
 

 

Oracle ファクトシート 

イノベーションの加速と 
IT の効率化 

Integrated Cloud Applications & Platform Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortune 100 全企業を含む42万社以上のお客様を抱え、世界 145 か国以上で

様々な業種に製品／ソリューションを展開するオラクルは、クラウド・アプ

リケーション、プラットフォーム・サービス、およびエンジニアド・システ

ムから成る、包括的な完全統合型スタックを提供します。

 
 
 
データセンターの運用からクラウド・ア 
プリケーションまで、オラクルはビジネ

ス・イノベーションの妨げとなる複雑さ

を解消し、システムのスピード、信頼性、

セキュリティ、および運用管理性を高め

ます。業界をリードするオラクルのクラ

ウドベース・ソリューションとオンプレ

ミス・ソリューションは、柔軟性に富ん

だデプロイメントを実現し、アプリケー

ション統合、高度なセキュリティ、高可

用性、スケーラビリティ、エネルギー効

率、優れたパフォーマンス、総保有コス

トの軽減など比類のないメリットをお客
様に提供します。 
 
完全統合型スタックやモジュール型ソ
リューションなど、お客様の様々なニ
ーズに配慮したオラクルのオープンな
アーキテクチャと複数のオペレーティ
ング・システム(Oracle Linux、
Oracle Solarisなど)により、あらゆ
るデプロイメント・シナリオ(ハイブ
リッド・クラウドを含む)に対応し、
他社の追随を許さない選択肢と柔軟性
をもたらします。
 

ORACLE CLOUD SOLUTIONS 
最新のクラウド・コンピューティングは、

新たなビジネス・チャンスを創出し、イ

ノベーションを加速します。オラクルは、

ビジネス、IT、開発それぞれのニーズに

対応した統合型のクラウド・ソリューシ

ョンを、SaaS(Software as a Service)、

PaaS(Platform as a Service)、IaaS

(Infrastructure as a Service)、および

DaaS(Data as a Service)に至るもっとも

包括的なポートフォリオで提供します。

Oracle Cloudは、IT 管理業務を軽減し、

お客様が優先業務に専念できるように支

援します。

 

ORACLE DATABASE 
Oracle Database は、お客様の業務の俊敏

性と有効性を高める、世界ナンバー1
のエンタープライズ・データベースです。

Oracle Database は、マルチテナントの

プラガブル・データベースを使用した、

クラウド対応ソリューションです。

これにより、DaaSモデルで高い効率性

を発揮することができます。Oracle 

Databaseを使用することで、アプリケ

ーションの品質やパフォーマンスを改

善することができます。さらに、その

可用性に優れたアーキテクチャとスト

レージ管理機能によって業務時間を節

約しながら、数百のデータベースを1つ

のエンティティとして管理することで、

統合を簡素化できます。加えて、イン

メモリのデータ処理機能によって卓越

した分析パフォーマンスを提供します。

MySQL は、世界でもっとも普及している

オープンソース・データベースです。

信頼性、パフォーマンス、およびスケー

ラビリティに優れた Webベース・アプ

リケーションや組込みデータベース・ア

プリケーションを、高いコスト効率で実

現します。

ORACLE MIDDLEWARE 
オラクルがエンタープライズやクラウド

向けに提供する統合型のミドルウェア・

プラットフォームにより、俊敏かつイン

テリジェントなビジネス・アプリケーシ

ョンを作成・実行し、最新のハードウェ

ア/ソフトウェア・アーキテクチャをフル

活用しながら、IT 効率を最大化できます。 

ORACLE APPLICATIONS 
最新かつ安全なエンタープライズ・アプ

リケーションと業種別アプリケーション

を包括的に取り揃えたオラクルのアプリ

ケーション・ポートフォリオは、世界中

のお客様に支持されています。オラクル

では、カスタマー・エクスペリエンス、

エンタープライズ・パフォーマンス管理、

エンタープライズ・リソース・プランニ

ング、人事管理、サプライチェーン管理

など、幅広くSaaSアプリケーションを提

供します。オラクルのエンタープライズ

レベル・ソリューションは、パブリック、

プライベート、およびハイブリッド・ク

ラウドを含むあらゆるタイプのクラウド

ベース・シナリオをサポートしています。

ORACLE CORPORATION 

 2015 年度の総 GAAP 収益 382 億米ドル 

 顧客数 420,000 社(Fortune 100 企業の 100 社

を含む) 

 Oracle Database の顧客数 310,000 社 

 Oracle Fusion Middleware の顧客数 120,000
社 

 Oracle Applications の顧客数 105,000 社 

 中堅企業の顧客数 315,000 社 

 ハードウェアの顧客数 70,000 社 

 エンジニアド・システムの顧客数 5,000 社 

 全世界に 25,000 社以上のパートナー 

 従業員数 130,000 名以上 

- 開発者とエンジニア 37,000 名 

- サポート担当者 18,000 名 

- コンサルティング・エキスパート 17,000 名 

 年間 260 万人以上の学生をサポート 
 



 

 

オラクルのリーダーシップ 
 アプリケーション・サーバーでナンバー1 

 ビジネス・アナリティクスでナンバー1 

 データベースでナンバー1 

 Linux および UNIX 上のデータベースでナン

バー1 

 データウェアハウスでナンバー1 

 組込みデータベースでナンバー1 

 エンジニアド・システムでナンバー1 

 統合業績管理でナンバー1 

 リード管理でナンバー1 

 マーケティング自動化でナンバー1 

 ミドルウェアでナンバー1 

 サプライチェーンのプランニングと実行でナ

ンバー1 

 タレント管理と求人でナンバー1 
 
オラクル・カスタマー 
 航空宇宙・防衛企業トップ 10 社中 10 社 

 航空会社トップ 20 社中 20 社 

 自動車企業トップ 20 社中 20 社 

 銀行トップ 20 行中 20 行 

 政府機関トップ 20 機関中 20 機関 

 ハイテク企業トップ 20 社中 20 社 

 保険業者トップ 20 社中 20 社 

 製造業者トップ 20 社中 20 社 

 医療機器会社トップ 20 社中 20 社 

 石油・ガス会社トップ 20 社中 20 社 

 製薬会社トップ 20 社中 20 社 

 小売業者トップ 20 社中 20 社 

 SaaS プロバイダー・トップ 10 社中 10 社 

 サプライチェーン企業トップ 20 社中 20 社 

 通信事業者トップ 20 社中 20 社 

 大学トップ 20 校中 20 校 

 公益事業者トップ 10 社中 10 社 
 

ORACLE INDUSTRIES 
オラクルの業種別サービス組織は、卓越

した業種別ノウハウとエンタープライズ

に対応するベストオブブリード・テクノ

ロジーにより、革新的なビジネス上のイ

ンパクトと価値を提供します。

主な対応業種は、通信、教育、財務サー

ビス、健康科学、サービス業、公共部門、

小売、公益事業などです。

 

 
ORACLE ENGINEERED SYSTEMS 
オラクルの事前構成/事前統合済システム

は、システム全体の複雑さとコストを軽

減できるよう、コンポーネント間の連携

性を考慮して設計、テスト、最適化され

ています。パフォーマンスに優れ、デプ

ロイメント/アップグレード作業を簡素化

し、システム管理を効率化します。

  
ORACLE SERVERS 
Oracle サーバーは、高いパフォーマンス

とシンプルな管理、そして優れた可用性

を、より低い TCO で実現できるようにエ

ンジニアリングされています。業界トッ

プクラスの性能を誇り、組込みの仮想化

機能、クラウド管理機能、およびシステ

ム管理機能を備え、オラクル製のみなら

ず他社製アプリケーションとソリューシ

ョンをサポートします。 

 
ORACLE STORAGE 
最適化されたオラクルのストレージ

・ソリューションによって、IT環境

はシンプルなもとのとなり、業務効

率とコスト効率を改善して、変化す

るビジネス・ニーズへの対応力を強

化することができます。オラクルが

提供するベストオブブリードのスト

レージ製品/ソリューションは、実

行速度と処理効率を一層高め、異機

種が混在するデータセンターで優れ

た機能を提供できるようにエンジニ

アリングされています。　

 

 
ORACLE SERVICES 
オラクルでは、お客様がテクノロジー資

産とリソースを最適化できるよう支援す

るサービスを提供しています。 

» Oracle Advanced Customer Support 
Services と Oracle Premier Support で
は、複雑な IT 環境に必要不可欠なカス

タム・サポートを提供します。パフォー

マンスの最大化、可用性の向上、および

リスクの軽減を支援します。　

» Oracle Consulting では、お客様の戦略

立案や目標設定とともに、オラクルの

ベストプラクティスを用いたソリュー

ションの実装、および継続的改善の確

認を、お客様と連携しながら進めます。

 　　 

» Oracle Financing では、Oracle テクノ

ロジーを最小限の初期コストで導入す

るための様々なお支払いプランを提供

します。さらに、既存の IT 資産から

得られるメリットを最適化できるよう

に支援します。 

» Oracle Managed Cloud Services では、

既存の Oracle 資産をクラウドに拡張し、

ソリューションの価値、選択肢、およ

び信頼性を高めるための支援を提供し

ます。 

» Oracle University では、業界最高の講師

が卓越した教育サービスを提供します。

    

ORACLE ACCELERATE FOR 
MIDSIZE COMPANIES 
Oracle Accelerate for Midsize Companies
は、デプロイが容易なエンタープライズ

クラスのパッケージ・ソフトウェア・ソ

リューションを、エキスパート・パートナ

ーのネットワークを通じて提供します。

これらのソリューションを使用すること

で、中堅企業はイノベーションと成長

の基盤を構築し、利益達成時間の短縮と

プロジェクト・リスクを軽減することが

できます。 

コミュニティ 
オラクルは、お客様、ユーザー、および

パートナーが互いにつながり、情報交換

を支える幅広い手段を提供します。

オラクルのグローバル・コミュニティと

し て 、 Oracle Technology Network
Oracle PartnerNetwork
Java.net、および Oracle ユーザー・グルー

プを運営しています。また、Facebook、
LinkedIn、Twitter などから、Oracle のコ

ミュニティに参加することができます。 

イノベーションと将来への投資 
IT を単なるサービス・プロバイダー以上

に利用する企業は、イノベーションと

ビジネス成長をより効果的に促進できる

チャンスがあります。IT の複雑さを解消

して簡素化することによって、企業や組

織は時間とリソースをより効果的に活用

し、ユーザーや顧客により優れた価値を

提供することができます。IT 環境の複雑

さが緩和されるほど、未来を変えるイノ

べ―ションを加速できるチャンスが増え

るのです。 

 

 
 
 
 
 
詳細については、oracle.com へアクセスするか、+1.800.ORACLE1 でオラクルの担当者にお問い合わせください。北米以

外の地域のお客様は、oracle.com/corporate/contact/global.html にアクセスし、最寄りの Oracle オフィスの電話番号をご

確認ください。 
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