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あらまし ��� 分析では，クエリ処理を効率良く行うため，事前に集約演算した結果をマテリアライズドビューと

して保持しておき，これを利用して高速な演算が行われている．マテリアライズドビューは，データベースの更新に合

わせて，適宜，更新が必要である．非分散環境でのマテリアライズドビューの更新は，ベーステーブルの変更データ

を利用して効率的に差分更新する方法が知られている．しかしながら，分散データベース環境に同様の方法を適用す

ると，長時間ベーステーブルをロックする必要があり，本来のデータベースの更新を伴う業務への影響が大きいため，

頻繁に更新ができず，業務の空き時間等に再作成を行わなければならないのが現状である．本論文では，分散データ

ベース環境におけるマテリアライズドビューの効率的な更新を行う方法を提案し，その実験結果を示す．

キーワード 分散 ��，情報統合，異種 ��，���，データウェアハウス，マテリアライズドビュー
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�� は じ め に

多くの企業で，データウェアハウスや�����������	 ���


����
� ����	������ ��� が用いられている．通常，データの集

計や集約演算には時間がかかるが，���� で高速なクエリ処

理を行うために，事前に計算した中間の演算結果を別のテーブ

ルに保存しておき，投入されたクエリに対してその事前計算

結果を参照することで，高速に処理ができるような手段が取

られている．このような事前計算結果を格納するテーブルは，

一般に，マテリアライズドビュー ��
	��
���	� ��	��あるい

はマテリアライズド参照表 ��
	��
���	� ��	�� �
��	略して

���� � � �!�と呼ばれている．本稿では，これを���と呼ぶ．

���は事前計算の結果であるため，参照しているテーブル

�ベーステーブルと呼ぶ� の内容が更新されると ��� も更新

する必要が生じる．データベース �"#�製品では，"#が �つ

のサーバー上に構築されている時には，���を適宜，更新す

る機構が提供されている．��� の更新手法には  種類あり，

���を再作成する方法，及び，ベーステーブルの変更データ

から���の差分のみを計算して���に反映させる方法であ

る．基本的には，後者の方が，前者に比べ高速に���の更新

を行うことが可能である．

一方で，多くの企業などでは，業務毎，部門毎にデータベー

スを持ち，データが分散されて管理されている．また，近年の

企業間の合併など，元々異なる組織で保持されていたシステム

の統合が行われることがある．その際，� � �!� �$� �%� などを用い

て，データベースを分散させたままで，仮想的な統合データ
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ベースを構築することが出来る．

このような分散データベース環境下においても，����を用

いる際，���及び，その更新も非常に重要である．しかしな

がら，従来手法を用いて変更データから���の差分のみを計

算して���へ反映させる方法は，次章で説明するように，本

来の "#の更新を伴う業務へ与える影響が大きい．そのため，

業務に影響のない夜間を利用したバッチ処理等で，��� を再

作成する方法が採用されているのが現状である．

我々は，分散データベース環境下において，差分のみを計算

して ��� を更新する際，業務への影響を減らす効率的な手法

の設計を行い，そのプロトタイプを実装した．本稿では， '章

にて従来技術について説明し，!'章において基本方針について

述べる．$'章において本手法を実現するプロトタイプについて

説明し，最後に，%'章にてパフォーマンスの測定とその評価に

ついて述べる．

�� 従 来 技 術

�� � ���の更新手法

事前に���が作成されている場合，クエリが発行されると

データベースは (��文を解析して，より効率的な計算に利用可

能な���があるかどうかを調べ，もし，あれば，その���

を利用して計算を行う（注�）．��� の事前計算結果を利用でき

れば，計算する際，参照するテーブルを全て読む必要がないの

で，クエリのレスポンスタイムが大幅に改善される．

��� は，ある時刻において (��文で計算した演算結果を

保持しているため，ベーステーブルの情報が���の計算後に

変更された場合，��� の内容と実際の (�� 文の結果に不整

合が生じる．そのため，ベーステーブルに変更があれば，整合

性をとるために��� の保持内容の更新 �リフレッシュ�を行

う必要がある．図 �，図  に，"# � � �!� で ��� を作成する

ための (��文の例を示す．
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図 � 集約演算を用いた ��� の例
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現在，"# や ��
��	 �$�などに代表される "#製品では，全

（注�）：利用可能であっても演算が効率的でない場合には ��� を利用しない
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図 � ジョイン演算からなる ��� の例

���� � 	
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てのベーステーブルが��� と同じ "#サーバーにある場合，

��� の定義がある条件（注�）を満たせば，ベーステーブルの変

更データから ��� の差分を演算して効率的に ��� を更新

することが可能である．本稿では，���の差分のみを計算し，

これを適用して���を更新する方法を差分リフレッシュと呼

ぶ．一方，ベーステーブルの全データを用いて ��� を再作成

して更新する方法をフルリフレッシュと呼ぶ（注�）．ベーステー

ブルとの整合性が重要な場合には，差分リフレッシュが利用さ

れるが，��� の頻繁な更新が本来の更新業務に影響を及ぼす

ようなケース，差分が多量でむしろ処理が遅くなるようなケー

スなどでは，フルリフレッシュが利用されている．

ベーステーブル

の変更取得
(変更取得フェーズ)

MQTの差分計算

(差分計算フェーズ)

ステージング

テーブル

MQT の更新

(差分適用フェーズ)

MQT

トランザクション １ トランザクション 2

トランザクション １

遅延リフレッシュ

即時リフレッシュ

図 � 差分リフレッシュ�従来手法�

���� � ��� �������� !������ �����"

図 !に差分リフレッシュの従来方法を示す．差分リフレッシュ

には，二つの方法がある．最初の方法は，遅延リフレッシュと

呼ばれる方法であり，ベーステーブルが更新されると，その

トランザクション内において，変更データを取得し �変更取得

フェーズ�，他のベーステーブルから���の差分を計算し，ス

テージングテーブルと呼ばれる中間テーブルに挿入する �差分

計算フェーズ�．ユーザがリフレッシュ用コマンドを実施するこ

とで，別のトランザクション �差分適用フェーズ�にて，�複数

の変更分をまとめて�ステージングテーブルに格納されている

���の差分を適用し，���を更新する．

もう一つの方法は，即時リフレッシュと呼ばれる方法であり，

ベーステーブルが変更されると，そのトランザクション内で変

更取得，差分計算，差分適用の全フェーズを実施する．即時リ

フレッシュを用いると，自動的に���が更新され，常にベー

（注�）：���	
�� がある場合 �������� または，����� ������ を含

めないといけない．������ 文節は許されない．など

（注�）：差分リフレッシュ，フルリフレッシュをそれぞれ，高速リフレッシュ，完

全リフレッシュと呼んでいる �� 製品もある
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図 # ���� の時刻 � $ �� から � $ �� までの差分

���� # %���� �� ���� �� � $ �� ���� � $ ��

ステーブルと整合が取れた状態の保持が可能である．

上記の差分計算フェーズについて説明する．��� には，通

常，複数のテーブルを用いた (�� 文の演算結果が保持されて

いる．例えば，����が ��，� ，�!の !つのテーブルを参

照する (�� 文の演算結果を保持すると仮定して，ここでは，

���� ) �� � � � �! ��はジョインを表す�と表す．実際

には，図 �，図  にあるような*+,-,節，.-�/� #0節

を含むが，以下の説明では，これらを省略する．

時刻 � におけるテーブル �，��� の状態をそれぞれ

��，���� と記述する．時刻 � ) �� を初期状態として，

������ ) ���� � � �� � �!�� が成り立っているとする．

その後 � ) �� までに，テーブル ��，� ，�! のデータが更新

され，それぞれが ���� 1 � �� 1 �!�� となったとする．その時

の差分データをそれぞれ ����������1 �� �������1 ��!������� と

すると，���� ) ���� 2 ���������� である �� 1 �! についても

同様�．���� の差分を �����，������ に差分を加えた

最新の状態を������ とすると，図 $の式が成り立つ．差分

データ �� には，データの追加，削除，更新が含まれている．

各テーブルの差分 ���� �� � ��! が取得できれば，上記の式

を実行して，���� の差分 �������を計算することができ

るので，これをステージングテーブルに挿入することができる．

差分適用フェーズにおいて，������ に差分 ������������

を適用することで ���� を更新し，������ が得られる．

従来の差分リフレッシュ方法では，図 !に示すように，変更

取得と差分計算のフェーズが一つのトランザクションで実行さ

れており，演算中はデータベースの整合性を保つために，演算

前に ��1 � 1 �! のテーブルをロックし，演算終了後にアン

ロックされるまで，ベーステーブルを更新することができない．

���� では，通常，ファクトテーブルと呼ばれるテーブルに

格納されるデータを用いて分析を行うが，テーブルが更新され

る頻度も一つのファクトテーブルに集中するという特徴がある

ことが知られている．一般に，長い時間，テーブルをロックし

ておくことは，"#の更新業務に多大な影響があるので，特に，

ファクトテーブルを長時間ロックさせないことは重要である．

�� � 分散データベース環境への適用

次に，従来の差分リフレッシュ手法を分散データベース環境

に適用した場合を考える．図 %に，複数のリモートデータベー

スから構成される分散データベース環境の例を示す．リモート

"#にあるテーブルに対して，テーブル本体をリモート "#に

置いたまま，統合サーバー側で仮想的なテーブルとしてニック

ネームを付与し，テーブルへの参照を可能とする環境が構築さ

れている．図 %において，��，� ，�!がリモートデータベー

ス上にあるベーステーブル本体であり，それらに対するニック

ネームが 3�，3 ，3! である．即ち，統合サーバーは，テー

ブル 3�を参照することで，実際には，リモート "# に本体が

あるテーブル �� を参照することができる．また，��� は統

合サーバーに配置される．

T1 T2 T3

N2 N3

統合サーバー

リモートデータベース１

ニックネーム

統合サーバーから

仮想的なテーブルとして

参照可能

テーブルの実体は，
リモートDBに存在

リモートデータベース２

N1

MQT1

図 & 分散データベース環境

���� & %�����'���" %���'��� ()����

変更取得フェーズにおいて，ベーステーブル本体は他のリ

モートサーバー上にあるので，統合サーバーは，直接，差分を

取得することができない．そのため，トリガーなどの仕組みを

用いて，取得する必要がある．ベーステーブルが更新されると

そのトランザクション内で，ベーステーブルをロックしたまま，

差分データを取得し，差分計算フェーズで図 $のように ���

の差分を計算する．

この時，同一サーバー内にないテーブル間の演算 �例えば，図

%で 3�����と 3!��!��については，ベーステーブルの内容を

�必要な分だけ�統合サーバー上にネットワーク経由でコピーし

てから行われるので差分計算フェーズに時間がかかる．そのた

め，ベーステーブルが長時間ロックされ，本来の更新業務に多

大な影響を与えることになる．従って，できるだけ業務への影

響が少ない方法で差分リフレッシュを行うことが必要である．

�� 分散��環境における差分リフレッシュ手法

�� � 提案手法の基本的な方針

我々は，次のような方針により従来の���の差分リフレッ

シュ手法を拡張し，分散データベース環境において，一回あた

りのロックする時間を削減し，業務に影響の少ない処理方法を

実現した．図 4に，その概略を示す．

ベーステーブルの変更取得と���の差分計算の分割

従来手法では，変更取得フェーズと差分計算フェーズを一つ

のトランザクションで実施していた．我々は，図 4に示すよう

に，変更取得フェーズと差分計算フェーズを別々のトランザク

ションで実施することにした．そのために，各ベーステーブル

の変更データを入れるためのデルタテーブルを用意し，変更取

得フェーズでは，トリガーなどを用いて，変更データをデルタ

テーブルに追加し，差分計算プロセスではデルタテーブルを用

いて変更データから���の差分計算を行う．

& ! &



トランザクション 2 トランザクション 3

デルタテーブル
デルタテーブル
デルタテーブル

トランザクション １

変更取得フェーズと差分計算フェーズの分割

MQTの差分計算フェーズを複数に分割

トランザクション Xトランザクション １ n 個のトランザクション

トランザクション １ トランザクション 2

従来手法(遅延リフレッシュ)

ベーステーブル

の変更取得
(変更取得フェーズ)

MQTの差分計算

(差分計算フェーズ)

ステージング

テーブル

MQT の更新

(差分適用フェーズ)

MQT

図 * トランザクションの分割
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�������

� ���������� � ����� � ����������� � ����� � ����������� ������

 ���� � ���������� � ����� � ����������� ������

 ���� � ���� � ���������� ������

図 + ���� の差分計算を � つに分割する

���� + ����������� �� "���� ���� ') ����� ������������

���の差分計算を複数のトランザクションへ分割

従来手法では，図 $ の式を � 回のトランザクションで実施

していた．これは長時間のロックが必要となり，業務への多大

な影響が発生する．そこで，��� の差分を演算する (��文

を変更し，それぞれのベーステーブルの変更データ毎に分割し

て ��� の差分データを演算するようにした．この分割によ

り，トランザクションも複数に分割できるので，�回のロック

にかかる時間を短縮することができる．ただし，�回のロック

時間は減少するが，���の更新全体の時間は長くなる．また，

���の定義とある時刻における���の計算結果の間には差

が発生することになるが，これについて !'  '  節にて説明する．

我々は，��� の差分計算のトランザクション分割方法とし

て，ベーステーブルの差分であるデルタテーブル毎にトランザ

クションを分割する �,
�5 "	�
 � ���	 方式� だけでなく，

その演算をさらに細かく分割し，より多数のトランザクション

に分割する方式 ���	 #� ��	方式�についても実装した．こ

の二つの方式について，以下に説明する．

�� � �	
� ���	 �� ��
方式

差分計算を以下のように複数のトランザクションに分割する．

図 $ の式は，図 6 の式に展開することができる．図 6 の ���

の式で �� のデルタテーブル ��� に関する��� の差分デー

タを演算する．� � では �� に関して，�!� では ��! に関し

て，それぞれ���の差分データを演算する．この演算結果が

��� の差分データとなるが，差分計算フェーズにおいて，式

���，� �，�!� をそれぞれ別のトランザクションで実施し，これ

をステージングテーブルに格納する．!つの計算が終わった後

に，差分適用フェーズで���に反映させる．このようにベー

ステーブル毎にその差分を���の差分として計算していく方

法を ,
�5 "	�
 � ���	方式と呼ぶ．

このようにトランザクションを分割すると，各ベーステーブ

ル ��の変更データに関する��� の差分計算中は，そのデル

タテーブル ���は一貫性を保つ必要があるが，そのベーステー

ブル ��は演算に用いないため，���に関する���の差分の

計算中に �� を更新されても一貫性が保持される．�� が変更

されると変更データが ���にも追加されるが，デルタテーブ

ルに計算中のデータか，計算中に追加されたデータかを区別す

るためのフラグを持たせることにより，計算中の ��� の一貫

性を保持できるようにした．

����では頻繁に更新されるベーステーブルは１つのファク

トテーブルに集中するという性質があるが，この手法は，ある

ベーステーブルの変更データに関して���の差分データの計

算中であっても，そのベーステーブルを更新可能な状態にでき

るというメリットがあり，業務への影響を抑えることができる．

ここで，例えば，一番頻繁に更新が行われるテーブルを ��と

して，��の差分を計算するのが ���の式である．���の式では，

テーブル � ，�! についてはロックする必要があるが，�� の

差分データはデルタテーブルに格納されており，��� の式の計

算中も ��のロックが不要である．式 � �，�!�の計算には テー

ブル ��をロックする必要があるが，��に比べて，� ，�!の

更新はそれほど多くないので，比較的，短時間で処理が可能で

あり，ロックによる業務への影響が軽減される．

�� �� � アルゴリズム

これらを実現するアルゴリズムを以下に述べる．ただし，

� ) �� において，���が再作成され ����� が生成されてい

るものとする．

��� ��の差分データ処理 �� ) �� における処理�

����� ベーステーブル� ，�!を共有モード（注�）でロックする．

この計算中は，���，�� � �� �，��! � ��!�についても一

貫性を保つ必要があるが，前述のように ��� に関しては，デ

ルタテーブルのフラグにより一貫性が保持される．また，ベー

ステーブルのロックにより，そのデルタテーブル ��� ，��!�

も更新されないでの計算中の一貫性が保持される．

��� � ���������� � �� �� � �� �������� � ��!�� � ��!��������

の演算結果をステージングテーブルに挿入する．

���!� ���������� のデータを削除する' 計算中に ���に追加さ

れたデータはフラグにより区別されているので，計算中の追加

データは削除されない．

��� ��の差分データ処理 �� ) �� における処理�

この時点でテーブル �� が � ) �� 以降に，更新されている可

能性がある．この場合，デルタテーブル ��� にも差分が挿入さ

れている．テーブル � の差分データに関する ��� の差分の

計算に使用するのは，この演算を開始する時点で���に反映さ

れているデータであり（注�），��については � ) �� 時点でのデー

タ ����� ) ���� 2 �����������，�! については � ) �� 時点で

のデータである ��!���．これらは ���� ) ����� � �����������，

�!�� ) ��!�� � ��!�������� で得ることができる．差分計算に

はこれらを用いる．

� ��� �� 1 ��� � ����1 ��! � ��!� の一貫性を保つため，

同様に，�� と �! を共有モードでロックする．

（注!）：テーブルの更新はできないが参照は可能なロック方法

（注"）：ステージングテーブルに残っている ��� の差分も含む
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��� の差分データに関する ��� の差分を時刻 � � �� において計算する時，これを ���� ������	��
と表すと，

���� ������	�� � ���������� � ����� � ����������� � ����� � ������������������� � ������ ����� ��� ���

���� ������	�� � ����� � ����������� � ���������� � ����� � ������������������� � ������ ����� ��� ���

���� ������	�� � ����� � ����������� � ����� � ����������� � ���������� � ��!�� � ��!��� ������������� � ����������� ��� ���

#

���� ������	�� � ����� � ����������
� � ����� � ����������

������ ��� ���� � �� ��� �����������
� � ����������

��� ���

図 , 	��� %���� -� .��� 方式での計算式

���� , ����������� �� "���� ��� ') 	��� %���� -� .���

� � � �� �� � ����� � ����������� � ��!�� � ��!�������� の演

算結果をステージングテーブルに挿入する．

� �!� �� ������� のデータを削除する．

��� ��の差分データ処理 �� ) �� における処理�

���や � �と同様な処理を行う．ステージングテーブルに挿入

するのは，��!�� � ����� � ����������� � �� �� � �� ��������

の演算結果である．

�� �� � ���の定義と実際の���の不整合について

このように，ベーステーブル毎にその差分を，複数のトラン

ザクションに分割して計算を行うとトランザクションの実施中

に発生したベーステーブルへの変更 ������������ �� ��������が，

���の更新直後の ����� に反映されずに残っている．

しかしながら，これらの変更はデルタテーブルに格納されて

いるので，同様の手順で � ) ��で ���の差分の処理，� ) ��に

おいて �� の差分の処理，� ) �	 で ��!の差分の処理を行う際

に解消される．ただし，� ) �	で同じように �����
����� ����
����

が反映されないで残る．

ある時刻において，��� に反映されていない変更データが

ない状態にしたい場合には，���� ��!� の処理を終了した直後

に，全デルタテーブルをロックして ��� の差分を計算すれば

よい．このとき，反映されずに残っているデルタテーブルの差

分は，式 ���� ��!�の計算時間に更新されたデータであるため，

非常に小さく，計算時間も最小限に抑えることが可能である．

この ,
�5 "	�
 � ���	 方式の計算結果は，厳密には，図

6とは異なっている．これは，トランザクションを分割して計

算を行っている間にベーステーブルが変更されてしまうから

である．また，! 個のベーステーブルからなる例を示したが，

���が $個以上のベーステーブルから定義される場合でも同

様の方法で実現可能である．��� が � 個のテーブルで定義さ

れ，� ) �� で ��� が更新されているとして，その計算式は，

図 7のように一般化できる．また，図 7の式 ���までの計算が

終わった状態で各テーブル �� のデルタテーブルには，それぞ

れ �� �������� が��� に反映されずに残っている．

�� � �� �� �� 方式

もう一つの��	 #� ��	方式は，,
�5 "	�
 � ���	方式

の各トランザクションをさらに細かく分割する手法である．

��	 #� ��	 方式では，デルタテーブル ��� に関する

��� の差分を計算する式 ����������� � �� �� � �� �������� �

��!�� � ��!��������� を更に分割し，図 8 に示すように分割す

る．最初のトランザクションで ��� � �� � �� �の結果を中

間テーブル ����� に挿入し，次のトランザクションにおい

������ � ��� � ���� ����

� ��� � ��� ��� � ���

���� ���� � ������ � ���� ����

� ������ � ��� ������ � ���

図 / (�0 の分割

���� / %� ����� �� (�0

て ����� � ��!� ��!�を計算する．これを ,
�5 "	�
 �

���	方式同様に，全てのデルタテーブルに関して ��� の差

分の計算を行う．

ここで，��	 #� ��	方式では，次の点に考慮する必要がある．

図 8では，���と �� ��� �を先に計算する場合の式であった

が，計算の順序を変更し，��� � ��!���!�を先に計算して中

間テーブル �����!を作成し，次に，�����! � �� � �� �

を計算する方法も可能である．� 個のベーステーブルから定義

される���の場合，一つのベーステーブルに関して ���の

差分を計算するための他のベーステーブルの順番の決め方は

��� ��9通りあるので，この中から最適なものを選択する必要

がある．これは，計算に必要な (��文を全ての組み合わせに

ついて生成し，データベースの (��の処理コストを見積もる

機能を用いることで，最適な順序を予測することが可能である．

��	 #� ��	方式では，,
�5 "	�
 � ���	方式よりトラ

ンザクション数が増え，中間テーブルへの挿入などのオーバー

ヘッドが発生するため，��� の差分リフレッシュ� 回分の合

計処理時間が長くなる．しかし，トランザクション毎の処理時

間は非常に小さくなるため，その間にロックされている時間，

及び，ロックされているテーブル数が少なくなるので，業務へ

の影響は最低限に抑えることができる．

また，,
�5 "	�
 � ���	方式同様，トランザクションの

実行中にベーステーブルが更新されデルタテーブルに挿入され

るという状況が発生する．��	 #� ��	方式においても同様に，

処理されずに残った差分については，次回に���へ反映させ

ることも可能であり，��	 #� ��	方式の実施直後に，全テー

ブルをロックして従来の差分リフレッシュを行うことで反映さ

れなかった差分を���へ反映させることが可能である．

�� プロトタイプシステムの構成

�� � システム構成

我々は，:#� "# � �及び*	�(;5	�	 :�<��=
��� :�	��
�

�� �!� を情報統合データベースとして用いて，分散データベー

ス環境下で差分リフレッシュを行うプロトタイプシステムを構
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築した．我々が構築したプロトタイプは，主に前処理部と実行

部からなる．また，実行部が処理を行うのに必要な (��文を

格納するデータベース �:�<� "#�を保持する．

前処理部では ��� の定義 �(��文�を解析することで，本

手法で差分リフレッシュを実現するのに必要な一連の (�� 文

を生成し，データベース �:�<� "#�に登録する．>
?
 プログラ

ムを利用する場合は，そのクラス名を :�<� "# に登録する．ま

た，リフレッシュを行う間隔などのパラメータ等の情報も :�<�

"#に登録して利用する．

実行部は，基本的に :�<� "#に登録されている (��文を実

行することで差分リフレッシュを実施する．即ち，ユーザから

のリクエストに応じて，���，ステージングテーブル，差分リ

フレッシュを行うのに必要なデルタテーブルなどのデータベー

スのオブジェクトを作成したり，登録されている (��文を利

用 �実行�して差分リフレッシュを行う．

一つの ��� に関して，我々のプロトタイプが差分リフレッ

シュを行うのに必要なデータベースの構成例を図 �@に示す

T1 T2 T3

N1 N2 N3

MQT1 STG1
(Staging Table)

dT1 dT2 dT3

dN1 dN2 dN3

Triggers Triggers Triggers

統合サーバー

リモートデータベース１ リモートデータベース２

図 �1 ��� の差分リフレッシュ %2構成例

���� �1 -� �
���� �� ��� ��� !������ ��������

与えられた��� に対して，前処理部で作成した (�� 文に

従い，実行部が必要なテーブルを生成する．また，リモート

データベース上に各ベーステーブルに対応するデルタテーブ

ルを生成し，トリガーを用いてベーステーブルの差分がデルタ

テーブルに反映できるようにした．生成されたデルタテーブル

はニックネームを付与し，統合サーバーから参照可能にする．

また，��� の差分データを保持するステージングテーブルを

統合サーバー上に生成する．

�� � 変 更 取 得

ベーステーブルにデータが挿入・更新・削除されるとトリガーな

どにより，デルタテーブルにその情報が追加される．デルタテー

ブルは���に演算結果を保存するために必要なベーステーブ

ルの列のほかに，それぞれ 34�	5	!型の .6	!-�3.4�76	

列と 6!.�	((�0-5列を持つ．.6	!-�3.4�76	は �か��

の値を保持し，�は挿入，��は削除を意味する．更新の場合に

は，古いデータの削除と新しいデータの挿入が行われたものと

してデルタテーブルに追加される．

ベーステーブルが更新されると，そのデルタテーブルに 6!.8

�	((�0-5 を @ にセットした差分情報が挿入される．デルタ

テーブルを処理する際に，6!.�	((�0-5を �にセットし，そ

の差分に関する���の差分を演算し，処理が終了したら 6!.8

�	((�0-5が �のレコードだけを削除する．6!.�	((�0-5

の導入により，デルタテーブルの処理中にベーステーブルが更

新されても，6!.�	((�0-5)@ としてその情報をデルタテー

ブルに追加することができるため，デルタテーブルを使った計

算開始後に追加されたレコードと処理対象のレコードを区別す

ることができる．

�� � 差 分 計 算

�� �� � ステージングテーブルの構造

ステージングテーブルは，��� の差分データを格納して

おくテーブルであるが，これには既存技術を用いる．ここで，

���のタイプには  種類あり，ステージングテーブルも���

のタイプに合わせて構築される．��� は，その定義として，

(��文が集約関数を使うタイプ �集約���，図 �参照�と集約

関数を使わないタイプ �ジョイン���，図  参照�がある．集

約��� では，ステージングテーブルは��� が持つ列と同じ

列を持つ．集約���の場合は，挿入，削除の件数が���の

中で �����，��� 関数によって保持されているが，ジョイ

ン��� の場合には，��� のテーブル中にないために，ジョ

イン ��� 用のステージングテーブルには ��� が持つ列に

加え，挿入・削除を表すフラグを保持する必要があり，そのた

めに，34�	5	!型の .6	!-�3.4�76	列を加える．

�� �� � 差分計算のための (��文の作成

差分計算のための (�� 文の作成方法は次の通りである．

�	
� ���	 �� ��
 方式の場合

!'章で述べた �� の差分処理の式 �図 6���� は，展開すると

以下のようになる．

$�� � ��� % $��� � ��� % $��� � $�� � �� � �� ��� �&�

% $�� � $�� � �� ��� ���

% $�� � �� � $�� ��� ���

 $�� � $�� � $�� ��� ���

��� ～�"�について，(�� 文を生成する．生成された (��

文を実行することで，�� の差分データに関する ��� の差分

データが得られる．� や �! の差分データに関する ��� の

差分データを得る場合も同様に作成する．

�� �� ��方式の場合

��	 #� ��	 方式の場合も計算を分割しているので，そのた

めの (�� 文を作成する必要がある．"# のコンパイラは，"#

へのクエリを効率良く計算するために，テーブル毎の演算順序

を決定したり，��� を計算に利用する可否を判断するなど，

(��文の分割や変換を行っている．

��	 #� ��	方式でも基本的には，これと同様の方法で必要

な (��を作成している．,
�5 "	�
 � ���	方式と同様に，

.6	!-�3.4�76	，6!.�	((�0-5を用いて (��文を変換

する．また，中間計算結果を一時的に保持するため，一時テー

ブルを用意する必要があり，(�� 文で一時テーブルの作成や

一時テーブルへの挿入を実行する．

�� � 差 分 適 用

ステージングテーブルの内容を ��� へ適用するため方法

は，従来手法と同様である．本手法では，そのための (�� 文

を用意し，これを実行する．
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�� 実験と評価

プロトタイプを用いてパフォーマンスを測定した．統合サー

バーとリモート "# の構成に関して，下記に示す $ 種類の分

散環境を構築した．データは ��A+ ���� を用い，7 つのベー

ステーブルを ! つのリモート "# に分散させて配置した．リ

モート "# 上のテーブルをニックネーム経由で参照する集約

����図 ��とジョイン����図  �を統合サーバーに作成した．

分散環境 統合サーバー リモート ��� リモート ��� リモート ���

���'�� (�� (�� % �リモート �� が１つ�

���'�� (�� (�� (�� (��

���'�� (�� (�! (�� (��

���'�! (�� (�� (�� (��

データサイズはデフォルトの�.#とし，差分データは��A+

が提供するツールで作成し，�-",-(テーブルに対して !@@

行，�:3,:�,�テーブルに対して ��%8行の差分データを挿入

したり，削除したりして，���のリフレッシュを行った．

なお，実験に用いたマシンは，それぞれ，下記のスペックであ

る．�A�B �5��C�
� D4@ �A�/B �	���= � �'4.+�1 �	=�

���B  .#1 �(B *������ E� ���<	�����
�  @@ (� �1 �A B

:#� :�	���(
��� D ��� �:�	� E	�� !.+�1 $.#1 *������

 @@! (	�?	� - (���，�A!B :#� :�	���(
��� D ��� �:�	�

E	�� !.+�1  '%.#1 *������ E� ���<	�����
�  @@ (� �1

�A$B :#� :�	���(
��� � ��� �:�	� �	���= :�  '@.+�1

647.#1 *������ E� ���<	�����
�  @@ (� �

�� � パフォーマンスの比較

本手法を用いた ��� の更新について，各分散環境の上で

パフォーマンスを測定した．その結果を集約��� とジョイン

��� に関して，それぞれ表 �，表  に示した．

A��F�$ は同一の�Aを用いて分散環境を構築しており，ネッ

トワークのコストが無視できるので，他の分散環境よりも良い

パフォーマンスが得られている．A��F� は A��F�� と比較し

て，ベーステーブルが �同一 �Aではあるが�複数の"#に分散

されており，その分のオーバーヘッドで処理時間が長くなって

いると思われる．さらに，A��F�! は分散した "#と統合サー

バーを全て異なる �A上に配置しており，最もネットワークの

コストが高い構成となっている．

フルリフレッシュは，他の差分リフレッシュ手法と比較して，

その処理に長時間を要している．この間，ベーステーブルが

ロックされるため，業務に影響があることは明白である．

従来手法と ,
�5 "	�
 � ���	 方法を比較した場合，どの

分散環境においても差分更新（差分計算＋差分適用）の処理時

間は，それほど差が出ていないが，ベーステーブルのロック時

間を見ると，大きく減少していることが確認できる．本手法の

目的がロック時間の削減による業務への影響を減らすことであ

り，良い結果を得ることが出来たと言える．

次に，��	 #� ��	 方式について考察する．更新時間の合計

については，��	 #� ��	方式は (��分割，中間ファイルへの

読み書きなどのオーバーヘッドが大きく，最も処理時間が遅い方

式となっている．しかしながら，本実験では �:3,:�,� を中

心にベーステーブルの更新を実施しており，���� で更新頻度

の多いベーステーブルに偏りがあることを考えると�:3,:�,�

のロック時間を削減することは業務への影響を削減するという

点で最も効果的な方法と考えることができる．実験の結果から，

��	 #� ��	 方式において �:3,:�,� のロック時間が大きく

削減できていることが確認できた．しかしながら，A��F�! に

関しては，我々の期待を裏切る結果となっており，原因の調査

が必要であると考えている．

ロックする対象のテーブル数は，,
�5 "	�
 � ���	 が他

のベーステーブル全てであるのに対し，��	 #� ��	 は � つ

のベーステーブルだけであり，更新されるベーステーブルが一

つのテーブルに偏る場合には，��	 #� ��	 方式で業務への影

響を減らすことができるが，A��F� 1 A��F�! のケースなど，

�-",-( テーブルのロック時間が非常に長いケースがあるた

め，このような環境においては，,
�5 "	�
 � ���	 を用い

るなど，二つの方式を使い分ける必要があると思われる．

仮に，図 8のテーブル ��1 � 1 �! が全て同一のリモート "#

上にあり，中間テーブルである ����� �� をリモート"#に

作成できれば，ネットワークコストを削減することが可能であ

る．しかしながら，現在の実装では，中間テーブルを全て，統

合サーバーに配置しているため，ネットワークのコストがかか

り，��	 #� ��	 方式の所要時間は，我々の期待よりも長時間

であった．実装の変更により，��	 #� ��	 方式は，さらに高

速化されることが期待される．

�� � �� �� �� の計算順序

��	 #� ��	 方式の最適な計算順序については，"# の見

積もり機能を利用して，計算順序を選択している．表 ! は，

A��F� $ において，表 �，表  と同じ計算を ��	 #� ��	 の

計算順序を変更して行った測定結果である．

表 � .�� 2) .�� の計算順序を変更した場合
集約 ��� データ更新方法 追加 �)*+� 削除 �)*+�

��* � ��* ��� の差分計算 測定失敗 測定失敗

ジョイン ��� データ更新方法 追加 �)*+� 削除 �)*+�

��* � ��* ��� の差分計算 ��,! ��,�

��� へ差分適用 -��. ���"

�/�0/1 のロック -�-!. -�-!,

2��0��0� のロック -�-!. -�-!.

ベーステーブルのサイズを �として，計算順序の組み合わせ

は ��� ��9 個あるので，その中から計算コストの見積もりの結

果が中ぐらいな計算順序を選択した．集約 ��� については，

�A のリソースが足りなくなり，途中で ,���� となり，���

が作成できなかった．また，ジョイン��� についても 表  よ

りも，処理計算に時間を要する結果となった．

このように，どのテーブルから計算していくかという順番を

決めることも ��	 #� ��	方式を採用する際には重要な要素

であることが確認できた．

	� 関 連 研 究

マテリアライズドビューの更新に関しては，�4�で概要を見る
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表 � 集約 ��� のパフォーマンス
���'� � ���'� � ���'� � ���'� !

データ更新方法 挿入 �)*+� 削除 �)*+� 挿入 �)*+� 削除 �)*+� 挿入 �)*+� 削除 �)*+� 挿入 �)*+� 削除 �)*+�

フルリフレッシュ 3�-�" 4-��- 4���- 4���! ��-��. �-,.�4 ,�,�. ""��-

差分リフレッシュ ��� の差分計算 ��4� ��4" �"�� ���3 �,�! ���, 3�"� !�44

従来手法 ��� へ差分適用 .��� ,�.3 .�-� .�-- .�-" ,�4. .��3 3��3

�/�0/1 のロック ��4� ��4" �"�� ���3 �,�! ���, 3�"� !�44

2��0��0� のロック ��4� ��4" �"�� ���3 �,�! ���, 3�"� !�44

差分リフレッシュ ��� の差分計算 ��4" ��4� ���. ���. ���" ���� "��� "�.�

0�+5 �*67� ��� へ差分適用 .��� ,�3, .��- .��. .�!� .�!" .�!" .���

&7 ��+* �/�0/1 のロック -�33 ���, 4��� .�"4 .�34 .�.� ��!" !�--

2��0��0� のロック -��. -�-�, !�!" !�-, !��! ��4. ��,4 ��"�

差分リフレッシュ ��� の差分計算 ���, ���" ���3 ���4 �-,�- 43�4 �!�" ,�3!

��* � ��* ��� へ差分適用 .��, ,�3- ,�.3 ,�3� ,�." ,�3! .��- ,�3!

�/�0/1 のロック !�"4 ���! �"�- �"�� �"�- �"�- -�4� -�34

2��0��0� のロック ��!� ���3 ��!! ��"� .,�� ..�� -�34 -�3!

表 � ジョイン��� のパフォーマンス
���'� � ���'� � ���'� � ���'� !

データ更新方法 挿入 �)*+� 削除 �)*+� 挿入 �)*+� 削除 �)*+� 挿入 �)*+� 削除 �)*+� 挿入 �)*+� 削除 �)*+�

フルリフレッシュ !"�- ""�- ,!�� 3.�, ,��! "4�. �,��. �"3�,

差分リフレッシュ ��� の差分計算 ��-, ��-� �!�� ,�34 ,�4" ,�3- ��.! ��.�

従来手法 ��� へ差分適用 -��- �-�3 -��.� �"�3 -��� �,�- -��- ���3

�/�0/1 のロック ��-, ��-� �!�� ,�34 ,�4" ,�3- ��.! ��.�

2��0��0� のロック ��-, ��-� �!�� ,�34 ,�4" ,�3- ��.! ��.�

差分リフレッシュ ��� の差分計算 ���. ���� ,�34 ,��- .��4 .�.- -�!! -��"

0�+5 �*67� ��� へ差分適用 -�"� �-�, -��3 �.�4 -��, �3�4 -��� ���-

&7 ��+* �/�0/1 のロック -�"" -�,, !�-- !��3 !��3 !�!. -��� -��,

2��0��0� のロック -��" -�-4! ��3� ��3, ���3 ��-- -��� -�-��

差分リフレッシュ ��� の差分計算 �4��4 �-"�� ,��4 "4�3 ,��3 ,-�. ��,4 ��,�

��* � ��* ��� へ差分適用 -�-!. ���� -��� �4�4 -�3� �4�" -��� ����

�/�0/1 のロック ��,� "�-4 ".�. ""�" "4�3 ".�" -�.- -�,.

2��0��0� のロック -��� -��- -�-,� -�-!. -�!� -��. -�-�� -�-�"

ことができる．また，差分リフレッシュに関して，�6� �7� �8� ��@�

など，多くの研究がなされている．(
�	= �8� らは，タイムスタ

ンプを利用して，さらにロックの時間を減らそうとしているが，

機能が複雑で演算量も多い．また，分散環境では，サーバー間

で正確な時間を合わせる必要がある．���
�
� ��@� らは，本手

法の ��	 #� ��	方式に類似した差分リフレッシュ手法を提案

しているが，我々のようにリモート"#にデルタテーブルを持

たず，キューを用いて逐次，統合サーバに到着した差分データ

に関する���の差分を計算しており，時間のずれは発生しな

いが，処理が細かく処理時間を要すると思われる．


� お わ り に

分散データベース環境における ��� の差分リフレッシュ手

法について，従来手法を適用することは，業務に与える影響が

大きいため，改善が必要であった．我々は分散データベース環

境における���の差分リフレッシュ手法として，業務に与え

る影響を抑える方法を提案し，プロトタイプを実装した．この

方法は，ロック時間を削減することができ，かつ，シンプルな

メカニズムで実現可能である．そして，実験により業務に与え

る影響を抑える差分リフレッシュが実現できたことを確認した．

��	 #� ��	 の方式の実装の改善や，本手法に適用可能な

��� の定義 �(���文の拡張などを行っている予定である．
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