われる｡

このような使い方に最も適 したデータ構造はスタック(stack)である｡

通常(1)と(2)が記録されたスタックを制御スタックと呼び､(3)の単一化情報が

記録されたスタックを変数スタックと呼ぶ｡ Prologう′ステムの計算限界はこ

の制御スタックと変数スタックという2種のスタックにどれだけのメモリが用

意されているかによって決まると言って良い｡

[データベース]

一般にデータベースという時には､一定の形式にそってディスク装置に記録

されたデ-夕を指すが､Prologでデータベースという時は､Prologのための

情報 (節)を記録するための Prolog システムの中に組込まれたメモリの領域､

あるいはここに記録された内容を指 している｡このデータベースは Prolog シ

ステムにおいて最も基本的であるので､その構造を調べる｡

Prolog言語の中のア トムつまり､文字､記号､数字､アルファベットで始

まる名前などを一意に管理するために､それぞれのア トムに整数の番号をつけ

て管理している｡ア トムの名前からこの番号を探すメカニズムがハッシュ関数

(hash)である｡ハッシュ関数は､文字列の集合から適当な範囲の整数の集合へ

の写像として定義される｡ハッシュにおいて異なる文字列が重複 して同じ値を

取る場合､これらの文字列を同義語といい､同義を避けるために特別なアルゴ

リズムが追加される｡このアルゴリズムの追加によって､すべてのア トムには
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一意の整数が付けられ､ハッシュ関数によってその値を高速に計算することが

出来る｡関数はア トムである関数名 (関数子)と引数の個数 (引数価)で管理

され､ア トムと同じアルゴリズムで整数が付けられる｡今後はア トムと言う時

は関数も含めていることにする｡

ア トムの情報を一意に管理するために用意された表がある｡先に付けられた

整数はこの表の中の位置 (ア ドレス)を示 している｡この表をハ ッシュ ･テー

ブルと呼ぶ｡つまり､ア トムに関する次の情報がア トムに付けられた整数の番

号に対応する表の位置に記録される｡

(1) ア トムの名前

(2) ア トムの引数価

(3) このア トムを節頭に持つ節の集合

多くの処理系では､(1) (3)の情報はポインタ-で記録され､それぞれの情報

はこれとは別の表のポインターで示される位置に記録されている｡ [図 6]に

3引数の go述語の定義を示す｡ [図 6]に示したように､デーテベースは(3)

の節が記録さているメモリの領域あるいは節そのものを指す｡これらの情報を

記録することによって､ア トムを一意に管理でき′､さらに質問として与えられ

E

E
]@
]

名前テーブル 辞書 データベース(節の集合 )

【図6]辞書とデータベース
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たア トムに対応する節の集合を直ちに検索できる｡従ってこの表を辞書と呼ぶ

こともある｡

次にデータベースの中での節あるいは､項の表現を見る｡関数や述語を含め

てア トムには､識別のために一意のア ドレスが付けられている｡節や項はこれ

らのア ドレスを用いて組み立てられている｡この組み立てのために､システム

の実現の都合からデータ構造として幾つかの選択が考えられている｡その主な

基本データ構造として次の3つがある [Na].

(1) 固定長 レコー ド形式

(2) 可変長 レコー ド形式

(3) 2進 リス ト形式

その構造図を [図 7]に示 している｡これらのデ-夕構造のうちどれを用いる

かは､システムの特性と制作者の思想的好みによって選択されている｡ 例えば

最も早く作 られたマルセイユ Prologでは可変長 レコー ド形式を使い 〔S2〕､

LISPで実現されている prolog/ER [Nk]などは2進リス ト形式である｡

prologのデータベースはミプログラムあるいはデータとして入力された節

を記録 している｡ その記録は上に示 したように様々な方法があるが､いずれの

方法でも辞書で管理されたア トムのア ドレスを参照している｡ このように､

prologではすべての情報は基本になるア トムを組合せて表現されているこ

このような方法で Prologがどれだけの情報を取入れることが出来るかは､

ア トムのテーブルである辞書のサイズと､節や項を記録するデータベースの領

域のサイズの大きさによって決る｡従って､このメモリの領域が大きければ､

より多くのプログラムとデユタを Prologの取込むことが出来る｡

一方､ Prologの実行時にデータベース ･オーバーフローという表示が出て､

実行が異常終了することがある｡ 実行の途中で新たなプログラムを取入れた訳

でもないのにこの様なことが起こる場合がある｡ Prologの計算途中で生成さ

れる項や数値などはデータベニスに新たに記録されので､余分のスペ-スがデ

ータベースに無い場合には､上記の異常終了になる｡このあたりの事情は処理

系の作 り方に依存 しているのでそれぞれ特殊な場合が多いようである0
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(1) 固定長 レコー ド形式

f/2 b/0 g/1 a/0

(2) 可変長 レコー ド形式

f/2 g/1 a/0 b/0

ど/1

[図7]項 f(g(a),b)の表現形式
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f/2,a/0,b/0,g/1は､それぞれ 2引数の関数 f,引数なしの関数 a,b引数 1の関

数 gのア ドレスを示している｡
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3｡ Prologシステムとデータベ⊥ス管理システム

本章では､小さな Prolog システムを用いても規模が大きなデータを持つ応

用を実現するために､ Prolog とデータベース管理システムとの結合を提案す

る｡

[prologデータの3つの特徴]

1章で示したように企業体での Prologの応用を考えると､多くの応用例で

データのみの規模が大きいことがわかる｡また､これらデータへのアクセスに

は3つの特徴がある｡

第 1の特徴は､検索が単純である｡例えば､2章の質問 (C')

?-arrow(a,C,ANS).

では､ ｢arrow の関係の中で､第 1項目が aで､第 2項目が C である組が

あるか? もし有れば､第 3項目の値を AⅣSに代入 しなさい｣というもので

-ある｡

第 2の特徴は､デ-夕構造が単純であるので関係で表わせる｡第 1章の arr-

ow データ (Al)は､

a b 3

b C 4

C e 3

a d 2

d C 2

と表わせるし､第 1章の ｢データベースとしての Prolog｣では､データその

ものが既にl関係であった｡
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しかし ｢構造を持つ情報の処理｣では､ [譜 1]の (7)から (13)のデー

タ構造は複雑である｡例えば､ (7)の ｢Tomが固有名詞である｣というデ

ータを

p_noun(['Tom'lRestData],固有名詞('Tom'),RestData).

と表わしてある｡第 1､第 2引数とも関数表現になっており､記録要素の値が

文字列と数値に限定される関係データベースの組の要素となれない｡ もともと

この表現は､すべてを Prologで実行することを前提にして書かれているので

関数表現になっているが､次の様にデータとして用いられた節をプログラムに

し､データ部分だけを単純化することが出来る｡

p-noun(['Tom'lRestData],固有名詞('Tom'),RestData)‥-

p_noun_data('Tom',固有名詞).

この p_noun_data('Tom',固有名詞)の部分が新たなデータである｡これな

ら､関係データベースとして表現できる｡(8)から(13)までの節も同様に書換えが

できる｡この書換えはここだけの特殊な取扱いではなく､企業体の多くのデー

タの場合には､ Prolog プログラミングの技術的な方法でデータの単純化は可

能であろう｡

第 3の特徴は､検索されるデータ数はデータベースと比較 して少ない｡つま

り､第 1の特徴で見たように､検索には単純ながら条件がつけられる｡この条

件のために､デ-タベースに記録されたデータの多くが条件を満たさず､全体

の大きさと比較すれば極めて小さい部分のデータのみが検索される｡例えば､

第 2章では ?-arrow(a,C,ANS)の質問に該当する組は存在 しなかった｡

[外部データベースの導入]

このように単純な検索のみであれば､第 2章で説明したような Prolog内に

組込まれているデータベースに記録するより､ Prolog とは異なるデ-タベー

ス (外部データベ-ス)にデータを書込んでおき､必要な時にこのデ-夕べ-
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スにアクセスするという方法が考えられる｡その概念図を [図8]に示す｡

この方法には､幾つかのメリットがある｡ PrLolog システムに関しては､デ

ータが外部に記録される分だけ主メモリが少なくても良いので､小さな Pro1-

0gシステムであっても､データの規模が大きな応用にも実用化できる｡一方､

外部のデ-タベース管理システムを使うので､このためのハー ドとソフ トを用

意 しなくてはならないが､次のようなメリットがある｡

･大量のデータの管理が容易になる｡

･データ検索が早くなる｡

しかし現在のところ､ Prolog システムとデータベース管理システム (DB

MS)とを結合するには､2つの問題がある｡

(1)Prolog システムからDBMSへ検索命令を渡す標準的な手続きがない｡

(2)DBMSから Prolog システムへ検索データを渡す標準的な手続きがな

い ｡

現在のパソコンの多くは､まだマルチタスクになっていないので Prolog シ

ステムとデータベース管理システムの2つのシステムを同時には実行できない｡

従って､ 2台のパソコンにそれぞれのシステムを起動 しRS232Cなどの通

Prologシステム

秦 求

データベース管理システム

[図 8] prologシステムとデータベース管理システムの結合
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信インターフェイスを用いて結合するのが当面の方法であろう｡しかも上で指

摘 した第 3の特徴は､この通信容量が大きくなくても構わないことを示 してい

るので､通信コス トを考える上でも都合が良い｡

さらに､通信ということを延長 して考えると､ネットワーク結合になるだろ

う｡今日は､かつての大型コンピュータを中心にしたシステムの構成法から､

ネットワ-クを中心とした分散処理へとコンピュータの応用法が変って来てい

る｡このような展望に立つと､ Prologシステムが通信のための標準的な手続

きを必要としているのは､上記の2つの問題を含めて現在的な課題である｡
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