
J2EEアプリケーションとMicrosoft .Net
アプリケーションの相互運用 
採用する標準 

Oracle ホワイト・ペーパー 
2006 年 10 月 

 



J2EE アプリケーションと Microsoft .Net
アプリケーションの相互運用 

はじめに 

現在の多くの開発者やプロジェクト・チームは、J2EE および.NET ベースのコン

ポーネントを効果的に使用するアプリケーションおよびソリューションを作成す

る必要があります。この要件に対応するにはさまざまな方法がありますが、これ

を効果的に実現する柔軟性および適応性を備えたメカニズムを提供するWebサー

ビスの豊富な標準が用意されています。 

Oracle Fusion Middleware はこのような標準を広範かつ詳細にサポートしますが、

さらに重要なのはこれらの標準を使用したOracle製品およびMicrosoft製品の実際

の相互運用を実現することです。開発者や設計者による J2EEおよび.NETプロジェ

クトの実装をサポートする多くの開発者向けの資料と例を作成し、製品に組み込

まれるベスト・プラクティスおよびエクスペリエンスの収集を相互に連携してお

こなう顧客が多数存在します。 

一般的な標準に焦点を当てることで、もっとも柔軟性および適応性のある相互運

用方法が表されます。オラクルでは、相互に協力している顧客に対してテストお

よびサポートすることで、実際の製品の相互運用性に集中し、現実的な相互運用

性を確実なものにします。 

発展の要件 

従来は、アプリケーションの拡張および変更をおこなう場合、最初にアプリケー

ションを開発したときと同じツールと言語を選択しました。ただし、新しい SOA

ベースのプロセスや複合アプリケーション開発、およびユーザー・インタフェー

スの実装がそれぞれ向上していくにつれ、既存のテクノロジー・スタックの横断

をサポートするニーズが増加しています。このニーズは、J2EE や.NET に実装さ

れた既存の機能を活用する必要があるという事実と、異なる開発チームが精通し

ているツールを継続して選択する必要があるという事実の両方によって促進され

ます。今日の環境には異種混交性が存在しており、今後もオラクルの IT環境では、

異種混交性が存在し続ける可能性は高いと予想されています。 

J2EE および.NET の相互運用を実現する必要があるプロジェクトの例は、以下の

とおりです。 

• J2EE および.NET に実装されたサービスと相互作用する統合プロセスを

作成するために BPEL をサポートするオーケストレーション・エンジン

の使用。BPEL エンジン自体は、J2EE に実装される場合がほとんどです。 
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• J2EE に実装される機能を組み込む新しい.NET ベース・アプリケーション

の構築。ミラー環境では、.NET ベース機能を組み込む Java Server Faces

および J2EE を使用して、新しいアプリケーションを構築します。 

• J2EE および.NET の両方で作成されたポートレットおよびそのほかの機

能を含む Web ポータルの作成。 

• BPEL ベース・プロセスまたは J2EE ベース・サービスを呼び出す Microsoft 

Office ドキュメントの優れたドキュメント・ソリューションの実装。 

エンタープライズ・サービスと SOA を含むこれらのタイプのプロジェクトを実装

する場合、相互運用性の要件には、簡単なデータ交換だけではなく、セキュアで

信頼性の高い通信、同期と非同期メッセージングのサポート、適切な認可と認証、

および全体の管理も必要になります。 

標準 

 

図 1：Web サービス標準で表される主要な領域 

J2EE アプリケーションと.NET アプリケーション間には、一定レベルの相互運用

性を実現するさまざまなメカニズムがありますが、Web サービス標準では、もっ

とも柔軟でカスタマイズの必要が少ない相互運用方法を提供します。ほかのメカ

ニズムの例は、以下のとおりです。 

• 交換を容易にする Web 通信プロトコル（HTTP、HTTPS、電子メール、

およびインスタンス・メッセージ）が使用されます 

• HTML および XML（Ajax など）も J2EE アプリケーションと.NET アプリ

ケーションのデータ交換を容易にします 

• J2EE および.NET を基盤とするポートレットおよびポータルの相互運用

には、WSRP も使用できます 

ただし、J2EE および.Net の統合を可能にする、もっとも広範かつ包括的な標準が

Web サービスに関連づけられています 

• WSDL は、サービスの共通な記述を提供します。WSDL バインディング

は、SOAP などのメッセージング・プロトコルをサービスにバインドする

方法を示します。 

バインディングを示すには、4 つのスタイル（RPC/encoded、RPC/literal、

Document/encoded、Document/literal）があります。 
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• SOAP は、一般的なメッセージング・プロトコルです。バイナリまたはそ

のほかの XML ドキュメントで大量のデータを移動する場合、もっとも重

要なアプリケーションには、添付ファイルを使用する要件があります。

SwA （ SOAP with Attachment ）および SOAP Message Transmission 

Optimization Mechanism（MTOM）がこの要件に対応します。 

• BPEL は、個別の Web サービスを統合するプロセスの記述を提供します。

BPEL は、個別の Web サービス（J2EE、.NET、レガシーなど）の実装に

使用されるテクノロジー・インフラストラクチャからプロセスの定義を

抽象化します。 

• WS-Addressing、WS-Security、WS-ReliableMessaging、WS-Policy は、サー

ビスおよび SOA を企業規模で実装できる主要な標準です。 

WS-Addressingは、非同期Webサービスとの信頼性の高いやり取りに必要な情報を

交換できるメカニズムを示す標準を提供します。たとえば、プロセスを完了した

場合に、.NETベースのWebサービスとの非同期のやり取りをおこない、.NET Web

サービスにコールバックする方法を認識する必要があるBPELプロセスです。逆の

場合も同様になります。長期的には、異なるテクノロジー・スタックで実装され

るクライアントおよびサービス間で、非同期サービスでもシームレスに相互運用

性が保証されます。1

WS-Addressingのおもな目的は、メッセージ・アドレッシング情報をSOAPメッセー

ジ（プロバイダがレスポンスを送信する場所など）に組み込むことです。SOAP

は、Webサービス・メッセージを中立的な転送形式で表すエンベロープ-エンコー

ディング仕様です。ただし、SOAP自体は、エンドポイントを識別する機能を提供

しません。メッセージの宛先、障害の場所、メッセージの中継などの通常のエン

ドポイントがトランスポート・レイヤーまで委任されます。WS-AddressingとSOAP

の結合によって、完全なメッセージングの仕様が作成されます。WS-Addressingで

は、アドレス情報をメッセージ自体のペイロードに組み込む代わりに、個別に

SOAPヘッダーに格納します。WS-Addressingは、ほかの 2 つの仕様（WS-Addressing 

SOAP BindingおよびWS-Addressing WSDL Binding）によって補完されます。この

2 つの仕様はそれぞれSOAPおよびWSDLで、WS-Addressingプロパティを表す方法

を指定します。2

WS-Securityのおもな目的は、メッセージの整合性、秘匿性、および認証を提供し

て、 SOAPメッセージングを拡張することです。また、WS-Securityは、

WS-SecureConversation、WS-Trust、WS-FederationなどのほかのWS-*プロトコルの

基本的な標準としても使用できます。WS-Securityのおもな機能は、セキュリティ・

トークンとSOAPを関連づける汎用メカニズムです。このシナリオでは、外部の

アーチファクトの代わりにメッセージ自体にセキュリティ関連情報が含まれます。

これは、メッセージ・ベース・セキュリティと呼ばれます。また、SSLなどのト

ランスポート・レイヤー・セキュリティと組み合わせて使用できます。3

WS-Policy は、Web サービスのポリシーを記述し、通信する汎用モデルと構文を

提供します。WS-Policy アサーションは、特定の Web サービスの機能および制約

を表します。WS-PolicyAttachment は、WS-Policy の式を Web サービス（WSDL）

                                                                                    
1、2、3 『Web Services and SOA - Practical Interoperability Approaches, WS-Security and WS-Addressing Explained』、
Clemens Utschig、Heidi Buelow、Jesus Rodriguez著、2006 年 9 月 
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に関連づけるいくつかのメソッドを定義します。Web Services Security Policy 言語

（WS-SecurityPolicy）は、Web サービス・セキュリティ、SOAP メッセージ・セキュ

リティ、WS-Trust、および WS-SecureConversation に適用されるポリシー・アサー

ションを示します。 

相互運用性にこれらの標準を使用する場合の課題は、1）こうした標準の使用方法

に関する相互の一致（Document/literal と RPC/encoded）、2）J2EE スタックおよ

び.NET スタックで十分にサポートされている標準の選択、3）こうした標準の一

般的な実装の保証、4）最適なレベルの相互運用性を実現するための適切なツール

および技術の利用です。次に例を示します。最大 4 つの異なる WS-Addressing バー

ジョン（2003 年 3 月、2004 年 3 月、2004 年 8 月の WS-Addressing バージョンと

WS-Addressing 1.0（W3C 認定））が一般的に使用されます。 

 

図 2：オラクルの提供する包括的な.NET 相互運用の方法 

オラクルの製品戦略 

オラクルは、J2EE と.NET の実際の相互運用性を実現する包括的な方法を提供し

ます。Oracle Fusion Middleware は、Microsoft との連携を確約したコミットメント

によっる、共通の標準の開発、開発者にオプションを提供する製品内の幅広い標

準の豊富なサポートの実装、サポートを確認するための Oracle 製品と Microsoft

製品の実際のテスト、および実際のプロジェクトを正しく実装した多くの顧客と

の連携により、"同じ標準のサポートを主張できる"レベルの相互運用性が実現し

ます。 

また、オラクルは、相互の顧客を十分にサポートできるように Microsoft と共同サ

ポート契約を結んでいます。オラクルは、Microsoft Vista、Microsoft Office 2007、

Windows Presentation Foundation、Windows Communication Foundation、Windows 

Workflow Foundation などの今後リリースされるおもな製品アップデートについて、

Microsoft の新しい開発にも対応していきます。 
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標準開発への積極的な参加 

オラクルは、W3C や JCP などの中心的な標準グループから OASIS や OAG などの

ビジネス指向標準グループに至るまで、業界標準団体に積極的に参加しています。

オープン標準の実装によって、顧客は大幅なコストの節約とビジネス利益を確認

できます。 

詳細かつ広範な製品サポート 

Microsoft は、.NET を中核的な基盤とするさまざまな製品およびテクノロジーを提

供しています。Oracle Fusion Middleware は、幅広いミドルウェア機能を通して、

これらの製品を幅広くサポートしています。 

• Microsoft .Net および Visual Studio .Net：.Net および Java のツールとフレー

ムワークを組織で効果的に活用し、アプリケーションを迅速かつ容易に

開発します。 

• Microsoft Window Server System 製品：Microsoft SQL Server、Microsoft 

BizTalk、Microsoft SharePoint などの製品と効率的に連携して、企業規模

のサービス指向アーキテクチャ（SOA）を構築します。 

• Microsoft Security と Directory Services：コンプライアンス、簡単なユーザー

管理、および効果的なポリシーの実施を保証する企業規模の統一された

セキュリティ・インフラストラクチャを実現します。 

• Microsoft Office：エンタープライズ・アプリケーションおよびソリュー

ションにおいて Microsoft Office の利用が有益な場合に、Microsoft Office

（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、InfoPath）をエンタープライズ・ア

プリケーション、Web サービス、およびカスタム・アプリケーションと

ともに効率的に活用できるようにします。 

Oracle Fusion Middleware は、これらの分野でMicrosoft 製品と効率的に連携します。

たとえば、さまざまなアプリケーション、業界標準、そのほかのベンダーの製品

に対する Oracle Fusion Middleware の豊富なサポートにより、ほとんどの企業に存

在する異種混交性に対応するためのアプリケーションおよびソリューションを提

供できます。 

実環境テスト 

オラクルと Microsoft により共同でサポートされる Web サービス標準およびプロ

トコル標準が、実際に相互運用性を提供するかどうかを確認することに重点が置

かれます。Oracle Application Server 10g は、この相互運用性を確認するために、

Microsoft .NET 製品とともにテストされます。オラクルは、この相互運用性を確認

する開発プロセスの一部として継続的にテストを実行します。また、Microsoft が

自社で頻繁に実施する"PlugFests"と呼ばれるオープンな業界の相互運用性テスト

に参加しています。 
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ベスト・プラクティス 

オラクルは、J2EE および.NET を実際に実装している多くの顧客と連携していま

す。このため、開発者と設計者をサポートする資料として収集された多くのベス

ト・プラクティスが製品に組み込まれています。オラクルは、このような資料の

1 つとして『SOA Best Practices - BPEL Cookbook』を作成しました。ここでは、

Microsoft の相互運用性の開発者向けガイドと同様に、高度な BPEL の概念と実際

のアプリケーションで実装する設計者による開発、配置、および管理のベスト・

プラクティスを説明します。 

結論 

一般的に、開発者やプロジェクト・チームは、J2EE および.NET ベースのコンポー

ネントを効果的に使用するアプリケーションおよびソリューションを作成する必

要があります。Web サービスの豊富な標準を活用して、これを効果的に実現する

柔軟性および適応性を備えたメカニズムを提供します。 

オラクルは、業界のほかの大手ベンダーと連携して、これらの標準の開発と承認

に積極的に参加しています。Oracle 製品でこれらの標準を実際に実装し、顧客お

よびパートナーの実際の環境に正しく適用することで、オラクルはその中心的な

役割を果たしています。 

一般的に発生するさまざまなユースケースでの J2EE と.NET の実用的な正しい相

互運用性に焦点を当てています。この成功は、実際の実装から取得したベスト・

プラクティスとアーキテクチャの専門知識を統合した、広範かつ詳細な製品機能

を基盤としています。 
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