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  超効率的な
データベース構造により

ビジネス・ソリューションに
高いパフォーマンスを提供

タイム・ツー・マーケットを
向上させながら

総所有コストは低減

監査ログとアカウント単位
のライセンシングによる

高度な管理

データを保護し、
企業アプリケーションに
24時間の可用性を提供

サードパーティーの
ソフトウェアや外部の

データソースと簡単に連携

様々な開発ツール
UniVerseにはアプリケーションの配布・導入を助
けるツールが用意されています。ユーザーのアク
ティベートとカスタム設定を自動的に行うため
の、インストール・パッケージを簡易に作成するこ
とができます。UniVerseは柔軟性に優れているた
め、開発したアプリケーションは、規模を問わず
幅広い環境へ導入することができます。

製品動作環境
UniVerseデータ・サーバーは、下記の主要な
Linux、UNIX、Windowsプラットフォームで稼動し
ます。詳細については、Product Availability 
Matrixをご参照下さい。
 AIX on System p 64ビット
 HP/UX Itanium 64ビット
 Solaris SPARC 32および64ビット
 Windows 32および64ビット 
 Linux 32および64ビット

U2 Clients と DBTools
UniVerseは、下記のWindows 32ビット、64ビット
の各バージョンでサポートされている運用管理、
開発、スキーマ管理のツール群と共に、クライア
ント・モジュール、APIとインターフェイスをセット
で提供しています。
 Windows  10

 Windows 8

 Windows 7

 Windows Vista 

 Windows  Server 2012

 Windows  Server 2008

高速かつ柔軟性を持つ企業向けの先進的データ管理
Rocket® U2 UniVerse

素早い構築、迅速な順
応、そして高速
ビジネス・アプリケーションは、常に変化する要
件に対応しながら開発・保守を行う必要がありま
す。当社のUniVerseデータベース・システムは、
データを自然な構造で格納し、必要な情報全て
を1回のクエリーで読み出すことができます。
UniVerseは、表の数を減らし、結合処理を削減
し、高速アクセスを可能にするダイナミックな複
数階層のデータ構造を採用しています。それに
加えて、非常に使い易く、管理が容易です。

比肩のないパフォーマ
ンス
パフォーマンスは、UniVerseの最大の特徴です。
データベースの構造が元のデータの構造に近け
れば、データ検索が容易かつ高速になります。
UniVerseは、パフォーマンス劣化の原因となる
ベータベースの表結合を避け、より直感的なファ
イル構造と驚異的なパフォーマンスを提供しま
す。

ビジネスへの備え
ビジネス・ソリューションは常時稼動し、セキュア
であることが求められます。UniVerseは、データ
複製と高可用性ソリューションにより、ビジネス・
データを守ります。

運悪く、災害がデータ･センターを襲っても、U2レ
プリケーションによりオンライン処理を継続する
ことができます。U2レプリケーションを利用して、
データを複製・同期しておくことで、壊滅的被害
を避けることができます。また、リモートの複製
データからレポートの作成やデータの探索を行
い、本番サーバーの負荷を分散させることも可
能です。

法遵守の義務の有無に関わらず、データは暗号
化されるべきです。UniVerseにより、データが転
送中であってもディスク上にあっても、データを
自動的に暗号化することができます。UniVerseの
監査ログは、システム要件に柔軟に対応すること
ができ、求められる監査要件を満たすことができ
ます。

多彩なアクセス方法
データ構造へのアクセスはネイティブ接続が簡
単ですが、ODBC、JDBC、Webサービスのような
標準準拠のインターフェイスを介してアプリケー
ションから接続することもできます。UniVerseは、
アプリケーションの開発に必要な様々なツール
を提供しています。UniVerseが持つネイティブの
開発言語とインターフェイスに加え、Java、.NET、
PHP、Pythonなどの言語を使用してモジュール
を開発・連携させることもできます。UniVerseは、
データベース接続に必要なAPIとドライバーを、
目的に応じて多数提供しています。



Rocket®
datasheet

© Rocket Software, Inc. or its affiliates 1990 – 2016. All rights reserved. Rocket and the Rocket Software logos are registered trademarks of Rocket Software, Inc. 
Other product and service names might be trademarks of Rocket Software or its affiliates. 

www.rocketsoftware.com
info@rocketsoftware.com
twitter.com/rocket
www.youtube.com/
rocketsource
www.linkedin.com/company/
rocket-software
plus.google.com/u/0/
104109093105646534918

You
Tube

様々な開発ツール
UniVerseにはアプリケーションの配布・導入を助
けるツールが用意されています。ユーザーのアク
ティベートとカスタム設定を自動的に行うため
の、インストール・パッケージを簡易に作成するこ
とができます。UniVerseは柔軟性に優れているた
め、開発したアプリケーションは、規模を問わず
幅広い環境へ導入することができます。

製品動作環境
UniVerseデータ・サーバーは、下記の主要な
Linux、UNIX、Windowsプラットフォームで稼動し
ます。詳細については、Product Availability 
Matrixをご参照下さい。
 AIX on System p 64ビット
 HP/UX Itanium 64ビット
 Solaris SPARC 32および64ビット
 Windows 32および64ビット 
 Linux 32および64ビット

U2 Clients と DBTools
UniVerseは、下記のWindows 32ビット、64ビット
の各バージョンでサポートされている運用管理、
開発、スキーマ管理のツール群と共に、クライア
ント・モジュール、APIとインターフェイスをセット
で提供しています。
 Windows  10

 Windows 8

 Windows 7

 Windows Vista 

 Windows  Server 2012

 Windows  Server 2008

素早い構築、迅速な順
応、そして高速
ビジネス・アプリケーションは、常に変化する要
件に対応しながら開発・保守を行う必要がありま
す。当社のUniVerseデータベース・システムは、
データを自然な構造で格納し、必要な情報全て
を1回のクエリーで読み出すことができます。
UniVerseは、表の数を減らし、結合処理を削減
し、高速アクセスを可能にするダイナミックな複
数階層のデータ構造を採用しています。それに
加えて、非常に使い易く、管理が容易です。

比肩のないパフォーマ
ンス
パフォーマンスは、UniVerseの最大の特徴です。
データベースの構造が元のデータの構造に近け
れば、データ検索が容易かつ高速になります。
UniVerseは、パフォーマンス劣化の原因となる
ベータベースの表結合を避け、より直感的なファ
イル構造と驚異的なパフォーマンスを提供しま
す。

ビジネスへの備え
ビジネス・ソリューションは常時稼動し、セキュア
であることが求められます。UniVerseは、データ
複製と高可用性ソリューションにより、ビジネス・
データを守ります。

運悪く、災害がデータ･センターを襲っても、U2レ
プリケーションによりオンライン処理を継続する
ことができます。U2レプリケーションを利用して、
データを複製・同期しておくことで、壊滅的被害
を避けることができます。また、リモートの複製
データからレポートの作成やデータの探索を行
い、本番サーバーの負荷を分散させることも可
能です。

法遵守の義務の有無に関わらず、データは暗号
化されるべきです。UniVerseにより、データが転
送中であってもディスク上にあっても、データを
自動的に暗号化することができます。UniVerseの
監査ログは、システム要件に柔軟に対応すること
ができ、求められる監査要件を満たすことができ
ます。

多彩なアクセス方法
データ構造へのアクセスはネイティブ接続が簡
単ですが、ODBC、JDBC、Webサービスのような
標準準拠のインターフェイスを介してアプリケー
ションから接続することもできます。UniVerseは、
アプリケーションの開発に必要な様々なツール
を提供しています。UniVerseが持つネイティブの
開発言語とインターフェイスに加え、Java、.NET、
PHP、Pythonなどの言語を使用してモジュール
を開発・連携させることもできます。UniVerseは、
データベース接続に必要なAPIとドライバーを、
目的に応じて多数提供しています。


