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Cloud Management Pack for Middleware 
オラクルの統合エンタープライズ IT管理製品ラインであるOracle 
Enterprise Managerは、業界初の包括的クラウド・ライフ・サイクル管理ソ

リューションです。Oracle Enterprise Managerが提供するビジネス主導型の

IT管理機能を使用すると、アプリケーションからディスクに至るまで、エ

ンタープライズ・クラウドおよび従来のオラクルのIT環境を簡単に設定、

管理、サポートできるようになります。Enterprise Managerを利用すると、

顧客はビジネス上の観点から管理を実行することで、Oracle Fusion 
Applicationsを含む従来型アプリケーションとクラウド・アプリケーション

で最高のサービス・レベルを達成できます。また、Oracleスタックとエン

ジニアド・システムに対するインテリジェントな管理を実現する最善のソ

リューションを通じて、IT管理への投資から最大の収益を得ることができ

ます。さらに、オラクルのナレッジベースと顧客環境がリアルタイムで統

合されているため、他に例を見ない顧客サポートが提供されます。 

クラウド管理 

エンタープライズ・クラウドによって、管理に関する新たな課題が生まれています。

クラウド・コンピューティングに関する2010 IOUGの調査では、プライベート・クラ

ウドの採用に期待される最大の利点が"運用効率のための標準化によるコスト削減"で
あることが示されています。また、「この調査では、"上級"配置者（10を超えるサービ

スを担当）の半分以上が、その最大の課題はクラウドの新しい要求を満たすためのサー

バー容量の適切なプロビジョニングであると話しています」とも記載されてます。こ

れらの調査結果は、適切な管理機能がなければ、クラウド・コンピューティングの期

待される経済的な利点が実現されないことを明確に示しています。Oracle Enterprise 
Managerは、オラクルのもっとも優れたクラウド管理ソリューションです。これは、一

元化されたポリシーベースのリソース管理に対してバランスのとれたセルフサービ

ス・プロビジョニング、統合されたチャージバックおよびキャパシティ計画、さらに

アプリケーションからディスクまでの物理および仮想環境の完全な可視性を備えた、

業界初の包括的なソリューションです。 

Platform as a Service（PaaS）の必要性 

現代の企業は、激しい競争の圧力に直面しています。また、その顧客は、これまで以

上に多くの選択肢を持ちます。そのため、企業は競争で優位に立つために、新しいサー

ビスを提供し、常に革新的である必要があります。しかしながら、エンタープライズ

ITは多くの場合、ボトルネックとなります。新しいプロジェクトへのインフラストラ

クチャのプロビジョニングには、数時間ではなく、数日または数週間かかるため、企

業の俊敏性は大きく損なわれます。開発者やQAエンジニアなどのユーザーは、IT管理

者のゲート管理によるオーバーヘッドを受けることなく、開発プラットフォームにす

ばやくアクセスする必要があります。 

Oracle Cloud Management Pack for Middlewareを使用すると、エンタープライズITをボト

ルネックではなくイネーブラに変換できます。これにより、企業内のミドルウェア中

心のPlatform as a Service（PaaS）クラウドを配置および管理するために必要なすべての

機能が提供されます。PaaSにより、エンタープライズ・ユーザーはインフラストラク

チャの管理ではなく、アプリケーションの開発に集中しながら、リソースを取得し、

J2EEアプリケーションをすばやく配置できます。PaaSは、企業がクラウドを展開する

見込みを実現し、きわめて高い企業の俊敏性を達成するのに役立ちます。 

 

Cloud Management Pack for Middleware 

おもな機能 

• J2EEアプリケーションおよび多層ミド

ルウェア・プラットフォームのセルフ

サービス・プロビジョニング 

• 柔軟性のある、オンデマンドなリソー

スの配信 

• リソース固有のチャージバックおよび

計測 

• きめ細かなアクセス制御および割当て

制限管理 

• 高度なキャパシティ計画および分析 

• アプリケーションからディスクにいた

るまで、クラウド環境を監視 

• プログラムからのアクセスのための

APIおよびCLI 

• Oracleベース・プラットフォームに対応

した手厚いサポート 

 

おもな利点 

• セルフサービス・モデルでJ2EEプラッ

トフォームの完全な機能を提供する 

• アプリケーション・アーキテクチャや

標準に合わせてカスタマイズされたプ

ラットフォーム・サービスを作成する 

• クラウド・ライフ・サイクル全体を1つ
のコンソールから管理する（統合は必

要なし） 

• デプロイ前の計画により、資本支出を

最適化する 

• 組織にもっとも適した方法でクラウ

ド・リソースを体系化する 

• 一部の個人による過剰消費を防止し、

アカウンタビリティを作成する 

• クラウドの可用性とSLAを保証し、障害

や待機時間の根本原因をすばやく特定

する 

• リソースの最適な使用率を確保する 
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J2EEアプリケーションのセルフサービス・プロビジョニング 

Enterprise Managerを使用すると、ITは、WebLogicベースのアプリケーション・デプロ

イメント環境をクラウド・サービスとして提供できます。管理者は、その企業の基準

に合わせて（WebLogicランタイムのサイジングやその他の構成の特性に基づいて）さ

まざまなタイプのサービスを定義できます。 

開発者は、標準で提供されているセルフサービス・ポータルを使用して、これらのサー

ビスをオンデマンドで要求したり、そのサービスにアプリケーションを配置したり、

各サービス・インスタンスのライフ・サイクルを管理したりすることができます。こ

のポータルを使用すると、使用可能なサービス・タイプや、配置に使用できるアプリ

ケーション・コンポーネントのリストを表示できます。過去および未処理のリクエス

ト、リソース割当て制限、現在の使用率だけでなく、所有するサービス・インスタン

スのチャージバック情報も確認できます。  

 

図1：標準で提供されているクラウド・セルフサービス・ポータル 

 

このセルフサービス・ポータルはまた、開発者のクラウド内のビューとしても機能し

ます。開発者は自分のサービス・インスタンスだけでなく、そこに配置されているJ2EE
アプリケーションのパフォーマンスや可用性を監視できます。 

 

図2：サービスとアプリケーションの監視 

 

関連製品 

• Oracle Cloud Management Pack for 
Middlewareを次のオラクル製品と併せ

て使用すると、最大限の効果が得られ

ます。 

• Oracle Virtual Assembly Builder 

• Oracle WebLogic Server 

• Oracle Virtual Machine Manager 
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多層アプリケーション・プラットフォームのセルフサービス・プロビジョニング 

Enterprise ManagerをOracle Virtual Assembly Builderと連携して使用すると、ITは複雑な

エンタープライズ・プラットフォームおよびアプリケーションをアセンブリにパッ

ケージ化し、それをクラウド・サービスとして提供することもできます。 

Oracle Virtual Assembly Builderを使用すると、管理者は、多層エンタープライズ・アプ

リケーションのクラウド環境全体をすばやく構成およびプロビジョニングすることが

できます。これにより、次のことを自動的に処理するためのフレームワークが提供さ

れます。 

• 既存のソフトウェア・コンポーネントの構成を取得し、それを自己完結型

のソフトウェア・アプライアンスとしてパッケージ化する 

• アセンブリと呼ばれる、構成可能な多層アプリケーション・トポロジのブ

ループリントを作成する 

管理者はEnterprise Managerを使用して、企業のベスト・プラクティスをデプロイ可能

な形で取得した異なるタイプのアセンブリを開発者が使用できるようにし、これらの

プラットフォームの迅速なセルフサービス・プロビジョニングを可能にします。 

開発者はセルフサービス・ポータルを使用して、これらのアセンブリのデプロイメン

トをオンデマンドで要求したり、これらのインスタンスのライフ・サイクルを管理し

たり、さまざまな層を監視したりすることができます。また、ニーズが拡大するにつ

れてアセンブリを基盤とする（ストレージなどの）リソースの変更を要求することも

できます。 

柔軟性のあるリソース・プロビジョニング 

クラウドの重要な側面として、実際のニーズに基づいてリソースの使用を最適化する

機能があります。Enterprise Managerでは、ユーザーは事前に過剰プロビジョニングま

たは過少プロビジョニングするのではなく、アプリケーションに接続されたリソース

を柔軟に拡大または縮小できます。 

Javaサービスの場合、開発者は、WebLogicサービス内で使用可能なマネージャ・サー

バーの数をセルフサービス・ポータル経由で動的にスケールアップまたはスケールダ

ウンできます。このとき、サービスのスケーリングをサーバーごとに行うか、または

一度に複数のサーバーで行うかを選択できます。 

アセンブリの場合、開発者は、リソース割当てを自動化するためのポリシーを定義で

きます。スケジュール・ポリシーを使用すると、定期的にリソースをスケールアップ

またはスケールダウンしたり、プラットフォームを開始または停止したりできます。

パフォーマンス・ポリシーを使用すると、メトリック・ベースのリソース・スケジュー

リングが可能になります。たとえば、CPU使用率が5％を下回った場合、ユーザーは不

必要なリソース使用量やコストを節約するためにプラットフォームをシャットダウン

することを選択できます。 

このようにして、Enterprise Managerでは、自動パイロット・モードでリソースを最適

化できます。 

計測とチャージバック 

クラウド提供の重要な側面として、リソースの使用に基づいて、コストをクラウド・

コンシューマに透過的に配分する機能があります。Enterprise Managerには、物理およ

び仮想リソースに対して収集された各種のメトリックにまたがる詳細な課金プランを

定義するためのツールが用意されています。チャージバック計画では、使用量に基づ

くコストだけでなく、構成（プラットフォームのバージョンなど）に基づくコストや

固定コスト（定額管理費）を使用できます。Enterprise Managerでは、ホスト、VM、

Oracle Databaseインスタンス、WebLogicサーバー・インスタンスなどの、Oracleベース

のPaaSクラウドに必要なすべてのリソースの計測を標準でサポートしています。コス

ト割当てやレポート集計のために、コスト・センターの階層を作成するか、またはLDAP
からインポートすることができます。傾向レポートには、課金やリソース消費が時間

の経過とともにどのように変化するかが示されます。これに対して、サマリー・レポー

トには、コスト・センターやターゲット・タイプなどの異なるディメンションごとの

課金または使用量の内訳が示されます。これらのレポートは、コンシューマが自分の

課金と消費の関連性を理解するのに役立つだけでなく、IT部門によるプランニングに

おいても有用です。BI Publisherを使用すると、レポートをPDF、HTML、Word、Excel、
PowerPointなどのさまざまな形式で作成できます。 
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図2：エンタープライズ・クラウドのチャージバック・レポート 

 

Cloud Consolidation Planner 

クラウドを構築するには、管理者はまず、既存のリソースとそれらの使用率を把握す

る必要があります。Enterprise Managerは、インフラストラクチャとそのトポロジを自

動的に検出するため、管理者は環境内の現在のワークロードを把握できます。管理者

はConsolidation Planner機能を使用して、ワークロードを既存のシステムまたは新しい

環境に再分散するさまざまなシナリオを実行し、これによりSLA違反が発生するかど

うかを判断することができます。これらのシナリオに基づいて、管理者は、クラウド

をサポートするインフラストラクチャを確立するための最適なアプローチを選択でき

ます。 

クラウド・リソースの管理と割当て制限 

Enterprise Managerを使用すると、クラウド管理者は、クラウドのワークロードをホス

トするためのリソースをプールできます。それと並行して、管理者は、ユーザーにク

ラウド・リソースの各プールへのアクセスを付与するためのポリシーを設定できます。

リソースの過剰消費を制限するために、Enterprise Managerでは、管理者がリソース割

当て制限を設定して適用することができます。ユーザーは、自分に割り当てられてい

る割当て制限より多くのリソースを消費できません。管理者はまた、リソース・リク

エストのスケジューリングや、割り当てられたリソースの廃止を規定したポリシーを

定義することもできます。これにより、クラウド内の継続性が保たれ、ゴースト・ワー

クロード（つまり、意味のある作業を何も実行せずにリソースを消費するワークロー

ド）やVMスプロールが最小限に抑えられます。 

クラウドの管理と監視 

クラウドが稼働状態になったら、管理者は、そのクラウドの使用状況を把握している

必要があります。Enterprise Managerは、クラウド・インフラストラクチャ内のボトル

ネックを特定し、このようなボトルネックに対する修正措置を講じるためのエンド・

ツー・エンドの監視および診断機能を提供します。Enterprise Managerには、クラウド

内のエンド・ツー・エンド・アプリケーション監視のための完全なソリューションが

用意されています。エンドユーザー監視1（実際および合成）、ビジネス・トランザク

ション管理、Javaとデータベースの監視および診断2、システム監視エージェントがク

ラウド・インフラストラクチャにデプロイされ、ビジネス・アプリケーションだけで

なく、そのアプリケーションが配置されている個々のインフラストラクチャやソフト

ウェア・コンポーネントのパフォーマンスと可用性の完全な監視を提供します。

Enterprise Managerは、アプリケーションの所有者（クラウドを使用しているクライア

ント）にデプロイ済みアプリケーションの稼働状態の可視性を提供し、それらの所有

者がパフォーマンスや可用性の問題を測定し、警告を発するためのSLAを設定できる

                                                                    
1
実ユーザー監視は、別売のReal User Experience Insight（RUEI）経由で使用できます。 

2 BTM（ビジネス・トランザクション管理）とJava診断は、Cloud Management Pack for Middleware
の前提条件であるWebLogic Server Management Pack EEの一部として使用できます。 



ORACLE DATA SHEET 

 

5   

 

ようにします。 
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Enterprise ManagerでのPlatform as a Service 

Enterprise Managerは、企業内のユーザーにミドルウェア中心のPlatform as a Serviceクラ

ウドをロールアウトするための、もっとも包括的なソリューションを提供します。 

これにより、クラウドの構築、デプロイ、およびエンド・ツー・エンドのライフ・サ

イクル管理をすべて1つのコンソールから行う、もっとも幅広く、完全な機能セットが

提供されます。この事前統合ソリューションによって、ITは引き続き環境を監督し、

スプロールを管理しながらもユーザーにすばやく価値を提供できるようになります。

Oracleプラットフォームは、開発者が新しい非標準のテクノロジーを学習しなくても

クラウドを活用できるようにするとともに、企業のスキルの継続性を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

Oracle Cloud Management Pack for Middlewareについて、詳しくはoracle.comを参照するか、+1.800.ORACLE1でオラクルの担当者にお

問い合わせください。 
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