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3 層分散アーキテクチャーに沿ったアプリケーション開発・運用を実現する、分散アプリケーション・サーバ

分散アプリケーション・サーバ Nextra は 、
その卓越したテクノロジーにより、
ミッションクリティカルアプリケーションを支援、
数千以上の同時ユーザ利用にも優れたパフォーマンスを提供、

RDBMS、ERP、レガシーシステム

また分散環境および異種混合システム環境下において、
アプリケーションサーバとして基幹業務に採用された実績を持ちます。

データ層

Nextra は、データ層とプレゼンテーション層の中間に位置し、

TM

以下の機能を実装しています。

Nextra

アプリケーション層

TM

アプリケーションサーバ
アプリケーションサーバ

プレゼンテーション層

アプリケーション・クラスタリング

ロードバランシング

アプリケーション監視

メッセージング

WEB ブラウザ、アプリケーション GUI

データベースからのデータ抽出、ビジネスロジックの実装

μ
μ RPC
RPC
Nextra
Nextra は、フェイルオーバー、ロードバランス、監視機能を標準搭載しているにも関わらず、
は、フェイルオーバー、ロードバランス、監視機能を標準搭載しているにも関わらず、
新機能の
新機能の MTT
MTT**1)1)により、1
により、1 トランザクション、1
トランザクション、1 ミリ秒以下の高速処理を提供します。
ミリ秒以下の高速処理を提供します。

Nextra
Nextra のテクノロジー
のテクノロジー

*1
*1)) == Multi
Multi Threading
Threading Technology
Technology

アプリケーション・クラスタリング
アプリケーション・クラスタリング
Nextra が提供する RPC ランタイムライブラリの優れた
フェイルオーバー / クラスタリング機能により、システ
ム全体のゼロ・ダウンタイムを実現します。複数セット
のアプリケーションを起動しておくことにより、アプリ
ケーション・ダウンやサーバマシン・ダウンに瞬時に対
応することができます。これにより、24 時間 365 日、
いつアプリケーションが落ちてもシステム全体のダウン
を防ぐ、安心な仕組みを実現できます。プログラマー
は、アプリケーション・クラスタリング実現に関して、
コーディングの必要はありません。

ロードバランシング
ロードバランシング
効率的でシームレスなロードバランシング機能により、
安定したサービス提供が可能です。複数セットのサーバ
プロセスを起動しておくことにより、サーバプロセスの
利用効率を最適化できます。Nextra / RPC ランタイム
ライブラリのラウンドロビン機能により、それぞれのサー
バプロセスには均一な負荷がかかることになります。ま
た、並列サーバプロセスとブローカによるノード分けに
より仮想空間を複数セット実現することで、さらに負荷
分散率を上げることも可能です。プログラマーは、ロー
ドバランシング実現に関してもコーディングの必要はあ
りません。

アプリケーション監視
アプリケーション監視
運用フェーズに入ったアプリケーションの自動監視を行
います。ソケットレベルでの確認を行い、プロセス無応
答・ダウン時には再起動を行います。
同
同期
期・
・非
非同
同期
期メッセージング
メッセージング
Nextra は、同期・非同期両方のメッセージングをサポー
トします。非同期を利用することにより、複数のサービ
スを同時に呼び出し、リモートサービスからの応答があっ
ったものから順次処理できます。

ミッションクリティカルな分散アプリケーション・サーバ
ミッションクリティカルな分散アプリケーション・サーバ
高開発生産性・柔軟性を確保
高開発生産性・柔軟性を確保

Any Language
Server&Client
C COBOL
Server&Client
COBOL Java
Java
C#
Client
C# Delphi
Delphi PB
PB VB
VB .NET
.NET Client
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Any Platform
Windows
Windows Linux
Linux
Solaris
Solaris HP-UX
HP-UX AIX

e

3 層分散アーキテクチャーに沿った開発を支援する Nextra では、通信・OS レ
ベルの API プログラミングは必要ありません。各プログラム言語用の通信イン
ターフェースを Nextra 開発ツールにより自動生成し、異なるプログラム言語間
の容易なモジュール連携を実現します。開発は各層（プレゼンテーション層、
アプリケーション層、データ層）同時に並行して進めることができ、開発者は
ビジネス・ロジックだけに注力することができます。さらに、Nextra が提供す
るテストツールを使用すると、クライアントプログラムの作成を待たずに、サ
ーバプログラムのテストを行うことができます。

マルチ言語・DB・OS
マルチ言語・DB・OS をサポートし、
をサポートし、
めまぐるしい変化への対応を可能にする「3
めまぐるしい変化への対応を可能にする「3 層分散アーキテクチャー」
層分散アーキテクチャー」
Nextra は、異種混合システム環境下に適応し、現行の Nextra をベースとする
アプリケーションは、ロジックの変更なしに異なる OS、RDBMS への移行、
また別アプリケーションとの連携も可能です。メインフレームからのダウンサ
イジング、Unix から Windows や Linux へのポーティングにも最適です。

運用コスト、リスクの低減
運用コスト、リスクの低減

ミッションクリティカルシステムで求められる、安定したアプリケーション稼
動を実現する Nextra は、高速 RPC 通信とロードバランシング機能による安定
したサービス応答時間の確保、アプリケーション・クラスタリング機能による
システム全体のゼロ・ダウンタイムを実現します。また、運用管理ツールであ
る AppMinder により、アプリケーションの自動運転を行うことができます。
システムダウンによる機会損失の回避、運用コスト削減を実現できます。

開発パッケージ
RPCMake
プレゼンテーション層
プレゼンテーション
ロジック
C / COBOL / Java
C# / Delphi / PB
VB / .NET

RPC
スタブ

RPC
RPC スタブ・スケルトンを自動生成
スタブ・スケルトンを自動生成

分散された各層（プレゼンテーション層、アプリケーション層、デー
タ層）プロセス間の通信インフラ ( スタブ、スケルトン ) を自動生成
します。開発者は、通信部分に関わる作業から解放されます。IDL（Interface
Definition Langue）ファイルをインプットとし、クライアントプロ
グラム用スタブ、サーバプログラム用スケルトンを自動生成します。

RPCDebug

RPCDebug を使用すると、Nextra サーバのテストを行うことができ
ます。よって、クライアントプログラムの作成を待たずに、サーバプ
ログラム内の RPC 関数のテストを行えます。

TPMake

SQL

C / COBOL

C / COBOL / Java

DB アクセス
ライブラリ

RPC
スケルトン

RPC
スケルトン

トランザクション
ライブラリ

トランザクション・サーバ

アプリケーション・サーバ

アプリケーション層

自動生成

SQLMake
DB_start

RDBMS
SAP/R3

SQL

RPC
スケルトン

DB アクセス・サーバ

データ層

トランザクション・サーバ開発をサポート
トランザクション・サーバ開発をサポート

トランザクションの整合性を侵すことなく、様々な RDBMS の下で
実行される複数の DB にアクセスできるトランザクション・サーバプ
ログラムの開発をサポートします。 開発者は、TPMake で自動生成
されたコードを使用してトランザクション制御のロジックを記述しま
す。TPMake に関しては、SQL ファイルとリソースファイルが必要
です。リソースファイルは、各 SQL ファイルを適切な DB にマップ
するテキストファイルです。

ビジネスロジック
ビジネスロジック

サーバプログラム単体テストツール

DB
DB アクセス・サーバ開発をサポート
アクセス・サーバ開発をサポート

Nextra が提供する、DB アクセス・サーバ（DB_start）を呼び出す、
クライアントプログラム用スタブの自動生成を行います。DB アクセ
ス・サーバ（DB_start）は、SQLMake で使用された SQL ファイルを
インプットとし、SQLMake で生成されたクライアント・スタブを持
つクライアントプログラムと通信を行うことができます。

Nextra にて提供

ユーザが記述する部分

運用パッケージ

AppMinder

データ層

サーバプロセスを監視
サーバプロセスを監視

運用フェーズに入ったアプリケーションの自動監視を行います。ソケッ
トレベルでの確認を行い、プロセス無応答・ダウン時には再起動を行
います。

DB アクセスモジュール
DB アクセス・サーバ
トランザクション・サーバ

アプリケーション層
アプリケーション・サーバ

Broker

Nextra ネーミングサーバ

RPC

サーバプロセスの位置情報を把握します。クライアントは、ネットワ
ーク上に分散されたサーバの物理的な位置情報を、Broker（ブローカ）
より取得します。並列、階層化も可能です。

Remote
Remote Procedure
Procedure Call
Call

Nextra/RPC ランタイムライブラリに組み込まれ、高速 RPC を実現。
信頼性、応答性を保証し、同期 / 非同期メッセージング両方に対応。
プレゼンテーション層

Nextra 稼動環境
サーバプラットフォーム

開発言語
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Inspire your applications
through our products and services.
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インスパイア インターナショナル株式会社

〒 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
TEL 03-5728-1612 FAX 03-5728-1615 E-mail info@next ra.jp
http://www.inspire-intl.com

製品の詳細と最新のサポート状況は、http://www.nextra.jp/ でご確認ください。

代理店名

Nextra の起源は、1992 年に米国 MIT
で誕生し、3 層分散アーキテクチャー
を最初に実現した Entera にあります。
Nextra の可用性と信頼性の高さは、多
くの基幹システムでの稼動実績に裏づ
けされています。インスパイア・イン
ターナショナル社は、3 層分散アーキ
テクチャーに基づくアプリケーション・
サーバのリーディングカンパニーです。
卓越したアプリケーション分散処理技
術とオープンシステム技術を高次元で
融合させ、ミッションクリティカルシ
ステム開発におけるベストプラクティ
スをご提供します。

