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免責事項 
下記事項は、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。以下の事項は、マテリアル

やコード、機能を提供することをコミットメント（確約）するものではないため、購買決定を行う際

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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サービス・カタログによるエンタープライズ・クラウドまでの工程の実現 

クラウド・コンピューティングが約束する、俊敏性の向上、リスク低減、コスト削減という利点は本
当のことではありますが、この約束を果たせるかは採用するアプローチにかかっています。エンター
プライズ・クラウドへの完全な転換には数年かかる可能性があり、しかも組織の多くの側面やロー
ル、プロセス、ポリシー、およびサービス・デリバリが影響を受けます。これまで、多くの企業が自
社の転換プロセスを複数のフェーズに分割してきました。これが、エンタープライズ・クラウドまで
の工程です。 

 
図1：エンタープライズ・クラウドまでの工程 

この転換プロセスの最初の手順は標準化で、標準化をサポートする重要な成果物の1つがサービス・
カタログです。サービス・カタログは、IT組織が提供するサービスを説明するドキュメントとアーチ
ファクトのコレクションで、それらのサービスが提供および管理される方法が規定されています。 

標準化されたサービスは、カスタム・サービスよりも迅速に繰返しデプロイできます。これにより消
費者は、より信頼できるサービスに、より迅速にアクセスできるという恩恵を直接受けられます。ま
たプロバイダーは、プロビジョニングの基本事項に必要な時間が少なくなり、より価値の高い取組み
に集中できます。 

標準化されたサービスのライフ・サイクルでは、メンテナンス期間、計画外停止期間、およびシステ
ム負荷がかかる期間において動作が予測可能になります。消費者とプロバイダーには、これらのシナ
リオの見込みを示す共通のドキュメントが提供されます。 

標準化された環境への移行は、重要な利点をもたらす大きな変更となります。標準化が適切に行われ
ることで、以降の手順の準備にもなります。たとえば、大部分のデプロイメントで同じオペレーティ
ング・システムとデータベースのバージョンが使用されている場合は、それらのデプロイメントを1
つの共有オペレーティング環境に統合する方が容易です。 

  



サービス・カタログ：標準化されたデータベース・サービスの定義 
 

3 

 

 

この工程のサービス・デリバリ・フェーズでは、動的なポリシー駆動型のリソース管理に焦点を当て
ています。標準化されたコンポーネントでそれらの機能がサポートされる場合は、サービス・デリバ
リ・モデルを有効化することが、環境でサポートされる機能とオプションをアクティブ化する簡単な
方法です。アップグレードや再設計は必要ありません。 

効果的な標準化 

標準化の効果はいくつかの要素に依存します。企業のサービスは、厳格に標準化されるほどよいと考
える人もいるでしょう。しかし、単一のデプロイメント・オプションでは大企業のIT要件のすべてを
満たすことはほとんどできません。その対極として、各部門または機能チームは、各グループが適宜
実行している内容を単純に説明する個々の"標準"を作成できません。 

効果的な標準化が行われるようにするには、次が必要になります。 

 

• 企業全体に対する適用 

• 現在および将来の大多数のユースケースへの対応 

• 例外の最小化とその例外の許可 

 

サービス・カタログが適切に実装およびメンテナンスされていると、効果的な標準化が実現します。 

全社的なIT資産のエンド・ツー・エンド・ビュー 

 

それぞれの企業には、IT組織が提供する内容を定義し、その提供する内容をサポートするコンポーネ
ントとプロセスを規定する単一の情報源が必要です。サービス・カタログは、単一の情報源として一
貫性と均一性を監査できるため、標準化（または標準化が欠落していること）をすぐに確認できま
す。これにより、標準化の作成と施行が容易になります。 

明確で一貫した用語により、すべてのサービスの提供内容が定義されます。そのため、消費者が各
サービスで提供される内容（および提供されない内容）と各サービスのコストを把握できるようにな
ります。必要に応じて、サービスを企業内の他のサービスと比較することも、外部（パブリック・ク
ラウド）サービスと比較することもできます。 

現在および将来の大多数のユースケースへの対応 

 

サービスは、現在および将来の消費者のニーズを満たすように設計する必要があります。これを実現
するには、IT組織（これ以降は"プロバイダー"と呼びます）とエンドユーザー（これ以降は"消費者"と
呼びます）が共同してサービスを開発および強化する必要があります。 
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プロバイダーと消費者が交流して製品を定義および評価するために、消費者はフォーラムを利用し
てフィードバックを提供したり、新製品やサービスのコレクションを把握したりできます。プロバイ
ダーには、サービスを見直すためのフレームワークと、適切なサービスや有益な動作を消費者に案内
するための機会が用意されています。 

例外の最小化とその例外の許可 

 

レガシー・アプリケーションや例外的なリソース要件などの標準でない事例に対応できるように、あ
る程度の柔軟性が必要です。そのような例外を識別して処理するための方法を定義することが、標準
化の必須条件であり、これをサービス・カタログで文書化する必要があります。 

例外プロセスは煩雑になりすぎないようにしてください。煩雑になりすぎると、管理する際に時間が
かかり、競合が発生しやすくなります。例外が必要な消費者は、ワークロードを他の場所で処理でき
ます（パブリック・クラウドでの処理や"シャドウIT"シナリオの作成など）。 

また、安易に例外を許可しないでください。安易に例外を許可すると、新しい標準の導入が消費者に
強制されなくなり、従来どおりの業務を維持することで満足するようになります。 

消費者単位の柔軟性（低標準化）とビジネスの俊敏性（高標準化）の適切なバランスは、すべてのス
テークホルダで一貫した、時間の経過に適応可能なフレームワークを、消費者とプロバイダーが共同
して開発および強化する場合にのみ見つけることができます。サービス・カタログとその適切な管理
により、その目標が達成されます。 

サービス・カタログの概要 

カタログは、対象読者によって異なるコンポーネントに分割されます。全体的には、サービス・カタ
ログによって、IT資産全体とその管理のエンド・ツー・エンド・ビューが提供されます。 

 

• ビジネス・カタログでは、主要な機能の簡潔な説明と利用可能なサービスのコストが消費者
に示されます。 

• 選択したサービスがセルフサービス・カタログに公開されて、消費者が単独でそれらのサー
ビスをオンデマンドでプロビジョニングできるようになります。 

• テクニカル・カタログは、サービスをデプロイおよび管理するためのプロバイダー向けの詳
細なガイドです。 

• 例外を識別および処理するための条件が規定されます。 
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図2：サービス・カタログのコンポーネント 

ビジネス・カタログ 

ビジネス・カタログは、利用可能なサービスの消費者向けのビューです。通常、3つ以上のサービス
が定義されます。多くの場合、それらのサービスはブロンズ、シルバー、ゴールドなどのスキームで
ラベル付けされて、区別の概要が示されます。サービスごとに、サービスの機能、ポリシー、および
手続きが、消費者にとって適切である正式の用語で文書化されます。 

各サービスの定義には次が含まれる必要があります。 

 

• ビジネス用語で記述されたサービスの説明 

• サービスを定義するサービス・カテゴリごとの、提供されるサービスのレベルの説明 

• サービスの注文方法、変更方法、および詳細の学習方法 

 

次の項で、サービスを構成するさまざまなサービス・カテゴリを検証します。 
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セルフサービス・カタログ 

企業で、ビジネス・カタログから一部のサービスをオンデマンドのセルフサービス・モデルで提供する
ことが必要な場合があります。これは通常、ビジネス・カタログのサブセットで、完全な自動化に適し
たサービスや頻繁にプロビジョニングおよびプロビジョニング解除されるサービスに適しています。
テストおよび開発用のデータベース・サービスが一般的な例です。固有のコンプライアンスやパフォー
マンス要件を含むものなど、より複雑な構成は通常セルフサービス・カタログでは提供されません。 

 

セルフサービス・カタログは、消費者がオンデマンドでサービスをデプロイ、監視、および管理でき
る対話型ポータルです。 

テクニカル・サービス・カタログ 

テクニカル・サービス・カタログは、各サービスをデプロイおよび管理する方法に関するプロバイ
ダー向けの詳細なガイドです。サービスごとに、標準化されたデプロイメント・テンプレートがあり
ます。テンプレートには、データベースのエディション、バージョン、およびパッチ・レベル、デー
タベースのインスタンス数、構成パラメータ、有効化するオプション（セキュリティ要件をサポート
する暗号化など）など、サービスのプロビジョニングに必要なすべての詳細が含まれます。 

理想では、プライベート・クラウドまたはパブリック・クラウドにサービスをデプロイできるよう
に、テンプレートが完全に移植可能である必要があります。テンプレートで、2つのプロビジョニン
グ・モデル間の差異に対応するために必要なバリエーションが指定されます。サービスをデプロイで
きる異なる統合モデルのサービスのインスタンス化を記述するバリエーションも存在します。 

例外 

ビジネスで必要になる可能性があるすべてのサービスに対応する標準化されたサービスがサービス・
カタログで提供されることを期待するのは、現実的ではありません。実際に、すべての必要になる可能
性があるサービスのバリエーションを列挙しようとすると、複雑で混乱を招くカタログになります。代
わりに、標準でないリクエストに対するレスポンスとともに、例外をトリガーするサービス属性を記述
する必要があります。固有のサイジングや分離要件がそのようなトリガーの一般的な例です。 

 

ただし、顧客に標準サービスの採用を促すために、標準サービスよりも例外プロセスの俊敏性を抑えて
コストを高くする必要があります。現在および将来の大多数のニーズに対応するサービスを設計し、採
用を促すことによって、多くの場合、時間の経過とともに例外を10%未満に抑えることができます。 

  



サービス・カタログ：標準化されたデータベース・サービスの定義 
 

7 

 

 

事例研究 

これまでにオラクルで行われた議論により、効果的なサービス・カタログを設計することが、ある事
例と次の事例で非常によく似た結果を生み出す簡単なプロセスであると考えられています。しかし
ながら、この後は、さまざまなお客様の例を説明します。各事例で、カタログの設計者が利用できる
選択肢の範囲を示す1つまたは2つの項目について詳しく説明します。 

1. 大規模商業銀行の徹底的な標準化 

ある大規模銀行では、2008年にIT資産の広範な転換プロセスが開始されました。その転換プロセスの
指針となる原則の1つは、強力な標準化を施行することでした。このことは、この銀行のOracleデー
タベース製品に対する高度に標準化されたサービス・カタログに反映されています。 

 
図3：大規模商業銀行のサービス・カタログ 

言うまでもなく、消費者がサービスを選択することは非常に簡単です。また、選択したサービスを提
供することも非常に簡単です。コスト・モデルも非常に単純で、すべての消費者に同じ高いレベルの
可用性とディザスタ・リカバリの保護を提供することで、標準化と統合の経済性を活用するという銀
行の意思決定が反映されています。 
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前述の2つの選択肢でデータベース・サービスを提供できない場合は、銀行がカスタム・デプロイメ
ントを作成します。このプロセスは、サービス・カタログを介してサービスをデプロイするよりも

（意図的に）時間がかかります。このようにして、例外を推奨せずに許可します。 

2. 北欧の銀行におけるデータベース・サービスのセキュリティ・オプション 

北欧を拠点としている世界規模の銀行は、Oracleデータベース・デプロイメントの約80%に対応する
5つのサービス・レベルを開発しました。そのビジネス・カタログでは、セキュリティに対応する一
般的な方法が反映されます。これは他のサービス・カテゴリとは無関係に処理されます。 

 
図4：世界的な金融サービス企業のビジネス・カタログ 

国が定める銀行制度に関連する義務を果たすために、セキュリティ・クラスが構成されます。3つのセ
キュリティ・オプションのすべてが、すべてのサービス・レベルで適用および利用できます。特定の
サービスがプロビジョニングされると、監視グループによってセキュリティ・クラスが選択されます。 

消費者は、サービスのユースケースをこの選択に役立つガイドラインとして利用することもできま
す。消費者が局部的な障害（"可用性"）または大規模なインシデント（"ディザスタ・リカバリ"）の
際に予想される動作を把握できるように、リカバリ目標とサポート時間の詳細が示されます。 
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ナインズは可用性を説明するために使用されますが、実際にはこの測定は銀行では強調されません。
いくつかの注意事項（サポート時間外には適用されないなど）により、ナインズの基準はRTO/RPOの
ターゲットおよびサポート時間よりも関連性が低くなります。 

テクニカル・カタログにより、プロバイダー（IT組織）にデータベース構成とサポートされるオプショ
ンが示されます。 

 
図5：世界的な金融サービス企業のテクニカル・カタログ 

セキュリティ・クラスは、事前定義されたテンプレートを使用して実装されます。これらの詳細はビ
ジネス・カタログには公開されません。 

サービス・レベルA、B、およびCはすべてOracle Real Application Clusters（Oracle RAC）One Node
で実装されます。銀行は、レベルAの可用性の要件をシングル・インスタンスのデプロイメントで満
たすことができることを確認していましたが、サポートされるデプロイメントの種類を減らそうと
していました。そのため、3つすべてのサービス・レベルに対してOracle RAC One Nodeが使用され
ています。 

  



サービス・カタログ：標準化されたデータベース・サービスの定義 
 

10 

 

 

3. 世界的な保険会社の事前定義されたテンプレートと"カスタム"オプション 

このお客様は3つのレベルのDBaaSを提供しています。最初の2つの層で、消費者が一連の事前定義さ
れたテンプレートからデータベース・サイズを選択します。これは一般的な手法であり、リソースが
各サービスに適切に分散されるようにする上で役立ちます。消費者が最上位の層のデータベース・
サービスを必要としている場合は、定義上リソース割当てを定義するためのカスタムのサイジング
作業が存在します。 

 
図6：世界的な保険会社のビジネス・カタログ 
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アドバンスト・サービスが専用プラットフォームにデプロイされるという事実は、消費者が把握する
必要がないため、ビジネス・カタログには反映されません。 

 
図7：世界的な保険会社のテクニカル・カタログ 

4. 仮想マシンにデプロイ可能ないくつかのデータベース・サービス 

紹介する他のすべての例では、ベア・メタルでのOracleデータベース・サービスのデプロイのベスト・
プラクティスに従っていますが、いくつかの企業では、VMでのプロビジョニングによるサポートが
望まれるユースケースを把握しています。 

 
図8：金融機関のサービス・カタログ 

VMでのデプロイのプロビジョニングの詳細は、ビジネス・カタログには公開されません。 
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5. 計画停止時間は消費者にとって重要 

ハードウェアおよびソフトウェアの計画的メンテナンスは、通常、サービスを中断する可能性がある
計画外のイベントよりも頻繁に行われます。アクティビティに応じて、メンテナンスの際にサービス
の停止時間が必要な場合があります。メンテナンス・イベントのための消費者に対する準備として、
いくつかの企業は事前定義されたメンテナンス期間について詳細に説明し、消費者が停止時間の対
応のために前もって計画できるようにします。 

 
図9：通信会社のサービス・カタログ 

プロバイダーの報告では、消費者は計画停止時間があるサービスへのサインアップには最初は消極
的である場合がありますが、一般的には、予測可能なスケジュールにすぐに順応します。カスタマイ
ズされたメンテナンス期間を必要とする消費者には、プロバイダーがそれを特別なサービスとして"
アップセル"できます。 
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6. SLA仕様は一般的にも、より詳細にも設定可能 

全体の可用性のRTOとRPOを定義すると（つまり、発生するすべての計画イベントまたは計画外イベン
トを考慮する）、誤解を招くメトリックが生成される場合があります。これは、最悪のシナリオを考慮
する必要があるためです。最悪のシナリオ（サイトの消滅など）は非常に発生しにくいため、最悪のシ
ナリオを迅速に処理するようにアーキテクチャを設計していない限り、単一のメトリックを指定する
ことで、局部的なイベントの際のサービス・パフォーマンスが反映されることはありません。 

このお客様は可用性をローカルとディザスタの2つのカテゴリに分割し、イベントのクラスに別個の
メトリックを指定していました。 

 
図10：米国政府機関のビジネス・カタログ 

  



サービス・カタログ：標準化されたデータベース・サービスの定義 
 

14 

 

 

このお客様のテクニカル・カタログの要約では、テクニカル・カタログで取り上げる必要がある詳細
レベルの一部が示されています。 

 
図11：米国政府機関のテクニカル・カタログ 

当然ながら、前述のものは実際のテクニカル・カタログのサマリーにすぎません。実際のドキュメン
トでは、バックアップの作成回数や、さまざまなユーザーおよび管理者のアクセス制御など、さらに
詳細な情報が記載されています。 
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7. さまざまなプラットフォームでのサービスのプロビジョニング 

多くのデータセンターでは、複数のタイプのサーバー・プラットフォームをホストしています。この
ヨーロッパの通信会社では、Oracle Exadataへのブロンズ・サービスのデプロイを、ブロンズ・サー
ビスがシルバーまたはゴールドのサービスをサポートしているとき（つまり、定義的にExadataにデ
プロイされているサービスをサポートしているとき）に行います。そうでない場合、サービスは非エ
ンジニアド・システムにデプロイされます。 

 
図12：通信会社のプロバイダーのビジネス・カタログ 

この実装の詳細はビジネス・カタログでは公開されません。これは、消費者がブロンズ・サービスの
選択以外に選択も決定もできないためです。 

8. 多様性とオプションによる柔軟性 

この大規模な金融機関では、2つのレベルのサービス・パフォーマンスが指定されています。ブロン
ズとシルバーのサービスではより多くのリソースが提供されますが、事前にアクティビティをスケ
ジュールする必要があります。一方、ゴールドとプラチナのサービスでは、ワークロードの要求に応
じて迅速にスケールアップできます。 

また、ブロンズとシルバーのサービスではメトリックとして可用性が定義され、ゴールドとプラチナ
では定性的に定義されます。 
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図13：大規模な金融サービス企業のビジネス・カタログ 

 

テクニカル・カタログは非常に簡潔で、限られた数のアーキテクチャが提供されます。バックアップ
とリカバリの手法は、論理的かつ段階的な方法で構築されています。ビジネス・カタログには、バッ
クアップとリストアのテクノロジーは示されません。消費者が懸念しているメトリックのみが示さ
れます。 

  
図14：大規模な金融サービス企業のテクニカル・カタログ 

このお客様は、階層化されたOracle Data Guardのターゲットを使用したプラチナ・サービスのDRの
ビジネス目標に対応するよう選択しました。ローカルのData Guardセカンダリは、データベース・
アップグレードなどのメンテナンス・アクティビティにも役立ちます。 
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例外の処理 

 

お客様の事例ナンバー3で、例外の識別と解決の一例を紹介しました。次の例では、カスタム・デプ
ロイメントをトリガーするためにお客様が選択した他の条件を示します。 

 
図15：例外のトリガーとレスポンス 

 

それぞれのケースで、専用のプールで例外が処理されます。非標準のサービスは、標準サービスとも
その他の非標準のサービスとも統合されません。 
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Oracleデータベース・サービスの標準化されたサービス 

これまでにいくつかのお客様の事例を紹介したので、データベース・サービスの定義に使用する必要
があるサービス・カテゴリについてのオラクルの推奨事項を交えてこれらをまとめます。 

 
図16：DBaaSのサービス・カテゴリ 

 

データベース・サービスを定義する場合は、サービスを記述するために前述の大部分（すべてではな
い）を指定する必要があります。 

この場合、プライベート・クラウドのOracleデータベース・サービスに対して標準化されたサービス
を定義するように、これらの概念を適用します。お客様には、これらの定義を採用するか、または特
定のニーズを満たすために適合させることが推奨されます。最上位レベルでは、オラクルの標準化さ
れたサービスは次のようになります。 
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図17：Oracleデータベース・サービスの標準化されたサービス 

 

各サービス内では、各サービス・カテゴリのサービス・レベルは次のとおりです。 

 
図18：各サービス・カテゴリのサービス・レベル 

 

ここで、各サービス・カテゴリと、上の図で示したサービス・レベルの定義を検証します。 
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可用性の記述 

 

ビジネス・カタログでは、サービスに影響を与える可能性があるすべてのイベントを列挙し、その各
イベントの発生時におけるサービスの可用性を記述できます。ただし、ビジネス・カタログで公開す
るべき内容よりも大幅に複雑になります。代わりに、グローバルな可用性の表現、または異なる停止
クラスのサービス可用性を定義する、より細かい説明が推奨されます。 

グローバル定義は、定量的または定性的に設定できます。リカバリ時間目標（RTO）およびリカバリ・
ポイント目標（RPO）は定量測定としてナインズよりも便利です。ナインズ測定を有効に使用するに
は、すべての発生する可能性がある中断イベントの確率と、それぞれの平均修正時間を考慮する必要
があるためです。代わりに、可用性レベルの定性的な説明（基本、高など）によって、サービスの消
費者が予測可能な便利な説明を指定できます。 

停止クラスでは、可用性の定義が頻繁に採用されます。これらのクラスは、次のように定義します。 

 
図19：可用性の停止クラス 
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• リカバリ可能なローカル停止の対象は、サービスのローカル環境内で対応可能なコンポー
ネントの障害です。 

• 計画的メンテナンスには、ハードウェアとソフトウェアのパッチ適用およびアップグレー
ドが含まれます。 

• データ保護 – ストレージ・メディアの障害によるデータ損失 

• 破損保護 – 物理的および論理的な破損による損失および書込み損失は、データ保護テクノ
ロジーまたはプロセスによって処理されます。 

• ディザスタ・リカバリにより、プライマリ・サイトで対応できないイベントまたはサイト全
体をレンダリングできないイベントが処理されます。 

• 人的エラーは限られている場合が多く、発生した場合も迅速に修復できます。ただし、影響
が大きいエラーは、修正に大幅に時間がかかる場合があります。 

 

Oracleデータベースの可用性レベル 

 

Oracleデータベースには、幅広い機能とオプションが備わっており、事実上あらゆるレベルの可用性
を提供できます。オラクルでは、異なる特性と実装の選択肢1によって4つの可用性レベルを定義して
います。データベース・サービスを提供する企業には、確立された用語と実証されたベスト・プラク
ティスに合わせてこれらの可用性レベルの定義と実装を採用することを希望するものもあります。 

  

-------------------------------------------------- 
1 詳細は、データベース統合のためのOracle MAAのベスト・プラクティス『Database-as-a-Serviceの基盤』を参照 

http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/maa-consolidation-2186395.pdf
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図20：Oracle DBaaSの可用性レベル 

 

 

ブロンズの可用性 

基本的な可用性を提供するエントリ・レベルで、それほど重要でないデータベース・サービスを対象
としています。サービスは、フェイルオーバーのターゲットを持たない単一のスタンドアロン・マシ
ンでホストされます。そのマシンで障害が発生するか、メンテナンスでオフラインになると、マシン
がリストアまたは交換されるまでサービスを利用できません。データ損失とディザスタ・リカバリ
は、バックアップからのリストアによって処理されます。 

 

シルバーの可用性 

これらのサービスでは、クラスタリングによる高可用性が提供されます。これにより、リカバリ可能な
ローカル停止および計画的メンテナンスが発生したときのサービス・レベルが向上します。ブロンズと
同様に、データ損失とディザスタ・リカバリは、バックアップからのリストアによって処理されます。 

 

ゴールドの可用性 

ビジネス・クリティカルなサービスの可用性要件は、ゴールドの可用性で満たされます。シルバーと
同様に、サービスにはローカルHA用のクラスタリングが備わっています。このアーキテクチャの相
違点は、セカンダリ・サイトが維持されることにより、DRおよびリカバリ不能なローカル停止に対
する迅速なリカバリが提供される点と、データの破損からの保護が改善される点です。 
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プラチナの可用性 

プラチナではOracle Database 12cの新機能が活用されて、プラチナ対応アプリケーションでの停止
ゼロを提供できるデータベース・サービスのデプロイメントが実現します（詳細は、前述のMAAホ
ワイト・ペーパーを参照）。プラチナは、もっともミッション・クリティカルなワークロードの要件
に対応します。 

次の図は、4つの可用性レベルの詳細な対照比較を示しています。プロバイダーは、消費者のニーズ
に応じて、この情報の一部をビジネス・カタログに公開できます。 

 

 
図21：各停止クラス内の可用性のサービス・レベル 
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図22：各可用性レベルの停止クラスの影響 

 

 
図23：各可用性レベル内のRTOおよびRPO 
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図24：停止クラスごとの関連する性能 

 

 

Oracleデータベース・サービスの可用性の提供 

前述の可用性レベルを提供するには、単純にオラクルのMaximum Availability Architecture（MAA）
チームが推奨するこれらの実装テンプレートに従います。 

 

ブロンズの可用性 

 
図25：ブロンズの可用性 
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ブ ロ ン ズ ・ サ ー ビ ス は 、 Oracle Database Enterprise Edition お よ び Oracle Automatic Storage 
Management（Oracle ASM）に基づきます。データベースとOracle ASMの機能は、Oracle Recovery 
Manager（Oracle RMAN）バックアップおよびリストア中の手動チェックと併せて、データの破損に
対する適切な保護を提供します。データベースのレプリカを持つセカンダリ・サイトはないため、停
止と計画的メンテナンスのすべてのアクティビティに対する全体のRTOは、完全なリストアおよびリ
カバリ操作では、数分から数日にまでわたります。データベースが仮想マシンにデプロイされている
場合、一部の計画的メンテナンス・アクティビティでは中断が少なくなります。 

アーキテクチャの2番目の部分は、適切に定義されたバックアップ/リストア・ソリューションです。
DRの目的では、ディスク、テープ、およびオフサイトへのRMANバックアップの使用を推奨します。 

 

シルバーの可用性 

 
図26：シルバーの可用性 

 

シルバー・サービスでは、Oracle RACまたはOracle RAC One Nodeを使用したクラスタリングによっ
てブロンズ・サービスの機能を拡張します。単一のサーバーに対してサービスが大きすぎる場合、ま
たは可能な限り最高速のローカル・フェイルオーバーが必要な場合は、Oracle RACが必要です。それ
以外の場合は、低コストの代替案としてOracle RAC One Nodeをデプロイできます。 

Oracle RAC/Oracle RAC One Nodeでは、リカバリ可能なローカル停止のRTOとRPO、および計画的メ
ンテナンスのRTOは、ブロンズと比較して大幅に短縮されます。 
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ゴールドの可用性 

 
図27：ゴールドの可用性 

 

ゴールドは、リカバリ不能なローカル停止およびディザスタ・イベントに対してリジリエンスがある
必要があるビジネス・クリティカルなワークロード用に設計されています。そのため、セカンダリ・
サイトがデプロイされて、Oracle Active Data Guardを使用してプライマリの最新状態と同じ状態が
保たれます。Active Data Guardは、管理、監視、自動化のためのソフトウェアで、サイト全体の停止
を含むさまざまなイベントから保護するために、1つまたは複数のスタンバイ・データベースを作成
および保守します。 

Active Data Guardでは同期モード（データ損失ゼロを実現）と非同期モード（データ損失ほぼゼロ）
のいずれかでデータをレプリケートできます。同期レプリケーションでは、サイト間のネットワーク
機能により実際の距離が制限されます。 

Oracle RMANとOracle ASMの機能にActive Data Guardが追加されることで、データの破損に対する
包括的な保護が提供されます。これには、プライマリとレプリカの両方での継続的な破損および書込
み損失のチェックと、破損したデータ・ブロックの自動ブロック修復が含まれます。 

レプリケーションにはOracle GoldenGateも使用できます。ただし、GoldenGateにはActive Data Guard
の破損保護はありません。また、GoldenGateで提供されるのは非同期レプリケーションのみです。 
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プラチナの可用性 

 
図28：プラチナの可用性 

 

プラチナでは、シルバーが次の水準に引き上げられ、アプリケーションで障害またはメンテナンス・
アクティビティの際に停止が発生しない構成を実現し、サイト間の距離にかかわらずデータ損失ゼ
ロが可能になります。ブロンズ、シルバー、およびゴールドのサービスはOracle Database 11gまた
はOracle Database 12cで利用できますが、アプリケーション継続性、グローバル・データ・サービ
ス、およびActive Data Guard Far Syncを活用してプラチナの可用性を実現するには、Oracle Database 
12cが必要です。 

アプリケーション継続性 

アプリケーション継続性は、リカバリ可能なエラー（一般的には下層のソフトウェア、ハードウェ
ア、通信、ネットワーク、またはストレージの各レイヤーの停止に関連するエラー）につながる停止
に対して起動されます。アプリケーション継続性を使用すると、計画外停止および計画停止を処理す
る際のユーザー・エクスペリエンスが向上します。 

Oracle Database 12cで導入されたアプリケーション継続性は、Oracleデータベースを利用するシス
テムおよびアプリケーションのフォルト・トレランスを強化します。 
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Active Data Guard Far Sync 

Oracle Database 12cのOracle Active Data Guard Far Syncがリリースされる前は、ディザスタ・リカ
バリのアーキテクチャで困難な選択に直面していました。 

• 近くのサイトを使用したゼロのRPOのターゲット設定（通常100km未満。そのため、両方の
サイトに影響を与える大規模なイベントに対して脆弱になります） 

または 

• セカンダリ・サイトを（安全な）長距離で分離し、高いRPOを許容 

 

Oracle Active Data Guard Far Syncにより、無制限のサイトの分離と潜在的にゼロのRPOの双方のオ
プションの利点が提供され、このジレンマが解消されます。Active Data Guard Far Syncは、プライマ
リ・ロケーションからの距離を問わず、同期されたスタンバイ・データベースを維持することによ
り、データベース・パフォーマンスに影響を与えることなく、コストや複雑さを最小限に抑えて、本
番データベースでのデータ損失ゼロの保護を実現します。Far Syncインスタンスは、プライマリ・デー
タベースから変更を同期的に受け取り、その変更を非同期的にリモート・スタンバイに転送します。
本番環境は、手動、自動を問わず、データ損失ゼロの状態でリモートのスタンバイ・データベースに
迅速にフェイルオーバーできます。 

プラチナの可用性では、Active Data Guard Far Syncを利用して無制限のサイトの分離とゼロのRPO
ターゲットを実現します。 

グローバル・データ・サービス 

グローバル・データ・サービス（GDS）は、近くや遠くのロケーションに存在する複数のデータベー
ス・インスタンス（同期された異なるデータベースに属していてもかまいません）すべてに、データ
ベース・サービスを拡張します。GDSは、レプリケーションにActive Data GuardおよびGoldenGate
を使用するデータベース構成にまで、Oracle RACのようなフェイルオーバー、サービス管理、サービ
スのロードバランシングを拡張します。GDSの利点は、以下のとおりです。 

 

• ローカル・データベースおよびグローバル・データベースの全体にわたるサービス・フェイ
ルオーバーにより、可用性が向上 

• 複数のデータベース間のロードバランシングの提供によるスケーラビリティの向上 

• グローバル・リソースの一元管理による管理性の向上 

 

GDSは、レプリケーションされたデータベース間での地域内および地域間のロードバランシングを
実行します。たとえば、スタンバイ・インスタンスで構成される読取りファームに負荷を分散させ、
さらに条件が満たされる場合に、プライマリに一部の読取りトラフィックを送信することもできま
す。その結果、データベース・サービスについて、真のロケーションの独立性を確保できます。 
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Oracleデータベースのセキュリティ・レベル 

通常、企業ではすべてのデータが準拠する必要がある最低限のセキュリティ・レベルを定義します。
実装の詳細とサポートされるプロセスは、テクニカル・サービス・カタログの一部となります。その
他の内部ポリシーあるいは業界または政府の規制（PCI-DSSなど）に準拠する必要があるデータは、
そのことを示すためにビジネス・カタログでフラグを付ける必要があります。これは、適切なデー
タ・セキュリティの責任が企業の上層部にまで及ぶためです。当然ながら、各セキュリティ・レベル
の実装の詳細は、テクニカル・サービス・カタログに引き続き記載されます。 

多くの場合、これは規範的なものとなります。たとえば、クレジット・カード情報を含むデータベー
スのサービスはオプションとしてPCI-DSSコンプライアンスを提案できません。代わりに、PCI-DSSコ
ンプライアンスはサービス定義の不可欠な部分である必要があります。 

また、多くの場合、セキュリティとコンプライアンスの要件は、可用性レベルなどのその他の主要な
サービス属性とは無関係で、機密情報を含むがHA要件が低いデータベースを配置できます。逆に、
HA要件が高いデータベースに、特殊なコンプライアンス要件を持つデータを含めることも、含めな
いこともできます。そのため、通常コンプライアンスは、該当するサービスで利用可能なオプション
のメニューとして表示されます。 

消費者に対しては、Oracle DBaaSビジネス・カタログによってこれが容易になります。各サービスの
デフォルトのセキュリティ・レベルはブロンズです。高度なセキュリティが必要なサービスは、オプ
ションとしてアップグレードできます。次の4つの標準レベルがあります。 

 
図29：セキュリティ・レベル 
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テクニカル・カタログでは、プロバイダーが実装する必要があるコンポーネントとプロセスが詳細に
説明されます。これまでに概説した各レベルの実装は次のとおりです。 

 
図30：ブロンズのセキュリティ 

 

 

 
図31：シルバーのセキュリティ 
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図32：ゴールドのセキュリティ 

 

 

 
図33：プラチナのセキュリティ 
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前述の概要では、さまざまなセキュリティとコンプライアンスの要件を満たすために不可欠なコン
ポーネントのベースラインが確立されていましたが、PCI-DSSやHIPAA HITECHなどの規制に完全に
準拠するには、前述の製品およびオプションを単純にデプロイする以外のことが必要になります。政
府および業界の規制への準拠の詳細は、このホワイト・ペーパーの参考資料の項に一覧表示されてい
る参考資料を参照してください。 

容量 

プロバイダーはワークロード・タイプなどのサービス・リクエストの特性に基づいてサービスのフッ
トプリントを決定できますが、多くの場合、消費者向けの選択肢として"Tシャツのサイズ"を指定し
ます。メニューでは、次のようにバランスのとれた構成が明記されています。 

 

表1：サービスのフットプリント・サイジングの例 

  
XS S M L XL XXL XXXL 

CPU_COUNT 2 4 8 1 24 32 48 

SGA 
GB 

4 8 1 2 4 6 9 

PGA 2 4 8 1 2 3 4 

 

 

プロバイダーによるサービスのCPUとRAMの公開方法（または公開しない）にかかわらず、通常、消
費者がデプロイ後に増やすことができる一定の増分でストレージが段階的にビジネス・カタログに
公開されます。 

 

表2：ストレージ・サイジングと層の例 

ストレージ XS S M L XL XXL XXXL 

容量（TB） 0.5 1 2 4 8 16 32 

層 低速|中速|高速 

 

さらにプロバイダーは、消費者が選択できるさまざまなストレージ層を用意できます。ストレージ層
は適切に価格設定できます。 
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Oracleデータベースの俊敏性レベル 

 

俊敏性とは、プロビジョニングの速度とモダリティ、サービスがワークロードで必要な処理能力をオ
ンデマンドで確保できるかどうか、およびサービス・レベルの変更（可用性の変更など）やサービス
の物理的な再配置を含むサービス・モビリティに関するサービスの性能を指します。 

サービスの再配置は、いくつかの理由で望まれる場合があります。たとえば、消費者がサービスをよ
りコストの低いデータセンターまたはより望ましいサービス・レベルのデータセンターに移動する
場合があります。 

俊敏性レベルは次のように定義されています。 

 
図34：俊敏性レベル 

 

ブロンズとシルバーのサービスでは静的な俊敏性がデフォルトです。CPUやIOPなどのリソースは、
複数のサービスで共有できます。また、変動するワークロードに対応するためにこれらのリソースを
動的に割り当てることもできます。インスタンス・ケージングやデータベース・リソース・マネー
ジャなどの機能により、この俊敏性レベルが実現します。 

ゴールド・サービスでは、サービスのサービス層を変更する機能を含む、動的プールとサービスの機
能が提供されます。Oracle Real Application ClustersとQuality of Service Managementは、ゴールド・
サービスに俊敏性を実現するための主要なテクノロジーです。 

プラチナ・サービスでは、データセンター内およびデータセンター間のサービス・モビリティが提供
されます。グローバル・データ・サービスやアプリケーション継続性などのOracle Database 12cの機
能により、モビリティの範囲が広がります。 
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Oracleデータベースのパフォーマンス管理 

パフォーマンス・サービス・カテゴリでは、サービスのパフォーマンスに対するIT組織の関わり（手
動、または自動化およびポリシーを使用）を説明します。 

 
図35：Oracleデータベースのパフォーマンス管理レベル 

 

デフォルトでは、ブロンズとシルバーのサービスにはキー・パフォーマンス・インディケータは提供
されません。プロビジョニングの際に指定されるリソースの割当てと管理ルールによって許容可能
なパフォーマンスが提供されることが前提となっています。 

ゴールドとプラチナのサービスは、Enterprise Managerパックによって監視および潜在的にチューニ
ングされ、パフォーマンス目標が確実に達成されます。プロバイダーは、この同じパフォーマンス・
レベルをシルバー・サービスに適用するオプションを検討できます。 

KPIを達成するための動的リソース調整を有効にするために、Quality of Service Managementが適用
されます。QoS Managementはポリシー・ベースのアーキテクチャを使用して、正確な実行時パ
フォーマンスとリソース・メトリックを関連付け、そのエキスパート・システムでこのデータを分析
してボトルネックを識別した後、動的な負荷条件の下でパフォーマンス目標を達成し、維持するため
の推奨リソース調整を生成します。十分なリソースを使用できない場合、QoSでは、重要性の低い目
標と引替えに、よりビジネス・クリティカルな目標が保持されます。 
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サポート期間 

 

このカテゴリでは、サービスのサポートが利用可能な時間枠と、サポートの形式が定義されます。
ミッション・クリティカルなサービスでは、通常、24時間365日体制のライブ・サポートを受けるこ
とができます。開発環境などの重要でないサービスでは、主要なサポート・メカニズムとして、セル
フヘルプ・フォーラム（wikiやFAQなど）と業務時間内のチケット駆動型サポートを使用できます。
このカテゴリでは、サポート・インシデントのレスポンス時間と解決時間も指定されます。 

また、多くの場合、メンテナンス期間（頻度、期間、およびサービスへの影響）が指定されます。プ
ロバイダーがスケジュールされた各期間内にメンテナンスを実行する必要がない場合が発生すると
しても、定義されたスケジュールを設けることで、サービスの消費者を驚かせずにすみます。 

コスト・モデル 

 

多くの企業は、各サービスとコストを結び付けて考えます。消費者から資金を回収することも、"
ショーバック"目的でのみコスト・メトリックを使用することもできます。チャージバックまたは
ショーバックが実装されるときに、いくつかのオプションから選択できます。オプションは次のとお
りです。 

 

• サービス層に対する固定コスト 

• サービスのフットプリントに対する固定コスト（リソースが使用されるかどうか） 

• 消費されるリソースに基づく変動コスト 

• サービス層とフットプリントを考慮した式 

• 特殊な機能、サービス層のアップグレードまたはダウングレード、サイズ変更などの考えら
れる課金 

 

消費者が利用可能なサービスの強化には、オンデマンドまたは頻繁なバックアップや、優先的/消費
者によりスケジュールされるメンテナンス期間などが含まれます。 

オラクルと共同で作業した一部のお客様によって、すべてのオプションが入念に検証され、シンプル
なものほどよいことが結論付けられました。エンタープライズ・クラウドでは、プロバイダーが消費
者から金銭を得ようとすることがないことに注意してください。究極的には、プロバイダーはビジネ
スに付加価値をもたらすために存在します。 
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プロバイダーによるコストの管理方法にかかわらず、Enterprise Manager 12cではすべてのオプショ
ンが提供されます。Enterprise Managerのチャージバックでは管理者に次の内容が示されます。 

 

• Enterprise Managerのターゲットとリソースの計測 

• 計測対象リソースに対するレートの割当て 

• コスト・センター階層の管理 

• コスト・センターに対するコストの割当て 

• 使用および課金のレポート 

• 請求処理アプリケーションとの統合 

 

この一連の機能を使用して、プライベート・クラウドでチャージバックを実装できます。Oracle 
Communications Billing and Revenue Management（BRM）などの請求処理ソリューションに計測お
よび課金のデータをエクスポートするAPIによって、チャージバックと請求処理ソリューションを作
成するソリューションが提供されます。 

 

Oracleデータベース・サービスの統合 

Oracleデータベース・サービスは、いくつかの方法で共有プラットフォームに統合できます。 

 
Oracleデータベース・サービスをこれらの統合アーキテクチャのいずれかにプロビジョニングできま
す。標準化されたOracle Database 12cサービスをPDBとしてデプロイすることが推奨されます。標準
でないOracle Database 12cサービスと標準のOracle 10gおよび11gサービスの場合、専用のデータ
ベースをプロビジョニングすることが推奨されます。選択されたブロンズ・サービスを除いて、高レ
ベルの独立性を必要とする標準でないケースのみ、仮想マシン環境へのプロビジョニングが推奨さ
れます。 
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Oracleデータベース・サービスの統合の詳細と、独立性、セキュリティ、ネットワークなどの考慮事
項については、Oracle Technology Networkのプライベート・データベース・クラウドのページ2を参
照してください。 

 

Oracleデータベース・サービス向けのエンジニアド・システム 

このホワイト・ペーパーでは、プラットフォームに依存しないことをコンセプトとしています。つま
り、サービス・カタログの手法の利点は、サポートされるプラットフォームにデプロイされたOracle
データベースで実現します。実際には、前述のように、データベース・サービスのデプロイメント・テ
ンプレートは、適切なプラットフォームで、プライベート・クラウド、パブリック・クラウド、および
ハイブリッド・クラウドでのプロビジョニングが容易になるように、移植可能である必要があります。 

当然ながら、特定の各ハードウェア・プラットフォームの機能は、サービス・ソリューション全体の
いくつかの特性に影響します。たとえば、小規模の構成では、全体のワークロードが小さいもののみ
をホストでき、統合の可能性が制限されます。別の観点では、さまざまなサード・パーティ・コン
ポーネントを持つ環境内のサービスのホストは、事前構築済みのプラットフォームでのサービスの
ホストよりも時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。このような考慮事項について、オラク
ルのエンジニアド・システムには、Oracleデータベース・サービスのホストに対するいくつかの利点
があります。 

 

• オラクルのエンジニアド・システムは、業界で比類ない企業のパフォーマンス・レベルを実
現するために最適化されています。 

• エンジニアリングおよび統合済みのハードウェアとソフトウェアのバンドルを実装するこ
とで、本番稼働までの時間を短縮できます。 

• 単一のベンダー・スタックは、IT環境の購入、デプロイ、サポートの簡素化とコスト削減に
役立ちます。 

 

Oracle Exadata Database Machineは、データウェアハウス・アプリケーションとオンライン・トラン
ザクション処理（OLTP）アプリケーションの両方で卓越したパフォーマンスを実現します。 

Oracle SuperClusterは、オラクルのもっともスケーラブルな最速のエンジニアド・システムであり、
データベースとアプリケーション、プライベート・クラウドのデプロイメント、およびOracleソフト
ウェアの統合に最適です。 

  

-------------------------------------------------- 
2 http://www.oracle.com/technetwork/database/database-cloud/private/index.html 
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Oracle Virtual Compute Applianceは、ハードウェアと仮想化されたアプリケーションの迅速なデプ
ロイメントのために設計された、配線が初回のみの統合されたソフトウェア定義インフラストラク
チャ・システムです。 

Oracle Database Applianceは、ミッドレンジのデータベース・ワークロードに適切であるシンプルな
信頼性の高い低コストのパッケージを提供する、ソフトウェア、サーバー、ストレージ、ネットワー
クを備えたエンジニアド・システムです。 

結論 

効果的な標準化を作成して維持することが、クラウド・コンピューティングの利点を実現するために
不可欠な基盤です。実際に多くの企業が、単に環境およびプロセスを効果的に標準化するだけで、大
きな結果を達成しています。 

 

効果的な標準化を達成するためのツールが、サービス・カタログです。サービス・カタログによって、
IT資産のエンド・ツー・エンド・ビューが提供され、IT組織とエンドユーザーの間のプロバイダーと
消費者の関係が確立されます。共同でカタログを向上させることで、継続的な相互に利益のある関係
が実現します。 

次のいくつかの重要なポイントに、サービス・カタログの実装と管理に関するオラクルの提案をまと
めます。 

 

• シンプルにする – ビジネス・カタログは1ページに収まるようにする必要があります。 

• 明確な用語と条件 

• 多くの場合、3～5種類のサービスが必要 

• 消費者との共同開発 

• 例外を識別して処理するプロセスの定義 

• 個別環境の数の最小化 

• 必要に応じたサービスの追加 

• 計画の保持、ただし調整を希望 

• モデル全体がビジネス目標をサポートすることの確認 

• サービスのプロバイダーになる 

 

Oracleデータベースには、基本的な開発環境からもっとも要求の厳しいミッション・クリティカルな
ものまで、企業のすべてのデプロイメントを実現する機能とオプションが含まれています。あらゆる
ことが可能ですが、少数の標準化されたデータベース・サービスを含む簡潔なビジネス・カタログを
作成するのは困難である場合があります。 
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これに対処するために、オラクルのベスト・プラクティスと習得した重要な教訓を活用して、Oracle
データベース・サービス向けの4つのサービスが定義されました。プロバイダーは、これらを採用ま
たは調整して、サービス・カタログのモデルを含むDatabase as a Serviceを提供する基盤を迅速に作
成できます。 

'サービス'用語の用語集 

Database as a Service（DBaaS） 

Database as a Service（DBaaS）は、ITプロバイダーが1人または複数の消費者にサービスとしてデー
タベース機能を提供できるアーキテクチャ上および操作上の手法です。Database as a Serviceアーキ
テクチャは次の機能をサポートします。 

 

• オンデマンドなセルフサービスのメカニズムを使用した、データベース・インスタンスの消
費者ベースのプロビジョニングおよび管理 

• プロバイダー定義のサービス定義、属性、およびサービス品質レベルの自動的な監視および準拠 

• 消費者ごとのショーバック・レポーティングまたはチャージバック機能を可能にする、デー
タベース使用率の詳細な計測 

 

これらの特性に加えて、DBaaSアーキテクチャでは、本来の性質として、詳細なサービスの柔軟性、
安全なマルチテナント機能、独自仕様でない幅広いデバイスおよびメカニズムを使用したアクセス、
自動化されたリソース管理、および統合された容量計画をサポートすることが求められます。 

 

データベース・サービス 

データベース・サービスとは、共通の属性、サービス・レベルしきい値、および優先順位を持つアプ
リケーションのグループを指します。データベース・サービスを使用すると、単一のシステム・イ
メージを使用して競合するアプリケーションを管理し、各ワークロードをユニットとして管理でき
ます。データベース・サービスは、1つ以上のOracleデータベース・インスタンスやグローバル・ク
ラスタに含まれる複数データベースにまたがる場合があり、シングル・インスタンスで複数のデータ
ベース・サービスをサポートできます。 

 

セルフサービス 

Webポータル・インタフェースを介して利用可能な、サービスの消費者ベースのプロビジョニング
および管理。プロセスは完全に自動化できます。つまり、サービスをポータルからプロビジョニング
したり、ゲーティング承認などを含むワークフローを開始したりできます。 
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サービス・カタログ 

IT組織が提供するサービス、およびそれらのサービスがプロビジョニングおよび管理される方法の詳
細を説明するドキュメントとアーチファクトのコレクション。 

サービス・デリバリ 

エンタープライズ・クラウドまでの工程のサービス・デリバリ・フェーズでは、自動化と動的なオンラ
イン操作を利用することで、速度を上げ俊敏性を向上させます。サービスのプロビジョニングが高速化
し、運用レベルが向上し、手動での配慮が少なくなります。セルフサービス・ポータルによって、ユー
ザーがIT部門の手を借りずにデータベース・サービスのプロビジョニングや管理を行うことができます。
エンドユーザーは、より高速にサービスにアクセスでき、それらのサービスの可用性が向上する利点を
享受できます。IT部門は手動操作にかける時間を削減し、より価値の高い取組みに集中できます。 

自動化された動的なリソース管理は、サービス・デリバリ環境の重要な特徴の1つです。手動のプロセ
スにより管理される環境では、データベースのフットプリントを調整するために管理者の操作が必要
になります。対照的に、サービス・デリバリ環境では、ツールを利用して、実行中のワークロードに影
響を及ぼさずに、リソースの割当てとフットプリントの両方について監視し、動的に調整します。調整
はより迅速でエラーが発生しにくくなり、リソース使用率とサービス・レベルが向上します。 

環境が動的であるため、静的な環境よりもシステム運用の計測と分析の重要性が高くなります。重要
なのは、どのような計測対象やデータ確認タイミング（定期的、イベント主導の両方）を選択するか
です。監査や調整につながるトリガーを定義する必要があります。たとえば、システム停止について
は、根本原因を特定し、リカバリ・ポリシーを改善するために、すべて分析する必要があります。SLA
を満たせなかった場合や、性能がほぼフル状態で持続的に運用された場合なども、アラートを発して
調査を行うべき状況です。 

各消費者のリソース使用率を測定するためのメトリックも不可欠です。消費者には、使用状況に応じ
て請求を行うこともあれば、使用状況を見せるだけの場合もあります。どちらの場合でも、使用状況
メトリックの収集により、使用パターンを示す確かなデータが得られるため、計画や予算の改善、お
よび十分に活用されていない資産の特定につながります。 
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