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情報システム大規模スキーマの分析・統合方式の実装 
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あらまし  本論文では、大規模システムにおける可視化を用いたスキーマ統合の手法の提案とその実装について

説明する。情報システムの発展と共にシステムが無秩序に増大する傾向にあり、データ統合の必要性が高まってい

る。データ統合のためのスキーママッチング手法が提案されてきているが、大規模な企業システムにおいては、大

規模ゆえにシステム全体像の把握が難しく、試行錯誤の過程が発生する。ゆえに、ユーザのニーズを統合結果にイ

ンタラクティブにフィードバックする仕組みが必要である。本論文の基本アイデアは、大規模なスキーマ情報に対

して、様々な手法を用いて分析した結果をそれぞれに適した可視化アルゴリズムで表示をし、ユーザは複数の分析

結果を切り替えながら統合の候補を段階的に絞り込むというものである。さらに、その結果から仮想的に統合を行

った結果を提供することで、データ統合設計までを一元的に行う。また、本論文では提案手法を実現するための機

能を実装した結果について述べる。 
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Abstract Recently the necessity of system-integration in enterprise information system has increased because of the disorder 
and complexity of the system. Previous research papers proposed several schema matching algorithms. In order to apply their 
algorithms to large enterprise information system, we need a system which provides the combinations of schema matching 
algorithms and supports user interaction to integrate enterprise information system by trial and error. Our basic idea is that 
analyzing the large-scale schema information by several schemas matching algorithms and visualizing the result of each 
algorithm to build a integration-system that can be used in practice. For large scale schema, user can focus sub group of large 
scale schema by interactive operation using visualized results of several algorithm. Repeating such operations step by step, 
finally user can find a candidate of integration. Furthermore, we can carry out data integration design by offering the 
functionality of virtual integration. 

Keyword  Metadata, Large scale schema, System integration 
 

1. はじめに  
近年、企業情報システムにおけるデータ統合の必要

性が増している。企業内においてはデータウェアハウ

ス構築のためのデータ統合や販売・物流・生産管理シ

ステムなど複数システムの統合、企業間においては企

業の吸収・合併による異なる企業情報システム統合に

伴うデータベースの統合や E-business 対応・連結経営

対応のための関係会社や取引先とのデータ統合など多

くの事例が存在する。  
企業情報システムでは、多種多様なシステムやデー

タを別々の部署が個別 適・部分 適化して管理して

いる現状がある。そのため、企業全体で見るとシステ

ム開発費やメンテナンスコストの増大などを招いてい

る。さらに、情報漏えい防止や個人情報保護法、金融

商品取引法を意識した内部統制強化などの観点から、

個別 適・部分 適化されたシステムが様々な弊害の

要因となっている。このために、個別 適に構築され

ている各種システムのデータを一元的に管理し、全体

適なシステムを構築する必要性が増している [1] [2]。  
全体 適なシステムを構築する上では全社システム

を把握した上でデータを統合し一元的に管理する必要

がある。そのため、手作業で全項目を洗い出し、コー

ドの見直し、照合、統合を行っている。これまでのデ

ータ統合の研究においては、スキーママッチングの各

種アルゴリズムが提案されている [3] [4]。しかしながら、

大規模な企業情報システムに適用する上では、一つの



 

 

アルゴリズムを用いて一度に自動的に統合することは

困難であり、ユーザニーズに応じて様々なアルゴリズ

ムを組合せ、ユーザの操作・フィードバックなどを反

映することができるシステムが必要である。本論文で

は、これらの観点で全社システムを把握する過程を含

めて企業におけるデータ統合手法について提案し、そ

れを実現するための機能を実装した結果を報告する。  
本論文は以下のように構成される。２章では関連研

究について言及する。３章では、スキーマの一元管理

の手法について検討し、可視化技術を適用した手法を

提案する。４章では検討に基づいて試作したツールに

ついて紹介し、ツールの評価方法について述べる。 5
章はまとめである。  

2. 関連研究  
データを一元管理する手法としては、スキーマ統合

の各種アルゴリズムが提案されており、サーベイ論文

にまとめられている [3][4]。文献 [3]では、統合手法の分

類として、スキーマレベルの情報のみを用いるものと

インスタンスデータ（データの内容）を用いるものに

大別し、さらにスキーマレベルの情報を用いた分類は、

スキーマの個々の要素（属性）に基づくものと、個々

の要素を組み合わせたスキーマの構造に基づくものに

分類している。スキーマの個々の要素（属性）に基づ

くスキーマ統合は、スキーマの各要素の名称、型、制

約などを用いて統合の候補を見つけ、類似性の度合い

を見積もるものである。また、インスタンスデータ（デ

ータの内容）を用いた統合手法は、出現するキーワー

ドを比較する、また値の取りうる範囲、平均値、文字

列のパターンなどを比較することで類似度を見積もる

ものである。さらに、文献 [５ ]では、個々の統合手法

を組み合わせた手法、すなわちいくつかの独立した統

合手法の結果を組み合わせる手法についても言及され

ている。また、名称に基づく分類手法とインスタンス

データに基づく分類手法を組み合わせた手法が提案さ

れている。そこでは、サンプルとなるソーススキーマ

のデータと統合スキーマのデータを与えて、サンプル

ソースと統合スキーマの関係を学習させ、別のソース

スキーマのデータについては自動的に統合スキーマと

の関係を導いている。  
文献 [４ ]では、ルールベースのソリューションと学

習ベースのソリューションに大別している。ルールベ

ースのソリューションは、スキーマの各要素の名称、

型、制約などを用いて統合の候補を見つけるものであ

る。学習ベースのソリューションは、インスタンスデ

ータやデータの統計情報を学習して統合候補をみつけ

るものである。さらにそれらを組み合わせた手法にも

言及している [6][7]。文献 [６ ]では全てを自動的に統合す

るのではなく、様々なアルゴリズムを活用するととも

に統合の過程でユーザフィードバックが可能な手法を

提言している。文献 [７ ]ではアルゴリズムの観点では

なくシステム製品という観点で、様々なアルゴリズム

を組み合わせてスキーマを統合する手法について述べ

ている。文献 [６ ]、[７ ]の手法は、基本的には２つのス

キーマの類似性を様々なアルゴリズムで計算して

Similarity matrix で表示するものであり、数学的に類

似度を表示することが可能である。ただし、大規模な

企業情報システムであれば数万項目にもおよぶスキー

マの要素の全ての組合せに対して、特に全体を把握し

ていない場合には、統合対象としてどの要素に絞れば

良いかがわからず、ユーザがフィードバックをかけな

がら統合していくことは容易ではない。  

3. スキーマ統合・可視化手法の提案  
本章においては、大規模な企業情報システムに適用

可能なスキーマ統合の手法を提案する。企業情報シス

テムの統合には大きく２つのフェーズがある。第一は

現状のデータベース構造を分析（As-Is 分析）するフェ

ーズである。第二は統合後のデータベースを設計

（To-Be 設計）するフェーズである（図 1）。本論文で

は、As-Is 分析に焦点をあて、既存のシステムが複雑で、

全社システムを十分に把握できていないという前提に

立ち新たな分析モデルを研究した。  

 

図  1 データ統合のためのプロセス  
数万項目にもおよぶ大規模な企業情報システムの

スキーマを統合することを考える。その場合先行研究

のアルゴリズムを適用して、統合対象となる項目を一

度の操作で発見することは困難である。 初に全社シ

ステムを把握し、その中から統合の候補となるデータ

群を絞り込み、さらに絞りこんだデータの中から 終

的に統合する項目を発見するプロセスが現実的である。

本論文では、各種データ統合のアルゴリズムによるデ

ータの分類および分類したデータの可視化によるこの

As-Is分析からTo-Be設計へ
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プロセスに則した As-Is 分析手法モデルを提案する。 

3.1. スキーママッチングのアルゴリズム 
スキーママッチングのアルゴリズムとしては、文献

[3]に記載されている手法と同様の手法を用いること

とする。ただし、大規模なスキーマの段階的な絞込み

のため、第一段階としては様々なアルゴリズムで粗く

分類をし、ユーザが各分類の結果を考察しながらイン

タラクティブに分類を詳細化することが望ましい。そ

のために、本論文においてはスキーママッチングの各

種アルゴリズムの分類結果を階層化する [8]。分類結果

を階層化する例として、テーブルを構成するカラムの

データタイプによる分類ではデータタイプの類似度に

応じてテーブルを階層的に分類することが可能である。

図  2にテーブルのデータタイプによる分類の階層図を

示す。  
テーブルをオブジェクトとして扱い、分類結果を階

層化することを考える。スキーマ統合の各種アルゴリ

ズムに対応した分類を X とし、オブジェクトをクラス

集合Ｃ X の要素によって分類する。クラス集合Ｃ X  
={CX

1，CX
2，，，，CX

n}とする。図  2の例では、  
CX

1 =型大分類１，CX
2 =型大分類 2，CX

3=型大分類 3 
となる。さらに、CX

2 ={CX
21，CX

22，CX
23}の型中分

類から構成される。各クラスの要素 m(CX
ｎ )は、  

m(CX
ｎ ) ={o1，o2，，，，，om}で表す。  

 

図  2 データ型による階層分類  

3.2. スキーマの可視化  
3.1で分類した情報を用いて統合の作業をインタラ

クティブに行うために、ユーザが理解しやすい形で可

視化し、試行錯誤を繰り返しながら大規模データを段

階的に絞り込むことが必要である。大規模スキーマの

可視化においては、ウェブページの解析、可視化の手

法  [9][10]が参考になる。  
本提案では、テーブル・カラムなどをノードとし、

それらの関係をエッジとした有向グラフとして扱う。

また表示する内容に応じた可視化アルゴリズムを採用

する  
（1）データベース構造  

スキーマ統合の思考をサポートするためにデータ

ベースの全体構造を表示する。表示レイアウトは、全

体構造が把握できるよう radial tree レイアウトを採用

する。本レイアウトでは、ノードは、全スキーマを取

りまとめるためのルートノード、スキーマを表すノー

ド、テーブルノード、カラムノードから構成される。

全てのエッジは従属関係を示すものとする。図  3図  4
に示すように、中心にルートノード、その周りにスキ

ーマノード、さらにその周りにテーブルノード、さら

にその周りカラムノードを表示する。  
（2）スキーママッチングアルゴリズムの分類結果  
スキーママッチングの各種アルゴリズムによる分

類結果をマススプリングモデル [11]  [12]を採用して表示

する。すなわち、各項目の類似関係をノードの重さと

ノード間のバネの長さで表現するものとする。さらに

分類が階層化されているので、階層ごとにグルーピン

グを行いエッジで結び関連付けを行う。本レイアウト

では、図  5に示すように、ノードは分類階層をまとめ

るためのグループを表すノード、テーブルを表すノー

ド、カラムを表すノード、全てのグループノードを統

合する仮想的なルートノードから構成される。グルー

プノードとテーブルノードを結ぶエッジは類似関係を

示し、テーブルノードとカラムノードを表すエッジは

テーブルとカラムの従属関係を示す。  
スキーマ統合の各種アルゴリズム毎に表示画面を

用意する。たとえばテーブルの名称による分類階層の

画面、テーブルを構成するカラムの型による分類階層

の画面などである。本画面はユーザニーズに応じて追

加することが可能である。  
（３）データリネージ構造  
データリネージ構造とは、データベースにおけるデ

ータの参照関係や流れなどを表すものである。図  6に
示すように、本レイアウトではノードはテーブルノー

ドのみから構成される。データリネージレイアウトは

Flow Tree レイアウトを採用する。Flow Tree レイアウ

トにおいては、各エッジはテーブル間のデータの流

れ・データの参照関係を表し、全体のデータの流れを

把握できる。   

3.3. データ操作  
スキーマ統合するには可視化したデータに対して

インタラクティブな操作をする必要がある。  

3.3.1. As-Is 分析操作  
数万項目にも及ぶ大規模な実データを扱うために

は、スケーラビリティの実現がポイントになる。本手

法においては、次の操作によってインタラクティブに

不要な部分をフィルタリングし、必要な部分にフォー

カスすることが可能である。  
(1) ノードの展開・縮退表示  

ノードをクリックすることで各ノードに従属し

ているノードの展開表示、縮退表示が可能である。

データベース構造においては、スキーマレベルま

たはテーブルレベルを表示する。類似構造レイア

型大分類 2 型大分類 1 型大分類 3

型中分類 2-3型中分類 2-2 型中分類 2-1 
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ウトにおいてもカラムノード、テーブルノードを

縮退・展開表示する。カラムノードを縮退表示す

ることで全体を俯瞰した解析、またデータ一元化

に必要な情報のみを表示することができ、段階的

な分析をサポートすることができる。  
(2) 選択機能  

特定のノードを選択する機能。選択したノードは

全てのレイアウトにおいて選択状態（強調表示）

で表示される。異なるレイアウト間において注目

するクラスタを選択表示することで、絞込みが可

能となる。  
(3) フィルタリング機能  

各ノードに対して、表示の強度を指定可能である。

ノードの表示強度とレイアウトにおける可視化

の閾値を指定することで、強度が閾値以下のノー

ドを非表示とすることが可能である。あるレイア

ウトでの設定は、全てのレイアウトに有効である。

不要な部分のノードについては、ストレングスを

低く設定し、可視化のスレッショルドをそれらの

ノードのストレングス以上にすることで不要な

ノードを除去できる。  
(4) ズーム、パン機能  

大規模データを段階的に統合していくために、注

目する部分を拡大表示するズーム機能、注目する

部分を画面の中心に移動するパン機能。 (1)～ (3)
の手順で不要なノードを除去し、ズーム・パン機

能を用いて注目する部分を画面の中心に拡大表

示する。  
(5) 候補保存機能  

選択ノードを統合候補として保存する。対話型の

作業を行う場合に作業内容を一旦保存すること

で、他の方法で候補を選定しなおすことができ、

それぞれの結果を用いてさらに候補を絞り込む

ことができる。  
これらの機能を組み合わせることで、インタラクテ

ィブに大規模データの絞込みが可能となる。  

3.3.2. To-Be 設計操作  
分析の結果統合の対象とするデータを決定した後

に統合のための操作を行う。  
(1) ノードの編集機能  

統合を行う際は既存のノードに対して追加、削除、

マージ、名前やカラムの型などのノードの属性の

編集を行う。  
(2) インパクト分析  

データ統合を行う場合はその関連データへの影

響を考慮する必要がある。ノード同士の関連は有

効グラフで表され、選択ノードの下位または上位

に属するノードで表されるデータをあわせて選

択して表示することで全て統合の検討対象とす

ることができる。  

4. プロトタイプシステム  
4.1. 実装  

本手法を評価するために、プロトタイプシステムを

構築した。対象となるスキーマは 5、テーブルは 28、
カラムは 220 である。データベース構造、データリネ

ージ構造はメタデータ管理ツールの出力を入力として

使用した。  

4.1.1. レイアウトの可視化  
図３、図４に本提案手法により可視化されたデータ

ベース構造を示す。図３  はカラムノードを縮退表示し

た図であり、図４では一部のカラムノードを展開して

いる。  

 

図  3 縮退表示した  
データベース構造レイアウト  

 
図  4 カラムまで展開した  

データベース構造レイアウト  
図  5は名称による分類を行った結果の類似構造の

図である。ここでは分類結果を表示するためグループ

ノードを展開しテーブルノードまで表示させているが、

ノード数が多い場合は全体の把握が容易になるように

グループノードのみを表示することで表示ノード数を

減らしている。  
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ROOT

カラム

テーブル 

スキーマ

ROOT



 

 

 

図  5 類似構造レイアウト  

4.1.2. 類似分類  
本システムでは分類の方法としてテーブル名称類

似度による分類を実装する。  
名称による分類はテーブルノード名称の先頭から

ある文字数までの一致度によってグループ化する。図  
5の例では 3 文字目までを大分類とし、その後グループ

に含まれるテーブルの数が 10 以下になるまで一致文

字数を増やして再帰的に分類し階層構造を形成する。  

4.1.3. 結果の出力  
これらの分析操作の結果抽出された統合候補や、統

合操作を行った結果はファイルに出力する。他のメタ

データ管理アプリケーションやモデリングツールでの

利用を視野に入れ、XML 形式で出力する。  

4.2. 操作例  
4.2.1. 分析と統合候補の絞込み  

プロトタイプシステムを用いた対象の絞り込み方

法を説明する。  

 
図  6 データリネージ構造レイアウト  

(1) 大規模なシステムでは、全体の構造を視覚的に把

握することが必要である。例えば図３のデータベ

ース構造では、どのスキーマにテーブルが偏って

いるか、また図５の類似構造においてどのような

名称のテーブルが多く存在するか、図６において

どのレベルのテーブルが多く存在するかなどを把

握する。全体を把握した上で、大枠で統合対象を

選択する。ここでは、まず始めにデータリネージ

構造の中間テーブルを選択する例を示す（図６）。

データリネージ構造において n 番目の選択操作で

選択したテーブルの集合を m(CDL
n)と表すと、この

操 作 に よ り デ ー タ リ ネ ー ジ 構 造 の 画 面 上 で

m(CDL
1)に属するオブジェト（テーブル）が強調表

示される。  
(2) 他レイアウト画面に切り替えると、選択したテー

ブルが強調表示されているため、どのクラスタに

分布しているかを見る。（図  5）  
(3) 調査対象絞込  

名称による分類階層の画面において n 番目の選択

操作で選択したテーブルの集合を m(CN
n)と表す。

たとえば、m(CDL
1)に属するオブジェトを対象にさ

らに名称による分類階層の画面で特定のクラスタ

を解析の対象として選択する。すなわち m(CDL
1)

∩m(CN
1)を選択する。他の類似構造レイアウト、

データベース構造レイアウトでも同様にして解析

の対象を絞り込む。  
(4) 終的に絞り込んだいくつかの統合対象テーブル

に対して、データベース構造レイアウトなどを用

いて詳細に調査する。 (図  7) 

 
図  7 統合対象テーブルの比較  

4.2.2. 統合設計  
図  7のふたつのテーブルを統合対象と定めた場合

の操作について説明する。  
この場合は類似する二つのテーブルのうち、右のテ

ーブル『BBTWMX01_OH_WFG_2』を残し、左のテー

ブル『BBTWMX04_SP_OH_WFG_2』を削除する方向で

統合操作をすることとした。  
(1) インパクト分析  

データリネージ構造レイアウトにおいて、統合対

象としたテーブルに接続する他テーブルを抽出す

る。ユーザはそれぞれのテーブルの用途など、ビ

ROOT 

小分類  
グループ テーブル

選択ノード 
（強調表示） 

大分類  
グループ 

全ての中間  
テーブルを選択  



 

 

ジネスルールを確認した上で、統合が妥当である

かどうかを検討する。  

 
図  8 インパクト分析  

(2) カラムを編集  
各テーブルのテーブル名、カラム属性、カラム名

などを確認し、必要があれば編集する  (図 9) 。こ

こでは統合先に合わせるよう編集する。また、カ

ラムの過不足を確認し必要あれば追加削除する。

ここではカラム『OH_WFG_WKG2』を追加する必

要がある。  

 
図  9 属性の編集  

(3) 接続情報の設定  
データリネージ構造における参照関係の再設定や、

必要であればデータベース構造における属するス

キーマの再設定を行う。  
(4) 不要ノードの削除  

後に不要になったテーブルノードを削除する。  

4.3. 評価方法  
データベースシステム設計開発作業における本研究

の有用性を確認するためには、データリストを使用す

る手法を用いたシステム統合作業工程との比較により、

統合候補の絞込みとデータ項目の整理・統合が効率化

されたことを示す必要がある。我々は、既存手法をモ

デル化した上でコスト換算し、定量評価を行うことを

検討している。  

5. まとめと今後の課題  
本論文では、可視化を用いた大規模なスキーマの統  

合手法を提案しその実装結果について述べた。実装し

たシステムは、システム全体を把握していない担当者

が、試行錯誤を繰り返して類似データや冗長データを

発見する手段を提供し、データの一元管理の作業の効

率化を目指すものである。今後は仮想的に統合する機

能（図１の To-Be 設計機能）をさらに強化し、現状の

分析からデータ一元化のための設計までをシームレス

に実現できるシステムを検討していく。  
今後の課題として以下を挙げる。  

 システムの評価手法を確立し効果を定量的に示す

手法を検討する。また、実際のデータ統合事例との

突合せや、SE の試用によるユーザニーズのフィー

ドバックなどを検討している。  
 より大規模なデータへ対応するため、可視化アルゴ

リズムを改良する。  
 スキーマ統合の手法については、文献 [3]に示され

ているより多くの手法を実装し、またより大規模な

実システムに適用することで本手法の有効性を検

証していく。  
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