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Hiperware Platform:  

クラスタリング・アプリケーション構築用ミドルウェア 

Hiperware プラットホームは、その安定性・パフ

ォーマンス・開発生産性により、クラスタリン

グ・コンピュータにおける企業コンピューティン

グの課題に取り組みます。 

Hiperware はプロセス監視、ビジネス・レポーテ

ィング、ビジネス・インテリジェンス、拡張する

e-コマース、科学研究、防衛・セキュリティなど

で幅広く利用され、大量のデータを最小時間で処

理するクラスタリング・ソフトウェアの開発・実

行に最適なプラットホームです。 

Hiperware プラットホーム は以下のソフトウェ

アから構成されます –  

Hiperware Core –クラスタ/マルチコア上のリア

ルタイム・アプリケーションとサービス指向アー

キテクチャ(SOA) 向け Javaミドルウェア 

Hiperware Q-aware –トランザクション・データ

属性に応じたインテリジェントな 割り当て機能 

Mp2-Quascade – Javaオブジェクトによるクラ

スタ・コンピューティング構築のビジュアルな構

成・管理ツール 

Hiperware Pause-n-Go – クラスタ･アプリケー

ションを停止せずに動的再構成と規模変更を実現 

特長特長特長特長 効果効果効果効果 

包括的包括的包括的包括的ななななプラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム 

開発費用を低減しながら効

率的なクラスタ・コンピューテ

ィング構築を万全サポート 

 

Hiperware はクラスタリング対応の一

般企業向けソフトウェア開発のサイクル

を安定的に実現・管理 

開発開発開発開発 

ソフトウェア・アーキテクトと

プログラム開発者との開発タ

スクを効率的に分担し生産

性を向上 

 

Hiperware はソフトウェアをモジュール

分割し、各モジュールは統一的なプログ

ラムとして別々のコンピュータ上で効率

良く実行されます。 

プログラム開発を、より効率

よく、さらに容易に 

Hiperware はシンプルな Java ベース

のプログラミング・インターフェースを開

発者に提供します。 開発者はクラスタ開

発時の複雑な技術上の問題よりもビジ

ネスロジックに集中できます。特殊な開

発経験・スキルや負担要求を大幅に削

減します。 

確認確認確認確認テストテストテストテストとととと導入導入導入導入 

視覚化されたツールは、アプ

リケーション・ロジックを明確

化し、安定したテスト・導入を

促進 

 

Hiperware のビジュアルなプログラミン

グ・ツールにより、シンプルなモジュール

からクラスタ・アプリケーションを概念化

し、クラスタ上で分散実行させます。 

管理管理管理管理 

クラスタ・アプリケーションの

統合監視・保守・再構成 

 

Hiperware は稼動するクラスタ・アプリ

ケーションを視覚的に監視し、必要に応

じて再構成できます。システム状態とア

プリケーション状況を一元的に管理でき

ます。  

最適化最適化最適化最適化アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ 全ての Hiperwareの通信・実行処理は

性能が最適化おり、性能を犠牲にする

事なく高い操作性を実現します。 

マルチマルチマルチマルチ・・・・プラットホームプラットホームプラットホームプラットホーム・・・・サポサポサポサポ

ートートートート 

Windows, UNIX, Linux, MacOSXをサ

ポート。 

認定認定認定認定パートナーパートナーパートナーパートナー Hiperware 製品は認定パートナーによ

って提供・カスタマイズされます。 

 



クラスタ・コンピューテ
ィングの利点―費用の低
減、高可用性、柔軟な拡
張性―は明らかです。し
かしクラスタリング対応
のソフトウェアの開発に
は複雑さが伴いました。 

Hiperwareはクラスタリ
ング対応アプリケーショ
ンの開発・テスト・導入
を、迅速に・効率良く・
信頼性高く、実現する“ミ
ドルウェア“を提供しま
す。 

クラスタクラスタクラスタクラスタ・・・・コンピューティングコンピューティングコンピューティングコンピューティング: 

普及普及普及普及するするするする理由理由理由理由 

コンピュータ・クラスタは複数台の安価かつ安定したコンピ

ュータを専用ネットワーク上で接続することで構成され、コ

ンピュータの処理能力を増強します。クラスタ・コンピューテ

ィング概念は普及しており、よく知られているように、数百万

ユーザーに対しスケーラブルなサービスを提供する検索エ

ンジンや電子メールサービス・プロバイダーに大規模に採

用されています。政府機関では安全保障・監視分野に、ヒ

トゲノムプロジェクトや NASA のよう

な研究機関では膨大な研究データ

のシミュレーションを実行しています。 

Oracle (データベースサーバ)、 

Autodesk (設計自動化ソフトウェ

ア)、Mathworks (科学ソフトウェ

ア)などの大手ベンダーはクラスタリ

ング対応アプリケーションを提供し

ています。また、Microsoft, Apple, 

Hewlett Packard 及 び Sun 

Microsystems の OS には クラス

タ・フレンドリーな機能が搭載されて

います。 

数台のコンピュータによる小規模な

事例でも、クラスタ・コンピューティン

グは、企業に高い付加価値をもたら

します。コスト面の利点以外にも、ク

ラスタ・コンピュータは企業コンピュ

ーティングに不可欠な多くの機能– 

拡張性(コンピュータを追加すること

で処理能力ニーズの増加に対応)、

フォルト・トレランス(発生した一台の

コンピュータ障害をクラスタ内の冗長

化コンピュータによって対処)をもた

らします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルチコアマルチコアマルチコアマルチコア・・・・コンピューティンコンピューティンコンピューティンコンピューティン

ググググ 

複数の CPU コアを 1 つの CPU パッケージの中に内蔵

して性能を向上したマルチコア CPU が主流になってい

ます。32 個のマルチコア CPU 開発を開始されると、従

来は高価な独自設計のハードウェアのみ可能だったコン

ピューティング能力の可能性が急速に現実化します。 

クラスタ・コンピューティングとマルチコア・コン

ピュータの結合は、今までにはない

処理性能、拡張性、高信頼性を企業

のソフトウェア開発･運用にもたらし

ます。 

 

残残残残されたされたされたされた課題課題課題課題 

このような明らかな利点にも関わらず、

マルチコア+クラスタ・コンピューティング

の採用は、ソフトウェア開発者がクラスタ

上で企業ソフトウェアを素早く開発、テス

ト、導入する手段がない、というたった一

つの理由から躊躇されているのが現状

です。開発者にとっての‘(RAD：ラピッ

ド・アプリケーション・デベロップメント)’

的なシンプルかつ強力に設計された開

発手法とツールが必要とされています。 

現在、主な開発部門では、クラスタ・コン

ピューティングをサポートしない J2EE

や.NET のような開発フレームワークに注

力しています。これでは、業務ロジック

のプログラム方法だけでなく、それをコ

ンピュータ・クラスタ上での安定稼動さ

せる手法に熟練した開発チームしかク

ラスタ・コンピューティングを推進できな

いことを意味します。 

今までクラスタ・コンピューティングの採

用範囲は制限され、ロードバランス、

バッチジョブなどの限定的な利用に留

めてきました。クラスタ・コンピューティン

グの利点の多く―低コスト、高可用性、

拡張性を最大限に活用する為にはコン

ピュータ・クラスタ上の実行ソフトウェア

の開発、導入に関連するコスト、時間、

リスク、複雑性を最小化する必要があり

ます。 

 

 

 



Hiperware ののののソリューションソリューションソリューションソリューション 

コンピュータ・クラスタ上の実行ソフトウェアを素早

く、体系的に開発、検証、導入するため Hiperware

はユニークかつ最適なミドルウェアをご提供します。 

Hiperware プラットホームは大量のデータを限られた

時間内に処理する企業アプリケーション開発に特に最

適です。 

ストリーミング・データ処理機能により、処理の監視、

ビジネス・インテリジェンスなどに不可欠なリアルタ

イム処理を実現するソフトウェア開発を可能にします。

これは従来の方法である“ウェアハウス”化された事

後的なバッチ処理－限定された処理範囲かつ遅い結果

判明－とは一線を画します。 

Hiperware とクラスタ・コンピューティングのハード

ウェアとの組み合わせによって、Hiperware の顧客、

IT サービス・パートナーは開発時間・リスク・煩雑さ

などを大幅に減少させることによって企業ソフトウェ

ア導入の TCOを低く抑えることができます。 

 

パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップととととサポートサポートサポートサポート 

 Hiperware はパートナーと共同して、広範囲にわ

たる企業ソフトウェア領域における顧客の問題解決

を行います。 

Hiperware はシンプルなライセンシング・モデルに

て世界中の認定パートナーに詳細な製品情報・サポ

ート体制を提供し、パートナーの個別要求に対応し

ます。 

 Hiperwareは各種サポート・製品教育など最高レ

ベルのサポート体制をパートナーに提供します。
ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア開発者開発者開発者開発者 
 

モジュラーJavaコード
（クラス）を記述。 
特別なクラスタ・プログ
ラミングの知識は必要
ありません。。。。 

 

ロジックロジックロジックロジック・・・・アーキテクトアーキテクトアーキテクトアーキテクト 
 

グラフィカルな“データフ
ロー”ツールによりモジ
ュラークラスを使用し
て、 “データ・パイプライ

ン”ロジックを作成。 

 

 

Hiperwareはパイプラ
イン内のクラスタ内のオ
ブジェクトをCPUを割り
当てます。コーディネー
ション&通信は自動的
に管理されます。 

 

アドミニストレーターアドミニストレーターアドミニストレーターアドミニストレーター 

 

アプリケーションを監視
し、運用を中断せずに構
成変更や、性能拡張でき
ます。 



 

製品製品製品製品データデータデータデータ 

Hiperware Platform 
 

機能仕様機能仕様機能仕様機能仕様 

• コンピュータ・クラスタ上で実行可能なアプリケー

ションを容易に開発できるミドルウェア 

• グラフィカル・ツールによるクラスタ・アプリケー

ションのビジュアル設計、導入、監視 

 

Hiperware Core 

• マルチコアとクラスタ・コンピューティングとのシームレスな

統合 

• Raw ネットワーキング･プロトコルの Java スタンダードを使

用した高性能な通信アーキテクチャ 

• 開発時間と必要スキルを最小にする簡易型のアプリケー

ション・プログラミング・インターフェース 

• クラスタ内の指定コンピュータまたはマルチコア上で実行

する Java クラスのランタイム・アサイン 

• クラスタ内の Java オブジェクトの透過的な通信とコーディ

ネート 

• サーバ間でのオブジェクト・データ/ファイル・データの高

性能な通信 

• サーバ上でのインスツルメンテーション/メッセージングサ

ービスによってクラスタ・アプリケーションの統合化された

監視・デバッグ機能が可能 

 

mp2-Quascade 

• 実行時に Java オブジェクトを特定コンピュータにユーザ

指定または自動で割り振り 

• インストールされた Java クラスをグラフィカルにパイプライ

ン定義 

• クラスタ・アプリケーションをビジュアルに実行処理・監視。

全コンポーネントからのメッセージをハイライト/フィルタリン

グし、統合された stdout, stderr メッセージを取得。 

 

Q-Aware 

• サービス・アーキテクチャ上のトランザクション・データを

動的に割り振りし、コンピューティング処理能力を最大化 

• インテリジェント・アルゴリズムによる待ち行列、トランザク

ション・データの割り振り、コンピューティング・リソースの

可用性を最適化 

 

Hiperware Pause-n-Go  

• 停止時間無しに、クラスタリングアプリケーション

の動的な再構成と規模変更 

 
 

 

 

 

 

フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット及及及及びびびびバージョンバージョンバージョンバージョン仕様仕様仕様仕様 

• Java 1.5 をサポート 

• 構成可能な XML フォーマットによりコンポーネント、マ

クロ情報を定義/エクスポート 

 

プログラミングプログラミングプログラミングプログラミング及及及及びびびびツールツールツールツール 

• Sun Java プログラミング言語のサポート 

• JNI    (Java Native Interface)により C/C++ライブラリの統

合をサポート 

• ネイティブ・バイナリをサポート 

• 他言語/拡張サポートを要求時に検証 

 

ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア・・・・シスシスシスシステムテムテムテム機能機能機能機能 

• Linux, Solaris, WindowsXP, Windows2000/3, MacOSX

などの OS をサポート 

• システム最適化による最高のパフォーマンス最大化 

 

サポートサポートサポートサポート及及及及びびびびサービスサービスサービスサービス 

• 開発者、ユーザー、インストール用のオンライ

ン・ドキュメント 

• リモート、電話、メール、オンサイトなどのマル

チレベルサポートを提供 

•  (SLA：サービスレベルアグリーメント)に基づく

保守レベルをパートナー及び顧客に保証 

• ITサポート要員にトレーニングを提供 


