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あらまし  現在，企業の情報システム構築の分野では経営環境の変化に即応するため，可能なかぎり手作りによる

システム構築は避け，汎用的な業務パッケージやサービスを利用し，品質の高いシステムを早く・安く構築する傾

向が強まっている．また，シェアードサービスや SaaS（Software as a Service）を利用し，企業グループ内でシステ

ムを統一化する動きも加速しており，汎用的なパッケージやサービスの普及・浸透と相俟って，同じスキーマを持

つ データベースが複数存在するアプリケーション環境が出現している．本研究では，マルチデータベースのデータ

操作を行う既存問合せ言語の MSQL を拡張し，問合せ対象となる複数のデータベースを，タプルの状態やマルチデ

ータベースの論理演算の結果によって動的に選択し，データの仮想統合が可能な問合せ言語を提案する． 

キーワード  データ統合，問合せ言語，マルチデータベース，SaaS 

 

Query Language for Enterprise Data Integration in SaaS Environment 

Takeshi KAKINOKI†   Hiroyuki KITAGAWA‡ 
 

†‡Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba,  

1-1-1 Tennohdai, Tsukuba, Ibaraki, 305-8573 Japan 

E-mail:  †t-kakinoki@kde.cs.tsukuba.ac.jp,  ‡kitagawa@cs.tsukuba.ac.jp 

Abstract  In present, companies tend to construct high-quality information systems faster and cheaper in the field of 

enterprise information systems to respond to rapid change of business environment, using general business application 

packages or services, avoiding scratch development as much as they can. Plus, they promote to standardize the system used in 

each company which belongs to the same holdings, using method of shared service and SaaS (Software as a Service). Thus, 

application environment appears that any database has the same database schema along with penetration and popularization of 

general business application packages and services. 

 In this paper, we propose the query language which enables to select target databases dynamically in response to tuples 

condition inside each database and the result of logical operations for multidatabases, and which enables to integrate data of 

multidatabase by expanding the existing multidatabase query language, MSQL. 
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1. まえがき  

現在，企業は会社法・金融商品取引法による内部統

制の法制化，企業間の買収・合併，及び製品ライフサ

イクルの短縮化等による事業環境の急激な変化に直面

している. 

それに伴い，企業の情報システム構築の現場では，

可能なかぎり手作りによるシステム構築は避け，汎用

的な業務アプリケーション・パッケージソフト(以下，

パッケージと省略)を利用して，手作りによる自由度の

高さは犠牲にしながらも品質の高いシステムを早く・

安く構築する傾向が強まっている .また，最近ではパッ

ケージの発展形として，インターネットを通じて情報

システム業者が保有する業務アプリケーション機能を

サービスとして利用する形態(以下,SaaS と記述)が生

まれ，大きく発展し始めている. 

また，単一企業のユーザによる業務改革・改善・効

率化を超えた動きも加速しており，企業グループ全体

での業務の最適化，及びサプライチェーン全体を巻き

込んだ業務の最適化・連携が進んでいる．シェアード

サービス・センタはその典型的な例であり，グループ

内の複数企業の会計・人事等の業務機能を１つの会社

に集約し，また外部企業からも業務を請け負うことで



 

 

業務全体の費用対効果を向上させている．  

こうした状況の中で，データベースの独立性を保ち

ながら複数企業が同一のシステムを共同利用する方式

が出始めており，以下の２点の要件が顕在化してきて

いる．  

(1) データベースをまたがった問合せを行う．  

(2) 問合せ対象のデータベースが固定的ではなく変化

する．  

 例えば，連結会計処理の際に，自社の持つ株式の保

有比率に応じて連結処理を行う子会社を動的に選択し，

その企業のデータベースから会計データを抽出すると

いう問合せが上記要件に相当する．  

本研究では，データベースをまたがった問合せが可

能な MSQL を拡張し，問合せ対象となるデータベース

を動的に選択してデータ操作が可能な問合せ言語を提

案する．  

 

2. 関連研究  

複数データベースに分散されたデータを任意に統

合してユーザに提供するためのマルチデータベースや

フェデレーテッド・データベースの技術は，1980 年代

から今日に至るまで様々な研究が行われてきた．  

その主たる目的はスキーマの異なるデータを仮想

的に統合し，アプリケーションに対して１つの統合ビ

ューを提供することであり，物理データベースもしく

は物理リレーションを利用して仮想ビューやリレーシ

ョン，マテリアライズド・ビュー，それらを組合せた

仮想データベース，さらに仮想データベースを組合せ

て仮想マルチデータベースを定義し，データの物理的

な配置を意識せずにデータ操作が行える仕組みや問合

せ言語が今日まで追究されてきた [1,2,3,4]．  

また，仮想ビューやリレーションに対し，様々なレ

ベルのデータ変換の仕組みを盛り込んだもの [5,6,7]，

及びデータベースが持つメタデータ（アトリビュート

名やリレーション名）をデータとして問合せ記述内で

操作し，異なるスキーマを統合するフェデレーテッ

ド・インターオペラビリティを追究した研究が存在す

る [8]．  

 仮想マルチデータベースを扱える既存問合せ言語の

MSQL では，操作対象とするデータベースの集合をマ

ルチデータベースとして図 1 のように定義する．  

 

 

図 1 MSQL によるマルチデータベース定義 1 

 

そして，問合せを行う際は，図 2 のように記述する． 

 

 

 

 

 

図 2 MSQL による問合せ  

 

 また，マルチデータベースのマルチデータベース（マ

ルチデータベースのグループ）を作成することも可能

であり（図 3），そのマルチデータベースを使用した問

合せは図 2 と同様に行う．  

 

 

 

図 3 MSQL によるマルチデータベース定義 2 

 

 MSQL の問合せ例として，複数データベースに分散

した顧客データの統合取得を取り上げる．  

図 4 のように，異なるデータベース {com1, com2}，

及 び ア ト リ ビ ュ ー ト 定 義 の 異 な る リ レ ー シ ョ ン

{Customer, BusinessPartner}が存在すると仮定する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 リレーション例  

 

 このような場合，通常の問合せ言語では異なるスキ

ーマを問合せ内に併存させて統合的に扱うことはでき

ないが，MSQL ではデータベース名，リレーション名，

アトリビュート名を変数として定義して扱うことによ

り，スキーマの違いを吸収した複数データベースのデ

ータ操作が行える．  

 図 5 の問合せ例では，リレーション名 {customer，

business_partner }の違い，及びアトリビュート名

{cust# ， bp_no}{cname, bp_name} の 違 い を 変 数

{a.b}{c.d} で 吸 収 し て SELECT-FROM-WHERE

で”Alex”という氏名の顧客タプルを取得している．  

 

CREATE MULTIDATABASE <multidatabase name> 

  (<database identi fier>[,<database identifier>]…)  

USE [CURRENT][(]<(multi)database name>[<alias>)] 

[[(]<(multi)database name>[<alias>) ]]…  

LET <variables> BE <metadata> 

SELECT-FROM-WHERE 

CREATE MULTIDATABASE <multidatabase name> 

  (<multidatabase identifier> 

[,<mulitidatabase identifier>]…)  

Database “com1”: 

 CREATE TABLE customer (  

   cust# VARCHAR(10) 

   cname VARCHAR (50) 

   …….. 

 ) 

Database “com2”: 

CREATE TABLE business_partner (  

   bp_no VARCHAR (12) 

   bp_name VARCHAR (40) 

   …….. 

 ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

図 5 MSQL による問合せ例  

 

上記の図 5 のように，問合せ対象とするデータベー

ス，またはマルチデータベースが固定的で予め決定し

ている場合，USE 句に対象となるデータベース，また

はマルチデータベースを直接指定する方法で対応可能

である．  

しかし，第 1 項で提示したような，データベース内

のタプルの状況とともに問合せ対象のデータベースを

動的に変化させる必要がある場合，既存の MSQL では

対応ができない．  

また，「情報系の子会社」かつ「密接に業務連携する

グループ子会社」かつ「特定の取引先と当期に取引を

した会社」というように，マルチデータベースに対す

る論理演算（メタデータレベルの絞込み），及びデータ

ベース内のタプルを利用したデータベース選択（デー

タレベルの絞込み）の要件に対しても，MSQL では対

応できていない．   

 

3. 提案手法  

本研究では Litwin [3,4]らによって提案された MSQL

を拡張し，データベースのタプルの状況に応じて問合

せ対象のデータベースを動的に選択する手法，及びマ

ルチデータベース（データベースの集合）に対する論

理演算（メタデータレベルの絞込み）を行ってデータ

ベース選択を行う手法を提案する．  

まず，データベースのタプルの状況に応じ，問合せ

対象のデータベースを動的に選択する仕組みについて

議論する．  

 本研究ではタプルに応じたデータベースの選択を，

図 6 の形式で記述する．  

 

 

 

 

図 6 データによるデータベース選択  

 

 例えば，連結会計においては，毎期株式の売却・買

収・譲渡・償却等を行うため，常に保有比率は変動し，

問合せを行うべき子会社のデータベースは変化する．  

「子会社の中で保有株式の比率が５０％を超える会

社の会計データを取得する」という問合せは図 7 のよ

うに記述する．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 タプルによるデータベース選択の例  

 

次に，マルチデータベースに対する論理演算（メタ

データレベルの絞込み）を利用したデータベース選択

について議論する．  

 本研究ではマルチデータベースに対する論理演算を

利用したデータベース選択を，図 8 の形式で記述する． 

 

 

 

 

図 8 マルチデータベースに対する論理演算  

 

例えば，図 9 のような複数のマルチデータベース

（ child, information, cooperation）が定義されている例

を想定すると，図 10 のように USE 句に AND 演算を追

加することで，マルチデータベース {information，

cooperation}に共通するデータベース {com2}が問合せ

対 象 と な る デ ー タ ベ ー ス と し て 選 択 さ れ ，

SELECT-FROM-WHERE 句で記述されている問合せが

実行されて各データベースでのデータ操作が行われる． 

そして，結果が併合されて呼び出し元に返される．  

 

 

 

 

 

図 9 マルチデータベース例  

 

 

USE (DB.APPEND(<condition>))… 

LET <variables> BE <metadata> 

SELECT-FROM-WHERE 

USE ( 

# 株式の保有比率が５０％以上かをチェックし，  

# 超えていたら，当該会社のデータベースを  

# 問合せ対象として選択する．  

DB.APPEND( 

(SELECT 保有数   

FROM 株主テーブル  

 WHERE 株主  = “親会社”)  

/ (SELECT SUM(保有数 )  

  FROM 株主テーブル )  

   >= 0.5 

) 

) 

# 会計データを抽出する．  

SELECT 仕訳データ  

FROM 会計テーブル  

WHERE 期間=”当会計期間”  

CREATE MULTIDATABASE child  

 (com1,com2,com3,com4)  

CREATE MULTIDATABASE information (com1,com2)  

CREATE MULTIDATABASE cooperation (com2,com3)  

USE (<multidatabase name>  

OP i <multidatabase name>…)  

SELECT-FROM-WHERE 

 

USE com1 com2 

LET a.b BE customer.cust# business_partner.bp_no 

LET c.d BE customer.cname business_partner.bp_name  

SELECT b AS “Cust_No”, d AS “Cust_Name”  

FROM a, c 

WHERE d LIKE „Alex%‟  



 

 

 

 

 

図 10 マルチデータベースに対する AND 演算  

 

 また同様に，OR，NOT，XOR 演算等も図 11，12，

13 のように使用でき，OR 演算では{com1,com2,com3}，

NOT 演 算 で は {com3,com4} ， XOR 演 算 で は

{com1,com3}のデータベースが問合せ対象として選定

される．  

 

 

 

図 11 マルチデータベースに対する OR 演算  

 

 

 

図 12 マルチデータベースに対する NOT 演算  

 

 

 

図 13 マルチデータベースに対する XOR 演算  

 

 さらに，タプルによるデータベース選択とマルチデ

ータベースに対する論理演算を組合せて問合せを行う

ことも可能であり，データベースを選択するための条

件をより柔軟に図 14 のように記述できる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 タプルと論理演算の組合せによる  

データベース選択の例  

 

 

 

4. むすび  

本研究では既存研究の MSQL に対して，「データベ

ース選択」のためのデータベース内タプルによる絞込

み，及びマルチデータベース（データベースの集合）

に対する論理演算の概念を新たに導入して拡張を行っ

た．  

また，拡張を行うことにより可能となる問合せにつ

いても併せて議論した．  

今後の課題としては，以下の２点が存在する．  

(1) データベース自体に任意のメタデータを付加して

検索できるようにする，より柔軟な仕組みの考案  

(2) 問合せの最適化手法の考案  

 現在のところ，全てのデータベースが問合せ対象に

なりうるという前提があるが，SaaS 等のインターネッ

トを利用したホスティング・サービスの急拡大を考慮

すると，他企業グループのデータベースと共存しても

適切，かつ効率的にデータベース選択が行える仕組み

が必要となるであろう．  
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USE (information AND cooperation)  

SELECT-FROM-WHERE 

 

USE (information OR cooperation) 

SELECT-FROM-WHERE 

 

USE (NOT (child AND cooperation)) 

SELECT-FROM-WHERE 

 

USE (information XOR cooperation) 

SELECT-FROM-WHERE 

 

USE ( 

# 情報系の子会社，かつ業務的に密接に関連する  

# 子会社で，特定の取引先と当期に取引のある  

# 子会社のデータベースを問合せ対象として  

# 選択する．  

  information  # 情報系の子会社の組合せ  

  AND cooperation  # 業務連携子会社の組合せ  

  AND DB.APPEND( 

(SELECT count(*)  

FROM 取引テーブル  

     WHERE 取引先コード  = “XXXXXX”  

     ) >= 1 

      )  

) 

# 与信データを抽出する．  

SELECT 与信データ  

FROM 取引残高テーブル  

WHERE 期間=”当会計期間”  


