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ファイル共有に使えると導入してみたオンラインストレージ。 

最初はコストや手軽さ重視で導入したものの、使い込むうちに不便

を感じて乗り換えを検討する企業が多いという。 

なぜ、ただのオンラインストレージでは物足りなくなるのか。 

 

企業や組織の境界を越えたセキュアなファイル共有のために 

知っておくべき、失敗しないサービス選定のポイントとは！ 
 

ビジネスで使える本物のコラボレーションツールを求めて 

 

「オンラインストレージ」 

使ってみて気付く意外な盲点 
 

http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1606/13/news07.html


 

 『オンラインストレージ 使ってみて気付く意外な盲点』 

多くの企業が利用するオンラインストレージ。最初はコストや手軽さ重視で導入したものの、使い込むうち

に不便を感じて乗り換えを検討する企業が多い。なぜただのオンラインストレージでは物足りなくなるのか。 

 調査会社アイ・ティ・アール（ITR）調査「ITR Cross View：ファイル共有市場の実態と展望 2016」

によると、何らかのオンラインストレージを導入している企業は 5 割近くに上る。一方、オンラインスト 

レージを未導入の企業でも、その約 6 割では新規導入を検討しているという。 

オンラインでファイルを共有したいというニーズは高い。しかし、導入済みの企業に尋ねると、実に 4 割

弱がリプレースを予定しているというのだ。この結果は一体、何を意味するのか。 

 

 

 企業のオンラインストレージ選定において、最も重視されるポイントといえば、まずはウイルス対策やデ

ータ暗号化などセキュリティに関するものだ。 それに、ファイルサーバからのデータ移行、特定フォルダと

の同期、コンテンツ管理製品との連携などが続く。つまりユーザー企業は、単なる安全なファイル置 き場と

してのオンラインストレージではなく、ファイルを共有して共同作業での業務遂行をスムーズにし、ガバナ

ンスも含めきちんと管理することが可能な「デ ジタルコラボレーション」としてのツールを求めているのだ。 

だが、そうした用途を最初から想定せずに導入してしまうと、多くの場合、意外に満足のいくサービスで

はなかったことに後で気付くことになる。調査の結果は、そんな現状を象徴しているといえる。 

 セキュアで使いやすく、社内外のコラボレーションを活性させてくれるツールとはどのようなものである

べきか。次のページで探っていく。 

「ITR Cross View：ファイル共有市場の実態と展望 2016」 

（出典：ITR  https://www.itr.co.jp/report/crossview/X16000200.html ） 

https://www.itr.co.jp/report/crossview/X16000200.html
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3つの製品で理想のエンタープライズ・コラボレーションを実現 

 日本オラクルの「Oracle Documents Cloud Service」は、企業における「デジタルコラボレーション」

を意識して開発されたクラウド型のファイル共有サービスだ。2015 年 4 月に日本国内で提 供を開始してか

らわずか 1 年あまりで法人向けのオンラインストレージでトップクラスのシェアを獲得している。 

 Documents Cloud Service はクラウド型ワークフロー「Oracle Process Cloud Service」と連携させる

ことが可能だ。さらに、オプション製品として、モバイルに最適化した Web サイトを構築できるクラウド

型の Web サイト構築 アプリケーション「Oracle Sites Cloud Service」が使用できる。これらの製品群を

使うことで、重要なファイルを防御する堅牢なセキュリティを確保しつつ、エンタープライズ・コラボレー 

ションが実現可能になる。 

 

 一般的なオンラインストレージを使う企業であれば、以下のような不満を抱えていることも多いだろう。 

1. 共有していいファイルかどうかの判断ができない 

2. 文書をセキュアに管理できない 

3. コンテンツが探しにくい 

4. 大きなゴミ箱になってしまう 

5. CAD データのプレビューができない 

6. コンテンツをイントラネットに再利用するのが大変 

デジタルコラボレーション製品群 
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 「Documents Cloud Service を使えば、これらの課題は全てクリアできます。2015 年

4 月に国内提供を開始して以来、既に国内で多くの導入実績がありますが、流通／ サービ

スから IT サービス、公共／教育、医療まで、業種に偏ることなく、さまざまな企業でお使

いいただいています」。自信を持ってそう語るのは、日本オラクル株式会社 クラウド・

テクノロジー事業統括 Fusion Middleware 事業本部 デジタル・エクスペリエンスソリュ

ーション部 部長 渡邊紳二氏だ。 

日本オラクルのクラウドがこれらの問題をどう解決していくのか、具体的に見ていこう。 

 

課題１：共有していいファイルかどうかの判断ができない 

 Process Cloud Service を導入すれば誰でも簡単にワークフローが作成できるので、共有可否の判断が必

要ならば承認プロセスを追加すればよい。申請者がファイルを アップロードした後に上長が承認するという

プロセスを追加しておけば、上長が申請を却下した場合はアップロードしたユーザーに通知され、承認すれ

ば公開用 フォルダに自動的にアップロードするといったプロセスを組み入れることができる。承認プロセス

は、図表作成ソフトを操作するように、誰でも手軽に作成でき、作成したフローは後からでも自由に組み替

えられる。 

 ワークフローを使えば、出張の事前申請も簡単だ。出張の種別や費用に応じてプロセスが設定可能で、例

えば「費用が 5 万円以上」なら上長と部長の 2 人の承認、「5 万円以下」なら上長のみの承認、海外出張な

ら費用の大小に限らず上長と部長の承認、というように処理内容を動的に変更することもできる。申請に必

要な資料を Documents Cloud Service に格納しておけば、申請時に書類の添付も可能だ。 

日本オラクルの 

渡邊紳二 氏 

解決策：ワークフローによる承認プロセスを追加 

Process Cloud Service でワークフローを簡単作成 
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解決策：オンプレミスとクラウドのハイブリッドで実現 

解決策：全文やキーワード検索が可能 

 

課題２：文書をセキュアに管理できない 

 Documents Cloud Service は、日本オラクルの企業向けコンテンツ管理システム（ECM）である

「Oracle WebCenter Content」と連携し、オンプレミスの ECM から Documents Cloud Service のファ

イルを直接コピーできる。そのため重要なコンテンツはオンプレミス、外部とのコラボレーションは

Documents Cloud Service と、用途に応じて切り分けられるのだ。 

 

 

課題３：コンテンツが探しにくい 

コンテンツが探しにくいという課題には、全文検索やキーワード検索が有効だ。Documents Cloud 

Service は、「AND 検索」「OR 検索」「NOT 検索」も可能なので、インターネットにおける「Google」

検索のような使い勝手で、欲しい情報を探すことができる。 

 

 

 

ハイブリッドな環境でさまざまなセキュリティ要件に対応 
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解決策：バージョン履歴の最大数制御 

 

 
 

課題 4：大きなゴミ箱になってしまう 

 オンラインストレージはファイルの履歴をたどり、古いバージョンに戻すことができる点が大きな魅力だ。

だが一方、世代の異なるファイルが無制限に蓄積され、ストレー ジ全体が「ゴミ箱」化しがちになるという

問題もある。しかし Documents Cloud Service なら、保持するバージョン履歴の最大数をファイルごとに

設定できるので、無駄なファイルを増やさずストレージ容量の消費を抑えることができる。 

バージョン履歴の最大数を管理者が設定できる 
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解決策：高速なプレビュー機能を装備 

 

CADにも対応するプレビュー機能 

解決策：クラウド型 Web CMS「Sites Cloud Service」を利用 

 

 

課題５：CAD データのプレビューができない 

 Documents Cloud Service は、CAD（コンピュータ支援設計）にも対応するプレビュー機能を装備して

いる。データ量の大きい CAD をダウンロードせずに Web ブラウ ザで即座に確認できることで、ユーザー

の利便性は格段に上がる。もちろん、プレビューしたファイルは必要に応じてダウンロードもできる。 

 
 

 

課題６：コンテンツをイントラネットに再利用するのが大変 

 Sites Cloud Service を使えば、Documents Cloud Service に保存されている画像や文書を使って、Web

サイトについて詳しくない人でも、手軽にイントラネットが構築できる。 

 イントラネットというと、思った通りのデザインにならない、更新に時間がかかる、誰がアクセスしたか

分からないといったネガティブなイメージで語られる ことがあるが、Sites Cloud Service を使えば、テー
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マに合ったページがドラッグアンドドロップで簡単に作成できる。アクセス履歴もファイル単位で確認が可

能。イントラネットだ けでなく社外のキャンペーンサイトに活用することも可能だ。 

 また、作成したページは、デバイスの画面サイズや縦横比に応じて表示内容を自動調整する「レスポンシ

ブ Web デザイン」を採用しているので、スマートフォンやタブレットでも表示が最適化されるのも魅力だ。 

 
ドラッグアンドドロップによる簡単なページ作成 

  

 社内だけでなく社外との情報伝達も活性化 

この他にも Documents Cloud Service のユニークな機能として、ファイルを使った簡易的な会話機能

（アノテーション機能）がある。これは、コンテンツに注釈を付ける機能で、ファ イルを開いたときに「こ

こを変更してください」「修正して承認者に送ってください」といったメッセージを添えることで、メンバ

ー間での対話を可能にするも のだ。 

もう 1 つは、メンバー間で情報を共有する機能。パブリックリンクを作成し、名前を付けて URL を送る

だけで、限られたメンバー間で情報共有が可能になる。 情報の参照は Web ブラウザを用い、資料のダウン

ロードも可能だ。さらにライセンスを持たないユーザーでもファイルをアップロードできるのは、他社には

な い機能だ。有効期限を付けてパスワードを指定すれば、よりセキュアな共有も可能になる。フォルダ共有

には権限管理や容量管理機能もあり、フォルダに追加し たユーザーの役割や保存容量の変更なども容易にで

きる。 
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コンテンツに付けた注釈でメンバー間のコミュニケーションが可能に 

 

Documents Cloud Service は日本国内では現在、ファンケルや生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

（生活クラブ連合会）の他、医療機関をはじめとする幅広い業種で採 用されている。外部の協力会社とのフ

ァイル共有、拠点間の重要資産の受け渡し、マーケティング分野での活用、デパートや書店の店員のシフト

管理、介護ス テーションでの情報共有など、大小さまざまな用途が考えられる。 

新たなオンラインストレージサービスが次々と出てくる中で、不満を持ち続けながら使い続けるのは決し

て得策ではない。より機能が豊富なサービスにいち早く 乗り換えるのも業務の効率化の 1 つだ。今なら 1

カ月間、Documents Cloud Service が無料で利用できるトライアルサービスを実施しているので、まずは

そこから試してみるといいだろう。 

 

 

 

 

  

 
関連製品情報はこちら 

2017 年 3 月より、Oracle Documents Cloud Service と Oracle Sites Cloud Service が統合され、 

Oracle Content and Experience Cloud になりました。チャットなどのコラボレーション機能を充

実・拡張するなど、より一層お使いいただきやすくなりました。 

製品の詳しい情報は、下記 URL または 左の QR コードより製品情報ページをご覧ください。 

 
http://www.oracle.com/jp/cloud/paas/dx/overview/index.html  
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30 日間無料トライアル実施中 

お申込みは ＞こちらから 

お申込み方法ガイド(手順書) : Web ページを見る / PDF を読む 

製品情報はこちら 

 

 

https://faq.oracle.co.jp/app/ask/referer_id/mk_dx
https://myaccount.cloud.oracle.com/mycloud/faces/trialsignup.jspx?serviceType=Documents
https://faq.oracle.co.jp/app/answers/detail/a_id/2795
https://faq.oracle.co.jp/ci/fattach/get/1754/0/filename/DOCSTRIAL_RegisterGuide.pdf

