
付録 D 

統合テクノロジ 

概要 

この付録は、統合テクノロジを選択する際に必要となるトレードオフについて理解するのに役立ちます。また、

特定のテクノロジによる設計への影響を把握したり、シナリオやアプリケーションの種類に基づいて使用する統

合テクノロジを選択したりする際にも役立ちます。 

選択する統合テクノロジは、開発するアプリケーションの種類によって異なります。「統合テクノロジの概要」

を参照して、各テクノロジとその説明を確認できます。また、「メリットと考慮事項」を参照して、統合に使用

できるテクノロジの範囲を理解できます。「一般的なシナリオとソリューション」では、アプリケーションのシ

ナリオを、一般的な統合テクノロジのソリューションにマップするのに必要な情報を提供しています。 

統合テクノロジの概要 

アプリケーションの統合に使用できるマイクロソフト テクノロジは次のとおりです。 

 Microsoft BizTalk® Server: エンタープライズ アプリケーション統合 (EAI) に対応したシステ

ムを構築するのに必要なアダプター、オーケストレーション、メッセージング、およびプロトコル

を提供します。 

 Microsoft Host Integration Server: アプリケーションを、IBM zSeries アプリケーションや 

iSeries アプリケーションと接続するためのプラットフォームを提供します。また、Microsoft 

Message Queuing と IBM WebSphere MQ の間のデータ接続もサポートします。 

 Microsoft Message Queuing: キューに配信されたメッセージを使用して、アプリケーションを

接続できます。メッセージ キューでは、確実なメッセージの配信、優先順位ベースのメッセージン

グ、およびセキュリティを提供します。不定期に接続したり、一時的にオフラインになる可能性が

あるシステムとの統合をサポートしたりできます。また、同期および非同期のメッセージング シナ

リオをサポートします。 



 Microsoft BizTalk ESB Toolkit: BizTalk Server で提供されるサービスをベースに構築される、

疎結合されたメッセージング アーキテクチャを提供する一連のエンティティです。また、基盤とな

る BizTalk Server の機能を活用して、柔軟性と拡張性を備えたアーキテクチャを提供します。こ

のアーキテクチャには、変換、配信保証、メッセージ セキュリティ、サービスの登録、インテリジ

ェントなルーティング、統合された例外ハンドルなどの機能が用意されています。 

 

メリットと考慮事項 

次の表に、各統合テクノロジのメリットと考慮事項を示します。 

テクノロジ メリット 考慮事項 

BizTalk Server 電子データ交換 (EDI) 形式または拡張マークア

ップ言語 (XML) 形式、あるいはその両方を使

用して企業間の電子文書交換関係を実現しま

す。 

サードパーティ製のシステムと統合できます。 

ESB 機能を提供するように、簡単に拡張できま

す。 

Windows Communication Foundation (WCF) 

基幹業務 (LOB) アダプターを使用すると、

BizTalk Server の内外で利用できるカスタム 

アダプターを開発できます。 

SAP、Oracle、SQL Server データベースなど

のシステムと統合するためのアダプターが用意

されています。 

SOAP アダプターを使用して、Web サービスを

利用できます。 

密結合されたインフラストラクチャにな

る可能性があります。 

ESB 機能を使用するにはカスタマイズが

必要です。 

Host 

Integration 

Server 

Windows Server と IBM メインフレームまた

は AS/400 コンピューターの間のネットワーク

統合をサポートします。 

セキュリティで保護されたホスト アクセスと 

ID 管理機能を提供し、Secure Sockets Layer 

(SSL)、トランスポート レイヤーのセキュリテ

ィ (TLS)、シングル サインオン (SSO)、およ

びパスワードの同期をサポートします。 

データ統合を利用して、メッセージ キューと 

XML ベースの Web サービスをサポートしま

Windows Server 環境にインストールす

る必要があります。 

Microsoft Visual Studio 2005 以降のバ

ージョンが必要です。 

ルーティングをサポートするメッセージ 

キューが必要です。 



す。 

IBM DB2 データベースとの接続を作成して管

理するデータ アクセス ツールが用意されてい

ます。 

同時のホスト セッション、負荷分散、およびホ

ット フェールオーバーにより、エンタープライ

ズ レベルのスケーラビリティとパフォーマンス

をサポートします。 

BizTalk Adapters for Host Systems を使用し

て、DB2、IBM WebSphere MQ、Host 

Applications、および Host Files と BizTalk 

Server との統合をサポートします。 

Microsoft 

Message 

Queuing 

メッセージ ベースの手法を使用して、異種ネッ

トワーク間でアプリケーションの通信を可能に

します。 

社内外のアプリケーション間で信頼性の高いメ

ッセージングをサポートします。 

メッセージを 1 回だけ配信するようにする、メ

ッセージを順番に配信するようにする、送信先

キューからメッセージが取得されたことを確認

するなどのトランザクション機能をサポートし

ます。 

ネットワーク トポロジ、トランスポートの接続

性、およびセッション集中化の必要性に基づい

てメッセージをルーティングします。 

SOAP リライアブル メッセージ プロトコル 

(SRMP) のサポートにより、HTTP トランスポ

ート経由でメッセージを配信できます。 

複数の送信先に同一のメッセージを送信できま

す。 

Windows Server 2003 以降のバージョンに同

梱されています。 

Active Directory にアクセスできるドメイン モ

ードおよびワークグループ モードという 2 つ

の配置モードをサポートします。 

WCF が提供するメッセージ キューのエンドポ

イントが用意されています。 

メッセージ キューをインストールして構

成する前に、配置モードを検討する必要

があります。 

ワークグループ配置モードを使用する場

合は、メッセージを暗号化したり、内部

証明書を使用したりすることはできませ

ん。また、プラットフォームをまたぐメ

ッセージングはサポートされません。 

依存型ではなく、独立型のクライアント

を使用する必要があります。 

メッセージ キューは、リモートで送信

し、ローカルで受信することを前提に最

適化されています。そのため、リモート

ではキューを読み取らないようにする必

要があります。 

Active Directory をクエリする機能は使

用しないようにします。 

イベントを使用した非同期の通知は失わ

れる可能性があります。 

WCF のエンドポイントには、

Microsoft .NET Framework 3.0 以降の

バージョンが必要です。 

Microsoft 

BizTalk ESB 

実行時にサービス エンドポイントの動的な解決

が提供されるので、エンドポイント定義が抽象

BizTalk Server 2006 R2 以降のバージ

ョンが必要です。 



Toolkit  化されます。 

アプリケーションからメッセージの変換機能を

分離します。 

WCF と緊密に統合して、安全性と信頼性の高い

メッセージングを提供します。 

システム例外とビジネス例外の統合された例外

ハンドルにより、エラーが検出および報告され

ます。 

Universal Description, Discovery, and 

Integration (UDDI) などのサービス レジスト

リと通信するための、リゾルバーが用意されて

います。 

ルーティングと変換でアイテナリ ベースの手法

をサポートします。 

クライアント側アイテナリとサーバー側アイテ

ナリをサポートします。 

カスタム リゾルバーを作成するために、リゾル

バーの拡張性をサポートします。 

アイテナリを作成するために BizTalk デザイナ

ーをサポートします。 

例外管理ポータルを使用できます。 

例外ハンドル、ルーティング、解決などの主要

な機能をすべて Web サービスとして公開しま

す。 

ビジネス アクティビティの監視 (BAM) を使用

した、アイテナリ トラッキング機能を提供しま

す。 

特定のビジネス シナリオでは、カスタマ

イズが必要になる可能性があります。 

既定では、ESB のアイテナリ トラッキ

ングによるデータは表示されません。 

一般的なシナリオとソリューション 

次のセクションでは、アプリケーションに適切な種類の統合テクノロジを選択するためのガイダンスを提供しま

す。 

次のような場合は、BizTalk Server の使用を検討します。 

 サービス指向アーキテクチャ (SOA) の一環として、オーケストレーターを通じて複数の Web サ

ービスと通信する必要がある。 

 EDIFACT、ANSCI X12、HL7、HIPAA、SWIFT などの業界標準を含む、ビジネス間のプロセスを

サポートする必要がある。 



 サービスを並列実行する必要がある。 

 信頼性が高く、コードの変更が不要で、拡張可能な専用のサーバー インフラストラクチャを必要と

するソリューションが必要である。 

 アプリケーションのプロセス データをほぼリアルタイムで確認するために、BAM ソリューション

を構成して、ビジネスの主要業績評価指標 (KPI) を測定できる必要がある。 

 動的に変化するビジネス要件を満たすために、簡単に変更できる宣言型のルールのポリシーにアプ

リケーションのビジネス ロジックを抽象化する必要がある。 

次のような場合は、Host Integration Server の使用を検討します。 

 IBM zSeries アプリケーションまたは iSeries アプリケーションとの通信をサポートする必要があ

る。 

 BizTalk を DB2、WebSphere MQ、Host Applications、または Host Files と統合する必要があ

る。 

 メッセージ キューを WebSphere MQ と統合する必要がある。 

次のような場合は、Microsoft Message Queuing の使用を検討します。 

 アプリケーション間でメッセージ ベースの通信をサポートする必要がある。 

 サードパーティ製のプラットフォームと統合する必要がある。 

 SRMP をサポートする必要がある。 

次のような場合は、Microsoft BizTalk ESB Toolkit の使用を検討します。 

 アイテナリ ベースの手法をサポートする必要がある。 

 動的な解決とルーティングをサポートする必要がある。 

 動的な変換を行う必要がある。 

 EAI システムのために堅牢に統合された例外管理をサポートする必要がある。 

 

関連情報 

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

ン版の参考文献を参照してください。 

 BizTalk Server の詳細については、「BizTalk Server Developer Center」

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

 Host Integration Server の詳細については、「Microsoft BizTalk Host Integration Server」

(http://www.microsoft.com/hiserver/default.mspx、英語) を参照してください。 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/biztalk/default.aspx
http://www.microsoft.com/hiserver/default.mspx


 MSMQ の詳細については、「Microsoft Message Queuing」

(http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/msmq/default.mspx、英語) 

を参照してください。 

 MSMQ のベスト プラクティスに関する詳細については、「MSMQ (Microsoft Message Queuing 

Services) を使ったプログラミング原則」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms811053.aspx) を参照してください。 

 Microsoft BizTalk ESB Toolkit の詳細については、「Microsoft BizTalk ESB Toolkit」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx、英語) を参照してください。 

 

 

 

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/msmq/default.mspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms811053.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms811053.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx

