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現在、多くの企業・組織において、「Software as a Service（SaaS）」の導入が
進んでいます。様々なベンダーから営業、マーケティング、人事、経理など、それぞれ
の部門業務に特化した多彩なSaaSアプリケーションが提供されており、日々の業
務でこれらのサービスを活用しているユーザーも少なくないでしょう。
しかし、SaaSアプリケーションはその導入の容易さから、社内で統一的な戦略を持
たずに各部門が独自に導入、最適化しているケースが少なくありません。それによ
り、ERPなどのオンプレミスのシステム、あるいは部門間のSaaSアプリケーション
の連携や統合が困難となっており、結果、貴重なデータやビジネスノウハウなどのリ
ソースを相互に活用できないといった、新たなサイロ化の問題を生み出しています。
また、その一方で、「自社の要件を十分に満たすSaaSアプリケーションがない」「多
機能すぎて、使いづらい」といった声も、少なからず寄せられています。 オラクルは、
このような課題を解決し、SaaSアプリケーションの有効活用を促進させるため、多
彩な「PaaS（Platform as a Service）」 ソリューションを提供しています。その
活用例を見ていきましょう。

基幹業務
SaaSのCRMアプリケーションと
社内のERPをもっと簡単に連携させたい

営業管理
営業が参照するSFAサービスの画面を
もっと使いやすく、分かりやすくしたい

人事総務
社員の入社手続きが煩雑、
関係部署を連携させ、もっと効率化したい

販売管理
見積りから受注までを自動化して、
セールスサイクルをもっと早く回したい

サポート
フィールドサービスの機動力を
モバイルを活用してもっと高めたい

代理店支援
サポートサイトの利便性を高めるため、
FAQのファイル機能をもっと便利にしたい
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社員の入社手続きが煩雑、
関係部署を連携させ、もっと効率化したい
Oracle Process Cloud Service

サポートサイトの利便性を高めるため、
FAQのファイル機能をもっと便利にしたい
Oracle Documents Cloud Service

　人事手続きをはじめ、受け入れ部門の準備、さらにIDの付与やPC
等の備品の配布まで、社員の入社に関する業務は他部門にまたが
り、非常に煩雑な作業を伴います。社員の入社手続きをスムーズに
進めるにはワークフローの活用が有効ですが、そのためだけに専用
のアプリケーションを導入するのは、コスト面からも難しいのではな

いでしょうか。
　そうした課題にも、ビジネスプロセス管理サービスである
「Oracle Process Cloud Service」を用いれば、各部門が利用
している管理ツールやアプリケーションを連携させ、誰でも簡単に
統一化されたワークフローを作成できるようになります。

　販売パートナーに対する支援策として、商品情報の提供や契約書
等を共有可能なサポートサイトを構築している企業は増えています。
そうした中で、FAQの充実は課題の1つであり、キーワードを基に欲
しい情報に迅速にアクセスでき、更にサイト内の文書を検索するな
どの高度な機能が求められています。

　これは販売パートナーだけでなく、エンドユーザー向けのサポート
サイトでも同様の課題でしょう。このような課題を解決するのが、
SaaSアプリケーションと「Orac le  Documents  C loud  
Service」の組み合わせです。検索機能をはじめ、ドキュメント管理
に関する多彩な機能を付加します。

クラウドサービスで提供される
ため、インストールが不要。GUI
で簡単に非定型のワークフロー
を作成できます。REST APIに
よるSaaS連携も実現。

部門間をまたがった動的なタ
スクの再割り当てや、委譲を
サポートします。

全文検索、属性（メタデータ）検索に対
応し、オンラインマニュアルなど、欲し
い情報に即時にアクセスできます。

直観的で使いやすいユーザー・インタ
フェースを提供。いつでもどこからでもア
クセスでき、モバイルでも利用可能。

REST AP Iの実装により、あらゆる
サービスとの連携や拡張が行えます。
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　マーケティング部門やカスタマーサポート部門で活用されている
SaaS型のCRMアプリケーションが、販売管理システムといった社内
のERPシステム、あるいは他のSaaSアプリケーションと連携してお
らず、顧客マスターデータの同期に手作業で対応していませんか。そ
の結果、リアルタイムでの顧客情報の更新や、最新状況の把握が困難

となり、ビジネスチャンスを逃してしまいかねません。そうした課題に対
して、 複雑なプログラミングを行ったり開発コストをかけずとも、SaaS
アプリケーションとオンプレミスシステムの連携、さらにはSaaSアプ
リケーションどうしの連携も可能にするのが「Oracle Integration 
Cloud Service（ICS）」です。

　時間とコストをかけてSaaSのSFAサービスを導入したものの、営
業部門からは「使いにくい」「参照する画面が多すぎる」といった声が寄
せられ、当初期待していたほど使ってもらえない、という声は少なくあ
りません。

　そのような悩みに対して、「Oracle Application Builder 
Cloud Service」を利用すれば、Webブラウザ上のGUI操作だけ
で、簡単かつ迅速に、営業スタッフが日常的に使いやすいユーザー・イ
ンタフェースを作成できます。

　さらにOracle ICSを活用することで、SaaSアプリケーションとオ
ンプレミスシステムの連携による、ビジネス拡大のための基盤を実現
できるようになります。例えば、オンプレミスの「Oracle E-business 
Suite」と、SaaSアプリケーションの「Oracle Sales Cloud」を
ICSで連携。Sales Cloud側で見積りしていた営業案件を受注した

場合、 E-business Suiteにその情報が反映、さらに受注番号で
Sales Cloud側の案件情報も更新する、といった一連のフローが自
動化されます。これにより、セールスサイクルの迅速化や可視化が実
現されるほか、重複入力による作業の負担や人為的なミスが大幅に減
らせるようになります。

　現場で作業することの多いフィールドサービス。メンテナンスの報
告書入力やマニュアルの参照等でSaaSアプリケーションを活用する
ケースも増えていますが、スマートデバイスでは利用できなかったり、
利用できても、画面が最適化されておらず、「使いにくい」といった声も
聞こえてきます。
　対して、「Oracle Mobile Cloud Service」を利用すれば、

SaaSアプリケーションのユーザー・インタフェースをモバイル機器向
けに作り変えることができます。プログラミングも不要で、GUIの操作
で画面と機能を簡単に作成可能です。さらにプッシュ通知やGPSによ
る位置情報取得など、モバイル機器ならではの機能を業務アプリケー
ションに追加。フィールドサービスの業務を効率化し、より機動力の高
いサービスを実現できるようになります。

受注番号で案件情報を更新

案件の受注登録

Oracle
Integration Cloud Service

クラウドサービス

Oracle Integration Cloud Service

モバイル

データベース ファイル共有 オラクルアプリケーション
他社アプリケーション

他社SaaSアプリケーション

Oracle SaaS、
CXシリーズ

オンプレミス

SaaS/オンプレミスのアプリケー
ションとの連携も、ICSのアダプ
ターで簡単に実現します。

連携データの選択や、データ構造の
変換も簡単。アプリケーションの
Web APIを利用するための面倒な
処理も、アダプターが行います。

セールスサイクルを高速化し、
フローも可視化。重複入力を排
除し、人的ミスも削減します。

Webブラウザ上で、ドラッグ＆ド
ロップの画面作成を行うだけ。プ
ログラミングが不要な、直観的で
分かりやすい操作性を実現。

事前定義されたカタログから
選ぶだけで、SaaS画面をカス
タマイズできます。

業務に合わせたデータ項目を定義。
SaaSデータと独自データ項目を組み合
わせた独自アプリケーションも作成可能。

Webブラウザ上で、ドラッグ＆ドロップの画
面作成を行うだけ。プログラミングが不要で、
ワンクリックでの配布も可能です。

プッシュ通知や位置情報の活用、
データ同期など、モバイルならで
はの様々な機能をサービスとし
て提供できるようになります。
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