
　MTDA に各テナントの業務データモデルを登録した後、試

作アプリケーションからMTDAにアクセスし、異なる業務デー

タモデルを反映させたサービス提供が可能であるかどうかを

確認する。

　試作アプリケーションの動作を確認したところ、企業１の

図５  開発アーキテクチャ
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概要
　インテックでは、顧客企業（テナント）が必要とするデータベースを個別開発することなく、複数企業で共有可

能なデータベース (MTDA: Multi-tenant Database Access) を実現することで、SaaS におけるデータ管理基

盤の共有化をはかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

　SaaSに適したMTDAを実現するには、以下の課題を解決する必要がある。　

　　①MTDAにおける各テナントの業務データモデルの柔軟性の実現

　　②MTDAのデータに対するアクセスの制御

　MTDAではデータ管理の集約に適した共有スキーマを採用しているため、各テナントの業務データモデルを変

更できない。上記①を解決するために、各テナントの業務データモデルの論理設計変更が、物理設計に影響しな

いデータモデルを採用した。上記②に対しては、MTDAのデータに対するアクセス制御を行うミドルウェアをアプ

リケーションに提供することで解決を試みた。

　実際のSaaSにMTDAを適用できるかどうか評価した結果、MTDAの業務データモデルの柔軟性を活用して、

カスタマイズしたサービス提供の実現に有効なことがわかった。
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2．1　MTDAの期待効果
　SaaS が提供するサービスの種類に関わらず、データベース

管理システム (DBMS) を複数のテナントで共有すれば、ハード

とソフトの両面で開発から運用に関わるスケールメリットを享

受できると考えられる。

　テナントあたりの利用人数やデータ数が大きい場合や個別

に高度なサービスレベルを要求される場合に、仮想化による個

別構築 ( 分離アプローチ )が適しているが、利用規模の小さい

テナントを数多くサポートする場合には、共同型システム構築

( 共有アプローチ )にコストメリットがある [２]。

　DBMS を異なるテナントで共有する共有アプローチは、構

築しなければならない DBMS 数を、分離アプローチより少な

くできる利点がある。さらに、サービス運用の面からも、DBMS

の削減は、システム監視、データバックアップ、アップグレードな

どの運用管理の省力化につながると考えられる。

2．2　MTDAを実現するデータベース技術
　MTDAを実現するデータベース技術として、今日のシステム

開発の主流となっているリレーショナル・データベース（RDB）

の他に、異なる特徴を持つ XML DB や KVS（Key-Value 

Store）を挙げることができる。

　XML DBは、XMLデータを直接管理することができるため、

日常的なデータ構造の変化に柔軟に対応できる特徴がある。

Cassandra[３] などの分散 KVSは、シンプルなデータ管理に

特化し、高拡張性と高可用性を実現しているものが多く、クラウ

ド環境におけるデータベース技術として注目されている。RDB

は、トランザクション処理を要した整合性や複雑な集計処理を

ともなうデータ管理に適している特徴がある。

　本研究開発では、業務データを扱う信頼性の高い企業向け

SaaS を想定して、RDBを用いたMTDAの実現を目指す。

2．3　MTDAに適したデータ管理
　システム開発で一般的に使われている RDB を前提とした

DBMS の共有アプローチでは、データ管理方式として、個別ス

キーマと共有スキーマが考えられる。

　個別スキーマは、テナントごとのデータ構造に合わせたテー

ブル ( スキーマ ) を個別管理する方式である。個別スキーマは、

テナントに応じたカスタマイズやセキュリティ対策が容易であ
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2.  MTDAの概要
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1.  はじめに
　クラウド・コンピューティング環境を用いたサービス提供型

ビジネス（SaaS: Software as a Service) は、安価かつ迅速

なサービス提供が大きなメリットになることから、近年注目が

集まっている [1]。

　SaaS のシステム開発には、シングルインスタンス・シング

ルテナント（以後、SISTと呼ぶ）型とシングルインスタンス・マ

ルチテナント（以後、SIMTと呼ぶ）型がある（図1）。

　SIST 型のシステムは、アプリケーションからデータベース

まで含めたシステム一式をお客さまに応じて個別構築するた

め、お客さまの要求に柔軟に対応できるが、開発コスト・運用

コストが高くなる。

　一方、SIMT 型のシステムは、複数のお客さまでアプリケー

ションやデータベースを共有することを前提に構築する。その

ため、開発に共有化の仕組みが必要なため初期コストは高い

が、継続的運用とテナントの増加によって、将来的なコストは

減少する傾向がある [２]。

　MTDAに求められるマルチテナンシには、データモデルの柔

軟性とデータに対するアクセス制御の課題がある。

3．1　データモデルの独立的な柔軟性の実現
　テナントに応じて業務データのカスタマイズを容易にするた

めには、動的なデータモデルの構造変更を可能にする柔軟な設

計方式を考案する必要がある。

　従来のデータベース設計は、業務データを整理した結果 ( 論

理設計)に基づいて、DBMSを実装(物理設計)する手順に従っ

ていた。このため、業務データの構造を変更したり、新しい情報

項目を追加したりすれば、物理設計も同時に変更する必要が

あった。

　共有スキーマは、すべてのデータを共通仕様で DBMSに格

納する。各テナントが扱うデータモデルの独立性を保つために、

データモデルの仕様変更が、物理設計に影響してはならない。

たとえば、あるテナントの業務データで利用している顧客コー

ドの仕様を変更すると、物理設計に影響が及び、その結果とし

て他のテナントの顧客コードの仕様まで変更されることがあっ

てはならない。

3.  MTDAの課題

　タイプは、文字列、数値を表す単純データ型、またはプロパティ

を構造化した複合データ型として定義する。たとえば、社員情報

を表す社員タイプ、会社組織を表す会社タイプなどにあたる。

　プロパティは、タイプを具体化する属性情報である。たとえ

ば、会社タイプの属性情報には、会社番号、会社名などがある。

プロパティには、整合性検証などに用いるデータ型を設定する。

　TP モデルでは、データモデルの構造変更やデータ拡張を

行っても、物理設計を変更する必要がないため、ERモデルより

柔軟な仕様変更が可能である。たとえば、会社情報に新しく所

在地を追加する場合、ERモデルでは会社エンティティ（テーブ

ル）に所在地項目を追加するため、テーブル設計が変化する。

TP モデルでは、新しく所在地プロパティを定義して、会社タイ

プに関連付けるだけで属性情報を追加できる。

　次に、業務データを効率的に管理する共有スキーマ（物理設

計）[２] [５] について説明する。TP モデルを用いた共有スキー

マでは、すべてのデータをテナントごとに区別するために、ドメ

インと呼ぶグループ単位で管理する。業務データは、レコードと

呼ぶ単位で管理する。業務データはレコードテーブルのあらか

じめ用意したカラムに文字列型で格納し、メタデータとしてタ

イプとプロパティを利用する。レコードテーブルの各レコードは

タイプと対応しており、タイプに関連付けたプロパティのカラム

番号 (PNO) に従って、業務データの各属性情報をレコードの

カラム番号 (Pn：n はレコードテーブルのカラム番号 ) に格納

する（図３）。

　業務データモデルのカスタマイズは、共有スキーマの物理設

計に影響することなく行えるため、各テナントの業務データモ

デルの柔軟性を実現することができる。たとえば、西日本 Gの

4．1　柔軟性を実現するデータモデル設計の採用
　3.1で説明した、データモデルの独立的な柔軟性を実現する

には、論理設計の変更が物理設計に影響しないデータモデル

を採用する必要がある。

　一般的に使われている実体関連 (ER：Entity Relationship)

モデルは、データに対応するエンティティ同士を関連付けて

データモデルを表現する（図２.a）。ERモデルはエンティティを

そのまま RDB のテーブルに当てはめることができるため、論

理設計に基づいて物理設計を行う従来のデータベース設計に

は適しているが、論理設計が物理設計に影響してはならない

MTDAには適していない。

　そこで、MTDAでは、論理設計が物理設計に影響しないTP

（Type-Property）モデルを考案した。TP モデルは、データの

型 (タイプ )と属性情報 (プロパティ)を関連付けることでデー

タモデルを表現する（図２.b）。

5.  アプリケーション試作による評価

4．2  ミドルウェアによるMTDAへの
　　  データアクセス制御
　3.2 で説明した他ドメインへのデータアクセスを禁止するた

めには、アプリケーション(ユーザ )ごとにテナントに対するアク

セス権限を管理して、MTDAへのデータアクセスの制御を行う

必要がある。

　MTDA ではすべてのテナントのデータを同じテーブルに格納

しているため、テーブルの行レベルでアクセスを制御する必要

がある。

　行レベルでのアクセス制御は、DBMSが提供するユーザ権限

で実現することは困難である。そのため、アプリケーションでは、

行レベルでアクセス制御をするためのユーザ権限管理と認証機

能を実現する必要があるが、こうしたMTDAに対応するための

機能開発はアプリケーション開発のコストを増加させる。

　そこで、MTDAのユーザ管理・認証機能を代替するミドルウェ

アを提供する。アプリケーションからMTDAへのアクセスは、ミ

ドルウェアが公開しているAPI（Java、Web）を使って行うこと

で、許可されたテナントデータ以外へのアクセスを制御できる。

　試作アプリケーションは、SaaS アプリと同じ機能を有する

が、データベースにMTDAを利用したアーキテクチャで開発し

た点が異なる（図５）。企業１、企業２のユーザは、クライアントか

らユーザインタフェースを操作して、試作アプリケーションの機

能部品（ビジネスロジック）を呼び出す。ビジネスロジックは、

MTDAミドルウェアのAPI を介してMTDAへアクセスする。

5．2　評価手順と結果
　評価は以下の手順で行った。まず、試作アプリケーションを

利用するテナント（企業１、企業２）の業務データモデルを

MTDAに登録する。登録した業務データモデルは、SaaSアプ

リの業務データモデルと同じであるが、企業２にはエンティ

ティを1つ追加してカスタマイズを加えている。

　業務データモデルの登録は、MTDA 管理ツールを使用して

行った。MTDA 管理ツールとは、業務データモデルやユーザ管

理等を行うために開発したツールである。管理ツールで登録し

た業務データモデルを確認した結果を図６に示す。企業1には

５つのタイプが登録され、企業２には６つのタイプが登録されて

いる。各タイプには、1つ以上のプロパティが関連付けられている。

　本稿では、多数のテナントにサービスを提供するSaaS を対

象にして、複数のテナントでデータベースを共有可能にする

MTDAについて解説した。

　今後は、MTDAで業務データモデルを変更した際に、柔軟に

対応できるユーザインタフェースを含めたインタフェースの提供

が課題になる。

　インテックの目指しているMTDAを実用化できれば、SaaS

で必要とするDBMSの集約による開発面、運用面、サービス価

格面のコストメリットや、セキュリティ対策の集中化による情報

漏えい防止などリスク回避が容易になる利点がある。また、業務

データのバリエーションが多く、いままで実現が困難であった業

種向けのマスタ統合サービスを実現できる可能性がある。

5.  おわりに

るが、DBMS が提供できるテーブル数の上限によって、対応

できるテナント数に限界がある。また、テナント数とともに管

理すべきスキーマが増加するため、継続的なコスト削減効果は

低い。

　共有スキーマは、異なるテナント情報をすべて同じテーブル

で一元管理する方式である。共有スキーマは、テナントに応じ

たカスタマイズやセキュリティ対策が困難であるが、共通の

データ仕様に準じれば、テナント数の増加に関わらず、あらかじ

め決められた少数のスキーマで業務データを管理できるため、

継続的なコスト削減効果は高い。

　テナントが持つ競争力を高めるために、サービスやデータの

カスタマイズが求められることがある。しかし、多数のテナント

に対してサービスを提供するSaaSでは、すべてのカスタマイズ

要求に対して個別スキーマを提供することは極めて困難である

[４]。

　したがって、サービス提供者の継続的なコスト削減とテナン

トのカスタマイズ要求が両立した MTDA を実現するには、マ

ルチテナンシを持つ共有スキーマが適している。

図1  SIST型とSIMT型システムの違い

　これまでのSaaSのシステム開発ではSIST型が多く見られた

が、より多数のお客さまに対してサービスを提供するには、複数の

お客さまで共有可能なSIMT型のシステムの構築が有効である。

　インテックでは、お客さまごとにデータベースを個別開発する

ことなく、複数のお客さまでデータベースを共有可能なMTDA

を実現することで、SaaS におけるデータ管理基盤の共有化を

はかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

3．2　データに対するアクセスの制御
　データ管理方式に共有スキーマを採用した場合、情報漏えい

や不正アクセスを防止するために、MTDAのデータに対するア

クセス制御が必要である。

　共有スキーマはすべてのテナントのデータを同じテーブルに

格納するため、他テナントのデータに区別なくアクセスするこ

とができる。各テナントのデータの機密性を確保するために、

あるテナントがMTDAにアクセスした場合、他テナントのデー

タまでアクセスできることがあってはならない。

4.  課題への対策

図２  ERモデルとTPモデルによるデータ表現の違い

社員情報に新しく住所を追加する場合、社員タイプに関連付け

た住所プロパティを定義するだけでよい（図３）。

図３  メタデータを用いた共有スキーマの例

5．1　試作アプリケーションの概要
　本稿で説明してきたMTDA が、実際の SaaSに対して適用

できるかどうかアプリケーションを試作して評価する。今回は、

3.1 で説明した MTDA における各テナントの業務データモデ

ルの柔軟性を実現できるかを評価した。

　試作アプリケーションは、実際にインテックでサービスを提

供している SaaS アプリケーション ( 以下、SaaS アプリと呼

ぶ ) を対象にした。

　SaaSアプリは、顧客情報を管理するシステムであり、複数企業に

対してサービスを展開している。SaaS アプリで利用している業

務データモデルは、５つのエンティティで構成されている（図４）。

図４  SaaSアプリの業務データモデル

図６  企業1と企業２に登録したタイプ一覧

ユーザに対して標準のサービスを提供し、企業２のユーザに対

してカスタマイズを加えたサービスを提供することが可能で

あった（図７）。

　試作アプリケーションから MTDA へのアクセスは MTDA

ミドルウェアの API を利用している。そのため、企業２の業務

データモデルのカスタマイズに対して、試作アプリケーション

のデータベース層のプログラム改変は不要であった。一方、ユー

ザインタフェース（プレゼンテーション層）、ビジネスロジック

（ビジネスロジック層）に関しては、カスタマイズに対応するた

めのプログラム改変が必要であった。

図７  企業1と企業２のユーザに対するサービス内容

5．3　今後の課題
　MTDA の採用によって各テナントの業務データモデルの柔

軟性が実現されると、カスタマイズされた業務データに対応す

るためのアプリケーションの改変が問題となってくる。

　テナントの業務データモデルを変更した場合、SaaS アプリ

ケーションのユーザインタフェース、ビジネスロジックの改変が

必要となる。業務データモデルの変更の度にプログラムを個別

に改変すると、最終的にはSaaSアプリケーションの個別提供

に陥ってしまう。

　SaaS における開発コスト・運用コストの削減を実現するに

は、柔軟に変更される業務データモデルに対して、柔軟に対応で

きるユーザインタフェースを含めたインタフェースを考案する必

要がある。
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　MTDA に各テナントの業務データモデルを登録した後、試

作アプリケーションからMTDAにアクセスし、異なる業務デー

タモデルを反映させたサービス提供が可能であるかどうかを

確認する。

　試作アプリケーションの動作を確認したところ、企業１の

図５  開発アーキテクチャ
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SaaSに適したマルチテナントデータベースの研究開発
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概要
　インテックでは、顧客企業（テナント）が必要とするデータベースを個別開発することなく、複数企業で共有可

能なデータベース (MTDA: Multi-tenant Database Access) を実現することで、SaaS におけるデータ管理基

盤の共有化をはかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

　SaaSに適したMTDAを実現するには、以下の課題を解決する必要がある。　

　　①MTDAにおける各テナントの業務データモデルの柔軟性の実現

　　②MTDAのデータに対するアクセスの制御

　MTDAではデータ管理の集約に適した共有スキーマを採用しているため、各テナントの業務データモデルを変

更できない。上記①を解決するために、各テナントの業務データモデルの論理設計変更が、物理設計に影響しな

いデータモデルを採用した。上記②に対しては、MTDAのデータに対するアクセス制御を行うミドルウェアをアプ

リケーションに提供することで解決を試みた。

　実際のSaaSにMTDAを適用できるかどうか評価した結果、MTDAの業務データモデルの柔軟性を活用して、

カスタマイズしたサービス提供の実現に有効なことがわかった。
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2．1　MTDAの期待効果
　SaaS が提供するサービスの種類に関わらず、データベース

管理システム (DBMS) を複数のテナントで共有すれば、ハード

とソフトの両面で開発から運用に関わるスケールメリットを享

受できると考えられる。

　テナントあたりの利用人数やデータ数が大きい場合や個別

に高度なサービスレベルを要求される場合に、仮想化による個

別構築 ( 分離アプローチ )が適しているが、利用規模の小さい

テナントを数多くサポートする場合には、共同型システム構築

( 共有アプローチ )にコストメリットがある [２]。

　DBMS を異なるテナントで共有する共有アプローチは、構

築しなければならない DBMS 数を、分離アプローチより少な

くできる利点がある。さらに、サービス運用の面からも、DBMS

の削減は、システム監視、データバックアップ、アップグレードな

どの運用管理の省力化につながると考えられる。

2．2　MTDAを実現するデータベース技術
　MTDAを実現するデータベース技術として、今日のシステム

開発の主流となっているリレーショナル・データベース（RDB）

の他に、異なる特徴を持つ XML DB や KVS（Key-Value 

Store）を挙げることができる。

　XML DBは、XMLデータを直接管理することができるため、

日常的なデータ構造の変化に柔軟に対応できる特徴がある。

Cassandra[３] などの分散 KVSは、シンプルなデータ管理に

特化し、高拡張性と高可用性を実現しているものが多く、クラウ

ド環境におけるデータベース技術として注目されている。RDB

は、トランザクション処理を要した整合性や複雑な集計処理を

ともなうデータ管理に適している特徴がある。

　本研究開発では、業務データを扱う信頼性の高い企業向け

SaaS を想定して、RDBを用いたMTDAの実現を目指す。

2．3　MTDAに適したデータ管理
　システム開発で一般的に使われている RDB を前提とした

DBMS の共有アプローチでは、データ管理方式として、個別ス

キーマと共有スキーマが考えられる。

　個別スキーマは、テナントごとのデータ構造に合わせたテー

ブル ( スキーマ ) を個別管理する方式である。個別スキーマは、

テナントに応じたカスタマイズやセキュリティ対策が容易であ
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2.  MTDAの概要
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1.  はじめに
　クラウド・コンピューティング環境を用いたサービス提供型

ビジネス（SaaS: Software as a Service) は、安価かつ迅速

なサービス提供が大きなメリットになることから、近年注目が

集まっている [1]。

　SaaS のシステム開発には、シングルインスタンス・シング

ルテナント（以後、SISTと呼ぶ）型とシングルインスタンス・マ

ルチテナント（以後、SIMTと呼ぶ）型がある（図1）。

　SIST 型のシステムは、アプリケーションからデータベース

まで含めたシステム一式をお客さまに応じて個別構築するた

め、お客さまの要求に柔軟に対応できるが、開発コスト・運用

コストが高くなる。

　一方、SIMT 型のシステムは、複数のお客さまでアプリケー

ションやデータベースを共有することを前提に構築する。その

ため、開発に共有化の仕組みが必要なため初期コストは高い

が、継続的運用とテナントの増加によって、将来的なコストは

減少する傾向がある [２]。

　MTDAに求められるマルチテナンシには、データモデルの柔

軟性とデータに対するアクセス制御の課題がある。

3．1　データモデルの独立的な柔軟性の実現
　テナントに応じて業務データのカスタマイズを容易にするた

めには、動的なデータモデルの構造変更を可能にする柔軟な設

計方式を考案する必要がある。

　従来のデータベース設計は、業務データを整理した結果 ( 論

理設計)に基づいて、DBMSを実装(物理設計)する手順に従っ

ていた。このため、業務データの構造を変更したり、新しい情報

項目を追加したりすれば、物理設計も同時に変更する必要が

あった。

　共有スキーマは、すべてのデータを共通仕様で DBMSに格

納する。各テナントが扱うデータモデルの独立性を保つために、

データモデルの仕様変更が、物理設計に影響してはならない。

たとえば、あるテナントの業務データで利用している顧客コー

ドの仕様を変更すると、物理設計に影響が及び、その結果とし

て他のテナントの顧客コードの仕様まで変更されることがあっ

てはならない。

3.  MTDAの課題

　タイプは、文字列、数値を表す単純データ型、またはプロパティ

を構造化した複合データ型として定義する。たとえば、社員情報

を表す社員タイプ、会社組織を表す会社タイプなどにあたる。

　プロパティは、タイプを具体化する属性情報である。たとえ

ば、会社タイプの属性情報には、会社番号、会社名などがある。

プロパティには、整合性検証などに用いるデータ型を設定する。

　TP モデルでは、データモデルの構造変更やデータ拡張を

行っても、物理設計を変更する必要がないため、ERモデルより

柔軟な仕様変更が可能である。たとえば、会社情報に新しく所

在地を追加する場合、ERモデルでは会社エンティティ（テーブ

ル）に所在地項目を追加するため、テーブル設計が変化する。

TP モデルでは、新しく所在地プロパティを定義して、会社タイ

プに関連付けるだけで属性情報を追加できる。

　次に、業務データを効率的に管理する共有スキーマ（物理設

計）[２] [５] について説明する。TP モデルを用いた共有スキー

マでは、すべてのデータをテナントごとに区別するために、ドメ

インと呼ぶグループ単位で管理する。業務データは、レコードと

呼ぶ単位で管理する。業務データはレコードテーブルのあらか

じめ用意したカラムに文字列型で格納し、メタデータとしてタ

イプとプロパティを利用する。レコードテーブルの各レコードは

タイプと対応しており、タイプに関連付けたプロパティのカラム

番号 (PNO) に従って、業務データの各属性情報をレコードの

カラム番号 (Pn：n はレコードテーブルのカラム番号 ) に格納

する（図３）。

　業務データモデルのカスタマイズは、共有スキーマの物理設

計に影響することなく行えるため、各テナントの業務データモ

デルの柔軟性を実現することができる。たとえば、西日本 Gの

4．1　柔軟性を実現するデータモデル設計の採用
　3.1で説明した、データモデルの独立的な柔軟性を実現する

には、論理設計の変更が物理設計に影響しないデータモデル

を採用する必要がある。

　一般的に使われている実体関連 (ER：Entity Relationship)

モデルは、データに対応するエンティティ同士を関連付けて

データモデルを表現する（図２.a）。ERモデルはエンティティを

そのまま RDB のテーブルに当てはめることができるため、論

理設計に基づいて物理設計を行う従来のデータベース設計に

は適しているが、論理設計が物理設計に影響してはならない

MTDAには適していない。

　そこで、MTDAでは、論理設計が物理設計に影響しないTP

（Type-Property）モデルを考案した。TP モデルは、データの

型 (タイプ )と属性情報 (プロパティ)を関連付けることでデー

タモデルを表現する（図２.b）。

5.  アプリケーション試作による評価

4．2  ミドルウェアによるMTDAへの
　　  データアクセス制御
　3.2 で説明した他ドメインへのデータアクセスを禁止するた

めには、アプリケーション(ユーザ )ごとにテナントに対するアク

セス権限を管理して、MTDAへのデータアクセスの制御を行う

必要がある。

　MTDA ではすべてのテナントのデータを同じテーブルに格納

しているため、テーブルの行レベルでアクセスを制御する必要

がある。

　行レベルでのアクセス制御は、DBMSが提供するユーザ権限

で実現することは困難である。そのため、アプリケーションでは、

行レベルでアクセス制御をするためのユーザ権限管理と認証機

能を実現する必要があるが、こうしたMTDAに対応するための

機能開発はアプリケーション開発のコストを増加させる。

　そこで、MTDAのユーザ管理・認証機能を代替するミドルウェ

アを提供する。アプリケーションからMTDAへのアクセスは、ミ

ドルウェアが公開しているAPI（Java、Web）を使って行うこと

で、許可されたテナントデータ以外へのアクセスを制御できる。

　試作アプリケーションは、SaaS アプリと同じ機能を有する

が、データベースにMTDAを利用したアーキテクチャで開発し

た点が異なる（図５）。企業１、企業２のユーザは、クライアントか

らユーザインタフェースを操作して、試作アプリケーションの機

能部品（ビジネスロジック）を呼び出す。ビジネスロジックは、

MTDAミドルウェアのAPI を介してMTDAへアクセスする。

5．2　評価手順と結果
　評価は以下の手順で行った。まず、試作アプリケーションを

利用するテナント（企業１、企業２）の業務データモデルを

MTDAに登録する。登録した業務データモデルは、SaaSアプ

リの業務データモデルと同じであるが、企業２にはエンティ

ティを1つ追加してカスタマイズを加えている。

　業務データモデルの登録は、MTDA 管理ツールを使用して

行った。MTDA 管理ツールとは、業務データモデルやユーザ管

理等を行うために開発したツールである。管理ツールで登録し

た業務データモデルを確認した結果を図６に示す。企業1には

５つのタイプが登録され、企業２には６つのタイプが登録されて

いる。各タイプには、1つ以上のプロパティが関連付けられている。

　本稿では、多数のテナントにサービスを提供するSaaS を対

象にして、複数のテナントでデータベースを共有可能にする

MTDAについて解説した。

　今後は、MTDAで業務データモデルを変更した際に、柔軟に

対応できるユーザインタフェースを含めたインタフェースの提供

が課題になる。

　インテックの目指しているMTDAを実用化できれば、SaaS

で必要とするDBMSの集約による開発面、運用面、サービス価

格面のコストメリットや、セキュリティ対策の集中化による情報

漏えい防止などリスク回避が容易になる利点がある。また、業務

データのバリエーションが多く、いままで実現が困難であった業

種向けのマスタ統合サービスを実現できる可能性がある。

5.  おわりに

るが、DBMS が提供できるテーブル数の上限によって、対応

できるテナント数に限界がある。また、テナント数とともに管

理すべきスキーマが増加するため、継続的なコスト削減効果は

低い。

　共有スキーマは、異なるテナント情報をすべて同じテーブル

で一元管理する方式である。共有スキーマは、テナントに応じ

たカスタマイズやセキュリティ対策が困難であるが、共通の

データ仕様に準じれば、テナント数の増加に関わらず、あらかじ

め決められた少数のスキーマで業務データを管理できるため、

継続的なコスト削減効果は高い。

　テナントが持つ競争力を高めるために、サービスやデータの

カスタマイズが求められることがある。しかし、多数のテナント

に対してサービスを提供するSaaSでは、すべてのカスタマイズ

要求に対して個別スキーマを提供することは極めて困難である

[４]。

　したがって、サービス提供者の継続的なコスト削減とテナン

トのカスタマイズ要求が両立した MTDA を実現するには、マ

ルチテナンシを持つ共有スキーマが適している。

図1  SIST型とSIMT型システムの違い

　これまでのSaaSのシステム開発ではSIST型が多く見られた

が、より多数のお客さまに対してサービスを提供するには、複数の

お客さまで共有可能なSIMT型のシステムの構築が有効である。

　インテックでは、お客さまごとにデータベースを個別開発する

ことなく、複数のお客さまでデータベースを共有可能なMTDA

を実現することで、SaaS におけるデータ管理基盤の共有化を

はかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

3．2　データに対するアクセスの制御
　データ管理方式に共有スキーマを採用した場合、情報漏えい

や不正アクセスを防止するために、MTDAのデータに対するア

クセス制御が必要である。

　共有スキーマはすべてのテナントのデータを同じテーブルに

格納するため、他テナントのデータに区別なくアクセスするこ

とができる。各テナントのデータの機密性を確保するために、

あるテナントがMTDAにアクセスした場合、他テナントのデー

タまでアクセスできることがあってはならない。

4.  課題への対策

図２  ERモデルとTPモデルによるデータ表現の違い

社員情報に新しく住所を追加する場合、社員タイプに関連付け

た住所プロパティを定義するだけでよい（図３）。

図３  メタデータを用いた共有スキーマの例

5．1　試作アプリケーションの概要
　本稿で説明してきたMTDA が、実際の SaaSに対して適用

できるかどうかアプリケーションを試作して評価する。今回は、

3.1 で説明した MTDA における各テナントの業務データモデ

ルの柔軟性を実現できるかを評価した。

　試作アプリケーションは、実際にインテックでサービスを提

供している SaaS アプリケーション ( 以下、SaaS アプリと呼

ぶ ) を対象にした。

　SaaSアプリは、顧客情報を管理するシステムであり、複数企業に

対してサービスを展開している。SaaS アプリで利用している業

務データモデルは、５つのエンティティで構成されている（図４）。

図４  SaaSアプリの業務データモデル

図６  企業1と企業２に登録したタイプ一覧

ユーザに対して標準のサービスを提供し、企業２のユーザに対

してカスタマイズを加えたサービスを提供することが可能で

あった（図７）。

　試作アプリケーションから MTDA へのアクセスは MTDA

ミドルウェアの API を利用している。そのため、企業２の業務

データモデルのカスタマイズに対して、試作アプリケーション

のデータベース層のプログラム改変は不要であった。一方、ユー

ザインタフェース（プレゼンテーション層）、ビジネスロジック

（ビジネスロジック層）に関しては、カスタマイズに対応するた

めのプログラム改変が必要であった。

図７  企業1と企業２のユーザに対するサービス内容

5．3　今後の課題
　MTDA の採用によって各テナントの業務データモデルの柔

軟性が実現されると、カスタマイズされた業務データに対応す

るためのアプリケーションの改変が問題となってくる。

　テナントの業務データモデルを変更した場合、SaaS アプリ

ケーションのユーザインタフェース、ビジネスロジックの改変が

必要となる。業務データモデルの変更の度にプログラムを個別

に改変すると、最終的にはSaaSアプリケーションの個別提供

に陥ってしまう。

　SaaS における開発コスト・運用コストの削減を実現するに

は、柔軟に変更される業務データモデルに対して、柔軟に対応で

きるユーザインタフェースを含めたインタフェースを考案する必

要がある。
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　MTDA に各テナントの業務データモデルを登録した後、試

作アプリケーションからMTDAにアクセスし、異なる業務デー

タモデルを反映させたサービス提供が可能であるかどうかを

確認する。

　試作アプリケーションの動作を確認したところ、企業１の

図５  開発アーキテクチャ
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SaaSに適したマルチテナントデータベースの研究開発
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概要
　インテックでは、顧客企業（テナント）が必要とするデータベースを個別開発することなく、複数企業で共有可

能なデータベース (MTDA: Multi-tenant Database Access) を実現することで、SaaS におけるデータ管理基

盤の共有化をはかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

　SaaSに適したMTDAを実現するには、以下の課題を解決する必要がある。　

　　①MTDAにおける各テナントの業務データモデルの柔軟性の実現

　　②MTDAのデータに対するアクセスの制御

　MTDAではデータ管理の集約に適した共有スキーマを採用しているため、各テナントの業務データモデルを変

更できない。上記①を解決するために、各テナントの業務データモデルの論理設計変更が、物理設計に影響しな

いデータモデルを採用した。上記②に対しては、MTDAのデータに対するアクセス制御を行うミドルウェアをアプ

リケーションに提供することで解決を試みた。

　実際のSaaSにMTDAを適用できるかどうか評価した結果、MTDAの業務データモデルの柔軟性を活用して、

カスタマイズしたサービス提供の実現に有効なことがわかった。
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2．1　MTDAの期待効果
　SaaS が提供するサービスの種類に関わらず、データベース

管理システム (DBMS) を複数のテナントで共有すれば、ハード

とソフトの両面で開発から運用に関わるスケールメリットを享

受できると考えられる。

　テナントあたりの利用人数やデータ数が大きい場合や個別

に高度なサービスレベルを要求される場合に、仮想化による個

別構築 ( 分離アプローチ )が適しているが、利用規模の小さい

テナントを数多くサポートする場合には、共同型システム構築

( 共有アプローチ )にコストメリットがある [２]。

　DBMS を異なるテナントで共有する共有アプローチは、構

築しなければならない DBMS 数を、分離アプローチより少な

くできる利点がある。さらに、サービス運用の面からも、DBMS

の削減は、システム監視、データバックアップ、アップグレードな

どの運用管理の省力化につながると考えられる。

2．2　MTDAを実現するデータベース技術
　MTDAを実現するデータベース技術として、今日のシステム

開発の主流となっているリレーショナル・データベース（RDB）

の他に、異なる特徴を持つ XML DB や KVS（Key-Value 

Store）を挙げることができる。

　XML DBは、XMLデータを直接管理することができるため、

日常的なデータ構造の変化に柔軟に対応できる特徴がある。

Cassandra[３] などの分散 KVSは、シンプルなデータ管理に

特化し、高拡張性と高可用性を実現しているものが多く、クラウ

ド環境におけるデータベース技術として注目されている。RDB

は、トランザクション処理を要した整合性や複雑な集計処理を

ともなうデータ管理に適している特徴がある。

　本研究開発では、業務データを扱う信頼性の高い企業向け

SaaS を想定して、RDBを用いたMTDAの実現を目指す。

2．3　MTDAに適したデータ管理
　システム開発で一般的に使われている RDB を前提とした

DBMS の共有アプローチでは、データ管理方式として、個別ス

キーマと共有スキーマが考えられる。

　個別スキーマは、テナントごとのデータ構造に合わせたテー

ブル ( スキーマ ) を個別管理する方式である。個別スキーマは、

テナントに応じたカスタマイズやセキュリティ対策が容易であ
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2.  MTDAの概要
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1.  はじめに
　クラウド・コンピューティング環境を用いたサービス提供型

ビジネス（SaaS: Software as a Service) は、安価かつ迅速

なサービス提供が大きなメリットになることから、近年注目が

集まっている [1]。

　SaaS のシステム開発には、シングルインスタンス・シング

ルテナント（以後、SISTと呼ぶ）型とシングルインスタンス・マ

ルチテナント（以後、SIMTと呼ぶ）型がある（図1）。

　SIST 型のシステムは、アプリケーションからデータベース

まで含めたシステム一式をお客さまに応じて個別構築するた

め、お客さまの要求に柔軟に対応できるが、開発コスト・運用

コストが高くなる。

　一方、SIMT 型のシステムは、複数のお客さまでアプリケー

ションやデータベースを共有することを前提に構築する。その

ため、開発に共有化の仕組みが必要なため初期コストは高い

が、継続的運用とテナントの増加によって、将来的なコストは

減少する傾向がある [２]。

　MTDAに求められるマルチテナンシには、データモデルの柔

軟性とデータに対するアクセス制御の課題がある。

3．1　データモデルの独立的な柔軟性の実現
　テナントに応じて業務データのカスタマイズを容易にするた

めには、動的なデータモデルの構造変更を可能にする柔軟な設

計方式を考案する必要がある。

　従来のデータベース設計は、業務データを整理した結果 ( 論

理設計)に基づいて、DBMSを実装(物理設計)する手順に従っ

ていた。このため、業務データの構造を変更したり、新しい情報

項目を追加したりすれば、物理設計も同時に変更する必要が

あった。

　共有スキーマは、すべてのデータを共通仕様で DBMSに格

納する。各テナントが扱うデータモデルの独立性を保つために、

データモデルの仕様変更が、物理設計に影響してはならない。

たとえば、あるテナントの業務データで利用している顧客コー

ドの仕様を変更すると、物理設計に影響が及び、その結果とし

て他のテナントの顧客コードの仕様まで変更されることがあっ

てはならない。

3.  MTDAの課題

　タイプは、文字列、数値を表す単純データ型、またはプロパティ

を構造化した複合データ型として定義する。たとえば、社員情報

を表す社員タイプ、会社組織を表す会社タイプなどにあたる。

　プロパティは、タイプを具体化する属性情報である。たとえ

ば、会社タイプの属性情報には、会社番号、会社名などがある。

プロパティには、整合性検証などに用いるデータ型を設定する。

　TP モデルでは、データモデルの構造変更やデータ拡張を

行っても、物理設計を変更する必要がないため、ERモデルより

柔軟な仕様変更が可能である。たとえば、会社情報に新しく所

在地を追加する場合、ERモデルでは会社エンティティ（テーブ

ル）に所在地項目を追加するため、テーブル設計が変化する。

TP モデルでは、新しく所在地プロパティを定義して、会社タイ

プに関連付けるだけで属性情報を追加できる。

　次に、業務データを効率的に管理する共有スキーマ（物理設

計）[２] [５] について説明する。TP モデルを用いた共有スキー

マでは、すべてのデータをテナントごとに区別するために、ドメ

インと呼ぶグループ単位で管理する。業務データは、レコードと

呼ぶ単位で管理する。業務データはレコードテーブルのあらか

じめ用意したカラムに文字列型で格納し、メタデータとしてタ

イプとプロパティを利用する。レコードテーブルの各レコードは

タイプと対応しており、タイプに関連付けたプロパティのカラム

番号 (PNO) に従って、業務データの各属性情報をレコードの

カラム番号 (Pn：n はレコードテーブルのカラム番号 ) に格納

する（図３）。

　業務データモデルのカスタマイズは、共有スキーマの物理設

計に影響することなく行えるため、各テナントの業務データモ

デルの柔軟性を実現することができる。たとえば、西日本 Gの

4．1　柔軟性を実現するデータモデル設計の採用
　3.1で説明した、データモデルの独立的な柔軟性を実現する

には、論理設計の変更が物理設計に影響しないデータモデル

を採用する必要がある。

　一般的に使われている実体関連 (ER：Entity Relationship)

モデルは、データに対応するエンティティ同士を関連付けて

データモデルを表現する（図２.a）。ERモデルはエンティティを

そのまま RDB のテーブルに当てはめることができるため、論

理設計に基づいて物理設計を行う従来のデータベース設計に

は適しているが、論理設計が物理設計に影響してはならない

MTDAには適していない。

　そこで、MTDAでは、論理設計が物理設計に影響しないTP

（Type-Property）モデルを考案した。TP モデルは、データの

型 (タイプ )と属性情報 (プロパティ)を関連付けることでデー

タモデルを表現する（図２.b）。

5.  アプリケーション試作による評価

4．2  ミドルウェアによるMTDAへの
　　  データアクセス制御
　3.2 で説明した他ドメインへのデータアクセスを禁止するた

めには、アプリケーション(ユーザ )ごとにテナントに対するアク

セス権限を管理して、MTDAへのデータアクセスの制御を行う

必要がある。

　MTDA ではすべてのテナントのデータを同じテーブルに格納

しているため、テーブルの行レベルでアクセスを制御する必要

がある。

　行レベルでのアクセス制御は、DBMSが提供するユーザ権限

で実現することは困難である。そのため、アプリケーションでは、

行レベルでアクセス制御をするためのユーザ権限管理と認証機

能を実現する必要があるが、こうしたMTDAに対応するための

機能開発はアプリケーション開発のコストを増加させる。

　そこで、MTDAのユーザ管理・認証機能を代替するミドルウェ

アを提供する。アプリケーションからMTDAへのアクセスは、ミ

ドルウェアが公開しているAPI（Java、Web）を使って行うこと

で、許可されたテナントデータ以外へのアクセスを制御できる。

　試作アプリケーションは、SaaS アプリと同じ機能を有する

が、データベースにMTDAを利用したアーキテクチャで開発し

た点が異なる（図５）。企業１、企業２のユーザは、クライアントか

らユーザインタフェースを操作して、試作アプリケーションの機

能部品（ビジネスロジック）を呼び出す。ビジネスロジックは、

MTDAミドルウェアのAPI を介してMTDAへアクセスする。

5．2　評価手順と結果
　評価は以下の手順で行った。まず、試作アプリケーションを

利用するテナント（企業１、企業２）の業務データモデルを

MTDAに登録する。登録した業務データモデルは、SaaSアプ

リの業務データモデルと同じであるが、企業２にはエンティ

ティを1つ追加してカスタマイズを加えている。

　業務データモデルの登録は、MTDA 管理ツールを使用して

行った。MTDA 管理ツールとは、業務データモデルやユーザ管

理等を行うために開発したツールである。管理ツールで登録し

た業務データモデルを確認した結果を図６に示す。企業1には

５つのタイプが登録され、企業２には６つのタイプが登録されて

いる。各タイプには、1つ以上のプロパティが関連付けられている。

　本稿では、多数のテナントにサービスを提供するSaaS を対

象にして、複数のテナントでデータベースを共有可能にする

MTDAについて解説した。

　今後は、MTDAで業務データモデルを変更した際に、柔軟に

対応できるユーザインタフェースを含めたインタフェースの提供

が課題になる。

　インテックの目指しているMTDAを実用化できれば、SaaS

で必要とするDBMSの集約による開発面、運用面、サービス価

格面のコストメリットや、セキュリティ対策の集中化による情報

漏えい防止などリスク回避が容易になる利点がある。また、業務

データのバリエーションが多く、いままで実現が困難であった業

種向けのマスタ統合サービスを実現できる可能性がある。

5.  おわりに

るが、DBMS が提供できるテーブル数の上限によって、対応

できるテナント数に限界がある。また、テナント数とともに管

理すべきスキーマが増加するため、継続的なコスト削減効果は

低い。

　共有スキーマは、異なるテナント情報をすべて同じテーブル

で一元管理する方式である。共有スキーマは、テナントに応じ

たカスタマイズやセキュリティ対策が困難であるが、共通の

データ仕様に準じれば、テナント数の増加に関わらず、あらかじ

め決められた少数のスキーマで業務データを管理できるため、

継続的なコスト削減効果は高い。

　テナントが持つ競争力を高めるために、サービスやデータの

カスタマイズが求められることがある。しかし、多数のテナント

に対してサービスを提供するSaaSでは、すべてのカスタマイズ

要求に対して個別スキーマを提供することは極めて困難である

[４]。

　したがって、サービス提供者の継続的なコスト削減とテナン

トのカスタマイズ要求が両立した MTDA を実現するには、マ

ルチテナンシを持つ共有スキーマが適している。

図1  SIST型とSIMT型システムの違い

　これまでのSaaSのシステム開発ではSIST型が多く見られた

が、より多数のお客さまに対してサービスを提供するには、複数の

お客さまで共有可能なSIMT型のシステムの構築が有効である。

　インテックでは、お客さまごとにデータベースを個別開発する

ことなく、複数のお客さまでデータベースを共有可能なMTDA

を実現することで、SaaS におけるデータ管理基盤の共有化を

はかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

3．2　データに対するアクセスの制御
　データ管理方式に共有スキーマを採用した場合、情報漏えい

や不正アクセスを防止するために、MTDAのデータに対するア

クセス制御が必要である。

　共有スキーマはすべてのテナントのデータを同じテーブルに

格納するため、他テナントのデータに区別なくアクセスするこ

とができる。各テナントのデータの機密性を確保するために、

あるテナントがMTDAにアクセスした場合、他テナントのデー

タまでアクセスできることがあってはならない。

4.  課題への対策

図２  ERモデルとTPモデルによるデータ表現の違い

社員情報に新しく住所を追加する場合、社員タイプに関連付け

た住所プロパティを定義するだけでよい（図３）。

図３  メタデータを用いた共有スキーマの例

5．1　試作アプリケーションの概要
　本稿で説明してきたMTDA が、実際の SaaSに対して適用

できるかどうかアプリケーションを試作して評価する。今回は、

3.1 で説明した MTDA における各テナントの業務データモデ

ルの柔軟性を実現できるかを評価した。

　試作アプリケーションは、実際にインテックでサービスを提

供している SaaS アプリケーション ( 以下、SaaS アプリと呼

ぶ ) を対象にした。

　SaaSアプリは、顧客情報を管理するシステムであり、複数企業に

対してサービスを展開している。SaaS アプリで利用している業

務データモデルは、５つのエンティティで構成されている（図４）。

図４  SaaSアプリの業務データモデル

図６  企業1と企業２に登録したタイプ一覧

ユーザに対して標準のサービスを提供し、企業２のユーザに対

してカスタマイズを加えたサービスを提供することが可能で

あった（図７）。

　試作アプリケーションから MTDA へのアクセスは MTDA

ミドルウェアの API を利用している。そのため、企業２の業務

データモデルのカスタマイズに対して、試作アプリケーション

のデータベース層のプログラム改変は不要であった。一方、ユー

ザインタフェース（プレゼンテーション層）、ビジネスロジック

（ビジネスロジック層）に関しては、カスタマイズに対応するた

めのプログラム改変が必要であった。

図７  企業1と企業２のユーザに対するサービス内容

5．3　今後の課題
　MTDA の採用によって各テナントの業務データモデルの柔

軟性が実現されると、カスタマイズされた業務データに対応す

るためのアプリケーションの改変が問題となってくる。

　テナントの業務データモデルを変更した場合、SaaS アプリ

ケーションのユーザインタフェース、ビジネスロジックの改変が

必要となる。業務データモデルの変更の度にプログラムを個別

に改変すると、最終的にはSaaSアプリケーションの個別提供

に陥ってしまう。

　SaaS における開発コスト・運用コストの削減を実現するに

は、柔軟に変更される業務データモデルに対して、柔軟に対応で

きるユーザインタフェースを含めたインタフェースを考案する必

要がある。
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　MTDA に各テナントの業務データモデルを登録した後、試

作アプリケーションからMTDAにアクセスし、異なる業務デー

タモデルを反映させたサービス提供が可能であるかどうかを

確認する。

　試作アプリケーションの動作を確認したところ、企業１の

図５  開発アーキテクチャ
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SaaSに適したマルチテナントデータベースの研究開発
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個別論文

概要
　インテックでは、顧客企業（テナント）が必要とするデータベースを個別開発することなく、複数企業で共有可

能なデータベース (MTDA: Multi-tenant Database Access) を実現することで、SaaS におけるデータ管理基

盤の共有化をはかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

　SaaSに適したMTDAを実現するには、以下の課題を解決する必要がある。　

　　①MTDAにおける各テナントの業務データモデルの柔軟性の実現

　　②MTDAのデータに対するアクセスの制御

　MTDAではデータ管理の集約に適した共有スキーマを採用しているため、各テナントの業務データモデルを変

更できない。上記①を解決するために、各テナントの業務データモデルの論理設計変更が、物理設計に影響しな

いデータモデルを採用した。上記②に対しては、MTDAのデータに対するアクセス制御を行うミドルウェアをアプ

リケーションに提供することで解決を試みた。

　実際のSaaSにMTDAを適用できるかどうか評価した結果、MTDAの業務データモデルの柔軟性を活用して、

カスタマイズしたサービス提供の実現に有効なことがわかった。
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2．1　MTDAの期待効果
　SaaS が提供するサービスの種類に関わらず、データベース

管理システム (DBMS) を複数のテナントで共有すれば、ハード

とソフトの両面で開発から運用に関わるスケールメリットを享

受できると考えられる。

　テナントあたりの利用人数やデータ数が大きい場合や個別

に高度なサービスレベルを要求される場合に、仮想化による個

別構築 ( 分離アプローチ )が適しているが、利用規模の小さい

テナントを数多くサポートする場合には、共同型システム構築

( 共有アプローチ )にコストメリットがある [２]。

　DBMS を異なるテナントで共有する共有アプローチは、構

築しなければならない DBMS 数を、分離アプローチより少な

くできる利点がある。さらに、サービス運用の面からも、DBMS

の削減は、システム監視、データバックアップ、アップグレードな

どの運用管理の省力化につながると考えられる。

2．2　MTDAを実現するデータベース技術
　MTDAを実現するデータベース技術として、今日のシステム

開発の主流となっているリレーショナル・データベース（RDB）

の他に、異なる特徴を持つ XML DB や KVS（Key-Value 

Store）を挙げることができる。

　XML DBは、XMLデータを直接管理することができるため、

日常的なデータ構造の変化に柔軟に対応できる特徴がある。

Cassandra[３] などの分散 KVSは、シンプルなデータ管理に

特化し、高拡張性と高可用性を実現しているものが多く、クラウ

ド環境におけるデータベース技術として注目されている。RDB

は、トランザクション処理を要した整合性や複雑な集計処理を

ともなうデータ管理に適している特徴がある。

　本研究開発では、業務データを扱う信頼性の高い企業向け

SaaS を想定して、RDBを用いたMTDAの実現を目指す。

2．3　MTDAに適したデータ管理
　システム開発で一般的に使われている RDB を前提とした

DBMS の共有アプローチでは、データ管理方式として、個別ス

キーマと共有スキーマが考えられる。

　個別スキーマは、テナントごとのデータ構造に合わせたテー

ブル ( スキーマ ) を個別管理する方式である。個別スキーマは、

テナントに応じたカスタマイズやセキュリティ対策が容易であ
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2.  MTDAの概要
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1.  はじめに
　クラウド・コンピューティング環境を用いたサービス提供型

ビジネス（SaaS: Software as a Service) は、安価かつ迅速

なサービス提供が大きなメリットになることから、近年注目が

集まっている [1]。

　SaaS のシステム開発には、シングルインスタンス・シング

ルテナント（以後、SISTと呼ぶ）型とシングルインスタンス・マ

ルチテナント（以後、SIMTと呼ぶ）型がある（図1）。

　SIST 型のシステムは、アプリケーションからデータベース

まで含めたシステム一式をお客さまに応じて個別構築するた

め、お客さまの要求に柔軟に対応できるが、開発コスト・運用

コストが高くなる。

　一方、SIMT 型のシステムは、複数のお客さまでアプリケー

ションやデータベースを共有することを前提に構築する。その

ため、開発に共有化の仕組みが必要なため初期コストは高い

が、継続的運用とテナントの増加によって、将来的なコストは

減少する傾向がある [２]。

　MTDAに求められるマルチテナンシには、データモデルの柔

軟性とデータに対するアクセス制御の課題がある。

3．1　データモデルの独立的な柔軟性の実現
　テナントに応じて業務データのカスタマイズを容易にするた

めには、動的なデータモデルの構造変更を可能にする柔軟な設

計方式を考案する必要がある。

　従来のデータベース設計は、業務データを整理した結果 ( 論

理設計)に基づいて、DBMSを実装(物理設計)する手順に従っ

ていた。このため、業務データの構造を変更したり、新しい情報

項目を追加したりすれば、物理設計も同時に変更する必要が

あった。

　共有スキーマは、すべてのデータを共通仕様で DBMSに格

納する。各テナントが扱うデータモデルの独立性を保つために、

データモデルの仕様変更が、物理設計に影響してはならない。

たとえば、あるテナントの業務データで利用している顧客コー

ドの仕様を変更すると、物理設計に影響が及び、その結果とし

て他のテナントの顧客コードの仕様まで変更されることがあっ

てはならない。

3.  MTDAの課題

　タイプは、文字列、数値を表す単純データ型、またはプロパティ

を構造化した複合データ型として定義する。たとえば、社員情報

を表す社員タイプ、会社組織を表す会社タイプなどにあたる。

　プロパティは、タイプを具体化する属性情報である。たとえ

ば、会社タイプの属性情報には、会社番号、会社名などがある。

プロパティには、整合性検証などに用いるデータ型を設定する。

　TP モデルでは、データモデルの構造変更やデータ拡張を

行っても、物理設計を変更する必要がないため、ERモデルより

柔軟な仕様変更が可能である。たとえば、会社情報に新しく所

在地を追加する場合、ERモデルでは会社エンティティ（テーブ

ル）に所在地項目を追加するため、テーブル設計が変化する。

TP モデルでは、新しく所在地プロパティを定義して、会社タイ

プに関連付けるだけで属性情報を追加できる。

　次に、業務データを効率的に管理する共有スキーマ（物理設

計）[２] [５] について説明する。TP モデルを用いた共有スキー

マでは、すべてのデータをテナントごとに区別するために、ドメ

インと呼ぶグループ単位で管理する。業務データは、レコードと

呼ぶ単位で管理する。業務データはレコードテーブルのあらか

じめ用意したカラムに文字列型で格納し、メタデータとしてタ

イプとプロパティを利用する。レコードテーブルの各レコードは

タイプと対応しており、タイプに関連付けたプロパティのカラム

番号 (PNO) に従って、業務データの各属性情報をレコードの

カラム番号 (Pn：n はレコードテーブルのカラム番号 ) に格納

する（図３）。

　業務データモデルのカスタマイズは、共有スキーマの物理設

計に影響することなく行えるため、各テナントの業務データモ

デルの柔軟性を実現することができる。たとえば、西日本 Gの

4．1　柔軟性を実現するデータモデル設計の採用
　3.1で説明した、データモデルの独立的な柔軟性を実現する

には、論理設計の変更が物理設計に影響しないデータモデル

を採用する必要がある。

　一般的に使われている実体関連 (ER：Entity Relationship)

モデルは、データに対応するエンティティ同士を関連付けて

データモデルを表現する（図２.a）。ERモデルはエンティティを

そのまま RDB のテーブルに当てはめることができるため、論

理設計に基づいて物理設計を行う従来のデータベース設計に

は適しているが、論理設計が物理設計に影響してはならない

MTDAには適していない。

　そこで、MTDAでは、論理設計が物理設計に影響しないTP

（Type-Property）モデルを考案した。TP モデルは、データの

型 (タイプ )と属性情報 (プロパティ)を関連付けることでデー

タモデルを表現する（図２.b）。

5.  アプリケーション試作による評価

4．2  ミドルウェアによるMTDAへの
　　  データアクセス制御
　3.2 で説明した他ドメインへのデータアクセスを禁止するた

めには、アプリケーション(ユーザ )ごとにテナントに対するアク

セス権限を管理して、MTDAへのデータアクセスの制御を行う

必要がある。

　MTDA ではすべてのテナントのデータを同じテーブルに格納

しているため、テーブルの行レベルでアクセスを制御する必要

がある。

　行レベルでのアクセス制御は、DBMSが提供するユーザ権限

で実現することは困難である。そのため、アプリケーションでは、

行レベルでアクセス制御をするためのユーザ権限管理と認証機

能を実現する必要があるが、こうしたMTDAに対応するための

機能開発はアプリケーション開発のコストを増加させる。

　そこで、MTDAのユーザ管理・認証機能を代替するミドルウェ

アを提供する。アプリケーションからMTDAへのアクセスは、ミ

ドルウェアが公開しているAPI（Java、Web）を使って行うこと

で、許可されたテナントデータ以外へのアクセスを制御できる。

　試作アプリケーションは、SaaS アプリと同じ機能を有する

が、データベースにMTDAを利用したアーキテクチャで開発し

た点が異なる（図５）。企業１、企業２のユーザは、クライアントか

らユーザインタフェースを操作して、試作アプリケーションの機

能部品（ビジネスロジック）を呼び出す。ビジネスロジックは、

MTDAミドルウェアのAPI を介してMTDAへアクセスする。

5．2　評価手順と結果
　評価は以下の手順で行った。まず、試作アプリケーションを

利用するテナント（企業１、企業２）の業務データモデルを

MTDAに登録する。登録した業務データモデルは、SaaSアプ

リの業務データモデルと同じであるが、企業２にはエンティ

ティを1つ追加してカスタマイズを加えている。

　業務データモデルの登録は、MTDA 管理ツールを使用して

行った。MTDA 管理ツールとは、業務データモデルやユーザ管

理等を行うために開発したツールである。管理ツールで登録し

た業務データモデルを確認した結果を図６に示す。企業1には

５つのタイプが登録され、企業２には６つのタイプが登録されて

いる。各タイプには、1つ以上のプロパティが関連付けられている。

　本稿では、多数のテナントにサービスを提供するSaaS を対

象にして、複数のテナントでデータベースを共有可能にする

MTDAについて解説した。

　今後は、MTDAで業務データモデルを変更した際に、柔軟に

対応できるユーザインタフェースを含めたインタフェースの提供

が課題になる。

　インテックの目指しているMTDAを実用化できれば、SaaS

で必要とするDBMSの集約による開発面、運用面、サービス価

格面のコストメリットや、セキュリティ対策の集中化による情報

漏えい防止などリスク回避が容易になる利点がある。また、業務

データのバリエーションが多く、いままで実現が困難であった業

種向けのマスタ統合サービスを実現できる可能性がある。

5.  おわりに

るが、DBMS が提供できるテーブル数の上限によって、対応

できるテナント数に限界がある。また、テナント数とともに管

理すべきスキーマが増加するため、継続的なコスト削減効果は

低い。

　共有スキーマは、異なるテナント情報をすべて同じテーブル

で一元管理する方式である。共有スキーマは、テナントに応じ

たカスタマイズやセキュリティ対策が困難であるが、共通の

データ仕様に準じれば、テナント数の増加に関わらず、あらかじ

め決められた少数のスキーマで業務データを管理できるため、

継続的なコスト削減効果は高い。

　テナントが持つ競争力を高めるために、サービスやデータの

カスタマイズが求められることがある。しかし、多数のテナント

に対してサービスを提供するSaaSでは、すべてのカスタマイズ

要求に対して個別スキーマを提供することは極めて困難である

[４]。

　したがって、サービス提供者の継続的なコスト削減とテナン

トのカスタマイズ要求が両立した MTDA を実現するには、マ

ルチテナンシを持つ共有スキーマが適している。

図1  SIST型とSIMT型システムの違い

　これまでのSaaSのシステム開発ではSIST型が多く見られた

が、より多数のお客さまに対してサービスを提供するには、複数の

お客さまで共有可能なSIMT型のシステムの構築が有効である。

　インテックでは、お客さまごとにデータベースを個別開発する

ことなく、複数のお客さまでデータベースを共有可能なMTDA

を実現することで、SaaS におけるデータ管理基盤の共有化を

はかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

3．2　データに対するアクセスの制御
　データ管理方式に共有スキーマを採用した場合、情報漏えい

や不正アクセスを防止するために、MTDAのデータに対するア

クセス制御が必要である。

　共有スキーマはすべてのテナントのデータを同じテーブルに

格納するため、他テナントのデータに区別なくアクセスするこ

とができる。各テナントのデータの機密性を確保するために、

あるテナントがMTDAにアクセスした場合、他テナントのデー

タまでアクセスできることがあってはならない。

4.  課題への対策

図２  ERモデルとTPモデルによるデータ表現の違い

社員情報に新しく住所を追加する場合、社員タイプに関連付け

た住所プロパティを定義するだけでよい（図３）。

図３  メタデータを用いた共有スキーマの例

5．1　試作アプリケーションの概要
　本稿で説明してきたMTDA が、実際の SaaSに対して適用

できるかどうかアプリケーションを試作して評価する。今回は、

3.1 で説明した MTDA における各テナントの業務データモデ

ルの柔軟性を実現できるかを評価した。

　試作アプリケーションは、実際にインテックでサービスを提

供している SaaS アプリケーション ( 以下、SaaS アプリと呼

ぶ ) を対象にした。

　SaaSアプリは、顧客情報を管理するシステムであり、複数企業に

対してサービスを展開している。SaaS アプリで利用している業

務データモデルは、５つのエンティティで構成されている（図４）。

図４  SaaSアプリの業務データモデル

図６  企業1と企業２に登録したタイプ一覧

ユーザに対して標準のサービスを提供し、企業２のユーザに対

してカスタマイズを加えたサービスを提供することが可能で

あった（図７）。

　試作アプリケーションから MTDA へのアクセスは MTDA

ミドルウェアの API を利用している。そのため、企業２の業務

データモデルのカスタマイズに対して、試作アプリケーション

のデータベース層のプログラム改変は不要であった。一方、ユー

ザインタフェース（プレゼンテーション層）、ビジネスロジック

（ビジネスロジック層）に関しては、カスタマイズに対応するた

めのプログラム改変が必要であった。

図７  企業1と企業２のユーザに対するサービス内容

5．3　今後の課題
　MTDA の採用によって各テナントの業務データモデルの柔

軟性が実現されると、カスタマイズされた業務データに対応す

るためのアプリケーションの改変が問題となってくる。

　テナントの業務データモデルを変更した場合、SaaS アプリ

ケーションのユーザインタフェース、ビジネスロジックの改変が

必要となる。業務データモデルの変更の度にプログラムを個別

に改変すると、最終的にはSaaSアプリケーションの個別提供

に陥ってしまう。

　SaaS における開発コスト・運用コストの削減を実現するに

は、柔軟に変更される業務データモデルに対して、柔軟に対応で

きるユーザインタフェースを含めたインタフェースを考案する必

要がある。
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　MTDA に各テナントの業務データモデルを登録した後、試

作アプリケーションからMTDAにアクセスし、異なる業務デー

タモデルを反映させたサービス提供が可能であるかどうかを

確認する。

　試作アプリケーションの動作を確認したところ、企業１の

図５  開発アーキテクチャ
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SaaSに適したマルチテナントデータベースの研究開発
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個別論文

概要
　インテックでは、顧客企業（テナント）が必要とするデータベースを個別開発することなく、複数企業で共有可

能なデータベース (MTDA: Multi-tenant Database Access) を実現することで、SaaS におけるデータ管理基

盤の共有化をはかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

　SaaSに適したMTDAを実現するには、以下の課題を解決する必要がある。　

　　①MTDAにおける各テナントの業務データモデルの柔軟性の実現

　　②MTDAのデータに対するアクセスの制御

　MTDAではデータ管理の集約に適した共有スキーマを採用しているため、各テナントの業務データモデルを変

更できない。上記①を解決するために、各テナントの業務データモデルの論理設計変更が、物理設計に影響しな

いデータモデルを採用した。上記②に対しては、MTDAのデータに対するアクセス制御を行うミドルウェアをアプ

リケーションに提供することで解決を試みた。

　実際のSaaSにMTDAを適用できるかどうか評価した結果、MTDAの業務データモデルの柔軟性を活用して、

カスタマイズしたサービス提供の実現に有効なことがわかった。
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2．1　MTDAの期待効果
　SaaS が提供するサービスの種類に関わらず、データベース

管理システム (DBMS) を複数のテナントで共有すれば、ハード

とソフトの両面で開発から運用に関わるスケールメリットを享

受できると考えられる。

　テナントあたりの利用人数やデータ数が大きい場合や個別

に高度なサービスレベルを要求される場合に、仮想化による個

別構築 ( 分離アプローチ )が適しているが、利用規模の小さい

テナントを数多くサポートする場合には、共同型システム構築

( 共有アプローチ )にコストメリットがある [２]。

　DBMS を異なるテナントで共有する共有アプローチは、構

築しなければならない DBMS 数を、分離アプローチより少な

くできる利点がある。さらに、サービス運用の面からも、DBMS

の削減は、システム監視、データバックアップ、アップグレードな

どの運用管理の省力化につながると考えられる。

2．2　MTDAを実現するデータベース技術
　MTDAを実現するデータベース技術として、今日のシステム

開発の主流となっているリレーショナル・データベース（RDB）

の他に、異なる特徴を持つ XML DB や KVS（Key-Value 

Store）を挙げることができる。

　XML DBは、XMLデータを直接管理することができるため、

日常的なデータ構造の変化に柔軟に対応できる特徴がある。

Cassandra[３] などの分散 KVSは、シンプルなデータ管理に

特化し、高拡張性と高可用性を実現しているものが多く、クラウ

ド環境におけるデータベース技術として注目されている。RDB

は、トランザクション処理を要した整合性や複雑な集計処理を

ともなうデータ管理に適している特徴がある。

　本研究開発では、業務データを扱う信頼性の高い企業向け

SaaS を想定して、RDBを用いたMTDAの実現を目指す。

2．3　MTDAに適したデータ管理
　システム開発で一般的に使われている RDB を前提とした

DBMS の共有アプローチでは、データ管理方式として、個別ス

キーマと共有スキーマが考えられる。

　個別スキーマは、テナントごとのデータ構造に合わせたテー

ブル ( スキーマ ) を個別管理する方式である。個別スキーマは、

テナントに応じたカスタマイズやセキュリティ対策が容易であ
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2.  MTDAの概要
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1.  はじめに
　クラウド・コンピューティング環境を用いたサービス提供型

ビジネス（SaaS: Software as a Service) は、安価かつ迅速

なサービス提供が大きなメリットになることから、近年注目が

集まっている [1]。

　SaaS のシステム開発には、シングルインスタンス・シング

ルテナント（以後、SISTと呼ぶ）型とシングルインスタンス・マ

ルチテナント（以後、SIMTと呼ぶ）型がある（図1）。

　SIST 型のシステムは、アプリケーションからデータベース

まで含めたシステム一式をお客さまに応じて個別構築するた

め、お客さまの要求に柔軟に対応できるが、開発コスト・運用

コストが高くなる。

　一方、SIMT 型のシステムは、複数のお客さまでアプリケー

ションやデータベースを共有することを前提に構築する。その

ため、開発に共有化の仕組みが必要なため初期コストは高い

が、継続的運用とテナントの増加によって、将来的なコストは

減少する傾向がある [２]。

　MTDAに求められるマルチテナンシには、データモデルの柔

軟性とデータに対するアクセス制御の課題がある。

3．1　データモデルの独立的な柔軟性の実現
　テナントに応じて業務データのカスタマイズを容易にするた

めには、動的なデータモデルの構造変更を可能にする柔軟な設

計方式を考案する必要がある。

　従来のデータベース設計は、業務データを整理した結果 ( 論

理設計)に基づいて、DBMSを実装(物理設計)する手順に従っ

ていた。このため、業務データの構造を変更したり、新しい情報

項目を追加したりすれば、物理設計も同時に変更する必要が

あった。

　共有スキーマは、すべてのデータを共通仕様で DBMSに格

納する。各テナントが扱うデータモデルの独立性を保つために、

データモデルの仕様変更が、物理設計に影響してはならない。

たとえば、あるテナントの業務データで利用している顧客コー

ドの仕様を変更すると、物理設計に影響が及び、その結果とし

て他のテナントの顧客コードの仕様まで変更されることがあっ

てはならない。

3.  MTDAの課題

　タイプは、文字列、数値を表す単純データ型、またはプロパティ

を構造化した複合データ型として定義する。たとえば、社員情報

を表す社員タイプ、会社組織を表す会社タイプなどにあたる。

　プロパティは、タイプを具体化する属性情報である。たとえ

ば、会社タイプの属性情報には、会社番号、会社名などがある。

プロパティには、整合性検証などに用いるデータ型を設定する。

　TP モデルでは、データモデルの構造変更やデータ拡張を

行っても、物理設計を変更する必要がないため、ERモデルより

柔軟な仕様変更が可能である。たとえば、会社情報に新しく所

在地を追加する場合、ERモデルでは会社エンティティ（テーブ

ル）に所在地項目を追加するため、テーブル設計が変化する。

TP モデルでは、新しく所在地プロパティを定義して、会社タイ

プに関連付けるだけで属性情報を追加できる。

　次に、業務データを効率的に管理する共有スキーマ（物理設

計）[２] [５] について説明する。TP モデルを用いた共有スキー

マでは、すべてのデータをテナントごとに区別するために、ドメ

インと呼ぶグループ単位で管理する。業務データは、レコードと

呼ぶ単位で管理する。業務データはレコードテーブルのあらか

じめ用意したカラムに文字列型で格納し、メタデータとしてタ

イプとプロパティを利用する。レコードテーブルの各レコードは

タイプと対応しており、タイプに関連付けたプロパティのカラム

番号 (PNO) に従って、業務データの各属性情報をレコードの

カラム番号 (Pn：n はレコードテーブルのカラム番号 ) に格納

する（図３）。

　業務データモデルのカスタマイズは、共有スキーマの物理設

計に影響することなく行えるため、各テナントの業務データモ

デルの柔軟性を実現することができる。たとえば、西日本 Gの

4．1　柔軟性を実現するデータモデル設計の採用
　3.1で説明した、データモデルの独立的な柔軟性を実現する

には、論理設計の変更が物理設計に影響しないデータモデル

を採用する必要がある。

　一般的に使われている実体関連 (ER：Entity Relationship)

モデルは、データに対応するエンティティ同士を関連付けて

データモデルを表現する（図２.a）。ERモデルはエンティティを

そのまま RDB のテーブルに当てはめることができるため、論

理設計に基づいて物理設計を行う従来のデータベース設計に

は適しているが、論理設計が物理設計に影響してはならない

MTDAには適していない。

　そこで、MTDAでは、論理設計が物理設計に影響しないTP

（Type-Property）モデルを考案した。TP モデルは、データの

型 (タイプ )と属性情報 (プロパティ)を関連付けることでデー

タモデルを表現する（図２.b）。

5.  アプリケーション試作による評価

4．2  ミドルウェアによるMTDAへの
　　  データアクセス制御
　3.2 で説明した他ドメインへのデータアクセスを禁止するた

めには、アプリケーション(ユーザ )ごとにテナントに対するアク

セス権限を管理して、MTDAへのデータアクセスの制御を行う

必要がある。

　MTDA ではすべてのテナントのデータを同じテーブルに格納

しているため、テーブルの行レベルでアクセスを制御する必要

がある。

　行レベルでのアクセス制御は、DBMSが提供するユーザ権限

で実現することは困難である。そのため、アプリケーションでは、

行レベルでアクセス制御をするためのユーザ権限管理と認証機

能を実現する必要があるが、こうしたMTDAに対応するための

機能開発はアプリケーション開発のコストを増加させる。

　そこで、MTDAのユーザ管理・認証機能を代替するミドルウェ

アを提供する。アプリケーションからMTDAへのアクセスは、ミ

ドルウェアが公開しているAPI（Java、Web）を使って行うこと

で、許可されたテナントデータ以外へのアクセスを制御できる。

　試作アプリケーションは、SaaS アプリと同じ機能を有する

が、データベースにMTDAを利用したアーキテクチャで開発し

た点が異なる（図５）。企業１、企業２のユーザは、クライアントか

らユーザインタフェースを操作して、試作アプリケーションの機

能部品（ビジネスロジック）を呼び出す。ビジネスロジックは、

MTDAミドルウェアのAPI を介してMTDAへアクセスする。

5．2　評価手順と結果
　評価は以下の手順で行った。まず、試作アプリケーションを

利用するテナント（企業１、企業２）の業務データモデルを

MTDAに登録する。登録した業務データモデルは、SaaSアプ

リの業務データモデルと同じであるが、企業２にはエンティ

ティを1つ追加してカスタマイズを加えている。

　業務データモデルの登録は、MTDA 管理ツールを使用して

行った。MTDA 管理ツールとは、業務データモデルやユーザ管

理等を行うために開発したツールである。管理ツールで登録し

た業務データモデルを確認した結果を図６に示す。企業1には

５つのタイプが登録され、企業２には６つのタイプが登録されて

いる。各タイプには、1つ以上のプロパティが関連付けられている。

　本稿では、多数のテナントにサービスを提供するSaaS を対

象にして、複数のテナントでデータベースを共有可能にする

MTDAについて解説した。

　今後は、MTDAで業務データモデルを変更した際に、柔軟に

対応できるユーザインタフェースを含めたインタフェースの提供

が課題になる。

　インテックの目指しているMTDAを実用化できれば、SaaS

で必要とするDBMSの集約による開発面、運用面、サービス価

格面のコストメリットや、セキュリティ対策の集中化による情報

漏えい防止などリスク回避が容易になる利点がある。また、業務

データのバリエーションが多く、いままで実現が困難であった業

種向けのマスタ統合サービスを実現できる可能性がある。

5.  おわりに

るが、DBMS が提供できるテーブル数の上限によって、対応

できるテナント数に限界がある。また、テナント数とともに管

理すべきスキーマが増加するため、継続的なコスト削減効果は

低い。

　共有スキーマは、異なるテナント情報をすべて同じテーブル

で一元管理する方式である。共有スキーマは、テナントに応じ

たカスタマイズやセキュリティ対策が困難であるが、共通の

データ仕様に準じれば、テナント数の増加に関わらず、あらかじ

め決められた少数のスキーマで業務データを管理できるため、

継続的なコスト削減効果は高い。

　テナントが持つ競争力を高めるために、サービスやデータの

カスタマイズが求められることがある。しかし、多数のテナント

に対してサービスを提供するSaaSでは、すべてのカスタマイズ

要求に対して個別スキーマを提供することは極めて困難である

[４]。

　したがって、サービス提供者の継続的なコスト削減とテナン

トのカスタマイズ要求が両立した MTDA を実現するには、マ

ルチテナンシを持つ共有スキーマが適している。

図1  SIST型とSIMT型システムの違い

　これまでのSaaSのシステム開発ではSIST型が多く見られた

が、より多数のお客さまに対してサービスを提供するには、複数の

お客さまで共有可能なSIMT型のシステムの構築が有効である。

　インテックでは、お客さまごとにデータベースを個別開発する

ことなく、複数のお客さまでデータベースを共有可能なMTDA

を実現することで、SaaS におけるデータ管理基盤の共有化を

はかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

3．2　データに対するアクセスの制御
　データ管理方式に共有スキーマを採用した場合、情報漏えい

や不正アクセスを防止するために、MTDAのデータに対するア

クセス制御が必要である。

　共有スキーマはすべてのテナントのデータを同じテーブルに

格納するため、他テナントのデータに区別なくアクセスするこ

とができる。各テナントのデータの機密性を確保するために、

あるテナントがMTDAにアクセスした場合、他テナントのデー

タまでアクセスできることがあってはならない。

4.  課題への対策

図２  ERモデルとTPモデルによるデータ表現の違い

社員情報に新しく住所を追加する場合、社員タイプに関連付け

た住所プロパティを定義するだけでよい（図３）。

図３  メタデータを用いた共有スキーマの例

5．1　試作アプリケーションの概要
　本稿で説明してきたMTDA が、実際の SaaSに対して適用

できるかどうかアプリケーションを試作して評価する。今回は、

3.1 で説明した MTDA における各テナントの業務データモデ

ルの柔軟性を実現できるかを評価した。

　試作アプリケーションは、実際にインテックでサービスを提

供している SaaS アプリケーション ( 以下、SaaS アプリと呼

ぶ ) を対象にした。

　SaaSアプリは、顧客情報を管理するシステムであり、複数企業に

対してサービスを展開している。SaaS アプリで利用している業

務データモデルは、５つのエンティティで構成されている（図４）。

図４  SaaSアプリの業務データモデル

図６  企業1と企業２に登録したタイプ一覧

ユーザに対して標準のサービスを提供し、企業２のユーザに対

してカスタマイズを加えたサービスを提供することが可能で

あった（図７）。

　試作アプリケーションから MTDA へのアクセスは MTDA

ミドルウェアの API を利用している。そのため、企業２の業務

データモデルのカスタマイズに対して、試作アプリケーション

のデータベース層のプログラム改変は不要であった。一方、ユー

ザインタフェース（プレゼンテーション層）、ビジネスロジック

（ビジネスロジック層）に関しては、カスタマイズに対応するた

めのプログラム改変が必要であった。

図７  企業1と企業２のユーザに対するサービス内容

5．3　今後の課題
　MTDA の採用によって各テナントの業務データモデルの柔

軟性が実現されると、カスタマイズされた業務データに対応す

るためのアプリケーションの改変が問題となってくる。

　テナントの業務データモデルを変更した場合、SaaS アプリ

ケーションのユーザインタフェース、ビジネスロジックの改変が

必要となる。業務データモデルの変更の度にプログラムを個別

に改変すると、最終的にはSaaSアプリケーションの個別提供

に陥ってしまう。

　SaaS における開発コスト・運用コストの削減を実現するに

は、柔軟に変更される業務データモデルに対して、柔軟に対応で

きるユーザインタフェースを含めたインタフェースを考案する必

要がある。
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　MTDA に各テナントの業務データモデルを登録した後、試

作アプリケーションからMTDAにアクセスし、異なる業務デー

タモデルを反映させたサービス提供が可能であるかどうかを

確認する。

　試作アプリケーションの動作を確認したところ、企業１の

図５  開発アーキテクチャ
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SaaSに適したマルチテナントデータベースの研究開発
 亀谷　聡　　　　　川口　由紀恵　　　　川添　恭平

個別論文

概要
　インテックでは、顧客企業（テナント）が必要とするデータベースを個別開発することなく、複数企業で共有可

能なデータベース (MTDA: Multi-tenant Database Access) を実現することで、SaaS におけるデータ管理基

盤の共有化をはかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

　SaaSに適したMTDAを実現するには、以下の課題を解決する必要がある。　

　　①MTDAにおける各テナントの業務データモデルの柔軟性の実現

　　②MTDAのデータに対するアクセスの制御

　MTDAではデータ管理の集約に適した共有スキーマを採用しているため、各テナントの業務データモデルを変

更できない。上記①を解決するために、各テナントの業務データモデルの論理設計変更が、物理設計に影響しな

いデータモデルを採用した。上記②に対しては、MTDAのデータに対するアクセス制御を行うミドルウェアをアプ

リケーションに提供することで解決を試みた。

　実際のSaaSにMTDAを適用できるかどうか評価した結果、MTDAの業務データモデルの柔軟性を活用して、

カスタマイズしたサービス提供の実現に有効なことがわかった。
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2．1　MTDAの期待効果
　SaaS が提供するサービスの種類に関わらず、データベース

管理システム (DBMS) を複数のテナントで共有すれば、ハード

とソフトの両面で開発から運用に関わるスケールメリットを享

受できると考えられる。

　テナントあたりの利用人数やデータ数が大きい場合や個別

に高度なサービスレベルを要求される場合に、仮想化による個

別構築 ( 分離アプローチ )が適しているが、利用規模の小さい

テナントを数多くサポートする場合には、共同型システム構築

( 共有アプローチ )にコストメリットがある [２]。

　DBMS を異なるテナントで共有する共有アプローチは、構

築しなければならない DBMS 数を、分離アプローチより少な

くできる利点がある。さらに、サービス運用の面からも、DBMS

の削減は、システム監視、データバックアップ、アップグレードな

どの運用管理の省力化につながると考えられる。

2．2　MTDAを実現するデータベース技術
　MTDAを実現するデータベース技術として、今日のシステム

開発の主流となっているリレーショナル・データベース（RDB）

の他に、異なる特徴を持つ XML DB や KVS（Key-Value 

Store）を挙げることができる。

　XML DBは、XMLデータを直接管理することができるため、

日常的なデータ構造の変化に柔軟に対応できる特徴がある。

Cassandra[３] などの分散 KVSは、シンプルなデータ管理に

特化し、高拡張性と高可用性を実現しているものが多く、クラウ

ド環境におけるデータベース技術として注目されている。RDB

は、トランザクション処理を要した整合性や複雑な集計処理を

ともなうデータ管理に適している特徴がある。

　本研究開発では、業務データを扱う信頼性の高い企業向け

SaaS を想定して、RDBを用いたMTDAの実現を目指す。

2．3　MTDAに適したデータ管理
　システム開発で一般的に使われている RDB を前提とした

DBMS の共有アプローチでは、データ管理方式として、個別ス

キーマと共有スキーマが考えられる。

　個別スキーマは、テナントごとのデータ構造に合わせたテー

ブル ( スキーマ ) を個別管理する方式である。個別スキーマは、

テナントに応じたカスタマイズやセキュリティ対策が容易であ
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2.  MTDAの概要

第12号

第12号

第12号

1.  はじめに
　クラウド・コンピューティング環境を用いたサービス提供型

ビジネス（SaaS: Software as a Service) は、安価かつ迅速

なサービス提供が大きなメリットになることから、近年注目が

集まっている [1]。

　SaaS のシステム開発には、シングルインスタンス・シング

ルテナント（以後、SISTと呼ぶ）型とシングルインスタンス・マ

ルチテナント（以後、SIMTと呼ぶ）型がある（図1）。

　SIST 型のシステムは、アプリケーションからデータベース

まで含めたシステム一式をお客さまに応じて個別構築するた

め、お客さまの要求に柔軟に対応できるが、開発コスト・運用

コストが高くなる。

　一方、SIMT 型のシステムは、複数のお客さまでアプリケー

ションやデータベースを共有することを前提に構築する。その

ため、開発に共有化の仕組みが必要なため初期コストは高い

が、継続的運用とテナントの増加によって、将来的なコストは

減少する傾向がある [２]。

　MTDAに求められるマルチテナンシには、データモデルの柔

軟性とデータに対するアクセス制御の課題がある。

3．1　データモデルの独立的な柔軟性の実現
　テナントに応じて業務データのカスタマイズを容易にするた

めには、動的なデータモデルの構造変更を可能にする柔軟な設

計方式を考案する必要がある。

　従来のデータベース設計は、業務データを整理した結果 ( 論

理設計)に基づいて、DBMSを実装(物理設計)する手順に従っ

ていた。このため、業務データの構造を変更したり、新しい情報

項目を追加したりすれば、物理設計も同時に変更する必要が

あった。

　共有スキーマは、すべてのデータを共通仕様で DBMSに格

納する。各テナントが扱うデータモデルの独立性を保つために、

データモデルの仕様変更が、物理設計に影響してはならない。

たとえば、あるテナントの業務データで利用している顧客コー

ドの仕様を変更すると、物理設計に影響が及び、その結果とし

て他のテナントの顧客コードの仕様まで変更されることがあっ

てはならない。

3.  MTDAの課題

　タイプは、文字列、数値を表す単純データ型、またはプロパティ

を構造化した複合データ型として定義する。たとえば、社員情報

を表す社員タイプ、会社組織を表す会社タイプなどにあたる。

　プロパティは、タイプを具体化する属性情報である。たとえ

ば、会社タイプの属性情報には、会社番号、会社名などがある。

プロパティには、整合性検証などに用いるデータ型を設定する。

　TP モデルでは、データモデルの構造変更やデータ拡張を

行っても、物理設計を変更する必要がないため、ERモデルより

柔軟な仕様変更が可能である。たとえば、会社情報に新しく所

在地を追加する場合、ERモデルでは会社エンティティ（テーブ

ル）に所在地項目を追加するため、テーブル設計が変化する。

TP モデルでは、新しく所在地プロパティを定義して、会社タイ

プに関連付けるだけで属性情報を追加できる。

　次に、業務データを効率的に管理する共有スキーマ（物理設

計）[２] [５] について説明する。TP モデルを用いた共有スキー

マでは、すべてのデータをテナントごとに区別するために、ドメ

インと呼ぶグループ単位で管理する。業務データは、レコードと

呼ぶ単位で管理する。業務データはレコードテーブルのあらか

じめ用意したカラムに文字列型で格納し、メタデータとしてタ

イプとプロパティを利用する。レコードテーブルの各レコードは

タイプと対応しており、タイプに関連付けたプロパティのカラム

番号 (PNO) に従って、業務データの各属性情報をレコードの

カラム番号 (Pn：n はレコードテーブルのカラム番号 ) に格納

する（図３）。

　業務データモデルのカスタマイズは、共有スキーマの物理設

計に影響することなく行えるため、各テナントの業務データモ

デルの柔軟性を実現することができる。たとえば、西日本 Gの

4．1　柔軟性を実現するデータモデル設計の採用
　3.1で説明した、データモデルの独立的な柔軟性を実現する

には、論理設計の変更が物理設計に影響しないデータモデル

を採用する必要がある。

　一般的に使われている実体関連 (ER：Entity Relationship)

モデルは、データに対応するエンティティ同士を関連付けて

データモデルを表現する（図２.a）。ERモデルはエンティティを

そのまま RDB のテーブルに当てはめることができるため、論

理設計に基づいて物理設計を行う従来のデータベース設計に

は適しているが、論理設計が物理設計に影響してはならない

MTDAには適していない。

　そこで、MTDAでは、論理設計が物理設計に影響しないTP

（Type-Property）モデルを考案した。TP モデルは、データの

型 (タイプ )と属性情報 (プロパティ)を関連付けることでデー

タモデルを表現する（図２.b）。

5.  アプリケーション試作による評価

4．2  ミドルウェアによるMTDAへの
　　  データアクセス制御
　3.2 で説明した他ドメインへのデータアクセスを禁止するた

めには、アプリケーション(ユーザ )ごとにテナントに対するアク

セス権限を管理して、MTDAへのデータアクセスの制御を行う

必要がある。

　MTDA ではすべてのテナントのデータを同じテーブルに格納

しているため、テーブルの行レベルでアクセスを制御する必要

がある。

　行レベルでのアクセス制御は、DBMSが提供するユーザ権限

で実現することは困難である。そのため、アプリケーションでは、

行レベルでアクセス制御をするためのユーザ権限管理と認証機

能を実現する必要があるが、こうしたMTDAに対応するための

機能開発はアプリケーション開発のコストを増加させる。

　そこで、MTDAのユーザ管理・認証機能を代替するミドルウェ

アを提供する。アプリケーションからMTDAへのアクセスは、ミ

ドルウェアが公開しているAPI（Java、Web）を使って行うこと

で、許可されたテナントデータ以外へのアクセスを制御できる。

　試作アプリケーションは、SaaS アプリと同じ機能を有する

が、データベースにMTDAを利用したアーキテクチャで開発し

た点が異なる（図５）。企業１、企業２のユーザは、クライアントか

らユーザインタフェースを操作して、試作アプリケーションの機

能部品（ビジネスロジック）を呼び出す。ビジネスロジックは、

MTDAミドルウェアのAPI を介してMTDAへアクセスする。

5．2　評価手順と結果
　評価は以下の手順で行った。まず、試作アプリケーションを

利用するテナント（企業１、企業２）の業務データモデルを

MTDAに登録する。登録した業務データモデルは、SaaSアプ

リの業務データモデルと同じであるが、企業２にはエンティ

ティを1つ追加してカスタマイズを加えている。

　業務データモデルの登録は、MTDA 管理ツールを使用して

行った。MTDA 管理ツールとは、業務データモデルやユーザ管

理等を行うために開発したツールである。管理ツールで登録し

た業務データモデルを確認した結果を図６に示す。企業1には

５つのタイプが登録され、企業２には６つのタイプが登録されて

いる。各タイプには、1つ以上のプロパティが関連付けられている。

　本稿では、多数のテナントにサービスを提供するSaaS を対

象にして、複数のテナントでデータベースを共有可能にする

MTDAについて解説した。

　今後は、MTDAで業務データモデルを変更した際に、柔軟に

対応できるユーザインタフェースを含めたインタフェースの提供

が課題になる。

　インテックの目指しているMTDAを実用化できれば、SaaS

で必要とするDBMSの集約による開発面、運用面、サービス価

格面のコストメリットや、セキュリティ対策の集中化による情報

漏えい防止などリスク回避が容易になる利点がある。また、業務

データのバリエーションが多く、いままで実現が困難であった業

種向けのマスタ統合サービスを実現できる可能性がある。

5.  おわりに

るが、DBMS が提供できるテーブル数の上限によって、対応

できるテナント数に限界がある。また、テナント数とともに管

理すべきスキーマが増加するため、継続的なコスト削減効果は

低い。

　共有スキーマは、異なるテナント情報をすべて同じテーブル

で一元管理する方式である。共有スキーマは、テナントに応じ

たカスタマイズやセキュリティ対策が困難であるが、共通の

データ仕様に準じれば、テナント数の増加に関わらず、あらかじ

め決められた少数のスキーマで業務データを管理できるため、

継続的なコスト削減効果は高い。

　テナントが持つ競争力を高めるために、サービスやデータの

カスタマイズが求められることがある。しかし、多数のテナント

に対してサービスを提供するSaaSでは、すべてのカスタマイズ

要求に対して個別スキーマを提供することは極めて困難である

[４]。

　したがって、サービス提供者の継続的なコスト削減とテナン

トのカスタマイズ要求が両立した MTDA を実現するには、マ

ルチテナンシを持つ共有スキーマが適している。

図1  SIST型とSIMT型システムの違い

　これまでのSaaSのシステム開発ではSIST型が多く見られた

が、より多数のお客さまに対してサービスを提供するには、複数の

お客さまで共有可能なSIMT型のシステムの構築が有効である。

　インテックでは、お客さまごとにデータベースを個別開発する

ことなく、複数のお客さまでデータベースを共有可能なMTDA

を実現することで、SaaS におけるデータ管理基盤の共有化を

はかり、開発コストと運用コストの大幅な削減を目指している。

3．2　データに対するアクセスの制御
　データ管理方式に共有スキーマを採用した場合、情報漏えい

や不正アクセスを防止するために、MTDAのデータに対するア

クセス制御が必要である。

　共有スキーマはすべてのテナントのデータを同じテーブルに

格納するため、他テナントのデータに区別なくアクセスするこ

とができる。各テナントのデータの機密性を確保するために、

あるテナントがMTDAにアクセスした場合、他テナントのデー

タまでアクセスできることがあってはならない。

4.  課題への対策

図２  ERモデルとTPモデルによるデータ表現の違い

社員情報に新しく住所を追加する場合、社員タイプに関連付け

た住所プロパティを定義するだけでよい（図３）。

図３  メタデータを用いた共有スキーマの例

5．1　試作アプリケーションの概要
　本稿で説明してきたMTDA が、実際の SaaSに対して適用

できるかどうかアプリケーションを試作して評価する。今回は、

3.1 で説明した MTDA における各テナントの業務データモデ

ルの柔軟性を実現できるかを評価した。

　試作アプリケーションは、実際にインテックでサービスを提

供している SaaS アプリケーション ( 以下、SaaS アプリと呼

ぶ ) を対象にした。

　SaaSアプリは、顧客情報を管理するシステムであり、複数企業に

対してサービスを展開している。SaaS アプリで利用している業

務データモデルは、５つのエンティティで構成されている（図４）。

図４  SaaSアプリの業務データモデル

図６  企業1と企業２に登録したタイプ一覧

ユーザに対して標準のサービスを提供し、企業２のユーザに対

してカスタマイズを加えたサービスを提供することが可能で

あった（図７）。

　試作アプリケーションから MTDA へのアクセスは MTDA

ミドルウェアの API を利用している。そのため、企業２の業務

データモデルのカスタマイズに対して、試作アプリケーション

のデータベース層のプログラム改変は不要であった。一方、ユー

ザインタフェース（プレゼンテーション層）、ビジネスロジック

（ビジネスロジック層）に関しては、カスタマイズに対応するた

めのプログラム改変が必要であった。

図７  企業1と企業２のユーザに対するサービス内容

5．3　今後の課題
　MTDA の採用によって各テナントの業務データモデルの柔

軟性が実現されると、カスタマイズされた業務データに対応す

るためのアプリケーションの改変が問題となってくる。

　テナントの業務データモデルを変更した場合、SaaS アプリ

ケーションのユーザインタフェース、ビジネスロジックの改変が

必要となる。業務データモデルの変更の度にプログラムを個別

に改変すると、最終的にはSaaSアプリケーションの個別提供

に陥ってしまう。

　SaaS における開発コスト・運用コストの削減を実現するに

は、柔軟に変更される業務データモデルに対して、柔軟に対応で

きるユーザインタフェースを含めたインタフェースを考案する必

要がある。
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