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Oracle Event Processing 
 

Oracle Event Processing は、イベントのフィルタ、関連付け、処理を
リアルタイムに実行するアプリケーションを構築するための、完全な
ソリューションです。スタンドアロンで、SOA スタックに統合されて
おり、Java SE Embedded で軽量であるなど、デプロイメント・オプ
ションが柔軟であり、多用途で高パフォーマンスなイベント処理エン
ジンです。Oracle Event Processing によって、実用的な考察が提供さ
れ、さまざまなソースからの大量の高速データの価値がリアルタイム
で最大化されるため、ファスト・データやモノのインターネットの有
効利用に役立ちます。また、ビジネス・ロジックをネットワーク・エッ
ジにプッシュすることで、インテリジェンスの分散と待機時間の短い
応答が可能になります。 
 
ANSI SQL、Java、Spring DMTM、OSGiTM などの業界標準に基づいて構
築された Oracle Event Processing は、企業全体に複合イベントを供給、
処理、および公開するオープン・アーキテクチャを提供します。Oracle 
Event Processing は、ビジュアル開発環境と標準 Java ベース・ツール
の両方を備えているため、IT チームは専門的トレーニングや固有のス
キルセットへ投資することなく、イベント駆動型アプリケーションを
開発できます。 

はじめに 

IT 環境における RAW インフラストラクチャとビジネス・イベントの量と速度
は、飛躍的に増加しています。金融サービスのストリーミング株式データ、軍
事用のストリーミング衛星データ、輸送および物流業界のリアルタイムな車両
位置データなど、さまざまな業界の企業が、大量の複雑なデータをリアルタイ
ムで処理する必要に迫られています。また、モバイル・デバイスの急激な増加
と高速接続の普及により、モバイル・データも飛躍的に増えています。同時に、
ビジネス・プロセスの俊敏性と実行への要求も高まる一方です。これら 2 つの
傾向によって、組織は、実装のイベント駆動型のアーキテクチャ・パターンを
サポートできる必要性に迫られています。リアルタイムのイベント処理には、
イベント処理要件を満たす基盤とアプリケーションの開発環境が必要です。こ
れらの要件には、日常的なユースケースから、非常に高速なデータとイベント
のスループットまでをスケーリングするニーズが含まれる場合があります。つ
まり、秒単位ではなくマイクロ秒単位の待機時間が求められる可能性があると
いうことです。また、イベント処理アプリケーションで、これらのイベント・
フローの複雑なパターンの検出が必要となる場合もあります。 

 

 

Oracle Event Processing によるファス
ト・データおよびモノのインターネットの
活用 

 

おもな機能 

• スタンドアロンでデプロイ可能、SOA
スタックによる統合、Embedded Java
における軽量化 

• 包括的なイベント処理問合せ言語によ
る、標準的な SQL 構文に基づいた、イ
ンメモリと永続的な問合せ実行のサ
ポート 

• 軽量な Java ベースのコンテナがランタ
イム環境に含まれており、最適化され
たアプリケーション・スレッドとメモ
リ管理によって、ハイエンドなイベン
ト処理のユースケースにスケーリング
可能 

• イベント処理のアプリケーションと
ネットワークを定義するための、ビ
ジュアルな Java ベースの開発ツール 

• インメモリ・グリッドおよびビッグ・
データ・ツールとの接続性が統合され
ており、エンタープライズ・クラスの
高い可用性、スケーラビリティ、パ
フォーマンス、信頼性を実現 

• Web 2.0 の管理およびパフォーマンス
監視用の高度なコンソール 
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サンプル・ユースケース 

Oracle Event Processing は、幅広い業界や機能分野を対象とします。次に、いくつ
かのユースケースをご紹介します。 

• 通信業界：リアルタイムな通話詳細記録を監視し、DDoS（分散サービス妨
害）攻撃を検出できます。 

• 金融サービス業界：ミリ秒またはマイクロ秒単位で存在する裁定取引の
チャンスを資本化できます。金融証券取引のリアルタイムなリスク分析、
監視、報告、および外国為替価格の計算を行うことができます。 

• 運送業界：出発地や到着地の都市の天候、地上クルーの作業、空港のセキュ
リティなどにより運航の問題が発生した場合、乗客に通知したり、荷物の
場所を検出したりすることができます。 

• 公共機関/軍隊：地理的に分散した敵の情報を検出し、抽出して、敵の攻撃
の可能性が高い場合を判断できます。また、該当するほとんどのリソース
に対し、緊急事態への対応の警告を出すことができます。 

• 保険：Oracle Real Time Decisions と組み合わせて、不正請求の可能性を検
出できます。 

• IT システム：障害のあるアプリケーションやサーバーをリアルタイムで検
出し、修正措置をトリガーできます。 

• サプライ・チェーンと物流：出荷をリアルタイムで検出し、到着遅延の可
能性を検出および報告できます。 

ファスト・データとモノのインターネットの活用 

増加する接続デバイスからのデータの急激な増加に伴い、組織内部でのデータの移
動だけでなく、ファイアウォールの外でも動的に変化するデータが大量に増えてい
ます。高速データは、特に変化の多いビジネス・プロセスとって、大きな価値があ
ります。ただし、このデータの一部は、短期間でその利用価値を失います。ビッグ・
データを利用すれば、時間をかけて処理し、実用的な考察を得ることができます。
一方、ファスト・データの場合は、非常に動的かつ戦略的なデータから、最大限の
価値を抽出する必要があります。ファスト・データは、非常に迅速に処理する必要
があります。これにより、生成データにできるだけ近いタイムリーな行動を取るこ
とができます。Oracle Event Processing により、ファスト・データの応答性が向上
します。組込みの Oracle Event Processing により、データの関連付け、フィルタ、
分析を行うネットワーク・エッジに処理がプッシュされ、実用的な考察をリアルタ
イムで行うことができます。 

ストリーミング・イベントの処理 

Oracle Event Processing では、受信ストリーム・イベントを永続データと関連付け
ることができるので、コンテキスト認識型のフィルタリング、関連付け、集計、パ
ターン・マッチングを実現できます。Oracle Event Processing には、一般的なイベ
ント・ソース用の軽量な既製のアダプタがあります。また、カスタム・アダプタの
開発用の使いやすいアダプタ・フレームワークもあります。組織は Oracle Event 
Processing を使用することで、一見無関係なイベントが示すチャンスや脅威を特定、
予測できます。Oracle Event Processing の増分処理パラダイムによって、最小限の
リソースでイベントを処理できるため、処理の待機時間を大幅に短縮できます。ま
た、タイムリーにアラートを出したり、喪失または遅延している次のようなイベン
トを迅速に検出したりすることができます。 

• 関連するイベント：イベント A が発生すると、ほとんどの場合、イベント B が
2 秒以内に発生します。 

利点 

• ファスト・データに関する実用的な考
察の提供：さまざまなソースからの大
量の高速データ（モバイル・デバイス
からのリアルタイムなデータを含む） 

• Embedded Java 上の Oracle Event 
Processing によって、ネットワーク・
エッジにイベント処理をプッシュし、
データ損失値に関する実用的な考察を
非常に迅速に提供 

• リアルタイムの状況認識、迅速な意思
決定、および素早いアクションにより、
顧客満足度と顧客維持率を向上させ高
収益を確保 

• イベント・パターンのリアルタイムな
分析により、コストを削減してコンプ
ライアンスを改善。不正行為、裁定取
引、予定外のリソースの移動などのビ
ジネス上の脅威を特定し、事前予防的
に対応 

• サプライ・チェーンやエンタープライ
ズのシステムとプロセスを迅速に考察
して運用効率を上げ、リソース活用の
動的な最適化を推進 

• 迅速な開発とエンタープライズ・クラ
スのデプロイメント用の完全なプラッ
トフォームにより、TCO の削減と生産
性の向上を実現 

• 大量のデータをできるだけ効率的に処
理するため、複雑な増分イベント処理
アルゴリズムを必要とするアーキテク
ト・ソリューション 
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• 喪失したイベントやシーケンス外のイベント：イベント A、B、C が順番に発生
するはずですが、A の直後に C が発生し、B が発生しません。 

• 原因となるイベント：製品の重量が徐々に減少したり、読取り値が許容基準の
範囲外となったりします。潜在的な問題やメンテナンスの必要性について、警
告を出します。 

標準ベースの Continuous Query Language 

Oracle Event Processing の設計環境およびランタイム実行では、リアルタイムのイベ
ント・ソーシングに加えて、イベント・ストリームと永続データ・ストア（データベー
スや高パフォーマンスのデータ・グリッドなど）の両方に対して、標準ベースの継続
的な問合せの実行がサポートされます。このため Oracle Event Processing は、マイク
ロ秒単位や分単位で答えを得ることで（そうしなければ見過ごされる可能性のある）
パターンや傾向を把握する必要があるシステムのインテリジェンスの中核として機能
できます。イベント処理のユースケースでは、標準データベース SQL の数学的な正確
さと信頼性を備えた、高速なインメモリ処理が必要です。Oracle Event Processing の
問合せは、受信イベント・ストリームに対して待機し、問合せを最適化する高度な自
動アルゴリズムを活用し、インメモリで各イベントに対して、登録済みの問合せを継
続的に実行します。Oracle Event Processing はインメモリ実行モデルに基づいていま
すが、標準的な ANSI SQL 構文を使用して問合せを作成しているため、問合せの構築の
正確性と拡張性も確保されます。Oracle Event Processing は ANSI SQL ’99 規格と完全
に互換性があり、ANSI SQL の審査を受けた、標準の SQL に対する（リアルタイムな連
続問合せパターン・マッチングのための）拡張機能をサポートする、業界初の製品で
す。CQL エンジンによって、問合せの実行がプロセッサ内で最適化されるため、開発
者は最適化以外のビジネス・ロジックに集中できます。 

イベント処理ネットワーク（EPN） 

Oracle Event Processing では、SQL と Java コードを組み合わせて、堅牢なイベント
処理アプリケーションを提供できます。Oracle Event Processing は標準的な業界用
語を利用してイベント・ソース、プロセッサ、イベント出力またはイベント・シン
クを表すことで、アプリケーション内のイベント定義や操作に対してメタデータを
利用するアプローチを提供します。Oracle Event Processing の開発者は、アプリケー
ション設計向けの、ビジュアルかつ方向付きグラフ・キャンバスとパレットを使用
することで、イベントとデータソースにまたがるイベントおよび処理のフロー図を
素早く作成できます。開発者は、ドラッグ・アンド・ドロップ・モデルと構成ウィ
ザードを使用してフローを作成し、適切なメタデータ定義を入力して、設計と実装
を結びつけることができます。開発者は、必要性や好みに応じて、1 クリックでカ
スタム Java コード開発に変更したり、SpringTM フレームワークを直接使用して、高
度な概念をアプリケーションにコーディングしたりすることができます。 

関連製品およびソリューション 

• Oracle Service Bus 

• Oracle Business Activity Monitoring 

• Oracle WebLogic Application Grid 

• Oracle WebLogic Suite 

• Oracle Coherence 

• Oracle Real-Time Decisions 

• Oracle Java SE Embedded Suite 
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ビジュアルなイベント処理ネットワークの開発環境 

軽量なコンテナ 

イベント駆動型アプリケーションには多くの場合、非常に大量のストリーミング入
力データを処理する際に、短い確定的な待機時間を実現する必要があるという特徴
があります。Oracle Event Processing の基礎は、OSGiTM バックプレーンに基づく軽
量な Java コンテナです。このコンテナには、WebLogic JEE アプリケーション・サー
バーの成熟したコンポーネント（セキュリティ、ロギング、作業管理のアルゴリズ
ムなど）が含まれますが、これらのサービスは、リアルタイムなイベント処理環境
で利用されます。リアルタイム・カーネルの統合により、JMX フレームワークがサ
ポートするスレッドとメモリ管理を最適化する独自サービスが提供され、パフォー
マンスと構成のためにコンテナとやり取りできます。Web 2.0 の機能豊富なイン
ターネット・アプリケーションでは、HTTP パブリッシュを使用してプラットフォー
ムとやり取りしてサービスを登録できるため、アプリケーション・チャネルに登録
してクライアントにイベントをプッシュできます。フットプリントの小さい Oracle 
Event Processing は、軽量な Java ベースのコンテナであり、本番への導入時間の短
縮と総所有コストの削減に役立ちます。 

 
Oracle Event Processing ランタイムの管理と監視 
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エンタープライズ品質のインフラストラクチャの統合 

Oracle Event Processing を使用すると、標準的な汎用ハードウェア、または最適な
選択肢である Oracle Exalogic で、1 秒あたり数百万個のイベントを、マイクロ秒単
位の処理待機時間で処理できます。これは、完全な“トップダウンの"階層化ソリュー
ションによって実現されています。このソリューションは、高パフォーマンスなイ
ベント処理ユースケースだけでなく、エンタープライズ・クラスのリアルタイム処
理インフラストラクチャ・コンポーネントとの緊密な統合に注力して設計されてい
ます。パフォーマンス指向のサーバー・クラスタの Oracle Event Processing アーキ
テクチャは、Oracle Coherence テクノロジーとの緊密な統合による信頼性、フォル
ト・トレランス、非常に高い柔軟性に重点を置いているため、企業はデータ・グリッ
ド全体でミッション・クリティカルなアプリケーションを予想どおりにスケーリン
グし、継続的なデータ可用性とトランザクションの整合性を維持できます。また、
Oracle Event Processing によって確定的な処理が可能になります。つまり、同じイ
ベントを複数のサーバーに渡したり、同じサーバーで速度が異なっても、毎回同じ
結果を出したりすることができます。このため、実行中のサーバーのシステム・ク
ロックのみを使用するシステムと比べて、大きなメリットがあります。 

 
 

 
Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 
 
本文書は情報提供のみを目的として提供されており、ここに記載される内容は予告なく変更されることがあります。本文書は、その内容に誤りがないことを保証するものではなく、また、口頭によ
る明示的保証や法律による黙示的保証を含め、商品性ないし特定目的適合性に関する黙示的保証および条件などのいかなる保証および条件も提供するものではありません。オラクルは本文書に関す
るいかなる法的責任も明確に否認し、本文書によって直接的または間接的に確立される契約義務はないものとします。本文書はオラクルの書面による許可を前もって得ることなく、いかなる目的の
ためにも、電子または印刷を含むいかなる形式や手段によっても再作成または送信することはできません。 
 
Oracle、WebLogic、および Java は Oracle およびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称はそれぞれの会社の商標です。 
 
Intel および Intel Xeon は Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC 商標はライセンスに基づいて使用される SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、
AMD ロゴおよび AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro Devices の商標または登録商標です。UNIX は、The Open Group の登録商標です。0113 
 
 

 

 

5 

 


