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改ざんが防止された透過的で確実なビジネスツービジネス（B2B）のトラン
ザクションと、改ざんが防止されたレコードを保管する分散型デジタル台帳
を組み合わせると、ビジネスを行う方法が根本的に変わるため、そのような
相互作用がよりセキュアで、透過的かつ効率的になります。ブロックチェー
ン、すなわち分散型台帳技術は、現在もっとも著しい進化を遂げているテク
ノロジーの 1 つです。オラクルは、もっとも包括的な分散型台帳クラウド・
プラットフォームをクラウドとオンプレミスで提供しています。このプラッ
トフォームを使用すれば、ビジネス・プロセスをセキュアに拡張できるほか、
サプライヤ、銀行、その他の取引先企業とともに、信頼のおけるネットワー
クでオンライン・トランザクションを実行できます。 

企業の境界を拡張 

ブロックチェーンは、トランザクションを実行し、分散型台帳を保守するためのシ

ステムです。このシステムを使用すると、互いに全幅の信頼を寄せていない組織が、

セキュアかつ確実にビジネス・プロセスを拡張し、B2Bの相互作用を加速させること

ができます。ブロックチェーンでは、中心となるサード・パーティに依存したり、

オフライン・リコンシリエーション・プロセスにつきものの遅延に悩まされたりす

ることはありません。代わりに組織は、Peer-to-Peerプロトコルと分散された検証

ノードのネットワークを使用して、一般的なビジネス・ロジックをリアルタイムに

実行できるほか、改ざんが防止され、参加者間でレプリケートされる台帳に結果を

記録できます。 

ブロックチェーンは、グローバルなビジネス・トランザクションの実行方法を根本

的に変える可能性があります。現在、一部のB2Bトランザクションは、整合性を確保

するためにサード・パーティ経由で送信されていますが、サード・パーティを経由

すると、遅延や追加コストを招く可能性があります。ブロックチェーン・テクノロ

ジーにより、信頼のおけるビジネス・ネットワークの参加者は、直接トランザクショ

ンを処理できると同時に、自身のトランザクションの有効性と否認不可性も引き続

き確保できます。提案されたトランザクションが検証され、関係者がその結果につ

いて合意すると、ブロックチェーンの参加者は、暗号的にリンクされ、否認が不可

能なブロックにそのトランザクションを記録します。これらのブロックが、各参加

ノードに保管される台帳、すなわちトランザクション履歴を作り上げます。そして

ブロックチェーン・プロトコルによって、リアルタイムの更新が可能になり、台帳

の一貫性が参加組織のネットワーク全体で確保されます。 

 

 

 

 

「今後 10 年間のビジネスを変える可能性
がもっとも高いテクノロジーは、ソーシャ
ル Web やビッグ・データ、クラウド、ロ
ボット工学でもなければ、人工知能でもあ
りません。ブロックチェーンです。」 

 

Harvard business review  

“The impact of blockchain goes beyond 
financial services.” 

 

 

 

ビジネス上のおもなメリット 

• 信頼のおけるビジネス・ネットワーク
を使用してビジネスを加速 

• 新しいビジネス・モデルと未開発市場
からの収益によって革新 

• 一元的な仲介業者への依存を回避する
ことで、遅延、リスク、高額なコスト
を軽減 

• サプライ・チェーンの起源、コンプラ
イアンス、持続可能性に関する情報に
素早くリンク 

• REST API を使用して、さまざまな
System of Record（SoR）のデータをブ
ロックチェーンに迅速に統合 

• 統合アダプタ経由でブロックチェーン
を使用して、SaaS とオンプレミスのア
プリケーションを拡張 

• 高いレジリエンス、自律的な監視、リ
カバリ能力により、24 時間 365 日の稼
働を実現 
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ブロックチェーンを使用することで、貴社と広範なパートナー・エコシステムは以

下を実現できます。 

• ビジネスを加速：B2B トランザクション用の信頼のおけるネットワークを構築し、

企業の枠を超えて業務を拡張し、自動化します。Peer-to-Peer のビジネス・ネット

ワークを活用することで、リアルタイムで取引を成立させ、遅延を減少させます。

エコシステム全体で情報をリアルタイムに可視化することで、ビジネス上の意思

決定を最適化します。 

• 運用コストを低減：信頼のおける単一の情報源を使用することで、トランザクショ

ンを加速させ、厄介なオフラインのリコンシリエーションを排除します。B2B ト

ランザクションにおける衝突を減らし、仲介業者、スプレッドシートに基づく手

作業のリコンシリエーション、例外処理を排除します。 

• 不正および規制遵守のコストを削減：組込みの監査証跡と透過性により、デジタ

ル署名されたトランザクションと、改ざん防止されたビジネスクリティカルなレ

コードのセキュリティを向上します。持続可能性情報、ブランドのコンプライア

ンス、紛争鉱物、食品の安全性の追跡を簡素化し、不正な項目がサプライ・チェー

ンと流通網に侵入するのを回避します。 

エンタープライズ・グレードの事前構築されたブロックチェーン・
プラットフォーム 

Oracle Cloud Infrastructure（OCI）の PaaS 製品、およびオンプレミス・デプロイメ

ント用の Enterprise Edition として利用可能な Oracle Blockchain Platform は、Linux 

Foundation の Hyperledger Fabric プロジェクトとオラクルの拡張機能を基盤に構築

されており、エンタープライズ・グレードのブロックチェーン・プラットフォーム

を実現します。オンプレミス ERP とクラウドベースの SaaS および PaaS 顧客のイノ

ベーションを独自に加速させることが可能です。この包括的な分散型台帳プラット

フォームにより、ブロックチェーン・ネットワークをプロビジョニングし、メンバー

組織を加入させ、スマート・コントラクトをデプロイおよび実行して、台帳の更新

と問合せを行うことができます。事前構築されたプラットフォームとして、必要な

すべてのブロックチェーン・ネットワーク・コンポーネントとその依存関係（計算、

ストレージ、コンテナ、ID 管理、イベントなど）、統合型のブロックチェーン操作

コンソール、および DevOps のための包括的な REST API が用意されています。 

 

図1：Oracle Blockchain Platform - マネージドPaaS製品 

 

 

 

「当社のお客様と銀行は、新興企業、金融
機関、およびあらゆる顧客が、仲介業者を
介すことなく銀行と直接接続でき、誰もが
コストを抑えながらも、データを共有しな
くてもよいプラットフォームを求めていま
した。そのため、これらのメリットを実現
できる Oracle Blockchain を選択しました。」 

 

-- ICS Financial Systems、CIO 

Ghassan Sarsak 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Oracle Blockchain Platform を当社の製
品に加えたことで、より革新的な製品とソ
リューションを世界中のお客様にデプロイ
できるようになりました。特に、ビジネス・
インテリジェンス・レポーティング・ソ
リューションを市場に投入するまでの時間
が短縮されました。当社のお客様は、オラ
クルの包括的なエンタープライズ・グレー
ド の 製 品 を 使 用 す る こ と で 、 ブ ロ ッ ク
チェーンベースのプラットフォームからよ
り多くを実現し、各社のシステム・データ
から価値を具体化できるようになります。」 

 

-- Everledger、CEO 兼創設者 

Leanne Kemp 氏 

 

 

 

 

 

 

 

「当社は、ブロックチェーンを利用して共
同ネットワークを構築することで、複雑な
出荷の文書化プロセスを簡素化し、お客様
の 運 用 効 率 を 向 上 し て い ま す 。 Oracle 
Blockchain Platform では、アプリケー
ションを提供するまでのリード・タイムを
短縮でき、他のソリューションと比較して
生産性を 30 %向上できます。」 

 

-- CargoSmart Ltd、CEO、 
Steve Siu 氏 

https://www.hyperledger.org/
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Oracle Blockchain Platform は、極めてセキュアで回復力のあるスケーラブルなプ

ラットフォームとして、継続的に稼働するよう設計されており、すべてのネットワー

ク・コンポーネントの継続的監視と自動リカバリ、構成変更の継続的バックアップ

などの機能を備えています。マネージド VM とコンテナ・フレームワークにより、

レプリケートされた VM 全体で、ピア・ノードとチェーンコード実行コンテナの高

可用性を実現します。すべてのコンポーネントを監視する自律型エージェントと、

すべての構成更新のリアルタイム・バックアップにより、あらゆる障害からの素早

い自律的なリカバリが可能です。 

アクセス権のあるブロックチェーン・ネットワーク内および加入メンバーとの間で

セキュリティとデータ一貫性を確保するために、すべての組織は識別に X.509 証明

書を使用し、TLS で暗号化されたリンク経由で、デジタル署名されたメッセージを

交換します。証明書が漏えいした場合は、OBP が証明書の失効管理を行い、ネット

ワーク全体に CRL を配布します。マネージド PaaS クラウド・サービス内のマネー

ジド・コンテナで実行されるすべてのノードには、gRPC メッセージまたは REST API

経由のアクセスのみが許可されます。送信中データ（メッセージ）および保管デー

タ（ワールド・ステートおよび台帳ブロック）のための組込み暗号化機能によって、

ブロックチェーン・コンテナ外のネットワーク・レベルまたはストレージ・レベル

のあらゆるアクセスから保護されます。通常の操作では、gRPC メッセージおよび

REST API を経由するブロックチェーン・ノードへのアクセスは、Forward Secrecy TLS

暗号を優先させる TLS 1.2 対応のロードバランシング・サービスによって対処されま

す。コンソールのクラウドと REST API でのユーザー認証は、OAuth2 プロトコルと

リモート識別プロバイダに対するフェデレーション機能を使用して、Oracle Identity 

Cloud Service（IDCS）によって実行されます。オンプレミスにデプロイされた

Enterprise Edition では、認証は組込み OpenLDAP、または顧客が提供するディレク

トリ・サービスを使用して実行されます。 

ブロックチェーン・ネットワーク・トランザクションでは、機密保護は、プライベー

ト・チャネルと、共有チャネル内の分離された台帳またはプライベート・データ・

コレクションを使用して実現できます。チャネルとその台帳は、ブロックチェーン

内のサブネット、メンバー組織の許可されたサブセット、および新規メンバーを追

加するための管理ポリシーを表します。ある組織がチャネルに加わると、そのメン

バーは読取りと書込みのアクセスを付与されるため、スマート・コントラクトの起

動を含むすべての操作をチャネルで実行できるようになります。読取り専用権限を

付与された組織は、ブロックまたはトランザクションへの問合せのみを行うことが

でき、スマート・コントラクトを起動して台帳を更新することはできません。プラ

イベート・データ・コレクションは、チャネル上のピアのサブセットによってのみ

保守される、あるスマート・コントラクトの鍵と値のストアです。これらの値がス

マート・コントラクトによって更新されると、コレクション内のピア同士は更新を

共有しますが、鍵と値のペアのハッシュのみが証明として台帳に残ります。これに

より、プラットフォームによって管理されるオフチェーン・データが実質的に提供

されます。このデータは、いくつかのブロック後に自動的に消去されるよう構成で

きます。 

  

 

 

 

おもな機能 

信頼のおけるビジネス・ネットワーク 
の構築 

• エンタープライズ・グレードの完全な
ブロックチェーンを迅速にプロビジョ
ニング 

• ID フェデレーションと既存のサード・
パーティの証明書を使用して、Oracle 
Cloud の内外にメンバーを保有 

• 組込みレジリエンス、自律型リカバリ
による HA、停止時間なしの管理された
パッチ適用 

スマート・コントラクトを使用した自動化 

• スマート・コントラクトをデプロイし
てリアルタイムの B2B トランザクショ
ンを実現 

• スマート・コントラクトのライフサイ
クルを管理 - デプロイ、REST API を使
用した公開、バージョン更新 

• イベントのサブスクリプションにより、
パートナー・エコシステムのタスクを
自動化 

• SQL ベースの豊富な問合せを使用して
開発者の生産性を向上 

• 必要な数の署名のエンドースメント・
ポリシーを定義 

機密保護の確保 

• プライベート・トランザクション用の
機密のチャネルと台帳を定義 

• ACL とポリシーを使用してメンバーの
アクセス権限を容易に管理 

• 動的にチャネルを構成してメンバーの
加入を許可 

• チャネル内の機密データにプライベー
ト・データ・コレクションを使用 

ブロックチェーンとアプリケーション 
のリンク 

• REST API 主導の開発 - トランザクショ
ンの起動、問合せ、イベント・コール
バックのサブスクライブ 

• クライアント SDK ベースの開発（Java、
GO、Node.js） 

• オラクル製およびサード・パーティ製
SaaS アプリケーションとオンプレミ
ス・アプリケーションのプラグアンド
プレイ統合 

• FLEXCUBE、NetSuite ERP、オープン・
バンキング API プラットフォームの事
前統合されたブロックチェーン API 

強力な操作ツール 

• 直感的な操作コンソールを使用して動
的に構成を変更 

• 組込みのダッシュボード、台帳ブラウ
ザ、ログ・ビューアを使用して容易に
監視およびトラブルシュート 
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統合アクセラレータにより市場投入までの時間を短縮 

アプリケーションの開発と統合を簡素化し、加速させるために、オラクルのプラッ

トフォームには、クラウドベースまたはオンプレミスのアプリケーションから、ス

マート・コントラクト・トランザクションの起動、台帳の問合せ、ブロックチェー

ン・イベントのサブスクライブを行うための REST Proxy が搭載されています。コン

テナベースの環境、Web またはモバイル・フロントエンド用デジタル・アシスタン

ス（チャットボット）など、新規または既存のオンプレミスまたはクラウド・アプ

リケーションから、Java、Golang、あるいは JavaScript クライアント SDK を使用し

て、ブロックチェーン操作を起動することもできます。ERP およびその他のオンプ

レミスまたは SaaS Systems of Record（SoR）は、Oracle Integration Cloud の豊富な

エンタープライズ・アプリケーション・アダプタ経由で、ブロックチェーン・プラッ

トフォームと統合できます。組込み IDCS 認証のさらに重要なメリットは、シング

ル・サインオン（SSO）を使用して、同じアカウントで PaaS および SaaS 環境から

同じアイデンティティ・ドメイン内の Oracle Blockchain Platform にアクセスできる

点です。 

 

図2：統合の容易性とSoRの接続性 

それらの統合オプションによって、エンタープライズ・アプリケーションは、シス

テムを横断するトランザクションを容易に実行し、分散型台帳に記帳されたパート

ナー・データを活用することが可能です。また、イベントベースの双方向統合によっ

て、エンタープライズ・システムは、REST API を使用するだけで、ブロックチェー

ン・イベントをサブスクライブし、コールバックと関連データを受信できます。 

スマート・コントラクトを使用した自動化 

ブロックチェーン・ネットワークは、単なる共有情報ストアではありません。台帳

のデータと外部入力を基にビジネス・ロジックを実行できる自動化プラットフォー

ムでもあります。スマート・コントラクト（別名：チェーンコード）にカプセル化

されたビジネス・ロジックは、台帳の更新を検証したり、複数の入力を評価したり

することで、合意された条件が遵守されているかを判断して、下流処理のイベント

通知をトリガーすることができます。たとえば、ある装置の請求書と発注書が一致

し、配達確認を受領している場合、チェーンコードによって、装置の所有権を譲渡

するレコードを更新し、支払いを行うイベントをトリガーできます。 

チェーンコードは複数のピアにインストールでき、各チャネルで別々にインスタン

ス化できます。アプリケーションが REST API を使用してチェーンコードを起動する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマート・コントラクトの例 

• 資金を送金する前に、口座残高と AML
ルールを確認する。 

• サプライ・チェーンの商品のレコード
を確認して更新する。 

• 条件が満たされた後に資産の所有権を
譲渡する。 

• 契約の成立に 3 方向（PO、請求書、領
収書）の一致を採用する。 

• 来歴レコードを更新して知的財産権を
保護する。 
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と、チャネルも指定されるため、そのトランザクションは確実に、適切な台帳のデー

タで動作します。各チェーンコードには、（デジタル署名された実行結果を返送する）

トランザクションを支持する必要がある組織数を指定するため、およびオプション

として、必須の支持者を明示的に選択するために使用できるエンドースメント・ポ

リシーがあります。チェーンコードは、トランザクションの起動元の ID と、署名さ

れる証明書の関連属性を確認して、ビジネス・ロジック内に適用できます（特定の

データに対するアクセス権限を管理するなど）。チェーンコードを記述する際の開発

者の生産性を向上するために、Oracle Blockchain Platform では、SQL ベースの豊富

な問合せを独自に使用できるため、ワールド・ステート・データベースのデータを

より効率的に選択できます。 

運用と管理を簡素化 

最初の OBP インスタンスをプロビジョニングした後は、自身の OBP インスタンス、

または Oracle Cloud 外部の互換性のある Hyperledger Fabric リリースを実行してい

る他のメンバーを追加することで、ブロックチェーン・ネットワークを容易に拡張

できます。OBP コンソールでは、動的な構成、監視、トラブルシューティングのた

めに、直感的な Web UI と十分な機能を備えた REST API が提供されます。 

 

図3：ブロックチェーン・ネットワーク・ダッシュボードの画面 

Web UI により、包括的なダッシュボード・ビューが提供され、ネットワークの概要、

チャネルとピアのアクティビティ、OBP インスタンス内の各ノードの健全性などが

表示されます。ネットワーク、ノード、チャネル、チェーンコードの各タブからは、

ネットワーク・コンポーネントの詳細にアクセスできます。コンソールの UI を使用

すると、次のような一般的な管理タスクと運用タスクを実行できます。 

• ブロックチェーン・ネットワークとそのコンポーネント（ピア、注文など）

の管理 

• ブロックチェーン・ネットワークへの参加を希望するメンバー組織の追加 

• ネットワーク・チャネルの構成、組織への権限付与、ポリシーや ACL など

の設定 

• チェーンコードのピアとチャネルへのデプロイ、新規バージョンの更新、

REST エンドポイントのエクスポート 

 

 

Oracle Blockchain Platform と事前に統合
されているアプリケーション 

• Oracle FLEXCUBE Universal Banking 
Adapter for Blockchain Interface 

• Oracle FLEXCUBE Investor Servicing 
Adapter for Blockchain Mutual Fund 
Transactions 

• Oracle.com/industries/financial- 
services/digital-innovation- 
platform.html 

• Netsuite.com/portal/platform.shtml 
 

 

 

 

 

 

 

 

新規および既存のアプリケーションのた
めのカスタム統合オプション 

• オラクル製およびサード・パーティ製
アプリ向けの Oracle Integration Cloud
エンタープライズ・アダプタ・ライブ
ラリ（詳細については認定情報を参照）。 

• REST コールバックを使用したトランザ
クションの起動、問合せ、イベント・
サブスクリプションのための REST API 

• 複雑な統合向けの Java、GO、Node.js
用クライアント SDK 

 

 

 

https://docs.oracle.com/cd/E86273_01/html/IF_Blockchain_Adapter/IF_Blockchain_AdapterTOC.htm
https://docs.oracle.com/cd/E86273_01/html/IF_Blockchain_Adapter/IF_Blockchain_AdapterTOC.htm
https://docs.oracle.com/cd/E94389_02/PDF/Interface/Blockchain/Blockchain%20Adapter%20for%20Transactions.pdf
https://docs.oracle.com/cd/E94389_02/PDF/Interface/Blockchain/Blockchain%20Adapter%20for%20Transactions.pdf
https://docs.oracle.com/cd/E94389_02/PDF/Interface/Blockchain/Blockchain%20Adapter%20for%20Transactions.pdf
http://www.oracle.com/industries/financial-services/digital-innovation-platform.html
http://www.oracle.com/industries/financial-services/digital-innovation-platform.html
http://www.oracle.com/industries/financial-services/digital-innovation-platform.html
http://www.netsuite.com/portal/platform.shtml
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/integration-cloud-service/find-adapters.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/integration-cloud-service/find-adapters.html
https://www.oracle.com/technetwork/middleware/adapters/documentation/adaptercertificationmatrix0217-3613709.pdf
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• 追加されたブロックにおける各チャネルの台帳とトランザクションの参照 

• 問題をトラブルシュートするための、ダッシュボードとログを使用したネッ

トワークの監視 

• スマート・コントラクト開発支援キットとアプリケーション統合 SDK のダ

ウンロード 

• プラットフォームで提供されるサンプル・スマート・コントラクトのデプロ

イと使用 

• 豊富な履歴 DB に対するブロックチェーン・トランザクションのオフチェー

ン同期の自動化 

Web UI に加えて、組織、ノード、チャネル、チェーンコードの管理操作や豊富な統

計 API など、DevOps 向けの総合的な REST API 一式がプラットフォームによって提

供されます。たとえば、新しい組織を追加し、その組織をチャネルに追加し、チェー

ンコードをそのピア・ノードにデプロイできます。 

ネットワークが実行中になり、スマート・コントラクトをデプロイしたら、インフ

ラストラクチャの更新、バックアップ、その他の運用上の心配事は、オラクルのマ

ネージド・サービスに委ねることができます。台帳の継続的な組込みバックアップ、

インフラストラクチャの監視、トラブルシューティング、停止時間のない管理され

たパッチ適用とリリース更新も例外ではありません。 

ブロックチェーン・トランザクション・データのオフチェーン同期 

ブロックチェーンは、企業での採用が進むにつれ、ビジネス・インテリジェンスと

分析にとって重要な価値の源となっています。しかしながら、トランザクション履

歴がブロックチェーン台帳に保管される方法が理由で、インタラクティブな可視化

とレポート作成に必須である奥深く幅広い検索の実行は困難かつ高額なものになっ

ています。これをアプリケーション構築者の課題として放置する代わりに、OBP で

は組込みメカニズムによって、ブロックチェーン・トランザクションとワールド・

ステートの更新を、Oracle Autonomous Data Warehouse（Oracle ADW）または他

のデータベース内のリレーショナル・ストアにストリームします。OBP インスタン

スのデータベース接続を構成したら、任意のチャネルを有効化して、その台帳をデー

タベースと同期させることができます。各トランザクションが台帳でコミットされ

ると、同期ストリーム・プロセスによって、トランザクション情報が事前定義済み

のスキーマにアンパックされます。データベースには履歴情報、ワールド・ステー

ト、ブロックの高さ情報が保持されるため、あらゆる問合せとレポートの一貫性が

確保されます。 
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図4：OBPの豊富な履歴DBからOracle Analytics Cloudで作成された可視化ダッシュボード 

オンプレミス・デプロイメント向けの Enterprise Edition 

一部のお客様は、データ主権やデータ・レジデンシーの要件に遵守するためにブロッ

クチェーン・インスタンスを Oracle Cloud にデプロイできない業界や国で事業を展

開しています。Enterprise Edition では、Docker コンテナに構築され、複数の仮想化

オプションのために事前に構築された VM イメージとして提供される、Oracle 

Blockchain Platform の独立インストール可能バージョンが提供されます。VM は

Open Virtualization Appliance（OVA）形式で提供され、VMWare ESXi、Oracle 

VirtualBox、および Oracle Linux Virtualization Manager を使用してインポートと起動

が可能です。VM が実行されたら、Blockchain Platform Manager を使用して、

Developer および Enterprise 構成を用いた複数の Blockchain Platform インスタンス

を構成、プロビジョニング、パッチ適用できます。インスタンスを複数の VM にデ

プロイすれば、OBP ノードを実行する Docker コンテナを分散させることができま

す。クラウドの PaaS と同じく、このエディションは完全に事前構築されており、新

しい完全なブロックチェーン・インスタンスを数分で作成できます。 

 

図5：OBP Enterprise EditionのPlatform ManagerとCreate Instance Wizard 
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柔軟性のある仮想化オプションに加えて、Enterprise Edition では、現在の VM のリ

ソースを増加する、OBP ノード（ピア、注文など）を追加する、または VM の追加

によってさらなるノードを実行してスケール・アウトすることで、動的なスケーラ

ビリティを実現し、急増するワークロードに対処しています。追加の VM は、ディ

ザスタ・リカバリ（DR）のために WAN 全域で他のデータセンターにデプロイでき

ます。一般的なアプリケーションとは異なり、OBP の分散型台帳と分散型メタデー

タ・データベースは、特別な設定なしにデータ・レプリケーションに対応できます。 

パリティ機能と OBP のクラウド・バージョンによって、お客様はチェーンコードを

デプロイし、同じチェーンコード API を双方のバージョンで使用できます。SQL ベー

スの問合せによるワールド・ステートの Berkeley DB の使用、豊富なオフチェーン

履歴データベースへの組込みトランザクション同期、強力な操作とモニタリング・

ツールを備えた直感的で包括的なコンソール、その他のあらゆる独自のエンタープ

ライズ・グレード機能をはじめとするオラクルのイノベーションは、クラウド・バー

ジョンとオンプレミス・バージョン全体で共有されます。 

実際、お客様はハイブリッド・ネットワークで両方のタイプのインスタンスをリン

クできます。これは、一部のグローバル・デプロイメントでは最適なトポロジでしょ

う。クラウド・バージョンとオンプレミス・バージョンはいずれも、Founder イン

スタンスを実行でき、どちらの環境からも参加者を追加できます。またどちらのバー

ジョンも、顧客の環境もしくはサード・パーティ製クラウドにデプロイされた

Hyperledger Fabric の非オラクル・インスタンスと相互運用できます。このような

柔軟なハイブリッド・ブロックチェーンは、多くの業界や国で、ブロックチェーン

を基盤とする新興のコンソーシアムを支援する上で理想的です。 

 

 

 

 

 

 

追加情報 

• OBP EE Documentation 

• Oracle.com/Blockchain 

• Blockchain Platform Cloud Service 

• Getting Started Video 

• Customer Examples 

• Partner Marketplace 

• Blockchain Developer Materials 

• Oracle Blockchain Blog 

• Oracle Blockchain News & Opinion 
 

 

 

https://docs.oracle.com/en/database/other-databases/blockchain-enterprise/index.html
http://www.oracle.com/blockchain
http://cloud.oracle.com/blockchain
https://cloud.oracle.com/blockchain/videos
http://cloud.oracle.com/blockchain/customers
http://cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/blockchain
http://developer.oracle.com/blockchain
https://blogs.oracle.com/blockchain/
https://www.oracle.com/cloud/blockchain/news-and-opinion.html
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Copyright © 2019, 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、ここに記載されている内容は
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 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。0819 
 

 

https://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/contact

