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どの組織にとっても、データが重要な資産であるこ
とは明らかです。ただし、そのデータを適切なデー
タ管理プラットフォームと効率的に連携させるかど
うかが成否を分ける要因になる場合があります。

オラクルのデータ管理プラットフォームがあれば、
組織はビジネス上の制約、時間のかかる手動管理、
人的エラー、総コストを増やす非効率なデータの
サイロ化から解放されます。

ビジネスで得られるメリットと新たなインサイトを
発見しましょう。

ビジネスの変革の加速化は、
組織のデータを適切に管理
することから始まります

多様性：
データ管理プラットフォームは、幅広いワークロードとユーザーに対応できる必要があります。
既存のエンタープライズ・アプリケーションと新しいクラウドネイティブ環境も、分析とトランザクション両方の
アプリケーションもサポートできなければなりません。

開発者はコンテナ化された開発のサポートを期待し、データ・サイエンティストは機械学習（ML）モデルを構築する
ために全データへの容易なアクセスを必要とし、アナリストはビジネスに関する重要な問いに答えるために引き続
き既存のツールを使いたいと望んでいます。

統合 ：
組織は、そのデータの作成場所や使用場所に関係なく、常に最新データにアクセスする必要があります。データを
統合すると、より的確な決定、迅速なイノベーションが可能になって、最終的にはビジネスを成長させることがで
きます。

自動化：
増加し続けるデータ量と深まる一方のソリューションの複雑化には、IT予算を増やしても対処しきれない状況が続
いています。自動化は、ITスタッフの負担を減らす上で必要不可欠です。リソースのスケーリング、データベース
とクエリーのチューニング、そして何よりもデータの保護は、自動化することができる/自動化すべき数ある手動作
業の一部です。

データ管理プラットフォームを選ぶときのポイント

10のメリット
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分析と機械学習への
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メリット01

エンタープライズ・
アプリケーションのサポート
エンタープライズ・アプリケーションの使用には、非常に高いレベルのパフォーマンス、
信頼性、セキュリティが求められます。オラクルのデータ管理プラットフォームは、
必要とされる強力なサポートを提供します。

• ワークロードが大量にあり、タスクが複雑で、多くの同時ユーザーがいても、一貫
して高いパフォーマンスを維持

• 内外両方の不正アクセスからすべてのデータを常に保護する包括的なセキュリティ

• Maximum Availability Architecture（MAA） — 最大99.995%のアップタイム、クラ
ウドベースのディザスタ・リカバリを実現

• オンプレミスとクラウド両方の環境で同じデータベース、API、SQL、管理手法が使
われているため、オンプレミスからクラウドへの移行がよりシンプルで低リスクに

Oracle Autonomous Databaseは、これらの目標の達成に必要な管理作業を自動化して、
IT組織がもっとも要求の厳しいエンタープライズ・アプリケーションのニーズを満たし
ながら、時間、労力、コストを節約できるようにします。

自動化で時間を節約
メリット02

IT専門職は、組織のあらゆるレベルで貴重なサービスを提供しており、その基本的
な業務には終わりが見えません。そのためオラクルの設計者はこの20年間、ITエキ
スパートが戦略的プロジェクトに集中できるように、データベース運用の自動化
に膨大な時間を投じてきました。自動化は、Oracle Autonomous Databaseと
Oracle Exadataの自動UNDO管理と自動クエリー・リライトをはじめ、メモリとIO管
理、ストレージ階層化、クラスタ化、ディザスタ・リカバリ、圧縮にまで及んでい
ます。かつては、これらの作業はいずれも非常に時間がかかる手動プロセスでした。

たとえば、オラクルは実行中のデータベースから収集したデータを使って、データベース障害の予測と防止を支援
する機械学習モデルを構築およびテストし、基盤となるデータとワークロードの変化に応じてクエリーのパフォー
マンスを自動的に改善します。オラクルだけがOracle Autonomous Databaseを提供できるおもな理由の2つは、自
動化された障害の特定とチューニングです。Oracle Autonomous Databaseは機械学習と人工知能を採り入れて、
データの保護、パッチ適用、バックアップ、データベースの構成を、手動による介入なしで自動化します。

多くのデータ管理プロバイダは、これらのメリットのいくつかを実現すると主張しています。オラクルのデータ管
理プラットフォームは次の点が違います。

• 停止時間なしでパッチ適用と更新が可能
• 自動索引付けと自動チューニングにより、アプリケーションとワークロードの経時的な変化に伴い必要とされ

た時間のかかる手動分析、索引作成、継続的なチューニングを排除
• 任意の制限がなく、粒度が細かいオンライン自動スケーリングにより、オーバー・プロビジョニングを回避し、

真の従量課金モデルを実現

Oracle Autonomous Database、および同データベースを稼働するOracle Exadataインフラストラクチャの組み合わ
せにより、クラウド環境とオンプレミス環境の両方で、もっとも包括的で柔軟な自動データベース・プラット
フォームが形成されます。オラクルがあれば、組織は手動のデータベース・インフラストラクチャの管理から解放
されるため、運用効率が上がり、コストが低減します。

1.『Oracle Makes Its Great Database Even Better—and Adds Low Code to It』Constellation Research、Holger Mueller
http://www.oracle.com/a/ocom/docs/constellation-oracle-database-apex-analysis.pdf

2.IDCホワイト・ペーパー『The Real-World Business Value of Oracle Autonomous Data Warehouse』2020年12月
https://www.oracle.com/database/solutions/business-value-of-autonomous-data-warehouse/

https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/
https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/
http://www.oracle.com/a/ocom/docs/constellation-oracle-database-apex-analysis.pdf
https://www.oracle.com/database/solutions/business-value-of-autonomous-data-warehouse/
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信頼できるセキュリティ
メリット03

オラクルのデータ管理プラットフォームはOracle Autonomous Databaseの常時オンの暗号化と監査、事前構
成済みの職務分離、自動パッチ適用を利用してセキュリティを強化します。自己保護型データベースは手動
で保護するデータベースよりも、最新のセキュリティ・パッチでの更新が確実に行われ、その際、人的なエ
ラーは生じません。Autonomous Databaseの場合、脅威が特定されると、管理者が外部や内部の攻撃を把握
して手動防御を試みるのを待つのではなく、自動的に自己防御を行います。

OCIはセキュリティファーストのアーキテクチャで構築されています。オラクルは、高いレベルの顧客の分離、
自動データ保護などの組込み機能でAPT攻撃に対する不安を軽減できるように支援します。また、オプション
のExadata Cloud@Customerインフラストラクチャはオンプレミスのクラウド・サービスとして、お客様の
データセンターやコロケーション施設でのデータ・レジデンシーとデータ主権の要件を満たせるようにします。

データは組織のもっとも大切な資産の1つであり、最大限に
保護することが極めて重要です。

オラクルはデータベースとOracle Cloud Infrastructure
（OCI）の両方に、次に示すデータ中心のセキュリティを組
み込んでいます。

• ID管理や特権ユーザーのアクセス制御など、ユー
ザー中心のセキュリティ

• 常時オンのモニタリングとクラウド・セキュリティ
体制の修復により、クラウド内のデータを脆弱性や
脅威から保護

• 分離されたネットワーク仮想化とハードウェアの信頼
の基点を含むセキュリティファーストのクラウド・
アーキテクチャでクラウド内のデータを保護

それと同時に、Cloud Guardなどのクラウド・サービスは常時オンのモニタリングと対応を行って、
誤構成されたリソースや複数のテナントにまたがる怪しいアクティビティなど多くの一般的な問題
に対処します。これらのサービスがOracle Security ZonesやOCI Vulnerability Scanningと連携する
ことで、組織の最重要データを常にセキュアに保つ一方で、OCI BastionやOCI Identity and Access
Managementなどのサービスは、適切なユーザーが適切なタイミングで安全にアクセスを行えるよ
うにします。

Oracle Data Safeの統合セキュリティ・コントロール・センターは、セキュリティ評価、ユーザー・
リスク評価、アクティビティ監査、機密データ検出、データ・マスキングにより、注意が必要かも
しれないリスクのアラートを自動的に出して、組織がデータベースのセキュリティを素早く把握で
きるように支援します。Oracle Identity Managementを使用すると、IT組織は不正ユーザーによる機
密アプリケーション・データの閲覧を確実に防ぐことができ、またデータベース管理者は、Oracle
Database Vaultが実施するセキュリティ制御により、データ自体にアクセスすることなく必要なメ
ンテナンス作業と管理作業を実行できます。Oracle Advanced Securityは保管データの透過的データ
暗号化（TDE）のほか、機密データを完全にリダクションする機能も提供します。

Autonomous DatabaseとOCIのセキュリティを使用すると、
膨大な数の個々のインスタンスを手動で保護する手間から解
放されて、すべてのデータを強固な一貫した方法で保護でき
るようになります。

https://www.oracle.com/jp/engineered-systems/exadata/cloud-at-customer/
https://www.oracle.com/jp/security/database-security/data-safe/
https://www.oracle.com/jp/security/identity-management/
https://www.oracle.com/jp/security/database-security/database-vault/
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労力や停止時間なし
でスケーリング

メリット04

データへの組織のニーズが変化したら、データ管理プラットフォームもそれに適応する必要があり
ます。Oracle Autonomous Databaseは可用性やパフォーマンスに影響することなく、現在のCPUコ
アの基本数から最大3倍まで自動的にスケーリングし、追加のリソースが不要になったら自動的にス
ケールバックします。その結果、増加したワークロード、予期しない変化や揺らぎのある変化に対
処しやすくなり、リソースがワークロード量と正確に一致します。

Autonomous Database とExadataインフラストラクチャは、もっとも要求の厳しいデータベース・
ワークロードに対応するように設計されており、順応性、パフォーマンス、スケーラビリティ、信
頼性、セキュリティの点でこの分野をリードするデータベース・プラットフォームを実現します3。
個別にスケーリング可能で、ワークロードが分離されるコンピューティング・インフラストラク
チャとストレージ・インフラストラクチャにより、お客様はスキーマの変更やチューニングを行わ
なくても、OLTPワークロード、分析ワークロード、混合ワークロードを極めて高いパフォーマン
スで実行できます。

高パフォーマンスに加えて、データベースの運用を中断せずにCPU使用量をスケールアップ、ス
ケールダウンする機能が搭載されているため、お客様はピーク時の需要を満たすと同時に、従量制
課金の経済性でコストを最小限に抑えられます。

オラクルがあれば、組織は固定リソースの制限から解放され、粒度の細かい柔軟なスケーリングで
ワークロードの変化に瞬時に対応できます。

メリット05

すべてのデータを
利用可能にする

世界でもっとも貴重なデータでも、多種多様な
ソースからのすべての関連データと併せて分
析できなければ、その価値は下がります。
データウェアハウスとデータ・レイクの両方が
分析をサポートするために使われていますが、
全データの価値を最大化するには、この2種
類のテクノロジーをシームレスに連携させる
必要があります。

分析用の主要なデータ管理コンポーネントは、データ・レイクとデータウェアハウスを統合
して、全データへのアクセスを妨げるデータ・サイロを排除するレイク・ハウスです。1つ
のデータ・カタログにより、保管場所に関係なく必要なデータを見つけることができます。
データ統合ツールを使用すると、ユースケースに応じてデータを移動または変換できます。
そして、オープンソースのマネージド・サービスを使用すると、より柔軟に処理と分析を実
行できます。

レイク・ハウスは選択肢を広げます。チームが望むなら、HadoopやSparkベースのアプリ
ケーションとアルゴリズムを使ってデータを処理できます。データがデータ・レイクに保管
されている場合でも、そのデータをAutonomous Databaseを介して問い合わせることがで
きます。アナリストもデータ・サイエンティストも自分で選んだツールと言語を使って、保
管場所に関係なくデータを分析できます。

オラクルのデータ管理プラットフォームは、データが必要な人に対して全データをアクセ
ス可能にすることで、関連情報の一部だけで決定を下さなければならない状況から組織を
解放します。

3.Gartner 『Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Operational 
Use Cases』
https://www.oracle.com/database/gartner-dbms.html
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https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Database/Concepts/adboverview.htm
https://www.oracle.com/database/gartner-dbms.html
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どこでも展開
メリット06

オラクルは、クラウド、オンプレミス、またはハイブリッド・クラウド環境で同じデータベース機能を提供する
ことで、他のどのクラウド・プロバイダよりも先に進んでいます。Oracle Cloud Infrastructureパブリック・クラ
ウド・リージョンとお客様のデータセンター内のCloud@Customer環境で同じAutonomous DatabaseとExadataの
機能を使用することで、特にデータ主権やセキュリティが心配な場合に、組織は1つの場所でデータベースとアプ
リケーションを開発して、必要なすべての場所に展開できます。

オラクルは、包括的な一連の管理、診断、分析サービスをまとめてマルチクラウド環境とオンプレミス環境の両方
にもたらします。
Oracle Cloud Observability and Management Platformは、IT組織が複雑さを緩和し、リスクを減らし、コストを
低減できるようにさらに支援します。完全にサポートされたマルチクラウド・ソリューションをOracle Cloudと
Microsoft Azureに素早く簡単に展開することもできます。アプリケーションを再設計する必要がなく、パフォーマ
ンスや信頼性が低下することもありません。

Oracle Bring Your Own License（BYOL）プログラムにより、現在所有しているオンプレミス・ソフトウェア・ラ
イセンスを、高度に自動化された同等のオラクルのPaaSに使用可能です。BYOLを利用すると、ワークロードに
100パーセント適合する既存のオンプレミス・ライセンスを利用できます。オラクルではOracle Support Rewards
も提供しているため、お客様はOCIへの投資額1ドルごとに0.25ドルの技術サポート費用を削減できます。無期限
ライセンス契約（ULA）を結んでいる場合、削減額はOCIへの投資額1ドルごとに0.33ドルに増えます。

クラウドとお客様のデータセンター内に同じ機能があるため、組織は1つのクラウドやデータセンターの場所
への束縛から解放されます。

メリット07

分析と機械学習への
容易なアクセス
データは、実際に使用しないと役に立ちません。そのため、ITリーダーはパターンや
独自のインサイトを発見する新たな方法を常にアナリストとデータ・サイエンティス
トに提供することで、その組織が競争力を高められるように支援する必要があります。

Oracle Autonomous Data WarehouseとOracle Analytics Cloudを使用すると、ビジネ
ス・アナリストはセルフサービスのデータ・マートやデータ・ラボを容易に作成でき
ます。統合データ・ツールを利用すると、アナリストはITの支援をもう必要とせずに、
OCIや他のクラウド上のオブジェクト・ストレージ、スプレッドシート、ノートパソコ
ンなど各種ソースからデータをインポートできます。アナリストと市民データ・サイ
エンティストは組込みのAutoMLを利用して、機械学習モデルを作成し、データ・マー
トに展開できます。また、複雑さと全体的なコストを増大させる専用データベースを
導入することなく、空間およびグラフ分析にアクセスできます。

Oracle Cloud Infrastructure Data Scienceにより、Pythonを使用しているデータ・サ
イエンティストは、レイク・ハウス、他のクラウド、オンプレミスのデータを使って
モデルを構築できます。オープンソース・ライブラリや最適なフレームワークを使っ
て、機械学習モデルを迅速に構築、トレーニング、展開、管理することができます。
RESTエンドポイントを使用すると、アプリケーション開発者はそれらのモデルをアプ
リケーションに統合できます。

オラクル、サードパーティ、オープンソースのビジ
ネス・インテリジェンス・ツールおよびデータ・サ
イエンス・ツールへの接続により、組織は分析環境
を容易にカスタマイズできます。オラクルがあれば、
複数のデータベース、分析ツール、機械学習環境の
所有で生じる複雑さから解放されます。4.『Oracle Cloud Observability and Management Platform Launch』PromataのCEO、Michael Wolf氏2020年10月6日
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https://www.oracle.com/cloud/architecture-and-regions/
https://www.oracle.com/jp/cloud/architecture-and-regions/
https://www.oracle.com/cloud/architecture-and-regions/
https://www.oracle.com/jp/cloud/cloud-at-customer/
https://www.oracle.com/jp/manageability/
https://www.oracle.com/jp/cloud/pricing/
https://www.oracle.com/jp/cloud/rewards/
https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/autonomous-data-warehouse/
https://www.oracle.com/jp/business-analytics/analytics-cloud.html
https://www.oracle.com/jp/data-science/cloud-infrastructure-data-science.html
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メリット08

アプリケーション開発を
加速化

オラクルのデータ管理プラットフォームに
より、アプリケーション開発者はマイクロ
サービスベースのアプリケーションを複数
のデータタイプを使って、より簡単、迅速
に開発できます。開発者は標準SQL、CLI、
APIを、Kubernetesやサーバーレス機能を
含む多数のクラウドネイティブの開発者向
けサービスと併せて利用できます。開発者
は、JSON、グラフ、またはリレーショナ
ルなど好きなデータタイプを使ってアプリ
ケーション構築を開始でき、必要なときに
は1回のクリックでマルチモデル・データ
ベースにアップグレードできます。

オラクルはOracle REST Data Services（ORDS）を使ったREST APIにより、あらゆる形式の
データにアクセスできる柔軟性を実現します。エンタープライズ・アプリやカスタム・ア
プリへの拡張機能は、統合されたAPEXローコード・アプリケーション開発環境を使って作
成できます。アプリケーション・コードを簡素化し、接続管理、状態管理、アプリケー
ション・タイプへのデータベース・タイプのマッピングなど、基本的な開発作業を自動化
することで、時間が節約され、エラーが減少します。

オラクルのデータ管理プラットフォームを使用すると、IT組織は標準化されたデータ統合、
データ・セキュリティ、データ・アクセス・ポリシーを実装しながら、開発者の期待を満
たすだけでなく、期待以上のことを実現できます。オラクルがあれば、組織は開発者の限
られた生産性を過去のものにし、リソースを最適化して新しいビジネス・イニシアチブを
サポートすることに集中でき、データを最大限に活用することができます。

オープンソース・リソースの選択
メリット09

オープンソース・テクノロジーの世界は常に変化し、革新に満ちています。だからこそオラクルは、
オープンソース・テクノロジーの開発、テスト、改善、サポートに多大なリソースを投じています。

アナリストとデータ・エンジニアはHadoop、Spark、Elasticsearchのようなオープンソース・サービスを
使って、Oracle Autonomous Databaseで構築したレイク・ハウス内のリレーショナル・データ・ストア、
オブジェクト・ストレージのデータを問い合わせることができます。そのため、データ・サイエンティスト
は追加のソースを統合しなくても、必要なデータにアクセスできます。アクセスしたら、ユーザー・プリ
ファレンスやユースケースに従って、オープンソース・ツールまたは市販ツールでレイク・ハウスを処理し
たり分析したりすることができます。

データ・サイエンティストはPythonを使って、機械学習モデルを作成してAutonomous Database内の
Oracle Machine Learningで実行したり、自分で選んだオープンソース・ツール、ライブラリ、フレームワー
ク（Pandas、Matplotlib、TensorFlowなど）をOracle Cloud Infrastructure Data Science Serviceと併せて使
用したりすることができます。

ITリーダーは、完全管理型データベース・サービスであるOracle MySQL Database Serviceを開発者に提供で
きます。開発者は世界でもっとも普及しているオープンソース・データベースを使って、セキュアなクラウ
ドネイティブのアプリケーションを迅速に開発、展開することができます。これは、インメモリ・クエ
リー・アクセラレータであるHeatWaveが統合された唯一のMySQLクラウド・サービスであり、お客様はこ
のサービスを使って、オペレーショナルMySQLデータベースに対して直接分析を実行できるため、複雑で時
間とコストがかかるデータの移動や別個の分析データベースとの統合を排除できます。

アナリスト、データ・サイエンティスト、開発者は、オラクルのAutonomous Data Warehouseまたは
MySQL HeatWaveのうち好きなソフトウェアを使うことができ、データベース環境において自由と選択肢を
手にできます。

5.『Performance comparison of HeatWave with MySQL Database, Amazon Redshift, and Amazon Aurora』
https://www.oracle.com/jp/mysql/heatwave/performance/

07

https://www.oracle.com/jp/database/technologies/appdev/rest.html
https://www.oracle.com/jp/mysql/
https://www.oracle.com/jp/mysql/heatwave/
https://www.oracle.com/jp/mysql/heatwave/performance/
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複雑さを軽減し、コストを低減
メリット10

クラウドでは時は金なりです。オラクルのデータ管理プ
ラットフォームは、時間の節約になる高レベルのパフォー
マンスと自動化の組み合わせでコスト低減を支援します。

データ管理をOCIリージョンやCloud@Customerソリュー
ションのAutonomous Databaseと統合することで、組織は
高可用性を備えたOracle Databaseインスタンスを、コスト全
体 を 低 減 し な が ら よ り 速 く 実 行 で き ま す 。 さ ら に 、
Autonomous Databaseの自動チューニング、自動スケーリ
ング、自動保護機能による一般的なDBAタスクの自動化に
より、運用コストを最大90 %削減します。6

Gartnerは、従来のトランザクション、拡張トランザクション
処理、ストリーム/イベント処理、オペレーショナル・イン
テリジェンスを含む4つすべてのユースケースでOracle
Autonomous Databaseをナンバーワンと評価しています。3

同時に、インメモリHeatWaveテクノロジーを搭載したMySQLオープンソース・データベースは最大
限のパフォーマンスで稼働して、インフラストラクチャ・コストを、大手他社製品と比較して3倍多
く削減します。

「Autonomous Data Warehouseの独自の
機能は非常に素晴らしく、データから意
思決定までの時間を短縮したい組織には
“マストバイ”です」
Moor Insights & Strategy

3.Gartner 『Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Operational Use Cases』
https://www.oracle.com/jp/database/gartner-dbms.html

6.IDCレポート『Ensuring a Fast, Reliable, and Secure Database Through Automation:Oracle Autonomous Database』Carl W. Olofson、2020年3月（PDF）
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/database/fast-reliable-secure-database-through-automation.pdf 2.IDCホワイト・ペーパー『The Real-World Business Value of Oracle Autonomous Data Warehouse』2020年12月

https://www.oracle.com/jp/database/solutions/business-value-of-autonomous-data-warehouse/

オラクルのデータ管理ソリューションは、高度に自動化、統合された高性能なツールの幅広い選択
肢を提供することで、さまざまなスタンドアロン・ソリューションを統合しなければならない複雑
さとコストからお客様を解放します。オラクルがあれば、IT組織、開発者、データ・サイエンティ
スト、エンドユーザーの誰もが、必要なデータに容易にアクセスして、生産性を高め、新たな世代
のビジネス・インサイトを実現できます。

https://www.oracle.com/jp/database/gartner-dbms.html
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/database/fast-reliable-secure-database-through-automation.pdf
https://www.oracle.com/jp/database/solutions/business-value-of-autonomous-data-warehouse/
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お客様がオラクルのデータ管理プラットフォーム
をどのように使用しているのかをご覧ください

オラクルのデータ管理によって複雑さとコスト
高から解放される事例などをご覧ください

無料トライアルでオラクルのデータ管理プラッ
トフォームのメリットを体感してください。

詳細情報

チェックする

無料トライアルの詳細

オラクルで
始めよう

オラクルのデータ管理プラットフォームは、組織全体でのデータのアクセス
方法と使用方法を変えて最適化します。オラクルは、データ管理用のインフ
ラストラクチャとプロセスを簡素化しながら、高速トランザクション、より
価値の高い分析、常時オンのセキュリティ、統合レイク・ハウス、迅速なア
プリケーション開発を実現します。

オラクルは他のどのプラットフォームよりも多くの自動化機能と統合機能を
提供し、これらの機能を世界中のOCIリージョンまたはお客様のデータセン
ターで利用可能にして、極めて柔軟な展開を実現します。

オラクルのデータ管理プラットフォームを使用すると、予算と時間の制約か
ら解放され、複雑さとコストを軽減しながら、イノベーションと収益向上の
ための時間を増やすことができます。

https://www.oracle.com/jp/customers/
https://www.oracle.com/jp/database/
https://www.oracle.com/jp/cloud/free/
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