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画期的なシステムとなった。

うところにさまざまな角度からノウハウを注ぎ込
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み、極限までシステム全体を研ぎすましてくれ

載しておき、
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新商品・新サービスを積極的に開拓していく
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要になったときには、予備CPUを有効化する作

ことも可能になった。たとえば、流動性が高く

しょうが、大証にとっては、システムがトータル
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柔軟性の高いシステム環境が整ったことで、
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さらなる処理性能向上のために、HiRDBの
グローバルバッファ機能、SANRISEのキャッ
シュ常駐化機能を活用。HiRDBはミッション

日立は、高信頼性の実現にも、ハードウェア
とソフトウェアの両面から心血を注いだ。

構造であるため、ハードウェアを追加するだけ
で、この目標値は達成でできる。

クリティカルなシステムに多数の導入実績を持

万一障害が発生したときには、HiRDBの

「公正で透明な取引のできるシステム基盤

つ信頼性の高い並列データベースであり、高
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、
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ができました。今後は、このシステム基盤の

度なバッファ管理の機能も備えている。サーバ
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というミドルウェア製品群の連

がSQL文を発行すると、サーバ内に常駐させ

携により、高速系切替を行い、
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を構築していき
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