
レガシーアプリケーション引退、 
データの保持
Micro Focus® Structured Data ManagerによってレガシーのPeopleSoft Enterpriseを管理する運用コスト
とリスクの低減を実現

フライヤー
Structured Data Manager

Micro Focusソリューションの主な 
差別化要因: 

 + PeopleSoft用のすぐに使用できるアプリケーション
アーカイブソリューション

 + 従業員の過去データに関する標準の定義済みレポート
 + カスタムレポートの追加が可能
 + コンプライアンスとレポート作成のための自由テキス
ト検索

 + テクノロジーの進化に対応できるオープン形式でデー
タを保存

 + Verity Information ArchivingおよびContent Managerとの
統合によるポリシーベースの保持管理および廃棄

レガシーデータの不適切な管理の 
コストとリスク
人事管理システム (HRMS) を、PeopleSoft 
Enterpriseから、Workdayなどの最新のSaaSベー
スのプラットフォームに移行しようとしている
組織の多くは、過去の従業員データ、給与デー
タ、その他の手当に関連する情報を調べる必要
が生じたときのために、PeopleSoftのレガシー
インスタンスを保持することを強いられていま
す。レガシーアプリケーションを残しておくこ
とには、重大なコストとリスクが伴います。た
とえば、レガシーのPeopleSoftやOracleデータ
ベースインスタンスのライセンスコストと運用
コスト、およびレガシー環境の保守に費やされ
るスキルのある人材のコストは、年間数十万ド
ルに及ぶこともあります。

こういったコストに加えて、非アクティブなシ
ステムに保存された従業員データの不適切な管
理に伴うさまざまなセキュリティリスクやプラ
イバシーリスクも発生します。人事管理システ
ムに保存されている従業員データに対しては、
十分なセキュリティとコントロールが必要であ
り、監査、調査、訴訟の要求にも応えられなけ
ればなりません。しかし、アプリケーションが
非アクティブになると、データの機密性とプラ
イバシーの必要性は忘れられることが多いので
す。アプリケーションのメンテナンスとデータ
保護のコントロールが不適切な場合、このよう
な機密情報のデータ損失のリスクや、訴訟の要
求に応じられないリスクが増えます。

PeopleSoftインスタンスのアプリケーション引
退の際に、コンプライアンスやレポート作成の
ための過去のデータへのシームレスなアクセス
を維持することは可能でしょうか。これに応え
るのが、Structured Data Manager for PeopleSoft 
Enterpriseです。Micro Focusのアプリケーショ

ン引退およびアーカイブソリューションを使え
ば、複数のPeopleSoftインスタンスのリタイア
メントを行い、ティア2ストレージを備えたティ
ア2サーバー上の1つのアーカイブリポジトリ
にデータを移行して保護することで、経常コス
トを全体で最大40%削減できます*。これによ
り、レポート作成やコンプライアンスのための、
ポリシーベースの保持、異なるデータベースに
またがる検索、従業員、給与、手当関連の過去
データへのシームレスなアクセスが可能になり
ます。

Structured Data Manager —  
アプリケーション引退および 
アーカイブプラットフォーム
Structured Data Managerは、PeopleSoft 
Enterprise環境をサポートする完備したアプリ
ケーションデータベース用データ管理プラット
フォームです。Structured Data Manager Designer
には、ビジュアルモデリング環境が備わってお
り、テーブル関係を簡単に定義してカスタマイ
ズしたり、データの適格性のためのビジネス
ルールを修正したりできます。

ランタイムは、データ移動エンジンとジョブ制
御環境から構成され、LinuxおよびWindowsオ
ペレーティング環境がサポートされます。サー
バーランタイムには、ネイティブデータベース
統合も用意されており、高いスケーラビリティ
を備えているので、きわめてデータ量の多い
PeopleSoft環境にも対応できます。Structured 
Data Managerには、データエージング戦略、保
持ポリシー、長期的なコンプライアンス要件に

__________

* 5年間で2件のPeopleSoftインスタンスの 
リタイアメントを対象とした社内コスト分析に 
基づきます。
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応じて、データをデータベースからデータベー
スへ、データベースからファイルへ、あるいは
両方に順次移動できるオプションと柔軟性が備
わっています。

Structured Data Managerで提供されているア
プリケーション引退オプションを使用すれば、
PeopleSoftのインスタンス全体の完全なリタイ
アメントを行った後で、容易に作成できる標準
の定義済みレポートまたはカスタムレポートを
使用して、アーカイブデータのレポートを作成
することができます。

図1: Structured Data Managerによって標準の定義済み
レポートまたはカスタムレポートを使用して、アーカ
イブデータに関するレポートを作成できます。

すぐに実行可能
Structured Data Manager for Oracle PeopleSoft 
Enterpriseには、すぐに実行できるデータベー
スアーカイブモジュールが付属しています。こ
れは、PeopleSoftビジネスアプリケーションか
らデータを取り込む役割を果たします。主な機
能は、以下のとおりです。

�� PeopleSoftデータベースのデータをアーカイ
ブする定義済みジョブ

�� W2、従業員データ、従業員履歴などの通常
のコンプライアンス調査のための定義済みレ
ポート

�� 特定のレポートを作成する前に従業員情報を
簡単に見つけるための自由テキスト検索

ポリシーベースのコンプライアンスと
ガバナンス
Structured Data Managerには、コンプライアン
ス用データの保持のために、データ保持ポリ
シーの作成とアーカイブプロセス中のその適用
のための柔軟で設定可能なインターフェイスが
用意されています。アーカイブデータに対して
クエリやレポート作成が可能なので、保持ポリ
シーも適用することができます。

Structured Data Managerは、Micro Focus
Content ManagerおよびMicro Focus Verity
Information Archiveとの統合により、機密の人
事データに対する保持および廃棄スケジュール
の管理を可能にしています。

図2: Content ManagerおよびVerity Information Archiving
との統合により、ポリシーベースの保持管理と廃棄が
可能です。

Micro Focusの特長
適切なデータ管理戦略なしにレガシーアプリ
ケーションの移行を行うのは、コストがかかり、
リスクも大きい作業です。レガシーアプリケー
ションのための適切なデータ管理戦略を使用す
れば、長期的なコンプライアンス、管理の容易
さ、アプリケーション引退に役立つとともに、
インフラストラクチャーのコストを削減できま
す。レガシーアプリケーションの引退は、IT資
産だけでなく、その実行、保守、使用に必要だっ
たスキルとナレッジのリタイアメントでもあり
ます。

Structured Data Manager for  PeopleSoft 
Enterpriseは、組織がプロアクティブなデータ
管理戦略をシームレスに実現するために役立ち
ます。すぐに実行できるアプリケーションおよ
びデータベースアーカイブモジュールが豊富に
用意されているため、人事データをベンダーに
依存しないオープン形式で保存して、テクノロ
ジーの進化に対応することができます。Micro
Focus Structured Data Manager Query Moduleを
使用すれば、人事データにいつでもアクセスで
きます。

詳細情報
software.microfocus.com/ja-jp/
software/application-database-
archiving
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