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このマニュアルでは、SoftwareAG製品について、また、これらの製品を使⽤して目標を達成す
る方法について説明します。

表記規則

説明規則

画面上の要素を表します。太字

folder.subfolder.service形式のサービス名や場所、API、Javaクラス、メソッ
ド、プロパティを表します。

縮小フォント

次の情報を表します。斜体

独自の状況または環境に固有の値を指定する必要がある変数。
本文で最初に出現する新しい⽤語。
他のドキュメントソースへの参照。

次の情報を表します。モノスペースフォン
ト 入力する必要があるテキストまたはシステムで表示されるメッセージ。

プログラムコード。

選択肢のセットを表します。ここから 1 つ選択する必要があります。中カッ
コの内側にある情報のみを入力します。{ } 記号は入力しません。

{ }

構文行で相互排他的な 2 つの選択肢を区切ります。いずれかの選択肢を入力
します。| 記号は入力しません。

|

1 つ以上のオプションを表します。大カッコの内側にある情報のみを入力し
ます。[ ] 記号は入力しません。

[ ]

同じ種類の情報を複数回入力できることを示します。情報だけを入力してく
ださい。実際のコードに繰り返し記号 (...) を入力しないでください。

...

オンライン情報とサポート

Software AG マニュアルの Web サイト

マニュアルは、Software AG マニュアルの Web サイト (http://documentation.softwareag.com)
で入手できます。

Software AG の Empower 製品サポート Web サイト

Empower のアカウントをまだお持ちでない場合は、氏名、会社名、および会社の電子メールア
ドレスを empower@softwareag.com まで送信し、アカウントをリクエストしてください。

アカウントを取得したら、Empower (https://empower.softwareag.com/) の [eService] セクショ
ンからオンラインでサポートインシデントを開くことができます。
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製品情報は、Software AG の Empower 製品サポート Web サイト (https://
empower.softwareag.com) で入手できます。

機能および拡張機能に関するリクエストの送信、製品の可⽤性に関する情報の取得、製品のダウ
ンロードを実行するには、Products に移動します。

修正に関する情報を取得し、早期警告、技術論文、KnowledgeBaseの記事を読むには、Knowledge
Center に移動します。

ご不明な点がありましたら、https://empower.softwareag.com/public_directory.aspx の [Global
Support Contact Directory] でお住まいの国のローカルまたはフリーダイヤル番号を検索し、お
電話でお問い合わせください。

Software AG TECHcommunity

マニュアルおよびその他の技術情報は、Software AG TECHcommunity Web サイト (http://
techcommunity.softwareag.com) で入手できます。以下の操作を実行できます。

TECHcommunityクレデンシャルを持っている場合は、製品マニュアルにアクセスできます。
TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録し、関心事の領域として [マニュアル]
を指定する必要があります。

記事、コードサンプル、デモ、チュートリアルにアクセスする

Software AG の専門家によって承認されたオンライン掲示板フォーラムを使⽤して、質問し
たり、ベストプラクティスを話し合ったり、他の顧客が Software AGのテクノロジをどのよ
うに使⽤しているかを学んだりすることが可能です。

オープンスタンダードや Web テクノロジを取り扱う外部 Web サイトにリンクできます。

データ保護
Software AG 製品は、EU 一般データ保護規則 (GDPR) に従って個人データの処理に関する機能
を提供します。該当する場合、それぞれの管理マニュアルに適切な手順が記載されています。
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クラウドでのアプリケーション統合、API 管理、および B2B 統合
のクイックスタート

機能製品

SoftwareAGのクラウド製品のクラウド基盤とそれらの製品へのポータル。Software AG Cloud

API を安全に管理し、開発者やパートナコミュニティへの公開が容易に行
える、クラウドホスト型の API Management-as-a-Service (MaaS) プラット
フォーム。

webMethods.io API

ビジネスドキュメントを電子的に交換するためにトレーディングパートナ
との通信チャネルを定義する、クラウドホスト型の Software-as-a-Service
(SaaS) 製品。

webMethods.io B2B

Marketo、Salesforce、Paypal、Cumulocity、Evernote、およびGmailなど
のアプリケーションおよびサービスを接続することでタスクを自動化する、
クラウドホスト型の integration Platform-as-a-Service (iPaaS) 製品。

webMethods.io
Integration

統合関連のアセットをオンプレミスのIntegration Serverからクラウドに展
開して実行する、クラウドホスト型の製品。

webMethods Cloud
Container

Salesforce.com などの software as a service (SaaS) プロバイダを CRM や
ERP などのオンプレミスアプリケーションに接続するコネクタを構築して
使⽤するためのオンプレミスフレームワーク。

CloudStreams

SoftwareAGのクラウド製品を通過するビジネストランザクションを最初か
ら最後まで監視するためのクラウドサービス。

End-to-End
Monitoring

オンプレミスでのアプリケーション統合のクイックスタート

機能製品

アプリケーション統合開発

アプリケーション統合を構成するサービスを設計およびテストします。
ユーザは、CentraSite を共有データベースとして使⽤して共同作業でき
ます。

Software AG Designer

外部リソース (SAP、Siebel、PeopleSoft など) から Software AG 製品に
(またはその逆方向に) データを伝達します。

webMethodsアダプタ

Integration Server で実行されるサービスを COBOL または Natural など
の言語で書かれた基幹プログラムに簡単に接続できます。

EntireX

基幹システムアプリケーションを変更することなく、Web アプリケー
ションから基幹システムアプリケーションのデータやトランザクション
にアクセスしたり、それらを統合したりすることができます。

ApplinX
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機能製品

アプリケーション統合のローカル開発とテスト

Eclipse ベースのグラフィカル開発ツール。独自の webMethods API を
使⽤せずに、Java でアプリケーションロジックを開発します。Eclipse

Software AG Designer

プロジェクトとしてローカルで Integration Server パッケージを開発し
ます。Software AG Designer から直接、バージョン管理システム (VCS)
に対してパッケージエレメントとサポートされているファイルのチェッ
クインおよびチェックアウトを行います。カスタム開発なしにユニット
テストを簡単に作成し、開発の全体的な質を向上させることができま
す。

アプリケーション統合の実行と監視

アプリケーション統合サービスを実行します。Integration Server

パブリッシャーからサブスクライバーにアプリケーション統合データを
ルーティングします。

Universal Messaging

アプリケーション統合の実行と監視

サービスおよびサービスの状態を呼び出したクライアントを表示し、
サービスとドキュメントの状態を表示し、サービスとドキュメントを再
サブミットします。

Monitor

KPI を使⽤してシステムリソースを監視します。KPI 評価ルールを定義
し、システム動作の傾向を検出し、問題のある状況で行うアクションを

Optimize for
Infrastructure

定義します。違反したルール、規定外のリソース、および、今後規定外
になると予測されるリソースを検出します。過去のKPIパフォーマンス
を分析して、正または負の傾向を特定します。

IntegrationServerなどのアプリケーションサーバからサービストラフィッ
クに関するデータおよびランタイム統計情報を収集し、データを分析し

Insight

て、論理スレッド、サービス障害の根本原因、およびスループットボト
ルネックを特定します。

アプリケーション統合マイクロサービス

関連するサービス、インタフェース、ドキュメントタイプ、およびト
ピックまたはキューをサブスクライブするトリガーのセットを含むパッ

Microservices Runtime

ケージとして、またはこの種の関連するパッケージのセットとしてマイ
クロサービスをホストまたはデリバーします。

オンプレミスでの API 管理のクイックスタート

機能製品

コンシューマアプリケーションから要求を受信し、API プロバイダにその
要求を転送します。その後、プロバイダからの応答をコンシューマアプリ

API Gateway
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機能製品

ケーションに返します。製品とそのアプリケーション、サービスおよびデー
タを、外部クライアントアプリケーションによる悪意のある攻撃から保護
します。

APIを公開およびコンシュームします。APIを外部の開発者、パートナおよ
びその他のコンシューマがそれぞれのアプリケーションで使⽤できるよう
にセキュアに公開する、Web ベースのセルフサービスポータルです。

API Portal

API 管理の設計時、ガバナンス、および実行時アスペクトを提供します。CentraSite

オンプレミスでの B2B 統合のクイックスタート

機能製品

自動化されたプロセスを使⽤して、トレーディングパートナ(小売業者、製
造業者、サプライヤ、市場) が電子的なビジネスドキュメントを交換する
ネットワークを構築および管理します。

Trading Networks

業界標準の転送プロトコルを定義し、ビジネスドキュメントタイプを提供
し、ドキュメント交換ルールを指定します。モジュールは、さまざまな業
界 (製造、金融、医療など) の B2B 標準をサポートします。

eStandards モ
ジュール

Trading Networks トランザクションをリアルタイムで監視します。Optimize for B2B

Trading Networks パートナートランザクションを分析します。B2B 分析

トレーディングネットワーク内のビジネスドキュメントの転送を管理しま
す。

ActiveTransfer

リモートシステムと、ActiveTransfer Server をホストしているセントラル
ハブとの間でファイルを転送します。

ActiveTransfer
Agent

オンプレミスでのビジネスプロセス管理のクイックスタート

機能製品

ビジネスプロセス管理の設計、実装、および実行

Eclipse ベースのグラフィカル開発ツール。実装者に対するビジネスプ
ロセスの要件を記録します (たとえば、プロセスステップの入出力およ

Software AG Designer

びエラーの処理方法を指定する、プロセスに関係する人を識別する、KPI
の一覧を示すなど)。ビジネスプロセスモデルからビジネスプロセスを実
装します。ビジネスプロセスで使⽤するサービスを開発します。ビジネ
スプロセスで使⽤するビジネスルールを開発します。ビジネスプロセス
で使⽤するタスクを開発します。
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機能製品

プロセス駆動型のアプリケーションソリューションを構築および展開し
ます。aPaaS (Application Platform-as-a-Service) 製品。

AgileApps

API 経由でサービスまたはその他のアプリケーションのタスクを検索お
よび操作します。

Task Engine

ビジネスプロセスおよびサービスを実行します。Integration Server

ビジネスプロセスの実行を制御および指示します。Process Engine

ビジネスプロセスまたはサービスによって呼び出されたルールを実行し
ます。

Rules Engine

タスクを実行します。Task Engine

ビジネスプロセス管理のコンポジットアプリケーション

コンポジットアプリケーションを設計します。CAF 内の Web ページお
よび Business Console ガジェットはサービスを呼び出すことができま

Software AG Designer

す。Webページからは、データベースに格納されたデータにアクセスし
たり、そのデータを表示したりできます。

コンポジットアプリケーションをホスティングします。My webMethods
Server

ビジネスプロセス管理の管理と監視

プロセスインスタンスの状態とKPIを表示します。プロセスインスタン
スのパスを予測します。プロセスインスタンスを停止、一時停止、また
は再開します。プロセスステップを再サブミットします。

Monitor

モバイルデバイスやタブレットから、プロセスインスタンスを表示した
り、タスクを表示したり操作したりします。

Mobile Monitor

タスクを割り当て、タスクインスタンスを起動、停止、一時停止、再
開、または削除します。

Task Engine

ビジネスプロセス、アクティビティ、イベントおよびその他のビジネス
関連データをリアルタイムで監視します。ビジネスデータを表示および

Optimize for Process

評価したり、問題が発生したときにアラートをトリガーするルールを定
義したりします。

タスクのスケジュールを設定したり、タスクを操作したりします。リア
ルタイムでプロセスおよびタスクインスタンスを監視します。ソーシャ

Business Console

ルメディアで、プロセスに関する傾向情報を表示します。プロセス分析
を表示します。プロセスによって呼び出されたデシジョンテーブルを表
示します。ケースアプリケーションを含むプロセスを表示します。

プロセスインスタンスを表示、一時停止、再開、停止、再起動、または
再サブミットします。プロセスステップをキャンセル、スキップ、一時

Process Engine

停止、または再起動します。プロセスモデルステージを作成、変更、ま
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機能製品

たは削除します。プロセスインスタンスの完了時間を見積もり、平均サ
イクル時間を表示します。

タスクとワークフロー上で共同作業し、プロセスおよびタスクインスタ
ンスをリアルタイムで監視し、モバイルデバイスまたはタブレットから
迅速な判断を下します。

Mobile Business
Console

ビジネスプロセス管理のモバイル開発

ユーザインタフェースを設計して、ユーザインタフェースを表示し、ボ
タンのクリックなどユーザが開始したイベントに対応する Java コード

Software AG Designer

を生成します。[モバイル開発] によって作成される Java クラスで、ビ
ジネスロジックをユーザインタフェースとは独立してコード化します。

Javaのモバイルアプリを作成し、アプリをあらゆるモバイルデバイス⽤
に自動的に変換します。

Mobile Designer

モバイルデバイスと企業のバックエンドアプリケーション間でデータを
転送するモバイルデータ同期ソリューションを作成します。これによ

Mobile Support

り、複数のソースによって同時にバックエンドデータが更新されるとき
に発生する競合を解決します。

オンプレミスの製品間で使用されるツールのクイックスタート

機能製品

SoftwareAG製品のインストール、パッチ、設定、管理、およびアップグ
レードを行い、データベースコンポーネントを作成し、1箇所からリモー
トで製品をデータベースコンポーネントに接続します。

Command Central

Software AG 製品をインストールします。Software AG Installer

SoftwareAG製品の修正とサポートパッチをインストールし、SoftwareAG
製品のインストールに関する問題のトラブルシューティングを行います。

Software AG Update
Manager

ソースランタイムまたはリポジトリに存在するユーザ作成のアセットを、
ターゲット Software AG ランタイムに展開します (たとえば、開発環境の
サーバからステージング環境または実稼働環境のサーバへ)。

Deployer および
Asset Build
Environment

SoftwareAGにより、製品がイベントを使⽤して通信できるイベント駆動
型アーキテクチャ (EDA) の基盤。

Digital Event Services
および Universal
Messaging

Eclipse ベースのグラフィカル開発ツール。イベントをパブリッシュおよ
び監視します。

Software AG
Designer
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オンプレミスでの分析および意思決定のクイックスタート

機能製品

動きの速いイベントストリームを監視し、重要なイベントとイベントの
パターンを検出して分析し、仕様に従って反応すべきイベントに直ちに
対応します。

Apama

ビジネスプロセスデータをデータソース (データベース、トレーディン
グパートナのデータストア、サードパーティアプリケーション (SAP や
Salesforce) など) から引き出します。

ARIS Process
Performance Manager

Software AG データソース (たとえば、データベース、XML ファイル、
Apama イベント、プロセスインスタンスなど) 、または Web フィード
や Web サービスからデータを視覚化します。

MashZone NextGen

イベントをプロデューサからコンシューマに配信します。Universal Messaging

機械学習ツールやデータマイニングツールによって構築された予測モデ
ルを実行して、リアルタイムの予測を行います。

Zementis Predictive
Analytics
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Software AG Cloud
Software AG のクラウド製品は、Software AG Cloud でホストされています。Software AG Cloud
はSoftwareAGのクラウド製品のクラウド基盤であり、それらの製品へのポータルです。Software
AG Cloud は、ID、テナント、環境管理などの一般的なクラウドプラットフォームサービスを提
供します。独自のペースで拡張できるスケーラブルなサブスクリプションモデルや、メッセージ
ング、クラウドストレージなどを備えています。Software AG Cloud は Amazon Web Services
(AWS) や Microsoft Azure などのインフラストラクチャプロバイダをサポートしています。ま
た、LDAPやSSOもサポートしており、セキュリティと可⽤性に関するISO27001およびSOC2
Type II 規格で認定されています。

使いやすい単一のポータルから Software AG Cloud に入り、Software AG のクラウド製品の無料
トライアルにサインアップできます。複数のSoftwareAGCloud環境(たとえば、開発、テスト、
および実稼働⽤にそれぞれ 1 つの環境) を持つことができます。Software AG Cloud からこれら
の環境の登録、リンク、および管理を行うことができます。それぞれのSoftware AG Cloud環境
内では、ライセンスを取得している Software AG クラウド製品ごとに 1 つのテナントを持つこ
とができます。

webMethods.io API
webMethods.io API は Software AG Cloud でホストされる API Management-as-a-Service (MaaS)
プラットフォームです。webMethods.io APIを使⽤すると、APIを安全に管理し、開発者やパー
トナコミュニティへ API を公開することができるようになります。webMethods.io API は API
Gateway、Microgateway、API Portal、AppMesh、およびAPI Engagementから構成されます。
API Engagement については、以下で説明します。他の製品については、41 ページの「オンプ
レミスでの API 管理」 で説明しています。

API Engagement は、API プロバイダが API ビジネスと収益を拡大するのに役立つ開発者向けの
アウトリーチプログラムです。API Engagement を使⽤して、API プロバイダは API を積極的に
促進、マーケティング、およびローンチするエコシステムを構築できます。開発者は、APIプロ
バイダの人気を⾼め、組織を世界に広げるためのオーガニックな伝達者です。API Engagement
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を使⽤することで、プロバイダは開発者コミュニティと協力して、コラボレーションの促進、
キャンペーンの実行、APIの使⽤と採⽤を宣伝することができます。たとえば、APIプロバイダ
は以下のことを実行できます。

API ハッカソンの開催、管理、判定を行います。API ハッカソンはデザインスプリントのよ
うなイベントで、開発者、グラフィックデザイナー、インタフェースデザイナー、プロジェ
クトマネージャなどが短期間で集中して協力し合い、機能的な製品を作成します。

ベータ状態でAPIをテストするためにカスタマイズされたベータプログラムを実施します。
API プロバイダは API Engagement で API を公開し、API コンシューマはアプリを構築する
ことでこれらの API を共同でテストします。次に、API コンシューマはフィードバックを提
供し、不具合を指摘します。

webMethods.io Integration
webMethods.io IntegrationはSoftware AG CloudでホストされるIntegration Platform-as-a-Service
(iPaaS) 製品です。webMethods.io Integration を使⽤すると、Marketo、Salesforce、Paypal、
Cumulocity、Evernote、Gmailなどのアプリケーションやサービスを接続することで、タスクを
自動化できます。これにより、使⽤しているアプリケーションのデータ交換が可能になり、シー
ムレスに相互に通信できるようになります。webMethods.io Integration を使⽤すると、オンプ
レミスとクラウドの両方に配置されているアプリケーションやデータとポートフォリオを混在さ
せることができます。

webMethods.io Integration は 2 種類のユーザに 2 つの異なるユーザインタフェースを提供しま
す。

ビジネスユーザはワークフローを作成します。ワークフローは、2つ以上のWebアプリケー
ションまたはサービス間の接続であり、自動化したい繰り返しタスクのステップを定義しま
す。たとえば、Evernote アカウントで新しいメモを作成することでトリガーされ、Google
Translate Textを使⽤して作成されたメモをスペイン語に翻訳し、翻訳したテキストをGmail
アカウントに送信するワークフローを作成することができます。webMethods.io Integration
は何百ものWebサービスと、ユーザ独自の複雑なユースケースの出発点として使⽤できる事
前ビルドされたワークフローテンプレートを提供します。ワークフローをより早くブートス
トラップするためのレシピをインポートすることもできます。ワークフローはコンテナで実
行されます。
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開発者は複数のエンドポイント間で調整するポイントツーポイント統合または複雑な統合を
作成できます。webMethods.io Integrationを使⽤すると、統合フローに必要なサービス、ド
キュメント、その他のアセットを作成でき、条件、スイッチ、ループ、カスタムアクション
の使⽤がサポートされるようになります。JMS ベースのメッセージングを使⽤して、パブ
リッシュ/サブスクライブまたはポイントツーポイントメッセージングを実装できます。デ
バッグ、実行ログ、実行の再試行、およびエラー処理機能を使⽤してフローを確認できま
す。ワークフローの起動を自動化するには、オンデマンド、ポーリング、またはイベント駆
動型のトリガーを作成します。

ワークフローと統合の作成を簡単にするため、webMethods.io Integration はワークフローレシ
ピおよびフローサービスレシピを提供し、スマートマッピングを提供しています。スマートマッ
ピングでは、作成されたパイプラインデータマッピングからアルゴリズムが学習し、同様のフィー
ルドのマッピングに関する提案を示します。

webMethods.io Integration には、人気のある SaaS、オンプレミス、および IoT アプリケーショ
ンへの無数のコネクタが付属しています。webMethods.io IntegrationでCloudStreamsコネクタ
を使⽤することも、独自のコネクタを開発するために webMethods.io Integration Connector
Builder Frameworkを使⽤することもできます。カスタムコネクタでは、フィールドをマッピン
グしたり、文字列、日付、数値などの値の操作に定義済みのトランスフォーマを使⽤したり、
Node.js を使った独自のトランスフォーマを作成したりできます。

webMethods.io Integration ユーザは、意図されていない変更を防ぐために、権限ベースのフォ
ルダアクセス、バージョン管理、およびロックとロック解除機能を使⽤して、プロジェクトを共
同で管理できます。また、複数のユーザの貢献によって、スマートマッピングなどの機能の有効
性が増大します。

webMethods.io Integration の管理者は、ユーザを定義および管理したり、アクセス権を設定し
たり、アカウントを有効化および無効化することができます。管理者は個々のワークフローアク
ションの有効化または無効化、ワーフクロー全体の有効化および無効化、ワークフロー実行の監
視、およびワークフローの通知を送信する電子メールベースのアラートルールの設定を行うこと
ができます。テナントの監査ログおよびアクティビティログを確認できます。
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また、webMethods.io Integration には、ユーザが独自のアプリケーションに組み込むことがで
きるワークフローと統合フローを作成するためのSDKを備えるwebMethods.io Embedというア
ドオンも提供されています。たとえば総務部が、出張前の承認フォームをダウンロードし、記入
済みのフォームをアップロードし、結果 (承認、却下、エラーなど) の通知を送信するワークフ
ローを作成する場合があります。従業員はこのワークフローをモバイルデバイスに埋め込むこと
ができます。

webMethods.io B2B
webMethods.io B2B は Software AG Cloud でホストされる Software-as-a-Service (SaaS) 製品で
す。webMethods.io B2B を使⽤することで、企業はビジネスドキュメントを電子的に交換する
ために、トレーディングパートナとの通信チャネルを定義できます。通常、ビジネスドキュメン
トには、注文書、注文状況、注文確認書、請求書、およびその他のドメイン固有のビジネスド
キュメントが含まれます。webMethods.io B2BはXMLとEDIをサポートしており、ANSIX12、
EDIFACT、VICS、EANCOM、ODETTE を含む数百のバージョンと 15,000 を超えるトランザク
ション定義を、AS2 および HTTP プロトコルとともにサポートしています。

webMethods.io B2B を使⽤すると、以下を行うことができます。

トレーディングパートナを迅速に登録し、すべてのパートナの詳細を一元管理します。ま
た、パートナがパートナ自身を登録することもできます。

クラウドおよびオンプレミスでトレーディングパートナとビジネスドキュメントを交換しま
す。ドキュメントは個々にまたは一括してデリバーできます。

必要に応じて、トレーディングパートナへのドキュメントデリバーを有効化または無効化し
ます。

ビジネスドキュメントの識別および処理方法を管理するルールを定義します。

ビジネスドキュメントの交換時にトレーディングパートナが使⽤する必要がある特定のパラ
メータを定義するトレーディングパートナアグリーメントを作成します。

キューの設定によって、トレーディングパートナへのドキュメントデリバーを設定します。
また、キューの有効化、無効化、排出、および一時停止を行うこともできます。

webMethods.io B2B を通過するすべてのトランザクションを監視します。

ドキュメント属性に基づいてトランザクションを検索します。

ライブトランザクションおよびアクティビティログをローカルシステムにダウンロードしま
す。

事前定義されたアプリケーションを使⽤して管理するために webMethods.io Integration と
統合します。
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Cloud Container
まず、Cloud Container テナントでソリューションを作成します。各ソリューションには、
Kubernetes によって管理された 4 つの Docker コンテナで構成されるランドスケープが含まれ
ており、展開されたアプリケーション統合を実行します。次のそれぞれに1つのDockerイメー
ジがあります。

1 つ以上の Integration Server インスタンス。

1 つの Universal Messaging インスタンス。

1 つ以上の BigMemory Max インスタンス。

次に、Software AG Designer を使⽤して Integration Server、webMethods Adapter for JDBC、
およびCloudStreamsサービスやドキュメントなどのアプリケーション統合関連アセットをオン
プレミスの Integration Server からソリューションに展開します。また、ソリューションのラン
ドスケープ内の製品で使⽤するためにオンプレミスの製品設定を展開して、ポート番号などの変
数を置き換えることもできます。Software AG Designer から Cloud Container にホストされた
Integration Server パッケージ、サービス、および API を参照できます。次に、クラウドにホス
トされた Integration Server でアプリケーション統合を実行できます。アプリケーション統合、
Software AG Designer、Integration Server、Universal Messaging、およびBigMemory Maxの詳
細については、25 ページの「オンプレミスでのアプリケーション統合」を参照してください。
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Software AG Designer はテスト機能をサポートしており、アセットのデバッグ、サービスの模
擬、サービスによって返されるエラーメッセージをアサートできるテストケースの作成、サービ
ス実行結果からのテストの生成、および Integration Server アセットのすべてのテストスイート
とテストケースのリストの表示とアクセスが可能です。

webmethods.io End-to-End Monitoring
webmethods.io End-to-EndMonitoringはSoftware AG Cloudでホストされる製品で、Software AG
のクラウド製品を通過するビジネストランザクションを最初から最後まで監視できます。ビジネ
ストランザクションリストや、全体的なトランザクション状態、トポロジ、トランザクション期
間、エラー率などの関連詳細を確認できるダッシュボードを備えています。一連の条件を定義す
るルールを作成し、条件が満たされたときに違反が発生したことを示すことができます。ルール
違反は、画面上の通知、電子メール、またはその両方の形式でアラートをトリガーします。

CloudStreams
CloudStreamsは、Salesforce.comなどの SaaS (Software as a Service) プロバイダをCRMや ERP
などのオンプレミスアプリケーションに接続するコネクタを構築して使⽤できるようにするオン
プレミスフレームワークです。CloudStreamsには事前ビルドされたコネクタが付属しています。

CloudStreams コネクタを開発するには Software AG Designer を使⽤します。以下の表は、開発
可能なコネクタの種類について説明しています。

説明コネクタ

ユーザ定義のセキュリティチェックおよび処理を実行し、要求をオンプ
レミスアプリケーションに送信してその応答を処理する仮想サービスお

SaaS プロバイダから
オンプレミスアプリ
ケーションへの接続 よびサービス管理ポリシーを作成します。また、バックエンド固有の受

信ストリーミングを実装することもできます。

SOAP 操作を実行したり REST リソースにアクセスしたりするクラウド
コネクタサービスと、要求を SaaS プロバイダに送信してその応答を処

オンプレミスアプリ
ケーションから SaaS
プロバイダへの接続 理する特殊な仮想サービス(コネクタ仮想サービスと呼びます)を作成し

ます。
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コネクタとサービスはIntegrationServer上のCloudStreamsサーバで実行されます。CloudStreams
サーバは、CloudStreams Analytics ダッシュボードに表示できる CloudStreams コネクタのラン
タイムパフォーマンスメトリクスとイベントも収集します。

事前ビルドされた、またはユーザが作成した CloudStreams コネクタは、webMethods.io
Integration や Cloud Container とともに使⽤できます。
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アプリケーション統合
アプリケーション統合は、異なるリソース間でのビジネスデータの共有を可能にします。リソー
スには、SAPやSiebelなどのソフトウェアアプリケーションおよびデータベースやメインフレー
ムプログラムなどのシステムがあります。一般的な統合パターンには、以下が含まれます。

同期:たとえば、小売店チェーンの 2 店舗が顧客、製品 SKU および製品価格の情報を管理し
ているとします。一方の店舗はこの情報をデータベースに、もう一方の店舗はメインフレー
ムプログラムに保持しています。一方の店舗のリソースで情報が追加または変更されると、
アプリケーション統合により、もう一方の店舗のリソースが更新されます。

伝播:たとえば、人事担当者が新入社員のデータをコンポジットアプリケーションに入力する
と、アプリケーション統合により、人事データベース、退職金積立計画メインフレームプロ
グラムおよび従業員福利厚生アプリケーションにデータが伝播されます。

構成:たとえば、人事担当者がコンポジットアプリケーションを通じて従業員のレポートを要
求するとします。アプリケーション統合により、人事データベース、退職金積立計画メイン
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フレームプログラムおよび従業員福利厚生アプリケーションからレポートのデータが収集さ
れ、Web アプリケーションに戻されてからレポート形式で表示されます。

アプリケーション統合の開発
アプリケーション統合の開発に使⽤する主要な製品は、Software AG Designer、Application
Platform、webMethods アダプタ、Integration Server、EntireX、および ApplinX です。

Software AG Designer
Software AG Designer は、サービス (アプリケーション統合での主要なエレメント) を設計およ
びテストするための Eclipse ベースのグラフィカル開発ツールです。サービスとは、1 つの処理
単位を実行するロジックを指します。たとえば、顧客から受信した注文書を受注処理システムに
転記するサービスや、融資申し込みの与信チェックを実行するサービスがあります。以下のタイ
プのサービスを開発できます。

1つの処理単位を実行する単純サービス。

集計サービス。集計サービスとは、他のサービスを呼び出すサービスであり、1つのリソー
スから他の複数のリソースにデータを伝播する場合などに使⽤します。

複合サービス。複合サービスとは、順に実行される複数の単純サービスまたは集計サービス
をラップするサービスであり、複数のリソースから順番にデータを収集してレポートを構成
する場合などに使⽤します。ラッパーサービスは、サービス間のデータのフローを管理しま
す。

Software AG Designer で、webMethods のフロー言語またはその他の言語 (Java など) を使⽤し
てサービスを開発します。Software AG Designer で作業するときは、常にランタイムサーバ
IntegrationServerに接続しています。アプリケーション統合におけるこのサーバの主な機能は、
サービスの実行です。Software AG Designer を使⽤して、Integration Server で直接サービスを
構築し、編集します。さらに、Integration Server には、アプリケーション統合で使⽤できる組
み込みサービスのライブラリが付属します。

サービス開発では、コードの作成、テストおよび修正 (デバッグ) といったプロセスが繰り返さ
れます。Software AGDesignerには、テストおよびデバッグを支援するツールが備えられていま
す。手動で指定した入力値によるサービスのテスト、結果の検査、およびエラーの調査が可能で
す。フローサービス、ドキュメントタイプ、JMS トリガー、およびアダプタサービスと接続に
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おける違いを比較できます。また、2 つのフローサービスまたは 2 つのドキュメントタイプの
差をマージできます。サービスおよびドキュメントの監査ログを設定できます。

Integration Server の構成単位はパッケージです。パッケージには、サービスおよび関連ファイ
ルのセット (仕様やドキュメントタイプなど) が含まれています。通常、サービスとファイルは
機能別またはアプリケーション別にグループ化されます。たとえば、購買関連サービスはすべて
「PurchaseOrderMgt」という名前のパッケージに、時間報告サービスはすべて「TimeCards」
という名前のパッケージにそれぞれ入れることができます。1回の操作でパッケージのコンテン
ツ全体を簡単に管理 (有効化、無効化、削除など) できます。

複数の Software AG Designer ユーザが、アプリケーション統合の異なる部分を別々に開発して
1 つの Integration Server に展開し、テストするという方法で、アプリケーション統合の共同開
発を行うことができます。Software AG Designer では、作業中のオブジェクトをロックでき、
サードパーティの VCS (バージョン管理システム : Version Control System) リポジトリとのやり
とりも可能です。

コラボレーションに使⽤できる別のツールとしては、CentraSite があります。このツールは、
Software AG Designer、Integration Server および CentraSite に格納されているアセットについ
てのメタデータの共有データベースとして機能します。アプリケーション統合開発者は、Software
AGDesignerからCentraSiteにサービスおよびドキュメントタイプをパブリッシュし、CentraSite
から Software AG Designer にこれらのアセットをドラッグアンドドロップできます。Software
AG Designer で構築するアプリケーション統合に、CentraSite (および他の SOA レジストリ) の
Web サービスを組み込むことができます。反対に、Software AG Designer で Integration Server
上のサービスから Web サービスを作成して、CentraSite (および他の SOA レジストリ) にその
Web サービスを登録することもできます。

アダプタ
アプリケーション統合に、SoftwareAGがアダプタを提供しているアプリケーションとの対話が
必要な場合は、アダプタ内のサービスを呼び出すサービスを作成できます。アダプタは、企業の
リソースを Software AG 製品に接続し、さらにそれらの製品経由で相互に接続する、Web ブラ
ウザベースのインタフェースを備えているソフトウェアコンポーネントです。Integration Server
がXMLなどの各種標準をサポートするのに対し、アダプタはSAP、Siebel、OracleApplications、
PeopleSoft などのパッケージアプリケーション、Oracle、SQL Server、Informix、Sybase、DB2
などのデータベースおよびメインフレームとUNIXシステム上の基幹プログラムにアクセスする
ための独自プロトコルをサポートしています。アダプタは、リソース固有の形式からSoftwareAG
製品によって使⽤される形式 (またはその逆) にデータを変換します。アダプタを使⽤すると、
複雑なカスタムコードを作成せずにリソースをアプリケーション統合に組み込むことができま
す。アダプタは Integration Server 上で実行されます。

アダプタは、リソースから Software AG 製品にデータを伝達します。リソースのポーリングを
行って新規または変更済みのデータを能動的に取得することも、新規または変更済みのデータを
リソースから受動的に受信することも可能です。たとえば、Adapter for JDBCはデータベースか
らデータを受信して、データベース固有の形式から適切な Software AG 内部形式に変換し、変
換済みのデータを Integration Server 上のサービスに送信してさらに処理することができます。
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アダプタは、SoftwareAG製品からリソースにデータを伝達します。たとえば、Adapter for JDBC
サービスは Integration Server サービスからデータを受信して、Software AG 内部形式からデー
タベースによって必要とされる形式に変換し、データベースに挿入することができます。

EntireX
EntireX を使⽤すると、Integration Server で実行されるサービスを COBOL または Natural など
の言語で書かれた基幹プログラムに簡単に接続できます。

EntireX の実行環境には、これらの主要コンポーネントが含まれます。

EntireXEntireX AdapterIntegration Server で実行されます。

EntireX Broker。負荷分散、セキュリティ、大きなメッセージおよび⾼可⽤性をサポートし
ます。

CICS RPC Server のようなクライアントまたはサーバエンドポイント。

Software AG Designer。これを使⽤すると、Integration Server 上のアダプタサービスなどの
必要なアセットが生成できるようになります。

たとえば、COBOLでプログラムされたCICS トランザクションを Integration Server から呼び出
すとします。この同期要求/応答シナリオを EntireX を利⽤して実装するための 1 つのアーキテ
クチャバリアントは、EntireX AdapterからEntireX Broker、EntireX BrokerからCICS RPC Server
です。トランザクションのインタフェースをCOBOLソース、コピーブック、または両方から抽
出するために、Software AG Designer を利⽤します。EntireX ウィザードでは、EntireX アダプ
タをホストする Integration Server 上のインタフェースの抽出およびアダブタサービスのコード
生成についてガイドします。EntireXは、必要とされるすべてのテクニカルアセットを作成しま
す。テクニカルな詳細事項に関する作業は必要ありません。アダプタサービスは Software AG
Designer で直接テストできます。

ただし、⾼度なユースケースの場合は、技術的な詳細を指定することができます。下の図は、
Software AG Designer で 2 つのメインフレームプログラムについて抽出されたシグネチャを示
しています。
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Integration Server でアダプタサービスを実行すると、トランザクションから抽出された入力に
指定した値を使⽤して、メインフレーム側のCICS トランザクションが呼び出されます。アプリ
ケーション統合のアダプタサービスは、他の Integration Server サービスを使⽤する場合と同じ
ように使⽤できます。Software AG Designer はアダプタサービスから Web サービスを作成で
き、CentraSiteなどのSOAレジストリにWebサービスを登録できます。ユーザは、作成された
Web サービスを使⽤して簡単にメインフレームリソースをビジネスツービジネス統合 (B2B) お
よびビジネスプロセスに含めることができます。

EntireX アーキテクチャは対称的であるため、送信接続も受信接続も可能になります。たとえ
ば、CICS トランザクションで Integration Server フローサービスを呼び出すとします (つまり、
メインフレーム送信)。EntireX により、同じ方法で必要なアセットが生成されます。

COBOL、PL/IまたはNaturalで書かれたプログラムのシグネチャを抽出できます。メインフレー
ムでは、EntireXがCICS、IMS、およびバッチ環境をサポートします。CICS、IMS、およびAS/400
のゼロサーバフットプリントシナリオを設定できます。これは、統合が異なる組織単位に渡る場
合に役立つことがあります。

ApplinX
サーバベースのテクノロジに基づく ApplinX を使⽤すると、基幹システムアプリケーションを
変更することなく、効率的、堅牢および簡単な方法で、Web アプリケーションから基幹システ
ムアプリケーションのデータやトランザクションにアクセスしたり、それらを統合したりするこ
とができます。ApplinX は、.NET または J2EE などの標準的なプログラマチック環境を使⽤し
て、基幹システムアプリケーションを公開し、WebアプリケーションやWebサービスなどのコ
ンポーネントにカプセル化します。このようにすると、任意の最新開発プラットフォームでこれ
らのコンポーネントを拡張構成要素として使⽤し、CRM アプリケーションなど、新規または既
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存のアプリケーションに使⽤できます。この方法により、新しい戦略的 IT プラットフォームに
基幹システムアプリケーションを統合でき、より合理的で効率的なタスク指向および役割指向の
アプローチでワークフローを再構築できます。

ApplinX には、Web 使⽤可能性、SOA 使⽤可能性および Web ページ統合の 3 種類のソリュー
ションが⽤意されています。以下に示すように、いずれの種類の開発作業にも Software AG
Designer を使⽤します。

Web 使⽤可能性により、既存のホストの「緑色の画面」を Web インタフェースに変更できま
す。既存のアプリケーションに手を加えたり、コードを変更したりすることなく、完全な Web
のルックアンドフィールを実現できます。ApplinX には、以下で説明する Web 使⽤可能性ソ
リューションが⽤意されています。

説明ソリュー
ション

コーディングをまったく行わないか、行う場合でもほんの少しのコーディングで、基
幹システムアプリケーションを最新のWebアプリケーションに変更できます。Software

インスタ
ント

AG Designer では、複数の画面に同じデザインを適⽤できます。変換を使⽤すると、
ホストの画面パターンをWebコンポーネントに変換できます。たとえば、ホストファ
ンクションキーのハイパーリンク、ボタン、イメージへの変換や、入力フィールドの
GUIエレメント(コンボボックス、ラジオボタン、チェックボックスなど)への変換な
どがその例です。
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説明ソリュー
ション

ホストの端末エミュレーションを、ホストキーおよびプリントサポートを提供し既存
の色体系を保持したWebブラウザ端末エミュレーションに即座に変更できます。.NET
および J2EE 環境で使⽤可能です。

HTMLエ
ミュレー
ション

Webアプリケーションを完全にカスタマイズおよび拡張します。複数の基幹システム
アプリケーションからの情報を、1 つの Web ページに集約できます。Web フレーム

コンポ
ジット

ワークをカスタマイズする ApplinX Base Object API を使⽤して、画面レベル、トラ
ンザクションレベルまたはデータレベルでレガシーアセットを統合し、さまざまな
Web 環境をサポートできます。.NET および J2EE 環境で使⽤可能です。

SOA 使⽤可能性により、基幹システムアプリケーションの機能を再利⽤し、運⽤品質にあるシ
ステムのトランザクションプラットフォームを新しい IT プロジェクトに利⽤できます。基幹シ
ステムアプリケーションの機能およびデータを画面レベルまたはトランザクションレベルでWeb
サービスとして公開し、Webサービスを呼び出す他の環境に統合します。Software AGDesigner
でプロシージャを作成し、そのプロシージャを使⽤してアプリケーションの機能をWebサービ
スに変更できます。画面、プログラム、データベース、外部WebサービスなどのApplinXエン
ティティを使⽤し、異なるデータソースを組み合わせて Web サービスを作成します。ApplinX
は、SOAP や WSDL などの Web サービス標準および CentraSite などの SOA レジストリにサー
ビスを登録するための JAXR (Java API for XML Registries) をサポートしています。

Webページ統合を使⽤すると、ApplinX内のWebブラウザアクティビティをシミュレーション
して、標準 Web サービスとして公開したり、ApplinX プロシージャに統合したりすることがで
きます。特に、ユーザは、シミュレーションを使⽤して、Web コンテンツを記録し、ApplinX
Web プロシージャを作成します。Web プロシージャは、ApplinX 内で Web ページのユーザイ
ンタフェースを統合できるように設計されます。Web プロシージャは、パスプロシージャやフ
ロープロシージャなどの ApplinX プロシージャと同様に、サービスとして公開できます。

Integration Server アセットのローカルでの開発およびテスト
Integration Server アセットをローカルで開発およびテストすることを可能にする製品のコレク
ションは、webMethods Integration Server DevOps Edition と呼ばれます。DevOps Edition に
は、開発の効率を向上させる機能や、ローカルでのサービスの開発、構築、変更、テストを可能
にする機能が含まれています。これらのサービスは、最終的には継続的な統合につながります。

DevOps Edition には、Software AG Designer、Local Version Control Integration、Unit Test
Framework、および Application Platform が含まれています。

Local Version Control Integration
LVCI (Local Version Control Integration) は、Software AG Designer Service Development プラグ
インの機能です。この機能を使⽤して、Integration ServerパッケージをEclipseプロジェクトと
してローカルで開発できます。デフォルトで、この機能のローカル開発部分は Software AG
Designerと同じルートディレクトリへ Integration Serverをインストールすることで有効になり
ます。Docker コンテナ内で実行している Integration Server を、この機能のローカル開発サー
バとして使⽤することもできます。また、この機能によって、Software AGDesignerから直接、
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バージョン管理システム(VCS)に対してパッケージエレメントとサポートされているファイルの
チェックインおよびチェックアウトを行うことができます。

Unit Test Framework
Software AG Designer には、開発のテストおよびデバッグを支援するツールが備えられていま
す。Unit Test Framework は、サービスユニットテストツールと回帰テストツールです。これに
より、サービス開発者は、カスタム開発なしにユニットテストを簡単に作成し、開発の全体的な
質を向上させることができます。Unit Test Framework は、サービスの自動ユニットテストと自
動回帰テストを容易にし、継続的な統合と配信のための自動ツールを作成するメカニズムを提供
します。Unit Test Framework では、既に継続的統合ツールと正常に連携している標準的なユ
ニットテストフレームワークを活⽤して、JUnit と統合できます。また、 Unit Test Framework
は、⾼度なユーザが JUnit のテストケースを作成するための Java API を提供します。Unit Test
Framework から Jenkins タスクの構築展開と実行を自動化できます。

次の表では、Software AG Designer で実行できるテストの種類について説明します。

説明テスト

Software AGDesigner Eclipseユーザインタフェースで、ユニットテストケースを設
計、構築、実行します。また、Ant スクリプトを使⽤して、テストケースを外部で

ユニット

実行できます。手動で指定した入力値によるフローサービスのテスト、結果の検
査、およびエラーの調査が可能です。

利⽤できないか、データに整合性がないリソースとのインタラクションをテスト⽤
にシミュレートします。テストケースを使⽤して、指定する入力値で模擬サービス

模擬

を実行したり、模擬サービスではなく仲介サービスを呼び出したり、模擬サービス
の出力を指定した例外に置き換えたり、カスタム Java クラスを使⽤して模擬サー
ビスを実装したりします。

テストケースを XML ファイルでの入出力とともに保存し、これらの再使⽤可能な
アーティファクトを再実行して、最新の変更が以前のバージョンで修正されたエ
ラーを再発しないことを確認します。

回帰

特定のテストの起動時に、フローサービスのどのフローステップとマップアクショ
ンが実行されるかを記録し、分析します。未テストのステップを特定し、該当する
テストの改善に役立ちます。

コードの適
⽤範囲

特定のテストの起動時に、フローサービスのどのフローステップとマップアクショ
ンが実行されるかを記録し、分析します。スイートの適⽤範囲、実行モデル、およ

スイートの
適⽤範囲、

びサービスの適⽤範囲に関する適⽤範囲レポートを備えた使いやすいレポート機能
を提供します。

実行モデ
ル、サービ
スの適⽤範
囲

Application Platform
Application Platformを利⽤すると、独自のwebMethods API を使⽤せずに、Javaでアプリケー
ションロジックを開発できます。POJO または Spring Bean などの広く普及している Java 開発
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モデルをアプリケーションロジックに使⽤した後、Integration Server または My webMethods
Server で実行するロジックとして展開することが可能です。

アプリケーションロジックを開発するには、Software AG Designer を使⽤します。また、Java
サーブレットテクノロジに基づくWebUIアプリケーションを開発し、これらのアプリケーショ
ンで認証および承認要件を設定できます。JUnit テストを作成してSoftware AG Designerで実行
して、アプリケーションの機能を検証します。テストは、実行中の Integration Server または
My webMethods Server で実行され、実行結果は、Software AG Designer JUnit ビューに表示さ
れます。

Application Platform サービスと Integration Server サービスを統合できます。簡単な Java アノ
テーションを使⽤して Integration Server にある Application Platform サービスを公開し、これ
らのサービスをフローサービス、トリガー、またはWebサービスコネクタから呼び出せるよう
にしておきます。Integration Server サービス向けの Java クラスラッパーを作成し、これらの
サービスを、独自の Integration Server クライアント API を使⽤せずに Application Platform
サービスから呼び出せるようにします。

アプリケーション統合の実行
アプリケーション統合を実行する製品には、IntegrationServer、MicroservicesRuntime、Universal
Messaging などがあります。

Integration Server
Integration Server はランタイムサーバであり、以下の処理を行います。

1. クライアントアプリケーションから要求を受信し、要求元ユーザを認証します。

2. 適切なサービスを呼び出し、要求元クライアントからの入力データを渡します。

3. サービスから出力データを受信し、クライアントに返します。

IntegrationServerは確立された標準や新しい標準を幅広くサポートしているため、インターネッ
トに接続されたほぼすべての取引先とやりとりできます。

次の表に、IntegrationServerによってサポートされている標準、および各標準の例を示します。

例サポートされている標準

HTTP、HTTPS、FTP、FTPS、SMTP、TLS転送標準

MIME、S/MIMEメッセージ形式

XML、XMLスキーマ、区切り文字で区切られた固定長または可
変長レコードのカスタムフラットファイル形式、JSON および
JSON スキーマ、GraphQL

データ標準

AMQP、JMS、Kerberos、MQTT、OData、OpenID Connect、
SFTP、SOAP、SOCKS、Websocket、XML RPC

プロトコル

Swagger、WSDL (Web Service Description Language)仕様
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例サポートされている標準

REST、Web サービス、イベント駆動型、要求/応答統合パターン

OAuth、JWT承認

Integration Serverは、サービスおよび関連ファイル(仕様、ドキュメントタイプ、トリガー、動
的サーバページ (DSP) など) を含むパッケージをホストします。Integration Server には多くの
パッケージが付属します。開発者は、作成するサービスを保持する独自のパッケージを作成でき
ます。

Integration Server は、Integration Server を設定および管理したり、実行中のサービスを監視し
たりするための、Web ブラウザベースのユーザインタフェースを提供します。ユーザインタ
フェースには、パスワードの期限切れ、認証の期限切れ、サーバの再起動が必要な設定の変更な
どに関するアラートを送信するアラートおよび通知フレームワークが含まれています。また、
Integration Server は REST ベースの API も提供するため、DevOps 担当者は Integration Server
管理の自動化、展開の自動化、および継続的統合/展開スクリプトのサポートを行うスクリプト
を作成できます。さらに、Integration Serverはコマンドラインインタフェースから管理者⽤API
操作にアクセスするユーティリティを提供するため、開発者は⾼度なDevOpsスクリプトを作成
し、Integration Server 環境の展開と管理を自動化することができます。.

Universal Messaging
UniversalMessagingは、速度、信頼性、スケーラビリティおよび柔軟性に優れたJavaメッセー
ジ指向ミドルウェア(MOM)であり、クラスタリング、スケジュール、インタフェースプラグイ
ンなどのメッセージング機能を、パブリッシュ/サブスクライブ、メッセージキューのメッセー
ジングパラダイムの標準サポート、ならびに、JMS のサポートと共に提供します。Universal
Messagingでは、メッセージングのAMQP 1.0標準ワイヤプロトコルの大部分、特に、JMS API
経由で公開される部分もサポートします。

Universal Messaging は、パブリッシャーからサブスクライバーにデータをルーティングする媒
介の役割を果たします。また、企業全体のリソースのメッセージングバックボーンとして機能
し、サブスクライバーがドキュメントを受信して指定のアクションを実行するイベント駆動型
アーキテクチャをサポートすることができます。Integration Server は、これらのドキュメント
をプロトコルバッファとしてエンコード/デコードできます。

アプリケーション統合の監視
アプリケーション統合を実行する製品には、Monitor、Optimize for Infrastructure、Insight な
どがあります。

Integration Server Administrator
Integration Server は Integration Server Administrator と呼ばれる Web ブラウザベースのユー
ザインタフェースを提供しています。Integration Server Administratorは、アクセスしやすさ、
ツール、およびサーバ制御を備える、使いやすく、グラフィカルなタブベースのインタフェース
を通して、すべての管理タスクにアクセスできます。対話的なダッシュボードを介してIntegration
Server Administrator のすべての主要メトリクスを参照できます。ここには、システムの状態、
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ヘルス、使⽤パターン、およびIntegration Serverの全体的なパフォーマンス(JVM、使⽤状況、
サービス、API 関連メトリクスなど) が表示されます。フローサービス、Java サービスなどの
コード化されたサービス、ドキュメントデータを、障害、トリガー再試行、エラー詳細に関する
主要メトリクスと共に監視できます。

また、Integration Server は Integration Server Administrator GUI のすべての機能を複製する
RESTベースの管理者APIも提供します。これによって、開発者は展開を自動化し、継続的な統
合および展開スクリプトをサポートできます。

Optimize for Infrastructure
Optimize for Infrastructure を使⽤すると、アプリケーション統合に関するシステムリソースを
監視できます。データを収集するリソースを特定したり、収集されたデータを監視するように
KPIを設定したり、データを評価するルールを定義したりすることができます。収集された監視
データを表示、分析し、違反したルールや規定外のリソースを検出できます。Optimize for
Infrastructure は問題が発生したときに通知を送信し、定義したアクションを実行できます。

また、過去のKPIパフォーマンスを分析して、良い傾向または悪い傾向を特定します。Optimize
for Infrastructure によって、今後規定外になるリソースを予測し、傾向に基づいて潜在的な問
題を通知することができます。

Insight
Insight によって、以下のことを行うことができます。

頻繁に変化する複雑なネットワークの相互依存関係を確認します。

問題の根本原因を迅速に確認し特定して、問題がネットワーク内に拡散し影響が広がること
を防ぎます。

計画された変更の影響を予測して備えます。

Insight Agent は、Web サービスをホストする Integration Server などのアプリケーションサー
バで継続的に実行されます。エージェントは、アプリケーションサーバからサービストラフィッ
クに関するデータおよびランタイム統計情報を収集し、送受信 Web サービス呼び出しを検出
し、InsightServerにデータを報告します。また、エージェントはランタイム統計情報をCentraSite
にパブリッシュすることもできます。Insight Agent はランタイムフローに影響を与えません。
クライアントおよびサーバはその存在を認識しません。

Insight Serverは Insight Agentからのデータを受信し分析して、以下の情報を特定するセントラ
ルエンジンです。

論理スレッド。エージェントは各呼び出しを検査するため、Insight Server は論理スレッド
を正確かつ明確に特定します。アプリケーションプラットフォーム全体で、Insight Server
はサービス呼び出しを追跡し、完全なトランザクションビューと関連付けます。

サービス障害の根本原因。通常、特定のノードの障害はサービス呼び出しの上位パスに依存
しています。

スループットボトルネック。メッセージの送信にかかる時間、転送されたデータ量、および
各ノードから返されたエラーの内容 (存在する場合) は、障害の検出に役立つデータです。
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Insight Server によって、ネットワーク管理者はこれらの情報を利⽤できます。

マイクロサービスのホストとデリバー
マイクロサービスは、単一のビジネス機能を実行する「マイクロサービス」と呼ばれる一連の小
さいサービスとしてアプリケーションを開発するアーキテクチャ方式の1つです。マイクロサー
ビスは操作の集合であり、事実上はリモートで呼び出される API です。これは、自由に展開可
能であることを意味します。一連のサービスとして、またはイベントとチャネルの定義としてな
ど、さまざまな方法で実装できます。

Microservices Runtime を使⽤すると、関連するサービス、インタフェース、ドキュメントタイ
プ、およびトピックまたはキューにサブスクライブするトリガーのセットを含むパッケージとし
て、またはこの種の関連するパッケージのセットとして (たとえば、人事機能に関連する5つの
パッケージ)、マイクロサービスをデリバーできます。

各マイクロサービスは独自のMicroservices Runtime で実行でき、HTTP リソース API などの軽
量なメカニズムを使⽤して通信できます。しかし、同じMicroservices Runtimeで複数のマイク
ロサービスを実行することもできます。このソリューションを使⽤すると、必要に応じてマイク
ロサービスを分離したりグループ化したりすることができます。2 つのマイクロサービスがあ
り、同様の方法で一緒に拡張する必要があるとします (つまり、一方の新しいインスタンスが必
要な場合、他方の新しいインスタンスも必要になります)。一方のマイクロサービスが他方のマ
イクロサービスより負荷が大きい場合、または一方のマイクロサービスをより頻繁に拡張または
更新する必要がある場合、2つのマイクロサービスを異なるMicroservices Runtime に展開する
ことができます。両方のマイクロサービスが同時に更新される傾向がある場合、同じMicroservices
Runtime で共同ホストできます。

Microservices Runtime は Istio サービスメッシュと共に動作します。Microservices Runtime に
ホストされているマイクロサービスは Istio サービスメッシュ制御プレーンによって管理でき、
Envoy などの Istio コンポーネントと共に動作できます。

Microservices Runtime は Integration Server と完全に互換性があり、Software AG Designer と
Integration Server を使⽤して開発したサービスをホストできます。Microservices Runtime は
ディスクとメモリのフットプリントが少なくなるよう最適化されていますが、外部データベース
のサポートなどの追加モジュールをインストールすることで、完全な Integration Server に変換
できます。

Software AGは、webMethods Service Designerと呼ばれる軽量の開発ツールも提供しています。
これは、Software AG Designer、Microservices Runtime、および Unit Test Framework の [サー
ビス開発] 機能で構成されています。

アプリケーション統合の例
アプリケーション統合は、多種多様な方法で実装できます。いくつかの例を以下に示します。

同期
Siebel とメインフレームプログラムの間で顧客情報を同期させるとします。Siebel Adapter を
Siebel アプリケーションとやりとりするように設定し、EntireX Adapter をメインフレームプロ
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グラムとやりとりするように設定します。EntireX アーキテクチャは対称的であるため、プッ
シュまたはプルのいずれの方法も使⽤できます。

Siebelからメインフレームプログラムにデータを取得するには、Siebelアプリケーションに新規
または変更済みのデータがないかどうかを Siebel Adapter によって監視します。Siebel Adapter
は、データを Siebel 独自の形式から適切な Software AG 内部形式に変換して Integration Server
に渡します。Integration Server は、データを処理して EntireX Adapter に渡します。EntireX
Adapterは、受け取ったデータをメインフレームプログラムの形式に変換してシステムに挿入し
ます。メインフレームプログラムから Siebel にデータを取得するには、同じプロセスを逆にし
て使⽤します。

伝播
コンポジットアプリケーションを使⽤して従業員情報を変更し、変更内容を人事データベース、
従業員福利厚生アプリケーション、および退職金積立計画メインフレームプログラムに伝播する
とします。以下を開発します。

コンポジットアプリケーション (Software AG Designerで開発): 従業員情報を入力するための
ユーザインタフェースを提供し、フォームで入力されたデータを Integration Server に渡し
て処理します。

同期サービス: Integration Server からデータを受信し、下で説明する 3 つのサービスを同時
に呼び出し、3 つのサービスからの確認を待った後、ユーザに対して表示する確認をコンポ
ジットアプリケーションに返します。

Adapter for JDBC サービスとその他 2 つのサービス: データベース、メインフレームプログ
ラム、および福利厚生アプリケーションにそれぞれデータを挿入し、上で説明した同期サー
ビスに確認を返します。

構成
人事部門が人事データベース、退職金積立計画メインフレームプログラム、および従業員福利厚
生アプリケーションから従業員情報を含むレポートを作成するとします。情報のルーティングに
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は Universal Messaging およびそのパブリッシュ/サブスクライブモデルを使⽤します。以下を
開発します。

コンポジットアプリケーション (Software AG Designer で開発): レポートを要求するための
ユーザインタフェースを提供し、要求を Universal Messaging にパブリッシュし、返された
データをレポート形式でユーザに対して表示します。

同期 Adapter for JDBC サービス: データベースからデータを抽出します。

2つの同期サービス:メインフレームプログラムおよび福利厚生アプリケーションからデータ
を抽出します。

非同期フローサービス:上で説明した3つのサービスをラップし、サービス間でデータをマッ
プして、応答を生成します。

Integration Server 上のトリガー: Universal Messaging上のレポート要求をサブスクライブ
し、Integration Server が要求を受信したときにフローサービスを呼び出します。
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API 管理
組織において、要求頻度の⾼いリアルタイムデータを内部または外部のコンシューマと共有する
ために、API (Application Programming Interface) を公開する機会が増えています。たとえば、
政府が、一般市民や報道機関がさまざまな地域の警察や犯罪統計に関する情報にアクセスできる
ようにするAPIを作成して、公開するなどです。API管理は、組織またはAPIプロバイダがAPI
を作成し、API設計のライフサイクルを管理し、APIランタイムの実行を管理および保護し、API
コンシューマに API を公開し、API の使⽤状況を監視するシステムです。

API 設計のライフサイクルの管理

CentraSite
CentraSiteは、API設計のライフサイクルを管理できるようにする標準ベースのレジストリおよ
びリポジトリです。CentraSiteを使⽤すると、定義したポリシーを通じて設計時イベントを制御
できます。たとえば、新規 API はレジストリに受け入れられる前に特定のユーザによって承認
される必要があり、レジストリ内の API への変更は実稼働環境に入る前に特定のユーザによっ
て承認される必要があるというポリシーを定義できます。確認および承認プロセスの定義、品質
保証テストの実行、および新規 API がサブミットされた場合や既存の API が変更された場合の
アラートの発行にもポリシーを使⽤できます。

API ランタイム実行の管理および保護

API Gateway
API Gatewayは、APIをコンシューマ、サードパーティの開発者、およびその他のパートナがイ
ンターネット、モバイル、およびIoTアプリケーションで使⽤できるようにセキュアに公開しま
す。API Gateway によって、API プロバイダは以下のことを実行できます。

組織の内外で使⽤するために API を公開します。

ユーザアクセス、必要なアクセスプロトコルとキー、データマスキングなど、ランタイム実
行アスペクトに関するポリシーを定義し適⽤します。

すべてのAPIがそのライフサイクルを通して、標準とプラクティスを確実に守るようにしま
す。

API を不正ユーザや悪意のあるユーザから保護する一方で、API にアクセスするユーザにつ
いて、完全な制御と可視性を提供します。組み込み承認プロセスワークフローにより、サー
ドパーティのアクセス要求を管理します。

複数のデータセンター (地理的に分散されたものを含む)の間で、API Gatewayの APIを使⽤
するよう登録されたアプリケーション(コンシューマ)のイベントを自動的に同期させます。
これは、データセンターがクラスタ化されていない場合も行われます。

API バージョンを定義し追跡します。複数バージョンの共存が可能で、古いバージョンは時
間とともにリタイアできます。
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API プランとパッケージ製品を作成することで API をマネタイズします。

統計とダッシュボードを表示して、API サービスレベル契約が満たされているかを確認し、
API へのアクセス状況と使⽤状況を確認します。また、カスタム分析ダッシュボードを構築
することもできます。

設計時イベントデータを取得し、そのデータを使⽤してユーザに通知し、分析ダッシュボー
ドを提供します。データは、API Portal、Elasticsearch などの外部ソリューション、リレー
ショナルデータベース、ファイルなどの宛先に送信することもできます。

ランタイムパフォーマンスを監視し、パフォーマンス条件に違反した場合にアラートを送信
します （オプションで SLA ベースも可能）。

API管理システムでは、1つのAPI Gatewayが内部ファイアウォールの内側にある一方で、別の
API Gateway は内部 API Gateway と外部クライアントの媒介として機能します。この方法によ
り、APIGatewayはアプリケーション、サービスおよびデータを、組織外の悪意のある攻撃から
保護します。

API Gateway では AppMesh をサポートするようになりました。AppMesh で API Gateway は制
御および監視を行います。Microgatewayは API Gatewayに定義されたポリシーを適⽤する役割
を担い、マイクロサービスへのサイドカーとして動作します。ユーザはサービスメッシュがある
Kubernetes クラスタへの接続を設定できるようになりました。また、API Gateway は、標準の
Kubernetes と共に、Istio 対応サービスメッシュもサポートします。

Microgateway
APIGatewayはマイクロサービスランドスケープの管理と監視に必要となります。ただし、その
ような環境では、マイクロサービス間の通信量によっては、 API Gateway に対してネットワー
クの遅延やセキュリティ上の問題が発生することがあります。したがって、軽量なゲートウェイ
は、API Gateway を補完してボトルネックを避けるのに役立ちます。

Microgateway は独立した製品であり、軽量、柔軟、かつ⾼速です。API Gateway と共に、また
はスタンドアロンソリューションとして動作し、分散環境におけるマイクロサービスへの API
アクセスを制御し、独立展開およびサイドカー展開を提供するサービスメッシュアーキテクチャ
をサポートします。

Microgatewayは、マイクロサービスが互いに直接通信できるようにします。Microgatewayは、
認証、トラフィック監視、およびトラフィック管理を実行するポリシーを適⽤します。
Microgatewayに保護ポリシーを適⽤することで、マイクロサービス間のセキュアな通信チャネ
ルを確立できます。Microgateway は Microgateway と共に動作します。または、分散環境でマ
イクロサービスへの API アクセスを制御するためのスタンドアロンソリューションとして機能
します。

一般的なシナリオでは、API Gateway を使⽤して信頼性の低い外部 (つまり南北) のトラフィッ
クを処理し、Microgatewayを使⽤してより信頼性の⾼い内部(つまり東西)のトラフィックを処
理することにより、API トラフィックの負荷を分散します。
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API の公開

API Portal
API Portal は、API プロバイダおよびプロダクトマネージャがコンシューマとの共同作業に使⽤
できるWebブラウザベースのセルフサービスポータルです。開発者はここでAPI を検出、テス
ト、サインアップし、REST API および SOAP API を公開します。API Portal は組織内外の開発
者にAPIドキュメントを公開するだけでなく、開発者の登録プロセスも管理し、公開されたAPI
を開発者が新しいクリエイティブな⽤途で使⽤できるようにします。

開発者ポータルは、提供する API の対外的機能です。ここで、開発者とパートナのネットワー
クを構築して、発展させることができます。ポータルは次のような機能を提供します。

ロゴ、スキン、企業カラー、フォントなどを使⽤してポータルをカスタマイズしたり、ポー
タルのランディングページや API Gallery のレイアウトを変更したり、ポータルのプライバ
シーおよび利⽤条件をカスタマイズしたりすることができます。

訪問者の訪問元、最も関心の⾼いページおよび最もよく使⽤されているAPIを把握する統計
情報を表示し、これを元にポータルエクスペリエンスを向上させ、API の採⽤機会を増やす
ことができます。

APIコンシューマは、APIギャラリを使⽤するか、単純なキーワード検索を実行することで、
必要な API をすばやく見つけることができます。webMethods.io API には想定できるエラー
コード/リターンコードと説明を含むコードサンプルが⽤意されているため、コンシューマ
は API を簡単に試すことができます。

API コンシューマは API を評価し、API の更新をフォローしたりフォローを解除したり、他
の開発者とのディスカッションに参加したりすることができます。

API コンシューマはパブリッシュされた API を使⽤して構築されたアプリケーションのアッ
プロード、説明、および昇格を行うことができます。

マイクロサービスの監視および管理
AppMesh を使⽤して、マイクロサービスから構築されたアプリケーションの監視、管理、およ
び変更を行うことができます。任意のサービスメッシュへプラグインするよう設計されたAppMesh
は、セントラル API Gateway によって制御された一連の Microgateway から構成されます。
AppMesh を使⽤すると、既存のマイクロサービスまたは基になるコードを変更することなく、
ビジネスルールを適⽤してアプリケーション固有の動作を適⽤したり、アプリケーションレベル
のガバナンスポリシーおよびセキュリティポリシーを作成したり、新しいサービスと機能を追加
したり、コンテキストに応じたアプリケーションルーティングおよび管理を実行することができ
ます。AppMesh は、メッシュのすべてのサービスで API 署名を利⽤できるようにするため、
サービスランドスケープ内での再使⽤が可能になります。AppMeshダッシュボードを使⽤して、
トランザクションがサービスメッシュ内でたどった経路を追跡し、アプリケーションがどのよう
に使⽤されているかを確認できます。
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B2B 統合
B2B という⽤語は、企業と消費者の間ではなく企業間の電子的なトランザクションを表してい
ます。電子トランザクションに関わる企業はトレーディングパートナと呼ばれ、小売業者、製造
業者、サプライヤ、市場などがこれに該当します。

トレーディングパートナ間のトランザクションには通常、自動プロセスを使⽤したビジネスド
キュメントの交換が伴います。B2B 統合ネットワーク (トレーディングネットワーク) は、相互
に合意したビジネスドキュメントタイプを電子的に交換してビジネスを行う一連のトレーディン
グパートナで構成されます。たとえば、トレーディングネットワークにコンピュータの小売業者
と製造業者およびコンピュータ部品のサプライヤが含まれているとします。小売業者が製造業者
に注文書を送信すると、製造業者は受注確認、出荷通知書および請求書を返信します。同様に、
製造業者は部品のサプライヤに注文書を送信します。

一部の業界では、ビジネスドキュメントを交換するための B2B 標準が確立されています。たと
えば、多くの製造企業はEDIメッセージング標準を使⽤して電子的にビジネスを行っています。
一般に、B2B 標準ではトレーディングパートナが交換に使⽤するビジネスドキュメントタイプ
および転送プロトコルが定義され、ドキュメント交換ルールが指定されています。

B2B には、一元化されたシステムにおいて保護された内部および外部データ転送を確保するプ
ロセスである、ファイル転送管理 (MFT) が含まれることがあります。MFT を使⽤すると、ポリ
シー、パートナおよび権限に基づいて自動化できる、信頼性の⾼いセキュアなデータ転送を利⽤
できます。また、リアルタイム監視、エラーおよび受領ログ、監査、データ追跡など、転送プロ
セスのすべてのステージでの洞察と制御も可能です。ほとんどの MFT ソリューションには、以
下の重要なコンポーネントが含まれます。

ファイアウォールの内側で MFT のやりとりを実行し、すべての通信およびセキュリティプ
ロトコルをサポートする MFT サーバ。

DMZ (Demilitarized Zone)で動作し、ファイル送信者および受信者の IPアドレスおよびポー
トを保護するプロキシ/逆プロキシ。

ユーザとアプリケーションの両方がファイル転送を管理、レポート、スケジュールおよびス
クリプト化できるようにするクライアント。

サードパーティアプリケーションがMFTサーバと対話および通信するために使⽤するAPI。
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トレーディングネットワークの構築、管理および監視
トレーディングネットワークの構築、管理および監視に使⽤する主な製品は、TradingNetworks、
eStandards モジュール、Optimize for B2B、および B2B Cloud です。

Trading Networks
Trading Networks を使⽤すると、トレーディングパートナのピアツーピアネットワークまたは
ハブアンドスポークネットワークを構築および管理できます。TradingNetworksを使⽤すると、
トレーディングパートナはXML形式および構造化フラットファイル形式でビジネスドキュメン
トを交換できます。

Trading Networks は、トレーディングパートナの定義およびリンクに必要なエレメントを作成
するWebブラウザベースのユーザインタフェースを提供します。下の図は、このユーザインタ
フェースにおけるパートナプロファイルの定義を示しています。

次の表では、トレーディングパートナの定義とリンクに必要な要素について説明します。

目的要素

トレーディングパートナを定義および管理します。トレーディングパー
トナ定義

トレーディングパートナが交換するビジネスドキュメントを定義します。
ビジネスドキュメントタイプにより、EDI、RosettaNet、cXML、CBL、

ビジネスドキュメン
トタイプ

OAGドキュメントなどの業界標準ドキュメントやカスタムビジネスドキュ
メントを定義できます。
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目的要素

ビジネスドキュメントの処理方法を定義します。たとえば、トレーディン
グパートナから受信した注文書の処理ルールでは、送信者の署名を確認し
て注文書を受注管理システムにサブミットします。

処理ルール

注:
Trading Networks ユーザインタフェースで定義できる処理よりも複雑
な処理が必要な場合は、処理ルールに加えて、または処理ルールの代わ
りに使⽤するビジネスプロセスを Designer で設計できます。

トレーディングパートナ間でドキュメントを交換する方法をカスタマイズ
します。たとえば、企業とそのトレーディングパートナが TPA を使⽤し

TPA (Trading
Partner Agreement :

て、すべてのビジネスドキュメントに含めるカスタム ID フィールドを指
定します。

トレーディングパー
トナアグリーメント)

Trading Networks には、登録アンケートを簡単に作成できるようにするテンプレートが⽤意さ
れています。パートナは、招待⽤の電子メールに返信するか、セルフサービスポータルにアクセ
スすることにより、登録キャンペーンに回答できます。Trading Networks の管理者は、回答の
ないパートナに送信する通知電子メールを簡単に作成できます。

また、Trading Networks は、Integration Server 上で実行されるコンポーネントも含まれ、ト
レーディングパートナ間のビジネスドキュメントの交換を管理します。Trading Networks はド
キュメントを受信すると、そのドキュメントタイプの処理ルールに従ってドキュメントを処理し
ます。

TradingNetworksには、パートナへのドキュメントデリバーを一時停止する、柔軟なスケジュー
ルベースの機能があります。管理者は、計画されたパートナの停止に対応するために、ドキュメ
ントデリバーの一時停止を必要に応じて積極的にスケジュールできます。

Trading Networks は API Gateway で使⽤可能な API を選択的に公開します。管理者は、トレー
ディングパートナに許可されるアクセスを管理し、API呼び出しの表示および監視を行うことが
できます。

eStandards モジュール
SoftwareAGは、さまざまな業界のB2B標準をサポートしています。このサポートは、Integration
Server で実行され、通常は Trading Networks を必要とする eStandards モジュールの形で提供
されます。各 eStandards モジュールは、業界標準または独自の転送プロトコルを定義し、B2B
標準のビジネスドキュメントタイプを提供し、その標準のドキュメント交換ルールを指定してい
ます。Integration Server は、eStandards モジュールのビジネスドキュメントタイプに一致する
ドキュメントを受信すると、そのモジュールで指定されたドキュメント交換ルールに従ってド
キュメントを処理します。

次の表に、SoftwareAGがさまざまな業界に対して提供するeStandardsモジュールを示します。

eStandards モジュール業界

RosettaNet、Chem、PIDX、papiNet製造業
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eStandards モジュール業界

SWIFT、ACH、FIX財務サービス

1SYNC、ebXML一般消費財と小売向け

HIPAA、HL7医療

EDI、EDIINT、AS4e-コマース

Optimize for B2B
Optimize for B2B を使⽤すると、ビジネス管理者は Trading Networks トランザクションをリア
ルタイムで監視できます。Optimize for B2B を使⽤して以下を行います。

監視するビジネスドキュメントタイプおよび属性を識別します。

トランザクションについて監視する KPI を定義します。

トランザクションおよびトレーディングパートナとのデータ交換に関連するその他のデータ
を監視します。

さまざまなKPIのパフォーマンスを比較し、過去のKPIパフォーマンスを分析して、正また
は負の傾向を特定します。

B2B 分析
Trading Networks には、Trading Networks パートナトランザクションに対してターゲットを定
めた深い分析を実行するためのさまざまなチャートおよびダッシュボードが⽤意されています。

いくつかのチャートおよびダッシュボードには、ビジネスアクティビティに基づき最上層および
最下層のパートナを示す現在のトランザクション量傾向のスナップショットが表示されます。
チャートにドリルダウンして、基礎的なデータをさらに詳細に洞察することができます。これら
のあらゆるチャートおよびダッシュボードにあるデータを CSV ファイルにエクスポートできま
す。

すべてのパートナを表示、あるいはパートナ別に表示して、さまざまな種類のメトリクスをモニ
タするダッシュボードとチャートもあります。メトリクスには、トランザクション量傾向、注文
額に基づく合計量傾向、請求額のほか、遅延機能確認応答 (FA) 違反、成功した取引と失敗した
トランザクションの割合などが含まれます。チャートに表示された情報をフィルタで絞り込み、
一部のパートナ (最上層、最下層など) に焦点を当てることもできます。

ファイル転送管理
トレーディングネットワークでのビジネスドキュメントの転送を管理するために使⽤する製品
は、ActiveTransfer および ActiveTransfer Agent です。
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ActiveTransfer
ActiveTransfer には、Web ブラウザベースのユーザインタフェースが⽤意されており、これを
使⽤すると、管理者は、ファイル転送、サーバおよびユーザを管理したり、ファイル転送の監査
ログを参照および検索したり、メトリクス、比較、ファイルアップロードおよびファイルダウン
ロードアクティビティを示す分析を調べたりすることができます。このインタフェースを使⽤す
ると、指定した条件に基づいてトリガーされるアクションを設定することもできます。たとえ
ば、ファイル転送が成功した場合に特定の Trading Networks サービスを実行するアクションを
設定できます。ActiveTransferには、ActiveTransfer Serverとの間でファイルをアップロードお
よびダウンロードする必要があるエンドユーザのための Web クライアントも⽤意されていま
す。

ActiveTransfer Server は、ファイアウォールの内側に存在し、ファイル転送を実行します。
ActiveTransfer Gateway は、セキュアなファイル転送を実現するためのインターネットと内部
ActiveTransfer Serverとの媒介として機能する逆プロキシサーバであり、ファイルアップロード
のウィルススキャンをサポートします。ActiveTransfer Serverではファイルとダウンロードの暗
号化と復号化をサポートしています。たとえば、ファイルはアップロード時に復号化できます。
その後、異なるキーセットを使⽤して暗号化されたファイルシステムに保存できます。また、
ActiveTransfer Serverは二要素認証もサポートしています。ActiveTransfer Gatewayを介して、
セキュリティを損なうことなく外部ユーザとファイル共有ができます。さらに、アップロード、
ダウンロード、名前の変更、削除、フォルダの作成、フォルダの削除など、共有ファイルで行え
るアクションの範囲を制限するために、外部ユーザに対して細かくアクセスレベルを設定できま
す。

ActiveTransferは、Trading Networksと緊密に統合されているため、2つの製品間を行き来する
ファイルの管理や監視が容易に行えます。ActiveTransfer を Trading Networks のデリバー方法
として使⽤し、ActiveTransferがファイルを転送する先のリモートエンドポイントを指定できま
す。Trading Networks ユーザインタフェースで ActiveTransfer によりデリバーされたドキュメ
ントを監視できます。

ActiveTransfer Support パッケージは、Integration Server 上で実行され、ファイルトランザク
ションを監視したり、ActiveTransfer Server、ActiveTransfer Gateway、ユーザ、後処理イベン
ト、スケジュールされているアクション、データファイルおよびフォルダを管理したりするため
の機能を提供します。この機能を呼び出すには、ActiveTransferのユーザインタフェースを使⽤
します。

ActiveTransfer Agent
ActiveTransfer Agent はリモートシステムにインストールするコンポーネントです。このコン
ポーネントは、リモートシステムと、ActiveTransfer Serverをホストしているセントラルハブと
の間でファイルの転送を可能にします。ファイルのアップロードでは、ActiveTransfer Agentが
ファイルシステムからファイルにアクセスし、リモートサーバに接続してファイルをフェッチで
きます。ActiveTransfer Agentは、組織のファイアウォールの内側、または外側にあるリモート
システムにインストールできます。

セントラル ActiveTransfer Server は ActiveTransfer Agent を管理し、監視します。また、
ActiveTransfer Serverは1つまたは複数のエージェントに直接プッシュするイベントを介して、
ファイル転送に関連するすべての設定を管理します。イベント定義には、ソースまたは宛先の
ファイル名の変更、元のファイルの削除、ファイルの圧縮、転送中ファイルの整合性を維持する
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ためのチェックサムの確認など、さまざまな機能のオプションが含まれます。あるイベントに対
して同じファイル転送の特性を持つエージェントをグループ化し、それらのエージェント全体に
イベントを適⽤することで、セットアップをさらに簡略化できます。また、ActiveTransferServer
は、認証、ファイル転送操作、各アクションの状態など、1つのエージェントが関係するファイ
ル転送関連のすべてのアクティビティを追跡します。

ActiveTransfer Agentはイベントの失敗の場合のエラー処理をサポートします。エラー処理メカ
ニズムには、ActiveTransfer Server におけるイベントの実行、電子メール通知の送信、および
Integration Server サービスの実行が含まれます。
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Terracotta
Terracottaは、⾼可⽤性設定で大量のデータにすばやくアクセスできるようにするデータ管理シ
ステムです。以下で説明するコンポーネントで構成されています。

Terracotta Server Array
Terracotta Server Array (TSA) は、Terracotta サーバのクラスタです。Terracotta サーバはスト
ライプに配置します。各ストライプはアクティブ状態の 1 台のサーバとパッシブ状態の 1 台以
上のサーバで構成されます。アクティブサーバはクライアントと通信しますが、アクティブサー
バに障害が発生した場合はパッシブサーバがテイクオーバーします。TSAは、単一サーバで構成
するか、または⾼可⽤性 (HA) のために基本的な2台サーバのタンデム構成にすることができま
す。あるいは、柔軟なスケーラビリティ、⾼いパフォーマンス、そしてさまざまな障害に対応で
きるフェイルオーバーを実現するマルチサーバアレイで構成することもできます。

Ehcache
アプリケーション駆動型のデータキャッシュを作成、使⽤、管理するには、Ehcacheコンポーネ
ントを使⽤します。Ehcacheコンポーネントはクライアントライブラリおよび関連するサーバエ
レメントで構成されています。アプリケーションは、Ehcacheクライアントライブラリによって
実装されたJavaAPIを介して、Ehcacheに常駐するデータキャッシュとやりとりします。Ehcache
クライアントライブラリをアプリケーションに統合して、次の 2 種類のキャッシュを作成でき
るようにします。

ストライプ全体に分散されるTerracotta Server Arrayのキャッシュ。クライアントは、クラ
スタ内のすべてのサーバ上にキャッシュエンティティを作成し、各ストライプ内のアクティ
ブサーバ上のキャッシュエンティティを使⽤して、分散キャッシュと通信します。

ローカルキャッシュ。クライアントが自身で使⽤するためだけに自身のメモリにキャッシュ
を作成します。

TCStore
アプリケーション駆動型のデータストアを作成、使⽤、および管理するには、TCStoreを使⽤し
ます。TCStoreコンポーネントはクライアントライブラリおよび関連するサーバエレメントで構
成されています。アプリケーションは、TCStore クライアントライブラリによって実装された
Java API を介して、TCStore に常駐するデータストアとやりとりします。TCStore クライアント
ライブラリをアプリケーションに統合して、運⽤ストアと通信できるようにします。ストアは次
の 2 つの方法で使⽤できます。

データを永続的に記録システムとして使⽤する。

データが変換された後にダンプされる一時的なスクラッチ領域として使⽤する。

運⽤ストアにはあらゆる種類のデータを保存できます。Javaヒープメモリだけではなくオフヒー
プメモリも使⽤できるため、大量のデータを格納できます。オフヒープメモリはガベージコレク
ションの対象ではないため、オーバーヘッドが削減され、データの操作はストアの Java ヒープ
部分とほぼ同じくらい⾼速になります。
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Terracotta 管理コンソール
Terracotta 管理コンソール (TMC: Terracotta Management Console) はブラウザベースの GUI で
あり、TSAおよび接続されたクライアントの完全なビューを提供します。TMCは、標準の Java
Web アプリケーションである Terracotta 管理サーバ (TMS: Terracotta Management Server) に
よって提供され、クラスタ全体から情報を収集し、TMC に送信して表示します。

Terracotta クラスタツール
Terracottaクラスタツールはさまざまなサーバやクラスタ管理タスクを実行できるコマンドライ
ンユーティリティです。たとえば、クラスタツールでは次のことを実行できます。

クラスタを設定、再設定、またはシャットダウンします。

実行中のサーバの状態および設定情報を取得し、実行中のサーバのバックアップを取得します。

起動時またはフェイルオーバー時に一時停止中のサーバを昇格します。

クライアント
Terracottaクラスタは、TSAと通信するクライアントのコレクションとしてトポロジ的に表示す
ることができます。クラスタの全体的な構造の中で、クライアントはアプリケーションのエンド
ポイントを表します。これらは独立して動作しますが、接続されているストライプのアクティブ
サーバを介して通信します。
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インテリジェントな自動化
ビジネスプロセスとは、さまざまなアプリケーション、システム、従業員および外部企業によっ
て特定の順序で実行される一連のビジネスアクティビティです。ビジネスプロセスの例として
は、注文書の受領から履行までの処理、製品の開発から発売までの業務、新入社員の準備などが
挙げられます。ビジネスプロセスはアプリケーション統合よりも複雑で時間がかかり、人間が実
行するアクティビティを含むこともあります。

ビジネスプロセス管理により、ビジネスプロセスの自動化が可能になります。たとえば、新入社
員の準備を行うプロセスは以下のように自動化できます。

1. 雇⽤マネージャが新入社員の情報を含むオンラインフォームをサブミットします。

2. フォームのサブミットにより、プロセスの最初のステップがトリガーされます。このステッ
プでは、新入社員の情報を内部人事データベースに追加し、さまざまなシステムおよびアプ
リケーション (企業の電子メールアプリケーションなど) に新入社員を登録します。

3. プロセスの次のステップでは、企業のトレーディングネットワークを使⽤して、外部の給与
計算代行企業に新入社員のアカウントを設定するよう通知します。

4. 次のステップでは、新入社員の入社日までに事務所スペースを割り当てて事務⽤品を⽤意す
るタスクを施設部に送信します。

一般に、ビジネスプロセスには多くの不確定要素や条件が伴いますが、ビジネスプロセスの実行
期間が長くなればなるほど、不確定要素や条件は変化しやすくなります。たとえば、サプライヤ
が注文の履行に必要な部品を一時的に切らしてしまうことが考えられます。ビジネスプロセス管
理を行えば、このような変化を受けて実行中のプロセスに対応できます。上の例では、部品が再
度入手可能になるまで注文履行プロセスを中断します。

ビジネスプロセスの設計
企業の手順を熟知した専門家が、ビジネスプロセスの設計図となるビジネスプロセスモデルを作
成します。このようなビジネスプロセス設計者は、ビジネスプロセスのステップを定義し、ス
テップの順序と、各ステップが実行される条件を指定します。

ビジネスプロセス設計者がビジネスプロセスモデルを作成するために使⽤する製品は、Software
AG Designer です。

Software AG Designer
Software AGDesignerは、さまざまなタイプの作業に対応したパースペクティブが⽤意されてい
るEclipse ベースのグラフィカル開発ツールです。Software AG Designer の [プロセス開発]パー
スペクティブの [ビジネスアナリスト] 機能を使⽤すると、ビジネスアナリストはビジネスプロ
セスの要件をドキュメント化できます。このドキュメントは、ビジネスプロセスモデルを実装す
るビジネスプロセス開発者が作業を進めるうえで役立ちます。たとえば、ドキュメント化によっ
て以下が可能になります。

各プロセスステップに必要な入力と各プロセスステップが生成する出力の指定

プロセスに関与する人の特定 (事務所スペースを準備する施設マネージャなど)
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エラーの処理方法の指定

プロセスの有効性を測定するために追跡する KPI の指定 (事務所スペースの準備に要した時
間など)

下の図は、Software AG Designer の [ビジネスアナリスト] 機能によるビジネスプロセスモデル
を示しています。

ビジネスプロセスモデルの実装
ビジネスプロセス開発者がビジネスプロセスモデルの実装に使⽤する主な製品は、Software AG
Designer です。開発者は Task Engine および AgileApps も使⽤できます。

ビジネスプロセスは、サービス(自動化されたステップ)、人的インタラクションを必要とするタ
スク、およびビジネスルールを含むことがあります。

Software AG Designer
ビジネスプロセス開発者は、ビジネスアナリストから新しいビジネスプロセスモデルを受け取
り、Software AG Designer の [プロセス開発] パースペクティブを使⽤してビジネスプロセスモ
デルを実装します。このパースペクティブには、技術ユーザがビジネスプロセスモデルの詳細実
装に専念できるようにするための広範なプログラミングツールが⽤意されています。

開発者は、Software AGDesignerでプロセスステップを表すグラフィカルなアイコンをデザイン
キャンバスにドラッグアンドドロップし、特定の機能を実行するように各ステップを設定するこ
とにより、ビジネスプロセスモデルを実装します。たとえば、プロセスステップは以下の処理を
実行できます。

データの受信。データの形式には、SoftwareAG製品のドキュメント、JMSメッセージ、デー
タベースクエリーサービスなどのサービスや Web サービスからの出力データがあります。

Universal Messaging 上のビジネスドキュメントのサブスクライブ、あるいは、Universal
Messaging へのビジネスドキュメントのパブリッシュ。
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フローサービス、Webサービス、ルールサービス、アダプタサービスなど、メインフレーム
および UNIX システム上のプログラムを呼び出すサービスの呼び出し。

ルール、タスク、その他のビジネスプロセスまたは Trading Networks の呼び出し。

他のビジネスプロセスおよびサービスが消費するデータのパブリッシュ。

タスクと呼ばれるアクティビティの、実行ユーザまたは実行ユーザグループへの割り当て。
この結果として、タスクでルール、ルールセットおよびサービスを呼び出すことができま
す。

AgileApps でケースインスタンスをキューに入れる。

ビジネスプロセス開発者は、データの通過経路およびビジネスプロセスでの処理方法を定義しま
す。プロセス内のステップの順序と、ステップの開始、実行、データの受け渡しおよび終了の条
件を定義します。ビジネスプロセスモデリング表記法 (BPMN) は、基盤となるモデルとそのス
テップの機能および動作をグラフィカルに表現します。

また、ビジネスプロセス開発者は、ステージを定義することにより、ビジネスプロセスモデル内
でマイルストーンを定義できます。1つのステージには複数のプロセスステップが含まれ、開始
マイルストーンステップがあり、また指定の期間内に到達する必要がある完了マイルストーンス
テップがあります。たとえば、ステージは、注文書受け取りステップで始まり (開始マイルス
トーン)、製品の出荷ステップで完了し (完了マイルストーン)、開始から完了まで 3 日以内であ
るように定義できます。

サービスの開発

開発者は、Software AG Designer の [サービス開発] パースペクティブを使⽤してフローサービ
ス、Webサービス、アダプタサービスなどのサービスを開発できます。サービスを開発した後、
そのサービスをビジネスプロセスモデルのデザインキャンバスにドラッグアンドドロップできま
す。

ルールの開発

開発者は、Software AG Designer の [ルール開発] パースペクティブを使⽤してビジネスルール
を開発できます。ルールは以下の作業を実行できます。

サービスを呼び出す。

プロセスを操作する (プロセスの開始または停止、一時停止または再開など)。

タスクを操作する (ユーザにタスクを割り当てるなど)。

予測分析モデルを呼び出し、さらにルールを評価するためにその出力を使⽤する。

ルールは、デシジョンテーブルまたはディシジョンツリーとして表すことができます。ルール式
には、関数呼び出し、数値定数、パラメータ参照、算術演算(加算、減算、乗算、除算)、カッコ
を使⽤したグループ化を含めることができます。

デシジョンテーブルは行と列で構成され、行ごとにルールを定義します。ルールには、1 つ
以上の条件列と1つ以上の結果列が含まれます。たとえば、健康保険料のデシジョンテーブ
ルには、性別、年齢および喫煙者/非喫煙者の条件列と、支払う保険料を含む結果列を指定
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したルールを含めることができます。結果列には、ストリングやドキュメントリストと言っ
たリストを含めることもできます。列ごとに、有効な値のリストを表示する REST サービス
を指定して、セルの内容がビジネスの観点から有効であるかどうかをチェックできます。

ディシジョンツリーには、互いにリンクされているノードで構成される条件と結果がツリー
のような構造で表示されます。ノードには、ルールのルート、条件 (IFパート)、または結果
(THENパート)を表示できます。リンクは、ルートリンクまたは条件リンクです。ルートノー
ドは 1 つ以上の条件ノードにリンクさせ、条件ノードは 1 つ以上の条件ノードまたは結果
ノードにリンクさせることができます。

複数のデシジョンテーブルを1 つのルールセットにグループ化して、プロセスステップまたは
タスクからルールセットを呼び出すことができます。ルールセット内のルールは相互にやりとり
し、1 つのルールから引き出された結論 (結果) が 2 番目のルールの入力情報 (条件) として使⽤
されます。これを前向き連鎖と呼びます。

Software AGDesignerでルールを開発した後、そのルールをビジネスプロセスモデルのデザイン
キャンバスにドラッグアンドドロップできます。

Software AG Designer で開発したルールを、Rules Engine を備えている Integration Server にエ
クスポートします。各RulesEngineは、これらのルールがプロセスステップまたはタスクによっ
て呼び出されたときに、ホストしているルールを実行します。

Software AG には、開発されたルールにビジネス管理者が単純な変更を加えることのできる、
Web ブラウザベースのユーザインタフェースが⽤意されています。ビジネスルールをビジネス
管理者が使⽤できるようにするには、ビジネスルールを My webMethods Server コンテンツリ
ポジトリにエクスポートします。Business Rules RESTful API を使⽤してルールプロジェクトを
MywebMethods Serverにエクスポートできます。ビジネス管理者は、ルール管理コンソールと
呼ばれる Web ブラウザベースのユーザインタフェースを⽤いてルールを編集し、適切な Rules
Engine に再展開します。さらに、そのルールが実効される日時をカスタマイズします。ルール
管理コンソールは、独立した複数のポートレットに分かれていて、CSSスタイルシートを使⽤し
てカスタマイズできます。

タスクの開発
開発者は、タスク(つまり、ビジネスプロセスの一部として人間が実行するアクティビティ)を、
Software AG Designer の [UI 開発] パースペクティブを使⽤して特別なコンポジットアプリケー
ションとして設計できます。タスクアプリケーション内に、タスクをエンドユーザに対して表示
するユーザインタフェースを開発します。指定された条件に応じて実行するアクションの定義も
可能です。たとえば、指定の期間内に完了しなかったタスクに重大な優先順位を割り当てるアク
ションを定義できます。Software AGDesignerには、タスクから使⽤可能な各種の組み込みアク
ションが⽤意されており、タスクからサービスを呼び出すこともできます。

タスクのユーザインタフェースは、BusinessConsoleにガジェットとして表示できます。OpenUI、
Angularなどのテクノロジを使⽤して独自のユーザインタフェースを開発し、TaskEngineRESTful
サービスを使⽤してタスクにアクセスすることもできます。

一部のタスクでは、複数のアクティビティを実行する必要があります。タスク内に詳細なロジッ
クを構築して、予想されるすべての結果を想定することもできますが、このようなロジックを作
成するには多くの時間と労力が必要で、エラーが発生しやすいうえに保守も大変です。代わり
に、コラボレーションタスクを定義できます。このタスクは、共同作業環境で動作するように設
定されます。コラボレーションタスクの実装には、次の方法があります。
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自動 (コラボレーションプロセス内で)。特定のビジネスデータを受信したときに、子コラボ
レーションタスクを作成して、特定の役割またはユーザに割り当てるようにタスクを設定で
きます。ある衛星放送会社に、パラボラアンテナと受信機を取り付けるタスクを含む新しい
注文プロセスがあるとします。顧客が注文したサービスに応じて、異なる取り付けチームと
機器が必要です。親タスクを設定すると、顧客の注文に含まれる特定の情報に基づいて、1
つのコラボレーションタスクをキューに入れて適切な取り付けチームに割り当て、別のタス
クをキューに入れて適切な機器チームに割り当てることができます。親タスクは、コラボ
レーションタスクが完了したら自動的に完了するように設定できます。

手動 (ユーザが実行)。自分の受信トレイでタスクを開くユーザが子コラボレーションタスク
を作成し、親タスクを完了できるように子コラボレーションタスクを他のユーザに割り当て
るようにタスクを設定できます。雑誌会社のサポート担当者が、雑誌が届かなくなったとい
う顧客からの苦情を解決するタスクを受信するとします。サポート担当者は、問題の特定に
必要な情報を要求するコラボレーションタスクを作成し、データベース管理者および販売責
任者にそのタスクを割り当てます。

ビジネスルールを使⽤してユーザにタスクを割り当てることができます。

Task Engineは、サービスや他のアプリケーションからタスクを検索および操作できるようにす
る API を提供します。これらの API は、Java クラスとして、および Task Engine が接続されて
いる Integration Server 上のサービスとして提供されます (63ページの「ビジネスプロセスの実
行」を参照)。JavaAPIは、タスクアプリケーションポートレットの作成時に作成されます。サー
ビスとして提供される API は、以下のとおりです。

組み込みのJavaサービスAPI。これらのサービスをテンプレートとして使⽤して、Software
AGDesignerにカスタムサービスを作成し、Integration Serverが接続されているTask Engine
のタスクを作成、変更、検索、キュー登録および削除できます。また、これらのサービスを
使⽤して、タスクのスケジュールを設定できます。

RESTful サービス API。Integration Server の REST サービス機能を持つこれらのサービスを
使⽤できます。これらのサービスにより、OpenUI、Angularなどのテクノロジを使⽤して独
自のユーザインタフェースを開発できます。また、これらのサービスを使⽤して、タスクの
スケジュールを設定できます。

WebサービスAPI。これらのサービスを使⽤して、クライアントプログラムからTaskEngine
のタスクを追加、削除、検索および更新できます。Task Engineは、あるバージョンの .NET
クライアント⽤タスクWebサービスおよびあるバージョンの標準Webサービスクライアン
ト⽤タスク Web サービスをホスティングします。

AgileApps
AgileApps は aPaaS (application Platform-as-a-Service) 製品であり、数か月ではなく数週間でプ
ロセス駆動型のアプリケーションソリューションを視覚的に構築および導入することができま
す。AgileApps アプリケーションには、強固なプロセスモデラー、柔軟なビジネスルール、ド
キュメントアセンブリ、ドラッグアンドドロップによる電子フォーム作成、カスタマイズされた
レポート、対話式のダッシュボード、ソーシャルコラボレーション、モバイルアクセスといっ
た、エンタープライズ機能があります。サービス要求、インシデント管理、調査を含む、データ
ベースやケース管理パターンアプリケーションを作成できます。すべてのアプリケーションはモ
バイルへの対応が簡単なため、ユーザはどこにいてもデータにアクセスできます。カスタムユー
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ザインタフェース (CUI) テンプレートを使⽤して、AgileApps プラットフォームのランタイム
ユーザインタフェースのルックアンドフィールをカスタマイズできます。

ケース管理アプリケーションでは、ケースを解決するために共同作業することができ、解決を導
きだすために、独自の軽量なプロセスを定義することもできます。ケース管理アプリケーション
は、AgileApps プラットフォーム上で稼働するその他の Web ベースアプリケーションとやり取
りできます。また、そのようなWebベースアプリケーションは、Integration Serverサービスま
たはユーザ定義の Web サービスを使⽤して、インターネットからデータを取得できます。SLA
管理では、タスクが自動的に作成され、エスカレーション通知により監視されます。統合された
分析、対話式のダッシュボード、およびレポート作成は、ビジネスへの洞察力をサポートし、意
思決定の向上に役立ちます。

AgileAppsは、主要設計者がビジネスの専門家であったり、対象の問題を熟知した専門家である
場合に、アドホックでその場の状況に適応したフォームベースのプロセスアプリケーションのた
めのエントリポイントとなります。クラウドまたはオンプレミス環境で展開できます。

AgileAppsケースをビジネスプロセスから呼び出せます。逆に、ケースドキュメントをプロセス
開始ドキュメントにマップすることで、AgileAppsケースからビジネスプロセスを呼び出すこと
もできます。ケースの状態はプロセスの実行状態で更新されます。

AgileAppsは、オンプレミス製品として、またはクラウドでホストされたソリューションとして
利⽤可能です。

ビジネスプロセスの実行
ビジネスプロセスを実行する製品はIntegration Serverです。Integration Serverは、ビジネスプ
ロセス管理の複数の機能があるランタイムサーバです。Software AGDesignerで開発したビジネ
スプロセスモデルのランタイムロジックは Integration Server で作成されます。

ビジネスプロセスを実行する Integration Server は、プロセス実行を制御し、指示する Process
Engine を備えています。ビジネスプロセスを 1 つの Integration Server で実行するように設計
したり、ビジネスプロセスを構成するプロセスステップを複数の Integration Server に分散する
こともできます。分散シナリオでは、UniversalMessagingは Integration Serverから Integration
Server にプロセスデータをルーティングし、プロセスステップを実行する必要があります。

Software AG Designer で開発したフロー、Web およびアダプタサービスのようなサービスは
Integration Server 上に構築されます。Integration Server は、プロセスステップ、タスクまたは
サービスによってサービスが呼び出されたとき、そのサービスを実行します。

Software AG Designer で開発したビジネスルールは、Integration Server にエクスポートされま
す。Integration Server 上の Rules Engine は、プロセスステップまたはタスクでルールが呼び出
されたとき、そのルールを実行します。

プロセスステップが外部トレーディングパートナとドキュメントを交換する場合、ステップが
Integration Server にドキュメントを送信すると、そのドキュメントをパートナに送信します。
パートナが Integration Server にドキュメントを返すと、プロセスが次のステップに進めるよう
に、そのドキュメントをプロセスに返します。

Software AG Designer がタスクアプリケーションを Integration Server にパブリッシュすると、
タスクは実行時にプロセスによって呼び出されます。タスクを実行する各 Integration Server
に、タスクの実行を制御および指示するTaskEngineを割り当てます。実行時には、ビジネスプ
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ロセスが完了するまで、データおよび制御が Process Engine と Task Engine の間を行き来しま
す。

注:
以前のリリースでは、Software AG Designer がタスクアプリケーションを My webMethods
Server にパブリッシュすると、タスクは実行時にプロセスによって呼び出されました。タス
クを実行する各MywebMethods Serverに、タスクの実行を制御および指示するTask Engine
を割り当てました。実行時には、ビジネスプロセスが完了するまで、データおよび制御が
Process Engine と Task Engine の間を行き来しました。また、My webMethods Server は
Software AG Designer で開発されたルールを編集するためのユーザインタフェースをホスト
しました。

ビジネスプロセスモデル実装の詳細
この節では、ビジネスプロセス開発者がビジネスプロセスモデルを実装するために実行するアク
ティビティについて概説します。

Software AG Designer の大きな特徴の 1 つはコラボレーションの重視であり、異なるタイプの
専門知識を持つユーザが 1 つのプロセスのさまざまな側面を共同で設計できます。ビジネスプ
ロセス開発者がビジネスプロセスモデルの実装に使⽤する Software AG Designer のパースペク
ティブは、[プロセス開発]、[プロセスデバッグ]、[サービス開発]、[UI開発]および[ルール開発]
です。特定のカテゴリのユーザに必要なツールが各パースペクティブに⽤意されています。

ドキュメント、サービス、タスクおよびルールの作成
一部のSoftwareAG製品は、ドキュメントの形式でプロセスにデータを提供します。各ドキュメ
ントは、ドキュメントタイプ (ドキュメントの構造を表すスキーマに似た定義)に関連付けられ
ています。たとえば、PurchaseOrderというドキュメントタイプは注文書のデータ構造を表して
います。

Software AGDesignerでは、次のように、既存のドキュメントタイプ、サービス、タスクおよび
ルールを識別することや、ビジネスプロセスに必要なドキュメントタイプ、サービス、タスクお
よびルールを作成することができます。

Integration Serverで既存のドキュメントタイプおよびサービスを見つけて、デザインキャン
バスにドラッグアンドドロップします。

ファイルシステムフォルダ、Web サーバ、または JSR-170 コンテンツリポジトリとして設
定されているMywebMethods Serverから、サポートされている電子フォーム(e-form)テン
プレートをインポートします。Software AG Designer は、インポートしたテンプレートを
Integration Server のドキュメントタイプに変換します。

Software AG Designer の [サービス開発]パースペクティブを使⽤してフローサービスを開発
し、サービスの入力と出力のためのドキュメントタイプを作成します。

Software AG Designer の UI 開発パースペクティブを使⽤してタスクを開発します (以下の
65 ページの「プロセス内のタスクの開発」を参照)。

Software AG Designer の [ルール開発] パースペクティブを使⽤してルールを開発します。
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プロセス内のタスクの開発
開発中のビジネスプロセスに人的アクティビティが含まれている場合は、Software AGDesigner
の[UI開発]パースペクティブを使⽤してタスクを開発します。タスクは、タスクアプリケーショ
ンプロジェクトと呼ばれる特殊なタイプのコンポジットアプリケーション内に作成されます。1
つのプロジェクトの中にタスクを 1 つ作成することも、1 つのプロジェクトの中に複数の関連
タスクをまとめることもできます。[UI 開発] パースペクティブでは、開発したタスクをテスト
およびデバッグできます。

特定のイベントが発生したときのタスクの動作を定義できます。たとえば、未完了のタスクが有
効期限に達したときに、タスクの状態を「危険」に変更するよう指定できます。Software AG
Designer には、使⽤可能な各種組み込みアクションが⽤意されています。また、サービスを呼
び出すこともできます。

一部またはすべてのタスクのビジネスデータとしてサポートされている e-form のデータを使⽤
するタスクアプリケーションを作成できます。ダウンロードとアップロード機能を備えたe-form
対応タスクを実装することもできます。この機能を使⽤して、タスクユーザはMywebMethods
Server に接続し、オリジナルの e-form 形式でタスクから e-form データをダウンロードし、My
webMethods Serverとの接続を切断し、ローカル環境でe-formを処理した後、MywebMethods
Server に再接続して e-form をアップロードします。My webMethods Server は、変更内容をタ
スクビジネスデータに適⽤します。

ユーザインタフェースは、エンドユーザに対してタスクを表示します。Software AGDesignerの
[UI開発]パースペクティブを使⽤してタスクのユーザインタフェースを設計できます。このユー
ザインタフェースは、Business Console のガジェットとしてエンドユーザに表示されます。ま
た、Grails や Google Widget Toolkit などの Software AG 以外のテクノロジを使⽤して、タスク
のユーザインタフェースを設計することもできます。このシナリオでは、RESTfulサービスを使
⽤して、ユーザインタフェースと、Task Engineで実行されているタスクの間のインタラクショ
ンを作成します。

開発したタスクは、ビジネスプロセスにドラッグアンドドロップします。複雑なタスクの場合、
一連のより単純なタスクに分割できます。これらのタスクは、接続されて 1 つのタスクワーク
フローになります。エンドユーザには、タスクワークフローは、Business Console のタスクガ
ジェットのシームレスなフローとして表示されます。ワークフローの各タスクを完了すると、次
のガジェットが表示されるため、ユーザは新しいタスクを検索して手動で開く必要はありませ
ん。

ビジネスプロセスのタスク手順の開発が完了したら、Asset Build Environmentと Deployer を使
⽤して Task Engine を備えている Integration Server にタスクを構築して展開できるため、プロ
セスは実行時にタスクを呼び出すことができます。

ビジネスプロセスのシミュレーションおよびデバッグ
ビジネスプロセスモデルの詳細実装では、コードの開発、テストおよび修正に関係する手順が繰
り返されます。Software AG Designer の [プロセスシミュレーション] パースペクティブでは、
ビジネスプロセスを通じてドキュメントを送信することにより、ビジネスプロセスをテストでき
ます。シミュレーションにより、特に以下のことが可能になります。

ビジネスプロセスのボトルネック、障害ポイント、およびタイムラグの検出
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複数のシナリオにおけるビジネスプロセスの動作の予測

2 つ以上の異なるプロセス、または同じプロセスの 2 つ以上のバージョンの動作 (パフォー
マンス、利⽤率、コストなど) の比較

シミュレーションでは、実際のランタイム過去データを使⽤できます。

ビジネスプロセスが要件を満たすまで、Software AG Designer の [プロセスデバッグ] パースペ
クティブに⽤意されているデバッグツールを使⽤してビジネスプロセスをデバッグし、再度シ
ミュレーションするという手順を繰り返すことができます。

プロセスのログおよび監視
各ビジネスプロセスモデル内に、そのプロセスの監査ログの最大レベルを設定します。この設定
は、プロセスを監視するビジネス管理者が後で必要に応じて微調整します。実行時のプロセス実
行方法を決定する QoS (Quality of Service : サービス品質) 設定も定義します。この QoS 設定に
より、プロセスのパフォーマンス、信頼性、可視性および制御のバランスを取ることができま
す。たとえば、プロセスのランタイムデータを RAM に格納してパフォーマンスを⾼めるか、
データを永続化して信頼性を⾼めるかを選択できます。

プロセスステップの展開
Software AG Designer から Integration Server へ、プロセスステップを展開できます。Software
AG Designer は、Integration Server のランタイムの実行情報を含むパッケージを作成します。

共同環境での開発
SoftwareAGには、共同開発環境の作成に使⽤できるツールと方法が⽤意されています。共同開
発環境では、開発者がアセットを簡単に共有および再利⽤できます。たとえば、タスクアプリ
ケーション開発者は、親タスクの完了をサポートする子コラボレーションタスクおよびプロセス
を定義できます。開発者が親タスクを設定すると、以下のことができるようになります。

タスクで特定のビジネスデータを受信したときに、子コラボレーションタスクを作成して、
特定の役割またはユーザに割り当てる。タスクアプリケーション開発者は、コラボレーショ
ンタスクが完了したら親タスクが自動的に完了するように設定できます。

自分の受信トレイでタスクを開くユーザが子コラボレーションタスクを作成し、そのタスク
を他のユーザに割り当てる。子タスクが完了したとき、ユーザは親タスクを完了できます。

共同開発環境の作成に使⽤できるツールと方法の詳細については、Software AG Professional
Services にご連絡ください。

コンポジットアプリケーションの開発
コンポジットアプリケーションは、エンドユーザ向けの1つ以上のWebページに複数のリソー
スのデータを表示するポートレットアプリケーションおよびサービスで構成されます。また、コ
ンポジットアプリケーションを使⽤して、レガシーシステム⽤に最新のフロントエンドを作成し
ます。顧客注文および営業担当者名を格納するメインフレームプログラムがあるとします。この
場合、メインフレームプログラムからデータを取得してWebページに表示する顧客管理コンポ
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ジットアプリケーションを作成できます。エンドユーザが注文をクリックすると、コンポジット
アプリケーションはメインフレームプログラムから注文の詳細を取得し、別のWebページに表
示します。エンドユーザが営業担当者をクリックすると、コンポジットアプリケーションはメイ
ンフレームプログラムから顧客データを取得し、その営業担当者の顧客の場所および連絡先情報
を Google マップに表示します。

開発者がコンポジットアプリケーションの開発に使⽤する主な製品は Software AG Designer で
す。コンポジットアプリケーションを実行する製品は、MywebMethodsServerおよびIntegration
Server です。

Software AG Designer
Software AGDesignerには、ソフトウェア開発者向けにコンポジットアプリケーションの設計に
使⽤できる [UI 開発] パースペクティブが⽤意されています。

SoftwareAGDesignerでコンポジットアプリケーションインタフェースを作成するには、Business
Console ガジェットを使⽤するか、JavaServer Faces (JSF) コントロールをデザインキャンバス
にドラッグアンドドロップします。各JSFコントロールは、コマンドのサブミット、ユーザへの
アラートの送信、ユーザ入力の取得 (たとえば、チェックボックスまたはドロップダウンリスト
の使⽤)、Webページへのレンダリングロジックの追加など、特定の機能を実行するように設定
します。その他の JSF コントロールを使⽤すると、ポートレットやWeb ページ間でのリンクお
よびナビゲートが可能になります。Software AG Designer には、JSFコントロールの広範なライ
ブラリが⽤意されています。そのため、JavaまたはWebサービスなどの他のコンポーネントを
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コンポジットアプリケーションに追加して、データを取得および操作できます。HTML テンプ
レートと CSS スタイルシートをインポートすることにより、これらのアプリケーションのルッ
クアンドフィールを完全にコントロールできます。お気に入りの Java スクリプトライブラリを
使⽤して、ユーザエクスペリエンスを向上させることが可能です。

下の図は、Software AGDesignerにおけるポートレットアプリケーションからのビューを示して
います。

コンポジットアプリケーション内のWebページから、フローサービス、Webサービス、アダプ
タサービス、ルールサービスなどのサービスを呼び出すことができます。Software AGDesigner
内で、フローサービス、Web サービスおよびルールサービスを開発でき、メインフレームおよ
び UNIX システム上のプログラムを呼び出すアダプタサービスも作成できます。Software AG
Designer はそのサービスを Integration Server 上に構築します。

Webページから呼び出すサービスは、Integration Server からデザインキャンバスにドラッグア
ンドドロップできます。

コンポジットアプリケーション内のWebページから、データベースに格納されたデータにアク
セスし、そのデータを表示することもできます。Software AGDesignerからデータベースに接続
し、Web ページで使⽤するデータベース関連アイテム (データベーステーブルなど) をデザイン
キャンバスにドラッグアンドドロップできます。

コンポジットアプリケーションはMywebMethods Serverで実行されます。SoftwareAGDesigner
で構築したコンポジットアプリケーションでは、Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) テク
ノロジを利⽤できます。このテクノロジにより、Ajax エンジンはユーザと My webMethods
Server の間の媒介として機能し、ユーザ入力に対する My webMethods Server の応答を大幅に
改善します。別の方法として、Business Console ガジェットを作成するか、AngularJSなどの最
新のクライアントサイドツールを使⽤することで、コンポジットアプリケーションの一部を展開
することも可能です。
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My webMethods Server
Software AG Designerは、コンポジットアプリケーションをMywebMethods Serverにパブリッ
シュします。また、My webMethods Server は、多くの Software AG ランタイム製品の Web ブ
ラウザベースユーザインタフェースを提供するコンポジットアプリケーションもホスティングし
ます。

My webMethods Server は、WebページのルックアンドフィールのカスタマイズとWebページ
へのユーザアクセスの制御を可能にする、Web ブラウザベースのユーザインタフェースを備え
ているランタイムサーバです。

My webMethods Server は、HTTP と HTTPS の両方をサポートしている組み込みの Jetty Web
サーバを備えています。外部 Web サーバまたは Web サーバのクラスタを My webMethods
Server と共に使⽤できます (外部Webサーバの方が企業の ITセキュリティポリシーに厳密に準
拠できる場合など)。MywebMethods Serverは、Microsoft Internet Information ServerやApache
HTTP Server などの主要な Web サーバに統合できます。

Integration Server
Software AG Designer でサービスを開発し、Integration Server 上で構築する。コンポジットア
プリケーション内の Integration Server の機能は、コンポジットアプリケーションの Web ペー
ジによって呼び出されたサービスを実行することです。

ビジネスプロセスの管理
ビジネスプロセスモデルとタスクアプリケーションを管理するために使⽤する主な製品は、
Monitor および Task Engine です。

Monitor
Monitor は、Integration Server および Optimize for Process によってログに記録されたサービ
ス、ドキュメントおよびビジネスプロセスのデータを表示するWebブラウザベースのユーザイ
ンタフェースです。Monitor を使⽤して、以下を行うことができます。

ビジネスプロセスインスタンスを実行できるようにしたり、ビジネスプロセスインスタンス
を実行できないようにしたりします。

問題発生時にプロセスステップを再サブミットします。

プロセスステップまたはタスクの実行に時間がかかりすぎているときにアラートを送信する
タイムアウトを定義します。

プロセスインスタンスおよびプロセスステップの実行開始、状態の変化、正常終了または失
敗を追跡し、実行時に各プロセスインスタンスが辿ったパスを記録できるように、監査ログ
を設定します。

ビジネスプロセスを削除します。

クラウドおよびオンプレミスの Software AG 統合および API 製品について 69

7 オンプレミスでのビジネスプロセス管理



Task Engine
Task Engine を使⽤して、以下を行うことができます。

ユーザまたは役割にタスクを割り当てます。

タスクインスタンスを実行できるようにしたり、タスクインスタンスを実行できないように
したりします。

タスクを手動で開始します (ビジネスプロセスインスタンスを開始する場合など)。

タスクを削除します。

ビジネスプロセスインスタンスの監視
ビジネスプロセスまたはタスクの複数のインスタンスを同時に実行できます。たとえば、企業が
複数の新入社員を一度に雇⽤し、それぞれの新入社員が新入社員プロセスの新しいインスタンス
をトリガーするとします。タスクについては、承認要求タスクのインスタンスを 3 人の異なる
マネージャに送信する注文書プロセスを作成できます。プロセスの所有者と参加者は、プロセス
インスタンスとタスクインスタンスを監視できます。

プロセスモデルとタスクアプリケーションを監視するために使⽤する主な製品は、Monitor、
Task Engine、Optimize for Process、および Business Console です。

Monitor
次のように、Monitor を使⽤して、ビジネスプロセスを監視できます。

プロセスインスタンスを表示し、問題を見つけ、問題がシステムリソース、サービスまたは
ドキュメントによって生じているかどうかを判断します。

問題のあるプロセスインスタンスの一時停止、再開または停止、ならびに、データ値の編集
およびプロセスインスタンスの再サブミットを行います。

プロセスモデルステージを作成、変更および削除し、プロセスインスタンスでのステージの
状態、マイルストーンが指定した期間内に達成されたかどうかを表示します。

完了した分の割合を基に、プロセスインスタンスが完了する見込み時間と、実行中のインス
タンスの平均サイクル時間を表示します。

Mobile Monitor は、実行されたビジネスプロセスの状態に関するリアルタイムの情報を提供す
る、モバイルデバイスおよびタブレット向けのアプリケーションです。Mobile Monitor を使⽤
して、以下を行うことができます。

プロセスインスタンスを表示し、問題を見つけ、問題がシステムリソース、サービスまたは
ドキュメントによって生じているかどうかを判断します。

Task Engine を使⽤して行う場合と同様に (以下を参照)、割り当てられているタスクを表示
および作業します。
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Task Engine
Task Engine を使⽤して、以下を行うことができます。

ユーザまたは役割にタスクインスタンスを割り当てます。

タスクインスタンスを一時停止、再開または削除します。

タスクの状態および割り当てられているタスクの監査ログを表示します。

Optimize for Process
Optimize for Process は、ビジネスプロセス、アクティビティ、イベントおよびその他のビジネ
ス関連データをリアルタイムで監視できるようにする Java アプリケーションです。収集された
監視データは、Web ブラウザベースの Optimize for Process ユーザインタフェースに表示され
ます。このインタフェースでは、ビジネスデータを表示および評価でき、問題が発生したときに
アラートをトリガーするルールを定義できます。また、Optimize for Process を使⽤して、プロ
セスモデルステージを作成、変更および削除し、プロセスインスタンスでのステージの状態、マ
イルストーンが指定した期間内に達成されたかどうかを表示できます。

Optimize for Processは、データコレクタを使⽤してビジネスソースおよびその他のSoftware AG
製品からデータを収集します。Optimize for Process には、ビジネスアクティビティを測定する
のに役立つKPI (Key Performance Indicator : キーパフォーマンスインジケータ)が付属し、ビジ
ネスプロセス開発者は、組織のビジネスプロセス向けに重要成功要因を反映するカスタム KPI
を開発できます。たとえば、マージン、収益、顧客満足度、在庫状況を監視する KPI を定義で
きます。実行時には、Universal Messaging が、ビジネスプロセスステップを実行する Process
Engine から Optimize for Process に KPI 測定値をルーティングします。

Optimize for Process に、ビジネスプロセスの問題条件を定義するルールを定義できます。たと
えば、受け入れることができる在庫状況を指定するルールを定義できます。Optimize for Process
は、ルールと KPI 測定値を比較し、監視対象のビジネスプロセスが規定外である場合はアラー
トを送信します。

Optimize for Process には、MashZone NextGen など、他のシステムで使⽤するためにそのデー
タベースから監視データを抽出できるようにする API およびその他のサービスが⽤意されてい
ます。Optimize for Process によって生成されるイベントには、ビジネスプロセスに関連付けら
れるカスタムのデータが含まれます。

役割ベースの管理、監視、および社会的判断材料を使用したビジ
ネスプロセスとタスクの管理
ビジネスプロセスとタスクを管理するために使⽤する製品は Business Console です。

Business Console
Business Console は、Web フレンドリかつタブレットフレンドリなユーザインタフェースであ
り、役割ベースの管理、監視、ならびに、プロセス所有者および参加者がビジネスプロセスおよ
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びタスクを管理するための社会的判断材料を提供します。Business Consoleを使⽤して、以下を
行うことができます。

割り当てられているタスクに対して作業し、他のタスクを割り当てられたユーザおよびプロ
セス参加者と共同作業を行い、さらにタスク検索を保存、再利⽤します。

他のタスクおよびプロセス参加者を支援し、よりすばやく効果的にタスクを完了するのに役
立つ専門家とネットワークを構築します。

Business Console または Task Engine 内蔵または RESTful サービスを使⽤してタスクインス
タンスをスケジュール設定します。

JavaScript を使⽤して作成するカスタムのガジェットを使⽤して、ワークベンチをカスタマ
イズおよびパーソナライズできます。

Web ブラウザを使⽤して、プロセスおよびタスクインスタンスをリアルタイムで監視しま
す。

ソーシャルメディアでプロセスに関する傾向情報を表示し、プロセス分析を表示します。

プロセスによって呼び出されたデシジョンテーブルを表示します。

ケースおよび関連するアクティビティ(ケースタスクとも呼ばれる)と、ワークフローの状態
(ケースプロセスとも呼ばれる) を含むプロセスを表示します。

次の表は、Business Console の Optimize for Process によって収集された、プロセスに関するサ
マリメトリクス、インスタンス詳細および他のパフォーマンス情報を表示するビジネスプロセス
ダッシュボードを示します。

可能なユーザアクション表示される情報ダッシュボー
ド

個々のステージインスタンスの電子
メール通知またはエスカレーション
アクションを送信します。

指定した時間範囲にわたる内在的なメトリク
ス、履歴表示、正常性比較など、選択したプ
ロセスに関する概要の情報。

プロセス概要

潜在的な問題を特定したり、アラー
ムおよびステージアクティビティに

プロセスについて、指定した時間範囲にわた
るステージアクティビティおよびパフォーマ

ステージイン
スタンス

関する情報を取得したり、電子メーンス。アクティビティ、サイクル時間および
ルまたはエスカレーションアクショアラームに関する情報を含む、各ステージに
ンを使⽤して他のユーザと結果を共
有します。

関するメトリクス。個々のステージインスタ
ンスに関する情報。

個々のプロセスインスタンスの電子
メール通知またはエスカレーション
アクションを送信します。

指定した時間範囲にわたるプロセスアクティ
ビティおよびパフォーマンス。プロセス容量
アクティビティおよびサイクル時間パフォー
マンスに関する履歴情報。個々のプロセスイ
ンスタンス。

プロセスイン
スタンス

Mobile Business Consoleは、モバイルデバイスおよびタブレット⽤のアプリケーションであり、
これにより、ビジネスプロセス所有者と参加者はタスクとワークフロー上で共同作業し、リアル
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タイムの洞察を得て、迅速な判断を下すことができます。Mobile Business Console を使⽤する
と、次の作業が可能になります。

割り当てられているタスクに対して作業し、他のタスクを割り当てられたユーザおよびプロ
セス参加者と共同作業を行い、さらに専門家とネットワークを構築します。

インスタントタスク、to-do リスト、コメント、タスク添付ファイルをプロセスインスタン
スに追加します。

プロセスおよびタスクインスタンスをリアルタイムで監視します。

モバイル開発
モバイル開発では、統合およびビジネスプロセスをモバイル領域に拡張できます。ユーザは世界
中のどこにいても、自分のモバイルデバイスからこのような統合やビジネスプロセスに関わるこ
とができます。

モバイル開発に使⽤する製品は、Mobile Suite の Software AG Designer、Mobile Designer、お
よび Mobile Support です。Mobile Suite は、MEAP (Mobile Enterprise Application Platform) の
要件を完全にサポートし、モバイルアプリケーションの開発と展開からセキュアな統合と管理ま
で、モバイルライフサイクル全体に対応します。Mobile Suite では、既存の IT サービスおよび
プロセスをモバイルデバイスで効率的に利⽤できます。

Software AG Designer
Software AG Designer の [モバイル開発] パースペクティブを使⽤してモバイルアプリケーショ
ンを開発できます。[モバイル開発]のロジックを利⽤すると、モバイルアプリケーションを開発
するために記述する必要があるコードの量を減らすことができます。

[モバイル開発] では、MVC (model-view-controller) アーキテクチャの法則を使⽤して、ユーザ
インタフェースをビジネスロジックやデータから分離します。[モバイル開発]を使⽤して、モバ
イルアプリケーション開発者は、ユーザインタフェースを設計してから、ユーザインタフェース
を表示し、ボタンのクリックなどユーザが開始したイベントに対応する Java コードを生成しま
す。開発者は、[モバイル開発] によって作成される Java クラスで、ビジネスロジックをユーザ
インタフェースとは独立してコード化します。

[モバイル開発]は、開発するモバイルアプリケーション⽤のネイティブシミュレータを備えてい
ます。

Mobile Designer
Mobile Designer. を使⽤してモバイルアプリケーションを開発できます。モバイルアプリケー
ション開発者は、Mobile Designer を使⽤して Java のモバイルアプリを作成し、アプリをあら
ゆるモバイルデバイス⽤に自動的に変換させます (iPad から Android、Windows Phone など)。
変換後のアプリケーションは、それぞれのデバイスの所有者が期待するユーザエクスペリエンス
を提供します。Mobile Designer により、企業内でモバイルに関する知識を習得する必要が減
り、結果として、開発コストおよび保守コストが削減されます。Mobile Designer は Software
AG Designer の [サービス開発] パースペクティブに統合されているため、Integration Server か
らサービスを参照してアプリケーションモデルに追加できます。
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Mobile Support
Mobile Support は、モバイルアプリケーション開発者とビジネス統合開発者が、モバイルデー
タ同期ソリューションを作成できる、一連のツールです。このようなソリューションは、モバイ
ルデバイスと企業のバックエンドアプリケーション間でデータを転送し、複数のソースによって
同時にバックエンドデータが更新されるときに発生する競合を解決します。

Mobile Support には、次の 2 つのコンポーネントが含まれています。

Mobile Support クライアントでは、データ同期要求を開始する方法で構成されたクラスの
Javaクライアントライブラリが利⽤できます。モバイルアプリケーション開発者は、アプリ
ケーションに同期方法を組み込みます。

Mobile Support パッケージは、Integration Server 上で実行され、モバイルデバイスから送
信されたデータを同期するサービスを提供します。ビジネス統合開発者は、統合サービスに
同期サービスを組み込みます。

モバイルアプリケーションは、Mobile Support クライアントに同期要求をサブミットし、要求
を処理するサービスを実行するように Integration Server に依頼します。モバイルアプリケー
ションは、以下のいずれの同期要求もサブミットできます。

変更されたデータをバックエンドアプリケーションからモバイルデバイスにダウンロードす
る。

変更されたデータをモバイルデバイスからバックエンドアプリケーションにアップロード
し、そのデータをバックエンドデータと同期し、変更されたデータをバックエンドアプリ
ケーションからモバイルデバイスにダウンロードする。
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マスターデータ管理
マスターデータは、企業のオペレーションに不可欠なビジネス情報です。ビジネス情報には、顧
客、トレーディングパートナ、従業員、サプライヤ、製品、マテリアル、アセットに関するデー
タが含まれる可能性があります。

大規模な組織では、部門によって、同じマスターデータでも異なるバージョンのものを保有する
場合があります。また、データが不正確な場合や不完全な場合もあります。したがって、このよ
うなデータを使⽤すると、重大な問題を引き起こす可能性があります。マスターデータ管理
(MDM) により、組織は単一の信頼できる共有可能なバージョンのマスターデータを作成および
維持できます。MDMには、組織全体でマスターデータを一貫して収集、集約、パーシストおよ
び配信するためのプロセスおよびツールが⽤意されています。

MDM に使⽤する製品は、OneData および Locate です。

OneData
OneDataは、すべてのマスターデータ、データ定義、構造、ワークフロー、プロセスおよびルー
ルの整合性確保、クレンジング、同期および格納を行います。企業は、OneData を MDM ソ
リューションとして展開して、プロセスのパフォーマンスを向上させ、ビジネスの意思決定を改
善できます。

OneData は、マスターデータを格納するリポジトリおよびそのデータを検索したり操作したり
できるようにするWebブラウザベースのユーザインタフェースを提供します。また、データを
複数の形式でインポートおよびエクスポートするためのスケジュール可能なデータ交換ジョブや
RESTベースのサービスレイヤの呼び出しなどのメカニズムを使⽤した他のシステムとのデータ
交換のための機能も提供します。

OneData では、オープンで拡張可能なデータモデルを備えています。ユーザは、既存のモデル
をインポートしたり、組み込みのテンプレートを使⽤したりすることができます。データモデル
にあるあらゆるドメインまたはサブジェクト領域がソリューションを構成します。したがって、
独自の構造はありません。いつでもモデルを簡単に変更または拡張でき、変更内容は OneData
のユーザインタフェースに即座に反映されます。

OneDataは、複数のMDMアーキテクチャ方式をサポートしています。サポートされているアー
キテクチャ方式には、一元化、統合、共存、ハイブリッドがあり、これらの方式を組み合わせる
こともできます。OneDataは、運⽤と分析の両方のMDMユースケースをサポートしています。

次の表では、OneData が他の Software AG 製品とやり取りする方法について説明します。

説明製品

世界中の 240 か国以上の所在地参照データを提供し、国内の住所を検証
し、エラーや欠損をチェックし、必要に応じて、不足している所在地属性
を補充します。ジオコーディングを実行します。

Locate

OneData によって呼び出されたサービス (データの妥当性検査やエンリッ
チ化など) を実行します。

Integration Server
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説明製品

リアルタイムでのデータの取得/展開⽤の JMS プロバイダ。OneData で
データを変更した場合、OneDataは、サブスクライバーが取得するための

UniversalMessaging

メッセージを JMS プロバイダ内のトピックまたはキューにパブリッシュ
できます。逆に、OneData は、CRM などのバックエンドシステムのデー
タ変更に関するメッセージがないかどうか、JMSトピックとキューをサブ
スクライブできます。

メモリ内データベースを保持し、データオブジェクトのバージョンをキャッ
シュします。データオブジェクトのキャッシュを有効にすると、OneData

BigMemory Max

は、キャッシュとリリース領域内のオブジェクトに関連付けられているレ
コードを保存します。キャッシュを実行すると、サービスは、データベー
スではなくキャッシュとやりとりするので、データオブジェクトを使⽤す
る REST サービスのパフォーマンスが向上します。

⾼度なワークフロープロセスを定義します。webMethodsビジネ
スプロセス管理
(BPM)

また、OneData も、業界標準の任意の ESB またはサービス指向アーキテクチャ (SOA) 環境に統
合されて、運⽤システムとデータウェアハウジング/レポート作成システムの両方で同じマスター
データを共有および再利⽤します。

OneData は、以下のようなエンドツーエンドのマスターデータライフサイクル機能をサポート
しています。

OneData ユーザインタフェースによるデータの作成および維持。

コーディングを必要としないモデル化および設定。一般的に、OneDataの実装は数週間で遂
行できます。

データベース、フラットファイル、XML ファイルなどのデータソースとの間でのデータ取
得およびデータ展開。

階層管理。

データ変更要求ワークフローおよびデータ承認ワークフロー。

データ品質 (クレンジング、照合およびサバイバーシップ)。OneDataは、サードパーティの
データ品質ツールに統合することもできます。

データセキュリティ、監査およびレポート作成。

下の図は、OneData ユーザインタフェースの階層を示しています。階層内のノードの詳細は右
側にあります。

クラウドおよびオンプレミスの Software AG 統合および API 製品について 77

8 オンプレミスでのマスターデータ管理



下の図は、内容が OneData で作成されたデータオブジェクトを反映しているデータグリッドを
示しています。

OneData と OneData API は、クロスサイトスクリプト (XSS) 攻撃から保護されています。
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Command Central、Software AG Installer、Software AG Update Manager、Deployer と Asset
Build Environment、および Optimize for Infrastructure は、多くの製品でサポートされている
ツールです。

Software AG Installer
Software AG Installer は、Software AG 製品をスタンドアロンの開発マシンにローカルでインス
トールする場合に使⽤します。Software AG Installer を使⽤すると、以下の作業を実行できま
す。

Software AGEmpower Product Support website から最新リリースの製品および修正を 1 台
のマシンに直接インストールします。

Empower から製品および修正を製品インストールイメージにダウンロードし、そのイメー
ジから製品を 1 台または複数のマシンにインストールします。

Empower または製品インストールイメージから製品および修正をインストールする製品イ
ンストールスクリプトを作成し、1 台または複数のマシンに、そのスクリプトからユーザの
入力なしで製品をインストールします。

Microservices Runtime、API Gatewayなどの階層化された製品、およびUniversalMessaging
の組み合わせなど、特定の製品のカスタムDockerイメージを構築します。そのようなイメー
ジには、オンプレミスからプライベートクラウドへの移動に役立てるなどの⽤途がありま
す。

Update Manager
Update Manager は、1 台のマシンに Software AG 製品の修正とサポートパッチをインストール
およびアンインストールする場合に使⽤します。サポートパッチには診断コレクタ、テストパッ
チ、QA 前の修正が含まれており、Software AG 製品のインストールに関する問題のトラブル
シューティングに使⽤します。Update Manager を使⽤すると、以下の作業を実行できます。

Software AG Empower Product Support website から修正とサポートパッチを 1 台のマシン
に直接インストールします。

Empower から修正を修正インストールイメージにダウンロードし、そのイメージから修正
を 1 台または複数のコンピュータにインストールします。

Empower、または修正インストールイメージもしくはサポートパッチインストールイメージ
から、修正／サポートパッチをインストールする修正インストールスクリプトまたはサポー
トパッチインストールスクリプトを作成し、1 台または複数のマシンに、ユーザの入力なし
で修正またはサポートをインストールします。

Command Central
分散ステージング環境および実稼働環境で Command Central を使⽤して、Software AG 製品の
インストール、パッチ、設定、管理、アップグレードを行い、データベースコンポーネントを作
成し、製品をデータベースコンポーネントに接続します。Command Central を使⽤すると、1
箇所から複数のリモートコンピュータを操作してこれらのタスクを実行できます。
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Command Central を使⽤すると、既存のスタンドアロン製品インストールを使⽤するか、新し
い製品インストールを作成できます。DevOpsの方法に従うと、製品ランタイムのソフトウェア
スタックを作成できます。

Command Central にはブラウザベースのユーザインタフェースがあります。コマンドを使⽤し
てターミナルやカスタムスクリプトからアクションをリモートで実行することで、タスクを自動
化することもできます。Command Central は、Jenkins などの継続的統合サーバや、Chef、
Puppet などの汎⽤構成管理ツールをサポートします。

Deployer および Asset Build Environment
Deployer は、ソース Software AG ランタイムまたはリポジトリに存在するユーザ作成のアセッ
トを、ターゲット Software AG ランタイムに展開する場合に使⽤します。たとえば、開発環境
(ソース)内のIntegration Serverで開発したアセットを、テスト環境または実稼働環境(ターゲッ
ト) の Integration Server に展開する場合などです。

Deployer は、開発環境またはVCSでソースから構築され、リポジトリに保存されたアセットを
展開します。Asset Build Environment は、アセットが作成されるマシンに常駐し、アセットを
展開可能なユニットとして構築するのに必要なスクリプトとライブラリを提供します。

Digital Event Services
Software AGプラットフォームは、イベント駆動型アーキテクチャ(EDA)によってサポートされ
ます。EDA は、製品間のイベントの共有、イベントの作成および検出、イベントの消費および
イベントへの応答をサポートするソフトウェアアーキテクチャパターンです。EDA を有効にす
る製品は、Digital Event Services および Universal Messaging です。

Digital Event Services および Universal Messaging
Digital Event Services は、Software AG環境の EDAの基盤です。これにより、Software AG製品
はイベントを使⽤して通信できます。Digital Event Servicesを使⽤すると、製品は以下の方法で
イベントを発生させることができます。

ビジネスプロセスは、他のビジネスプロセスにイベントを発生させることができます。

製品ランタイムの一部分は、別の部分にイベントを発生させることができます。

製品は、イベントをイベントストアで永続化できます。

Digital Event Services では、イベントの形式が、各製品のネイティブツールの使⽤により、1つ
の製品で発生し、別の製品で消費されるような形で定義できます。たとえば、製品内でコーディ
ングしなくても、Apamaによる複雑なパターンの検出⽤イベントとして、Integration Serverの
既存のドキュメントタイプに基づいてドキュメントを生成できます。

イベントはダッシュボードで視覚化できます。
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Universal Messaging
イベントプロデューサは、メッセージをイベントの形式でDigital Event Servicesにパブリッシュ
します。Universal Messaging はメッセージをコンシューマに配信します。各デジタルイベント
は、イベントタイプ、スキーマ、またはイベントの構造を記述したスキーマベースの定義に関連
付けられて、個別の Universal Messaging チャネル上で伝達されます。

Universal Messaging は、水平スケーラビリティを実現します。ここでは、1 つの論理セッショ
ン内で接続するサーバまたはクラスタのセットを指定し、これにより複数のサーバまたはクラス
タ間で同じキューまたはトピックのパブリッシュやサブスクライブができます。
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分析および意思決定
分析および意思決定とは、KPI (Key Performance Indicator : キーパフォーマンスインジケータ)
を監視および分析し、それをビジネスプロセスおよび日常的なアクティビティに結び付けるため
の方法であり、これによって企業は一丸となって明確な業績目標へ向かって進むことができま
す。分析および意思決定により、イベントの検出および収集、データの可視化および分析、なら
びに、ルールおよびアラートの定義が可能になるため、組織の運営や戦略に関する意思決定を改
善できます。

ビジネスイベント処理
イベント処理は、ビジネスシステムの新しいテクノロジです。これにより、ビジネスネットワー
クを流れるイベントについて継続的でリアルタイムの洞察を得ることができます。元々イベント
処理は、非常に大量の株式取引のシナリオに使⽤されていましたが、イベント処理が持つエンド
ツーエンドの可視性、状況認識およびビジネスの機敏性を改善する機能により、ビジネスの他の
方面にも拡張されつつあります。

ビジネスイベント処理は、条件、傾向、変化などを示すビジネスデータを含むイベントが到着す
る時点から開始されます。一般的に、イベントは、Twitter フィードからのツイートのような生
きているデータソースからのストリームで発生します。このストリームは、組織にとって意味の
あるイベントを特定して抽出するためにリアルタイムで分析されます。

ビジネスイベント処理テクノロジがより主流になるにつれて、ますます多くのビジネスケースに
適⽤されるようになっています。

次の表に、イベント処理のビジネスケースの例を示します。

例ビジネスケース

クレジットカードやデビットカードの不正検出、取引の最適化財務

荷物の追跡、車両管理、経路の最適化物流監視

欠陥検出、機械の監視、操作の最適化製造業

不正請求検出、患者の監視、安全な運⽤医療

国土防衛、システムセキュリティ、不審な活動の監視政府機関

ビジネスアクティビティ監視
ビジネスアクティビティ監視 (BAM) により、企業は商品やサービスの提供に使⽤するビジネス
プロセスのパフォーマンスを監視できます。ビジネスの最適化により、企業は監視情報を使⽤し
てビジネスプロセスを予防的に管理および最適化できます。

ビジネスプロセスのデータは、KPI (Key Performance Indicator : キーパフォーマンスインジケー
タ) によって監視されます。KPI とは、企業の重要成功要因を表す定量化可能な測定値です。た
とえば、自動車ローンの申請プロセスでは、プロセスサイクル時間を監視する KPI を定義でき
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ます。KPIは、データを監視して例外および傾向を特定し、アラートを送信して問題を通知しま
す。

ビジネスアクティビティ監視では、移行時間、ステップ時間、各ステップのタスク数など、プロ
セスの状態も監視します。

分析および意思決定に関連する製品
分析および意思決定に使⽤する主な製品は、Apama、ARIS Process Performance Manager、
MashZone NextGen、Universal Messaging、および Zementis Predictive Analytics です。

分析および意思決定の例
次の表では、自動車ローンの申請プロセスを改善するため、銀行で実行できるアクティビティに
ついて説明します。

例アクティビティカテゴリ

Twitter フィードを監視して、あなたの銀
行名と「不満」、「遅い」、「悪い」など

継続クエリーを実行し、特定され
たイベントを検出し、収集します。

パターンの検出

のキーワードを含む否定的なツイートを検
出し、収集します。

各苦情のテキスト、苦情が発生した場所の
Google マップおよびプロセスサイクル時
間のグラフ

収集したデータをさまざまな形式
で表示します。

データの可視化

速かったプロセスサイクル時間と遅かった
プロセスサイクル時間をそれぞれ集約し、

過去のデータを調べて、以前に同
様の苦情が発生しているかどうか
を判断します。

データのマイニ
ング

結果を比較します。データをフィルタ処理
して、遅かったプロセスの申請者の年齢を
確認します。

特定の国に住んでいる 18 歳未満の人の申
請書が、書類に保護者の署名が必要なた
め、プロセスを通じて返却されています。

過去のデータをドリルダウンして、
問題の原因を確認します。

ルート原因の分
析

申請書に保護者の署名欄を追加します。ビジネスプロセスモデルを改善し
ます。

プロセスの改善

カスタマサポートでの最近のやり取りに基
づいて、顧客の不満に対応する推奨アク
ションを判断します。

リアルタイムで複雑なパターンの
検出と分析を行います。

イベントの検出

クレジットカードトランザクションが無効
または不正であるかを判断します。

データを分類し、予測を行います。イベントの予測
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データの可視化

MashZone NextGen
MashZoneNextGenは、格納されたデータをエンドユーザにデリバーするために使⽤されるデー
タマッシュアップおよび可視化ツールです。

MashZoneNextGenは、折れ線グラフ、グリッド、バブルチャートのようなすでに⽤意されてい
るコンポーネントが付属したカスタマイズ可能なダッシュボードを提供します。また、柔軟性が
⾼く、応答性に優れたレイアウトに基づいてカスタムダッシュボードを作成することもできま
す。さらに、MashZoneNextGenでは、複数の言語でユーザにダッシュボードを提供する必要が
ある企業もサポートします。MashZoneNextGenでは、設計時にダッシュボードの静的内容(ダッ
シュボードタイトル、タブ、ウィジェットラベル、見出しなど)を複数の言語に翻訳できます。
その後、MashZone NextGen では、ユーザのブラウザ言語、ユーザ設定、または URL パラメー
タに基づいて、適切な言語でダッシュボードが表示されます。この機能によって、複数言語の
MashZone NextGen 展開にかかる保守コストが大きく削減されます。

MashZone NextGen は、ウィジェットの設定を簡単にするため、完全に Web ブラウザベースに
なっています。カスタムのウィジェットフレームワークにより、視覚化のオーダーメイドを実現
できます。また、MashZone NextGen はジオマッピングウィジェット (つまり、マーカ付き地図
やベクトルオーバレイ付き地図)も提供します。このウィジェットを使⽤すると、緯度と経度、
またはGeoJSONファイルによって定義された地域に基づいて、ネイティブマッピングを行うこ
とができます。

MashZoneNextGenは、Software AG製品データ(ARIS PPMグラフ、ApamaおよびDigital Event
Servicesイベントなど)を消費するための直接接続を提供します。MashZone NextGenはApama
イベントを生成し、そのイベントをApama相関エンジンに送信してさらに処理することができ
ます。

また、MashZone NextGen は、保存データ (JDBC、XML、CSV、JSON、Excel の各ファイル、
BigMemory Max および Terracotta など) を消費するための直接接続を提供します。BigMemory
Max と Terracotta のデータは、可視化する前に、RAQL (Real-Time Analytics Query Language)
を使⽤して微調整して縮小することができます。ダッシュボード内で再使⽤するため、複雑で長
時間実行されているデータフィードの結果を Terracotta に格納でき、MashZone NextGen から
Terracottaへ複雑なクエリをプッシュダウンできます。Terracottaを使⽤して、複数のMashZone
NextGen サーバ間でデータフィードの結果を共有できます。管理者は手動で、または REST API
呼び出しにより外部でフィードのマテリアル化をトリガーできます。

プロセスデータのマイニングおよびルート原因の分析

ARIS Process Performance Manager
ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM とも呼ばれる) はプロセス分析のツールです。
このツールは、ビジネスプロセスの実行データおよび監査データを格納しているデータベース、
ビジネスプロセスステップによって連絡が取られるトレーディングパートナのデータストア、
Oracle Applications、SAP、Salesforce のようなサードパーティアプリケーションなど、ユーザ
が指定した様々なデータソースからデータを引き出します。ARIS PPM を使⽤すると、プロセ
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ス、機能および組織の分析を促進するだけでなく、データ分析を使⽤して、プロセスに依存しな
いデータを評価できます。

検査(サイクル時間、頻度、コスト、期限の遵守状況、品質ガイドラインなど)のため、KPIを指
定します。ARISPPMはプロセスマイニングによりビジネスプロセス全体を自動的に再構築し、
さまざまなプロセス表示で結果を可視化します。ARISPPMでは、分析結果を明確で詳細に表示
するため、さまざまな種類のチャートや表が⽤意されています。ARISPPMデータは、軽量版の
ダッシュボードなど、さまざまなユーザインタフェースで分析できます。下の図は、85 ページ
の「分析および意思決定の例」に記載されている、集約された実行が速いプロセスと集約された
実行が遅いプロセスの比較を示しています。

リアルタイムでの複雑なパターンの検出と分析

Apama
Apama は、動きの速いイベントストリームを監視し、重要なイベントとイベントのパターンを
検出して分析し、指示に従って、関心のあるイベントに直ちに対応する、イベント処理プラット
フォームです。

関心のあるイベントまたはイベントのパターンを指定するカスタムモニタを含むApamaアプリ
ケーションを開発します。この指定は、論理的にデータベースのクエリーに相当します。モニタ
をApama相関エンジンにロードした後は、受信イベントがモニタを介して流れ、指定されたイ
ベントとパターンについて受信イベントストリームを監視します。モニタが一致するイベントま
たはパターンを検出すると、モニタに指定したルールに従って、イベントまたはパターンを処理
します。Apama は、同時に動作する個々のモニタを数多くサポートできます。

Apama アプリケーションの開発
Apama では、Apama アプリケーションを開発するための複数の方法が利⽤できます。

開発者は、API 一式と Apama アーキテクチャ内のテクノロジを利⽤して、⾼度な、カスタ
マイズされた CEP ソリューションを作成できます。開発者は、Apama ネイティブの EPL
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(Event Processing Language) でアプリケーションを直接作成し、Apama の Java および C++
プラグインインタフェースでこれらの言語で記述されたロジックを使⽤できます。

開発者とビジネスアナリストは、大規模な実働環境のエンティティから発生するイベントを
処理する拡張可能なアプリケーションを作成できます。Apamaクエリーアプリケーションに
は、垂直方向 (同じマシン)、水平方向 (複数のマシンをまたぐ)いずれもの拡張機能が備わっ
ています。複数のマシンに拡張された展開は、アプリケーションの状態を維持および共有す
るために BigMemory Max の分散キャッシュのテクノロジを使⽤します。これにより、複数
サーバで展開することが容易になり、いくつかのサーバが保守あるいは障害により停止した
場合でもアプリケーションの作動を継続することが可能になります。同じ相関エンジンの処
理において、イベントのやりとりを両者間で行うことで、EPLモニタと並びApamaクエリー
が使⽤される場合もあります。

ApamaのData Playerは、Apamaで取得されたイベントストリームを使⽤して、アプリケーショ
ンの事前テストを可能にすることにより、EPL アプリケーションの開発/展開サイクルを迅速化
します。ユーザは、シミュレーションにより展開前にApamaアプリケーションの可能性のある
動作を調査でき、また、既に実働環境にあるこれらのアプリケーションの実際のパフォーマンス
を分析できます。ユーザはテストするイベントストリームを選択し、使⽤する過去の時間セグメ
ント (たとえば、1日全体または特定の30分間)を指定できます。ユーザは、実際のライブ速度
の数倍まで再生速度を加速することも、または遅い速度で再生したり一時停止したりして、イベ
ント処理操作を慎重に調べることもできます。

Apama と外部データソースとの統合
Apamaを任意のイベントデータソース、データベース、メッセージングインフラストラクチャ、
またはアプリケーションに接続できます。これは、次のいくつかの方法で実行できます。

接続プラグインを実装する。これらは、メッセージ送受信⽤の組み込みおよびユーザ定義の
「転送」と、メッセージ変換⽤の「コーデック」との組み合わせを使⽤して、Apama コリ
レータの内部で実行されるアダプタです。Apamaには、MQTT、HTTP/S、Kafka、Universal
Messagingなどのプロトコルやシステムで使⽤するための、組み込み接続プラグイン転送が
含まれています。

Apama相関エンジンに統合された JMS (Java Message Service) を使⽤してアプリケーション
を作成する。

クライアントアプリケーションを Apama Java、.NET、または C++ API で開発する。

IAF (Integration Application Framework) アダプタを実装する。IAFは、ランタイム呼び出し
のためにアダプタが接続するサーバコンポーネントです。IAF アダプタでは、外部イベント
ソースとApamaの間の双方向接続、および、イベントソースのデータ形式とApamaの内部
形式の間のXMLベースのマッピングを可能にします。Apamaは、資本市場、インフラスト
ラクチャ、およびデータおよびメッセージングソースへの接続に対応するさまざまな標準ア
ダプタを提供し、カスタムアダプタを作成するための API が利⽤できます。

Building Dashboards
Apamaでは、非技術系のユーザが⾼度なダッシュボードを作成するために使⽤できる、Dashboard
Builderと呼ばれるビジュアルな設計および展開環境が利⽤できます。このダッシュボードから、
ユーザはApamaのデータビューを開始、停止、パラメータ化、および監視できます。Dashboard
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Builder では、幅広いビジュアルオブジェクトおよびドラッグアンドドロップテクノロジが利⽤
できます。EPL で記述されたアプリケーションの場合、ユーザはデータビューを作成し、
Dashboard Builder を使⽤して、データビューからダッシュボードを作成できます。

MashZoneNextGenを使⽤して、Apamaデータビューのためのダッシュボードを作成できます。

予測

Zementis Predictive Analytics
Zementis Predictive Analytics により、機械学習ツールやデータマイニングツールによって構築
された予測モデルを実行して、リアルタイムの予測が行えます。予測アルゴリズムは、データを
カテゴリ (低水位、⾼水位など) に分類し、回帰を実行して今後の値を予測します。これらの分
類と予測を処理し、警告の提示や自動化プロセスの開始などの目的で、イベントとして他の
Software AG 製品へ送信できます。

Zementis Predictive Analytics のオープンかつ標準ベースのアプローチは PMML (Predictive
Modeling Markup Language) を活⽤し、主なサードパーティやオープンソースのあらゆるモデ
リングプラットフォームで作成されたモデルを実行します。実行エンジンは極めて⾼パフォーマ
ンスで、新しいデータが入り次第新しい予測を生成します。
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