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ORACLE ENTERPRISE REPOSITORY RAPID START 
 

Oracle Enterprise Repository（OER）はサービス指向アーキテクチャ
（SOA）ガバナンスの中心的なコンポーネントです。ガバナンスを成
功させるには、サービスを管理するだけでは不十分です。ガバナン
ス・プロセスは、SOA のライフ・サイクル全体をカバーし、連携の取
れた包括的アプローチで全部門および全地域のリソースを統合し、企
業の意思決定とコンプライアンスに役立てられるものでなければな
りません。SOA のアーチファクト、アセット、およびそれらのライフ・
サイクルの管理は煩雑なため、手際よく処理しなければ効果的な対処
はできません。リスクを軽減して導入を成功させるために、Oracle 
Consulting はベスト・プラクティスに基づく実績あるアプローチで
Enterprise Repository のインストールと構成を行い、ガバナンス・プ
ロセスに関する知識を伝授します。 

Oracle Consulting がお客様の成功を実現 

Oracle Enterprise Repository は、サービス・ライフ・サイクルのサポートにお
ける設計時ガバナンスを提供し、さまざまなコンポジット・アセット、サービ
ス・アセット、ビジネス・プロセス・アセットおよびその他の IT 関連アセット
に対応した拡張可能なメタデータ・セットの格納と管理に関わる重要な機能を
提供します。Oracle Enterprise Repository は SOA 情報の中心的なソースとして
機能し、サービスのライフ・サイクルに携わるすべての人が計画済みサービス、
既存サービス、および廃止済みサービスを検出できる環境を提供します。Oracle 
Enterprise Repository Rapid Start は、コスト、煩雑さ、およびリスクを抑えな
がらガバナンスの整備をスムーズに開始するためのベスト・プラクティスを、
次の項目に対処するユースケースを通じて提供します。 

• アセットのカタログ化による煩雑さの管理 

• ライフ・サイクルの管理 

• Enterprise Repository への実行時情報のポスティング 

• このサービスのデリバリにあたるのは、お客様のエンタープライズ・アーキ
テクチャやテクノロジー標準にもっとも関連する戦略的 SOA ガバナンスと
OER テ ク ノ ロ ジ ー に つ い て の 深 い 専 門 知 識 を 持 つ 、 熟 練 し た Oracle 
Consulting のアーキテクトとテクノロジストです。 

Oracle Enterprise Repository Rapid Start – エキスパートによる構成と実装 

Oracle Enterprise Repository Rapid Start では、SOA ガバナンスの利点を最大化し、
チーム・メンバーによる OER 機能の活用を補助し、SOA ガバナンスのベスト・プ
ラクティスを Oracle のエキスパートから学ぶための 7 つのユースケースの実装の
ベスト・プラクティスを提供して SOA ガバナンスの整備を促進します。 

おもなアクティビティ 

• ビジネス戦略および総合的な SOA ガバナンス戦略の確認 

• Oracle Enterprise Repository のインストールと構成 

• ユースケースの実装 

• プロジェクト規定のアセット、コンプライアンス・テンプレート、コミュニ
ティ、ワークフロー、業界最先端の実地経験に基づくトラブルシューティン
グのヒントやテクニックなども含め、Enterprise Repository の高度なトピッ
クに関する知識を助言および伝達

SOA ガバナンスの構築にともなうリスクと
煩雑さの軽減 

おもな機能 

• 繰り返し適用できる実績あるアプローチ 

• 詳細なユースケースに基づく迅速な評価 

• SOA ガバナンスのベスト・プラクティス 

• 情報テクノロジーとビジネスに関する幅
広い知識と SOA ガバナンスに関する豊富
な専門知識を身に付けたオラクルの OER
エキスパート 

 

おもな利点 

• オラクル製品に関する専門知識の利用に
より、本稼働までの期間短縮と実装時の
リスク軽減を実現 

• 導入した OER の確実な有効活用 

• 固有のニーズに合わせた実装プロジェク
トを開始するためのベースラインの確立 
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サービス終了時には、構成済みですぐに使える SOA ガバナンス製品が導入され
ているだけでなく、次のような状態になっています。 

• Enterprise Repository でのアセットとアセット・ライフ・サイクルの管理
方法についての理解 

• Enterprise Repository 製品が持つ機能の理解 

• 他の SOA 製品からアセットを取得できるプロセスの導入 

• 将来の環境に向けた収穫に必要な経験 

オラクルの OER エキスパートは、お客様のチームと連携して SOA ガバナンス
のベスト・プラクティスを確認したうえで、組織の要件にもっとも適合する長
期の SOA ガバナンス・ロードマップも作成します。 

オラクルのベスト・プラクティスの採用でコストと煩雑さを軽減 

Oracle Enterprise Repository Rapid Start が重視しているのは、“標準設定のまま”と
いう基本理念と、製品本来のベスト・プラクティスの採用です。このアプローチ
は短期間で成果を確認したいお客様に最適です。大幅なカスタマイズを希望され
るお客様の場合は、固有のニーズに合わせた実装プロジェクトを開始するための
ベースラインを確立できる優れた方法としてこの Rapid Start を利用できます。 

Oracle Consulting の特色 

Oracle Consulting は Oracle テクノロジーだけに専念するチームであり、Oracle
ハードウェアと Oracle ソフトウェアの実装において他社から頼られるほどの
突出した経験を持つエキスパートがそろっています。オラクル製品への投資を
最大限に活用する方法を知っているため、お客様がオラクル製品を所有されて
いる全期間を通じ、緊密に統合された包括的な優れたサービスでお客様のビジ
ネスをサポートできます。 

利用のご案内 

オラクルの手法とツール、そして世界各地のさまざまな業界のお客様先での幅
広い実装経験をご活用ください。コンサルティング、開発、サポート、教育、
グローバル・デリバリが緊密に統合された Oracle チーム全体で、お客様の成功
をサポートします。詳しくは、Oracle Consulting の地域担当者にお問い合わせ
いただくか、www.oracle.com/consulting をご覧ください。 

お問い合わせ先 

Oracle WebCenter Sites について詳しくは、oracle.com を参照するか、
+1.800.ORACLE1 でオラクルの担当者にお問い合わせください。 
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ORACLE CONSULTING が選ばれる理由 

• トップレベルの専門性：オラクルのエ
キスパートたちは、すべての Oracle ソ
リューションにソート・リーダーシッ
プを提供します。 

• 広範なサービス対象：オラクル製品の
フットプリント全体にわたる“エンド・
ツー・エンド”のライフ・サイクル・サー
ビスを提供します。 

• グローバル・スケール：145 か国に存在
する 13,000 人の Oracle エキスパートが
2000 万人を超えるユーザーをサポート
します。 

• 統一された手法：業界標準に基づく、
複雑なプロジェクトで常に優れた結果
を出しています。 

• 柔軟なデリバリ：Expert Services や 
Architecture Services といった革新的
なソリューションとともにオンサイト、
オフサイト、およびオフショア・デリ
バリに対応しています。 

関連製品 

• Oracle Service Registry 

• Oracle SOA ガバナンス・ソリューション 

• Oracle SOA Suite 

関連サービス 

Oracle Consulting Services は次のサービ
スを提供しています。 

• Oracle SOA Governance Service 

• Oracle SOA Center of Excellence 

• Oracle SOA Suite Migration Services 
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http://www.oracle.com/consulting

