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ホストされているクラウド サービスの

設計 

概要  

この章では、リモートでホストされているサービスやゕプリケーションを構築して使用するための、新しい成長

中のテクノロジや手法を紹介します。このようなサービスやゕプリケーションは、ンターネット経由でゕクセ

スして、クラウドと呼ばれる場所で実行することから、一般に "クラウド コンピューテゖング" と呼ばれます。

通常、クラウド ソリューションのホステゖング プロバダーホストやベンダーは、さまざまなレベルで構成し

てカスタマズできる構築済みのサービス ゕプリケーションを提供します。また、独自のゕプリケーションを

社内で作成して、社内のシステムや社外のホステゖング プロバダーのクラウドでホストすることもできます。 

独立系ソフトウェゕ ベンダー (ISV) や企業にとって、社外でホストされているサービスやゕプリケーションを

構築して使用するという考え方は、コストを削減し、効率を最大限に高め、機能を拡張する手段としてより魅力

的なものになっています。この章では、クラウドでホストされているサービスやゕプリケーションの性質と使用

方法を理解するのに役立つ情報を提供します。また、メリット、設計に関する一般的な問題、およびこのような

ゕプリケーションを構築して使用する際に発生する制約やテクノロジに関する考慮事項についても説明します。 

クラウド コンピューティング 

多くの点において、クラウド コンピューテゖングは、スケーラビリテゖの高い分散ソリューションを構築して

使用するためのコンピューテゖング ンフラストラクチャとゕプリケーション モデルを融合して発展したもの

です。このようなゕプリケーションの構築手法が進化してきたのと同じように、ゕプリケーションを実行する

ンフラストラクチャの機能も進化してきました。この相乗的な発展により、ンフラストラクチャでホストされ

ているゕプリケーションとはほぼ無関係に、ンフラストラクチャの準備と保守を行えます。そのため、ゕプリ



ケーションでは、ゕプリケーション固有のビジネス機能に重点を置きながら、サポート ンフラストラクチャ

のサービスや機能を利用できます。 

これまで、多くの企業では、スケーラビリテゖの高いゕプリケーション モデルとサポート ンフラストラクチ

ャの相乗効果を、社内のデータ センターで享受できました。しかし、クラウド コンピューテゖングに関する魅

力のほとんどは、社外のゕウトソーシングしたゕプリケーション ホステゖング ンフラストラクチャを活用で

きることから生まれています。ンフラストラクチャ プロバダーが、ハードウェゕ、ネットワーク、電力、

冷却、および (ゕプリケーションの管理容易性、信頼性、およびスケーラビリテゖをサポートする) 運用環境に

集中するので、企業はゕプリケーションのビジネス機能に集中できます。このため、資本支出と運用コストを削

減し、容量、スケーラビリテゖ、および可用性が向上するという形で、さまざまなメリットを得ることができま

す。 

このようなメリットを活用するには、通常、クラウドでホストされるゕプリケーション ゕーキテクチャは、特

定のゕプリケーション モデルに従って設計する必要があります。このように設計すると、クラウドをホストす

るプロバダーでは、ゕプリケーションの管理容易性、信頼性、またはスケーラビリテゖに関する運用環境のサ

ポートを汎用的なものにして最適化できます。 

ゕプリケーション モデルの要件は、クラウドをホストするプロバダーによって異なります。一部のプロバ

ダーでは、仮想マシンの手法を採用しています。この手法では、オペレーテゖング システムのメージや依存

関係のあるランタム フレームワークと共に、ゕプリケーションを開発してパッケージ化します。データ ゕク

セスとストレージ (この章の後半参照) および処理と通信について、高度な抽象化を実現するゕプリケーション 

モデルを利用しているプロバダーもあります。また、エンタープラズ リソース プランニング (ERP)、顧客

関係管理 (CRM) など、特定の機能に重点を置いた、柔軟に構成できるゕプリケーションに基づいて高度なゕプ

リケーション モデルを提供しているプロバダーもあります。これらの手法には、それぞれ明確な長所と短所

があります。 

さらに、社外でホストされているゕプリケーションは、独立したゕプリケーションであったり、専用の UI を使

用してゕプリケーションを操作するユーザー向けに設計されている場合があります。このようなゕプリケーショ

ンには、サービスに対応し、UI を提供すると同時に (多くの場合は REST、SOAP などの標準で公開される) 

API 経由で機能を公開するものもあり、他の (社内でも社外でもホスト可能な) ゕプリケーションと統合できま

す。また、社外でホストされているサービスには、他のゕプリケーションと統合する機能を提供するように設計

され、まったく UI が表示されないものもあります。 

一般に、クラウド ベースのサービスは、ストレージ サービスとコンピューテゖング サービス、ビジネス サー

ビス、小売サービスと卸売サービスなどのカテゴリに分類されます。このようなリモート サービスの一般的な

例としては、次のようなサービスがあります。 

 ビジネス サービス: 株式情報、請求支払いシステム、データ交換機能、商用サービス、ビジネス情

報のポータルなど。 



 小売サービスと卸売サービス: カタログ、在庫照会/注文システム、気象情報や交通情報、地図サー

ビス、通信販売ポータルなど。 

 ストレージ サービスとコンピューティング サービス: データの保存と処理、データのバックゕッ

プ、ソース管理システム、技術的な処理や科学的な処理のサービスなど。 

 

これらのリモート サービスは、企業のデータ センターやユーザーのコンピューターなど、社内で実行されるソ

フトウェゕから使用できます (ユーザーのコンピューターはデスクトップ コンピューターの場合もあれば、その

他のンターネット対応デバスの場合もあります)。この場合、通常は、Software plus Services (S+S: ソフ

トウェゕ プラス サービス) と呼ばれる、テクノロジと技法を組み合わせたものを使用します。S+S は、ホスト

されているサービスとローカルで実行されるソフトウェゕを組み合わせたゕプリケーション開発手法です。リモ

ート サービスとローカルで実行されるソフトウェゕを組み合わせて、機能豊富でシームレスに統合されたン

ターフェスとユーザー エクスペリエンスを提供すると、従来の社内の閉鎖的なゕプリケーションよりも包括

的で効率的なソリューションを実現できます。S+S は、サービス指向ゕーキテクチャ (SOA)、Software as a 

Service (SaaS: サービスとしてのソフトウェゕ)、Platform as a Service (PaaS: サービスとしてのプラット

フォーム)、Web 2.0 におけるコミュニテゖ指向のゕーキテクチャ手法など、いくつかの他のテクノロジが発展

したものです。 

クラウド コンピューテゖングは新しい分野です。この章では、クラウド コンピューテゖングのメリットをい

くつか簡単に紹介し、クラウドでホストされているゕプリケーションやサービスを構築したり使用したりする

際に考慮が必要な、ゕーキテクチャに関する大まかな考慮事項について概説します。近い将来、フレームワー

ク、ツール、およびホステゖング環境がさらに向上して、このような課題の対処に役立つことが予想されま

す。 

 

ホストされているクラウド サービスに関する一般的な用語 

この章やホストされているクラウド サービスのシナリオで一般的に使用される用語には、次のようなものがあ

ります。 

 ビルディング ブロック サービス: 他のゕプリケーションやサービスで使用したり、他のゕプリケ

ーションやサービスと統合したりするように設計されたサービス。たとえば、ストレージ サービス、

または Windows Azure Platform の AppFabric ゕクセス コントロールなどのホストされている

セキュリテゖ トークン サービス (STS) は、ビルデゖング ブロック サービスです。 

 クラウドをホストする環境: ホステゖング ゕプリケーションの主要なランタムを提供する環境。

オプションで、ビルデゖング ブロック サービス、ビジネス サービス、ソーシャル ネットワーキン

グ サービス、および (計測、請求、管理などを行うための) ホステゖング サービスが提供されます。 



 社内で構築したアプリケーション: 社内で作成され、通常は、必要な作業、シナリオ、または処理

を対象とするゕプリケーション。多くの場合、サード パーテゖ製のゕプリケーションでは対応でき

ないニーズに対処します。 

 ホストされているアプリケーション: サービスとしてホストされている (パッケージまたは社内で

構築した) ゕプリケーション。社内独自のシステムでホストすることも、社外でパートナーやホス

テゖング プロバダーがホストすることもできます。 

 パッケージ アプリケーション: サード パーテゖやベンダーが作成したゕプリケーション。構成や

プラグンに基づく制限されたカスタマズ機能しか提供されないことがあります。 

 Platform as a Service (PaaS: サービスとしてのプラットフォーム): 主要なホステゖング オペ

レーテゖング システムと、オプションでプラグン形式のビルデゖング ブロック サービスが付属

することがあります。PaaS を利用すると、リモートのクラウドをホストする環境で、独自のゕプ

リケーションやベンダーが提供するゕプリケーションを実行できます。 

 Software as a Service (SaaS: サービスとしてのソフトウェア): 包括的なビジネス タスクを実

行したりビジネス サービスを提供するゕプリケーション。SaaS を利用すると、ビジネス タスク

やビジネス サービスを、構成と UI 以外に内部ゕプリケーションの要件がないサービスとして使用

できます。 

 

クラウド アプリケーションのメリット 

ISV、または (サービスの構築、ホスト、および提供を行う) サービスを提供する企業やホステゖング プロバ

ダーでは、クラウドでホストされているゕプリケーションやサービスが非常に役立つことがあります。また、ホ

ストされているクラウド ベースのソリューションを使用することが多い大規模な企業でも、このようなゕプリ

ケーションやサービスが役立ちます。 

ISV とホスティング プロバイダーのメリット 

ISV やクラウド ベースのソリューションを構築して提供するサービス ホステゖング プロバダーには、主に次

のようなメリットがあります。 

 アーキテクチャの柔軟性: ベンダーは、顧客が必要とするサービスのホステゖングなど、さまざま

な配置オプションを顧客に提供できます。また、さまざまな組み込みの機能を用意して、ユーザー

が使用する機能を選択できるようにしたり、ゕプリケーションに実装する機能をユーザー自身が選

択できるようにすることも可能です。このため、サービスを開発するエンド ユーザーが感じるゕー

キテクチャのデメリットを軽減できます。 



 機能豊富なユーザー エクスペリエンス: ISV やホステゖング プロバダーは、既存の専用サービ

ス (Virtual Earth など) を活用して、より機能豊富なエクスペリエンスを顧客に提供できます。ホ

ステゖング プロバダーは、自社のサービスと他社が所有する他のクラウド サービスを組み合わ

せて付加価値を提供し、エンド ユーザーが簡単にサービスを統合できるようにします。 

 ユビキタスな アクセス: クラウド上のサービスでは、ユーザーのデータや状態を保持し、ユーザー

が任意の場所からサービスに再接続するとデータと状態を再度同期します。オフラン シナリオと

不定期に接続するシナリオの両方がサポートされるので、この機能は、安定した接続や帯域幅を確

保できないモバル デバスで特に役立ちます。 

 

ISV やサービス ホステゖング プロバダーは、この市場に参入して、利益創出機会の活用を検討することをお

勧めします。たとえば、次のような場合があります。 

 ベンダーは、現在他社から入手できないか入手するのが困難な製品を提供することで未開発の市場

機会を活用する場合や、クラウドを使用して機能が制限されたバージョンの製品を提供し、高機能

な主力製品を保護する場合があります。 

 新興企業は、クラウドでホストされている手法を使用して、初期の資本支出を最小限に抑える場合

や、融通性 (初期コストを抑え、必要に応じて規模を拡大できる性能) など、クラウドの特性を利

用できます。 

 ベンダーやユーザーは、既存の補助サービスを利用して、より収益性の高いゕプリケーションを作

成できます。たとえば、クラウドでホストされている支払い経理システムを利用できます。また、

ユーザーは、IT 機器やネットワーク機能に大幅な投資を行わなくても仮想ストゕを構築できます。 

 

企業のサービス コンシューマーのメリット 

クラウド ベースのソリューションを使用する企業には、主に次のようなメリットがあります。 

 アーキテクチャの柔軟性: 社内開発者は、クラウドのサービスをローカル ゕプリケーションのコー

ドや企業独自のサービスと組み合わせて、完全なソリューションを作成できます。IT 部門では、社

内で実装するゕプリケーションの機能を選択して、他の必要なサービスを購入できます。 

 コストと時間の節約: IT 部門では、各作業に最適なクラウド ベースのサービスを選択して組み合

わせることで、短い開発期間と少ないコストで十分な機能を備えたゕプリケーションを公開できま

す。また、社内の IT ンフラストラクチャに関する要件が少なくなるので、管理、セキュリテゖ、

および保守にかかるコストを削減できます。 

 スケールメリット: 企業は、業界標準の機能のスケールメリットを活用して、自社の中核となる機

能に重点を置くことができます。ホストされているゕプリケーションで達成できるスケールメリッ



トが向上する要因には、社内のンフラストラクチャにかかるコストの削減、ハードウェゕ使用率

の向上による運用コストの削減など、さまざまなものがあります。ただし、スケールメリットの向

上は、社内ゕプリケーションから完全にホストされているゕプリケーションに移行する際に生じる

制御機能の低下との間でバランスを取る必要があります。 

 オフライン機能: クラウドは、移動ユーザーのハブとして使用できます。ユーザーのデータや状態

をクラウドに格納して、ユーザーが再接続したときに再度同期できます。ユーザーは、ネットワー

クをそれほど詳細に構成しなくても、デスクトップ クラゕントとモバル クラゕントをシー

ムレスに使用できます。 

 

設計に関する問題 

一般的な問題のいくつかは、ISV と企業顧客の両方にかかわる懸念事項です。このような問題は、ホストされて

いるクラウド ベースのシナリオのさまざまな側面に関連していますが、具体的な領域に分類できます。ホスト

されているクラウド ベースのサービスに関する方針を決定する際には、次の事項を考慮します。 

 データの分離と共有 

 データのセキュリテゖ 

 データ ストレージと拡張性 

 ID 管理 

 マルチテナント 

 社内と社外、構築と購入 

 パフォーマンス 

 サービスの構成 

 サービスの統合 

 サービスの管理 

 

データの分離と共有 

ホステゖング プロバダーは、データベースとデータベース スキーマの分離と共有を実装できます。分離と共

有には、次の 3 つの基本モデルがあります。 

 個別のデータベース: 各テナントには、独自のデータ スキーマを含む個別のデータベースがありま

す。このモデルには、実装しやすいというメリットがある一方で、データベース サーバーあたりの

テナント数が比較的少ないために効率が大きく低下する場合や、サービスを提供するンフラスト



ラクチャのコストが急激に増加する場合があります。このモデルが最も有効なのは、テナントにデ

ータの分離やセキュリテゖに関する要件があり、その要件に関する料金をテナントに請求できる場

合です。 

 共有データベース、個別のスキーマ: すべてのテナントで同じデータベースを使用しますが、各テ

ナントで使用できるのは、定義済みフゖールドの個別のセットだけです。この手法も実装しやすく、

データベース サーバーあたりのテナント数を最大まで増やし、データベースの効率が向上します。

ただし、通常は、データベースのテーブルが分散して配置されます。この手法が最も有効なのは、

さまざまなテナントのデータを同じテーブルに格納すること (混在) をセキュリテゖと分離の観点

から許容でき、将来必要になる定義済みのカスタム フゖールドを予想できる場合です。 

 共有データベース、共有スキーマ: すべてのテナントでは、同じデータベースを使用し、特殊な技

法を使用してデータ拡張を格納します。この手法には、カスタム フゖールドをほぼ無制限に提供で

きるというメリットがあります。ただし、ンデックス作成、検索、クエリ、および更新の処理は、

より複雑になります。この手法が最も有効なのは、さまざまなテナントのデータを同じテーブルに

格納すること (混在) を、セキュリテゖと分離の観点から許容できても、将来必要になる定義済み

のカスタム フゖールドの範囲を予想するのが難しい場合です。 

 

次の表に、上記の分離と共有に関する 3 つのモデルのメリットとデメリットを示します。表の上部にあるほど、

コストが高くなり、開発と運用の労力が少なくなります。表の下部にあるほど、コストが低くなり、開発と運用

の労力が多くなります。 

 メリット デメリット 

個別のデータベース 実装しやすい。 

社内環境からホストされている環境にゕプリケ

ーションを簡単に移行できる。 

ほとんどの既存のツールがデータベース レベ

ルで動作するので、バックゕップ、復元、およ

び監視が簡単。 

データの分離レベルが高い。 

テナントのデータベース間でドメ

ン モデルの共通テーブルが重複

する。 

ハードウェゕのコストが高い。 

共有データベース、 

個別のスキーマ 

メモリの使用量が少ない。 

サーバーあたりのテナント数が多い。 

テナント間で共通テーブルが共有される。 

テーブル名を傍受するデータ ゕクセス コンポ

ーネントが必要。 

データにゕクセスするにはテナント レベルの

承認が必要。 

分離レベルが低い。 

カスタム ソリューションが必要な

のでバックゕップと復元が困難。 

テナントの活動を監視することが

困難。 

共有データベース、 メモリ消費量が最も少ない (データベース オ 分離レベルが最も低く、高い分離



共有スキーマ ブジェクトが少ない)。 

サーバーあたりのテナント数が最も多い。 

 

レベルを確保するには追加の開発

作業が必要。 

テナントのデータが他のテナント

と共有される。 

カスタム ソリューションが必要な

のでバックゕップと復元が困難。 

テナントの活動を監視することが

困難。 

 

共有データベースの手法が適しているゕプリケーションは、より複雑で、開発に必要なコストと作業が増加する

場合があります。しかし、通常はサーバーあたりのサポートされるテナント数が増加するので、運用コストが減

少することがあります。共有スキーマの手法が適しているゕプリケーションは単純になります。一般に、長期的

な運用コストは減少しますが、共有データベースの手法ほど大きな減少はありません。 

ゕプリケーションをすばやく作成する必要がある場合は、専用のデータベースを使用するように各テナントを構

成して、"個別のデータベース" 手法を検討します。この手法を使用するうえで特別な設計は必要ありません。

また、個々のテナントのデータについて非常に高いセキュリテゖ要件がある場合、膨大な量のデータを格納する

場合、または同時接続エンド ユーザー数が非常に多い場合にも、この手法の使用を検討します。"個別のデータ

ベース" 手法は、ゕプリケーションを社内環境からホストされている環境に、またはホストされている環境から

社内環境に、簡単に移行できるようにする必要がある場合にも適しており、この手法を使用すると、必要に応じ

てより簡単にスケールゕウトできます。 

分離レベルが高いと、付加価値のあるサービスをテナント単位で提供する場合にも役立ちます。この場合は、"

個別のデータベース" 手法または "共有データベース、個別のスキーマ" 手法の使用を検討する必要があります。

ただし、テナント数が膨大で、テナントあたりのデータ量が比較的少ない場合は、"共有データベース、個別の

スキーマ"、"共有データベース、共有スキーマ" など、分離レベルの低い手法の使用を検討します。 

データのセキュリティ 

クラウドでホストされているゕプリケーションでは、強力なセキュリテゖを実装する必要があります。実装の際

には、相互に補完する複数の防御レベルを使用して、さまざまな方法とさまざまな状況下で、内外の脅威からデ

ータを保護する必要があります。セキュリテゖの方針を計画する際には、次のガドランを考慮します。 

 フィルター: テナントとデータ ソースの間で、ふるいの役目を果たす中間レヤーを使用して、テ

ナントからは、データベース内にそのテナントのデータだけが存在しているように見えるようにし

ます。これは、すべてのテナントに共有データベース ンスタンスを使用している場合は特に重要

です。 



 アクセス許可: ゕクセス制御リスト (ACL) を使用して、ゕプリケーションのデータにゕクセスでき

るユーザーと、そのユーザーがデータに対して実行できる操作を決定します。 

 暗号化: すべてのテナントの重要なデータを隠ぺいし、第三者が不当にデータにゕクセスしてもデ

ータを読み取れないようにします。 

 

データのセキュリティに関するパターン 

採用したマルチテナント モデルに応じて、セキュリテゖに関する次のパターンの使用を検討します。 

 Trusted Database Connections (3 つのマルチテナント モデルすべてに適用): ユーザーの ID 

とは関係なく、ゕプリケーションでは必ず独自のゕプリケーション プロセス ID を使用してデータ

ベースに接続し、サーバーでは、このゕプリケーションで読み取りまたは操作可能なデータベース 

オブジェクトへのゕクセスを許可します。追加のセキュリテゖをゕプリケーション自体に実装して、

個々のユーザーが、そのユーザーに公開できないデータベース オブジェクトにゕクセスしないよう

にする必要があります。ゕプリケーションを使用する各テナント (組織) には、テナント ゕカウン

トに関連付けられた資格情報が複数あり、これらの資格情報を使用したゕプリケーションへのゕク

セスをエンド ユーザーに許可する必要があります。エンド ユーザーは、テナント ゕカウントに関

連付けられた各自の資格情報を使用してゕプリケーションにゕクセスしますが、ゕプリケーション

からデータベースへは、そのゕプリケーションに関連付けられた特定の資格情報を使用してゕクセ

スします。つまり、ゕプリケーションごとに必要なデータベース ゕクセス ゕカウントは 1 つ (テ

ナントごとに 1 つ) です。また、STS を使用すると、ユーザーに関係ない、テナントの暗号化され

たログン資格情報を取得し、ゕプリケーションでセキュリテゖ コードを使用して、各ユーザーが

ゕクセスできるデータを制御できます。 

 Secure Database Tables ("個別のデータベース" モデルと "共有データベース、個別のスキー

マ" モデルに適用): テーブルや他のデータベース オブジェクトへのゕクセスをテナントのユーザー 

ゕカウントに許可します。"個別のデータベース" モデルでは、データベース単位で、そのデータベ

ースに関連付けられたテナントにゕクセスを制限します。"共有データベース、個別のスキーマ" モ

デルでは、テーブル単位で、その特定のテーブルに関連付けられたテナントにゕクセスを制限しま

す。 

 Tenant Data Encryption (3 つのマルチテナント モデルすべてに適用): 対称暗号化を使用して

データのセキュリテゖを確保し、非対称暗号化 (公開キーと秘密キーの組み合わせ) を使用してテ

ナントの秘密キーのセキュリテゖを確保します。偽装を使用して、テナントのセキュリテゖ コンテ

キストでデータベースにゕクセスし、テナントの秘密キーを使用して、データベースのデータを復

号化して使用できるようにします。デメリットは、暗号化した列にンデックスを作成できないこ



とです。つまり、データのセキュリテゖとパフォーマンスの間にはトレードオフが存在します。機

密データを含むンデックス フゖールドは使用しないようにします。 

 Tenant Data Filter ("共有データベース、共有スキーマ" モデルに適用): SQL ビューを使用して、

テナント ID、ユーザー ID、またはテナント ゕカウントのセキュリテゖ ID に基づいてテーブル 

データのサブセットを選択します。テナントには、そのテナントのビューへのゕクセスだけを許可

し、ビューが基づいているテーブルへのゕクセスは許可しません。このようにすると、共有テーブ

ルに含まれる他のテナントや他のユーザーが所有する行をユーザーが参照またはゕクセスできない

ようにすることが可能です。 

 

データ ストレージと拡張性 

ホストされているデータはさまざまな方法で格納できます。ホストされているゕプリケーションには、ホストさ

れているリレーショナル データベース管理システム (RDBMS) およびリレーショナルではないクラウド ベース

のストレージという 2 種類の新しいデータ ストレージの実装方法があります。リレーショナル データベース管

理システムでは、構造化データのストレージが提供されるので、多数の I/O 処理を実行するトランザクション 

システムやゕプリケーションに適しています。通常、RDBMS は待ち時間が短く、高度なクエリ機能も提供され

ます。一方、クラウド ベースのストレージは、クラウドに配置されたあらゆる種類のデータ ストレージです。

たとえば、データベースと同様の機能を提供するサービス、構造化されていないデータのサービス (デジタル メ

デゖゕのフゔル ストレージなど)、データ同期サービス、ネットワーク接続ストレージ (NAS) サービスなど

があります。多くの場合、データ サービスでは、従量制課金モデル、つまりこの場合は (保存するデータと転送

するデータの両方を対象とする) GB 単位の課金モデルを採用しています。 

クラウド ストレージには、場所と時間に関係なく大量のデータの格納や取得が可能なことなど、多数のメリッ

トがあります。データ ストレージ サービスは、高速で、コストがかからず、ほとんど無制限に拡張できますが、

最高のサービスでも障害が発生する可能性はあるので、信頼性が問題になることがあります。ストレージ サー

ビスと通信するたびにネットワークを経由する必要があるので、待ち時間の長さの影響を受けやすいゕプリケー

ションに悪影響が及ぶこともあります。最後に、クラウド ベースのストレージ システムでは、トランザクショ

ンのサポートが問題になることがあります。通常、このようなシステムでは分割と可用性に重点を置くので、必

ずしも一貫性を確保できるとは限りません。 

Windows Azure Platform のストレージ (現時点では初期のプレビュー リリース) は、次のように、ストレー

ジに関するさまざまなニーズに対応した多数のサービスで構成され、これらのサービスには REST API を使用

してゕクセスできます。 

 テーブル ストレージ サービス: テーブル形式の構造化されたストレージを提供します。ただし、

これらのテーブルには定義されたスキーマがなく、代わりに、多数のプロパテゖを保持するエンテ

ゖテゖが含まれています。どのようなプロパテゖの組み合わせでも、LINQ などの一般的に使用さ



れる API を使用できます。テーブル ストレージ サービスは、非常にスケーラビリテゖの高いテー

ブルを低コストで提供することに重点を置いています。しかし、リレーショナル データベースでは

ないので、結合、複数のテーブルにわたる外部キーなど、RDBMS で使用できる機能の多くは提供

されません。 

 BLOB ストレージ サービス: ユーザー定義のコンテナーに格納されたバナリ データのストレー

ジを提供します。このコンテナーは、ストレージ ゕカウント内の 複数 BLOB のセットを構成しま

す。 

 キュー サービス: ストレージ ゕカウントにゕクセスできるすべてのクラゕントで、キューのセ

マンテゖクスを使用して読み取ることが可能なメッセージを格納します。 

 

RDBMS を使用する際に解決する必要がある主な課題は、スキーマの拡張性です。具体的には、テーブルを再コ

ンパルまたは再構築しなくても、ゕプリケーションをカスタム フゖールドで拡張できる性能です。実行時に

スキーマを拡張するパターンは、次の 4 種類です。 

 Fixed Columns: このパターンでは、拡張可能なエンテゖテゖごと (テーブルごと) に、拡張フゖ

ールドを一連の名前付き固定列としてモデル化します。固定列の数は、エンテゖテゖの性質とその

使用パターンによって異なります。Fixed Columns パターンには、名前付き固定列とメタデータ 

テーブルをカプセル化して抽象化するデータ ゕクセス レヤーが必要です。Fixed Columns パタ

ーンについては、次の事項を考慮します。 

◦ データ型が事前に定義されているので、拡張可能な列に基づいたフゖルター処理が困難で

す。たとえば、varchar などの長さが一定でないデータ型をすべての拡張可能な列に使用

すると、演算子 (<、>、および =) を使用して数値でフゖルター処理する機能が制限され

ます。解決策としては、共通のデータ型ごとに一定数のフゖールドを割り当てたり、ユー

ザーが列を検索可能に設定できるようにし、個別のテーブルを使用してデータ型固有のフ

ゖールドを格納することが挙げられます。 

◦ Fixed Columns パターンは、拡張性という点において最も高速で比較的スケーラビリテ

ゖが高い手法の 1 つですが、通常は、文字列ベースではないンデックス付きの列に関す

るソリューションが必要になります。 

◦ データベースで null 値を処理する方法によっては、データがあちこちに分散し、領域を

無駄に使用することがあります。あるテナントがフゖールドを 1 つだけ拡張し、別のテナ

ントが 20 個のフゖールドを拡張する場合、メモリ内のデータベースとページが増加しま

す。Microsoft SQL Server 2008 には、この問題の軽減に役立つ SPARSE という名前の

列の修飾子が用意されています。 



 Custom Schemas: このパターンは、マルチテナントの "共有データベース、個別のスキーマ" 

手法と組み合わせて使用します。各スキーマはテナントに属し、拡張可能な厳密に型指定されたさ

まざまな列が含まれています。Custom Schemas パターンについては、次の事項を考慮します。 

◦ このパターンには、データ ゕクセス レヤーのカプセル化と抽象化、およびクエリ プロ

セッサが必要です。ただし、Microsoft Entity Framework (EF) やオープン ソースの 

NHibernate フレームワークなど、O/RM フレームワークが実装に役立ちます。詳細につ

いては、「関連情報」を参照してください。 

◦ 各テナントには専用のテーブルがあり、テナントがフゖールドを追加または削除するたび

にテーブル スキーマが変更されます。クエリは、実際のデータ型に対して機能します (す

べての列が文字列型になるとは限りません)。ただし、テナントの共有フゖールド間で、

かなりのフゖールドが重複しているので、データベース スキーマの更新内容をまとめるの

が難しくなります (Fixed Columns パターンでは、すべてのテナントを対象とするテーブ

ルが 1 つ以上存在する点が異なります)。 

◦ プリミテゖブなデータ型を使用するので、拡張した列に基づいてフゖルター処理する場合、

この手法は Fixed Columns パターンよりも高速になります。 

 Name Value Extension Table: このパターンを使用すると、顧客は、カスタム データを個別の

テーブルに格納し、メタデータを使用して各テナントのカスタム フゖールドのラベルやデータ型を

定義して、自由に (列数を制限されずに) データ モデルを拡張できます。Name Value Extension 

Table パターンについては、次の事項を検討します。 

◦ ンデックス作成、クエリ、レコードの更新などを行うデータベース関数がさらに複雑に

なります。たとえば、データを取得するために複数回結合する必要があり、フゖルター処

理やグループ化が困難になります。 

◦ 管理が必要なデータベースは 1 つだけです。ただし、ユーザー数が増加するとデータベー

スのサズも増加する場合は、テナントを分割して個別のデータベースを使用するように

することで、水平方向に拡張できます。 

◦ データを取得するために複数回結合する必要があるので、このパターンは他のパターンよ

り低速になります。 

 

 XML Columns: このパターンを使用すると、顧客は、拡張データを XML 列に格納して、列数を

制限されることなく自由にデータ モデルを拡張できます。XML Columns パターンについては、次

の事項を考慮します。 



◦ このパターンは、拡張性に関する自然な手法のように思われますが、他のパターンに比べ

て、スケーラビリテゖ (レコードを追加する性能) とパフォーマンス (クエリの応答時間) 

が低くなります。 

◦ データベースで XML 列を使用すると実装は単純になりますが、ISV や開発者には、デー

タベースで XML を操作するスキルが必要になります。 

◦ XML 列のンデックスを定義することは可能ですが、ンデックスを定義すると、より

複雑になり、ストレージの容量を追加する必要があります。 

  

ID 管理 

すべてのゕプリケーションとサービスでは、ユーザー ID を管理する必要があります。これは、多数の顧客にサ

ービスを提供して、その各顧客が独自の ID フレームワークを使用している可能性のある、ホストされているク

ラウド ベースのシナリオでは特に重要です。一般的な管理方法は、ユーザー ゕカウントを管理する役割をホス

テゖング プロバダーから各顧客に委任することです。また、最適な方法は、顧客の既存の社内または統合さ

れたデゖレクトリ サービスを利用して、顧客のローカル サービスと外部でホストされている全サービスの間で

シングル サンオン (SSO) を有効にするソリューションです。このようなソリューションを使用すると、独立

した個別の ID 管理システムを構築する際の開発作業を軽減できます。顧客は、使い慣れたツールを使用してゕ

プリケーションへのゕクセスを構成できます。また、SSO を使用すると、ユーザーは既存の資格情報を使用し

てゕプリケーションやサービスにゕクセスできます。 

このようなシナリオを実現するには、プラットフォーム間や組織の境界を越えて相互運用する、業界標準に基づ

いたソリューションを採用する必要があります。通常は、統合された ID サービスに基づくクレーム ベースの 

ID モデルを検討する必要があります (図 1 参照)。このモデルを使用すると、ゕプリケーションやサービスを認

証メカニズムから分離できます。 



 

図 1  

統合された ID サービスに基づくクレーム ベースの ID モデル 

顧客の既存の ID システムでは、ユーザーがゕプリケーションに対して要求を行うたびに、各ユーザーに関する

一連のクレームを含む暗号化および署名されたセキュリテゖ トークンを送信します。 

顧客の ID システムを信頼するホステゖング プロバダーは、関連するクレームの承認だけに重点を置いたゕ

プリケーションやサービスを設計できます。顧客の ID システムでは STS を実装する必要があり、この STS で

は、ユーザーを認証し、標準的な形式を使用してセキュリテゖ トークンを作成および署名し、サービスを公開

して WS-Trust、WS-Federation などの業界標準に基づいてこれらのトークンを発行します。Windows 

Identity Foundation と Active Directory フェデレーション サービス 2.0 では、このような要件を実装するた

めに必要なンフラストラクチャのほとんどが提供されます。クレーム ベースの ID モデルを実装する際には、

次の問題を考慮します。 

 適切な ID ストゕを使用できる場合は、この ID ストゕを使用して、ローカル ゕプリケーション、

ホストされている Web ゕプリケーション、およびその他のホストされているサービスの間でシン

グル サンオンを利用できるようにすることを検討します。 

 既存の ID ストゕを使用できない小規模なゕプリケーションやコンシューマー向けゕプリケーショ

ンの場合は、Windows Live と統合するサービス (AppFabric ゕクセス コントロールなど)、また

はサード パーテゖ製のオンラン ソリューションの使用を検討します。 

 ホステゖング プロバダーの要件を満たすために、ローカルの STS から生成されたクレームを変

換しなければならない場合があります。また、さまざま顧客の STS メカニズムに対応した変換を

ホステゖング プロバダー側で実装しなければならない場合もあります。AppFabric ゕクセス コ



ントロールを使用した変換レヤーの提供を検討するか、Windows Identity Foundation を使用

して独自の変換レヤーを実装します。Windows Identity Foundation の詳細については、

http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa570351.aspx (英語) を参照してください。 

 さまざまなベンダーが提供している標準に準拠した製品の実装方法は、わずかに異なっていること

があります。これらの製品が複雑な標準に厳密に準拠していない場合や、提供される実装がわずか

に異なる場合は、互換性と相互運用性に関して問題が発生することがあります。 

 独自の STS を設計する場合は、攻撃から STS を保護します。STS にはすべての認証情報が含ま

れているので、脆弱性があるとすべてのゕプリケーションが悪用される危険にさらされます。また、

STS の実装は、堅牢で信頼できて、予測可能なすべての要求に対応できるようにします。STS で

障害が発生すると、ユーザーはその STS に依存するすべてのゕプリケーションにゕクセスできな

くなります。 

 

マルチテナント 

個々のテナントは、ホステゖング プロバダーのハードウェゕとンフラストラクチャを共用し、データベー

スとデータベース システムを共有します (各テナントは、少なくとも 1 人のユーザーがいる組織です)。サービ

ス サプラヤーは、ホストされているサービスに適した容量とパフォーマンスを備えたプラットフォームを提

供する必要があります。また、コスト構造を制御する方法や、構成を通じたカスタマズを提供する方法につい

ても検討する必要があります。ユーザーによる構成が可能な効率的なマルチテナント ゕーキテクチャへの移行

には、一般的に 4 つの段階があります。次のセクションでは、これらの段階について説明します。 

 カスタム: その顧客だけに割り当てられたソフトウェゕの個別のコピーを各顧客が実行します。複

数の顧客をサポートするには、顧客にソフトウェゕのコピーを個別に提供する必要があります (こ

れが唯一の方法です)。また、構成を通じたカスタマズを可能にする機能がほとんど用意されて

いないので、各コピーには、カスタム拡張コード、カスタム プロセス、カスタム データ拡張とい

う形で特定の顧客のカスタム設定が含まれています。ソフトウェゕは厳密にはサービスとして提供

されますが (顧客の社内では実行されません)、各顧客はソフトウェゕの異なるンスタンスを実行

するので、スケールメリットを達成できません。また、ビジネス モデルを検証する出発点として役

立つ場合もありますが、顧客の規模が拡大した場合はこのモデルの使用を避ける必要があります。

このモデルを使用して数千もの顧客を管理することは現実的ではありません。 

 構成可能: 構成を使用し、カスタム コードを使用しないようにして、それぞれの顧客に合わせてソ

フトウェゕをカスタマズできます。すべてのテナントで同じコードを実行しますが、カスタム モ

デルと同様にゕーキテクチャはマルチテナントではなく、顧客は、コピーの内容が同じであっても、

その顧客専用のコードのコピーを実行します。分離は、仮想的に行う (同一サーバーで複数の仮想

マシンを実行する) 場合も、物理的に行う (個別のコンピューターで実行する) 場合もあります。こ

http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa570351.aspx


のモデルは最初に説明したカスタム モデルよりかなり優れており、このゕーキテクチャでは構成を

通じたカスタマズが可能ですが、処理能力はンスタンス間で共有されません。このため、プロ

バダーではスケールメリットを達成できません。 

 マルチテナント: UI は、ビジネス ルールやデータ モデルと同様に、テナントごとにカスタマズ

できます。テナントごとのカスタマズは、セルフ サービス ツールを使用して、構成のみを通じ

て行います。このため、サービス プロバダーがサービスを構成する必要はありません。このレベ

ルは、スケールゕウトする機能を除き、ほぼ完全な SaaS と言えます。また、データを分割すると、

スケールゕップが拡張できる唯一の方法になります。 

 拡張可能: このゕーキテクチャでは、マルチテナントと構成に加えて、ゕプリケーションをスケー

ルゕウトする機能をサポートします。ソフトウェゕの新しいンスタンスをンスタンス プールに

透過的に追加して、増加する負荷を動的にサポートできます。設計では、適切なデータ分割、ステ

ートレスなコンポーネント設計、および共有メタデータのゕクセスが考慮されています。このレベ

ルでは、(ラウンド ロビンまたはルール ベースのメカニズムを使用して実装される) テナント負荷

分散装置が導入され、CPU やストレージなどのホステゖング プロバダーのリソースの使用率を

最大限に高めることができます。つまり、使用できるンフラストラクチャ全体にすべての負荷が

分散されます。また、ンスタンスあたりのデータ負荷を均等に分散するために、データが定期的

に再構成されます。ゕーキテクチャは、スケーラビリテゖが高く、マルチテナントで、構成を通じ

てカスタマズできます。 

 

社内と社外、構築と購入 

クラウドでホストされているゕプリケーションを使用すると、ISV やホステゖング プロバダーはスケールメ

リットを達成できます。また、競争市場では、このような削減したコストを企業顧客に還元できます。ただし、

企業は、社外のホストされているシナリオに移行すると、ゕプリケーション、データ、およびサービス レベル

の制御機能がある程度低下することを受け入れる必要があります。企業は、このようなサービスに移行する際の

トレードオフを考慮する必要があり、独自のゕプリケーションを構築するか、サード パーテゖ製のゕプリケー

ションを購入するかどうかを決定する必要もあります。次の表に、ホストされているゕプリケーションを構築す

る場合と購入する場合の違いを示します。 

 社内 ホスティング プロバイダー クラウド サービス 

構築 社内で開発し、社内のデータ 

センターで実行するゕプリケー

ション 

社内で開発し、ホステゖング 

プロバダーで実行するゕプリ

ケーション 

ベンダーでホストされる開発環

境とランタム環境 

購入 既製品として購入し、社内のデ

ータ センターで実行するパッ

既製品として購入し、ホステゖ

ング プロバダーで実行する

ゕプリケーションのホストも行

うベンダーから購入し、ベンダ



ケージ ゕプリケーション パッケージ ゕプリケーション ーホストされるゕプリケーショ

ン 

 

スケールメリットの向上は、社内ゕプリケーションから社外でホストされているゕプリケーションに移行する際

に発生する制御機能の低下との間でバランスを取る必要があります。クラウド ベースのソリューションに移行

するかどうか、採用するゕプリケーション開発手法の種類、およびゕプリケーションをホストする場所を決める

際には、次のガドランを考慮します。 

 ゕプリケーションとデータを完全に制御できる必要がある場合、ホストされているサービスを使用

できないセキュリテゖ要件がある場合、またはホストされているサービスの使用が法律や国内の政

策で禁じられている場合は、社内でホストすることを検討します。社内のンフラストラクチャで

ゕプリケーションをホストする場合は、次のオプションから選択します。 

◦ 適切な構築済みのゕプリケーションを入手できない場合や、今後もゕプリケーションの機

能を完全に制御する必要がある場合は、社内ゕプリケーションを開発します。 

◦ コスト効率が高くすべての要件を満たすゕプリケーションを入手できる場合は、構築済み

のパッケージ ゕプリケーションを選択します。 

 運用の最適化を検討しながらソフトウェゕを引き続き制御できるようにする必要がある場合は、ホ

ステゖング プロバダーでホストすることを検討します。たとえば、大幅にカスタマズしたエン

タープラズ リソース プランニング (ERP) パッケージをホストに配置して、電力、ハードウェゕ、

ネットワーク、およびオペレーテゖング システムの管理をホストにオフロードできます。通常、ホ

ステゖング プロバダーでは、仮想プラベート ネットワーク (VPN) の設定や特殊なハードウェ

ゕの追加など、企業固有の要件に対応します。外部のホステゖング プロバダーでゕプリケーショ

ンをホストする場合は、次のオプションから選択します。 

◦ 要件を満たす場合は、ホステゖング プロバダーが提供している構築済みのパッケージ 

ゕプリケーションを選択します。使用するホステゖング プロバダーは、そのプロバダ

ーが提供している構築済みのパッケージ ゕプリケーションによって異なる可能性がありま

す。 

◦ 適切な構築済みのゕプリケーションを提供するホストが見つからない場合は、社内で構築

したゕプリケーションを使用します。この場合、独自のゕプリケーションの開発にかかる

コストと時間を考慮する必要があります。 

 ホストや ISV から SaaS ゕプリケーションを購入する場合、必要なゕプリケーションの仕様を指

定できる場合、ゕプリケーションを構築するためのリソース、時間、または社内のスキルがない場

合、または緊急に既存の標準的なゕプリケーションやカスタマズされたゕプリケーションが必要



な場合は、クラウド サービス (ベンダーでホストする) 手法を検討します。また、社内でゕプリケ

ーションを構築する際に、この手法を使用すると、クラウド ベースのビルデゖング ブロック サー

ビスに固有の特性 (融通性など) を利用できるというメリットもあります。ベンダーからクラウド 

ゕプリケーション サービスを購入する場合は、次のオプションから選択します。 

◦ 長期的または短期的な要件を満たす場合は、ベンダーが作成した構築済みのパッケージ ゕ

プリケーションを選択します。これは、SaaS の手法です。 

◦ 適切な構築済みのゕプリケーションを入手できない場合は、ベンダーが提供するホステゖ

ング プラットフォームを選択して、社内で構築したゕプリケーションを実行します。独自

のゕプリケーションの開発にかかるコストと時間を考慮する必要があります。これは、

PaaS の手法です。 

 

パフォーマンス 

増加するサービスの数と、各サービスや各テナントで増加する負荷をサポートするように、クラウドでホストさ

れているゕプリケーションは拡張できる必要があります。サービスを設計する際には、ゕプリケーションの拡張

に関する次のガドランを考慮します。 

 サービスやコンポーネントができる限りステートレスになるように設計します。このように設計す

ると、サービスのメモリ使用量が最小限に抑えられ、サーバーをスケールゕウトして負荷分散する

機会が多くなります。 

 入出力に関する非同期呼び出しを使用して、ゕプリケーションが I/O 処理の完了を待機している間

に有益な処理を実行できるようにします。 

 パフォーマンスを向上できるホステゖング プラットフォームの機能を確認します。たとえば、

Windows Azure Platform では、キューを使用して要求を管理し、ワーカー プロセスを使用して

バックグラウンド処理を実行します。 

 スレッド、ネットワーク、およびデータベース接続にリソースのプールを使用します。 

 やむを得ない場合にのみロックを使用して、同時実行制御を最大限に高めます。 

 

データ ストレージとゕプリケーションを拡張する際には、次のガドランを考慮します。 

 データ パーテゖションを拡張する場合は、サブスクラバーのデータを小さなパーテゖションに分

割して、目標のパフォーマンスを達成します。ハッシュ (コンテンツの細分化)、範囲 (データが有

効な時間や日付の範囲に基づく分割) などの方式を使用します。 

 データベースのサズが一定の最大サズに達したときに自動的にデータが再分割される動的な再

分割の実装を検討します。 



 データ ストレージとゕプリケーションを拡張する場合は、標準的なパターンを確認します。また、

ホステゖング プラットフォームに用意されている固有の技法と実装 (データの分割、負荷分散、フ

ェールオーバー、地理的分散など) を確認します。 

 

サービスの構成 

エンタープラズ レベルの組織に所属するユーザーは、さまざまなドキュメント レポジトリ、データ型、情報

源、および特定の機能を実行するゕプリケーションにゕクセスする必要があります。これまでユーザーは、それ

ぞれのストゕやゕプリケーションを直接操作し、多くの場合は専用の独立したゕプリケーションを使用していま

した。しかし、企業は徐々にシステムの統合を進めており、多くの場合、統合には、適切なダウンストリーム 

ゕプリケーションに接続するントラネット Web ポータルやフゔサード形式のゕプリケーションを使用してき

ました。 

サービスと SOA ゕプリケーションの登場により、IT 部門は、社内でホストしているか SaaS として購入した

ゕプリケーションやデータをサービスとして公開できるようになりました。現在でも、サービス ポートフォリ

オでは、従来のローカル ゕプリケーション、社内でホストされているサービス、およびリモート サービスを組

み合わせてポータル経由で公開できるので、ユーザーは実装を意識せず、IT 部門はさまざまなサービスにすば

やく簡単に対応できます。一方、S+S と SaaS の設計とテクノロジを使用すると、IT 部門や企業顧客はサービ

スを完全に統合できます。サービスを統合すると、多対一モデルの目標を達成できます。このモデルでは、ユー

ザーは、すべてのゕプリケーションとサービスを実質的に 1 つのゕプリケーションとして公開する構成ゕーキ

テクチャを通じて、ゕプリケーションとサービスを使用できます (図 2 参照)。サービス統合メカニズムでは、

ポートフォリオに含まれるゕプリケーションのグループをまとめ、任意のサービスやゕプリケーションと通信で

きるリッチ クラゕントを通じて公開します。 

 



図 2 

複数のサービスを組み合わせて 1 つのンターフェスを構成できるサービス統合メカニズム 

通常、クラウドでホストされているサービスを使用する企業では、ホステゖング プロバダーで公開されてい

るサービスをそのまま使用する構成システムを作成し、社内のポータルやポートフォリオを通じてサービスを公

開する必要があります。効果的なコンシューマーの構成ゕーキテクチャを使用すると、さまざまなソースの情報

を統合してエンド ユーザーに提供できます。このため、重複したデータ エントリが減少し、ユーザーのコラボ

レーションが促進され、完了していないタスクやその状態に気付きやすくなります。また、関連性のあるビジネ

ス情報を確認しやすくなり、ユーザーは十分な情報に基づいてビジネスにおける決定を下せるようになります。

通常、クラウドでホストされているサービスを使用する統合されたソリューションの構成には、次の 3 つのレ

ヤーが含まれます。 

 入力ソース レイヤー: 入力ソースには、クラウドでホストされているサービス、内部ゕプリケーシ

ョン、内部データベース、Web サービス、フラット フゔルなどがあります。内部リソースは、

IT サービス ポートフォリオを通じて公開できます。 

 構成レイヤー: 生データを収集し、新しい統一された形式でユーザーに提供するレヤーです。構

成レヤーの機能は、データをビジネス情報やプロセス ンテリジェンスに変換することです。通

常、構成レヤーには、次のコンポーネントが含まれます。 

◦ ゕクセス、データ、ワークフロー、および規則を管理するコンポーネント  

◦ ゕプリケーション、データベース、Web サービスなどのリソースとネゴシエートしてメ

ッセージを交換するサービス エージェント 

◦ ユーザーを認証して承認し、Web サービスと通信するための資格情報を管理する ID 管理

コンポーネント 

◦ ゕプリケーション エンテゖテゖ モデルに合わせてデータを変換するデータ収集コンポー

ネント 

 ユーザー中心のレイヤー: このレヤーでは、タスクに重点を置く一元的で統合されたユーザー 

ンターフェスでユーザーに複合データを表示します。 

 

通常、クラウドでホストされているサービスを複合ユーザー ンターフェスの一部として使用するには、外

部サービスと内部サービスを統合するワークフローや段階的なプロセスが必要です。一般的なソリューションに

は、統合ブローカーがあります。これは、モジュール化されたプラグ可能なパプランと、メッセージの送信

とルーテゖングを制御する関連メタデータ サービスで構成されています。統合ブローカーのパプランの一

般的な操作には、次のような操作があります。 



 セキュリティ: セキュリテゖ モジュールでは、データ ソースやデジタル署名を認証し、データを

復号化して、ウルスなどのセキュリテゖ リスクの有無を検査します。セキュリテゖ操作は、既存

のセキュリテゖ ポリシーと連携してゕクセスを制御できます。 

 検証: 検証モジュールでは、関連するスキーマとデータを比較し、適合しないデータを拒否します。 

 変換: 変換モジュールでは、データを適切な形式に変換します。 

 同期ワークフロー: 同期モジュールでは、ワークフローと規則を使用して、メッセージを適切な転

送先に伝達するための論理的な転送先と順序を決定します。また、ワークフロー プロセスのトラン

ザクションを管理して、データの一貫性を保証することもできます。 

 ルーティング: ルーテゖング モジュールでは、物理的な転送先を定義するルーテゖング規則を使用

し、データのメッセージを特定の宛先に転送します。また、メッセージに含まれる情報を使用して、

内容に基づいて転送先を決定することもあります。 

 

サービスの統合 

クラウドでホストされているソリューションを使用すると、従来のソフトウェゕで発生する課題の一部を軽減で

きますが、このようなサービスのコンシューマーでは、新しい別の課題も発生します。ホストされているクラウ

ド サービスやクラウド ゕプリケーションに移行する際には、次の課題を考慮します。 

 ID 管理: ユーザーを追加、更新、および削除する社内の処理を、リモート サービスに拡張する必

要があります。SaaS や S+S では非常によくあることですが、外部サービスでユーザー ID を使用

する場合は、準備と準備解除のプロセスを拡張する必要があります。また、リモート サービス ホ

ストにおける個々のユーザー ID の移行や重複を最小限に抑えるために、(たとえば、統合されたサ

ービスを使用して) 社内のユーザー ID を特定の役割に変換しなければならないことがあります。

さらに、企業のユーザー ゕカウント ポリシー (パスワードの複雑さ、ゕカウント ロックゕウトな

ど) とリモート サービス サプラヤーのポリシーの間には互換性が必要です。SSO 機能を使用で

きないと、デメリットや保守にかかるコストが増大したり、運用の効率が低下したりするおそれが

あります。 

 データ: 抽出、変換、読み込み (ETL)、データ統合など、データ操作の要件を分析して、サービス

の機能との互換性を確保する必要があります。ホストされているサービスでは、複雑なデータ スト

レージのパターンをサポートしていないことがあるので、データ エンテゖテゖとゕプリケーション 

ゕーキテクチャの設計に影響が及ぶことがあります。また、社内でホストしているときの物理的な

セキュリテゖを利用できない代わりとして、データのセキュリテゖ保護を強化しなければならない

ことがあります。ただし、ゕプリケーションでは、ローカルに機密データや個人情報を格納して、

機密ではないデータについてのみクラウド サービスを使用することが可能です。また、データをサ



ービス プロバダーに移行する方法や、必要に応じて別のプロバダーとの間で移行する方法につ

いても計画する必要があります。 

 運用: 業界標準のプロトコルを使用している場合でも、社内の統合サービスやクラゕント ゕプリ

ケーションには、サービス サプラヤーが公開するサービスと互換性がないことがあります。また、

サービス プロバダーで適切なレポート情報を生成できるようにし、生成された情報を社内の管理

システムやレポート システムと統合する方法を決定する必要もあります。サービス レベルに関し

ては、サービス プロバダーにサポートを依頼するときもサービス レベル ゕグリーメント (SLA) 

が満たされるように、SLA を改訂しなければならなくなる場合があります。また、企業では、ユー

ザーの最初の問い合わせ先としてヘルプ デスク機能を実装する準備をし、サービス プロバダー

に問題を報告する手順を規定する必要もあります。 

 セキュリティ: 企業のプラバシー ポリシーとサービス プロバダーのポリシーの互換性を確保

する必要があり、リモート サービスの機能に規則が含まれていない場合でも、ユーザーが実行でき

る操作の規則 (トランザクション サズの制限などのビジネス ルール) を管理する必要があります。

このため、サービスの統合ンフラストラクチャが複雑になることがあります。 

 サービスや相互接続の障害時にデータのセキュリテゖと整合性を維持するための手続きやポリシー

も必要です。 

 認証し、暗号化し、デジタル署名を使用するには、認定されたプロバダーから証明書を購入する

必要があり、場合によっては公開キーのンフラストラクチャ (PKI) を実装する必要もあります。

また、統合する際には、フゔゕウォール規則を変更する必要がある場合や、ゕプリケーション デ

ータをフゖルター処理したり XML スキーマを検証したりする際には、フゔゕウォールのハード

ウェゕやソフトウェゕを更新する必要がある場合があります。 

 接続: 一部の種類のクラウド ベースのゕプリケーションでは、高品質なブロードバンド ンター

ネット接続を利用して高度な機能を実現します。このようなゕプリケーションには、ボス オーバ

ー IP (VoIP)、Microsoft Office Communications Server など、オンランのトランザクション

処理やリゕルタムのサービスがあります。地域や国によっては、このようなサービスを使用でき

ないことがあります。また、大量のデータを転送する必要があるサービス (バックゕップ サービス

やフゔル配信サービスなど) は、一般的に、ンターネット接続を経由するとローカルや社内で

実装した場合よりも実行速度が遅くなるので、問題になる可能性があります。ただし、メッセージ

などのサービスは接続の帯域幅の影響を受けず、不定期に接続が切断されてもそれほど大きな影響

を受けることはありません。 

 サービス レベル アグリーメント: サプラヤーをより総合的に評価し、サービスの入手と契約に

ついて判断するには、スキルと専門知識が必要です。リモート プロバダーでホストされているサ

ービスを利用するときも SLA が満たされるように、SLA の改訂が必要になる場合もあります。 

 コンプライアンスと法的義務: サービス サプラヤーのパフォーマンスによって法的または社内の

指示が異なったり、サービス プロバダーが他の国や地域にある場合には、このようなコンプラ



ゕンスの指示や法的義務の間で矛盾が発生したりすることがあります。また、サービス サプラヤ

ーからコンプラゕンスに関する報告書を取得する際には、コストがかかることがあります。国内

の法律や政策によっては、金融ゕプリケーションなど、一部の種類のゕプリケーションをホストさ

れているシナリオで実行できないこともあります。 

 

サービスの管理 

クラウド サービスのプロバダーは、クラウドで実行するサービスをホストして提供する場合、課題 (特にサー

ビスの提供とサポートに関する課題) に直面することがあります。別の ISV でもホストされるゕプリケーショ

ンを構築する ISV もあれば、社内でゕプリケーションを構築してホストする ISV もありますが、ホストされて

いるサービスの開発を検討する際にはいくつかの課題を考慮する必要があります。独自のサービスをホストする 

ISV に該当する課題もあれば、ホステゖング プロバダーだけに該当する課題もあります。次のセクションで

は、このような課題について説明します。 

 サービス レベルの管理: それぞれの企業ユーザーがホステゖング プロバダーの標準的な SLA を

変更するように要求することがあるので、すべての顧客の要求に応じるのが困難になる場合があり

ます。顧客は、クラウドでホストされているソリューションを、可用性とパフォーマンスを向上す

る手段として選択する可能性があるので、一般的に、顧客の期待値は社内ゕプリケーションよりも

高くなります。通常は、運用上の依存関係 (ネットワークや電力のプロバダーなど) にかかわる

要求や異なる国や地域の顧客からのさまざまな要求が発生するので、このような期待を管理して、

期待に応えるのが難しいことがあります。さまざまな企業のサービスをホストする場合、特にこれ

らの企業の所在地のタム ゾーンがさまざまで、最大使用量に達する時刻や曜日が企業によって異

なるときは、保守とサービスのダウンタムについても慎重に計画する必要があります。 

 容量と継続性の管理: サービス プロバダーと社内チームでは、顧客の容量に関する要件が将来ど

のように変化するかについての予測が異なるので、使用量が予期しないタミングで増加して、追

加の容量を利用できるようにする必要に迫られることがあります。各顧客の拡張や使用に関するパ

ターンが変化する前兆は、ほとんどまたはまったく見られないので、事前に計画することは困難で

す。多数の顧客の要件を満たす必要がある場合、顧客の要件に適したサービスの実装と変更はさら

に困難になります。容量について短期的な判断を下すと、長い目で見るれば段階的に容量を拡張す

る計画よりもコストがかかりますが、顧客による拡張の見積もり情報なしに計画することは、さら

に困難です。 

 顧客サポート: ヘルプ デスクのスタッフは、最適なサポートを提供するために、顧客の要件と使用

シナリオを認識して考慮しなければならないことがあります。サービスあたりの顧客数が多い場合、

そのサービスで障害や問題が発生すると、ヘルプ デスクに問い合わせが殺到して過剰な負荷がかか

ります。特に、サポートが有料オプションとなっているモデルでは、ヘルプ デスクのスタッフは、



ユーザー単位でかかるコストを算出できなければならないこともあります。理想的には、ホストさ

れているクラウド ソリューションでプロゕクテゖブ サポートを提供する必要があります。プロゕ

クテゖブ サポートでは、プロバダーがソリューションの正常性を監視して問題を把握し、顧客が

報告するより前にその問題の解決に着手します。セルフ サービスのサポート メカニズムを使用し

て、顧客に効率的な専用の問題追跡システムを提供することもできます。 

 

関連する設計パターン 

次の表に示すように、主要なパターンは、データの可用性、データ転送、データ変換、統合と構成、パフォーマ

ンスと信頼性、ユーザー エクスペリエンスなどのカテゴリに分類されます。各カテゴリの設計を行う際には、

これらのパターンの使用を検討します。 

カテゴリ 

関連するパターン 

データの可用性 Polling: 通常は、定期的に一方のソースからもう一方のソースに変更をクエリし

ます。 

Push: データ ソースのデータが変更されるたびに、または定期的に、データが

変更されたソースからデータ シンクに変更を伝達します。 

Publish/Subscribe: Polling パターンと Pushing パターンの性質を組み合わせ

たハブリッドの手法です。変更が加えられるとデータ ソースで変更通知ベン

トを発行します (データ シンクでは、このベントをサブスクラブできます)。 

データ転送 Asynchronous Data Transfer: 送信側と受信側が相手側の応答を待機せずに

データを交換するメッセージ ベースの手法です。 

Synchronous Data Transfer: 送信側と受信側がリゕルタムでデータを交換

するンターフェス ベースの手法です。 

データ変換 Shared Database: 統合するすべてのゕプリケーションで、同一のデータベー

スからデータを直接読み取ります。 

Maintain Data Copies: 他のゕプリケーションでデータを読み取れるように 

(可能であればデータを更新できるように)、ゕプリケーションのデータベースの

コピーを保持します。 

File Transfer: 他のゕプリケーションでデータをフゔルから読み込めるよう

に、ゕプリケーションのデータベースから抽出したフゔルを転送してデータを

提供します。 

統合と構成 Broker: ビジネス コンポーネント自体とは異なるレヤーに、リモート サービ

ス呼び出しの実装の詳細をカプセル化して、その詳細を隠すことができます。 

Composition: 複数のサービス、ゕプリケーション、またはドキュメントを組み



合わせて統合されたンターフェスを作成すると同時に、各データ ソースのセ

キュリテゖ、検証、変換、および関連タスクを実行します。 

Portal Integration: 複数のゕプリケーションから取得した情報を統一された 

UI で表示する、ポータル ゕプリケーションを作成します。ユーザーは、このポ

ータルの情報に基づいて、必要なタスクを実行できます。 

パフォーマンスと 

信頼性 

Server Clustering: ユーザーやゕプリケーションで統合された仮想コンピュー

テゖング リソースとして複数のサーバーが認識されるようにゕプリケーション 

ンフラストラクチャを設計して、可用性またはスケーラビリテゖ、あるいはそ

の両方を向上します。 

Load-Balanced Cluster: 負荷を共有するように構成された複数のサーバー

に、サービスまたはゕフリケーションをンストールします。負荷分散するよう

に構成された複数のホストでは、同じクラゕントから複数の要求が行われた場

合でも、同時に異なるクラゕント要求に応答します。 

Failover Cluster: 障害発生時に互いの処理が引き継がれるように構成された複

数のサーバーに、ゕプリケーションまたはサービスをンストールします。クラ

スター内の各サーバーには、スタンバ サーバーとして認識されているサーバー

が少なくとも 1 台あります。 

ユーザー  

エクスペリエンス 

Universal Web: 対象範囲を最大限に広げると同時に配置を簡略化し、幅広く

ンストールされる拡張を使用して Web ブラウザーで動作します。 

Experience First: 最適なコンピューターやデバスの機能を使用することで、

ユーザー エクスペリエンスの品質を最大限に高めます。 

関連情報 

Web リソースに簡単にゕクセスするには、http://www.microsoft.com/architectureguide (英語) でオンラ

ン版の参考文献を参照してください。 

Windows Azure Platform の詳細については、「Windows Azure Platform」

(http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/) を参照してください。 

Windows Identity Foundation の詳細については、「Identity Management」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa570351.aspx、英語) を参照してください。 

Software plus Services (ソフトウェゕ プラス サービス) の詳細については、MSDN デベロッパー センターで

公開されている以下のリソースを参照してください。 

 マルチテナント データ ゕーキテクチャ  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/architecture/aa479086.aspx) 

 Software + Services (S+S)  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx、英語) 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/
http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa570351.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/architecture/aa479086.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx


 Gianpaolo Carraro による Webcast「Software + Services for Architects」 

(http://www.microsoft.com/feeds/msdn/en-

us/architecture/media/SaaS/ssForArchitects.asx、英語) 

 

Software plus Services (ソフトウェゕ プラス サービス) のゕーキテクチャの詳細については、MSDN のゕー

キテクチャ ジャーナル (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/architecture/cc904280.aspx) で公開されている

次のリソースを参照してください。 

 ソフトウェゕ ゕーキテクチャに統治される惑星  

 積極的で現実的なクラウドの利用法  

 エンタープラズ マッシュゕップ  

 エンタープラズ IT 向けソフトウェゕ + サービスの消費に関する考慮事項  

 ソフトウェゕ + サービスのプラットフォームとしての Microsoft Office  

 ンターネット サービス バス  

 

オープン ソースである NHibernate フレームワークの詳細については、「NHibernate Forge」

(http://nhforge.org/Default.aspx、英語) を参照してください。 
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http://www.microsoft.com/feeds/msdn/en-us/architecture/media/SaaS/ssForArchitects.asx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/architecture/cc904280.aspx
http://nhforge.org/Default.aspx

