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1.0  MarkLogic サーバーでアプリケーションを開発する
13

この章では、MarkLogic サーバーによるアプリケーション開発について概要を説明しま
す。次のセクションで構成されています。

• MarkLogic サーバーアプリケーション開発の概要

• MarkLogic サーバーアプリケーションの開発に必要なスキル

• 詳細情報の⼊⼿先
この『Application Developer’s Guide』では、MarkLogic サーバーを使用して XQuery アプ
リケーションを作成する⽅法について、概要を説明しています。MarkLogic サーバーの
強⼒な XQuery 検索機能を使用して検索アプリケーションを開発する⽅法については、

『Search Developer’s Guide』を参照してください。 

1.1 MarkLogic サーバーアプリケーション開発の概要
MarkLogic サーバーは、コンテンツアプリケーションを構築するためのプラットフォー
ムを提供します。開発者は、XQuery を使用してアプリケーションを構築します。
XQuery は、コンテンツを検索するための、そしてアプリケーションを開発するプログ
ラミング⾔語として使用されます。アプリケーションは、Web サービスを介して、ま
たは Java や .NET から XCC インターフェイスを介して、その他の環境と統合できます。
ただし、MarkLogic サーバーのみを使用してアプリケーション全体を作成し、XQuery 
で完全にプログラミングすることもできます。

この『Application Developer’s Guide』では、MarkLogic サーバーでコンテンツアプリ
ケーションおよび検索アプリケーションを構築するために XQuery を使用するうえで必
要な⼿法、デザインパターン、および概念に主に焦点を当てます。Java および REST 
API を使用している場合は、このガイドで説明する概念の⼀部が役⽴ちますが、具体的
なガイダンスについては、それぞれの API に関するガイドを参照してください。Java 
API を使用してアプリケーションを開発する⽅法については、『Java Application 
Developer’s Guide』を参照してください。REST API を使用してアプリケーションを開
発する⽅法については、『REST Application Developer’s Guide』を参照してください。

1.2 MarkLogic サーバーアプリケーションの開発に必要なスキル
MarkLogic サーバーでアプリケーションを開発するときに役に⽴つスキルや経験は次の
とおりです。はじめからこれらのスキルをすべて備えている必要はありません。
MarkLogic アプリケーション開発の経験を積むにつれて、⾝に付けることができるスキ
ルです。

• Web 開発のスキル（XHTML、HTTP、ブラウザ間の問題、CSS、Javascript な
ど）。特に HTTP アプリケーションサーバー上で実⾏されるアプリケーションを
開発する場合。
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• XML の全体的な理解と知識。
• XQuery のスキル。XQuery を使い始めるには、『XQuery and XSLT Reference 

Guide』を参照してください。
• 検索エンジンおよび全⽂クエリの理解。
• Java または .Net の経験（XCC を使用してアプリケーションを開発する場合）。
• ⼀般的なアプリケーション開発技法（アプリケーション要件の確定、ソースコー

ド管理など）。
• 大規模アプリケーションを導⼊する場合は、運用⼿法の管理（大規模ファイルシ

ステムの作成や管理、複数マシンの管理、ネットワーク帯域幅の問題など）。

1.3 詳細情報の⼊⼿先
MarkLogic サーバーには、フルセットのドキュメントが用意されており、オンライン

（http://docs.marklogic.com）で⼊⼿できます。この『Application Developer’s Guide』では、
MarkLogic サーバーアプリケーションの開発に使用される概念やデザインパターンにつ
いて説明します。技術的な情報の⼊⼿先について、リストを次に⽰します。

• MarkLogic サーバーをインストールおよびアップグレードする⽅法については、
『Installation Guide』を参照してください。また、新機能や、その他のリリースと
の既知の非互換性に関するリストについては、『Release Notes』を参照してくだ
さい。 

• データベース、フォレスト、アプリケーションサーバー、ユーザー、権限などを
作成する⽅法については、『Administrator’s Guide』を参照してください。

• MarkLogic サーバーでセキュリティを利用する⽅法については、『Understanding 
and Using Security Guide』を参照してください。

• ドキュメントの変換やその他の目的でパイプライン処理を作成する⽅法について
は、『Content Processing Framework Guide』を参照してください。

• XQuery の標準関数、MarkLogic サーバーの組み込み拡張関数（更新、検索、
HTTP サーバー機能用）、その他の XQuery ライブラリ関数など、個々の XQuery 
関数の構⽂および使用⽅法については、『MarkLogic XQuery and XSLT Function 
Reference』を参照してください。

• XCC を使用して Java または .Net から MarkLogic サーバーのコンテンツにアクセ
スする⽅法については、『XCC Developer’s Guide』を参照してください。

• ⾔語が検索に与える影響については、『Search Developer’s Guide』の「Language 

Support in MarkLogic Server」を参照してください。コンテンツの⾔語を問わず、⾔
語が検索に与える影響を理解することは重要です。

• 検索アプリケーションを開発する⽅法については、『Search Developer’s Guide』を
参照してください。

http://docs.marklogic.com
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• MarkLogic サーバーのトランザクションを構成する要素については、この
『Application Developer’s Guide』の「MarkLogic サーバーのトランザクションを理
解する」（19 ページ）を参照してください。

• その他の開発者向けトピックについては、この『Application Developer’s Guide』
の内容を確認してください。

• パフォーマンス関連の問題については、『Query Performance and Tuning Guide』を
参照してください。
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2.0  スキーマをロードする
18

MarkLogic サーバーには、「スキーマデータベース」という概念があります。スキーマ
データベースには、MarkLogic サーバーの同⼀クラスタ内のさまざまなデータベース間
で共有できるスキーマドキュメントが格納されます。この章では、スキーマドキュメン
トを MarkLogic サーバーにロードする基本的な⽅法について紹介します。次のセクショ
ンで構成されています。

• データベースを設定する
• スキーマをロードする
• スキーマを参照する
• スキーマを利用する
• スキーマに対して XML を検証する

Admin 画⾯でスキーマを構成する⽅法の詳細については、『Administrator’s Guide』の
「Understanding and Defining Schemas」の章を参照してください。

2.1 データベースを設定する
MarkLogic サーバーでは、インストール時に「Schemas」という名前の空のスキーマ
データベースが自動的に作成されます。

作成される各ドキュメントデータベースは、スキーマデータベースとセキュリティデー
タベースの両⽅を参照します。デフォルトでは、新しいデータベースが作成されると、

「Schemas」がそのデータベースのスキーマデータベースとして自動的に参照されます。
ほとんどの場合、このデフォルト設定（以下を参照）で問題ありません。
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ただし、別のスキーマデータベースを参照するようにデータベースを設定したほうが望
ましい場合もあります。例えば、2 つの別々のデータベースが同じスキーマの異なる
バージョン（名前は同じ）を参照できるようにしなければならないことがあります。そ
のような場合は、デフォルトの「Schemas」データベースの代わりに使用するデータ
ベースを、ドロップダウンのスキーマデータベースメニューから選択します。システム
内の任意のデータベースをスキーマデータベースとして使用できます。

場合によっては、データベースが自分自⾝をスキーマデータベースとして設定したほう
が効率的なこともあります。これはまったく問題のない構成であり、同じドロップダウ
ンメニューから設定できます。この場合は、同⼀データベース内にすべてのアプリケー
ションに関するコンテンツとスキーマの両⽅が格納されます。 

注：  それ自体をスキーマデータベースとして参照するデータベースを作成する
には、まず、デフォルトである「Schemas」データベースを参照する構成
でデータベースを作成する必要があります。新しいデータベースが作成さ
れたら、ドロップダウンメニューを使用して、そのデータベース自体を指
定するようにスキーマデータベースの設定を変更します。

2.2 スキーマをロードする
HTTP および XDBC サーバーが接続するデータベースは、ドキュメントデータベースで
す。これらの HTTP および XDBC サーバー接続を介して実⾏されるドキュメント挿⼊
操作（xdmp:document-load、xdmp:document-insert、および各種の XDBC ドキュメント挿
⼊メソッド）では、ドキュメントはこれらのサーバーに接続されたドキュメントデータ
ベースに挿⼊されます。

このため、スキーマのロードにはやや注意が必要になります。システムがスキーマド
キュメントを要求するときは現在のドキュメントデータベースが参照しているスキーマ
データベースを調べるため、現在の「ドキュメントデータベース」にではなく現在の
データベースの「スキーマデータベース」にスキーマドキュメントをロードしておいて
ください。

この⽅法はいくつかあります。

1. Admin 画⾯のロードユーティリティを使用して、スキーマドキュメントをス
キーマデータベースに直接ロードできます。ドキュメントをロードするスキーマ
データベースの［Database］画⾯に移動します。右上で［load］タブを選択し、
その他のドキュメントをロードする場合と同じようにスキーマをロードします。
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2. xdmp:eval 組み込み関数を使用する XQuery プログラムを作成できます。現在の
データベースのスキーマデータベースにスキーマを直接ロードするように 
<database> オプションを指定します。

xdmp:eval('xdmp:document-load("sample.xsd")', (), 
        <options xmlns="xdmp:eval"> 
            <database>{xdmp:schema-database()}</database> 
        </options>)

3. 当該スキーマデータベースをドキュメントデータベースとして直接参照する 
XDBC または HTTP サーバーを作成し、任意のドキュメント挿⼊関数を使用して 
1 つ以上のスキーマをスキーマデータベースにロードできます。この⽅法は、通
常は必要ありません。

4. Schemas データベースを参照する WebDAV サーバーを作成し、次に WebDAV ク
ライアントを使用してスキーマドキュメントをドラッグ＆ドロップできます。

2.3 スキーマを参照する
ドキュメントをロードするとき（コンテンツをリペアするために）およびクエリを評価
するとき（適切なデータの型付けのため）、スキーマはサーバーによって自動的に呼び
出されます。あるドキュメントについて、サーバーは現在のドキュメントデータベース
によって参照されているスキーマデータベース内で⼀致するスキーマを検索します。

1. ターゲット名前空間が⼀致するスキーマが⾒つからない場合、ドキュメントの処
理にスキーマは使用されません。

2. ⼀致するスキーマが 1 つ⾒つかった場合は、そのスキーマがドキュメントの処理
に使用されます。

3. ⼀致するスキーマが複数⾒つかった場合は、次に⽰す順序の優先ルールに基づい
てスキーマが選択されます。

a. ドキュメントのルート要素の xsi:schemaLocation または 
xsi:noNamespaceSchemaLocation 属性で URI を指定している場合、指定された URI 
のスキーマが使用されます。

b. ターゲット名前空間が⼀致する import schema プロローグ式がある場合は、指定
された URI のスキーマが使用されます。import schema 式のターゲット名前空間
と、その式が参照するスキーマドキュメントのターゲット名前空間が⼀致しない
場合は、import schema 式は適用されません。

c. 現在の HTTP または XDBC サーバーの［Schema］パネル内で設定された名前空
間が⼀致するスキーマがある場合は、そのスキーマが使用されます。設定パネル
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で指定されたターゲット名前空間がスキーマドキュメントのターゲット名前空間
と⼀致しない場合、Admin 画⾯のスキーマ設定情報は使用されません。

d. これらのルールのいずれも該当しない場合、サーバーは検出した最初のスキーマ
を使用します。データベース内のドキュメントの順序が定義されていないため、
この⽅法では何が選択されるのか予想できません。このためこの⽅法は推奨され
ません。

2.4 スキーマを利用する
スキーマを外部のシステムに戻したり、ある種のスキーマ駆動クエリ処理アクティビ
ティを駆動したりするなど、データベースからスキーマを明⽰的に読み込むことができ
ると便利なことがあります。

スキーマは、システムにおいてその他のドキュメントとまったく同じように扱われま
す。その他のドキュメントと同様に、挿⼊、読み込み、更新、および削除できます。

「違う点」は、スキーマは通常、ドキュメントデータベース自体にではなく別のスキー
マデータベースに格納されるということです。

スキーマに関する処理で最も多いのは、スキーマを読み込むことです。サーバーからス
キーマを明⽰的に取得するには 2 つの⽅法があります。

1. xdmp:eval を使用する XQuery を作成できます。現在のデータベースのスキーマ
データベースからスキーマを直接読み込むように <database> オプションを指定し
ます。例えば、次の式は前述のコード例でロードされたスキーマドキュメントを
返します。
xdmp:eval('doc("sample.xsd")', (),  
  <options xmlns="xdmp:eval"> 
    <database>{xdmp:schema-database()}</database> 
  </options>)

xdmp:schema-database 組み込み関数を使用することにより、sample.xsd ドキュメン
トは現在のデータベースのスキーマデータベースから読み込まれます。

2. 当該スキーマデータベースをドキュメントデータベースとして直接参照する 
XDBC または HTTP サーバーを作成し、任意の XQuery を適宜送信して、スキー
マデータベースに格納されたスキーマを読み込み、分析、更新、または操作でき
ます。ほとんどの場合で、このアプローチは必要ありません。

スキーマを扱うその他のタスクも、同様に実⾏できます。例えば、スキーマを削除する
必要がある場合は、上記のいずれかを⼿本とした（xdmp:document-delete("sample.xsd") 
を使用する）⼿法が使えます。  
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2.5 スキーマに対して XML を検証する
XQuery の validate 式を使用して、要素がスキーマに従って妥当であるかどうかを確認
できます。validate 式の詳細については、『XQuery and XSLT Reference Guide』の

「Validate Expression」、および W3C の XQuery 勧告（http://www.w3.org/TR/xquery/#id-validate）
を参照してください。

ドキュメントをロード前に検証する場合は、まず、ドキュメントのノードを取得し、
ノードを検証してから、データベースにノードを挿⼊します。例：

xquery version "1.0-ml"; 
 
(:  
   this will validate against the schema if it is in scope, but 
   will validate it without a schema if there is no in-scope schema 
:) 
let $node := xdmp:document-get("c:/tmp/test.xml") 
return 
try { xdmp:document-insert("/my-valid-document.xml",  
        validate lax { $node } )  
    } 
catch ($e) { "Validation failed:", 
             $e/error:format-string/text() } 

次の例では、strict 検証を使用し、検証元のスキーマをインポートします。

xquery version "1.0-ml"; 
import schema "my-schema" at "/schemas/my-schema.xsd"; 
 
(:  
   this will validate against the specified schema, and will fail 
   if the schema does not exist (or if it is not valid according to 
   the schema) 
:) 
let $node := xdmp:document-get("c:/tmp/test.xml") 
return 
try { xdmp:document-insert("/my-valid-document.xml",  
        validate strict { $node } )  
    } 
catch ($e) { "Validation failed:", 
             $e/error:format-string/text() } 

http://www.w3.org/TR/xquery/#id-validate
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3.0  MarkLogic サーバーのトランザクションを理解する
61

MarkLogic サーバーは、トランザクション（データの整合性）を保証します。この章で
は、MarkLogic サーバーのトランザクションモデルについて説明します。以下のセク
ションで構成されています。

• 用語と定義
• MarkLogic サーバーのトランザクションの概要

• トランザクションのタイプ
• シングルステートメントトランザクションとマルチステートメントトランザクション
• トランザクションモード
• xdmp:eval/xdmp:invoke との関係

• トランザクションではない副作用のある関数
• Multi-Version Concurrency Control を使用してブロックを減らす

• トランザクションの管理
• トランザクションの例

XCC Java アプリケーションでマルチステートメントおよび XA ／ JTA トランザクショ
ンを使用する⽅法の詳細については、『XCC Developer’s Guide』を参照してください。
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3.1 用語と定義
トランザクション（データの⼀貫性）は、ほとんどのデータベースにおいて核となる機
能ですが、その意味するところはシステムによって若⼲異なります。これらの違いを適
切にまた包括的に理解するためには、用語を明確に定義しておく必要があります。これ
らの用語の意味が混乱しないように、このセクションでは、この章や MarkLogic サー
バー関連⽂書で使用される用語のいくつかを定義しておきます。またこれらの用語の定
義を確認することで、MarkLogic サーバーにおけるトランザクションの意味が理解でき
るようになると思います。

用語 定義

ステートメント W3C XQuery 標準で定義されている XQuery のメインモジュー
ルの 1 つです。MarkLogic サーバーによって評価されます。メ
インモジュールは、オプションのプロローグと完全な XQuery 
式で構成されています。

ステートメントには、「クエリステートメント」と「更新ス
テートメント」の 2 種類があります。これはステートメントの
評価前に静的分析によって判断されます。

クエリステー 
トメント

更新呼び出しを含まないステートメントです。

クエリステートメントでは、読み込みに関してデータベースの
⼀貫性が保持されます。クエリステートメントはデータベース
の状態を変更しないため、サーバーは扱われているトランザク
ションに応じて、ロックあるいはライトウェイトロックを適用
しないように最適化します。

更新ステートメント 更新を実⾏する可能性のある（つまり、更新呼び出しが 1 つ以
上含まれる）ステートメントです。

このステートメントは、実⾏時に更新を実⾏するかどうかを問
わず、更新ステートメントに分類されます。更新ステートメン
トの実⾏の際には「読み取り・書き込みロック」が使用され、
アクセス対象ドキュメントに必要なロックを適用します。
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トランザクション 1 つあるいは複数のステートメントで、「すべて失敗」あるい
は「すべて成功」のいずれかになるもの。

トランザクションには、「更新トランザクション」と「クエリ
（読み取りのみ）トランザクション」の 2 種類があります。こ
れは「トランザクションモード」とトランザクションモード内
のステートメントの種類によって決まります。トランザクショ
ンには、「シングルステートメントトランザクション」と「マ
ルチステートメントトランザクション」の 2 種類があります。
これは作成時のトランザクションモードによって決まります。

トランザクション
モード

新規作成されるトランザクションの種類とコミット⽅法をコン
トロールします。モードには、auto、query、update の 3 種類が
あります。デフォルトである auto モードでは、トランザク
ションはすべてシングルステートメントトランザクションで
す。⼀⽅ query モードと update モードでは、トランザクション
はすべてマルチステートメントトランザクションです。

トランザクションモードの詳細については、「トランザクショ
ンモード」（42 ページ）を参照してください。

シングルステートメ
ントトランザクショ
ン

auto トランザクションモードで作成されたトランザクション。
シングルステートメントトランザクションに含まれるステート
メントは常に 1 つだけです。正常完了時には自動的にコミット
され、エラー時にはロールバックされます。

マルチステートメン
トトランザクション

query または update トランザクションモードで作成されたトラ
ンザクション。1 つまたは複数のステートメントから構成さ
れ、すべてが「コミット」されるか、すべてが「ロールバッ
ク」されるかのいずれかになります。このトランザクションで
は、1 つのステートメントによる変更は、コミット前であって
も同⼀トランザクション内の後続のステートメントによって認
識されます。マルチステートメントトランザクションは、
xdmp:commit によって明⽰的にコミットする必要があります。

用語 定義
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クエリトランザク
ション

更新を⼀切⾏わないトランザクション（読み取りのみのトラン
ザクション）。これは auto トランザクションモードのクエリス
テートメント 1 つ、あるいは query トランザクションモードで
作成されたあらゆるトランザクションから構成されています。
クエリトランザクションで更新しようとすると、
XDMP-UPDATEFUNCTIONFROMQUERY が発⽣します。

クエリトランザクションではロックを使用する代わりに、ある
種のシステムタイムスタンプを使用し、読み込みに関してデー
タベースの⼀貫性が保持されます。

更新トランザクショ
ン

更新を⾏う（データベースを変更する ) 可能性のあるトランザ
クション。これは auto トランザクションモードの更新ステー
トメント 1 つ、あるいは update トランザクションモードで作成
されたあらゆるトランザクションから構成されています。

更新トランザクションの実⾏の際には、「読み取り・書き込み
ロック」が使用され、アクセス対象ドキュメントに必要なロッ
クを適用します。

コミット トランザクションを終了し、トランザクションで加えられた変
更がデータベース内で認識されるようにします。シングルス
テートメントトランザクションの場合は、ステートメントが正
常に完了した時点で自動的にコミットされます。マルチステー
トメントトランザクションでは、xdmp:commit を使って明⽰的に
コミットしますが、実際にコミットされるのは呼び出しステー
トメントが正常に完了した場合のみです。

ロールバック トランザクションをただちに終了し、このトランザクションに
よるすべての更新を破棄します。エラーが発⽣した場合、すべ
てのトランザクションは自動的にロールバックされます。マル
チステートメントトランザクションでは、この場合も 
xdmp:rollback を使って明⽰的にロールバックできます。あるい
はタイムアウトや xdmp:commit がないままセッションの最後ま
で来てしまった場合には暗⽰的にロールバックされます。

システムタイムスタ
ンプ

MarkLogic サーバーが管理する数値で、システム内のいずれか
のデータベースにおいて変更（クラスタ内のホストからの設定
変更を含む）が発⽣するたびに 1 つずつ増えていきます。デー
タベース内の各フラグメントにはシステムタイムスタンプが付
けられます。タイムスタンプの範囲によって、フラグメントの
有効期間がわかります。

用語 定義
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3.2 MarkLogic サーバーのトランザクションの概要
このセクションでは、MarkLogic サーバーにおける主要なトランザクションの概念につ
いて、概要を説明します。 

• トランザクションの属性：モード、タイプ、ステートメントの個数
• シングルステートメントトランザクションの概要
• マルチステートメントトランザクションの概要

読み取り・書き込み
ロック

ドキュメントの読み取りならびに書き込みに対するロックで
す。

MarkLogic サーバーでは、更新ステートメントの際に読み取
り・書き込みロックを使用します。更新トランザクションでは
必要な場合しかロックを使用しないので、更新ステートメント
は常にドキュメントの最新バージョンを認識します。ドキュメ
ントはロックされた時点から、⼀貫性が保持されます。いった
んドキュメントがロックされると、他のトランザクションに含
まれる更新ステートメントは、ロックが外されるまで更新はで
きません。詳細については、「更新トランザクション：読み取
り・書き込みロック」（30 ページ）を参照してください。

プログラム 拡張された XQuery コードで、MarkLogic サーバーに送信され
評価されるもの。例： .xqy ファイル内のクエリ式、xdmp:eval 
ステートメント内の送信された XQuery コード。プログラムの
構成要素としては、呼び出しモジュール内のコードだけではな
く、インポート済みモジュール（呼び出しモジュールが呼び出
すもの）、また呼び出されるあらゆるモジュールなどがありま
す。

セッション MarkLogic サーバーインスタンスにおける、データベースとの
「会話」。セッションは、接続情報、資格情報、トランザクショ
ンモードといった状態の情報をカプセル化します。セッション
の詳細な内容は、会話のコンテキストによって変わってきま
す。詳細については、「セッション」（39 ページ）を参照して
ください。

リクエスト アプリケーションサーバー、タスクサーバー、xdmp:eval など
によるプログラムの呼び出し。また、アプリケーションサー
バーへのある種のクライアント呼び出しもリクエストです

（例： XCC による XML の読み込み、HTTP による画像のダウ
ンロード、WebDAV によるドキュメントのロックなど）。 

用語 定義
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その後、この章の残りの部分ではこれらの概念について詳細に説明します。 

3.2.1 トランザクションの属性：モード、タイプ、ステートメントの個数
MarkLogic サーバー の API と XQuery 拡張では、トランザクションモデルが 2 種類あり
ます。これらのモデルでは、トランザクション内のステートメントの個数、更新の認識
⽅法、コミット⽅法において違いがあります。以下の 2 つのモデルがあります。

• シングルステートメントトランザクション。auto トランザクションモードで作成
され、自動的にコミットされます（デフォルト）。

• マルチステートメントトランザクション。明⽰的にコミットする必要がありま
す。マルチステートメントトランザクションでは、1 つのステートメントによる
更新は、同⼀トランザクション内の後続のステートメントによって認識されま
す。

1 つのプログラムにおいては、どちらか 1 つ、あるいは両⽅のモデルを使用します。ほ
とんどのアプリケーションでは、デフォルトのモデルが適しています。マルチステート
メントトランザクションは強⼒ですが、アプリケーションが複雑になります。自分のト
ランザクションモデルとして、どちらが適しているかよく考えてみてください。

トランザクションには、「シングルステートメント」と「マルチステートメント」の区
別だけではなく、「更新」と「クエリ」のタイプがあります。これらのタイプでは、許
可されている操作、またロックが使用される場合、その時期と⽅法が異なっています。 

トランザクションモデル（シングル／マルチステートメント）およびトランザクション
タイプ（クエリ／更新）は、トランザクション作成時のトランザクションモードによっ
て決まります。トランザクションモードとしては、auto、update、query があります。デ
フォルトモードは auto で、シングルステートメントトランザクションが作成されます。
query ならびに update モードでは、マルチステートメントトランザクションが作成され
ます。トランザクションの途中でトランザクションモードを変更しても、現⾏のトラン
ザクションには影響しません。

以下の表に、トランザクションの属性の関係をまとめてあります。

 モード  モデル  タイプ コミット ロックの使用

auto（デ
フォルト）

シングルス
テートメント

クエリまたは
更新（静的分
析に基づく）

自動 更新トランザク
ションの場合のみ

query
マルチステー
トメント クエリ 明⽰的 いいえ

update
マルチステー
トメント 更新 明⽰的 はい
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ステートメントは「クエリステートメント」か「更新ステートメント」のいずれかです
（ステートメントの評価前の静的分析に基づきます）。この違いによって、auto モード時
のトランザクションのタイプが決まるほか、マルチステートメントにおけるロックの有
無が変わってきます。

3.2.2 シングルステートメントトランザクションの概要
デフォルトモデル（シングルステートメント、自動コミット）を使用する場合は、以下
の概念を理解しておく必要があります。

シングルステートメントトランザクション
のコンセプト 詳細情報

ステートメントは、1 つのトランザクショ
ン内で実⾏される。

シングルステートメントトランザクションとマルチ
ステートメントトランザクション

このトランザクションに含まれるのは、ス
テートメントが 1 つだけである。

シングルステートメントトランザクション（自動的
にコミット）

トランザクションは、各ステートメントが
終わるごとに自動的にコミットされる。

シングルステートメントトランザクション（自動的
にコミット）

トランザクションは「更新」タイプか「ク
エリ」タイプのいずれかである。
• クエリトランザクションでは、ロック

の代わりにシステムタイムスタンプを
使用。

• 更新トランザクションではロックを使
用。

トランザクションのタイプ

トランザクションのタイプは、ステートメ
ントの静的分析に基づく。

トランザクションのタイプ

ステートメントによる更新は、ステートメ
ント（トランザクション）が完了するまで
認識されない。

更新トランザクション：読み取り・書き込みロック

1 つのメインモジュール内に複数のステー
トメントを⼊れる場合には、ステートメン
ト／トランザクションの区切り⽂字として
セミコロンを使用。

シングルステートメントトランザクション（自動的
にコミット）

ステートメント区切り⽂字としてのセミコロン
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3.2.3 マルチステートメントトランザクションの概要
マルチステートメントトランザクションを使用する場合は、以下の概念を理解しておく
必要があります。

マルチステートメントトランザクション
のコンセプト 詳細情報

ステートメントは、1 つのトランザク
ション内で実⾏される。

シングルステートメントトランザクションとマル
チステートメントトランザクション

トランザクションには 1 つあるいは複数
のステートメントがあり、「すべて失敗」
あるいは「すべて成功」のいずれかにな
る。

マルチステートメントトランザクション（明⽰的
なコミットが必要）

マルチステートメントトランザクション
は、xdmp:commit によって明⽰的にコミッ
トする必要がある。

マルチステートメントトランザクション（明⽰的
なコミットが必要）

マルチステートメントトランザクションのコミッ
ト

ロールバックは暗⽰的または明⽰的
（xdmp:rollback）に⾏う。

マルチステートメントトランザクション（明⽰的
なコミットが必要）

マルチステートメントトランザクションのロール
バック

トランザクションは「更新」タイプか
「クエリ」タイプのいずれかである。
• クエリトランザクションでは、ロック

の代わりにシステムタイムスタンプを
使用。

• 更新トランザクションではロックを使
用。

トランザクションのタイプ

トランザクションは、1 つのセッション
内で実⾏される。

セッション

セッションには、トランザクションモー
ドとして auto、query、update がある。各
モードでは以下の内容が異なる。
• トランザクションのタイプ
• コミットの⽅法
• トランザクション内のステートメント

の個数

トランザクションモード
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3.3 トランザクションのタイプ
このセクションでは、トランザクションタイプに関して以下のような内容を取り上げま
す。これは、シングルステートメントならびにマルチステートメントトランザクション
のどちらにも該当します。

• トランザクションのタイプの概要
• クエリトランザクション：ポイントインタイム評価
• 更新トランザクション：読み取り・書き込みロック
• 例：クエリトランザクションと更新トランザクションの関係

3.3.1 トランザクションのタイプの概要
トランザクションのタイプごとに、許可される操作とロックの使用の有無が異なりま
す。トランザクションは「更新」タイプか「クエリ」タイプのいずれかになります。ス
テートメントにも「更新」タイプと「クエリ」タイプがあり、実⾏できる操作が異なり
ます。

デフォルトのトランザクションモードで
ある auto では、常にシングルステートメ
ントの自動コミットトランザクションが
作成され、そのタイプはステートメント
の静的分析によって決まる。

シングルステートメントトランザクションとマル
チステートメントトランザクション

update および query トランザクション
モードでは、常にマルチステートメント
の明⽰的コミットが必要なトランザク
ションが作成され、そのタイプはトラン
ザクションモードによって決まる。

トランザクションモード

マルチステートメントトランザクション（明⽰的
なコミットが必要）

ステートメントによる更新は、ステート
メントが完了するまで認識されない。

更新トランザクション：読み取り・書き込みロッ
ク

1 つのトランザクション内に複数のス
テートメントを⼊れる場合には、ステー
トメントの区切り⽂字としてセミコロン
を使用。

ステートメント区切り⽂字としてのセミコロン

1 つのステートメントによる更新は、同
⼀トランザクション内の後続のステート
メントによって認識される。

マルチステートメントトランザクション（明⽰的
なコミットが必要）

マルチステートメントトランザクション
のコンセプト 詳細情報
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更新のトランザクションとステートメントは、クエリと更新の両⽅を実⾏します。クエ
リのトランザクションとステートメントは読み取りのみで、更新は実⾏しません。クエ
リトランザクションに更新ステートメントが含まれている場合、実⾏時にエラーとなり
ます。詳細は、「query トランザクションモード」（45 ページ）を参照してください。

MarkLogic サーバーでは、トラザクションタイプの決定⽅法は 2 つあります。トランザ
クション作成時のトランザクションモデルに応じて、トランザクションタイプの決定⽅
法が異なります。

• デフォルトモデル（シングルステートメント、自動コミット）では、トランザク
ション内のステートメントに対する静的分析によってトランザクションのタイプ
が決まります。

• マルチステートメントモデルでは、プロローグオプション xdmp:transaction-mode 
あるいは XQuery のビルトイン関数である xdmp:set-transaction-mode によってト
ランザクションのタイプを明⽰的に指定します。

⼀⽅、モデルのほうはトランザクションモードによって決定されます。詳細は「トラン
ザクションモード」（42 ページ）を参照してください。

クエリトランザクションではシステムタイムスタンプを使って、特定の時点における
データベースの⼀貫性のあるスナップショットを提⽰します（ロックは使用しません）。
更新トランザクションでは、読み取り・書き込みロックを使用します。詳細は「クエリ
トランザクション：ポイントインタイム評価」（29 ページ）および「更新トランザク
ション：読み取り・書き込みロック」（30 ページ）を参照してください。

以下の表に、トランザクションのタイプ、ステートメント、ロックの動作の関係をまと
めてあります。これは、シングルステートメントならびにマルチステートメントトラン
ザクションのどちらにも該当します。

トランザク
ション 
タイプ

ステート
メント 動作

クエリ クエリ ドキュメントの特定時点（ポイントインタイム）
の状態を提⽰。ロックは不要です。

更新 ランタイムエラー。
更新 クエリ 適宜、読み取りロックが使用されます。

更新 適宜、読み取り・書き込みロックが使用されま
す。
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3.3.2 クエリトランザクション：ポイントインタイム評価
クエリトランザクションは読み取りのみで、ドキュメントをロックすることはありませ
ん。このセクションでは、クエリトランザクションに関して以下のような内容を取り上
げます。

• システムタイムスタンプとフラグメントのバージョン管理
• クエリトランザクションは、タイムスタンプを使って実⾏（ロック不使用）
• クエリトランザクションは、タイムスタンプに基づいてドキュメントの最新バージョンを認識

3.3.2.1 システムタイムスタンプとフラグメントのバージョン管理
MarkLogic サーバーにおけるトランザクションを理解するには、ドキュメントがどのよ
うに格納されているのかを理解しておく必要があります。ドキュメントは、1 つあるい
は複数のフラグメントから構成されています。ドキュメントが作成されると、そのフラ
グメントはそれぞれ、1 つあるいは複数のスタンドに格納されます。スタンドが集まっ
てフォレストとなり、フォレストが集まってデータベースとなります。データベースに
は、フォレストが 1 つあるいは複数含まれています。

スタンド内の各フラグメントにはシステムタイムスタンプが付けられます。このフラグ
メントのバージョンの有効期間は、システムタイムスタンプの範囲として表現できま
す。ドキュメントが更新される際には、変更されるフラグメントの新しいバージョンが
作成されます。新バージョンのフラグメントは、新しいスタンドに格納され、適切なタ
イムスタンプが新しく付けられます。その後、古いスタンドと新しいスタンドがマージ
され、最新バージョンのフラグメントのみを含んだ新しいスタンドが作成されます。ポ
イントインタイムクエリも、マージの際にどのバージョンのフラグメントが格納・保持
されるかに関係しています。マージ後、古いスタンドは削除されます。

フラグメントに付けられたシステムタイムスタンプの有効範囲によって、ステートメン
トはトランザクションの際にどのバージョンのドキュメントを使用したらよいのかが分
かります。マージの詳細については、『Administrator’s Guide』の「Understanding and 
Controlling Database Merges」の章を参照してください。ポイントインタイムクエリと格
納されるドキュメントのバージョンとの関係の詳細については、「ポイントインタイム
クエリ」（131 ページ）を参照してください。システムにおいて変更があった際に、シ
ステムタイムスタンプがどのように変わるのかの例については、「例：システムタイム
スタンプの増加」（56 ページ）を参照してください。
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3.3.2.2 クエリトランザクションは、タイムスタンプを使って実⾏（ロック不
使用）

クエリトランザクションは、トランザクション作成時のシステムタイムスタンプを使っ
て実⾏されます。xdmp:request-timestamp を呼び出すと、クエリトランザクション中であ
ればいつでも同じシステムタイムスタンプが返されます。空のシーケンスが返されるこ
とはありません。クエリトランザクションは、どんなドキュメントに対してもロックを
しません。このためこのトランザクションの実⾏中に、他のトランザクションがこのド
キュメントを読み出したり更新したりできます。

3.3.2.3 クエリトランザクションは、タイムスタンプに基づいてドキュメント
の最新バージョンを認識

MarkLogic サーバーでは、クエリトランザクションが作成されると、その時点でのシス
テムタイムスタンプ（xdmp:request-timestamp 関数によって返される数値）が付けられ
ます。これによりドキュメントの最新バージョン（つまりタイムスタンプの値がクエリ
トランザクションの値以下のもの）だけが使われるようになります。タイムスタンプを
使うことで、トランザクションの処理中に対象となるドキュメントが更新・削除された
場合でも、このトランザクション内のすべてステートメントはドキュメントの同⼀バー
ジョンに⼀貫してアクセスしていることが保証されます。

3.3.3 更新トランザクション：読み取り・書き込みロック
更新トランザクションによってデータベースが変更されてしまう可能性があるので、ト
ランザクションの整合性を保つために、ドキュメントをロックします。更新トランザク
ションでは、読み取り・書き込みロックが使用されます（クエリトランザクションのよ
うにタイムスタンプは使用しません）。このセクションでは、以下の内容を取り上げま
す。

• 更新トランザクションの特定
• ロックはオンデマンドで適用され、トランザクション中保持される
• 更新の認識

3.3.3.1 更新トランザクションの特定
シングルステートメントトランザクションのうち、静的分析によってステートメントに
更新が発⾒されたものは、更新トランザクションとして扱われることになります。この
トランザクションは、その固有のロジックによっては実際には何も更新しない可能性が
あります。しかし、（静的分析によって）更新トランザクションであると判断されたシ
ングルステートメントトランザクションは、更新トランザクションとして実⾏されます

（クエリトランザクションとしてではなく）。例えば、以下のトランザクションは、
xdmp:document-insert が決して実⾏されないにも関わらず、更新トランザクションとし
て実⾏されます。

if ( 1 = 2 )  
then ( xdmp:document-insert("fake.xml", <a/>) )  
else ()
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マルチステートメントトランザクションでは、トランザクションのタイプは常に、トラ
ンザクションが作成された時点でのトランザクションモードに対応しています。トラン
ザクションモードが update の場合、このトランザクションは更新トランザクションと
なります。ステートメントが実際に更新を⾏うかどうかは関係ありません。更新トラン
ザクションでは、すべてのステートメントに対してロックが使用されます（更新が実⾏
されるかどうかを問わず）。

更新トランザクション中であれば、xdmp:request-timestamp は必ず空のシーケンスを返し
ます。つまり、xdmp:request-timestamp が値を返す場合、このトランザクションはクエリ
トランザクションであり、更新トランザクションではない、ということになります。 

3.3.3.2 ロックはオンデマンドで適用され、トランザクション中保持される
更新トランザクションではタイムスタンプを利用しません。このため、対象ドキュメン
トは、このトランザクション内のいずれかのステートメントが最初にアクセスした時点
のものが最新版として認識されます。更新トランザクションでは評価を完了させるた
め、読み込みや書き込みの対象となるすべてのドキュメントに必ずロックをかけます。
このため、他のトランザクションが⾏った更新の「半分」や「⼀部」が、更新トランザ
クションに提⽰されることは絶対にありません。ステートメントは必ず「トランザク
ション」なのです。
ロックはいったん適用されると、このトランザクションが完了するまで保持されます。
こうすることで、読み取りロックがかかったドキュメントを他のトランザクションが更
新できなくなります。このため読み取りに関してこのドキュメントの⼀貫性が保持され
ます。クエリ（読み取り）処理では、読み取りロックが必要です。更新処理では、読み
取り・書き込みロックが必要です。
更新トランザクション内のステートメントが更新を実⾏する場合、ドキュメントに対し
て読み取り・書き込みロックがかけられます（あるいはすでに読み取りロックがかかっ
ている場合は、これが読み取り・書き込みロックに変換されます）。読み取り・書き込
みロックは排他ロックです。読み取り・書き込みロックは、他のトランザクションで使
用されているロックがすべて解除されない限り、使用できません。 

ロックの有効期間は、特にマルチステートメントトランザクションの場合に考慮してお
く必要があります。例えば以下のシングルステートメントでは、読み取り・書き込み
ロックが使用されるのは、xdmp:node-replace まで来てからです。

  (: query statement, no locks needed :) 
fn:doc(“/docs/test.xml”); 
  (: update statement, readers/writers lock acquired :) 
fn:node-replace(“/docs/test.xml”/node(), <a>hello</al>); 
  (: readers/writers lock released :) 
  (: query statement, no locks needed :) 
fn:doc(“/docs/test.xml”);
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この例をマルチステートメントトランザクションとして書き直すと、ロックは 3 つのス
テートメントすべてに対して使用されます。

declare option xdmp:transaction-mode “update”; 
 
  (: read lock acquired :) 
fn:doc(“/docs/test.xml”); 
  (: the following converts the lock to a readers/writers lock :) 
fn:node-replace(“/docs/test.xml”/node(), <a>hello</al>); 
  (: readers/writers lock still held :) 
fn:doc(“/docs/test.xml”); 
 
  (: after the following statement, txn ends and locks released :) 
xdmp:commit()

3.3.3.3 更新の認識
更新は、トランザクションの更新ステートメントが完了しないと認識されません。つま
り更新ステートメントの時点では認識されません。更新トランザクションがコミットさ
れてから、この更新は他のトランザクションに認識されるようになります。更新トラン
ザクションの⼀部として実⾏されるプリコミットトリガーでは、コミットされる前に更
新を認識します。トランザクションモードによって、更新の認識⽅法が変わってきま
す。これはコミットの時期が異なるためです。

デフォルトのシングルステートメントトランザクションモデルでは、ステートメントが
完了した時点で、自動的にコミットされます。新しく更新されたドキュメントを使用す
るには、更新とアクセスを分けて、それぞれに対してシングルステートメントトランザ
クションを作成します。あるいはマルチステートメントトランザクションを使用しま
す。

マルチステートメントトランザクションでは、1 つのステートメントによる変更は、こ
の更新ステートメントが完了した時点で、同⼀トランザクション内の後続のステートメ
ントによって認識されます。変更は xdmp:commit を呼び出すまでこのトランザクション
の外では認識されません。

同⼀ドキュメントに対して複数の更新が競合する場合、更新ステートメントは実⾏され
ません。例えば、同⼀ステートメントにおいて、あるノードを更新し、これに⼦ノード
を追加することはできません。シングルステートメントにおいて同⼀ドキュメントに競
合する更新を実⾏しようとした場合、XDMP-CONFLICTINGUPDATES 例外となり失敗します。

3.3.4 例：クエリトランザクションと更新トランザクションの関係
以下の図では 3 つのトランザクション（T1、T2、T3）の関係を表しています。
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T1 は更新トランザクションで、その実⾏には⻑い時間がかかるものとします。タイム
スタンプ 10 で開始し、タイムスタンプ 40 でコミットします（つまり、この更新ステー
トメントの実⾏中に更新などの変更が 30 件あったということです）。 

T1 が更新中のドキュメント（doc.xml）を、T2 が読み取りますが、そのバージョンはタ
イムスタンプが 20 以前のものとなります。これは T1 の更新対象となっているのと同
じバージョンです。 

T3 がこのドキュメントを更新しようとしますが、T1 によって読み取り・書き込みロッ
クがかけられているため、ロックが解除されるまで待機します。T1 がコミットされ、
ロックが解除された後、T3 はこのドキュメントの新しく更新されたバージョンを対象
にして、更新を実⾏します。この更新がコミットされるのは、タイムスタンプ 41 の時
点です。 

3.4 シングルステートメントトランザクションとマルチステートメントトラン
ザクション

このセクションでは、MarkLogic サーバーがサポートする 2 つのトランザクションモデ
ル（シングルステートメントとマルチステートメント）の詳細と違いを説明します。以
下の内容を取り上げます。

• シングルステートメントトランザクション（自動的にコミット）
• マルチステートメントトランザクション（明⽰的なコミットが必要）
• ステートメント区切り⽂字としてのセミコロン

システムタイムスタンプ
10 20 30 40 50

T1 （更新）は、
doc.xml の更新を
開始しますが、
コミットされる

T2 （クエリ）は、
doc.xml を読み取り

バージョンは T1 前
のものです。

T1 （更新）が
 doc.xml を

T3 （更新）は、
doc.xml を更新し、
T1 がコミット
されるのを 

T3 （更新）が
新しいバージョンの doc.xml に
対してコミットされます。

T1 は タイムスタンプ
 40 の時点でコミットされるので、 コミットします。
T3 がコミットされるのは、
タイムスタンプ 41 以降

のはタイムスタンプ 

40 の時点になります。

ますが、

待ちます。

になります。
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3.4.1 シングルステートメントトランザクション（自動的にコミット）
MarkLogic サーバーでは、デフォルトでは、トランザクションはすべてシングルステー
トメントで自動的にコミットされます。このデフォルトモデルでは、各ステートメント
を評価するために、それぞれトランザクションが作成されます。ステートメントが完了
すると、トランザクションは自動的にコミットされ（あるいはエラーの場合はロール
バックされ）トランザクションが終わります。 

このようなステートメントによる更新は、ステートメントが完了しトランザクションが
コミットされないと、このステートメント以外には認識されません。

ほとんどのアプリケーションでは、シングルステートメントのモデルが適しています。
このモデルではトランザクションを詳しく知らなくても大丈夫ですし、またアプリケー
ションがそれほど複雑になりません。

• ステートメントとトランザクションは、ほぼ同じです。
• トランザクションのタイプは静的分析によって判断されます。
• ステートメントが正常に完了した場合、トランザクションは自動的にコミットさ

れます。
• エラーが発⽣した場合には、このステートメントによる更新は自動的にロール

バックされます。
シングルステートメントトランザクションによる更新は、ステートメントが完了するこ
のステートメント以外には認識されません。詳細については、「更新の認識」（32 ペー
ジ）を参照してください。

プログラムにシングルステートメントトランザクションを複数含める場合には、区切り
⽂字としてセミコロンを使います。詳細については、「ステートメント区切り⽂字とし
てのセミコロン」（40 ページ）を参照してください。

3.4.2 マルチステートメントトランザクション（明⽰的なコミットが必要）
トランザクションモードを明⽰的に query あるいは update に設定することで、マルチス
テートメントトランザクションを利用できます。このセクションでは、以下の内容を取
り上げます。

• マルチステートメントトランザクションの特徴
• マルチステートメントトランザクションのコミット
• マルチステートメントトランザクションのロールバック
• セッション

トランザクションモード設定の詳細については、「トランザクションモードの制御」
（43 ページ）を参照してください。
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Java でマルチステートメントトランザクションを利用する場合の詳細については、
『XCC Developer’s Guide』の「Multi-Statement Transactions」を参照してください。

3.4.2.1 マルチステートメントトランザクションの特徴
マルチステートメントトランザクションではアプリケーションがより複雑になります。
このため MarkLogic サーバーにおけるトランザクションを深く理解する必要がありま
す。マルチステートメントトランザクションでは、以下のようになります。

• 同⼀トランザクション内の複数のステートメントは、セミコロンで区切ります。
• 各ステートメントは、同⼀トランザクション内の先⾏するステートメントの変更

を認識します。 

• 同⼀トランザクション内のステートメントは、すべてがコミットされるか、すべ
て失敗するかのいずれかになります。 

• トランザクションをコミットするには xdmp:commit を使用します。
• トランザクションを破棄するには xdmp:rollback を使用します。

マルチステートメントトランザクションのステートメントには順番があります（別個の
リクエストで実⾏されるものであっても）。つまり、トランザクション内の 1 つのス
テートメントが終了してから、次のステートメントが開始されます。別個のリクエスト
によってこれらのステートメントが実⾏される場合でもそうなります。

マルチステートメントトランザクションが終了するのは、xdmp:commit で明⽰的にコ
ミットされた場合、xdmp:rollback で明⽰的にロールバックされた場合、タイムアウト、
エラー、セッションの完了によって暗⽰的にロールバックされた場合です。マルチス
テートメントトランザクションを明⽰的にコミットあるいはロールバックしなかった場
合、ロックが保持されリソースを取られてしまう可能性があります。この状態は、トラ
ンザクションがタイムアウトするか、セッションが終了するまで持続します。タイムア
ウトあるいはセッション終了の時点で、このトランザクションはロールバックされま
す。このため、マルチステートメントトランザクションは常に明⽰的にコミットあるい
はロールバックすることをお勧めします。

以下の例では、マルチステートメントトランザクションが 3 つ含まれています。1 つめ
のトランザクションは、明⽰的にコミットされます。2 つめは明⽰的にロールバックさ
れます。3 つめは、コミットやロールバックがなくセッションが終了した時点で暗⽰的
にロールバックされます。この例を Query Console で実⾏すると、xdmp:eval で different 
transaction 分離を使ったのと同じことになります。つまり最後のトランザクションで
は、セッションが終了してクエリの最後まで⾏ったのでロールバックされます。セッ
ションにおけるマルチステートメントトランザクションの詳細については、「セッショ
ン」（39 ページ）を参照してください。
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xquery version "1.0-ml"; 
 
declare option xdmp:transaction-mode "update"; 
 
(:Begin transaction 1 :) 
xdmp:document-insert('/docs/mst1.xml', <data/>); 
(:This statement runs in the same txn, so sees /docs/mst1.xml :) 
xdmp:document-insert('/docs/mst2.xml', fn:doc('/docs/mst1.xml')); 
xdmp:commit(); 
(:Transaction ends, updates visible in database :) 
 
(:Begin transaction 2 :) 
xdmp:document-delete('/docs/mst1.xml'); 
xdmp:rollback(); 
(:Transaction ends, updates discarded :) 
 
(:Begin transaction 3 :) 
xdmp:document-delete('/docs/mst1.xml'); 
(:Transaction implicitly ends and rolls back due to 
 :   reaching end of program without a commit :)

「更新トランザクション：読み取り・書き込みロック」（30 ページ）で説明したように、
マルチステートメントトランザクションではロックが使用されます。マルチステートメ
ントトランザクションには、クエリと更新の両⽅が含まれる可能性があります。マルチ
ステートメントの更新トランザクションに含まれるクエリでは、必要に応じて読み取り
ロックを使用します。このトランザクションに含まれる更新では、必要に応じてこの
ロックを読み取り・書き込みロックに置き換えるか、あるいは新しい読み取り・書き込
みロックを使用します。

マルチステートメントのクエリトランザクションでは、ロックの代わりにタイムスタン
プを使用し、このトランザクション内のすべてのステートメントにおいて、読み込みに
関してこのデータベースの⼀貫性を提供します。これについては、「クエリトランザク
ション：ポイントインタイム評価」（29 ページ）で説明しています。システムタイムス
タンプの値は、クエリトランザクションの作成時に確認されます。このため、このトラ
ンザクション内のすべてのステートメントが、同じバージョンのドキュメントを対象と
していることになります。

3.4.2.2 マルチステートメントトランザクションのコミット
マルチステートメントトランザクションは、xdmp:commit によって明⽰的にコミットし
ます。マルチステートメントの更新トランザクションにおいて、xdmp:commit を呼び出
さなかった場合、トランザクションの終了と同時に更新はすべて失われてしまいます。
更新をコミットしないでトランザクションをそのままにしておいた場合、ロックが継続
されたり、リソースを取られたりします。

更新がコミットされると、このトランザクションは終了し、新しいトランザクション内
の後続するステートメントの評価に移ります。例えば以下のようになります。
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xquery version "1.0-ml"; 
 
declare option xdmp:transaction-mode "update"; 
 
(:Begin transaction 1 :) 
xdmp:document-insert('/docs/mst1.xml', <data/>); 
(:This statement runs in the same txn, so sees /docs/mst1.xml :) 
xdmp:document-insert('/docs/mst2.xml', fn:doc('/docs/mst1.xml')); 
xdmp:commit(); 
(:Transaction ends, updates visible in database :) 

xdmp:commit を呼び出すことで、更新がコミットされトランザクションが終了しますが、
これはステートメントの呼び出しが正常に終了した場合です。つまり、xdmp:commit を
呼び出したとしても、ステートメントのコミットが完了せずエラーになった場合は、更
新内容は失われてしまいます。このため、ステートメントの最後には xdmp:commit を使
用することをお勧めします。

以下の例では、エラーが起こっても更新が保持されています。これは xdmp:commit を呼
び出すステートメントがすでに完了しているからです。

xquery version "1.0-ml"; 
 
declare option xdmp:transaction-mode "update"; 
 
(: transaction created :) 
xdmp:document-insert(“not-lost.xml”, <data/>) 
, xdmp:commit(); 
fn:error(“An error occurs here”); 
(: end of session or program :) 
 
(:==> Insert is retained because the statement 
       calling commit completes sucessfully.:)

⼀⽅、以下の例では更新が失われます。これは xdmp:commit と同じステートメント内で
エラーが起こっているせいで、ステートメントがうまくコミットされないためです。

xquery version "1.0-ml"; 
 
declare option xdmp:transaction-mode "update"; 
 
(: transaction created :) 
xdmp:document-insert(“lost.xml”, <data/>) 
, xdmp:commit() 
, fn:error(“An error occurs here”); 
(: end of session or program :) 
 
(:==> Insert is lost because the statement 
       terminates with an error before commit can occur.:)
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例外がキャッチされなかった場合、トランザクションがロールバックされます。マルチ
ステートメントトランザクション内のコードが、例外を引き起こしてトランザクション
を終了させることを避けるためには、このコードを try-catch ブロックでラップし、
catch ハンドラで適切に対応します。例えば以下のようになります。

xquery version "1.0-ml"; 
 
declare option xdmp:transaction-mode "update"; 
 
xdmp:document-insert("/docs/test.xml", <a>hello</a>); 
try { 
  xdmp:document-delete("/docs/nonexistent.xml") 
} catch ($ex) { 
  (: handle error or rethrow :) 
  if ($ex/error:code eq 'XDMP-DOCNOTFOUND') then () 
  else xdmp:rethrow() 
}, xdmp:commit(); 
(: start of a new txn :) 
fn:doc("/docs/test.xml")//a/text()

3.4.2.3 マルチステートメントトランザクションのロールバック
マルチステートメントトランザクションのロールバックは、暗⽰的（エラーやセッショ
ンの終了）あるいは明⽰的（xdmp:rollback を使用）に⾏われます。xdmp:rollback を呼
び出すと、現在のトランザクションがすぐに終了します。後続のステートメントの評価
は、新しいトランザクション内で継続されます。例えば以下のようになります。

xquery version "1.0-ml"; 
 
declare option xdmp:transaction-mode "update"; 
                                            (: begin transaction :) 
xdmp:document-insert("/docs/mst.xml", <data/>); 
xdmp:commit() 
, "this expr is evaluated and committed"; 
                                            (: end transaction :) 
                                            (:begin transaction :) 
xdmp:document-insert("/docs/mst.xml", <data/>); 
xdmp:rollback()                             (: end transaction :) 
, "this expr is never evaluated"; 
                                            (:begin transaction :) 
"execution continues here, in a new transaction" 
                                            (: end transaction :)

最後が xdmp:rollback のステートメントの結果は、必ず空のシーケンスとなります。
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xdmp:rollback で明⽰的にロールバックすることをお勧めします。セッションの終了を
待つ暗⽰的なロールバックをしようとして、トランザクションをそのままにしておく
と、セッションがタイムアウトするまでロックがかかり、リソースを取られてしまいま
す。これはかなり⻑い時間がかかる可能性があります。例えば、1 つの HTTP セッショ
ンには複数の HTTP リクエストが含まれる場合があります。詳細については、「セッ
ション」（39 ページ）を参照してください。

3.4.2.4 セッション
セッションは、MarkLogic サーバーインスタンスにおける、データベースとの「会話」
です。セッションは、接続情報、資格情報、トランザクションモードといったこの「会
話」の情報をカプセル化します。マルチステートメントトランザクションを使う場合、
以下のような理由から、それぞれのセッションにおいてどの時点で評価が⾏われている
のかを理解しておく必要があります。

• トランザクションモードは、セッションの属性である。
• 含まれているセッションが終了すると、コミットされていないトランザクション

が自動的にロールバックされる。
例えば、different-transaction 分離を指定した xdmp:eval によって評価されるクエリは
独⽴したセッション内で実⾏されるため、トランザクションモード設定が呼び出し元か
ら継承されることはありません。また、評価が eval 対象クエリの最後に到達したとき
に、トランザクションがまだ処理中である（コミットされていない）場合、そのトラン
ザクションは自動的にロールバックされます。

⼀⽅、HTTP セッションの場合は、複数の HTTP リクエストに対応して実⾏されたクエ
リに対してトランザクションモードが適用されることがあります。この場合、コミット
されていないトランザクションは、その HTTP セッションがタイムアウトになるまで処
理中ということになるため、かなり⻑い時間がかかる可能性があります。
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セッションの詳細な内容は、「会話」のコンテキストによって異なります。以下の表に、
MarkLogic サーバーアプリケーションで最も多く発⽣するセッションのタイプとその寿
命をまとめてあります。

セッションのタイムアウトは、アプリケーションサーバーで設定された時間になりま
す。詳細については、『XQuery and XSLT Reference Guide』で 
admin:appserver-set-session-timeout について参照するか、アプリケーションサーバーの 
Admin 画⾯でセッションタイムアウトの設定を確認してください。

3.4.3 ステートメント区切り⽂字としてのセミコロン
MarkLogic サーバーでは XQuery ⾔語が拡張されており、ステートメント間の区切り⽂
字として XQuery 本⽂でセミコロン（ ; ）を使用できます。各ステートメントは、記述
されている順序で評価されます。トランザクション内で複数のステートメントをセミコ
ロンで区切った場合、先⾏するステートメントの評価が終わるまで次のステートメント
は開始されません。

 セッションのタイプ  セッションの寿命

HTTP

HTTP アプリケーションサーバーと通
信する HTTP クライアント。

まだセッションが存在していないクライア
ントから最初の HTTP リクエストを受信す
ると、セッションが作成されます。その
セッションは、セッションがタイムアウト
するまで、リクエスト間で保持されます。

XCC

XDBC アプリケーションサーバーと通
信する XCC Java アプリケーション。

Session オブジェクトがインスタンス化され
るときにセッションが作成されます。その
セッションは、Session オブジェクトがファ
イナライズされるまで、Session.close() を呼
び出すまで、またはそのセッションがタイ
ムアウトするまで保持されます。

次の要素によって評価されるスタンド
アロンのクエリ：

• different-transaction 分離を指定
した xdmp:eval または xdmp:invoke

• xdmp:spawn

• タスクサーバー上のタスク

eval/invoke/spawn 対象のクエリまたはタス
クを評価するためにセッションが作成さ
れ、そのクエリまたはタスクが完了すると
終了します。
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シングルステートメントトランザクションでは、ステートメントの区切り⽂字はトラン
ザクションの区切り⽂字という側⾯も持ちます。つまり、セミコロンで区切られた各ス
テートメントは、それぞれ独自のトランザクションとして評価されます。また、セミコ
ロンで区切られた部分ごとにクエリステートメントとして評価したり更新ステートメン
トとして評価したりするようにプログラムを設定できます。各ステートメントは記述さ
れている順序で評価されますが、更新ステートメントの場合は、先⾏するステートメン
トがコミットされるまで次のステートメントは開始されません。

auto トランザクションモード（デフォルト）では、セミコロンで区切られたステート
メントはマルチステートメントトランザクションではありません。各ステートメント
が、シングルステートメントトランザクションになります。ある更新ステートメントが
コミットされ、次の更新ステートメントでランタイムエラーがスローされても、コミッ
ト済みのトランザクションはロールバックされません。後続のトランザクションが失敗
した場合にはロールバックが必要なロジックを使用したい場合は、そのロジックを 
XQuery コードに追加するか、マルチステートメントトランザクションを使用するか、
プリコミットトリガーを使用する必要があります。トリガーについては、「トリガーを
使用してアクションを発⽣させる」（236 ページ）を参照してください。

マルチステートメントトランザクションでは、セミコロンの区切り⽂字はトランザク
ションの区切り⽂字として機能しません。マルチステートメントトランザクション内で
セミコロンで区切られた各ステートメントは、同じトランザクション内の先⾏するス
テートメントによる更新を認識します。ただし、トランザクションが明⽰的にコミット
されるまで、更新はコミットされません。トランザクションがロールバックされると、
そのトランザクション内でそれまでに評価されたステートメントによる更新は破棄され
ます。

以下の図は、シングルステートメントトランザクションとマルチステートメントトラン
ザクションにおけるステートメントとトランザクションの関係を⽐較したものです。
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3.5 トランザクションモード
このセクションでは、トランザクションモードに関する以下の内容を取り上げます。

• トランザクションモードの概要
• トランザクションモードの制御
• auto トランザクションモード

• query トランザクションモード

• update トランザクションモード

3.5.1 トランザクションモードの概要
トランザクションのタイプは、そのトランザクションが作成されたときに有効だったト
ランザクションモードによって決まります。つまり、実⾏できるステートメントの種類
やトランザクションがコミットされるタイミングと⽅法、ステートメントの境界を越え
て更新が認識されるかどうかは、モードによって決まることになります。

ほとんどのアプリケーションでは、デフォルトのトランザクションモードである auto 
が使用されます。このモードでは、すべてのトランザクションがシングルステートメン
トトランザクションです（「シングルステートメントトランザクション（自動的にコ
ミット）」（34 ページ）を参照）。

マルチステートメントトランザクション：
マルチステートメントトランザクションが
複数含まれるプログラム。

デフォルトモデル：シングルステー
トメントの 自動コミットトランザクションが 

デフォルトモデル：シングルステ
ートメントトランザクションが
複数含まれるプログラム。 

プログラム

トランザクション

ステートメント

（自動コミット）

プログラム

トランザクション

ステートメント ;

（自動コミット）

トランザクション

ステートメント ;

（自動コミット）

プログラム

トランザクション

ステートメント ;

ステートメント ;

xdmp:commit;

トランザクション

ステートメント ;

...

...

 1 つ含まれるプログラム。 
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マルチステートメントトランザクションを使用するには、トランザクションモードを 
query または update に明⽰的に設定する必要があります。query モードは、読み取りのみ
のトランザクションで使用します。また update モードは、更新が発⽣する可能性のあ
るトランザクションで使用します。適切なモードを選択することで、サーバーがクエリ
を適切に最適化できるようになります。詳細については、「マルチステートメントトラ
ンザクション（明⽰的なコミットが必要）」（34 ページ）を参照してください。

トランザクションモードが確認されるのは、トランザクションの作成時だけです。後か
らモードを変更しても、現⾏のトランザクションには影響しません。詳細については、

「トランザクションモードの制御」（43 ページ）を参照してください。

トランザクションモードを明⽰的に設定した場合、影響を受けるのは現在のセッション
だけです。different-transaction 分離を指定した xdmp:eval、または xdmp:spawn でクエリ
を実⾏しても、呼び出し元コンテキストのトランザクションモードは継承されません。

「xdmp:eval/xdmp:invoke との関係」（47 ページ）を参照してください。

3.5.2 トランザクションモードの制御
アプリケーションでシングルステートメントトランザクションを使用する場合、デフォ
ルトモードが auto であるため、トランザクションモードを設定する必要はありません。
⼀⽅、マルチステートメントトランザクションを使用する場合は、モードを明⽰的に設
定する必要があります。

トランザクションモードは、以下のいずれかの⽅法で明⽰的に設定します。

• プログラムのプロローグで xdmp:transaction-mode オプションを宣⾔する。 

• 目的のモードで実⾏するトランザクションを作成する前に、
xdmp:set-transaction-mode を呼び出す。 

• xdmp:eval、xdmp:invoke、または xdmp:spawn に渡す options ノードで、
transaction-mode オプションを設定する。

最初のトランザクションを作成する前にトランザクションモードを設定する必要がある
場合は、xdmp:transaction-mode プロローグオプションを使用します。

トランザクションの途中でトランザクションモードを変更しても、現在のトランザク
ションには影響しません。 

以下の例では、xdmp:host-status を使用して現在のトランザクションのモードを調べる
ことで、xdmp:set-transaction-mode が現在のトランザクションに影響しないことを確認
します（この例では、xdmp:host-status の結果から関連するトランザクションを簡単に
抽出するために、xdmp:set-transaction-name だけを使用します）。
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xquery version "1.0-ml"; 
 
declare namespace hs="http://marklogic.com/xdmp/status/host"; 
 
(:The first transaction created will run in update mode :) 
declare option xdmp:transaction-mode "update"; 
 
let $txn-name := "ExampleTransaction-1" 
return ( 
  xdmp:set-transaction-name($txn-name), 
  xdmp:set-transaction-mode("query"),  (: no effect on current txn :) 
  fn:concat($txn-name, ":", 
    xdmp:host-status(xdmp:host()) 
      //hs:transaction[hs:transaction-name eq $txn-name] 
        /hs:transaction-mode) 
  ); 
 
(: complete the current transaction :) 
xdmp:commit(); 
 
(: a new transaction is created, inheriting query mode from above :) 
declare namespace hs="http://marklogic.com/xdmp/status/host"; 
let $txn-name := "ExampleTransaction-2" 
return ( 
  xdmp:set-transaction-name($txn-name), 
    fn:concat($txn-name, ":", 
      xdmp:host-status(xdmp:host()) 
        //hs:transaction[hs:transaction-name eq $txn-name] 
          /hs:transaction-mode) 
  );

この例を Query Console に貼り付け、テキストとして表⽰される結果を使って実⾏する
と、最初のトランザクションは（xdmp:transaction-mode での指定どおり） update モードで
実⾏され、2 番目のトランザクションは（xdmp:set-transaction-mode での指定どおり） 
query モードで実⾏されます。

ExampleTransaction-1: update 
ExampleTransaction-2: query

プログラムに複数の option 宣⾔を記述して、xdmp:set-transaction-mode を呼び出すこと
もできます。ただし、トランザクションモードが確認されるのは、トランザクションが
作成されるときだけです。トランザクションは、トランザクション内の最初のステート
メントが評価される直前に暗⽰的に作成されます。例えば以下のようになります。

xquery version “1.0-ml”; 
 
declare option xdmp:transaction-mode “update”; 
 
(: begin transaction :) 
“this is an update transaction”; 
xdmp:commit(); 



MarkLogic サーバー MarkLogic サーバーのトランザクションを理解する

MarkLogic 7—2013 年 11 ⽉ Application Developer’s Guide — 45 ページ

(: end transaction :) 
 
declare option xdmp:transaction-mode “query”; 
 
(:begin transaction :) 
“this is a query transaction”; 
xdmp:commit(); 
(: end transaction :)

3.5.3 auto トランザクションモード
デフォルトのトランザクションモードは、auto です。このモードでは、すべてのトラン
ザクションがシングルステートメントトランザクションです。「シングルステートメン
トトランザクション（自動的にコミット）」（34 ページ）を参照してください。

ほとんどのアプリケーションが auto トランザクションモードを使用します。auto トラ
ンザクションモードを使用することで、サーバーは各ステートメントを個別に最適化で
きるようになるため、ファイルのロックが最⼩限に抑えられます。そのため、ほとんど
の場合はパフォーマンスが向上し、デッドロックが発⽣する可能性が低下します。

auto トランザクションモードには、以下の特徴があります。

• すべてのトランザクションがシングルステートメントトランザクションになるた
め、ステートメントごとに新しいトランザクションが作成されます。

• 作成されるトランザクションが update モードと query モードのどちらで実⾏され
るのかは、評価前に⾏われるステートメントの静的分析によって決まります。

• ステートメントに関連付けられているトランザクションは、そのステートメント
の実⾏が完了すると自動的にコミットされます。また、エラーが発⽣すると自動
的にロールバックされます。

モードは、xdmp:set-transaction-mode または xdmp:transaction-mode プロローグオプション
を使用することで明⽰的に auto に設定できます。ただし、update モードまたは query 
モードに明⽰的に以前設定したままになっている場合を除き、その必要はありません。

3.5.4 query トランザクションモード
query トランザクションモードが有効になるのは、xdmp:set-transaction-mode または 
xdmp:transaction-mode プロローグオプションを使用して明⽰的にモードを設定した場合だ
けです。このモードで作成されたトランザクションは、常にマルチステートメントトラ
ンザクションになります（「マルチステートメントトランザクション（明⽰的なコミッ
トが必要）」（34 ページ）を参照）。 

query トランザクションモードには、以下の特徴があります。

• トランザクションが、複数のステートメントにまたがる場合があります。
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• トランザクションは読み取り専用と⾒なされるため、ロックされません。トラン
ザクション内のすべてのステートメントは、特定時点のクエリとして実⾏されま
す。タイムスタンプは、トランザクション開始時のシステムタイムスタンプが使
用されます。

• トランザクション内のすべてのステートメントが、機能的にはクエリ（読み取り
専用）ステートメントでなければなりません。実⾏時に更新を試⾏すると、エ
ラーが発⽣します。

• xdmp:commit を使用して明⽰的にコミットされていないトランザクションは、
セッションがタイムアウトするとロールバックされます。ただし、コミットされ
る更新はないため、ロールバックを確認できるのは、ステートメントの完了前に
明⽰的なロールバックが発⽣した場合に限られます。

マルチステートメントのクエリトランザクションには、更新ステートメントを記述でき
ます。ただし、実⾏時に何らかの更新呼び出しを実際に⾏ってはなりません。query 
モードで実⾏しているトランザクションが更新を実⾏しようとすると、
XDMP-UPDATEFUNCTIONFROMQUERY が発⽣します。例えば、以下のコードは、更新が実⾏され
ないようにプログラムを組んであるため、例外は発⽣しません。

xquery version "1.0-ml"; 
declare option xdmp:transaction-mode "query"; 
 
if (fn:false())then 
  (:XDMP-UPDATEFUNCTIONFROMQUERY only if this executes :) 
  xdmp:document-insert("/docs/test.xml", <a/>) 
else (); 
xdmp:commit();

3.5.5 update トランザクションモード
更新トランザクションモードが有効になるのは、xdmp:set-transaction-mode または 
xdmp:transaction-mode プロローグオプションを使用して明⽰的にモードを設定した場合だ
けです。update モードで作成されたトランザクションは、常にマルチステートメントト
ランザクションになります（「マルチステートメントトランザクション（明⽰的なコ
ミットが必要）」（34 ページ）を参照）。

update トランザクションモードには、以下の特徴があります。

• トランザクションが、複数のステートメントにまたがる場合があります。
• トランザクションがデータベースを変更するという想定のため、必要に応じて読

み取り・書き込みロックがかけられます。
• 更新トランザクション内のステートメントは、更新ステートメントかクエリス

テートメントのいずれかになります。
• xdmp:commit を使用して明⽰的にコミットされていないトランザクションは、

セッションがタイムアウトするとロールバックされます。
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更新トランザクションにはクエリステートメントと更新ステートメントの両⽅を記述で
きます。ただし、更新トランザクション内のクエリステートメントは、システムタイム
スタンプを使用せずに、読み取りロックを使用します。詳細については、「更新トラン
ザクション：読み取り・書き込みロック」（30 ページ）を参照してください。

3.6 xdmp:eval/xdmp:invoke との関係
xdmp:eval および xdmp:invoke 関数を使用すると、あるトランザクションのコンテキスト
から別のトランザクションを開始できます。xdmp:eval 関数は評価対象の⽂字列を送信
し、xdmp:invoke 関数は格納されているモジュールを評価します。xdmp:eval および 
xdmp:invoke の動作は、それぞれにオプションを付加することで制御できます。この場
合、プログラムのトランザクションがわずかに変化することがあります。このセクショ
ンは以下のトピックで構成されており、そのような微妙な変化について説明します。

• xdmp:eval/xdmp:invoke の分離オプション

• 検出不可能なデッドロックの回避
• eval/invoke による更新をトランザクションの後半で認識する

• xdmp:eval/xdmp:invoke でマルチステートメントトランザクションを実⾏する

3.6.1 xdmp:eval/xdmp:invoke の分離オプション
xdmp:eval および xdmp:invoke 関数では、オプションの 3 つめのパラメータとして options 
ノードを取ることができます。eval/invoke 操作の結果として発⽣するトランザクション
の動作は、isolation オプションによって決まります。このオプションは、以下のいず
れかの値でなければなりません。

• same-statement

• different-transaction

same-statement 分離では、xdmp:eval または xdmp:invoke によって実⾏されるコードは、
同⼀ステートメントの⼀部として、呼び出しステートメントと同じトランザクションで
実⾏されます。same-statement 分離を指定した場合、eval/invoke 操作によって実⾏され
た更新は、呼び出しステートメントの後続部分では認識されません。ただし、マルチス
テートメントトランザクションを使用する場合は、このような⽅法で更新した場合で
も、同じトランザクション内の後続のステートメントで認識されます。

クエリトランザクションから呼び出された same-statement 分離では、eval/invoke で実⾏
されたコードで更新を実⾏できません。これは、クエリトランザクションがタイムスタ
ンプを使用して実⾏されるためです。更新を実⾏する場合は、トランザクションの途中
でタイムスタンプモードと読み取り・書き込みロックの切り替えが必要になりますが、
この処理は許可されていません。そのため、そのような処理を実⾏するステートメント
またはトランザクションでは、XDMP-UPDATEFUNCTIONFROMQUERY がスローされます。
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xdmp:eval または xdmp:invoke で database オプションを使用して、呼び出しステートメン
トのコンテキストのデータベースとは異なるデータベースを指定する場合は、
same-statement 分離を使用できません。eval/invoke コードで別のデータベースを使用す
る必要がある場合は、different-transaction 分離を使用します。

isolation を different-transaction に設定すると、xdmp:eval または xdmp:invoke を呼び出
すときに実⾏されるコードは、呼び出しステートメントとは別のセッションの別のトラ
ンザクションで実⾏されます。また、eval/invoke セッションおよびトランザクションが
完了しないと、呼び出し元トランザクションの残りの部分には進みません。呼び出し元
トランザクションが更新トランザクションの場合、different-transaction 分離を指定し
て eval/invoke 操作内で実⾏されたコミット済みの更新は、呼び出し元ステートメント
の後続部分および呼び出し元トランザクションの後続ステートメントで認識されます。
ただし、different-transaction 分離（デフォルトの分離レベル）を使用する場合は、検
出不可能なデッドロック状態に陥らないようにする必要があります（「検出不可能な
デッドロックの回避」（49 ページ）を参照）。

以下の表は、クエリステートメントおよび更新ステートメントで許可されている分離オ
プションをまとめたものです。

呼び出すステー
トメント

呼び出されるステートメント（xdmp:eval、xdmp:invoke）

same-statement 分離 different-transaction 分離

クエリステー
トメント

更新ステート
メント

クエリステー
トメント

更新ステート
メント

クエリステート
メント（タイム
スタンプモード）

許可される 更新が発⽣し
ない場合は許
可される。更
新が発⽣する
と、例外がス
ローされます。

許可される 許可される

更新ステートメ
ント（読み取
り・書き込み
ロックモード）

許可される
（注を参照）

許可される 許可される 許可される
（ロックされた
ドキュメント
を更新しよう
とすると、
デッドロック
が発⽣する可
能性がある）
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注：  この表は、若⼲単純化してあります。例えば、same-statement 分離を指定
して更新ステートメントからクエリステートメントを呼び出すと、その

「クエリステートメント」は実際には更新ステートメントの⼀部として実
⾏されます（呼び出し元の更新ステートメントと同じトランザクションの
⼀部として実⾏されるためです）。そのため、タイムスタンプではなく読
み取り・書き込みロックを使用して実⾏されます。

3.6.2 検出不可能なデッドロックの回避
デッドロックとは、2 つのプロセスまたはスレッドがお互いに他⽅のロック解除を待機
していて、どちらのプロセスも続⾏できない状態のことです。デッドロックはデータ
ベース操作では普通に発⽣する現象なので、サーバーがデッドロックを検出した場合は
それに対処できるようになっています（例えば、いずれかのトランザクションを再試⾏
したり、いずれかまたは両⽅のリクエストを終了させたりします）。

ただし、⼀部のデッドロック状態は、MarkLogic サーバーで検出できません。例えば、
xdmp:eval または xdmp:invoke ステートメントを呼び出す更新ステートメントを実⾏し、
その eval/invoke が更新ステートメントである場合は、検出不可能なデッドロック条件
を⽣み出す危険性があります。検出不可能なデッドロックが発⽣するのは、更新ステー
トメントの場合だけです。クエリステートメントでデッドロックが発⽣することはあり
ません。 

例えば、あるトランザクションがドキュメントに対して何らかのロックを使用し、その
後そのトランザクションから呼び出された eval/invoke ステートメントが同じドキュメ
ントに対して書き込みロックを使用しようとすると検出不可能なデッドロック条件が発
⽣します。このような検出不可能なデッドロック条件を解決するには、クエリをキャン
セルするか、クエリがタイムアウトするまで待つ必要があります。

完全に安全な状態を確保する場合は、以下の例に⽰すように prevent-deadlocks オプ
ションを true に設定することで、検出不可能なデッドロックが発⽣しないようにでき
ます。

xquery version "1,0-ml"; 
(: the next line ensures this runs as an update statement :) 
declare option xdmp:update "true"; 
xdmp:eval("xdmp:node-replace(doc('/docs/test.xml')/a, 
<b>goodbye</b>)", 
          (), 
          <options xmlns="xdmp:eval"> 
            <isolation>different-transaction</isolation> 
            <prevent-deadlocks>true</prevent-deadlocks> 
          </options>) , 
doc("/docs/test.xml")

このステートメントでは、以下の例外がスローされます。
XDMP-PREVENTDEADLOCKS:Processing an update from an update with 
  different-transaction isolation could deadlock
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以下の例のステートメントは xdmp:document-insert 呼び出しがあるために更新ステート
メントとして実⾏され、読み取り・書き込みロックを使用するため、デッドロックが発
⽣する可能性がありますが、こうすることでその発⽣を避けることができます。2 ⾏目
では、URI が /docs/test.xml のドキュメントに対して読み取りロックが設定されていま
す。次に、xdmp:eval ステートメントで同じドキュメントに対する書き込みロックを⾏
いますが、読み取りロックが解除されるまで書き込みロックは使用できません。これに
より、検出不可能なデッドロック条件が発⽣します。このような状況において、
prevent-deadlocks オプションによってデッドロックの発⽣を防ぐことができます。 

prevent-deadlocks オプションを削除した場合、デフォルトでは false（つまりデッド
ロックを「許容する」）になります。つまり、以下のステートメントではデッドロック
が発⽣することになります。

警告  このコードは説明用です。このコードを実⾏すると、検出不可能なデッド
ロックが発⽣するため、MarkLogic サーバーを再起動しない限りデッド
ロックを解消できません。

(: the next line ensures this runs as an update statement :) 
if ( 1 = 2) then ( xdmp:document-insert("foobar", <a/>) ) else (), 
doc("/docs/test.xml"), 
xdmp:eval("xdmp:node-replace(doc('/docs/test.xml')/a, 
<b>goodbye</b>)", 
          (), 
          <options xmlns="xdmp:eval"> 
            <isolation>different-transaction</isolation> 
          </options>) , 
doc("/docs/test.xml")

このコードは、デッドロック条件を⽰す例として掲載されています。デッドロックを解
消するには、MarkLogic サーバーを再起動する必要があります。上記の例で 2 ⾏目にあ
る最初の呼び出しの doc("/docs/test.xml") を削除すると、ステートメントはデッドロッ
クになりません。これは、xdmp:eval ステートメントが完了してから /docs/test.xml に対
する読み取りロックが呼び出されるからです。

3.6.3 eval/invoke による更新をトランザクションの後半で認識する
先⾏する呼び出しステートメントが参照しているドキュメントを、eval/invoke 操作の更
新ステートメントが更新しない（つまり、「検出不可能なデッドロックの回避」

（49 ページ）にある検出不可能なデッドロック条件が発⽣しない）とわかっている場合
は、eval/invoke による更新が呼び出し元のトランザクションで認識されるようにステー
トメントを設定できます。このような設定は、新たに更新されるドキュメントにアクセ
スするコードの前に eval/invoke ステートメントが記述されているトランザクションで
役に⽴ちます。 

注：  eval/invoke 操作による更新をステートメントの後半で認識する場合、その
トランザクションは更新トランザクションでなければなりません。トラン



MarkLogic サーバー MarkLogic サーバーのトランザクションを理解する

MarkLogic 7—2013 年 11 ⽉ Application Developer’s Guide — 51 ページ

ザクションがクエリトランザクションの場合はタイムスタンプモードで実
⾏されるため、eval/invoke 操作がコミットされたときよりも前に存在して
いたドキュメントのバージョンが常に参照されることになります。

例えば、以下の例を考えてみましょう。この例の doc("/docs/test.xml") は、トランザク
ションが開始する前に <a>hello</a> を返します。

(: doc("/docs/test.xml") returns <a>hello</a> before running this :) 
(: the next line ensures this runs as an update statement :) 
if ( 1 = 2 ) then ( xdmp:document-insert("fake.xml", <a/>) ) else (), 
xdmp:eval("xdmp:node-replace(doc('/docs/test.xml')/node(), 
<b>goodbye</b>)", (), 
          <options xmlns="xdmp:eval"> 
            <isolation>different-transaction</isolation> 
            <prevent-deadlocks>false</prevent-deadlocks> 
          </options>) , 
doc("/docs/test.xml")

この例の最後の⾏にある doc("/docs/test.xml") の呼び出しでは、<a>goodbye</a> が返さ
れます。これは、xdmp:eval 操作によって更新された新しいバージョンです。

このような問題は、多くの場合、マルチステートメントトランザクションを使用すれば
解決できます。マルチステートメントトランザクションでは、あるステートメントによ
る更新が同じトランザクション内の後続のステートメントで認識されます。上記の例を
マルチステートメントトランザクションとして書き直した場合を考えてみましょう。ト
ランザクションモードを update に設定すると、ステートメントが更新ステートメント
となるようにわざわざコードを構成する必要はありません。ただし、データベースに更
新を認識させるために xdmp:commit を呼び出す必要があります。

declare option xdmp:transaction-mode "update"; 
 
(: doc("/docs/test.xml") returns <a>hello</a> before running this :) 
xdmp:eval("xdmp:node-replace(doc('/docs/test.xml')/node(), 
<b>goodbye</b>)", (), 
          <options xmlns="xdmp:eval"> 
            <isolation>different-transaction</isolation> 
            <prevent-deadlocks>false</prevent-deadlocks> 
          </options>); 
(: returns <a>goodbye</b> within this transaction :) 
doc("/docs/test.xml"), 
(: make updates visible in the database :) 
xdmp:commit()
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3.6.4 xdmp:eval/xdmp:invoke でマルチステートメントトランザクションを
実⾏する

different-transaction 分離を指定した xdmp:eval や xdmp:invoke、または xdmp:spawn を
使ったクエリを実⾏した場合、そのクエリを実⾏する新しいトランザクションが作成さ
れ、新しく作成されたセッション内で実⾏されます。この動作から、xdmp:eval または 
xdmp:invoke で評価されるマルチステートメントトランザクションに関する重要な 2 つ
のポイントがわかります。それは、以下に⽰すポイントです。 

• トランザクションモードは、呼び出し元から継承されません。
• eval/invoke/spawn クエリが完了したときに、コミットされていない更新は自動的

にロールバックされます。
そのため、different-transaction 分離を指定した xdmp:eval/invoke で、または xdmp:spawn 
で評価されるコード内でマルチステートメントトランザクションを使用する場合は、次
の点に注意してください。 

• トランザクションをマルチステートメントトランザクションとして実⾏する必要
がある場合は、eval/invoke 対象のクエリ内部でトランザクションモードを明⽰的
に設定するか、options ノード内で transaction-mode を設定します。

• 更新を維持する必要がある場合は、必ず eval/invoke 対象のマルチステートメン
トクエリ内部で xdmp:commit を呼び出します。 

eval/invoke 対象のクエリのプロローグで明⽰的にトランザクションモードを設定する
と、transaction-mode が設定された xdmp:eval/xdmp:invoke に options ノードを渡した場合
と同じ動作が⾏われます。そのため、options モードを使用してモードを設定すれば、
eval/invoke 対象のクエリを変更せずにトランザクションモードを設定できます。

different-transaction 分離を指定してマルチステートメントトランザクションを使用す
る例については、「例：マルチステートメントトランザクションと different-transaction 
分離」（58 ページ）を参照してください。

この考え⽅は、xdmp:spawn を使用して評価されるマルチステートメントクエリにも当て
はまります。

same-statement 分離を指定して実⾏されるトランザクションは、呼び出し元のコンテキ
ストで実⾏されます。そのため、同じトランザクションモードが使用され、呼び出し元
トランザクションのコミットが適用されます。詳細な例については、「例：マルチス
テートメントトランザクションと same-statement 分離」（57 ページ）を参照してくださ
い。
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3.7 トランザクションではない副作用のある関数
更新トランザクションでは、さまざまな更新ビルトイン関数が使用されます。このよう
な関数により、トランザクションのコミット時にデータベース内のドキュメントが更新
されます。このような更新は、技術的には「副作用」と呼ばれています。これは、トラ
ンザクションが返してくるステートメント以外の部分で変更が発⽣するためです。更新
ビルトイン関数（xdmp:node-replace、xdmp:document-insert など）の副作用は、トランザ
クションの性質を持っています。つまり、すべて完了するか、更新ステートメントの開
始時の状態までロールバックされることになります。

関数の中には、呼び出し元が更新トランザクションであるかクエリトランザクションで
あるかに関係なく、呼び出されるとただちに非同期で評価される関数があります。例え
ば、xdmp:spawn、xdmp:http-get、xdmp:log などです。このような関数では、呼び出し元ス
テートメントや含まれているトランザクション以外の部分で副作用（トランザクション
ではない副作用）が発⽣します。

更新トランザクションを実⾏する XQuery モジュールの評価では、更新が失敗したり再
試⾏されたりする場合があります。これは、正常な動作であり、トランザクションに
なっています。トランザクションが失敗でも再試⾏でも、データベースは常に⼀貫性の
ある状態が保たれます。ただし、更新トランザクションが非トランザクションな副作用
を持つ関数を呼び出す場合、呼び出し元の更新トランザクションが失敗してロールバッ
クしても、その関数は評価されます。 

このような関数は 1 回だけ評価されるという保証がない（つまりトランザクションの
ロールバック時に評価されないという保証がない）ため、注意して使用するか、または
呼び出さないでください。トランザクションで xdmp:log を使用して情報をログに記録
する場合は、再試⾏時に（例えば、デッドロックが検出されたために、トランザクショ
ンが再試⾏された場合に）ログへの記録処理が発⽣します。この動作は適切なことも不
適切なこともあるでしょうが、意図とは異なっていたとしても害はありません。

ただし、その他の副作用の中には、更新時に問題となる可能性があるものもあります。
例えば、このコンテキストで xdmp:spawn を使用すると、呼び出し元トランザクションが
再試⾏されるときにアクションが複数回⽣成されたり、トランザクションの失敗時にも
アクションが⽣成されたりする可能性があります。xdmp:spawn 呼び出しは、呼び出され
るとすぐに非同期で評価されます。同様に、xdmp:http-get を使用して更新トランザク
ションから Web サービスを呼び出す場合は、意図しないタイミングで評価される可能
性があります。これらの関数を更新で使用しない場合は、アプリケーションロジックで
副作用を適切に処理する必要があります。このようなタイプのユースケースは、⼀般的
にトリガーや Content Processing Framework に適しています。詳細については、「トリ
ガーを使用してアクションを発⽣させる」（236 ページ）および『Content Processing 
Framework Guide』マニュアルを参照してください。
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3.8 Multi-Version Concurrency Control を使用してブロックを減らす
アプリケーションサーバーの設定パラメータ「multi-version concurrency control」を 
nonblocking に設定すると、トランザクションのブロックを最⼩限に抑えることができ
ます。ただし、クエリが参照しているデータベースの状態が最新のものではないという
問題が起こります。このオプションは、ロックしないクエリでのタイムスタンプの使用
を選択するものです。タイムスタンプがクエリに与える影響の詳細については、「クエ
リトランザクション：ポイントインタイム評価」（29 ページ）を参照してください。

以下のような場合は、アプリケーションで nonblocking モードを使用すると便利です。

• 更新の遅延よりも、クエリの遅延が少ないほうが重要である場合。
• アプリケーションが XA トランザクションの⼀部である場合。XA トランザク

ションには複数のアプリケーションや MarkLogic サーバー以外のリソースが関与
する場合があり、通常よりも時間がかかる可能性があります。 

• アプリケーションがレプリカデータベースにアクセスするけれども、そのレプリ
カの状態がマスターよりも大幅に遅延していることが想定される場合。例えば、
しばらくの間、マスターが使用不能になっていた場合が挙げられます。

multi-version concurrency control は、デフォルトでは contemporaneous に設定されます。
このモードでは、コミットされたトランザクションが 1 つ以上ある最新のタイムスタン
プが選択されます。つまり、このタイムスタンプに関してまだコミットが終了していな
いトランザクションが存在していてもこのタイムスタンプが選択されます。クエリは、
同時に発⽣したトランザクションが完全にコミットされるまで待機するためにブロック
される可能性があります。ただし、そのクエリは最新の結果を参照することになりま
す。ブロックの時間は、同時に発⽣したトランザクションのうち最も遅いものによって
決まります。

nonblocking モードでは、すべてのトランザクションがコミットされたことが判明して
いる最新のタイムスタンプが選択されます。これは、そのタイムスタンプよりもわずか
に新しいタイムスタンプで他のトランザクションがコミットした場合でも同様です。こ
のモードでは、同時に発⽣したトランザクションを待機するためにクエリがブロックさ
れることはありませんが、クエリは最新の結果を参照できていない可能性があります。

同⼀のデータベースに対して、異なる multi-version concurrency control 設定を使用して
アプリケーションサーバーを実⾏できます。

3.9 トランザクションの管理
MarkLogic サーバーの XQuery API には、トランザクションのデバッグ、監視、管理に
役⽴つビルトイン関数が用意されています。
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トランザクションの実⾏に関する情報を取得するには、xdmp:host-status を使用します。
ステータス情報は、<transactions> 要素で構成されています。この要素には、ホスト上
で実⾏されている各トランザクションに関する詳細情報があります。例えば以下のよう
になります。

<transactions xmlns="http://marklogic.com/xdmp/status/host"> 
  <transaction> 
    <transaction-id>10030469206159559155</transaction-id> 
    <host-id>8714831694278508064</host-id> 
    <server-id>4212772872039365946</server-id> 
    <name/> 
    <mode>query</mode> 
    <timestamp>11104</timestamp> 
    <state>active</state> 
    <database>10828608339032734479</database> 
    <canceled>false</canceled> 
    <start-time>2011-05-03T09:14:11-07:00</start-time> 
    <time-limit>600</time-limit> 
    <max-time-limit>3600</max-time-limit> 
    <user>15301418647844759556</user> 
    <admin>true</admin> 
  </transaction> 
  ... 
</transactions>

クラスタ化されたインストール環境では、リモートホストでトランザクションを実⾏で
きます。リモートトランザクションが正常に終了しない場合は、
xdmp:transaction-commit または xdmp:transaction-rollback を使用してリモートでコミッ
トまたはロールバックできます。xdmp:host がホスト ID パラメータとして渡されている
場合にこれらの関数を実⾏すると、xdmp:commit および xdmp:rollback を呼び出した場合
と同じ動作が⾏われます。また、Admin 画⾯の［Host Status］ページを使用して、トラ
ンザクションをロールバックすることもできます。詳細については、『Administrator’s 
Guide』の「Rolling Back a Transaction」を参照してください。

xdmp:transaction-commit の呼び出しはただちに返されますが、コミットされるのは、対
象となるトランザクション内で現在実⾏中のステートメントが正常に完了した場合だけ
です。xdmp:transaction-rollback を呼び出すと、対象となるトランザクション内で現在
実⾏中のステートメントはただちに中断され、トランザクションが終了します。

これらの機能を使用した例については、「例：xdmp:host-status を使用したトランザク
ションレポートの⽣成」（60 ページ）を参照してください。ビルトイン関数の詳細につ
いては、『XQuery & XSLT API Reference』を参照してください。
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3.10 トランザクションの例
このセクションでは、以下の各例について説明します。

• 例：システムタイムスタンプの増加
• 例：マルチステートメントトランザクションと same-statement 分離

• 例：マルチステートメントトランザクションと different-transaction 分離

3.10.1 例：システムタイムスタンプの増加
以下の例では、システムに対する更新によってシステムタイムスタンプがどのように増
加するのかを⽰します。システムタイムスタンプの詳細については、「システムタイム
スタンプとフラグメントのバージョン管理」（29 ページ）を参照してください。

<results>{ 
  <start-of-query>{xdmp:request-timestamp()}</start-of-query>, 
for $x in (1 to 10) 
return 
(xdmp:eval("xdmp:document-insert('test.xml', <test/>)"), 
 xdmp:eval("xdmp:document-delete('test.xml')" ) ), 
<end-of-query>{xdmp:eval('xdmp:request-timestamp()')}</end-of-query>, 
  <number-of-transactions>{xdmp:eval('xdmp:request-timestamp()') - 
  xdmp:request-timestamp()}</number-of-transactions>, 
<elapsed-time>{xdmp:query-meters()/*:elapsed-time/text()} 
  </elapsed-time> 
} 
</results>

この XQuery プログラムは、クエリステートメントとして実⾏されます。つまり、タイ
ムスタンプで実⾏されます。xdmp:eval ステートメントは、それぞれが個別のトランザ
クションとして評価され、それぞれが更新ステートメントです。このクエリは、まずシ
ステムタイムスタンプを出⼒し、その後で FLWOR 式を開始します。この式は 10 回評
価されます。FLWOR の反復ごとに、個別のトランザクションで test.xml というドキュ
メントを作成し、別のトランザクションではこのドキュメントを削除します。最後に、
クエリが開始してから発⽣したトランザクションの数を計算します。この計算では、現
在のシステムタイムスタンプを取得する新しいトランザクションを開始し、その値をク
エリ実⾏時のタイムスタンプから減算します。そのため、このクエリの結果は次のよう
になり、20 件のトランザクションが発⽣したことが⽰されます。

<results> 
  <start-of-query>382638</start-of-query> 
  <end-of-query>382658</end-of-query> 
  <number-of-transactions>20</number-of-transactions> 
  <elapsed-time>PT0.102211S</elapsed-time> 
</results>
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注：  この例では、xdmp:eval を使用する更新ステートメントを 20 回実⾏しま
す。それぞれの更新ステートメントによって独自のトランザクションが開
始されるため、ステートメントごとにシステムタイムスタンプが 1 ずつ増
加します。これらのトランザクションの実⾏中に別のトランザクションが
同時に発⽣している場合、そのような別のトランザクションによってシス
テムタイムスタンプが増加する可能性もあります。その場合、
xdmp:request-timestamp 関数を実⾏する最後の xdmp:eval ステートメントで
は、最初の xdmp:request-timestamp の呼び出しに 20 を加えた値よりも大き
い数値が返される可能性があります。 

3.10.2 例：マルチステートメントトランザクションと same-statement 分離
次の例では、マルチステートメントトランザクションと same-statement 分離の関係を⽰
します（「xdmp:eval/xdmp:invoke との関係」（47 ページ）を参照）。 

このサンプルの目的は、xdmp:eval を使用してデータベースにドキュメントを挿⼊し、
その後、呼び出しモジュールで結果を検証および変更することです。挿⼊されるドキュ
メントは、呼び出しモジュールでただちに認識される必要がありますが、呼び出しモ
ジュール以外ではトランザクションが完了するまで認識されないようにします。

xquery version "1.0-ml"; 
declare option xdmp:transaction-mode "update"; 
 
(: insert a document in the database :) 
let $query := 
  'xquery version "1.0-ml"; 
   xdmp:document-insert("/examples/mst.xml", <myData/>) 
  ' 
return xdmp:eval( 
  $query, (), 
  <options xmlns="xdmp:eval"> 
    <isolation>same-statement</isolation> 
  </options>); 
 
(: demonstrate that it is visible to this transaction :) 
if (fn:empty(fn:doc("/examples/mst.xml")//myData)) 
then ("NOT VISIBLE") 
else ("VISIBLE"); 
 
(: modify the contents before making it visible in the database :) 
xdmp:node-insert-child(doc('/examples/mst.xml')/myData, <child/>), 
xdmp:commit() 
 
(: result:VISIBLE :)

デフォルトのトランザクションモデルを使用した場合は、同じ操作（ドキュメントを挿
⼊後、データベースで認識される前に変更する）を容易に実⾏することはできません。
このモジュールが同⼀のシングルステートメントトランザクション内でドキュメントの
挿⼊と⼦の挿⼊を実⾏しようとすると、XDMP-CONFLICTINGUPDATES エラーが発⽣します。
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これら 2 つの操作を別々のシングルステートメントトランザクション内で実⾏すると、
挿⼊されたドキュメントは、⼦ノードを挿⼊する前にデータベースでただちに認識され
るようになります。プリコミットトリガーを使用して⼦の挿⼊を実⾏しようとすると、
トリガー storm が作成されます（「トリガーの無限ループ（トリガー storm）を回避す
る」（247 ページ）を参照）。

eval では same-statement 分離が使用されているため、eval 対象クエリは、呼び出しモ
ジュールのマルチステートメント更新トランザクションの⼀部として実⾏されます。ト
ランザクションモードは別のコンテキストで作成されたトランザクションによって継承
されないため、different-transaction 分離を使用すると、eval 対象クエリはシングルス
テートメントトランザクションとして評価されます。そのため、ドキュメントは他のト
ランザクションからただちに認識されることになります。

モジュールによる更新を保持するには、xdmp:commit の呼び出しが必要です。xdmp:commit 
を省略した場合、評価がモジュールの最後に到達するとすべての更新が失われます。こ
の例では、eval 対象クエリではなく、呼び出しモジュール内でコミットが発⽣する必要
があります。xdmp:commit が eval 対象クエリで発⽣する場合、xdmp:eval 呼び出しが含ま
れるステートメントが完了すると、トランザクションが完了します。そのため、ドキュ
メントは⼦ノードの挿⼊よりも前にデータベースで認識されるようになります。

3.10.3 例：マルチステートメントトランザクションと different-transaction 
分離

以下の例では、マルチステートメントトランザクションで、different-transaction 分離
がトランザクションモードとどのような関係にあるのかを⽰します。この関係は、
xdmp:spawn を使用して実⾏されるクエリについても同様に当てはまります。詳細につい
ては、「トランザクションモード」（42 ページ）および「xdmp:eval/xdmp:invoke との関
係」（47 ページ）を参照してください。

この例では、xdmp:eval を使用して新しいトランザクションを作成し、ドキュメントを
挿⼊します。このドキュメントには、xdmp:transaction を使用している現在のトランザ
クション ID が含まれます。呼び出し元のクエリは、自⾝のトランザクション ID と、
eval 対象クエリのトランザクション ID を出⼒します。

xquery version "1.0-ml"; 
 
(: init to clean state; runs as single-statement txn :) 
xdmp:document-delete("/docs/mst.xml"); 
 
(: switch to multi-statement transactions :) 
declare option xdmp:transaction-mode "query"; 
 
let $sub-query := 
  'xquery version "1.0-ml"; 
   declare option xdmp:transaction-mode "update";       (:1 :) 
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   xdmp:document-insert("/docs/mst.xml", <myData/>); 
    
   xdmp:node-insert-child( 
     fn:doc("/docs/mst.xml")/myData, 
     <child>{xdmp:transaction()}</child> 
   ); 
   xdmp:commit()                                        (:2 :) 
  ' 
return xdmp:eval($sub-query, (), 
  <options xmlns="xdmp:eval"> 
    <isolation>different-transaction</isolation> 
  </options>); 
   
(: commit to end this transaction and get a new system 
 : timestamp so the updates by the eval'd query are visible.:) 
xdmp:commit();                                                (:3 :) 
 
(: print out my transaction id and the eval'd query transaction id :) 
fn:concat("My txn id:", xdmp:transaction()),           (:4 :) 
fn:concat("Subquery txn id:", fn:doc("/docs/mst.xml")//child)

トランザクションモードは、ステートメント (: 1 :) で設定する必要があります。これ
は、different-transaction 分離によって eval 対象のクエリが新しいトランザクションに
なり、自⾝のセッション内で実⾏されるため、呼び出し元コンテキストのトランザク
ションモードを継承しないためです。eval 対象のクエリで xdmp:transaction-mode を省略
すると、その eval 対象のクエリはデフォルトの auto トランザクションモードで実⾏さ
れます。

different-transaction 分離を指定しているため、ステートメント (: 2 :) でも同様に 
xdmp:commit を呼び出す必要があります。eval 対象のクエリの最後に到達すると、この
新しいトランザクションと含まれているセッションが終了します。トランザクションま
たは含まれているセッションがコミットせずに終了した場合、変更は暗⽰的にロール
バックされます。

ステートメント (: 3 :) の xdmp:commit 呼び出しによって xdmp:eval を呼び出したマルチ
ステートメントのクエリトランザクションが終了し、結果を出⼒するための新しいトラ
ンザクションが開始します。これにより、ステートメント (: 4 :) の最後のトランザク
ションは新しいタイムスタンプで実⾏されることになるため、xdmp:eval によって挿⼊
されたドキュメントを参照します。システムタイムスタンプはトランザクションの開始
時に固定されるため、このコミットを省略すると、挿⼊されたドキュメントが認識され
ないことになります。詳細については、「クエリトランザクション：ポイントインタイ
ム評価」（29 ページ）を参照してください。
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xdmp:eval を呼び出すクエリがクエリトランザクションではなく更新トランザクション
の場合、ステートメント (: 3 :) の xdmp:commit は省略できます。これは、更新トランザ
クションが、ドキュメントに初めてアクセスしたときの最新バージョンを参照するため
です。この例のドキュメントは xdmp:eval が呼び出されるまでアクセスされないため、
この例を更新トランザクションとして実⾏すると、eval 対象のクエリによる更新が参照
されます。詳細については、「更新トランザクション：読み取り・書き込みロック」

（30 ページ）を参照してください。

3.10.4 例：xdmp:host-status を使用したトランザクションレポートの⽣成
ホストで実⾏されているトランザクションのリストを⽣成するには、ビルトイン関数 
xdmp:host-status を使用します。このリストは、Admin 画⾯の［Host Status］ページで確
認できる情報と同様のものです。

この例では、ローカルホスト上のすべてのトランザクションの経過時間を報告する単純
な HTML レポートを⽣成します。

xquery version "1.0-ml"; 
 
declare namespace html = "http://www.w3.org/1999/xhtml"; 
declare namespace hs="http://marklogic.com/xdmp/status/host"; 
 
<html> 
  <body> 
    <h2>Running Transaction Report for {xdmp:host-name()}</h2> 
    <table border="1" cellpadding="5"> 
    <tr> 
      <th>Transaction Id</th> 
      <th>Database</th><th>State</th> 
      <th>Duration</th> 
    </tr> 
    { 
      let $txns:= xdmp:host-status(xdmp:host())//hs:transaction 
      let $now := fn:current-dateTime() 
      for $t in $txns 
      return 
        <tr> 
          <td>{$t/hs:transaction-id}</td> 
          <td>{xdmp:database-name($t/hs:database-id)}</td> 
          <td>{$t/hs:transaction-state}</td> 
          <td>{$now - $t/hs:start-time}</td> 
        </tr> 
    } 
    </table> 
  </body> 
</html>
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上記のクエリを Query Console に張り付け、HTML 出⼒を指定して実⾏すると、以下の
ようなレポートが⽣成されます。

xdmp:host-status レポートでは、各トランザクションに関するさまざまな詳細を確認で
きます。詳細については、『XQuery & XSLT API Reference』の「xdmp:host-status」を参
照してください。

例えば、レポートの最初のトランザクションが検出不可能なデッドロックを表している
と思われる場合は、以下のようにトランザクション ID を指定して 
xdmp:transaction-rollback を呼び出すことにより、そのトランザクションを⼿動でキャ
ンセルできます。

xquery version "1.0-ml"; 
xdmp:transaction-rollback(xdmp:host(), 6335215186646946533)

また、Admin 画⾯の［Host Status］ページを使用して、トランザクションをロールバッ
クすることもできます。
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4.0  バイナリドキュメントを扱う
74

このセクションでは、MarkLogic サーバーでバイナリドキュメントを設定および管理す
る⽅法について説明します。バイナリドキュメントはテキストや XML コンテンツより
もかなりサイズが大きくなることがあるため、特別な配慮が必要です。以下の内容を取
り上げます。

• 用語
• バイナリドキュメントのロード
• バイナリのコンテンツ用に MarkLogic サーバーを設定する

• バイナリドキュメントを使用するアプリケーションを開発する
• バイナリドキュメントの操作に役⽴つビルトイン関数

4.1 用語
以下の表に、バイナリドキュメントのサポートに関連して MarkLogic サーバーで使用さ
れる用語をまとめてあります。

用語 定義

スモールバイナリド
キュメント

サーバーでコンテンツを管理しているバイナリドキュメントの
うち、そのサイズがラージサイズしきい値を超えないもの。

ラージバイナリド
キュメント

サーバーでコンテンツを管理しているバイナリドキュメントの
うち、そのサイズがラージサイズしきい値を超えるもの。

外部バイナリドキュ
メント

サーバーでコンテンツを管理していないバイナリドキュメン
ト。

ラージサイズしきい
値

スモールバイナリドキュメントのサイズの上限を定義するデー
タベース設定。このしきい値よりも大きいバイナリドキュメン
トは、ラージバイナリドキュメントとして自動的に分類されま
す。

ラージデータディレ
クトリ

ラージバイナリドキュメントのコンテンツが格納される、フォ
レスト単位の領域。
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4.2 バイナリドキュメントのロード
スモールバイナリドキュメントおよびラージバイナリドキュメントを MarkLogic データ
ベースにロードするには、特別な処理は必要ありません。ただし、場合によってはド
キュメントの形式を明⽰的に設定する必要があります。『Loading Content Into MarkLogic 
Server Guide』の「Choosing a Binary Format」を参照してください。

外部バイナリは、MarkLogic で管理されていないため、ロード時に特別な処理が必要で
す。詳細については、「Loading Binary Documents」を参照してください。

4.3 バイナリのコンテンツ用に MarkLogic サーバーを設定する
このセクションでは、バイナリドキュメント用に MarkLogic サーバーを設定および管理
する⽅法について説明します。

• ラージサイズしきい値の設定
• バイナリのコンテンツのサイズ設定とスケーラビリティ
• バイナリのコンテンツの場所を選択する
• フォレスト内のラージバイナリデータの合計サイズを監視する
• 孤⽴したバイナリを検出して削除する

4.3.1 ラージサイズしきい値の設定
データベース設定 large size threshold では、スモールバイナリの最大サイズを KB 単
位で定義します。このしきい値よりも大きいバイナリドキュメントはすべて「ラージ」
であり、ラージデータディクショナリに格納されます（「Choosing a Binary Format」を参
照）。このしきい値は、外部バイナリには影響しません。

静的コンテンツ アプリケーションサーバーのモジュールデータベースに格納さ
れるコンテンツ。MarkLogic サーバーは、静的コンテンツの 
HTTP レンジのリクエストに直接応答します（部分的 GET）。

「HTTP のレンジリクエストを使用してバイナリのコンテンツ
をダウンロードする」（71 ページ）を参照してください。

動的コンテンツ 動的コンテンツは、アプリケーションによって⽣成されるコン
テンツです（XQuery モジュールによって返される結果など）。
MarkLogic サーバーは、動的コンテンツの HTTP レンジのリク
エスト（部分的 GET）に直接応答しません。「HTTP のレンジ
リクエストを使用してバイナリのコンテンツをダウンロードす
る」（71 ページ）を参照してください。

用語 定義
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例えば、しきい値が 1024 の場合、サイズしきい値は 1 MB に設定されます。1 MB より
も大きいすべての（管理対象）バイナリドキュメントは、ラージバイナリオブジェクト
として自動的に処理されます。

64 ビットマシンで許容されるしきい値の範囲は、32 KB 〜 512 MB です。

ラージサイズしきい値を選択する際は、データの特徴、アプリケーションのアクセスパ
ターン、基になるハードウェアやオペレーティングシステムなど、多くの要因を考慮す
る必要があります。サイズが⼩さく頻繁にアクセスされるバイナリのコンテンツ（サム
ネールやプロフィールイメージなど）はアクセスが効率的になるように「スモール」と
して分類され、サイズの大きいドキュメント（アプリケーションによってストリーミン
グされるムービーや⾳楽など）はメモリの使用が効率的になるように「ラージ」として
分類されるようなしきい値を設定することが理想的です。

しきい値を設定するには、Admin 画⾯を使用するか、Admin API 関数を呼び出します。
Admin 画⾯を使用してしきい値を設定するには、データベース設定ページの large size 
threshold 設定を使用します。しきい値をプログラミングで設定するには、XQuery のビ
ルトイン関数 admin:database-set-large-size-threshold を使用します。

xquery version "1.0-ml";  
 
import module namespace admin = "http://marklogic.com/xdmp/admin"  
      at "/MarkLogic/admin.xqy"; 
 
let $config := admin:get-configuration() 
return  
  admin:save-configuration( 
    admin:database-set-large-size-threshold( 
        $config, xdmp:database("myDatabase"),2048)

しきい値を変更すると、変更後の設定と合致するように、再インデックス化プロセスに
よってバイナリドキュメントが自動的にラージデータディクショナリに割り当てられま
す。

4.3.2 バイナリのコンテンツのサイズ設定とスケーラビリティ
このセクションでは、以下の内容を取り上げます。

• in memory tree size の決定

• E ノードの圧縮ツリーのキャッシュのサイズに対する外部バイナリの影響

• フォレストのスケーリングに関する考慮事項
サイズ設定およびスケーラビリティの詳細については、『Scalability, Availability, and 
Failover Guide』および『Query Performance and Tuning Guide』を参照してください。
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4.3.2.1 in memory tree size の決定
in memory tree size データベース設定は、large size threshold 設定とデータベースに
ロードする予定の最も大きな非バイナリドキュメントのうち、いずれか大きいほうより
もさらに 1 〜 2 MB 以上大きくする必要があります。つまり、以下の値よりも 1 〜 2 
MB 大きくします。

max(large-size-threshold, largest-expected-non-binary-document)

「バイナリのコンテンツの場所を選択する」（66 ページ）で説明するように、スモール
バイナリドキュメントの最大サイズは、64 ビットシステムの場合で 512 MB です。ラー
ジバイナリドキュメントおよび外部バイナリドキュメントのサイズは、オペレーティン
グシステムでサポートされている最大ファイルサイズによってしか制限されません。

in memory tree size 設定を変更するには、Admin 画⾯の［Database configuration］ペー
ジ、または『XQuery and XSLT Reference Guide』の

「admin:database-set-in-memory-limit」を参照してください。

4.3.2.2 E ノードの圧縮ツリーのキャッシュのサイズに対する外部バイナリの
影響 

アプリケーションで外部バイナリドキュメントを多用する場合は、compressed tree 

cache size グループ設定の値を増やす必要があります。 

スモールバイナリがキャッシュされている場合、ドキュメント全体がメモリにキャッ
シュされています。ただし、ラージバイナリまたは外部バイナリがキャッシュされてい
る場合は、コンテンツがチャンクとして圧縮ツリーキャッシュに適宜フェッチされま
す。

ラージバイナリのチャンクは、フラグメントまたはドキュメントを格納する D ノード
の圧縮ツリーキャッシュにフェッチされます。外部バイナリのチャンクは、アクセス元
のクエリを評価する E ノードの圧縮ツリーキャッシュにフェッチされます。そのため、
アプリケーションで外部バイナリドキュメントを多用する場合は、E ノードの圧縮ツ
リーキャッシュのサイズを大きくする必要があります。

compressed tree cache size を変更するには、Admin 画⾯の［Groups configuration］ペー
ジ、または『XQuery and XSLT Reference Guide』の

「admin:group-set-compressed-tree-cache-size」を参照してください。
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4.3.2.3 フォレストのスケーリングに関する考慮事項
フォレストのスケーリングについてガイドラインを検討する場合は、フラグメント数の
⾒積もりにすべてのタイプのバイナリドキュメントを含めます。ラージバイナリおよび
外部バイナリは、アクセス時に全体がメモリにキャッシュされるわけではないため、メ
モリ要件は低くなります。また、ラージバイナリおよび外部バイナリはマージ時にコ
ピーされないため、最大フォレストサイズの計算からコンテンツのサイズを除外できま
す。

サイズ設定およびスケーラビリティの詳細については、『Scalability, Availability, and 
Failover Guide』の「Scalability Considerations in MarkLogic Server」を参照してください。

4.3.3 バイナリのコンテンツの場所を選択する
各フォレストには、ラージデータディクショナリが用意されています。そのフォレスト
内のすべてのラージバイナリドキュメントのバイナリのコンテンツは、ラージデータ
ディクショナリに保持されます。ラージデータディクショナリの物理的場所は、デフォ
ルトではフォレストの内部になります。この場所は、フォレストの作成時に設定できま
す。このため、バイナリドキュメントの大きさに応じて異なるハードウェアを柔軟に使
用できます。ラージデータディクショナリには、そのフォレストが含まれているサー
バーインスタンスからアクセスできる必要があります。ラージデータディクショナリ用
に任意の場所を指定するには、admin:forest-create の $large-data-directory パラメー
タ、または Admin 画⾯の large data directory フォレスト構成設定を使用します。

外部バイナリドキュメントに関連付けられている外部ファイルは、そのドキュメントが
格納されているフォレストの外部に配置する必要があります。この外部ファイルには、
ドキュメントを操作するクエリを評価するすべてのサーバーインスタンスからアクセス
できる必要があります。つまり、external-binary ノードを作成するときに使用される外
部ファイルのパスは、ドキュメントに対してクエリを実⾏するすべてのサーバーインス
タンスで解決可能でなければなりません。

外部バイナリファイルは、ネットワーク共有ファイルシステム上に配置してクラスタ全
体で共有できます（外部バイナリドキュメントに対してクエリを実⾏するすべての E 
ノードから同じパスで外部バイナリファイルにアクセスできる場合）。また、関連付け
られた external-binary ノードが含まれている参照フラグメントは、外部ストレージへ
のアクセス権がないリモート D ノードにも配置できます。 

以下の図は、さまざまなホスト設定を持つクラスタ全体で外部バイナリのコンテンツを
共有する例を⽰したものです。左側ではエバリュエータノード（E ノード）とデータ
ノード（D ノード）が別々のホストになっていますが、右側ではエバリュエータノード
とデータノードの両⽅が同⼀のホストで機能しています。どちらの構成のデータベース
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にも /images/my.jpg を参照する外部バイナリドキュメントが含まれています。この 
JPEG コンテンツは、共有外部ストレージに格納されています。エバリュエータノード
は、データベース内の外部バイナリドキュメントに格納されている外部ファイルのパス
を通じてアクセスできます。

4.3.4 フォレスト内のラージバイナリデータの合計サイズを監視する
フォレスト内でラージバイナリドキュメントが消費しているディスク容量を確認するに
は、xdmp:forest-status または Admin 画⾯を使用します。サイズは、MB 単位で報告さ
れます。MarkLogic サーバーの監視機能の詳細については、『Monitoring MarkLogic 
Guide』を参照してください。

Admin 画⾯を使用してラージデータディクショナリのサイズを確認するには、以下の
⼿順に従います。

1. ブラウザで Admin 画⾯を開きます。例えば http:yourhost:8001 にアクセスします。

2. 左側のツリーメニューで、［Forests］をクリックします。［Forest summary］が表
⽰されます。

3. フォレストの名前をクリックして、フォレスト構成ページを表⽰します。

4. 上部にある［Status］タブをクリックして、フォレストのステータスページを表
⽰します。

5. ［Large Data Size］のステータスを確認します。この値には、ラージデータディレ
クトリのコンテンツの合計サイズが反映されています。

以下の例では、xdmp:forest-status を使用して、ラージデータディクショナリのサイズ
を取得します。
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xquery version "1.0-ml"; 
declare namespace fs = "http://marklogic.com/xdmp/status/forest"; 
fn:data( 
  xdmp:forest-status( 
    xdmp:forest("samples-1"))/fs:large-data-size)

4.3.5 孤⽴したバイナリを検出して削除する
ラージバイナリおよび外部バイナリのコンテンツでは、データベース内のドキュメント
との関連付けがなくなったバイナリデータ（孤⽴してしまったバイナリデータ）を検出
して削除するために、特別な処理が必要になることがあります。このセクションでは、
孤⽴したバイナリのコンテンツの管理に関して以下のような内容を取り上げます。

• 孤⽴したラージバイナリのコンテンツを検出して削除する
• 孤⽴した外部バイナリのコンテンツを検出して削除する

4.3.5.1 孤⽴したラージバイナリのコンテンツを検出して削除する
『Loading Content Into MarkLogic Server Guide』の「Choosing a Binary Format」で説明されて
いるように、ラージバイナリドキュメントのバイナリのコンテンツはラージデータディ
クショナリ内に格納されます。 

通常、フォレストがそこに含まれるバイナリのコンテンツを参照しなくなった場合、
サーバーはこれを削除することになっています。ただし、バイナリドキュメントの挿⼊
中にフェイルオーバーが発⽣した場合など、コンテンツがラージデータディクショナリ
内に残ってしまうことがあります。ラージデータディクショナリに残っているコンテン
ツのうち、対応するデータベース参照フラグメントのないものが、孤⽴したバイナリと
いうことになります。

データにラージバイナリドキュメントが含まれている場合は、孤⽴したバイナリを定期
的に確認して削除する必要があります。このようなクリーンアップを実⾏するには、
xdmp:get-orphaned-binaries および xdmp:remove-orphaned-binary を使用します。例えば以
下のようになります。

xquery version "1.0-ml"; 
 
for $fid in xdmp:forests() 
  for $orphan in xdmp:get-orphaned-binaries($fid) 
  return xdmp:remove-orphaned-binary($fid, $orphan)

4.3.5.2 孤⽴した外部バイナリのコンテンツを検出して削除する
外部バイナリドキュメントと関連付けられている外部ファイルは MarkLogic サーバーに
よって管理されないため、実在しない外部ファイルと関連付けられている可能性もあり
ます。例えば、システム外部のエージェントによって外部ファイルが削除されている場
合などです。XQuery API には、データベース内のそのようなドキュメントを確認およ
び削除できるように、複数のビルトイン関数が用意されています。
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例えば、外部バイナリファイル /external/path/sample.jpg と関連付けられているすべて
の外部バイナリドキュメントを削除するには、以下のように、
xdmp:external-binary-path を使用します。

xquery version "1.0-ml"; 
for $doc in fn:collection()/binary() 
where xdmp:external-binary-path($doc) = "/external/path/sample.jpg" 
return xdmp:document-delete(xdmp:node-uri($doc))

実在しない外部ファイルと関連付けられている外部バイナリドキュメントを特定するに
は、xdmp:filesystem-file-exists を使用します。ただし、xdmp:filesystem-file-exists は
基になるファイルシステムをクエリするため、⽐較的負荷が⾼い処理です。以下の例で
は、⾒つからない外部ファイルと関連付けられている外部バイナリドキュメントのド
キュメント URI のリストを⽣成します。

xquery version "1.0-ml"; 
for $doc in fn:collection()/binary() 
where xdmp:binary-is-external($doc) 
return 
  if (xdmp:filesystem-file-exists(xdmp:external-binary-path($doc))) 
  then xdmp:node-uri($doc) 
  else ()

4.4 バイナリドキュメントを使用するアプリケーションを開発する
このセクションでは、バイナリのコンテンツを操作するアプリケーションを作成する開
発者にとって有益な以下のような内容を取り上げます。

• プロパティを使用してバイナリドキュメントにメタデータを追加する
• HTTP のレンジリクエストを使用してバイナリのコンテンツをダウンロードする

• バイナリの電⼦メール添付ファイルを作成する

4.4.1 プロパティを使用してバイナリドキュメントにメタデータを追加する
スモール、ラージ、および外部の各バイナリドキュメントには、プロパティを使用して
メタデータの注釈を付けることができます。データベース内のドキュメントには、追加
の XML データを格納する目的で、プロパティドキュメントを関連付けることができま
す。バイナリデータとは異なり、プロパティドキュメントは、要素のインデックス付け
に使用される可能性があります。プロパティを使用する⽅法の詳細については、「プロ
パティドキュメントとディレクトリ」（115 ページ）を参照してください。

MarkLogic サーバーには、バイナリドキュメントにメタデータを追加するのに役⽴つ 2 
つの機能が用意されています。Information Studio の「Filter Documents」トランスフォー
マーと、XQuery のビルトイン関数 xdmp:document-filter です。 
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「Filter Documents」トランスフォーマーは、ある種のドキュメントにおいてテキストと
メタデータを自動的に抽出し、これをプロパティとしてドキュメントに付与します。詳
細については、『Information Studio Developer’s Guide』の「Extracting Metadata from Binary 

Content With the Filter Documents Transform」を参照してください。

ビルトイン関数 xdmp:document-filter は、バイナリドキュメントからメタデータおよび
テキストをノードとして抽出します。また、それぞれの⼦要素が 1 つ 1 つのメタデータ
を表します。この出⼒は、ドキュメントのプロパティとして使用できます。
xdmp:document-filter を使用して抽出されたテキストには、若⼲のフォーマット情報

（構造）が含まれているため、検索や分類といったテキスト処理に最適です。

例えば以下のコードでは、xdmp:document-filter により Microsoft Word ドキュメントから
抽出されたメタデータに対応するプロパティが作成されます。

xquery version "1.0-ml"; 
let $the-document := "/samples/sample.docx" 
return xdmp:document-set-properties( 
  $the-document,  
  for $meta in xdmp:document-filter(fn:doc($the-document))//*:meta 
  return element {$meta/@name} {fn:string($meta/@content)} 
)

出⼒されたプロパティドキュメントには、xdmp:document-filter で抽出された Author、
AppName、Creation_Date といったプロパティが含まれています。

<prop:properties xmlns:prop="http://marklogic.com/xdmp/property"> 
  <content-type>application/msword</content-type> 
  <filter-capabilities>text subfiles HD-HTML</filter-capabilities> 
  <AppName>Microsoft Office Word</AppName> 
  <Author>MarkLogic</Author> 
  <Company>Mark Logic Corporation</Company> 
  <Creation_Date>2011-09-05T16:21:00Z</Creation_Date> 
  <Description>This is my comment.</Description> 
  <Last_Saved_Date>2011-09-05T16:22:00Z</Last_Saved_Date> 
  <Line_Count>1</Line_Count> 
  <Paragraphs_Count>1</Paragraphs_Count> 
  <Revision>2</Revision> 
  <Subject>Creating binary doc props</Subject> 
  <Template>Normal.dotm</Template> 
  <Typist>MarkLogician</Typist> 
  <Word_Count>7</Word_Count> 
  <isys>SubType:Word 2007</isys> 
  <size>10047</size> 
  <prop:last-modified>2011-09-05T09:47:10-07:00</prop:last-modified> 
</prop:properties>
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4.4.2 HTTP のレンジリクエストを使用してバイナリのコンテンツをダウン
ロードする

HTTP アプリケーションでは、ビデオなどのラージデータを扱うために、レンジのリク
エスト（部分的 GET と呼ばれることもあります）を使用することがよくあります。
MarkLogic サーバーは、「静的バイナリのコンテンツ」について HTTP レンジのリクエ
ストを直接サポートしています。静的バイナリのコンテンツとは、アプリケーション
サーバーのモジュールデータベースに格納されるコンテンツのことです。「動的バイナ
リのコンテンツ」についてはレンジのリクエストを直接サポートしていませんが、その
ようなリクエストに対応するアプリケーションコードを作成できます。動的バイナリの
コンテンツとは、アプリケーションコードによって⽣成されるバイナリのコンテンツの
ことです。

このセクションでは、レンジのリクエストに応答したバイナリのコンテンツの提供に関
して以下のような内容を取り上げます。

• 静的バイナリのコンテンツを使用してレンジのリクエストに応答する
• 動的バイナリのコンテンツを使用してレンジのリクエストに応答する

4.4.2.1 静的バイナリのコンテンツを使用してレンジのリクエストに応答する
HTTP アプリケーションサーバーは、モジュールデータベース内のバイナリドキュメン
トに対するレンジのリクエストを受信すると、直接応答します。追加のアプリケーショ
ンコードは必要ありません。モジュールデータベース内のコンテンツは、「静的な」コ
ンテンツであるとみなされます。 

例えば、アプリケーションサーバーが HTTP クライアントから以下のような GET リク
エストを受信したとします。また、アプリケーションサーバーのモジュールデータベー
ス内に /images/really_big.jpg が格納されているとします。

GET /images/really_big.jpg HTTP/1.1 
Range: bytes=0-499

このとき、アプリケーションサーバーはステータス 206（Partial Content）の Partial 
Content 応答でドキュメント /images/really_big.jpg の先頭 500 バイトを返します。例え
ば以下のようになります（簡潔にするため、⼀部のヘッダーは省略しています）。

HTTP/1.0 206 Partial Content 
Accept-Ranges: bytes 
Content-Length:500 
Content-Range: bytes 0-499/3980 
Content-Type: image/jpeg 
 
[first 500 bytes of /images/really_big.jpg]
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重複しない複数の範囲がレンジのリクエストに含まれている場合、アプリケーション
サーバーはステータス 206 とメディアタイプ「multipart/byteranges」のマルチパート
メッセージ本⽂で応答します。

レンジのリクエストを満たせない場合、アプリケーションサーバーはステータス 416
（Requested Range Not Satisfiable）で応答します。

静的コンテンツについては、以下のリクエストタイプが直接サポートされています。

• 単⼀レンジのリクエスト
• 複数レンジのリクエスト
• HTTP-date を使用する If-Range リクエスト

エンティティタグを使用する If-Range リクエストはサポートされていません。

4.4.2.2 動的バイナリのコンテンツを使用してレンジのリクエストに応答する
HTTP アプリケーションサーバーは、動的コンテンツに対する HTTP レンジのリクエス
トに直接応答しません。動的コンテンツとは、アプリケーションコードによって⽣成さ
れるコンテンツです。アプリケーションサーバーは動的コンテンツのレンジのリクエス
トを無視しますが、アプリケーションの XQuery コードで Range ヘッダーを処理できる
ため、適切なコンテンツで応答することは可能です。

以下のコードでは、レンジのリクエストへの応答として、Range ヘッダーを解釈して動
的に⽣成されたコンテンツを返す⽅法を⽰します。

xquery version "1.0-ml"; 
 
(:This code assumes a simple range like 1000-2000; your :) 
(: application code may support more complex ranges.     :) 
 
let $data := fn:doc(xdmp:get-request-field("uri"))/binary() 
let $range := xdmp:get-request-header("Range") 
return  
  if ($range) 
  then   
    let $range := replace(normalize-space($range), "bytes=", "") 
    let $splits := tokenize($range, "-") 
    let $start := xs:integer($splits[1]) 
    let $end := if ($splits[2] eq "") 
                then xdmp:binary-size($doc)-1 
                else xs:integer($splits[2]) 
    let $ranges  :=  
        concat("bytes ", $start, "-", $end, "/", 
               xdmp:binary-size($data)) 
    return (xdmp:add-response-header("Content-Range", $ranges), 
            xdmp:set-response-content-type("image/JPEG"), 
            xdmp:set-response-code(206, "Partial Content"), 
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            xdmp:subbinary($data, $start+1, $end - $start + 1)) 
    else $data

上記のコードが XQuery モジュール fetch-bin.xqy 内にある場合、以下のようなリクエス
トによってバイナリの先頭 100 バイトが返されます（curl コマンドの -r オプションで
は、バイト範囲を指定します）。

$ curl -r "0-99" http://myhost:1234/fetch-bin.xqy?uri=sample.jpg

リクエストに対する応答は、次のようになります。
HTTP/1.1 206 Partial Content 
Content-Range: bytes 0-99/1442323 
Content-type: image/JPEG 
Server:MarkLogic 
Content-Length:100 
 
[first 100 bytes of sample.jpg]

4.4.3 バイナリの電⼦メール添付ファイルを作成する
バイナリファイルが添付された電⼦メールメッセージを⽣成するには、xdmp:email を
使用し、メッセージのコンテンツタイプを multipart/mixed に設定します。以下の例で
は、JPEG ファイルが添付された電⼦メールメッセージを⽣成します。

xquery version "1.0-ml"; 
 
(: generate a random boundary string :) 
let $boundary := concat("blah", xdmp:random()) 
let $newline := "&#13;&#10;" 
let $content-type := concat("multipart/mixed; boundary=",$boundary) 
let $attachment1 := xs:base64Binary(doc("/images/sample.jpeg")) 
let $content := concat( 
  "--",$boundary,$newline, 
  $newline, 
  "This is a test email with an image attached.", $newline, 
  "--",$boundary,$newline, 
  "Content-Type: image/jpeg", $newline, 
  "Content-Disposition: attachment; filename=sample.jpeg", $newline, 
  "Content-Transfer-Encoding: base64", $newline, 
  $newline, 
  $attachment1, $newline, 
  "--",$boundary,"--", $newline) 
 
return  
  xdmp:email( 
  <em:Message  
    xmlns:em="URN:ietf:params:email-xml:"  
    xmlns:rf="URN:ietf:params:rfc822:"> 
    <rf:subject>Sample Email</rf:subject> 
    <rf:from> 
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      <em:Address> 
        <em:name>Myself</em:name> 
        <em:adrs>me@somewhere.com</em:adrs> 
      </em:Address> 
    </rf:from> 
    <rf:to> 
      <em:Address> 
        <em:name>Somebody</em:name> 
        <em:adrs>somebody@somewhere.com</em:adrs> 
      </em:Address> 
    </rf:to> 
    <rf:content-type>{$content-type}</rf:content-type> 
    <em:content xml:space="preserve"> 
      {$content} 
    </em:content> 
  </em:Message>)

4.5 バイナリドキュメントの操作に役⽴つビルトイン関数
バイナリのコンテンツを扱うために、以下の XQuery ビルトイン関数が用意されていま
す。詳細については、『XQuery and XSLT Reference Guide』を参照してください。

• xdmp:subbinary

• xdmp:binary-size

• xdmp:external-binary

• xdmp:external-binary-path

• xdmp:binary-is-small

• xdmp:binary-is-large

• xdmp:binary-is-external

また、外部バイナリのコンテンツを作成したり完全性をテストしたりする場合は、以下
の XQuery ビルトイン関数が役⽴つことがあります。

• xdmp:filesystem-file-length

• xdmp:filesystem-file-exists
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5.0  XQuery モジュールおよび XSLT スタイルシートのインポー
トとパスの解決

79

XQuery モジュールは、MarkLogic サーバーの他の XQuery モジュールからインポートで
きます。同様に、XSLT スタイルシートを他のスタイルシートにインポートできます。
また、XQuery モジュールを XSLT スタイルシートにインポートしたり、XSLT スタイル
シートを XQuery モジュールにインポートしたりできます。この章では、2 種類の 
XQuery モジュールについて説明し、モジュールのインポートおよび URI 参照の解決に
適用されるルールの詳細について説明します。以下のセクションで構成されています。

• XQuery ライブラリモジュールおよびメインモジュール

• import/invoke/spawn の各パスを解決するルール

• モジュールのキャッシュ処理に関する注意事項
• インポートモジュールシナリオの例

XQuery ライブラリモジュールを XSLT スタイルシートにインポートする⽅法（または
その逆）については、『XQuery and XSLT Reference Guide』の「Notes on Importing 

Stylesheets With <xsl:import>」および「Importing a Stylesheet Into an XQuery Module」を参照して
ください。

5.1 XQuery ライブラリモジュールおよびメインモジュール
XQuery モジュールは、以下の 2 種類に分類されます（XQuery 仕様 
http://www.w3.org/TR/xquer//#id-query-prolog で定義されています）。 

• メインモジュール
• ライブラリモジュール

XQuery ⾔語の詳細については、『XQuery and XSLT Reference Guide』を参照してくださ
い。

5.1.1 メインモジュール
メインモジュールは、XQuery プログラムとして実⾏できるモジュールで、XQuery 式で
構成されたクエリ本⽂が含まれている必要があります（XQuery 式には、他の XQuery 
式などを含めることができます）。以下に⽰すのは、メインモジュールの簡単な例です。

"hello world"

メインモジュールには、プロローグを含めることができます。ただし、プロローグはオ
プションです。また、プロローグの⼀部として、メインモジュールには関数定義を含め
ることができます。ただしメインモジュール内の関数定義を利用できるのはそのモ
ジュールに限られ、その他のモジュールにインポートすることはできません。

http://www.w3.org/TR/xquery/#id-query-prolog
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5.1.2 ライブラリモジュール
ライブラリモジュールは名前空間を持ち、これを関数を定義する目的で使用します。ラ
イブラリモジュールを直接評価することはできません。import ステートメントを使用し
て、他のライブラリモジュールまたはメインモジュールからインポートします。以下に
⽰すのは、ライブラリモジュールの簡単な例です。

xquery version "1.0-ml"; 
module namespace hello = "helloworld"; 
 
declare function helloworld() 
{ 
  "hello world" 
};

このモジュールを c:/code/helloworld.xqy という名前でファイルに保存し、ファイルシ
ステムのルートが c:/code であるアプリケーションサーバーを使用する場合は、以下に
⽰すように、このモジュールをメインモジュールまたはライブラリモジュール内でイン
ポートして、関数として呼び出すことができます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace hw="helloworld" at "/helloworld.xqy"; 
 
hw:helloworld()

この XQuery プログラムは、このライブラリモジュールを helloworld という名前空間で
インポートし、その helloworld() 関数を評価します。

5.2 import/invoke/spawn の各パスを解決するルール
XQuery ライブラリモジュール内にある関数を呼び出すには、モジュールをその名前空
間でインポートする必要があります。MarkLogic サーバーでは、HTTP サーバーやアプ
リケーションサーバーがパスを解決する場合と同様の⽅法で、ライブラリパスを解決し
ます。また、xdmp:invoke または xdmp:spawn を使用してモジュールを実⾏する場合は、パ
スを使用してモジュールへのアクセスを指定します。これらのルールは、
xdmp:xslt-invoke 使用時の XSLT スタイルシートのパス、および <xsl:import> 命令にお
けるスタイルシートのインポートにも適用されます。

import/invoke/spawn 対象の XQuery モジュールは、以下のいずれかの場所に配置できま
す。

• Modules ディレクトリ内
• 呼び出しモジュールに対する相対ディレクトリ内
• アプリケーションサーバーのルート。これは、モジュールデータベース内の指定

されたディレクトリ（アプリケーションサーバーがモジュールデータベースに設
定されている場合）、またはファイルシステム上の指定されたディレクトリ（ア
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プリケーションサーバーがファイルシステム内でモジュールを検索するように設
定されている場合）です。 

import/invoke/spawn 式のパスは、以下のように解決されます。 

1. import/invoke/spawn のパスの先頭がスラッシュで始まる場合は、最初に Modules 
ディレクトリ内（Windows の場合は⼀般的に c:\Program Files\MarkLogic\Modules）
が検索されます。例えば以下のようになります。 

import module "foo" at "/foo.xqy"; 

この場合、名前空間 foo のモジュールファイルが 
c:\Program Files\MarkLogic\Modules\foo.xqy で検索されます。

2. import/invoke/spawn のパスの先頭がスラッシュで始まっていて、Modules ディレ
クトリでは⾒つからない場合は、アプリケーションサーバーのルートから検索が
開始されます。例えば、アプリケーションサーバーのルートが /home/mydocs/ の
場合に、以下の import について考えてみましょう。

import module "foo" at "/foo.xqy"; 

この場合、名前空間 foo のモジュールが /home/mydocs/foo.xqy で検索されます。 

ファイルシステムのルートの場合も、モジュールデータベースのルートの場合
も、アプリケーションサーバーのルートから検索が開始されることに注意してく
ださい。例えば、モジュールデータベースを持つアプリケーションサーバーが構
成されていて、そのルートが http://foo/ であるとします。

import module "foo" at "/foo.xqy";

この場合、名前空間 foo のモジュールが、URI http://foo/foo.xqy（アプリケー
ションサーバーのルートを foo.xqy の前に付加して解決される）のモジュール
データベース内で検索されます。

3. import/invoke/spawn のパスの先頭がスラッシュで始まっていない場合は、関数の
呼び出し元モジュールの場所が相対パスとして検索されます。例えば、
/home/mydocs/bar.xqy にあるモジュールに、以下の import ステートメントが含ま
れているとします。 

import module "foo" at "foo.xqy"; 

この場合、名前空間 foo のモジュールが /home/mydocs/foo.xqy で検索されます。
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ファイルシステムを使用するように設定されたアプリケーションサーバーの場合
も、モジュールデータベースを使用するように設定されたアプリケーションサー
バーの場合も、呼び出し元モジュールの場所から検索が開始されることに注意し
てください。例えば、モジュールデータベース内に存在する URI 
http://foo/bar.xqy のモジュールに以下の import ステートメントが含まれている
とします。
import module "foo" at "foo.xqy"; 

この場合、URI http://foo/foo.xqy のモジュールがモジュールデータベース内で
検索されます。

4. import/invoke/spawn のパスにスキームまたはネットワーク上の場所が含まれてい
る場合は、例外がスローされます。例えば以下のようになります。
import module "foo" at "http://foo/foo.xqy"; 

この場合、無効なパスの例外がスローされます。同様に、
import module "foo" at "c:/foo/foo.xqy"; 

この場合も、無効なパスの例外がスローされます。

5.3 モジュールのキャッシュ処理に関する注意事項
XQuery モジュール（または XSLT ファイル）が MarkLogic サーバーで設定されている
アプリケーションサーバーのルートに格納されている場合は、初回アクセス時に解析さ
れてメモリ内にキャッシュされます。そのため、それ以降のモジュールへのアクセスは
⾼速になります。ただし、モジュールが更新されるとキャッシュは無効になるため、そ
のアプリケーションサーバーの各モジュールは、次回の評価時に再度解析する必要があ
ります。モジュールのキャッシュ処理は自動で⾏われるため、開発者にとって透過的で
す。ただし、モジュールの命名規則を考慮する場合は、次の点に注意してください。

• モジュールには、application/vnd.marklogic-xdmp または application/xslt+xml 
MIME タイプに対応したファイル拡張⼦を使用することをお勧めします。デフォ
ルトでは、xqy、xq、および xslt などの拡張⼦になります。また、Admin 画⾯の 
MIME タイプ設定を使用して、その他の拡張⼦をこれらの MIME タイプに追加
できます。

• application/vnd.marklogic-xdmp または application/xslt+xml に対応する MIME タ
イプ拡張⼦をモジュールで使用していない場合、そのようなモジュールに変更を
加えてもモジュールのキャッシュは無効になりません。そのため、適切な拡張⼦
を使用していないモジュールに加えられた変更を認識させるには、各ホストで
キャッシュを再ロードする必要があります（例えば、サーバーを再起動したり、
適切な拡張⼦を使用したモジュールを変更したりします）。
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5.4 インポートモジュールシナリオの例
例えば、以下のシナリオについて考えてみましょう。 

• ルートが c:/mydir に定義された HTTP サーバーがあります。
• c:/mydir/lib.xqy というファイルには、インポートする関数が含まれたライブラ

リモジュールがあります。ライブラリモジュールの内容は、以下のとおりです。 

xquery version "1.0-ml"; 
module namespace hw="http://marklogic.com/me/my-module";  
 
declare function hello() 
{ 
"hello" 
}; 

• c:/mydir/main.xqy というファイルには、上記のライブラリモジュールから関数を
インポートする XQuery メインモジュールが含まれています。このコードは、以
下のようになります。 

xquery version "1.0-ml"; 
 
declare namespace my="http://marklogic.com/me/my-module"; 
import module "http://marklogic.com/me/my-module" at "lib.xqy";  
 
my:hello() 

ライブラリモジュール lib.xqy は、アプリケーションサーバーのルートに対して相対的
（この場合は c:/mydir に相対的）になります。
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6.0  ライブラリサービスアプリケーション
102

この章では、ライブラリサービスを使用する⽅法について説明します。ライブラリサー
ビスを使用すると、コンテンツ管理システム（CMS）と同様の⽅法を使用して、バー
ジョン管理されたコンテンツを MarkLogic サーバーで作成および管理できます。この章
は、以下のセクションで構成されています。

• ライブラリサービスを理解する
• ライブラリサービスを使用してアプリケーションを構築する
• 必須の range 要素インデックス

• Library Services API

• ライブラリサービスアプリケーションのセキュリティ上の考慮事項
• トランザクションとライブラリサービス
• ドキュメントを管理対象バージョンとして設定する
• 管理対象ドキュメントをチェックアウトする
• 管理対象ドキュメントをチェックインする
• 管理対象ドキュメントを更新する
• 保持ポリシーを定義する
• ライブラリサービスでモジュラードキュメントを管理する

6.1 ライブラリサービスを理解する
ライブラリサービスを使用すると、管理対象ドキュメントのバージョンを MarkLogic 
サーバーで作成および管理できます。管理対象ドキュメントへのアクセスは、チェック
アウト / チェックインモデルを使用して制御します。そのため、ドキュメントに対して
更新操作を実⾏するには、まず管理対象ドキュメントをチェックアウトする必要があり
ます。チェックアウトされたドキュメントを更新できるのは、チェックアウトしたユー
ザーだけです。別のユーザーがそのドキュメントを更新するには、いったんドキュメン
トをチェックインしてから、更新を実⾏するユーザーがチェックアウトする必要があり
ます。 

注：  ドキュメントをバージョン管理するには、管理対象ドキュメントをデータ
ベース内に格納する必要があります。ドキュメントが CPF アプリケー
ション（エンティティエンリッチメント、モジュラードキュメント、変
換、カスタム CPF アプリケーションなど）によって作成されている場合
は、CPF アプリケーションがライブラリサービスを使用してドキュメン
トをデータベースに挿⼊する場合に限り、ドキュメントがバージョン管理
されます。MarkLogic が提供する CPF アプリケーションは、デフォルトで
は管理対象ドキュメントを作成しません。
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ドキュメントのバージョン 1 は、そのドキュメントをライブラリサービスの管理対象と
して初めて設定した時点で作成されます。ドキュメントを更新するたびに、そのドキュ
メントの新しいバージョンが作成されます。更新されたドキュメントの古いバージョン
は、保持ポリシーに従って保持されます（「保持ポリシーを定義する」（90 ページ）を
参照）。

ライブラリサービスにはモジュラードキュメントを管理する機能が用意されているた
め、リンクされたドキュメントの複数のバージョンを作成および管理できます（「ライ
ブラリサービスでモジュラードキュメントを管理する」（97 ページ）を参照）。

以下の図は、典型的な管理対象ドキュメントのワークフローを⽰したものです。この例
では、ドキュメントがデータベースに追加され、ライブラリサービスの管理対象として
設定されています。この管理対象ドキュメントを Jerry がチェックアウトし、何回か更
新した後で、チェックインしました。その後、Elaine がその管理対象ドキュメントを
チェックアウトして更新し、チェックインしています。ドキュメントが更新されるたび
に、ドキュメントの古いバージョンは保持ポリシーに従ってパージされます。
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6.2 ライブラリサービスを使用してアプリケーションを構築する
Library Services API は、特定の⽇付またはバージョンを持つドキュメントの特定のドラ
フトを格納および抽出するアプリケーションを実装する基本的なツール群を提供しま
す。Library Services API は、MarkLogic サーバーの他の API と組み合わせて使用するこ
ともできます。これにより、構造化ワークフローやバージョン管理を実現したり、ド
キュメントを個々の管理対象コンポーネントに分割したりできます。セキュリティ API 
は、ユーザーのロールと責任をさまざまなドキュメントタイプおよびコレクションに関
連付ける機能を提供します。また、検索 API は強⼒なコンテンツ取得機能を提供しま
す。

ドキュメントを 

データベースに追加する

 ドキュメントを 

Jerry
ドキュメントを

ドキュメントを更新する ドキュメントを更新する ドキュメントを更新する

バージョン 2 バージョン 3 バージョン 4

バージョン 1

ドキュメントを
バージョン 4

管理する

ドキュメントを

ドキュメントを更新する

バージョン 5

バージョン 4

ドキュメントを
バージョン 6

ドキュメントを更新する

バージョン 6

Elaine

ライブラリサービス

チェックアウトする

チェックインする

チェックアウトする
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6.3 必須の range 要素インデックス
ライブラリサービスによって管理されているドキュメントを格納するデータベースにつ
いては、以下の表および図に⽰す range 要素インデックスを設定する必要があります。
各インデックスは、新しいデータベースを作成するときに自動的に設定されます。ただ
し、以前のリリースの MarkLogic サーバーで作成されたデータベースに対してライブラ
リサービスを有効にする場合は、そのデータベースに対して⼿動で設定する必要があり
ます。

scalar type namespace uri localname range value positions

dateTime http://marklogic.com/xdmp/dls created false

unsignedLong http://marklogic.com/xdmp/dls version-id false
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6.4 Library Services API

このセクションでは、Library Services API について説明します。以下のように構成され
ています。

• Library Services API のカテゴリ

• 管理対象ドキュメントの更新ラッパー関数

6.4.1 Library Services API のカテゴリ
ライブラリサービスの関数については、『MarkLogic XQuery and XSLT Function 
Reference』で説明しています。ライブラリサービスの関数は、次のカテゴリに分類さ
れます。

• ドキュメント管理関数。ドキュメントをバージョン管理の対象として設定した
り、バージョン管理に対してドキュメントをチェックイン / チェックアウトした
りする目的で使用します。使用⽅法については、「ドキュメントを管理対象バー
ジョンとして設定する」（87 ページ）、「管理対象ドキュメントをチェックアウト
する」（87 ページ）、および「管理対象ドキュメントをチェックインする」

（89 ページ）を参照してください。
• ドキュメント更新関数。ドキュメントのコンテンツとそのプロパティを更新する

目的で使用します。使用⽅法については、「管理対象ドキュメントを更新する」
（89 ページ）、および「管理対象ドキュメントの更新ラッパー関数」（84 ページ）
を参照してください。

• 保持ポリシー関数。特定のドキュメントバージョンがパージされるタイミングを
管理する目的で使用します。使用⽅法については、「保持ポリシーを定義する」

（90 ページ）を参照してください。
• XInclude 関数。リンクされたドキュメントを作成および管理する目的で使用しま

す。使用⽅法については、「ライブラリサービスでモジュラードキュメントを管
理する」（97 ページ）を参照してください。

• cts:query コンストラクタ関数。cts:search やライブラリサービスの XInclude 関
数によって使用されます。また、保持ルールを定義する場合にも使用します。使
用⽅法については、「保持ポリシーを定義する」（90 ページ）を参照してくださ
い。

6.4.2 管理対象ドキュメントの更新ラッパー関数
管理対象ドキュメントに対するすべての更新および削除操作は、Library Services API を
使用して実⾏する必要があります。Library Services API には、以下の「ラッパー」関数
が用意されています。これらのラッパー関数を使用することで、対応する XDMP 関数
を使用して非管理対象ドキュメントに対して実⾏する場合と同様の更新を管理対象ド
キュメントに対して実⾏できます。
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• dls:document-add-collections

• dls:document-add-permissions

• dls:document-add-properties

• dls:document-set-collections

• dls:document-set-permissions

• dls:document-set-properties

• dls:document-remove-properties

• dls:document-remove-permissions

• dls:document-remove-collections

• dls:document-set-property

• dls:document-set-quality

注：  ドキュメントでコレクションまたはプロパティの設定だけを変更しても、
そのような設定は、ドキュメントのチェックイン時にバージョン履歴では
維持されません。コレクションまたはプロパティに対する変更をバージョ
ン管理する場合は、ドキュメントのコンテンツも変更する必要がありま
す。

6.5 ライブラリサービスアプリケーションのセキュリティ上の考慮事項
ライブラリサービスアプリケーションで使用するために設計された事前定義済みのロー
ルは 2 つ用意されています。また、Library Services API が使用する内部ロールが 1 つ用
意されています。

• dls-admin ロール

• dls-user ロール

• dls-internal ロール

注：  管理対象ドキュメントをデータベースに挿⼊するときや、ライブラリサー
ビスアプリケーションをテストするときは、Admin ロールを使用してロ
グインしないでください。このような場合は、dls-user ロールを持つテス
トユーザーを作成し、そのユーザーに管理対象ドキュメントへのアクセス
に必要な各種権限を割り当てます。Query Console でコードをテストする
ときは、テストユーザーに qconsole-user ロールも割り当てる必要があり
ます。
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6.5.1 dls-admin ロール
dls-admin ロールは、ライブラリサービスアプリケーションの管理者に対して、Library 
Services API を使用するために必要なすべての権限を付与する目的で設計されています。
このロールには、保持ポリシーの挿⼊やチェックアウトの中⽌といった操作を実⾏する
ために必要なすべての権限が含まれています。そのため、dls-admin ロールは信頼でき
るユーザー（悪意を持っておらず、適切なトレーニングを受けており、正しい管理⼿続
きに従うことが予想されるユーザー）だけに付与してください。dls-admin ロールは、
ライブラリサービスアプリケーションの管理者に割り当てます。

6.5.2 dls-user ロール
dls-user ロールは、最⼩限の権限を持つロールです。このロールは、（dls-admin ユー
ザーではなく）ライブラリサービスアプリケーションの通常のユーザーが Library 
Services API でコードを実⾏できるようにする目的で使用します。ユーザーは、ドキュ
メントの更新権限を使用して、管理対象ドキュメントを管理、チェックアウト、および
チェックインできます。 

dls-user ロールには、Library Services API を実⾏するために必要な権限だけが含まれて
います。Library Services API のスコープ外の任意の関数を実⾏する権限はありません。
Library Services API では、上位の権限が必要とされる操作の管理を強化するメカニズム
として、dls-user ロールを使用しています。そのため、ライブラリサービスアプリケー
ションを使用してもかまわないユーザーには、このロールを割り当ててもそれほど危険
ではありません。dls-user ロールは、ライブラリサービスアプリケーションのすべての
ユーザーに割り当てます。

6.5.3 dls-internal ロール
dls-internal ロールは、Library Services API によって内部的に使用されるロールです。
このロールは、ユーザーやロールに明⽰的に付与しないでください。このロールは、
Library Services API の特定の関数のコンテキスト内で、権限を特別に強化する目的で使
用されます。このロールをユーザーに割り当てると、通常はシステム上でユーザーに持
たせたくない権限を付与してしまうことになります。このロールは、どのユーザーにも
割り当てないでください。

6.6 トランザクションとライブラリサービス
dls:document-checkout、dls:document-update、および dls:document-checkin の各関数は、
別々のトランザクションで実⾏する必要があります。同⼀のトランザクション内で
チェックアウト、更新、およびチェックインを実⾏するには、
dls:document-checkout-update-checkin 関数を使用します。
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6.7 ドキュメントを管理対象バージョンとして設定する
ドキュメントを管理対象バージョンとして設定するには、コンテンツデータベース内に
そのドキュメントを配置する必要があります。ドキュメントがデータベース内にある場
合は、dls-user ロールが割り当てられたユーザーが dls:document-manage 関数を使用する
ことで、そのドキュメントを管理対象として設定できます。また、
dls:document-insert-and-manage 関数を使用することで、データベースにドキュメントを
挿⼊することも、管理対象として設定することもできます。

管理対象ドキュメントを挿⼊する場合は、ドキュメントを管理することになるユーザー
に割り当てられているロールに対して、少なくとも読み取り権限および更新権限が指定
されている必要があります。権限が指定されていない場合は、管理対象ドキュメントを
挿⼊するユーザーのデフォルトの権限が適用されます。デフォルトの権限は、
xdmp:default-permissions 関数を呼び出して取得できます。以下の例に⽰すように、ド
キュメントにコレクションを追加する場合は、そのユーザーに unprotected-collections 
権限も割り当てられている必要があります。

例えば以下のクエリでは、新しいドキュメントがデータベースに挿⼊され、ライブラリ
サービスの管理対象として設定されます。このドキュメントを読み取りまたは更新でき
るのは、writer ロールや editor ロールが割り当てられていて、
http://marklogic.com/engineering/specs コレクションを読み取りおよび更新する権限を
持っているユーザーだけです。

(:Insert a new managed document into the database.:) 
xquery version "1.0-ml";

import module namespace dls = "http://marklogic.com/xdmp/dls"  
        at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:document-insert-and-manage( 
        "/engineering/beta_overview.xml", 
        fn:true(), 
        <TITLE>Project Beta Overview</TITLE>, 
        "Manage beta_overview.xml", 
        (xdmp:permission("writer", "read"), 
         xdmp:permission("writer", "update"),  
         xdmp:permission("editor", "read"), 
         xdmp:permission("editor", "update")), 
        ("http://marklogic.com/engineering/specs"))

6.8 管理対象ドキュメントをチェックアウトする
何らかの更新操作を実⾏する場合は、まず dls:document-checkout 関数を使用して管理対
象ドキュメントをチェックアウトする必要があります。例えば、beta_overview.xml ド
キュメントと、そこからリンクされたドキュメントをすべてチェックアウトするには、
以下のように指定します。
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xquery version "1.0-ml";

import module namespace dls = "http://marklogic.com/xdmp/dls"  
        at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:document-checkout( 
        "/engineering/beta_overview.xml",  
        fn:true(),  
        "Updating doc")

dls:document-checkout には、オプションで timeout パラメータを指定できます。このパ
ラメータでは、ドキュメントのチェックアウト状態を維持する期間（秒数）を指定しま
す。例えば、beta_overview.xml を 1 時間チェックアウトするには、以下のように指定し
ます。

dls:document-checkout( 
        "/engineering/beta_overview.xml",  
        fn:true(),  
        "Updating doc", 
        3600)

6.8.1 管理対象ドキュメントのチェックアウトステータスを表⽰する
チェックアウトされているドキュメントのステータスは、dls:document-checkout-status 
関数を使用して出⼒できます。例えば以下のようになります。

dls:document-checkout-status("/engineering/beta_overview.xml")

返される出⼒は、以下のようになります。
<dls:checkout xmlns:dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"> 
  <dls:document-uri>/engineering/beta_overview.xml</dls:document-uri> 
  <dls:annotation>Updating doc</dls:annotation> 
  <dls:timeout>0</dls:timeout> 
  <dls:timestamp>1240528210</dls:timestamp> 
  <sec:user-id xmlns:sec="http://marklogic.com/xdmp/security"> 
    10677693687367813363 
  </sec:user-id> 
</dls:checkout>

6.8.2 管理対象ドキュメントのチェックアウトを中⽌する
dls-admin ロールを持つユーザーは、dls:break-checkout を呼び出して、ドキュメントを

「チェックアウト解除」できます。例えば、ドキュメントをチェックアウトしたユー
ザーがその後別のプロジェクトへ異動になった場合は、管理者がそのドキュメントの
チェックアウトを中⽌して、他のユーザーがチェックアウトできるようにします。
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6.9 管理対象ドキュメントをチェックインする
ドキュメントの更新が完了したら、dls:document-checkin 関数を使用して、そのドキュ
メントと、そこからリンクされたドキュメントをすべてチェックインします。

dls:document-checkin( 
        "/engineering/beta_overview.xml",  
        fn:true() )

6.10 管理対象ドキュメントを更新する
既存の管理対象ドキュメントのコンテンツは、dls:document-update 関数を呼び出して置
換できます。ドキュメントのバージョンは、ドキュメントに対して dls:document-update 
関数を呼び出すたびに増加して、パージ操作が開始されます。これにより、保持ポリ
シーの対象とはならないすべてのバージョンが削除されます（「保持ポリシーを定義す
る」（90 ページ）を参照）。

注：  xdmp:node-replace などのノード更新関数を管理対象ドキュメントに対して
使用することはできません。ドキュメントに対する更新は、
dls:document-update 関数を呼び出す前に、メモリ内で実⾏する必要があり
ます。ドキュメントノードに対してメモリ内の更新を実⾏する⽅法につい
ては、「再帰 typeswitch 式を使用して XML 構造を変換する」（103 ページ）
を参照してください。

例えば、「Project Beta Overview」というドキュメントを更新するには、以下のように⼊
⼒します。

let $contents :=   
<BOOK> 
  <TITLE>Project Beta Overview</TITLE> 
  <CHAPTER> 
    <TITLE>Objectives</TITLE> 
    <PARA> 
    The objective of Project Beta, in simple terms, is to corner 
    the widget market. 
    </PARA> 
  </CHAPTER> 
</BOOK> 

return 
    dls:document-update( 
       "/engineering/beta_overview.xml", 
       $contents, 
       "Roughing in the first chapter", 
       fn:true())

注：  dls:document-update 関数では、ドキュメントのコンテンツ全体が置換され
ます。
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6.11 保持ポリシーを定義する
「保持ポリシー」では、パージ操作の後にデータベースで保持されるドキュメントの
バージョンを指定します。保持ポリシーは、1 つ以上の「保持ルール」で構成されてい
ます。保持ポリシーを定義していない場合は、古いバージョンのドキュメントは⼀切保
持されません。 

このセクションでは、以下の内容を取り上げます。

• 管理対象ドキュメントのバージョンをパージする
• 保持ルールについて
• 保持ルールを作成する
• 特定のバージョンのドキュメントを保持する
• 複数の保持ルール
• 保持ルールを削除する

6.11.1 管理対象ドキュメントのバージョンをパージする 

管理対象ドキュメントを更新すると、そのたびにパージ操作が開始されます。パージ操
作では、保持ポリシーの対象とならないすべてのバージョンのドキュメントが削除され
ます。また、dls:purge を呼び出してすべてのドキュメントをパージしたり、
dls:document-purge を呼び出して特定の管理対象ドキュメントに対してパージを実⾏し
たりできます。

さらに、dls:purge または dls:document-purge を使用することで、保持ポリシーによって
削除される「予定の」ドキュメントを実際には削除せずに特定することもできます。こ
のオプションは、保持ルールを作成するときに役⽴ちます。例えば、保持ポリシーを変
更し、その結果削除されるドキュメントのバージョンを具体的に判断する場合は、以下
のコードを利用できます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:purge(fn:false(), fn:true())
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6.11.2 保持ルールについて
保持ルールでは、パージ操作によって保持されるドキュメントとそのバージョンを記述
します。dls:document-update または dls:document-extract-part を使用してドキュメント
の新しいバージョンを作成すると、保持ポリシーと⼀致しない古いバージョンのドキュ
メントがパージされます。

保持ルールを定義することで、複数のバージョンのドキュメントを維持したり、
cts-query 式に⼀致するドキュメントを維持したり、指定した期間にわたってドキュメ
ントを維持したりできます。保持ルール内の制約は、論理 AND で結合されます。その
ため、保持されるドキュメントのバージョンについては、保持ルール内のすべての式が
真になる必要があります。また、別の保持ルールを結合すると、結果として作成される
保持ポリシーは結合されたルールの OR になります（つまり、いずれかのルールに⼀致
する場合は、そのバージョンのドキュメントが保持されます）。複数のルールを組み合
わせた場合でも、処理の順序付けは発⽣しません。 

警告  保持ポリシーは、「保持される」対象を指定するものであって、パージさ
れる対象を指定するものではありません。そのため、保持ポリシーに⼀致
しないすべてのバージョンが削除されます。

6.11.3 保持ルールを作成する
保持ルールを作成するには、dls:retention-rule 関数を呼び出します。
dls:retention-rule-insert 関数を呼び出すと、1 つ以上の保持ルールがデータベースに
挿⼊されます。

例えば以下の保持ルールでは、空の cts:and-query 関数がすべてのドキュメントに⼀致
するため、すべてのドキュメントのすべてのバージョンが保持されます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-insert( 
dls:retention-rule( 
    "All Versions Retention Rule", 
    "Retain all versions of all documents", 
    (), 
    (), 
    "Locate all of the documents", 
    cts:and-query(()) ) )
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以下の保持ルールでは、 /engineering/ ディレクトリにあるすべてのドキュメントの直
近 5 バージョンが保持されます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-insert( 
dls:retention-rule( 
    "Engineering Retention Rule", 
    "Retain the five most recent versions of Engineering docs", 
    5, 
    (), 
    "Locate all of the Engineering documents", 
    cts:directory-query("/engineering/", "infinity") ) )

以下の保持ルールでは、作成者が Jim で、「Project Alpha」というタイトルの技術ドキュ
メントのうち直近 3 バージョンが保持されます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-insert( 
dls:retention-rule( 
    "Project Alpha Retention Rule", 
    "Retain the three most recent engineering documents with 
     the title ‘Project Alpha’ and authored by Jim.", 
    3, 
    (), 
    "Locate the engineering docs with 'Project Alpha' in the  
     title authored by Jim", 
    cts:and-query(( 
       cts:element-word-query(xs:QName("TITLE"), "Project Alpha"), 
       cts:directory-query("/engineering/", "infinity"), 
       dls:author-query(xdmp:user("Jim")) )) ) )
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以下の保持ルールでは、「specs」コレクション内にある 30 ⽇未満のドキュメントのう
ち直近 5 バージョンが保持されます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-insert( 
dls:retention-rule( 
    "Specs Retention Rule", 
    "Keep the five most recent versions of documents in the ‘specs’ 
    collection that are 30 days old or newer", 
    5, 
    xs:duration("P30D"), 
    "Locate documents in the 'specs' collection", 
    cts:collection-query("http://marklogic.com/documents/specs") ) )

6.11.4 特定のバージョンのドキュメントを保持する
dls:document-version-query および dls:as-of-query コンストラクタ関数を保持ルール
内で使用すると、ドキュメントの「スナップショット」を保持できます。スナップ
ショットとは、ある時点での状態が保たれたイメージです。単⼀のスナップショット
が、特定の時点の特定のバージョンのドキュメントまたは複数のドキュメントを表す場
合もあります。

例えば、以下の保持ルールでは、2009 年 4 ⽉ 23 ⽇の午後 5：00 より前に作成された、
技術ドキュメントの最新バージョンが保持されます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls" 
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-insert( 
dls:retention-rule( 
    "Draft 1 of the Engineering Docs", 
    "Retain each engineering document that was update before 
     5:00pm, 4/23/09", 
    (), 
    (), 
    (), 
    cts:and-query(( 
       cts:directory-query("/documentation/", "infinity"), 
       dls:as-of-query(xs:dateTime("2009-04-23T17:00:00-07:00")) )) ))

技術ドキュメントのスナップショットを 2 つ保持する場合は、別の cts:or-query 関数が
含まれた保持ルールを追加できます。例えば以下のようになります。

cts:and-query(( 
    cts:directory-query("/documentation/", "infinity"), 
    dls:as-of-query(xs:dateTime("2009-25-12T09:00:01-07:00")) ))
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6.11.5 複数の保持ルール
組織によっては、複数の保持ルールを作成することに意味があります。例えば、
Engineering グループと Documentation グループがデータベースを共有し、それぞれの組
織で独自の保持ルールを作成し管理できます。 

以下に⽰す 2 つのルールについて考えてみましょう。1 つめのルールでは、
/engineering/ ディレクトリにあるすべてのドキュメントの直近 5 バージョンが保持さ
れます。また、2 つめのルールでは、/documentation/ ディレクトリにあるすべてのド
キュメントの直近 10 バージョンが保持されます。これら 2 つのルールの OR 演算の結
果は個々のルールの意図には影響せず、それぞれのルールは他⽅とは無関係に更新でき
ます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-insert(( 
dls:retention-rule( 
    "Engineering Retention Rule", 
    "Retain the five most recent versions of Engineering docs", 
    5, 
    (), 
    "Apply to all of the Engineering documents", 
    cts:directory-query("/engineering/", "infinity") ), 

dls:retention-rule( 
    "Documentation Retention Rule", 
    "Retain the ten most recent versions of the documentation", 
    10, 
    (), 
    "Apply to all of the documentation", 
    cts:directory-query("/documentation/", "infinity") ) ))
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前述のとおり、複数の保持ルールを作成することで、それぞれの保持ルールの論理 OR 
が定義されるため、同じドキュメントセットに対して目的の保持ポリシーを定義するた
めには、複数の保持ルールが必要になることがあります。 

例えば、すべての技術ドキュメントの直近 5 バージョンと、2009 年 4 ⽉ 24 ⽇の午前 
8：00 および 2009 年 5 ⽉ 12 ⽇の午前 9：00 よりも前に更新されたすべての技術ドキュ
メントを保持したいとします。目的の保持ポリシーを定義するには、以下のような 2 つ
の保持ルールが必要になります。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-insert(( 
dls:retention-rule( 
    "Engineering Retention Rule", 
    "Retain the five most recent versions of Engineering docs", 
    5, 
    (), 
    "Retain all of the Engineering documents", 
    cts:directory-query("/engineering/", "infinity") ),

dls:retention-rule( 
    "Project Alpha Retention Rule", 
    "Retain the engineering documents that were updated before 
     the review dates below.", 
    (), 
    (), 
    "Retain all of the Engineering documents updated before  
     the two dates", 
    cts:and-query(( 
      cts:directory-query("/engineering/", "infinity"), 
      cts:or-query(( 
        dls:as-of-query(xs:dateTime("2009-04-24T08:00:17.566-07:00")), 
        dls:as-of-query(xs:dateTime("2009-05-12T09:00:01.632-07:00")) 
        )) 
     )) ) ))
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上記 2 つの保持ルールによる論理 OR 結合と、単⼀ルール内での論理 AND との違いを
理解することが重要です。例えば、上記 2 つの保持ルールの OR 結合の結果は、以下に
⽰す単⼀ルールと同じ結果にはなりません。以下の単⼀ルールの場合は、直近 5 バー
ジョンの保持と特定時点のバージョンの保持を AND 結合した結果になります。この
ルールの最終的な結果では、直近 5 バージョンが保持されるのではなく、特定時点の
バージョンのうち直近 5 バージョンに含まれるものだけが保持されます。そのため、直
近 5 ドキュメントのリビジョンが特定時点の⽇付を過ぎてしまい、AND ロジックが真
ではなくなると、実効性のある保持ポリシーがなくなるため、どのバージョンのドキュ
メントも保持されなくなります。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-insert( 
dls:retention-rule( 
    "Project Alpha Retention Rule", 
    "Retain the 5 most recent engineering documents", 
    5, 
    (), 
    "Retain all of the Engineering documents updated before  
     the two dates", 
    cts:and-query(( 
      cts:directory-query("/engineering/", "infinity"), 
      cts:or-query(( 
        dls:as-of-query(xs:dateTime("2009-04-24T08:56:17.566-07:00")), 
        dls:as-of-query(xs:dateTime("2009-05-12T08:59:01.632-07:00")) 
       )) )) ) )

6.11.6 保持ルールを削除する
保持ルールは、dls:retention-rule-remove 関数を使用して削除できます。例えば、

「Project Alpha Retention Rule」を削除するには、以下のコードを使用します。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-remove("Project Alpha Retention Rule")

データベース内のすべての保持ルールを削除するには、次のコードを使用します。
xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

dls:retention-rule-remove(fn:data(dls:retention-rules("*")//dls:name))
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6.12 ライブラリサービスでモジュラードキュメントを管理する
「モジュラードキュメントアプリケーションでコンテンツを再利用する」（168 ページ）
で説明されているように、1 つ以上のリンクされたドキュメントに格納されているコン
テンツから、モジュラードキュメントを作成できます。このセクションでは、以下の内
容を取り上げます。

• 管理対象モジュラードキュメントを作成する
• 管理対象モジュラードキュメントを展開する
• モジュラードキュメントのバージョンを管理する

6.12.1 管理対象モジュラードキュメントを作成する
「モジュラードキュメントアプリケーションでコンテンツを再利用する」（168 ページ）
で説明されているように、1 つ以上のリンクされたドキュメントに格納されているコン
テンツから、モジュラードキュメントを作成できます。dls:document-extract-part 関数
には、管理対象モジュラードキュメントを作成するための簡潔なメソッドが用意されて
います。この関数は、管理対象ドキュメントから⼦要素を抽出し、その⼦要素を新しい
管理対象ドキュメントに配置して、抽出した⼦要素を XInclude 参照で置換します。

例えば、以下の関数呼び出しにより、「Project Beta Overview」ドキュメントの Chapter 1 
が抽出されます。

dls:document-extract-part("/engineering/beta_overview_chap1.xml",  
    fn:doc("/engineering/beta_overview.xml")//CHAPTER[1],  
    "Extracting Chapter 1", 
    fn:true() )

これにより /engineering/beta_overview.xml のコンテンツは、以下のようになります。

<BOOK> 
  <TITLE>Project Beta Overview</TITLE> 
  <xi:include href="/engineering/beta_overview_chap1.xml"/> 
</BOOK>

また、/engineering/beta_overview_chap1.xml のコンテンツは、以下のようになります。

<CHAPTER> 
  <TITLE>Objectives</TITLE> 
  <PARA> 
   The objective of Project Beta, in simple terms, is to corner 
   the widget market. 
  </PARA> 
</CHAPTER>
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注：  抽出された⼦要素を含む新たに作成された管理対象ドキュメントは、初期
状態でチェックインされているため、更新を加えるには、まずチェックア
ウトする必要があります。

同⼀のドキュメントに対して dls:document-extract-part 関数を呼び出せるのは、トラン
ザクション内で 1 回だけです。ただし、同⼀のドキュメントから複数の要素を抽出し、
それらの各要素を XInclude ステートメントで置換しなければならない場合もあります。
例えば以下のクエリでは、「Project Beta Overview」ドキュメントのすべての章に対して
別々のドキュメントが作成され、それぞれが XInclude ステートメントで置換されます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

declare namespace xi="http://www.w3.org/2001/XInclude";

let $includes := for $chap at $num in 
   doc("/engineering/beta_overview.xml")/BOOK/CHAPTER

return ( 
   dls:document-insert-and-manage( 
     fn:concat("/engineering/beta_overview_chap", $num, ".xml"), 
     fn:true(), 
     $chap),

   <xi:include href="/engineering/beta_overview_chap{$num}.xml" 
    xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"/> 
  )

let $contents :=  
   <BOOK> 
      <TITLE>Project Beta Overview</TITLE> 
      {$includes} 
   </BOOK>

return 
   dls:document-update( 
      "/engineering/beta_overview.xml", 
      $contents, 
      "Chapters are XIncludes", 
      fn:true() )

このクエリによって、以下のような「Project Beta Overview」ドキュメントが⽣成され
ます。

<BOOK> 
   <TITLE>Project Beta Overview</TITLE> 
   <xi:include href="/engineering/beta_overview_chap1.xml" 
    xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"/> 
   <xi:include href="/engineering/beta_overview_chap1.xml" 
    xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"/> 
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   <xi:include href="/engineering/beta_overview_chap2.xml" 
    xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"/> 
</BOOK>

6.12.2 管理対象モジュラードキュメントを展開する
モジュラードキュメントを「展開」することで、ノード全体、リンクされたノードを含
めたすべて、または特定のリンクされたノードを表⽰できます。モジュラードキュメン
トを展開するには dls:node-expand を使用し、モジュラードキュメント内のリンクされ
たノードを展開するには dls:link-expand を使用します。

注：  dls:node-expand 関数を使用して、バージョン管理されている特定のドキュ
メントへの XInclude リンクが含まれたドキュメントを展開する場合は、
$restriction パラメータを空シーケンスとして指定します。

例えば、展開された beta_overview.xml ドキュメントを返すには、以下のコードを使用
できます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

let $node := fn:doc("/engineering/beta_overview.xml")

return dls:node-expand($node, ())

また、beta_overview.xml ドキュメント内で最初にリンクされているノードを返すには、
以下のコードを使用できます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

declare namespace xi="http://www.w3.org/2001/XInclude";

let $node := fn:doc("/engineering/beta_overview.xml")

return dls:link-expand( 
               $node,  
               $node/BOOK/xi:include[1],  
               () )

dls:node-expand および dls:link-expand 関数では、cts:query コンストラクタを指定する
ことで、展開されるドキュメントのバージョンを制限できます。例えば、2009 年 4 ⽉ 6 
⽇の午後 1：30 より前に作成された「Project Beta Overview」ドキュメントの最新バー
ジョンを展開するには、以下のコードを使用できます。
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xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

let $node := fn:doc("/engineering/beta_overview.xml")

return dls:node-expand( 
         $node,  
         dls:as-of-query( 
            xs:dateTime("2009-04-06T13:30:33.576-07:00")) )

6.12.3 モジュラードキュメントのバージョンを管理する
リンクされたドキュメントに対してさまざまなバージョンを作成できるように、ライブ
ラリサービスではモジュラードキュメントを管理できるようになっています。モジュ
ラードキュメントのリンクされたドキュメントが更新される場合は、ノード全体の定期
的なスナップショットを作成できます。 

例えば「管理対象モジュラードキュメントを作成する」（97 ページ）に⽰すように、
「Project Beta Overview」ドキュメントは、別々のドキュメントとしてリンクされている 
3 つの章で構成されています。以下のクエリを実⾏することで、各章の最新バージョン
のスナップショットが作成され、バージョン管理されている章が含まれた新しいバー
ジョンの「Project Beta Overview」ドキュメントが作成されます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace dls="http://marklogic.com/xdmp/dls"  
              at "/MarkLogic/dls.xqy";

declare namespace xi="http://www.w3.org/2001/XInclude";

(:For each chapter in the document, get the URI :) 
let $includes :=  
  for $chap at $num in doc("/engineering/beta_overview.xml") 
//xi:include/@href

(:Get the latest version of each chapter :) 
let $version_number := 
  fn:data(dls:document-history($chap)//dls:version-id)[last()]

let $version :=  dls:document-version-uri($chap, $version_number)

(:Create an XInclude statement for each versioned chapter :) 
  return 
    <xi:include href="{$version}"/>

(:Update the book with the versioned chapters :) 
let $contents :=  
  <BOOK> 
    <TITLE>Project Beta Overview</TITLE> 
    {$includes} 
  </BOOK>
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return 
  dls:document-update( 
    "/engineering/beta_overview.xml", 
    $contents, 
    "Latest Draft", 
    fn:true() )

上記のクエリの結果として、以下のような新しいバージョンの「Project Beta Overview」
ドキュメントが作成されます。

<BOOK> 
  <TITLE>Project Beta Overview</TITLE> 
  <xi:include 
href="/engineering/beta_overview_chap1.xml_versions/4-beta_overview_ 
chap1.xml" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"/> 
  <xi:include 
href="/engineering/beta_overview_chap2.xml_versions/3-beta_overview_ 
chap2.xml" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"/> 
  <xi:include 
href="/engineering/beta_overview_chap3.xml_versions/3-beta_overview_ 
chap3.xml" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"/> 
</BOOK>

注：  dls:node-expand 関数を使用して、バージョン管理されている特定のドキュ
メントへの XInclude リンクが含まれたモジュラードキュメントを展開す
る場合は、$restriction パラメータを空シーケンスとして指定します。
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また、リンクされたドキュメントのうち、バージョンが異なるもので構成されたモジュ
ラードキュメントを作成することもできます。例えば以下の図において、Doc R.xml, 
Version 1 は以下のコンテンツで構成されています。

• Doc A.xml, Version 1

• Doc B.xml, Version 2

• Doc C.xml, Version 2

⼀⽅、Doc R.xml, Version 2 は以下のコンテンツで構成されています。

• Doc A.xml, Version 2

• Doc B.xml, Version 2

• Doc C.xml, Version 3

A.xml B.xml C.xml

バージョン
1

2

3

R.xml 

XInclude Doc A, Version 1

XInclude Doc B, Version 2

XInclude Doc C, Version 2

XInclude Doc A, Version 2

XInclude Doc B, Version 2

XInclude Doc C, Version 3

1

2

バージョン
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7.0  再帰 typeswitch 式を使用して XML 構造を変換する
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XML を使用するうえで必要となる⼀般的なタスクの 1 つが、ある構造を別の構造に変
換することです。この章では、XQuery の typeswitch 式を使用したデザインパターンに
ついて説明します。これにより、複雑な XML 変換を良好なパフォーマンスで簡単に実
⾏できるようになります。また、このようなデザインパターンを例として⽰すサンプル
もいくつか取り上げます。以下のセクションで構成されています。

• XML 変換

• XQuery 変換のサンプルコード

7.1 XML 変換
プログラマーにとって、ある XML 構造を別の構造に変換するタスクはよくあることで
す。そのような変換は、要素名を変更するといった非常に単純な変換から、XML 構造
の再形成や他のドキュメントまたはソースのコンテンツとの結合といった非常に複雑な
変換まで、多岐に渡ります。このセクションでは、XML 変換に関するいくつかの点に
ついて説明します。以下のように構成されています。

• XQuery と XSLT

• XHTML または XSL-FO に変換する

• typeswitch 式

7.1.1 XQuery と XSLT

変換では XSLT が使われるのが⼀般的であり、多くの場合は適切に動作します。ただ
し、変換のタイプによっては⽋点があり、特に大規模な XQuery アプリケーションの⼀
部となっている変換の場合は顕著に表れます。 

XQuery は強⼒なプログラミング⾔語ですが、MarkLogic サーバーを使用することでコ
ンテンツにすばやくアクセスできます。そのため、これら 2 つを組み合わせて変換に使
用することで⾼い効果が得られます。MarkLogic サーバーは、変換が必要なコンテンツ
を取得するために検索を必要とするような変換に最適です。例えば、元の XML 値と置
換する値を取得するために語彙検索を使用する変換が挙げられます。また、特定のコレ
クション内の作成者数を数えなければならない変換なども該当します。 

7.1.2 XHTML または XSL-FO に変換する
⼀般的な XML 変換では、ドキュメントを独自の XML 構造から HTML に変換します。
XQuery では XML が⽣成されるため、XHTML（HTML の XML バージョン）を返す 
XQuery プログラムは非常に簡単に記述できます。XHTML は、その大半が⼩⽂字のタ
グ名と属性名で構成された整形式の HTML です。そのため、XHTML を返す XQuery プ
ログラムはよく記述されています。 
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同様に、XSL-FO を返す XQuery プログラムも記述できます。XSL-FO は、PDF 出⼒を
構築する過程でよく使われています。XSL-FO も XML 構造であるため、XSL-FO 構造
の XML を返す XQuery も簡単に記述できます。

7.1.3 typeswitch 式
XQuery で変換を実⾏する⽅法は複数存在しますが、再帰関数で使用される typeswitch 
式は、簡潔でパフォーマンスのよいデザインパターンの 1 つであり、変換コードの変更
や管理が非常に簡単です。 

typeswitch 式の構⽂については、『XQuery and XSLT Reference Guide』の「The typeswitch 

Expression」を参照してください。case 句を使用すると、typeswitch への⼊⼒に対してテ
ストを実⾏して、何らかの結果を返すことができます。変換におけるテストとは、⼀般
的には「kind テスト」と呼ばれるテストを指します。kind テストでは、対象のノード
種別（例えば特定の QName を持つ要素ノード）を調べるテストが実⾏されます。テス
トが真を返した場合は、return 節のコードが実⾏されます。return 節には任意の 
XQuery を使用できるため、関数の呼び出しが可能です。 

XML は順序付きのツリー構造であるため、XML ノードを再帰的にウォークスルーする
関数を作成し、毎回何らかの変換をノードで実⾏してその⼦ノードを関数に送り返すこ
とができます。このようにして、XML ノードの構造やコンテンツを変換する便利なメ
カニズムが実現します。

7.2 XQuery 変換のサンプルコード
このセクションでは、typeswitch 式を使用したコード例をいくつか⽰します。各サンプ
ルコードは、カット＆ペーストして、アプリケーションサーバーに対して実⾏できま
す。さらに複雑な例が必要な場合は、Shakespeare Demo Application

（developer.marklogic.com/code）を参照してください。 

ここでは、以下の各サンプルを取り上げます。

• 単純な例
• cts:highlight を使用する単純な例

• XHTML への変換サンプル

• typeswitch デザインパターンを拡張する

http://developer.marklogic.com/code
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7.2.1 単純な例
以下のサンプルコードでは、⼊⼒ノードに対してわずかな変換が実⾏されますが、ここ
で⽰すのは基本的なデザインパターンです。このデザインパターンでは、typeswitch 式
の default 句によって、⼦ノードを元の関数に送り返すという単純な関数が呼び出され
ます。

xquery version "1.0-ml"; 
 
(:This is the recursive typeswitch function :) 
declare function local:transform($nodes as node()*) as node()* 
{ 
for $n in $nodes return 
typeswitch ($n) 
  case text() return $n 
  case element (bar) return <barr>{local:transform($n/node())}</barr> 
  case element (baz) return <bazz>{local:transform($n/node())}</bazz> 
  case element (buzz) return 
     <buzzz>{local:transform($n/node())}</buzzz> 
  case element (foo) return <fooo>{local:transform($n/node())}</fooo> 
  default return <temp>{local:transform($n/node())}</temp> 
}; 
 
let $x :=  
<foo>foo 
  <bar>bar</bar> 
  <baz>baz 
    <buzz>buzz</buzz> 
  </baz> 
  foo 
</foo> 
return 
local:transform($x)

この XQuery プログラムでは、以下の結果が返されます。

<fooo> 
  foo 
  <barr>bar</barr> 
  <bazz>baz 
    <buzzz>buzz</buzzz> 
  </bazz> 
  foo 
</fooo>
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7.2.2 cts:highlight を使用する単純な例
以下のサンプルコードは前の例とほぼ同じですが、変換結果に対して cts:highlight も
実⾏されます。このように cts:highlight を使用する⽅法は、検索結果を表⽰して 
cts:query 式と⼀致する語句を強調するようなときに便利です。cts:highlight の詳細に
ついては、『Search Developer’s Guide』の「Highlighting Search Term Matches」を参照してく
ださい。

xquery version "1.0-ml"; 
 
(:This is the recursive typeswitch function :) 
declare function local:transform($nodes as node()*) as node()* 
{ 
for $n in $nodes return 
typeswitch ($n) 
  case text() return $n 
  case element (bar) return <barr>{local:transform($n/node())}</barr> 
  case element (baz) return <bazz>{local:transform($n/node())}</bazz> 
  case element (buzz) return 
     <buzzz>{local:transform($n/node())}</buzzz> 
  case element (foo) return <fooo>{local:transform($n/node())}</fooo> 
  default return <booo>{local:transform($n/node())}</booo> 
}; 
 
let $x :=  
<foo>foo 
  <bar>bar</bar> 
  <baz>baz 
    <buzz>buzz</buzz> 
  </baz> 
  foo 
</foo> 
return 
cts:highlight(local:transform($x), cts:word-query("foo"),  
   <b>{$cts:text}</b>)

この XQuery プログラムでは、以下の結果が返されます。

<fooo> 
  <b>foo</b> 
  <barr>bar</barr> 
  <bazz>baz 
    <buzzz>buzz</buzzz> 
  </bazz> 
  <b>foo</b> 
</fooo>
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7.2.3 XHTML への変換サンプル
以下のサンプルコードでは、XML 構造から XHTML への非常に単純な変換が実⾏され
ます。前の例と同じデザインパターンを使用しますが、今回の XQuery コードには 
HTML マークアップが含まれています。

xquery version "1.0-ml"; 
declare default element namespace "http://www.w3.org/1999/xhtml"; 
 
(:This is the recursive typeswitch function :) 
declare function local:transform($nodes as node()*) as node()* 
{ 
for $n in $nodes return 
typeswitch ($n) 
  case text() return $n 
  case element (a) return local:transform($n/node()) 
  case element (title) return <h1>{local:transform($n/node())}</h1> 
  case element (para) return <p>{local:transform($n/node())}</p> 
  case element (sectionTitle) return 
      <h2>{local:transform($n/node())}</h2> 
  case element (numbered) return <ol>{local:transform($n/node())}</ol> 
  case element (number) return <li>{local:transform($n/node())}</li> 
  default return <tempnode>{local:transform($n/node())}</tempnode> 
}; 
 
let $x := 
<a> 
 <title>This is a Title</title> 
 <para>Some words are here.</para> 
 <sectionTitle>A Section</sectionTitle> 
 <para>This is a numbered list.</para> 
 <numbered> 
   <number>Install MarkLogic Server.</number> 
   <number>Load content.</number> 
   <number>Run very big and fast XQuery.</number> 
 </numbered> 
</a> 
return 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head><title>MarkLogic Sample Code</title></head> 
<body>{local:transform($x)}</body> 
</html>

これにより、以下の XHTML コードが返されます。
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head> 
    <title>MarkLogic Sample Code</title> 
  </head> 
<body> 
<h1>This is a Title</h1> 
<p>Some words are here.</p> 
<h2>A Section</h2> 
<p>This is a numbered list.</p> 
  <ol> 
      <li>Install MarkLogic Server.</li> 
      <li>Load content.</li> 
      <li>Run very big and fast XQuery.</li> 
  </ol> 
</body> 
</html>

このコードを HTTP アプリケーションサーバーに対して実⾏すると（例えばコードをア
プリケーションサーバー内のファイルにコピーして、ブラウザからそのページにアクセ
スすると）、以下の図のような結果が返ってきます。

この例では、typeswitch case ステートメントの return 節が単純化されていて、以下のよ
うに記述されている点に注目してください。

case element (sectionTitle) return <h2>{local:passthru($x)}</h2>

⼀般的な例では、return 節で関数を呼び出します。

case element (sectionTitle) return local:myFunction($x)
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関数では、任意の複雑なロジックを実⾏できます。通常は、各 case ステートメントで、
その要素で必要とされる変換⽅法に適したコードが含まれている関数を呼び出します。

7.2.4 typeswitch デザインパターンを拡張する
このデザインパターンは、上記の単純な例よりも複雑なさまざまな⽅法で拡張できま
す。例えば、これまでの例で⽰した単純な transform 関数に別のパラメータを追加する
こともできます。追加したパラメータを使用して、変換するノードに関するその他の情
報を渡します。 

例として、XML 階層内で出現する位置に基づいて、特定の要素を除外するような変換
を考えてみましょう。以下のコードの⼀部分で⽰されているように、渡される要素を除
外するようなロジックを関数に追加できます。

declare function transform($nodes as node()*, $excluded as element()*)  
  as node()* 
{ 
(:Test whether each node in $nodes is an excluded element, if so 
   return empty, otherwise run the typeswitch expression.  
:) 
for $n in $nodes return 
if ( some $node in $excluded satisfies $n ) 
then ( ) 
else ( typeswitch ($n) .....) 
};

このデザインパターンで使用できる拡張はこの他にも数多くあります。アプリケーショ
ンの要件に応じて、実⾏するロジックを決めてください。XQuery は強⼒なプログラミ
ング⾔語であるため、このようなタイプのデザインパターンは、新しい要件にも対応で
きる非常に優れた拡張性を持っています。
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8.0  ドキュメントおよびディレクトリのロック
114

この章では、ドキュメントおよびディレクトリのロックについて説明します。以下のセ
クションで構成されています。

• ロックの概要
• ロック API

• 例：ロックが設定されたドキュメントの URI を調べる

• 例：ドキュメントにロックを設定する
• 例：ドキュメントのロックを解放する
• 例：ロックを所有しているユーザーを調べる

8.1 ロックの概要
「ロック」は、ドキュメントおよびディレクトリごとに設定できます。ロックは、ロッ
クドキュメントとして MarkLogic サーバーデータベースに格納されます。ロックドキュ
メントは、関連付けられているドキュメントまたはディレクトリから独⽴して存在する
ことになります。ロックは、以下のように分類できます。

• 書き込みロック
• 持続的
• 検索可能
• 排他または共有
• 階層型
• ロックと WebDAV

• ロックのその他の用途

8.1.1 書き込みロック
書き込みロックをかけると、ロックを保持していないすべてのユーザーによる更新が制
限されます。ユーザーが排他ロックを保持している場合、他のユーザーはロックを保持
できないため、そのドキュメントを更新したり削除したりできなくなります。ロックが
設定されているドキュメントを更新または削除しようとすると、エラーが発⽣します。
ただし、ロックが設定されたドキュメントでも、他のユーザーによる読み取りは可能で
す。

8.1.2 持続的
このロックは、データベース内で持続的に機能します。トランザクションとは結び付け
られていません。ロックが持続する時間は設定可能ですが、無期限で持続するように設
定することもできます。持続的であるため、このロックを使用することで、複数トラン
ザクションの処理中にドキュメントが変更されないようにできます。
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8.1.3 検索可能
このロックは持続的な XML ドキュメントです。つまり、検索可能な XML ドキュメン
トであり、データベース内のロックに関する情報を取得するクエリを記述できます。例
については、「例：ロックが設定されたドキュメントの URI を調べる」（113 ページ）を
参照してください。

8.1.4 排他または共有
ロックを exclusive（排他）として設定した場合は、ロックを設定したユーザーだけが、
関連するデータベースオブジェクト（ドキュメント、ディレクトリ、またはコレクショ
ン）を更新できます。また、ロックを shared ( 共有 ) として設定した場合、他のユー
ザーはデータベースオブジェクトの共有ロックを取得できます。ユーザーがオブジェク
トの shared ロックを取得すると、そのオブジェクトを更新できるようになります。

8.1.5 階層型
ディレクトリをロックするときに、ロックするディレクトリ階層の深度を指定できま
す。"0" を指定すると、指定した URI だけがロックされます。"infinity" を指定すると、
その URI（例えばディレクトリ）とそのすべての⼦がロックされます。

8.1.6 ロックと WebDAV

WebDAV クライアントは、ドキュメントおよびディレクトリを更新する前に、ロック
を使用してロックします。ロックを使用するため、そのドキュメントの保存中は他のク
ライアントは変更できません。ロックの設定⽅法は、WebDAV クライアントの実装に
依存します。クライアントによっては、⼀定の期間後に期限切れになるようにロックを
設定したり、ドキュメントを明⽰的にロック解除しない限り持続するように設定したり
します。

8.1.7 ロックのその他の用途
どのようなアプリケーションでも、更新⼿法の⼀部としてロックを使用できます。例え
ば、30 秒間のロックを設定してからドキュメントまたはディレクトリの更新を実⾏す
るようなポリシーが考えられます。ロックは柔軟性が非常に⾼いため、利用する環境に
合わせてロックを活用したポリシーを設定することも、ロックをまったく使用しないよ
うにすることもできます。

データベースのドキュメントやディレクトリのすべてにロックを設定すると、結果的
に、そのロックを所有するユーザー以外はデータベース内でデータをまったく変更でき
なくなってしまう可能性があります。ロックを活用したアプリケーション開発技法とセ
キュリティ権限の使用を効果的に組み合わせることで、堅牢な複数ユーザー開発環境を
実現できます。
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8.2 ロック API

ロックには、基本的に 2 種類の API が用意されています。ロックを⽰す API と、ロッ
クを設定 / 解除する API です。このような API の詳細な構⽂については、オンラインの

『XQuery Built-In and Module Function Reference』を参照してください。

ロックを⽰す API は以下のとおりです。

• xdmp:document-locks

• xdmp:directory-locks

• xdmp:collection-locks

引数なしで xdmp:document-locks 関数を呼び出すと、ドキュメントのロックごとに 1 つず
つ、ロックのシーケンスが返されます。引数として URI のシーケンスを指定し、
xdmp:document-locks 関数を呼び出すと、指定したドキュメントのロックが返されます。
xdmp:directory-locks 関数を呼び出すと、指定したディレクトリ内にあるすべてのド
キュメントのロックが返されます。また、xdmp:collection-locks 関数を呼び出すと、指
定したコレクション内にあるドキュメントのすべてのロックが返されます。 

ディレクトリおよびドキュメントのロックを設定または解除するには、以下の関数を使
用します。

• xdmp:lock-acquire

• xdmp:lock-release

ドキュメントまたはディレクトリにロックを設定するには、xdmp:lock-acquire 関数を使
用してクエリをサブミットするのが基本的な⼿順です。このとき、URI、リクエストさ
れたロックのスコープ（exclusive または shared）、ロックの影響を受ける階層（その 
URI のみか、その URI とすべての⼦か）、ロックの所有者、ロックの期間を指定しま
す。

注：  ロックの owner（所有者）は、ロックの sec:user-id と同じではありませ
ん。owner は、xdmp:lock-acquire のオプションとして指定できます。所有
者が明⽰的に指定されていない場合、デフォルトの所有者は、ロックコマ
ンドを発⾏したユーザーの名前になります。例については、「例：ロック
を所有しているユーザーを調べる」（114 ページ）を参照してください。
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8.3 例：ロックが設定されたドキュメントの URI を調べる
ロックドキュメントに対して XQuery の xdmp:node-uri ビルトイン関数を呼び出すと、
ロックされているドキュメントの URI が返されます。以下のクエリでは、データベー
ス内でロックが設定されているすべてのドキュメントが URI のリストとしてまとめら
れたドキュメントが返されます。

<root> 
{ 
for $locks in xdmp:document-locks() 
return <document-URI>{xdmp:node-uri($locks)}</document-URI> 
} 
</root>

例えば、データベース内でロックが設定された唯⼀のドキュメントの URI が 
/document/myDocument.xml である場合、上記のクエリによって以下の結果が返されます。

<root> 
  <document-URI>/documents/myDocument.xml</document-URI> 
</root>

8.4 例：ドキュメントにロックを設定する
以下の例では、xdmp:lock-acquire 関数を使用して、指定した URI のドキュメントに対し
て 2 分間（120 秒間）のロックを設定します。

xdmp:lock-acquire("/documents/myDocument.xml", 
                   "exclusive", 
                   "0", 
                   "Raymond is editing this document", 
                   xs:unsignedLong(120))

結果として⽣成されるロックドキュメントは、以下のように xdmp:document-locks 関数を
使用して表⽰できます。

xdmp:document-locks("/documents/myDocument.xml") 
 
=> 
 
<lock:lock xmlns:lock="http://marklogic.com/xdmp/lock"> 
  <lock:lock-type>write</lock:lock-type> 
  <lock:lock-scope>exclusive</lock:lock-scope> 
  <lock:active-locks> 
    <lock:active-lock> 
      <lock:depth>0</lock:depth> 
      <lock:owner>Raymond is editing this document</lock:owner> 
      <lock:timeout>120</lock:timeout> 
      <lock:lock-token> 
       http://marklogic.com/xdmp/locks/4d0244560cc3726c 
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      </lock:lock-token> 
      <lock:timestamp>1121722103</lock:timestamp> 
      <sec:user-id xmlns:sec="http://marklogic.com/xdmp/security"> 
         8216129598321388485 
      </sec:user-id> 
    </lock:active-lock> 
  </lock:active-locks> 
</lock:lock>

8.5 例：ドキュメントのロックを解放する
以下の例では、xdmp:lock-release 関数を使用して、ドキュメントのロックを明⽰的に解
除します。

xdmp:lock-release("/documents/myDocument.xml")

タイムアウト期間なしのロックを設定した場合は、処理の終了時に必ずロックを解除し
てください。ロックを解除しないと、他のユーザーは xdmp:lock-acquire アクションに
よってロックされたドキュメントまたはディレクトリを更新できません。

8.6 例：ロックを所有しているユーザーを調べる
ロックはドキュメントであるため、ロックを所有しているユーザーを調べるクエリを記
述できます。例えば、以下のクエリではロックドキュメントの sec:user-id 要素が検索
され、URI 名と各ロックを所有しているユーザーのユーザー ID が返されます。

for $x in xdmp:document-locks()//sec:user-id 
return  <lock> 
           <URI>{xdmp:node-uri($x)}</URI> 
           <user-id>{data($x)}</user-id> 
        </lock>

結果の例は、以下のとおりです（この結果では、データベース内にロックが 1 つしかな
いことを想定しています）。

<lock>  
  <URI>/documents/myDocument.xml</URI>  
  <user-id>15025067637711025979</user-id>  
</lock>
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9.0  プロパティドキュメントとディレクトリ
130

この章では、MarkLogic サーバーのプロパティドキュメントとディレクトリについて説
明します。以下のセクションで構成されています。

• プロパティドキュメント
• ドキュメント処理のプロパティを使用する
• ディレクトリ
• プロパティとディレクトリの権限
• 例：ディレクトリとドキュメントブラウザ

9.1 プロパティドキュメント
「プロパティドキュメント」とは、データベース内のドキュメントと同じ URI を共有す
る XML ドキュメントです。各ドキュメントには対応するプロパティドキュメントを設
定できますが、プロパティドキュメントが作成されるのはプロパティの作成時だけで
す。⼀般的にプロパティドキュメントは、対応するドキュメントに関連するメタデータ
を格納する目的で使用されますが、プロパティドキュメントのスキーマに準拠している
限り、どのような XML データでもプロパティドキュメントに格納できます。プロパ
ティドキュメントを作成する場合、ドキュメントを所定の URI に配置しておくのが⼀
般的ですが、単⼀のトランザクションでドキュメントを作成し、そのドキュメントにプ
ロパティを追加することもできます。また、ドキュメントが存在しないプロパティを作
成することも可能です。プロパティドキュメントは、対応するドキュメントとは別のフ
ラグメントに格納されます。このセクションでは、プロパティドキュメントと、アクセ
スに使用する API について説明します。以下のサブセクションで構成されています。

• プロパティドキュメントの名前空間とスキーマ
• プロパティドキュメント用の API

• XPath プロパティ軸

• 保護されているプロパティ
• プロパティドキュメント要素の要素インデックスを作成する
• プロパティドキュメントのサンプル
• スタンドアロンのプロパティドキュメント

9.1.1 プロパティドキュメントの名前空間とスキーマ
プロパティドキュメントは、properties.xsd スキーマに準拠する XML ドキュメントで
す。properties.xsd スキーマは、インストール時に <install_dir>/Config ディレクトリに
コピーされます。
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properties スキーマには prop 名前空間プレフィックスが割り当てられおり、サーバーで
事前に定義されています。

http://marklogic.com/xdmp/property

properties.xsd スキーマは、以下に⽰すとおりです。

<xs:schema targetNamespace="http://marklogic.com/xdmp/property" 
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema XMLSchema.xsd 
                     http://marklogic.com/xdmp/security security.xsd" 
 xmlns="http://marklogic.com/xdmp/property" 
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:sec="http://marklogic.com/xdmp/security"> 
 
  <xs:complexType name="properties"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation> 
        A set of document properties. 
      </xs:documentation> 
      <xs:appinfo> 
      </xs:appinfo> 
    </xs:annotation> 
    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:any/> 
    </xs:choice> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:element name="properties" type="properties"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation> 
        The container for properties. 
      </xs:documentation> 
      <xs:appinfo> 
      </xs:appinfo> 
    </xs:annotation> 
  </xs:element> 
 
  <xs:simpleType name="directory"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation> 
        A directory indicator. 
      </xs:documentation> 
      <xs:appinfo> 
      </xs:appinfo> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:anySimpleType"> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:element name="directory" type="directory"> 
    <xs:annotation> 
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      <xs:documentation> 
        The indicator for a directory. 
      </xs:documentation> 
      <xs:appinfo> 
      </xs:appinfo> 
    </xs:annotation> 
  </xs:element> 
 
  <xs:element name="last-modified" type="last-modified"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation> 
        The timestamp of last document modification. 
      </xs:documentation> 
      <xs:appinfo> 
      </xs:appinfo> 
    </xs:annotation> 
  </xs:element> 
 
  <xs:simpleType name="last-modified"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation> 
        A timestamp of the last time something was modified. 
      </xs:documentation> 
      <xs:appinfo> 
      </xs:appinfo> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:dateTime"> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
</xs:schema>

9.1.2 プロパティドキュメント用の API

プロパティドキュメント用の API は、プロパティドキュメントでプロパティをリスト
表⽰、追加、および設定できる XQuery 関数です。プロパティ API は、プロパティド
キュメントの最上位要素へのアクセスを提供します。プロパティは XML 要素であるた
め、XPath を使用して最上位のプロパティ要素の⼦またはその⼦孫に移動できます。プ
ロパティドキュメントは、対応するドキュメントと関連付けられていて、URI を共有し
ています。そのため、ドキュメントを削除すると、そのプロパティドキュメントも削除
されます。
プロパティドキュメントのアクセスおよび操作に利用できる API は次のとおりです。

• xdmp:document-properties

• xdmp:document-add-properties

• xdmp:document-set-properties

• xdmp:document-set-property

• xdmp:document-remove-properties

• xdmp:document-get-properties
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• xdmp:collection-properties

• xdmp:directory

• xdmp:directory-properties

これらの API のシグネチャおよび説明については、『MarkLogic XQuery and XSLT 
Function Reference』を参照してください。

9.1.3 XPath プロパティ軸
MarkLogic では、「プロパティ軸」を含めるように XPath（XQuery と XSLT の両⽅で利
用可能）が拡張されています。プロパティ軸（property::）を使用すると、指定した 
URI のプロパティドキュメント内の項目を検索する XPath 式を記述できます。このよう
な XPath 式では、ドキュメントやプロパティ軸間での結合を実⾏できます。これは、プ
ロパティにドキュメントの状態情報を格納するときに役⽴ちます。このアプローチの詳
細については、「ドキュメント処理のプロパティを使用する」（121 ページ）を参照して
ください。

プロパティ軸は、XPath 式のフォワード軸やリバース軸と似ています。例えば child:: 
フォワード軸を使用すると、ドキュメント内の⼦要素を⾛査できます。XPath 軸の詳細
については、XPath 2.0 の仕様および『XQuery and XSLT Reference Guide』の「XPath Quick 

Reference」を参照してください。

プロパティ軸には、指定した URI のプロパティドキュメントノードの⼦がすべて含ま
れています。

次の例では、ドキュメントをクエリするときにプロパティ軸を使用して、そのドキュメ
ントのプロパティにアクセスする⽅法を⽰します。

テストドキュメントを以下のように作成します。
xdmp:document-insert("/test/123.xml", 
  <test> 
    <element>123</element> 
  </test>)

/test/123.xml ドキュメントのプロパティドキュメントにプロパティを追加します。

xdmp:document-add-properties("/test/123.xml",  
  <hello>hello there</hello>)

http://www.w3.org/TR/2003/WD-xpath20-20030502/#axes
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/test/123.xml ドキュメントのプロパティをリスト表⽰すると、先ほど追加したプロパ
ティが表⽰されます。

xdmp:document-properties("/test/123.xml") 
=> 
<prop:properties xmlns:prop="http://marklogic.com/xdmp/property"> 
  <hello>hello there</hello> 
</prop:properties>

これで、/test/123.xml ドキュメントのプロパティ軸を使用して、以下のように検索でき
るようになります。

doc("test/123.xml")/property::hello 
=> 
<hello>hello there</hello>

9.1.4 保護されているプロパティ
以下のプロパティは保護されています。これらのプロパティを作成または変更できるの
はシステムだけです。

• prop:directory

• prop:last-modified

これらのプロパティは、MarkLogic サーバーが直接使用するために予約されています。
同じ名前のプロパティを追加または削除しようとすると、例外となり失敗します。

9.1.5 プロパティドキュメント要素の要素インデックスを作成する
プロパティドキュメントは XML ドキュメントであるため、プロパティドキュメント内
の要素には要素（レンジ）インデックスを作成できます。例えば、プロパティドキュメ
ントに対応するドキュメントの数値または⽇付のメタデータを格納する目的でプロパ
ティを使用する場合は、要素インデックスを作成することで、メタデータにアクセスす
るクエリの速度を上げることができます。

9.1.6 プロパティドキュメントのサンプル
プロパティドキュメントは、「プロパティドキュメントの名前空間とスキーマ」

（115 ページ）で説明されているスキーマに準拠する XML ドキュメントです。プロパ
ティドキュメントのコンテンツをリスト表⽰するには、xdmp:document-properties 関数を
使用します。指定した URI にプロパティドキュメントがない場合、この関数からは空
のシーケンスが返されます。ディレクトリのプロパティドキュメントには、空の 
prop:directory 要素が 1 つ格納されています。例えば、URI http://myDirectory/ にディ
レクトリが存在する場合、xdmp:document-properties コマンドからは、以下のようなプロ
パティドキュメントが返されます。
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xdmp:document-properties("http://myDirectory/") 
=> 
<prop:properties xmlns:prop="http://marklogic.com/xdmp/property"> 
  <prop:directory/> 
</prop:properties>

プロパティドキュメントには、どのような情報でも追加できます（ただし properties ス
キーマに準拠している必要があります）。関数 xdmp:document-properties を引数なしで実
⾏すると、データベース内のすべてのプロパティドキュメントのシーケンスが返されま
す。

9.1.7 スタンドアロンのプロパティドキュメント
通常、プロパティドキュメントは、対応するドキュメント（URI を共有）とともに作成
されます。ただし、対応するドキュメントのない URI でもプロパティドキュメントを
作成できます。このようなプロパティドキュメントは、スタンドアロンのプロパティド
キュメントと呼ばれます。スタンドアロンのプロパティドキュメントを作成するには、
xdmp:document-add-properties または xdmp:document-set-properties API を使用します。ま
た、オプションで xdmp:document-set-permissions、xdmp:document-set-collections、また
は xdmp:document-set-quality API を使用して、プロパティドキュメントの権限、コレク
ション、クオリティをそれぞれ設定します。 

以下の例では、プロパティドキュメントを作成して権限を設定します。
xquery version "1.0-ml"; 
 
xdmp:document-set-properties("/my-props.xml", <my-props/>), 
xdmp:document-set-permissions("/my-props.xml",  
   (xdmp:permission("dls-user", "read"), 
    xdmp:permission("dls-user", "update")))

その後、この URI に対して xdmp:document-properties を実⾏すると、新しいプロパティ
ドキュメントが返されます。

xquery version "1.0-ml"; 
 
xdmp:document-properties("/my-props.xml") 
(: returns:  
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?> 
<prop:properties xmlns:prop="http://marklogic.com/xdmp/property"> 
  <my-props/> 
  <prop:last-modified>2010-06-18T18:19:10-07:00</prop:last-modified> 
</prop:properties> 
:)
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同様に、スタンドアロンのプロパティドキュメントの作成時または作成後に、関数を渡
すことでスタンドアロンのプロパティドキュメントのコレクションやクオリティを設定
できます。

9.2 ドキュメント処理のプロパティを使用する
大量のドキュメントを更新する必要がある場合は、複数のステップを要する処理になる
こともあります。このような場合、各ドキュメントの現在の状態を追跡しなければなら
ないことがよくあります。例えば、コンテンツ処理アプリケーションが 3 ステップで数
百万ものドキュメントを更新する場合は、まったく処理されていないドキュメント、ス
テップ 1 を完了したドキュメント、ステップ 2 を完了したドキュメントといった状態を
プログラムで判断できる⽅法が必要です。 

このセクションでは、プロパティを使用して、ドキュメント処理のパイプラインで使用
するメタデータを格納する⽅法について説明します。以下のサブセクションで構成され
ています。

• プロパティ軸を使用してドキュメントの状態を判断する
• ドキュメント処理の問題
• ドキュメント処理の解決策
• モジュールを実⾏する基本的なコマンド

9.2.1 プロパティ軸を使用してドキュメントの状態を判断する
プロパティドキュメントは、複数のステップを要する処理の対象となるドキュメントに
関する情報を格納する目的で使用できます。プロパティドキュメント間で結合を実⾏す
ると、処理済みのドキュメントと未処理のドキュメントを判断できます。そのような結
合を実⾏するクエリでは property:: 軸を使用します（詳細については、「XPath プロパ
ティ軸」（118 ページ）を参照してください）。 

述語を持つプロパティ軸間で結合を実⾏すると、パフォーマンスに対して最適化されま
す。例えば、以下のコードではプロパティ bar を持つドキュメントから、foo ルート要
素が返されます。

foo[property::bar]

以下の例では、パフォーマンスに対して最適化されるクエリのタイプを⽰します
（/a/b/c は XPath 式です）。

• 述語のプロパティ軸：
/a/b/c[property::bar]

• プロパティ軸に対する否定テスト：
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/a/b/c[not(property::bar = "baz")]

• property 述語の後に続くパス式：
/a/b/c[property::bar and bob = 5]/d/e

• 同等の FLWOR 式：
for $f in /a/b/c  
where $f/property::bar = "baz" 
return $f

以下のような場合を含め、その他のタイプの式も動作しますが、パフォーマンスに対し
て最適化されません。

• ルート要素が foo であるドキュメントの bar プロパティが必要な場合は、以下の
ようにします。
/foo/property::bar

9.2.2 ドキュメント処理の問題
このセクションで説明するアプローチは、以下のような状況に適しています。

• 「すでに 100 万件のドキュメントをロードしていて、そのすべてを更新したい」。
この場合の擬似コードは以下のようになります。
for $d in fn:doc()  
return some-update($d) 

このようなタイプのクエリは、最終的にツリーキャッシュメモリを使い果たして
失敗します。

• 以下の式の反復呼び出しは、次第に低速になります。
for $d in fn:doc()[k to k+10000]  
return some-update($d)

このようなタイプのシナリオでは、プロパティを使用してドキュメントの処理が必要か
どうかをテストすると、更新処理を管理が容易なチャンクに効率よくまとめることがで
きます。

9.2.3 ドキュメント処理の解決策
ここで⽰すコンテンツ処理⼿法は、さまざまな状況で機能します。このアプローチは、
以下の要件を満たします。 

• 大規模な既存のデータセットでも機能する。
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• データセットを後でさらに処理する必要が⽣じるかどうかは、データセットを
ロードする前にわかっている必要がない。

• データが到着し続ける（例えば新しいデータが毎⽇追加される）状況でも機能す
る。

• 最終的に、定常状態の「コンテンツ処理」対応環境に移⾏する必要がある。
ドキュメント処理アプローチの基本的なステップは以下のとおりです。

1. 反復的な⼿法（ただし次第に低速にならないもの）を選択します。

2. 再処理アクティビティを複数の更新に分割します。

3. プロパティ（またはプロパティの⽋損）を使用して、（引き続き）処理が必要な
ドキュメントを特定します。

4. 同じモジュールを繰り返し呼び出して、ドキュメントを更新しながらプロパティ
も更新します。
for $p in fn:doc()/root[not(property::some-update)][1 to 10000] 
return some-update($d)

5. 引き続き処理が必要なドキュメントがある場合は、モジュールを再度呼び出しま
す。

6. 特定のプロパティを持たないドキュメントを処理するモジュールの擬似コードは
以下のとおりです。
let $docs := get n documents that have no properties 
return 
for $processDoc in $docs 
return if (empty $processDoc) 
       then () 
       else ( process-document($processDoc), 
              update-property($processDoc) ) 
, 
xdmp:spawn(process_module) 
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この擬似コードは、以下の処理を実⾏します。

• 特定のプロパティを持たないドキュメントの URI を取得する
• 各 URI について、特定のプロパティが存在するかどうかを確認する
• プロパティが存在する場合は、そのドキュメントに対して何も実⾏しない

（すでに更新されているため）
• プロパティが存在しない場合は、ドキュメントに対する更新とプロパティ

に対する更新を実⾏する
• この処理をすべての URI に対して実⾏し続ける
• すべての URI が処理されたら、モジュールを再度呼び出して、新しいド

キュメント（プロパティがないもの）を取得する
7. （オプション）コンテンツ処理パイプラインを設定して、処理を自動化します。

9.2.4 モジュールを実⾏する基本的なコマンド
自動コンテンツ処理を実⾏するには、以下のビルトイン関数が必要です。

• モジュールをタスクサーバーのキューに配置する場合：
xdmp:spawn($database, $root, $path)

• モジュール全体を評価する場合（xdmp:eval に似ていますが、モジュールに特
化）：
xdmp:invoke($path, $external-vars)

xdmp:invoke-in($path, $database-id, $external-vars)

9.3 ディレクトリ
ディレクトリには、さまざまな用途があります。例えば、ドキュメント URI を整理し、
WebDAV サーバーで使用する用途などです。このセクションでは、ディレクトリに関
する以下の項目について説明します。

• プロパティとディレクトリ
• ディレクトリと WebDAV サーバー

• ディレクトリとコレクション
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9.3.1 プロパティとディレクトリ
ディレクトリを作成すると、prop:directory 要素を持つプロパティドキュメントが作成
されます。ディレクトリに対応する URI に対して xdmp:document-properties コマンドを
実⾏すると、以下の例に⽰すように、空の prop:directory 要素を持つプロパティドキュ
メントが返されます。

xdmp:directory-create("/myDirectory/");

xdmp:document-properties("/myDirectory/") 
=> 
<prop:properties xmlns:prop="http://marklogic.com/xdmp/property"> 
  <prop:directory/> 
</prop:properties>

注：  ディレクトリは、⼀意である限り任意の URI を持つものを作成できます。
ただし、ディレクトリの URI は末尾をスラッシュ（/）にする慣習があり
ます。また、ディレクトリと同じ URI を持つドキュメントを作成するこ
ともできますが、推奨されません。末尾がスラッシュの URI をディレク
トリ用に予約しておくことをお勧めします。

引数なしで xdmp:document-properties を実⾏すると、データベース内のすべてのプロパ
ティドキュメントに関するプロパティドキュメントが返されます。各ディレクトリには 
prop:directory 要素が存在するため、データベース内のすべてのディレクトリを返すク
エリを簡単に記述できます。この場合、以下のように xdmp:node-uri 関数を使用します。

xquery version "1.0-ml"; 
 
for $x in xdmp:document-properties()/prop:properties/prop:directory 
return <directory-uri>{xdmp:node-uri($x)}</directory-uri>

9.3.2 ディレクトリと WebDAV サーバー
ディレクトリは、WebDAV サーバーで使用するために必要です。WebDAV クライアン
トからアクセスできるドキュメントを作成するには、親ディレクトリが存在していなけ
ればなりません。ドキュメントの親ディレクトリは、URI がそのドキュメントのプレ
フィックスであるディレクトリになります（例えば、URI http://myserver/doc.xml の
ディレクトリは http://myserver/ です）。WebDAV サーバーでデータベースを使用する
には、データベース設定の directory creation 設定が automatic（デフォルト設定）に設
定されている必要があります。この場合、ドキュメントの作成時に親ディレクトリが作
成されます。WebDAV サーバーでディレクトリを使用する⽅法については、

『Administrator’s Guide』の「WebDAV Servers」を参照してください。
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9.3.3 ディレクトリとコレクション
データベース内のドキュメントを整理する場合は、ディレクトリとコレクションの両⽅
を使用できます。ディレクトリとコレクションの重要な違いは以下のとおりです。

• ディレクトリは、階層構造です（ファイルシステムのディレクトリ構造に似てい
ます）。コレクションにはこのような要件はありません。ディレクトリは階層型
であるため、ディレクトリ URI には親ディレクトリを含める必要があります。
コレクション URI は、コレクションに属するドキュメントに対して何の関連性
も持つ必要はありません。例えば、http://marklogic.com/a/b/c/d/e/

（http://marklogic.com/ がルート）という名前のディレクトリの場合は、親ディ
レクトリ d、c、b、および a が存在する必要があります。⼀⽅、コレクションの
場合は、どのドキュメントでも（URI にかかわらず）特定の URI のコレクショ
ンに属することができます。

• WebDAV クライアントがドキュメントを参照するためには、ディレクトリが必
要です。つまり、ルートが /a/b/ の WebDAV サーバーで URI が 
/a/b/hello/goodbye のドキュメントを参照するには、以下の URI のディレクトリ
がデータベース内に存在している必要があります。
/a/b/

/a/b/hello/

ディレクトリとコレクションは、どちらもドキュメントを整理する目的で使用できます
が、ディレクトリとコレクションに関連性があるわけではありません。コレクションの
詳細については、『Search Developer’s Guide』の「Collections」を参照してください。
WebDAV サーバーの詳細については、『Administrator’s Guide』の「WebDAV Servers」を参
照してください。

9.4 プロパティとディレクトリの権限
MarkLogic サーバーデータベース内のあらゆるドキュメントと同様に、プロパティド
キュメントには権限を設定できます。ディレクトリにもプロパティドキュメント（空の 
prop:directory 要素を持つ）があり、ディレクトリに権限を設定できます。プロパティ
ドキュメントの権限は、対応するドキュメントの権限と同じであり、
xdmp:document-get-permissions 関数を使用して権限をリスト表⽰できます。同様に、
xdmp:document-get-permissions 関数を使用すれば、ディレクトリの権限もリスト表⽰で
きます。権限とセキュリティの詳細については、『Understanding and Using Security 
Guide』を参照してください。
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9.5 例：ディレクトリとドキュメントブラウザ
プロパティドキュメントを使用すると、ある URI の下にあるドキュメントとディレク
トリをリスト表⽰する単純なアプリケーションを構築できます。以下のサンプルコード
では xdmp:directory 関数を使用してディレクトリの⼦（そのディレクトリ内にあるド
キュメントの URI に対応）をリスト表⽰し、xdmp:directory-properties 関数を使用して 
prop:directory 要素（その URI がディレクトリであることを⽰す）を探します。この例
は、以下の 2 つの部分に分かれています。

• ディレクトリブラウザのコード
• ディレクトリブラウザを設定する

9.5.1 ディレクトリブラウザのコード
非常に単純なディレクトリブラウザのサンプルコードを以下に⽰します。

xquery version "1.0-ml"; 
(:   directory browser   
           Place in Modules database and give execute permission :) 
 
declare namespace prop="http://marklogic.com/xdmp/property"; 
 
(:Set the root directory of your AppServer for the  
   value of $rootdir :) 
let $rootdir := (xdmp:modules-root())  
(: take all but the last part of the request path, after the  
   initial slash :) 
let $dirpath := fn:substring-after(fn:string-join(fn:tokenize( 
                xdmp:get-request-path(), "/")[1 to last() - 1],  
                "/"), "/") 
let $basedir := if ( $dirpath eq "" ) 
                then ( $rootdir ) 
                else fn:concat($rootdir, $dirpath, "/") 
let $uri := xdmp:get-request-field("uri", $basedir) 
return if (ends-with($uri, "/")) then 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
   <head> 
     <title>MarkLogic Server Directory Browser</title> 
   </head> 
   <body> 
     <h1>Contents of {$uri}</h1> 
<h3>Documents</h3> 
{ 
   for $d in xdmp:directory($uri, "1") 
   let $u := xdmp:node-uri($d) 
   (: get the last two, and take the last non-empty string :) 
   let $basename := 
     tokenize($u, "/")[last(), last() - 1][not(.= "")][last()] 
   order by $basename 
   return element p { 
     element a { 
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(:The following should work for all $basedir values, as long  
    as the string represented by $basedir is unique in the  
    document URI :) 
       attribute href { substring-after($u,$basedir) }, 
       $basename 
     } 
   } 
} 
       <h3>Directories</h3> 
{ 
   for $d in xdmp:directory-properties($uri, "1")//prop:directory 
   let $u := xdmp:node-uri($d) 
   (: get the last two, and take the last non-empty string :) 
   let $basename := 
     tokenize($u, "/")[last(), last() - 1][not(.= "")][last()] 
   order by $basename 
   return element p { 
     element a { 
       attribute href { concat( 
                               xdmp:get-request-path(), 
                               "?uri=", 
                               $u) }, 
       concat($basename, "/") 
     } 
   } 
} 
</body> 
</html> 
else doc($uri) 
 
(: browser.xqy :)

このアプリケーションは、サーバーのルートにあるドキュメントおよびディレクトリへ
のリンクが記載された HTML ドキュメントを書き出します。アプリケーションは、
xdmp:directory 関数を使用してルートディレクトリ内のドキュメントを探し、
xdmp:directory-properties 関数を使用してディレクトリを探します。また、⽂字列を操
作して、表⽰する URI の最後の部分を取得し、アプリケーションサーバーの request オ
ブジェクト XQuery ビルトイン関数（xdmp:get-request-field および 
xdmp:get-request-path）を使用して状態を保持します。
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9.5.2 ディレクトリブラウザを設定する
このディレクトリブラウザアプリケーションを実⾏するには、以下の⼿順を実⾏しま
す。

1. HTTP サーバーを作成し、以下のように設定します。

a. モジュールデータベースがドキュメントデータベースと同じデータベースになる
ように設定します。例えば database 設定が my-database という名前のデータベー
スに設定されている場合は、modules データベースも my-database に設定します。

b. HTTP サーバーのルートを http://myDirectory/ に設定するか、ルートを別の値に
設定し、その HTTP サーバーのルートと⼀致するようにディレクトリブラウザの
コードで $rootdir 変数を変更します。

c. ポートを 9001、または現在使用されていないポート番号に設定します。

2. サンプルコードを browser.xqy という名前のファイルにコピーします。必要に応
じて、HTTP サーバーのルートと⼀致するように $rootdir 変数を変更します。
xdmp:modules-root 関数を使用すると、サンプルコードと同様に、アプリケーショ
ンサーバーのルートの値が自動的に取得されます。

3. browser.xqy ファイルを HTTP サーバーのルートの最上位でモジュールデータ
ベースにロードします。例えば、HTTP サーバーのルートが http://myDirectory/ 
である場合は、URI http://myDirectory/browser.xqy を使用して、browser.xqy ファ
イルをデータベースにロードします。ドキュメントは、WebDAV クライアント

（このルートを参照する WebDAV サーバーも存在する場合）または 
xdmp:document-load 関数を使用してロードできます。

4. browser.xqy ドキュメントに実⾏権限が設定されていることを確認します。権限
は、以下の関数を使用して確認できます。
xdmp:document-get-permissions("http://myDirectory/browser.xqy")

このコマンドを実⾏すると、ドキュメントのすべての権限が返されます。アプリ
ケーションを実⾏しているユーザーが所有するロールに対して、「execute」とい
う権限が設定されていなければなりません。設定されていない場合は、以下のよ
うなコマンドを使用して権限を追加できます。
xdmp:document-add-permissions("http://myDirectory/browser.xqy",  
                            xdmp:permission("myRole", "execute"))

myRole は、アプリケーションを実⾏しているユーザーが所有するロールです。
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5. その他のドキュメントを HTTP サーバーのルートにロードします。例えば、ド
キュメントおよびフォルダを WebDAV クライアントにドラッグアンドドロップ
します（このルートを参照する WebDAV サーバーも存在する場合）。

6. HTTP サーバーのホストおよびポート番号を使用して、Web ブラウザから 
browser.xqy ファイルにアクセスします。例えば、ローカルマシンで実⾏してい
て、HTTP サーバーのポートを 9001 に設定してある場合、このアプリケーショ
ンは URL http://localhost:9001/browser.xqy から実⾏できます。

この⼿順により、データベースにロードしたドキュメントおよびディレクトリへのリン
クが表⽰されます。他のドキュメントを何もロードしなかった場合は、browser.xqy ファイ
ルへのリンクだけが表⽰されます。
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10.0  ポイントインタイムクエリ
145

MarkLogic サーバーは、ドキュメントの古いバージョンを保持するように設定できま
す。これにより、過去の特定時点に戻ったかのようにクエリステートメントを評価でき
ます。クエリステートメントの評価対象とするタイムスタンプを指定すると、そのス
テートメントは、指定したタイムスタンプ以前で（そのタイムスタンプを超えない範囲
で）最新バージョンのデータベースに対して評価されます。 

この章では、ポイントインタイムクエリ、および特定時点へのフォレストのロールバッ
クについて説明します。以下のセクションで構成されています。

• ポイントインタイムクエリを理解する
• クエリでタイムスタンプを使用する
• xdmp:eval/xdmp:invoke/xdmp:spawn/XCC でポイントインタイムクエリを指定する

• システムタイムスタンプを追跡する
• フォレストを特定タイムスタンプへロールバックする

10.1 ポイントインタイムクエリを理解する
ポイントインタイムクエリを深く理解するには、各バージョンのフラグメントがどのよ
うに格納され、MarkLogic サーバーからマージされるのかについて、多少は理解してお
く必要があります。このセクションでは、フラグメントが格納される仕組みと、それに
よってどのようにポイントインタイムクエリが実現されるのかについて説明します。ま
た、ポイントインタイムクエリでできることとできないことを理解するために重要なそ
の他の情報をいくつか⽰します。

• ログ構造化データベースに格納されるフラグメント
• システムタイムスタンプとマージのタイムスタンプ
• ポイントインタイムクエリ用のフラグメントが格納される仕組み
• クエリステートメントだけで利用でき、更新ステートメントでは利用できない
• すべての補助データベースが最新バージョンを使用する
• データベース設定の変更はポイントインタイムフラグメントに適用されない

マージ動作の詳細については、『Administrator’s Guide』の「Understanding and Controlling 
Database Merges」の章を参照してください。また、「MarkLogic サーバーのトランザク
ションを理解する」（19 ページ）は、この章を理解するための背景情報として活用でき
ます。
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10.1.1 ログ構造化データベースに格納されるフラグメント
MarkLogic サーバーデータベースは、1 つ以上のフォレストで構成されています。また、
各フォレストは 1 つ以上のスタンドで構成され、各スタンドには 1 つ以上のフラグメン
トが格納されています。フラグメントの数は、ドキュメントの数やデータベース設定で
定義されたフラグメントのルートなど、複数の要因によって決まります。 

効率性を最大限に⾼め、パフォーマンスを向上させるために、フラグメントは「ログ構
造化ファイルシステム」と同様の⽅法を使用して管理されています。ログ構造化ファイ
ルシステムは、ファイルを追加、削除、および変更する非常に効率的な⽅法であり、使
用されなくなったバージョンのファイルを定期的に削除するガベージコレクション処理
を使用します。MarkLogic サーバーでは、フラグメントはログ構造化データベースに格
納されます。MarkLogic サーバーでは、複数のスタンドが定期的にマージされ、単⼀の
スタンドが形成されます。このマージ処理は、ログ構造化ファイルシステムのガベージ
コレクションに相当します。

既存のドキュメントやノードを変更したり削除したりすると、1 つ以上のフラグメント
に影響します。ドキュメントを変更する場合（xdmp:node-replace 操作など）、MarkLogic 
サーバーはその操作に関与するフラグメントの新しいバージョンを作成します。フラグ
メントの古いバージョンは廃棄対象としてマークされますが、この時点ではまだ削除さ
れません。同様に、フラグメントを削除した場合も、単に廃棄対象としてマークされる
だけで、ただちにディスクから削除されるわけではありません（ただしポイントインタ
イムクエリを使用しない限り、そのフラグメントをクエリできなくなります）。

10.1.2 システムタイムスタンプとマージのタイムスタンプ
マージが発⽣すると、廃棄対象のフラグメントによって占有されていたディスク領域が
回復します。ただし、「システムタイムスタンプ」（MarkLogic サーバーの管理対象が変
更されるたびに増加する数値）は維持されます。デフォルトでは、マージが完了した時
点で、新しいスタンドにはその時点のタイムスタンプが設定されます（「マージのタイ
ムスタンプ」）。マージのタイムスタンプよりも前に廃棄対象となったフラグメント（つ
まり、古いバージョンのフラグメントや削除されたフラグメント）は、マージ処理中に
除去されます。

システムには merge timestamp というデータベースレベルのコントロールが用意されて
おり、Admin 画⾯経由で設定します。デフォルトでは merge timestamp は 0 に設定され
ています。この場合、マージのタイムスタンプは、マージが完了した時点に対応するタ
イムスタンプに設定されます。ポイントインタイムクエリを使用する場合は、merge 

timestamp を特定時点に対応する静的値に設定できます。その時点以降に発⽣するマー
ジでは、merge timestamp で指定した時点以降のタイムスタンプを持つすべてのフラグメ
ント（廃棄対象のフラグメントを含む）が保持されます。
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廃棄対象のフラグメントを保持することによって、古いデータベースを参照するクエリ
を実⾏できるという利点が⽣まれます。つまり、過去の特定時点においてデータベース
をクエリしたかのような操作が可能です。マージのタイムスタンプの詳細については、

「Admin 画⾯でポイントインタイムクエリを有効化する」（135 ページ）を参照してくだ
さい。

10.1.3 ポイントインタイムクエリ用のフラグメントが格納される仕組み
古いタイムスタンプのフラグメントは、他のフラグメントと同様にスタンドに格納され
ます。そしてスタンドはフォレストに格納されます。唯⼀の違いは、古いタイムスタン
プが関連付けられている点です。バージョンが異なるフラグメントは、別のスタンドに
も同じスタンドにも格納できます。これは、同じスタンドにマージされたかどうかに
よって決まります。 

以下の図は、マージのタイムスタンプが 100 であるスタンドを⽰したものです。フラグ
メント 1 はタイムスタンプ 110 で変更されたバージョン、フラグメント 2 は同じフラグ
メントですが、タイムスタンプ 120 で変更されたバージョンです。 

このシナリオでは、現在のタイムスタンプが 200 の場合、現在の時点で実⾏したクエリ
はフラグメント 2 を認識しますが、フラグメント 1 を認識しません。また、タイムスタ
ンプ 115 のポイントインタイムクエリを実⾏すると、フラグメント 1 を認識しますが、
フラグメント 2 を認識しません（タイムスタンプ 115 の時点では、フラグメント 2 が存
在していないため）。

保持できるバージョンの数に制限はありません。merge timestamp が現在の時点または過
去の時点に設定されている場合、それ以降に変更されたフラグメントはすべて保持さ
れ、ポイントインタイムクエリで利用できます。

スタンド

マージのタイムスタンプ：100

フラグメント 1

フラグメントの
フラグメント ID：1 タイムスタンプ：110

フラグメント 2

フラグメントの
フラグメント ID：1 タイムスタンプ：120
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10.1.4 クエリステートメントだけで利用でき、更新ステートメントでは利用
できない

指定できるのは、ポイントインタイムクエリのステートメントだけです。更新ステート
メントのポイントインタイムクエリを指定すると、例外がスローされます。更新ステー
トメントは、MarkLogic サーバーに対して発⾏される XQuery であり、更新関数

（xdmp:document-load、xdmp:node-replace など）が含まれます。クエリステートメントお
よび更新ステートメントを構成する要素の詳細については、「MarkLogic サーバーのト
ランザクションを理解する」（19 ページ）を参照してください。

10.1.5 すべての補助データベースが最新バージョンを使用する
データベースリクエストに関連付けられた補助データベース（セキュリティデータベー
ス、スキーマデータベース、モジュールデータベース、およびトリガーデータベース）
は、ポイントインタイムクエリの処理時であってもすべて最新のタイムスタンプで処理
が⾏われます。そのため、ポイントインタイムクエリで指定した時点以降にセキュリ
ティオブジェクトやスキーマなどに対して⾏われた変更は、クエリに反映されません。 

10.1.6 データベース設定の変更はポイントインタイムフラグメントに適用さ
れない 

データベースの設定を変更した場合（例えばデータベースインデックスの設定を変更し
た場合）、そのような変更はフラグメントの最新バージョンだけに適用されます。例え
ば、インデックスオプションに変更を加え、古いバージョンのフラグメントが保持され
ているデータベースのインデックスを再⽣成すると、最新バージョンのフラグメントだ
けが再インデックス化されます。また、古いバージョンのフラグメント（ポイントイン
タイムクエリで使用）では、妥当でなくなった時点のタイムスタンプ（フラグメントで
更新または削除が発⽣した時点のタイムスタンプ）のインデックス化プロパティが保持
されます。データベース設定は変更せずに、merge timestamp データベースパラメータが 
0 以外に設定されたデータベースのインデックスを再⽣成することをお勧めします。 

10.2 クエリでタイムスタンプを使用する
デフォルトでは、クエリステートメントはステートメントが開始した時点のシステムタ
イムスタンプで実⾏されます。クエリステートメントを別のシステムタイムスタンプで
実⾏するには、古いバージョンのドキュメントを格納するようにシステムを設定してお
き、ポイントインタイムクエリのステートメントを発⾏するときにタイムスタンプを指
定します。このセクションでは、この処理の概要について説明します。以下のように構
成されています。

• Admin 画⾯でポイントインタイムクエリを有効化する

• xdmp:request-timestamp 関数

• xdmp:timestamp の実⾏権限が必要

• xdmp:eval/xdmp:invoke/xdmp:spawn の timestamp パラメータ

• XCC におけるリクエストのタイムスタンプ
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• スコア計算に関する考慮事項

10.2.1 Admin 画⾯でポイントインタイムクエリを有効化する
データベースでポイントインタイムクエリを使用するには、古いバージョンのフラグメ
ントを保持するようにマージを設定する必要があります。デフォルトでは、古いバー
ジョンのフラグメントはマージ後にデータベースから削除されます。マージ動作の詳細
については、『Administrator’s Guide』の「Understanding and Controlling Database Merges」
の章を参照してください。

Admin 画⾯の［Merge Policy Configuration］ページには、merge timestamp というパラメー
タが用意されています。このパラメータが 0（デフォルト）に設定されていて、マージ
が有効な場合、ポイントインタイムクエリは実質的に無効になります。［Merge Policy 
Configuration］ページにアクセスするには、Admin 画⾯のツリーメニューから

［Databases］ > ［db_name］ > ［Merge Policy］リンクをクリックします。

merge timestamp パラメータに設定する値としては、現在のシステムタイムスタンプが最
もよく使われます。このパラメータの値を現在のシステムタイムスタンプに設定する
と、現時点以降に⽣成されたバージョンのフラグメントが保持されるようになります。
merge timestamp パラメータを現在のタイムスタンプに設定するには、［Merge Control 
Configuration］ページの［get current timestamp］ボタンをクリックし、［OK］をクリッ
クします。
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merge timestamp パラメータに現在のタイムスタンプよりも後の値を設定すると、
MarkLogic サーバーではマージのときに現在のタイムスタンプが使用されます（デフォ
ルトの 0 に設定した場合と同じ動作）。このように指定した場合は、システムタイムス
タンプが merge timestamp の数値よりも後の値になると、指定した merge timestamp が使
用されるようになります。同様に、データベースに保持された最も前のタイムスタンプ
よりも前の値を merge timestamp に設定すると、データベース内に保持されているすべ
てのフラグメントのうち最も前のタイムスタンプと現在のタイムスタンプのうちいずれ
か前のほうが使用されます。

システムタイムスタンプは⻑期間にわたって追跡することがあるため、ポイントインタ
イムクエリを実⾏するときには、実際の時刻とシステムタイムスタンプとをマップでき
ます。そのようなタイムスタンプレコードを作成する⽅法の例については、「システム
タイムスタンプを追跡する」（140 ページ）を参照してください。

注：  merge timestamp を 0 に設定している場合は、マージ後に、すべての廃棄対
象バージョンのフラグメントが削除されます。つまり、フラグメントの最
新バージョンのみがデータベースに残ります。merge timestamp を現在のタ
イムスタンプよりも前の値に設定している場合、廃棄対象バージョンのフ
ラグメントはデータベース内に存在しなくなるため、すべて利用できなく
なります。そのため、フラグメントのバージョンを保持する場合は、先に
そのようにシステムを設定してからコンテンツを更新する必要がありま
す。

10.2.2 xdmp:request-timestamp 関数
MarkLogic サーバー には、XQuery ビルトイン関数 xdmp:request-timestamp が用意されて
います。この関数は、現在のリクエストのシステムタイムスタンプを返します。
MarkLogic サーバーは、システムタイムスタンプの値を使用してフラグメントのバー
ジョンを追跡します。また、ユーザーは merge timestamp パラメータでシステムタイム
スタンプを使用して（「Admin 画⾯でポイントインタイムクエリを有効化する」

（135 ページ）を参照）マージ後にデータベース内に残すフラグメントのバージョンを
指定します。xdmp:request-timestamp 関数の詳細については、『MarkLogic XQuery and 
XSLT Function Reference』を参照してください。

10.2.3 xdmp:timestamp の実⾏権限が必要
現在のタイムスタンプ以外のタイムスタンプでクエリを実⾏するには、クエリを実⾏す
るユーザーが xdmp:timestamp の実⾏権限を持つグループに属している必要があります。
セキュリティと実⾏権限の詳細については、『Understanding and Using Security Guide』を
参照してください。
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10.2.4 xdmp:eval/xdmp:invoke/xdmp:spawn の timestamp パラメータ
xdmp:eval、xdmp:invoke、および xdmp:spawn 関数は、どれもオプションの 3 つめのパラ
メータとして options ノードを取ります。options ノードは、xdmp:eval 名前空間に含まれ
ている必要があります。options ノードには timestamp 要素があり、クエリを実⾏するシ
ステムタイムスタンプを指定できます。現在のタイムスタンプよりも前の timestamp の
値を指定すると、ポイントインタイムクエリを指定していることになります。

指定するタイムスタンプは、データベースに対して妥当なものでなければなりません。
データベースに保持されている最も古いタイムスタンプよりも前のシステムタイムスタ
ンプを指定すると、XDMP-OLDSTAMP 例外がスローされます。現在のタイムスタンプよりも
新しいタイムスタンプを指定すると、XDMP-NEWSTAMP 例外がスローされます。 

注：  マージのタイムスタンプがデフォルトの 0 に設定されていて、データベー
スで最後に実⾏された更新または削除以降にすべてのマージが完了してい
る場合は、現在のシステムタイムスタンプよりも古いタイムスタンプを指
定するクエリステートメントを実⾏すると XDMP-OLDSTAMP 例外がスローさ
れます。これは、マージのタイムスタンプの値が 0 であるために、廃棄対
象のフラグメントが保持されていないからです。

以下の例は、timestamp パラメータを指定した xdmp:eval ステートメントを⽰したもので
す。

xdmp:eval("doc('/docs/mydocument.xml')", (), 
  <options xmlns="xdmp:eval"> 
    <timestamp>99225</timestamp> 
  </options>)

このステートメントでは、/docs/mydocument.xml ドキュメントのうち、システムタイム
スタンプ 99225 の時点で存在していたバージョンが返されます。

10.2.5 XCC におけるリクエストのタイムスタンプ
xdmp:eval、xdmp:invoke、および xdmp:spawn 関数を使用すると、XQuery レベルでクエリ
ステートメントのタイムスタンプを指定できます。XML Content Connector（XCC）ラ
イブラリを使用して MarkLogic サーバーとやり取りする場合は、Java または .NET レベ
ルでタイムスタンプを指定することもできます。 

XCC for Java では、RequestOptions クラスを使用してリクエストのオプションを設定で
きます。このクラスでは、リクエストが実⾏される環境を変更できます。また、
setEffectivePointInTime メソッドを使用して、リクエストが実⾏されるタイムスタンプ
を設定します。核となるデザインパターンは、リクエストのオプションを設定してお
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き、リクエストを MarkLogic サーバーに送って評価するときにそのオプションを使用す
るというものになります。また、Session オブジェクトでリクエストのオプションを設
定することもできます。基本的なデザインパターンは、以下の Java コードの⼀部分で
⽰すとおりです。

// create a class and methods that use code similar to  
// the following to set the system timestamp for requests  
 
Session session = getSession(); 
BigInteger timestamp = session.getCurrentServerPointInTime(); 
RequestOptions options = new RequestOptions(); 
 
options.setEffectivePointInTime (timestamp); 
session.setDefaultRequestOptions (options);

Java 環境を使用してポイントインタイムクエリを実⾏する⽅法の例については、「例：
XCC を使用して古いバージョンのドキュメントをクエリする」（139 ページ）を参照し
てください。

10.2.6 スコア計算に関する考慮事項
複数バージョンのフラグメントをデータベースに格納すると、cts:search の結果で返さ
れるスコアに若⼲の影響が及びます。スコアの計算では、スコア計算式内の変数として
ドキュメントの頻度が使用されます（デフォルトの score-logtfidf スコア計算⽅法の場
合）。古いバージョンのフラグメントを保持する影響の大きさは、以下の 2 つの要因に
依存します。

• 複数のバージョンを持つフラグメントの数
• データベース内に存在するフラグメントの総数

複数のバージョンを持つフラグメントの数がデータベース内に存在するフラグメントの
総数と⽐べて⼩さい場合、影響は⽐較的少なくて済みます。この⽐率が大きくなると、
スコアにおける影響も大きくなります。

スコアおよびスコア計算⽅法の詳細については、『Search Developer’s Guide』の
「Relevance Scores: Understanding and Customizing」を参照してください。

10.3 xdmp:eval/xdmp:invoke/xdmp:spawn/XCC でポイントインタイムクエ
リを指定する

前述のとおり、xdmp:eval、xdmp:invoke、または xdmp:spawn 関数の options ノードで妥当
な timestamp 要素を指定すると、ポイントインタイムクエリが開始します。また、XCC 
を使用して、XCC リクエスト全体をポイントインタイムクエリとして指定することも
できます。クエリは、指定したタイムスタンプで実⾏され、指定したタイムスタンプに
対応する特定時点に存在したバージョンのデータベースを参照します。このセクション
では、ポイントインタイムクエリのシナリオ例を取り上げます。以下のように構成され
ています。
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• 例：XCC を使用して古いバージョンのドキュメントをクエリする

• 例：削除済みのドキュメントをクエリする

10.3.1 例：XCC を使用して古いバージョンのドキュメントをクエリする
システムでコンテンツに更新を加えたら、新しいコンテンツをユーザーに公開する前
に、新しいバージョンのコンテンツを追加してテストできます。テスト中は、ユーザー
は古いバージョンのコンテンツを参照し続けることになります。その後、新しいコンテ
ンツを⼗分にテストしたら、ユーザーが新しいコンテンツを参照するように切り替える
ことができます。

ポイントインタイムクエリでは、この処理をすべて同⼀データベース内で実⾏できま
す。アプリケーションで変更する必要があるのは、クエリステートメントが実⾏される
タイムスタンプだけです。XCC には、この目標を実現するのに役⽴つメカニズムが用
意されています。

10.3.2 例：削除済みのドキュメントをクエリする
ドキュメントを削除すると、そのドキュメントのフラグメントは廃棄対象としてマーク
されます。ただし、マージが完了するまで、そのフラグメントが実際に削除されること
はありません。また、merge timestamp がドキュメントの削除時点に対応するタイムスタ
ンプよりも前に設定されている場合、マージしても廃棄対象フラグメントは保持されま
す。 

この例では、ポイントインタイムクエリによって削除済みドキュメントをクエリする⽅
法を⽰します。簡潔に説明するため、この例の実⾏中は、システムでその他のクエリま
たは更新アクティビティは発⽣しないものと仮定します。この例を理解するために、こ
こに⽰す順序で以下のコードサンプルを実⾏してください。

1. まず、ドキュメントを作成します。
xdmp:document-insert("/docs/test.xml", <a>hello</a>))

2. このドキュメントをクエリすると、挿⼊したノードが返されます。
doc("/docs/test.xml") 
(: returns the node <a>hello</a> :)

3. ドキュメントを削除します。
xdmp:document-delete("/docs/test.xml")

4. ドキュメントを再度クエリします。削除されているため、空のシーケンスが返さ
れます。
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5. 現在のタイムスタンプを指定してポイントインタイムクエリを実⾏します（これ
はタイムスタンプを指定せずにドキュメントをクエリすることと同じ意味を持ち
ます）。
xdmp:eval("doc('/docs/test.xml')", (), 
<options xmlns="xdmp:eval"> 
  <timestamp>{xdmp:request-timestamp()}</timestamp> 
</options>) 
(: returns the empty sequence because the document has been deleted :)

6. 現在のタイムスタンプよりも 1 ⼩さいタイムスタンプを指定して、ポイントイン
タイムクエリを実⾏します。この場合、データベースに発⽣した変更は 1 つだけ
であるため、古いタイムスタンプということになります。以下のクエリステート
メントを実⾏すると、古いドキュメントが返されます。
xdmp:eval("doc('/docs/test.xml')", (), 
<options xmlns="xdmp:eval"> 
  <timestamp>{xdmp:request-timestamp()-1}</timestamp> 
</options>) 
(: returns the deleted version of the document :)

10.4 システムタイムスタンプを追跡する
システムタイムスタンプは、更新が発⽣した実際の時刻を記録しません。つまり、シス
テムで更新や設定変更が発⽣するたびに増加する数値にすぎません。システムタイムス
タンプを実際の時刻にマップする場合は、その情報を任意の場所に格納するか、
xdmp:timestamp-to-wallclock および xdmp:wallclock-to-timestamp XQuery 関数を使用する
必要があります。このセクションでは、いくつかのサンプルコードを⽰します。これ
は、実際の時間間隔でシステムタイムスタンプをアーカイブするアプリケーションを作
成する際の基本的な考え⽅を⽰すデザインパターンとなるものです。

注：  アプリケーションによっては、システムタイムスタンプを実際の時刻に
マップすることがそれほど重要でない場合もあります。例えば、マージの
タイムスタンプを現在のタイムスタンプに設定し、その後のすべてのタイ
ムスタンプが保持される場合などです。システムタイムスタンプを追跡す
る必要がない場合は、このアプリケーションを作成する必要はありませ
ん。

最初のステップは、タイムスタンプが格納されるドキュメントを作成し、現在のタイム
スタンプの初期エントリを含めることです。将来のポイントインタイムクエリにおける
混乱を避けるため、このドキュメントは、ポイントインタイムクエリを実⾏するデータ
ベースとは別のデータベースに作成します。このドキュメントは、以下のように作成で
きます。

xdmp:document-insert("/system/history.xml",  
<timestamp-history> 
  <entry> 
    <datetime>{fn:current-dateTime()}</datetime> 
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    <system-timestamp>{ 
(: use eval because this is an update statement :) 
      xdmp:eval("xdmp:request-timestamp()")} 
    </system-timestamp> 
  </entry> 
</timestamp-history>)

これにより、以下のようなドキュメントが⽣成されます。
<timestamp-history> 
  <entry> 
    <datetime>2006-04-26T19:35:51.325-07:00</datetime> 
    <system-timestamp>92883</system-timestamp> 
  </entry> 
</timestamp-history>

このコードでは xdmp:eval を使用して、現在のタイムスタンプを取得しています。ス
テートメントは更新ステートメントであるため、xdmp:eval を使用する必要があります。
更新ステートメントは、xdmp:request-timestamp の呼び出しに対して常に空のシーケンス
を返します。詳細については、「MarkLogic サーバーのトランザクションを理解する」

（19 ページ）を参照してください。

次に、以下のようなコードを定期的に実⾏するプロセスを設定します。例えば、以下の
コードを 15 分ごとに実⾏するとします。

xdmp:node-insert-child(doc("/system/history.xml")/timestamp-history, 
<entry> 
  <datetime>{fn:current-dateTime()}</datetime> 
  <system-timestamp>{ 
(: use eval because this is an update statement :) 
   xdmp:eval("xdmp:request-timestamp()")} 
  </system-timestamp> 
</entry>)

これにより、以下のようなドキュメントが⽣成されます。
<timestamp-history> 
  <entry> 
    <datetime>2006-04-26T19:35:51.325-07:00</datetime> 
    <system-timestamp>92883</system-timestamp> 
  </entry> 
  <entry> 
    <datetime>2006-04-26T19:46:13.225-07:00</datetime> 
    <system-timestamp>92884</system-timestamp> 
  </entry> 
</timestamp-history>
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このコードを定期的に呼び出すには、cron ジョブの設定やシェルスクリプトの記述、
Java または .Net プログラムの記述など、利用する環境で有効な⽅法を用います。タイ
ムスタンプの履歴が記載されたドキュメントがあれば、そのドキュメントをクエリする
ことで、特定時点のシステムタイムスタンプを簡単に調べることができます。

10.5 フォレストを特定タイムスタンプへロールバックする
マージのタイムスタンプを設定し、削除済みのフラグメントを保持することによって、
特定時点のデータベースの状態をクエリできるだけでなく、1 つ以上のフォレストの状
態を保持されているタイムスタンプまでロールバックできます。1 つ以上のフォレスト
を特定のタイムスタンプへロールバックするには、xdmp:forest-rollback 関数を使用し
ます。このセクションでは、xdmp:forest-rollback を使用して 1 つ以上のフォレストの状
態をロールバックする⽅法について説明します。以下のトピックで構成されています。

• フォレストのロールバックにおいて考慮すべきトレードオフとシナリオ
• マージのタイムスタンプを設定する
• xdmp:forest-rollback 操作の実⾏に関する注意事項

• 1 つ以上のフォレストをロールバックする⼀般的な⼿順

10.5.1 フォレストのロールバックにおいて考慮すべきトレードオフとシナリオ
フォレストを以前のタイムスタンプへロールバックするには、データベース内の古い
バージョンのフラグメントを保持するように、マージのタイムスタンプをあらかじめ設
定しておく必要があります。削除済みのフラグメントを保持すると、ディスク容量など
のシステムリソースの使用量が大きくなるため、データベースのサイズが増大するス
ピードは速くなります。古いフラグメントを保持する利点とは、古いフラグメントをク
エリできること（前出のセクションで説明したようにポイントインタイムクエリを使
用）、そしてデータベースを以前のタイムスタンプにロールバックできることです。こ
のような利点がシステムにとって意味のあるものかどうかを判断するときは、利点

（フォレストの状態を以前の時刻に戻す簡便さとスピード）とその代償（ディスク容量
とシステムリソース、システムタイムスタンプの追跡など）のバランスを考慮してくだ
さい。

フォレストのロールバックを使用する典型的な例としては、何らかのデータ破壊への対
応などがあります。この場合、データベース全体のリストアを実⾏しなくても、そのイ
ベントが発⽣した以前の時点に戻すことができます。例えば、アプリケーションを過去 
1 週間以内の状態に戻せるようにする場合は、マージのタイムスタンプをシステムタイ
ムスタンプの 7 ⽇前へと毎⽇更新する処理を作成します。こうすることで、過去 7 ⽇間
の任意の時点に戻せるようになります。この処理を設定するには、以下の操作を実⾏す
る必要があります。

• システムタイムスタンプと実際の時刻のマッピングを管理します（「システムタ
イムスタンプを追跡する」（140 ページ）を参照）。
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• データベースのマージのタイムスタンプを 7 ⽇ごとに 1 回更新するスクリプトを
作成します（⼿動のプロセスまたは Admin API を使用した XQuery スクリプト）。
このスクリプトによって、マージのタイムスタンプを 7 ⽇前にアクティブだった
システムタイムスタンプに更新します。

• ロールバックが必要な場合は、データベース内のすべてのフォレストを現在のタ
イムスタンプからマージのタイムスタンプまでの範囲でロールバックします。例
えば以下のようになります。
xdmp:forest-rollback( 
     xdmp:database-forests(xdmp:database("my-db")),  
     3248432) 
(: where 3248432 is the timestamp to which you want to roll back :)

フォレストのロールバック操作を使用するように環境を設定するその他の例としては、
アプリケーションに新しいコードやコンテンツをプッシュしているときに、前の状態へ
ロールバックできるようにする場合が挙げられます。このシナリオを実現するには、以
下の操作を実⾏する必要があります。

• 新しいコンテンツ / コードをプッシュする前にシステムが定常状態である場合
は、マージのタイムスタンプを現在のタイムスタンプに設定します。

• 新しいコンテンツ / コードをロードします。
• 変更内容が満⾜できるものかどうか判断します。

• 満⾜できる場合は、マージのタイムスタンプを 0 に戻すことができます。
この場合は最終的に古いコンテンツ / コードがマージで実際に削除されま
す（削除済みのフラグメントであるため）。

• 満⾜できない場合は、データベース内のすべてのフォレストが、マージの
タイムスタンプで設定したタイムスタンプまでロールバックします。

10.5.2 マージのタイムスタンプを設定する
前述のとおり、データベースのマージのタイムスタンプが設定されていない場合は、
フォレストをロールバックできません。デフォルトでは、マージのタイムスタンプは 0 
に設定されています。この場合、マージ処理中に古いバージョンのフラグメントが削除
されます。詳細については、「システムタイムスタンプとマージのタイムスタンプ」

（132 ページ）を参照してください。

10.5.3 xdmp:forest-rollback 操作の実⾏に関する注意事項
このセクションでは、フォレストをロールバックする環境を設定する前に理解しておく
べき xdmp:forest-rollback の動作について説明します。xdmp:forest-rollback 操作につい
ては、以下の点に注意してください。
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• xdmp:forest-rollback を実⾏すると、指定したフォレストが再起動されます。そ
の結果としてフェイルオーバーしたフォレストは、プライマリホストをマウント
しようとします。つまり、フォレストがフェイルオーバーした場合は、フェイル
オーバーを解除する処理が発⽣します。フェイルオーバーの詳細については、

『Scalability, Availability, and Failover Guide』の「High Availability of Data Nodes With 

Failover」を参照してください。
• コンテキストデータベース内にある 1 つ以上のフォレスト（つまり、クエリの評

価対象であるデータベースに属するフォレスト）をロールバックするときは注意
が必要です。コンテキストデータベース内にあるフォレストでは、
xdmp:forest-rollback 操作は非同期で実⾏されます。フォレストの新しい状態は、
フォレストの再起動が発⽣するまで認識されません。フォレストがマウント解除
されるまでは、古い状態が反映され続けます。また、ロールバック操作中に発⽣
した可能性のあるエラーは、その処理を実⾏しているクエリには報告されません

（ただし可能な場合は、ErrorLog.txt ファイルにログが記録されます）。
xdmp:forest-rollback 操作は、コンテキストデータベースにアタッチされていな
いフォレストに対して実⾏することをお勧めします。

• データベース内のすべてのフォレストをロールバック対象として指定していない
場合は、最終的に、ロールバックしたフォレストがその他のフォレストと⼀貫性
のない状態になる可能性があります。ほとんどの場合、その他のフォレストを同
じ状態にロールバックしなくても、目的のフォレストのコンテンツの⼀貫性が損
なわれないことがわかっている場合（例えばロールバックするすべてのコンテン
ツが 1 つのフォレスト内にあることがわかっているとき）を除き、データベース
内のすべてのフォレストをロールバックすることをお勧めします。

• ロールバックする特定時点以降にデータベースのインデックス化の設定が変更さ
れている場合で、再インデックス化が有効になっている場合は、ロールバック操
作が完了すると、ただちに再インデックス化が開始します。再インデックス化が
有効でない場合、ロールバックしたフラグメントでは、最後に更新された時点と
同じインデックスの状態が保たれます。この状態は、現在のデータベース設定と
⼀貫性がない可能性があります。 

• ロールバック操作は、操作時点で更新アクティビティの発⽣していないフォレス
ト（つまり休⽌状態であるフォレスト）だけで実⾏することをお勧めします。

10.5.4 1 つ以上のフォレストをロールバックする⼀般的な⼿順
1 つ以上のフォレストの状態をロールバックするには、以下の⼀般的な⼿順を実⾏しま
す。

1. ロールバック先として希望するデータベースの状態で、マージのタイムスタンプ
を現在のタイムスタンプに設定します。 

2. システムタイムスタンプを追跡します（「システムタイムスタンプとマージのタ
イムスタンプ」（132 ページ）を参照）。
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3. 通常どおり、アプリケーションに対する更新を実⾏します。古いバージョンのド
キュメントがデータベース内に残ります。 

4. 現在よりも前の時点にロールバックする必要がないことがわかっている場合は、
ステップ 1 に戻ります。

5. ロールバックする場合は、マージのタイムスタンプから現在のタイムスタンプま
での任意の時点にロールバックできます。ロールバックを実⾏するときは、別の
データベースのコンテキストから実⾏することをお勧めします。例えば、my-db 
データベース内のすべてのフォレストをロールバックするには、以下のような操
作を実⾏します。これにより、ロールバック対象のフォレストとは異なるデータ
ベースコンテキストに設定されます。
xdmp:eval( 
 'xdmp:forest-rollback( 
    xdmp:database-forests(xdmp:database("my-db")),  
    3248432) 
 (: where 3248432 is the timestamp to which you want  
    to roll back :)',  
 (),  
 <options xmlns="xdmp:eval"> 
   <database>{xdmp:database("Documents")}</database> 
 </options>)
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11.0  システムプラグインフレームワーク
151

この章では、MarkLogic サーバーのシステムプラグインフレームワークについて説明し
ます。以下のセクションで構成されています。

• MarkLogic サーバープラグインの動作

• システムプラグインモジュールを記述する
• Information Studio プラグイン

• パスワードプラグインのサンプル

11.1 MarkLogic サーバープラグインの動作
プラグインを使用すると、MarkLogic サーバークラスタ内のすべてのアプリケーション
で各種機能を実⾏できるようになります。アプリケーション側でコードを呼び出す必要
はありません。このセクションでは、MarkLogic サーバーのシステムプラグインフレー
ムワークについて説明します。以下のように構成されています。

• システムプラグインの概要
• システムプラグインとアプリケーションプラグイン
• plugin API

11.1.1 システムプラグインの概要
プラグインは、リクエストの評価前に何らかの機能を自動的に実⾏する目的で使用しま
す。プラグインは XQuery メインモジュールの 1 つであり、任意の処理を実⾏できま
す。プラグインフレームワークは、各リクエストの評価前に、<marklogic-dir>/Plugins 
ディレクトリ内のメインモジュールを評価します。

プラグインフレームワークの動作については、以下の点に注意してください。

• MarkLogic が起動すると、Plugins ディレクトリ内の各モジュールが評価されてか
ら、各アプリケーションサーバーに対する最初のリクエストがクラスタ内の各
ノードで評価されます。この処理は、Plugins ディレクトリが変更されると再び
実⾏されます。 

• クラスタを使用している場合、Plugins ディレクトリに追加するファイルは、
MarkLogic サーバークラスタ内の各ノードの Plugins ディレクトリに追加する必
要があります。
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• クラスタ内のアプリケーションサーバー（Admin 画⾯を含む）に対してリクエ
ストが⾏われると、プラグインモジュールのエラー（構⽂エラーなど）がスロー
されます。そのため、プラグインモジュールを <marklogic-dir>/Plugins ディレクト
リに配置する前に、そのプラグインモジュールをテストしておくことが非常に重
要です。プラグインモジュールにエラーがある場合は、エラーを修正しない限
り、アプリケーションサーバーに対するリクエストを正しく評価できません。

• プラグインはキャッシュされます。パフォーマンス上の理由から MarkLogic サー
バーは更新を 1 秒あたり 1 回だけ確認し、Plugins ディレクトリが変更された場
合だけキャッシュを更新します。Plugins ディレクトリ内の個々のファイルの変
更は確認されません。エディタを使用して、更新ごとに新しいファイルを作成す
る（ディレクトリを変更したことになります）プラグインを変更すると、
MarkLogic サーバーは 1 秒以内にその更新を認識します。使用中のファイルを変
更した場合は、最新の変更がロードされるように、ディレクトリを操作して変更
⽇を変更する必要があります（または MarkLogic サーバーを再起動する⽅法もあ
ります）。Plugins ディレクトリからプラグインを削除しても、MarkLogic サー
バーを再起動するか各アプリケーションサーバーで別のプラグインが同じ名前で
登録されるまでは、そのプラグインの評価を実⾏したアプリケーションサーバー
に登録された状態が保たれます。 

11.1.2 システムプラグインとアプリケーションプラグイン
MarkLogic サーバーには 2 種類のプラグインがあります。「システムプラグイン」と

「アプリケーションプラグイン」です。

システムプラグインは、MarkLogic サーバーに組み込まれているプラグインフレーム
ワークを xdmp:set-server-field 関数および xdmp:get-server-field 関数とともに使用しま
す。「システムプラグインの概要」（146 ページ）で説明したとおり、システムプラグイ
ンは <marklogic-dir>/Plugins ディレクトリに格納されています。また、システムプラグ
インのエラーはクラスタ内のすべてのアプリケーションサーバーに対してスローされま
す。

アプリケーションプラグインは、システムプラグインの上位に構築されており、アプリ
ケーションでの使用を目的として設計されています。例えば、アプリケーションプラグ
インは Information Studio で使用されていますが、このようなアプリケーションプラグ
インを使用することで、独自のカスタマイズ機能によって Information Studio の機能を
拡張できます。アプリケーションプラグインは 
<marklogic-dir>/Assets/plugins/marklogic/appservices ディレクトリに格納されています
が、システムプラグインとは異なり、プラグインコードにエラーが含まれていても、他
のアプリケーションではエラーが発⽣しません。Information Studio でプラグインを使用
し、カスタムのコレクターおよびトランスフォーマーを作成する⽅法の詳細について
は、『Information Studio Developer’s Guide』の「Creating Custom Collectors and Transforms」を
参照してください。
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11.1.3 plugin API

plugin:register 関数は、プラグイン機能を MarkLogic サーバークラスタ内の任意の場所
で利用できるようにする目的でプラグインモジュールが使用するメカニズムです。
plugin API のその他の関数は、登録機能を実装するために使用します。plugin API は、
サーバーフィールド（xdmp:set-server-field および xdmp:get-server-field ファミリの関
数）を使用して、各プラグインの ID と機能を登録します。この API と Plugins ディレ
クトリをスキャンするプラグインフレームワークを組み合わせることで、MarkLogic 
サーバークラスタ内のすべてのアプリケーションサーバーで利用可能な機能を作成でき
ます。

plugin API を使用すると、⼀連のプラグインを登録し、特定の機能を持つすべてのプラ
グインを要求できるようになるため、各プラグインが提供する機能をアプリケーション
で利用できます。Information Studio では、このメカニズムをユーザーインターフェイス
で使用して、コレクターおよびトランスフォーマーを提供しています。plugin API の詳
細については、『MarkLogic XQuery and XSLT Function Reference』を参照してください。

11.2 システムプラグインモジュールを記述する
プラグインモジュールは XQuery のメインモジュールにすぎません。そのため、メイン
モジュールを Plugins ディレクトリに配置すれば、それがプラグインになります。つま
り、実現しようとする機能に応じた使い分けが可能です。 

警告  システムプラグインモジュールにエラーがあると、すべてのリクエストで
エラーが発⽣します。そのため実稼働環境に導⼊する前に、必ずプラグイ
ンをテストしておいてください。

システムプラグインを使用するには、プラグインのメインモジュールを Plugins ディレ
クトリに配置する必要があります。また、プラグインを MarkLogic サーバークラスタに
導⼊するには、クラスタ内の各ホストのプラグインディレクトリにプラグインのメイン
モジュールをコピーしておく必要があります。

警告  記述するシステムプラグインモジュールには、⼀意のファイル名を付ける
必要があります。<marklogic-dir>/Plugins ディレクトリ内には、MarkLogic 
からあらかじめ提供されたプラグインファイルが配置されています。これ
らのファイルは変更しないでください。また、Plugins ディレクトリ内に
ある事前にインストールされていたファイルに変更を加えても、その変更
は MarkLogic サーバーをアップグレードするたびに上書きされます。

11.3 Information Studio プラグイン
Information Studio では、コレクターおよびトランスフォーマーでアプリケーションプラ
グインを使用していますが、<marklogic-dir>/Plugins ディレクトリには配置されていま
せん。このようなプラグインは、<marklogic-dir>/Assets/plugins/marklogic/appservices 
ディレクトリに配置されています。Information Studio で使用するディレクトリでは、
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Information Studio を拡張したり、Information Studio の外部で使用したりする目的で独自
のプラグインを作成できます。このようなプラグインは、plugin:initialize-scope 関数
を使用して初期化する必要があります。この関数では、XQuery モジュールを認識でき
るように Assets/plugins/marklogic/appservices ディレクトリ内のパスを指定します。詳
細については、『MarkLogic XQuery and XSLT Function Reference』のプラグインモジュー
ル API に関するドキュメント、および『Information Studio Developer’s Guide』の

「Creating Custom Collectors and Transforms」を参照してください。 

アプリケーションプラグインとシステムプラグインの違いについては、「システムプラ
グインとアプリケーションプラグイン」（147 ページ）を参照してください。

11.4 パスワードプラグインのサンプル
このセクションでは、パスワードプラグインについて説明します。また、パスワードプ
ラグインを変更する⽅法のサンプルを⽰します。以下のように構成されています。

• パスワードプラグインを理解する
• パスワードプラグインを変更する

11.4.1 パスワードプラグインを理解する
システムプラグインの使用例としては、パスワードに含まれる⽂字や特殊⽂字などの個
数をチェックする場合が挙げられます。<marklogic-dir>/Samples/Plugins ディレクトリ
には、パスワードチェック用のサンプルプラグインモジュールが格納されています。

セキュリティ XQuery ライブラリ（security.xqy）を使用してパスワードが設定される
と、次の URI にあるプラグイン機能を使用してパスワードをチェックするプラグイン
が呼び出されます。

http://marklogic.com/xdmp/security/password-check

上記の機能で登録されたプラグインが <marklogic-dir>/Plugins ディレクトリに配置され
ていない場合、パスワードの設定時にその他の処理は実⾏されません。上記の 
password-check 機能で登録されたプラグインが <marklogic-dir>/Plugins ディレクトリに
配置されている場合は、パスワードの設定時にそのモジュールが実⾏されます。また、
複数のプラグインが登録されている場合は、それらすべてが実⾏されます。実⾏される
順序は決められていないため、順序が重要にならないようにコードを設計する必要があ
ります。 

用意されているのは、最⼩⻑をチェックするサンプルと、パスワードに数字が含まれて
いるかチェックするサンプルです。必要とする種類のパスワードチェック（例えば、特
定の⻑さであるか、各種の特殊⽂字、繰り返し⽂字、大⽂字、⼩⽂字などが含まれてい
るか）を実⾏する場合は、独自のプラグインモジュールを作成できます。 
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また、セキュリティデータベースのユーザードキュメントに追加の履歴を保存するプラ
グインも記述できます。このユーザードキュメントには、パスワードチェック処理コー
ドで使用または更新できる情報が格納されます。パスワードチェックアプリケーション
の情報を格納するために使用できる要素は、sec:password-extra です。
sec:user-set-password-extra 関数および sec:user-set-password-extra 関数（security.xqy 
にあります）を使用すると、ユーザードキュメント内の sec:password-extra 要素を変更
できます。これらの API を使用すると、各要素は sec:password-extra 要素の⼦として作
成されます。

<marklogic-dir>/Samples/Plugins/password-check-minimum-length.xqy ファイルは、成功時
には空を返し、パスワードが最⼩⽂字数未満の場合はエラーメッセージを返す関数を持
つメインモジュールです。メインモジュールの本⽂では、マップを持つプラグインが登
録されています。マップは、プラグインの機能（複数の機能を登録できますが、ここで
は 1 つのみ登録）と⼀意の名前（この場合は、xqy ファイルの名前）の関連付けを⾏い
ます。

let $map := map:map(), 
      $_ := map:put($map, 
"http://marklogic.com/xdmp/security/password-check", 
                    xdmp:function(xs:QName("pwd:minimum-length"))) 
return 
  plugin:register($map, "password-check-minimum-length.xqy")

これにより、関数 pwd:minimum-length に 
http://marklogic.com/xdmp/security/password-check 機能が登録され、パスワードが設定
されるたびにこのプラグインが呼び出されます。 

注：  プラグインを登録するときは、⼀意の名前を使用してください
（plugin:register の 2 つめの引数）。登録する名前が別のプラグインによっ
て使用されている場合、いずれか 1 つだけが登録されることになります

（他⽅が登録を上書きするため）。

パスワードのチェック時（ユーザーを作成するときとパスワードを変更するときの両⽅
の場合）に実⾏する独自のロジックを実装する場合は、プラグインを記述できます（次
のセクションを参照）。

11.4.2 パスワードプラグインを変更する
以下の例では、サンプルのプラグインを使用してパスワードの最⼩⻑をチェックし、ま
た数字が少なくとも 1 つ含まれていることを確認する⽅法を⽰します。 

警告  プラグインモジュールにエラーがあると、すべてのリクエストでエラーが
発⽣します。そのため実稼働環境に導⼊する前に、必ずプラグインをテス
トしておいてください。
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サンプルのパスワードプラグインを使用し、変更するには、以下の⼿順を実⾏します。

1. <marklogic-dir>Samples/Plugins/password-check-*.xqy ファイルを Plugins ディレク
トリにコピーします。例えば以下のようになります。
cd /opt/MarkLogic/Plugins 
cp ../Samples/Plugins/password-check-*.xqy .

必要に応じて、コピーするときにファイルの名前を変更します。

2. ファイルを変更する場合は（ここでは例として password-check-minimum-length と
します）、テキストエディタでファイルを開きます。

3. 必要な変更を加えます。例えば最⼩⻑を変更するには、pwd:minimum-length 関数
を探し、4 を 6 などの希望する値に変更します。完了すると、関数の本⽂は以下
のようになります。
if (fn:string-length($password) < 6)  
then "password too short" 
else ()

これにより、パスワードが 6 ⽂字以上であるかがチェックされます。

4. ファイルの名前を変更した場合は、plugin:register の 2 つめのパラメータをス
テップ 1 でプラグインファイルに指定した名前に変更します。例えば、プラグイ
ンファイルの名前を my-password-plugin.xqy にした場合は、plugin:register 呼び
出しを次のように変更します。
plugin:register($map, "my-password-plugin.xqy")

5. ファイルの変更を保存します。

警告  プラグインに構⽂エラーの原因となる⼊⼒間違いなどの誤りがあると、ア
プリケーションサーバーに対するリクエストでは常に例外がスローされて
しまいます。このような場合は、ファイルを編集してエラーを修正してく
ださい。

6. クラスタを使用している場合は、クラスタ内の各ホストの Plugins ディレクトリ
にプラグインをコピーします。

7. コードをテストして、意図したとおりに動作することを確認します。

次回のパスワード変更時からは、新しいチェックが実⾏されます。例えば、1 ⽂字のパ
スワードにしようとすると拒否されます。
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12.0  map 関数を使って、名前 / バリュー マップを作成する
163

この章では、map 関数の使い⽅を説明します。以下のセクションで構成されています。

• マップ：XQuery で操作するインメモリ構造

• map:map（XQuery のプリミティブ型）

• マップを XML ノードとしてシリアライズ

• map API

• マップ演算⼦
• 例

12.1 マップ：XQuery で操作するインメモリ構造
「マップ」は、名前 / バリュー（値）のペアによって構成されるインメモリ構造で、
ユーザーが作成・操作できます。マップは、プログラミング⾔語によってはハッシュ
テーブルを使って実現されているものもあります。これはプログラミングに便利なツー
ルで、名前 / バリューのペアを格納・更新し、プログラム内で後で使えます。またデー
タへのアクセスが速くかつ楽になります。

MarkLogic サーバーには、マップを作成・操作するための⼀連の XQuery があります。
マップには、xdmp:set 関数と同様に副作用があり、プログラムを変化させてしまう可能
性があります。このため厳密には、マップは他の大部分の XQuery のような関数型では
ありません。マップがメモリ内にある場合、開発者にとってその構造はブラックボック
ス化しています。これにアクセスするにはビルトインの XQuery 関数を使います。しか
しマップを保存して後で使いたい場合には、マップの構造を XML ノードとして保持で
きます。マップはノードなので、アイデンティティがあります。このアイデンティティ
はマップがメモリ内にある限り同じものになります。しかしマップを XML としてシリ
アライズしてドキュメント内に格納した場合、これを抽出するとノードのアイデンティ
ティは変わってしまいます（つまり、マップのアイデンティティとシリアライズされた
マップのアイデンティティを⽐較した場合、false が返されます）。同様に、データベー
スから抽出した XML 値をマップに格納した場合、インメモリマップのノードのアイデ
ンティティは、このデータベースのノードと同じアイデンティティになります（マップ
がメモリにある限り）。しかしこのマップが XML ドキュメントとしてシリアライズさ
れデータベースに格納されると、アイデンティティは変わってしまいます。これは、他
の XQuery におけるノードのアイデンティティの場合と同じです。

キーは xs:string 型となり、値は item()* 型となります。このため、値としては、⽂字
列、要素、アイテムのシーケンスを使用できます。マップは、インメモリの XML ノー
ドに値を格納したものに XPath でアクセスする⽅法の代替策となります。マップによっ
て、値の更新がとても楽にできます。
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12.2 map:map（XQuery のプリミティブ型）
マップは、XQuery のプリミティブ型である map:map として定義されます。この型は、
関数や変数の定義において使うことができます。また他のプリミティブ型と同様に 
XQuery で使えます。またこれを XML にシリアライズしてデータベース内に格納でき
ます。これについては以下のセクションで説明します。

12.3 マップを XML ノードとしてシリアライズ
マップの構造を、XML ノードとしてシリアライズできます。これには、マップを XML 
要素のコンテキストに置きます。これは、cts:query をシリアライズする⽅法とほぼ同
じです（詳細については、『Search Developer’s Guide』の「Serializing a cts:query to XML」の
章の「Composing cts:query Expressions」を参照してください）。マップの中⾝をデータ
ベースに格納して保存したい場合には、シリアライズするといいでしょう。この XML 
は、<marklogic-dir>/Config/map.xsd に準拠しています。また名前空間は、
http://marklogic.com/xdmp/map です。

例えば以下のようにして、構成されたマップを XML でシリアライズできます。

let $map := map:map() 
let $key := map:put($map, "1", "hello") 
let $key := map:put($map, "2", "world") 
let $node := <some-element>{$map}</some-element> 
return $node/map:map

以下の XML が返されます。

<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map" 
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <map:entry key="1"> 
    <map:value xsi:type="xs:string">hello</map:value> 
  </map:entry> 
  <map:entry key="2"> 
    <map:value xsi:type="xs:string">world</map:value> 
  </map:entry> 
</map:map>
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12.4 map API

map API はとてもシンプルです。マップは、map:map 関数を使って⼀から作ることも、
あるいはマップの XML 表現（map:map）から作ることもできます。map 関数には以下の
ものがあります。それぞれの関数のシグネチャと説明については、『MarkLogic XQuery 
and XSLT Function Reference』を参照してください。

• map:clear

• map:count

• map:delete

• map:get

• map:keys

• map:map

• map:put
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12.5 マップ演算⼦
マップ演算⼦は、セット演算⼦と同じような機能を持っています。セットをさまざまな
⽅法で組み合わせて他のセットを作ることができるように、マップもマップ演算⼦を
使って組み合わせることができます。以下のテーブルで、さまざまなマップ演算⼦につ
いて説明しています。

マップ演算⼦ 説明
+ 2 つのマップの和集合（union）。1 つめのマップ（Map A）と 2 つ

めのマップ（Map B）のキーと値をすべて含みます。例について
は、「マップの和集合の作成」（158 ページ）を参照してくださ
い。

* 2 つのマップの積集合（intersection）。セットの積集合と同様で
す。両⽅のマップ（Map A と Map B）に含まれるキー / バリュー
ペアを返します。例については、「マップの積集合の作成」

（159 ページ）を参照してください。
- 2 つのマップの差集合（difference）。セットの差集合と同様です。

1 つめのマップ（Map A）には存在するが 2 つめのマップ（Map 
B）には存在しないキー / バリューペアが返されます。例につい
ては、「マップの差演算⼦の使用」（160 ページ）を参照してくだ
さい。

この演算⼦は、単項の否定演算⼦としても使用できます。その場
合、キーとバリューが逆になります。例については、「単項の否
定演算⼦の使用」（161 ページ）を参照してください。

div あるマップの値が他のマップのキーとマッチするという推論。1 
つめのマップ（Map A）のキーと 2 つめのマップ（Map B）の値
が返されます（Map A の値が Map B のキーと等しい場合）。例に
ついては、「Div 演算⼦の使用」（162 ページ）を参照してくださ
い。

mod 単項の否定演算⼦とマップ間の推論を組み合わせたもの。1 つめ
のマップ（Map A）のキーと 2 つめのマップ（Map B）の値が⼊
れ替わったものが返されます（Map A の値が Map B のキーと等し
い場合）。 

つまり、Map A mod Map B は -Map A div Map B と同じです。例につい
ては、「Mod 演算⼦の使用」（163 ページ）を参照してください。
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12.6 例
このセクションでは、マップを使ったコードの例を紹介します。以下の例があります。

• 単純なマップの作成
• マップ内の値を返す
• シリアライズされたマップの作成
• シーケンス値を追加
• マップの和集合の作成
• マップの積集合の作成
• マップの差演算⼦の使用
• 単項の否定演算⼦の使用
• Div 演算⼦の使用

• Mod 演算⼦の使用

12.6.1 単純なマップの作成
以下の例ではマップを作成し、キー / バリューペアを 2 つ⼊れ、このマップを返しま
す。

let $map := map:map() 
let $key := map:put($map, "1", "hello") 
let $key := map:put($map, "2", "world") 
return $map

これにより、キー / バリューペアが 2 つあるマップが返されます。キー「1」の値は
「hello」、キー「2」の値は「world」になっています。

12.6.2 マップ内の値を返す
以下の例ではマップを作成し、キーでソートした値を返します。

let $map := map:map() 
let $key := map:put($map, "1", "hello") 
let $key := map:put($map, "2", "world") 
return  
  for $x in map:keys($map)  
  order by $x return 
  map:get($map, $x) 
(: returns hello world :)
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12.6.3 シリアライズされたマップの作成
以下の例では前の例と同様にマップを作成し、このマップを XML ノードにシリアライ
ズします。その後、この XML ノードから新しいマップを作り、新しいキー / バリュー
ペアを⼊れます。最後にこの新しいマップを返します。

let $map := map:map() 
let $key := map:put($map, "1", "hello") 
let $key := map:put($map, "2", "world") 
let $node := <some-element>{$map}</some-element> 
let $map2 := map:map($node/map:map) 
let $key := map:put($map2, "3", "fair") 
return $map2

これにより、キー / バリューペアが 3 つあるマップが返されます。キー「1」の値は
「hello」、キー「2」の値は「world」、キー「3」の値は「fair」になっています。$map 変
数にバインドされたマップは、$map2 にバインドされたマップとは別のものだというこ
とに注意してください。XML にシリアライズされた後、新しいマップが $map2 変数内
に構築されています。

12.6.4 シーケンス値を追加
マップに⼊れる値の型は、item()* です。つまり、任意のシーケンスをキーの値として
追加できます。以下の例では、⽂字列値とシーケンス値を使い、それぞれの結果を、
<result> 要素として出⼒します。

let $map := map:map() 
let $key := map:put($map, "1", "hello") 
let $key := map:put($map, "2", "world") 
let $seq := ("fair",  
             <some-xml> 
                 <another-tag>with text</another-tag> 
             </some-xml>) 
let $key := map:put($map, "3", $seq) 
return  
  for $x in map:keys($map) return 
  <result>{map:get($map, $x)}</result>

これは以下の要素を返します。
<result>fair 
        <some-xml> 
            <another-tag>with text</another-tag> 
        </some-xml> 
</result> 
<result>world</result> 
<result>hello</result>
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12.6.5 マップの和集合の作成
以下の例では 2 つのマップの和集合を作成し、そのキー / バリューペアを返します。

let $mapA := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>1</map:key> 
            <map:value>1</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
</map:map>) 
let $mapB := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>2</map:key> 
            <map:value>2</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
            <map:value>3.5</map:value> 
        </map:entry> 
        </map:map>) 
return $mapA + $mapB

両⽅のマップに共通のキー / バリューペアが、1 回だけ含まれます。これは以下を返し
ます。

<xml version="1.0" encoding="UTF-8"> 
<results warning="atomic item"> 
    <map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <map:entry key="1"> 
            <map:value>1</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry key="2"> 
            <map:value>2</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry key="3"> 
            <map:value>3</map:value> 
            <map:value>3.5</map:value> 
        </map:entry> 
    </map:map> 
</results>
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12.6.6 マップの積集合の作成
以下の例では 2 つのマップの積集合を作成します。

xquery version "1.0-ml"; 
let $mapA := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>1</map:key> 
            <map:value>1</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
        </map:map>) 
let $mapB := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>2</map:key> 
            <map:value>2</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
            <map:value>3.5</map:value> 
        </map:entry> 
</map:map>) 
return $mapA * $mapB

両⽅のマップに共通のキー / バリューペアだけが返されます。これは以下を返します。

<xml version="1.0" encoding="UTF-8"> 
<results warning="atomic item"> 
    <map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <map:entry key="3"> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
    </map:map> 
</results>
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12.6.7 マップの差演算⼦の使用
以下の例では、Map A には存在するが Map B には存在しないキー / バリューペアが返さ
れます。

let $mapA := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>1</map:key> 
            <map:value>1</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
</map:map>) 
let $mapB := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>2</map:key> 
            <map:value>2</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
            <map:value>3.5</map:value> 
        </map:entry> 
        </map:map>) 
return $mapA - $mapB

これは以下を返します。
<xm••l version="1.0" encoding="UTF-8"> 
<results warning="atomic item"> 
    <map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <map:entry key="1"> 
            <map:value>1</map:value> 
        </map:entry> 
    </map:map> 
</results>
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12.6.8 単項の否定演算⼦の使用
以下の例では、マップの差演算⼦を単項の否定演算⼦として使用し、マップの内のキー
と値を⼊れ替えます。 

xquery version "1.0-ml"; 
let $mapA := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>1</map:key> 
            <map:value>1</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
        </map:map>) 
let $mapB := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>2</map:key> 
            <map:value>2</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
            <map:value>3.5</map:value> 
        </map:entry> 
</map:map>) 
return -$mapB

これは以下を返します。
<xml version="1.0" encoding="UTF-8"> 
<results warning="atomic item"> 
    <map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <map:entry key="3.5"> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry key="2"> 
            <map:value>2</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry key="3"> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
    </map:map> 
</results>
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12.6.9 Div 演算⼦の使用
以下の例では推論の規則を使用し、Map A のキーと Map B の値を返します（Map A の
値が Map B のキーと等しい場合）。

xquery version "1.0-ml"; 
let $mapA := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>1</map:key> 
            <map:value>1</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
        </map:map>) 
let $mapB := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>2</map:key> 
            <map:value>2</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
            <map:value>3.5</map:value> 
        </map:entry> 
</map:map>) 
return $mapA div $mapB

これは以下を返します。
<xml version="1.0" encoding="UTF-8"> 
<results warning="atomic item"> 
    <map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <map:entry key="3"> 
            <map:value>3</map:value> 
            <map:value>3.5</map:value> 
        </map:entry> 
    </map:map> 
</results>
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12.6.10 Mod 演算⼦の使用
以下の例では、上述の演算 2 つが実⾏されます。まず、Map A のキーと値が⼊れ替えら
れます。次に推論規則が適用され、Map A の値と Map B のキーがマッチされ、Map B 
の値が返されます。

xquery version "1.0-ml"; 
let $mapA := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>1</map:key> 
            <map:value>1</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
        </map:map>) 
let $mapB := map:map( 
<map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map"> 
        <map:entry> 
            <map:key>2</map:key> 
            <map:value>2</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry> 
            <map:key>3</map:key> 
            <map:value>3</map:value> 
            <map:value>3.5</map:value> 
        </map:entry> 
</map:map>) 
return $mapA mod $mapB

これは以下を返します。
<xml version="1.0" encoding="UTF-8"> 
<results warning="atomic item"> 
    <map:map xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
        <map:entry key="3.5"> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
        <map:entry key="3"> 
            <map:value>3</map:value> 
        </map:entry> 
    </map:map> 
</results>
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13.0  関数値
167

この章では、関数値を使用する⽅法について説明します。関数値は、パラメータとして 
XQuery 関数に渡すことができます。以下のセクションで構成されています。

• 関数値の概要
• xdmp:function XQuery プリミティブ型

• 関数値用の XQuery API

• 適用される関数がクエリステートメントによる更新である場合
• 関数値の使用例

13.1 関数値の概要
XQuery 関数はパラメータを取ります。パラメータの XQuery 型としてはあらゆるもの
があります。通常、パラメータは⽂字列、⽇付、数値などの型になりますが、堅牢な型
付けをサポートするために XQuery には多くの型が用意されています。ただし、名前付
き関数へのポインタを別の関数のパラメータとして渡すと便利な場合があります。その
ような関数ポインタは、「関数値」と呼ばれます。関数値を使用すると、より堅牢で保
守性の⾼いコードを記述できます。関数をパラメータとして渡すことをサポートしてい
るプログラミング⾔語では、そのような⾼階関数を呼び出すことがあります。
MarkLogic サーバーの関数値は、他の⾔語における⾼階関数とほぼ同じ機能を実⾏しま
す。ただし、関数を出⼒したり、無名関数を作成したりすることはできません。その代
わりに、関数値を⼊出⼒できますが、関数値は XQuery プリミティブ型として実装され
ます。

関数値を別の関数に渡すには、渡す関数の名前を通知します。関数が返す実際の値は、
クエリの実⾏時に動的に評価されます。このような関数値を渡すことで、関数のイン
ターフェイスを定義してそのデフォルトで実装できます。また、関数の呼び出し元は、
独自バージョンの関数を実装してデフォルトバージョンの代わりに指定できます。

13.2 xdmp:function XQuery プリミティブ型
関数値は、xdmp:function XQuery プリミティブ型として定義されます。この型は関数や
変数の定義で使用することも、XQuery の他のプリミティブ型と同様の⽅法で使用する
こともできます。⼀部の MarkLogic サーバー XQuery プリミティブ型（例えば cts:query 
や map:map）とは異なり、xdmp:function XQuery プリミティブ型は XML でシリアライズ
できません。
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13.3 関数値用の XQuery API

関数値は、以下の XQuery ビルトイン関数を使用して渡します。

• xdmp:function

• xdmp:apply

xdmp:function を使用して渡す関数を指定し、xdmp:apply を使用して渡された関数を実⾏
します。これらの API の詳細およびシグネチャについては、『MarkLogic XQuery and 
XSLT Function Reference』を参照してください。

13.4 適用される関数がクエリステートメントによる更新である場合
xdmp:function を使用して関数を適用する場合、適用される関数の内容はクエリのコン
パイル時に認識されません。そのため、xdmp:apply を呼び出すステートメントがクエリ
ステートメントである場合（つまり、更新式を含まず、タイムスタンプで実⾏されるス
テートメントである場合）、適用される関数が更新を実⾏すると、
XDMP-UDATEFUNCTIONFROMQUERY 例外がスローされます。

適用するコードが更新を実⾏するけれど、呼び出し元のクエリに更新ステートメントが
含まれていない場合は、呼び出し元のクエリを更新ステートメントにする必要がありま
す。クエリステートメントを更新ステートメントに変更するには、xdmp:update プロ
ローグオプションを使用するか、更新呼び出しをステートメントのどこかに⼊れます。
例えば、クエリを更新ステートメントとして強制的に実⾏する場合は、以下のコードを 
XQuery プロローグに追加します。

declare option xdmp:update "true";

このプロローグオプションを使用しなくても、クエリ内に更新式があれば、更新ステー
トメントとして強制的に実⾏されます。例えば、以下の式ではクエリは更新ステートメ
ントとして強制的に実⾏されますが、クエリに関してそれ以外は何も変更されません。

if ( fn:true() ) 
then () 
else xdmp:document-insert("fake.xml", <fake/>)

更新ステートメントとクエリステートメントの違いの詳細については、「MarkLogic 
サーバーのトランザクションを理解する」（19 ページ）を参照してください。

13.5 関数値の使用例
以下の例では、再帰関数 my:sum:sequences を紹介します。この再帰関数は、
xdmp:function 型を使用して、シーケンスの最後に到達するまでこの関数呼び出しを再
帰的に適用します。これは my:add 関数で my:sum-sequences 関数の動作を変えるもので
す。ここでは、/sum.xqy という名前の以下のようなライブラリモジュールがあります。
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xquery version "1.0-ml"; 
module namespace my="my-namespace"; 
 
(:Sum a sequence of numbers, starting with the  
   starting-number (3rd parameter) and at the  
   start-position (4th parameter).:) 
declare function my:sum-sequence( 
  $fun as xdmp:function, 
  $items as item()*, 
  $starting-number as item(), 
  $start-position as xs:unsignedInt) 
as item() 
{ 
  if ($start-position gt fn:count($items)) then $starting-number 
  else  
    let $new-value := xdmp:apply($fun,$starting-number, 
                        $items[$start-position]) 
    return 
      my:sum-sequence($fun,$items,$new-value,$start-position+1) 
}; 
 
declare function my:add($x,$y) {$x+ $y}; 
(:/sum.xqy :)

ここで、以下のメインモジュールを使用して、この関数を呼び出します。
xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace my="my-namespace" at "/sum.xqy"; 
 
let $fn := xdmp:function(xs:QName("my:add")) 
return my:sum-sequence($fn,(1 to 100), 2, 1)

これにより、5052 が返されます。5052 は、2 から 100 までのすべての数値の合計です。 

また別の種類の合計を計算する例として、先程と同じ関数を違うやりかたで使った 
XQuery ライブラリモジュールを作成し、これを指定します。ここでは、2 つめの数値
に 2 を掛けてから 1 つめの数値に加算するライブラリモジュール /my.xqy を作成すると
します。

xquery version "1.0-ml"; 
module namespace my="my-namespace"; 
 
declare function my:add($x,$y) {$x+ (2 * $y)}; 
(:/my.xqy :)
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先程とは違う使い⽅の my:add 関数を指定する my:sum-sequence 関数を以下のように呼び
出すことができます。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace my="my-namespace" at "/sum.xqy"; 
 
let $fn := xdmp:function(xs:QName("my:add"), "/my.xqy") 
return my:sum-sequence($fn,(1 to 100), 2, 1)

これにより新しい式が使用され、10102 という値が返されます。このように、同じ関数
を呼び出し元が全く違う⽅法で使うことができます。 
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14.0  モジュラードキュメントアプリケーションでコンテンツを
再利用する

178

この章では、別のコンテンツを含む XML を使用してコンテンツを再利用するアプリ
ケーションを作成する⽅法について説明します。以下のセクションで構成されていま
す。

• モジュラードキュメント
• XInclude と XPointer

• CPF XInclude アプリケーションと API

• モジュラードキュメントアプリケーションで使用する XML を作成する

• モジュラードキュメントアプリケーションを設定する

14.1 モジュラードキュメント
「モジュラードキュメント」とは、そのコンテンツの⼀部またはすべてにおいて、他の
ドキュメント全体やその⼀部分を参照する XML ドキュメントです。参照されたドキュ
メントの⼀部を取得し、そのコンテンツを参照している要素の⼦要素として配置するこ
とを、ドキュメントの「展開」と呼びます。展開されたドキュメント内のあらゆる参照

（展開できる参照がなくなるまで再帰的に繰り返す）を含め、すべての参照を展開して
得られるドキュメントを「展開されたドキュメント」と呼びます。こうして展開された
ドキュメントは検索に使用でき、関連性でランク付けされた結果を得ることができます

（この関連性は、単⼀ドキュメント内のコンテンツ全体に基づいて決まります）。モジュ
ラードキュメントでは、参照されたドキュメントの全体および⼀部を指定する⽅法とし
て W3C 勧告に基づく XInclude を使用します。

モジュラードキュメントでは、コンテンツを管理および再利用できます。MarkLogic 
サーバーには、あらゆる XInclude 参照に基づいてドキュメントを展開できる Content 
Processing Framework（CPF）アプリケーションが付属しています。この CPF アプリ
ケーションは、展開されたドキュメントで新しいドキュメントを作成しますが、元のド
キュメントは変更しません。いずれかの部分を更新すると、展開されたドキュメントは
再作成されて自動的に最新の状態に保たれます。

モジュラードキュメント用の CPF アプリケーションが、ドキュメントの展開に伴う作
業をすべて⾏います。そのため、ユーザーがデータベース内で XInclude 参照を持つド
キュメントを追加または更新するだけで、CPF ドメイン下にあるすべてのドキュメン
トが自動的に展開されます。CPF の詳細については、『Content Processing Framework 
Guide』を参照してください。
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同⼀コンテンツを使いまわして、複数のドキュメントから参照することができます。例
えば、出版社は、同⼀の著作権情報や会社情報などを多くの書籍で流用します。このた
めこのような定型的な⽂⾔を各書籍から参照できるようになっています。CPF アプリ
ケーションでは、このような定型⽂が更新されるとこれを参照しているすべてのドキュ
メントが自動的に更新されます。CRF アプリケーション以外にも、簡単な API 呼び出
しでこのようなドキュメントの更新ができます。

14.2 XInclude と XPointer

モジュラードキュメントでは、XInclude および XPointer を使用します。

• XInclude：http://www.w3.org/TR/xinclude/

• XPointer：http://www.w3.org/TR/WD-xptr

XInclude は、XML ドキュメントを他の XML ドキュメントに含めるための構⽂です。
含めるドキュメントは、相対 URI または絶対 URI で指定します。また、XPointer は、
XML ドキュメントの⼀部分を指定するための構⽂です。XPointer では、ドキュメント
内のノードを指定できます。これには、XPath に基づく構⽂を使用しますが、完全に同
じではありません。MarkLogic サーバーでは、XPointer フレームワークと XPointer の 
element() および xmlns() スキーム、そして xpath() スキームをサポートしています。

• element() スキーム：http://www.w3.org/TR/2002/PR-xptr-element-20021113/

• xmlns() スキーム：http://www.w3.org/TR/2002/PR-xptr-xmlns-20021113/

• xpath() スキームは W3C 勧告ではありませんが、単純な XPath を使用してドキュ
メントの⼀部を指定できます。

xmlns() スキームは、XPointer フレームワークにおける名前空間プレフィックスのバイ
ンドに使用されます。element() スキームは、XInclude の href 属性でドキュメントから
選択する要素を指定するために使用する構⽂の 1 つです。また、xpath() スキームも、
ドキュメントから要素を選択する構⽂です（element() スキームよりも XPath に似てい
ます）。

これらの各スキームは、xpointer という名前の属性内で使用します。xpointer 属性は、
<xi:include> 要素の属性です。idref に対応する⽂字列を指定すると、その ID 属性を持
つ要素が選択されます（「例：単純な ID」（170 ページ）を参照）。

以降の例は、XPointer を使用してドキュメントの⼀部を選択する XInclude を⽰したも
のです。

• 例：単純な ID

• 例：xpath() スキーム

• 例：element() スキーム

http://www.w3.org/TR/xinclude/
http://www.w3.org/TR/WD-xptr
http://www.w3.org/TR/2002/PR-xptr-element-20021113/
http://www.w3.org/TR/2002/PR-xptr-xmlns-20021113/
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• 例：xmlns() スキームおよび xpath() スキーム

14.2.1 例：単純な ID

ドキュメント /test2.xml に以下のコンテンツが含まれているとします。

<el-name> 
  <p id="myID">This is the first para.</p> 
  <p>This is the second para.</p> 
</el-name>

以下のコードでは、id 属性の値が myID である要素が /test2.xml ドキュメントから選択
されます。

<xi:include href="/test2.xml" xpointer="myID" />

この <xi:include> 要素を展開すると、以下のようになります。

<p id="myID" xml:base="/test2.xml">This is the first para.</p>

14.2.2 例：xpath() スキーム
ドキュメント /test2.xml に以下のコンテンツが含まれているとします。

<el-name> 
  <p id="myID">This is the first para.</p> 
  <p>This is the second para.</p> 
</el-name>

以下のコードでは、ルート要素 el-name の⼦である 2 つめの p 要素が /test2.xml ドキュ
メントから選択されます。

<xi:include href="/test2.xml" xpointer="xpath(/el-name/p[2])" />

この <xi:include> 要素を展開すると、以下のようになります。

<p xml:base="/test2.xml">This is the second para.</p>
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14.2.3 例：element() スキーム
ドキュメント /test2.xml に以下のコンテンツが含まれているとします。

<el-name> 
  <p id="myID">This is the first para.</p> 
  <p>This is the second para.</p> 
</el-name>

以下のコードでは、ルート要素 el-name の⼦である 2 つめの p 要素が /test2.xml ドキュ
メントから選択されます。

<xi:include href="/test2.xml" xpointer="element(/1/2)" />

この <xi:include> 要素を展開すると、以下のようになります。

<p xml:base="/test2.xml">This is the second para.</p>

14.2.4 例：xmlns() スキームおよび xpath() スキーム
ドキュメント /test2.xml に以下のコンテンツが含まれているとします。

<pref:el-name xmlns:pref="pref-namespace"> 
  <pref:p id="myID">This is the first para.</pref:p> 
  <pref:p>This is the second para.</pref:p> 
</pref:el-name>

以下のコードでは、ルート要素 pref:el-name の⼦である 1 つめの pref:p 要素が 
/test2.xml ドキュメントから選択されます。

<xi:include href="/test2.xml"  
            xpointer="xmlns(pref=pref-namespace) 
                      xpath(/pref:el-name/pref:p[1])" />

この <xi:include> 要素を展開すると、以下のようになります。

<pref:p id="myID" xml:base="/test2.xml" 
   xmlns:pref="pref-namespace">This is the first para.</pref:p>

XPointer の名前空間プレフィックスは、クエリのコンテキストからプレフィックスを継
承しないため、xmlns() スキーム内に⼊⼒する必要があります。
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14.3 CPF XInclude アプリケーションと API

このセクションでは、XInclude CPF アプリケーションのコードについて説明します。以
下のように構成されています。

• XInclude コードと CPF パイプライン

• 必要なセキュリティ権限 - xinclude ロール

14.3.1 XInclude コードと CPF パイプライン
モジュラードキュメントアプリケーションは、自分でつくることも、あるいは CPF ア
プリケーションの XInclude パイプラインを利用することもできます。CPF の詳細につ
いては、『Content Processing Framework Guide』を参照してください。モジュラードキュ
メントアプリケーションの作成で使用する XQuery ライブラリおよび CPF コンポーネン
トは以下のとおりです。

• XQuery モジュールライブラリ xinclude.xqy。このライブラリで重要な関数は 
xinc:node-expand 関数です。ノードを取り、XInclude 参照を再帰的に展開して、
完全に展開されたノードを返します。

• XQuery モジュールライブラリ xpointer.xqy。
• XInclude パイプラインおよび関連するアクション。
• 以下のような <options> を使用する XInclude パイプラインからカスタムのパイプ

ラインを作成できます。これらのオプションは、ドメインにおいてパイプライン
に関係付けられているドキュメントへの XInclude 参照の展開をコントロールす
るものです。

• <destination-root> では、展開されたバージョンのドキュメントを保存す
るディレクトリを指定します。このディレクトリは、データベース内の
ディレクトリパスにする必要があります。展開されたドキュメントは、こ
のルートと展開されていないドキュメントのベース名を連結した URI に
保存されます。例えば、展開されていないドキュメントの URI が 
/mydocs/unexpanded/doc.xml で、<destination-root> が /expanded-docs/ に設定
されている場合、このドキュメントは URI が /expanded-docs/doc.xml のド
キュメントに展開されます。

• <destination-collection> では、展開されたバージョンを配置するコレク
ションを指定します。複数のコレクションを指定する場合は、パイプライ
ンを使って複数の <destination-collection> 要素を指定します。

• <destination-quality> では、展開されたバージョンのドキュメントのクオ
リティを指定します。この値は、整数にする必要があります。大きい正の
値にするほどドキュメントのマッチに関する関連性スコアが増加し、⼩さ
い負の値にするほど関連性スコアが低下します。ドキュメントのデフォル
トのクオリティは 0 で、関連性スコアに影響を与えません。

• デフォルトでは、展開されていないソースと同じ値を使用します。
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14.3.2 必要なセキュリティ権限 - xinclude ロール
XInclude コードには、以下の権限が必要です。

• xdmp:with-namespaces

• xdmp:value

そのため、ドキュメントを展開するユーザーにはこれらの権限が必要です。また、この
コードの実⾏に必要な権限を持つ xinclude というロールが事前定義されています。
XInclude CPF アプリケーションで使用される XInclude コードを実⾏するには、xinclude 
ロールをユーザーに割り当てるか、ユーザーが上記の実⾏権限を所有している必要があ
ります。
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14.4 モジュラードキュメントアプリケーションで使用する XML を作成する
XInclude を使用する基本的な構⽂は、⽐較的単純です。参照するドキュメントごとに 
<xi:include> 要素を配置し、そのドキュメントの URI を href 属性の値として指定しま
す。この URI は、この <xi:include> 要素を持つドキュメントからの相対 URI にするこ
とも、データベース内のドキュメントの絶対 URI にすることもできます。ドキュメン
トが展開されると、<xi:include> 要素は、参照されたドキュメントに置き換えられます。
このセクションは、以下のように構成されています。

• <xi:include> 要素

• <xi:fallback> 要素

• 単純な例

14.4.1 <xi:include> 要素
他のドキュメント内のコンテンツを参照するのは <xi:include> 要素です。xi は、
http://www.w3.org/2001/XInclude 名前空間にバインドされています。各 xi:include 要素
は href 属性を持ち、参照するドキュメントの URI を指定します。この URI は、この 
<xi:include> 要素を持つドキュメントからの相対 URI にすることも、データベース内の
ドキュメントの絶対 URI にすることもできます。

14.4.2 <xi:fallback> 要素
XInclude では、フォールバック用のコンテンツを指定できます。フォールバックコンテ
ンツとは、ドキュメントを展開するときに XInclude 参照が⾒つからなかった場合に使
用されるコンテンツです。フォールバックコンテンツを指定するには、<xi:fallback> 要
素を <xi:include> 要素の⼦として追加します。フォールバックコンテンツはオプション
ですが、指定することをお勧めします。というのも xi:include の href 属性が正しく解
決される限り、<xi:fallback> 要素を持たないドキュメントも正しく展開されますが、
xi:include の href 属性が正しく解決されず、解決されない参照で <xi:fallback> 要素が
使用されていない場合、展開が失敗して XI-BADFALLBACK 例外がスローされるからです。

<xi:fallback> 要素が指定された <xi:include> 要素の例は、以下に⽰すとおりです。

<xi:include href="/blahblah.xml"> 
  <xi:fallback><p>NOT FOUND</p></xi:fallback>  
</xi:include>

URI /blahblah.xml のドキュメントが⾒つからない場合、ドキュメントを展開するとき
に、<xi:include> 要素が <p>NOT FOUND</p> に置き換えられます。
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また、以下のように <xi:fallback> 要素内に <xi:include> 要素を配置することで、デー
タベース内にあるコンテンツにフォールバックすることもできます。

<xi:include href="/blahblah.xml"> 
  <xi:fallback><xi:include href="/fallback.xml" /></xi:fallback>  
</xi:include>

このように記述すると、ドキュメントを展開するときに URI /blahblah.xml のドキュメ
ントが配置されます。ただし、そのドキュメントが⾒つからない場合は /fallback.xml 
のコンテンツが使用されます。

14.4.3 単純な例
以下の例は、2 つのドキュメントを作成してから、その⼀⽅を XInclude 参照で展開する
単純な例を⽰したものです。

xquery version "1.0-ml"; 
declare namespace xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"; 
 
xdmp:document-insert("/test1.xml", <document> 
  <p>This is a sample document.</p> 
  <xi:include href="test2.xml"/>  
</document>); 
 
xquery version "1.0-ml"; 
 
xdmp:document-insert("/test2.xml",  
  <p>This document will get inserted where  
     the XInclude references it.</p>); 
 
xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace xinc="http://marklogic.com/xinclude"  
     at "/MarkLogic/xinclude/xinclude.xqy";  
 
xinc:node-expand(fn:doc("/test1.xml"))

xinc:node-expand 呼び出しから返される展開されたドキュメントは以下のとおりです。

<document> 
  <p>This is a sample document.</p> 
  <p xml:base="/test2.xml">This document will get inserted where  
     the XInclude references it.</p> 
</document>

配置するコンテンツの URI のベース URI は、xml:base 属性として展開されるノードに
追加します。
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以下の例に⽰すように、フォールバックコンテンツを指定できます。
xquery version "1.0-ml"; 
declare namespace xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"; 
 
xdmp:document-insert("/test1.xml", <document> 
  <p>This is a sample document.</p> 
  <xi:include href="/blahblah.xml"> 
    <xi:fallback><p>NOT FOUND</p></xi:fallback> 
  </xi:include> 
</document>); 
 
xquery version "1.0-ml"; 
 
xdmp:document-insert("/test2.xml",  
  <p>This document will get inserted where the XInclude references 
it.</p>); 
 
xquery version "1.0-ml"; 
 
xdmp:document-insert("/fallback.xml",  
  <p>Sorry, no content found.</p>); 
 
xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace xinc="http://marklogic.com/xinclude"  
     at "/MarkLogic/xinclude/xinclude.xqy";  
 
xinc:node-expand(fn:doc("/test1.xml"))

xinc:node-expand 呼び出しから返される展開されたドキュメントは以下のとおりです。

<document> 
  <p>This is a sample document.</p> 
  <p xml:base="/test1.xml">NOT FOUND</p> 
</document>



MarkLogic サーバー モジュラードキュメントアプリケーションでコンテンツを再利用する

MarkLogic 7—2013 年 11 ⽉ Application Developer’s Guide — 177 ページ

14.5 モジュラードキュメントアプリケーションを設定する
モジュラードキュメント CPF アプリケーションを設定するには、CPF をインストール
し、XInclude リンクを持つドキュメントが展開されるドメインを作成する必要がありま
す。設定⼿順や動作の仕組みなど、Content Processing Framework に関する詳細情報につ
いては、『Content Processing Framework Guide』を参照してください。 

XInclude モジュラードキュメントアプリケーションを設定するには、以下の⼿順を実⾏
します。

1. Content Processing をデータベースにインストールします（インストールされてい
ない場合）。例えば、データベースの名前が modular の場合は、Admin 画⾯で

［Databases］ > ［modular］ > ［Content Processing］の順にリンクをクリックしま
す。Content Processing がインストールされていない場合は、［Content Processing 
Summary］ページにインストールされていないことが表⽰されます。インストー
ルされていない場合は、［Install］タブをクリックし、［install］をクリックします

（インストールは、変換を有効にしてもしなくても実⾏可能です）。

2. 左側のツリーメニューから［domains］リンクをクリックします。新しいドメイ
ンを作成するか、既存のドメインを変更して、XInclude 処理の対象とするドキュ
メントのスコープを含めます。ドメインの詳細については、『Content Processing 
Framework Guide』を参照してください。

3. 選択したドメインで、左側のツリーメニューから［Pipelines］リンクをクリック
します。 

4. ［Status Change Handling］および［XInclude Processing］パイプラインにチェック
マークを付けます。アプリケーションで必要であるかどうかに応じて、他のパイ
プラインをアタッチしたりアタッチ解除したりできます。 

注：  XInclude Processing パイプラインの <options> 設定を変更する場合は、そ
のパイプラインを別のファイルにコピーして変更を加え（必ず 
<pipeline-name> 要素の値も変更してください）、パイプラインの XML 
ファイルをロードします。これで、ドメインにアタッチできるようになり
ます。XInclude パイプラインのオプションについては、「CPF XInclude ア
プリケーションと API」（172 ページ）を参照してください。



MarkLogic サーバー モジュラードキュメントアプリケーションでコンテンツを再利用する

MarkLogic 7—2013 年 11 ⽉ Application Developer’s Guide — 178 ページ

5. ［OK］をクリックします。［Domain Pipeline Configuration］画⾯に、アタッチされ
たパイプラインが表⽰されます。

以上の作業により、XInclude が配置されたドキュメントをドメイン下で挿⼊または更新
すると、展開されるようになります。展開されたドキュメントの URI は、_expanded.xml で
終わります。例えば、URI /test.xml のドキュメントを挿⼊すると、展開されたドキュメン
トは URI /test_xml_expanded.xml（XInclude パイプラインオプションを変更していない場合）
で作成されます。

注：  既存の XInclude ドキュメントがドメインのスコープ内にある場合は、更
新が発⽣するまで展開されません。
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15.0  アプリケーションサーバーのアクセス、出⼒、およびエ
ラーを制御する

195

MarkLogic サーバーは、アプリケーションサーバーに対して XQuery プログラムを評価
します。この章では、アプリケーションサーバーの設定と XQuery ビルトイン関数の両
⽅を使用して出⼒を制御する⽅法について説明します。この章で説明する特徴は主に 
HTTP アプリケーションサーバーに該当しますが、XDBC サーバーやタスクサーバーに
当てはまる特徴もあります。この章は、以下のセクションで構成されています。

• カスタム HTTP サーバーエラーページを作成する

• HTTP アプリケーションサーバーの URL 書き換えを設定する

• SGML エンティティを出⼒する

• 出⼒のエンコーディングを指定する
• アプリケーションサーバーレベルで出⼒オプションを指定する

15.1 カスタム HTTP サーバーエラーページを作成する
このセクションでは、HTTP サーバーのエラーページを使用する⽅法について説明しま
す。以下のように構成されています。

• カスタム HTTP エラーページの概要

• エラー XML のフォーマット

• カスタムエラーページを設定する
• モジュールデータベースのエラーハンドラドキュメントに対する実⾏権限が必要
• カスタムエラーページの例

15.1.1 カスタム HTTP エラーページの概要
カスタム HTTP サーバーエラーページは、アプリケーションの例外を XQuery プログラ
ムにリダイレクトする⽅法として機能します。400 番台または 500 番台の HTTP 例外

（503 エラーは除く）がスローされると、XQuery モジュールが評価され、その結果がク
ライアントに返されます。通常、カスタムエラーページには、エンドユーザー向けの理
解しやすいメッセージを表⽰します。ただし、エラーページは XQuery モジュールであ
るため、任意の処理を実⾏できます。
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XQuery モジュールは、xdmp:get-response-code API を使用して HTTP エラーコードおよ
び HTTP 応答のコンテンツを取得します。また、エラーハンドラ用の XQuery モジュー
ルも、XQuery スタックトレースにアクセスできます（存在する場合）。XQuery スタッ
クトレースは、外部変数としてモジュールに渡されます。名前は、XQuery 1.0-ml ダイ
アレクトでは $error:errors となり、XQuery 0.9-ml ダイアレクトでは $err:errors とな
ります（どちらも同じ名前空間にバインドされていますが、0.9-ml では err プレフィッ
クスが、1.0-ml では error プレフィックスが事前定義されているためです）。 

エラーが 503（使用不可能）エラーの場合、エラーハンドラは呼び出されず、503 例外
がクライアントに返されます。

エラーページ自体が例外をスローしている場合、その例外はエラーページのエラーコー
ドとともにクライアントに渡されます。これには、元のエラーコードと例外が含まれた
スタックトレースも含まれます。 

15.1.2 エラー XML のフォーマット
エラーメッセージは、error.xsd スキーマを使用する XML エラースタックトレースとと
もにスローされます。スタックトレースには、スローされた例外、⾏番号、および 
XQuery のバージョンが含まれています。スタックトレースには、$error:errors 外部変
数を介してカスタムエラーページからアクセスできます。以下の例は、構⽂エラーのあ
る XQuery モジュールに対するエラー XML の出⼒例です。

<error:error xsi:schemaLocation="http://marklogic.com/xdmp/error 
   error.xsd"  
   xmlns:error="http://marklogic.com/xdmp/error" 
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <error:code>XDMP-CONTEXT</error:code> 
  <error:name>err:XPDY0002</error:name> 
  <error:xquery-version>1.0-ml</error:xquery-version> 
  <error:message>Expression depends on the context where none  
                 is defined</error:message> 
  <error:format-string>XDMP-CONTEXT:(err:XPDY0002) Expression  
    depends on the context where none is defined</error:format-string>  
  <error:retryable>false</error:retryable>  
  <error:expr/> <error:data/>  
  <error:stack>  
    <error:frame>  
     <error:uri>/blaz.xqy</error:uri>  
     <error:line>1</error:line> 
     <error:xquery-version>1.0-ml</error:xquery-version> 
    </error:frame>  
  </error:stack>  
</error:error>
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15.1.3 カスタムエラーページを設定する
HTTP アプリケーションサーバー用のカスタムエラーページを設定するには、HTTP 
サーバーの［Error Handler］フィールドに XQuery モジュールの名前を⼊⼒します。パ
スの先頭がスラッシュ（/）で始まっていない場合は、アプリケーションサーバーの
ルートに対する相対パスとなります。スラッシュ（/）で始まっている場合は、

「XQuery モジュールおよび XSLT スタイルシートのインポートとパスの解決」（75 ペー
ジ）で説明されているインポートルールに従います。

15.1.4 モジュールデータベースのエラーハンドラドキュメントに対する実⾏
権限が必要

モジュールデータベースを使用するようにアプリケーションサーバーが設定されている
場合（つまり、XQuery コードをデータベースに格納して実⾏する場合）、エラーハンド
ラモジュールドキュメントに対する実⾏権限を設定する必要があります。実⾏権限は
ロールに結び付けられているため、エラーハンドラを実⾏するには、アプリケーション
サーバーのすべてのユーザーがそのロールを所有している必要があります。ロールが割
り当てられていない場合、そのユーザーはエラーハンドラモジュールを実⾏できないた
め、エラーハンドラでエラーをキャッチして処理するのではなく、401（未承認）エ
ラーを受け取ります。 

エラーハンドラに対して実⾏権限が必要であるため、エラーハンドラを実⾏するように
承認されていないユーザーがアプリケーションサーバーにアクセスしようとすると、そ
のユーザーは、認証されるまではアプリケーションサーバー用に設定されたデフォルト
ユーザーとして実⾏することになります。認証が失敗してもエラーハンドラはデフォル
トユーザーとして呼び出されますが、デフォルトユーザーはエラーハンドラを実⾏する
権限を持たないため、エラーハンドラを⾒つけることができず、404 エラー（未検出）
が返されます。そのため、未承認ユーザーを含むすべてのユーザーにエラーハンドラを
実⾏する権限を持たせるには、デフォルトユーザーにロールを割り当て、そのロールに
結び付けられたエラーハンドラに対する実⾏権限を割り当てる必要があります。この
ロールには、エラーハンドラに対する特権を持たせる必要はありません。 

15.1.5 カスタムエラーページの例
以下の XQuery モジュールは、非常に単純な XQuery エラーハンドラを⽰したものです。

xquery version "1.0-ml"; 
 
declare variable $error:errors as node()* external; 
 
xdmp:set-response-content-type("text/plain"), 
xdmp:get-response-code(), 
$error:errors
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このモジュールでは、例外をスローするページから単純にすべての情報が返されます。
通常のエラーページでは、⼀部またはすべての情報を使用して、⼈が理解しやすい表現
でユーザーに表⽰します。エラーページ内には任意の XQuery を記述できるため、アプ
リケーション管理者への電⼦メールの送信や別のページへのリダイレクトなど、さまざ
まな処理を実⾏できます。

15.2 HTTP アプリケーションサーバーの URL 書き換えを設定する
このセクションでは、HTTP サーバーの URL Rewriter 機能を使用する⽅法について説明
します。URL 書き換えの詳細については、「REST ライブラリを使った RESTful な web 
サービスの開発」（196 ページ）を参照してください。

このセクションでは、以下の内容を取り上げます。

• URL 書き換えの概要

• シェークスピア劇の XML コンテンツをロードする

• 単純な URL Rewriter

• URL Rewrite モジュールを作成する

• 内部 URL へのアクセスを禁⽌する

• URL 書き換えとページに相対的な URL

• URL Rewrite トレースイベントを使用する

15.2.1 URL 書き換えの概要
URL を使用することで、どのような MarkLogic サーバーリソースにもアクセスできま
す。これは、Representational State Transfer（REST）サービスの基本的な特徴です。URL 
の Raw 形式では、URL にリソースの物理的な場所を反映させるか（データベース内の
ドキュメントの場合）、以下の形式にする必要があります。

http://<dispatcher-program.xqy>?instructions=foo

⼀般的に Web アプリケーションのユーザーは、無加⼯のクエリ⽂字列パラメータとし
て、短くて簡潔な URL を好む傾向にあります。簡潔な URL（「クリーンな URL」とも
呼ばれます）は、覚えやすく、⼊⼒に時間がかかりません。また、ページのコンテンツ
と明らかに関連性のある URL にできれば、エラーが起こりにくくなります。クローラ
や検索エンジンも Web ページの URL を使用して、その URL をインデックス作成する
かどうかや、その URL に与えるランキングを決めます。例えば、以下のように適切な
構造の URL について考えてみましょう。

http://marklogic.com/technical/features.html
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次に、以下のような URL との⽐較で考えてみましょう。検索エンジンは、以下のよう
な構造化の度合いが低く、内容のわかりにくい URL よりも、上記のような URL に⾼い
ランキングを与える傾向があります。

http://marklogic.com/document?id=43759

「RESTful な」環境では、URL が適切に構造化され、予測可能であり、ドキュメントや
プログラムの物理的な場所から切り離されたものでなければなりません。HTTP サー
バーは、適切に構造化された外部 URL の HTTP リクエストを受け取ったら、その URL 
をドキュメントやプログラムの内部 URL へ透過的にマップできる必要があります。

URL Rewriter 機能を使用すると、外部 URL から内部 URL への書き換えを有効化するよ
うに HTTP アプリケーションサーバーを設定できます。このように設定すると、任意の
リソース（Web ページ、ドキュメント、XQuery プログラム、および引数）を参照する
ために任意の URL を使用できるようになるため、柔軟性が⾼まります。MarkLogic 
サーバーに実装されている URL Rewriter は、Apache の mod_rewrite モジュールと動作
が似ており、書き換え操作を実⾏する XQuery プログラムを記述するだけで利用できま
す。

URL の書き換えは、内部のリダイレクトメカニズム経由で発⽣するため、クライアン
トは URL がどのように書き換えられたのかを認識しません。そのため、Web サイトに
アクセスしてきたユーザーからは、アドレスが内部でどのように動作しているのかはわ
かりません。また、内部 URL を存在しない URL に書き換えることで、必要に応じてブ
ロックしたり直接アクセスできないようにしたりできます（「内部 URL へのアクセスを
禁⽌する」（188 ページ）を参照）。

XSLT スタイルシートを直接呼び出す URL Rewriter を作成する⽅法については、
『XQuery and XSLT Reference Guide』の「Invoking Stylesheets Directly Using the XSLT Rewriter」
を参照してください。

注：  アプリケーションコードがモジュールデータベース内にある場合、URL 
Rewriter は、モジュールを実⾏するためにデフォルトのアプリケーション
サーバーユーザー（デフォルトで nobody）に対応する権限を所有してい
る必要があります。これは、データベースに格納されているエラーハンド
ラの場合も同様です（「モジュールデータベースのエラーハンドラドキュ
メントに対する実⾏権限が必要」（181 ページ）を参照）。 

15.2.2 シェークスピア劇の XML コンテンツをロードする
この章の例では、シェークスピア劇を XML ファイル形式でデータベースにロードして
いるものと仮定して説明を進めます。XML コンテンツを Documents データベースにロー
ドするには、以下のようにするのが最も簡単な⽅法です。
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• Query Console を開き、［Content Source］を Documents に設定します。
• Query Console ウィンドウに以下のクエリをコピーします。
• ［Run］をクリックしてクエリを実⾏します。

以下のクエリにより、シェークスピア劇が含まれている zip ファイルから取得した 
XML ファイルが現在のデータベースにロードされます。

xquery version "1.0-ml";

import module namespace ooxml= "http://marklogic.com/openxml"  
          at "/MarkLogic/openxml/package.xqy";

xdmp:set-response-content-type("text/plain"), 
let $zip-file :=  
 xdmp:document-get("http://www.ibiblio.org/bosak/xml/eg/shaks200.zip")

return for $play in ooxml:package-uris($zip-file) 
  where fn:contains($play , ".xml")  
    return (let $node := xdmp:zip-get ($zip-file, $play) 
      return xdmp:document-insert($play, $node) )

注：  シェークスピア劇の XML ソースは、zip ファイルに含まれている 
shaksper.htm ファイルで表明されている著作権に従うものとします。

15.2.3 単純な URL Rewriter

URL を書き換える最も単純な⽅法は、ブラウザからサーバーに渡された外部 URL を読
み取り、サーバーで認識できる無加⼯の URL に変換するような URL Rewrite スクリプ
トを作成するというものです。

以下の⼿順では、このセクションで説明する単純な URL Rewriter の例に合わせて 
MarkLogic サーバーを設定する⽅法について説明します。

1. Admin 画⾯で、左側のフレームにある［Groups］アイコンをクリックします。

2. HTTP サーバーを定義するグループをクリックします（［Default］など）。

3. 左側のツリーメニューで［App Servers］アイコンをクリックし、新しい HTTP ア
プリケーションサーバーを作成します。
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4. HTTP アプリケーションサーバーに bill という名前を付け、ポート 8060 を割り
当てます。また、ルートディレクトリとして bill を指定し、データベースとし
て Documents を指定します。

5. MarkLogic ルートディレクトリの下に、bill という名前の新しいディレクトリを
作成します。

6. mac.xqy という名前の単純なモジュールを作成します。このモジュールは、fn:doc 
関数を使用して、データベース内の macbeth.xml ファイルを呼び出します。

xdmp:set-response-content-type("text/html") 
fn:doc("macbeth.xml")

7. mac.xqy を /<MarkLogic_Root>/bill ディレクトリに保存します。

8. ブラウザを開き、macbeth.xml（無加⼯の XML 形式）を表⽰するために以下の 
URL を⼊⼒します。

http://localhost:8060/mac.xqy

「よりクリーン」でわかりやすい URL は以下のようになります。

http://localhost:8060/macbeth

URL の書き換えを実現するために、以下の操作を実⾏します。
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1. url_rewrite.xqy という名前のスクリプトを作成します。このスクリプトは 
xdmp:get-request-url 関数を使用してユーザーから渡された URL を読み取り、
fn:replace 関数を使用して URL の /macbeth という部分を /mac.xqy に変換します。

xquery version "1.0-ml";

let $url := xdmp:get-request-url()  
return fn:replace($url, "^/macbeth$", "/mac.xqy")

2. url_rewrite.xqy スクリプトを /<MarkLogic_Root>/bill ディレクトリに保存します。 

3. Admin 画⾯で bill アプリケーションサーバーを開き、［url rewriter］フィール
ドで url_rewrite.xqy を指定します。

4. ブラウザで以下の URL を⼊⼒します。

http://localhost:8060/macbeth

注：  この URL は fn:replace 関数によって /mac.xqy に変換されますが、ページ
が開いた後もブラウザの URL フィールドには /Macbeth と表⽰されます。

xdmp:get-request-url 関数は、URL のうちスキームとネットワークの場所（ドメイン名
または「host_name:port_number」）に続く部分を返します。上記の例では、
xdmp:get-request-url によって /Macbeth が返されます。リクエストパスだけ（パラメー
タなし）を返す xdmp:get-request-path とは異なり、xdmp:get-request-url 関数は URL 内
のリクエストパスとクエリパラメータ（リクエストフィールド）を返します。これらは
すべて URL Rewrite スクリプトで変更できます。

URL Rewrite モジュールは、「URL Rewrite モジュールを作成する」（187 ページ）および
「REST ライブラリを使った RESTful な web サービスの開発」（196 ページ）で説明され
ているように、より精巧なものを作成できます。
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15.2.4 URL Rewrite モジュールを作成する
このセクションでは、単純な URL Rewrite モジュールを作成する⽅法について説明しま
す。堅牢な URL 書き換えソリューションの詳細については、「REST ライブラリを使っ
た RESTful な web サービスの開発」（196 ページ）を参照してください。

正規表現のパターンマッチング機能を使用すると、柔軟な URL Rewrite モジュールを作
成できます。例えば、ユーザーには URL のスキームとネットワークの場所

（http://localhost:8060/ など）の後に / だけを⼊⼒させて、それを /mac.xqy に書き換え
るには以下のようにします。

xquery version "1.0-ml";

let $url := xdmp:get-request-url()  
return fn:replace($url,"^/$", "/mac.xqy")

この例では、.xqy 拡張⼦をブラウザのアドレスバーから隠し、静的 URL を動的 URL
（? ⽂字を含む）に変換します。例えば、以下のようにします。

let $url := xdmp:get-request-url()

return fn:replace($url,  
      "^/product-([0-9]+)\.html$", 
      "/product.xqy?id=$1")

製品 ID は任意の数値です。例えば URL /product-12.html は /product.xqy?id=12 に変換さ
れ、/product-25.html は /product.xqy?id=25 に変換されます。 

検索エンジンの最適化を考慮し、URL にはメインのキーワードを表⽰することが推奨
されています。以下の URL 書き換え⼿法では、URL に製品名を表⽰できます。

let $url := xdmp:get-request-url()

return fn:replace($url, 
      "^/product/([a-zA-Z0-9_-]+)/([0-9]+)\.html$", 
      "/product.xqy?id=$2")

製品名は任意の⽂字列です。例えば /product/canned_beans/12.html は /product.xqy?id=12 
に変換され、/product/cola_6_pack/8.html は /product.xqy?id=8 に変換されます。

HTTP サーバーで複数のページを書き換える必要がある場合は、以下のような URL 
Rewrite スクリプトを作成できます。

let $url := xdmp:get-request-url()

let $url := fn:replace($url, "^/Shrew$", “/tame.xqy") 
let $url := fn:replace($url, "^/Macbeth$", "/mac.xqy") 
let $url := fn:replace($url, "^/Tempest$", "/tempest.xqy")

return $url
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15.2.5 内部 URL へのアクセスを禁⽌する
URL Rewriter 機能では、ユーザーによる内部 URL へのアクセスをブロックすることも
できます。例えば、customer_list.html への直接アクセスを禁⽌する場合は、以下のよ
うな URL Rewrite スクリプトになります。

let $url := xdmp:get-request-url()

return if (fn:matches($url,"^/customer_list.html$"))  
       then "/nowhere.html"  
       else fn:replace($url,"^/price_list.html$", "/prices.html")

/nowhere.html は存在しないページで、ブラウザが「404 Not Found」エラーを返します。
また、xdmp:random など、存在しない URL を確実に⽣成できるスキームを使用して⽣成
されたランダムな数値で構成された URL にリダイレクトすることもできます。

15.2.6 URL 書き換えとページに相対的な URL

相対 URL はクライアントによって解決されるため、ページに相対的な URL を利用する
ページへの URL を書き換えると問題が発⽣することがあります。クライアントによっ
て使用される外部 URL のディレクトリパスがサーバー側の内部 URL と異なる場合、
ページに相対的なリンクは正しく解決されません。 

ページに相対的な URL を使用するページの URL を書き換える場合は、ページに相対的
な URL をサーバーに相対的な URL または正規化 URL に変換します。例えば、アプリ
ケーションが C:\Program Files\MarkLogic\myapp にあり、ページに相対的な URL を使用
して以下のようなフレームセットが構築されるとします。

<frame src="top.html" name="headerFrame">

これをサーバーに相対的な URL に変更します。

<frame src="/myapp/top.html" name="headerFrame">

または正規化 URL に変更します。

<frame src="http://127.0.0.1:8000/myapp/top.html" name="headerFrame">
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15.2.7 URL Rewrite トレースイベントを使用する
URL Rewrite トレースイベントを使用すると、URL Rewrite モジュールのデバッグに役
⽴ちます。URL Rewrite トレースイベントを使用するには、設定に合わせてトレースを

（グループレベルで）有効にし、イベントを設定します。

1. Admin 画⾯にログインします。

2. ［Groups］ > ［group_name］ > ［Diagnostics］を選択します。

［Diagnostics Configuration］ページが表⽰されます。

3. ［trace events activated］の［true］ボタンをクリックします。

4. ［add］フィールドで次のように⼊⼒します：URL Rewrite

5. ［OK］をクリックしてイベントをアクティブ化します。
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URL Rewrite トレースイベントを設定すると、URL Rewrite スクリプトが呼び出された
ときに、以下に⽰すような⾏が ErrorLog.txt ファイルに追加されるようになります。こ
の⾏は、クライアントから受信した URL と、URL Rewriter から受信した変換後の URL 
を⽰します。

2009-02-11 12:06:32.587 Info:[Event:id=URL Rewrite] Rewriting URL 
/Shakespeare to /frames.html

注：  トレースイベントは開発ツールおよびデバッグツールとして設計されてい
るため、MarkLogic サーバーの全体的なパフォーマンスが低下する可能性
があります。また、多くのトレースイベントを有効にすると、大量のメッ
セージが⽣成されてしまいます。特に、容量の大きなドキュメントを処理
している場合に当てはまります。デバッグ中でない場合は、パフォーマン
スを最大限に⾼めるため、トレースイベントを無効にしてください。
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15.3 SGML エンティティを出⼒する
このセクションでは、MarkLogic サーバーにおける SGML エンティティの出⼒制御につ
いて説明します。以下のように構成されています。

• さまざまな SGML マッピングの設定を理解する

• アプリケーションサーバーの設定で SGML のマッピングを設定する

• XQuery プログラムで SGML のマッピングを指定する

15.3.1 さまざまな SGML マッピングの設定を理解する
SGML キャラクターエンティティとは、先頭のアンパサンド（&）⽂字と末尾のセミコ
ロン（;）⽂字で区切られた名前です。エンティティは、特定の⽂字にマップされます。
このマークアップは SGML での使用を目的としたものですが、XML にも引き継がれて
います。MarkLogic サーバーでは、出⼒時の XML のシリアライズについて、SGML 
キャラクターエンティティの処理⽅法を制御できます。この場合、アプリケーション
サーバーレベルで［Output SGML Character Entites］ドロップダウンリストを使用する
か、ビルトイン関数 xdmp:quote または xdmp:save の <output-sgml-character-entities> オ
プションを使用します。SGML キャラクターがマップされている場合（アプリケー
ションサーバーまたはビルトイン関数を使用）、SGML マッピングが設定されている 
Unicode ⽂字は、対応する SGML エンティティとして出⼒されます。デフォルトは none 
であり、どの⽂字も SGML エンティティとして出⼒されません。

マッピングは、W3C の「⽂字に対する XML 実体の定義」仕様に基づきます。

• http://www.w3.org/TR/2008/WD-xml-entity-names-20080721/

ただし、この仕様に対して以下の点が変更されています。

• 複数のコードポイントにマップされるエンティティは、代替の単⼀コードポイン
トマッピングを利用できない限り、出⼒されません。このようなエンティティの
ほとんどは、否定の数学記号（isoamsa の nrarrw など）です。 

• gcedil セットも含まれます（仕様には含まれていません）。

http://www.w3.org/TR/2008/WD-xml-entity-names-20080721/
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以下の表は、さまざまな SGML キャラクターマッピングの設定についてまとめたもの
です。

注：  ⼀般に、xdmp:document-load の <repair>full</repair> オプションおよび 
xdmp:unquote の "repair-full" オプションは、［Output SGML Character 
Entites］設定と反対の処理を実⾏します。つまり取り込む API によって、
相当するコードポイント（1 つ以上のコードポイント）に SGML エンティ
ティがマップされます。出⼒オプションでは単⼀コードポイントからエン
ティティへのマッピングだけが実⾏され、複数コードポイントからエン
ティティへのマッピングは実⾏されません。この点が出⼒オプションと異
なります。 

SGML キャラク
ターマッピング

の設定
説明

none デフォルト。出⼒では、SGML エンティティのマッピングが実⾏
されません。

normal 出⼒では、Unicode コードポイントが SGML エンティティに変換
されます。変換はデフォルトの順序で⾏われます。normal 設定と 
math および pub 設定の唯⼀の違いは、エンティティをマップする
選択順序です。また、選択順序が影響するのは、特定のコードポ
イントにマップされるエンティティが複数存在するエンティティ
のマッピングだけです。

math 出⼒では、Unicode コードポイントが SGML エンティティに変換
されます。変換は、数学関連のエンティティを優先して⾏われま
す。math 設定と normal および pub 設定の唯⼀の違いは、エンティ
ティをマップする選択順序です。また、選択順序が影響するの
は、特定のコードポイントにマップされるエンティティが複数存
在するエンティティのマッピングだけです。

pub 出⼒では、Unicode コードポイントが SGML エンティティに変換
されます。変換は、出版関係で広く使用されるエンティティを優
先して⾏われます。pub 設定と normal および math 設定の唯⼀の違
いは、エンティティをマップする選択順序です。また、選択順序
が影響するのは、特定のコードポイントにマップされるエンティ
ティが複数存在するエンティティのマッピングだけです。
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15.3.2 アプリケーションサーバーの設定で SGML のマッピングを設定する
アプリケーションサーバー用に SGML 出⼒マッピングを設定するには、以下の⼿順を
実⾏します。

1. Admin 画⾯で、設定するアプリケーションサーバーに移動します（例えば
［Groups］ > ［Default］ > ［App Servers］ > ［MyAppServer］の順に選択します）。

2. 左側のツリーメニューから［Output Options］ページを選択します。［Output 
Options Configuration］ページが表⽰されます。

3. ［Output SGML Entity Characters］ドロップリストを探します（上のほうにありま
す）。

4. 目的の設定を選択します。設定については、前のセクションの表を参照してくだ
さい。

5. ［OK］をクリックします。

これにより、このアプリケーションサーバーに対するリクエストでは、デフォルトで 
SGML エンティティにマップするコードポイントがエンティティとしてシリアライズ
されるようになります。

15.3.3 XQuery プログラムで SGML のマッピングを指定する
XQuery プログラムで XML 出⼒用に SGML マッピングを指定するには、以下の XML 
シリアライズ API で <output-sgml-character-entities> オプションを使用します。

• xdmp:quote

• xdmp:save

これらの関数の詳細については、『MarkLogic XQuery and XSLT Function Reference』を参
照してください。

15.4 出⼒のエンコーディングを指定する
デフォルトでは、MarkLogic サーバーはコンテンツを UTF-8 で出⼒します。ただし、ア
プリケーションサーバーごと、またはクエリごとのどちらでも、異なる出⼒のエンコー
ディングを指定できます。このセクションでは、これらの⼿法について説明します。以
下のように構成されています。

• アプリケーションサーバーの出⼒のエンコーディングを設定する
• 出⼒のエンコーディングを指定する XQuery ビルトイン関数
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15.4.1 アプリケーションサーバーの出⼒のエンコーディングを設定する
アプリケーションサーバーの出⼒のエンコーディングは、Admin 画⾯または Admin API 
を使用して設定できます。出⼒のエンコーディングは、サポートされている任意のキャ
ラクターセットに設定できます（『Search Developer’s Guide』の「Collations and Character 

Sets By Language」という章の「Encodings and Collations」を参照）。

Admin 画⾯を使用して、アプリケーションサーバーの出⼒のエンコーディングを設定
するには、以下の⼿順を実⾏します。

1. Admin 画⾯で、設定するアプリケーションサーバーに移動します（例えば
［Groups］ > ［Default］ > ［App Servers］ > ［MyAppServer］の順に選択します）。

2. 左側のツリーメニューから［Output Options］ページを選択します。［Output 
Options Configuration］ページが表⽰されます。

3. ［Output Encoding］ドロップリストを探します（上のほうにあります）。

4. 目的のエンコーディングを選択します。設定はさまざまな⾔語に対応しています
（『Search Developer’s Guide』の「Collations and Character Sets By Language」という章
の「Encodings and Collations」に掲載されている表を参照）。

5. ［OK］をクリックします。

このアプリケーションサーバーに対するクエリは、デフォルトで指定したエンコーディ
ングで出⼒されるようになります。

15.4.2 出⼒のエンコーディングを指定する XQuery ビルトイン関数
リクエスト単位で出⼒のエンコーディングを取得および設定するには、以下のビルトイ
ン関数を使用します。

• xdmp:get-response-encoding

• xdmp:set-response-encoding

また、以下の XML シリアライズ API の <output-encoding> オプションを使用すること
で、XQuery プログラムの XML 出⼒で使用する出⼒のエンコーディングを指定できま
す。

• xdmp:quote

• xdmp:save

これらの関数の詳細については、『MarkLogic XQuery and XSLT Function Reference』を参
照してください。
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15.5 アプリケーションサーバーレベルで出⼒オプションを指定する
各出⼒オプションのデフォルト値は、Admin 画⾯を使用して指定できます。アプリ
ケーションサーバーごとに、［Output Options Configuration］ページが用意されています。

この設定ページでは、XSLT 出⼒オプション（http://www.w3.org/TR/xslt20#serialization）や⼀
部の MarkLogic 固有のオプションに対応するデフォルトを指定できます。これらのオプ
ションの詳細については、『XQuery and XSLT Reference Guide』の「xdmp:output」を参照
してください。アプリケーションサーバーのデフォルトオプションを設定する⽅法の詳
細については、『Administrator’s Guide』の「Setting Output Options for an HTTP Server」を参
照してください。

http://www.w3.org/TR/xslt20#serialization
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16.0  REST ライブラリを使った RESTful な web サービスの開発
222

REST ライブラリを使うと、アプリケーションで使用されている⾔語に関係なく、
RESTful な機能を作成できます。 

注：  この章での作業は、「シェークスピア劇の XML コンテンツをロードする」
（183 ページ）に書かれている⽅法で、すでにシェークスピアの XML コン
テンツを読み込んであること、また「単純な URL Rewriter」（184 ページ）
で説明されるように「bill」アプリケーションサーバーとディレクトリが
構成されていることを前提としています。

このセクションで取り上げるトピックは以下のとおりです。

• この章で使われる用語
• REST ライブラリの概要

• シンプルな URL リライタ

• リライタのマッチ基準に関する注意
• options ノード

• options ノード要素の検証

• URL からの複数のコンポーネントの抽出

• エラーの処理
• リダイレクトの処理
• HTTP 動詞の処理

• パラメータの定義
• 条件の追加

16.1 この章で使われる用語
• 「REST」は「Representational State Transfer」の略で、MarkLogic サーバーのモニ

タリングに関して⾔えば、モニタリングアプリケーションとモニターホスト間の
呼び出しを⾏う HTTP の使用法を記述するアーキテクチャスタイルです。

• 「リライタ」は XQuery モジュールで、⼊ってきたリクエストの URL を解釈し、
サービスが要求する内部的な URL に書き換えます。

• 「エンドポイント」は MarkLogic サーバーの XQuery モジュールで、HTTP リクエ
ストによって呼び出されるものです。 
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16.2 REST ライブラリの概要
REST ライブラリは⼀連の XQuery 関数から構成されており、URL の書き換え（リライ
ト）とエンドポイントの検証などを⾏います。また MarkLogic の REST ボキャブラリ
は、web サービスのエンドポイントの記述作業をシンプルにします。この REST ボキャ
ブラリは、エンドポイントの宣⾔的な記述に使われます。この記述には、URL の⼀部
のパラメータへのマッピングや、⼊ってくるリクエストをエンドポイントにマッピング
するのに必要な条件などが含まれています。

この REST ライブラリに含まれる関数によって、以下のことがシンプルになります。

• URL リライタを作成し、⼊ってくるリクエストをエンドポイントにマッピング
する。

• リソースをリクエストしているアプリケーションが、必要なアクセス権限を持っ
ていることを検証する。

• ⼊ってくるリクエストをエンドポイントが処理することを検証する。
• エラーの報告。

REST ボキャブラリでは、リライタとエンドポイントに同じ記述を使えます。 

MarkLogic サーバーのリソースへ RESTful なアクセスを有効にした場合、アプリケー
ションは、対象となる MarkLogic サーバーのホスト上のエンドポイントモジュールを呼
び出す URL を使って、これらのリソースにアクセスします。 

この REST ライブラリでは、以下のことを⾏います。

1. ⼊ってくる HTTP リクエストを検証する。

2. ユーザーを認証する。

3. エンドポイントを呼び出す前に、内部的にサーバーが理解できるようにリソース
パスを書き換える。
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リクエストが有効な場合、エンドポイントモジュールは要求された操作を実⾏し、アプ
リケーションにデータを返します。それ以外の場合は、エンドポイントモジュールはエ
ラーメッセージを返します。

注：  REST ライブラリの API シグネチャは、『MarkLogic XQuery and XSLT 
Function Reference』に記載されています。URL の書き換えの詳細につい
ては、「HTTP アプリケーションサーバーの URL 書き換えを設定する」

（182 ページ）をご覧ください。

16.3 シンプルな URL リライタ
このセクションでは、1 つのエンドポイントを呼び出すシンプルなリライタについて説
明します。

/<MarkLogic_Root>/bill ディレクトリに移動し、以下の内容のファイルを作成してくだ
さい。

以下の内容を含む、requests.xqy という名前のモジュールを作ります。

xquery version "1.0-ml";

module namespace 
    requests="http://marklogic.com/appservices/requests";

import module namespace rest = "http://marklogic.com/appservices/rest" 
    at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy";

declare variable $requests:options as element(rest:options) 
:= 
  <options xmlns="http://marklogic.com/appservices/rest"> 
    <request uri="^/(.+)$" endpoint="/endpoint.xqy"> 
      <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
    </request> 
  </options>;

http://host:port/external-path/ REST エンドポイント

 アプリケーション

返されたコンテンツ

MarkLogic サーバー

/internal-path
モジュールライブラリ
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以下の内容を含む、url_rewriter.xqy という名前のモジュールを作ります。

xquery version "1.0-ml";

import module namespace rest = "http://marklogic.com/appservices/rest" 
     at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy"; 

import module namespace requests = 
  "http://marklogic.com/appservices/requests" 
     at "requests.xqy";

rest:rewrite($requests:options)

以下の内容を含む、endpoint.xqy という名前のモジュールを作ります。

xquery version "1.0-ml";

import module namespace rest = "http://marklogic.com/appservices/rest" 
    at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy";

import module namespace requests = 
  "http://marklogic.com/appservices/requests" at "requests.xqy";

let $request := $requests:options/rest:request 
                  [@endpoint = "/endpoint.xqy"][1]

let $map  := rest:process-request($request)  
let $play := map:get($map, "play") 

return 
  fn:doc($play)

以下の URL を⼊⼒します。これは「単純な URL Rewriter」（184 ページ）にある bill と
いうアプリケーションサーバーを使っています。

http://localhost:8060/macbeth
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リライタ内の rest:rewrite 関数は、⼊ってくるリクエストを options ノードを使ってエ
ンドポイントにマッピングします。options ノードには、request 要素があります。この
要素の uri 属性は正規表現を指定し、endpoint 属性は、⼊ってくるリクエストの URL が
正規表現とマッチした場合に呼び出すエンドポイントモジュールを指定します。マッチ
では、(.+) にマッチする URL の⼀部分は $1 変数にバインドされます。uri-param 要素は 
request 要素の中にあり、$1 変数の値と .xml 拡張⼦を play パラメータに割り当てます。

<rest:options xmlns="http://marklogic.com/appservices/rest"> 
  <rest:request uri="^/(.+)" endpoint="/endpoint.xqy"> 
    <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
  </rest:request> 
</rest:options>

上述のリライタモジュールの例では、この options ノードは rest:rewrite 関数に渡され
ます。これは play=macbeth.xml というパラメータを持つエンドポイントモジュールを呼
び出す URL を出⼒します。

/endpoint.xqy?play=macbeth.xml

エンドポイント内の rest:process-request 関数は、endpoint.xqy モジュールに関連づけら
れた最初の request 要素の場所を特定し、これを使ってリライタが定義するパラメータ
を特定します。この例では、パラメータは play の 1 つしかありませんが、「URL からの
複数のコンポーネントの抽出」（205 ページ）に記述されているように、同⼀エンドポ
イントに request 要素が複数ある場合、URL から最大個数のパラメータを抽出する 
request 要素は、options ノード内のリストにおいて、より少ない個数を抽出するものよ
りも先に記述されているべきです。 

let $request := $requests:options/rest:request 
                  [@endpoint = "/endpoint.xqy"][1]

エンドポイント内の rest:process-request 関数は、⼊ってくるリクエストを request 要
素を使ってパースし、すべてのパラメータを型付けされた値として含むマップを返しま
す。map:get 関数はマップからすべてのパラメータを抽出します（この例では 1 つしか
ありません）。

let $map  := rest:process-request($request)  
let $play := map:get($map, "play") 

16.4 リライタのマッチ基準に関する注意
このリライタはデフォルトでは、リクエストをすべての基準にマッチさせます。基準と
しては、URI、accept ヘッダ、コンテンツタイプ（content-type）、条件、メソッド、パラ
メータがあります。こうすることで、期待されているものと完全にマッチしない限り、
エンドポイントが呼び出されないようになっています。このため、結果がちょっとわか
りにくい場合があります。例えば、以下のようなリクエストノードがあるとします。



MarkLogic サーバー REST ライブラリを使った RESTful な web サービスの開発

MarkLogic 7—2013 年 11 ⽉ Application Developer’s Guide — 201 ページ

<request uri="/path/to/resource" endpoint="/endpoint.xqy"> 
  <param name="limit" as="decimal"/> 
</request>

フォームから⼊ってきたリクエストである
/path/to/resource?limit=test

はリクエストノードとマッチしません（「limit」が「decimal」ではないため）。マッチ
するリクエストノードが存在しない場合、このリクエストには「404 (not found）」が返
されます。

これは不思議な感じがするかもしれません。他のリクエストノードを追加してマッチを
もっと緩くすることで、この問題を解決できます。しかしながら、リクエストの数と複
雑さが増すにつれて、このやり⽅はあまりうまくいかなくなります。この代替策とし
て、リクエストの特定部分にだけマッチするようにリライタを設定できます。こうする
ことで、呼び出されたモジュールでエラーを処理できます。

マッチ基準は、rest:rewrite への呼び出しの中で指定されます。例えば以下のようにな
ります。

rest:rewrite($options, ("uri", "method"))

この場合、URI と HTTP メソッドだけがマッチに使われています。

利用できる基準には、以下のものがあります。

• uri = URI でマッチ
• accept = accept ヘッダでマッチ
• content-type = コンテンツタイプでマッチ
• conditions = 条件でマッチ
• method = HTTP メソッドでマッチ
• params = パラメータでマッチ

リクエストがマッチしていると認識されるためには、すべての基準とマッチする必要が
あります。



MarkLogic サーバー REST ライブラリを使った RESTful な web サービスの開発

MarkLogic 7—2013 年 11 ⽉ Application Developer’s Guide — 202 ページ

16.5 options ノード
REST ライブラリは、⼊ってくるリクエストを options ノードを使ってエンドポイント
にマッピングします。この options ノードは、element(rest:options) 型として宣⾔する
必要があり、名前空間は http://marklogic.com/appservices/rest である必要があります。

以下は、とてもシンプルな options ノードの宣⾔の例です。

declare variable $options as element(rest:options) := 
  <rest:options xmlns="http://marklogic.com/appservices/rest"> 
    <rest:request uri="^/(.+)" endpoint="/endpoint.xqy"> 
      <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
    </rest:request> 
  </rest:options>;

以下のテーブルには、options ノードで利用できる要素と属性がすべて⽰されています。
⼀番左は要素で、これが属性や⼦要素を持ちます。各要素の属性は「属性」列に表⽰さ
れています。属性はオプションです（「必須」とある場合は必須です）。⼀番左に表⽰さ
れている要素の、第⼀レベル要素が「⼦要素」列に表⽰されています。
user-params="allow" と user-params="allow-dups" の属性の値の違いは、allow では指定さ
れた名前に対してパラメータが 1 つだけ使用できるのに対して、allow-dups では複数使
用できるということです。

要素 属性 ⼦要素 ⼦要素
の個数 詳細

options user-params = ignore 
            | allow 
            | allow-dups 
            | forbid

request 0..n 「シンプルな URL リライ
タ」（198 ページ）

request uri=string

endpoint=string

user-params = ignore 
            | allow 
            | allow-dups 
            | forbid

uri-param

param

http

auth

function

accept

user-agent

and

or

0..n

0..n

0..n

0..n

0..n

0..n

0..n

0..n

0..n

「シンプルな URL リライ
タ」（198 ページ）

「URL からの複数のコン
ポーネントの抽出」

（205 ページ） 

「条件の追加」（219 ペー
ジ）
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uri-param name=string（必須）

as=string

「URL からの複数のコン
ポーネントの抽出」

（205 ページ） 

「パラメータの定義」
（213 ページ）

param name=string（必須）

as=string

values=string

match=string

default=string

required = true 
         | false

repeatable = true 
           | false

pattern = <regex>

「パラメータの定義」
（213 ページ） 

「URL 内で指定されたパ
ラメータのサポート」

（214 ページ）

「パラメータ内の正規表
現を match/pattern 属性と
マッチ」（217 ページ）

http method = string（必須）

user-params = ignore 
            | allow 
            | allow-dups 
            | forbid

param

auth

function

accept

user-agent

and

or

0..n

0..n

0..n

0..n

0..n

0..n

0..n

 「HTTP 動詞の処理」
（209 ページ） 

「条件の追加」（219 ペー
ジ）

auth privilege

kind

0..n

0..n

「認証条件」（220 ページ）

function ns=string（必須）

apply=string（必須）

at=string（必須）

「関数条件」（221 ページ）

要素 属性 ⼦要素 ⼦要素
の個数 詳細
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16.6 options ノード要素の検証
rest:check-options 関数を使うことで、options ノードを REST スキーマに関して検証で
きます。例えば、「シンプルな URL リライタ」（198 ページ）で説明されているように、
requests.xqy モジュールで定義された options ノードの検証は以下のようにします。

xquery version "1.0-ml";

import module namespace rest = "http://marklogic.com/appservices/rest" 
    at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy";

import module namespace requests = 
  "http://marklogic.com/appservices/requests" at "requests.xqy";

rest:check-options($requests:options)

options ノードが有効であれば、空のシーケンスが返されます。それ以外の場合は、エ
ラーが返されます。

また rest:check-request 関数を使うことで、options ノード内の request 要素を検証でき
ます。例えば、「シンプルな URL リライタ」（198 ページ）で説明されているような、
requests.xqy モジュールで定義された options ノード内のすべての request 要素の検証は
以下のようにします。

xquery version "1.0-ml";

import module namespace rest = "http://marklogic.com/appservices/rest" 
    at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy";

declare option xdmp:mapping "false";

rest:check-request($requests:options/rest:request)

request 要素が有効であれば、空のシーケンスが返されます。それ以外の場合は、エ
ラーが返されます。

注：  rest:check-request 関数を呼び出す前に、xdmp:mapping を false に設定し、
関数のマッピングを無効にしておく必要があります。
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16.7 URL からの複数のコンポーネントの抽出
options ノードには 1 つあるいは複数の request 要素が含まれ、このそれぞれに 1 つある
いは複数の uri-param 要素が含まれています。各 request 要素の目的は、特定の URL パ
ターンを検知し、1 つあるいは複数のパラメータを使ってエンドポイントを呼び出すこ
とです。URL から複数のコンポーネントを抽出するというのは、実は request 要素を特
定の URL パターンを認識する正規表現で定義し、URL 内の必要な部分を変数にバイン
ドすることです。 

例えば、「シンプルな URL リライタ」（198 ページ）で説明されているリライタの機能
を拡張し、以下のような URL を使ってシェークスピアの戯曲内の「幕（act）」を表⽰
させる機能を追加します。

http://localhost:8060/macbeth/act3

requests.xqy 内の options ノードは以下のようになります。ここには request 要素が 2 つ
含まれています。リライタは「ファーストマッチ」ルールを使います。つまり⼊ってく
る URL を request 要素に順番にマッチさせていき、この URL にマッチする正規表現を
含む最初のものを選択します。以下の例では、「幕（act）」が URL で指定されている場
合、リライタは最初の request 要素を使います。戯曲だけが URL で指定されている場
合、最初の request 要素にマッチするものはありませんが、2 つめの request 要素があり
ます。

注：  パラメータの型はデフォルトでは⽂字列になっています。⽂字列以外の場
合、これを明⽰的に型付け（タイピング）する必要があります。以下の 
act パラメータの例のようになります。型付けの詳細については、「パラ
メータの型」（214 ページ）を参照してください。

<options> 
  <request uri="^/(.+)/act(\d+)$" endpoint="/endpoint.xqy"> 
    <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
    <uri-param name="act" as="integer">$2</uri-param> 
  </request> 
  <request uri="^/(.+)/?$" endpoint="/endpoint.xqy"> 
    <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
  </request> 
</options>

URL で「幕」が指定されている場合、1 つめの request 要素は、macbeth と 3 をそれぞれ
変数 $1 と $2 にバインドします。その後、play ならびに act という名前のパラメータに
割り当てます。rest:rewrite 関数によって書き換えられた URL は、以下のようになりま
す。

/endpoint.xqy?play=macbeth.xml&act=3
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以下は、前述の options ノードを使うリライタによって呼び出されるエンドポイントモ
ジュールの例です。「シンプルな URL リライタ」（198 ページ）で説明されているよう
に、エンドポイント内の rest:process-request 関数は、⼊ってくるリクエストを request 
要素を使ってパースし、すべてのパラメータを型付けされた値として含むマップを返し
ます。その後、すべてのパラメータは map:get 関数によってマップから抽出されます。
このエンドポイントを呼び出す URL に act パラメータが含まれていない場合、$num 変
数の値は空のシーケンスになります。

注：  この例では、endpoint.xqy モジュールを呼び出す最初の request 要素が使
われています。これは、ファーストマッチルールに基づくと、この要素が 
play ならびに act パラメータの両⽅を満たすからです。

xquery version "1.0-ml";

import module namespace rest = "http://marklogic.com/appservices/rest" 
    at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy";

import module namespace requests = 
  "http://marklogic.com/appservices/requests" at "requests.xqy";

  let $request := $requests:options/rest:request 
                    [@endpoint = "/endpoint.xqy"][1]

  let $map  := rest:process-request($request)  
  let $play := map:get($map, "play")  
  let $num  := map:get($map, "act") 

return 
  if (empty($num)) 
  then    
    fn:doc($play) 
  else  
    fn:doc($play)/PLAY/ACT[$num]
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16.8 エラーの処理
REST エンドポイントライブラリには rest:report-error 関数が含まれています。これは 
MarkLogic サーバーのエラーのマークアップを、HTML に単純にトランスレートするも
のです。モジュール内でこれを呼び出し、エラーの報告に使用できます。

try { 
  let $params := rest:process-request($request) 
  return 
    ...the non-error case... 
} catch ($e) { 
  rest:report-error($e) 
}

リクエストしているユーザーエージェントがテキスト /HTML をアクセプトする場合、
シンプルな HTML 形式の反応が返されます。それ以外の場合は、エラーの XML がその
まま返されます。

またこの関数をエラーハンドラ内で使用し、特定のアプリケーションにおけるエラーを
すべて処理することもできます。

16.9 リダイレクトの処理
この章の前のセクションで⽰したように、URL リライタは要求された URL を新しい 
URL にトランスレートして、サーバー内でディスパッチできるようにします。リクエ
ストしているユーザーエージェントはこのトランスレートにまったく気づくことはあり
ません。REST ライブラリが成熟し拡大してきた場合、リクエストに対応するためにリ
ダイレクトを⾏い、リクエストを新しい URL で再発⾏するようにユーザーエージェン
トに指⽰したほうがいいでしょう。 

例えば、このユーザーは以下の URL パターンを利用して戯曲「マクベス」にアクセス
していました。

http://localhost:8060/Shakespeare/macbeth

これを以下の URL にリダイレクトしたいとします。

http://localhost:8060/macbeth

ユーザーはこのリダイレクトが起こったことがわかります。というのも、アドレスバー
の内容が古い URL から新しい URL に変わるからです。ユーザーはこの新しい URL を
ブックマークできます。
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このようなリダイレクトは、アプリケーションに以下のような redirect.xqy モジュール
を追加することで実現できます。

xquery version "1.0-ml";

import module namespace rest="http://marklogic.com/appservices/rest" 
     at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy";

import module namespace requests = 
  "http://marklogic.com/appservices/requests" at "requests.xqy";

(:Process requests to be handled by this endpoint module.:) 
let $request := $requests:options/rest:request 
                    [@endpoint = "/redirect.xqy"][1]

let $params  := rest:process-request($request)

(:Get parameter/value map from request.:) 
let $query  := fn:string-join( 
    for $param in map:keys($params) 
    where $param != "__ml_redirect__" 
    return 
      for $value in map:get($params, $param) 
      return 
        fn:concat($param, "=", fn:string($value)), 
  "&amp;")

(:Return the name of the play along with any parameters.:) 
let $ruri   := fn:concat(map:get($params, "__ml_redirect__"), 
                      if ($query = "") then "" 
                      else fn:concat("?", $query))

(:Set response code and redirect to new URL.:) 
return 
  (xdmp:set-response-code(301, "Moved permanently"), 
   xdmp:redirect-response($ruri))

requests.xqy 内の options ノードに、以下のリクエスト要素を追加してリダイレクトを
実現します。

<request uri="^/shakespeare/(.+)/(.+)" endpoint="/redirect.xqy"> 
  <uri-param name="__ml_redirect__">/$1/$2</uri-param> 
</request> 
<request uri="^/shakespeare/(.+)" endpoint="/redirect.xqy"> 
  <uri-param name="__ml_redirect__">/$1</uri-param> 
</request>
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これで、options ノードは以下のようになったはずです。redirect.xqy モジュール用の 
request 要素は、endpoint.xqy モジュールの前にあります。これは、「URL からの複数の
コンポーネントの抽出」（205 ページ）で説明されている「ファーストマッチ」ルール
のためです。 

<options xmlns="http://marklogic.com/appservices/rest"> 
  <request uri="^/shakespeare/(.+)/(.+)" endpoint="/redirect.xqy"> 
    <uri-param name="__ml_redirect__">/$1/$2</uri-param> 
  </request> 
  <request uri="^/shakespeare/(.+)" endpoint="/redirect.xqy"> 
    <uri-param name="__ml_redirect__">/$1</uri-param> 
  </request> 
  <request uri="^/(.+)/act(\d+)" endpoint="/endpoint.xqy"> 
    <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
    <uri-param name="act" as="integer">$2</uri-param> 
  </request> 
  <request uri="^/(.+)$" endpoint="/endpoint.xqy"> 
    <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
  </request> 
</options>

これと同じ redirect.xqy モジュールを使い __ml_redirect__ パラメータの値を変更する
ことで、好きなだけリダイレクトできます。 

16.10 HTTP 動詞の処理
動詞を指定しないリクエストは、HTTP GET リクエストとのみマッチされます。他の動
詞とマッチさせたい場合は、request 要素内の http 要素の method 属性を使ってこれをリ
ストに含めます。

<request uri="^/(.+?)/?$" endpoint="/endpoint.xqy"> 
  <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
  <http method="GET"/> 
  <http method="POST"/> 
</request>

このリクエストは、リクエストメソッドが HTTP GET か HTTP POST の場合にマッチ
（ならびに検証）されます。 

以下のトピックでは、マッピングのリクエスト（動詞と単純なエンドポイントによる）
のユースケースを紹介しています。

• OPTIONS リクエストの処理

• POST リクエストの処理
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16.10.1 OPTIONS リクエストの処理 

options ノードや options ノード内の特定の request 要素を返す仕組みがあると便利で
す。例えば、ある特定の URL にマッチする request 要素を探すユニットテストの⼀部
を自動化できます。このような機能は、OPTIONS メソッドで実現できます。 

以下は、シンプルな options.xqy モジュールの例で、OPTIONS メソッドを指定したリクエ
ストを処理します。リクエスト URL が / の場合、options.xqy モジュールは options 要素
全体を返し、エンドポイントのセット全体が公開されます。リクエスト URL が / では
ない場合、このモジュールはこの URL にマッチする request 要素を返します。 

xquery version "1.0-ml";

import module namespace rest="http://marklogic.com/appservices/rest" 
  at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy";

import module namespace requests = 
  "http://marklogic.com/appservices/requests" at "requests.xqy";

(:Process requests to be handled by this endpoint module.:) 
let $request := $requests:options/rest:request 
                  [@endpoint = "/options.xqy"][1]

(:Get parameter/value map from request.:) 
let $params  := rest:process-request($request) 
let $uri     := map:get($params, "__ml_options__") 
let $accept  := xdmp:get-request-header("Accept") 
let $params  := map:map()

(:Get request element that matches the specified URL.:) 
let $request := rest:matching-request($requests:options,  
                                      $uri, 
                                      "GET", 
                                      $accept, 
                                      $params)

(:If URL is ‘/’, return options node.Otherwise, return request 
   element that matches the specified URL.:) 
return 
  if ($uri = "/") 
  then 
    $requests:options 
  else 
    $request
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以下の request 要素を requests.xqy に追加し、OPTIONS メソッドを含むあらゆる HTTP リ
クエストとマッチさせます。

<request uri="^(.+)$" endpoint="/options.xqy" user-params="allow"> 
  <uri-param name="__ml_options__">$1</uri-param> 
  <http method="OPTIONS"/> 
</request>

Query Console を開き、以下のクエリを⼊⼒してください。「name」と「password」は自
分のログイン情報で置き換えてください。

xdmp:http-options("http://localhost:8011/", 
<options xmlns="xdmp:http"> 
  <authentication method="digest"> 
    <username>name</username> 
    <password>password</password> 
  </authentication> 
</options>)

リクエスト URL が / なので、options ノード全体が返されるはずです。他の URL を使っ
た場合の結果を⾒るためには、Query Console に以下のクエリを⼊⼒してください。

xdmp:http-options("http://localhost:8011/shakespeare/macbeth", 
<options xmlns="xdmp:http"> 
  <authentication method="digest"> 
    <username>name</username> 
    <password>password</password> 
  </authentication> 
</options>)

options ノード全体を返す代わりに、指定された URL にマッチする request 要素が返さ
れます。

<request uri="^/shakespeare/(.+)" endpoint="/redirect.xqy" 
  xmlns="http://marklogic.com/appservices/rest"> 
    <uri-param name="__ml_redirect__">/$1</uri-param> 
</request>

以下のリクエストをオプションの最後に追加することで、これを使えます。
<request uri="^(.+)$" endpoint="/options.xqy" user-params="allow"> 
  <uri-param name="__ml_options__">$1</uri-param> 
  <http method="OPTIONS"/> 
</request>

先⾏するリクエストが直接 OPTIONS を満たしている場合、このリソースに関してはそち
らが優先されます。
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16.10.2 POST リクエストの処理
POST メソッドを使って、RESTful なコンテンツマネジメント機能（データベースへのコ
ンテンツの読み込みなど）を実現したい場合もあるでしょう。 

以下はシンプルな post.xqy モジュールの例で、POST メソッドを含むリクエストを受け、
リクエストの「body」を、このリクエストが指定した URL のデータベースに挿⼊する
ものです。

xquery version "1.0-ml";

import module namespace rest="http://marklogic.com/appservices/rest" 
       at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy";

import module namespace requests = 
  "http://marklogic.com/appservices/requests" at "requests.xqy";

(:Process requests to be handled by this endpoint module.:) 
let $request := $requests:options/rest:request 
                  [@endpoint = "/post.xqy"][1]

(:Get parameter/value map from request.:) 
let $params  := rest:process-request($request) 
let $posturi := map:get($params, "_ml_post_") 
let $type    := xdmp:get-request-header('Content-Type')

(:Obtain the format of the content.:) 
let $format :=  
  if ($type = 'application/xml' or ends-with($type, '+xml')) 
  then 
    "xml" 
  else 
    if (contains($type, "text/")) 
    then "text" 
    else "binary"

(:Insert the content of the request body into the database.:) 
let $body := xdmp:get-request-body($format)

return 
  (xdmp:document-insert($posturi, $body), 
  concat("Successfully uploaded:", $posturi, "&#10;"))

以下のリクエスト要素を、requests.xqy に追加してください。リクエスト URL が 
/post/filename の場合、リライタは POST メソッドを含む HTTP リクエストを post.xqy モ
ジュールに送ります。

<request uri="^/post/(.+)$" endpoint="/post.xqy"> 
  <uri-param name="_ml_post_">$1</uri-param> 
  <http method="POST"/> 
</request>
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post.xqy エンドポイントをテストするには、Query Console を開き、以下のクエリを⼊
⼒してください。「name」と「password」を MarkLogic サーバーへのログイン情報で置
き換えてください。

let $document:= xdmp:quote( 
  <html> 
    <title>My Document</title> 
    <body>  
      This is my document. 
    </body> 
  </html>)

return 
  xdmp:http-post("http://localhost:8011/post/mydoc.xml", 
    <options xmlns="xdmp:http"> 
      <authentication method="digest"> 
        <username>name</username> 
        <password>password</password> 
      </authentication> 
      <data>{$document}</data> 
      <headers> 
        <content-type>text/xml</content-type> 
      </headers> 
    </options>)

Query Console の Explore ボタンをクリックし、Documents データベース内の /mydoc.xml を
指定してください。

16.11 パラメータの定義
このセクションでは、request 要素内にある uri-param ならびに param 要素を詳細に説明
します。このセクションで取り上げるトピックは以下のとおりです。

• パラメータの型
• URL 内で指定されたパラメータのサポート

• 必須パラメータ
• パラメータのデフォルト値
• 値のリストの指定
• リピータブル パラメータ

• パラメータキーのエイリアス
• パラメータ内の正規表現を match/pattern 属性とマッチ
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16.11.1 パラメータの型
デフォルトでは、パラメータは⽂字列型になっています。パラメータの他の型（整数や
ブール型など）の場合は、リクエスト要素において明⽰的に型を指定する必要がありま
す。例えば、「URL からの複数のコンポーネントの抽出」（205 ページ）の request 要素
では、act パラメータは整数型として明⽰的に定義する必要があります。

  <request uri="^/(.+)/act(\d+)$" endpoint="/endpoint.xqy"> 
    <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
    <uri-param name="act" as="integer">$2</uri-param> 
  </request>

パラメータの型としては、XQuery でサポートしているものをすべて利用できます。こ
れについては仕様書である『XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition』を参照して
ください。

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/

16.11.2 URL 内で指定されたパラメータのサポート
REST ライブラリでは、URL パスの後に⼊⼒したパラメータをサポートしています。

http://host:port/url-path?param=value

例えばここでは、endpoint.xqy モジュールで「scene」パラメータを使い、以下の URL 
を⼊⼒することで、「Macbeth, Act 4, Scene 2（マクベス、第 4 幕、第 2 場）」を返したい
とします。

http://localhost:8011/macbeth/act4?scene=2

scene パラメータを利用可能にするには、エンドポイントの最初の request 要素を編集
します。param 要素の match 属性が部分式を定義します。このためパラメータ値は $1 変
数にアサインされます。この変数は uri_param 要素が使っている $1 変数とは別のもので
す。

<request uri="^/(.+)/act(\d+)$" endpoint="/endpoint.xqy"> 
  <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
  <uri-param name="act" as="integer">$2</uri-param> 
  <param name="scene" as="integer" match="(.+)">$1</param> 
</request>

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
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endpoint.xqy モジュールを以下のように書き直して、scene（「場」）パラメータが利用で
きるようにします。

xquery version "1.0-ml";

import module namespace rest = "http://marklogic.com/appservices/rest" 
    at "/MarkLogic/appservices/utils/rest.xqy";

import module namespace requests = 
  "http://marklogic.com/appservices/requests" at "requests.xqy";

let $request := $requests:options/rest:request 
                 [@endpoint = "/requests.xqy"][1]

let $map  := rest:process-request($request)  
let $play := map:get($map, "play")  
let $num  := map:get($map, "act") 
let $scene := map:get($map, "scene") 

return 
    if (empty($num)) 
    then 
      fn:doc($play) 
    else if (empty($scene)) 
    then  
      fn:doc($play)/PLAY/ACT[$num] 
    else 
      fn:doc($play)/PLAY/ACT[$num]/SCENE[$scene]

これで、リライタとエンドポイントの両⽅が scene パラメータを認識するようになりま
す。request 要素では、任意の個数のパラメータを定義できます。

16.11.3 必須パラメータ
デフォルトでは、param 要素で定義されるパラメータはオプションです。パラメータを
必須にするには、required 属性を使います。例えば、以下のように required 属性を使っ
て、scene パラメータを必須にできます。こうすることで、scene がないリクエスト URL 
はマッチされず、scene がないエンドポイントを呼び出そうとするとエラーになります。

<param name="scene" as="integer" match="(.+)" required="true"> 
  $1 
</param>
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16.11.4 パラメータのデフォルト値
パラメータのデフォルト値を指定することもできます。以下の例では、場（scene）パ
ラメータなしで幕（act）をリクエストした場合、この幕の第 1 場が返されます。

<param name="scene" as="integer" match="(.+)" default="1"> 
  $1 
</param>

16.11.5 値のリストの指定
scene のようなパラメータにおいて、値のリストを指定したい場合があります。例えば、
第 1 場、第 2 場、第 3 場へのリクエストだけに対応したい場合は、以下のようにしま
す。

<param name="scene" as="integer" values="1|2|3" default="1"/>

16.11.6 リピータブル パラメータ
パラメータをリピータブルにできます。例えば、css パラメータを使って、ある戯曲に
対してスタイルシートを追加したいとします。複数使いたい場合は、css パラメータを
以下のように追加できます。

<param name="css" repeatable="true"/>

リライタでは、任意の個数の css パラメータを使用できます。エンドポイントでは、パ
ラメータマップには css キーが 1 つありますが、この値はリストにすることもできま
す。

16.11.7 パラメータキーのエイリアス
場合によっては、URL 内の複数のキー / バリューを 1 つのキー / バリューとして解釈し
たいことがあります。 

例えば jQuery は、キーの値が配列の場合に、キーの名前を変更します。つまり、
jQuery で { "a":"b", "c":[ "d", "e" ] } を呼び出した場合、以下の URL が得られます。

http://whatever/endpoint?a=b&amp;c[]=d&amp;c[]=e

ここでは以下のような alias 属性を使えます。こうすると rest:process-request 関数か
ら得られるマップでは、⼊ってくる URL でパラメータに c= や c[]= が使われていた場
合でも、キー / バリューが「c」になります。

<param name="c" alias="c[]" repeatable="true"/
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16.11.8 パラメータ内の正規表現を match/pattern 属性とマッチ
「URL 内で指定されたパラメータのサポート」（214 ページ）で紹介したように、URL 
の⼀部に対して request 要素の uri 属性を使って⾏うマッチ / 置換操作を、match 属性で
実⾏できます。pattern 属性で、パラメータの名前をテストできます。このセクション
では、match 属性と pattern 属性の詳細について説明します。このセクションでは、以下
の内容を取り上げます。

• match 属性

• pattern 属性

16.11.8.1match 属性
param 要素の match 属性は、パラメータの値をテストする部分式を定義します。こうす
ることで正規表現内でキャプチャされたグループが、$1 変数にアサインされます。 

match 属性を使って、パラメータをトランスレートすることもできます。例えば、イン
ターネットのメディアタイプをトランスレートするために、この値の⼀部を match 属性
で抽出したい場合があります。以下のものは、format=application/xslt+xml を 
format=xslt にトランスレートします。

<param name="format" match="^application/(.*?)(\+xml)?$"> 
    $1 
</param>

パラメータのマッチと検証を組み合わせている場合には、変換された値が検証されるの
で注意してください。例えば、以下のパラメータは絶対にマッチしません。

<param name="test" values="foo|bar" match="^(.+)$"> 
    baz-$1 
</param>

この代わりに以下のようにします。
<param name="test" values="baz-foo|baz-bar" match="^(.+)$"> 
    baz-$1 
</param>

つまり、変換後の値が検証されています。
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16.11.8.2pattern 属性
param 要素は pattern 属性をサポートします。ここではパラメータの名前とマッチさせ
るために、特定の正規表現を使用します。これによってパラメータ名のマッチに関し
て、正規表現を指定できます。例えば以下のようになります。

pattern='xmlns:.+'

pattern='val[0-9]+'

name あるいは pattern を 1 つだけ指定する必要があります。エンドポイントに渡される
パラメータの名前が複数のものにマッチする場合は、エラーになります。 
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16.12 条件の追加
条件を追加することができます。リクエストのボディ部分に条件を追加すると、すべて
の動詞が対象となります。あるいは、特定の動詞にだけ条件を追加することもできま
す。例えば、以下の request 要素には、auth 条件（POST 用）ならびに user-agent 条件

（GET と POST の両⽅用）があります。

<request uri="^/slides/(.+?)/?$" endpoint="/slides.xqy"> 
    <uri-param name="play">$1.xml</uri-param> 
    <http method="GET"/> 
    <http method="POST"> 
      <auth> 
        <privilege>http://example.com/privs/editor</privilege> 
        <kind>execute</kind> 
      </auth> 
    </http> 
    <user-agent>ELinks</user-agent> 
</request>

このリクエストでは、特定の実⾏権限を持ったユーザーだけが、この URL に POST でき
ます。権限がないユーザーが post しようとしても、このリクエストはマッチせず、次
のリクエストへフォールスルーされます。こうすることで、必要な場合にフォールバッ
クを提供できます。

リライタでは、条件にマッチしない場合、リクエストがマッチしなくなります。エンド
ポイントでは、条件にマッチしない場合、エラーが起こります。

このセクションで取り上げるトピックは以下のとおりです。

• 認証条件
• accept ヘッダ条件

• ユーザーエージェント条件
• 関数条件
• and 条件

• or 条件

• content-type 条件
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16.12.1 認証条件
auth 条件を追加し、特定の権限をチェックできます。以下のようになります。

<auth> 
  <privilege>privilege-uri</privilege> 
  <kind>kind</kind> 
</auth>

例えば、「POST リクエストの処理」（212 ページ）で説明されている POST リクエストの 
request 要素では、誰でもデータベースにドキュメントを読み込むことができます。こ
の POST 機能を infostudio の実⾏権限があるユーザーのみに制限するには、このリクエス
ト要素に以下の auth 条件を追加します。

<request uri="^/post/(.+)$" endpoint="/post.xqy"> 
  <uri-param name="_ml_post_">$1</uri-param> 
  http method="POST"> 
    <auth> 
      <privilege> 
         http://marklogic.com/xdmp/privileges/infostudio 
      </privilege> 
      <kind>execute</kind> 
    </auth> 
  </http> 
</request>

権限としては、あらゆる実⾏権限あるいは URL 権限が利用できます。指定されていな
い場合、デフォルトでは kind は execute になります。

16.12.2 accept ヘッダ条件
ユーザーエージェントが URL をリクエストする際に、アクセプトできるレスポンスを
指定できます。これでメディアのタイプを指定します。アクセプトできるメディアのタ
イプを、accept ヘッダで指定できます。

例えば、JSON のレスポンスをアクセプトするユーザーエージェントのリクエストだけ
をマッチする場合には、以下のようなアクセプト条件をリクエスト内で指定します。

<accept>application/json</accept>

16.12.3 ユーザーエージェント条件
ユーザーエージェント⽂字列をマッチさせることもできます。以下のように user-agent 
が指定されているリクエストでは、ELinks ブラウザだと特定されたユーザーエージェ
ントだけがマッチされます。

<user-agent>ELinks</user-agent>
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16.12.4 関数条件
function 条件を使うと、あらゆる条件でテストができます。名前空間、ローカル名、関
数のモジュールなどを指定することで、あらゆるコードを実⾏できます。

<function ns="http://example.com/module"  
          apply="my-function"  
          at="utils.xqy"/>

上述のような関数を指定したリクエストでは、指定した関数が true となるリクエスト
だけをマッチします。この関数には、URL ⽂字列と関数条件の要素が渡されます。

16.12.5 and 条件
and 条件には、条件を 1 つだけ指定できます。これが true を返すのは、それ以下の階層
に含まれる条件がすべて true の場合だけです。

<and> 
  ...conditions... 
</and>

リクエストの⼀番上のレベルに条件が複数ある場合、これらは and 内にあるものとして
扱われます。

例えば以下の条件では、ELinks ブラウザからの HTML のレスポンスをアクセプトする
ユーザーエージェントのリクエストだけをマッチします。

<and> 
  <accept>text/html</accept> 
  <user-agent>ELinks</user-agent> 
</and>

注：  これらの条件を特定の順番で評価することや、すべての条件が評価される
かどうかは保証されません。
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16.12.6 or 条件
or 条件には、条件を 1 つだけ指定できます。これが true を返すのは、それ以下の階層
に含まれる条件の少なくとも 1 つが true の場合だけです。

<or> 
  ...conditions... 
</or>

例えば以下の条件は、HTML あるいはプレーンテキストのレスポンスをアクセプトす
るユーザーエージェントのリクエストだけをマッチします。

<or> 
  <accept>text/html</accept> 
  <accept>text/plain</accept> 
</or>

注：  これらの条件を特定の順番で評価することや、すべての条件が評価される
かどうかは保証されません。

16.12.7 content-type 条件
content-type 条件は、リクエストがマッチするコンテンツタイプがある場合に true とな
ります。content-type 条件は、条件が使えるあらゆる場所で利用できます。 
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17.0  JSON を扱う
235

この章では、MarkLogic サーバーで JSON を扱う⽅法について説明します。以下のセク
ションで構成されています。

• JSON、XML、および MarkLogic

• JSON から XML に /XML から JSON に変換する

• さまざまな JSON API とプリミティブ型

• 例

17.1 JSON、XML、および MarkLogic

JSON（JavaScript Object Notation）は、JavaScript との間でデータをやり取りするために
設計されたデータ交換形式です。Web アプリケーションにおいてサーバー（MarkLogic 
サーバーなど）と JavaScript の間でデータをやり取りするときに非常に役⽴ちます。
JSON は、このようなデータ交換でよく使用されるメカニズムです。XML と同様に、
JSON は機械と⼈間のどちらにもわかりやすくなるように設計されています。JSON の
詳細については、json.org を参照してください。

MarkLogic サーバーには、⾼度な JSON サポートが用意されています。JSON を使用す
ると、データが元々 JSON だったかどうかに関係なく、キー / バリュードキュメントを
格納したり、結果だけをクライアントに配信したりできます。MarkLogic における 
JSON サポートについて、いくつかのポイントを以下に⽰します。

• すべての REST API には、データを JSON として返すオプションが用意されてい
るため、クライアント開発者は MarkLogic から返されるデータを簡単に操作でき
ます。

• JSON から XML へ、または XML から JSON へ簡単にデータを変換できます。こ
のような変換を実⾏する API が豊富に用意されているため、変換後の XML の仕
様や変換後の JSON の仕様について⾼い柔軟性が実現されています。

• REST クライアント API および Java クライアント API は、JSON ドキュメントの
ロードとクエリを完全にサポートしています。JSON ドキュメントは自動的に 
XML として格納され、自動的に JSON として取得されます。このため、JSON ド
キュメントへのきめ細かなアクセスや、JSON コンテンツの検索およびファセッ
トが可能です。

• JSON 配列を XML として格納およびモデル化したり、XQuery 型と JSON 型を相
互に変換したりできるようにするため、さまざまな XQuery API および XQuery 
型が用意されています。これらの API は MarkLogic サーバーに組み込まれてい
るため、非常に⾼速に変換できます。

http://www.json.org
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• JSON と XML との間で単純な変換と複雑な変換の両⽅を実現するため、概要的
な XQuery ライブラリも用意されています。XQuery ライブラリではさまざまな 
API を適宜使用して、⾼レベル API からの使用を抽象化しています。

17.2 JSON から XML に /XML から JSON に変換する
MarkLogic での JSON サポートの核となるのは、セマンティックな意味を失わずに、
シームレスかつ効率的に JSON ドキュメントと XML とを相互変換することです。この
セクションでは、そのような変換を実⾏する⽅法について説明します。以下のように構
成されています。

• REST クライアント API または Java クライアント API を使用して JSON ドキュメントをロード
する

• XQuery ライブラリを使用して JSON と XML 間の変換を実⾏する

17.2.1 REST クライアント API または Java クライアント API を使用して 
JSON ドキュメントをロードする

REST クライアント API または Java クライアント API を使用する場合は、XQuery を記
述する必要はありません（さらに、変換の発⽣メカニズムについて理解する必要もあり
ません）。REST API と Java API は、どちらもロード時にドキュメントタイプとして 
JSON を指定でき、JSON と XML の相互変換が必要な場合は、変換処理を実⾏します。
REST クライアント API の詳細については、「REST Application Developer’s Guide」を参照し
てください。Java クライアント API の詳細については、「Java Application Developer’s 

Guide」を参照してください。

注：  REST API または Java API を使用して挿⼊された JSON ドキュメントの 
XML 表現では、要素名は名前空間「http://marklogic.com/xdmp/json/basic」
内にあります。JSON ドキュメントでキーのインデックスを定義する場合
は、この名前空間を使用する必要があります。

17.2.2 XQuery ライブラリを使用して JSON と XML 間の変換を実⾏する
JSON XQuery ライブラリモジュールは、ドキュメントを JSON と XML の間で変換しま
す。⾼速な変換を実現するため、基本的なさまざまな API を使用します（「さまざまな 
JSON API とプリミティブ型」（226 ページ）の説明を参照）。このセクションでは、
XQuery ライブラリを使用する⽅法について説明します。以下のように構成されていま
す。

• 変換の⽅針
• JSON から XML に変換する

• XML から JSON に変換する

• カスタム変換の設定⼿法を理解する
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17.2.2.1 変換の⽅針
MarkLogic で JSON の変換機能がどのように動作するのかを理解するには、MarkLogic 
での変換を設計するときに考慮された以下の目標を理解すると役⽴ちます。

• デフォルトの変換パラメータを使用して、単純な変換を簡単かつ⾼速に実⾏でき
るようにする。

• カスタムの変換を実⾏できるようにすることで、カスタムの JSON やカスタムの 
XML を出⼒にも⼊⼒にも使用できるようにする。

• JSON ドキュメントに対して、⾼速なキー / バリュー参照ときめ細やかな検索の
両⽅を実⾏できるようにする。

• セマンティックに損失のない変換を実⾏できるようにする。
このような目標に基づいているため、⾼速かつ簡単な変換を実⾏できるようにデフォル
トが設定されています。カスタムの変換も使用できますが、若⼲の作業が必要です。

17.2.2.2 JSON から XML に変換する
JSON から XML に変換するには、主に以下の関数を使用します。

• json:transform-from-json

例については、「JSON と XML 間の変換例」（228 ページ）を参照してください。

17.2.2.3 XML から JSON に変換する
XML から JSON に変換するには、主に以下の関数を使用します。

• json:transform-to-json

例については、「JSON と XML 間の変換例」（228 ページ）を参照してください。

17.2.2.4 カスタム変換の設定⼿法を理解する
JSON 変換で利用可能な⼿法は以下の 3 種類です。

• basic

• full

• custom

「⼿法（strategy）」とは、希望する変換動作を JSON 変換ライブラリに通知する設定の
ことです。basic の変換⼿法は、JSON で開始して JSON と XML の間で変換を⾏い、再
び JSON に戻す変換を念頭に設計されています。また full の⼿法は、XML で開始して 
JSON に変換し、再び XML に戻す変換を念頭に設計されています。custom の⼿法では、
JSON や XML の出⼒をカスタマイズできます。
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basic 以外の⼿法を使用するために、以下の関数を使用して設定オプションを設定およ
び確認できます。

• json:config

• json:check-config

custom の⼿法の場合は、要件に合わせて変換処理を変更できます。変換処理を制御する
ために設定できるプロパティの詳細については、『MarkLogic XQuery and XSLT Function 
Reference』の「json:config」を参照してください。

17.3 さまざまな JSON API とプリミティブ型
XML と JSON の間での相互変換に役⽴つように、MarkLogic サーバーには、複数の 
JSON API やプリミティブ XQuery/XML 型が用意されています。これらの API は、
XQuery/XML データモデルと JSON データモデルとの間で、重い変換処理を実⾏しま
す。概要的な JSON ライブラリモジュールではさまざまな API が使用されています。こ
のためユーザーがこれらの JSON ライブラリモジュールを使用する場合は、さまざまな 
API を使用する必要はほとんどありません。 

キー / バリューペアをシリアライズする専用の API は以下の 2 つです。1 つは XQuery 
を JSON にシリアライズし、もう 1 つは JSON ⽂字列を読み取ってその⽂字列から 
XQuery データモデルを作成します。

• xdmp:to-json

• xdmp:from-json

これらの API によって、XQuery ではデータをマップとして利用でき、XML データを 
JSON ⽂字列としてシリアライズします。ほとんどの XQuery 型は、損失なしのラウン
ドトリップ（JSON にシリアライズし、JSON から XQuery データモデル内の⼀連の項目
へと解析されること）が可能な⽅法で JSON にシリアライズできますが、⼀部の型は損
失なしでラウンドトリップされません。例えば xs:dateTime 値は JSON ⽂字列にシリア
ライズされますが、元の値と等価にするために、その同じ⽂字列をキャストして 
XQuery の xs:dateTime 値に戻す必要があります。概要的な API ではこのような問題のほ
とんどを処理できます。 

また、XML データモデルの拡張である⼀連のさまざまな API も用意されており、シー
ケンスの配列やシーケンスのシーケンスといった対象（どちらも XML データモデルに
は存在しない）を損失なしでデータ変換できます。このようなデータモデル変換は、以
下の関数でサポートされています。
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• json:array

• json:array-pop

• json:array-push

• json:array-resize

• json:array-values

• json:object

• json:object-define

• json:set-item-at

• json:subarray

• json:to-array

また、XQuery/XML データモデルを拡張するプリミティブな XQuery 型が用意されてお
り、JSON オブジェクト（json:object）、JSON 配列（json:array）、および xdmp:to-json

（json:unquotedString）に渡された xs:string を JSON ⽂字列へ簡単にシリアライズでき
るようにする型を指定できます。 

JSON との変換のパフォーマンスをさらに向上させるため、⽂字列を XML NCNames に
変換する場合は以下のビルトイン関数が使用されます。

• xdmp:decode-from-NCName

• xdmp:encode-for-NCName

XQuery 関数をサポートするさまざまな JSON API とプリミティブ型は、JSON を消費ま
たは⽣成する効率的かつ便利なアプリケーションを構築するための素材です。これらの 
API は JSON と XML の間で変換処理を実⾏する目的で使用されますが、細かくあらゆ
る種類のデータ変換に使用できます。ただし、ほとんどのアプリケーションではこう
いった API は必要ありません。代わりに、XQuery ライブラリ API（およびその上位に
構築されている REST クライアント API や Java クライアント API）を使用してくださ
い（「JSON から XML に /XML から JSON に変換する」（224 ページ）を参照）。

各関数のシグネチャおよび説明については、『MarkLogic XQuery and XSLT Function 
Reference』を参照してください。

17.4 例
このセクションでは、JSON 関数を使用するコード例を⽰します。以下の例で構成され
ています。

• JSON と XML 間の変換例

• さまざまな API の例

• REST クライアント API または Java クライアント API を使用して JSON をロードする
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17.4.1 JSON と XML 間の変換例
以下の各例では、JSON から XML へ、および XML から JSON へ変換するさまざまな⼿
法を⽰します。

• JSON から XML に戻す - basic の⼿法

• JSON へ変換し、XML に戻す - full の⼿法

• JSON へ変換し、XML に戻す - custom の⼿法

17.4.1.1 JSON から XML に戻す - basic の⼿法
以下の例では、basic（デフォルト）の⼿法を使用して JSON ⽂字列を XML に変換し、
その後 JSON に戻します。

xquery version '1.0-ml'; 
import module namespace json = "http://marklogic.com/xdmp/json" 
    at "/MarkLogic/json/json.xqy"; 
 
declare variable $j :=  '{ 
    "blah":"first value", 
    "second Key":["first item","second item",null,"third item",false], 
    "thirdKey":3, 
    "fourthKey":{"subKey":"sub value",  
                 "boolKey" : true, "empty" : null } 
    ,"fifthKey": null, 
    "sixthKey" :[] 
}'  ; 
 
let $x := json:transform-from-json( $j )  
let $jx := json:transform-to-json( $x ) 
return ($x, $jx)

=> 
<json type="object" xmlns="http://marklogic.com/xdmp/json/basic"> 
  <blah type="string">first value</blah> 
  <second_20_Key type="array"> 
    <item type="string">first item</item> 
    <item type="string">second item</item> 
    <item type="null"/> 
    <item type="string">third item</item> 
    <item type="boolean">false</item> 
  </second_20_Key> 
  <thirdKey type="number">3</thirdKey> 
  <fourthKey type="object"> 
    <subKey type="string">sub value</subKey> 
    <boolKey type="boolean">true</boolKey> 
    <empty type="null"/> 
  </fourthKey> 
  <fifthKey type="null"/> 
  <sixthKey type="array"/> 
</json> 
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{"blah":"first value",  
 "second Key":["first item","second item",null,"third item",false], 
 "thirdKey":3,  
 "fourthKey":{"subKey":"sub value", "boolKey":true, "empty":null}, 
 "fifthKey":null, "sixthKey":[]}

17.4.1.2 JSON へ変換し、XML に戻す - full の⼿法
以下の例では、full の⼿法を使用して XML から JSON ⽂字列に変換します。full の⼿
法では、⼀貫性のある⽅法で命名されたキーを使用して、JSON ⽂字列を出⼒します。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace json = "http://marklogic.com/xdmp/json" 
    at "/MarkLogic/json/json.xqy"; 
 
declare variable $doc := document { 
<BOOKLIST> 
 <BOOKS> 
  <ITEM CAT="MMP"> 
   <TITLE>Pride and Prejudice</TITLE> 
   <AUTHOR>Jane Austen</AUTHOR>       
   <PUBLISHER>Modern Library</PUBLISHER> 
    <PUB-DATE>2002-12-31</PUB-DATE> 
    <LANGUAGE>English</LANGUAGE> 
    <PRICE>4.95</PRICE> 
    <QUANTITY>187</QUANTITY> 
    <ISBN>0679601686</ISBN> 
    <PAGES>352</PAGES> 
    <DIMENSIONS UNIT="in">8.3 5.7 1.1</DIMENSIONS> 
    <WEIGHT UNIT="oz">6.1</WEIGHT> 
  </ITEM> 
 </BOOKS> 
</BOOKLIST> } ; 
     
let $c := json:config("full") , 
    $x := map:put($c,"whitespace" , "ignore" ), 
    $j := json:transform-to-json(  $doc ,$c ), 
    $xj := json:transform-from-json($j,$c) 
return ($j, $xj)

{"BOOKLIST":{"_children": 
 [{"BOOKS":{"_children": 
  [{"ITEM":{"_attributes":{"CAT":"MMP"},"_children": 
   [{"TITLE":{"_children": 
    ["Pride and Prejudice"]}}, 
    {"AUTHOR":{"_children":["Jane Austen"]}}, 
    {"PUBLISHER":{"_children":["Modern Library"]}}, 
    {"PUB-DATE":{"_children":["2002-12-31"]}}, 
    {"LANGUAGE":{"_children":["English"]}}, 
    {"PRICE":{"_children":["4.95"]}}, 
    {"QUANTITY":{"_children":["187"]}}, 
    {"ISBN":{"_children":["0679601686"]}}, 
    {"PAGES":{"_children":["352"]}}, 
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    {"DIMENSIONS":{"_attributes":{"UNIT":"in"}, "_children": 
       ["8.3 5.7 1.1"]}}, 
    {"WEIGHT":{"_attributes":{"UNIT":"oz"}, "_children":["6.1"]} 
}]}}]}}]}} 
<BOOKLIST> 
  <BOOKS> 
    <ITEM CAT="MMP"> 
      <TITLE>Pride and Prejudice</TITLE> 
      <AUTHOR>Jane Austen</AUTHOR> 
      <PUBLISHER>Modern Library</PUBLISHER> 
      <PUB-DATE>2002-12-31</PUB-DATE> 
      <LANGUAGE>English</LANGUAGE> 
      <PRICE>4.95</PRICE> 
      <QUANTITY>187</QUANTITY> 
      <ISBN>0679601686</ISBN> 
      <PAGES>352</PAGES> 
      <DIMENSIONS UNIT="in">8.3 5.7 1.1</DIMENSIONS> 
      <WEIGHT UNIT="oz">6.1</WEIGHT> 
    </ITEM> 
  </BOOKS> 
</BOOKLIST>

17.4.1.3 JSON へ変換し、XML に戻す - custom の⼿法
以下の例では、custom の⼿法を使用して、変換処理を両⽅向で⼗分に制御します。
REST クライアント API では、同様のアプローチを使用して、XML と JSON の間で 
options ノードを変換します。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace json = "http://marklogic.com/xdmp/json" 
    at "/MarkLogic/json/json.xqy"; 
 
declare namespace search="http://marklogic.com/appservices/search"  ; 
declare variable $doc :=  
<search:options 
xmlns:search="http://marklogic.com/appservices/search"> 
  <search:constraint name="decade"> 
    <search:range facet="true" type="xs:gYear"> 
      <search:bucket ge="1970" lt="1980" 
name="1970s">1970s</search:bucket> 
      <search:bucket ge="1980" lt="1990" 
name="1980s">1980s</search:bucket> 
      <search:bucket ge="1990" lt="2000" 
name="1990s">1990s</search:bucket> 
      <search:bucket ge="2000" name="2000s">2000s</search:bucket> 
      <search:facet-option>limit=10</search:facet-option> 
      <search:attribute ns="" name="year"/> 
      <search:element ns="http://marklogic.com/wikipedia" 
name="nominee"/> 
    </search:range> 
  </search:constraint> 
</search:options> 
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 ; 
     
let $c := json:config("custom") , 
    $cx := map:put( $c, "whitespace"     , "ignore" ), 
    $cx := map:put( $c, "array-element-names" , 
                    xs:QName("search:bucket") ), 
    $cx := map:put( $c, "attribute-names", 
                    ("facet","type","ge","lt","name","ns" ) ),  
    $cx := map:put( $c, "text-value", "label" ), 
    $cx := map:put( $c , "camel-case", fn:true() ), 
    $j := json:transform-to-json(  $doc ,$c ) , 
    $x := json:transform-from-json($j,$c)  
return ($j, $x)

=> 
{"options": 
 {"constraint": 
  {"name":"decade",  
   "range":{"facet":true, "type":"xs:gYear",  
     "bucket":[{"ge":"1970", "lt":"1980", "name":"1970s", 
       "label":"1970s"}, 
    {"ge":"1980", "lt":"1990", "name":"1980s","label":"1980s"}, 
    {"ge":"1990", "lt":"2000", "name":"1990s", "label":"1990s"}, 
    {"ge":"2000", "name":"2000s", "label":"2000s"}], 
    "facetOption":"limit=10",  
    "attribute":{"ns":"", "name":"year"}, 
    "element":{"ns":"http:\/\/marklogic.com\/wikipedia", 
       "name":"nominee"} 
}}}} 
<options> 
  <constraint name="decade"> 
    <range facet="true" type="xs:gYear"> 
      <bucket ge="1970" lt="1980" name="1970s">1970s</bucket> 
      <bucket ge="1980" lt="1990" name="1980s">1980s</bucket> 
      <bucket ge="1990" lt="2000" name="1990s">1990s</bucket> 
      <bucket ge="2000" name="2000s">2000s</bucket> 
      <facet-option>limit=10</facet-option> 
      <attribute ns="" name="year"/> 
      <element ns="http://marklogic.com/wikipedia" name="nominee"/> 
    </range> 
  </constraint> 
</options>

17.4.2 さまざまな API の例
以下の各例では、さまざまな JSON API を使用します。

• JSON ⽂字列へシリアライズする

• JSON ⽂字列を解析して項目リストにする
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17.4.2.1 JSON ⽂字列へシリアライズする
以下のコードでは、マップ、⽂字列、および整数が含まれる JSON ⽂字列が返されま
す。

let $map := map:map() 
let $put := map:put($map, "some-key", 45683) 
let $string := "this is a string" 
let $int := 123 
return 
xdmp:to-json(($map, $string, $int)) 
 
(:  
returns: 
[{"some-key":45683}, "this is a string", 123] 
:)

マップの詳細については、「map 関数を使って、名前 / バリュー マップを作成する」
（152 ページ）を参照してください。

17.4.2.2 JSON ⽂字列を解析して項目リストにする
以下の例について考えてみましょう。前の例の逆となります。

let $json :=  
  '[{"some-key":45683}, "this is a string", 123]' 
return 
xdmp:from-json($json)

これにより、以下の項目が返されます。
json:array( 
<json:array xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xmlns:json="http://marklogic.com/xdmp/json"> 
 <json:value> 
  <json:object> 
   <json:entry key="some-key"> 
    <json:value xsi:type="xs:integer">45683 
    </json:value> 
   </json:entry> 
  </json:object> 
 </json:value> 
 <json:value xsi:type="xs:string">this is a string 
 </json:value> 
 <json:value xsi:type="xs:integer">123</json:value> 
</json:array>)
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ここに⽰しているのは、json:array XQuery 項目のシリアライズであることに注意してく
ださい。XQuery データモデルの⼀部またはすべての項目を使用することもできます。
例えば、以下の例について考えてみましょう。ここでは、その他の値に基づいて 
json:object に追加します（そして結果として得られた JSON ⽂字列を出⼒します）。

xquery version "1.0-ml"; 
let $json :=  
  '[{"some-key":45683}, "this is a string", 123]' 
let $items := xdmp:from-json($json) 
let $put := map:put($items[1], xs:string($items[3]), $items[2]) 
return 
($items[1], xdmp:to-json($items[1]))

(: returns the following json:array and JSON string: 
json:object( 
<json:object xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:json="http://marklogic.com/xdmp/json"> 
  <entry key="some-key"> 
    <json:value xsi:type="xs:integer">45683</json:value> 
  </entry> 
  <entry key="123"> 
    <json:value xsi:type="xs:string">this is a string</json:value> 
  </entry> 
</json:object>) 
{"some-key":45683, "123":"this is a string"} 
 
This query uses the map functions to modify the first json:object 
in the json:array. 
:)

上記のクエリでは、xdmp:from-json 呼び出しで返される 1 つめの項目（$items[1]）は 
json:array です。json:array は map 関数を使用して変更可能であり、その後、クエリか
らは変更された json:array が返されます。json:array はマップと同様に扱うことができ
ます。主な違いは、json:array が順序付きであるのに対し、map:map はそうでないという
点です。マップの詳細については、「map 関数を使って、名前 / バリュー マップを作成
する」（152 ページ）を参照してください。

17.4.3 REST クライアント API または Java クライアント API を使用して 
JSON をロードする

REST クライアント API および Java クライアント API を使用すると、JSON ドキュメン
トをロードできます。ロードした JSON ドキュメントは、MarkLogic サーバーに格納で
きるように自動で XML に変換されます。REST クライアント API の実装では、この章
で説明した JSON ライブラリを使用します。Java クライアント API は REST API の上位
に構築されているため、JSON ライブラリを間接的に使用していることになります。
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以下の例では、REST クライアント API を使用して JSON ドキュメントを MarkLogic に
ロードする⽅法を⽰します。同様の⽅法で、Java クライアント API を使用して JSON ド
キュメントをロードできます。

test.json という名前の JSON ファイルのコンテンツが以下のとおりであるとします。

{ 
"key1":"value1", 
"key2":{ 
        "a":"value2a",  
        "b":"value2b" 
       } 
}

以下の curl コマンドを実⾏し、documents エンドポイントを使用して JSON ドキュメン
トを作成します。

curl --anyauth --user user:password -T ./test.json -D - \ 
  -H "Content-type: application/json" \ 
  http://my-server:5432/v1/documents?uri=/test/keys.json

ドキュメントが作成され、エンドポイントから以下のように返されます。
HTTP/1.1 100 Continue 
 
HTTP/1.1 401 Unauthorized 
WWW-Authenticate:Digest realm="public", qop="auth", 
  nonce="b4475e81fe81b6c672a5 
  d105f4d8662a", opaque="de72dcbdfb532a0e" 
Server:MarkLogic 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 
Content-Length:211 
Connection: close 
 
HTTP/1.1 100 Continue 
 
HTTP/1.1 201 Document Created 
Location:/test/keys.json 
Server:MarkLogic 
Content-Length:0 
Connection: close

MarkLogic サーバーデータベース内では、エンドポイントによって JSON が自動的に 
XML へ変換され、以下のドキュメントが URI /test/keys.json で保存されます。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<json type="object" xmlns="http://marklogic.com/xdmp/json/basic"> 
  <key1 type="string">value1</key1> 
  <key2 type="object"> 
    <a type="string">value2a</a> 
    <b type="string">value2b</b> 
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  </key2> 
</json>

これにより、以下のように REST クライアント API からドキュメントをクエリできるよ
うになります。

$ curl --anyauth --user admin:password -X GET -D - \ 
  http://my-server:5432/v1/documents?uri=/test/keys.json 
==> 
HTTP/1.1 401 Unauthorized 
WWW-Authenticate:Digest realm="public", qop="auth", 
  nonce="2aaee5a1d206cbb1b894 
  e9f9140c11cc", opaque="1dfded750d326fd9" 
Server:MarkLogic 
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 
Content-Length:211 
Connection: close 
 
HTTP/1.1 200 Document Retrieved 
vnd.marklogic.document-format: json 
Content-type: application/json 
Server:MarkLogic 
Content-Length:56 
Connection: close 
 
{"key1":"value1", "key2":{"a":"value2a", "b":"value2b"}}

REST クライアント API の詳細については、「REST Application Developer’s Guide」を参照し
てください。Java クライアント API の詳細については、「Java Application Developer’s 

Guide」を参照してください。
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18.0  トリガーを使用してアクションを発⽣させる
249

MarkLogic サーバーには、プリコミットトリガーとポストコミットトリガーが用意され
ています。この章では、MarkLogic サーバーでトリガーが動作する仕組みについて説明
します。以下のセクションで構成されています。

• トリガーの概要
• トリガーと Content Processing Framework

• プリコミットトリガーとポストコミットトリガー
• トリガーイベント
• トリガーのスコープ
• トリガーで呼び出されるモジュール / ⽣成されるモジュール

• triggers.xqy を使用してトリガーを作成および管理する

• 単純なトリガーの例
• トリガーの無限ループ（トリガー storm）を回避する

18.1 トリガーの概要
トリガーは、特定のイベント（ドキュメントの作成、削除、更新やデータベースのオン
ライン化など）が発⽣するのを待機し、イベントが発⽣したら XQuery モジュールを呼
び出して実⾏するという概念に基づいて動作します。トリガーの発⾏原因となるトラン
ザクションのコミット前後にアクションモジュールを実⾏するかどうかは、トリガー定
義によって決まります。

堅牢なトリガーフレームワークを作成することは複雑な作業です。特に、トリガーに
よって状態を維持する必要がある場合や、サービス中断から適切に回復する必要がある
場合に当てはまります。カスタムトリガーを作成する場合は Content Processing 
Framework（CPF）の使用を検討してください。CPF ではリッチで信頼性の⾼いフレー
ムワークが提供されるため、アプリケーション開発に伴う複雑なイベント管理作業の大
半を簡潔に処理できます。詳細については、「トリガーと Content Processing Framework」

（238 ページ）を参照してください。

18.1.1 トリガーのコンポーネント
トリガー定義は、XML ドキュメントとしてデータベースに格納されます。トリガー定
義には、以下の情報が記録されています。

• イベント定義（以下の情報が記述されています）：
• トリガーが発⾏される条件
• 監視対象コンテンツのスコープ
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• イベント発⽣時に呼び出す / ⽣成する XQuery モジュール
トリガー定義は trgr:create-trigger を呼び出して作成およびインストールします。トリ
ガーイベント定義の詳細については、「トリガーイベント」（240 ページ）を参照してく
ださい。

18.1.2 トリガーで使用するデータベース
トリガーの構成には、監視対象コンテンツ、トリガー定義、およびアクションモジュー
ルが必要です。これらのコンポーネントには以下の 3 つのデータベースが関係していま
す。

• コンテンツデータベース。トリガーによって監視されます。
• トリガーデータベース。trgr:create-trigger によってトリガー定義が格納されま

す。コンテンツデータベース用に設定されたトリガーデータベースにする必要が
あります。

• モジュールデータベース。トリガーアクションモジュールが格納されます。アプ
リケーションサーバー用に設定されたモジュールデータベースである必要はあり
ません。

以下の図は、これらのデータベースとトリガーコンポーネントの関係を⽰したもので
す。

通常、コンテンツデータベース、トリガーデータベース、およびモジュールデータベー
スは物理的に異なるデータベースとして構成しますが、別々にしなければならないとい
う要件はありません。便宜的に Triggers という名前のデータベースが MarkLogic サー
バーによってインストールされますが、任意のデータベースをコンテンツデータベー
ス、トリガーデータベース、またはモジュールデータベースとして使用できます。アプ
リケーションのニーズに応じて選択してください。 

<trgr:trigger> 
  <trgr:module> 
  ... 
</trgr:trigger>

(: action.xqy :) 
xquery version... 
...

<myContent> 
... 
<myContent>

監視対象コンテンツ トリガー定義 トリガーアクション
モジュール

trgr:create-trigger(...) xdmp:document-insert(...)

コンテンツデータベース トリガーデータベース トリガーモジュールデータベース

コンテンツ DB 用の
トリガー DB を

設定

トリガー定義で
参照
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例えば、トリガーを適用先コンテンツとともにバックアップする場合は、トリガー定義
とそのアクションモジュールをコンテンツデータベースに格納できます。また、単⼀の
トリガーアクションモジュールを複数のコンテンツデータベースに適用するトリガーで
共有する場合は、独⽴したトリガーモジュールデータベースを使用することもできま
す。

注：  ほとんどのトリガー API 関数呼び出しは、トリガーデータベースのコン
テキストで評価する必要があります。

18.2 トリガーと Content Processing Framework

Content Processing Framework では、トリガーを使用してイベントを捕捉し、コンテンツ
処理パイプラインで状態を設定します。トリガーの作成と管理はフレームワークが処理
するため、ユーザーが必要な作業はパイプラインを設定し、アクションモジュールを指
定することだけです。

Content Processing Framework で使用するパイプラインでは、あるステージ（例えばド
キュメントの更新）が完了するとトリガーが発⾏され、トリガーで指定された XQuery 
モジュールが実⾏されます。その XQuery モジュールが完了すると、パイプラインに
従って次のトリガーが発⾏されるというように続いていきます。このようにして、ド
キュメントを処理する複雑なパイプラインを作成できます。

データベースに Content Processing Framework をインストールすると、Status Change 
Handling パイプラインがインストールされます。このパイプラインでは、コンテンツ処
理アプリケーションに必要なすべてのトリガーが作成および管理されるため、コンテン
ツアプリケーションでトリガーを直接作成したり管理したりする必要はありません。

独自のトリガーを記述せずに Content Processing Framework を使用すると、以下のよう
な利点が得られます。

• パイプラインを介してアクションを簡単に結び付けることができます。
• 必要な作業は、トリガーアクションモジュールを作成およびインストールするこ

とだけです。
• CPF が中断からの回復を自動的に処理します。
• CPF により、モジュールおよびパイプラインのステージ間で状態を利用できる

ようになります。
Content Processing Framework の Status Change Handling パイプラインを使用するアプリ
ケーションでは、トリガーを明⽰的に作成する必要がありません。データベースに 
Content Processing Framework をインストールするときに、パイプラインによってトリ
ガーが自動的に作成および管理されます。詳細については、『Content Processing 
Framework Guide』マニュアルを参照してください。
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18.3 プリコミットトリガーとポストコミットトリガー
トリガーのトランザクション（データの⼀貫性）は、プリコミットとポストコミットと
いう 2 種類の⽅法で設定できます。このセクションでは、トリガーの各タイプについて
説明します。以下のように構成されています。

• プリコミットトリガー
• ポストコミットトリガー

18.3.1 プリコミットトリガー
プリコミットトリガーの結果として呼び出されるモジュールは、トリガーを起動させる
イベントを発⽣させたトランザクションの⼀部として評価されます。評価の際は、トリ
ガーを起動させるトランザクションが実⾏されているアプリケーションサーバー上のモ
ジュールが呼び出されます。ただし、プリコミットトリガーによって呼び出されたモ
ジュールは、トリガーを起動させるドキュメントに対して加えられた更新を認識しま
す。この点で、xdmp:invoke を使用するモジュール呼び出しとは異なるといえます。 

そのため、プリコミットトリガーおよびトリガーの呼び出し元モジュールは、単⼀のコ
ンテキストで実⾏されます。何らかの理由（例外のスローなど）でトリガーが完了しな
かった場合は、トリガーを起動させるトランザクションを含むトランザクション全体
が、トランザクションで評価を開始した前の時点までロールバックされます。 

このようなトランザクションの整合性は、複数の非同期ステップに分割することに意味
のない処理を実⾏する場合に役⽴ちます。例えばドキュメントの作成時に発⾏されるト
リガーを持つアプリケーションがあり、そのドキュメントには後続の処理でドキュメン
トの状態を識別できるように初期プロパティを設定する必要があるとします。このよう
な場合は、ドキュメントの作成と初期プロパティの設定が単⼀のトランザクションとし
て発⽣することは合理的といえます。プリコミットトリガーを使用した単⼀トランザク
ションでは、プロパティの追加時に何らかのエラーが発⽣するとドキュメントの作成が
エラーになるため、アプリケーションでそのエラーに対処できます。しかし、単⼀トラ
ンザクションでない場合は、ドキュメントが作成されても処理プロパティが作成されな
かった状態に陥ってしまい、コンテンツ処理アプリケーションがその新規ドキュメント
に対してどのような処理を実⾏すればよいのか判別できない状態になってしまう可能性
があります。

18.3.2 ポストコミットトリガー
ポストコミットトリガーの結果として呼び出されるモジュールは、トリガーを起動させ
るイベントを発⽣させたモジュールとは別のトランザクションとして評価されます。非
同期に実⾏されるため、トリガーモジュールがエラーになっても、呼び出し元トランザ
クションをロールバックしません。さらに、トリガーモジュールが呼び出されても完了
する保証はありません。
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ポストコミットトリガーによって XQuery モジュールが⽣成されると、「タスクサー
バー」上のキューに配置されます。タスクサーバーは、このタスクキューを保守し、受
信順に各タスクを開始します。タスクサーバーにはキューを提供するために複数のス
レッドが用意されています。タスクサーバーはグループごとに 1 つ存在します。タスク
サーバーのパラメータは Admin 画⾯の［Groups］ > ［group_name］ > ［Task Server］で設
定できます。

ポストコミットトリガーは非同期であるため、データの⼀貫性を維持するためには、ポ
ストコミットトリガーを呼び出すコードが、トリガーモジュール内の何らかの処理に依
存していてはなりません。例えば、Content Processing Framework コード内の状態遷移で
はポストコミットトリガーを使用します。トリガーを起動させるイベントを開始する
コードは、トリガーを呼び出す前にプロパティの状態を更新するため、何らかの理由で
トリガーコードが完了しない場合でも⼀貫性のある状態が保たれます。各状態は完了ま
でに時間がかかることがあるため、非同期処理には状態処理に関して多くの利点があり
ます。ポストコミットトリガーを使用する非同期処理では、パイプラインの処理中に何
らかの問題が発⽣しても、すでに発⽣したすべての処理が失われないようなアプリケー
ションを構築できます。再びシステムが利用可能になると、Content Processing 
Framework は中断された時点から処理を続⾏します。

18.4 トリガーイベント
トリガーイベント定義では、トリガーを発⾏する条件と、そのトリガーが適用されるコ
ンテンツを記述します。トリガーイベントには、データイベントとデータベースイベン
トの 2 種類があります。トリガーが待機できるイベントは、以下のとおりです。

• ドキュメントの作成
• ドキュメントの更新
• ドキュメントの削除
• プロパティの変更（last-modified や directory など、MarkLogic サーバーで制御

されているプロパティは「含まれない」）
• 特定の（名前付き）プロパティの変更
• データベースのオンライン化

18.4.1 データベースイベント
データベースイベントに分類されるのは、データベースのオンライン化イベントだけで
す。データベースオンラインイベント用のモジュールは、監視対象データベースがオン
ラインになるとただちに実⾏されます。データベースオンラインイベント定義で必要と
なるのは、アクションモジュールを実⾏するユーザーの名前だけです。

18.4.2 データイベント
データイベントは、ドキュメントおよびプロパティの変更に適用されます。トリガー
データイベントは、次の部分で構成されています。
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• トリガーのスコープでは、イベントが適用されるドキュメントセットを定義しま
す。トリガーのスコープは、trgr:*-scope 関数（trgr:directory-scope など）を使
用して作成します。詳細については、「トリガーのスコープ」（242 ページ）を参
照してください。

• コンテンツの条件では、ドキュメントの作成、更新、削除やプロパティの変更な
ど、トリガーを発⾏する動作を定義します。コンテンツの条件は、
trgr:*-content 関数（trgr:document-content など）を使用して作成します。
複数の動作を監視するには、複数のトリガーイベントを使用し、複数のトリガー
を定義する必要があります。

• タイミングのインジケーターでは、トリガーアクションが発⽣するタイミング
を、イベント条件（プリコミットまたはポストコミット）と⼀致するトランザク
ションに対して相対的に定義します。タイミングのインジケーターは、
trgr:*-commit 関数（trgr:post-commit など）を使用して作成します。詳細につい
ては、「プリコミットトリガーとポストコミットトリガー」（239 ページ）を参照
してください。

イベントが適用されるコンテンツデータベースは、イベントやトリガー定義で明⽰的に
指定しません。関連付けは、コンテンツデータベース用に設定されたトリガーデータ
ベースを介して⾏います。

トリガーによって呼び出されたモジュールがコミットされるタイミング（トリガーを発
⾏するイベントを⽣成したモジュールの前または後）は、そのトリガーがプリコミット
トリガーとポストコミットトリガーのどちらであるかによって決まります。MarkLogic 
サーバーのプリコミットトリガーは、イベントを待機し、トランザクションのコミット
前にトリガーモジュールを呼び出します。そのため、プロセス全体が単⼀のトランザク
ションとなり、「すべて完了」または「すべて失敗」のいずれかになります（ただし、
プリコミットトリガーから呼び出されたモジュールは、トリガーを発⾏するイベントに
よる更新を認識します）。

MarkLogic サーバーのポストコミットトリガーは、イベントのコミット後に開始され、
トリガーによって⽣成されるモジュールは、ドキュメントを更新したトランザクション
とは別のトランザクションで実⾏されます。例えば、ドキュメント更新イベントにおけ
るトリガーは、ドキュメントを更新するトランザクションがデータベースにコミットし
た後で発⽣します。 

ポストコミットトリガーモジュールはトリガーがそのモジュールを⽣成したトランザク
ションとは別のトランザクションで実⾏されるため（作成イベントや更新イベントな
ど）、トリガーモジュールトランザクションは、トランザクションでエラーが発⽣した
場合でも、ドキュメントの元の状態（つまり、トリガーの発⾏原因となった更新より前
の状態）へ自動的にロールバックできません。これによってドキュメントの⼀貫性が損
なわれる場合は、アプリケーションのロジックによって、この状態に対処する必要があ
ります。 
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プリコミットトリガーおよびポストコミットトリガーの詳細については、「プリコミッ
トトリガーとポストコミットトリガー」（239 ページ）を参照してください。

18.5 トリガーのスコープ
「トリガーのスコープ」とは、作成、更新、削除、またはプロパティ変更の各イベント
を待機するスコープのことです。スコープは、トリガーのスコープ document、
directory、または collection のいずれかの値に対応するデータベースの部分を表しま
す。 

document トリガーのスコープでは、特定のドキュメント URI を指定します。トリガーが
反応するのは、指定したトリガーイベントがそのドキュメントで発⽣した場合だけで
す。

collection トリガーのスコープでは、特定のコレクション URI を指定します。トリガー
が反応するのは、指定したトリガーイベントが指定したコレクション内の任意のドキュ
メントで発⽣した場合だけです。 

directory スコープは、指定したディレクトリ内のドキュメントを表します。そのディ
レクトリ内（深度 1）、またはその指定したディレクトリとそのすべての再帰的サブ
ディレクトリ内が対象になります。例えば、URI /（フォワードスラッシュ⽂字）で深
度が infinity であるディレクトリスコープの場合、データベース内のフォワードス
ラッシュ⽂字（/）で始まる URI を持つすべてのドキュメントが対象となり、このス
コープ内で指定したトリガーイベントが発⽣するとトリガーが発⾏されます。このディ
レクトリの例では、hello.xml は（/ ディレクトリ内にないために）このトリガーのス
コープに含まれませんが、URI /hello.xml または /mydir/hello.xml のドキュメントは含
まれることになります。 

18.6 トリガーで呼び出されるモジュール / ⽣成されるモジュール
トリガー定義では、モジュールの URI を指定します。このモジュールは、トリガーが
発⾏されると（イベントが完了すると）評価されます。この動作は、プリコミットトリ
ガーやポストコミットトリガーとは異なります。このセクションでは、トリガーモ
ジュールが呼び出されるときと⽣成されるときの動作について説明します。以下のサブ
セクションで構成されています。

• プリコミットトリガーとポストコミットトリガーに対するモジュールの動作の違い
• モジュール外部変数 trgr:uri と trgr:trigger
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18.6.1 プリコミットトリガーとポストコミットトリガーに対するモジュール
の動作の違い

プリコミットトリガーの場合、モジュールはトリガーが発⾏されるときに（イベントが
完了するときに）呼び出されます。呼び出されたモジュールは、XQuery ステートメン
トにおける xdmp:invoke の呼び出しと同様の⽅法で、呼び出し元 XQuery モジュールと
同じアプリケーションサーバー内で同期的に評価されます。両者の異なる点は、プリコ
ミットトリガーでは呼び出されたモジュールがトリガーを起動させるイベントの結果を
認識するという点です。例えばドキュメントの更新時に発⾏するように定義されたプリ
コミットトリガーがあり、モジュールによってドキュメント内の段落数を数える処理を
⾏う場合、トリガーを発⾏した更新の後で段落数が数えられることになります。さら
に、トリガーモジュールが何らかの理由で（例えば構⽂エラーで）エラーになった場合
は、トリガーを発⾏した更新を含むトランザクション全体が更新前の状態へロールバッ
クされます。

ポストコミットトリガーの場合、モジュールはトリガーが発⾏されるときに（イベント
が完了するときに）タスクサーバー上で⽣成されます。⽣成されたモジュールは、
XQuery ステートメントにおける xdmp:spawn の呼び出しと同様の⽅法で、タスクサー
バー上で非同期的に評価されます。ポストコミットトリガーモジュールが⽣成される
と、評価されるまでタスクサーバーのキュー内で待機します。また、⽣成されたモ
ジュールが評価されるときは、独自のトランザクションとして実⾏されます。通常は、
タスクサーバーのキュー内にあるモジュールは、キューに追加された順序で開始されま
す。ただし、タスクサーバーのキューはシステムのシャットダウン時に維持されないた
め、タスクサーバーのキュー内にあるモジュールが実⾏される保証はありません。 

18.6.2 モジュール外部変数 trgr:uri と trgr:trigger

モジュールのトリガーに使用できる外部変数は以下の 2 つです。

• trgr:uri as xs:string

• trgr:trigger as node()

trgr:uri 外部変数は、トリガーの発⾏原因となったドキュメントの URI です（データ関
連のイベントのトリガーだけで使用可能であり、データベースオンラインイベントのト
リガーでは利用できません）。trgr:trigger 外部変数は、トリガー XML ノードです。こ
のノードは URI http://marklogic.com/xdmp/triggers/trigger_id（trigger_id はトリ
ガーの ID）としてトリガーデータベース内に格納されます。トリガーモジュールでこ
れらの外部変数を使用する場合は、以下のようにプロローグ内で宣⾔します。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace trgr='http://marklogic.com/xdmp/triggers'  
   at '/MarkLogic/triggers.xqy'; 
 
declare variable $trgr:uri as xs:string external; 
declare variable $trgr:trigger as node() external;
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18.7 triggers.xqy を使用してトリガーを作成および管理する
<install_dir>/Modules/MarkLogic/triggers.xqy XQuery モジュールファイルには、トリ
ガーを作成、削除、および管理するための関数が用意されています。Status Change 
Handling パイプラインを使用する場合は、このパイプラインがトリガーの詳細をすべて
処理します。開発者がトリガーを作成したり管理したりする必要はありません。トリ
ガー関数の詳細については、『MarkLogic XQuery and XSLT Function Reference』を参照し
てください。

トリガーを作成する XQuery コードの実際の例については、
<install_dir>/Modules/MarkLogic/cpf/domains.xqy XQuery モジュールファイルを参照して
ください。サンプルトリガーの例については、「単純なトリガーの例」（244 ページ）を
参照してください。このモジュール内の関数は、Admin 画⾯を使用してドメインを作
成するときに、必要なトリガーを作成する目的で使用します。

18.8 単純なトリガーの例
以下の例では、ドキュメントの作成時に発⾏される単純なトリガーを⽰します。

1. Admin 画⾯を使用して、トリガーデータベースを使用するようにデータベース
を設定します。任意のデータベースをトリガーデータベースとして指定できま
す。以下のスクリーンショットは、test という名前のデータベースをコンテンツ
用とトリガー用の両⽅のデータベースとして使用する例を⽰したものです。
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2. 以下の XQuery コードを使用して、ディレクトリ /myDir/ で作成されたドキュメ
ントを待機するトリガーを作成します。このコードは、コンテンツが格納される
トリガーデータベースに対して評価する必要があることに注意してください。
xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace trgr="http://marklogic.com/xdmp/triggers"  
   at "/MarkLogic/triggers.xqy"; 
 
trgr:create-trigger("myTrigger", "Simple trigger example",  
  trgr:trigger-data-event( 
      trgr:directory-scope("/myDir/", "1"), 
      trgr:document-content("create"), 
      trgr:post-commit()), 
  trgr:trigger-module(xdmp:database("test"), "/modules/", "log.xqy"), 
  fn:true(), xdmp:default-permissions() )

このコードでは、トリガーの ID が返されます。作成したトリガードキュメント
は、URI http://marklogic.com/xdmp/triggers/trigger_id（trigger_id は作成したト
リガーの ID）のドキュメント内に格納されます。

3. コンテンツがトリガーアクションの XQuery モジュールであるドキュメントを
ロードします。このモジュールは、以前に指定した作成トリガーが発⾏されると
きに⽣成されます。この例では、モジュールの URI は test という名前のデータ
ベース内の /modules/log.xqy である必要があります（上記の trgr:create-trigger 
コードの trgr:trigger-module 部分より）。ロードするドキュメントは XQuery ド
キュメントであるため、テキストドキュメントとしてロードする必要があり、実
⾏権限が設定されている必要があります。例えば、トリガーを起動させるアク
ションが評価されるアプリケーションサーバーのモジュールデータベースに対し
て以下の XQuery を評価して、test データベース内でトリガーモジュールを作成
します。
xquery version '1.0-ml'; 
(: evaluate this against the database specified  
   in the trigger definition (test in this example) 
:) 
xdmp:document-insert("/modules/log.xqy",  
  text{ " 
xquery version '1.0-ml'; 
import module namespace trgr='http://marklogic.com/xdmp/triggers'  
   at '/MarkLogic/triggers.xqy'; 
 
declare variable $trgr:uri as xs:string external; 
 
xdmp:log(fn:concat('*****Document ', $trgr:uri, ' was created.*****'))" 
}, xdmp:permission('app-user', 'execute'))
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4. 以上の作業により、test という名前のデータベースで /myDir/ ディレクトリ内に
ドキュメントを作成すると、トリガーが発⾏されるようになります。例えば以下
のコードについて考えてみましょう。
xdmp:document-insert("/myDir/test.xml", <test/>)

この場合、以下のようなメッセージが ErrorLog.txt ファイルに書き込まれます。

2007/03/12 20:14:44.972 Info:TaskServer:*****Document /myDir/test.xml 
was created.*****

注：  この例では、ドキュメントが作成されたときだけにトリガーが発⾏されま
す。ドキュメントが更新されたときにトリガーが発⾏されるようにするに
は、"modify" の trgr:document-content を使用する別のトリガーが必要で
す。
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18.9 トリガーの無限ループ（トリガー storm）を回避する
ドキュメント自体を更新するトリガーを作成すると、無限ループになってしまいます。
これは、「トリガー storm」とも呼ばれます。

プリコミットトリガーが発⾏されると、そのアクションは同じトランザクションの⼀部
となります。そのため、トリガー内で実⾏される更新は、同じトリガーを再度発⾏して
はなりません。再度発⾏すると必ずトリガー storm が発⽣し、通常は 
XDMP-MAXTRIGGERDEPTH エラーメッセージが発⽣します。 

以下の例では、データベースで /storm/ ディレクトリ内のドキュメントが変更されると
きにモジュールを呼び出すトリガーを作成します。トリガーされるモジュールは、新し
い⼦ノードでドキュメントを更新しようとします。これによってドキュメントの更新が
さらにトリガーされるため、それによって別の更新がトリガーされてしまい、このよう
な連鎖が際限なく続きます。最終的には XDMP-MAXTRIGGERDEPTH エラーメッセージが⽣成
され、ドキュメントの更新は発⽣しません。

トリガー storm を作成するには、以下の操作を実⾏します。

1. Modules データベースで、トリガーによって呼び出される storm.xqy モジュールを
作成します。
xquery version "1.0-ml"; 

import module namespace trgr="http://marklogic.com/xdmp/triggers"  
    at "/MarkLogic/triggers.xqy";

if (xdmp:database() eq xdmp:database("Modules"))  
   then () 
   else error((), 'NOTMODULESDB', xdmp:database()) , 

xdmp:document-insert( '/triggers/storm.xqy', text {  
   <code> 
   xquery version "1.0-ml"; 
   import module namespace trgr='http://marklogic.com/xdmp/triggers' 
       at '/MarkLogic/triggers.xqy';

    declare variable $trgr:uri as xs:string external; 
    declare variable $trgr:trigger as node() external;

    xdmp:log(text {{  
               'storm:',  
               $trgr:uri,  
               xdmp:describe($trgr:trigger)  
               }}) ,

    let $root := doc($trgr:uri)/* 
    return xdmp:node-insert-child( 
               $root,  
               element storm  
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               {{ count($root/*) }}) 
   </code>  
} ) 

2. Triggers データベースで、データベース内の /storm/ ディレクトリ内のドキュメ
ントが変更されるたびに storm.xqy モジュールを呼び出す以下のトリガーを作成
します。
xquery version "1.0-ml"; 

import module namespace trgr="http://marklogic.com/xdmp/triggers"  
    at "/MarkLogic/triggers.xqy";

if (xdmp:database() eq xdmp:database("Triggers"))  
   then () 
   else error((), 'NOTTRIGGERSDB', xdmp:database()) ,

trgr:create-trigger( 
     "storm",  
     "storm", 
     trgr:trigger-data-event(trgr:directory-scope("/storm/", "1"), 
     trgr:document-content("modify"), 
     trgr:pre-commit()), 
     trgr:trigger-module( 
         xdmp:database("Modules"),  
         "/triggers/",  
         "storm.xqy"), 
     fn:true(),  
     xdmp:default-permissions(), 
     fn:true() ) 

3. 次に、トリガーデータベースとして Triggers を使用する任意のデータベースに
ドキュメントを 2 回挿⼊します。

xquery version "1.0-ml"; 

xdmp:document-insert('/storm/test', <test/> ) 

4. ドキュメントの 2 回目の挿⼊でトリガーが発⾏されます。これによって、
XDMP-MAXTRIGGERDEPTH エラーメッセージとそのメッセージの繰り返しが、以下の
ように ErrorLog.txt に記録されます。

2010/08/12 15:04:42.176 Info:Docs: storm:/storm/test  
<trgr:trigger xmlns:trgr="http://marklogic.com/xdmp/triggers"> 
  <trgr:trigger-id>1390446271155923614</trgr:trigger-id> 
<trgr:trig...</trgr:trigger>
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アプリケーションで同様の状況が発⽣し、アプリケーションロジックを変更できない場
合は、trgr:create-trigger 関数で $recursive パラメータに fn:false() を設定すること
で、トリガー storm を回避できます。この場合、新しいトリガーは以下のようになりま
す。

trgr:create-trigger( 
     "storm",  
     "storm", 
     trgr:trigger-data-event(trgr:directory-scope("/storm/", "1"), 
     trgr:document-content("modify"), 
     trgr:pre-commit()), 
     trgr:trigger-module( 
         xdmp:database("Modules"),  
         "/triggers/",  
         "storm.xqy"), 
     fn:true(),  
     xdmp:default-permissions(), 
     fn:false() ) 

この結果、ドキュメントの更新が 1 回だけ⾏われ、反復は発⽣しなくなります。 
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19.0  ユーザー定義関数
276

この章では、ユーザー定義の集計関数を作成する⽅法について説明します。この章は、
以下のセクションで構成されています。

• 集計ユーザー定義関数とは
• インデータベース MapReduce のコンセプト

• 集計ユーザー定義関数を実装する
• ネイティブプラグインライブラリを実装する

19.1 集計ユーザー定義関数とは
集計関数とは、MarkLogic サーバーの MapReduce 機能を利用して、語彙およびレンジ
インデックスの値を解析する関数のことです。例えば、要素、属性、またはフィールド
のレンジインデックスについて合計や度数を算出します。集計関数は、レンジインデッ
クス値の数や処理されるドキュメントの数に⽐例して結果を⽣成するような解析ではな
く、少量の結果を⽣成するような解析に適しています。

MarkLogic サーバーには、独自の集計関数を定義するための C++ インターフェイスが用
意されています。集計ユーザー定義関数（UDF）を動的リンクライブラリにビルドして

「ネイティブプラグイン」としてパッケージ化し、そのプラグインを MarkLogic サー
バーにインストールします。 

ネイティブプラグインは、MarkLogic クラスタを介して自動的に配布されます。また、
アプリケーションが集計 UDF を呼び出すと、解析に関与するクラスタ内の各ホストの 
MarkLogic サーバーにライブラリが動的にロードされます。クラスタ全体で集計関数を
実⾏する⽅法を理解するには、「インデータベース MapReduce の仕組み」（251 ページ）
を参照してください。

この章では、集計 UDF の実装、ビルド、パッケージ化、およびインストールについて
説明します。集計 UDF を使用する⽅法については、『Search Developer’s Guide』の

「Using Aggregate User-Defined Functions」を参照してください。

19.2 インデータベース MapReduce のコンセプト
MarkLogic サーバーでは、インデータベース MapReduce を使用して、MarkLogic クラス
タ内のホスト間で解析処理を効率的に並列化したり、その処理をデータの近くで実⾏で
きるように移動したりします。 

このセクションでは、以下の内容を取り上げます。

• MapReduce とは

• インデータベース MapReduce の仕組み
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ビルトインおよびユーザー定義の集計関数を使用すると、インデータベース 
MapReduce の効率性を明⽰的に利用できます。詳細については、『Search Developer’s 
Guide』の「Using Aggregate Functions」を参照してください。

19.2.1 MapReduce とは
MapReduce は分散型の並列プログラミングモデルです。大規模データセットをサブ
セットに分割し、それぞれのデータサブセットを並列の map タスクおよび reduce タス
クに渡すことで独⽴して処理します。通常、map タスクおよび reduce タスクは、複数
のホストに分散しています。 

map タスクは、⼊⼒データを Map 関数に渡して中間結果を計算します。その後、reduce 
タスクが中間結果を処理して、最終結果を⽣成します。

MarkLogic サーバーでは、以下の 2 種類の MapReduce をサポートしています。

• インデータベース MapReduce は、ビルトインまたはユーザー定義の集計関数な
どの限定関数を使用するときに、処理を MarkLogic クラスタ内で分散します。詳
細については、「インデータベース MapReduce の仕組み」（251 ページ）を参照
してください。

• 外部 MapReduce は、MarkLogic サーバーをデータソースまたは結果リポジトリ
として使用しますが、Apache Hadoop クラスタで動作します。詳細については、

『MarkLogic Connector for Hadoop Developer’s Guide』を参照してください。

19.2.2 インデータベース MapReduce の仕組み
インデータベース MapReduce では、MarkLogic サーバーデータベースの内部構造を利
用して、データの近くで解析を実⾏します。集計ユーザー定義関数を呼び出すと、
MarkLogic サーバーはインデータベース MapReduce を使用してその関数を実⾏します。

MarkLogic サーバーは、フォレストおよびスタンドと呼ばれる構造体にデータを格納し
ます。通常、大規模データベースは、複数のフォレストに格納されます。フォレスト
は、MarkLogic サーバークラスタ内の複数のホスト上に配置できます。また、フォレス
ト内のデータは、複数のスタンド内に格納できます。MarkLogic サーバーでコンテンツ
を編成する⽅法の詳細については、『Administrator’s Guide』の「Understanding Forests」、
および『Scalability, Availability, and Failover Guide』の「Clustering in MarkLogic Server」を参
照してください。

インデータベース MapReduce では、以下のように解析が⾏われます。

1. アプリケーションがインデータベース MapReduce 関数（cts:sum-aggregate や 
cts:aggregate など）を呼び出します。関数が評価される E ノードで MapReduce 
ジョブが開始されます。
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2. 元の E ノードが、ジョブで必要となる作業をターゲットデータベースのローカ
ルフォレストおよびリモートフォレスト間で分散します。ジョブ内の「タスク」
が作業単位です。

3. 関係する各ホストが並列で map タスクを実⾏し、そのホスト上でデータを処理
します。ジョブで必要なデータが含まれるフォレストごとに、少なくとも 1 つの 
map タスクが存在します。

4. 関係する各ホストが reduce タスクを実⾏し、スタンドごとにローカルの map の
結果を集計して、この中間結果を元の E ノードに返します。

5. 元の E ノードが reduce タスクを実⾏して、各ホストからの結果を集計します。

6. 元の E ノードが「完了」操作を実⾏して、最終結果を⽣成します。

19.3 集計ユーザー定義関数を実装する
集計ユーザー定義関数（UDF）を作成するには、marklogic::AggregateUDF C++ 抽象クラ
スのサブクラスを実装し、それを「ネイティブプラグイン」として導⼊します。ネイ
ティブプラグインの詳細については、「ネイティブプラグインライブラリを実装する」

（268 ページ）を参照してください。

このセクションでは、以下の内容を取り上げます。

• 集計 UDF を作成および導⼊する

• AggregateUDF::map を実装する

• AggregateUDF::reduce を実装する

• AggregateUDF::finish を実装する

• 集計 UDF を登録する

• 集計 UDF のメモリ管理

• AggregateUDF::encode と AggregateUDF::decode を実装する

• 集計 UDF のエラー処理とログ記録

• 集計 UDF の引数処理

• 集計 UDF における型変換
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19.3.1 集計 UDF を作成および導⼊する
集計ユーザー定義関数（UDF）は、MarkLogic のレンジインデックス値またはインデッ
クス値の共起に関して計算を実⾏する C++ クラスです。marklogic::AggregateUDF のサブ
クラスを実装する場合は、XQuery、Java、または REST アプリケーションで使用可能な
独自のインデータベース Map 関数および Reduce 関数を記述します。MarkLogic サー
バーのインデータベース MapReduce フレームワークは、C++ コードの分散および並列
化を処理します（「インデータベース MapReduce の仕組み」（251 ページ）を参照）。

注：  集計 UDF は、MarkLogic サーバーと同じメモリおよびプロセス空間内で
実⾏されるため、プラグインでエラーが発⽣すると、MarkLogic サーバー
がクラッシュする場合があります。集計 UDF を導⼊する前に、「ネイティ
ブプラグインライブラリを実装する」（268 ページ）を読んで内容を理解
しておいてください。

集計 UDF を作成および導⼊するには、以下の⼿順に従います。

1. C++ クラス marklogic::AggregateUDF のサブクラスを実装します。インターフェイ
スの詳細については、marklogic_dir/include/MarkLogic.h を参照してください。

2. marklogicPlugin という名前の extern "C" 関数を実装して、プラグインの登録を実
⾏します。「ネイティブプラグインを実⾏時に登録する」（272 ページ）を参照し
てください。

3. 実装をネイティブプラグインにパッケージ化します。「ネイティブプラグインを
パッケージ化する」（270 ページ）を参照してください。

4. XQuery 関数 plugin:install-from-zip を呼び出して、プラグインをインストール
します。「ネイティブプラグインをインストールする」（271 ページ）を参照して
ください。

完全な例は、marklogic_dir/Samples/NativePlugins に配置されています。プラグインをビ
ルドする場合は、サンプルの Makefile を基礎にしてください。詳細については、「ネイ
ティブプラグインライブラリをビルドする」（269 ページ）を参照してください。

以下の表は、実装が必要な marklogic::AggregateUDF の主要なメソッドをまとめたもので
す。
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19.3.2 AggregateUDF::map を実装する
AggregateUDF::map は、以下のシグネチャを持ちます。

virtual void map(TupleIterator&, Reporter&);

⼊⼒レンジインデックス値にアクセスするには、marklogic::TupleIterator を使用しま
す。Map の結果は、map が呼び出されたオブジェクトのメンバーとして格納されます。
エラーの報告および記録には marklogic::Reporter を使用します。「集計 UDF のエラー処
理とログ記録」（263 ページ）を参照してください。 

メソッド名 説明
start ジョブの状態を初期化し、引数を処理します。ジョブごとに 1 回、元

の E ノードで呼び出されます。
map Map の計算を実⾏します。map タスクごとに 1 回（ターゲットコンテ

ンツが格納されたデータベースのスタンドごとに少なくとも 1 回）呼
び出されます。ローカルオブジェクトとリモートオブジェクトで呼び
出すことができます。例えば、平均の集計では、スタンドごとに合計
と個数を計算します。

reduce Reduce 計算を実⾏して、Map の結果を集計します。N-1 回（N = map タ
スクの個数）呼び出されます。例えば、平均の集計では、⼊⼒データ
セットの総計と総数を計算します。

finish 呼び出し元アプリケーションに返す最終結果を⽣成します。ジョブご
とに 1 回、元の E ノードで呼び出されます。例えば、平均の集計では、
合計と個数から平均を計算します。

clone 集計 UDF オブジェクトのコピーを作成します。map タスクごとに少な
くとも 1 回呼び出され、map および reduce メソッドを実⾏するためのオ
ブジェクトを作成します。

close 実装に対して、クローンオブジェクトが不要になったことを通知しま
す。

encode 集計 UDF オブジェクトをシリアライズして、クラスタ内のリモートホ
ストに伝送できるようにします。

decode リモートホストとのやり取りが完了した後で、集計 UDF オブジェクト
をシリアライズ解除します。
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このセクションでは、以下の内容を取り上げます。

• TupleIterator を使用してインデックス値を反復する

• Map ⼊⼒タプルの順序を制御する

19.3.2.1 TupleIterator を使用してインデックス値を反復する
AggregateUDF::map に渡される marklogic::TupleIterator は、ある map タスクに割り当て
られた⼊⼒レンジインデックス値のシーケンスです。TupleIterator を使用すると、以下
の処理を実⾏できます。

• TupleIterator::next および TupleIterator::done を使用して、タプルを反復する。
• TupleIterator::width を使用して、各タプル内の値の個数を特定する。 

• TupleIterator::value を使用して、各タプル内の値にアクセスする。
• TupleIterator::type を使用して、タプル内の値の型をクエリする。

集計 UDF が単⼀のレンジインデックスに対して呼び出された場合、各タプルには値が 
1 つだけ含まれることになります。また、集計 UDF が N 個のインデックスに対して呼
び出された場合、各タプルは N ⽅向の共起を表し、インデックスごとに 1 つずつ N 個
の値が含まれます。詳細については、『Search Developer’s Guide』の「Value 

Co-Occurrences Lexicons」を参照してください。

タプル内の値の順序は、集計 UDF の呼び出しにおけるレンジインデックスの順序に対
応しています。例えば、1 つめのインデックスは、各タプルの 1 つめの値に寄与しま
す。また、タプル値は空（Null）の場合もあります。

タプルからの値を互換性のない型の C++ 変数に抽出しようとすると、MarkLogic サー
バーで例外がスローされます。詳細については、「集計 UDF における型変換」

（265 ページ）を参照してください。

以下の例は、<name>（⽂字列）と <zipcode>（整数）の 2 ⽅向共起を扱うことを想定した 
map メソッドになっています。各タプルは、(name, zipcode) という値のペアです。また、
各タプルでは name が 0 番めの項目で、zipcode が 1 番めの項目になっています。

#include "MarkLogic.h" 
using namespace marklogic; 
... 
void myAggregateUDF::map(TupleIterator& values, Reporter& r) 
{ 
    if (values.width() != 2) { 
        r.error("Unexpected number of range indexes."); 
        // does not return 
    } 
    for (; !values.done(); values.next()) { 
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        if (!values.null(0) && !values.null(1)) { 
            String name; 
            int zipcode; 
 
            values.value(0, name); 
            values.value(1, zipcode); 
            // work with this tuple... 
    } 
}

19.3.2.2 Map ⼊⼒タプルの順序を制御する
MarkLogic サーバーは、marklogic::TupleIterator を介して⼊⼒データを Map 関数に渡し
ます。デフォルトでは、反復⼦の対象となるタプルは降順です。順序は、
AggregateUDF::getOrder を上書きすることで制御できます。 

以下の例では、⼊⼒タプルが昇順に提供されます。
#include "MarkLogic.h" 
using namespace marklogic; 
... 
RangeIndex::getOrder myAggregateUDF::getOrder() const 
{ 
    return RangeIndex::ASCENDING; 
}

19.3.3 AggregateUDF::reduce を実装する
AggregateUDF::reduce は、2 つの集計 UDF オブジェクトから中間結果をまとめます。
reduce が呼び出されるオブジェクトは、アキュムレータとして機能します。 

reduce メソッドは、以下のシグネチャを持ちます。また、⼊⼒ AggregateUDF からのデー
タを reduce が呼び出されるオブジェクトにまとめます。エラーの報告およびメッセー
ジの記録には Reporter を使用します。「集計 UDF のエラー処理とログ記録」（263 ペー
ジ）を参照してください。 

virtual void reduce(const AggregateUDF*, Reporter&);

MarkLogic サーバーは、すべての Map 結果がまとめられるまで reduce を繰り返し呼び
出し、その後 finish を呼び出して最終結果を⽣成します。 

例えば、⼀連の値の算術平均を計算する集計 UDF について考えてみましょう。この計
算には、値の合計と値の個数が必要です。map タスクによってデータのサブセットに関
する中間合計および個数が集められます。すべての reduce タスクが完了すると、E ノー
ド上の単⼀のオブジェクトに合計と個数が格納された状態になります。MarkLogic サー
バーは、このオブジェクトに対して finish を呼び出して、平均を計算します。 
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例えば⼊⼒レンジインデックスに値 1 〜 9 が格納されている場合、平均は 5（45/9）に
なります。以下の図は、MarkLogic サーバーが 3 つの map タスクにインデックス値を
シーケンス (1,2,3)、(4,5)、および (6,7,8,9) として分散させる場合の map-reduce-finish サ
イクルを⽰したものです。

以下のコードの⼀部分は、レンジインデックスから値の平均（合計 / 個数）を計算する
集計 UDF です。map メソッド（ここには⽰していません）は、レンジインデックスの⼀
部に関して合計および個数を計算し、それらの値を集計 UDF オブジェクトに格納しま
す。reduce メソッドは、集計 UDF オブジェクトのペアから合計および個数をまとめ、
最終的にインデックス内のすべての値に関して合計および個数を求めます。

#include "MarkLogic.h" 
using namespace marklogic; 
 
class Mean : public AggregateUDF 
{ 
public: 
    void reduce(const AggregateUDF* o, Reporter& r) 
        sum += o->sum; 
        count += o->count; 
    } 
     
    // finish computes the mean from sum and count 
    .... 
protected: 
    double sum; 
    double count; 
};

完全な例については、marklogic_dir/Samples/NativePlugin を参照してください。
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19.3.4 AggregateUDF::finish を実装する
AggregateUDF::finish は、最終的な計算を実⾏し、呼び出し元アプリケーションに返さ
れる出⼒シーケンスを準備します。シーケンス内の各値は、単純な値（int、string、
DateTime など）またはキー / バリューマップ（XQuery では map:map）にできます。
MarkLogic サーバーは、ジョブごとに 1 回、元の E ノードで finish を呼び出します。
MarkLogic サーバーは、累積した reduce 結果を保持する集計 UDF オブジェクトで 
finish を呼び出します。

AggregateUDF::finish は、以下のシグネチャを持ちます。最終的な値または Map を記録
するには、marklogic::OutputSequence を使用します。エラーの報告およびメッセージの
記録には marklogic::Reporter を使用します。「集計 UDF のエラー処理とログ記録」

（263 ページ）を参照してください。

virtual void finish(OutputSequence&, Reporter&);

値を出⼒シーケンスに追加するには、OutputSequence::writeValue を使用します。キー /
バリューマップとなっている値を追加するには、OutputSequence::writeMapKey と 
OutputSequence::writeValue の呼び出しの対を OutputSequence::startMap • 
OutputSequence::endMap で囲みます。例えば以下のようになります。

void MyAggregateUDF::finish(OutputSequence& os, Reporter& r) 
{ 
    // write a single value 
    os.writeValue(int(this->sum/this-count)); 
 
    // write a map containing 2 key-value pairs 
    os.startMap(); 
    os.writeMapKey("sum"); 
    os.writeValue(this->sum); 
    os.writeMapKey("count"); 
    os.writeValue(this->count); 
    os.endMap(); 
}

MarkLogic サーバーが C++ コードと呼び出し元アプリケーションの間で型を変換する仕
組みについては、「集計 UDF における型変換」（265 ページ）を参照してください。

19.3.5 集計 UDF を登録する
集計 UDF 実装をアプリケーションで使用できるようにするには、MarkLogic サーバー
に登録する必要があります。 

実装を登録するには、marklogicPlugin から marklogic::Registry::registerAggregate を呼
び出します。marklogicPlugin の詳細については、「ネイティブプラグインを実⾏時に登
録する」（272 ページ）を参照してください。
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Registry::registerAggregate を呼び出すと、UDF クラスのオブジェクトを作成するため
に使用できる関数へのポインタが MarkLogic サーバーに渡されます。アプリケーション
が集計 UDF を呼び出すと、常にこの関数が MarkLogic サーバーで呼び出されます。詳
細については、「集計 UDF のメモリ管理」（260 ページ）を参照してください。

MarkLogic サーバーでデフォルトのアロケータおよびコンストラクタを使用するには、
marklogic::Registry::registerAggregate のテンプレートバージョンを呼び出します。ま
た、独自のオブジェクトファクトリを使用するには、仮想バージョンを呼び出します。
以下のコードの⼀部分は、2 つの登録インターフェイスを⽰したものです。

// From MarkLogic.h 
namespace marklogic { 
 
typedef AggregateUDF* (*AggregateFunction)(); 
class Registry 
{ 
public: 
  // Calls new T() to allocate an object of your UDF class 
  template<class T> void registerAggregate(const char* name); 
 
  // Calls your factory func to allocate an object of your UDF class 
  virtual void registerAggregate(const char* name, AggregateFunction); 
  ... 
}; 
}

Registry::registerAggregate に渡される⽂字列は、アプリケーションがプラグインを呼
び出すために使用する名前です。例えば XQuery では、cts:aggregate の 2 つめのパラ
メータとして以下のように使用します。

cts:aggregate("pluginPath", "ex1", ...)

または、REST クライアント API を使用して、/values/{name} の aggregate パラメータの
値として使用します。

GET /v1/values/theLexicon?aggregate=ex1&aggregatePath=pluginPath

以下の例は、テンプレート関数を使用して MyFirstAggregate を名前「ex1」で登録し、
仮想メンバー関数を使用して、オブジェクトファクトリを使用する 2 つめの集計を名前

「ex2」で登録する処理を⽰したものです。

#include "MarkLogic.h" 
using namespace marklogic; 
... 
AggregateUDF* mySecondAggregateFactory() {...} 
 
extern "C" void marklogicPlugin(Registry& r) 
{ 
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    r.version(); 
    r.registerAggregate<MyFirstAggregate>("ex1"); 
    r.registerAggregate("ex2", &mySecondAggregateFactory); 
}

19.3.6 集計 UDF のメモリ管理
このセクションでは、MarkLogic サーバーが集計 UDF クラスのオブジェクトを作成お
よび破棄する⽅法の概要について説明します。

• 集計 UDF オブジェクトの寿命

• 集計 UDF でカスタムアロケータを使用する

19.3.6.1 集計 UDF オブジェクトの寿命
集計 UDF クラスのオブジェクトは、以下の 2 とおりの⽅法で作成します。

• プラグインを登録するときに、登録関数が 
marklogic::Registry::registerAggregate を呼び出し、AggregateUDF サブクラスのオ
ブジェクトを作成する関数へのポインタが MarkLogic サーバーに渡されます。こ
の関数は、アプリケーションがいずれかの集計 UDF を呼び出すときに、
AggregateUDF::start の呼び出しに先⽴って呼び出されます。

• MarkLogic サーバーは map タスクおよび reduce タスクの実⾏が必要になるたび
に、AggregateUDF::clone を呼び出して追加のオブジェクトを作成します。 

MarkLogic サーバーは AggregateUDF::clone を使用して、UDF が呼び出されたときに map 
タスクおよび reduce タスクのアルゴリズムを実⾏する⼀時オブジェクトを作成します。
MarkLogic サーバーは、集計関数を評価するときに、フォレストごとに少なくとも 1 つ
のクローンを作成します。

タスクやジョブの終わりなどでクローンが不要になると、MarkLogic サーバーは 
AggregateUDF::close を呼び出してクローンを解放します。

集計 UDF の clone メソッドおよび close メソッドは、ジョブごとに複数回呼び出すこと
ができます。

19.3.6.2 集計 UDF でカスタムアロケータを使用する
カスタムアロケータを使用して独自のオブジェクトを管理するには、オブジェクトファ
クトリ関数を実装して、その関数を marklogic::Registry::registerAggregate に渡します

（「集計 UDF を登録する」（258 ページ）を参照）。
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このファクトリ関数は、アプリケーションがプラグインを呼び出すときに常に呼び出さ
れます。つまり、cts:aggregate（または同等の関数）を呼び出すごとに 1 回呼び出され
ることになります。map タスクや reduce タスクの実⾏に必要な追加のオブジェクトは、
AggregateUDF::clone を使用して作成します。

ファクトリ関数は、以下に⽰す marklogic::AggregateFunction インターフェイスに準拠
している必要があります。

// From MarkLogic.h 
namespace marklogic { 
 
typedef AggregateUDF* (*AggregateFunction)(); 
}

以下の例は、Registry::registerAggregate にオブジェクトファクトリ関数を渡す⽅法を
⽰したものです。

#include "MarkLogic.h" 
using namespace marklogic; 
... 
AggregateUDF* myAggregateFactory() { ...} 
 
extern "C" void marklogicPlugin(Registry& r) 
{ 
    r.version(); 
    r.registerAggregate("ex2", &myAggregateFactory); 
}

ファクトリ関数および AggregateUDF::clone によって作成されたオブジェクトは、
MarkLogic サーバーが AggregateUDF::close メソッドを呼び出すまで存続していなければ
なりません。

集計 UDF オブジェクトの割り当ておよび割り当て解除を制御するには、以下のエント
リポイントを使用します。

• Registry::registerAggregate に渡す AggregateFunction 

• AggregateUDF::clone 実装
• AggregateUDF::close 実装

19.3.7 AggregateUDF::encode と AggregateUDF::decode を実装する
MarkLogic サーバーでは Aggregate::encode および Aggregate::decode を使用して、集計解
析をクラスタで分散させるときに集計オブジェクトのシリアライズおよびシリアライズ
解除を実⾏します。これらのメソッドは、以下のシグネチャを持ちます。
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class AggregateUDF 
{ 
public: 
  ... 
  virtual void encode(Encoder&, Reporter&) = 0; 
  virtual void decode(Decoder&, Reporter&) = 0; 
  ... 
};

encode および decode の実装は、以下のガイドラインに従って提供する必要があります。

• オブジェクトに関する実装固有の状態をエンコード / デコードします。
• データメンバーのエンコードは任意の順序で構いませんが、エンコードとデコー

ドで⼀貫性が保たれている必要があります。つまり、エンコード時と同じ順序で
メンバーをデコードする必要があります。

データメンバーのエンコード / デコードには、marklogic::Encoder および 
marklogic::Decoder を使用します。これらのクラスには、基本項目の型と任意のバイト
シーケンスをエンコードおよびデコードするためのヘルパーメソッドが用意されていま
す。詳細については、marklogic_dir/include/MarkLogic.h を参照してください。

以下の例は、2 つのデータメンバー sum および count を持つ集計 UDF をエンコード / デ
コードする⽅法を⽰したものです。データメンバーのエンコードとデコードが同じ順序
で⾏われていることに注目してください。

#include "MarkLogic.h" 
 
using namespace marklogic; 
 
class Mean : public AggregateUDF 
{ 
public: 
  ... 
  void encode(Encoder& e, Reporter& r) 
    { 
      e.encode(this->sum); 
      e.encode(this->count); 
    } 
  void decode(Decoder& d, Reporter& r) 
    { 
      d.decode(this->sum); 
      d.decode(this->count); 
    } 
  ... 
protected: 
  double sum; 
  double count; 
};
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19.3.8 集計 UDF のエラー処理とログ記録
メッセージをログに記録し、MarkLogic サーバーに致命的なエラーを通知するには、
marklogic::Reporter を使用します。コードで例外をスローして MarkLogic サーバーにエ
ラーを報告する⽅法は使用しないでください。 

致命的なエラーを報告するには、marklogic::Reporter::error を使用します。
Reporter::error を呼び出した場合、制御はコードに戻されません。報告タスクがただち
に停⽌し、そのホストでは追加の関連タスクが作成されなくなります。さらに、ジョブ
があらかじめ停⽌されます。MarkLogic サーバーは、XDMP-UDFERR をアプリケーションに
返します。エラーメッセージは XDMP-UDFERR エラー内に格納されます。

注：  ジョブはすぐに中断されるわけではありません。エラーを報告するタスク
は停⽌しますが、その他の進⾏中の map タスクおよび reduce タスクは完
了するまで実⾏され続けます。

致命的でないエラーやその他のメッセージを報告するには、marklogic::Reporter::log を
使用します。このメソッドでは、メッセージが MarkLogic サーバーエラーログ 
ErrorLog.txt に記録され、制御はコードに戻されます。AggregateUDF のほとんどのメ
ソッドは marklogic::Reporter ⼊⼒パラメータを持ちます。

以下の例では、呼び出し元が必要なパラメータを指定していない場合は解析を終了し、
呼び出し元が余分なパラメータを指定している場合はログに警告を記録します。

#include "MarkLogic.h" 
using namespace marklogic; 
... 
void ExampleUDF::start(Sequence& arg, Reporter& r) 
{ 
  if (arg.done()) { 
    r.error("Required parameter not found."); 
  } 
  arg.value(target_); 
  arg.next(); 
  if (!arg.done()) { 
    r.log(Reporter::Warning, "Ignoring extra parameters."); 
  } 
}

19.3.9 集計 UDF の引数処理
このセクションでは、以下の内容を取り上げます。

• 集計 UDF に引数を渡す

• AggregateUDF::start で引数を処理する

• 例：集計 UDF に引数を渡す
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19.3.9.1 集計 UDF に引数を渡す
引数を渡せるのは、XQuery から集計 UDF だけです。Java クライアント API および 
REST クライアント API では、引数の受け渡しをサポートしていません。

XQuery から引数シーケンスを渡すには、cts:aggregate の 4 つめのパラメータを使用し
ます。以下の例では、2 つの引数を「count」集計 UDF に渡します。

cts:aggregate( 
  "native/samplePlugin", 
  "count", 
  cts:element-reference(xs:QName("name"), 
  (arg1,arg2))

これらの引数は、AggregateUDF::start に渡される marklogic::Sequence としてプラグイン
で利用できます。詳細については、「AggregateUDF::start で引数を処理する」（264 ペー
ジ）を参照してください。

完全な例については、「例：集計 UDF に引数を渡す」（265 ページ）を参照してくださ
い。

19.3.9.2 AggregateUDF::start で引数を処理する
MarkLogic サーバーでは、AggregateUDF::start に渡される marklogic::Sequence を介して
集計に固有の引数を使用できるようにしています。 

class AggregateUDF 
{ 
public: 
  ... 
  virtual void start(Sequence& arg, Reporter&) = 0; 
  ... 
};

Sequence クラスには、引数値を反復したり（next および done）、現在の引数の型を確認
したり（type）、現在の引数をネイティブ型の 1 つとして抽出したり（value）するメ
ソッドが用意されています。 

型変換は、値の抽出時に適用されます。詳細については、「集計 UDF における型変換」
（265 ページ）を参照してください。

引数データを map メソッドおよび reduce メソッドにプロパゲートする必要がある場合
は、start が呼び出されたオブジェクトのデータメンバーにデータをコピーします。リ
モートの map および reduce タスクでデータを使用できるようにするには、encode メ
ソッドおよび decode メソッドにデータメンバーを含めます。
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19.3.9.3 例：集計 UDF に引数を渡す
ここでは、いずれかのインデックス値が呼び出し元の提供する値と⼀致するような 2 ⽅
向共起の数を計数する集計 UDF について考えてみましょう。以下の例では、呼び出し
元が値 95008 を cts:aggregate に渡します。

xquery version "1.0-ml"; 
cts:aggregate("native/sampleplugin", "count",  
    (cts:element-reference(xs:QName("zipcode")) 
    ,cts:element-reference(xs:QName("name")) 
    ), 
    95008 
 )

以下に⽰す start メソッドは、⼊⼒の Sequence から引数値を抽出し、その値をデータメ
ンバー ExampleUDF::target に格納します。この値は、MarkLogic サーバーが start を呼び
出したオブジェクトをクローンするときに、ジョブのすべてのタスクへ自動的にプロパ
ゲートされます。

using namespace marklogic; 
... 
void ExampleUDF:: 
start(Sequence& arg, Reporter& r) 
{ 
  if (arg.done()) { 
    r.error("Required argument not found."); 
  } else { 
    arg.value(this->target); 
    arg.next(); 
    if (!arg.done()) { 
      r.log(Reporter::Warning, "Ignoring extra arguments."); 
    } 
  } 
}

19.3.10 集計 UDF における型変換
MarkLogic のネイティブプラグイン API は、プリミティブ型またはラッパークラスを使
用して、XQuery 値を等価な C++ 型としてモデル化します。集計 UDF と呼び出し元ア
プリケーションの間で渡される値は、アプリケーションが XQuery で実装されていない
場合でも、MarkLogic サーバー XQuery エバリュエータコアを介して受け渡されるため、
このような型等価性や、型等価性の間でサポートされる型変換について理解しておく必
要があります。

• 型変換が適用される場所
• 型変換の例
• C++ と XQuery の型等価性
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19.3.10.1型変換が適用される場所
プラグインは、以下の場所でネイティブ XQuery 値と相互作用します。

• marklogic::Sequence を介して呼び出し元アプリケーションからプラグインに渡さ
れた引数

• marklogic::TupleIterator を介して AggregateUDF::map に渡されたレンジインデッ
クス値

• marklogic::OutputSequence を介して AggregateUDF::finish によってアプリケーショ
ンに返された結果

これらすべてのインターフェイス（Sequence、TupleIterator、OutputSequence）で、値を 
C++ 型として挿⼊または抽出するメソッドが用意されています。詳細については、
marklogic_dir/include/Marklogic.h を参照してください。

値の抽出時に C++ の型と XQuery の型が厳密に⼀致していない場合は、XQuery の型
キャストルールが適用されます。2 つの型の間で変換を利用できない場合、MarkLogic 
サーバーは XDMP-UDFBADCAST などのエラーを報告し、ジョブを終了します。XQuery の型
キャストの詳細については、以下のページを参照してください。

http://www.w3.org/TR/xpath-functions/#Casting

19.3.10.2型変換の例
この例では、集計 UDF は整数値を想定しています。また、アプリケーションは XQuery 
ルールを使用して数値に変換可能な⽂字列を受け渡します。値は整数として直接抽出で
きます。例えば、呼び出し元アプリケーションが以下のように「12345」を渡すとしま
す。

(:The application passes in the arg "12345" :) 
cts:aggregate("native/samplePlugin", "count", "12345")

このとき C++ コードでは、arg を整数値として安全に直接抽出できます。

// Your plugin can safely extract the arg as int 
void YourAggregateUDF::start(Sequence& arg, Reporter& r) 
{ 
    int theNumber = 0; 
    arg.value(theNumber); 
}

ただし、アプリケーションが数値ではなく「dog」のような⽂字列を渡すと、
Sequence::value の呼び出しで例外が発⽣し、ジョブが停⽌します。

http://www.w3.org/TR/xpath-functions/#Casting
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19.3.10.3C++ と XQuery の型等価性
以下の表は、C++ の型と XQuery の型の間でネイティブプラグイン API によってサポー
トされている型等価性についてまとめたものです。以下に⽰すすべての C++ クラスの
型は、marklogic_dir/include/MarkLogic.h で宣⾔されています。

XQuery の型 C++ の型
xs:int int

xs:unsignedInt unsigned

xs:long int64_t

xs:unsignedLong uint64_t

xs:float float

xs:double double

xs:boolean bool

xs:decimal marklogic::Decimal

xs:dateTime marklogic::DateTime

xs:time marklogic::Time

xs:date marklogic::Date

xs:gYearMonth marklogic::GYearMonth

xs:gYear marklogic::GYear

xs:gMonth marklogic::GMonth

xs:gDay marklogic::GDay

xs:yearMonthDuration marklogic::YearMonthDuration

xs:dayTimeDuration marklogic::DayTimeDuration

xs:string marklogic::String

xs:anyURI marklogic::String

cts:point marklogic::Point

map:map marklogic::Map

item()* marklogic::Sequence
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19.4 ネイティブプラグインライブラリを実装する
ネイティブプラグインでは、MarkLogic で定義されているインターフェイス

（marklogic::AggregateUDF など）を実装する C++ 共有ライブラリを通じて、MarkLogic 
サーバーの機能を拡張できます。このセクションでは、ネイティブプラグインに関する
以下の内容を取り上げます。

• MarkLogic サーバーがネイティブプラグインを管理する仕組み

• ネイティブプラグインライブラリをビルドする
• ネイティブプラグインをパッケージ化する
• ネイティブプラグインをインストールする
• ネイティブプラグインをアンインストールする
• ネイティブプラグインを実⾏時に登録する
• ネイティブプラグインをバージョン管理する
• ロードされているプラグインのステータスを確認する
• プラグインのマニフェスト
• ネイティブプラグインのセキュリティに関する考慮事項

19.4.1 MarkLogic サーバーがネイティブプラグインを管理する仕組み
ネイティブプラグインは、MarkLogic サーバーがアプリケーションからの参照に応じて
ロードされる動的ロードライブラリとして導⼊されます。ネイティブプラグインによっ
て実装されるユーザー定義関数（UDF）は、プラグインの相対パスと UDF の名前で識
別されます。『Search Developer’s Guide』の「Using Aggregate User-Defined Functions」を参
照してください。

ネイティブプラグインライブラリをインストールすると、拡張機能データベースに格納
されます。プラグインをインストールする MarkLogic サーバーインスタンスがクラスタ
の⼀部である場合、プラグインライブラリはクラスタ内のすべてのノードに自動的にプ
ロパゲートされます。 

プラグインをインストールしてから新しいバージョンが使用可能になるまでには、若⼲
の遅延が⽣じることがあります。MarkLogic サーバーは、プラグインの状態が変更され
ていないか、およそ 1 秒に 1 回確認します。変更が検出されると、新しいプラグインが
古いバージョンを使用しているホストにコピーされます。 

また、各ホストにはネイティブライブラリのロード元となるローカルキャッシュが用意
されていますが、このキャッシュはプラグインの使用中は更新できません。プラグイン
キャッシュの更新が開始されると、プラグインを使用するクエリは、キャッシュの更新
が完了するまで再試⾏します。
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MarkLogic サーバーは、必要に応じてプラグインをロードします。ネイティブプラグイ
ンライブラリは、プラグインによって実装される UDF をアプリケーションが初めて呼
び出すまでは、動的にロードされません。プラグインは、ホストでプラグインがまった
く使用されていないときに限り、ロードまたはロード解除できます。

19.4.2 ネイティブプラグインライブラリをビルドする
ネイティブプラグインは、MarkLogic サーバーコアと同じプロセスコンテキストで実⾏
されます。そのため、MarkLogic サーバーの実⾏可能ファイルと互換性のある⽅法でラ
イブラリをコンパイルおよびリンクする必要があります。ライブラリをビルドするに
は、以下の基本的なステップに従います。

• MarkLogic サーバーと互換性のある C++ コンパイラおよび標準ライブラリを使用
して、ライブラリをコンパイルします。以下の表を参照してください。C++ で
はコンパイラのバージョン間でバイナリ互換性が保証されていないため、これは
必須の要件となっています。

• 共有オブジェクトを作成するためにプラットフォームで必要とされているオプ
ションを指定して、C++ コードをコンパイルします。例えば Linux の場合は、
-fPIC オプションを指定してコンパイルします。

• 64 ビットライブラリ（Windows では 32 ビット）をビルドします。
marklogic_dir/Samples/NativePlugins に配置されているサンプルプラグインには、サポー
トされているすべてのプラットフォームにおける GNU make で使用可能な Makefile が含
まれています。この Makefile には、必要なコンパイラオプションがすべて含まれてい
るため、プラグインのビルドで使用する基礎にしてください。 

この Makefile によって共有ライブラリをビルドし、マニフェストを⽣成し、ライブラ
リおよびマニフェストをインストールパッケージとして圧縮します。また、Makefile の
先頭にある make 変数をいくつか変更することで、独自のプラグイン用に簡単にカスタ
マイズできます。

PLUGIN_NAME = sampleplugin 
PLUGIN_VERSION = 0.1 
PLUGIN_PROVIDER = MarkLogic 
PLUGIN_DESCRIPTION = Example native plugin 
 
PLUGIN_SRCS = \ 
  SamplePlugin.cpp

以下の表は、MarkLogic サーバーのビルドに使用するコンパイラと標準ライブラリの
バージョンをまとめたものです。ネイティブプラグインは、互換性のあるツールを使用
してビルドしてください。
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19.4.3 ネイティブプラグインをパッケージ化する
ネイティブプラグインをインストールするには、Zip ファイルにパッケージ化する必要
があります。インストール Zip ファイルには、以下のファイルを含める必要がありま
す。

• プラグインインターフェイス（marklogic::AggregateUDF など）および登録関数 
marklogicPlugin を実装する C++ 共有ライブラリ。

• プラグインのマニフェストファイル manifest.xml。「プラグインのマニフェスト」
（275 ページ）を参照してください。

• オプションで、プラグインの実装に必要な追加の共有ライブラリ。
プラグインの Zip ファイルに依存ライブラリを含めると、プラグインで使用するライブ
ラリバージョンを明⽰的に制御できるため、プラグインがインストールされるクラスタ
内のすべてのノードで依存ライブラリを確実に使用できます。 

以下の例では、プラグインの実装 libsampleplugin.so、依存ライブラリ libdep.so、およ
びプラグインのマニフェストからプラグインパッケージ sampleplugin.zip を作成しま
す。

$ zip sampleplugin.zip libsampleplugin.so libdep.so manifest.xml

プラグインの内容がサブディレクトリに編成されている場合は、マニフェストのパスに
サブディレクトリを含めます。例えば、プラグインコンポーネントが Zip ファイル内で
以下のように編成されているとします。

$ unzip -l sampleplugin.zip 
Archive:sampleplugin.zip 
  Length     Date   Time    Name 
 --------    ----   ----    ---- 
    28261  06-28-12 12:54   libsampleplugin.so 
      334  06-28-12 12:54   manifest.xml 
        0  06-28-12 12:54   deps/ 
    28261  06-28-12 12:54   deps/libdep.so 
 --------                   ------- 
    56856                   4 files

プラットフォーム コンパイラ
Linux gcc 4.1.2

Solaris gcc 4.1.2

Windows Microsoft Visual Studio 9 SP1

MacOS gcc 4.2.1



MarkLogic サーバー ユーザー定義関数

MarkLogic 7—2013 年 11 ⽉ Application Developer’s Guide — 271 ページ

このとき、このプラグイン用の manifest.xml には、以下のように依存ライブラリのパス
に deps/ を含める必要があります。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<plugin xmlns="http://marklogic.com/extension/plugin"> 
  <name>sampleplugin-name</name> 
  <id>sampleplugin-id</id> 
  ... 
  <native> 
    <path>libsampleplugin.so</path> 
    <dependency>deps/libdep1.so</dependency> 
  </native> 
</plugin>

19.4.4 ネイティブプラグインをインストールする
ネイティブプラグインをパッケージ化したら（「ネイティブプラグインをパッケージ化
する」（270 ページ）を参照）、XQuery 関数 plug:install-from-zip を使用してプラグイ
ンをインストールまたは更新します。例えば以下のようになります。

xquery version "1.0-ml"; 
 
import module namespace plugin = 
  "http://marklogic.com/extension/plugin" 
    at "MarkLogic/plugin/plugin.xqy"; 
 
plugin:install-from-zip("native", 
  xdmp:document-get("/space/udf/sampleplugin.zip")/node())

プラグインがすでに MarkLogic サーバーにインストールされている場合は、新しいバー
ジョンによって古いバージョンが置き換えられます。 

インストールされたプラグインは、その「パス」で識別されます。パスの形式は 
scope/plugin-id です。「scope」は plugin:install-from-zip の 1 つめのパラメータ、

「plugin-id」はプラグインのマニフェストにおける <id/> 要素内の ID です。例えば、上
記のプラグインのマニフェストに <id>sampleplugin-id</id> が含まれている場合、パス
は native/sampleplugin-id になります。

プラグインの Zip ファイルは、プラグインをインストールするファイルシステム上のど
こに配置しても構いません。インストールプロセスによってプラグインが拡張機能デー
タベースに導⼊され、MarkLogic サーバーディレクトリ内にローカルのディスク上
キャッシュが作成されます。
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MarkLogic サーバークラスタ内の任意のホストでネイティブプラグインをインストール
または更新すると、クラスタ全体でプラグインが更新されます。ただし、新規または更
新されたプラグインは、すぐには使用できない場合があります。詳細については、

「MarkLogic サーバーがネイティブプラグインを管理する仕組み」（268 ページ）を参照
してください。

19.4.5 ネイティブプラグインをアンインストールする
ネイティブプラグインをアンインストールするには、XQuery 関数 plugin:uninstall を
呼び出します。1 つめのパラメータでは、プラグインをインストールしたスコープを渡
します。2 つめのパラメータでは、プラグイン ID（マニフェストの <id/>）を渡します。
例えば以下のようになります。

xquery version "1.0-ml"; 
import module namespace plugin = 
"http://marklogic.com/extension/plugin" 
  at "MarkLogic/plugin/plugin.xqy"; 
 
plugin:uninstall("native", "sampleplugin-id")

プラグインが拡張機能データベースから削除され、クラスタ内のすべてのノードでメモ
リからロード解除されます。プラグインがすべてのホストからアンインストールされる
までには、若⼲の遅延が⽣じることがあります。詳細については、「MarkLogic サー
バーがネイティブプラグインを管理する仕組み」（268 ページ）を参照してください。
若⼲の遅延が⽣じることがあります。 

19.4.6 ネイティブプラグインを実⾏時に登録する
ネイティブプラグインをインストールすると、そのプラグインを使用できるようになり
ます。プラグインは必要に応じてロードされます。プラグインのロード時は、登録ハン
ドシェイクを使用してプラグインの詳細（バージョン、プラグインで実装する UDF な
ど）がキャッシュされます。 

このロード時登録を実⾏するため、それぞれの C++ ネイティブプラグインライブラリ
では、marklogicPlugin という名前の extern "C" 関数を実装する必要があります。この関
数のインターフェイスは以下のとおりです。

using namespace marklogic; 
extern "C" void marklogicPlugin(Registry& r) {...}

MarkLogic サーバーは、プラグインライブラリをロードするときに marklogicPlugin を呼
び出すため、プラグインは自⼰登録が可能です。登録の正確な要件は、プラグインで実
装されるインターフェイスによって異なりますが、少なくとも以下の要件が該当しま
す。

• marklogic::Registry::version を呼び出して、プラグインのバージョンを登録す
る。
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• 適切な marklogic::Registry 登録メソッドを呼び出して、プラグインで実装するイ
ンターフェイスを登録する。例えば marklogic::AggregateUDF を実装する場合は、
Registry::registerAggregate を呼び出します。

ライブラリの外部でアクセス可能にするには、プラットフォームでの必要性に応じて 
marklogicPlugin を宣⾔します。例えば Microsoft Windows では、宣⾔に拡張属性 
dllexport を含めます。

extern "C" __declspec(dllexport) void marklogicPlugin(Registry& r)...

例えば以下のコードでは、2 つの AggregateUDF 実装を登録します。完全な例について
は、marklogic_dir/Samples/NativePlugins を参照してください。

#include “MarkLogic.h” 
using namespace marklogic; 
 
class Variance : public AggregateUDF {...}; 
class MedianTest : public AggregateUDF {...}; 
 
extern "C" void marklogicPlugin(Registry& r) 
{ 
    r.version(); 
    r.registerAggregate<Variance>("variance"); 
    r.registerAggregate<MedianTest>("median-test"); 
}

19.4.7 ネイティブプラグインをバージョン管理する
登録関数 marklogicPlugin の実装には、プラグインのバージョンを登録するために 
marklogic::Registry::version の呼び出しを含める必要があります。MarkLogic サーバー
では、この情報を使用して、クラスタにおけるプラグインバージョンの⼀貫性を維持し
ます。 

新しいプラグインバージョンを導⼊するときは、プラグインの新旧両⽅のバージョンが
短時間だけ同時に存在してしまう場合があります。プラグインの使用中にこのような状
態が検出されると、MarkLogic サーバーは XDMP-BADPLUGINVERSION を報告し、プラグイン
のバージョンが同期されるまで操作を再試⾏します。

Registry::version を引数なしで呼び出すと、コンパイル⽇時（__DATE__ および 
__TIME__）で構成されたデフォルトのバージョンが使用されます。このため、プラグイ
ンをコンパイルするたびにバージョン番号が必ず変更されることになります。以下の例
では、デフォルトのバージョン番号を使用しています。

extern "C" void marklogicPlugin(Registry& r) 
{ 
    r.version(); 
    ... 
}
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この動作を上書きするには、明⽰的なバージョンを Registry::version に渡します。
バージョンは数値でなければなりません。例えば以下のようになります。

extern "C" void marklogicPlugin(Registry& r) 
{ 
    r.version(1); 
    ... 
}

MarkLogic サーバーのネイティブプラグイン API（marklogic_dir/include/MarkLogic.h）
もバージョン管理されています。プラグインライブラリをあるバージョンの API に対
してコンパイルした場合、そのライブラリを別バージョンの API を実⾏している 
MarkLogic サーバーインスタンスに導⼊することはできません。MarkLogic サーバーで
この不⼀致が検出されると、XDMP-BADAPIVERSION エラーが発⽣します。

19.4.8 ロードされているプラグインのステータスを確認する
Admin 画⾯または xdmp:host-status を使用すると、MarkLogic サーバーにロードされる
ネイティブプラグインライブラリに加え、それらのバージョンや UDF 機能を監視でき
ます。

注：  ネイティブプラグインライブラリは、プラグインで実装されるいずれかの 
UDF をアプリケーションが使用するときに必要に応じてロードされます。
インストールされていてもロードされていないプラグインは、ホストのス
テータスに表⽰されません。

Admin 画⾯を使用して、ロードされたプラグインを監視するには、以下の⼿順に従い
ます。

1. ブラウザで、Admin 画⾯（http://yourhost:8001）にアクセスします。

2. ツリーメニューまたは概要ページで、監視するホストの名前をクリックします。
ホストの概要ページが表⽰されます。

3. 右上にある［Status］タブをクリックします。ホストのステータスページが表⽰
されます。

4. ネイティブプラグインのステータスのセクションまで下にスクロールします。

ロードされたプラグインを xdmp:host-status を使用して監視するには、Query Console を
開き、以下のようなクエリを実⾏します。

xquery version "1.0-ml"; 
(:List native plugins loaded on this host :) 
xdmp:host-status(xdmp:host())//*:native-plugins
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ロードされたプラグインがある場合は、以下のような出⼒が表⽰されます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<native-plugins xmlns="http://marklogic.com/xdmp/status/host"> 
  <native-plugin> 
    <path>native/sampleplugin-id/libsampleplugin.so</path> 
    <version>1520437518</version> 
    <capabilities> 
      <aggregate>max_dateTime</aggregate> 
      <aggregate>max_string</aggregate> 
      <aggregate>variance</aggregate> 
      <aggregate>min_point</aggregate> 
      <aggregate>max</aggregate> 
      <aggregate>median-test</aggregate> 
      <aggregate>min</aggregate> 
    </capabilities> 
  </native-plugin> 
</native-plugins>

19.4.9 プラグインのマニフェスト
ネイティブプラグインの Zip ファイルには、マニフェストファイル manifest.xml を含め
る必要があります。マニフェストファイルには、Zip ファイル内のネイティブプラグイ
ンの実装ライブラリごとにプラグイン名、プラグイン ID、および <native> 要素を記述
する必要があります。マニフェストファイルには、オプションでメタデータ（プロバイ
ダー、プラグインの説明など）を含めることもできます。詳細については、
MARKLOGIC_INSTALL_DIR/Config/plugin.xsd 内のスキーマを参照してください。

プラグインライブラリおよび依存ライブラリへのパスは、相対パスで記述する必要があ
ります。

同じマニフェストを複数のプラットフォームで使用するには、ファイル拡張⼦なしでネ
イティブプラグインライブラリを指定するか、Unix の場合は lib プレフィックスを指
定します。この場合、以下に⽰すようなプラットフォーム固有の形式でライブラリ名が
作成されます。

• Windows：.dll 拡張⼦が追加される
• Linux：lib プレフィックスと .so 拡張⼦が追加される
• Mac OS X：lib プレフィックスと .dylib 拡張⼦が追加される

以下の例は、共有ライブラリ libsampleplugin.so によって実装され、ID
「sampleplugin-id」を持つネイティブプラグインのマニフェストです。 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<plugin xmlns="http://marklogic.com/extension/plugin"> 
  <name>sampleplugin-name</name> 
  <id>sampleplugin-id</id> 
  <version>1.0</version> 
  <provider-name>MarkLogic</provider-name> 
  <description>Example native plugin</description> 
  <native> 
    <path>libsampleplugin.so</path> 
  </native> 
</plugin>

プラグインパッケージに依存ライブラリが含まれる場合は、それらの依存ライブラリを 
<native> 要素でリストします。例えば以下のようになります。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<plugin xmlns="http://marklogic.com/extension/plugin"> 
  <name>sampleplugin-name</name> 
  ... 
  <native> 
    <path>libsampleplugin.so</path> 
    <dependency>libdep1.so</dependency> 
    <dependency>libdep2.so</dependency> 
  </native> 
</plugin>

19.4.10 ネイティブプラグインのセキュリティに関する考慮事項
ネイティブプラグインの管理（インストール、更新、またはアンインストール）に必要
なものは以下のとおりです。

• http://marklogic.com/xdmp/privileges/plugin-register 権限、または
• application-plugin-registrar ロール

ネイティブプラグインのロードおよび実⾏は、以下の 2 種類の⽅法で制御できます。
• native-plugin 権限（http://marklogic.com/xdmp/privileges/native-plugin）によ

り、すべてのネイティブプラグインを使用できるようになります。
• プラグイン固有の権限を 

http://marklogic.com/xdmp/privileges/native-plugin/plugin-path の形式で定義する
と、ユーザーは特定の権限を使用できるようになります。

plugin-path は、プラグインを呼び出すときに使用するのと同じプラグインライブラリパ
スです。例えば、次のプラグインをインストールし、そのマニフェストでプラグインパ
スを「sampleplugin」と指定した場合、このプラグイン固有の権限は 
http://marklogic.com/xdmp/privileges/native-plugin/native/sampleplugin になります。

plugin:install-from-zip("native", 
  xdmp:document-get("/space/udf/sampleplugin.zip")/node())

プラグイン固有の権限は事前に定義されていないため、作成する必要があります。ただ
し存在する場合、MarkLogic サーバーではその権限が優先されます。 
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