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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータ・ウェアハウスと、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの１つまたは複数の中に保存するために、１つ
または複数のデータ・ソースからデータ・セットを抽出するように構成されているデータ
・ウェアハウス・マネージャーと、
を具備するシステムであって、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの２つまたはそれ以上のデータ・ウェアハウス
から構成されるサブセットのそれぞれは、前記データ・ウェアハウス・マネージャーによ
って抽出されたデータ・セットのそれぞれのレプリカを保存するように構成され、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうち１つのデータ・ウェアハウスによって保存され
、かつ、ある特定の時点において、問合せを行うためにクライアントにとって利用可能な
特定のデータ・セットのレプリカと、前記複数のデータ・ウェアハウスの別の１つによっ
て保存され、かつ、ある特定の時点において、問合せを行うためにクライアントにとって
利用可能な前記特定のデータセットの別のレプリカとは、ある特定の時点において異なっ
ており、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの１つまたはそれ以上のデータ・ウェアハウス
によって保存されている前記特定のデータ・セットを対象とする問合せをクライアントか
ら受信したことに応答して、前記データ・ウェアハウス・マネージャーは、さらに、前記
データ・セットの位置と前記データ・セットに関連した現在の状態情報を用いて、その問
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合せを評価できる前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの特定の１つを識別し、その問
合せを評価のために前記特定のデータ・ウェアハウスへ伝達するように構成され、
　前記データ・ウェアハウス・マネージャーは、前記特定のデータセットの複数のレプリ
カが異なる場合であっても、その問合せを評価できると判断する
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記データ・セットが前記サブセットの別のデータ・ウェアハウスへ保存されている最
中に、前記問合せが前記第１のサブセットの第１のデータ・ウェアハウスによって評価さ
れることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記データ・ウェアハウス・マネージャーは、前記データ・セットが前記特定のデータ
・ウェアハウスへ保存された後に、前記問合せを前記サブセットの任意の特定のデータ・
ウェアハウスによって評価可能にするようにさらに構成されていることを特徴とする請求
項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記データ・セットをデータ・ウェアハウスの前記サブセットのそれぞれに保存するこ
とは、少なくとも部分的に並行して行われることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
に記載のシステム。
【請求項５】
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの特定の１つは、前記データ・ウェアハウス・
マネージャーによって抽出された別のデータ・セットを保存するように構成されており、
前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの少なくとも別の１つは、前記別のデータ・セッ
トのいかなるレプリカも保存しないことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の
システム。
【請求項６】
　前記複数のデータ・ウェアハウスのそれぞれは、それぞれのリレーショナル・データベ
ースを有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のシステム。
【請求項７】
　前記データ・ウェアハウス・マネージャーは、前記複数のデータ・ウェアハウス内に保
存されるそれぞれのデータ・セットに対応する識別情報をオペレーション・データベース
内に保存するようにさらに構成されていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに
記載のシステム。
【請求項８】
　前記データ・セットに関して、前記識別情報は、データ・ウェアハウスの前記サブセッ
トのうちのそれぞれの各ＩＤと、データ・ウェアハウスの前記サブセットのうちの対応す
る１つへ前記第１のデータ・セットが保存されたかどうかを示すそれぞれの状態情報とを
有することを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記データ・ウェアハウス・マネージャーは、データ・ウェアハウスの前記サブセット
のうちの特定の１つが、前記それぞれの状態情報に従って前記問合せを評価するための十
分なデータを有していることを判断するように、そしてそれに応じて、評価のために前記
問合せを前記サブセットのうちの前記特定の１つへ伝達するようにさらに構成されている
ことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの少なくとも２つは、別々の物理的な位置に配
置されていることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載のシステム。
【請求項１１】
　前記複数のデータ・ウェアハウスのそれぞれは、それぞれのコンピューティング・クラ
スタを有し、特定のそれぞれのコンピューティング・クラスタは、ＳＡＮを介して複数の
ストレージ・デバイスに結合されている少なくとも１つのコンピューティング・ノードを
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有することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載のシステム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのコンピューティング・ノードは、あるバージョンのＬｉｎｕｘに
準拠しているオペレーティング・システムを実行するように構成されていることを特徴と
する請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記データ・ウェアハウス・マネージャーは、要求側のアプリケーションからウェブ・
サービス・インターフェースを介して前記問合せを受信するように構成されていることを
特徴とする請求項１乃至１２のいずれかに記載のシステム。
【請求項１４】
　前記データ・ウェアハウス・マネージャーは、クライアントに、単一のデータ・ウェア
ハウスとして前記複数のデータ・ウェアハウスを提示し、前記複数のデータ・ウェアハウ
ス内の前記データセットの位置はクライアントにとってトランスペアレントであることを
特徴とする請求項１乃至１３のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５】
　コンピュータ・システムのデータ・ウェアハウス・マネージャーによって実行可能なデ
ータ・ウェアハウジングのための方法であって、当該方法は、
　複数のデータ・ウェアハウスのうちの１つまたは複数の中に保存するために１つまたは
複数のデータ・ソースからデータ・セットを抽出するステップと、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの複数を含む第１のサブセットのそれぞれのデ
ータ・ウェアハウス内のデータ・セットのそれぞれのレプリカを保存するステップと、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの１つまたはそれ以上のデータ・ウェアハウス
によって保存されている前記特定のデータ・セットを対象とする問合せをクライアントか
ら受信したことに応答して、前記データ・セットの位置と前記データ・セットに関連した
現在の状態情報を用いて、その問合せを評価できる前記複数のデータ・ウェアハウスのう
ちの特定の１つを識別するステップと、その問合せを評価のために前記特定のデータ・ウ
ェアハウスへ伝達するステップと、
を含み、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうち１つのデータ・ウェアハウスによって保存され
、かつ、ある特定の時点において、問合せを行うためにクライアントにとって利用可能な
特定のデータ・セットのレプリカと、前記複数のデータ・ウェアハウスの別の１つによっ
て保存され、かつある特定の時点において、問合せを行うためにクライアントにとって利
用可能な前記特定のデータセットの別のレプリカとは、ある特定の時点において異なって
おり、
　前記特定のデータセットの複数のレプリカが異なる場合であっても、その問合せは評価
できると判断されることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記サブセットの別のデータ・ウェアハウスが前記データ・セットを保存している最中
に、前記第１のサブセットのデータ・ウェアハウスが前記問合せを評価するステップをさ
らに有することを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記データ・セットが前記特定のデータ・ウェアハウスへ保存された後に、前記問合せ
を、前記サブセットの任意の特定のデータ・ウェアハウスによって評価可能にするステッ
プをさらに有することを特徴とする請求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記データ・セットをデータ・ウェアハウスの前記サブセットのそれぞれへ保存するス
テップは、少なくとも部分的に並行して行われることを特徴とする請求項１５乃至１７の
いずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの特定の１つは、前記データ・ウェアハウス・
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マネージャーによって抽出された別のデータ・セットを保存するように構成されており、
前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの少なくとも別の１つは、前記別のデータ・セッ
トのいかなるレプリカも保存しないことを特徴とする請求項１５乃至１８のいずれかに記
載の方法。
【請求項２０】
　前記複数のデータ・ウェアハウスのそれぞれは、それぞれのリレーショナル・データベ
ースを有することを特徴とする請求項１５乃至１９のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　前記複数のデータ・ウェアハウス内に保存されるそれぞれのデータ・セットに対応する
識別情報をオペレーション・データベース内に保存するステップをさらに有することを特
徴とする請求項１５乃至２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　前記データ・セットに関して、前記識別情報は、データ・ウェアハウスの前記サブセッ
トのうちのそれぞれの各ＩＤと、データ・ウェアハウスの前記サブセットのうちの対応す
る１つへ前記データ・セットが保存されたかどうかを示すそれぞれの状態情報とを含むこ
とを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　データ・ウェアハウスの前記サブセットのうちの特定の１つが前記それぞれの状態情報
に従って前記問合せを評価するための十分なデータを有していることを判断するステップ
と、
　前記判断するステップに応じて、評価のために前記問合せを前記サブセットのうちの前
記特定の１つへ伝達するステップとをさらに有することを特徴とする請求項２２に記載の
方法。
【請求項２４】
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの少なくとも２つは、別々の物理的な位置に配
置されていることを特徴とする請求項１５乃至２３のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　前記複数のデータ・ウェアハウスのそれぞれは、それぞれのコンピューティング・クラ
スタを含み、特定のそれぞれのコンピューティング・クラスタは、ＳＡＮを介して複数の
ストレージ・デバイスに結合されている少なくとも１つのコンピューティング・ノードを
含むことを特徴とする請求項１５乃至２４のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのコンピューティング・ノードは、あるバージョンのＬｉｎｕｘに
準拠しているオペレーティング・システムを実行するように構成されていることを特徴と
する請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　要求側のアプリケーションからウェブ・サービス・インターフェースを介して前記問合
せを受信するステップをさらに有することを特徴とする請求項１５乃至２６のいずれかに
記載の方法。
【請求項２８】
　クライアントに、単一のデータ・ウェアハウスとして前記複数のデータ・ウェアハウス
を提示するステップであって、前記複数のデータ・ウェアハウス内の前記データセットの
位置はクライアントにとってトランスペアレントであるステップと、
からさらに構成されることを特徴とする請求項１５乃至２７のいずれかに記載の方法。
【請求項２９】
　コンピュータ・システムによって実行可能であるプログラム命令を含む、コンピュータ
読み取り可能な記録媒体であって、前記プログラム命令は、
　複数のデータ・ウェアハウスのうちの１つまたは複数の中に保存するために、１つまた
は複数のデータ・ソースからデータ・セットを抽出するステップと、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの２つまたはそれ以上のデータ・ウェアハウス
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から構成される第１のサブセットのそれぞれの中に第１のデータ・セットのそれぞれのレ
プリカを保存するステップと、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうちの１つまたはそれ以上のデータ・ウェアハウス
によって保存されている前記特定のデータ・セットを対象とする問合せをクライアントか
ら受信したことに応答して、前記データ・セットの位置と前記データ・セットに関連した
現在の状態情報を用いて、その問合せを評価できる前記複数のデータ・ウェアハウスのう
ちの特定の１つを識別するステップと、その問合せを評価のために前記特定のデータ・ウ
ェアハウスへ伝達するステップと、
を含み、
　前記複数のデータ・ウェアハウスのうち１つのデータ・ウェアハウスによって保存され
、かつ、ある特定の時点において、問合せを行うためにクライアントにとって利用可能な
特定のデータ・セットのレプリカと、前記複数のデータ・ウェアハウスの別の１つによっ
て保存され、かつ、ある特定の時点において、問合せを行うためにクライアントにとって
利用可能な前記特定のデータセットの別のレプリカは、ある特定の時点において異なって
おり、
　前記特定のデータセットの複数のレプリカが異なる場合であっても、その問合せは評価
できると判断されることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータ・システムに関し、より詳細には、データ・ウェアハウジング
・システムの実装に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ある企業内のビジネス機能のますます多くが自動化されるにつれて、その企業によって
生み出されるデータの量も、それに応じて増大する。このようなデータは、企業のいたる
ところに、たとえば、さまざまな部署や地理的な単位によって実現されているデータベー
ス・システムや他のタイプのシステム内に分散されている。場合によっては、システムど
うしの間または位置の間に存在する固有の境界を越えて、企業データの有用な分析を行う
ことができる。このような分析を容易にするために、データ・ウェアハウジング・システ
ムを採用して、複数の異なるシステムまたは位置からのデータを、単一のデータベースな
どの単一のシステム内に集約するようにしている。そして分析ツールは、さまざまな分散
されたデータ・ソースではなく、単一の集約されたシステムを対象とすることになり、そ
れによって、分析ツールの設計を単純化し、分析パフォーマンスを改善することができる
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　データ・ウェアハウジング・システムは、必要とされる分析パフォーマンスを提供する
ように構成されているハイエンドのコンピュータ・システムを使用して、非常に大量のデ
ータの保存や問合せをサポートする場合が多い。しかし、特定のデータ・ウェアハウジン
グ・アプリケーション向けに高度に調整されたハイエンドのシステムは、入手して維持す
る上で高くつくことがあり、企業のデータ・ウェアハウジングのニーズの増大に合わせて
拡張することはできない。たとえば費用の理由から、単一のデータ・ウェアハウジング・
システムしか用意されない場合には、その単一のウェアハウスに障害が発生すると、デー
タの可用性が脅かされるおそれがある。その一方で、複数のデータ・ウェアハウジング・
システムが用意される場合には、分析アプリケーションは、単一の集約されたデータ・ソ
ースを前提とするシンプルさを失うおそれがある。たとえば分析アプリケーションは、複
数のデータ・ウェアハウス内における所望のデータの位置を追跡把握するように構成する
必要がある。
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【課題を解決するための手段】
【０００４】
　データ・ウェアハウジング・システムを実装するための装置および方法のさまざまな実
施態様を開示する。一実施態様によれば、あるシステムは、複数のデータ・ウェアハウス
と、それらのデータ・ウェアハウスのうちの１つまたは複数の中に保存するために、１つ
または複数のデータ・ソースからデータ・セットを抽出するように構成されているデータ
・ウェアハウス・マネージャーとを含む。複数のデータ・ウェアハウスのそれぞれは、デ
ータ・ウェアハウス・マネージャーによって抽出されたデータ・セットのそれぞれのレプ
リカを保存するように構成されている。さらにデータ・ウェアハウス・マネージャーは、
データ・セットのそれぞれの各レプリカがデータ・ウェアハウスのうちの対応するさらな
る１つへ保存される前に、そのデータ・セットに依存する問合せがデータ・ウェアハウス
のうちの１つによって評価されるように構成させることができる。同様にデータ・ウェア
ハウス・マネージャーは、データ・セットに対する修正が、対応するさらなるデータ・ウ
ェアハウスへ複製される前に、そのデータ・セットに依存する問合せがデータ・ウェアハ
ウスのうちの１つによって評価されるようにさらに構成されている。
【０００５】
　一実施態様によれば、１つまたは複数のデータ・ウェアハウスの中に保存するために１
つまたは複数のデータ・ソースからデータ・セットを抽出するステップと、複数のデータ
・ウェアハウスを含む第１のサブセットのそれぞれの中に第１のデータ・セットのそれぞ
れのレプリカを保存するステップと、第１のデータ・セットのそれぞれの各レプリカが第
１のサブセットの対応するデータ・ウェアハウスへ保存される前に、その第１のデータ・
セットに依存する問合せがデータ・ウェアハウスの第１のサブセットのうちの１つによっ
て評価されるステップとを含む方法がさらに考えられる。
【０００６】
　第２の実施態様によれば、あるシステムは、１つまたは複数のデータ・ソースから抽出
されたデータ・セットを保存するように構成されているデータ・ウェアハウスと、それら
のデータ・ウェアハウスを単一のデータ・ウェアハウスとしてクライアントに提示するよ
うに構成されているデータ・ウェアハウス・マネージャーとを含む。それらのデータ・ウ
ェアハウス内におけるデータ・セットの位置は、クライアントにとってトランスペアレン
トである。また、問合せを行うためにクライアントにとって特定の時点において利用可能
な、第１のデータ・ウェアハウスによって保存されている第１のデータ・セットは、問合
せを行うためにクライアントにとってその特定の時点において利用可能な、第２のデータ
・ウェアハウスによって保存されている第２のデータ・セットとは、その特定の時点にお
いて異なるものとすることができる。それらのデータ・ウェアハウスのうちの１つまたは
複数によって保存されているデータ・セットを対象とする問合せをクライアントから受信
したことに応答して、データ・ウェアハウス・マネージャーは、その問合せを評価するこ
とができるデータ・ウェアハウスのうちの特定の１つを識別するように、かつ評価のため
にその問合せをその特定のデータ・ウェアハウスへ伝達するようにさらに構成されている
。
【０００７】
　一実施態様によれば、１つまたは複数のデータ・ウェアハウスの中に保存するために１
つまたは複数のデータ・ソースからデータ・セットを抽出するステップと、それらのデー
タ・ウェアハウスを単一のデータ・ウェアハウスとしてクライアントに提示するステップ
とを含む方法がさらに考えられる。それらのデータ・ウェアハウス内におけるデータ・セ
ットの位置は、クライアントにとってトランスペアレントである。それらのデータ・ウェ
アハウスのうちの１つまたは複数によって保存されているデータ・セットを対象とする問
合せをクライアントから受信したことに応答して、この方法は、その問合せを評価できる
データ・ウェアハウスのうちの特定の１つを識別し、評価のためにその問合せをその特定
のデータ・ウェアハウスへ伝達するステップを含む。問合せを行うためにクライアントに
とって特定の時点において利用可能な、第１のデータ・ウェアハウスによって保存されて
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いる第１のデータ・セットは、問合せを行うためにクライアントにとってその特定の時点
において利用可能な、第２のデータ・ウェアハウスによって保存されている第２のデータ
・セットとは、その特定の時点において異なるものとすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明は、さまざまな修正および代替形態を受け入れることができるが、その特定の実
施形態を例示として図面に示し、ここで詳細に説明する。しかし、図面やそれに対する詳
細な説明は、開示されている特定の形態に本発明を限定することを意図するものではなく
、それどころか、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の趣旨と範囲内に収ま
るすべての修正、均等物、および代替物をカバーすることを意図しているということを理
解されたい。
【０００９】
　データ・ウェアハウジング・システムの概要
　いくつかの複雑な企業コンピューティング環境においては、データのさまざまなソース
は、企業のいたるところに分散されている。たとえば企業は、経理、財務、ｅコマース、
人事、購買、製造、販売など、さまざまなビジネス機能ごとに、別々のコンピュータ・シ
ステムおよび／またはアプリケーションを実現している。さらに、そのようなシステムお
よび／またはアプリケーションは、たとえば、それぞれの販売サイトに販売管理システム
を提供することによって、地理的に分散され、複製されている。このようないくつかの企
業においては、データベースや他のデータ・ストア、さらには分析ツールや他のアプリケ
ーションを、サイトまたは機能に固有のものとすることができ、また他の機能またはサイ
トのためのシステムと周辺的に対話することができる。
【００１０】
　特定のビジネス機能またはサイトに、その業務の大部分を実行するのにちょうど必要な
だけのデータとリソースを提供することによって、企業内で過剰なリソースすなわち余分
なリソースを割り当てることを回避することができる。しかし場合によっては、その企業
全体からのデータをまとめて分析する必要が生じるかもしれない。たとえば、企業規模の
財務トレンドや生産トレンドの分析は、複数の異なるサイトにおいて、あるいはさまざま
な部署にわたって生成され保持されるデータに依存する可能性がある。場合によっては、
データ分析ツールを、単独のビジネス機能を個別に分析しても直接は認識できない複数の
ビジネス機能にわたる複雑な相互関係を検知するように構成することができる。たとえば
、（人事によって追跡把握される）人事上の経験と研修との間に、また販売面での生産性
と財務面でのパフォーマンスとの間に（たとえば、販売面でのエラーに起因する返品数の
減少などの）関係が存在するかもしれない。このような関係は、相関関係を探してこれら
の機能のそれぞれからのデータをまとめて調べることによって、識別することができる。
【００１１】
　いくつかの実施形態においては、企業は、企業規模のデータの処理と分析を容易にする
ために、集中されたデータ・ウェアハウジング・システムを設けることができる。一般的
に言えば、データ・ウェアハウスは、１つまたは複数のデータ・ソースに保存されている
データを集約するように構成されているデータベースや他のデータ・リポジトリを含む。
それらのデータ・ソース自体は、データを保存したり生成したりする企業内の他のデータ
ベースや他のアプリケーションであるかもしれない。データ・ウェアハウス内に保存され
るデータは、企業内の他の位置に保存されているデータの派生物であることが多い。しか
し場合によっては、データ・ウェアハウスは、企業規模の分析データ、あるいは企業の機
能またはサイトのデータなど、いくつかのデータのためのプライマリー・ストレージとし
ての役割を果たすように構成させることもできる。
【００１２】
　データ・ウェアハウス・システムの一実施形態が、図１に示されている。図示されてい
る実施形態においては、データ・ウェアハウス・システム１００は、データ・ウェアハウ
ス・マネージャー１１０を含む。このデータ・ウェアハウス・マネージャー１１０は、図
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１のデータ・ウェアハウス１２０ａ～ｄによって表されている複数のデータ・ウェアハウ
スと対話するように構成されている。図１に示されているデータ・ウェアハウス１２０ａ
～ｄの数は、例示的なものにすぎず、他の実施形態においては、異なる数とすることがで
きる。データ・ウェアハウス・マネージャー１１０は、オペレーション・データベース１
３０と対話するように構成させることもできる。データ・ウェアハウス・マネージャー１
１０はまた、データ・ウェアハウス・システム１００の外部に存在する（たとえば、１つ
の企業のいたるところに、あるいは複数の企業にわたって、さまざまな論理上のサイトや
物理的なサイトに分散されている）可能性のある１つまたは複数のクライアント１４０や
データ・ソース１６０と対話するように構成される。いくつかの実施形態においては、い
くつかのクライアント１４０を、ウェブ・サービス・インターフェース１５０を通じてデ
ータ・ウェアハウス・マネージャー１１０と対話するように構成することができる。いく
つかの実施形態においては、データ・ウェアハウス・マネージャー１１０は、ウェブ・サ
ービス・インターフェース（図示せず）を通じていくつかのデータ・ソース１６０と対話
するように構成される。
【００１３】
　一実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０ａ～ｄは、それぞれのリレーショ
ナル・データベースを含む。たとえば特定のデータ・ウェアハウス１２０は、Ｏｒａｃｌ
ｅ、ＤＢ２、Ｓｙｂａｓｅ、Ｉｎｆｏｒｍｉｘ、Ａｄａｂａｓ、あるいは他の任意の独自
仕様のデータベースやオープンソースのデータベースなどのデータベースを含む。いくつ
かの実施形態においては、さまざまなデータ・ウェアハウス１２０は、さまざまなベンダ
からのさまざまなタイプのデータベース・ソフトウェアを実装することができる。一般的
に言えば、リレーショナル・データベースは、データ項目のセットを、行と列とを含むテ
ーブルなど、１つまたは複数の規則正しい構造へ編成する（ただし、多次元のリレーショ
ナル・データベース構造も考えられる）。さらに、多くの実施形態においては、リレーシ
ョナル・データベースを、特定の問合せを満たすデータのサブセットを選択するために、
データベース内に保存されているデータに照らして問合せを評価するように構成すること
ができる。たとえばデータベースは、顧客注文情報を保存するように構成される。この顧
客注文情報を、顧客識別子、注文識別子、発送状況情報、注文コストなどのデータを含む
１つまたは複数のテーブルとして編成することができる。未処理の発送を待っているすべ
ての顧客を識別したいと望むユーザは、特定の日付および／または時刻において未発送の
注文を有するすべての顧客識別子の選択を指定して、データベースに問合せを送信するこ
とができる。これに応答して、データベースは、その中身を調べて、その問合せの制約を
満たすデータ・レコードを返すことができる。いくつかの実施形態においては、さまざま
なデータ・ウェアハウス１２０を、さまざまな物理的な位置すなわちサイトに配置するこ
とができ、これは、後述のようなデータ・セットの複製とあいまって、単一のサイトにお
ける障害によってすべてのデータ・ウェアハウス１２０が脅かされる可能性を減らすこと
によって、データ・セットの信頼性および可用性を高めることができるという点に留意さ
れたい。
【００１４】
　データ・ウェアハウス１２０は、一般にリレーショナル・データベースを含むが、いく
つかの実施形態においては、特定のデータ・ウェアハウス１２０は、非リレーショナル・
データベースを含むという点に留意されたい。通常、リレーショナル・データベースにお
いては、特定のデータ項目の意味は、テーブルや他のリレーショナル・データ構造内にお
けるそのデータ項目の位置によって暗に示される。たとえば、特定の２次元のリレーショ
ナル・データベース・テーブルにおいては、ある列は、顧客識別子を保存し、別の列は、
発送状況情報を保存するようにすることができ、第３の列は、注文コストを保存するよう
に決めることができる。そしてテーブルの個々の行は、特定の注文レコードに対応するこ
とができ、行の１列目に保存されるいかなるデータ項目も、その位置によって顧客識別子
と解釈される。これとは対照的に、一実施形態においては、非リレーショナル・データベ
ースが、決められたデータ構造内におけるデータ項目の位置によってではなく、特定のデ
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ータ項目に関連付けられた明示的なメタデータによって解釈が統制されるデータ項目を保
存することができる。たとえば一実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０は、
データ項目を、あるバージョンのＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎ
ｇｕａｇｅ）によって区切られたレコードとして保存するように構成される。このような
一実施形態においては、顧客識別子などの特定のデータ項目は、そのタイプのデータ項目
を識別するメタデータのフィールドまたはタグによって区切ることができる。たとえば顧
客識別子「smith」は、「<cust_id>smith</cust_id>」として保存することができ、この
場合、メタデータのタグcust_idは、このタグによって区切られているデータが顧客識別
子として解釈できることを示している。一般に、非リレーショナル・データベース内のレ
コードのデータ項目は、そのレコード内で任意の順序で保存することができる。というの
も、特定のデータ項目の意味は、そのデータ項目の位置を介して暗示的にではなく、その
データ項目と共に明示的に保存されるためである。
【００１５】
　前述のように、いくつかの実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０は、デー
タ・ソース１６０によってなど、企業内の他の位置に保存されているデータを集約するよ
うに構成される。いくつかの実施形態においては、以降でさらに詳しく説明するように、
データ・ウェアハウス１２０によって保存されるデータの量は、たとえば数ＴＢ（ｔｅｒ
ａｂｙｔｅ）規模など、非常に多くなることがある。図示されている実施形態においては
、データ・ウェアハウス・マネージャー１１０は、データ・ウェアハウス１２０どうしの
間でデータがどのように検索され保存されるかを調整するように、ならびにクライアント
１４０などのクライアントによるデータ・ウェアハウス１２０へのアクセスを調整するよ
うに構成される。具体的には、一実施形態においては、データ・ウェアハウス・マネージ
ャー１１０（あるいは、単にマネージャー１１０）は、１つまたは複数のデータ・ソース
１６０からデータを抽出するように、およびデータ・ウェアハウス１２０のうちの１つま
たは複数における抽出されたデータの保存を調整するように構成される。
【００１６】
　場合によっては、マネージャー１１０は、抽出されたデータを、保存前にさらに変換す
ることができる。たとえば一実施形態においては、特定のデータ・ウェアハウス１２０は
、いくつかの異なるデータ・ソース１６０から得られたデータを含むテーブルを保存する
。このような一実施形態においては、マネージャー１１０は、さまざまなデータ・ソース
１６０から引き出された個々のデータ項目を、特定のデータ・ウェアハウス１２０によっ
て必要とされるフォーマットへと変換するように構成される。いくつかの実施形態におい
ては、データの変換は、データをアレンジし直したり、フォーマット設定し直したりする
こととは対照的に、データそのものの修正を含む。たとえば、いくつかの実施形態におい
ては、マネージャー１１０を、特定のデータ項目を、データ・ウェアハウス１２０内に保
存する前に増減または四捨五入するように構成させ、あるいは他の任意の適切な変換を施
すこともある。いくつかの実施形態においては、マネージャー１１０を抽出／変換／ロー
ド（ＥＴＬ）マネージャーと呼ぶこともできる。
【００１７】
　図示されている実施形態においては、オペレーション・データベース１３０を、データ
・ウェアハウス・システム１００の動作状態に関する情報を保存して追跡把握するように
構成し、それらの情報としては、データ・ウェアハウス１２０内における（たとえば、テ
ーブルや個々のレコードなどの）データ項目やデータのセットの位置、ならびにデータ・
ウェアハウス１２０内のデータを修正するための未処理のオペレーションに関するデータ
項目やデータ・セットの状態に関する情報を含む。いくつかの実施形態においては、オペ
レーション・データベース１３０は、その中身にアクセスして修正を行うための問合せイ
ンターフェースを含む上述のものと同様のリレーショナル・データベースまたは非リレー
ショナル・データベースを含み、その一方で、他の実施形態においては、オペレーション
・データベース１３０は、たとえばカスタムＡＰＩ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇ
ｒａｍｍｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）内で規定されるプロシージャーの呼び出しを通じ
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てマネージャー１１０と対話するように構成されているカスタム・ソフトウェア・アプリ
ケーションを含む。データ・ウェアハウス１２０をロードするための、およびクライアン
ト１４０へのデータ・ウェアハウス１２０の提示を仮想化するための、さまざまな実施形
態における、オペレーション・データベース１３０と併せたマネージャー１１０のオペレ
ーションについて、図３～図６の説明と併せて、以降でさらに詳しく説明する。
【００１８】
　いくつかの実施形態においては、マネージャー１１０および／またはオペレーション・
データベース１３０は、堅固なフォルト・トレラントなシステムを介して実装される。た
とえば、マネージャー１１０および／またはオペレーション・データベース１３０の全体
的な信頼性と可用性は、予備の（たとえば、ホット・スタンバイの）コンピュータ・シス
テムやクラスタ化されたコンピュータ・システムの使用を通じて高めることができ、それ
によって、マネージャーやデータベースのオペレーションは、１つまたは複数のシステム
の障害の場合でも継続することができる。マネージャー１１０やオペレーション・データ
ベース１３０の障害に対するデータ・ウェアハウス・システム１００の影響度を少なくす
るために、任意の適切なタイプのフェイルオーバ・メカニズムを採用することができる。
【００１９】
　また、いくつかの実施形態においては、マネージャー１１０および／またはオペレーシ
ョン・データベース１３０の実装をデータ・ウェアハウス１２０の実装から分離すること
によって、データ・ウェアハウス・システム１００に関連するコストや複雑さを低減させ
ることができる。たとえば、このような分離は、日用的なコンピュータ・システムおよび
／またはデータベース・ソフトウェアを使用してマネージャー１１０とオペレーション・
データベース１３０のコントロール機能を実現させることが容易になる。このような分離
は、コントロール・ハードウェアをデータ・ウェアハウス・ハードウェアから切り離して
アップグレードできるようにすることによって、データ・ウェアハウス・システム１００
の拡張を容易にすることもできる。いくつかの実施形態においては、このような分離は、
データ・ウェアハウス・システム１００の全体的な可用性を高めて、障害修復時間を短縮
することもできる。たとえば、あるデータ・ウェアハウス１２０に障害が発生した場合に
は、オペレーション・データベース１３０とマネージャー１１０は、障害の発生したウェ
アハウスが修復されている間、他のデータ・ウェアハウス１２０をロードし続けることが
できる。同様に、オペレーション・データベース１３０に障害が発生した場合には、デー
タ・ウェアハウス１２０のいずれを修復する必要もなく、したがって全体的な障害修復時
間を短縮することができる。
【００２０】
　クライアント１４０は一般に、データ・ウェアハウス・システム１００にアクセスする
ように構成されている任意のソフトウェア・アプリケーションや他のエンティティーを含
む。たとえば一実施形態においては、クライアント１４０は、（たとえば問合せを介して
）データを検索するように構成されているアプリケーションを含む。このようなアプリケ
ーションは、データ分析アプリケーション、意思決定支援システム、データ表示アプリケ
ーション、あるいは他の任意の適切なアプリケーションを含む。クライアント１４０は、
データ・ウェアハウス・システム１００のオペレーションを設定する管理アプリケーショ
ンまたはユーティリティーを含むこともできる。たとえばデータ・アナリストや管理者は
、特定の一組のデータ・ソース１６０からのデータ項目の組合せが、その後の分析のため
にデータ・ウェアハウス・システム１００によって集約されるべきであると判断する可能
性がある。アナリストや管理者は、クライアント１４０を使用して、関連するデータ・セ
ットをデータ・ソース１６０から、たとえば１回だけ、あるいは繰り返し抽出するようマ
ネージャー１１０に指示することができる。さまざまな実施形態においては、クライアン
ト１４０は、たとえば汎用コンピュータ・システム、ハンドヘルド・システム、あるいは
埋め込みシステムなど、任意の適切なタイプのシステム上で機能するように構成される。
いくつかの実施形態においては、クライアント１４０は、介在するシステムを介してデー
タ・ウェアハウス・システム１００と対話するように構成される。たとえばクライアント
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１４０は、クライアントサーバ・システム（図示せず）を介して実装され、このサーバ・
システムは、クライアント１４０とデータ・ウェアハウス・システム１００との間で通信
を仲介するように構成される。
【００２１】
　マネージャー１１０によって提供されるＡＰＩと直接通信する代わりに、いくつかの実
施形態においては、クライアント１４０のうちのいくつかまたはすべてを、ウェブ・サー
ビス・インターフェース１５０を介してマネージャー１１０と通信するように構成させる
ことができる。一般的に言えば、ウェブ・サービス・インターフェースは、何らかのサー
ビスを実行するよう要求するクライアントとサービス・プロバイダとの間における通信の
ために標準的なクロスプラットフォームのＡＰＩを提供するように構成される。いくつか
の実施形態においては、ウェブ・サービス・インターフェース１５０は、サービス要求と
その要求への応答について記述する情報を含むドキュメントのやり取りをサポートするよ
うに構成される。このようなドキュメントは、たとえばＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　
Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などの標準化されたウェブ・プロトコルを使用し
てやり取りすることができ、たとえばＸＭＬなど、プラットフォームに依存しないデータ
・フォーマットでフォーマット設定することができる。標準的なウェブ・プロトコルやプ
ラットフォームに依存しないドキュメント・フォーマット設定を使用することを含むウェ
ブ・サービス・モデルを採用することによって、マネージャー１１０がサポートする必要
のあるインターフェースのタイプの数を少なくすることができ、クライアント１４０とマ
ネージャー１１０とのクロスプラットフォームの相互運用性を改善することができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態においては、データ・ソース１６０そのものは、リレーショナル・
データベースや非リレーショナル・データベースを含み、企業のいたるところに分散させ
ることができる。このようなデータベースは、データ・ウェアハウス１２０と同じタイプ
（たとえば、ベンダやフォーマット）のものとしてもよいし、しなくてもよい。他の実施
形態においては、データ・ソース１６０は、データをドキュメントの形式で、あるいは別
の形式で保存するように構成されているカスタム・アプリケーションや独自仕様のアプリ
ケーションなど、データベース以外のアプリケーションとすることができる。このような
実施形態においては、マネージャー１１０は、データを入手するための必要なプロトコル
（たとえば、データ・ソースのＡＰＩによって規定される特定のフォーマットのプロシー
ジャーの呼び出し）を使用してデータ・ソース１６０と通信するように構成される。デー
タ・ソース１６０は、トランザクション・ログ、Ｅメール通信、ワード・プロセッサ／オ
フィス・アプリケーション・ドキュメント、イメージやマルチメディア・ファイル、ウェ
ブ・ページ・ドキュメント、ＸＭＬドキュメント、ｅコマース・サイトのオペレーション
上の指標、あるいは他の任意の適切なタイプのドキュメントやデータの集合やアーカイブ
など、ドキュメントのリポジトリを含むこともできる。たとえば一実施形態においては、
データ・ソース１６０は、スタンドアロンのディスク・アレイや、ＳＡＮ（Ｓｔｏｒａｇ
ｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を通じて結合されているストレージ・デバイスなど、ネ
ットワークに接続された大容量のメディア・ストレージ・デバイスを含む。
【００２３】
　データ・ソース１６０の特定の（１つまたは複数の）タイプを問わずに、マネージャー
１１０は、そこから所望の（１つまたは複数の）データ・セットを抽出するための適切な
オペレーションを実行し、データを、データ・ウェアハウス１２０内に保存するのに適し
たフォーマットへと変換するための必要なすべての変換を施し、抽出されたデータをデー
タ・ウェアハウス１２０のうちの１つまたは複数へロードするように構成される。特定の
データ・ソース１６０のデータ・コンテンツが、フォーマットの点で、データ・ウェアハ
ウス１２０によって保存されるデータと非常に異なる場合には、マネージャー１１０は、
データ・ソース１６０を分析して、そのデータ・コンテンツの関連する指標や表示を得る
ように、あるいは別のアプリケーションを呼び出して、そのような分析を実行するように
構成される。
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【００２４】
　データ・ウェアハウスの複製、大まかな同期化、仮想化
　データ・ウェアハウス１２０によって保存されるデータは、場合によっては、企業の経
営にとって決定的に重要となる可能性がある。たとえば、いくつかの実施形態においては
、分析ソフトウェアは、ウェアハウスに保存されているデータ上で機能して、レポートを
作成するか、および／またはトレンドを識別するように構成され、これは、ひいては、注
文／購買に関する意思決定、人材配置に関する意思決定など、経営上の意思決定に影響を
与える。たとえば、ある日の生産指標を企業規模で分析することは、企業内のリソースを
シフトさせること、翌日の生産のスケジュールを変更すること、原料供給を早めること、
あるいは購買品を棚卸しすることなどを行うための意思決定に影響を与えるであう。万一
、関連する分析を行う対象となるデータが、データ・ウェアハウス１２０内で失われたり
駄目になったりすると、経営上や戦略上の意思決定プロセスが、著しく損なわれたり、あ
るいは場合によっては、まったく機能できなくなったりするおそれがある。
【００２５】
　ウェアハウスに保存されるいくつかのデータは、上述のように、データ・ソース１６０
によって保存されているデータの派生物であり、原則として、それらのデータ・ソース１
６０からデータ・ウェアハウス１２０へ関連するデータを再びロードすることによって復
元させることができる。しかし、このように再びロードすることは、たとえば、失われた
データや駄目になったデータの量が多い場合や、データ・ソース１６０が、要求されたデ
ータを検索するために（テープやオフライン・メディアなどの）より低速のアーカイバル
・メディアにアクセスしなければならない場合には、完了するのにかなりの時間を要する
おそれがある。ウェアハウスに保存されるデータに依存するプロセスに対する混乱を最小
限に抑えるタイムフレームで、必要とされているデータを再びロードすることは不可能か
もしれない。さらに、場合によっては、データ・ウェアハウス１２０上に保存されるデー
タは、データ・ウェアハウス・システム１００を利用するアプリケーション（たとえば、
分析アプリケーション）の最初の出力となる可能性があり、したがって、単にそれをデー
タ・ソース１６０から再びロードすることによって復元することはできない。
【００２６】
　データの損失と、その結果としての混乱とが生じる可能性を少なくするために、一実施
形態においては、データ・ウェアハウス１２０のサブセットが特定のデータ・セットを複
製するように構成される。すなわち、データ・ウェアハウス１２０のうちの複数が、レコ
ードのテーブルやセットなど、データ・セットのそれぞれのレプリカを保存するように構
成される。このような複製を示す一実施形態が、図２に示されている。図示されている実
施形態においては、データ・ウェアハウス１２０ａ～ｂは、顧客注文データと顧客発送デ
ータとを含むテーブルのレプリカを保存するようにそれぞれ構成されている。いくつかの
実施形態においては、特定のデータ・セットは、２つから、データ・ウェアハウス・シス
テム１００内のデータ・ウェアハウス１２０の数まで、任意の数のデータ・ウェアハウス
１２０によって複製することができるという点に留意されたい。その一方で、いくつかの
実施形態においては、特定のデータ・セットは、まったく複製することができないか、あ
るいは他のデータ・ウェアハウス上で複製することができる。図示されている実施形態に
おいては、データ・ウェアハウス１２０ａ～ｂはそれぞれ、他方のデータ・ウェアハウス
によって複製されていないテーブル（それぞれ、財務報告データやセッション・トラッキ
ング・データ）を含む。いくつかの実施形態においては、さまざまなデータベース・スキ
ーマを使用して（たとえば、さまざまなデータ・フィールド定義および／または構造を使
用して）データ・ウェアハウス１２０によってさまざまなデータ・セットを保存すること
ができるという点に留意されたい。
【００２７】
　いくつかの実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０によって保存されるデー
タ・セットは、多くの異なるタイプの企業に共通のものとすることができる。たとえば顧
客の注文や発送のデータは、電子商取引を行っていない企業、および仮想の顧客インター



(13) JP 5047806 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

フェース（たとえば、ウェブベースの電子商取引インターフェース、すなわちｅコマース
・インターフェース）を提供する企業の双方の中で一般に利用可能なデータ・セットとす
ることができる。しかし、いくつかの実施形態においては、ｅコマース・インターフェー
スをサポートする企業は、販売が行われる前でさえ、顧客とその企業との対話に関するか
なりの量の情報を収集して保存するように構成される。一実施形態においては、図２に示
されているセッション・トラッキング・データ・セットは、顧客とｅコマース・インター
フェースとの対話のいかなる側面に関するデータも保存するように構成される。たとえば
セッション・トラッキング・データ・セットは、企業のウェブ・サイトへの訪問（たとえ
ばセッション）中に顧客が見た特定のアイテムだけでなく、見ていた時間、セッション中
に顧客がナビゲートしたリンク、顧客によって実行されたあらゆる検索などを示すデータ
を保存するように構成される。分析アプリケーションは、顧客の好みを認識すること、顧
客がさまざまなアイテムを注文する可能性を予測すること、顧客に提示されるｅコマース
・インターフェースをカスタマイズすることなどを行うために、これらおよび他のタイプ
のトラッキング・データを分析するように構成される。
【００２８】
　しかし、データ・ウェアハウジングや後述のさまざまな技術は、多大なｅコマース・コ
ンポーネントを伴わずに企業に等しく適用することができるという点に留意されたい。た
とえば、いくつかの企業は、多くの機能的な部署や地理的な部署にわたる高度に複雑な内
部プロセスを有する可能性があり、外部の顧客のアクティビティーは別にしても、ウェア
ハウジングに利用できる膨大な量のデータを社内で生成することもある。さらに、いくつ
かの実施形態においては、企業は、十分に複雑であり、そのために、企業の内部のアクテ
ィビティーやトランザクションに関して、上述したｅコマース指向のアクティビティーと
同様の情報収集戦略を採用することがある。たとえば、企業内のさまざまな事業単位は、
外部の顧客と同様の顧客として他の事業単位と対話することができ、同様の方法で顧客デ
ータを生成することができる。
【００２９】
　いくつかの実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０のサブセットは、さまざ
まな度合いの複製を用いてさまざまなタイプのデータを保存するように構成される。たと
えば図２の実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０ａ～ｂは、図示されている
ように、複製された様式で顧客の注文や発送のデータを保存するように構成される。同様
の実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０ｃ～ｄは、複製された様式（図示せ
ず）で時系列のセッション・トラッキング・データ（たとえば、過去１５カ月分に相当す
るトラッキング・データ）を保存するように構成される。データ・ウェアハウス１２０の
このような構成においては、ウェアハウス１２０ａ～ｂは、顧客の注文や発送のデータを
含む分析に特に適した機能的にクラスタ化またはグループ化された一式のウェアハウスを
形成することができ、その一方で、ウェアハウス１２０ｃ～ｄは、セッション・トラッキ
ング・データを含む分析に特に適した同様に機能的にクラスタ化された一式のウェアハウ
スを形成することができる。それぞれの場合、データの損失を防止する上で役立つように
、相対的に重要度の高いデータを複製することができる。ウェアハウス１２０ａ～ｄのこ
のような構成においては、顧客データへの分析駆動型の問合せが、最近のセッション・ト
ラッキング・データを頻繁に対象とすることもできる。たとえば顧客の注文や発送のパタ
ーンの分析は、このようなパターンを最近のセッション・トラッキング・データ（たとえ
ば、過去９０日分に相当するトラッキング・データ）に相関付けるよう試みることができ
る。したがって図２の実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０ｂは、セッショ
ン・トラッキング・データのセットを保存するように構成される。しかし、データ・ウェ
アハウス１２０ｃ～ｄが、セッション・トラッキング・データのより大きなセットを余分
に保存するように構成されているという点（必要な場合には、データ・ウェアハウス１２
０ｂによって保存されたセットをそこから再構築することができるという点）を考慮する
と、データ・ウェアハウス１２０ｂによって保存されたセッション・トラッキング・デー
タは、複製しなくてもよい。
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【００３０】
　特定のデータ・セットに関してデータ・ウェアハウス１２０をクラスタ化またはグルー
プ化し、それによって、さまざまなタイプの問合せに関してデータ・ウェアハウス１２０
のさまざまなグループを最適化できるようにすることによって、予想される使用パターン
に沿ってデータ・ウェアハウス・システム１００をより最適に調整できるようにすること
ができる。たとえば、図７の説明と併せて以降でさらに詳しく説明するように、データ・
ウェアハウス１２０の特定のクラスタリングが処理されると予想されるアクティビティー
の度合いに応じて、データ・ウェアハウス１２０の基礎をなすハードウェア・システムに
、より多くのコンピューティング・リソースを、またはより少ないコンピューティング・
リソースを提供することができる。しかし他の実施形態においては、データ・セットは、
複数のデータ・ウェアハウス１２０にわたって、より均一な様式で分散させることができ
る。たとえば一実施形態においては、それぞれのデータ・ウェアハウス１２０は、ほぼ同
じセットの計算リソースを含むことができ、データ・セットは、複数のほぼ同等のデータ
・ウェアハウス１２０にわたって、さまざまな度合いの複製で分散させることができる。
このような実施形態においては、ハードウェア・リソースは、データの保存と検索のアク
ティビティーに関して、あまり最適に調整されないかもしれないが、データ・ウェアハウ
ス１２０の相対的に均一な実装は、たとえば、増大するデータ分析の要求を処理する上で
必要となるにつれて、同様に構成されたさらなるデータ・ウェアハウス１２０を追加する
ことによって、より容易に拡張することができる。
【００３１】
　上述のように、複数のデータ・ウェアハウス１２０にわたるデータ・セットの複製は、
特定のデータ・ウェアハウス１２０の障害が結果としてデータの損失につながる可能性を
少なくすることによって、データの全体的な信頼性を高めることができる。このような複
製は、たとえば問合せに応答して、複製されたデータ・セットをクライアントに提供でき
るデータ・ウェアハウス１２０の数を増やすことによって、データ・セットの可用性を高
めることもできる。図１に示されているデータ・ウェアハウス・システム１００の実施形
態においては、マネージャー１１０は、複数のウェアハウス１２０の間におけるデータ・
セットのあらゆる複製を含めて、データ・ウェアハウス１２０へのデータの保存を調整す
るように構成される。したがって、図示されている実施形態においては、特定のデータ・
セットが複製されるか否かは、特定のデータ・ウェアハウス１２０にとって明白かもしれ
ない。しかし、いくつかの実施形態においては、マネージャー１１０の機能として本明細
書に記載されている複数のデータ・ウェアハウス１２０にわたるデータ・セットの管理と
複製は、代わりに、複数のデータ・ウェアハウス１２０の間で協調的に分担することもで
き、あるいはデータ・ウェアハウスとマネージャーの双方として機能するように構成され
ている特定のデータ・ウェアハウス１２０によって実行することもできるということが考
えられる。
【００３２】
　データ・ウェアハウス１２０によって保存される個々のデータ・セットは、場合によっ
ては、たとえば約数百ＭＢ（ｍｅｇａｂｙｔｅ）あるいはＧＢ（ｇｉｇａｂｙｔｅ）など
、非常に大きくなる可能性がある。さらに、マネージャー１１０による特定のデータ・セ
ットに対する部分的な更新でさえ、たとえば新たな経営関連のデータをデータ・ソース１
６０から定期的に抽出することに応じて、特定のデータ・ウェアハウス１２０に伝達すべ
きかなりの量のデータを含む可能性がある。１つのデータ・セットが、複数のデータ・ウ
ェアハウス１２０にわたって複製される場合には、最終的に、そのデータ・セットを含む
データ、ならびにそのデータに対する継続的な更新は、それらの複数のデータ・ウェアハ
ウス１２０の間で保存される。しかし、このような保存を瞬時に行うことはできない。た
とえばマネージャー１１０が、データ・ウェアハウス１２０ａ～ｂへの同一のデータの保
存を同時に開始した場合でさえ、そのデータの保存をデータ・ウェアハウス１２０ａ～ｂ
の双方において同時に完了することはできない。異なる計算負荷（たとえば問合せのサー
ビス）、ならびに基礎をなすリソースの構成などの要因によって、一方のデータ・ウェア
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ハウス１２０が、別のデータ・ウェアハウス１２０よりも速く保存オペレーションを完了
する可能性がある。したがって、保存オペレーションがデータ・ウェアハウス１２０ａ～
ｂの双方において完了する前の任意の特定の時点で、保存されている最中のデータ・セッ
トの状態は、データ・ウェアハウス１２０ａ～ｂごとに異なる可能性がある。データ・セ
ットは、この状態にある間は、非同期である、または同期化されていないと言うこともで
きる。
【００３３】
　同期化されていないデータは、それらのデータを検索しようと試みるクライアント１４
０にとって問題を提示する可能性がある。たとえば、特定の複製されたデータ・セットを
対象とする問合せがマネージャー１１０によって受信されたときに、それらの特定のデー
タ・セットが、データ・ウェアハウス１２０ａ～ｂ上で２つの異なる状態にある場合には
、その問合せは、評価のために、その問合せが対象とする特定のデータ・ウェアハウス１
２０内のそれらの特定のデータ・セットの状態に応じて、２つの異なる結果を返す可能性
がある。このような一貫性のなさは、とりわけ、複数のデータ・ウェアハウス１２０の間
におけるデータ・セットの複製（あるいはより広くは、データ・ウェアハウス・システム
１００の一般的な構成）がクライアント１４０にとって明白である場合には、一貫性のな
いクライアント・オペレーションにつながる可能性がある。
【００３４】
　同期化されていないデータへのコントロールされていないアクセスに起因する一貫性の
ないクライアントの動作を防止することへの１つのアプローチは、複製されたデータ・セ
ットが複数のデータ・ウェアハウス１２０にわたって同期化されていない間は、そのデー
タ・セットへのあらゆるアクセスをマネージャー１１０が防止するということを含む。た
とえば一実施形態においては、マネージャー１１０は、複製されたデータ・セットに対す
る更新をアトミック・オペレーションまたはトランザクショナル・オペレーションとして
実行するように構成される。一般的に言えば、複数のエンティティーにわたる同期化を含
むアトミック・オペレーションまたはトランザクショナル・オペレーションは、他のオペ
レーションに対して分割できないものとして扱われる。すなわち、関与するエンティティ
ーのすべてがそのようなオペレーションを完了した状態、または関与するエンティティー
のすべてがそのようなオペレーションを完了していない状態のいずれかでなければ、それ
らのエンティティーを対象とする別のオペレーションが進行することは認められない。し
たがって一実施形態においては、マネージャー１１０は、すべての関連するデータ・ウェ
アハウス１２０上に保存されているデータ・セットのすべてのレプリカが完了するまで、
保存されている最中または修正されている最中の複製されたデータ・セットにアクセスし
ようとする試みを却下することができ、それによってクライアントは、複製されたデータ
・セットへのアクセスを試みた際に一貫性のない結果を受け取ることがなくなる。
【００３５】
　しかし、すべてのデータ・セット・レプリカにわたってアトミックまたはトランザクシ
ョナルな同期化を実施すると、データ・ウェアハウス・システム１００のパフォーマンス
が著しく低下するおそれがある。たとえば、特定の複製されたデータ・セットが大きい場
合には、そのデータ・セットにアクセスできるようになるまでに、すべてのデータ・セッ
ト・レプリカに対する更新が完了するのを待つ際に多大な待ち時間を招くおそれがある。
したがって一実施形態においては、マネージャー１１０は、複数のデータ・ウェアハウス
１２０にわたって複製されたデータ・セットを大まかに同期化するように構成される。一
実施形態においては、データ・セットの大まかな同期化は、特定のデータ・ウェアハウス
１２０内の複製されたデータ・セットに対する更新をアトミックに同期化する一方で、他
のデータ・ウェアハウス１２０によって保存されているそのデータ・セットの他のレプリ
カにアクセスできるようにすることを含む。すなわち一実施形態においては、マネージャ
ー１１０は、（図２に示されているデータ・ウェアハウス１２０ａの顧客注文データ・テ
ーブルなど）特定のデータ・ウェアハウス１２０の特定のテーブルを、その特定のテーブ
ルの更新中には、他の読み取りアクセスや書き込みアクセスに対してアトミックにロック
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することができる。その間に、マネージャー１１０は、別のデータ・ウェアハウス１２０
上でその特定のロックされたテーブルのレプリカに（たとえば、データ・ウェアハウス１
２０ｂの複製された顧客注文データ・テーブルに）アクセスすることを条件付きで可能に
することができる。ある代替実施形態においては、マネージャー１１０は、データ・ウェ
アハウス１２０全体を、その中に保存されているデータ・セットの更新中にアトミックに
ロックすることもでき、あるいはテーブル内の１つの行など、更新されているデータ・セ
ットの一部のみをロックすることもでき、マネージャー１１０によって任意の適切なロッ
キング精度を採用することができるということが考えられる。いくつかの実施形態におい
ては、マネージャー１１０は、特定のデータ・ウェアハウス１２０上の更新されているデ
ータ・セットの一部をロックする一方で、その特定のデータ・ウェアハウス１２０上の同
じデータ・セットのロックされていない部分に読み取りや更新のために別途アクセスする
ことを可能にするように構成されるということがさらに考えられる。
【００３６】
　一実施形態においては、マネージャー１１０は、あるデータ・セット・レプリカへのア
クセスを、別のデータ・セット・レプリカの更新中に、そのアクセスがそのデータ更新に
依存していないならば、条件付きで可能にすることができる。たとえばクライアント１４
０は、（たとえば現在の暦四半期を除いた）前の完全な暦四半期に関するすべての顧客発
送データを要求する問合せを送信することができる。その間に、マネージャー１１０は、
多くの顧客満足サイトから前日の顧客発送データを抽出している最中であり、それらの顧
客満足サイトのそれぞれは、データ・ソース１６０を含む。マネージャー１１０は、デー
タ・ウェアハウス１２０ａ内の同期化を確実にするために任意の適切なロッキング・スキ
ームを使用して、データ・ウェアハウス１２０ａによって保存されている顧客発送データ
・テーブルを更新するように構成される。ウェアハウス１２０ａに対する更新が進行して
いる間は、顧客発送データのそのレプリカに対する問合せ（あるいは、いくつかの実施形
態においては、ウェアハウス１２０ａ内の任意のデータに対する問合せ）を却下すること
ができる。しかしマネージャー１１０は、前の暦四半期に関する顧客発送データを求める
送信された問合せが、現在データ・ウェアハウス１２０ａに対して進行中の更新に依存し
ていないことを検知するように構成される。すなわち、その問合せを満たすのに必要なす
べてのデータは、たとえデータ・ウェアハウス１２０ｂ内の顧客発送データがデータ・ウ
ェアハウス１２０ａ内のレプリカと完全には同期化されていなくても、データ・ウェアハ
ウス１２０ｂ内に提示することができる。したがってマネージャー１１０は、顧客発送デ
ータの更新がデータ・ウェアハウス１２０ｂへ保存される前に、その問合せがデータ・ウ
ェアハウス１２０ｂによって評価されることを可能にすることができる。この例において
は、当該データ・セットは、データ・ウェアハウス１２０ａと１２０ｂにわたって完全に
は同期化されず、むしろ大まかに同期化され、この場合、問合せを評価するための十分な
データを有するデータ・ウェアハウス１２０は、当該データ・セットの最新のバージョン
を有していない場合でさえ、問合せを評価することができる。
【００３７】
　図１に示されているデータ・ウェアハウス・システム１００の実施形態においては、マ
ネージャー１１０は、特定のデータ・セットが保存されている（１つまたは複数の）位置
（たとえば、特定のデータ・セットの単独のコピーやレプリカを有する特定のデータ・ウ
ェアハウス１２０）を識別する情報、ならびに進行中の任意の更新アクティビティーに関
してデータ・セットのそれぞれのコピーの状態を識別する情報など、データ・ウェアハウ
ス１２０によって保存されているデータ・セットに関する情報を保持するためにオペレー
ション・データベース１３０を利用するように構成される。たとえば一実施形態において
は、オペレーション・データベース１３０は、データ・ウェアハウス１２０によって保存
されている顧客発送データ・テーブルのそれぞれのコピーに対応するそれぞれのレコード
を含む。図２に示されている実施形態に関しては、オペレーション・データベース１３０
は、このようなレコードを２つ保存することができ、そのそれぞれは、それぞれのデータ
・ウェアハウス１２０ａ、ｂを、顧客発送データ・テーブルのそれぞれのレプリカを保存
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するものとして識別する。さらに、それぞれのレコードは、対応するデータ・ウェアハウ
ス１２０ａ、ｂ内のテーブルの状態を示すフィールドを含む。前のパラグラフで与えられ
た例を参照すると、マネージャー１１０がデータ・ウェアハウス１２０ａ内の顧客発送デ
ータ・テーブルの更新を調整している間、オペレーション・データベース１３０内の対応
するレコードは、そのレプリカが更新中であり、利用できないということや、他の適切な
状態を表示することができる。対照的に、データ・ウェアハウス１２０ｂによって保存さ
れている顧客発送データ・レプリカに関するレコードは、そのレプリカが更新中ではない
ということや、その更新が既に完了したということを表示することができる。
【００３８】
　さまざまな実施形態においては、オペレーション・データベース１３０は、データ・セ
ットの位置と状態を識別する異なるタイプのデータを保存するように構成される。たとえ
ば位置を識別するデータは、システム名、ＩＰ（ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
アドレス、あるいは他の適切な識別子など、データ・ウェアハウス１２０のための一意の
識別子を含む。状態情報は、特定のデータ・セットが更新されている最中か否かを示すシ
ンプルなセマフォーから、特定のデータ・セットの状態を特徴付けるさらに複雑なフィー
ルドまで、多岐にわたることができる。たとえば、いくつかの実施形態においては、ある
データ・セットに対応する状態情報は、そのデータ・セットが最後に更新された時刻、そ
の更新を実行するために使用されたデータ・ソース１６０、更新の理由（たとえば、スケ
ジュールされたオペレーションや手動のオペレーションのため）、あるいは他の任意の適
切な状態情報を示すことができる。いくつかの実施形態においては（たとえばマネージャ
ー１１０が、データ・ウェアハウス１２０に対する複数の並行した読み取りオペレーショ
ンや書き込みオペレーションをサポートするように構成されている実施形態においては）
、マネージャー１１０は、動作状態の同期化を確実にするために、オペレーション・デー
タベース１３０の読み取りおよび／または修正を行うのにトランザクショナル・オペレー
ションを使用するように構成される。
【００３９】
　オペレーション・データベース１３０によって保存されている位置と状態の情報は、一
実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０によって保存されているデータの大ま
かな同期化を実施するためにマネージャー１１０によって使用することができる。すなわ
ちマネージャー１１０は、データを抽出してデータ・ウェアハウス１２０内に保存する際
に、また保存されているデータを検索するためのオペレーション（たとえば問合せ）を受
信した際に、オペレーション・データベース１３０を調べるように構成されている。大ま
かな同期化を使用して、抽出されたデータをデータ・ウェアハウス１２０内に保存する方
法の一実施形態が、図３に示されている。図１から図３をまとめて参照すると、オペレー
ションは、ブロック３００において開始し、このブロック３００では、１つまたは複数の
データ・ソースからデータ・セットを抽出するためのオペレーションが開始する。たとえ
ば一実施形態においては、マネージャー１１０は、企業のいたるところに分散されている
顧客満足サイトなど、１つまたは複数のデータ・ソース１６０から、顧客発送データなど
のデータ・セットを、繰り返し（たとえば毎時間、毎晩、毎週）抽出するように構成され
る。あるいはユーザやアプリケーションは、データ・セットが抽出され保存されるよう、
クライアント１４０を介して要求することができる。いくつかの実施形態においては、複
数のデータ・セットをデータ・ソース１６０から同時に抽出して、１つまたは複数のデー
タ・ウェアハウス１２０内で更新することができるということが考えられる。たとえば、
複数のデータ・セットを同時に抽出して、スケジュールされたバッチ・ジョブなどのバッ
チ・ジョブやバッチ・プロセスとして保存することもでき、あるいはデータ・セットをデ
ータ・ソース１６０から動的にストリームして、データ・ウェアハウス１２０内で更新す
ることもできる。
【００４０】
　その後、マネージャー１１０は、たとえばデータを引き出すための問合せや他のコマン
ドをデータ・ソース１６０へ発行することによって、抽出されたデータを検索する（ブロ
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ック３０２）。抽出されたデータを、必要な場合には変換する（ブロック３０４）。たと
えば、抽出されたデータのフォーマットを設定し直すことが必要になることもあり、ある
いは、上述のようにデータ・ウェアハウス１２０のデータ保存要件に従ってデータそのも
のを修正することが必要になることもある。
【００４１】
　そしてマネージャー１１０は、どのデータ・ウェアハウス１２０が、抽出されたデータ
・セットをホストしているかを割り出す（ブロック３０６）。たとえば一実施形態におい
ては、マネージャー１１０は、オペレーション・データベース１３０を調べて、抽出され
たデータ・セットが存在する位置を、その中に保存されているレコードに従って割り出す
ことができる。次いでマネージャー１１０は、抽出されたデータ・セットを用いて更新す
る特定のデータ・ウェアハウス１２０を選択し、そのデータ・セットに関連付けられてい
る状態情報を更新して、更新が行われている最中であることを表示する（ブロック３０８
）。いくつかの実施形態においては、抽出されたデータ・セットをホストしているそれぞ
れのデータ・ウェアハウス１２０の更新は、別々の時点において開始したり終了したりす
る可能性があるが、マネージャー１１０は、これらの更新を、並行したやり方または重な
るやり方で行うように構成される。このような並行処理が、ブロック３０８～３１２の繰
り返されるブロックに関して図３に示されており、これらは、いくつかの異なるデータ・
セットやデータ・セット・レプリカのそれぞれに関して並行して実行することができる。
たとえばマネージャー１１０は、抽出されたデータ・セットの更新をいくつかの異なるデ
ータ・ウェアハウス１２０上で同時に開始するか、あるいは、それらの更新をずらし、そ
れによってそれらの更新が時間の点で部分的に重なるようにすることもできる。また、い
くつかの実施形態においては、複数の異なるデータ・ウェアハウス１２０内で複数の異な
るデータ・セットを同時に更新することができるという点に留意されたい。
【００４２】
　他の実施形態においては、マネージャー１１０は、連続したやり方または条件付きのや
り方でデータ・ウェアハウス１２０を更新するように構成される。たとえば、抽出された
データ・セットがデータ・ウェアハウス１２０のサブセットによって複製されている場合
には、マネージャー１１０は、特定のデータ・ウェアハウス１２０をランダムに選択して
、更新を開始することができる。あるいはマネージャー１１０は、そのサブセットのうち
で最も余裕があるデータ・ウェアハウス１２０を選択することもでき、または他の何らか
の選択基準を使用することもできる。オペレーション・データベース１３０が未処理のデ
ータ・セット読み取りオペレーションを追跡把握するいくつかの実施形態においては、あ
るデータ・セットが（たとえば問合せによって）現在読み取られている最中である場合に
は、データ・ウェアハウス１２０をそのデータ・セットの更新に関しては選択しないでお
くことができる。データ・ウェアハウス１２０が選択されると、一実施形態においては、
マネージャー１１０は、そのデータ・セットと、選択されたデータ・ウェアハウス１２０
とに関連付けられているオペレーション・データベース１３０内に保存されているレコー
ド内の状態情報を更新して、そのデータ・セットがその選択されたデータ・ウェアハウス
上で修正されている最中であることを表示することができる。上述のように、いくつかの
実施形態においては、マネージャー１１０は、たとえば複数の並行したオペレーションの
正しい順序付けを確実にするために、オペレーション・データベース１３０と対話するの
にトランザクショナル・オペレーションを使用することができる。
【００４３】
　そして抽出されたデータ・セットは、選択されたデータ・ウェアハウス１２０へ保存さ
れる（ブロック３１０）。選択されたデータ・ウェアハウス１２０に対する更新が進行し
ている間は、他のデータ・ウェアハウス１２０を介して、そのデータ・セットの他のレプ
リカに対するアクセスおよび／または更新を行うことができるという点に留意されたい。
更新が完了すると、マネージャー１１０は、そのデータ・セットに関連付けられている状
態情報を更新して、更新の完了を表示する（ブロック３１２）。
【００４４】
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　いくつかの実施形態においては、マネージャー１１０は、抽出されたデータ・セットを
バッファに保存する必要はなく、その一方で、この抽出されたデータ・セットは、その対
応するデータ・ウェアハウス１２０へ順に保存されるということもある。ある代替実施形
態においては、マネージャー１１０は、データ・ソース１６０からのデータの抽出を開始
する前に、更新するデータ・ウェアハウス１２０を選択することができる。そしてマネー
ジャー１１０は、抽出されたデータを（適切な変換を施して）、選択されたデータ・ウェ
アハウス１２０へとストリームすることや、ストリームさせることができ、その後、更新
されたデータ・ウェアハウス１２０を、他のデータ・ウェアハウス１２０を更新するため
のデータ・ソースとして使用することができる。いくつかの実施形態においては、複数の
データ・ウェアハウス１２０を、順にではなく、同時に更新するようにしてもよい。たと
えば、特定のデータ・セットが３つのデータ・ウェアハウス１２０内で複製されている場
合には、それらのうちの２つを同時に更新する一方で、３つ目のデータ・ウェアハウス１
２０を、その特定のデータ・セットに対する問合せのために利用できるように残しておく
ことができる。最後に、いくつかの実施形態においては、データ・ウェアハウス１２０の
すべて（または選択されたサブセット）を同時に更新して、状態をオペレーション・デー
タベース１３０内に適切に表示することによって、（大まかな同期化とは対照的な）完全
な同期化を実現することができる。
【００４５】
　大まかな同期化を使用して、データ・ウェアハウス１２０によって保存されているデー
タに関して問合せを行う方法の一実施形態が、図４に示されている。図１から図４をまと
めて参照すると、オペレーションは、ブロック４００において開始し、このブロック４０
０では、データ・ウェアハウス１２０によって保存されている１つまたは複数のデータ・
セットに依存する問合せオペレーションが受信される。たとえば一実施形態においては、
マネージャー１１０は、このような問合せをクライアント１４０から、直接またはウェブ
・サービス・インターフェース１５０を介して受信するように構成される。
【００４６】
　その後、マネージャー１１０は、受信した問合せを分析して、その問合せのデータ・セ
ット依存度を割り出す（ブロック４０２）。いくつかの実施形態においては、データ・セ
ット依存度を割り出すステップは、その問合せによって参照される特定のデータ・セット
や、依存されているデータ・セットに関する任意のさらなる状態情報を割り出すステップ
を含む。たとえば一実施形態においては、マネージャー１１０は、特定の問合せが、図２
に示されている顧客発送データ・テーブルに依存しているということを、そしてさらには
、依存されているデータは、前の暦四半期に関するデータであるということを割り出すこ
とができる。
【００４７】
　そしてマネージャー１１０は、依存されているデータ・セットのデータ・ウェアハウス
１２０内における位置や、保存されているデータ・セットに関連付けられている現在の状
態情報を割り出す（ブロック４０４）。たとえばマネージャー１１０は、依存されている
それぞれのデータ・セットごとに、どのデータ・ウェアハウス１２０がそのデータ・セッ
トのコピーをホストしているか、ならびにそのコピーに関連付けられている状態情報（た
とえば、現在更新中、特定の日付現在で、メンテナンスのためにオフライン中など）を割
り出すために、オペレーション・データベース１３０を調べる。
【００４８】
　受信した問合せのデータ・セット依存度、ならびにデータ・ウェアハウス１２０内にお
けるデータ・セットの位置と状態に関する情報の分析に基づいて、マネージャー１１０は
、いずれかのデータ・ウェアハウス１２０が、その受信した問合せを評価するための十分
なデータを有しているかどうかを判定する（ブロック４０６）。たとえば一実施形態にお
いては、マネージャー１１０は、あるデータ・ウェアハウス１２０が、特定の問合せによ
って依存されているそれぞれのデータ・セットのコピーを有している場合、依存されてい
るそれぞれのデータ・セットが、その他の形で（たとえば、図３に示されているような抽



(20) JP 5047806 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

出と保存のオペレーションによって）更新されている最中でない場合、および依存されて
いるそれぞれのデータ・セットが、その問合せの状態要件（たとえば、それぞれのデータ
・セットが、少なくとも、その問合せによって指定されているいずれの日付範囲とも同じ
ぐらい新しいものであること）を満たす場合には、そのデータ・ウェアハウス１２０が、
その問合せを評価するための十分なデータを有していると判定する。他の実施形態におい
ては、マネージャー１１０は、特定の問合せに関して特定のデータ・ウェアハウス１２０
がデータを十分に有しているかどうかを判定するために、別の基準やさらなる基準を使用
することができる。たとえば、このような基準は、特定のタイプの照会言語を評価するた
めの機能や、複雑な問合せを処理するための利用可能な計算リソースなど、データ・ウェ
アハウス１２０の機能やリソースに関する情報を含む。
【００４９】
　いくつかの実施形態においては、１つまたは複数のデータ・ウェアハウス１２０は、特
定のデータ・ウェアハウス１２０によって同時に評価できる問合せの数を制限することな
どによって問合せ評価リソースを管理するように構成される。たとえばデータ・ウェアハ
ウス１２０は、問合せを実行するための特定の数の「ジョブ・スロット」を提供するよう
に構成され、すべてのスロットが占有されている場合には、さらなる問合せを受け入れる
ことができないようにすることができる。いくつかの実施形態においては、特定の問合せ
は、その問合せの複雑さを問わずに、１つの利用可能なジョブ・スロットに対応すること
ががる。他の実施形態においては、より複雑な問合せが、複数のジョブ・スロットを占有
することもあり、あるいは、データ・ウェアハウス１２０によって他のタイプのロード・
バランシング戦略を採用することもできる。いくつかの実施形態においては、特定の問合
せを評価するための十分なデータを特定のデータ・ウェアハウス１２０が有しているかど
うかを判定するマネージャー１１０は、特定のデータ・ウェアハウス１２０の利用可能な
問合せ評価リソースを考慮に入れることもできる。たとえば一実施形態においては、問合
せを評価するための十分なデータを有しているが、問合せを評価するための利用可能なリ
ソースをまったく有していないデータ・ウェアハウス１２０は、マネージャー１１０によ
って選択しないでおくことができる。
【００５０】
　受信した問合せを評価するための十分なデータを有するデータ・ウェアハウス１２０が
まったくない場合（あるいは、いくつかの実施形態においては、受信した問合せを評価す
るための利用可能なリソースを十分に有するデータ・ウェアハウス１２０がまったくない
場合）には、マネージャー１１０は、十分なデータ・ウェアハウス１２０を識別できるよ
うになるときまで、その問合せを待ち行列に入れておく（ブロック４０８）。たとえば一
実施形態においては、マネージャー１１０は、受信した問合せが、特定のデータ・ウェア
ハウス１２０に対して現在更新されている最中であるデータ・セットに依存しているとい
うことを識別し、その問合せが、その更新の完了後にその特定のデータ・ウェアハウス１
２０上で評価されるようにスケジュールすることができる。あるいはマネージャー１１０
は、待ち行列に入っている問合せをときおり再評価して、データ・ウェアハウス１２０が
、問合せを評価するのに利用できるようになったかどうかを判定するようにしてもよい。
いくつかの実施形態においては、クライアントのデッドロックを回避するために、マネー
ジャー１１０は、問合せが待ち行列に入っていられる時間の長さに関して制限を課すこと
ができ、その問合せが、待ち行列に入っていられる制限時間を超えた場合には、クライア
ントにエラー状態を返すことができる。
【００５１】
　受信した問合せを評価するのに十分なデータ・ウェアハウス１２０が識別された場合に
は、マネージャー１１０は、その受信した問合せを、評価のためにそのデータ・ウェアハ
ウス１２０に伝達する（ブロック４１０）。大まかな同期化のもとでは、特定のデータ・
セットを対象とする問合せは、その特定のデータ・セットのレプリカが１つのデータ・ウ
ェアハウス１２０上で更新されている間に、別のデータ・ウェアハウス１２０によって評
価されるという点に留意されたい。



(21) JP 5047806 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

【００５２】
　大まかな同期化のもとでのデータ・セットの更新とデータ・セットの問合せとの間にお
ける関係の一実施形態を示すタイミング図が、図５Ａに示されている。示されているタイ
ミング図においては、マネージャー１１０は、時刻Ｔ１に特定のデータ・セットの更新を
開始し、ここでは、このデータ・セットは、データ・ウェアハウス１２０ａ～ｂによって
複製されている。その後、更新されている最中のデータ・セットを対象とする問合せが、
時刻Ｔ２にマネージャー１１０によって受信される。データ・セットの更新は、Ｔ２より
も後の時刻Ｔ３にデータ・ウェアハウス１２０ａにおいて完了し、Ｔ３よりも後の時刻Ｔ
４にデータ・ウェアハウス１２０ｂにおいて完了する。
【００５３】
　図示されている実施形態においては、受信した問合せを評価するための３つの可能なタ
イムフレームが示されている。第１のケースにおいては、更新されている最中のデータ・
セットの更新前の内容によって問合せを満たすことができるようにする。たとえばマネー
ジャー１１０は、オペレーション・データベース１３０と共に、問合せを評価するのに必
要なデータが現在の更新に依存していないということを判定する。このケースにおいては
、時刻Ｔ２の後に、当該データ・セットをホストしている任意の利用可能なデータ・ウェ
アハウス１２０によって問合せを評価する。すなわち問合せは、受信された後のできるだ
け早い時点で評価され、これは、場合によっては、遅延を招くおそれがある。たとえば、
いくつかの実施形態においては、上述のように、現在更新されている最中のデータ・ウェ
アハウス１２０上では問合せを評価することが認められないかもしれない。さらに場合に
よっては、データ・ウェアハウス１２０は、あまりに余裕がないために、問合せをすぐに
受け入れることができないかもしれない。しかし、いくつかの実施形態においては、更新
前のデータに依存する問合せの場合、時刻Ｔ２の後のどの時点でその問合せを実行できる
かに関して、いかなる更新関連の時間的な制約も必要ではない。
【００５４】
　第２、第３のケースにおいては、問合せは、更新されている最中のデータ・セットの更
新後の内容に依存する。すなわち問合せは、その正しい評価のために、時刻Ｔ１に開始さ
れたデータ・セットの更新において反映されたデータを要求する。図示されている実施形
態においては、この更新は、時刻Ｔ３にデータ・ウェアハウス１２０ａにおいて、時刻Ｔ
４にデータ・ウェアハウス１２０ｂにおいて完了する。これに対応して、問合せは、時刻
Ｔ３より後の任意の時点でデータ・ウェアハウス１２０ａによって、また時刻Ｔ４より後
の任意の時点でデータ・ウェアハウス１２０ｂによって評価される。前述のように、およ
び図５Ａに示されているように、大まかな同期化のもとでは、問合せは、その問合せによ
って対象とされているデータ・セットのすべてのレプリカが更新される前に、また場合に
よっては（たとえば、その問合せが更新前のデータに依存している場合には）、そのデー
タ・セットのレプリカが特定のデータ・ウェアハウス１２０上で更新される前に、その特
定のデータ・ウェアハウス１２０によって評価される。上述のように、いくつかの実施形
態においては、特定のデータ・セットを対象とする問合せは、その特定のデータ・セット
が１つのデータ・ウェアハウス１２０へ保存されている間に、別のデータ・ウェアハウス
１２０によって評価され。さらに、いくつかの実施形態においては、特定のデータ・セッ
トが任意の特定のデータ・ウェアハウス１２０へ保存された後に、その特定のデータ・ウ
ェアハウス１２０が、その特定のデータ・セットを対象とする問合せを評価する。たとえ
ば、複製されたデータ・セットが、いくつかのまたはすべての対応するデータ・ウェアハ
ウス１２０へ更新された後には、それらの更新されたデータ・ウェアハウス１２０のいず
れかが、その複製されたデータ・セットへの問合せを満たす。
【００５５】
　また、いくつかの実施形態においては、上述のように、データ・セットの部分をロック
するためのきめの細かいメカニズムを採用して、更新されている最中のデータ・セットを
ホストしている特定のデータ・ウェアハウス１２０を、その更新が完了する前にそのデー
タ・セットに対する問合せを評価する上で利用できるようにすることができるという点に
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留意されたい。たとえば、いくつかの実施形態においては、マネージャー１１０とオペレ
ーション・データベース１３０は、データ・セットの部分（たとえば、テーブルの個々の
行や、行のセット）の状態を追跡把握するように構成される。特定のデータ・セットのあ
る部分が、特定のデータ・ウェアハウス１２０上で更新されている間に、マネージャー１
１０は、特定の問合せが、その特定のデータ・セットのうちの現在更新されている最中で
はないある部分に依存していることを判断し、したがって、その問合せをその特定のデー
タ・ウェアハウス１２０によって評価できるようにすることができる。このような実施形
態においては、データ・セットのうちの更新中ではない部分に対する問合せを、まるでそ
の問合せが、更新されている最中のデータ・セットとは無関係のデータ・セットに依存し
ているかのように機能的に取り扱うことができ、その更新とは無関係に評価できるように
することができる。図５Ａの状況においては、このような問合せは、時刻Ｔ３とＴ４の更
新完了ポイントと同期化することなく、時刻Ｔ２に受信された後の任意の時点で評価され
る。
【００５６】
　図５Ｂ～図５Ｄは、図５Ａに示されているさまざまな時点に関連して、大まかな同期化
を使用して複製されたデータ・セットの一実施形態の特定の例を示している。図５Ｂ～図
５Ｄに示されている実施形態においては、顧客注文データ・セットは、データ・ウェアハ
ウス１２０ａ～ｂによって複製されるように構成されている。図５Ｂは、更新の開始より
も前の時点（たとえば、図５Ａに示されている時刻Ｔ１よりも前の時点）での顧客注文デ
ータ・セットのレプリカを示している。図５Ｂにおいては、顧客注文データ・セットの双
方のレプリカが、更新前の状態で示されている。
【００５７】
　図５Ｃは、データ・ウェアハウス１２０ａのレプリカが更新された後の、ただしデータ
・ウェアハウス１２０ｂのレプリカが更新される前の時点（たとえば、図５Ａに示されて
いる時刻Ｔ３とＴ４の間の時点）での顧客注文データ・セットのレプリカを示している。
図５Ｃに示されているように、顧客注文データ・セットの２つのレプリカは、異なる状態
にある。最後に、図５Ｄは、双方のレプリカが更新された後の時点（たとえば、図５Ａに
示されている時刻Ｔ４よりも後の時点）での顧客注文データ・セットのレプリカを示して
いる。上述のように、顧客注文データ・セットに対する問合せは、そのデータ・セットに
対する更新が開始した後の任意の時点で着信する。そのデータ・セットの要件に応じて、
（たとえば図５Ｃに示されているように）双方のデータ・セット・レプリカが別々の内容
を有している時点を含めて、双方のデータ・ウェアハウス１２０ａ～ｂに対して更新が完
了する前に、データ・ウェアハウス１２０ａ～ｂのいずれかの上で特定の問合せを実行で
きるようにすることができる。
【００５８】
　いくつかの実施形態においては、データ・ウェアハウス・システム１００の編成は、シ
ステム１００と対話するように構成されているクライアント１４０にとって完全にトラン
スペアレントであるという点に留意されたい。すなわち、いくつかの実施形態においては
、クライアント１４０は、データ・ウェアハウス１２０内における特定のデータ・セット
の位置または状態に関する直接の知識をまったく持たないようにすることができる。この
ようないくつかの実施形態においては、マネージャー１１０は、複数のデータ・ウェアハ
ウス１２０を、クライアント１４０の視点から見た際に単一の仮想データ・ウェアハウス
として提示するように構成される（たとえばマネージャー１１０は、データ・ウェアハウ
ス１２０を仮想化するように構成される）。したがって、このようないくつかの実施形態
においては、マネージャー１１０は、（問合せインターフェースなどの）単一の安定した
インターフェースをクライアント１４０に提示している間に、データ・セットを複数のデ
ータ・ウェアハウス１２０の間で移動させるために、あるいはシステム１００内に保存さ
れているデータの編成をその他の形で変更するために、データ・セットを任意の度合いで
自由に複製できるようにすることができる。
【００５９】
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　一実施形態においては、任意の特定の時点で、複数のデータ・ウェアハウス１２０によ
って保存されている複数のデータ・セットを、特定のクライアント１４０によって問合せ
を行う上で利用できる可能性があり、また任意の特定の時点で、保存されているデータ・
セットのうちの１つが、その保存されているデータ・セットのうちの別の１つとは異なる
こともある。たとえば、保存されている２つのデータ・セットは、別々のタイプのデータ
を保存するように決められているために異なる可能性がある。あるいは、保存されている
２つのデータ・セットは、同じデータを複製するように構成されているかもしれないが、
特定の時点においては、上述のような大まかな同期化のオペレーションのために異なって
いる可能性がある。いくつかの実施形態においては、これらのシナリオのいずれかのもと
での複数のデータ・セットが、クライアント１４０によって問合せを行う上で利用できる
可能性があり、マネージャー１１０は、このようなデータ・セットがデータ・ウェアハウ
ス・システム１００内でどのように配置され操作されるかの詳細を、クライアント１４０
にとって明白な方法で管理するように構成される。
【００６０】
　クライアント１４０に関するデータ・ウェアハウス１２０の仮想化は、データ・ウェア
ハウス１２０内に保存されているデータ・セットが複製されているかどうかを問わずに行
うことができる。クライアント１４０に対して複数のデータ・ウェアハウス１２０を単一
のデータ・ウェアハウスとして仮想化する方法の一実施形態が、図６に示されている。図
１から図６をまとめて参照すると、オペレーションは、ブロック６００において開始し、
このブロック６００では、マネージャー１１０が、データ・ウェアハウス１２０に投入さ
れているデータ・セットに関する位置情報を保存する。たとえば一実施形態においては、
マネージャー１１０は、それぞれのデータ・セットごとの位置情報を、そのデータ・セッ
トが複製されているかどうかなど、そのデータ・セットの状態を識別する他の情報と共に
、オペレーション・データベース１３０内に保存することができる。
【００６１】
　その後、マネージャー１１０は、データ・ウェアハウス・システム１００内に保存され
ている特定のデータ・セットを対象とする問合せを受信する（ブロック６０２）。これに
応答して、マネージャー１１０は、その受信した問合せを評価できる特定のデータ・ウェ
アハウス１２０を識別する（ブロック６０４）。たとえばマネージャー１１０は、上述の
ようにデータ・セットや状態の依存度を検知するために問合せを分析するように、および
その問合せを評価できる１つの（あるいは、そのデータ・セットが複製されている場合に
は、複数の）データ・ウェアハウス１２０を識別するためにオペレーション・データベー
ス１３０を調べるように構成される。進行中のデータ・セットの更新や、データ・ウェア
ハウスの作業負荷など、他の要因が、問合せを評価するための適切なデータ・ウェアハウ
ス１２０の識別に影響を与える可能性もある。
【００６２】
　受信した問合せを評価するためにデータ・ウェアハウス１２０が識別されると、マネー
ジャー１１０は、評価のために、その問合せをその選択されたデータ・ウェアハウス１２
０に伝達する（ブロック６０６）。そして、その問合せが評価され（ブロック６０８）、
マネージャー１１０を介して要求側のクライアント１４０に結果が返される（ブロック６
１０）。いくつかの実施形態においては、問合せの送信と、問合せの結果の受信との間の
すべてのステップは、クライアント１４０にとってトランスペアレントであるという点に
留意されたい。場合によっては、マネージャー１１０は、評価のための適切なデータ・ウ
ェアハウス１２０をすぐに識別できない場合には、問合せを待ち行列に入れることができ
るという点にさらに留意されたい。さらにマネージャー１１０は、場合によっては、たと
えば問合せが不正な形式である場合や、データ・ウェアハウス１２０を待つ時間が切れた
場合には、要求側のクライアント１４０にエラー状態を返すことができる。
【００６３】
　データ・ウェアハウスの計算インフラストラクチャー
　データ・ウェアハウス１２０は、計算ハードウェアのそれぞれのセットを含み、さらに
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データ・ウェアハウジング機能を実装するように構成されているオペレーティング・シス
テム・ソフトウェアやデータ・ウェアハウジング・ソフトウェア（たとえばデータベース
・ソフトウェア）を含む。いくつかの実施形態においては、使用される計算ハードウェア
は、カスタマイズされたバージョンのオペレーティング・システムと、特定のインストー
ルに固有のデータ・ウェアハウジング・ソフトウェアとに入念に一体化された独自仕様の
ハイエンドのマルチプロセッサ・コンピュータ・システムを含む。しかしこのような構成
は、購入し、管理し、維持する上で高くつくおそれがある。したがって、いくつかの実施
形態においては、データ・ウェアハウス１２０のいずれかまたはすべては、広く流通して
いるまたはオープンソースのオペレーティング・システムおよび／またはデータ・ウェア
ハウジング・ソフトウェアを実行するより安価な（たとえば日用的な）コンピュータ・シ
ステムから作成されたそれぞれのコンピューティング・クラスタをそれぞれ含む。
【００６４】
　データ・ウェアハウス１２０を実装することができるコンピューティング・クラスタの
一実施形態が、図７に示されている。図示されている実施形態においては、データ・ウェ
アハウス・クラスタ７００（あるいは、単にクラスタ７００）は、複数のコンピューティ
ング・ノード７１０（あるいは、単にノード７１０）を含む。ノード７１０のそれぞれは
、複数のスイッチ７２０のそれぞれに結合されており、それぞれのスイッチ７２０は、そ
れぞれの数のストレージ・アレイ７３０に結合されている。したがって、図示されている
実施形態においては、それぞれのノード７１０は、適切なスイッチ７２０を通じてストレ
ージ・アレイ７３０のいずれかにアクセスすることができる。一実施形態においては、ク
ラスタ７００は、１６個のノード７１０、８個のスイッチ７２０、６４個のストレージ・
アレイ７３０を含む。しかし、さまざまな実施形態においては、任意の数のノード７１０
、スイッチ７２０、ストレージ・アレイ７３０、さらにはこれらの要素を相互接続するた
めのさまざまなトポロジーを採用することができるという点に留意されたい。
【００６５】
　一実施形態においては、ノード７１０のそれぞれは、図８の説明と併せて以降でさらに
詳しく説明するように、ユニプロセッサまたはマルチプロセッサのコンピュータ・システ
ムを含む。いくつかの実施形態においては、ノード７１０は、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓ
ｔｅｍｓ、Ｈｅｗｌｅｔｔ－Ｐａｃｋａｒｄ、ＩＢＭ、Ｄｅｌｌ、あるいは任意の適切な
システム製造業者を含む複数のベンダのうちの任意のベンダから市販されている汎用サー
バ、パーソナル・コンピュータ、あるいはワークステーション・システムを含む。さらに
ノード７１０は、あるバージョンのＬｉｎｕｘ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（
登録商標）、Ｓｏｌａｒｉｓ、ＨＰ－ＵＸ、ＡＩＸに準拠したオペレーティング・システ
ムや、他の任意の適切な一般に入手可能なまたは独自仕様のオペレーティング・システム
など、１つまたは複数の適切なオペレーティング・システムを実行するように構成される
。
【００６６】
　一般的に言えば、ノード７１０のそれぞれは、マネージャー１１０を介して受信した問
合せや、他のデータ・ウェアハウス・オペレーションを、ストレージ・アレイ７３０を介
して保存できるデータ・セットに照らして評価するように機能し、その一方でスイッチ７
３０は、ノード７１０とストレージ・アレイ７３０との間における相互接続を提供する。
したがって、図示されている実施形態においては、特定のノード７１０上で評価されてい
る問合せは、ストレージ・アレイ７３０のうちのいずれかに保存されているデータ・セッ
トに均一にアクセスすることができる。他の実施形態においては、データ・セットは、複
数のノード７１０に不均一に利用可能にすることができる。たとえば特定のノード７１０
は、一部のデータ・セットを含むが他のデータ・セットは含まないストレージ・アレイ７
３０のうちの特定の１つまたは複数に対応付けるられる。このような実施形態においては
、複数のノード７１０は、特定の問合せによって依存されているデータ・セットが複数の
ストレージ・アレイ７３０にわたってどのように分散されているかに応じて、その問合せ
の評価に参加する必要があるであろう。
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【００６７】
　いくつかの実施形態においては、スイッチ７２０とストレージ・アレイ７３０は、ＳＡ
Ｎ（ｓｔｏｒａｇｅ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を含む。たとえばスイッチ７２０は、
ファイバー・チャネル相互接続や、他の適切なＳＡＮ相互接続と管理テクノロジーを使用
して、ノード７１０およびストレージ・アレイ７３０に結合されている。しかし、クラス
タ７００のデバイスどうしを相互接続するために任意の適切なタイプのネットワークを使
用することもできる。たとえば一実施形態においては、相互接続テクノロジーとして、ギ
ガビット・イーサネット（登録商標）や１０ギガビット・イーサネットを使用することが
できる。
【００６８】
　ストレージ・アレイ７３０のそれぞれは、固定式の磁気ディスク・ドライブなど、１つ
または複数のマス・ストレージ・デバイスを含む。たとえば一実施形態においては、それ
ぞれのストレージ・アレイ７３０は、ＲＡＩＤア（Ｒｅｄｕｎｄａｎｔ　Ａｒｒａｙ　ｏ
ｆ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｄｉｓｋｓ）アレイとして構成されているまったく同じ数
のＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ハ
ード・ドライブを含む。たとえばディスク・ストライピング、ミラーリング、データ・パ
リティーなど、ストレージ・アレイ７３０によってサポートされるさまざまなストレージ
機能は、ストレージ・アレイ７３０自体によって管理することができる。たとえばストレ
ージ・アレイ７３０は、マス・ストレージ・デバイスに加えて、それらのデバイスを管理
するように構成されているさらなるハードウェアを含む。あるいは、ストレージ・アレイ
７３０を比較的受け身にすることもでき、そのストレージ機能をインテリジェントなスイ
ッチ７２０によって管理することもできる。特定のストレージ・アレイ７３０は、磁気デ
ィスクに加えて、あるいは磁気ディスクの代わりに、たとえば光メディアや磁気テープな
ど、他のタイプのストレージ・デバイスを含むということもある。さらに、いくつかの実
施形態においては、ストレージ・アレイ７３０のそれぞれをまったく同様に構成すること
ができ、その一方で、他の実施形態においては、ストレージ・アレイ７３０をその構成お
よび／または機能セットの面で異種混成なものにすることができるということもある。
【００６９】
　いくつかの実施形態においては、クラスタ７００は、特定のデータ・ウェアハウス１２
０の予想される作業負荷にマッチするように、容易に拡張できるようにすることができる
。たとえばデータ・ウェアハウス１２０が、まれな問合せや比較的簡単な問合せを受信す
る大量のデータを格納すると予想される場合には、（上述のような任意の所望のデータ・
セットの複製を含む）予想される量のデータを保存するストレージ・アレイ７３０を用意
することができ、その一方で、予想される作業負荷に基づいてノード７１０を別個に設け
ることができる。問合せの作業負荷やストレージの要件が増加した場合には、さらなるノ
ード７１０、スイッチ７２０、および／またはストレージ・アレイ７３０を後から追加す
ることができる。
【００７０】
　いくつかの実施形態においては、上述の方法や技術のいずれか、たとえばマネージャー
１１０またはデータ・ウェアハウス１２０の機能、あるいは図３、４、６に示されている
方法を、コンピュータがアクセス可能なメディアを介して保存し、伝達できるプログラム
命令とデータとして実現させることができる。このようなプログラム命令を実行して、デ
ータ・ウェアハウジングと仮想化、ストレージ管理、問合せとデータ・セットの分析、問
合せの評価、オペレーティング・システムの機能、アプリケーション、ならびに／あるい
は他の任意の適切な機能など、特定の計算機能を実施することができる。一実施形態にお
いては、ノード７１０は、コンピュータがアクセス可能なメディアを含む。特定のノード
７１０を例示することができるコンピュータ・システムの一実施形態が、図８に示されて
いる。図示されている実施形態においては、コンピュータ・システム８００は、入力／出
力（Ｉ／Ｏ）インターフェース８３０を介してシステム・メモリ８２０に結合されている
１つまたは複数のプロセッサ８１０を含む。ノード７１０は、ネットワーク・インターフ
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ェース８４０やＳＡＮインターフェース８５０をさらに含み、これらは、それぞれＩ／Ｏ
インターフェース８３０に結合されている。
【００７１】
　いくつかの実施形態においては、コンピュータ・システム８００のインスタンスは、ク
ラスタ７００から切り離して構成させることができ、データ・ウェアハウス・システム１
００内の他のアプリケーションや機能を実行するように構成されるという点に留意された
い。たとえば一実施形態においては、コンピュータ・システム８００の１つまたは複数の
インスタンスは、クラスタ７００の外に提供することができ、コンピュータがアクセス可
能なメディアを介して保存や伝達ができるプログラム命令とデータを実行するように構成
され、マネージャー１１０を実現するように構成される。このようないくつかの実施形態
においては、マネージャー１１０を実現するように構成されているコンピュータ・システ
ム８００のインスタンスの構成は、図８に示されている構成とは異なるものにすることが
できる。たとえば、いくつかの実施形態においては、コンピュータ・システム８００のこ
のようなインスタンスは、より多くのプロセッサ８１０、あるいはより少ないプロセッサ
８１０を含む。さらに、いくつかの実施形態においては、このようなインスタンスは、Ｓ
ＡＮインターフェース８５０を保持することができるが、このインターフェースは、省略
することもできる。
【００７２】
　上述のように、さまざまな実施形態においては、コンピュータ・システム８００は、１
つのプロセッサ８１０を含むユニプロセッサ・システムとすることもでき、あるいは複数
の（たとえば２つ、４つ、８つ、または別の適切な数の）プロセッサ８１０を含むマルチ
プロセッサ・システムとすることもできる。プロセッサ８１０は、命令を実行することが
できる任意の適切なプロセッサとすることができる。たとえば、さまざまな実施形態にお
いては、プロセッサ８１０は、ｘ８６、ＰｏｗｅｒＰＣ、ＳＰＡＲＣ、またはＭＩＰＳ　
ＩＳＡ、あるいは他の任意の適切なＩＳＡなど、さまざまなＩＳＡ（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉ
ｏｎ　ｓｅｔ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）のいずれかを実装する汎用プロセッサや内蔵
プロセッサとすることができる。マルチプロセッサ・システムにおいては、プロセッサ８
１０のそれぞれは一般に、同じＩＳＡを実装することができるが、これは必須ではない。
【００７３】
　システム・メモリ８２０は、プロセス８１０によってアクセス可能な命令とデータを保
存するように構成される。さまざまな実施形態においては、システム・メモリ８２０を、
ＳＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ、不揮発性／フラッシュタイプのメモリ、あるいは他の任意のタイ
プのメモリなど、任意の適切なメモリ・テクノロジーを使用して実装することができる。
図示されている実施形態においては、上述のような、所望の機能を実行するプログラム命
令とデータは、コード８２５としてシステム・メモリ８２０内に保存されるものとして示
されている。
【００７４】
　一実施形態においては、Ｉ／Ｏインターフェース８３０は、プロセッサ８１０と、シス
テム・メモリ８２０と、デバイス内のすべての周辺デバイスとの間におけるＩ／Ｏトラフ
ィックを調整するように構成される。周辺デバイスには、ネットワーク・インターフェー
ス８４０、ＳＡＮインターフェース８５０、あるいは他の周辺インターフェースが含まれ
る。いくつかの実施形態においては、Ｉ／Ｏインターフェース８３０は、すべての必要な
プロトコル、タイミング、あるいは他のデータの変換を実行して、あるコンポーネント（
たとえばシステム・メモリ８２０）からのデータ信号を別のコンポーネント（たとえばプ
ロセッサ８１０）による使用に適したフォーマットへと変換することができる。いくつか
の実施形態においては、Ｉ／Ｏインターフェース８３０は、たとえばＰＣＩバス標準やＵ
ＳＢ標準の変形形態など、さまざまなタイプの周辺バスを通じて接続されているデバイス
のためのサポートを含む。いくつかの実施形態においては、Ｉ／Ｏインターフェース８３
０の機能は、たとえばノース・ブリッジとサウス・ブリッジなど、複数の別々のコンポー
ネントへと分割することができる。また、いくつかの実施形態においては、システム・メ
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モリ８２０へのインターフェースなど、Ｉ／Ｏインターフェース８３０の機能のいくつか
またはすべては、プロセッサ８１０内に直接組み込むことができる。
【００７５】
　ネットワーク・インターフェース８４０は、コンピュータ・システム８００と、ネット
ワークに接続されている他のデバイスとの間でデータをやり取りすることを可能にするよ
うに構成されている。たとえばマネージャー１１０は、クラスタ７００の外部のコンピュ
ータ・システム８００上で実行するように構成させることができ、クラスタ７００内でノ
ード７１０として構成されている特定のコンピュータ・システム８００は、ネットワーク
・インターフェース８４０を介して外部のシステム上のマネージャー１１０と通信するこ
とができる。さまざまな実施形態においては、ネットワーク・インターフェース８４０は
、任意の適切なタイプのイーサネット・ネットワークなどの有線または無線の一般的なデ
ータ・ネットワークを介して、たとえばアナログ音声ネットワークやデジタル・ファイバ
ー通信ネットワークなどの電気通信／電話ネットワークを介して、ファイバー・チャネル
ＳＡＮなどのストレージ・エリア・ネットワークを介して、あるいは他の任意の適切なタ
イプのネットワークおよび／またはプロトコルを介して、通信をサポートすることができ
る。
【００７６】
　一実施形態においては、ＳＡＮインターフェース８５０は、スイッチ７２０を介してコ
ンピュータ・システム８００とストレージ・アレイ７３０との間でデータをやり取りする
ことを可能にするように構成される。いくつかの実施形態においては、上述のように、Ｓ
ＡＮインターフェース８５０は、ファイバー・チャネル・インターフェースや別の適切な
インターフェースを含む。しかし、いくつかの実施形態においては、標準的なネットワー
ク・インターフェースを介してＳＡＮの接続を実装することができるということもある。
このような実施形態においては、コンピュータ・システム８００は、ストレージ・デバイ
スや他のコンピュータ・システムの双方と通信するための単一のネットワーク・インター
フェース（たとえば、ネットワーク・インターフェース８４０）を提供することもでき、
あるいはコンピュータ・システム８００は、ストレージ・デバイスおよび一般的なネット
ワーク通信を、いくつかの同様に構成されたネットワーク・インターフェースにわたって
均一に分散させることもできる。
【００７７】
　いくつかの実施形態においては、システム・メモリ８２０は、上述のようなプログラム
命令とデータを保存するように構成されているコンピュータがアクセス可能なメディアの
一実施形態とすることができる。しかし他の実施形態においては、プログラム命令および
／またはデータは、受信したり、送信したり、あるいは異なるタイプのコンピュータがア
クセス可能なメディア上に保存したりすることができる。一般的に言えば、コンピュータ
がアクセス可能なメディアは、Ｉ／Ｏインターフェース８３０を介してコンピュータ・シ
ステム８００に結合されている磁気メディアまたは光メディア、たとえばディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、あるいはＤＶＤ－ＲＯＭなどのストレージ・メディアやメモリ・メディア、ま
たはＳＡＮインターフェース８５０を介してコンピュータ・システム８００に結合されて
いるストレージ・アレイ７３０を含む。コンピュータがアクセス可能なメディアは、ＲＡ
Ｍ（たとえばＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ、ＲＤＲＡＭ、ＳＲＡＭなど）やＲＯＭな
どの任意の揮発性メディアや不揮発性メディアを含むこともでき、これらは、コンピュー
タ・システム８００のいくつかの実施形態においては、システム・メモリ８２０や別のタ
イプのメモリとして含む。さらに、コンピュータがアクセス可能なメディアは、ネットワ
ーク・インターフェース８４０やＳＡＮインターフェース８５０を介して実装できるよう
なネットワークおよび／または無線リンクなどの通信メディアを介して伝達される電気信
号、電磁信号、あるいはデジタル信号などの伝送メディアや伝送信号を含む。
【００７８】
　上述の実施形態について詳細に説明したが、当業者が上述の開示を十分に理解すれば、
多くの変形形態および修正形態が明らかになるであろう。添付の特許請求の範囲は、この
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【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】データ・ウェアハウジング・システムの一実施形態を示すブロック図である。
【図２】複数のデータ・ウェアハウスにわたるデータ・セットの複製の一実施形態を示す
ブロック図である。
【図３】大まかな同期化を使用して、抽出されたデータをデータ・ウェアハウス内に保存
する方法の一実施形態を示す流れ図である。
【図４】大まかな同期化を使用して、データ・ウェアハウスによって保存されているデー
タに関して問合せを行う方法の一実施形態を示す流れ図である。
【図５Ａ】大まかな同期化のもとでのデータ・セットの更新と問合せとの間における関係
の一実施形態を示すタイミング図である。
【図５Ｂ】大まかな同期化を使用して複製されたデータ・セットの例示的な一実施形態を
示すブロック図である。
【図５Ｃ】大まかな同期化を使用して複製されたデータ・セットの例示的な一実施形態を
示すブロック図である。
【図５Ｄ】大まかな同期化を使用して複製されたデータ・セットの例示的な一実施形態を
示すブロック図である。
【図６】クライアントに対してデータ・ウェアハウスを仮想化する方法の一実施形態を示
す流れ図である。
【図７】データ・ウェアハウス・コンピューティング・クラスタの一実施形態を示すブロ
ック図である。
【図８】コンピュータ・システムの例示的な一実施形態を示すブロック図である。

【図１】 【図２】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図５Ｃ】
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【図７】 【図８】
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