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メインフレーム・データの仮想化
Rocket® Data Virtualization

メインフレームの
データを解き放つ 
せっかく有益なデータがメインフレーム上にあ
るのに、アクセスが難しいため十分生かされな
いことがあります。顧客、ビジネス、市場の動向な
どの情報を的確に得るには、企業データの効果
的な連携が必要です。メインフレームをお使い
の企業では、BIやデータ分析アプリケーションが
簡単にアクセスできるように、メインフレームの
データを抽出し、変換し、データ・ウェアハウスに
ロード（ETL）しています。

メインフレームのデータ、特にリレーショナルDB
以外のデータを連携するときは、従来の方法で
はデータをコピーしていました。しかし、それに
は別のハードウェア、ソフトウェアや、複雑なETL
スクリプトが必要です。ただしデータをコピーす
ると、元のデータに変更があった場合は、情報が
古くなるという問題があります。リアルタイムに、
低コストで、シンプルなユニバーサル・アクセス
が求められています。  

データ統合
データの仮想化を行うと、バックエンドのデータ
構造を隠蔽し、物理的なデータ・コピーを行わ
ず、標準インターフェースを介して、さまざまな種
類のデータを統合的に扱うすることができます。 
Rocket® Data Virtualization（DV）は、データの場
所や形式に関係なく、リアルタイムにユニバーサ
ル・アクセスを提供できる、業界唯一のメインフ
レーム常駐データ仮想化ソリューションです。仮
想テーブルを作成するにあたって、元データから
データの定義やスキーマ情報が抽出されます。
実装の詳細はユーザーからは見えず、一つの論
理的なデータ・ソースとして抽象化されます。そ
の結果、簡単かつ低コストで、高速データ・アクセ
スが実現できます。

優れたデータ・
アーキテクチャー 
情報をリアルタイムに扱うには、大量ボリューム
とメインフレーム特有の要件をカバーできる
データ・アーキテクチャーが必要です。Rocket 

DVは、並列I/OとMapReduceなどによりクエリー
を最適化します。複数の並列スレッドにより、デー
タ配信を行い、バッファリングしながら、入力され
た要求を処理します。当社のメインフレームの
MapReduce技術を使い、複数のスレッドにより並
列にファイルを読み込み、データベースにアクセ
スするため、クエリーの処理時間は大幅に短縮さ
れます。 

多対多の連携 
ビジネスにおいて、企業内のデータを有効利用す
るためには、プラットフォーム、場所、インター
フェースを問わず、シームレスでリアルタイムなア
クセスが必要です。Rocket DVは、以下のような幅
広いデータストアをデータ・プロバイダーとしてサ
ポートしています。
 メインフレーム：リレーショナル/非リレーショ
ナル・データベースやファイル ー Adabas、
DB2、IMS、VSAM物理シーケンシャル・ファイル

 メインフレーム・アプリケーションと画面 ー
CICS、IDMS、IMS、Natural

 分散システム：Linux、Unix、Windowsプラット
フォーム上で稼動するデータベース ーDB2、
Oracle、Informix、Derby、SQL Server

 クラウドやビッグデータ：クラウドベースのリ
レーショナルおよび非リレーショナル・データ、
HadoopやMongoDBのようなNoSQLデータ
ベースをサポート

Rocket DVは、ANSI SQL（JDBC/ ODBC）、NoSQL
（JSON）、サービス（SOAP/ REST）、イベント・スト
リーム（XML/ CBE）やHTMLなど、データ・コン
シューマー用の接続オプションを幅広く備えてい
ます。Rocket DVS使うと、メインフレームのバッ
チやプログラムなどがデータをリクエストし、他
のアプリケーションやフェデレーション・サーバー
に結果が返るというような、非対称のリクエスト
／リプライも実現できます。

DB2の利用を拡大
Rocket DVは、メインフレーム上で、あるいは他の
プラットフォームとの間で、リアルタイムにDB2上
のデータを結合します。当社のソフトウェアは、独
自の分散リレーショナル・データベース・アーキテ
クチャー（DRDA）をメインフレーム上で実装して

おり、DB2のクライアントがDB2以外のどんなデー
タ・ソースともシームレスに連携することができま
す。例えば、DB2 for z/OSは、他のメインフレームの
論理区画（LPAR）やAdabas、IMS DB、VSAM、物理
シーケンシャル・ファイルなどの非リレーショナル・
メインフレーム・データなどを、DB2 for Linux、
Windowsと同様に結合することができます。
Rocket DVにより、IBM DB2 Analytics Accelerator
を使ったデータ解析に、さまざまなデータソース
が使用できるようになります。

メインフレームのTCO削減
Rocket DVは、メインフレームのデータをメイン
フレーム上においたまま、CPUの使用量を大幅に
削減するという独自の機能を備えています。この
特許技術では、メインフレーム汎用プロセッサー
を使用せず、専用エンジンIBM z Systems 
Integrated Information Processor （zIIP）上で
データ仮想化処理の最大99%を行います。これに
より、メインフレーム・データとアプリケーション・
ロジックの連携が、低コストで効率よく行われま
す。

メインフレーム・データを
分析に利用 
大企業や政府機関の多くにおいて、データ管理業
務は依然としてメインフレームにより行われてい
ます。顧客、ビジネス、市場の動向などの情報を的
確に得るためには、データの保管場所やデータ形
式に関わらず、すべてのデータへのユニバーサ
ル・アクセスが必要になります。Rocket DVSは、
データ・コピーを減らし、低コストで高速なデータ
分析を可能にします。

 メインフレームの
 ほぼすべてのデータに対応
  • ビッグデータ - 

BigInsights、Hadoop、
MongoDB他

   • 分散データ - DB2 LUW、
Derby、Informix、Oracle、
SQL Server、Teradata、
Sybase

  • メインフレーム上のデー
タ - VSAM、DB2 for 
z/OS、IMS DB、Adabas、
物理シーケンシャル・ファ
イル

  • メインフレームのプログ
ラム/画面 - CICS、IMS 
TM、IDMS、Natural、
Batch、TN3270

  • 生成データ - SMFレコー
ド、Syslog、仮想テープな
どメインフレーム上で生
成されるデータ

 クライアントからのデータ・
アクセス

  • クラウド、モバイル、
Web、解析、検索、ETL、
バッチ、トランザクション

 • MongoDB API、ODBC、
JDBC、REST、SOAP、
JSON、HTTP、HTML、XML

 データ呼び出しを行うバッ
チなど、メインフレーム・プ
ログラムで利用できる非対
称型のリクエストとレスポン
ス

 MapReduceとParallel I/Oを
使った高速クエリーをさら
に最適化 

 Universal DB2サポート - 
DB2を使用するアプリケー
ションがシームレスにDB2
以外のデータ・ソースと統合
可能

 TCOの削減：CPUの代わりに
zIIP専用エンジンで連携プ
ロセスの最大99％を処理

TCO削減のためIBM zIIP専用エンジンを使ったRocket DVのハイ・パフォーマンス・データ・アーキテクチャー
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データ・マッピングを簡単に行えるEclipseベースのIDE


