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Oracle Enterprise Manager は、オラクルのオンプレミス管理プラッ
トフォームです。顧客のデータセンターか Oracle Cloud かどうか
に関係なく、Oracle 環境を一元的に管理できるようにします。
Oracle Enterprise Manager は、オラクルの製品スタックと緊密に
統合されており、オラクルのエンジニアド・システム、データベー
ス、ミドルウェア、およびハードウェアに市場最先端の管理および
自動化を提供します。 
アプリケーションからディスクまでの自動化およびハイブリッド・
クラウド管理により、ビジネスの俊敏性が高められます。Oracle ス
タックのパフォーマンスと可用性をインテリジェントに管理するこ
とにより、サービス・レベルを最大化します。包括的なライフサイ
クル管理、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ管理、事前予
防的な監視、コンプライアンス制御によってコストを削減します。 

標準装備の監視機能 

Oracle WebCenter Suite により企業では、状況に応じたコラボレーションによっ
て生産性を高めながら、対象 Web サイトでの顧客ロイヤルティを向上させるこ
とができます。企業が組織をソーシャル・ビジネスに変換できるようにするため、
Portal、Site、Content、Connect を含むスイートにさまざまな各種製品を統合し
ます。これにより、直感的なポータルや複合アプリケーション、マッシュアップ
を使用してビジネスの俊敏性を高め、コンテキストに合った情報にシームレスに
アクセスすることができます。ただし、そのような複合アプリケーションを監視
することは、管理者にとって大きな負担となります。 

Oracle Enterprise Manager Cloud Control は、WebCenter Suite の重要なサービス
とコンポーネントの監視機能を標準装備しています。Portal や Content などの
WebCenter Suite の製品は、Oracle Enterprise Manager Cloud Control を使用して
重要なパフォーマンス・メトリックを表示するように設計されています。それら
のメトリックは、リアルタイムに加えて、履歴チャートでも表示可能です。履歴
チャートを使用すると、すべての主要な WebCenter コンポーネントにおけるパ
フォーマンスのトレンドを分析できます。パフォーマンス・ビューはカスタマイ
ズの自由度が高く、ユーザーはさまざまなターゲットや期間におけるパフォーマ
ンスを重ねて表示できます。これにより管理者は、根本原因分析と診断を行う能
力を強化できます。Oracle Enterprise Manager Cloud Control は、特に本番環境
において最小限のオーバーヘッドで実行するように設計されたため、本番アプリ
ケーションを 24 時間 365 日監視します。基本的に管理者は、非常に少ないコス
トで可視性を最大限に高めて、WebCenter の ROI、および WebCenter に応じて
重要なサービスを提供するすべてのアプリケーションとシステムのROI を向上さ
せます。

機能 

• WebCenter Portal、Content 
Management、Space などの
WebCenter のコンポーネントを監視
する単一コンソール 

• 重要なメトリックを表示する包括的な
パフォーマンスの監視 

• 拡張されたカスタマイズ可能なパ
フォーマンス・ビュー 

• パフォーマンス問題の事前アラート 

• 履歴監視 

 

おもな利点 

• トポロジ・ビューとパフォーマンス・
チャートを使用してパフォーマンスの
ホットスポットを素早く特定 

• カスタマイズ可能な履歴チャートを 
使用してパフォーマンスのトレンド 
を特定 

• サービス、ADF タスク・フロー、およ
びコンポーネントにわたるパフォーマ
ンスの関連付け 

• 重要なコンポーネントを監視すること
による総所有コストの削減 
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図1：パフォーマンス・サマリーに詳しく表示されたコンポーネントの状態 

 

トップダウンのアプリケーション監視 

管理者は、Management Pack for WebCenter に標準装備されているカスタマイズ
されたダッシュボードを使用できます。これにより、WebCenter Suite のサービ
ス・パフォーマンスを、基盤となる ADF コンポーネントおよび基盤となる
WebLogic と JVM（WebLogic Server Management Pack EE によってのみ使用許
諾される）に関連付ける処理が簡素化されます。ダッシュボードを使用して、構
成サービスとコンポーネントの高レベルなパフォーマンスを監視できます。管理
者は、ドリルダウンにより、基盤となる ADF コンポーネントにボトルネックが
存在するかどうかを判断し、カスタム ADF タスク・フローと他のサービス依存
コンポーネントで問題点を特定することができます。重要なメトリックは高レベ
ルのポータル、トランザクション、およびビジネス機能と関連付けることができ、
同様にアラートは、アプリケーションのほとんどすべてのレイヤーでしきい値を
基にすることができます。管理者はアプリケーションの内部でのサービス・レベ
ルの異常値の影響をあらゆる点で確認することができ、個々のリクエスト・ト
レースは自動的にトランザクション・モデルに関連付けられます。この重要な情
報は、ユーザーのプリファレンスとニーズに従い、完全にカスタマイズ可能な
ビューを使用してユーザーに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

関連製品 

Management Pack for Oracle 
WebCenter は、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 WebLogic Server 
Management Pack Enterprise 
Edition 

• Oracle SOA Management Pack 
Enterprise Edition 

• Management Pack for Oracle 
Coherence 

• Management Pack for Non-Oracle 
Middleware 

• Oracle Diagnostic Pack for Oracle 
Database 

• Real User Experience Insight 
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図2：カスタマイズされた標準装備ダッシュボード 

 

アラートを使用した事前予防的な監視 

Management Pack for WebCenter により管理者は、特定の主要なメトリックにつ
いてパフォーマンスのしきい値を設定できます。アラートはしきい値を超えると
生成され、特定のユーザー・グループへの電子メールや SNMP トラップ・イベン
トなどのさまざまなイベントが生成されます。これにより企業では、パフォーマ
ンスがサービス・レベルに影響を与える前に、業務上重要なアプリケーションを
積極的に管理することができます。また管理者は、アラートに基づいて、是正手
段などのジョブを自動化することもできます。 

 

システムとサービスの管理 

アプリケーション・システムの全体像を把握するため、管理者は、関連するシス
テム・コンポーネントをまとめてグループ化し、システムを作成することができ
ます。たとえば管理者は、WebCenter Suite のポータル・コンポーネント、Content
サーバー、およびこれらのコンポーネントが実行されるホストをまとめてグルー
プ化したシステムを作成可能です。さまざまなコンポーネントのおもなメトリッ
クをシステム・レベルにプロモートすることができます。また管理者は、インフ
ラストラクチャ内のさまざまな場所で定義済みの期待されるサービス・レベルに
基づいて、品質保証契約（SLA）を定義できます。サービスは、合成トランザク
ションを使用して定義することもできます。 

 

 

アプリケーション・インフラストラクチャ 

• サーバー・リクエストとデータベース
のコンテキストにおけるアプリケー
ション・ログとインフラストラク
チャ・ログ 

• ワークロードに対するコンテキストで
のアプリケーション・インフラストラ
クチャのリソース使用率 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

Management Pack for WebCenter の詳細については、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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