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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】データベース選択を自動的に行って、業務処理
効率とユーザ満足度の向上を可能とするデータベース振
分装置を提供する。
【解決手段】サービス提供システム１において、ユーザ
５はサービス提供事業者３にデータベース処理要求を行
う。サービス提供事業者３は、アプリケーションサーバ
１３、データベース振分装置１５及び目的に応じた複数
のデータベースを備える。データベース振分装置１５は
、データベースに対する処理要求の振分条件と振分先デ
ータベースとを対応付ける振分定義情報２３を保持する
。データベース振分装置１５は、ユーザ５からのデータ
ベース処理要求を、アプリケーションサーバ１３を介し
て取得する。データベース振分装置１５は、振分定義情
報２３とデータベース処理要求に基づいて、振分先デー
タベースを決定し、データベース処理要求を適切なデー
タベースに振り分ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータベースに接続され、前記データベースに対する処理要求を取得して前記複
数のデータベースの少なくともいずれかに振り分けるデータベース振分装置であって、
　前記処理要求の振分条件と振分先データベースとを対応付ける振分定義情報を保持する
振分定義情報保持手段と、
　前記振分定義情報を参照し、前記取得された処理要求に基づいて前記複数のデータベー
スの中から前記振分先データベースを決定する振分先決定手段と、
　前記決定された振分先データベースに前記取得された処理要求を振り分ける振分手段と
、
を具備することを特徴とするデータベース振分装置。
【請求項２】
　前記処理要求の振分条件は、前記処理要求の処理種別または処理対象の少なくともいず
れかに関する振分条件を含み、
　前記振分先データベース決定手段は、前記取得された処理要求から前記処理種別または
前記処理対象の少なくともいずれかを検出して前記振分先データベースを決定することを
特徴とする請求項１に記載のデータベース振分装置。
【請求項３】
　前記処理要求の振分条件は、時間帯、データベース負荷、データベース障害状況、検索
範囲、前記処理要求を行ったユーザ属性または端末装置属性の少なくともいずれかに関す
る振分条件を含み、
　前記振分先データベース決定手段は、前記時間帯、前記データベース負荷、前記処理要
求を行ったユーザの属性または端末装置の属性の少なくともいずれかに関する情報を取得
して、前記振分先データベースを決定することを特徴とする請求項１または請求項２に記
載のデータベース振分装置。
【請求項４】
　前記振分定義情報保持手段は、さらに、前記処理要求を行ったユーザまたは端末装置に
よる前記振分先データベースの選択可否を対応付けて保持し、
　前記振分先データベース決定手段は、前記振分先データベースを選択可能と決定した場
合には、前記処理要求を行ったユーザまたは端末装置に前記振分先データベースを選択さ
せることを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれかに記載のデータベース振分装
置。
【請求項５】
　前記複数のデータベースには、元データベースと、前記元データベースに格納される少
なくともいずれかの情報から派生的に作成される派生データベースとを含むことを特徴と
する請求項１から請求項４までのいずれかに記載のデータベース振分装置。
【請求項６】
　前記派生データベースは、前記元データベースと同時更新され、または、前記元データ
ベースの更新と同時に前記元データベースを複製して作成され、または、所定のタイミン
グで前記元データベースを複製して作成されることを特徴とする請求項１から請求項５ま
でのいずれかに記載のデータベース振分装置。
【請求項７】
　前記複数のデータベースは、前記データベースの作成時点または前記データベースの情
報種別（時価、認証、…）に基づいて階層構造をなすことを特徴とする請求項１から請求
項６までのいずれかに記載のデータベース振分装置。
【請求項８】
　前記振分定義情報保持手段及び前記振分先決定手段及び前記振分手段を備える複数の個
別データベース振分装置を備え、
　前記個別データベース振分装置の負荷または前記処理要求を行ったユーザの属性または
端末装置の属性の少なくともいずれかに関する情報に基づいて、前記個別データベース振
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分装置に前記処理要求を振り分けることを特徴とする請求項１から請求項７までのいずれ
かに記載のデータベース振分装置。
【請求項９】
　前記複数の個別データベース振分装置の振分定義情報保持手段は、それぞれ異なる前記
振分定義情報を保持することを特徴とする請求項８に記載のデータベース振分装置。
【請求項１０】
　複数のデータベースに接続され、前記データベースに対する処理要求を取得して前記複
数のデータベースの少なくともいずれかに振り分けるデータベース振分装置におけるデー
タベース振分方法であって、
　前記処理要求の振分条件と振分先データベースとを対応付ける振分定義情報を保持する
振分定義情報保持ステップと、
　前記振分定義情報を参照し、前記取得された処理要求に基づいて前記複数のデータベー
スの中から前記振分先データベースを決定する振分先決定ステップと、
　前記決定された振分先データベースに前記取得された処理要求を振り分ける振分ステッ
プと、
を具備することを特徴とするデータベース振分方法。
【請求項１１】
　複数のデータベースに接続され、前記データベースに対する処理要求を取得して前記複
数のデータベースの少なくともいずれかに振り分けるデータベース振分装置において実行
可能なプログラムであって、
　前記データベース振分装置を、
　前記処理要求の振分条件と振分先データベースとを対応付ける振分定義情報を保持する
振分定義情報保持手段、
　前記振分定義情報を参照し、前記取得された処理要求に基づいて前記複数のデータベー
スの中から前記振分先データベースを決定する振分先決定手段、
　前記決定された振分先データベースに前記取得された処理要求を振り分ける振分手段、
として機能させるためのプログラム。
【請求項１２】
　複数のデータベースに接続され、前記データベースに対する処理要求を取得して前記複
数のデータベースの少なくともいずれかに振り分けるデータベース振分装置において実行
可能なプログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体であって、
　前記データベース振分装置を、
　前記処理要求の振分条件と振分先データベースとを対応付ける振分定義情報を保持する
振分定義情報保持手段、
　前記振分定義情報を参照し、前記取得された処理要求に基づいて前記複数のデータベー
スの中から前記振分先データベースを決定する振分先決定手段、
　前記決定された振分先データベースに前記取得された処理要求を振り分ける振分手段、
として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データベースへの処理要求に応じて、複数のデータベースの中から適切なデ
ータベースを決定して処理要求を振り分けるデータベース振分装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザに所定の情報提供を行うサービス事業者のサーバは、ユーザの端末装置か
ら送られる要求に応じて、保持している情報に関する検索、参照、更新などの処理を行う
。
　例えばサービス事業者の一例として証券関連事業者のサーバは、ユーザの要求に応じて
、データベースに格納している株価情報、資産管理情報、登録情報、ログ情報等の参照や
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登録等の処理を行う。
【０００３】
　サービス事業者が、多数のユーザの要求に応じて、迅速にしかも安全に最新の情報を提
供するには、情報を格納するデータベースの大容量化、高性能化及び高信頼性が求められ
る。また、多数のユーザの端末装置からのアクセスが集中した場合に、サービス事業者が
ユーザに快適な情報提供を行うためには、サービス事業者のサーバの高性能化、及びデー
タベースの高性能化と大容量化が求められる。
【０００４】
　また、サービス事業者は、データベースの不具合による業務中断を回避するために、元
になるデータベースに格納される情報を所定時点で複製して作成するミラーデータベース
を利用する場合がある。また、サービス事業者は、元になるデータベースの一部の情報を
所定時点で複製して、情報種別ごとに複数の複製データベースを作成し利用する場合があ
る。
【０００５】
　尚、ネットワークを介してサービス提供を行うウェブサーバでは、ウェブ上での取引結
果や画面推移処理や情報参照などに関するログを保存している。ログを保存しておくこと
により、ユーザからの取引に関する問い合わせへの対応、ウェブサーバの動作確認、不正
アクセス監視によるセキュリティの向上を図る。
【０００６】
　各クライアント（ユーザの端末装置）のアプリケーションから出力されるログを、セン
タサーバに送信させ、各クライアントのアプリケーション動作の監視を行うシステムがあ
る。このシステムにおいて、センタサーバが各クライアントからのログ送信のタイミング
を調整するログ管理方法がある（例えば［特許文献１］参照。）。
　また、ログ情報格納領域が満杯になってしまう問題に対し、格納されたログ情報を解析
し、重要度の低いものは編集し統計情報ログとして別ファイルに移して格納し、重要度の
高いものはそのまま残すことにより、効率良くファイル領域にログ情報を格納するログ情
報格納方式がある（例えば［特許文献２］参照。）。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－４１３３０号公報
【特許文献２】特開平１０－２７５０９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　［特許文献１］による各クライアントからのログ送信のタイミングを調整してログを収
集しデータベースに格納するログ管理方法、及び［特許文献２］による重要度によりログ
を加工して格納する方式のように、ログを収集してデータベースに格納する方法は種々提
案されている。しかしながら、サービス事業者がデータベースに対する処理要求を取得し
た際、サーバに処理負荷をかけることなく、ユーザの処理要求に応じた情報が格納される
適切なデータベースを選択することに関する提案はなされていない。
【０００９】
　また、データベースにかかるアクセス負荷軽減のため、サービス事業者が複数のデータ
ベース（元データベース及び複数のミラーデータベース）を備える場合、サービス事業者
のサーバは本来の業務処理に加えて、随時各データベースにかかる負荷情報を監視して適
切なデータベースを選択する処理負荷がかかるという問題点があった。また、サーバに処
理負荷がかかることにより、サービス事業者のサーバの業務効率が低下するという問題点
があった。
【００１０】
　また、ユーザからの処理要求に応じて複数のデータベースの中から適切なデータベース
を選択して利用する場合、サービス事業者のサーバは、その都度アクセス先のデータベー
スを決定してアクセスする必要がある。従って、サーバに処理負荷がかかるとともに、サ
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ーバの処理プログラミングが複雑になるという問題点があった。ひいては、サーバの処理
プログラミングの変更作業やメンテナンス作業の作業負荷がかかるという問題点があった
。
【００１１】
　また、サービス事業者のサーバへ多数のユーザ端末装置からのアクセスが集中した場合
、サーバが、例えば優先権を有するユーザやサービス事業者の支店端末装置等からのアク
セスに関する処理を優先的に実施しようとしても、処理負荷がかかり優先的処理を実行で
きないという問題点があった。
【００１２】
　本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、データベース選択を自動的に行
って、業務処理効率とユーザ満足度の向上を可能とするデータベース振分装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前述した目的を達成するために第１の発明は、複数のデータベースに接続され、前記デ
ータベースに対する処理要求を取得して前記複数のデータベースの少なくともいずれかに
振り分けるデータベース振分装置であって、前記処理要求の振分条件と振分先データベー
スとを対応付ける振分定義情報を保持する振分定義情報保持手段と、前記振分定義情報を
参照し、前記取得された処理要求に基づいて前記複数のデータベースの中から前記振分先
データベースを決定する振分先決定手段と、前記決定された振分先データベースに前記取
得された処理要求を振り分ける振分手段と、を具備することを特徴とするデータベース振
分装置である。
【００１４】
　データベースは、マスタデータを格納する元データベースと、元データベースに格納さ
れる少なくとも一部の情報を元に作成された派生データベースから構成される。派生デー
タベースの更新や作成については、トランザクションレベルで元データベースと派生デー
タベースとを同時更新してもよいし（同時更新）、データベースが備えるレプリケーショ
ン機能を利用して元データベースの更新と同時に元データベースを複製して派生データベ
ースを作成してもよいし（レプリケーション）、所定のタイミングでバッチ処理により元
データベースを複製して派生データベースを作成してもよい（定点コピー）。
　データベースに対する処理要求とは、データベースに格納される情報に対する照会や検
索、データベースへの情報の登録や登録済み情報の更新・変更処理等の要求である。
　処理要求の振分条件には、処理要求の内容に適するデータベースに、処理要求を振り分
けるための条件が設定される。
【００１５】
　第１の発明のデータベース振分装置は、複数のデータベースに接続され、処理要求の振
分条件と振分先データベースとを対応付ける振分定義情報を保持する。データベース振分
装置は、データベースに対する処理要求を取得し、振分定義情報を参照して複数のデータ
ベースの中から振分先データベースを決定して、取得された処理要求を振り分ける。
【００１６】
　処理要求の振分条件は、処理要求の処理種別または処理対象に関する振分条件を含んで
もよい。処理種別とは、データベースに格納される情報に対する処理内容であり、情報の
参照、更新、登録、検索等である。処理対象とは、データベースに格納される情報内容で
あり、例えば株価の時価情報やチャート情報、ユーザの認証情報、ユーザの資産情報等で
ある。
　振分先データベース決定手段は、取得された処理要求から処理種別または処理対象を検
出して振分先データベースを決定してもよい。
【００１７】
　処理要求の振分条件は、時間帯、データベース負荷、データベース障害状況、検索範囲
、処理要求を行ったユーザ属性または端末装置属性に関する振分条件を含んでもよい。時
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間帯は、ユーザ端末装置から処理要求を取得した時間帯である。データベース負荷は、各
データベースへのアクセス負荷状況である。データベース障害状況は、データベースに障
害（ハードウェア上及びソフトウェア上の障害）が発生しているか否かを示すものである
。ユーザ属性は、例えばユーザ識別コードであり、ユーザの優先度や取引口座の有無が判
定可能なものであってもよい。検索範囲は、ユーザ端末装置から指定された、情報の検索
の範囲である。端末装置属性とは、例えば端末装置識別コードであり端末装置が店頭や支
店等に属するか、一般ユーザに属するかを判定可能なものであってもよい。
　振分先データベース決定手段は、時間帯、データベース負荷、検索範囲、処理要求を行
ったユーザの属性または端末装置の属性に関する情報を取得して、振分先データベースを
決定してもよい。
【００１８】
　振分定義情報は、処理要求を行ったユーザまたは端末装置による振分先データベースの
選択可否を対応付けて保持してもよい。振分先データベース決定手段は、振分先データベ
ースを選択可能と決定した場合には、処理要求を行ったユーザまたは端末装置に振分先デ
ータベースを選択させてもよい。
　複数のデータベースは、データベースの作成時点またはデータベースの情報種別（時価
、認証、…）に基づいて階層構造をなしてもよい。
【００１９】
　データベース振分装置は、振分定義情報保持手段及び振分先決定手段及び振分手段を備
える複数の個別データベース振分装置を備え、個別データベース振分装置の負荷または処
理要求を行ったユーザの属性または端末装置の属性に関する情報に基づいて、個別データ
ベース振分装置に処理要求を振り分けてもよい。
　個別データベース振分装置の振分定義情報保持手段は、それぞれ異なる振分定義情報を
保持してもよい。
【００２０】
　第１の発明では、データベース振分装置は、処理要求に応じたデータベース選択を自動
的に行い、業務処理効率を向上させることができる。
【００２１】
　第２の発明は、複数のデータベースに接続され、前記データベースに対する処理要求を
取得して前記複数のデータベースの少なくともいずれかに振り分けるデータベース振分装
置におけるデータベース振分方法であって、前記処理要求の振分条件と振分先データベー
スとを対応付ける振分定義情報を保持する振分定義情報保持ステップと、前記振分定義情
報を参照し、前記取得された処理要求に基づいて前記複数のデータベースの中から前記振
分先データベースを決定する振分先決定ステップと、前記決定された振分先データベース
に前記取得された処理要求を振り分ける振分ステップと、を具備することを特徴とするデ
ータベース振分方法である。
【００２２】
　第２の発明は、処理要求の振分条件に応じて処理要求をデータベースに振り分けるデー
タベース振分方法に関する発明である。
【００２３】
　第３の発明は、複数のデータベースに接続され、前記データベースに対する処理要求を
取得して前記複数のデータベースの少なくともいずれかに振り分けるデータベース振分装
置において実行可能なプログラムであって、前記データベース振分装置を、前記処理要求
の振分条件と振分先データベースとを対応付ける振分定義情報を保持する振分定義情報保
持手段、前記振分定義情報を参照し、前記取得された処理要求に基づいて前記複数のデー
タベースの中から前記振分先データベースを決定する振分先決定手段、前記決定された振
分先データベースに前記取得された処理要求を振り分ける振分手段、として機能させるた
めのプログラムである。
【００２４】
　第４の発明は、複数のデータベースに接続され、前記データベースに対する処理要求を
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取得して前記複数のデータベースの少なくともいずれかに振り分けるデータベース振分装
置において実行可能なプログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体であって、
前記データベース振分装置を、前記処理要求の振分条件と振分先データベースとを対応付
ける振分定義情報を保持する振分定義情報保持手段、前記振分定義情報を参照し、前記取
得された処理要求に基づいて前記複数のデータベースの中から前記振分先データベースを
決定する振分先決定手段、前記決定された振分先データベースに前記取得された処理要求
を振り分ける振分手段、として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取
可能な記録媒体である。
　尚、上記のプログラムをＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に保持させて流通させてもよいし、
このプログラムを通信回線を介して送受することもできる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、データベース選択を自動的に行って、業務処理効率とユーザ満足度の
向上を可能とするデータベース振分装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明に係るデータベース振分装置１５の好適な実施
形態について詳細に説明する。データベース振分装置１５は、サービス提供システム１に
おいてサービス提供業者３が備える装置の１つである。尚、以下の説明および添付図面に
おいて、略同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより
重複説明を省略することにする。
【００２７】
（１．サービス提供システム１の構成）
　最初に、図１を参照しながら、サービス提供システム１の構成について説明する。
　図１は、サービス提供システム１の構成図である。
【００２８】
（１－１．サービス提供システム１）
　サービス提供システム１は、サービス提供事業者３に属するＷＥＢサーバ１１と複数の
ユーザ５に属するそれぞれの端末装置９とがネットワーク７に接続されて構成される。ネ
ットワーク７は、インターネットやイントラネット等である。
　サービス提供事業者３は、ネットワーク７を介してユーザ５に所定の情報提供を行う事
業者である。
【００２９】
（１－１．サービス提供事業者３）
　サービス提供事業者３は、ＷＥＢサーバ１１とアプリケーションサーバ１３とデータベ
ース振分装置１５とデータベースＡ１７とデータベースＢ１９等を有する。ＷＥＢサーバ
１１は、ネットワーク７を介してユーザ５の端末装置９や他のサーバ等（図示せず。）と
各種情報の送受信を行う。アプリケーションサーバ１３は、サービス提供に関する各種情
報処理を行う。
【００３０】
　データベース振分装置１５は、アプリケーションサーバ１３からデータベースへの処理
要求を取得すると、適切なデータベースに処理要求を振り分ける。データベース振分装置
１５の詳細については後述する。
　データベースＡ１７とデータベースＢ１９は、サービス提供に関する各種情報を保持す
る。データベースＡ１７とデータベースＢ１９の詳細については後述する。尚、図１に示
すデータベースＡ１７は格納情報がリアルタイムに更新されるものとし、データベースＡ
１７の格納情報は、所定のタイミングでデータベースＢ１９に複製されるものとする。
【００３１】
（１－２．データベース振分装置１５）
　データベース振分装置１５は、アプリケーションサーバ１３からデータベースへの処理
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要求を取得すると、適切なデータベースに処理要求を振り分ける。従って、アプリケーシ
ョンサーバ１３は、適切なデータベースを選択する処理を行う必要はない。
【００３２】
　データベース振分装置１５は、振分先決定手段２１、振分手段２２、時間帯取得手段２
５、データベース負荷情報取得手段２７、ユーザ属性取得手段２９、端末装置属性取得手
段３１、記憶部２０５に格納される振分定義情報２３等を有する。尚、データベース振分
装置１５は、時間帯取得手段２５、データベース負荷情報取得手段２７、ユーザ属性取得
手段２９及び端末装置属性取得手段３１については必要に応じて備えるものとする。
【００３３】
　振分先決定手段２１は、アプリケーションサーバ１３からデータベースへの処理要求を
取得し、振分定義情報２３に基づいて処理要求を振り分けるデータベースを決定する。
　振分手段２２は、振分先決定手段２１が決定したデータベースに、処理要求を振り分け
る。
　振分定義情報２３は、アプリケーションサーバ１３から取得する処理要求の振分条件と
、振分先データベースとを対応付ける情報である。振分定義情報２３は、データベース振
分装置１５の記憶部２０５に格納される。
【００３４】
　時間帯取得手段２５は、データベース振分装置１５が処理要求を取得した時間帯に関す
る情報を取得する。
【００３５】
　データベース負荷情報取得手段２７は、サービス提供事業者３のデータベース負荷状況
に関する情報を取得する。データベース負荷情報取得手段２７は、データベース障害状況
を併せて取得する。
【００３６】
　ユーザ属性取得手段２９は、サービス提供事業者３に処理要求を行ったユーザ５の属性
に関する情報を取得する。ユーザ属性は、例えばユーザ５を識別するユーザＩＤ等である
。
【００３７】
　端末装置属性取得手段３１は、サービス提供事業者３に処理要求を行った端末装置９の
属性に関する情報を取得する。端末装置属性７３は、例えば端末装置９の所属先（例えば
サービス提供事業者３に関連する店舗、或いは一般ユーザ）を識別する端末装置ＩＤ等で
ある。
【００３８】
（１－３．データベース）
　サービス提供事象者３は、複数のデータベースを有する。図１には、格納情報がリアル
タイムに更新されるデータベースＡ１７と、データベースＡ１７に格納される情報の少な
くとも１部が所定のタイミングで複製されるデータベースＢ１９とを示す。データベース
Ａ１７は、マスタデータを格納する元データベースであり、データベースＢ１９は、デー
タベースＡ１７を元に派生的に作成される派生データベースである。
　データベースＢ１９の更新や複製については、トランザクションレベルでデータベース
Ａ１７とデータベースＢ１９とを同時更新してもよいし（同時更新）、データベースが備
えるレプリケーション機能を利用してデータベースＡ１７の更新と同時にデータベースＡ
１７を複製してデータベースＢ１９を作成してもよいし（レプリケーション）、所定のタ
イミングでバッチ処理によりデータベースＡ１７を複製してデータベースＢ１９を作成し
てもよい（定点コピー）。所定のタイミングは、例えば１日３回のタイミング、サービス
提供事業者３の業務終了直後のタイミング等、それぞれの情報の種類に適したタイミング
に設定される。尚、データベースＡ１７の全ての格納情報を複製してもよいし、一部分の
格納情報を複製してもよい。
【００３９】
　データベースＡ１７は、例えば時価情報３３、認証情報３５、資産情報３７、ログ情報
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３９、登録情報４１等の情報が格納される。データベースＡ１７に格納される情報は、常
に最新の情報が格納される。
　時価情報３３は、証券取引時間内の株式銘柄の時価情報が随時更新される。証券取引終
了後の時価情報３３は、次の証券取引が開始され更新されるまで保持される。
【００４０】
　認証情報３５は、端末装置９から送られるユーザ５のユーザＩＤ等であり、認証時の照
合情報である。
　資産情報３７は、ユーザ５毎の保有資産に関する情報である。サービス提供事業者３の
実働時間内では、保有資産の状況が変化すると資産情報３７は随時更新される。
【００４１】
　ログ情報３９は、ユーザ５とサービス提供事業者３との通信履歴や取引履歴に関する情
報である。サービス提供事業者３の実働時間内では、ログ情報３９は随時更新される。
　登録情報４１は、ユーザ３や端末装置９の登録に関する情報が格納される。登録情報４
１には、例えばユーザ３の氏名、住所、メールアドレス、取引口座番号等が含まれる。サ
ービス提供事業者３の実働時間内では、登録情報４１は更新される。
【００４２】
　データベースＢ１９は、時価情報４３、認証情報４５、資産情報４７、ログ情報４９、
登録情報５１等の情報が保持される。時価情報４３、認証情報４５、資産情報４７、ログ
情報４９、登録情報５１は、それぞれデータベースＡ１７に格納される時価情報３３、認
証情報３５、資産情報３７、ログ情報３９、登録情報４１を元に作成されたものである。
【００４３】
（２．ハードウェア構成）
　次に、図２を参照しながら、データベース振分装置１５のハードウェア構成について説
明する。
　図２は、データベース振分装置１５のハードウェア構成図である。尚、図２のハードウ
ェア構成は一例であり、用途、目的に応じて様々な構成を採ることが可能である。
【００４４】
　データベース振分装置１５は、ＣＰＵ２０１、メモリ２０３、記憶部２０５、表示部２
０７、入力部２０９、出力部２１１、通信部２１３がシステムバス２１５を介して接続さ
れて構成される。
【００４５】
　ＣＰＵ２０１（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）は、演算装置（四
則演算や比較演算等）や、ハードウェアやソフトウェアの動作制御を行う装置である。
【００４６】
　メモリ２０３は、ＲＡＭおよびＲＯＭ等のメモリである。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や記憶部２
０５から読み出されたＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）のプログラム、アプリ
ケーションプログラム等を記憶する。ＲＡＭはＣＰＵ２０１の主メモリやワークエリアと
して機能する。
【００４７】
　記憶部２０５は、各種データを記憶する装置であり、例えばハードディスクである。記
憶部２０５は、ＣＰＵ２０１が実行するプログラム、プログラム実行に必要なデータ、Ｏ
Ｓ、各種データベース等が格納される。
【００４８】
　表示部２０７は、表示装置であり、例えば、ＣＲＴモニタ、液晶パネルである。表示部
２０７は、コンピュータのビデオ機能を実現するための論理回路（ビデオアダプタ等）を
有する。
【００４９】
　入力部２０９は、各種データの入力装置であり、例えば、キーボード、マウスである。
出力部２１１は、各種データの出力装置であり、例えばプリンタである。各種メディアと
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のデータ入出力を行うドライブ装置を入力部２０９および出力部２１１として用いること
もできる。
【００５０】
　通信部２１３は、システムバス２１５を介して外部装置と接続・通信する通信制御装置
である。例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いたインターネット通信が可能である。
　システムバス２１５は、各装置間の制御信号、データ信号などの授受を媒介する経路で
ある。
【００５１】
　データベース振分装置１５は、記憶部２０５やＲＯＭや記憶媒体に格納されるプログラ
ム（アプリケーションプログラム、ＯＳのプログラム等）を、メモリ２０３のＲＡＭにロ
ードしてＣＰＵ２０１の制御の下に、各種処理を実行する。
　尚、ユーザ５に属する端末装置９、ＷＥＢサーバ１１およびアプリケーションサーバ１
３のハードウェア構成も、データベース振分装置１５のハードウェア構成と同等であるの
で説明を省略する。
【００５２】
（３．データベース振分装置１５の動作）
（３－１．振分条件：処理対象５３及び処理種別５５による振分処理）
　次に、図３及び図４を参照しながら、データベース振分装置１５の動作について説明す
る。
【００５３】
　図３は、振分定義情報２３を示す図である。
　振分定義情報２３には、処理要求の振分条件である処理対象５３及び処理種別５５の組
み合わせに対して、それぞれに対応する振分先データベース５７が設定される。処理対象
５３は、データベースに格納される情報の種別であり、「時価情報」、「認証情報」、「
資産情報」等である。処理種別５５は、データベースに格納される情報に対する処理の内
容であり、「参照」、「更新」、「検索」等である。
【００５４】
　図４は、データベース振分装置１５の動作を示すフローチャートである。データベース
振分装置１５が属するサービス提供システム１の構成として図１、データベース振分装置
１５が備える振分定義情報２３として図３を参照する。
【００５５】
　ユーザ５の端末装置９は、ネットワーク７を介してサービス提供事業者３のＷＥＢサー
バ１１に処理要求を送る（ステップ１００１）。例えば、端末装置９は、「所定の株式銘
柄の時価情報の参照」を処理要求としてＷＥＢサーバ１１に送る。
【００５６】
　ＷＥＢサーバ１１は当該処理要求を取得してアプリケーションサーバ１３に送る。当該
処理要求が、データベースに対する処理要求であるので、データベース振分装置１５は、
アプリケーションサーバ１３から当該処理要求をデータベース処理要求として取得する（
ステップ１００２）
【００５７】
　データベース振分装置１５は、取得されたデータベース処理要求から、処理対象５３及
び処理種別５５をデータベースの振分条件として検出する（ステップ１００３）。処理対
象５３として「時価情報」、処理種別５５として「参照」が検出される。
【００５８】
　データベース振分装置１５の振分先決定手段２１は、記憶部２０５に登録されている振
分定義情報２３（図３）を参照して、検出された処理対象５３（「時価情報」）及び処理
種別５５（「参照」）に基づいて、振分先データベース５７を決定する（ステップ１００
４）。処理対象５３（「時価情報」）及び処理種別５５（「参照」）から、データベース
処理要求を振り分ける振分先データベース５７は「データベースＢ１９」に決定される。
【００５９】
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　次に、データベース振分装置１５の振分手段２２は、決定された振分先データベース５
７にデータベース処理要求を送る（ステップ１００５）。
　データベース振分装置１５は、データベースＢ１９に格納される処理対象５３（「時価
情報４３」）に対してデータベース処理を行い（ステップ１００６）、データベース処理
結果をアプリケーションサーバ１３に返す（ステップ１００７）。即ち、データベース振
分装置１５は、端末装置９から指定された所定の株式銘柄の時価情報４３（処理対象５３
）を参照（処理種別５５）し、結果をアプリケーションサーバ１３に返す。
【００６０】
　尚、データベース振分装置１５の振分手段２２が、振分先データベース５７にデータベ
ース処理要求を送った後の処理（ステップ１００６及びステップ１００７）は、アプリケ
ーションサーバ１３が行ってもよい。
【００６１】
　ユーザ５の端末装置５は、アプリケーションサーバ１３及びＷＥＢサーバ１１を介して
データベース処理結果を受け取る（ステップ１００８）。
【００６２】
　以上の過程を経て、データベース振分装置１５は、データベースに対する処理要求の振
分条件と振分先データベース５７とを対応付ける振分定義情報２３と、処理要求に基づい
て、処理要求の振分先データベース５７を決定する。
　このように、データベース振分装置１５は、自動的に、データベースに対する処理要求
の振分条件に適する振分先データベース５７を決定することができる。
【００６３】
　従って、複数のデータベースから、処理要求に適する振分先データベースが自動的に決
定されるので、サービス提供事業者３の業務処理効率が向上する。また、アプリケーショ
ンサーバ１３はデータベースの振分先に左右されないで処理プログラムを実行することが
できるので、アプリケーションサーバ１３の処理プログラムの作成や修正の作業負荷を軽
減することができる。
　また、処理要求に応じた振分先データベースの振分条件の追加や変更は、振分定義情報
２３の振分条件の追加や変更という作業で簡単に実現することができる。
【００６４】
（３－２．振分条件：時間帯６１が追加された振分処理）
　次に、図５及び図６を参照しながら、振分条件に時間帯６１が追加された場合のデータ
ベース振分装置１５の動作について説明する。
　図５は、振分定義情報５９を示す図、図６は振分先データベース５７の決定処理を示す
フローチャートの一部である。データベース振分装置１５は、フローチャート（図４）の
ステップ１００４に代えて、図６に示すフローチャートを実行する。
【００６５】
　図５は、処理要求の振分条件に、処理要求を取得した時間帯６１が含まれる場合の振分
定義情報５９を示す図である。振分定義情報２３（図３）の振分条件に時間帯６１が追加
されて、振分定義情報５９（図５）が作成される。
【００６６】
　振分定義情報５９には、処理要求の振分条件である処理対象５３、処理種別５５及び時
間帯６１の組み合わせに対して、それぞれに対応する振分先データベース５７が設定され
る。例えば処理対象５３が「時価情報」の場合、証券取引所が取引時間帯であればリアル
タイムに時価情報が更新されるデータベースＡ１７が振分先データベース５７として指定
される。証券取引所が取引時間帯外であれば、所定タイミングで格納情報が更新されるデ
ータベースＢ１９が振分先データベース５７として指定される。
【００６７】
　また、処理対象５３が「認証情報」や「資産情報」の場合、サービス提供事業者３が実
働時間内（「９：００～１７：００」）であるか否かを時間帯６１で区分し、振分先デー
タベース５７を振分定義情報５９に設定することができる。
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　振分先決定手段２１は、時間帯取得手段２５が取得する時間帯６１と上記振分定義情報
５９に基づいて、処理要求を振り分ける振分先データベース５７を決定する。
【００６８】
　データベース振分装置１５は、端末装置９から取得したデータベース処理要求から、処
理条件（処理対象５３及び処理種別５５）を検出する（図４：ステップ１００３まで）。
端末装置９から送られる処理要求が、「所定の株式銘柄の時価情報の参照」である場合、
処理対象５３として「時価情報」、処理種別５５として「参照」が検出される。
　次にデータベース振分装置１５の時間帯取得手段２５は、現在時刻から時間帯６１を取
得する（ステップ２００１）。現在時刻が、「１０：００」であるとする。
【００６９】
　データベース振分装置１５の振分先決定手段２１は、振分定義情報５９（図５）を参照
し、処理対象５３、処理種別５５、及び時間帯６１に基づいて、振分先データベース５７
を決定する（ステップ２００２）。処理対象５３（「時価情報」）、処理種別５５（「参
照」）及び時間帯６１（「９：００～１１：００」）から、データベース処理要求を振り
分ける振分先データベース５７は「データベースＡ１７」に決定される。
　以降の処理は、図４のステップ１００５に戻るので、説明を省略する。
【００７０】
　以上の過程を経て、データベース振分装置１５は、時間帯６１の項目を含む振分定義情
報５９と、処理要求とに基づいて、処理要求の振分先データベース５７を決定する。
　このように、データベース振分装置１５は、時間帯６１を振分条件に追加することによ
り、リアルタイムな情報の要不要を区別し、適切なデータベースへ効率的に処理要求を振
り分けることができる。例えば、データベース振分装置１５は、リアルタイム性の不要な
データベース処理要求をデータベースＢ１９に振り分けることで、リアルタイム性の高い
データベースＡ１７への過剰なアクセス負荷を軽減することができる。従って、データベ
ース振分装置１５は、データベースへ処理要求に対する全体的な処理効率を向上させるこ
とができる。
【００７１】
（３－３．振分条件：データベース負荷情報６５が追加された振分処理）
　次に、図７及び図８を参照しながら、振分条件にデータベース負荷情報６５が追加され
た場合のデータベース振分装置１５の動作について説明する。
　図７は、振分定義情報６３を示す図、図８は振分先データベース５７の決定処理を示す
フローチャートの一部である。データベース振分装置１５は、フローチャート（図４）の
ステップ１００４に代えて、図８に示すフローチャートを実行する。
【００７２】
　図７は、処理要求の振分条件に、データベース負荷情報６５が含まれる場合の振分定義
情報６３を示す図である。振分定義情報２３（図３）の振分条件にデータベース負荷情報
６５が追加されて、振分定義情報６３（図７）が作成される。
【００７３】
　振分定義情報６３には、処理要求の振分条件である処理対象５３、処理種別５５及びデ
ータベース負荷情報６５の組み合わせに対して、それぞれに対応する振分先データベース
５７が設定される。例えば、データベース負荷情報６５に、リアルタイムに格納情報が更
新されるデータベースＡ１７の負荷範囲が設定される。データベースＡ１７へのアクセス
数が増加し、データベース負荷が所定値を超えると、処理要求を振り分ける振分先データ
ベース５７を変更することができる。
【００７４】
　振分先決定手段２１は、データベース負荷情報取得手段２７が取得するデータベース負
荷情報６５と振分定義情報６３に基づいて、処理要求を振り分ける振分先データベース５
７を決定する。
【００７５】
　データベース振分装置１５は、端末装置９から取得したデータベース処理要求から、処
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理条件（処理対象５３及び処理種別５５）を検出する（図４：ステップ１００３まで）。
端末装置９から送られる処理要求が、「所定の株式銘柄の時価情報の参照」の場合、処理
対象５３として「時価情報」、処理種別５５として「参照」が検出される。
【００７６】
　次にデータベース振分装置１５のデータベース負荷情報取得手段２７は、データベース
Ａ１７及びデータベースＢ１９からデータベース負荷情報６５を取得する（ステップ３０
０１）。データベースＡ１７の、取得された負荷が「５０％」であるとする。
【００７７】
　データベース振分装置１５の振分先決定手段２１は、振分定義情報６３（図７）を参照
し、処理対象５３、処理種別５５、及びデータベース負荷情報６５に基づいて、振分先デ
ータベース５７を決定する（ステップ３００２）。処理対象５３（「時価情報」）、処理
種別５５（「参照」）及びデータベース負荷情報６５（「データベースＡ：２０～１００
％」）から、データベース処理要求を振り分ける振分先データベース５７は「データベー
スＢ１９」に決定される。
　以降の処理は、図４のステップ１００５に戻るので、説明を省略する。
【００７８】
　以上の過程を経て、データベース振分装置１５は、データベース負荷情報６５の項目を
含む振分定義情報６３と、処理要求とに基づいて、処理要求の振分先データベース５７を
決定する。
　このように、データベース振分装置１５は、データベース負荷情報６５を振分条件に追
加し、データベースの負荷情報を監視することにより、特定のデータベースへのアクセス
の集中、及びアクセス負荷を軽減することができる。
【００７９】
　尚、データベース負荷情報６５に加えてデータベース障害状況（ハードウェア上及びソ
フトウェア上の障害）に関する振分条件を振分定義情報６３に含めてもよい。これにより
、データベース振分装置１５は、データベースの障害状況を監視して、障害が発生したデ
ータベースを振分データベース５７から即座に外すことができる。従って、データベース
振分装置１５は、データベース障害が発生しても、処理効率の低下を防ぐことができる。
【００８０】
（３－４．振分条件：ユーザ属性６９が追加された振分処理）
　次に、図９及び図１０を参照しながら、振分条件にユーザ属性６９が追加された場合の
データベース振分装置１５の動作について説明する。
　図９は、振分定義情報６７を示す図、図１０は振分先データベース５７の決定処理を示
すフローチャートの一部である。データベース振分装置１５は、フローチャート（図４）
のステップ１００４に代えて、図１０に示すフローチャートを実行する。
【００８１】
　図９は、処理要求の振分条件に、ユーザ属性６９が含まれる場合の振分定義情報６７を
示す図である。振分定義情報２３（図３）の振分条件にユーザ属性６９が追加されて、振
分定義情報６７（図９）が作成される。
【００８２】
　振分定義情報６７には、処理要求の振分条件である処理対象５３、処理種別５５及びユ
ーザ属性６９の組み合わせに対して、それぞれに対応する振分先データベース５７が設定
される。例えば、優先権を有するユーザ５をユーザＩＤによって判別し、上位データベー
ス（例えば、大容量、リアルタイム性が高い、処理速度が早い、階層構造の上位、等のデ
ータベース）を、処理要求を振り分ける振分先データベース５７に指定することができる
。
【００８３】
　振分先決定手段２１は、ユーザ属性取得手段２９が取得するユーザ属性６９と振分定義
情報６９に基づいて、処理要求を振り分ける振分先データベース５７を決定する。
【００８４】
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　データベース振分装置１５は、端末装置９から取得したデータベース処理要求から、処
理条件（処理対象５３及び処理種別５５）を検出する（図４：ステップ１００３まで）。
端末装置９から送られる処理要求が、「所定の株式銘柄の時価情報の参照」の場合、処理
対象５３として「時価情報」、処理種別５５として「参照」が検出される。
【００８５】
　次にデータベース振分装置１５のユーザ属性取得手段２９は、データベース処理要求を
取得した端末装置９のユーザ属性６９を取得する（ステップ４００１）。ユーザ属性６９
が、ユーザＩＤ「Ｕ０５０」であるとする。優先権を有するユーザ５は、例えばユーザＩ
Ｄで判別できるものとする。例えばユーザＩＤ「Ｕ００１～Ｕ１００」であるユーザ５は
取引口座を有する優先権を持つ特別なユーザとし、ユーザＩＤ「Ｕ１０１～Ｕ５００」で
あるユーザ５は一般ユーザとして区別することができる。
【００８６】
　データベース振分装置１５の振分先決定手段２１は、振分定義情報６７（図９）を参照
し、処理対象５３、処理種別５５、及びユーザ属性６９に基づいて、振分先データベース
５７を決定する（ステップ４００２）。処理対象５３（「時価情報」）、処理種別５５（
「参照」）及びユーザ属性６９（「ユーザＩＤ：Ｕ００１～Ｕ１００」）から、データベ
ース処理要求を振り分ける振分先データベース５７は「データベースＡ１７」に決定され
る。
　以降の処理は、図４のステップ１００５に戻るので、説明を省略する。
【００８７】
　以上の過程を経て、データベース振分装置１５は、ユーザ属性６９の項目を含む振分定
義情報６７と、処理要求とに基づいて、処理要求の振分先データベース５７を決定する。
　このように、データベース振分装置１５は、ユーザ属性６９を振分条件に追加すること
により、特定のユーザ５を判別してデータベースへのアクセスを優先させることができる
。従って、ユーザ５の満足度の向上を図ることができる。
【００８８】
（３－５．振分条件：端末装置属性７３が追加された振分処理）
　次に、図１１及び図１２を参照しながら、振分条件に端末装置属性７３が追加された場
合のデータベース振分装置１５の動作について説明する。
　図１１は、振分定義情報７１を示す図、図１２は振分先データベース５７の決定処理を
示すフローチャートの一部である。データベース振分装置１５は、フローチャート（図４
）のステップ１００４に代えて、図１２に示すフローチャートを実行する。
【００８９】
　図１１は、処理要求の振分条件に、端末装置属性７３が含まれる場合の振分定義情報７
１を示す図である。振分定義情報２３（図３）の振分条件に端末装置属性７３が追加され
て、振分定義情報７１（図１１）が作成される。
【００９０】
　振分定義情報７１には、処理要求の振分条件である処理対象５３、処理種別５５及び端
末装置属性７３の組み合わせに対して、それぞれに対応する振分先データベース５７が設
定される。例えば、サービス提供事業者３の店頭や支店に配置する端末装置９を端末装置
ＩＤによって判別し、上位データベース（例えば、大容量、リアルタイム性が高い、処理
速度が早い、等のデータベース）を、処理要求を振り分ける振分先データベース５７に指
定することができる。
【００９１】
　振分先決定手段２１は、端末装置属性取得手段３１が取得する端末装置属性７３と振分
定義情報７１に基づいて、処理要求を振り分ける振分先データベース５７を決定する。
　尚、端末装置属性７３として、端末装置ＩＤに代えて、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスを識別用ＩＤとして用いてもよい。
【００９２】
　データベース振分装置１５は、端末装置９から取得したデータベース処理要求から、処
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理条件（処理対象５３及び処理種別５５）を検出する（図４：ステップ１００３まで）。
端末装置９から送られる処理要求が、「所定の株式銘柄の時価情報の参照」の場合、処理
対象５３として「時価情報」、処理種別５５として「参照」が検出される。
【００９３】
　次にデータベース振分装置１５の端末装置属性取得手段３１は、データベース処理要求
を取得した端末装置９の端末装置属性７３を取得する（ステップ５００１）。端末装置属
性７３が、端末装置ＩＤ「Ｓ００１０」であるとする。優先権を有する端末装置９は、例
えば端末装置ＩＤで判別できるものとする。例えば端末装置ＩＤ「Ｓ０００１～Ｓ０９９
９」である端末装置９はサービス提供事業者３の店頭或いは支店に配置される端末装置９
とし、端末装置ＩＤ「Ｔ０００１～Ｔ９９９９」である端末装置９は一般ユーザに属する
端末装置９として区別することができる。
【００９４】
　データベース振分装置１５の振分先決定手段２１は、振分定義情報７１（図１１）を参
照し、処理対象５３、処理種別５５、及び端末装置属性７３に基づいて、振分先データベ
ース５７を決定する（ステップ５００２）。処理対象５３（「時価情報」）、処理種別５
５（「参照」）及び端末装置属性７３（「端末装置ＩＤ：Ｓ０００１～Ｓ０９９９」）か
ら、データベース処理要求を振り分ける振分先データベース５７は「データベースＡ１７
」に決定される。
　以降の処理は、図４のステップ１００５に戻るので、説明を省略する。
【００９５】
　以上の過程を経て、データベース振分装置１５は、端末装置属性７３の項目を含む振分
定義情報７１と、処理要求とに基づいて、処理要求の振分先データベース５７を決定する
。
　このように、データベース振分装置１５は、端末装置属性７３を振分条件に追加するこ
とにより、特定の端末装置９を判別してデータベースへのアクセスを優先させることがで
きる。従って、データベースへのアクセスが集中した場合でも、サービス提供事業者３の
店頭や支店の業務効率の低下を軽減することができる。
【００９６】
（３－６．振分条件：ユーザ５に選択権のある振分処理）
　次に、図１３乃至図１５を参照しながら、振分条件によりユーザ５に選択権がある場合
のデータベース振分装置１５の動作について説明する。
　図１３は、振分定義情報７４を示す図、図１４は振分先データベース５７の決定処理を
示すフローチャートの一部である。
　図１５は、ユーザ５の端末装置９に表示される画面７５を示す図である。
【００９７】
　振分定義情報７４（図１３）には、ユーザ５が振分先デーがベース５７の選択を行う項
目が設けられる。また、データベース振分装置１５は、フローチャート（図４）のステッ
プ１００４に代えて、図１４に示すフローチャートを実行する。
　尚、図１３の振分定義情報７４は、振分定義情報２３（図３）の振分条件にデータベー
ス負荷情報６５が追加された場合を示したが、振分条件の追加の有無や振分条件の追加項
目の種類は数は限定されない。
【００９８】
　データベース振分装置１５は、端末装置９から取得したデータベース処理要求から、処
理条件（処理対象５３及び処理種別５５）を検出する（図４：ステップ１００３まで）。
端末装置９から送られる処理要求が、「所定の株式銘柄の時価情報の参照」の場合、処理
対象５３として「時価情報」、処理種別５５として「参照」が検出される。
　次にデータベース振分装置１５のデータベース負荷情報取得手段２７は、データベース
Ａ１７及びデータベースＢ１９からデータベース負荷情報６５を取得する（ステップ６０
０１）。
【００９９】
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　データベース振分装置１５の振分先決定手段２１は、振分定義情報７４（図１３）を参
照し、処理対象５３、処理種別５５、及びデータベース負荷情報６５に基づいて、振分先
データベース５７を決定する（ステップ６００２）。ユーザ５による振分先データベース
５７の選択ではない場合（ステップ６００３のＮＯ）、例えば処理対象５３（「時価情報
」）、処理種別５５（「参照」）及びデータベースＡ１７の負荷が「１０％」ならばデー
タベース負荷情報６５（「データベースＡ：０～２０％」）から、データベース処理要求
を振り分ける振分先データベース５７は「データベースＡ１７」に決定される。
【０１００】
　データベースＡ１７の負荷が「４０％」の場合、処理対象５３（「時価情報」）、処理
種別５５（「参照」）及びデータベースＡ１７の負荷が「４０％」よりデータベース負荷
情報６５（「データベースＡ：２０～５０％」）から、振分先データベース５７は「デー
タベースＡまたはＢ（ユーザ選択）」に決定される。従って、ユーザ５による振分先デー
タベース５７の選択が行われる（ステップ６００３のＹＥＳ）。
【０１０１】
　振分先決定手段２１は、ユーザ５の端末装置９の画面７５（図１５）に、データベース
選択画面７７を表示させる。ユーザ３がデータベース選択画面７７から、希望するデータ
ベースを選択し「ＯＫ」ボタン７９をクリックすることで、ユーザ５の意思により振分先
データベース５７が選択される（ステップ６００４）。
　以降の処理は、図４のステップ１００５に戻るので、説明を省略する。
【０１０２】
　以上の過程を経て、データベース振分装置１５は、振分定義情報７４と、処理要求に基
づいて、処理要求の振分先データベース５７を決定する。振分先データベース５７は、ユ
ーザ５による選択であってもよい。
　このように、データベース振分装置１５は、ユーザ５による振分先データベース５７の
選択を可能にすることで、ユーザ満足度の向上を可能とする。
【０１０３】
（３－７．振分条件：検索範囲７８が追加された振分処理）
　次に、図１６乃至図１７を参照しながら、振分条件に検索範囲７８が追加された場合の
データベース振分装置１５の動作について説明する。
　図１６は、振分定義情報７６を示す図、図１７は振分先データベース５７の決定処理を
示すフローチャートの一部である。データベース振分装置１５は、フローチャート（図４
）のステップ１００４に代えて、図１７に示すフローチャートを実行する。
【０１０４】
　図１６は、処理要求の振分条件に、検索範囲７８が含まれる場合の振分定義情報７６を
示す図である。振分定義情報２３（図３）の振分条件に検索範囲７８が追加されて、振分
定義情報７６（図１６）が作成される。
【０１０５】
　振分定義情報７６には、処理要求の振分条件である処理対象５３、処理種別５５及び検
索範囲７８の組み合わせに対して、それぞれに対応する振分先データベース５７が設定さ
れる。例えば、処理対象５３が「時価情報」、処理種別５５が「検索」、端末装置９から
指定された検索範囲７８が「２００７年１１月１日以降」であれば、処理要求を振り分け
る振分先データベース５７は「データベースＡ」が設定される。
【０１０６】
　データベース振分装置１５は、端末装置９から取得したデータベース処理要求から、処
理条件（処理対象５３及び処理種別５５）を検出する（図４：ステップ１００３まで）。
端末装置９から送られる処理要求が、「所定の株式銘柄の時価情報の検索」の場合、処理
対象５３として「時価情報」、処理種別５５として「検索」が検出される。
【０１０７】
　次にデータベース振分装置１５は、端末装置９から送られる処理要求から指定された検
索範囲７８を取得する（ステップ７００１）。検索範囲が「２００７年１１月２日～１１
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月５日」であるとすると、振分定義情報７６に設定された検索範囲７８は「２００７年１
１月１日以降」に該当する。
【０１０８】
　データベース振分装置１５の振分先決定手段２１は、振分定義情報７６（図１６）を参
照し、処理対象５３、処理種別５５、及び検索範囲７８に基づいて、振分先データベース
５７を決定する（ステップ７００２）。処理対象５３（「時価情報」）、処理種別５５（
「検索」）及び検索範囲７８（「２００７年１１月１日以降」）から、データベース処理
要求を振り分ける振分先データベース５７は「データベースＡ１７」に決定される。
　以降の処理は、図４のステップ１００５に戻るので、説明を省略する。
【０１０９】
　以上の過程を経て、データベース振分装置１５は、振分定義情報７６と、処理要求に基
づいて、処理要求の振分先データベース５７を決定する。
　このように、データベース振分装置１５は、検索範囲７８を振分条件に追加することに
より、迅速に適切なデータベースへ処理要求を振り分けることができる。
【０１１０】
（４．複数のデータベースの構成）
　次に、図１８乃至図２０を参照しながら、サービス提供事業者３が有する複数のデータ
ベースの構成について説明する。
【０１１１】
（４－１．複数の派生データベース８３）
　図１８は、複数の派生データベース８３を示す図である。
　サービス提供事業者３－１は、ＷＥＢサーバ１１－１、アプリケーションサーバ１３－
１、データベース振分装置１５－１及び元データベース８１と、元データベース８１を元
にして派生する派生データベース８３－１～８３－４等を有する。元データベース８１に
格納される情報と同一の情報が派生データベース８３－１～８３－４に複製される（複製
処理は点線で示す。）。
【０１１２】
　このように、サービス提供事業者３－１が元データベース８１及び複数の派生データベ
ース８３―１～８３－４を備えることで、多数の端末装置９からのデータベースへの処理
要求が集中する場合でも、データベース振分装置１５－１が適切に処理要求を元データベ
ース８１及び複数の派生データベース８３―１～８３－４に振り分けることで処理効率の
低下を軽減することができる。
【０１１３】
　また、元データベース８１或いは派生データベース８３―１～８３－４のいずれかに不
具合が生じた場合でも、補修時に他のデータベースが補うため、容易に保守管理ができ、
サービス提供事業者３－１の処理効率の低下を防止することができる。
【０１１４】
（４－２．格納情報種別の異なる複数の派生データベース８７）
　図１９は、格納情報種別の異なる複数の派生データベース８７を示す図である。
　サービス提供事業者３－２は、ＷＥＢサーバ１１－２、アプリケーションサーバ１３－
２、データベース振分装置１５－２及び元データベース８５と、元データベース８５を元
にして派生する派生データベース８７－１～８７－４等を有する。元データベース８５に
格納される情報は、格納情報の種別毎にそれぞれ派生データベース８７－１～８７－４に
複製される（複製処理は点線で示す。）。例えば派生データベース８７－１には「時価情
報」、派生データベース８７－２には「認証情報」、派生データベース８７－３には「資
産情報」、派生データベース８７－４には「ログ情報」が格納される。
【０１１５】
　このように、格納する情報の種別が異なる複数の派生データベース８７―１～８７－４
を備えることで、データベース振分装置１５－２はデータベース処理要求を適切なデータ
ベースに効率的に振り分けることができる。また、派生データベース８７―１～８７－４
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は、それぞれ元データベース８５に格納される各種情報を分散して格納するので大容量・
高性能である必要がないため、設備のコスト的負担軽減の効果がある。
【０１１６】
（４－３．時間的に階層構造をなす派生データベース９１）
　図２０は、時間的に階層構造をなす派生データベース９１を示す図である。
　サービス提供事業者３－３は、ＷＥＢサーバ１１－３、アプリケーションサーバ１３－
３、データベース振分装置１５－３及び元データベース８９と、元データベース８９を元
にして時間的に段階的に派生する派生データベース９１－１～９１－３等を有する（複製
処理は点線で示す。）。また、元データベース８９を元にして時間的に同時に派生データ
ベース９１－１と派生データベース９３を作成または更新してもよい。
【０１１７】
　派生データベース９１－１に格納される各種情報は、時間的な経過を経て段階的に所定
のタイミングで派生データベース９１－２へ、更に派生データベース９１－３へと複製さ
れる。従って、元データベース８９、及び派生データベース９１－１～９１－３は順に時
間的に階層構造を成して構成される。
【０１１８】
　このように、時間的に階層構造を成す複数の派生データベース９１－１～９１－３を備
えることで、データベース振分装置１５－３は、データベース処理要求を、目的に応じた
適切なデータベースに効率的に振り分けることができる。例えば、ユーザ５から取得した
データベース処理要求がリアルタイム性が低いものであれば、時間的に階層が下（リアル
タイム性が低い。）にある派生データベース９１－３に、データベース処理要求を振り分
ける。
【０１１９】
　このことにより、サービス提供事業者３－３の処理効率を向上させる効果がある。また
、データベース処理要求の目的に応じた適切なデータベースに処理要求を振り分けること
で、特定のデータベースへのアクセス集中を防止することができる。
【０１２０】
（４－４．複数のデータベースの組み合わせ）
　尚、サービス提供事業者３は、上記図１８乃至図２０で説明した複数の様態の派生デー
タベースを適宜組み合わせて備えてもよい。
　例えば、格納情報種別の異なる複数の派生データベース８７－１～８７－３（図１９）
に、更にそれぞれ時間的階層構造を成す複数の派生データベースを備えるようにしてもよ
い。
【０１２１】
（５．複数の個別データベース振分装置）
　次に、図２１及び図２２を参照しながら、サービス提供事業者３が有するデータベース
振分装置１５の構成について説明する。
【０１２２】
（５－１．複数の同等の個別データベース振分装置９７）
　図２１は、複数の個別データベース振分装置９７から成るデータベース振分装置１５－
４を示す図である。
　サービス提供事業者３－４は、ＷＥＢサーバ１１－４、アプリケーションサーバ１３－
４、データベース振分装置１５－４、データベースＡ１７－１及びデータベースＢ１９－
１を有する（複製処理は点線で示す。）。
【０１２３】
　データベース振分装置１５－４は、同等の機能を備える個別データベース振分装置９７
－１～９７－３を有する。ロードバランサ９５－１は、アプリケーションサーバ１３－４
から送られるデータベース処理要求を個別データベース振分装置９７－１～９７－３に振
り分ける。
【０１２４】
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　個別データベース振分装置９７－１～９７－３は、それぞれデータベース処理要求の振
分条件を定義する振分定義情報１０１－１～１０１－３と、振分手段９９－１～９９－３
を備える。個別データベース振分装置９７－１～９７－３によるデータベース処理要求の
振分処理については、図１で説明したデータベース振分装置１５の処理と同様なので説明
を省略する。
【０１２５】
　データベース振分装置１５－４が同等の機能を備える個別データベース振分装置９７－
１～９７－３を有することで、データベース処理要求の振分処理の処理集中を分散できる
ので、データベース振分装置１５－４の処理負荷を軽減させることができる。また、個別
データベース振分装置９７－１～９７－３のいずれかに不具合が生じた場合でも、補修時
に他の個別データベース振分装置９７が補うため、容易に保守管理を行うことができ、サ
ービス提供事業者３－４の処理効率の低下を防止することができる。
【０１２６】
（５－２．異なる振分定義情報を有する複数の個別データベース振分装置９７）
　図２２は、異なる振分定義情報を有する複数の個別データベース振分装置９７から成る
データベース振分装置１５－４を示す図である。図２１に示すデータベース振分装置１５
－４と構成要素が同一であるので、同一の符号を付し、説明を省略する。
【０１２７】
　データベース振分装置１５－４は、異なる振分定義情報１０１－１～１０１－３を有す
る複数の個別データベース振分装置９７－１～９７－３を有する。ロードバランサ９５－
１は、アプリケーションサーバ１３－４から送られるデータベース処理要求を個別データ
ベース振分装置９７－１～９７－３に振り分ける。
【０１２８】
　個別データベース振分装置９７－１が備える振分定義情報１０１－１は、全てのデータ
ベース処理要求をデータベースＡ１７－１に振り分ける設定である。例えば、サービス提
供事業者３－４に、多数の端末装置９からデータベース処理要求のアクセスが集中した場
合、ロードバランサ９５－１或いはアプリケーションサーバ１３－４は、優先権を有する
端末装置９を判別し、優先権を有する端末装置９から取得したデータベース処理要求を個
別データベース振分装置９７－１に優先的に振り分ける。
【０１２９】
　このように、図２２に示すデータベース振分装置１５－４は、特定の端末装置９から取
得したデータベース処理要求を、個別データベース振分装置９７－１を介して、リアルタ
イム性の高いデータベースＡ１７－２に優先的に振り分けることができる。従って、サー
ビス提供事業者３－４の店舗や支店等に属する特定の端末装置５の業務効率の向上を図る
ことができる。
【０１３０】
（６．その他）
　データベース振分装置１５は、サービス提供事業者３に属するサーバコンピュータと、
複数のデータベースとの間に配置されれば、任意の装置構成が可能である。
　例えば、図１に示すＷＥＢサーバ１１とアプリケーションサーバ１３とデータベース振
分装置１５を、１つのサーバコンピュータとして構成してもよい。
　また、データベース振分装置１５の機能を実現する処理プログラムを、ＷＥＢサーバ１
１またはアプリケーションサーバ１３に組み込むようにしてもよい。
【０１３１】
　尚、振分定義情報２３（図１）に、振分条件として処理対象５３、処理種別５５、時間
帯６１、データベース負荷情報６５、ユーザ属性６９、端末装置属性７３、検索範囲７８
のうち少なくともいずれかを追加して振分定義情報を作成してもよいし、複数の振分条件
を組み合わせて振分定義情報を作成してもよい。
【０１３２】
（７．効果等）
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　以上詳細に説明したように、本発明の実施の形態に係るデータベース振分装置１５は、
自動的に、データベースに対する処理要求の振分条件に適する振分先データベース５７を
決定するので、業務処理効率を向上させることができる。
　また、アプリケーションサーバ１３は、データベースの振分先に左右されない処理プロ
グラムを実行することができるので、アプリケーションサーバ１３の処理プログラミング
の作成や修正の作業負荷を軽減することができる。
【０１３３】
　また、サービス提供事業者３が、リアルタイム性の高いデータベースとその他のデータ
ベースとを備える場合、データベース振分装置１５は、リアルタイム性の不要なデータベ
ース処理要求をその他のデータベースに振り分けることで、リアルタイム性の高いデータ
ベースへの過剰なアクセス負荷を軽減することができる。従ってデータベース振分装置１
５は、データベース処理要求に対する全体的な処理効率を向上させることができる。
【０１３４】
　また、データベース振分装置１５は、データベースの負荷情報を監視してデータベース
の振分条件として利用することにより、特定のデータベースへのアクセスの集中を軽減し
、全体的な処理効率を向上させることができる。
　また、サービス提供事業者３が、上位データベースとその他のデータベースとを備える
場合、データベース振分装置１５は、特定のユーザ５からのデータベース処理要求を優先
的に上位データベースに振り分けることで、特定のユーザ５の満足度の向上を図ることが
できる。
【０１３５】
　また、データベース振分装置１５は、サービス提供事業者３の店舗や支店に配置される
特定の端末装置９からのデータベース処理要求を優先的に上位データベースに振り分ける
ことで、サービス提供事業者３の業務効率の低下を軽減することができる。
【０１３６】
　また、データベース振分装置１５は、ユーザ５による振分先データベース５７の選択を
可能にすることで、ユーザ満足度の向上を可能とする。
　また、サービス提供事業者３が複数のデータベースを備え、データベース振分装置１５
がデータベースの特徴（リアルタイム性、格納情報種類、階層構造など）に合わせて適切
にデータベース処理要求を振り分けることで、処理効率の低下を軽減することができる。
【０１３７】
　また、サービス提供事業者３が複数のデータベースを備える場合、元になるデータベー
スから派生するデータベースの大容量化・高性能化が不要ならば、設備のコスト的負担を
軽減することができる。
【０１３８】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明にかかるデータベース振分装置の好適な実施形
態について説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示
した技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らか
であり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】サービス提供システム１の構成図
【図２】データベース振分装置１５のハードウェア構成を示す図
【図３】振分定義情報２３を示す図
【図４】データベース振分装置１５の動作を示すフローチャート
【図５】振分定義情報５９を示す図
【図６】振分先データベース５７の決定処理を示すフローチャート
【図７】振分定義情報６３を示す図
【図８】振分先データベース５７の決定処理を示すフローチャート
【図９】振分定義情報６７を示す図
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【図１０】振分先データベース５７の決定処理を示すフローチャート
【図１１】振分定義情報７１を示す図
【図１２】振分先データベース５７の決定処理を示すフローチャート
【図１３】振分定義情報７４を示す図
【図１４】振分先データベース５７の決定処理を示すフローチャート
【図１５】データベース選択画面７７を示す図
【図１６】振分定義情報７６を示す図
【図１７】振分先データベース５７の決定処理を示すフローチャート
【図１８】複数の派生データベース８３を示す図
【図１９】格納情報種別の異なる複数の派生データベース８７を示す図
【図２０】時間的に階層構造をなす派生データベース９１を示す図
【図２１】複数の個別データベース振分装置９７から成るデータベース振分装置１５－４
を示す図
【図２２】異なる振分定義情報を有する複数の個別データベース振分装置９７から成るデ
ータベース振分装置１５－４を示す図
【符号の説明】
【０１４０】
　１………サービス提供システム
　３、３－１～３－４………サービス提供事業者
　５………ユーザ
　７………ネットワーク
　９………端末装置
　１１、１１－１～１１－４………ＷＥＢサーバ
　１３、１３－１～１３－４………アプリケーションサーバ
　１５、１５－１～１５－４………データベース振分装置
　１７、１７－１………データベースＡ（元データベース）
　１９、１９－１………データベースＢ（派生データベース）
　２１………振分先決定手段
　２２、９９－１～９９－３………振分手段
　２３、５９、６３、６７、７１、７４、７６、１０１－１～１０１－３………振分定義
情報
　２５………時間帯取得手段
　２７………データベース負荷情報取得手段
　２９………ユーザ属性取得手段
　３１………端末装置属性取得手段
　３３、４３………時価情報
　３５、４５………認証情報
　３７、４７………資産情報
　３９、４９………ログ情報
　４１、５１………登録情報
　５３………処理対象
　５５………処理種別
　５７………振分先データベース
　６１………時間帯
　６５………データベース負荷情報
　６７………ユーザ属性
　７３………端末装置属性
　７５………画面
　７７………データベース選択画面
　７８………検索範囲
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　７９………ＯＫボタン
　８１、８５、８９………元データベース
　８３－１～８３－４、８７－１～８７－４、９１－１～９１－３、９３………派生デー
タベース
　９５－１………ロードバランサ
　９７－１～９７－３………個別データベース振分装置
　２０１………ＣＰＵ
　２０３………メモリ
　２０５………記憶部
　２０７………表示部
　２０９………入力部
　２１１………出力部
　２１３………通信部
　２１５………システムバス

【図１】 【図２】

【図３】
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