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あらまし  近年，多くの企業では，業務毎や部門毎に管理されたデータベースを個別に活用するだけでなく，こ

れらの分散されたデータベースを統合し，データ分析などを行っている．データベースの統合手法としては，分散

されたデータベースの表を仮想的に統合するフェデレーション技術や，統合サーバに分散されたデータベースの表

を複製するレプリケーション技術などがある．これらの技術により，SQL 文を用いて分散された複数のデータベー

スに存在する表をジョインすることができる．しかしながら，フェデレーション技術では SQL のジョイン処理にお

けるネットワークのオーバーヘッドの問題が，レプリケーション技術では表の複製処理の負荷の問題や SQL のジョ

イン処理における統合サーバへの負荷集中の問題が考えられる．本論文では，これらの問題を解決するために，両

者の技術を組み合わせた手法を提案する．提案する手法では，既存のフェデレーション技術を拡張し，仮想的な表

と現実の表の１対多のマッピングを可能とすることで，レプリケーション技術と組み合わせて効率的で可用性のあ

る SQL 処理を実現する． 
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Abstract  In recent years, not only each department or each business operation uses its own database, but these databases 
are integrated and used for some applications such as data analysis. There are several technologies to integrate distributed 
databases. Federation technology is to virtually integrate tables on distributed databases. Replication technology is to replicate 
them. But federation technology may have network overhead while processing SQL. Replication technology may have 
processing overhead while replicating tables, and SQL processing overhead in integrated server. To solve these problems, this 
paper proposes a hybrid approach to use both technologies. For this approach, we extended federation technology to support 
1-to-many mapping between virtual table and real table, then realize effective SQL processing with high availability. 
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1. まえがき  

近年，多くの企業では，業務毎や部門毎に管理され

たデータベースを個別に活用するだけでなく，これら

の分散されたデータベースを統合し，データウェアハ

ウスなどを構築してデータ分析を行うなど，情報の有

効かつ効率的な利用を図り，企業の競争力を高めてい

る．また企業の吸収・合併などにより，それぞれの企

業が管理していたデータベースを統合する必要性もで

てきている．  
業務毎や部門毎に管理されたデータベースや，吸

収・合併前のそれぞれの企業が所有するデータベース

は異機種であるケースが多い．それらのデータベース
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の統合方法としては，すべてのデータを１つのデータ

ベースに移行し，それに合わせてシステムを刷新する

方法があるが，業務アプリケーションは業務毎や部門

毎に管理し続けたい場合や，既存のハードウェアやソ

フトウェアの資源を有効利用したい場合や，移行に伴

う業務アプリケーションの再開発コストなどの問題か

らすぐに移行できない場合などがある．そのため，分

散されたデータベースを仮想的に統合するフェデレー

ション技術や，分散されたデータベースの表を統合サ

ーバに複製するレプリケーション技術などがよく用い

ら れ て い る ． IBM で は ， 前 者 を 実 現 す る た め に

WebSphere Federation Server 製品 [1]（以後，WFS と呼

ぶ），後者を実現するために WebSphere Replication 
Server 製品 [2]（以降，WRS と呼ぶ）を提供している． 

WFS は IBM の RDBMS 製品である DB2[3]に組み込

まれて動作し，さまざまな種類の分散されたデータの

統合を可能とする．統合サーバとして DB2 のデータベ

ースを利用し，そこに分散されたデータベース（リモ

ートデータベース）の表（リモート表）を関連付けた

仮想的な表（ニックネーム）が登録できる．SQL 文で

ニックネームを表のように使用することで，分散され

たデータは，あたかも DB2 上に存在するかのように扱

うことができる [4][5][6][7][8]．  
フェデレーション技術の問題点として，複数のデー

タベースに存在する表をジョインする場合が挙げられ

る．ジョインの演算を行う場合，その対象データが必

要となるが，その対象データが別々のデータベースに

ある場合，演算に必要なデータをすべて統合サーバに

集めて演算処理が行われるため，データを転送する時

間がかかるなどの問題がある．  
WRS は，あるデータベースの表（ソース表）を別の

データベースの表（ターゲット表）に複製する技術で，

ソース表とターゲット表の同期処理が行われる．  
レプリケーション技術の問題点として，ソース側と

ターゲット側の複製処理の負荷やソース・ターゲット

間のネットワークの負荷，さらに，統合サーバに対す

る SQL 文の処理はすべて統合サーバで行われるため，

負荷が集中することなどが挙げられる．  
本論文では，これらの問題点を解決するために，フ

ェデレーション技術とレプリケーション技術を組み合

わせた手法を提案する．既存の WFS では，ニックネー

ムとリモートデータベースの表を 1 対 1 で関連付ける

が，これを 1 対多で関連付け，かつ，SQL 文の処理が

最適になるような表を選択できるように拡張すること

で，レプリケーション技術と組み合わせた効率的なデ

ータアクセスを実現する．  
 

2. 従来技術とその問題点  
2.1. フェデレーション技術とその問題点  
2.1.1. フェデレーション技術の概要  

ニックネームを参照する SQL 文が統合サーバに対

して発行されると，統合サーバは通常のデータベース

におけるアクセスパスの最適化技術に加え，フェデレ

ーション固有の分散最適化技術を用いて，SQL 文に含

まれる各構文を統合サーバ上で実行するか，リモート

データベース上で実行するかを決定する．ここでは各

分散データベースのマシンスペック（CPU 速度，ディ

スクアクセス速度）やネットワーク帯域の容量，また

各分散データベースの言語特性（文字コード，照合順

序）や SQL 処理の特性（実行できる関数の種類，デー

タタイプの対応，NULL 値の扱い）などが勘案され，

各分散データベースで処理する内容が決定される [9]． 
必要なリモート操作が決定したのち，統合サーバは

それを実行するためのリモートデータベース用の SQL
文を作成しリモートデータベースに処理要求する．

INSET/UPDATE/DELETE 文の処理の場合は処理結果を，

SELECT 文の処理の場合は処理結果に加え結果セット

をリモートデータベースから受け取り，統合サーバ上

で必要な処理を実行したのち，クライアントへ結果を

返す．  
図 1 の例では，2 つのリモートデータベースを統合

し，リモート表 T1, T2, T3 をそれぞれニックネーム N1, 
N2, N3 に関連付けている．この構成で，N1, N2, N3 を

参照する SQL 文が統合サーバに対して発行されると，

統合サーバはリモートデータベースに対して最適な

SQL 文を発行し，それらの結果から統合サーバに対し

て発行された SQL 文の結果セットを求める．  
 

T1

N1

統合サーバ

リモートデータベース
(DB2, Oracle, Sybase, MSSQL, Informix, …)

N2

クライアントアプリケーション

SELECT … FROM N1, N2, N3 …

T2 T3

N3

SELECT … FROM T1 … SELECT … FROM T2, T3 …

 
 

図 1. フェデレーション構成と SQL 処理例  
 
アプリケーション開発者は統合サーバにアクセス

するアプリケーションを作成することで，異機種混合

のデータベース上のデータにアクセスできる．  
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2.1.2. フェデレーション技術の問題点  
複数のリモートデータベースを統合した分散デー

タベース環境で，別々のリモートデータベースにある

リモート表をジョインする SQL 文を処理する場合，必

要なデータを取得するための SQL 文が各データベー

スに発行され，統合サーバ上でジョイン処理が行われ

る．一方，1 つのリモートデータベースにある複数の

リモート表をジョインする場合，リモートデータベー

ス上でジョインすることも可能となる．  
一般的に，参照する表のレコード数は，ジョインし

た結果得られるレコード数よりはるかに多いため，統

合サーバ上でジョインを実行する場合，より多くのデ

ータをリモートデータベースから受信する必要があり，

パフォーマンスが悪化する．  
例えば図 2 のようにリモートデータベース 1 の表 T1

とリモートデータベース 2 の表 T2 にそれぞれ１万，

１０万レコードがあり，それらの表のジョインの結果

として 5000 レコード得られるとする．  
 

T1

N1

リモートデータベース1

統合サーバ

T2

リモートデータベース2

N2

クライアントアプリケーション

SELECT … FROM N1, N2 …

1万レコード 10万レコード

5000レコード

ジョイン処理

 
 
図 2. 2 つのリモートデータベースの表のジョイン  
 
この場合，リモートデータベース 1 から 1 万レコー

ド，リモートデータベース 2 から 10 万レコードを統合

サーバに送信し，統合サーバでジョイン処理が行われ

る．また，統合サーバ上でのジョイン処理では，当然

のことながら，リモートデータベースで作成されてい

る索引などが使用できない．  
図 3 のように，T1 と T2 が同じリモートデータベー

スにある場合には，リモートデータベースでジョイン

することも可能となり，そちらの方がパフォーマンス

が良いと見積られる場合，そのように処理される．そ

の場合，索引などがあれば使用され効率よくジョイン

処理が行われ，リモートデータベースからジョイン結

果として 5000 レコードが統合サーバに送られる．  

 

T1

N1

リモートデータベース1

統合サーバ

T2

N2

クライアントアプリケーション

SELECT … FROM N1, N2 …

5000レコード

5000レコード

ジョイン処理

 
 
図 3. 1 つのリモートデータベースの表のジョイン  
 
結果として，一般的に，図 3 の構成のパフォーマン

スが図 2 と比べ，非常に良い結果となる．  
 

2.2. レプリケーション技術とその問題点  
2.2.1. レプリケーション技術の概要  

レプリケーション技術には，ソース表からターゲッ

ト表に複製するほかに，複数の表の間で同期をとるピ

ア・ツー・ピア型などがある．レプリケーション技術

は分散されたデータを一箇所に集める目的，負荷を分

散する目的，障害時の可用性を向上させる目的などに

利用される．  
複製するためには，ソース表の差分データを取得す

る必要があるが，その手法として，SQL 文のトリガー

を使用する方法と，各データベースで独自に実装され

ているデータベース・リカバリーログ（トランザクシ

ョンログとも呼ばれる）を使用する方法がある．前者

は，SQL 文で差分データが取得できるため容易に実装

できる反面，各業務のトランザクション処理の一環と

して行われるため，各業務にインパクトを与える．後

者は，データベースに対して行われた変更が格納され

たデータベース・リカバリーログを用いてソース表の

差分データを取得するため，各業務のトランザクショ

ン処理に影響は与えないが，データベース製品毎に実

装してゆく必要があるため，実装やその保守のコスト

がかかる．既存の WRS ではソース表が DB2 にある場

合のみ，データベース・リカバリーログを使用してソ

ース表の差分データを取得している．  
ターゲット表への複製方法としては，ソース表の差

分データを差分表に保持し，ターゲット・サーバから

SQL 文で差分データを取得する方法（プル型）や，差
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分データをメッセージキューなどでターゲット・サー

バに送付する方法（プッシュ型）などがある．  
 

2.2.2. レプリケーション技術の問題点  
例として図 4 に示される構成を考える．図 4 では 2

つの業務システムがあり，1 つのシステムには表 T1 が，

もう 1 つのシステムには表 T2 と T3 がある．これらを

統合するために統合サーバを用意し，３つの表の複製

を持つ．  
 

T1 T2 T3

R1 R2 R3

リモートデータベース1 リモートデータベース2

統合サーバ

 

 
図 4. レプリケーション構成例  

 
このようにレプリケーション技術を利用すると，す

べての表が統合サーバに複製されるため，複製処理の

負荷がかかる．また，統合サーバに対する SQL 文の処

理は，すべて統合サーバで行われるため，SQL 文の処

理の負荷が統合サーバにかかる．  
この例では，2 つの業務アプリケーションを想定し

ており，各業務アプリケーションは，それぞれリモー

トデータベース 1 とリモートデータベース 2 にアクセ

スする．さらに，データ分析するためのアプリケーシ

ョンが統合サーバに対してアクセスされる．  
業務アプリケーションで使用される SQL 文はある

レコードの登録・更新・削除・参照といった比較的シ

ンプルなものと考えられ，データ分析で使用される

SQL 文は集約関数などを使用した処理に時間や負荷の

かかる複雑なものと考えられる．したがって，業務ア

プリケーションになるべく影響を与えず，統合サーバ

に対する SQL 文の処理を効率的に行えるように，すべ

てのハードウェア資源を有効に利用する仕組みが望ま

れる．  
 

3. 解決方法  
２章で述べた問題を解決するために，フェデレーシ

ョン技術とレプリケーション技術を組み合わせた構成

を提案する．  
例として図 4 と同様の業務システムを考える．デー

タ分析として，T1 と T2 のジョインと T2 と T3 のジョ

インの 2 種類の SQL 文が必要であるとすると図 5 のよ

うに T2 をリモートデータベース 1 に複製し，T1, T2, T3
の各表のニックネームを統合サーバに作成する．T2 は

リモートデータベース 1 とリモートデータベース 2 に

存在し，それらを 1 つのニックネームで関連付ける．  
 

T1 T2 T2 T3

N1 N2 N3

リモートデータベース1 リモートデータベース2

統合サーバ

複製

ニックネームの作成

 

 
図 5. フェデレーション技術とレプリケーション技

術の組み合わせ例 1 
 
T1, T2, T3 のニックネームをそれぞれ N1, N2, N3 と

すると，T1 と T2 のジョインは N1 と N2 を使用して行

い，T2 と T3 のジョインは N2 と N3 を使用して行う．

N2 は 2 つの T2 に関連付けられており，SQL 文が効率

的に処理される方の T2 を使用する．一般的には，同

じデータベース内でジョインした方がパフォーマンス

が良いので，そのように仮定すると，N1 と N2 のジョ

インが要求された際にはリモートデータベース 1 の T1
と T2 が，N2 と N3 のジョインが要求された際にはリ

モートデータベース 2 の T2 と T3 が使用され，効率的

にジョインの演算が行われる．結果として，SQL 文に

応じてジョインの演算が行われるデータベースが分か

れるといった負荷分散が行われ，かつ，複製も T2 の 1
つのみで済んでいる．  

さらに T1,T2,T3 のジョインを行いたい場合，T2 を

複製する代わりに，T1 をリモートデータベース 2 に複

製すると，すべてのジョインがリモートデータベース

2 で行われる．このケースでも 1 つの複製で，効率的

にジョインの演算が行われる．しかしながら，SQL 文

の処理の負荷がすべてリモートデータベース 2 にかか

ってしまう．そこで，図 6 のように，さらに T2 をリ

モートデータベース 1 に複製すると，T1 と T2 のジョ

インはリモートデータベース 1 で行うことも可能とな

り，リモートデータベース 2 は T2 と T3 のジョインや

T1,T2,T3 のジョインを行い，リモートデータベース 1
は T1 と T2 のジョインを行うといった負荷分散が可能

となる．これは，それぞれの SQL 文において，どのリ

モートデータベースを使用するかといったポリシーを

持たせることで実現できる．  
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T1 T2 T3

N1 N2 N3

リモートデータベース1 リモートデータベース2

統合サーバ

複製

ニックネームの作成

T1T2

 

 
図 6. フェデレーション技術とレプリケーション技

術の組み合わせ例 2 
 
さらに T3 をリモートデータベース 1 に複製すると，

すべてのジョインで負荷分散を図ることができるが，

複製には負荷がかかることや，ディスクスペースを要

することなどから，発行される SQL 文に応じた最適な

構成を行うことが望まれる．  
OLAP などのデータ分析処理では，SQL 文で集約関

数などを使用して集約結果を得ており，その処理には

時間がかかることから，事前に集計結果をキャッシュ

した表を用いることがよく行われている．この表はマ

テリアライズド照会表（MQT）またはマテリアライズ

ドビューなどと呼ばれる．  
図 7 のように，統合サーバに MQT を作成すること

で，MQT にヒットする SQL 文は MQT を使用して統合

サーバのみで処理され，ヒットしない SQL 文はリモー

トデータベース 1 やリモートデータベース 2 を使用し

て SQL 文が処理されるといった構成を取ることがで

きる．この構成により，統合サーバの資源も有効利用

でき，効率的に SQL 文が処理できる．  
 

T1 T2 T3

リモートデータベース1 リモートデータベース2

複製
T1T2

N1 N2 N3

統合サーバ

ニックネームの作成

MQT1 MQT2 MQT3

 
 
図 7. フェデレーション技術とレプリケーション技

術と MQT の構成例  
 

MQT は SELECT 文の演算結果を保持している表な

ので，その SELECT 文が参照している表（ベース表）

が更新されたら，それに合わせて MQT も更新（リフ

レッシュ）する必要がある．ベース表がリモートデー

タベースにある MQT のリフレッシュ方法として，さ

まざまな手法が提案 [10][11][12]されているが，いずれ

にせよ，ベース表の情報やその更新情報を用いて演算

する必要があり，すべてのベース表が同じリモートデ

ータベースに存在した方が効率的に処理できる．  
MQT が保持するデータと発行される SQL 文の結果

が一致する必要はなく，粒度が大きなものでも，それ

を基に演算する方が効率的と見積られれば，MQT が利

用される．粒度が大きいと，そのリフレッシュが容易

になるが，SQL 文を処理する際に演算処理が必要とな

るので，どういった MQT を作成するかも，ハードウ

ェア資源を有効利用する際のポイントとなる．  
その他の利用構成としては，レプリケーション技術

は負荷分散や可用性の向上に利用することができるの

で，フェデレーション技術と組み合わせると図 8 のよ

うな構成が実現できる．  
 

T1

N1

リモートデータベース1

統合サーバ

T1

負荷分散または
ホットスタンバイ

複製

ニックネームの作成

 
 

図 8. 負荷分散や高可用性に関する構成例  
 
この構成で，N1 に対する SQL 文が発行されると，

統合サーバでどちらの T1 にアクセスしたら効率的に

処理できるかを判断し，最適な T1 にアクセスする．

また，いずれかの T1 に障害が発生した場合，正常に

動作している T1 にアクセスすることで可用性を向上

させることができる．  
 

4. フェデレーション技術の拡張  
3 章の解決方法を実現するためにフェデレーション技

術を拡張し，仮想的な表と現実の表の１対多のマッピ

ングを可能とする．  
まず仮想ニックネームを導入し複数のニックネー

ムをこれに関連付ける．統合サーバに対する SQL 文の

発行は仮想ニックネームに対して行う．  
統合サーバはこれを解釈し，適当なニックネームに
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置き換えてアクセスプランをコンパイルする．複数の

候補がある場合，複数のアクセスプランが生成される．

このうち，最適なアクセスプランを用いて SQL 文を処

理する．見積りコストの値が近い複数のアクセスプラ

ンがある場合，これらをキャッシュし，ラウンドロビ

ンで使用するなど負荷分散に利用する．  
また，リモートデータベースを監視するなどにより，

障害が検出された場合は，該当するアクセスプランを

使用不可にし，正常なリモートデータベースを使用す

ることで，可用性を向上させる．  
以下，詳細を述べる．  
 

4.1. 仮想ニックネーム登録  
複数個のニックネームを仮想的に同一視するため

の仮想ニックネームの概念を導入する．  
WFS におけるニックネーム登録の DDL 文を例にす

ると，以下のように拡張することが考えられる．  
 

既存のニックネーム登録：  
CREATE NICKNAME [ニックネーム名 ] FOR 
[リモートサーバ名 ]． [リモートスキーマ名 ]．
[リモート表名 ] 

 
 

仮想ニックネームと関連付けたニックネーム登録：  
CREATE NICKNAME [実ニックネーム名 ] AS 
[仮想ニックネーム名 ] FOR [リモートサーバ

名 ]． [リモートスキーマ名 ]． [リモート表名 ] 
 

図 9. DDL の拡張例  
 
後者の DDL 文ではニックネーム（実ニックネーム）

が作成されると同時に仮想ニックネームとも関連付け

られる．  
例えば，以下の 2 つの DDL 文で 2 つのニックネーム

N1, N2 が作成され，それらが仮想ニックネーム VN に

関連付けられる．  
 
CREATE NICKNAME N1 AS VN FOR RDB1.SYS.T1 
CREATE NICKNAME N2 AS VN FOR RDB2.SYS.T2 
 
この構成で VN を参照する SQL 文が発行されると，

RDB1.SYS.T1 表と RDB2.SYS.T2 表のうち，最適な表

にアクセスし，SQL 文が処理される．  
 

4.2. 統合サーバコンポーネントの拡張  
従来行っている SQL 文の処理について述べた後，仮

想ニックネームと実ニックネームの１対多の関係の実

現や，それを利用した効率性・可用性向上のための拡

張について述べる．  

4.2.1. 従来の SQL 処理  
SQL 文がクライアントから発行されるとアクセスプ

ランマネージャがすでにコンパイルされた SQL 文の

実行形式（アクセスプラン）がキャッシュされていな

いかを検索する．キャッシュされていればそれを利用

する．そうでない場合はコンパイラを呼び出し，SQL
文を実行形式にコンパイルし，キャッシュするととも

に，それを利用する．  
アクセスプランマネージャは利用するアクセスプ

ランをランタイムインタプリタに渡し，ランタイムイ

ンタプリタはそれを実行する．  
 

4.2.2. 機能の拡張  
図 10 に統合サーバの主要コンポーネントと各種処

理の流れを示す．  
仮想ニックネームと実ニックネームの１対多の関

係の実現や，それを利用した効率性・可用性向上のた

めに，アクセスプランマネージャ，システム・カタロ

グ・サービス，コンパイラ，ランタイムインタプリタ

の各コンポーネントを拡張する．  
 

統合サーバ

ランタイム
インタプリタ

アクセスプラン
マネージャ

SQL文

システム
カタログ
サービス

コンパイラ

構文解析

プラン最適化

アクセスプラン生成

クエリ・リライト

1

2
3

4

5

1

仮想ニックネームの更新

2

1

リモートデータベース稼動ステータスの更新

番号 SQL文処理の流れ(コンパイル必要時）

番号 仮想ニックネーム定義（DDL）処理の流れ

番号 リモートデータベース稼動ステータス更新処理の流れ

 
 

図 10. 統合サーバコンポーネントと各種処理の流れ  
 
アクセスプランマネージャは以下の機能拡張を行

う．  
- SQL 文に対応する複数のアクセスプランをキャ

ッシュする機能．それぞれのアクセスプランは，

その見積りコスト，使用するリモートデータベ

ース，参照している仮想ニックネーム，使用す

る実ニックネームなどを保持する．更に別途，
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リモートデータベースの状態を保持し，アクセ

スプランを選択する際，該当するリモートデー

タベースが正常稼動していない場合，そのアク

セスプランを選択しないようにする．また，SQL
文のアクセスプランがキャッシュされている時

に新たに関連するニックネームが追加された場

合，その情報もアクセスプランに保持し，アク

セスプラン選択時にコンパイルし，キャッシュ

しているアクセスプランの見直しを行う．  
- 複数のアクセスプランと上記で述べたような関

連情報をコンパイラから得る機能  
- 外部プロセスからリモートデータベースの状態

を変更できる機能．  
- 生成されたアクセスプランからポリシーに基づ

いて，例えばコストベースで効率的な 1 つまた

は複数のアクセスプランをキャッシュし，最適

な 1 つをランタイムインタプリタに渡す機能．  
- ランタイムインタプリタに実行要求した結果，

リモートデータベースの障害によるエラーとな

った場合，そのリモートデータベースの状態を

エラーとし，次の候補のアクセスプランをラン

タイムインタプリタに渡す機能．  
 
システム・カタログ・サービスは以下の機能拡張を

行う．  
- 仮想ニックネームの登録情報を保持できる機能  
- 仮想ニックネーム名に関連付けられた実ニック

ネーム名のリストを返す機能  
- 仮想ニックネーム名登録時，既に該当するアク

セスプランがキャッシュされていたら，そのア

クセスプランに登録情報を付加する機能  
- 仮想ニックネーム削除時，該当するアクセスプ

ランがキャッシュされていたらそれを除去する

機能．  
 
コンパイラは以下の機能拡張を行う．  
- コンパイラの構文解析機能により SQL 文で使用

しているニックネームがわかるので，それを用

いて，仮想ニックネームと実ニックネームの置

き換え候補を作成し，順にコンパイルする．  
- クエリ・リライト機能は SQL 文を効率的に処理

できるように書き換える機能で，これを拡張し，

仮想ニックネーム名を実ニックネームに置き換

える．  
 
ランタイムインタプリタは以下の機能拡張を行う． 
- リモートデータベースの障害により SQL 文がエ

ラーとなった場合，その情報を返す機能．  

 

4.3. リモートデータベースの障害検知  
別プロセスでリモートデータベースの監視を行う

ことで，統合サーバに対して SQL 文が発行される前に

リモートデータベースの障害を検出することができる．  
監視機能を持たない場合，統合サーバに対して SQL

文が発行された時点で，リモートデータベースに対す

る SQL 文のエラーコードからその障害を判断するこ

とができる．リモートデータベースの復旧は，復旧し

た後に，その状態フラグを正常に戻すことで統合サー

バから使用可能となる．したがって，それを実現する

ためのコマンドまたは GUI を用意する．  
 

5. プロトタイプによる検証  
プロトタイプを開発して簡単な構成で動作検証と

パフォーマンスの測定を行った．  
プロトタイプは WFS を拡張した．仮想ニックネーム

の登録は，本論文で述べられている新たな構文は開発

せず，既存のニックネーム登録構文のオプション情報

を指定する機能を拡張することで実装した．また，見

積りコストの値に対して適当な閾値を設け，その閾値

に入る最適なアクセスプランをキャッシュし，ラウン

ドロビンで選択するようにした．さらに，動的に実ニ

ックネームを追加・削除できるようにした．  
これらの機能の正常動作を確認するとともに，MQT

を登録した際は，MQT が正しく使用されることも確認

した．  
パフォーマンスの測定は，TPCH[13]のベンチマーク

で規定されている SQL 文（図 11）の Q12 を使用した．  
 

select l_shipmode, sum(case when o_orderpriority=‘1-URGE
NT’ or o_orderpriority=‘2-HIGH’ then 1 else 0 end) as hi
gh_line_count, sum (case when o_orderpriority<>‘1-URGE
NT’ and o_orderpriority<>‘2-HIGH’ then 1 else 0 end) as
 low_line_count  

from orders, lineitem  
where o_orderkey=l_orderkey and l_shipmode in ('MAIL', 'S

HIP') and l_commitdate<l_receiptdate and l_shipdate<l_co
mmitdate and l_receiptdate>='1994-01-01‘ and l_receiptdat
e < CAST('1994-01-01' AS DATE) + 1 YEAR  

group by l_shipmode order by l_shipmode 

 
図 11. TPCH の SQL 文（Q12）  

 
パフォーマンスを測定した構成を図 12 に示す．2 つ

のリモートデータベースにそれぞれ LINEITEM 表と

ORDERS 表を保持する．この状態と，ORDERS 表をも

う一方のリモートデータベースに複製した状態とでパ

フォーマンスの比較を行った．  



 

 - 8 -

LINEITEM ORDERS

LINEITEM ORDERS ORDERS
複製

Oracle
Windows 2000 Pro SP4
Pentium III 1133MHz

メモリ 524MB

DB2
Windows XP Pro SP2
Pentium IV 2.0GHz

メモリ 768MB

統合サーバ（WFS）
AIX 5.2 ML6

Power 4 1.5GHz 4-way
メモリ 8GB

ニックネームの作成

 
図 12. パフォーマンス測定の構成  

 
比較結果は表 1 の通りで，後者の方がパフォーマン

スが大幅に向上しており，予想通りの結果となった．  
 

表 1. パフォーマンス比較  
仮想ニックネームの使用  Q12 の処理時間  

未使用  8 分 03 秒  
使用  1 分 46 秒  

 

6. むすび  
本論文で述べられた手法は，ハードウェア資源を有

効利用し，効率的に SQL 文を処理するために利用でき

る．また，この機能により，統合された情報を利用す

るアプリケーションの SQL 処理が効率的に行われる

だけでなく，ピア・ツー・ピア型の複製と組み合わせ

て使用することで，1 つのデータベースを利用するア

プリケーションの SQL 処理にも利用でき，負荷分散や

可用性の向上を図ることができる．  
本論文では見積りコストの値が最適な複数のアク

セスプランをキャッシュして使用するとしているが，

その閾値のデフォルトをどのくらいにするか，どのよ

うなチューニング指針が提供されるべきかなどは今後

の検討課題である．さらに，図 6 のように SQL 文に応

じてアクセスするリモートデータベースを選択するよ

うなポリシーのほかに，ログインユーザごとに選択す

るリモートデータベースを変えたり，時間帯によって

変えたりするなどのポリシーも考えられる．   
また，業務アプリケーションのハードウェア資源の

利用状況，統合サーバに発行される SQL 文やデータ分

析で使用する OLAP の構成，複製処理の負荷などから，

どの表をどこに複製し，どのような MQT を作成した

ら，業務アプリケーションへの影響が少なく，ハード

ウェア資源を有効利用でき，統合サーバに発行される

SQL 文が効率的に処理できるかを推奨し，適用するメ

カニズムが望まれる (図 13)．  
業務アプリケーションは一般的にその処理負荷が

時間とともに変動する．情報分析アプリケーションが

業務アプリケーションになるべく影響を与えないよう

に，ハードウェア資源の利用状況に応じて，最適なア

クセスプランを選択することが望まれる．この実現に

は，ハードウェア資源の利用状況を監視し，既存のコ

ンパイラのメカニズムで使用している CPU レシオな

どのパラメータを動的に変更して再コンパイルするこ

とで可能だが，再コンパイルに時間を要する．そこで，

コンパイル結果の見積りコストを値ではなく，CPU レ

シオなどのパラメータを変数とした式で保持し，動的

に最適なアクセスプランを効率的に選択することも考

えられる．  

発行されるSQLと
システム利用状況
のモニタリング

分析 複製方針とポリシーの
決定

複製方針とポリシー
の適用

運用ポリシー

システム利用状況
のモニタリング

システム利用状況
のモニタリング

 

図 13. 複製方針とポリシーの決定および適用  
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