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データ共有への
市場ニーズ



Vision Solutions社の「2017年度マイグレーションに関するレポート」
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1,598 
IT専門家によ

る回答

86%
計画立案、
管理、ITシス
テム管理

回答者のタイトルは、CTO、CIO、

システム・アーキテクト、コン

ピュータシステムの代表から、

データベース管理者、情報システ

ムのディレクター、シニア・ネッ

トワーク・エンジニア、クラウ

ド・システムのマネージャなどで

した

全世界の

様々な国から

回答者が寄せ

られました

4 
HA/DR、マイ
グレーション、
データ共有およ
びクラウド・コ
ンピューティン
グに関する調査



The State of Data Sharing
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データ共有の現状
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あなたの組織は複数のデータベースに依存していますか?

Yes No I don't know.

データ共有の現状: 普及度合

83%

10%

8%

83% の回答者が、複数のデータベースに依存

10% 非依存

8% 不明



70%

30%
Yes

No

あなたのデータベースに重複データがありますか?

複数のデータベースを持つ70%
の回答者に、重複データがあり
ました。
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データ共有の現状: データ不整合に不安



不整合な情報はどのようにビジネス・デシジョンに影響を与えますしたか?

重複データを経験したおよそ半分の回答者
は、データベースの不一致を解消するため
、デシジョンを遅らせまければならなかっ
た(44%)と報告しました。

1/3以上は、多くの時間と努力を不一致の
解消に費やしたと報告しました(36%)。

Decisions have to be delayed in order to reconcile
conflicting information.

We spend a significant amount of time and effort
reconciling inconsistent information.

Timely decisions are made, but our confidence in
those decisions is low.

We have had compliance issues, e.g. stemming from
inconsistent information in databases.

No impact on our business decision making.

Decisions are not based on actionable information.

I don't know.

Other (please specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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データ共有の現状: ビジネスデシジョンへの不安
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データベース間でデータを共有していますか?

Yes No I don't know.

データ共有の現状: 普及度

73%

20%

7%
73% の回答者は、データベース間のデータを
共有しています。

20%共有していません。

7% 不明
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59%は複数の情報源からのデータを単一のデータウェアハウスに統合しています

54%はソースサーバー・データベースからのデータをビジネス・インテリジェンス(BI)に利用します

51%は、ソースサーバー・データベースかのデータを使って報告書を作ります

49%は、異なる目的のために選択されたアプリケーション/データベースのためにデータを統合します

Consolidating data from multiple sources into a single data warehouse

Performing Business Intelligence on data offloaded from the production…

Reporting on data offloaded from the production data

Integrating data used by applications/databases selected for different purposes

Synchronizing data between distributed applications

Dashboard generation

Testing on offloaded data

Feeding real time data to customer or partner facing applications

Running business processes on offloaded data

Master Data Management (MDM)

I don’t know

Other (please specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

データ共有の現状: ビジネス上の目的

どんなビジネス目的のために、データベース間のデータを共有しますか?



どんなデータ共有の技術を使用していますか?多くの回答者がデータの共有に社内開発のツールを使うか
手作業です

▪ 回答者の大部分(54%)が、データベース間のデータ共有
にFTP/SCP/ファイル転送を使用しています

▪ 50%はマニュアル・スクリプティングを使用していま
す

▪ 43%はバックアップ/リストア・プロセス(スナップショ
ット)を使用しています

▪ 41%は社内のツールを使用しています

▪ 28%はETLプロセスを使用しています

FTP/SCP/file transfer

Manual scripting

Backup/restore processes or snapshots

Third party database replication software

In-house tools

Extract Transform Load processes

Log shipping

Third party messaging software

I don’t know.

Other (please specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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データ共有技術の現状

サンプルの41%が、レプリケーショ
ン・ソフトウエアを使用しています



データ共有の現状: 将来の利益
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30%が、BIにはソースサーバー・
データのリアルタイムのコピーが有
益と回答しました。

26%が、報告とバックアップにリア
ルタイム・データが有益と回答しま
した。

Business Intelligence

Reporting

Database backup

Development work

Analytics

Testing system upgrades

Ad hoc queries

We see no benefit.

I don't know.

Other (please specify)

0% 10% 20% 30% 40%

将来、以下のタスクのどれがソースサーバー・データベースのリアル

タイムのコピーが有益と考えますか?



データ共有の現状: マイグレーション・イニシアチブ
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Migrating data to new or upgraded databases and
applications

Not planning any database migration or
consolidation projects

Migrating databases into public or private cloud
environments

Consolidating databases; i.e. combining databases
into a fewer overall number

Converting data to different database systems
and/or operating systems

Acquiring new databases or database applications

Reducing the types of databases; i.e.  standardizing
on fewer database vendors

Merging or interfacing with another business or
company's databases

I don’t know.

Other (please specify)

0% 10% 20% 30% 40%

次年度に計画されたデータベース・マイグレーションや

統合プロジェクトデータベース・マイグレーションや統合プロジェクトに関して
尋ねました:

▪ 34%は、新しいデータベースにデータを移行する計画を持
っています。

▪ 23%はクラウドへの移行データベースの計画を持っていま
す。

▪ 17%は、より少ないデータベースに統合する計画を持って
います。

▪ 17%は、新しいDBMSかOSプラットホームを移行する計画
を持っています。



データ共有の現状

これからの計画のために！

サーベイ結果は、データベース管理とデータ共有のパラダイム・シフトの必要性を明確に示しています。

ビジネスは、不完全なデータの使用や、データの
整合性確保のため時間が費やされその結果デシ
ジョンが遅れる時にリスクにさらされます。

IT専門家は、競争力向上のため、全組織にわたって
リアルタイムのデータを統合するビジネス上の必

要性があると警告しています。

データを管理するためのツールとプロセスで遅れ
が生じているため、組織が戦略的価値を追及する

スピードを達成できていません。

企業は、計画を、そして操作上共有するそれらの
データ共有の仕組みを戦略的にも実際の行動上
も、攻撃的な方法を採りビジネスの方向性と合致

させなければなりません。



データから報告書を作るための伝統的方法

▪ ダイレクト・ネットワーク・アクセス
▪ 本番機にネットワークを使って通常の時間にアクセス(32%)

▪ 問題: ネットワークとデータベースのパフォーマンスに悪影響を与える
–ユーザーからの苦情となる!(41%)

▪ オフ時間レポートと抽出
▪ 時間外にレポートを実行する(16%) 

夜間のETLプロセス(32%)を実行して、サーバーにデータを移動する
▪ 問題: 次のデータ抽出まで古いデータで運用しなければなりません
▪ 問題: データ抽出を実行する良い時間を見つけるのが困難です

▪ ETL (Extract-Transform-Load) プロセス
▪ FTP/SCP/ファイル転送プロセス、

マニュアル・スクリプト、
バックアップ/復元、
社内開発のツール、など

▪ 問題点: データの配信が周期的で、リアルタイムでない
▪ 問題点: プロセスを作成する作業負荷とツールの準備
▪ 問題点: 開発、保守が高価
▪ 問題点: エラーが起こる
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社内開発、ETLスクリプトなどのプロセスはタダではありません

▪ 初期開発費用
▪ データベース抽出、変換、およびロードを実行するコードの開発
▪ 追加の組み合わせに新たな要件、スキーマなど。

▪ テスト・システム費用
▪ ハードウエアと記憶装置
▪ テスト・システムのためのデータベース・ライセンス
▪ アドオン製品、例えば、ゲートウェイ

▪ 保守維持コスト
▪ 変更されたスキーマ、追加されたプラットホームのための将来にわたる開発
▪ 新しいデータベースとOSリリースのテスト
▪ 人員交代のリスクを減少させるクロストレーニングとドキュメンテーション

▪ 他の機会逸失のコスト
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MIMIX Share
概要



MIMIX Share：使いやすい、自動化データ共有ソリューション

▪ データベースの間の障壁を無くします
▪ データベース管理システムが同じでも異なっていても
▪ オペレーティング・システムが同じでも異なっていても
▪ 物理、仮想やクラウドのどれでも
▪ サーバー間の距離を問いません

▪ データ共有を簡単に実現します
▪ リアルタイムでデータベース間のデータをリプリケートします
▪ レプリケーションとともにデータ変換、加工します
▪ 主要なデータベースとオペレーティング・システムをサポートし
ます

▪ 多様なレプリケーション構造を提供します
▪ 簡単なGUI-プログラミングは不要!

▪ 短時間に、投資を回収
▪ より強固な意志決定
▪ 生産性の拡大
▪ より費用対効果に優れたインフラを選択可能に
▪ ITリソースを他の事業活動に向けて解放します
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手作業を吸収

▪ マウスでポイント/クリック

▪ データベース、オペレーティング・システムを
通して一貫したデータ管理

▪ 簡単なモデル・ベースのレプリケーション構成

▪ ソースサーバーのテーブル定義からターゲッ
ト・テーブルを自動的に作成します

▪ 80を超えるデータ変換メソッドを提供

▪ Java ライクなスクリプティングでメソッドの
追加も可能

▪ プログラミングは不要
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広範囲なプラットホームをサポート

* Target only

Leading Operating Systems Leading Databases

• IBM i 

• IBM AIX 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBM Linux on Power

• Linux SUSE Enterprise 

• Linux Red Hat Enterprise

• Microsoft Windows, 
including Microsoft Azure 

• IBM DB2 for i

• IBM DB2 for LUW

• IBM Informix

• Oracle

• Oracle RAC

• MySQL*

• Microsoft SQL Server

• Teradata*

• Sybase
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アーキテクチャー
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多様なレプリケーション構成

一方行 二方向

カスケード

双方向

分配

統合

構成を選択、結合し
てデータ共有のニー
ズに合わせます
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変更データキャプチャー(CDC) 
リアルタイムのレプリケーションの実現

▪ 変更データキャプチャーは、データベースの変
更をキャプチャし(CDC)、短時間に別のデータ
ベースにリプリケートします。

▪ 変更データだけが、リプリケートされ、データ
通信の使用帯域幅を最小化します。

▪ データを自動的に抽出、変換、操作の介入なし
にターゲット・データベースにロードします。

▪ 書き込み順の一貫性を保証し送信を確実にしま
す。

▪ 競合の解決、コリジョンの監視でデータの完全
性を確実にします。

▪ 法令コンプライアンスのためのトランザクショ
ンの追跡と監査を有効にします。
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変換機能つき
リアルタイム・
レプリケーション

変更データ
キャプチャー
(CDC)

競合解決
衝突の監視
追跡と監査

ソース
データベース

ターゲット
データベース



ログ・ベースのデータキャプチャー

重要なポイント
MIMIX Shareは、ログや標準のジャーナルを活用して、
MIMIX Share「待ち行列」にデータをコピーする前に、変
更をキャプチャします。

MIMIX Share「待ち行列」は、データの完全性を確実に
し、ファイルの送信中に接続が切れてもデータの損失は発生
しません。
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待ち行列

ソース

DBMS

抽出/変換/送信

アプライ

変更データ

1

1 3

4

ログ/ジャーナル

チェンジ・セレクタ

2

1. トランザクション・ログやトリ

ガーの使用は、DBMSに直接影

響を与えません。

2. ログから必要なデータのみの抽

出とキュー・スペースがデータ

の完全性を確実にします。

3. ソースサーバーへのパフォーマ

ンス上の影響を避けるため、オ

フ・ボックス(MIMIX Share用

サーバー)上での変換を行わせ

ることができます。

4. アプライ・プロセスは、ツー

フェーズ・コミットと同様に

キューに書き込み完了を知らせ

ます。

ターゲット

DBMS



情報の正確性を保証

データの完全性を常に確実にします
▪ 変更データはソース・サーバーのキューに集められ

ます

▪ コミットされたデータのみ、ターゲットに送られま
す

▪ 書き込み順序の整合性を確実にします

▪ アプライ完了までデータはキューに保存されます

▪ データベース・テーブルはロックしません

問題発生時の対応も確実です
▪ 自動的に、通信エラーを検出します

▪ 自動的に、接続とプロセスを回復します

▪ 管理者へアラート送信

▪ データ・ロスはありません

SMTP アラート
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正確なデータ追跡とデータ監査

監査ジャーナル・マッピングは、全ての更新/変
更を追跡します
▪ 次の記録を行います

▪ すべてのカラムの変更前後のバリュー

▪ トランザクションのタイプ

▪ 送信側のDBMSタイプ

▪ テーブル名

▪ ユーザ名

▪ トランザクション情報

▪ フラット・ファイル、または、データベース・
テーブルへの記録

▪ SOX、HIPAAの監査要件を支援

競合を検出し、解決します
▪ データの完全性を保持します

モデルの検証
▪ データ移動モデルを検証します
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必要なデータのみを共有

フィルタにより移動されるデータを決定
します

▪ カラムとテーブルを選択します

▪ 行とテーブルを選択します
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必要なデータのみ必要なフォーマットに変換します

データを役に立つ情報に変えます

▪ 80を超える変換メソッドを提供

▪ サポートされるフィールド変換:  

▪ DECIMAL(5,2)

▪ nulltostring(ZIP_CODE,'00000')

▪ サポートされるテーブルド変換: 

▪ 列のマージ

▪ 列のスプリット

▪ カラムを他のカラムから作成

▪ カスタム・ルックアップ・テーブル

▪ 強力なJavaスクリプト・インタフェースを使用し
て、カスタム・データ変換メソッドを作成します
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事例のご紹介



IBM System i DB2

Lawson M3 (Movex)
MS SQL Server

Query reports

データウェアハウス
へのロード

変換付き
リアルタイムのCDC
レプリケーション

プロダクション・システムの
CPUとI/Oオーバーヘッドの低減
ユーザーへの応答時間の改善

MS SQLサーバー上に多数の
費用対効果のよいQueryレポート・ツール

プロダクション・システムへのパフォー
マンスインパクトなしに、データウェア
ハウスやデータ・マートへのロードのた

め、必要な部分だけ使用可能

プロダクション・システム Queryシステムのオフロード

事例: 
プロダクション・データベースの負荷低減
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事例: 
全カジノを統合した報告書作成

Casino 1

IBM System i

DB2

Casino 2

IBM System i

DB2

Casino 3

IBM System i

DB2

Casino 4

IBM System i

DB2

Casino 5

IBM System i

DB2

Casino 6

IBM System i

DB2

データウェアハウス・データベース

Windows Cluster

MS SQL Server 

顧客ロイヤルティ
支払額

勝ち取り額
賭けの時間

マシン使用時間

Business intelligence

変換機能つきリアルタ
イムCDCレプリケー

ション
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事例:
ビジネスプロセスの統合

Windows
SQL Server

本部

Windows
SQL Server

工場

Active-Active
レプリケーション

注文は、本部に出され、
工場で処理されます。
ネットワークのダウンで
工場もダウン。 MIMIX 
Shareにより、本部も向

上も常に稼働
(Active-Active)

32

FuelCell



事例:
データベース・マイグレーション

IBM i 
DB2 for i

JDE (standard)

古いSystem

IBM i
DB2 for i

JDE (Unicode)

新しいSystem

Chicago Bridge 

and Iron
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変換機能つき
リアルタイムのCDC
レプリケーション



事例:
データベース・リプラットフォーム

IBM i 
DB2

古いSystem

Sun
Oracle RAC

新しいSystem

大規模保険会社

2方向のアクティブ-
パッシブ・レプリケー
ションでアプリケー
ション・サーバの切り

換え

ゼロ・ダウンタイム
で新しいシステムへ

カットオーバ

異なるOSとデータ
ベース・プラットホー

ムの間の変換

ユーザーは時間をかけ
て、フェーズ毎に新しい

サーバーに移動
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事例:
時間をかけたデータベース・リプラットフォーム

IBM i 
DB2

古いSystem

Windows
SQL Server

新しいSystem

America II 

Corp

アクティブーアクティブの
レプリケーションにより、
期限を決めたカットオー
バーを避け、２システムの
間でアクセスを自由に切替

真のゼロ・ダウンタイ
ムで新しいシステムに
マイグレーション

異なるOSと異なるデータベー
ス・プラットホーム間で完全
に異なるスキーマの変換

100人以上のパートナー
を、マイペースで新しい
サーバーに移行のトレーニ

ング
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市場ニーズはデータ共有方法の遅れを示しています

まとめ
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MIMIX Shareは、さまざまなデータ共有への必要性に対応します

MIMIX Shareは、簡単な自動化したデータ共有を提供します

ETLプロセスは、タダではなく、新たな仕事を発生させます

1

2

3

4



より詳細な情報

▪ ウェブサイト: www.visionsolutions.com

▪ ホワイト・ペーパー、ケーススタディ

▪ オンデマンド・デモ

▪ ソシアル・メディア

▪ ライブ・デモ

▪ US連絡先!
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+1-800-683-4667
+1-949-253-6500



Connect with Vision!

Website:
visionsolutions.com

Twitter:
twitter.com/VSI_Power

@VSI_Power

Facebook:
facebook.com/VisionSolutionsInc

YouTube: 
youtube.com/c/VisionSolutionsInc

LinkedIn:  
linkedin.com/company/vision-solutions

Blog:
http://www.visionsolutions.com/blog
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