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免責事項 
下記事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯
一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。マテリアルやコード、
機能の提供をコミットメント（確約）するものではないため、購買を決定する際の判断材料にはな
さらないでください。オラクル社の製品に関して記載されている機能の開発、リリース、および時
期については、弊社の裁量により決定されます。 
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はじめに 
90年代後半のディレクトリ・サーバーは、基本的にホワイト・ページ・アプリケーションとして設計され、
認証と認可のプロセスを通じ、エンタープライズ・リソースに対するセキュアなアクセスをユーザーに提供
していました。その後、ディレクトリ・サービスの使用がパートナーや顧客へと広がったため、増え続ける
多様なユーザーやコミュニティをサポートする必要が生じました。現在のディレクトリ・サービスは、何億
ものユーザーに対応しなければならず、IDサイロを解消するための新たなサービスを提供する必要に迫られ
ています。モバイル機器が普及し、クラウドの導入が進み、ソーシャル・ネットワークのIDがエンタープラ
イズ・ファブリックに組み込まれるようになったことで、ディレクトリ・サービスでは膨大な数のオブジェ
クトが日々処理されています。   

最新のディレクトリ・サービスは、初期の機能から発展して、IDリポジトリにオブジェクトを格納するよう
になっています。ディレクトリ・ソリューションは、次の3つの基盤サービスを中心に進化してきました。 

» ストレージ：IDをエントリとして永続化し、保守します。 

» 同期：複数のIDリポジトリ間でID情報を移動し、同期します。 

» 仮想化：複数の異種IDリポジトリの情報を、データを物理的に移動することなく、所有権を維持したまま
活用します。 

いまやディレクトリ・サービスは、安全性と可用性に優れ、監査可能で一貫性のあるシンプルなID管理ソ
リューションの欠かせない要素です。最新のディレクトリ・サービスが提供する機能は、特定のオペレー
ティング・システムへの対応だけにとどまりません。その一方でディレクトリ・サービスには、既存の環境
にシームレスに統合し、既存のアプリケーションとの互換性を維持することが求められます。 

適切なソリューションを選択すれば、目前の基本的な要件を満たす以上の効果を得られます。Oracle 
Directory Servicesには、次の利点があります。 

» ストレージ、同期、仮想化に対応するオールインワン・ソリューションのため、統合が不要になり、価値
の実現が加速し、セキュリティが向上し、コストが削減されます。 

» 業界標準に準拠しています。また、膨大な数のユーザーやオブジェクトに対応するスケーラビリティを備
えており、現在と将来のビジネス成長を支えるために必要なパフォーマンスを実現します。 

» エンタープライズ、クラウド、モバイルの要件をサポートします。 

このバイヤーズ・ガイドでは、ディレクトリ・サービス・ソリューションを評価する際に、主要な機能と要
件を明確に理解できるように支援します。 
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ビジネス要因 
ディレクトリ・サービス・ソリューションを選択する現実的な理由はさまざまですが、このようなソリュー
ションがビジネスに対してどのようにプラスの影響を与えるかを理解することが必要です。この項では、現
在の企業が最新のディレクトリ・サービスを導入するビジネス上のおもな要因を確認します。 

» ディレクトリ統合：企業内およびクラウド内には、サイロ化された情報ソースが多数存在するため、そ
の統合が重要な要因となっています。ディレクトリ・サービスが単一の信頼できる情報ソースとして機能
すれば、複雑さが軽減され、コストも削減されます。一元化された企業ディレクトリ・サービスを活用す
るようにアプリケーションをセットアップすることで、各アプリケーションで個々のIDを管理するオー
バーヘッドを解消できます。複数のデータベースに対するユーザー認証もこの単一のディレクトリ・サー
ビスで処理されるため、DBAは、データベース・インスタンスごとにユーザー資格証明を管理し、全デー
タベースのユーザーに個別のパスワードを割り当てる負担から解放されます。同様に、すべての
UNIX/Linuxデスクトップまたはサーバーが、それぞれのシステムで個別にユーザー/パスワード・ファイ
ルを管理する代わりに、中央のディレクトリ・サービスを利用するため、システム管理者の作業を一元的
に制御できます。 

» ディレクトリの仮想化：サイロ化された情報ソースは、データ形式がさまざまであり、組織でのデータ
所有権が異なる他、データの場所やアクセス・ポリシーに起因する固有の課題を持っています。このため、
サイロ化された情報ソースの統合は、技術的に不可能な場合や、望ましくない場合があります。仮想ディ
レクトリ機能は、データの統合、複製、あるいは所有権変更を必要とせずに、実行時に複数のIDソースの
データの統合ビューを提供します。仮想化により、データのコンプライアンスと管理に伴うコスト、冗長
性、複雑さを軽減できます。アプリケーションは、複数のバックエンド・データソースのデータを1つに
まとめたディレクトリ（仮想ディレクトリ）のみを認識します。仮想ディレクトリは、オンプレミスまた
はクラウドの異種IDストア（LDAP以外の形式を含む）とアプリケーションを一体化し、デプロイするア
プリケーションの価値を迅速に実現します。  

» クラウドへの対応：マルチテナントで同じディレクトリ・サービスを活用することにより、運用コスト
を削減しながら、顧客やユーザーの増加に応じてスケーラビリティとパフォーマンスを拡張できるため、
柔軟なデプロイを実現します。クラウド・アプリケーションとオンプレミス・アプリケーションの間で
データを共有するユースケースを可能にします。動的なクラウド環境では、追加のリソースをオンデマン
ドでプロビジョニングする必要があります。また、SLAを遵守することが、パフォーマンス、監視、管理
の点でのクラウド・サービスの重要な成功要因です。 

» モバイルとIoT（モノのインターネット）のサポート：モバイルは、人々の生活様式やビジネスの進め方
を変えようとしています。モバイル環境で要求される一定の特性に対処するための準備が必要です。たと
えば、膨大な量のIDの管理、書込み要求の増加を伴う利用行動の変化、ディレクトリ自体での場所の追跡
への対応が必要です。また、IoTによって、ディレクトリ・サービスはこれまでにない大量のID関連情報
をサポートする必要に迫られています。 



3 | Oracle DIRECTORY SERVICES – バイヤーズ・ガイド 

 

 

Oracle Directory Services 
Oracle Directory Servicesは、独自のアプローチで、最新のディレクトリ・サービスに必要なすべての機能を
1つのソリューションに統合します。また、共通のテクノロジーを活用して、オラクル製品のポートフォリ
オで一貫したユーザー・エクスペリエンスを実現します。 

 

1- クラウド・アプリケーションでディレクトリ・サービスを活用 

2- データベース・ユーザー/パスワードをディレクトリ・サービスに統合 

3- エンタープライズ・アプリケーションでディレクトリ・サービスを活用 

4- UNIX/Linux/Solarisサーバーのユーザー/パスワードをディレクトリ・サービスに統合 

5- モバイル・アプリケーションでディレクトリ・サービスを活用 

6- Oracle Directory Servicesでユーザー関連情報を保存 

7- -Oracle Directory Servicesで他のディレクトリやデータベースの情報からLDAPビューを作成 

8- Oracle Directory Servicesでディレクトリ・エントリを他のリポジトリ（クラウド内のリポジトリを含む）

と同期 

 

Oracle Directory Servicesには、次の機能があります。 

» LDAPストレージ：エントリの管理、保存、取得を行います。  

» 仮想ディレクトリ：ディレクトリ、データベース、あるいはWebサービス・データソースの情報から仮
想ディレクトリ・ビューを作成します。  

» 同期：LDAPストレージのデータを、他のサード・パーティのディレクトリやデータベース・システムと
同期します。 
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一般的なシナリオでの主要な考慮事項 
この項では、クラウド、モバイル、顧客向けインターネット、従業員向けイントラネットの4つのシナリオ
を、ベスト・プラクティスに重点を置いて説明します。 

クラウド 
クラウドの導入がますます主流になっていることから、ディレクトリについて次の点を考慮する必要があります。 

» クラウド・アプリケーションがユーザー独自のオンプレミスIDストアと容易に連携できること、またはオ
ンプレミス・アプリケーションがクラウド内のディレクトリと容易に連携できることが重要です。LDAP
は、ファイアウォールを横断するアクセス・プロトコルとして推奨されていないため、RESTなどの代わ
りのプロトコルがサポートされている必要があります。  

» リソースを効率よく管理し、SLAを遵守するためには、クラウドが動的に負荷に対応できることが必要で
す。クラウド・インフラストラクチャで新しいインスタンスを容易に作成できること、および必要時に
データをロードできることが必要です。 

» クラウドとオンプレミスの複数のソースから仮想化によって情報を1つにまとめる機能が必要です。 

» クラウドとオンプレミス間のデータ移動が必要となる場合があるため、セキュアな同期が必要となります。 

モバイル 
最新のディレクトリ・サービスは、アプリケーションへのモバイル・アクセスをサポートするインフラスト
ラクチャを提供する必要があります。 

» モバイル機器を利用すると、ID情報が急激に増えます。これには、従来のユーザーだけでなく、モバイル
SIMカード、加入者契約番号、デバイスIDといった関連データも含まれます。つまり、ディレクトリをス
ケールアップして膨大な数のオブジェクトを管理する必要があります。 

» 新たなタイプのモバイル"ユーザー"が発生しています。たとえば、自動車やゲーム機器などの接続された
オブジェクトです。IoTの登場で、従業員、パートナー、顧客に加えて、接続された機器をエンタープラ
イズ・ディレクトリがサポートしなければならなくなったため、これまでのエンタープライズ・ディレク
トリに必要とされたスケーラビリティでは対応できなくなっています。 

» モバイル・アクセスでは、位置認識アプリケーションが新たなユーザー・エクスペリエンスをもたらして
います。ユーザーの移動に伴って位置データが動的に変化し、ディレクトリ・サービスでの更新トラ
フィックが増大します。最新のディレクトリには、高い検索パフォーマンスだけでなく、きわめて高いレ
ベルの書込みパフォーマンスも求められます。  

» ディレクトリからモバイルに直接アクセスしてモバイル版ホワイト・ページ・サービスやアドレス帳サー
ビスを利用できるようにするには、RESTインタフェースが必要です。 

顧客向けインターネット 
インターネットでは、ビジネス資産に24時間365日グローバルにアクセスできます。ディレクトリ・サービ
スでは、従来の認証とSSOのサポートに加えて、次の重要な考慮事項にも対応する必要があります。 

» ソリューションには、ビジネスの成長を支えるスケーラビリティが必要です。また、ピーク時であっても
応答時間が一定であることが必要です。パフォーマンスやスケーラビリティに問題があると、取引を失う
ばかりか、顧客まで失うことになります。顧客向けインターネット・アプリケーションでは、膨大な数の
ユーザーをサポートする必要があります。 
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» 停止時間はビジネス・チャンスの喪失やユーザー・エクスペリエンスの低下を招くため、複数のデータセ
ンターをリアルタイムでレプリケートする高可用性機能（HA）は必要不可欠です。 

» ビジネスの状況はダイナミックに変化するため、もっとも効率のよいサーバーにLDAPトラフィックを柔
軟にルーティングしてアプリケーションのニーズを満たすことが期待されます。 

» ディレクトリ・サービスでは機密性の高い情報を扱う可能性があるため、セキュリティ違反やユーザーID
データの盗難を減らすあるいは防止するには、きめ細かいアクセス制御やデータ/通信暗号化などのセ
キュリティを組み込むことがきわめて重要です。LDAPプロキシ・レイヤーによってセキュリティ・レイ
ヤーを追加することで、内部のインフラストラクチャが外部のトラフィックからさらに分離されます。 

従業員向けイントラネット 
ディレクトリ・サービスは、企業イントラネットとそのセキュリティの基盤となっています。生産性を最大
化し、セキュリティとコンプライアンスを確保するには、従業員向けイントラネットでのディレクトリ・
サービスの使用について次の点を考慮する必要があります。 

» 高可用性は企業にとって非常に重要です。ディレクトリ・サービスは、場所にかかわらず企業のすべての
拠点での停止時間を確実にゼロにする必要があります。場合によっては数千にも及ぶ多数のイントラネッ
ト・アプリケーションをサポートするための柔軟性とスケーラビリティが必要です。  

» ディレクトリ・サービスは、多数のソース（他のLDAPディレクトリ、Microsoft Active Directory、ファイ
ル、データベースなど）の情報を統合できることが必要です。 

» ディレクトリ統合後も、複数のIDリポジトリが存在する可能性があります。ディレクトリ・サービスは、
これらのリポジトリ間（Active DirectoryやHRデータベースなど）を同期する手段として、また、複数の
データソースを仮想化する手段として機能する必要があります。 

» 今日のビジネスでは合併買収が日常的に行われるため、企業が競争力を維持し、変化に素早く適合するた
めには、仮想化テクノロジーを使用して既存のアプリケーションと既存のディレクトリを迅速かつ容易に
統合できることが重要です。 

ディレクトリ・サービスのチェックリスト 
この項では、必要な主要機能について個別に説明します。 

統合されたソリューション 

主要機能 機能/利点 

ストレージ、同期、仮想化を1つのディレクトリ

製品で提供 
ストレージ、プロキシ、仮想化、同期の各機能を1つの製品に集約して、最新のディレクトリ・

サービスのニーズに対応します。サービスのインストール、管理、監視を行う一方で、一貫性と

安全性を確保します。これにより、単体製品を統合する必要がなくなり、デプロイが簡素化され

ます。 

ストレージ LDAP V3対応ディレクトリにID情報を格納します。検索操作と書込み操作のパフォーマンスに優

れています。 

同期 Active Directoryやデータベース（Oracleなど）などの他のディレクトリと双方向にデータを同期

できます。  

仮想化 複数のバックエンド・データソース（Active Directory、LDAPサーバー、データベースなど）か

ら、データを移動することなく、実行時にデータの統合ビューを提供できます。バックエンド・

データに影響を与えることなく、アプリケーションの要件に合わせて即座にデータとスキーマを

変換できます。  
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容易な導入と管理 

主要機能 機能/利点 

直感的な単一の管理コンソール 複数のサービスに対する複数のインタフェースについてのトレーニングを行う必要がありませ

ん。すべての情報に単一の一貫した管理アプローチでアクセスできます。  

リアルタイムの監視と管理 グローバルな監視ソリューションによって、システム状態の監視、システム環境の管理、データ

分析の処理を行うことができます。 

テストから本番まで 開発からテスト、さらに本番へと環境を自動的に移行するツールを提供します。   

パフォーマンスとスケーラビリティ 

主要機能 機能/利点 

高い読取りスループットと書込みスループット 従来のソリューションよりも読取りと書込みの操作を増やして、より小さなフットプリントでソフト

ウェアとハードウェアを統合できるようにしました。これにより、総所有コストが削減されます。 

短い待機時間と予測可能な応答時間  待機時間が短いため、特定のSLAの要件が満たされると同時に、ユーザー・エクスペリエンスが

向上し、応答時間が一定に保たれます。 

メモリ使用の最適化 メモリの使用を最適化する技法とデータを圧縮する技法により、キャッシュ内の有用なデータを

より適切に管理できるようになり、ディレクトリ・サービスのスループットが最大化されます。 

垂直方向のスケーラビリティ マルチコア・インフラストラクチャを活用して効果的な垂直方向のスケーラビリティを実現します。

これにより、既存の構成にCPUとメモリを追加することでパフォーマンスと容量を拡張できます。 

水平方向のスケーラビリティ 大規模なデプロイのために用意されたグローバル・カタログを使用して、複数のバックエンド間

でデータを分散できます。 

クラウド対応 

主要機能 機能/利点 

仮想化されたプラットフォーム環境のサポート 仮想環境での実行が可能なため、クラウドに柔軟にデプロイでき、コストも削減できます。 

仮想ディレクトリ機能 クラウドまたはオンプレミスにデプロイされた複数のソースから情報を統合するための基本的な

機能を提供します。  

同期 ディレクトリ・サービスとの間でデータを移動して、データを同期された状態に保つことができ

ます。 

RESTインタフェース アプリケーションが特定の顧客要件を満たすためにディレクトリに接続する際に使用するREST
インタフェースを提供します。 

高可用性 

主要機能 機能/利点 

マルチマスター、アクティブ/アクティブ、アク

ティブ/スタンバイのサポート 
複数のインスタンスが互いを最新の状態に保つことで高可用性が実現します。追加のテクノロ

ジーは必要ありません。すべてのインスタンスが効率的に連携してサービスを提供するため、使

われていないハードウェアをスタンバイ・モードにしておく必要がありません。   

データセンター間のマルチマスター・レプリ

ケーション 
このレプリケーション・モデルにより、同じデータセンター内の複数のインスタンス間、または

地理的に異なる場所にある複数のデータセンター間で一貫性が確保されます。 

確実なレプリケーション 少なくとも2つの場所で実質的に変更を行って更新を確実なものにしてから更新操作を終了する

ことが保証されるようにレプリケーションをセットアップできます。 

可用性の高い"changelog"サービス 外部のアプリケーションがいつでも変更を処理できるようにするために、"changelog"が高可用性

サービスとして実装されます。 
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高いセキュリティ 

主要機能 機能/利点 

きめ細かいアクセス制御  サブ属性レベルでアクセス制御リストをセットアップして、きめ細かいアクセス制御を実現でき

ます。 

部分レプリケーション 機密属性をもっともセキュアなゾーンにとどめておくため、あるいはデータの場所に関する規制

に準拠するために、機密属性をレプリケーションから除外できます。  

幅広い暗号化方式のサポート 最新の暗号化方式をサポートしてセキュリティを最大化する一方で、互換性を確保するために従

来の暗号化方式もサポートします。 

暗号化された通信のサポート クライアント・アプリケーションとサーバー間の送信、またはレプリケーション時のサーバー間

の送信の際に、データが暗号化されます。 

属性の暗号化のサポート 機密属性を暗号化して、データが休眠しているときのセキュリティを最大化できます。 

容易な拡張 

主要機能 機能/利点 

プラグインAPI 特定のニーズに対応して機能を強化したりカスタマイズを行ったりするためのAPIがコンポーネ

ントとして含まれています。 

拡張可能なスキーマ 新しいアプリケーションに対応するために、サービスを中断することなく容易にスキーマを拡張

できます。  

結論 
Oracle Directory Servicesは、ストレージ、プロキシ、同期、仮想化をサポートするオールインワンのソ
リューションです。ユーザー・エクスペリエンスを統一すると同時に、要求の厳しいエンタープライズ環境
やキャリアグレード環境で求められる高いパフォーマンス、スケーラビリティ、可用性を確保します。オン
プレミスおよびクラウドで柔軟にデプロイメントを行うには、Oracle Directory Servicesが最適です。モバイ
ル機器の幅広い利用をサポートして、企業の資産に無制限かつセキュアにアクセスできるようにすることで、
生産性の向上やビジネスの成長を実現します。Oracle Directory ServicesをOracle Identity and Access 
Management Suiteあるいは自前のIAM環境と組み合わせることで、企業は独自の要件にそれぞれのペースで
対処しながら、ビジネスを中断することなく自社の成長をサポートできます。 
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