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マルチテナント型テナントアクセス制御方式に関する研究
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1. はじめに
データセンタ上のインフラにインターネット
を介して情報システムを利用する、クラウドコ
ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 及 び SaaS(Software as a
Service)へ移行する企業（テナント）が増えて
きている。クラウドコンピューティングでは、
サービス提供者にとっては、ハードウェアリソ
ースやソフトウェアを集中して管理できるため
保守性が向上され、サービス利用者にとっても
従来、パッケージを購入する必要があったソフ
トウェアをサービスという形態で利用可能なた
め、導入コストを抑えられるというメリットが
ある。例えば、図１のようにデータセンタ上に
各テナントが共用可能な WEB アプリケーション
及びデータベースを構築することで、インター
ネット経由でテナントユーザが利用する形態の
サービスを提供可能である。このサービス運用
において、多くのテナントに対して同種のサー
ビスを提供し、同一のアプリケーションを共用
させつつ、ソフトウェア・ハードウェアリソー
スを削減するアプリケーションの集約度向上の
ための技術が重要となる。
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(1)セキュリティの担保
マルチテナント型のアプリケーションでは複
数の企業によってアプリケーションが共用され
るため、セキュリティを担保しながらアクセス
制御を実施する必要がある。そのために、既存
アプリケーションに対し、テナントを識別した
上でアクセス可否を実現する仕組みが必要とな
る。
(2)改修量の削減
既存ソフトウェアをマルチテナント化する際
には、既存ロジックにテナントを識別するため
のロジックを追加する必要があるが、全てのロ
ジックに対してテナント識別ロジックを追加す
る場合、改修量が増大になってしまう。そこで
可能な限り既存部分に手を加えないで改修可能
かどうかが重要である。

上記技術として、[1]ではレガシーアプリケー
ションで用いていたパラメータにテナント情報
を埋め込む「マルチテナントデータ切替制御方
式」を示した。この方式では、既存アプリケー
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テナント情報を付加することで改修量を抑えつ
つテナントの切替を行うことが可能となった。
図 1：マルチテナント型サービス例
しかし、[1]を実際のアプリケーションに適
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3. 解決方法
課題の解決策として[1]の技術を改良した「マ
ルチテナント型テナントアクセス制御方式」を
示す。
「テナントアクセス制御方式」では、既存アプ
リケーションに対しテナント情報等マルチテナ
ント化により新たに追加されたパラメータをハ
ッシュマップ形式で保持するために基底クラス
を追加し、この基底クラスを他のデータクラス
で継承を行う方式をさす。また、キーを指定す
ることで任意のパラメータを取得・更新するこ
とを可能にするメソッドや、共通パラメータ自
体を取得、設定可能にするメソッドを提供する。
図 2 では、本手法で利用する基底クラスの
例を示している。既存基底クラスではハッシ
ュマップ形式のパラメータを用意し、テナン
ト情報等のマルチテナント化の際に追加にな
ったパラメータを保持する。また、テナント
情報を取得するためのメソッドを提供する。
この基底クラスを個人情報や組織情報等の
既存のデータクラスから継承するようにする
ことで、共通パラメータをそれぞれのデータ
クラス間で利用可能となる。
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④DB 接続部は個人情報データクラスの共通パ
ラメータからテナント情報を取得し、デー
タベース検索時の SQL に埋め込みを行う。
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図 3：マルチテナント型テナントアクセス制御
方式
4. 評価
今回提案した手法について、あるソフトウェ
アをマルチテナント化する際にかかる工数を机
上で評価を行った結果を表１に示す。
表 1：工数の比較
既存手法
提案手法
100
79.18
※既存手法を 100 に換算
上記のように提案手法によって約 2 割程度の
工数削減が達成可能となることが分かった。
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図 2：基底クラスの例

解決手法の構成図を図 3 に示す。従来アプ
リケーションをラップする形でマルチテナン
トアプリケーションが提供される。その際、
ユーザと既存アプリケーション間及び、既存
アプリケーションとデータベース間のやりと
りは UI 接続部、DB 接続部が実現する。
実際のアプリケーション上では、以下のよ
うに動作させることでテナント識別子のよう
なテナント情報を受け渡しが可能となる。
①テナントＡユーザが UI 接続部にアクセスす
る。
②UI 接続部でテナント A のテナント情報を
個人情報データクラスの共通パラメータに
設定する。
③既存アプリケーションは、テナント情報を
意識せずに従来どおりの処理を実施する。

5. おわりに
本報告書では、既存アプリケーションをマ
ルチテナント化する際の方式について、「マ
ルチテナント型データ切替制御方式」を改良
した「マルチテナント型テナントアクセス制
御方式」を検討した。今回の評価では、本提
案手法が有効であることが確認できた。今後
は、他のアプリケーションについても同様の
検証を実施し評価を実施するとともに、更な
る改良を検討する。
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