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Informatica Cloud
Application Integration
主なメリット

データ、API、アプリケーションの統合をマルチクラウド環境とハイブ

• コーディング不要でプロセスや
APIを実装可能

リッド環境で最新化

• 高度なデータ統合機能でAPIを構築
• 150以上のアプリ／データベース
にネイティブで接続 － またはわ
ずか30秒で自社独自の接続を作
成可能
• マイクロサービスアーキテクチャ
で、将来の統合ニーズにも柔軟に
対応
• 性能、拡張性、可用性に優れたプ
ラットフォーム（1か月あたり数
兆件のトランザクションを処理）
で重要なアプリをサポート
• 業界No.1の包括的なiPaaSプラッ
トフォームの一部

ビジネスプロセスの自動化、トランザクションの促進、リアルタイムアナリティクスの実現
企業は、アプリケーションおよびデータの複数のクラウド環境への移行を急速に進めています。
その一方で重要なアプリケーションやデータは、手元のオンプレミス環境に保持しています。
受注フローをはじめ、ビジネスプロセスが複数のアプリケーションをリアルタイムに横断する
ことも珍しくありません（オーダー入力、価格設定、CRM、在庫管理など）。通常、これらの
アプリケーションと対応するデータリポジトリは（受注、価格設定、顧客情報など）、オンプ
レミスや異種のパブリック／プライベートクラウドインフラストラクチャなど、複数の環境に
分散して実装されています。受注プロセスを正常に完了するためには、アプリケーションおよ
び対応するデータベースの両方が緊密に統合されている必要があります。しかし、既存のエン
タープライズ統合テクノロジーは柔軟性に欠け、保守コストが高く、次々と発生する業務要件
へ迅速に対応できるスピードを備えていません。
Informatica Cloud Application Integration（CAI）は、あらゆる統合パターン、データセット、
ユーザータイプ、エンドポイントをサポートする信頼性に優れた単一のソリューションとし
て、ビジネスプロセスの自動化、トランザクションの促進、リアルタイムアナリティクスを実
現します。また、モジュール式のマイクロサービスアーキテクチャをベースにしているので、
将来の業務要件にも柔軟に対応できます。さらに、オンプレミスとクラウド間のリアルタイム
データ統合、リアルタイム／B2Bアプリケーション統合、プロセスオーケストレーション、デー
タの同期化など、新規および固有の統合パターンを数多くサポートしています。
CAIは開発者や一般の統合担当者、運用者、管理者など、あらゆる役割のユーザーに、共通のイ
ンターフェイスを通じて一貫した外観と操作性を提供します。150を超えるクラウド／オンプ
レミスのアプリケーションおよびデータベースとネイティブに統合できるため、実装も簡単で
す。また、コーディングは一切不要で、マルチクラウド／ハイブリッドアプリケーションを統
合できます。CAIは、クラウドデータ統合、クラウドアプリケーション／プロセス統合、API管
理、データ品質／ガバナンス、マスターデータ管理、データセキュリティなどをサポートする
業界No.1の包括的なiPaaSソリューション、Informatica Intelligent Cloud Services™の一部です。
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図1：コーディングは一切不要でビジネスプロセスを定義可能

主な機能
Process Server
Process Serverは、Informatica Cloud Application Integrationのランタイム／プロセス管理エンジ
ンです。あらゆる規模のクラウドおよびエンタープライズのニーズに合わせて拡張できます。
ビジネスの継続性を保証し、フェイルオーバーモードのクラスタとして実装することで高可用
性を確保できます。ユーザーを個別のテナント（IICS組織）としてセキュアにパーティショニン
グできます。マルチテナントアーキテクチャでは、各テナントがハードウェアリソースとソフ
トウェアリソースを共有しながら、Process Serverへプライベートかつセキュアにアクセスでき
ます。
Process Console
Process Consoleでは、Process Serverのインスタンスおよび組み込まれているリソースを一元
的に設定、管理できます。例えば、プロセスのスケジュールを設定したり、新規プロセスや更
新プロセスを実装したりできます。プロセスで例外状況が発生した際には、テナントで根本原
因を分析し、修正措置を実行できます。プロセス例外管理機能の1つであるプロセスリワイン
ド機能では、指定の動作を視覚的に巻き戻して、やり直すことができます。あらかじめ組み込
まれた補正ロジックなどを呼び出す必要はなく、インフライトプロセスを卓越した柔軟性で管
理、実行することが可能です。
Process Designer
クラウドユーザーは、統合プロセスや自動化プロセスを作成するための使いやすいWebイン
ターフェイスを求めています。Process Designerは、クラウドベースのプロセスを作成するツー
ルスイートです。作成したプロセスはInformatica Intelligent Cloud Services内か他のエンドポイ
ント上に保存して実行できます。一連のステップを作成して、特定のビジネスプロセスを指定
することで、サービスやAPIに接続して、データにアクセスしたり、データを更新したりできま
す。コードを一切記述することなく、あらかじめ組み込まれたウィザードを使用してプロセス
を定義できるため、生産性が大幅に向上します。Process Designerは、開発者かどうかを問わ
ず、ビジネスプロセスとサービスに精通したテクニカルパワーユーザー（自動化設計者）向け
に構築されています。
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Process Developer
一般的に、開発チームはJavaやサービスベース開発、オーケストレーションなど、複数の
プロジェクトに従事していますが、プロジェクトごとに別の開発ツールに切り替えるのは効
率的ではありません。これに対応するソリューションとして、インフォマティカはProcess
Developerを提供しています。Process DeveloperはBPMN、BPEL、BPEL Extensions for People
（BPEL4People）標準を組み込んだ、開発者向けの豊富な機能を提供するEclipseベースのIDEで
す。最適化した使いやすい機能により、開発者はビジネスプロセスアプリケーションを容易か
つ迅速に構築できます。
Secure Agent
Secure Agentは、企業とInformatica Intelligent Cloud Services間のファイアウォールを超えた
セキュアな通信を実現する軽量プログラムです。オンプレミスとクラウド、どちらの環境にも
インストールできます。クラウドサービスとの通信を管理するChannel Service、オンプレミス
およびクラウド上のデータにアクセスして処理するData Integration Service、プロセスの実行
やAPIの公開と実行を行うProcess Serverなど、さまざまなサービスのコンテナとして機能しま
す。例えば、クラウド上でCRMアプリケーションを実行しており、オンプレミスの顧客データ
ベースにアクセスする必要がある場合は、Secure Agentによってリアルタイムかつセキュアにア
クセスできます。
接続性
豊富な接続オプションを活用できます ―― 150以上のコネクタから選択するか、6,000以上のカ
スタムコネクタを構築してきた数多くの企業と同様に自社開発したカスタムコネクタを使用し
て、あらゆる場所のデータセットやアプリケーション、サービスを統合できます。
• シンプルなフォームを使用してREST（XML/JSONやJSON/RPC、SOAP）サービス統合を構築
WSDLまたはSwaggerインターフェイスドキュメントがある場合は、インターフェイスドキュ
メントをインポートしてサービスコネクタを作成可能
• データサービスコネクタを使用して、JDBC、OData、SAP Table Reader、SAP BAPI、
Workday、NetSuiteに接続して、さまざまなCRUD処理を実行Salesforce Lightning Connectなど
のODataクライアントからWebおよびオンプレミスのODataストリームにアクセス
• あらかじめ組み込まれたJMS、AMQP（Azure Service Busを含む）、Amazon Web Services
SNS/SQSメッセージングサービスを使用して、メッセージングサービスと統合し、キューおよ
びトピックを処理
• ファイルコンテンツリスナー／ライターによってコンテンツを統合し、ファイルシステムS3、
FTP/s上のデータセットを利用したり配信したりすることが可能
クラウドとオンプレミスのインタラクション
Informatica Cloud Application Integrationは、ハイブリッド環境とマルチクラウド環境向けに構築
されています。クラウドに展開しているプロセスが受信するサービス要求は（すなわちAPI）、
クラウドまたはオンプレミスのいずれかのコンシューマーがJSON RPC、SOAP、REST（XML/
JSON）などを通じて送信してくる場合もあります。これによって新しいプロセスが開始され
るか、コールバックまたはプロセスが待機している何らかのイベントが示されます。APIゲート
ウェイにより、プロバイダーAPIのセキュリティを確保して、さまざまなアクセスポリシーを適
用できます。クラウドベースサービス（SalesforceやNetSuiteなど）を呼び出すと、そのサービ
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スのセキュリティメカニズムが適用されます。ユーザーが公開したREST（XML/JSON）または
JSON/RPCサービスは、HTTPS Basic認証を使用してセキュリティを確保します。または、サー
ドパーティのOAuthプロバイダーが対応します。ユーザー公開したSOAPサービスは、Basic認証
を使用してHTTPSレイヤーでセキュリティを確保します。その他の認証もWS-Securityを介して
WS-Securityトークンの形で利用できます。ユーザー名、X.509、SAMLトークン形式をサポート
しています。

クラウドAPI

SOAP、REST/XML、JSON

クラウドベースプロセス

APIゲートウェイ

クラウドプロセスサーバー

Amazon
Redshift

エージェントベースプロセス

セキュアエージェント
プロセスサーバー

サービス

Amazon
RDS

オンプレミス統合機能
• SOAP、REST/XML、JSON
• JDBC
• AMQP、JMS、AWS SNSおよびSQS、
Azure Message Bus（AMQP）
• リスナー：ファイル、FTP/SFTP、AWS S3
• Java
• Shell

データ
アプリケーション

図2：Informatica Intelligent Cloud Services、サードパーティ（Salesforce）クラウド、およびオンプレミス
のインタラクションをセキュアエージェントで管理

主なメリット
コード不要でプロセスやAPIを実装
インフォマティカの統合設計環境で、統合アプリケーションとAPIを構築できます。クラウドア
プリケーション（Salesforce、Workdayなど）からのリアルタイムのデータやサービスをオンプ
レミスデータソース（Oracle、SAPなど）または企業のファイアウォールの外にあるAPIベース
REST（XMLまたはJSON）やSOAPサービスと組み合わせて連携させることができます。アプリ
ケーション、データサービス、データセットAPIなど、多様なクラスのAPIの開発が可能です。
コードは必要ありません。APIをパートナーや顧客、社内に公開する準備が整ったら、あらかじ
め組み込まれたAPIゲートウェイを使用して、REST、OData、SOAPのアプリケーションおよび
データAPIのセキュリティを確保し、監視します。
豊富な接続オプションでアプリケーションを統合
150以上のコネクタから選択するか、6,000以上のカスタムコネクタを構築してきた数多くの企
業と同様に自社で開発したカスタムコネクタを使用して、クラウドやオンプレミスなど、あら
ゆる場所のデータセットやアプリケーション、サービスを統合できます。データの同期化、複
製、変換、大量取り込みなど、高度なデータ統合機能を使用して独自のデータAPIを構築するこ
とが可能です。
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インフォマティカについて

わずか30秒でカスタムコネクタを開発

デジタルトランスフォーメー
ションによって我々の期待値が
変化しています。より良いサー
ビスを、素早く、便利に、低コ
ストで利用したいという期待が
高まっているのです。企業も状
況に応じて変化する必要があ
ります。そしてそのヒントは
「データ」にあります。

既製のコネクタを使用しないカスタムAPIベースアプリケーションがある場合は、Informatica

エンタープライズ向けクラウド
データ管理で世界をリードする
インフォマティカは、俊敏性の
向上、新たな成長機会の獲得、
新しいソリューションの開発を
実現するための洞察を通じて、
あらゆる産業や分野の企業がイ
ンテリジェントにビジネスを
リードできるよう支援します。
インフォマティカは、あらゆる
データを徹底的に重視し、企業
の成功に必要とされる汎用性を
提供します。

の資産、アプリケーション、データサービスなどを網羅する重要なビジネスプロセスは、完了

インフォマティカは、企業がこ
れからのインテリジェントな破
壊的イノベーションを推進でき
るよう、当社が提供するあらゆ
るサービスを通じてデータの力
を継続的に引き出すことを支援
します。

Cloud Application Integrationを使用して、カスタムサービスコネクタを定義できます。コネクタ
は、WSDL/Swaggerドキュメントをインポートしてその場で作成するか、Webフォームを使用
して手作業で作成できます。わずか数回のクリックで、ネイティブコネクタと同様に機能する
接続を作成できます。
長期のリアルタイムプロセスを自動化
割引承認や受注から入金までのプロセス、問い合わせへの対応など、クラウドとオンプレミス
までに数日、数週間を要する場合や、システムと手動ワークフローの間で複雑なインタラク
ションが発生する場合があります。Informatica CAIの高度な調整機能によって、データの取り込
み、配布、ビジネスプロセスのすべてを自動化できます。
DevOps作業をサポート
CAIのプロジェクト／フォルダ／資産のエクスポートおよびインポート機能を使用して、
DevOps作業を簡単に進められます。この機能によって、自動的に外部のバージョン管理システ
ム、リリース、実装パイプラインの情報を継続的に提供することが可能になります。
オンプレミスとクラウドのメッセージングシステムを統合
Informatica CAIにより、既存のキューイングおよびパブリッシュ／サブスクライブメッセージン
グシステムを統合できます。CAIは、JMS、AMQP AWS SNS/SQS、Microsoft Azure Messaging
など、幅広いメッセージングシステムとの相互運用性を備えています。準備が整ったらESBから
Informatica CAIサービスへ段階的に切り替えていくことで、幅広い統合機能とハイブリッド機能
を利用できるようになります。
Informatica Cloud Application Integrationの詳細は、www.informatica.com/caiをご覧ください。
APIマネージャーの詳細は、www.informatica.com/apiをご覧ください。

〒105-6226 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー26階 電話：03-6403-7600(代表) FAX：03-3433-1021
www.informatica.com/jp linkedin.com/company/informatica twitter.com/Informatica

IN06_0418_03464

© 2018 Informatica LLC. All rights reserved. Informatica®およびPut potential to work™は、米国およびその他の国におけるインフォマティカの商標または登録商標です。その他全ての企業名および製品
名は、各社が所有する商号または商標です。

