
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　業務処理をクライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションによって実行
するクライアント／サーバシステムの該クライアント・アプリケーションと該サーバ・ア
プリケーション間の情報の授受を制御する通信制御装置であって、
　少なくともデータ処理形態とテーブル定義情報と

を含む公開サービス情報を管理する公開サービス情報記憶手段
と、
　前記テーブル定義情報に基づいて入力テーブルを作成するテーブル作成手段と、
　

　前記クライアント・アプリケーションからのＳＱＬを解析してデータを前記入力テーブ
ルに格納する第一のＳＱＬ解析制御部と、
　

　前記サーバ・アプリケーションからのＳＱＬを解析してデータを前記入力テーブルから
取り出す第二のＳＱＬ解析制御部と、
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該テーブル定義情報で定義されるテー
ブルの各項目の属性情報と

前記入力テーブルに入力されるデータを前記属性情報に従って変換して格納する変換手
段と、

前記入力テーブルにデータが格納された際に前記サーバ・アプリケーションの状態を確
認し、前記サーバ・アプリケーションが処理待状態である場合のみ、前記サーバ・アプリ
ケーションに対して起動要求を行うサーバ・アプリケーション起動要求手段と、

前記入力テーブルにデータを格納した際に、前記公開サービス情報内のデータ処理形態
が応答型あるいはリアル通信による集信型による処理形態である場合には、前記サーバ・



を有する通信制御装置。
【請求項２】
　

　請求項１に記載の通信制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、クライアント／サーバシステムに係り、特にフロントエンド処理用のアプリ
ケーション（クライアント・アプリケーション）をクライアント・マシン側にバックエン
ド処理用のアプリケーション（サーバ・アプリケーション）をサーバ・マシン側に実装す
る形態のクライアント／サーバシステムで両アプリケーション間のメッセージの授受を制
御する通信制御装 関する。
【０００２】
【従来の技術】
　企業の情報システムでパソコンＬＡＮが定着すると共に、クライアント／サーバシステ
ム、特にクライアント／サーバ型のデータベースシステムへの関心が高まっている。
【０００３】
　クライアント／サーバ型データベースシステムは、ホスト集中型のデータベースシステ
ムに比べて数々のメリットが得られる。すなわち、マルチベンダ環境でデータベースアプ
リケーションが実現できる。サーバ側とクライアント側で処理を分担できるので、パフォ
ーマンスが高い。エンド・ユーザが４ＧＬ（第４世代言語）を用いて容易に業務に適した
アプリケーションを開発できる。ユーザは、ミドルウェアを利用することにより表計算な
どの流通ソフト（パッケージ・ソフトウェア）を用いてデータベース・サーバから受け取
った結果を好みに合わせて加工できる。分散型データベースを構築することにより、デー
タの分散化が可能となり、またミラーリング機能によりシステム・ダウン時の損失を最小
限に抑えることができる。クライアント・マシンとして低価格なパーソナル・コンピュー
タ（パソコン）を利用できるので、システムを低コストで構築できるなどである。また、
クライアント・マシンとしてのパソコンを基幹業務と連携させて利用していくことにより
業務の効率化がはかれる。
【０００４】
　クライアント／サーバ型データベースシステムにおいて、クライアント・マシン上に実
装されたクライアント・アプリケーションがデータベース・サーバマシン（以後、データ
ベース・サーバと記述）のデータベースをアクセスする形態に、ＲＤＡ（リモート・デー
タベース・アクセス： Remote Data Base Access ）とＲＰＣ（リモート・プロセジャ・コ
ール： Remote Procedure Call)がある。
【０００５】
　ＲＤＡは、ＩＳＯ（国際標準化機構）が定めたリモート・データベース・アクセスの標
準プロトコルであるＲＤＡプロトコルを用いてクライアント・アプリケーションがデータ
ベースをアクセスするものである。この場合、データベース・サーバ側に、クライアント
・アプリケーションがネットワークを介して送信してくるＳＱＬ文を直接、ＤＢＭＳ（デ
ータベース管理システム）に渡し、該ＤＢＭＳからの結果を、クライアント・アプリケー
ションに返すミドルウェア（以後、ＲＤＡサーバと呼ぶ）を設ける。このため、クライア
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アプリケーションからの完了通知を待って前記クライアント・アプリケーションに対して
完了通知を行い、前記サービス定義情報内のデータ処理形態がディレイド通信による集信
型あるいは配信型による処理形態である場合には、前記サーバ・アプリケーションからの
完了通知を待つことなく前記クライアント・アプリケーションに対して完了通知を行うメ
ッセージ応答制御部と、

前記公開サービス情報提供手段は、公開情報として更に、前記テーブル定義情報で定義
されるテーブルの各項目の第二の属性情報を記憶し、
　前記入力テーブルから取り出されるデータを前記第二の属性情報に従って変換する第二
の変換手段を有する、

置に



ント・アプリケーションの開発者は、データベース・サーバ上のデータベースの構成を直
接知っている必要がある。
【０００６】
　一方、ＲＰＣはクライアント・アプリケーションがデータベース・サーバ上に実装され
たサーバ・アプリケーションを、あたかもサブルーチンのようにネットワークを介して呼
び出させて業務処理の一部分（手続き）を実行させ、該サーバアプリケーションからその
結果を受け取ることにより分散アプリケーションを実現するものである。ＲＰＣ機能を利
用することにより、協調分散処理を容易に実現することができる。協調分散処理とは、１
つのトランザクション処理をクライアント・マシンと１または複数台のデータベース・サ
ーバに振り分けて処理するものである。これにより、ＵＮＩＸデータベース・サーバのよ
うに比較的小さなマシンでも、複数台のサーバを使って大規模なＯＬＴＰシステム（オン
ライン・トランザクション処理システム）を構築できる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　まず、クライアント・アプリケーションがＲＤＡによりデータベース・サーバをアクセ
スする形態のＣ／Ｓデータベースシステム（クライアント／サーバ型データベースシステ
ム）の問題点を述べる。
【０００８】
　この形態においては、クライアント・アプリケーションの開発者はデータベース・サー
バ上のデータベースの構成を知っている必要がある。したがって、該データベースの設計
を行うデータベース管理者とクライアント・アプリケーションの開発者は、互いに密接な
関係を保ちながらそれぞれの設計・開発を行う必要がある。
【０００９】
　また、クライアント・アプリケーションの内容とデータベース構造が互いに影響し合う
。このため、データベース管理は、データベース構造を変更する際にも、該変更が現在の
クライアント・アプリケーションにどの程度まで影響するかを考慮せねばならず、クライ
アント・アプリケーションの内容にまで精通していなければならないなどの問題があった
。
【００１０】
　また、上述したような構成であるが故に、データベースの構造変更（データベースの分
離／配置替え等）時には、必然的にクライアント・アプリケーションを修正する必要があ
る。
【００１１】
　 は、その一例である。この場合、業務追加等によりデータベースサーバ１のデー
タベースＤＢ１のテーブル２（ＴＡＢＬＥ１）の項目数が増加し、アクセス性能が劣化し
たので、同図（Ｂ）に示すように該テーブル２（ＴＡＢＬＥ１）をテーブル３（ＴＡＢＬ
Ｅ１－１）とテーブル４（ＴＡＢＬＥ１－２）に分割した。これにより、クライアント・
マシン６上のクライアント・アプリケーション７の一部は、同図（Ａ）に示す内容（ＩＮ
ＳＥＲＴ　ＴＡＢＬＥ１）から同図（Ｂ）に示す内容（ＩＮＳＥＲＴ　ＴＡＢＬＥ１－１
，ＩＮＳＥＲＴ　ＴＡＢＬＥ１－２）に修正される。このため、該修正作業が新たなコス
ト増を招く、クライアント・マシンが一時的に使用できなくなる等の弊害をもたらしてい
た。
【００１２】
　また、データベース・サーバの管理者にとっても、利用者の業務に支障をきたさないよ
うに、データベースの負荷分散やデータ管理単位に係わる変更作業はクライアント・アプ
リケーションの変更時と同一期間内に作業する必要があるなど、変更作業が可能な期間が
制限されるなどの問題があった。
【００１３】
　さらに、データベースのテーブル構成を、直接利用者に公開するため、利用者側でのデ
ータの利用形態とデータベースの管理形態の両局面を考慮してデータベースのテーブル設
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計をする必要があり、システムを構築する上でテーブル設計が非常に難しいものとなって
いる。
【００１４】
　また、ＲＤＡにおいては、 に模式的に示すように、例えば受注処理のような業務
を行う場合、クライアント・アプリケーション１１は、顧客チェック、在庫チェック、在
庫更新、受注登録などの処理をＳＱＬ文によりデータベース・サーバ２０に対して依頼す
る。また、各ＳＱＬ文の発行は前回のＳＱＬ文に対する応答をデータベース・サーバ２０
から受け取った後に行う。このため該受注処理の間、クライアント・マシン１０とデータ
ベース・サーバ２０との間で、何回もデータの送受信が行われることになる。このため、
ネットワークのトラフィック量が増大し、システムの処理性能が落ちる場合がある。
【００１５】
　また、さらに、ＲＤＡでは、クライアント・アプリケーションからのＳＱＬ文の依頼が
ＲＤＡサーバを介して直ちにＤＢＭＳに渡されるので、システム管理者が利用者に対して
データベースの運用ルールとして以下のような［１］～［４］のルールを定めても、管理
者がシステムの運用を監視／コントロールすることは実質的にできなかった。
【００１６】
　［１］　アクセス時間に関する制限（大量のデータアクセスの禁止、データアクセス中
の離席等の防止など）
　［２］　アクセス時間帯の制限（管理者がデータベースのメンテナンス時間を確保する
などのため）
　［３］　過負荷制御（データベース・サーバ過負荷時のアクセス禁止）
　［４］　優先度制御（各業務（サービス）の実行を、その優先度に応じて動的に制御）
　また、クライアント・アプリケーションのＲＤＡによるアクセス方法としては、上記Ｓ
ＱＬ文単位での処理依頼以外に、予めデータベース・サーバに予め一連のトランザクショ
ン処理（プロシジャ）を登録しておいて、このプロシジャを呼び出すことにより、所定の
データベース処理を行う、いわゆるストアド・プロシジャ・コールの方法がある。しかし
、現状では、クライアント・アプリケーショが、上記ＳＱＬ文単位でのアクセスとストア
ド・プロシジャ・コールを使い分けて業務ロジックを作成する必要があるため、業務ロジ
ックが複雑となり、開発の生産性を向上させるのが難しい。
【００１７】
　現状のＤＢＭＳのデータベース・アクセスに対するセキュリティ機能は、テーブル単位
及び列（項目）単位である。このため、利用者に対して項目単位にデータ公開を行う場合
、アクセス権限の設定が に示すように煩雑となる。また、業務システムを構築する
場合、利用者の資格（エンドユーザ、業務管理者）毎にデータベースのアクセス権を変え
ることが一般的である。このため、例えば、同一利用者がエンドユーザにも業務管理者に
もなる場合、該利用者に対して項目毎に当該権限を変えなければならないが、セキュリテ
ィ定義者は、同一利用者という観点から、全項目について同一権限を与えてしまう恐れが
ある。
【００１８】
　次に、アプリケーションをユーザ・インタフェース用の入出力処理を担当するクライア
ント・アプリケーションとデータベース・アクセスに係わる業務ロジックを実行するサー
バ・アプリケーションの２つに分け、それぞれをクライアント・マシンとデータベース・
サーバに実装して、クライアント・アプリケーションがサーバ・アプリケーションを、Ｒ
ＰＣ等によりコール（ＣＡＬＬ）しながら業務処理を実行して行く形態のデータベースシ
ステム（以下、便宜上、Ｃ／Ｓアプリ型データベースシステムと記述する）は、以下のよ
うな問題点をかかえている。
【００１９】
　この場合、アプリケーション開発においては、上記両アプリケーション間で授受するデ
ータの形式のみならず、サーバ・アプリケーションの処理時間やサーバ・アプリケーショ
ンの運用時間帯などに対応する処理形態についても配慮する必要がある。
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【００２０】
　上記処理形態としては、例えば、リアル通信、ディレイド通信がある。リアル通信にお
いては、サーバ・アプリケーションがクライアント・アプリケーションから依頼された処
理を終了した時点で、クライアント・アプリケーションに処理完了が通知される。
【００２１】
　一方、ディレイド通信においては、サーバ・アプリケーションの処理完了を待たずにク
ライアント・アプリケーションからメッセージ（データ）を受信・保持した時点で、クラ
イアント・アプリケーションに完了を通知する。
【００２２】
　したがって、例えば、クライアント・アプリケーションがサーバ・アプリケーションに
対して一方的にデータを集信する形態の集信型処理を、リアル通信で処理していた場合、
サーバ・アプリケーションの処理時間が非常に長くなると、クライアント・アプリケーシ
ョンに対する応答時間が遅延する。このような場合には、上記集信型処理を“リアル通信
”から“ディレイド通信”に変更する必要がある。したがって、両アプリケーションの開
発は、互いに密接な関係を持ち、両者を独立に開発することは難しい。また、上記処理形
態の変更がアプリケーションのロジックに影響を及ぼすので、両アプリケーションの変更
が必要となる場合が多く、生産性が低い。
【００２３】
　クライアント・アプリケーションは、ユーザ・インタフェースに係わる処理を取り扱う
ので、処理するデータの属性（型式）は画面処理に適したものが望ましい。一方、サーバ
・アプリケーションは、データベース・アクセスやそのアクセスにより得られたデータの
加工などを行うので、このような処理に適した属性のデータで処理するのが好ましい。こ
のため、クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーション間でデータの授受
を行う場合、いずれかのアプリケーション側でデータの属性変換処理が必要となる。これ
は、アプリケーション開発において作業量の負担をもたらし、アプリケーションの生産性
を低下させる。
【００２４】
　また、開発時のアプリケーションの動作試験は、 （Ａ）のようにクライアント・
アプリケーション３１とサーバ・アプリケーション３２の両方が揃わないと行えない。ま
た、ＲＰＣのテストにおいては、同図（Ｂ），（Ｃ）にそれぞれ示すようにドライバ３６
やスタブ３７を作らないといけない。
【００２５】
　すなわち、サーバ・アプリケーション３２を単独でテストしたい場合には、クライアン
ト・アプリケーション３１に代わって該サーバ・アプリケーション３２に対して要求を発
行するドライバを作成する必要がある（ （Ｂ）。一方、クライアント・アプリケー
ション３１を単独でテストしたい場合には、サーバ・アプリケーション３２に代わってク
ライアント・アプリケーション３１からの要求を受け取るスタブ３７を作成する必要があ
る（ （Ｃ））。
【００２６】
　一方、独自のテスト支援ツールを使用してもよいが、この場合、その操作方法などに関
する知識を習得する必要がある。
　また、一般にクライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションはＴＰモニ
タを介して連携させる形態をとるため、ＴＰモニタのＡＰＩ（アプリケーション・プログ
ラミング・インタフェース）に従って作成する必要がある。このため、ＰＣ（パソコン）
上に実装された市販パッケージ・ソフトの表ソフトやデータベース・アクセスソフトなど
をクライアント・アプリケーションとして使用して、ＲＰＣ対応のＣ／Ｓアプリ型データ
ベースシステムを構築することは、現状では不可能となっている。
【００２７】
　さらに、現状のＣ／Ｓアプリ型のデータベースシステムでは、クライアント・アプリケ
ーションがＲＰＣにより指定するサーバ・アプリケーションはデータベース・サーバ上で
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同一の実行環境でしか動作できない。換言すれば、同一のサーバ・アプリケーションは１
つの業務処理でしか使用できないようになっている。このため、既存のサーバ・アプリケ
ーションを新たな業務処理に流用しようとした場合、該サーバ・アプリケーションを複数
の実行環境で動作可能とするために、その名称を変更する必要がある。このため、該名称
の変更に伴う各種作業が必要となってくる。
【００２８】
　すなわち、例えば、 に示すように、現在運用中のシステムにおいて、クライアン
ト・アプリケーション４１がサーバ・アプリケーションＡをコール（ＣＡＬＬ）形態のあ
る業務処理が稼働しているものとする。この後、業務拡張のため同図に示すように、サー
バ・アプリケーションＡを流用して新たな業務処理を構築するために新規にクライアント
・アプリケーション４２を開発する場合（［１］）、該新たな業務処理は別実行環境とな
るため、上記サーバ・アプリケーションＡを別名称のサーバ・アプリケーションＡ′で管
理する必要がある（［２］）。ところが、このようにすると、障害発生等によりサーバ・
アプリケーションＡを修正する保守作業を行う場合、サーバ・アプリケーションＡのみな
らずサーバ・アプリケーションＡ′についても保守作業を行わねばならなない（［３］）
。すなわち、同一のサーバ・アプリケーションＡを二重管理しなければならないため、保
守作業の負担が増大する。
【００２９】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上述のような問題点に鑑みなされたもので、その目的は、以下のようなもの
である。
【００３０】
　 (1) クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションの開発・変更等の作
業を互いに独立して進めることができるようにする。
　 (2) クライアント／サーバ方式のデータベースシステムにおいて、クライアント・アプ
リケーションを修正することなくデータベースの構造を変更することを可能とする。また
、管理者は、クライアント・アプリケーションの内容を意識することなく、データベース
の構造を変更できる。
【００３１】
　 (3) クライアント／サーバ方式のデータベースシステムにおいて、利用者側に公開する
テーブルとデータベース・サーバ上のデータベースのテーブルを別々に設計可能とする。
【００３２】
　 (4) クライアント／サーバ方式のデータベースシステムにおいて、データベースのセキ
ュリティ管理を容易なものとする。
　 (5) クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーション間でのネットワーク
のトラフィック量を減少させると共に、業務処理の高速化を可能とする。
【００３３】
　 (6) 運用ルールを利用者に委ねなくても、管理者の裁量でデータベース・サーバを監視
・制御できるようにする。
　 (7) クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションにリアル通信、ディ
レイド通信などのデータの処理形態を実現する機能を組み込まなくても、該データ処理形
態を実現できるようにする。
【００３４】
　 (8) クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションがデータの送受信を
する際に、いずれのアプリケーションにも該データ属性変換処理を組み込むことを不要に
する。
【００３５】
　 (9) クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションの動作試験を、それ
ぞれ独立に行えるようにする。
　 (10)既存の表計算ソフトやデータベース・アクセスソフト（ＤＢアクセスソフト）をク
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図２９



ライアント・アプリケーションとして、クライアント／サーバデータベースシステムを構
築できるようにする。
【００３６】
　 (11)同一のサーバ・アプリケーションを名称を変更することなく新たな業務処理に流用
できるようにする。
【００３７】
【課題を解決するための手段】
　図１は、本発明の原理説明図である。
　以下に述べる 発明は、業務処理を

と

通信制御装置を前提とする。
【００３８】
　

【００３９】
　

【００４０】
　

【００４１】
　

【００４２】
【作用】
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請求項１～４記載の クライアント・アプリケーション
５２ サーバ・アプリケーション６２によって実行するクライアント／サーバシステムの
該クライアント・アプリケーション５２と該サーバ・アプリケーション６２間の情報の授
受を制御する

請求項１記載の発明は、少なくともデータ処理形態とテーブル定義情報とを含む公開サ
ービス情報（図２の公開サービス情報３００）を管理する公開サービス情報記憶手段（図
２の通信データベース２２１）と、前記テーブル定義情報に基づいて入力テーブル（図５
の入力テーブル３５１）を作成するテーブル作成手段（図２のメッセージキュー制御部２
２５）と、前記クライアント・アプリケーション（図２のクライアント・アプリケーショ
ン１１０）からのＳＱＬを解析してデータを前記入力テーブルに格納する第一のＳＱＬ解
析制御部（図２のＳＱＬ制御部２２２Ｃ）と、前記サーバ・アプリケーションからのＳＱ
Ｌを解析して前記入力テーブルからデータを取り出す第二のＳＱＬ解析制御部（図２のＳ
ＱＬ制御部２２２Ｓ）と、前記入力テーブルにデータを格納した際に、前記サービス定義
情報内のデータ処理形態が第一の処理形態（リアル通信）の場合には、前記サーバ・アプ
リケーションからの完了通知を待って前記クライアント・アプリケーション５２に対して
完了通知を行い、前記サービス定義情報内のデータ処理形態が第二の処理形態（ディレイ
ド通信）の場合には、前記サーバ・アプリケーション６２からの完了通知を待つことなく
前記クライアント・アプリケーション５２に対して完了通知を行うメッセージ応答制御部
（図２のメッセージ応答制御部２２８）とを有する。

請求項２記載の発明は、請求項１記載の通信制御装置において、前記入力テーブルにデ
ータが格納された際に前記サーバ・アプリケーションの状態を確認し、前記サーバ・アプ
リケーションが処理待状態である場合のみ、前記サーバ・アプリケーションに対して起動
要求を行うサーバ・アプリケーション起動要求手段（図２のアプリ起動要求制御部２２９
）を、更に備える。

請求項３記載の発明は、請求項２記載の通信制御装置において、前記公開サービス情報
記憶手段は、公開情報として更に、前記テーブル定義情報で定義されるテーブルの各項目
の第一の属性情報を記憶する。そして、前記入力テーブルに入力されるデータを前記第一
の属性情報に従って変換して格納する第一の変換手段（コード変換／属性変換部２２３Ｃ
）を、更に有する。

請求項４記載の発明は、請求項３記載の通信制御装置において、前記公開サービス情報
記憶手段は、公開情報として更に、前記テーブル定義情報内で定義されるテーブルの各項
目の第二の属性情報を記憶する。そして、前記入力テーブルから取り出されるデータを前
記第二の属性情報に従って変換する第二の変換手段（コード変換／属性変換部２２３Ｓ）
を、更に有する。

請求項１記載の発明によれば、公開サービス情報を参照することにより、クライアント
・アプリケーション５２とサーバ・アプリケーション６２の開発・変更作業を、互いに独



【００４３】

【００４４】
　

【００４５】
　

【００４６】
　

【００４７】
　

【００４８】
【実施例】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施例を説明する。
　 は、本発明の一実施例のシステム構成図である。
【００４９】
　同図において、クライアント・マシン１００とデータベース・サーバ２００とは、ＬＡ
Ｎ（ローカル・エリア・ネットワーク）またはＷＡＮ（ワイド・エリア・ネットワーク）
を介して接続されている。また、データベース・サーバ２００にはコンソール３００が接
続されている。このシステムは、Ｃ／Ｓアプリ型のデータベースシステムであり、クライ
アント・マシン１００側にクライアント・アプリケーション１１０が、データベース・サ
ーバ２００側にサーバ・アプリケーション２１０が実装されている。そして、このクライ
アント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリケーション２１０とが一体となって業
務処理を実行する。
【００５０】
　データベース・サーバ２００内には、通信ＤＢ制御機構 ２２０が設け
られている。この通信ＤＢ制御機構２２０は、クライアント・アプリケーション１１０と
サーバ・アプリケーション２１０との間に介在し、これら両者にＡＰＩ（アプリケーショ
ン・プログラミング・インタフェース）を提供している。通信ＤＢ制御機構２２０は、利
用者（クライアント）に対して各種公開サービスを提供する通信ＤＢ（通信データベース
）２２１を内蔵しており、クライアント・アプリケーション１１０並びにサーバ・アプリ
ケーション２１０は該公開サービスに従って作成される。
【００５１】
　データベース・サーバ２００は、データベースシステム２４０を備えており、該データ
ベースシステム２４０はＤＢＭＳ（データベース管理システム）２４２とデータベース（
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立して進めることができる。また、クライアント・アプリケーション５２は公開サービス
情報で提供される仕様に沿っていればよいので、データベースサーバ（図２のデータベー
スサーバ２００）上のデータベース（図２のデータベース６３）の構造を変更する際、ク
ライアント・アプリケーション５２の修正が不要となる。管理者も、クライアント・アプ
リケーション５２の内容を意識することなく、データベースを変更できる。

　また、さらに、クライアント・アプリケーション５２に公開する入力テーブルと、デー
タベースサーバ（図２のデータベースサーバ２００）の管理するデータベースのテーブル
を、別々に設計できる。

また、さらに、クライアント・  アプリケーション５２とサーバ・アプリケーション６
２にリアル通信、ディレイド通信などのデータ処理形態を実現する機構を組み込まなくて
も、それらのデータ処理形態を実現できる。

請求項２記載の発明によれば、管理者側で、クライアント／サーバ・データベースシス
テムなどにおいて大量データアクセスの禁止や、データベース・アクセス中のクライアン
トの離席等の防止、データベースのメンテナンス時間の確保、データベース・サーバ過負
荷時の入力抑止、さらには各業務処理（サービス）毎の優先度制御が可能になる。

請求項３記載の発明によれば、クライアント・アプリケーション５２は、内部でデータ
の属性変換処理を行わなくとも、自身のデータ処理に適した属性（形式）でデータの各項
目を取り扱うことができる。

請求項４記載の発明によれば、クライアント・アプリケーション５２とサーバ・アプリ
ケーション６２は、内部でデータの属性変換処理を行わなくとも、それぞれのデータ処理
に適した属性（形式）でデータの各項目を取り扱うことができる。

図２

（通信制御装置）



ＤＢ）２４４とから成っている。
【００５２】
　サーバ・アプリケーション２１０は、このデータベースシステム２４０に対して、アク
セスして、当該サービスに対応する処理（データベースの更新・参照、検索データの加工
など）を行う。
【００５３】
　通信手順制御部２０１は、例えばＴＣＰ／ＩＰプロトコルなどの通信プロトコルにより
クライアント・アプリケーション１１０とネットワークを介してメッセージ（データ）の
送受信を行う。このとき、クライアント・アプリケーション１１０からＳＱＬ文（ＩＮＳ
ＥＲＴ）を受信すると、該クライアント・アプリケーション１１０を実行した利用者が、
データベースサーバ２００を利用可能かをチェックする利用者認証処理を行う。
【００５４】
　この利用者認証処理は、実際には、通信手順制御部２０１の依頼を受けて、利用者認証
部２０２が実行する。
　利用者は、通信ＤＢ２２１にアクセスする際、まず、データベースサーバ２００にログ
インする必要がある。この際、クライアント・マシン１００からデータベースサーバ２０
０に対して利用者識別子とパスワードが送られ、これらは通信手順制御部２０１に受信さ
れる。
【００５５】
　利用者認証部２０２は、該利用者識別子とパスワードを通信手順制御部２０１から受け
取り、これらを基に上記利用者がデータベースサーバ２００のサービスを受ける権利を有
しているか否かの利用者認証及び、通信ＤＢ２２１へのアクセス権を有しているか否かを
チェックする。このとき、後述する通信ＤＢ２２１内に登録されている該通信ＤＢ２２１
のセキュリティ情報を参照する。そして、そのチェック結果を通信手順制御部２０１に返
す。
【００５６】
　また、上記のように、クライアント・アプリケーション１１０がＳＱＬ文の実行を依頼
してきた際にも、上記利用者認証のチェック処理を行う。
　通信手順制御部２０１は、上記ＳＱＬ文の実行依頼者がアクセス権限を有していると判
断すると該ＳＱＬ文並びに上記実行依頼者の利用者識別子を通信ＤＢ制御機構２２０のＳ
ＱＬ解析制御部２２２Ｃに送信する。
【００５７】
　次に、通信ＤＢ制御機構２２０内の各ブロックを説明する。
　通信ＤＢ（通信データベース）２２１は、一過性のデータを取り扱う特殊なデータベー
スであり、クライアント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリケーション２１０間
で授受されるデータを仲介する。そして、クライアント・アプリケーション１１０とサー
バ・アプリケーション２１０に対するＡＰＩとして“ＩＮＳＥＲＴ”と“ＳＥＬＥＣＴ”
という２つのデータ操作言語（ＤＭＬ）を提供している。
【００５８】
　通信ＤＢ２２１の内部構成を に示す。
　同図に示されているように、通信ＤＢ２２１内には、複数の公開サービス情報３００が
登録される。この公開サービス情報３００は、利用者に対して公開されるサービス単位に
登録され、サービス定義情報３０１とこれに包含されるテーブル定義情報３０３とから成
る。サービス定義情報３０１は、利用者に対して公開されるサービスのデータの処理形態
や、該サービスを実行するサーバ・アプリケーション２１０とのリンク情報が定義される
ものであり、以下の［１］～［４］の項目から成る。
【００５９】
　［１］　サービス名
　［２］　データ処理形態
　［３］　クライアント・アプリケーション１１０により入力されたデータ（メッセ　ー
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図３



ジ）を通知すべきサーバ・アプリケーション２１０の名称
　［４］　このサービスが公開されている利用者のユーザＩＤ／グループＩＤ
　また、サービス定義情報３０１は、上記データ処理形態に応じて入力テーブル定義情報
３０３Ｉのみまたは入力テーブル定義情報３０３Ｉと応答テーブル定義情報３０３Ｒの２
個のテーブル定義を保有する。
【００６０】
　ここで、上記［２］のデータ処理形態の種類を に示す。
　各データ処理形態での通信方法には、リアル通信とディレイド通信がある。尚、同図に
おいて、入力テーブル３５１は、クライアント・アプリケーション１１０が“ＩＮＳＥＲ
Ｔ”文によりサーバ・アプリケーション２１０に対して通知するデータのキュー（リクエ
スト・キュー）として機能する。一方、応答テーブル３５２はサーバ・アプリケーション
２１０が“ＩＮＳＥＲＴ”文によりクライアント・アプリケーション１１０に対して通知
するデータのキュー（レスポンス・キュー）として機能する。
【００６１】
　まず、同図（Ａ）は応答型（リアル通信）のデータ処理を説明する図である。このデー
タ処理においては、１つのサービス定義内に、入力テーブル３５１と応答テーブル３５２
の２つのテーブルが生成される。
【００６２】
　この応答型（リアル通信）のデータ処理では、クライアント・アプリケーション１１０
は依頼データを組み立て、該データを“ＩＮＳＥＲＴ”文によりデータベース・サーバ２
００に依頼する（［１］）。このデータは、入力テーブル３５１にキューイングされ、サ
ーバ・アプリケーション２１０が“ＳＥＬＥＣＴ”文を発行することによって、該サーバ
・アプリケーション２１０により読み出される（［２］）。サーバ・アプリケーション２
１０は、該読み出したデータを基にデータベースシステム２４０をアクセスしてチェック
並びに当該処理を行い、その処理結果を“ＩＮＳＥＲＴ”文により応答テーブル３５２に
キューイングする（［３］）。そして、ＲＥＴＵＲＮ命令を発行することにより、クライ
アント・アプリケーション１１０に処理の終了が通知される（［４］）。クライアント・
アプリケーション１１０は、該通知を受けた後に、“ＳＥＬＥＣＴ”文を発行して応答テ
ーブル３５２にキューイングされている上記処理結果を受け取る（［５］）。尚、サーバ
・アプリケーション２１０は、上記データのチェック時に誤りを検出した場合にも、その
旨をクライアント・アプリケーション１１０に通知する。このように、応答型（リアル通
信）データ処理は、クライアント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリケーション
１２０が、一問一答の会話形式により業務処理を実行するものである。
【００６３】
　次に、同図（Ｂ）は、集信型（リアル通信）データ処理を説明する図である。この処理
においては、サービス定義３０１内には入力テーブル３５１のみが登録される。この処理
は、クライアント・アプリケーション１１０がサーバ・アプリケーション２１０に一方的
にデータを集信するものである。すなわち、クライアント・アプリケーション１１０は、
“ＩＮＳＥＲＴ”文により入力テーブル３５１にサーバ・アプリケーション２１０宛の通
知データをキューイングする（［１］）。サーバ・アプリケーション２１０は、“ＳＥＬ
ＥＣＴ”文を発行して該通知データを受け取る（［２］）。これに対して上記と同様にデ
ータベースシステム２４０をアクセスしてチェック並びに当該処理を行い、該処理終了後
のＲＥＴＵＲＮ命令により、クライアント・アプリケーション１１０にその処理結果の完
了（正常または異常）が通知される（［３］）。クライアント・アプリケーション１１０
は、該処理完了後に、上記と同様にして次のデータをサーバ・アプリケーション２１０に
通知する。これにより、データベース・サーバ２００側に処理待ちデータが滞留すること
がなくなり、別の業務へ悪影響を与えることもない。
【００６４】
　続いて、同図（Ｃ）は集信型（ディレイド通信）を説明する図である。この処理が上述
した集信型（リアル通信）と異なる点は、クライアント・アプリケーション１１０が“Ｉ
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ＮＳＥＲＴ”文により通信ＤＢ制御機構２００にデータ（メッセージ）を送信すると（［
１］）、通信ＤＢ制御機構が該データ（メッセージ）を入力テーブル３５１にキューイン
グし、該データの保証がなされた時点で、クライアント・アプリケーション１１０に該“
ＩＮＳＥＲＴ”文による処理の依頼の完了を通知する点である（［２］）。尚、この場合
、上記クライアント・アプリケーション１１０の通知データは、後述するメッセージ保証
制御部２２８内の不揮発性記憶媒体上に作成された通信データ保証ファイルにスタックさ
れる。これにより、データベース・サーバ２００側での処理待ちデータの滞留が解決され
る。
【００６５】
　サーバ・アプリケーション２１０は、動作可能な状態になったときに、“ＳＥＬＥＣＴ
”文を発行して入力テーブル３５１から上記通知データを受け取り（［６］）、該データ
に対するチェック並びに当該処理終了後、ＲＥＴＵＲＮ命令を実行し、通信ＤＢ制御機構
２２０に処理完了を通知する（［７］）。
【００６６】
　上述したように、集信型（リアル通信）では、サーバ・アプリケーション２１０が動作
しないと、クライアント・アプリケーション１１０は次のデータ処理に移行できない。こ
れに対し、集信型（ディレイド通信）では、サーバ・アプリケーション２１０の動作に関
係なく、直ちに次の処理に移行できる。したがって、集信型（リアル通信）と集信型（デ
ィレイド通信）は、集信するデータの即時性の有無によって使い分ける。すなわち、集信
したデータを即時に他の目的で利用する場合にはリアル通信を利用し、発送指示のような
ある範囲（時間等）までに処理する場合にはディレイド通信を利用する。
【００６７】
　さらに、同図（Ｄ）は、配信型（ディレイド通信）のデータ処理を説明する図である。
この処理においては、サーバ・アプリケーション２１０が“ＩＮＳＥＲＴ”文によりクラ
イアント・アプリケーション１１０に通知するデータを入力テーブル３５３にキューイン
グする（［１］）。通信ＤＢ制御機構２２０は、該通知データをメッセージ保証部２２８
内の通信データ保証ファイルにスタックすると、完了通知をサーバ・アプリケーション２
１０に返す（［２］）。クライアント・アプリケーション１１０は、この入力テーブル３
５３にキューイングされているデータを、必要となった時点で“ＳＥＬＥＣＴ”文を発行
することにより受け取る（［６］）。
【００６８】
　このように、このデータ処理は、サーバ・アプリケーション２１０側で処理したデータ
を、クライアント・アプリケーション１１０が必要となった時点で受け取るものである。
これは、例えば、別業務のデータをデータベース・サーバ２００側で一括処理し、その処
理結果をクライアント・マシン１００側に通知する場合に使用される。
【００６９】
　テーブル定義情報３０３Ｉ，３０３Ｒは自己が従属するサービス定義情報３０１で定義
されたデータ処理形態に従って処理されるデータ（レコード）の形式を定義するものであ
る。
【００７０】
　ここで、 に示す上述した入力テーブル３５１，３５３または応答テーブル３５２に
キューイングされるレコードの形式を定義しているテーブル定義情報３０３Ｉ，３０３Ｒ
の内容について説明する。両テーブル定義情報は、同一の内容であり以下の［１］～［３
］の項目から成る。
【００７１】
　［１］　テーブル名
　［２］　レコードの全てのデータ項目名
　［３］　各データ項目の属性（データの形式： CHARACTER, NUMERIC, INTEGER,・・・ )
　［４］　各データ項目のデータ長
　上記公開サービス定義情報３００は、利用者が業務処理を構築するためのＡＰＩとして
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、すなわちクライアント・アプリケーション１１０を作成するための情報として、利用者
に公開される。すなわち、公開サービス情報３００は、利用者が業務処理を構築するため
に、データベース・サーバ２００側が利用者に提供可能な公開サービスである。
【００７２】
　該公開サービスとしては、各種の予約サービス、照会サービス、受注サービス、通知サ
ービス等がある。
　また、公開サービス情報３００の内容に従って、サーバ・アプリケーション２１０が開
発されることになる。すなわち、通信ＤＢ２２１へ公開サービス情報３００を登録するこ
とによって、システム導入時のシステム設計及びシステム稼働後の業務処理の追加／変更
が可能となる。換言するならば、最初のシステム設計またはシステム稼働後の業務処理の
追加／変更の際には、まず導入しようとする業務処理の内容を規定する公開サービス情報
３００を通信ＤＢ２２１に登録する必要がある。そして、これにより、業務処理の開発ま
たは追加／変更時に、クライアント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリケーショ
ン２１０の開発作業を、互いに独立に進めていくことが可能になる。
【００７３】
　再び、 に戻って、通信ＤＢ制御機構２２０の他のブロックについて説明する。
　ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃは、前記通信制御部２０１を介して入力するクライアント・
アプリケーション１１０から発行されたＳＱＬの解析／チェックを行う。すなわち、その
ＳＱＬ文を解析し、該ＳＱＬ文がアクセスしようとする通信ＤＢ２２１の利用資源（テー
ブル）に対する利用者のアクセス権をチェックする。そして、正当なアクセス権限を有し
ていれば、該ＳＱＬ文による通信ＤＢ２２１の入力テーブルへの登録データをコード変換
／属性変換部２２３Ｃへ出力する。尚、上記利用者のテーブルに対するアクセス権限のチ
ェックは、資源利用認証部２２４によって行われる。
【００７４】
　資源利用認証部２２４は、ＳＱＬ文解析制御部２２２Ｃを介して、上記ＳＱＬ文を送信
してきたクライアント・アプリケーション１１０の実行者の利用者識別子と上記ＳＱＬ文
がアクセスしようとする通信ＤＢ２２１のテーブルについての情報を受け取り、後述する
通信ＤＢ２２１内に登録されたテーブルのセキュリティ情報を基に、上記テーブルに対す
るアクセス権の有無をチェックする。そして、そのチェック結果をＳＱＬ解析制御部２２
２Ｃに返す。
【００７５】
　コード変換／属性変換部２２３Ｃは、ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃから受け取るデータに
対して、通信ＤＢ２２１内の当該サービス定義情報３０１のテーブル定義情報３０３を参
照して、コード並びに属性変換を行う。そして、変換後のデータをメッセージキュー制御
部２２５に送る。
【００７６】
　コード変換は、異機種間のコード系の変換であり、例えば、シフトＪＩＳ←→ＥＵＣ，
ＥＢＣＤＩＣ←→ＥＵＣ等の変換が行われる。
　一方、属性変換は、受信データの属性を通信ＤＢ２２１の当該入力テーブルの属性に変
換するものであり、例えば、ＤＥＣＩＭＡＬ→ＩＮＴＥＧＥＲ等の変換が行われる。
【００７７】
　メッセージキュー制御部２２５は、クライアント・アプリケーション１１０及びサーバ
・アプリケーション２１０から発行される通知データの処理の待ち合わせ制御（キュー制
御）を行うものである。この待ち合わせ制御に際しては、前述した に示す入力テーブ
ル３５１，３５３及び応答テーブル３５２を用いる。これらのテーブル３５１～３５３は
、メッセージキュー制御部２２５自身によって、メモリ上に作成される。
【００７８】
　 は、メッセージ制御部２２５が上記テーブル３５１～３５３を作成する方法を説明
する図である。同図は、例えば、集信型のデータ処理が行われる公開サービス用の入力テ
ーブル３５１の構成及びその作成方法を示している。
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【００７９】
　メッセージキュー制御部２２５は、通信ＤＢ２２１に登録されている該入力テーブル３
５１の形式を定義している入力テーブル定義情報３０３Ｉを、当該公開サービス情報３０
０から読み出し、メモリ４００上に、キュー先頭ポインタ４１１、キュー最終ポインタ４
１２、及び上記読み出した入力定義情報３０３Ｉと同一内容のテーブル情報４１３とから
成るキューノード４１０を作成する。そして、このキューノード４１０によって通信バッ
ファ２２６内に作成される連結リスト構造のキューを管理する。
【００８０】
　該キューは、チェイン部５０１とデータ部５０２とから成るセル５００が、チェイン部
５０１に設定されるポインタによって連結されていく構成の連結リストとなっており、デ
ータ部５０２にクライアント・アプリケーション１１０からサーバ・アプリケーション２
１０宛の通知データが格納される。メッセージキュー制御部２２５は、キューノード４１
０のキュー先頭ポインタ４１１、キュー最終ポインタ４１２、及びセル５００のチェイン
部５０１を操作することによって、入力テーブル３５１に入力されるまたは入力テーブル
３５１から取り出される通知データのキューイング制御を行う。
【００８１】
　 は通信バッファ２２６にキューイングされるデータの形式を示し、各データ部５０
２にはデータ項目の長さとデータ項目の内容とからなる。
　尚、 においては、入力テーブル３５１の構成のみを示したが、応答テーブル３５２
及び入力テーブル３５３も同様な構成で、メッセージキュー制御部２２５によって生成さ
れる。
【００８２】
　また、 のメッセージ保証制御部２２８は、ディレイド通信によるデータ処理、すな
わち集信型（ディレイド通信）、配信型（ディレイド通信）において、それぞれサーバ・
アプリケーション２１０またはクライアント・アプリケーション１１０に確実に通知デー
タが渡るまでの間に、該通知データが電源断などのデータベースサーバ２００の各種異常
状態から消失してしまうことを防止するために設けられたものであり、上記通知データを
内蔵の不揮発性記憶媒体上に作成された不図示の通信データ保証ファイル内に格納して管
理する。
【００８３】
　アプリ起動要求制御部２２９は、入力テーブル３５１に通知データがキューイングされ
ていれば、該当するサーバ・アプリケーション２１０の起動を、アプリ実行制御部２４１
に要求する。
【００８４】
　アプリ実行制御部２４１は、該要求を受けて、上記サーバ・アプリケーション２１０を
起動させる。
　サーバ・アプリケーション２１０は、起動されると、まず、ＳＱＬ文（ＳＥＬＥＣＴ文
）を、通信ＤＢ制御機構部２２０内のＳＱＬ解析制御部２２２Ｓに発行する。
【００８５】
　ＳＱＬ解析制御部２２２Ｓは、メッセージキュー制御部２２５に依頼して該ＳＱＬ文で
依頼された入力テーブル３５１のキューから通知データを取り出し、該通知データをコー
ド変換／属性変換部２２３Ｓに送る。
【００８６】
　コード変換／属性変換部２２３Ｓは、上記通知データの属性をサーバ・アプリケーショ
ン２１０から依頼された属性に変換し、該変換後の通知データをＳＱＬ解析制御部２２２
Ｓに送る。
【００８７】
　ＳＱＬ解析制御部２２２Ｓは、上記受け取った通知データをサーバ・アプリケーション
２１０に送り、ＳＱＬ文の完了を通知する。
　ＳＱＬ解析制御部２２２Ｓは、応答型（リアル通信）のデータ処理を行うサーバ・アプ
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リケーション２１０からは、そのデータ処理結果すなわちクライアント・アプリケーショ
ン１１０宛の通知データをＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）により、該サーバ・アプリケーショ
ン２１０から受け取る。ＳＱＬ解析制御部２２２Ｓは、該通知データをコード変換／属性
変換部２２３Ｓに送り、属性変換を依頼する。
【００８８】
　コード変換／属性変換部２２３Ｓは、通信ＤＢ２２１内の上記ＳＱＬ文で指定された応
答テーブル３５２の項目属性情報に従って、上記通知データの属性変換を行う。そして、
この変換後の通知データをＳＱＬ解析制御部２２２Ｓに返す。
【００８９】
　ＳＱＬ解析制御部２２２Ｓは、その受け取った通知データをメッセージキュー
制御部２２５に対して応答テーブル３５２にキューイングするよう要求する。
　メッセージキュー制御部２２５は、これを受けて上記通知データを上記応答テーブル３
５２にキューイングし、キューイングが終了するとＳＱＬ解析制御部２２２Ｓを介して、
サーバ・アプリケーション２１０にＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）の完了を通知する。
【００９０】
　サーバ・アプリケーション２１０は、リアル通信の場合には処理が完了するとＲＥＴＵ
ＲＮ命令の実行によりメッセージ応答制御部２３０に対して、クライアント・アプリケー
ション１１０に対して処理結果を通知してくれるように依頼する。
【００９１】
　メッセージ応答制御部２３０は、該依頼に応じて、通信手順制御部２０１を介して、ク
ライアント・アプリケーション１１０がデータベースサーバ２００に対して依頼したＳＱ
Ｌ文の実行完了を、該クライアント・アプリケーション１１０に する。
【００９２】
　さらに、通信ＤＢサービス定義部２３１は、通信ＤＢ２２１に公開サービス情報３００
を登録、更新または削除したりするもので、コンソール３００から例えばＤＤＬ（データ
定義言語： Data Definition Language）系のＳＱＬ文を受け取ることにより、該ＳＱＬの
指示に従って、新たな公開サービス情報３００の登録や、既存の公開サービス情報３００
の更新や削除を実行する。これには、サービス定義情報３０１、入力テーブル定義情報３
０３Ｉ、及び応答テーブル定義情報３０３Ｒをそれぞれ個々に登録、更新、削除すること
が可能である。
【００９３】
　上記のような作業を行える利用者は、通信ＤＢ２２１の創成時に通信ＤＢ２２１内に登
録される。そして、該利用者はコンソール３００からＧＵＩ（グラフィカル・ユーザ・イ
ンタフェース）の画面を介して、会話形式により上記作業を行えるようになっている。ま
た、利用者作成のプログラムを、コンソール３００上で実行することによっても可能であ
る。また、このコンソール３００を介して、通信ＤＢ２２１を創成することも可能となっ
ている。
【００９４】
　 は、データ処理形態が応答型の場合に、通信ＤＢ制御機構２２０に対する命令と、
通信ＤＢ制御機構２２０を介したデータの流れを図示するとともに、さらに他のクライア
ント・アプリケーションとの通信データがキューとして入力テーブル３５１、応答テーブ
ル３５２に接続されることを図示したものである。
【００９５】
　次に、クライアント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリケーション２１０と連
携により行われる、 に示す４種類のデータ処理形態の処理の流れを の実施例にそ
って説明する。
（Ａ）応答型（リアル通信）のデータ処理
《クライアント・アプリケーション１１０→通信ＤＢ制御機構２２０》
(1)クライアント・アプリケーション１１０がＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）を実行すると、
通信手順制御部２０１が該ＳＱＬ文を受け取り、利用者認証部２０２を介し利用者認証を
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行う。そして、通信ＤＢ２２１に対するアクセス権を認めると、そのＳＱＬ文をＳＱＬ解
析制御部２２２Ｃに渡す。
【００９６】
(2)ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃは、ＳＱＬ文を解析し、該ＳＱＬ文により指定されたテー
ブルに対するアクセス権を、資源利用認証部２２４を介しチェックする。そして、アクセ
ス権が認められれば、指定データの属性変換をコード変換／属性変換部２２３Ｃに依頼す
る。
【００９７】
(3)コード変換／属性変換部２２３Ｃは、通信ＤＢ２２１に登録されている当該入力テー
ブル定義情報３０３Ｉに従い、上記指定データのコード変換／属性変換を行う。
【００９８】
(4)メッセージキュー制御部２２５は、変換後のデータを入力テーブル３５１にキューイ
ングする。
《サーバ・アプリケーション２１０の起動》
(5)アプリ起動要求制御部２２９は、上記入力テーブル３５１に対応するサーバ・アプリ
ケーション２１０の起動を、アプリ実行制御部２４１に要求する。
【００９９】
(6)アプリ実行制御部２４１は、サーバ・アプリケーション２１０が受信可能状態であれ
ば、これを起動する。
《通信ＤＢ制御機構２２０→サーバ・アプリケーション２１０》
(7)サーバ・アプリケーション２１０は入力テーブル３５１からクライアント・アプリケ
ーション１１０からの通知データを受信する為にＳＱＬ文（ＳＥＬＥＣＴ）を、ＳＱＬ解
析制御部２２２Ｓに発行する。
【０１００】
(8)ＳＱＬ解析制御部２２２Ｓは、該ＳＱＬ文を解析し、メッセージキュー制御部２２５
を介してＳＱＬ文で指定された入力テーブル３５１から上記通知データを取り出す。
(9) コード変換／属性変換部２２３Ｓは、ＳＱＬ解析制御部２２２Ｓからの依頼を受けて
、上記通知データをサーバ・アプリケーション２１０が取り扱うデータ属性に変換する。
(10)ＳＱＬ解析制御２２２Ｓは、サーバ・アプリケーション２１０に、変換後の通知デー
タを送ると共にＳＱＬ文の完了を通知する。
《サーバ・アプリケーション２１０→通信ＤＢ制御機構２２０》
(11)サーバ・アプリケーション２１０は、上記通知データを基に、データベースシステム
２４０をアクセスし、当該データ処理を行う。
(12)サーバ・アプリケーション２１０は、該データ処理の結果をＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ
） ＳＱＬ解析制御部２２２Ｓに出力する。
(13)コード変換／属性変換部２２３は、ＳＱＬ解析制御部２２２Ｓからの依頼を受けて、
上記処理結果（クライアント・アプリケーション１１０宛の通知データ）を通信ＤＢ２２
１に登録されている応答データ３５２のテーブル属性に従って属性変換する。
(14)メッセージキュー制御部２２５は、上記通知データを応答テーブル３５２にキューイ
ングする。そして、このキューイングの完了をＳＱＬ解析制御部２２２Ｓに通知する。
(15)ＳＱＬ解析制御２２２Ｓは、サーバ・アプリケーション２１０にＳＱＬ文の処理完了
を通知する。
《サーバ・アプリケーション２１０の完了》
(16)サーバ・アプリケーション２１０は、処理が完了すると、メッセージ応答制御部２３
０にクライアント・アプリケーション１１０へのＳＱＬ文の実行完了通知を依頼する。
(17)メッセージ応答制御部２３０は、通信手順制御部２０１を介して、クライアント・ア
プリケーション１１０にＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）の実行完了を通知する。
《クライアント・アプリケーション１１０→通信ＤＢ制御機構２２０》
(18)クライアント・アプリケーション１１０は、サーバ・アプリケーション２１０からの
応答データ（上記通知データ）を受信する為にＳＱＬ文（ＳＥＬＥＣＴ）をデータベース
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・サーバ２００に発行する。
(19)通信手順制御部２０１は、このＳＱＬ文を受信すると、利用者認証部２０２を介して
通信ＤＢ２２１に対するアクセス権の利用者認証を行い、該アクセス権を認めると、ＳＱ
Ｌ解析部２２２Ｃに上記ＳＱＬ文（ＳＥＬＥＣＴ）を送る。
(20)ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃは、このＳＱＬ文を解析し、資源利用認証部２２４を介し
て指定応答テーブル３５２に対するアクセス権をチェックし、アクセス権が認められれば
、メッセージキュー制御部２２５を介し、上記ＳＱＬ文で依頼された応答テーブル３５２
から応答データを取り出す。
(21)コード変換／属性変換部２２３Ｃは、ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃの依頼を受けて、上
記応答データをクライアント・アプリケーション１１０が取り扱うデータ属性に変換する
。
(22)ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃは、変換後の応答データと共に通信手順制御部２０１を介
して、ＳＱＬ文の完了をクライアント・アプリケーション１１０に通知する。
（Ｂ）集信型（リアル通信）のデータ処理
　この処理は、基本的には、上述した応答型（リアル通信）のデータ処理からサーバ・ア
プリケーション２１０のＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）の発行に対する処理を除いたものとな
る。したがって、処理手順は、以下のようになる。
《クライアント・アプリケーション１１０→通信ＤＢ制御機構２２０》
　上述した (1) ～ (4) の処理
《サーバ・アプリケーション２１０の起動》
　上述した (5) ～ (6) の処理》
《通信ＤＢ制御機構２２０→サーバ・アプリケーション２１０》
　上述した (7) ～ (10)の処理
《サーバ・アプリケーション２１０の完了》
　上述した (16)～ (17)の処理
（Ｃ）集信型（ディレイド通信）のデータ処理
　この処理は、基本的には上述した集信型（リアル通信）のデータ処理と同様であるが、
一部の処理が異なっている。
《クライアント・アプリケーション１１０→通信ＤＢ制御機構２２０》
　上記 (1) ～ (4) の後に、次に述べる (4) ′の処理が行われる。
(4) ′メッセージ・キュー制御部２２５は、メッセージ保証制御部２２８に依頼して、入
力テーブル３５１にキューイングしたサーバ・アプリケーション２１０宛の通知データを
、通信データ保証ファイルに格納・保持してもらう。そして、メッセージ・キュー制御部
２２５は、メッセージ保証制御部２２８から処理完了の通知を受けると、メッセージ応答
制御部２３０にクライアント・アプリケーション１１０宛のＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）の
実行完了通知を依頼する。メッセージ応答制御部２３０は、これを受けて、通信手順制御
部２０１を介してクライアント・アプリケーション１１０に上記ＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ
）の実行完了を通知する。
《サーバ・アプリケーション２１０の起動》
　上述した (5) ～ (6) の処理
《通信ＤＢ制御機構２２０→サーバ・アプリケーション２１０》
　上述した (7) ～ (10)の処理
　尚、 (8) の処理の際、メッセージ保証制御部２２８は、メッセージ・キュー制御部２２
５からの通知を受けて、通信データ保証ファイル内に保持されていた上記通知データを取
り出す。この際、通信データ保証フィルタ内に保証されていた上記通知データを消去する
。
《サーバ・アプリケーション２１０の完了》
(16)′サーバ・アプリケーション２１０は、処理が完了すると、通知ＤＢ制御機構２２０
にその旨を通知する。
（Ｄ）配信型（ディレイド通信）のデータ処理
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　この処理は、上記（Ｃ）集信型（ディレイド通信）とは、通知データの流れが逆になる
。すなわち、
［１］　《サーバ・アプリケーション２１０→通信ＤＢ制御機構２２０》
［２］《通信ＤＢ制御機構２２０→クライアント・アプリケーション１１０》という順に
なる。
【０１０１】
　次に、 は、上述した応答型（リアル通信）のデータ処理の一具体例を示す模式図で
ある。
　同図に示す業務処理は、ある顧客から商品（この例では、２９型のカラーＴＶ）の注文
を受けた際に、発送伝票を作成する処理を示している。この業務処理を連携して行うクラ
イアント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリケーション２１０は、データベース
・サーバ２００側の通信ＤＢ制御機構２２０内の通信ＤＢ２２１に登録されている公開サ
ービス情報３００に従って作成される。
【０１０２】
　同図に示すように、該公開サービス情報３００には、サービス定義情報３０１として、
データ処理形態が“応答型”である旨が登録されている。
　また、入力テーブル定義情報３０３Ｉとしては、
　［１］　データ項目名として、「顧客名」、「商品名」、「数量」、「単価」の４項目
が定義されている。
【０１０３】
　［２］　上記データ項目の属性として、顧客名（ CHARACTER)、商品名（ CHARACTER)、数
量（ DECIMAL)、単価 (DECIMAL) が定義されている。
　［３］　上記データ項目の項目長として、顧客名（ 30桁）、商品名（ 20桁）が定義され
ている。
【０１０４】
　一方、応答テーブル定義情報３０３Ｒとしては、
　［２］　データ項目名として、「消費税」、「合計」、「発送予定日」の３項目が定義
されている。
【０１０５】
　［２］　上記データ項目の属性として、消費税（ DECIMAL)、合計 (DECIMAL) 、発送予定
日 (CHARACTER) が定義されている。
　［３］　上記データ項目の項目長として、消費税（５桁）、合計（７桁）、発送予定日
（８桁）が定義されている。
【０１０６】
　また、上述の公開サービス定義情報３００によって利用者に提供される公開サービスＡ
の利用者（参照可能ユーザまたは更新可能ユーザ）として User－１， User－２が登録され
ている。
【０１０７】
　上述したような、公開サービスＡの公開サービス情報３００に従って作成されるクライ
アント・アプリケーション１１０は、下記の［１］～［４］の部分から成る。
【０１０８】
　［１］　通信ＤＢ制御機構２２０の通信ＤＢ２２１の当該入力テーブル３５１にキュー
イングするデータ（入力データ）を作成する処理。上記入力データは、公開サービスＡの
入力テーブル定義表の内容に従った形式にする。また、上記入力データの作成のために必
要となるデータ（顧客名、商品名、数量、単価）の入力画面を表示部１２０に表示し、該
入力画面から上記入力データを読み込むユーザ・インタフェースに係わる処理を行う。
【０１０９】
　［２］　上記の［１］で作成された入力データを、通信ＤＢ制御機構２２０内の公開サ
ービスＡの入力テーブル３０３Ｉに登録してくれるように、ＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）に
よりデータベース・サーバ２００に依頼する処理。
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【０１１０】
　［３］　公開サービスＡの応答テーブル３０３Ｒに登録されているサーバ・アプリケー
ションの応答結果の取り出しを、ＳＱＬ文（ＳＥＬＥＣＴ）により、データベース・サー
バ２００に求める処理。
【０１１１】
　［４］　上記［３］の処理でデータベース・サーバ２００から受け取った応答結果を加
工して、クライアント・マシン１００の表示部１２０に伝票画面を表示させる処理。
【０１１２】
　上記応答結果のデータ形式は、通信ＤＢ２２１内の公開サービスＡの応答テーブル定義
表３５２に定義されているので、これに従って上記加工処理は作成される。このように、
クライアント・アプリケーション１１０は、データベース・サーバ２００の通信ＤＢ２２
１に登録されている公開サービスＡの公開サービス情報３００を参照することにより作成
される。
【０１１３】
　一方、上記クライアント・アプリケーション１１０からの依頼を、通信ＤＢ制御機構２
２０を介して受け付け、処理するサーバ・アプリケーション２１０も、公開サービスＡの
公開サービス情報３００の内容に従って作成される。
【０１１４】
　該サーバ・アプリケーション２１０は、以下の［１］～［４］の部分から成る。
　［１］　ＳＱＬ文（ＳＥＬＥＣＴ）により、通信ＤＢ制御機構２２０に対して公開サー
ビスＡの入力テーブル３５１にキューイングされている自己宛の通知データ（前記クライ
アント・アプリケーション１１０の入力データ）の転送を要求し、該通知データを通信Ｄ
Ｂ制御機構２２０から受け取る処理。
【０１１５】
　［２］　上記通知データを基に、データベースシステム２４０をアクセスして、該デー
タベースシステム２４０内のデータベース２４４の当該ファイル（この例では、顧客マス
タファイル２４４１、商品マスタファイル２４４２、在庫マスタファイル２４４３、取引
履歴ファイル２４４４）のデータの参照・更新を行う処理。そして、公開サービスＡの応
答テーブル定義表３０３Ｒの定義に行って、通信ＤＢ制御機構２２０の公開サービスＡの
応答テーブル３５２に登録するデータ（応答データ）を作成する処理。この応答データは
、クライアント・アプリケーション１１０がデータベース・サーバ２００に対して依頼し
た要求の応答結果となるものであるが、サーバ・アプリケーション２１０はこれをあえて
意識する必要はなく、あくまでも応答テーブル定義表３０３Ｒの内容に従って、上記応答
データを作成すればよい。
【０１１６】
　［３］　ＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）により、通信ＤＢ制御機構２２０に対して上記応答
データを応答テーブル３５２に登録するように依頼する処理。
　［４］　ＲＥＴＵＲＮ命令により、通信ＤＢ制御機構２２０内のメッセージ応答制御部
２３０に対して、クライアント・アプリケーション１１０のＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）の
実行完了を通知するように依頼する処理。
【０１１７】
　以上のようにして作成されたクライアント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリ
ケーション２１０は、互いに通信ＤＢ制御機構２２０を介して、データの送受信を行う。
そして、この場合、クライアント・アプリケーション１１０は、データベース・サーバ２
００の通信ＤＢ制御機構２２０を２回アクセスするだけである。すなわち、要求依頼時に
公開サービスＡの入力テーブル３５１を１回、該要求に対する応答結果の受信時に公開サ
ービスＡの応答テーブル３５２を１回アクセスするだけである。そして、実際のデータベ
ースすなわちデータベースシステム２４０のデータベース２４４に対する検索・更新など
を行うバックエンド処理は、サーバ・アプリケーション２１０が担当する。このサーバ・
アプリケーション２１０も、通信ＤＢ制御機構２２０に対するアクセスは２回（入力テー
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ブル３５１と応答テーブル３５２をそれぞれ１回）である。
【０１１８】
　上記例は、応答型（リアル通信）のデータ処理の例であるが、次に示す は、前述し
た従来、クライアント・アプリケーション１１０がＲＤＡにより行っていた受注処理を本
実施例の集信型のデータ処理により行う例を示す模式図である。
【０１１９】
　この場合、データベース・サーバ２００の通信ＤＢ制御機構２２０内の通信ＤＢ２２１
にクライアント・アプリケーション１１０からサーバ・アプリケーション２１０に渡すべ
きデータ項目（この場合、「顧客 No. 」、「部品 No. 」、「発注数」、「受注番号」）に
ついて、上述したような形式で集信型の公開サービス情報３００の入力テーブル定義情報
３０３Ｉに定義する。そして、この入力テーブル定義情報３０３Ｉに従って、利用者から
それに定義されているデータ項目のデータを利用者から入力し、その入力データをＳＱＬ
文（ＩＮＳＥＲＴ）により、通信ＤＢ制御機構２２０の当該入力テーブル３０３Ｉに登録
するように依頼する処理を、クライアント・アプリケーション１１０として作成する。
【０１２０】
　一方、ＳＱＬ文（ＳＥＬＥＣＴ）により、上記入力テーブル３０３Ｉからクライアント
・アプリケーション１１０から入力データを受け取ってデータベースシステム２４０の当
該データベース（ＤＢ）２４４、（顧客情報ファイル２４４６、在庫情報ファイル２４４
７、受注情報ファイル２４４８を有する）をアクセスして、顧客チェック、在庫チェック
、在庫更新、受注登録などのバックエンド処理を行うサーバ・アプリケーション２１０を
作成する。
【０１２１】
　これにより、クライアント・アプリケーション１１０は、データベース・サーバ２００
に対し１回アクセスするだけで、すなわち入力テーブル３０３Ｉへ入力データを挿入する
ＳＱＬ文（ＩＮＳＥＲＴ）をデータベース・サーバ２００へ送信するだけで、１回の受注
処理が終了する。これにより、従来に比べ、短時間で処理が終了すると共に、ネットワー
ク上のトラヒック量が削減され、通信コストが低減される。
【０１２２】
　また、特に具体例は示さないが、配信型（ディレイド通信）においても、クライアント
・アプリケーション１１０とサーバ・アプリケーション２１０は、通信ＤＢ２２１の当該
入力テーブル定義情報３０３Ｉの定義内容に従って、それぞれ独立に作成することが可能
である。
【０１２３】
　また、データベースシステム２４０に対するアクセスは、サーバ・アプリケーション２
１０のみが担当するので、該データベースシステム２４０のデータベース２４４の構造が
変更されても、クライアント・アプリケーション１１０の修正は不要となる。
【０１２４】
　 は、クライアント・アプリケーション１１０がデータベース２４４のデータ更新
を行い、このデータ更新をサーバ・アプリケーション２１０がクライアント・アプリケー
ションに通知することを示す。
【０１２５】
　 は、データベース２４４の構造が変更されても、クライアント・アプリケーショ
ン１１０の修正が不要となる例を模式的に示す。これは、従来システムの問題点で取り上
げた に対応するものである。
【０１２６】
　 （Ａ）に示すように、サーバ・アプリケーション２１０が、通信ＤＢ制御機構２
２０内の入力テーブル３５１（通信ＤＢ－ＴＡＢＬＥ１）を介して、クライアント・アプ
リケーション１１０からの依頼データを受け取り、該依頼データをデータベースシステム
２４０のデータベース２４４（ＤＢ１）のＴＡＢＬＥ１（ＤＢ１－ＴＡＢＬＥ１）に挿入
する業務処理が行われていたとする。
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【０１２７】
　この場合、業務追加等によりＤＢ１－ＴＡＢＬＥ１の項目数が増加し、データベースＤ
Ｂ１に対するアクセス性能が低下し、同図（Ｂ）に示すようにデータベースＤＢ１におい
て上記ＤＢ１－ＴＡＢＬＥ１をＤＢ１－ＴＡＢＬＥ１－１とＤＢ１－ＴＡＢＬＥ１－２に
分割するものとする。この場合、サーバ・アプリケーション２１０の修正だけで対処でき
る。すなわち、同図（Ａ）に示すサーバ・アプリケーション２１０の中の“ INSERT DB1-T
ABLE1 ”という 1 つのステートメントを、同図（Ｂ）に示すように、“ INSERT DB1-TABLE
1-1 ”と“ INSERT DB1-TABLE1-2 ”の２つのステートメントに変更するだけでよい。この
変更は、通信ＤＢ制御機構２２０の入力テーブル３５１（通信ＤＢ－ＴＡＢＬＥ１）の構
成に変更を及ぼさない。従って、クライアント・アプリケーション１１０の変更は不要で
ある。したがって、データベースシステム２４０の管理者は、クライアント・アプリケー
ション１１０を意識することなく、データベース２４４の構造を変更することができる。
【０１２８】
　また、利用者（クライアント・アプリケーション１１０の開発者）には、通信ＤＢ２２
１に登録された公開サービス情報３００（サービス定義情報３０１、入力テーブル定義情
報３０３Ｉ、応答テーブル定義情報３０３Ｒ）のみが公開され、データベース・サーバ２
００側のデータベースシステム２４０のデータベース２４４の構造については公開されな
い。したがって、利用者に公開するテーブルの設計・管理とデータベースシステム２４０
のデータベース２４４に登録するテーブルの設計・管理を分離してとられることができる
。これにより、データベースのテーブル設計において、利用者に公開する通信ＤＢ２２１
のテーブルとデータベースシステム２４０のデータベース２４４とを、独立して別々に設
計することができる。通信ＤＢ２２１のテーブル設計者（データ公開者）は、利用者の使
い易さを考慮してテーブルを設計・管理すればよく、データベースシステム２４０のデー
タベース２４４のテーブル設計者（データベース管理者）は、該データベース２４４のア
クセス性能等や共用管理を考慮してテーブルを設計・管理すればよい。
【０１２９】
　 は、通信ＤＢ２２１に登録されるセキュリティ情報の内容を説明する模式図であ
る。
　同図において、利用権を与えられた利用者を“利用可能ユーザ”、更新権を与えられた
ユーザを“更新可能ユーザ”として示している。
【０１３０】
　該セキュリティ情報としては、通信ＤＢ２２１に対するアクセス権に係るセキュリティ
情報１２１０と公開サービス情報３００（同図に示すサービスＡ，Ｂ，Ｃ）に対するアク
セス権に係わるセキュリティ情報１２２０がある。
【０１３１】
　通信ＤＢ２２１のセキュリティ情報１２１０は、利用権と更新権の２つの項目がある。
利用権が与えられた利用者（ユーザ）は、通信ＤＢ２２１へのアクセスは可能であるが通
信ＤＢ２２１の更新はできない。更新権が与えられた利用者は、通信ＤＢ２２１の更新も
可能である。
【０１３２】
　通信ＤＢ２２１に対する接続要求が行われたときには、該アクセス者が上記利用権また
は更新権のいずれかを有しているかのチェックが行われ、いずれも有していない場合には
、通信ＤＢ２２１に対するアクセスは禁止される。
【０１３３】
　また、公開サービス情報３００（公開サービス）のセキュリティ情報には、参照権と更
新権がある。参照権が与えられた利用者は、当該公開サービス情報３００に対応するテー
ブル３５１～３５３へのアクセスのみが可能であり、公開サービス情報３００の内容の更
新（サービス定義情報３０１及びテーブル定義情報３０２，３０３）の更新はできない。
一方、更新権が与えられた利用者は上記アクセスのみならず、公開サービス情報３００の
更新並びに削除が可能である。同図において、参照権が与えられた利用者を“参照可能ユ
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ーザ”、更新権が与えられたユーザを“更新可能ユーザ”として示している。
【０１３４】
　尚、通信ＤＢ２２１に対する更新権を与えられた利用者は、公開サービス情報３００の
更新・削除も可能である。
　次に、上記構成の実施例の動作を説明する。
【０１３５】
　まず、通信ＤＢ２２１にクライアント・アプリケーション１１０に公開するサービス定
義情報３０１を登録する際の動作を説明する。この登録は、上述した公開サービス情報３
００の更新権が与えられた利用者のみが可能である。
【０１３６】
　ア）該利用者は、コンソール３００のＧＵＩ画面上で通信ＤＢ２２１のテーブルを設計
し、データベース・サーバ２００に対し、該テーブルの定義情報をＳＱＬ文により登録依
頼する。
【０１３７】
　通信手順制御部２０１は、この要求を受け取ると、利用者認証部２０２を介し利用者認
証を行い、通信ＤＢ２２１に対するアクセス権を認めるとＳＱＬ解析制御部２２２Ｃに上
記ＳＱＬ文を渡す。
【０１３８】
　イ）ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃは、このＳＱＬ文を解析し、資源利用認証部２２４を介
し通信ＤＢ２２１に対する登録権をチェックする。
　ウ）該チェックにより、登録権の確認がとれると、コード変換／属性変換部２２３Ｃを
介し、コード変換する。
【０１３９】
　エ）通信ＤＢサービス定義部２３１は、依頼されたテーブル定義情報を通信ＤＢ２２１
に登録する。
　オ）通信ＤＢサービス定義部２３１は、登録が完了すると、ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃ
に完了通知を行う。
【０１４０】
　カ）ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃは、通信手順制御部２０１を介し、クラアイント・アプ
リケーション１１０に登録完了を通知する。
　キ）コンソール３００は、これを受けて、ＧＵＩ画面上に登録完了を表示する。
【０１４１】
　次に、本実施例におけるセキュリティ管理の方法を説明する。
　このセキュリティ管理は、通信ＤＢ２２１への接続要求時と該通信ＤＢ２２１内の入力
テーブル３０３Ｉ及び応答テーブル３０３Ｒに対するアクセス時に行われる。
【０１４２】
　１．通信ＤＢ２２１への接続要求時にセキュリティ・チェック
　このセキュリティ・チェックは、通信手順制御部２０１が利用者認証部２０２を介して
行う。 は、このチェック処理を説明するフローチャートである。
【０１４３】
　通信手順制御部２０１は、クライアント・アプリケーション１１０から、ネットワーク
を介して通信ＤＢ２２１への接続要求を受信すると、該要求時に送られてきた利用者識別
子を利用者認証部２０２に送り、上記クライアント・アプリケーション１１０の実行者が
通信ＤＢ２２１に対する利用権を有しているか否かのチェックを依頼する（Ｓ１）。
【０１４４】
　利用者認証部２０２は、通信ＤＢ２２１に登録されている通信ＤＢ２２１のセキュリテ
ィ情報１２１０（ ）を参照して、上記利用者が該通信ＤＢ２２１の利用権を有して
いるか否かチェックし、そのチェック結果を通信手順制御部２０１に返す（Ｓ２）
　通信手順制御部２０１は、該チェック結果を受け取り、利用者が通信ＤＢ２２１の利用
権を有していることが分かると（Ｓ３，ＹＥＳ）、クライアント・アプリケーション１１
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０に対して“通信ＤＢ２２１への接続が成功した”旨の応答メッセージを返し（Ｓ４）、
クライアント・アプリケーション１１０から該通信ＤＢ２２１のテーブルへのアクセス要
求を待つ（Ｓ５）。
【０１４５】
　一方、上記ステップＳ３で、利用者が通信ＤＢ２２１の利用権を有していないことが分
かると（Ｓ３，ＮＯ）、クライアント・アプリケーション１１０に対して、“通信ＤＢ２
２１への接続が失敗した”旨の応答メッセージを返す（Ｓ６）。
【０１４６】
　２．テーブルアクセス要求受信時のセキュリティチェック
　このセキュリティチェック処理は、通信ＤＢ制御機構２２０のＳＱＬ解析制御部２２２
Ｃが資源利用認証部２２４を介して行う。
【０１４７】
　 は、このチェック処理を説明するフローチャートである。
　ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃは、通信手順制御部２０１からテーブルのアクセス要求のＳ
ＱＬ文を受信すると、資源利用認証部２２４に該指定テーブル名と該アクセスを行ったク
ライアントの利用者識別子を送り、資源利用認証部２２４へ該クライアントが上記指定テ
ーブルに対するアクセス権を有しているか否かのチェックを依頼する（Ｓ１１）。
【０１４８】
　資源利用認証部２２４は、通信ＤＢ２２１の上記指定されたテーブルが属する公開サー
ビスのセキュリティ情報１２２０を参照し、上記受け取った利用者識別子を基に、上記指
定テーブルに対するクライアントのアクセス権をチェックする。該アクセスには、“参照
”と“更新”の２種類があり、“参照依頼”の場合は上記セキュリティ情報１２２０に登
録されている参照権情報を、“更新依頼”の場合は上記セキュリティ情報１２２０に登録
されている更新権情報をチェックする。そして、そのチェック結果をＳＱＬ解析制御部２
２２Ｃに返す（Ｓ１２）。
【０１４９】
　ＳＱＬ解析制御部２２２Ｃは、上記チェック結果を判別し、クライアントの指定テーブ
ルに対するアクセスが正当であれば（Ｓ１３，ＹＥＳ）、上記公開サービスに対応したサ
ーバ・アプリケーション２１０にクライアントからの通知データが渡るように、メッセー
ジキュー制御部２２５に上記通知データを上記指定テーブルに登録（キューイング）する
ように依頼する（Ｓ１４）。
【０１５０】
　一方、上記ステップＳ１３で、クライアントが指定テーブルに対する正当なアクセス権
を有していないことが分かると（Ｓ１３，ＮＯ）、通信手順制御部２０１を介してクライ
アント（クライアント．アプリケーション１１０）に“アクセス権が無い旨”の応答メッ
セージを通知する（Ｓ１５）。
【０１５１】
　また、本実施例では、あるクライアントがデータベースシステム２４０のデータベース
２４４（以後便宜上実ＤＢ２４４と記述する）に対して大量のデータのアクセスをしても
、他のクライアントへの応答性に悪影響を与えることはない。
【０１５２】
　これは、クライアント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリケーション２１０と
の間に通信ＤＢ制御機構２２０を介在させ、クライアント・アプリケーション１１０によ
る通信ＤＢ２２１へのデータの格納処理（通信ＤＢ格納処理）と該格納データを用いたサ
ーバ・アプリケーション２１０に実ＤＢ２４４へのアクセス（実ＤＢアクセス処理）を、
通信ＤＢ制御機構２２０内に設けたキュー制御機構により分類させ、それぞれ非同期に動
作させることにより実現している。
【０１５３】
　これを、 のフローチャートを参照しながら説明する。
　通信ＤＢ制御機構２２０において、メッセージキュー制御部２２５が開設されている公
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開サービスの入力テーブル３５１に対するデータの格納要求待ち状態にあるときに、クラ
イアント・アプリケーション１１０から該入力テーブル３５１に対するデータの格納要求
（ＩＮＳＥＲＴ）があると（Ｓ３１）、メッセージキュー制御部２２５は、該データを入
力テーブル３５１にキューイングする。すなわち、メモリ上に獲得した通信バッファ２２
６に上記データを格納し、これを入力テーブル３５１のキューにリンクさせる（Ｓ３２）
。
【０１５４】
　そして、このキューイング処理が完了すると、通信ＤＢ２２１への格納要求の実行が完
了した旨の応答メッセージを、該要求元のクライアント・アプリケーション１１０に通知
する（Ｓ３３）。
【０１５５】
　メッセージキュー制御部２２５は、上記入力テーブル３５１にキューイングされるデー
タを処理する当該サーバ・アプリケーション２１０の現在の状態を調べ、現在、処理の実
行中ならば、前記ステップＳ３１に戻り、再びクライアント・アプリケーション１１０か
らの格納要求待ちとなる（Ｓ３４，処理中）。
【０１５６】
　一方、上記当該サービス・アプリケーション２１０が現在、処理待ち状態にあれば（Ｓ
３４，処理待ち）、アプリ起動要求制御部２２９を介してアプリ実行制御部２４１に上記
当該サーバ・アプリケーション２１０の起動要求を行う（Ｓ３５）。
【０１５７】
　これにより、アプリ実行制御部２４１は、上記当該サーバ・アプリケーション２１０の
状態を“起動要求待ち”（Ｓ３６）から“処理中”に変更させる（Ｓ３７）。そして、上
記当該サーバ・アプリケーション２１０を実行させる（Ｓ３８）。
【０１５８】
　当該サーバ・アプリケーション２１０は、通信ＤＢ２２１すなわち上記入力テーブル３
５１からクライアント・アプリケーション１１０により格納されたデータを取り出し、該
データを基に実ＤＢ２４４をアクセスし、当該データ処理を行う（Ｓ３９）。
【０１５９】
　アプリ実行制御部２４１は、上記当該サーバ・アプリケーション２１０の処理が終了す
ると、上記入力テーブル３５１に上記当該サーバ・アプリケーション２１０宛のデータが
格納（キューイング）されていないか調べ、有れば（Ｓ４０，データ有り）、再び、上記
ステップＳ３８に戻り上記当該サーバ・アプリケーション２１０を起動させる。これによ
り、入力テーブル３５１に格納されているデータがなくなるまで上記ステップＳ３８～Ｓ
３９の処理が繰り返される。
【０１６０】
　そして、アプリ実行制御部２４１は、入力テーブル３５１に格納されているデータが無
くなると（Ｓ４０，データ無し）、上記当該サーバ・アプリケーション２１０の状態を“
処理待ち”にさせる（Ｓ４１）。これにより、上記当該サーバ・アプリケーション２１０
は再び起動要求待ちとなる（Ｓ３６）。
【０１６１】
　このように、通信ＤＢ制御機構２２０は、クライアント・アプリケーション１１０から
の通信ＤＢ２２１へのデータ格納要求に対して、該格納データを当該公開サービスの入力
テーブル３５１へのキューイングが終了した時点でその格納要求の完了を直ちにクライア
ント・アプリケーション１１０に通知する。したがって、クライアント・アプリケーショ
ン１１０は、通信ＤＢ２２１へのアクセスに対して常に速い応答を受け取ることができる
。また、通信ＤＢ制御機構２２０も、多くのクライアント・アプリケーションからの通信
ＤＢ２２１へのアクセスを、短時間で多量に受け付けることができる。
【０１６２】
　次に、 は、本実施例における、管理者のアクセス時間帯、データベースサーバ２
００の過負荷制御、及び業務毎の優先度制御の運用管理方法を説明する図である。
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【０１６３】
　同図において、データベースサーバ２００には、２台のクライアント・マシン１１０－
１，１１０－２が接続され、データベースサーバ２００内には２つの通信ＤＢ２２１Ａ，
２２１Ｂが構築されている。また、通信ＤＢ２２１Ａには公開サービスＡが、通信ＤＢ２
２１Ｂには公開サービスＢが登録されている。そして、公開サービスＡに対応するサーバ
・アプリケーション２１０Ａが、公開サービスＢに対応するサーバ・アプリケーション２
１０Ｂが実装されている。
【０１６４】
　また、データベースサーバ２００内のデータベースシステム２４０のデータベース（実
ＤＢ）２４４は、テーブル群Ａ（テーブルＡ１，Ａ２）、テーブル群Ｂ（テーブルＢ１）
が登録されている。そして、サーバ・アプリケーション２１０Ａは実ＤＢ２４４のテーブ
ル群Ａをアクセスし（これをアクセスａ２と呼ぶ）、サーバ・アプリケーション２１０Ｂ
は実ＤＢ２４４のテーブル群Ｂをアクセスする（これをアクセスｂ２と呼ぶ）。また、ク
ライアント・マシン１１０－１からの通信ＤＢ２２１Ａの公開サービスＡに対するアクセ
スはａ１、クライアント・マシン１１０－２からの通信ＤＢ２２１Ｂの公開サービスＢに
対するアクセスはｂ１と呼ぶことにする。
【０１６５】
　１．アクセス時間帯の運用・管理
　例えば、実ＤＢ２４４においてテーブル群Ａについてのみメンテナンスを行う事態が生
じたとする。この場合、管理者は、クライアント・マシン１１０－１の通信ＤＢ２２１Ａ
に対するアクセスａ１またはサーバ・アプリケーション２１０の実ＤＢ２４４に対するア
クセスａ２を抑止させる。この間、実ＤＢ２４４のテーブル群Ｂに対するアクセス、すな
わちクライアント・マシン１１０－２の通信ＤＢ２２１Ｂに対するアクセスｂ１及びサー
バ・アプリケーション２１０Ｂの実ＤＢ２４４に対するアクセスｂ２は抑止させる必要は
ない。すなわち、テーブル群Ｂに対する処理は中断させることなく、テーブル群Ａをメン
テナンスすることが可能となる。
【０１６６】
　尚、アクセスａ１の抑止は、通信ＤＢ２２１Ａのサービス閉塞機能により行う。また、
アクセスａ２の抑止は、サーバ・アプリケーション２１０Ｂの実行環境の停止により行う
。アクセスａ２のみの抑止を行った場合、クライアント・マシン１１０－１に対しては、
通信ＤＢ２２１Ａに対するアクセスａ１、すなわち公開サービスＡは停止させることなく
、実ＤＢ２４４のメンテナンスを行うことができる。何故なら、この間、アクセスａ１に
よる要求は通信ＤＢ２２１Ａの公開サービスＡに対応する入力テーブル３５１にキューイ
ングされるからである。
【０１６７】
　このように、本実施例においては、通信ＤＢ２２１を設けたことにより、システムの停
止範囲を局所化した運用が可能となる。
　２．過負荷制御
　これは、各公開サービスに対して重要度を設定し、データベースサーバ２００の負荷が
高くなったときには、重要度の低い公開サービスへのアクセスを停止することにより行う
。
【０１６８】
　例えば、 の例では、公開サービスＡの方が公開サービスＢよりも重要度が低い場
合、クライアント・マシン１１０－１からの通信ＤＢ２２１－Ａの公開サービスＡへのア
クセスａ１またはサーバ・アプリケーション２１０Ａの実ＤＢ２４４のテーブル群Ａへの
アクセスａ２を抑止する。すなわち、これによりサーバ・アプリケーション２１０Ａの処
理を停止させる。これにより、データベースサーバ２００の負荷が軽減される。
【０１６９】
　この場合にも、上記アクセスａ１及びアクセスａ２の抑止は、上述したアクセス時間帯
の制御のときと同様にして行う。また、この場合においても、アクセスａ２の抑止のみを
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行い、クライアント・マシン１１０－１に対してはサービスを停止させずに、負荷を抑え
ることが可能である。これは、サーバ・アプリケーション２１０Ａの負荷が高い場合に有
効である。
【０１７０】
　３．優先度制御
　この制御においても、各公開サービスに重要度を設定しておく。そして、重要度の低い
業務処理の動作を一時的に停止させ、より重要度の高い業務処理を優先的に動作させる制
御を行う。
【０１７１】
　すなわち、例えば に示す例において、公開サービスＡの方が公開サービスＢより
も重要度が低い場合、上記アクセスａ１またはアクセスａ２を抑止させて、サーバ・アプ
リケーション２１０Ａの処理を停止させる。これにより、サーバ・アプリケーション２１
０Ｂの処理能力が高まり、この結果としてクライアント・マシン１１０－１に対する公開
サービスＢが優先的に実行される。すなわち、公開サービスＢの優先度を上げた運用が可
能になる。
【０１７２】
　この場合においても、上記アクセスａ１及びアクセスａ２の抑止は、上述したアクセス
時間帯及び過負荷制御のときと同様にして行うことができる。この場合においても、アク
セスａ２の抑止のみを行った場合、クライアント・マシン１１０－１側に対しては公開サ
ービスを停止させるようにすることができる。
【０１７３】
　 は、上述したアクセス時間帯、過負荷制御、及び優先度制御を実現する通信ＤＢ
制御機構２２０の動作を説明するフローチャートである。
　この場合、通信ＤＢ２２１のサービス閉塞機能は、当該公開サービスに対応する入力テ
ーブル３０３Ｉへのデータの格納（格納サービス）の禁止を意味する。また、サーバ・ア
プリケーション２１０の実行環境の停止は、サーバ・アプリケーション２１０が停止状態
にあることを意味する。
【０１７４】
　同図において、メッセージキュー制御部２２５は、入力テーブル３０３Ｉへのデータ格
納要求待ちにあるときに、クライアント・アプリケーション１１０からデータの格納要求
を受信すると（Ｓ５１）、メッセージキュー制御部２２５はその入力テーブル３０３Ｉの
現在の格納サービス状態をチェックする（Ｓ５２）。そして、該格納サービスが閉塞状態
にあれば、上記クライアント・アプリケーション１１０に対して“格納失敗”のエラーメ
ッセージを、通信手順制御部２０１を介して通知する（Ｓ５２，格納不可）。
【０１７５】
　すなわち、この場合、前記 に示す例の場合、クライアント・マシン１１０－１か
らの公開サービスＡに対するアクセスａ１が抑止される。
　一方、上記ステップＳ５２で閉塞状態でなければ（Ｓ５２，格納可）、要求のあった格
納データを入力テーブル３０３Ｉへキューイングし（Ｓ５３）、該キューイング完了時点
で、データ格納要求が完了した旨の応答メッセージをクライアント・アプリケーション１
１０に通知する（Ｓ５４）。
【０１７６】
　続いて、上記当該入力テーブル３０３Ｉに対応するサーバ・アプリケーション２１０の
状態をチェックして（Ｓ５５）、該サーバ・アプリケーション２１０が現在、停止中なら
ば上記ステップＳ５１に戻り、次のデータ格納要求待ちとなる。
【０１７７】
　すなわち、サーバ・アプリケーション２１０の実行環境が停止中であれば、クライアン
ト・アプリケーション１１０からのサービス要求に対してサーバ・アプリケーション２１
０の実ＤＢ２４４に対するアクセスが停止される。
【０１７８】
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　一方、上記ステップＳ５５で上記サーバ・アプリケーション２１０が処理待ち状態にあ
れば、アプリ起動要求制御部２２９を介してアプリ実行制御部２４１に上記サーバ・アプ
リケーション２１０の起動要求を行う（Ｓ５６）。
【０１７９】
　該起動要求後は、前述した に示すときと同様にして、上記サーバ・アプリケーシ
ョン２１０が実行される。
　 に示すように、本実施例では通信ＤＢ制御機構２２０内に、２つのコード変換／属
性変換部２２３Ｃ，２２３Ｓを設けている。そして、さらに、これらの変換部２２３Ｃ，
２２３Ｓの間に通信ＤＢ２２１を設けている。通信ＤＢ２２１内にはクライアント・アプ
リケーション１１０とサーバ・アプリケーション２１０間のメッセージ（データ）の授受
に使用される入力テーブル３５１，３５３，応答テーブル３５２が生成されるが、キュー
として機能するこれらのテーブルに格納されるデータの各項目の型式（属性）は通信ＤＢ
２２１に登録されているテーブル定義情報３０３（入力テーブル定義情報３０３Ｉ、応答
テーブル定義情報３０３Ｒ）に項目属性として定義されている。
【０１８０】
　 は、本実施例が上記構成によって実現しているクライアント・アプリケーション
１１０とサーバ・アプリケーション２１０間で授受されるデータの項目属性変換機構を示
す模式図である。
【０１８１】
　コード変換／属性変換部２２３Ｃは、クライアント・アプリケーション１１０が送受信
するデータの各項目に対して、以下のような属性変換処理を行う。
　［１］　通信ＤＢ２２１へのデータ挿入時
　クライアント・アプリケーション１１０から送信されてくるデータの各項目をテーブル
定義情報によって定義されている属性に変換・出力する。
【０１８２】
　［２］　通信ＤＢ２２１からのデータ取り出し時
　サーバ・アプリケーション２１０が通信ＤＢ２２１へ挿入したデータ（応答テーブル３
５２または入力テーブル３５３に挿入したデータ）の各項目をクライアント・アプリケー
ション１１０により要求される項目属性に変換・出力する。
【０１８３】
　一方、コード変換／属性変換部２２３Ｓは、サーバ・アプリケーション２１０が送受信
するデータの各項目に対して以下のような項目属性変換処理をする。
　［３］　通信ＤＢ２２１からのデータ取り出し時
　通信ＤＢ２２１（入力テーブル３５１）から取り出したデータの各項目の属性を、サー
バ・アプリケーション２１０から要求される属性に変換・出力する。
【０１８４】
　［４］　通信ＤＢ２２１へのデータ挿入時
　サーバ・アプリケーション２１０から送信されてくるデータの各項目の属性を、通信Ｄ
Ｂ２２１のテーブル定義情報３０３に定義されている属性に変換・出力する。
【０１８５】
　次に、上述した［１］～［４］の属性変換処理を、 乃至 のフローチャート
により、個々に説明する。
　 は、コード変換／属性変換部２２３Ｃが実行する上記［１］の属性変換処理を説
明するフローチャートである。
【０１８６】
　コード変換／属性変換部２２３Ｃは、クライアント・アプリケーション１１０が依頼し
てきた通信ＤＢ２２１（入力テーブル３５１）への挿入データをＳＱＬ解析制御部２２２
Ｃから受け取ると（Ｓ１１１）、通信ＤＢ２２１内の上記入力テーブル３５１の定義情報
３０３Ｉに定義されている項目属性情報と上記受信データの各項目の属性とを比較し（Ｓ
１１２）、属性が一致しない項目があれば（Ｓ１１２，不一致）、該項目を入力テーブル
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定義情報３０３Ｉに定義されている属性に変換する（Ｓ１１３）。
【０１８７】
　一方、上記ステップＳ１１２で、受信データの全項目の属性が入力テーブル定義情報３
０３Ｉに定義されている属性と一致すれば（Ｓ１１２，一致）、該受信データの属性変換
は行わない。
【０１８８】
　次に、 は、コード変換／属性変換部２２３Ｓが実行する上記［３］の属性変換処
理を説明するフローチャートである。
　コード変換／属性変換部２２３Ｓは、入力テーブル３５１からクライアント・アプリケ
ーション１１０により挿入されたサーバ・アプリケーション２１０宛のデータを取り出す
と（Ｓ１２１）、該入力テーブル３５１の定義情報３０３Ｉを参照して、上記取り出した
データの各項目の属性を、サーバ・アプリケーション２１０から依頼された属性と比較す
る（Ｓ１２２）。
【０１８９】
　そして、上記取り出したデータの項目の中に、サーバ・アプリケーション２１０から依
頼された属性と一致しないものがあれば（Ｓ１２２，不一致）該項目をサーバ・アプリケ
ーション２１０により依頼された属性に変換する（Ｓ１２３）。
【０１９０】
　そして、該変換後のデータをサーバ・アプリケーション２１０に送信する（Ｓ１２４）
。一方、上記ステップＳ１２２で上記取り出したデータの全項目の属性がサーバ・アプリ
ケーション２１０から依頼された属性と一致しているならば（Ｓ１２２，一致）、直ちに
上記ステップＳ１２４の処理を実行する。
【０１９１】
　上述した 及び のフローチャートに示す属性変換処理により、クライアント
・アプリケーション１１０がサーバ・アプリケーション２１０へデータを送信する際、そ
れぞれのアプリケーション１１０，２１０はそれぞれの処理に適した属性でデータ処理が
行える。
【０１９２】
　次に、 は、コード変換／属性変換部２２３Ｓが実行する上記［４］の属性変換処
理を説明するフローチャートである。
コード変換／属性変換部２２３Ｓは、サーバ・アプリケーション２１０がＳＱＬ文（ＩＮ
ＳＥＲＴ）により依頼する通信ＤＢ２２１（応答テーブル３５２または入力テーブル３５
３）に挿入するデータを受信すると（Ｓ１３１）、通信ＤＢ２２１に登録されている上記
テーブル３５２または３５３の定義情報３０３Ｒまたは３０３Ｉを参照して、該受信した
データの全項目の属性が上記定義情報３０３Ｒまたは３０３Ｉに定義されている属性と一
致しているか否か比較する（Ｓ１３２）。
【０１９３】
　そして、属性が一致していない項目があれば（Ｓ１３２，不一致）、該項目を上記定義
情報３０３Ｒまたは３０３Ｉで定義されている属性に変換する（Ｓ１３３）。
【０１９４】
　一方、上記ステップＳ１３２で、受信データの全項目がテーブル定義情報３０３Ｒまた
は３０３Ｉで定義されている属性と一致すれば（Ｓ１３２，一致）、上記受信データにつ
いて項目の属性変換は行わない。
【０１９５】
　次に、 は、コード変換／属性変換部２２３Ｃが実行する上記［２］の項目属性変
換処理を説明するフローチャートである。
　コード変換／属性変換部２２３Ｃは、通信ＤＢ２２１（応答テーブル３５２または入力
テーブル３５３）からクライアント・アプリケーション宛のデータ（サーバ・アプリケー
ション２１０からの送信データ）を取り出すと（Ｓ１４１）、上記応答テーブル３５２ま
たは入力テーブルの定義情報（３０３Ｒまたは３０３Ｉ）を参照して、上記取り出したデ
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図２０

図１９ 図２０

図２１

図２２



ータの全項目の属性がクライアント・アプリケーション１１０から依頼された属性に一致
しているか否か比較する（Ｓ１４２）。
【０１９６】
　そして、属性が一致しない項目があれば（Ｓ１４２，不一致）、該項目をクライアント
・アプリケーション１１０により依頼された属性に変換し（Ｓ１４３）、変換後のデータ
を通信手順制御部２０１を介してクライアント・アプリケーション１１０に送信する（Ｓ
１４４）。
【０１９７】
　一方、上記ステップＳ１４２で上記取り出したデータの全項目の属性がクライアント・
アプリケーション１１０から依頼された属性に一致する場合には（Ｓ１４２，一致）直ち
に上記ステップＳ１４４の処理を実行する。
【０１９８】
　上述した、 及び の項目属性変換処理により、サーバ・アプリケーション２
１０からクライアント・アプリケーション１１０へデータを送信する場合にも、両アプリ
ケーション２１０，１１０は、それぞれが処理しやすい属性でデータ処理が行える。
【０１９９】
　このように、本実施例では、クライアント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリ
ケーション２１０に対し、遣り取りするデータ項目属性を規定させない。このことにより
、例えば数値の遣り取りに対し、クライアント・マシン１００とデータベースサーバ２０
０でのアプリケーションで属性が不一致の場合でも遣り取りが可能となる。例えば、数値
属性としてＤＥＣＩＭＡＬ属性を使用したサーバ・アプリケーション２１０と数値属性と
してＩＮＴＥＧＥＲ属性しかないクライアント・アプリケーション１１０間でのデータの
遣り取りが可能となる。
【０２００】
　そして、これにより、クライアント・アプリケーション１１０とサーバ・アプリケーシ
ョン２１０は、処理するデータの各項目の属性をそれぞれの処理に適した型に決定できる
。
【０２０１】
　 は、現在、実行環境＃１で動作しているサーバ・アプリケーションＡをサーバ・
アプリケーション名を変更せずに、新しい実行環境＃２で動作させて、新しい業務処理を
構築できることを説明する図である。
【０２０２】
　本実施例においては、サーバ・アプリケーション２１０の実行環境は通信ＤＢ２２１単
位で存在する。これは、通信ＤＢ２２１のサービス定義情報３０１によって、公開サービ
スと該公開サービスで提供されるデータ処理を実行するサーバ・アプリケーション２１０
とが対応付けられているからである。また、クライアント・アプリケーション１１０が通
信ＤＢ２２１を使用する（アクセスする）場合、該使用開始はＣＯＮＮＥＣＴ命令で宣言
する。一方、使用終了は、ＤＩＳＣＯＮＮＥＣＴ命令で宣言する。このように、ＣＯＮＮ
ＥＣＴ命令の発行により、クライアント・アプリケーション１１０に対して通信ＤＢ２２
１がアロケーションされる。
【０２０３】
　このような機構となっているため、本実施例では、同一のサーバ・アプリケーション２
１０を、複数の実行環境で動作させることが可能である。すなわち、複数の通信ＤＢ２２
１の公開サービス情報３０１に同一名で同一のサーバ・アプリケーション２１０を登録で
きる。
【０２０４】
　このため、 に示すように、異なる実行環境＃１，＃２で同一のサーバ・アプリケ
ーション２１０を同一名称のまま動作させることが可能になる。すなわち、サーバ・アプ
リケーションＡを流用して新たな業務処理を構築する際に、該サーバ・アプリケーション
Ａを別名称にすることなく、同一の名称のまま使用することができる。
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図２１ 図２２

図２３

図２３



【０２０５】
　 は、クライアント・アプリケーション１１０－１（＃１）が公開サービスＡを使
用した業務を行い、クライアント・アプリケーション１１０－２（＃２）が公開サービス
ＡとＢを使用した業務を処理する場合、クライアント・アプリケーション１１０－１（＃
１）とクライアント・アプリケーション１１０－２（＃２）とは共にサーバ・アプリケー
ションＡに対して通信することが可能なことを示した。
【０２０６】
　また、本実施例では、通信ＤＢ制御機構２２０を用いて、クライアント・アプリケーシ
ョン１１０とサーバ・アプリケーション２１０の動作試験を、それぞれ単独で行うことが
可能である。
【０２０７】
　すなわち、サーバ・アプリケーション２１０に対しては、通信ＤＢ制御機構２２０をド
ライバの代替として機能させ、クライアント・アプリケーション１１０に対してはスタブ
の代替として機能させる。
【０２０８】
　
　［１］　クライアント・アプリケーション１１０は、ＳＱＬプログラミング（ＩＮＳＥ
ＲＴ）により通信ＤＢ制御機構２２０の入力テーブル３５１にデータを書き込む。
【０２０９】
　［２］　該データ書き込み後、上記入力テーブル３５１の内容を確認する。
　
　［１］　通信ＤＢ制御機構２００の入力テーブル３５１に予めデータを登録する。
【０２１０】
　［２］　サーバ・アプリケーション２１０からＳＱＬ命令（ＳＥＬＥＣＴ）を通信ＤＢ
制御機構２００に送信して、上記入力テーブル３５１からデータを取り出し、該データを
確認する。
【０２１１】
　また、本実施例では、通信ＤＢ制御機構２００に対するアクセスは、一般的なＳＱＬプ
ログラミングの発行と類似した方式で行えるため、市販の表計算ソフトやＤＢアクセスソ
フト（データベース・アクセス）ソフトを、容易にクライアント・アプリケーション１１
０として活用させることができる。
【０２１２】
【発明の効果】
　以上、説明したように本発明によれば、以下のような効果が得られる。
　クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションは、当該公開サービス情
報によってその形式が定義されているテーブル（以後、公開テーブルと記述する）に対し
て、該定義に沿ったデータを挿入または取り出すことによりデータ（メッセージ）の授受
を行う。このため、クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションの開発
は、該公開サービス情報のみを意識して行えばよく、互いに独立して行うことができる。
　このため、例えば、公開テーブルのレコードを、データベース・サーバ上 １または複
数のデータベース（以後、実データベースと記述する）の１または複数のテーブルの各レ
コードに属する項目で構成することにより、以下のような効果が得られる。
【０２１３】
　クライアント・アプリケーションの作成は、実データベース上に構築されているテーブ
ル（以後、実テーブルと記述する）の形式を意識することなく、当該公開テーブルに対す
るアクセスのみを意識して行えばよい。そして、サーバ・アプリケーションは、該公開テ
ーブルから取り出すデータを基に、データベースに対するアクセスを行う。
【０２１４】
　従って、データベースの構造の変更は、サーバ・アプリケーションのみの修正により対
処でき、クライアント・アプリケーションの修正は不要である。
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図２４

クライアント・アプリケーション１１０の動作試験

サーバ・アプリケーション２１０の動作試験

の



　このため、データベースの管理者は、クライアント・アプリケーションを意識すること
なく、実データベースの構造を変更できる。
【０２１５】
　また、利用者に公開する公開テーブルと管理者が管理する実データベース上の実テーブ
ルとを、別々に設計できる。このため、両テーブルを、利用者側、管理者側それぞれにと
って最適な形式に設計できる。また、各々のテーブルの設計者を分離することも可能とな
るので、テーブル設計の負担が軽減される。また、テーブル情報の保全も、それぞれのテ
ーブル設計者が個別に管理できるので、管理も分担可能である。
【０２１６】
　公開テーブル単位で利用者のアクセス権を設定することにより、アクセス権の設定が容
易になる。すなわち、利用者のデータベースアクセス単位は、公開テーブル単位なので、
管理者は、該公開テーブル単位で利用者にアクセス権を設定するだけでよい。また、業務
管理者に対するデータベース・サーバ上の実データベースのアクセス権は、利用者とは別
個に設定・管理できる。
【０２１７】
　クライアント・アプリケーションの１回の公開テーブル で、サーバ・アプ
リケーションが実データベース上の複数の実テーブルをアクセスすることが可能となるの
で、クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーション間でのネットワーク上
のトラフィック量が軽減されると共に、業務処理も高速に行えるようになる。
【０２１８】
　また、公開サービスの停止や、サーバ・アプリケーションの停止をデータベース・サー
バ管理者が制御することが可能になるので、アクセス時間の制限、過負荷制御、業務処理
毎の優先度制御などの運用ルールを利用者に委ねることなく、該管理者の裁量で行うこと
が可能になる。
【０２１９】
　リアル通信／ディレイド通信などのデータ処理形態に係わる機能ロジックを、アプリケ
ーション（クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーション）側に組み込む
必要がなくなるので、クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーション間の
インタフェースは互いに通信するデータの形式のみとなり、両アプリケーション間の独立
化が図れる。このため、両アプリケーションの生産性が向上する。
【０２２０】
　クライアント・アプリケーションとサーバ・アプリケーションのいずれにも、互いに通
信するデータの属性変換処理ロジックを組み込む必要がなくなるので、両アプリケーショ
ンの生産性が向上する。
【０２２１】
　また、本発明をサーバ・アプリケーションに対してはドライバの代替、クライアント・
アプリケーションに対してはスタブの代替として機能させることにより、両アプリケーシ
ョンが揃わなくても、互いに独立に動作試験を行うことができる。
【０２２２】
　また、既存の表計算ソフトやデータベースアクセスソフトなどの市販の業務パッケージ
を、容易にクライアント・アプリケーションとして活用することができる。
【０２２３】
　さらに、同一のサーバ・アプリケーションをその名称を変更させずに新しい実行環境で
動作させることが可能になるので、既存のサーバ・アプリケーションを新たな業務処理に
利用する場合、その構築が容易であり、該サーバ・アプリケーションの修正時のメンテナ
ンスも容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の原理説明図である。
【図２】　
【図３】　
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へのアクセス

本発明の実施例のシステム構成図である。
通信データの内部構成を説明する図である。



【図４】　

【図５】　
【図６】　
【図７】　

【図８】　
【図９】　
【図１０】　
【図１１】　

【図１２】　
【図１３】　

【図１４】　

【図１５】

【図１６】　
【図１７】　

【図１８】　
【図１９】　

【図２０】　

【図２１】　

【図２２】　

【図２３】　
【図２４】　
【図２５】　

【図２６】　

【図２７】　

【図２８】　

【図２９】　

【符号の説明】
　５２　　クライアント・アプリケーション
　６２　　サーバ・アプリケーション
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サービス定義情報に設定されるデータ処理形態の動作を説明する模式図である
。

入力テーブルの構成を説明する図である。
通信バッファにキューイングされるデータの形式を説明する図である。
データ処理形態応答型の命令とデータの流れとキューイングを説明する図であ

る。
応答型（リアル通信）による業務処理の一具体例を示す図である。
集信型の業務処理の一例を説明する模式図である。

データベースの更新を説明する図である。
データベースサーバ上のデータベース構造を変更したときの対処方法を説明

する図である。
通信データベースに設定されるセキュリティ情報を説明する図である。
通信データベースに接続要求があったときのセキュリティ・チェック処理を

説明するフローチャートである。
通信データベースで定義されているテーブルにアクセス要求があったときの

セキュリティ・チェック処理を説明する図である。
　通信データベース・アクセス処理及び実データベース・アクセス処理を説明

するフローチャートである。
過負荷制御の方法を説明する図である。
アクセス時間帯、過負荷制御、及び優先度制御を実現する通信ＤＢ制御機構

の動作を説明するフローチャートである。
項目属性変換機構を示す模式図である。
クライアント・アプリケーションからテーブル挿入要求を受信したときの項

目属性変換処理を説明するフローチャートである。
サーバ・アプリケーションからテーブルにキューイングされているデータの

取り出し要求があったときの項目属性変換処理を説明するフローチャートである。
サーバ・アプリケーションからテーブルへのデータ挿入要求を受信したとき

の項目属性変換処理を説明するフローチャートである。
クライアント・アプリケーションからテーブルにキューイングされているデ

ータの取り出し要求を受信したときの動作を説明するフローチャートである。
新しい実行環境でクライアント・サーバ関係を構築するとき説明図である。
サーバ・アプリケーションの使い分の他の例を示す図である。
従来のＲＤＡによりデータベース・アクセスを行うクライアント／サーバ・

データベースシステムの問題点を説明する図（その１）である。
従来のＲＤＡによりデータベース・アクセスを行うクライアント／サーバ・

データベースシステムの問題点を説明する図（その２）である。
従来のＲＤＡによりデータベース・アクセスを行うクライアント／サーバ・

データベースシステムの問題点を説明する図（その３）である。
従来のＣ／Ｓアプリ型のデータベースシステムにおける、アプリケーション

の動作試験時の問題点を説明する図である。
従来のＣ／Ｓアプリ型のデータベースシステムにおいて、既存のサーバ・ア

プリケーションを流用して新たな業務処理を開発する場合に発生する問題点を説明する図
である。

２００　データベースサーバ
２０１　通信手順制御部

２０２　利用者認証部
２２０　通信ＤＢ制御機構（通信制御装置）
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２２１　通信ＤＢ（通信データベース）
２２２Ｃ、２２２Ｓ　ＳＱＬ解析制御部
２２３Ｃ、２２３Ｓ　コード／属性変換部
２２４　　資源利用認証部
２２５　　メッセージキュー制御部
２２６　　通信バッファ
２２８　　メッセージ保証制御部
２２９　　アプリ起動要求制御部
３０１　　サービス定義情報（公開サービス情報）

３０３Ｉ　入力テーブル定義情報
３０３Ｒ　応答テーブル定義情報

３５１、３５３　　入力テーブル
３５２　　　　　　応答テーブル
４００　　メモリ

４１０　キューノード
４１１　キュー先頭ポインタ
４１２　キュー最終ポンタ
４１３　テーブル情報

５００　セル
５０１　チェイン部
５０２　データ部



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(35) JP 3777196 B2 2006.5.24



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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