
システムライフサイクルの中で発生するシステム基盤の刷新/更改
では、システムの中核を担うデータベースのアップグレードが必要
となることが多くあります。 
しかしながら、ダウンタイムやシステムの変更による影響を懸念し
て、データベースのアップグレードを躊躇していませんか？ 
オラクルでは、そんなお悩みを解決するための製品とサービスを
ご用意しています。 
オラクルの製品、オラクル・コンサルティング・サービスを利用して
スピーディなアップグレードを実現しませんか。 

オラクル・コンサルティング・サービスでは、製品を熟知した
経験豊富なコンサルタントによるアップグレード支援・サー
ビスを提供しております。 

データベース・アップグレード時の３大懸念 

Oracle Technology Consulting Service 

Oracle Database  
アップグレード支援・サービス 

オラクル・コンサルティングは製品を効果的に活用し、アップグレードの懸念を払拭します 

アプリに影響はない？ 

Oracle GoldenGate を利用して解決！ 

Oracle Application Testing Suite を利用して解決！ 

• データは事前に移行し  

  当日は差分同期のみと   

  することで、ダウンタイム 

  を大幅に短縮します。 

• 異なるバージョンやOS、 

  異なるデータベースで構 

  成されたシステム間での 

  連携が可能です。 

Oracle Real Application Testing を利用して解決！ 

性能は維持できる？ 
システム停止時間は？ 

アプリに影響はない？ 
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・Oracle GoldenGateを使用する場合 
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差分同期 

業務と製品の知識を
最大限利用し、 

システム停止時間を 

当初計画の 

“１８分の１” に短縮
することに成功。 

コンサル支援の事例 

コンサル支援の事例 

コンサル支援の事例 

性能影響があるSQL

を一括抽出。 

抽出したSQLは個別
にチューニングを行い
性能問題を素早く解
決。 

製品ノウハウを活用
し、APの機能テスト
効率化と効果的なテ
スト管理の習得に貢
献。 

 

製品の特徴 
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性能は維持できる？ 

製品の特徴 

• 本番環境でのDBの負 

  荷をキャプチャ（記録）し 

  再生する機能です。 

• 現本番環境の負荷を忠   

  実に再現することで、新 

  環境での性能を確認す 

  ることが可能です。 

製品の特徴 

• Webアプリケーション 

  のテストプロセスの自動 

  化を実現する機能・ 
 回帰テストツールです。 

・通常の移行 



設計段階を最も重視。 

製品ベンダーならではのノウハウ
とベストプラクティスにより、試行
錯誤によらない高品質なアップグ
レードを実現。 

問題が起きた時に逐次改善する 
試行錯誤アプローチになりがち 
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お問い合わせ窓口 

オラクル・コンサルティング・サービスはアップグレード・プロジェクト全体を支援します 

コスト曲線イメージ（累積） 

設計 開発・構築 テスト・リリース 本番運用 

累
積
コ
ス
ト 

重大トラブル 
対応 

基盤拡張の
影響対策 

リリース直前
の手戻り 
リリース延期 

システム固有
の制御機能
の作り込み 

チェックリストに
よる品質管理 

基盤拡張も 
折り込み済み トラブル未然防

止、迅速復旧 

製品ソリュー
ションの活用 

ベストプラクティ
ス適用による 
ガイド&レビュー 

オラクル・コンサルティング・サービスは、前述の製品導入の支援だけではなく、アップグレード・プロジェクト全体を支援します。 
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オラクル・コンサルティングが参画する価値 

• ミッションクリティカル/大規模/マルチ
ベンダー等、豊富なプロジェクト経験に
よって得られた設計・開発・運用ノウハ
ウを提供可能 

• 深い製品知識と豊富な経験から得られ
たベストプラクティスを利用して、将来
的な拡張や運用負担も見据えた判断
やガイドが可能 

製品ベンダーの強み 

• 最新のOracle製品に関するスキルやノ
ウハウをいち早く蓄積 

• 製品特性や既知の問題を理解した上で
先回りして潜在課題に取り組むことで
手戻りを防止 

• 開発部門及び製品サポート部門、社内
エンジニアとの密な情報連携 

       コンサル支援が可能な範囲 

ライフサイクル全体をカバーする体制 

• 要件定義段階から構築、運用までシス
テムのライフサイクル全体をカバーする
サービス提供が可能 

• 特定ベンダーに依存せず、お客様の一
員としてベンダーコントロールや、さまざ
まなパートナーとの協業が可能 

Oracle Consulting Service 

設立：      1996 年 
売上：      26 億ドル（ 2012 年 5 月期） 
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ数：  17,000 名を超えるエキスパート 
実績：       Global Solutions Delivery モデルを通じてオンサイト、 

                      オフサイト、オフショアで専門知識を提供 

Oracle Consulting Service Japan 

設立：      1997 年 
売上：      93 億円（ 2012 年 5 月期） 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ協業：  インドに拠点をおくOSSI（Oracle Solution Services India）を 
                            含めたオフショア協業、本社協業 等 

オラクルが 
重視するﾌｪｰｽﾞ 
 

オラクル・コンサル参画プロジェクト 

一般的なプロジェクト 


