
Oracleホワイト・ペーパー 
2012年11月  

クラウド統合 - 包括的ソリューション 

 



クラウド統合 - 包括的ソリューション 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免責事項 
本書は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯一の

目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。マテリアルやコード、機能

の提供をコミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判断材料になさらないで

下さい。オラクルの製品に関して記載されている機能の開発、リリース、および時期については、

弊社の裁量により決定されます。 
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はじめに 

クラウドコンピューティングは資本支出を減らし、廉価なサブスクリプションベースのITモデルに移

行する方策として広く認められていますが、多くの企業や組織では、クラウド・アプリケーション

と既存の情報システムの連係まで考慮していません。クラウド・アプリケーションの展開やクラウ

ドベースサービスの利用は比較的簡単ですが、新しいIT資産を既存の企業アプリケーション、

On-Premiseシステムや他のクラウド・アプリケーションとどのように適合するのでしょうか？デー

タの出所はどこでしょうか？関係する業務プロセスはどれでしょうか？クラウドデータモデルと独

立しているエンタープライズデータモデルは必要でしょうか？ 

 

こうした問いは、クラウド利用の有無に関係なく、あらゆる種類の統合プロジェクトに関連するも

のですが、今日では特に関連が大きくなっています。というのも、個別の事業部門がIT部門の目の届

かないところでSaaSアプリケーションを利用する場合があり、その場合、ベスト・プラクティスを

遵守するとは限らないからです。この、部門が個別にクラウド・アプリケーションを導入するとい

う動きは、セキュリティ、信頼性、品質、異なるツールセットの数が急速に増える可能性があり、

新たな課題をもたらすことがあります。 

 

SaaSだけを提供するベンダーは通常、基本的な機能をパッケージ化した統合ツールを提供し、限定

的なシナリオでデータ交換を管理できるようにしています。しかし、こうした複数のベンダーから

提供されている統合ツールを組み合わせる場合、異なるユーザー・インターフェースの管理や、数

多くのコードを様々なプログラミング言語で記述する必要がでてきます。多くのクラウド・モデル

はシンプルさを装っていますが、SaaSアプリケーションを包含するためにアドホックな方法を使っ

てOn-Premiseのアプリケーションのインフラストラクチャを拡張すると、最終的に貴社システムが

複雑になってしまいます。柔軟性と低コストといったクラウド•コンピューティングの約束されたメ

リットを享受するために、SaaSアプリケーションとOn-Premise情報システムとの統一のためのしっ

かりとしたビジョンを持つことを強くお勧めします。 

 

従って、容易に接続できることだけに着目せず、監査や法令遵守、セキュリティ標準、ガバナンス

に注意を払いながら、Cloud Integrationのあらゆる局面がITの戦略ビジョンに沿っていることをCIO

は確認する必要があります。多くのクラウド・ベンダーは、基本的な接続性を実証する簡単な統合

を披露していますが、システム構成の問題、アプリケーションのカスタマイズ、非機能要件、信頼

性、スケーラビリティ、およびセキュリティといった、IT部門が直面する統合時の実際の課題を無視

しています。 
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Application programming interfaces (API)はクラウド・アプリケーションごとに大きく異なります。

各ベンダーはセキュリティやメッセージ配信、メタデータ定義、クエリの抽出条件、オブジェクト・

セマンティクス、オブジェクト・スキーマのための独自のメカニズムを適用しています。これらの

技術的な詳細を隠蔽し、論理レベルでの整合性を実現するための普遍的な方法を持っておくと便利

です。理想的には、インバウンドとアウトバウンドの両方の接続を自動化する様々なクラウド•ベン

ダーのインタフェースを活用している、一元管理された統合プラットフォームで、開発者は複数の

アプリケーション間を仲介することができるはずです。堅牢で、一元管理された統合プラットフォー

ムにより、様々なクラウド•ベンダーが提供するAPIの管理に伴う複雑さを最小限に抑えることがで

きます。 

 

このホワイト・ペーパーではOn-PremiseアプリケーションとOracle Cloudアプリケーションを含む

クラウド・アプリケーションとの統合について、普遍的かつ実利的な視点からご紹介します。Oracle、

Salesforce、Workayを例としていますが、ここでのべる原則は多くのベンダーに適用できます。こ

れらの統合の中心となるのが、Oracle Fusion Middleware製品群の中の、Oracle SOA Suiteおよび

Oracle Data Integration製品です。これらの製品は、あらゆるタイプの情報システム、導入モデル、

SaaSベンダーやPaaSインフラストラクチャに対応する統合プラットフォームであり、開発、管理、

セキュリティ、およびガバナンスのためのツールから構成されています。 

 
 



クラウド統合 - 包括的ソリューション 

 
 

7 

Putting Cloud Integration in Context 

 

注文を満たすための顧客アカウント・データの同期といったような特定のビジネス目標を達成する

ために、統合ではシステム間の情報交換を伴いますが、アプリケーションやデータの在処、つまり

データセンター内にあるかクラウド・プロバイダの下にあるかどうかで、この基本的なビジネス要

件が変わることはありません。多くの企業がクラウドへの投資にコミットしてきましたが、これら

の組織のほとんどは、On-Premiseのシステムと組み合わせて対応したり、別のクラウド・アプリケー

ションからデータを取り出して対応したりする必要があります。 

例えば、On-PremiseのCRMアプリケーションに依存している企業が、SaaSベースのCRMアプリケー

ションを使用する企業を買収する可能性があります。アカウント・マネージャーは、一貫した方法

で両システムからデータにアクセスでき、これらのシステム間でデータを共有でき、最終的にはす

べての顧客を網羅するレコードの信頼すべきシステムを確立できる必要があります。個々の部門が

独自のSaaSベースのCRMアプリケーションを利用している場合、多様性が企業に入り込んできます。

部門のユーザーはクラウド・アプリケーションの素早い導入とその利便性を享受することができる

でしょうが、依然として企業のCRMシステムへのデータアクセスは必要であり、おそらく、両者の

データをマージする必要があります。 

同様に、人事システム、給与システム、インセンティブ報酬システムは、通常、従業員に適切に支

払われたとされるような情報を交換する必要があります。これらは古典的な統合シナリオで、IT担
当者が何十年もの間扱ってきました。企業がクラウドにこれらのビジネス機能の1つ以上を移動する

と、必要な接続を作成することになります。例えば、メインの従業員データはOn-PremiseのHRシス

テムに存在するとしましょう。給与、人材管理、インセンティブ報酬、または他の従業員に関連す

る機能のためのSaaSベースのサービスを利用する場合、クラウドとOn-Premiseシステム間でデータを

やりとりする必要があります。 

ほとんどの企業では、何年もかけて生産性を阻害するデータの「サイロ」をなくそうとしてきまし

た。IT部門は、CORBAからクライアント/サーバー、Webサービス、EAIとSOAといった、新しい統

合パラダイムにうんざりしています。数十年にわたってインタフェース定義、ガバナンス、信頼性、

トランザクション管理、例外処理、トランザクションの監視といった重要な問題を整理して終わら

せたのに、クラウド時代のために車輪を再発明しなければならないのでしょうか？クラウド•アプリ

ケーションが、新しいサイロになるのでしょうか？ 

適切に計画しなければ、定評のある統合アーキテクチャをバイパスし、個々の部門からクラウドへ

のポイント・ツー・ポイント接続が特徴の、「偶発的なSOAクラウド・アーキテクチャ（Accidental SOA 
Cloud Architecture）」に簡単に転換してしまいます。こうしたカスタム・インタフェースには、戦略

的というよりは戦術的な問題、つまりエンド・ポイントが変更されたときにアップグレードが困難

になる「脆い接続」につながる問題をはらんでいることが多いのです。 
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Business units bypassing IT best practices (security, SLAs, monitoring, etc.) resulting in an “Accidental SOA Cloud Architecture” 

 

これらのアプリケーションがひとたび導入されると、集中監視機能や管理機能がないために、シス

テム管理者にとって余分な作業が発生します。そして、特定の統合に対する明確なオーナーシップ

や一元管理されたアカウンタビリティがないため、最終的にインタフェースの作成や維持のための

様々な熟練したリソースを企業は雇用し、維持しなければならなくなってしまいます。 

クラウド・データおよびクラウドの機能をOn-Premiseの情報システムと共有しなければならないこと

がよくあります。同様に、ローカル・データに依存するプライベート・クラウドは、多くの場合、

マルチステップのワークフローの一部として、ファイアウォールを経由して、クラウドベースのア

プリケーションにデータを渡したり、イベントを発行したりする必要があります。柔軟性に欠ける、

管理が困難な「スパゲッティ状態の統合」を新たに作りたくないのであれば、こうした施策をすす

める上で、バランスを取って慎重に計画する必要があります。 

特にロジックや情報をこのように交換する必要があるアプリケーションの存在故に、アナリストや

業界の専門家は、統合をクラウド・サービスの採用への障壁の一つであると言及することがよくあ

ります。SaaSの接続性を理解しているテクニカルアーキテクトや、交換されるデータの複雑さを理

解しているファンクショナルアーキテクトを含むITプロフェッショナルの間で、SaaS 統合がもっと

も求められるスキルの一つになってきたことも当然のことでしょう。SaaS 統合の課題は、実際のと

ころ、On-PremiseのCRMおよびERPシステムで直面した統合の課題よりも大きいかもしれません。統

合の問題自体は変わっていないものの、クラウドは、特に検討すべき別の複雑性をもたらしている

からです。 

 

Oracle Fusion Middlewareの紹介 

幸いなことに、Oracle Fusion Middlewareという統合ツール群で、これらの統合シナリオのすべてを扱

うことができます。レガシー・システムとOn-Premise、クラウド間で直接接続しデータ交換できます。

Oracle Fusion MiddlewareファミリーのOracle SOA Suite、Oracle Data Integrationおよびその他のコン

ポーネントは、多様なIT環境を簡素化する統合機能をまとめて提供しています。 
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OracleはWebサービスをサポートしているので、この統合プラットフォームを使い、On-Premiseとク

ラウドベースのサービスを簡単に接続することができます。開発者はアプリケーション間やデータ

モデル間の技術的なニュアンス（接続オプション、セッション管理、認証、認可など）を隠蔽する

アダプタを使い、クラウド・アプリケーションから、もしくはクラウド・アプリケーションを呼び

出すWebサービスを起動し、On-Premise情報システムと接続できます。手元のシステムがPeopleSoft、
Oracle E-Business Suite、JD Edwards、SAP、Salesforce、または他の一般的なアプリケーションであろ

うとなかろうと、OracleはシンプルなWebサービスを公開し、On-Premiseアプリケーションを呼び出

すことができます。標準ベースのWebサービス技術を使用して構築された最近のアプリケーション、

例えばOracle Fusion Applicationsであれば、このようなアダプタは不要です。また、Oracleは、レガ

シー・データベースやファイル・システムへのネイティブ・コネクタを提供しています。 

 

A SOA Foundation 

ほとんどのクラウド・アプリケーションではWebサービスをサポートしているため、サービス指向

アーキテクチャ（SOA）は、クラウド統合に対処するための理想的なプラットフォームです。確立

されたSOAの概念、考慮事項、およびデザイン・パターンの多くは、 On-Premiseだけの統合シナリ

オに比べて、クラウド統合の世界でより一層重要になっています。Oracle SOA Suiteは容易な接続性

を提供しており、開発者が普遍的なサービスを設定、管理し、コンポジット・アプリケーションや

ビジネス・プロセスにそれらを統合することができます。共有サービス、プロセス•オーケストレー

ション、イベント処理、ビジネスアクティビティモニタリングの基盤としてエンタープライズサー

ビスバス（ESB）を利用すると、将来利用するクラウド・サービスが増えても、組織はアプリケーショ

ン・インフラストラクチャ全体に対する可視性を保つことができます。 

 

A unified approach to integration with Oracle SOA Suite and Data Integration components 
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統合の種類 

クラウド統合シナリオはおなじみのモデルに分類されます。アプリケーション統合は、イベント駆

動、疑似リアルタイムの連係で、業務にインパクトを与えるものです。例えば、顧客に製品を販売

するオンライン小売業者の場合、顧客向けウェブサイトを通して受け付けた注文情報はバックエン

ドのフルフィルメント・システムへ流す必要があります。このフルフィルメント・システムは、注

文確認、在庫管理、出荷に関連するプロセスを開始します。プロセスはフロントエンド・システム

がOn-Premiseであろうがクラウド上であろうが比較的類似しています。CRMアプリケーションは、

バックエンドのフルフィルメント•システムに注文情報をルーティングするように、宛先アプリケー

ションに情報を送信します。 

バッチ・モードで大量のデータを移動する場合、例えば販売データベースをクラウドに移行して、

クラウドベースの顧客管理システムにデータを投入する場合に、データ統合シナリオが関わってき

ます。これらの例では、日次、夜間、週次といった頻度とデータ統合の量を考慮する必要がありま

す。履歴データのバッチ・アップロードの後、日次、週次、または月次の定期的なデータ更新が続

く可能性があります。これらの統合がOn-Premiseで行われている場合、セキュリティはそれほど問題

になりませんが、クラウド・アプリケーションと連係している場合、セキュリティ要件はOn-Premise
間の連係の場合よりも確実に厳格になります。 

リアルタイム連係やバッチ連係のために、開発者はいつでもポイント・ツー・ポイント・インタフェー

スを設定することができますが、プロトコル、ファイル・フォーマットやメタデータはクラウド・

ベンダーごとに異なります。特に貴社のIT環境に関わるクラウド・プロバイダの個数が増えるにつ

れ、これらの差異を手作業で記述せずに、こうした違いを隠蔽するデータ統合プラットフォームへ1
回だけコーディングして時間を節約するはずです。 

Oracleは、これらのインタフェースを作成し、維持するためのシンプルで一貫性のある方法を提供し

ます。インタフェースがSaaSからSaaS、SaaSからOn-Premise、On-PremiseからSaaS、On-Premiseから

On-Premiseといったことは問題ではありません。OracleはOracle Fusion Middlewareを使って任意の種

類のSOAP/REST Webサービスと接続することができます。 

 

クラウド統合の例 

ほとんどの連係ツールではWebサービスを作ってOn-Premiseシステムからクラウドを呼び出すので

すが、新たな導入方式（On-Premise、ホスティング、クラウド）、複数のクライアントのプログラミ

ング言語（Ruby on RailsやPythonなど）、モバイルクライアントの利用の増加（軽量Webサービス/ 
RESTのニーズ）、そして高まるセキュリティ要件の結果、堅牢なミドルウェア環境を使って仲介す

るべきでしょう。ほとんどの統合ツール・ベンダーは、一般的なWebサービス標準をサポートしてお

り、WSDL（Webサービス記述言語）をダウンロードし、利用してアプリケーションと周囲の情報シ

ステムとを連係できます。しかし、Webサービスごとに異なるメトリック、オブジェクト構造、およ

びセキュリティ要件があります。 

これらのWebサービス•フレームワークをOracle Fusion Middlewareで簡単に利用できます。以下で3例
をご紹介します。 
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Oracle Fusion Applications Integration using Oracle SOA Suite 

Oracle Fusion ApplicationsからWebサービスを起動する場合には以下の手順に従って構成します。 

1. クラウド上のFusion ApplicationsのOracle Enterprise Repository (http://fusionappsoer.oracle.com) 
からWSDLを入手します（Oracle.comアカウントによるログインが必要）。Asset TypeにADF 
Serviceを選択し、サービス名（例えばAccount）を入力して検索して、結果リストから所望

のサービス、例えばTrading Community Accountを拾い出します。Detailタブをクリックする

と、抽象WSDLだけでなく、貴社環境での具体的なWSDLを検索するためのURLパターンも

確認できますので、ホスト名とポート番号を置き換え、WSDLをダウンロードします。ここ

で注意いただきたいのは、すべてのサービスがSaaSモードでご利用いただけるわけではな

いということです。「内部」での利用に限定したサービスはファイアウォール内にあるた

め外部の仮想ホストに公開されていませんので、選択したサービスが外部クライアントか

ら呼び出せることを確認するために、サービス定義のTaxonomyタブをクリックして

KeywordがExternalになっていることをチェックします。 

2. Oracle JDeveloperで、BPELプロセスを使うSOAプロジェクトを作成し、Oracle Fusion 
Applicationsと連係します。手順1で取得したWSDLを基にパートナー・リンクを作成しましょ

う。 

3. このパートナー・リンクに対応したセキュリティ・ポリシーを適用します。貴社環境がSSL
を使える環境の場合、標準でoracle/wss_username_token_over_ssl_client_policyを利用できます。

その他（アイデンティティ伝播のための）SAMLポリシーやWS-Securityのメッセージ保護が

有効なポリシーを選択することもできます。 

Oracle Fusion Applicationsからのアウトバウンドサービスを介して呼び出されるためには、以下の

手順に従って構成します。 

4. SOAPエンド・ポイントを持つBPELプロセスにReceiveアクティビティを設定し、Application 
Composer Object Workflow Outbound MessageのページでOracle Fusion Applicationが文書化し

ているWSDLやXMLスキーマを使ってプロセスを実装します。このプロセスを、Fusionオブ

ジェクトを理解する、必要に応じて他のOn-Premiseやクラウド・アプリケーションへのリク

エストを仲介する中間的なWebサービスとみなすことができます。例えば、On-Premiseのマ

スタデータ管理システムが作成した新規顧客情報を同期したり、Oracle RightNow CXクラウ

ド・サービスで連絡先として作成したりできます。 

5. コンポジットをデプロイし、エンド・ポイントのURLを取得します。 

6. Oracle Fusion Applicationsで、 Outbound Messageページの Application Composer Object 
Workflowページにエンド・ポイントのURLを登録します。これで、このアウトバウンド・

メッセージをSOAコンポジットで受信し、必要なビジネス•プロセスが処理することができ

ます。 

 

Oracle SOA Suiteを使用したSalesforce統合 

Salesforceのセキュリティ・モデルを利用するには、以下の手順に従って構成します。 

1. Salesforceのインスタンスに管理者としてログインし、Enterprise WSDLを入手します。WSDL
には種々のWebサービスオペレーションの定義だけでなく、標準オブジェクトやカスタム・

オブジェクトの定義も含まれています。Enterprise WSDLは [設定]  [開発] | [API] をクリッ

クし、[Enterprise WSDL の生成] で入手します。 

http://fusionappsoer.oracle.com/
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2. Salesforceとの連係において、2つの考慮点があります。 

a. Salesforceのサービス・エンド・ポイントは動的に変化するため、サービス定義時

にハードコーディングできない 

b. login webサービスを呼んだ後、動的にセッションIDが作成されるが、その後、

SalesforceのWebサービスを呼び出すごとにこのセッションIDを渡さなければなら

ない。これはSalesforceがwebサービス呼び出しを検証するために用いるセキュリ

ティメカニズムである。 

3. Oracle JDeveloperでは、Salesforceと連係するためのBPELプロセスを持つプロジェクトを作

成し、手順1で取得したWSDLを基にしてパートナー・リンクを作ります。 

4. http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing か ら イ ンポ ー ト した ス キ ーマ にあ る

EndpointReferenceというメッセージタイプを基に、動的なエンド・ポイントを取り扱うため

の変数を作成します。 

5. Enterprise WSDLからHeaderというメッセージタイプを基に、セッションIDを取り扱う別の

変数（例えばHeaderVariable）を作成します。 

6. loginオペレーションを呼び出すためのInvokeアクティビティを作成し、リクエスト、レスポ

ンスのための新しい変数を作成します。 

7. Invokeアクティビティの前にAssignアクティビティを作成し、ユーザーとパスワードを

loginRequest変数で更新します。 

8. loginResponse変数から、 

a. エンド・ポイントURL変数を更新します 

b. セッションIDをHeaderVarialeにコピーします 

9. 以後、SalesforceのWebサービスを呼び出すすべてのInvokeアクティビティでは、セッション

IDを渡す必要があります。これはInvokeアクティビティのheaderタブで以下のように設定し

ます。 

 

10. Salesforceでアウトバウンド・メッセージを作成すると、Salesforceがwebサービス（BPELの
Receiveアクティビティ）を呼び出すことができます。このアウトバウンド・メッセージを

拾うには以下の手順に従って構成します。 

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing
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a. Salesforceでアウトバウンド・メッセージを作成し、ダミーのエンド・ポイントを

使う 

b. アウトバウンド・メッセージのWSDLを入手します。 

c. 手順bで入手したWSDLに基づき、SOAPエンド・ポイントを公開するBPELプロセ

スもしくはMediatorを作成します。 

d. 手順cで作成した実際のエンド・ポイントに基づいて、Salesforce上のエンド・ポイ

ントを更新します。 

e. Salesforceでアウトバウンド・メッセージを有効化します。 

f. これでこのアウトバウンド・メッセージをBPELプロセスで受信し、要件に応じて

処理できるようになります。 

 

Oracle SOA Suiteを使用したWorkday統合 

Workdayクラウドとの連係は以下の手順に従って構成します。 

1. BPELプロセスと連係したいWebサービスオペレーションを持つWSDLを取得します。

WorkdayはWebサービスオペレーションを機能で分類しており、例えば、applicantに関する

Webサービスオペレーションと連係する場合、Satffing WSDLを入手する必要があります。 

2. 手順1で入手したWSDLを基にパートナー・リンクを作成します。 

3. カスタム・セキュリティ・ポリシーをこのパートナー・リンクに適用します。このセキュ

リ テ ィ ・ ポ リ シ ー は 、 タ イ ム ス タ ン プ ・ オ プ シ ョ ン を 外 し た 標 準 の

oracle/wss_username_token_over_ssl_client_policyをベースとしています。 

a. Oracle Enterprise Managerを使ってドメインに移動します 

b. ドメインを右クリックし、Webサービス＞ポリシーを選択します 

c. oracle/wss_username_token_over_ssl_client_policyをコピーし、以下の図のようにタイ

ムスタンプ・フラグのチェックを外します。 
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4. Workdayから呼び出されるWebサービスにセキュリティ・ポリシー（ユーザーとパスワード）

を適用する必要があります。これはOracle SOA SuiteのWebサービス管理機能を使って実施

します。WorkdayのアウトバウンドEIB（Enterprise Interface Builder）を構成する際にこれら

の資格証明が必要です。 

 

サービスの集約 

クラウド•ベンダーが提供するほとんどのAPIは、粒度が細かいため、お客様はサービス集約として

知られているデザイン・パターンに沿って、これらの個別のAPIを組み合わせ、インバウンド•サー

ビスを構成する高レベルのデータ交換機能を作成する必要があります。Oracle Fusion Middlewareは、

おなじみのBusiness Process Execution Language（BPEL）とグラフィカル・ユーザー・インタフェース

でこの作業を支援します。Oracle BPEL Process Managerを使うと、様々な異種システムのサービス呼

び出しを統合し、単一のサービス•コールを介して、集約したものを公開することができます。Oracle 
BPELエンジンは、ビジネス・プロセス間のやりとりを調整しながら、複数のサービスプロバイダ間

のサービス呼び出しを統合することができます。 

 

 

Oracle BPEL process manager shown with service level orchestration across multiple on-premise and cloud applications 
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サービス集約により、アプリケーション設計者は粒度の細かい箇所を無視して、ハイレベルの操作が可

能です。例えば開発者は、複数のWebサービス呼び出しを単純にドラッグ・アンド・ドロップして、単一

のアプリケーション（例えばTaleoサービス）とのAPIの会話を処理し、クライアントにWebサービスを公

開できます。また、開発者は情報が不足しているレコードにデータを追加したり、データ変換してERP
システムが期待するレコードに加工したりといったデータ拡充も可能です。さらに、企業全体で簡単に

再利用できる新たな付加価値をもたらすビジネス機能を作成して、（上記スクリーンショットに示すよ

うな）複数のアプリケーションとやりとりするサービスを公開することもできます。 

 

サービスの仮想化 

サービスの仮想化により、サービス呼び出しのグループに対し同レベルの抽象化を提供します。こうし

た状況では、Webサービス呼び出しは直接アプリケーションを呼び出すのではなく、Enterprise Service Bus
を介して正しいアプリケーションに振り分けるべきです。こうした仮想アーキテクチャにより、クライ

アントはサービスプロバイダと疎結合になり、企業は簡単にクラウド・ベンダーを追加したり削除した

りできるようになります。統合プラットフォームはサービス・バスと連係し、サービス・バスはプロバ

イダと連係します。プロバイダがAPIの定義を変更した場合、その変更はサービス・バスが処理します。

サービス・バスは数多くの異なるデータタイプやネットワーク・プロトコルを共通フォーマットに転換

する柔軟性をもっており、On-Premiseアプリケーションを変更する必要はありません。 

一流のクラウド・ベンダーは毎年2～4バージョンをリリースする傾向にあるため、この機能は今日

のSaaSマーケットでは特に重要です。サービスを仮想化せずにこれらの新しいバージョンと連係し

てしまうと、システムをこうした頻繁な更新に自社システムを同期するというとんでもない負担を

IT担当者に負わせてしまうことになります。 

  

例えば、給与システムがプライベート・クラウド上にある企業で、後にSaaS版の給与システムを利

用すること決めた場合でも、サービス仮想化層に対する簡単な修正により、企業は大幅な修正をせ

ずにすみます。ミドルウェア・プラットフォームは十分に包括的で柔軟性があるため、2個のデプロ

イメント間の差異を自動的に処理できます。同様に、クラウド・ベンダーが買収されたり業務を停

止したりした場合に、貴社のインフラストラクチャとクラウド間を分離する層を作成しておくとリ

スクを低減できます。サービス仮想化を利用すると、最小限の変更で、貴社要件にもっともマッチ

したクラウド・ベンダーを採用できます。 
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サービスの仮想化はSaaSインスタンスをカスタマイズしている場合に特に有用です。一度変更する

と、クラウド・ベンダーはカスタマイズしたWSDLを生成してくれますが、その特定のAPIを利用す

るすべてのクライアント・インタフェースをアップデートする必要があります。しかし、すべての

クライアントが共有サービス層に連係している場合、アップデートされるべき新しいカスタマイズ

を含む、API呼び出しへの変換をミドルウェア・プラットフォームがやってくれます。 

 

 

Sales and Marketing departments interfacing with Oracle Cloud, 3rd party cloud vendors, and on-premise applications through service 

virtualization thereby eliminating point-to-point integration challenges 

 

セキュリティ考察 

On-Premiseの企業がクラウド・アプリケーションを含めるように展開すると、セキュリティへの関心

が高まります。トランスポート層、メッセージ層、認可層で情報を保護するセキュリティ・ポリシー

には通常のOn-Premiseのセキュリティの話題だけでなく、いくつか新しい話題もあります。IT担当者

は継続的にサービス拒否攻撃（DoS）や不正なサイトからの侵入といった脅威に対処する必要があり

ます。SOX、HIPAA、PCIデータセキュリティ、その他の規制では、クラウド・サービスとの通信時

に、企業はプライバシーとデータの整合性ポリシーを確立するよう求めています。 

Oracle Enterprise Gatewayは、Amazon Webサービス（AWS）などのクラウド・サービスをつなぐAPI
キーを含む、これらの接続のすべてを管理します。これにより、サービスへのアクセス、使用状況、

可用性のための重要なガバナンスを効かせることができ、Force.comやGoogle Appsなどのマルチドメ

イン・サービスを集約します。また、このアプローチでは、頻繁にアクセスされるデータをキャッ

シュすることで、コントロールできない遅延や障害を軽減するのに役立ちます。 
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Oracle Enterprise Gateway working in conjunction with Oracle Identity Management 

 

Oracle Enterprise gatewayはOracle Access Manager、Oracle Entitlements Server、Oracle Web Services 
Manager、Oracle SOA Suiteと緊密に統合されているので、Webサービスリクエストに対しトランス

ポート・レベル、アプリケーション・レベルのセキュリティを提供することができます。 

Oracle SOA Suite内のWebサービス管理機能と組み合わせて、IT管理者はWebサービス呼び出しを認

証、認可するポリシー（ユーザー名/パスワードやSAMLトークン、機密データの暗号化など）を設

定することができます。これらのセキュリティ定義は、関連するサービスの実装と疎結合になって

いるので、管理者はコードを一行も書かずにポリシーを簡単に変更または更新することができます

し、ポリシーをOn-Premiseとクラウドのアプリケーション間で交互に適用することができます。最後

に、Webサービスのセキュリティは密接にアイデンティティ管理に関連しているので、Oracle 
Enterprise Gatewayを使うと、Oracle Identity Managementの機能のための統一されたセキュリティ・ポ

リシーを適用することができます。 

 

モニタリングと管理の統合 

エンタープライズ・クラウド・アプリケーションや従来のITアプリケーションがサポートされてい

るかどうか、積極的にこれらのビジネス•アプリケーションとその基盤となるITインフラストラク

チャを監視できるようにする必要があります。長期的な目標は、クラウド・リソースを単なる技術

的なコンポーネントとしてではなく、ビジネス・サービスとして管理することです。ビジネス・プ

ロセスがOn-Premiseとクラウドベースのシステムに分散している場合、エンドツーエンドの監視は特

に重要です。例えば、注文入力トランザクションがOn-Premiseのシステムで発行され、クラウドベー

スのCRMシステムに更新を伝播し、その後、レガシーの倉庫管理システムにログインして在庫を確

認しているものとします。このワークフローのどこかで問題が起こった場合、問題の原因を特定す

るのが困難な場合があります。Oracle Enterprise Managerの中で利用可能なOracle SOA Management 
Packは、1つの管理コンソールを使用してメッセージの全体の流れを見ることができます。 
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Unified end-to-end flow trace in a single interface within Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c 

 

この完全なクラウド•ライフサイクル管理ソリューションを使用すると、アプリケーションからディ

スクまでの一貫した監視機能を使って、エンタープライズ•クラウドと従来のオラクルのIT環境を素

早く設定、管理、サポートすることができます。SOA Management Packには、IT環境のすべての要素

を識別する検出機能と、共有インフラストラクチャとしての環境を調べる方法をITプロフェッショ

ナルにアドバイスするキャパシティプランニング・ツールも含まれています。ウィザードで設定で

きる、役割ベースの管理コンソールは、キャパシティプランニングからチャージバックまでのすべ

てを管理するのに役立ちます。 

SOAアクティビティを管理するための一般的なリポジトリがない場合はどうしましょう？SaaSのみ

を提供しているベンダーは通常、詳細なAPIのマニュアルもしくはすべてのWSDLを記載している非

常に簡略化されたページを提示することでしょう。 

しかし、サービスが期待する利用パターン、SLA、ロールベースアクセス制御の可視性、変更管理の

基礎となる統合メタデータの依存性分析が明確でない場合、クラウドへの取り組みが進むにつれて

すぐにIntegrationの作業がふくれあがります。 

Oracle Enterprise Repositoryは、SOA資産を取り巻く情報とそれらの依存関係の真の単一ソースとして

機能し、サービス消費者、プロバイダ、ポリシー決定ポイント（PDP）、および他のガバナンス・ツー

ル間でメタデータとサービス情報を自動交換するための共通の通信チャネルを提供します。ケース

バイケースでこれらの問題に対処するのではなく、このリポジトリを使い、計画中、開発中のアセッ

トを含む、SOAエコシステムと依存関係全体に可視性を提供します。 
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まとめ 

クラウド統合を2ページのホワイト・ペーパーや5分のデモにまで単純化したいという誘惑にもかか

わらず、クラウド統合戦略は単純な接続性だけでなくうまくまとめられたと思います。このホワイ

ト・ペーパーでは包括的なクラウド統合ソリューションを説明してきました。このホワイト・ペー

パーは接続性から始まっていますが、サービスの仮想化、セキュリティ、セキュリティ・ゲートウェ

イ、サービス集約、統一された監視・管理といった等しく重要なトピックを含んでいます。 

ソフトウェア統合に関して、ここ20年間にわたって真実であることを示している1つの教訓は、アプ

リケーション・プロバイダーとクライアント間を密結合、独自方式、ポイント・ツー・ポイントに

接続しない、ということです。その代わりに、サービス・バスや仮想化層との論理的な接続を作成

して、後で継続的に各インタフェースを情報システムが進化、変化に合わせて書き換えなくてすむ

ようにすべきです。SaaSマーケットが激しく動いている今日の状況では、これは特に重要です。柔

軟な統合プラットフォームを持っていれば、企業は接続のオプションを最大化しつつ、リスクを低

減することができます。 

On-Premiseからクラウド・ベンダーを含むハイブリッド環境に移行する場合、外部の企業がインフラ

ストラクチャの不可欠な部分になります。これらのベンダーがすべて、貴社のビジネスで確立した

同じポリシー、手順、原則を掲げているとは限りません。パブリック・クラウドを使用する際の最

大の問題の1つは、On-Premiseアプリケーションとの統合です。この問題を解決するためには、シー

ムレスに一貫性のある方法で異種技術を「橋渡しする」ことが可能な、共通プラットフォームに対

する普遍的な接続性を有効にする必要があります。 

Oracle SOA Suite、Oracle Data Integrator、Oracle Enterprise Repository、およびOracle Enterprise Manager
を含むOracle Fusion Middlewareコンポーネントは、数多くの一般的なデータベースやアプリケーショ

ンに対するコネクタやアダプタに支えられた、まとまりのある、柔軟な統合プラットフォームを提

供します。この統一されたアプローチは、各SaaSベンダーが提供する数多くの異種統合ツールセッ

トを管理するパッチワーク戦略よりも優れています。貴社の情報システムがどんなに進化しても、

Oracleはあらゆる種類のクラウド・サービス、アプリケーション、インフラストラクチャを収容する

統合された連係プラットフォームを使って、複雑性を軽減することができます。 
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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X/Open Company, Ltd.によってライセンス提供された登録商標です。1112 
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