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概要

堅牢性が高く実績のあるOracle® E-Business Suite（EBS）ソフトウェアアプリ
ケーションは、日々数十万件ものトランザクションを正常に処理しています。
1
世界各国のEBSライセンシーを対象にリミニストリートが最近行った調査 で
は、97%が現在のEBSリリースによってビジネスニーズのほとんどまたはすべ
てが満たされていると感じていることがわかりました。しかし現在、Oracle
EBSライセンシーは岐路に立たされており、Oracle EBSアプリケーションに
関連するいくつかの重要な問題を分析し、これに対処していく必要があり
ます。

多くのOracle EBSライセンシーはいくつか悩みの種を抱えています。まず、ラ
イセンスを保有するソフトウェアの総所有コスト（アプリケーションの運用、
保守、アップグレードにかかる多大なコストなど）。次に、今後のOracle EBS
製品のロードマップが引き続き不透明であること。ライセンシーは社内に導
入したアプリケーションを放棄し、クラウドソリューションで最初からやり直
すことをベンダーから強く推奨されています。最後に、12.1より前のOracle
EBSソフトウェアリリースはすべてOracleによる全面的なサポートが終了して
2、3
おり 、OracleのLifetime Support Policy Guideによれば、EBS 12.1の全面的な
サポートも2021年12月までに終了することになっています。Oracleのロード
マップにEBS 12.3は示されていないため、多くのライセンシーはサポートが減
少することで提供される新たな価値もまた少なくなることを認識しています
が、コストは依然として増えています。
このホワイトペーパーでは、Oracle EBSソフトウェアアプリケーションの現状
を調査し、Oracle年間サポートの下でOracle EBSを使用するライセンシーの
戦略的ロードマップを事前に分析し、業界をリードするリミニストリートによ
る独立系第三者保守サポートの活用を含めたOracle EBSライセンシーへの実
用的な提案をまとめます。
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Oracle EBSソフトウェアアプリケーションの現状

.

Oracleアプリケーションの歴史

今日Oracle E-Business Suiteとして知られるソフトウェアの歴史は、次の4つの段階で構
成されます。
1.初期（1987～1995年）

Oracle Corporation（当初の会社名はSoftware Development Laboratories: SDL）は、1977
年にラリー・エリソン、ボブ・マイナー、エド・オーツによって設立されました。1987年、
Oracleはアプリケーション部門を設立し、主力製品であるOracle Database製品と緊
密に統合された一般会計アプリケーションを発売しました。その後数年間でOracleの
ポートフォリオには、財務会計、製造、人事、プロジェクト管理のためのアプリケーショ
ンが加わりました。これらのアプリケーションは、1990年にガートナーグループが「エ
ンタープライズリソースプランニング（ERP）」ソフトウェアと名付けたソフトウェアの中
核をなすものです。1993年には、OracleユーザーのほとんどがOracleアプリケーション
のバージョン10を使用していました。

この初期における最後のメジャーリリースは10.7で、業界アナリストたちは、これを
Oracleにとって最後の「シンプルな」アプリケーションリリースと評することもあります。
リリース10.7には、グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）とは対照的なテキスト
モード表示機能がありましたが、後ほど登場するマテリアライズドビュー、ストアドプ
ロシージャ、データベーストリガーなどの複雑な機能はまだありませんでした。
2.技術発展期（1996～1999年）

Oracleは他のエンタープライズアプリケーションソフトウェアのベンダーがたどったパ
ターンと同様に、
まずテキストモード表示機能を備えたメインフレームアーキテクチャか
ら、
ネットワーク化されたPCとGUI表示機能を備えたクライアント/サーバーアーキテク
チャに、次にクライアント/サーバーからWebベースのプラットフォームに移行しました。
1990年代の終わりまでに、Oracleは基本的なカスタマーリレーションシップマネジメント
（CRM）機能とより複雑なテクノロジースタックにより、ERPアプリケーション製品を拡充
しました。

リミニストリートのコスト削
減と質の高いサポートによ
り、社内人材を再び新たな
ビジネス機会に、振り向け
られるようになりました。
また、
デジタルカタログ、新
しい IoT対応ソリューション、
モバイルアプリでの作業の
ためにリソースを再割り当
てしました。
これらは当社の
ESCOiQ™ポートフォリオの
一部であり、
お客様が重要
な資産を管理し、製品の可
用性と効率性を向上させる
ために使用しているもの
です。"
— ESCO
IT担当副社長

3.スイート確立期（2000～2004年）

2000年には、統合されたグローバルな多言語・多通貨対応のビジネスアプリケーショ
ンの包括的なスイートを発売しました。
これが11i、
つまりOracle E-Business Suite（EBS）で
す。
初期のバージョンでは重大な品質問題に悩まされましたが、数年後に複数の
「安定
2002年後半にリ
したリリース」を行った結果、EBSの評価は上がり、広く採用されました。
リースされたOracle E-Business Suite 11i7では、確かな技術が実を結びました。
現在も11i7
2004年にリリースされたEBS
を利用して事業を運用しているライセンシーもあります。
11i10は、現在でも数千に上るOracle導入企業のITインフラストラクチャの中核を担う、包
括的で安定したERP/CRMソリューションです。
4.買収期（2005年～現在）

2000年代半ば以降、Oracleは規模の大小を問わずアプリケーションソフトウェア企業を
買収するという積極的な戦略を展開してきました。
以来、OracleのE-Business Suiteへの
投資は相対的に減少しています。
自社のアプリケーションソフトウェアに新たな機能や
能力を追加するにあたってOracleが取ってきた主な戦略は、自社開発ではなく買収でし
た。
たとえば、2005年初頭には、HRMS業界トップのPeopleSoft社（同社が2004年に買収
したJD Edwards社を含む）を買収し、
その後同年にCRM業界トップであるSiebel Systems
Oracleは、M&A活動を通じて収益と利益率を拡大すると同時に、
社を買収しています。
買収した30社以上のアプリケーションベンダーが提供する機能を1つの統合ソリュー
ションに書き換えるという大胆な計画であるOracle Fusion Applicationsへの投資を大幅
に拡大してきました。
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こうしてOracleの重点分野がE-Business Suiteの自社開発から離れていった結果、
その
後のEBSリリース
（最後のメジャーリリースである2013年の12.2を含む）が実際にビジ
ネスにもたらす具体的な価値について、一部のライセンシーや業界アナリストからは、
これまでの段階的リリースでもたらさられていた価値よりもはるかに少ないとの認識
12.2へのアップグ
が聞かれます。
このため、該当するリリースの導入は停滞しています。
レードによって実現されるROIシナリオに説得力が欠けていることから、多くのOracle
E-Business Suiteライセンシーが現在のリリースを維持し、
その分のITコストを他で活用
することを決めました。
今後のOracle EBSソフトウェアリリース

最後のメジャーリリースはOracle EBS 12.2（2013年）で、OracleはEBS 12.3をリリースす
4
る計画はないと発表しています。 メジャーリリースの頻度に関しては、Oracleは年に1
回提供されるOracle EBSのRelease Update Pack（RUP）を通じて、継続的なリリースを
5
行う戦略に移行しています。
1990年代、Oracle EBSシステムはきわめて価値ある新機能が次々と主力製品に導入さ
れる中で成熟し、複雑なビジネスプロセスを具体化し、完成させました。しかし時間
の経過とともに、アプリケーションソフトウェアのリリース頻度は低下し、ビジネスに
もたらす価値に魅力が感じられないものばかりになりました。

現在Oracle E-Business Suite 12.2 RUPには、いくつかの新機能に加え、バンドルされた
修正プログラムのロールアップが含まれています。しかし、必要なインフラストラクチ
ャを構成し、複数のイメージを適用し、テストサイクルを実施するとなると、特に
Oracle Databaseインフラストラクチャの根本的な変更が必要な場合には、かなり大規
模なプロジェクトになる可能性があります。長期的に見ると、こうした継続的な更新を
適用するには、Oracle EBSシステムを最新の状態に保つだけでもリソース、時間、予算
が必要になります。Oracle EBS 12.2の顧客の多くが、これらのイメージで提供される
一般的な修正プログラムとパッチを選択的に適用することを選択していて、ユーザー
インタフェースの大幅な変更やリリースされたアプリケーションの拡張を採用するこ
とにはほとんどメリットを見いだせません。

リミニストリート | Oracle EBSソフトウェアのサポートを最大限活用するために

5

Oracle Lifetime Support Policy

Oracleでは、自社で開発および買収したさまざまな製品ラインに共通するサポートポリ
2
シーが標準化されています。このポリシーは現在「Oracle Lifetime Support Policy 」とし
て知られ、ほとんどすべてのOracle製品に共通するサポートポリシー、価格、タイムラ
インが定められています。
現在各リリースで受けられるサポートのレベルと、今後サポートレベルが低下するの
か、また低下するのであればどのタイミングになるのかを把握しておくことが重要で
す。Oracleは標準Lifetime Support Policyに例外を設けたり、これとは異なる対応をした
りすることに関して、交渉に応じることに消極的のようです。
Oracleの標準Lifetime Support Policyには、次の3つの段階があります。3

Premier Support： Oracleの標準サポート。通常、サポート期間は一般提供（GA）
開始から5年間、費用はライセンス料金の22%で、多くの場合毎年更新のたびに増額
されます。

Extended Support： プレミアムサポートの費用を基準に、1年目はプラス10%、2、3年
目はプラス20%の費用が必要となる場合があります。バグ修正は限定的で、相互運用
性の更新やサードパーティプラットフォーム認定へのコミットメントも低下します。
Extended Supportは通常、プレミアムサポート終了後3年間継続されますが、すべての
場合に必ず提供されるものではありません。

Sustaining Support： 新しい更新、修正、セキュリティアラート、データ修正、クリティ
カルパッチの更新（CPU）、税金および法規制の更新、新製品の認定が明確に除外さ
れます。費用は通常、元のライセンス料金の22%であり、無期限に延長できます。この
サポートには、以前のPremier Support期間に作成されたサポート項目のみが含まれ
ます。

R12のアップグレードには、
アップグレードに多大な社
内リソースを割り当てる機
会費用も含め、大幅なコス
トがかかりました。
リミニス
トリートのサポートを利用
して E-Business Suiteを第三
者保守サポートに移行する
ことに決めたことで、将来
無理にアップグレードする
必要がなくなりました。”
— LifeWay Christian Resources
ファイナンシャル
アプリケーション
マネージャー

Oracle EBSリリース分析3
Oracle EBS

Premier Support
終了日

Extended Support
終了日

Sustaining Support
終了日

11.5.7

2007年5月

11.5.8

2007年11月

該当なし

不定

11.5.9

2008年6月

該当なし

11.5.10

2010年11月

2013年11月

12

2012年1月

2015年1月

12.1

2021年12月

該当なし

12.2

2031年12月

12.2.8*

2031年12月

図1: Oracle EBSリリースごとのサポート終了日

該当なし

該当なし
該当なし

不定
不定
不定
不定
不定
不定
不定
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12.1もしくはそれ以前のリリースを使用しているOracle EBSライセンシー

リミニストリートが行った市場調査によると、調査の対象となったOracle EBSライセン
1
シーの46%が12.0もしくはそれ以前のリリースを利用していることが分かりました。
前述の「Oracle EBSリリース分析」セクションにもあるように、これらのリリースは
Oracleによるフルサポートが終了していて、Sustaining Supportしか受けられません。
驚くべきことに、パッチや修正プログラムは古く、新たなアップデートや機能が提供さ
れないサポートに対し、多くのOracleライセンシーはいまだにライセンス料金の最大
22%のサポート費用を支払っています。こうしたライセンシーの中には、税金や法規制
の更新のためだけに追加料金を支払っているところもあります。

さらに、Oracle EBSリリース12.1を利用しているライセンシーに対するOracleのフルサ
ポートは、2021年12月で終了します。リミニストリートの市場調査によると、リリース
12.0以前および12.1を利用しているライセンシーの大半（12.0以前が60％、12.1が62％）
1
は、アップグレードの予定はまだ確定していないとしています。

Oracle Database 12.1以前のリリースのユーザーは、次の重要な点を検討する必要があり
ます。

ライセンシーは長年にわたってOracle EBSソフトウェアを利用しており、
すでにEBS
に関する専門性と知識を有し、中には高度なカスタマイズと複雑なインテグレー
ションを実現しているところもあるでしょう。
にもかかわらず、
ライセンシーは、
カス
タマイズされたコードがサポート対象外であり、問題が生じても新しい修正プログ
ラムによる対処がなされないサポートサービスに、元のライセンス料金の22%を
支払っている可能性があります。
このようなサービスは実質的にまったく価値があ
りません。

Oracle EBSソフトウェアアプリケーションのアップグレードは手間がかかるのに加
え、多くの場合、内部予算に組み込まれていない貴重な時間、資金、
リソースを消
費します。
一部のライセンシーは、ベンダーによるフルサポートを受けられる製品
を使用するためだけに、Oracle EBS 12.2へのアップグレードを検討しています。
以
前のリリースの多くは、12.2へのアップグレードに、複雑で手順の多いプロセスが
必要です。
しかし、
ライセンシーがこうした以前のリリースの機能に満足している
場合、
アップグレードによってビジネス上の大きなメリットがもたらされない限り、
アップグレードの選択肢には特に魅力がありません。
リミニストリートでは、
アップ
グレードのための予算が確保され、
ビジネス上の要件から新しいリリースの機能
に価値が見いだされるまで、
アップグレードを見送ることを推奨しています。

リミニストリートに電話する
と、面識のある人が対応し、
すぐに問題に着手してくれま
す。
当社のチームはもう、従
来のサポートに戻る気はあり
ません。
一人残らずこう言う
はずです。
「サポートチケット
の確認、
パッチの適用、
これ
まで余儀なくされたあらゆる
面倒な作業から解放された
ので、
サポートを変更して本
当によかった。
はるかに良い
人生になった」
と。"
— Welch’s
CIO

ライセンシーがOracle EBSのアップグレードに踏み切ることになれば、数百に上る
Oracleライセンシーのソフトウェアアップグレードを支援してきたリミニストリート
がアップグレードプロセスをサポートします。
違いは、柔軟なアップグレードが可能
となり、ベンダーのサポートスケジュールによって迫られていると感じることなく、
お客様それぞれのタイミングでアップグレードを選択できることです。

ナンバー1

リミニストリートはLegislature-to-live™により業界最速で税・法規制更新サービスを提供

5.0点中4.8点

リミニストリートのOracel EBSクライアントの顧客満足度

49,500件

リミニストリートが今まで適切に対応したOracle EBSケース数
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Oracle EBS 12.2

Oracle EBS 12.2は、このアプリケーション最後のメジャーリリースです。

継続的デリバリーによるリリースとされているものの 、多くのEBS 12.2ライセンシー
はアプリケーションの機能や機能拡張が「あると助かるもの」にとどまり、十分なROI
を生み出していないと感じています。さらに、Oracle EBSソフトウェアの最後のリリー
スに移行したライセンシーは、メジャーアップグレードの要件には直面していないも
のの、着実に終わりなく提供されるイメージは修正プログラムやパッチがほとんど
で、ビジネスに大きなインパクトをもたらす機能拡張はほとんどないと考えてい
ます。
5

Oracle EBS 12.2のユーザーは、次の重要な点を検討する必要があります。

Oracle EBSサポートのチケットを確認しましょう。
12.2へのアップグレードの際に
申請したアップグレードチケット以外で、Oracleのサポートを実際どれくらいの頻
度で使用していますか？回答までにどれくらい時間がかかりますか？お客様に
とって不可欠なカスタマイズがサポートの対象外と見なされることで、Oracleの
サポートを受けられないことはどれくらいありますか？Oracle Supportを保険契
約のようなものと捉えているかもしれませんが、
その高額なコストに本当にそれ
だけの価値があるでしょうか。

EBS 12.2の更新が適用される頻度と目的を把握しましょう。
こうした更新のため
だけに料金を支払って、Oracleサポート契約を継続することには犠牲が伴いま
す。
すべてのIT組織が問うべきは、
こうした更新によってコスト削減や競争優位性
の向上に役立つどのような具体的な新しい価値がもたらされているのかという
点です。
リミニストリートが実施した市場調査によると、ベンダーによって一貫し
て新しい優れたイノベーションが提供されていると考えるEBS 12.2ライセンシー
1
は半数に満たない
（47%）
ことが分かっています。

Oracleが、
レガシー製品へ
の投資を重んじていなかっ
たのは明白です。明らかに
クラウドを中心としたビジ
ネスモデルに重点的に投資
が行われ、私たちが利用し
ているEBSシステムの機能
強化はほとんどなされてい
ません。”
— Atkins
コーポレートシステム
ディレクター

EBS 12.2のライセンスにすでに時間、予算、
リソースが投入されている場合、
リミ
ニストリートが提供する独立系第三者保守サポートに切り替えることで、
すべて
のRelease Update Pack、重要なパッチ、
その他の更新を含む12.2ソフトウェアの
提供を受ける権利を維持した上で、現在そして今後5年を超える期間のビジネス
Oracleが、
ニーズを満たすことができます。
ビジネスに不可欠かつ短期間でROIを
回収できる新機能をリリースする可能性は低いと考えられます。

Oracle EBSソフトウェアライセンシーが進めるERP戦略の進化

企業は、Oracle EBSソフトウェアアプリケーションに多額の投資を行ってきましたが、
そのEBSプラットフォームの一部またはすべてを廃止するビジネス上の取り組みや戦
略的決定が行われる場合があります。ライセンシーがSaaSベースのソフトウェアソ
リューションへの移行中であったり、事業の買収・売却によって統合プロジェクトが
進行中であったりしても、こうしたプロジェクトの完了まではOracle EBSソフトウェア
アプリケーションに配慮する必要があります。
リミニストリートの調査によると、調査対象のOracle EBSライセンシーのうち、既存
のEBSアプリケーションをクラウドベースのInfrastructure-as-a-Service（IaaS）にリフト
＆シフトすることを選択したライセンシーは、ERPをクラウドベースのSaaSに実装し直
1
したライセンシーの2倍に上っています。
IaaSでクラウド化を進めるメリットは、特にOracle E-Business Suite向けの独立系第三
者保守サポートと組み合わせた場合に、魅力あるものとなります。
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既存のOracle EBS ERPアセットに影響したり、
その機能を損なったりすることなく、
サポートとデータセンターの設備投資・運用コストを削減できます。

サポートを妥協したり、
これまでと同等の機能を持たないERPを改めて実装した
りすることなく、
カスタマイズを維持できます。

将来、
ビジネスケースによってSaaSへの移行が適切と見なされたときにSaaSに移
行できる柔軟な対応が可能です。

最も重要なのは、一見すると「財務的に魅力的な」取引と呼ばれるものに気をつける
ことです。こうした取引では、長期的なITロードマップを決定する上でベンダーから短
期的かつ一時的なインセンティブが提供される場合があります。

その一例として、Oracle Universal Credits for Cloudがあります。ERPをクラウドに移行す
るにあたっての初期コストを相殺するコスト面のメリットはありますが、結果としてそ
のベンダー独自のクラウドモデルにロックインされてしまう可能性があります。
移行中のユーザーは、次の重要な点を検討する必要があります。

Oracle EBSソフトウェア移行プロジェクトは、
どのような内容のものでも何年もか
かり、予期せぬ状況により遅れることもあります。
企業によっては、Oracle Support
を保険契約のようなものと捉えているかもしれませんが、
その高額なコストに本
当にそれだけの価値があるでしょうか？

現状でも将来のアプリケーションと既存のアプリケーションの間でITリソースの
作業時間を振り分けるのが難しいのに、
その上すでに厳しいプロジェクト予算内
で追加のリソースに投資することができますか？

当社では毎年、
リミニスト
リートとの提携によって節
約できた資金を、
イノベー
ションと成長を促進する取
り組みに投資しています。
Tempelを真のデータ主導型
企業に進化させることがで
きました。”

— Tempel Steel
CIO

クラウド型ERPを検討している場合、ERPベンダーとクラウドベンダーが同じであ
る必要がありますか？長期的かつ戦略的にかかるコストを検討し、
ビジネスケー
スによってベンダーではなくビジネスに利益がもたらされるようにします。
即座に
メリットを得て、
リスクを最小限に抑えられるよう、業界をリードするクラウドIaaS
プラットフォームから検討を始めます。

リミニストリートは、別のERP、クラウド型ERP SaaS、IaaSのいずれであっても、移行期
間中の保守サポート費用を最大限活用し、移行中のOracle EBSライセンシーを支援で
きます。リミニストリートのサポートを利用することで節約できた予算とリソースは、
Oracle EBSロードマップ以外の戦略的な取り組みの資金調達、計画、実行に役立てる
こともできます。
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統合型サポートとアプリケーションマネジメントサービス（AMS）

Oracle EBSソフトウェアアプリケーションの移行をまだ検討していない企業の多く
が、第三者プロバイダーがサービスとして提供するインシデント、サービスリクエス
ト、ITバックログ対応を含むアプリケーションマネジメントサービス（AMS）を利用し
ています。
従来のOracleアプリケーション向けAMSモデルには、次のような課題があります。

タイムアンドマテリアル（T＆M）契約構造と
「マンアワー」課金システムが存在し
ています。

多くの場合、低コストでスキルレベルが低い
（人材の回転率が高い）
リソースを利
用するものの、
バックエンドでは依然としてERPベンダーのサポートに依存してい
ることで、状況が複雑化しています。
社内のITチームはAMS導入後もベンダーを監督し、問題に対処するのに時間を
取られています。

従来のAMSモデルでは、
サポートチケットを自分たちで解決するのではなく、優先順位
付けをしてERPベンダーに委託することでAMSの前線の運用コストを削減するよう奨
励されています。
多くの企業がERPベンダーのサポートに関して抱えている課題を考慮すると、AMSベ
ンダーにお金を支払って解決しようとしているまさにその問題が、社内のITチームに
はね返ってきているのです。

その結果、当然ながら通常AMSベンダーのサービスの評価は低く、ガートナー社によ
るAMSの「トップ企業」に対する評価は5.00点中3.03点で、AMSベンダーに対する顧
6
客満足度の低下傾向が示されています。

Oracle EBSライセンシー、特にOracleによるフルサポートがすでに終了しているリリー
スを利用中のユーザーは、バックエンドでERPベンダーのサポートに依存するAMSプ
ロバイダーに注意する必要があります。リミニストリートは、Oracle EBSソフトウェア
向けの第三者保守サポートサービスとOracle EBSソフトウェア向けのAMSを統合し、
その両方をシングルベンダーで、また予測可能なサブスクリプション価格で提供して
います。クライアントは、作業時間数やチケット数ではなく、クライアントの満足度に
基づいて評価される、従来と遜色のない専門知識を基盤とした、継続的なサポート
リクエストに対する合理的な対応、インシデントの解決、新しい機能拡張といったメ
リットが得られます。

従来のAMSシステムに潜む隠れたコストにつ
いてはこちら（英語）をご覧ください。
コストが高く、時代遅れのソフトウェアベンダーのサポートモデル
問われるベンダーのサポートモデル：

大手ソフトウェアベンダーは、自社製品のサポートサービスの大半を自社で行ってき
7
ました。現在のサポート事業の利益率は90％ですから 、ベンダーに10ドル（約1,100
円）が支払われるとき、実際にサポートにかかる費用はわずか1ドル（約110円）に過ぎ
ません。多くのライセンシーは、ベンダーのサポートモデルは良く言っても時代遅れ、
悪く言えば廃れていて、エンタープライズソフトウェアのライセンシーにとって非常に
不公平であるという結論に至りつつあります。

リミニストリートの調査によ
ると、現在、Oracle EBSのリ
リース 12.1を利用しているラ
イセンシーの 73%が、Oracle
EBSアプリケーションの一部
またはすべてに AMSを使用
していることが分かりま
した。

リミニストリート 2020年
グローバル Oracle EBS
ライセンシー調査

ベンダーサポートからリミニ
ストリートへの切り替えは、
と
ても透明性の高いプロセスで
した。ITにも、ビジネスにも、
エンドユーザーにも影響がな
かったので、
とても満足してい
ます。影響がないことは、最大
のメリットです。"

— ピッツバーグ公立学区
アプリケーション開発担当
ディレクター
Joe Charnock 氏
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業界アナリストも同意： ライセンシーは、ソフトウェアの年間保守サポートに費用をか
け過ぎていますが、見返りとして得られている価値は限定的になっています。継続的に
必要な保守および運用コストは、通常、IT予算の大部分を消費し、ビジネス変革の取り
8
組みに回すことができる予算は10％に過ぎません。
高いコスト、大きな価値をもたらさない保守費用によってイノベーションが制限されて
しまう可能性があります。
次のステップ: 年間保守サポートプロバイダーの選択

より良い選択肢: Oracle EBSソフトウェアライセンシーがリミニストリートを利用するメ
リット
数百社にも上る世界の一流企業が、自社のニーズと予算にベストマッチする年間保守
サポートプロバイダーを選択しています。

リミニストリートが提供するOracle E-Business Suite向け独立系第三者保守サポート
は、ベンダーが提供する年間サポートプログラムに置き換わるものです。リミニスト
リートのプレミアムなサポートを利用すれば、今後10年以上にわたってアップグレード
を迫られることなく、コスト効率よくOracle EBSソフトウェアアプリケーションの運用を
続けられます。多くのOracle EBSソフトウェアライセンシーが次のような理由でリミニス
トリートの独立系保守サポートを選択しています。
大幅なコスト削減：リミニストリートは年間サポート料金を50％、
サポートの総費
用を最大90%削減します。

対応が迅速で、企業の状況に応じた最先端のサービスモデル：リミニストリートで
は、
きわめて迅速なサポート対応と、
カスタマイズされたコードのサポート、税・法
規制関連サービス、相互運用性などのプレミアム機能をすべて追加料金なしで提
供しています。

リスクの軽減とベンダーロックインの回避：リミニストリートをご利用いただくこと
で、
コストのかかるアップグレードを避ける、現在の安定したEBSリリースの寿命を
延ばす、
そしてテクノロジースタックに徐々に浸透し、提供される新たなリリースで
は限られたROIしか実現できないベンダーのロックイン戦略を回避することがで
きます。

削減できるコストの試算: サポートの総費用を最大90%節約できます。
リミニストリート
をご利用のお客様は、前年と比べ4つの主要なカテゴリで節約を実現しています。
1.

年間保守サポート料金の削減

2.

コストがかさむ可能性のあるアップグレードの回避

4.

より効率の高いサポートプロセス

3.

カスタマイズされたコードのサポート

オラクルへの技術サポート
の依頼は手間がかかりす
ぎて諦めていましたが、
リミ
ニストリートなら、自社の問
題とはまったく関連のない
質問が並んだ長いリストを
チェックする必要がありませ
ん。
迅速で有益で的確なサ
ポートが受けられるように
なりました。”
— SFN Group
情報テクノロジー担当副社長
Paul Tymchuk 氏 氏

企業はオラクルの年間サポー
トコストを半分に削減し、
なおかつROIを向上させること
ができるでしょうか？
トップ企業がリソースを解放
し、イノベーションに必要な俊
敏性と主導権を実現した事例
をご紹介しています。

こちらで削減できるコストを試算できます。
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