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WebOTX製品ラインナップ 

パートナー様とともにビジネスを推進

　

開発用ライセンスや検証／評価環境を無償で提供
開発用ライセンスのサポートもWebOTX開発部門が無償で実施

最新情報をメールやパートナー様向けセミナーでタイムリーに提供

● プログラムの概要／メリット

WebOTXパートナープログラム　NEC Software WORKS for WebOTX

● パッケージ製品の開発コストを低減できます。

● 最新情報をタイムリーに入手できます。

プロモーション活動を共同で実施し、パートナー様のビジネス拡大を支援

● 各種プロモーションをお手伝いします。

●その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
●本カタログのシステム名、製品名、会社名、及びロゴは各社の商標または登録商標です。
●本カタログの内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。 　
　ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。
●本カタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際に消費税が付加されますのでご承知おき願います。

NEC Software WORKS
for WebOTX

〔技術支援 ／ 販売支援〕

NEC Software WORKS for WebOTXは、WebOTXを採用する製品や
ソリューション、サービスを提供するパートナー様に対して、技術面や販売面
から体系的にご支援するプログラムです。

連携パートナー

SIパートナー

パッケージ
パートナー

ディストリビューション
パートナー

WebOTXは、社会の安全／安心／効率を支える各種システムの基盤として長年培われてきた実績で、
高信頼／高効率をシステムにもたらすソフトウェア製品を提供しています。

WebOTX製品を連携対象
とし認定するソフトウェア／
ハードウェア製品を開発／
販売するパートナー様

WebOTX製品上で動作する
パッケージ製品を開発／
販売するパートナー様

WebOTX製品を取り扱って
いるディストリビュータ様

WebOTX製品を使った
コンサルテーション／設計／
構築などのサービスを提供
するパートナー様

企業と人々の暮らしを支える高信頼なシステム基盤

二要素認証や生体認証など各種システムの認証
と導線を統合するポータル基盤

Javaによるバッチ処理システムの
構築を支援する基盤

社会価値創造を実現するための
高信頼性アプリケーション実行基盤

クラウド時代のシステム連携を支える
高性能／高信頼なシステム連携基盤

WebOTX 
Portal

WebOTX 
Enterprise Service Bus

WebOTX 
Batch Server

WebOTX 
Application Server

SOAに基づく
変化に強いシステム
構築をサポート

システムの安定稼動
を実現する実行基盤
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WebOTX
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お客さまのデジタルトランスフォーメーションを
実現するための基盤として
WebOTXは総合力でお応えします。
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お客様本位の製品開発　WebOTX

ご利用のお客様がいる限り、製品サポート※を継続して提供

20年の歴史と豊富な導入実績

構築したシステムを安心して長期間ご利用いただけます。
WebOTXでは、ご利用のお客様がいる限り、新規のパッチ提供をはじめとした製品サポートを継続して提供します。
長期サポートの場合でもサポート費用は同額で、お客様の負担が増えることはありません。
また、技術的なお問い合わせには、迅速かつ高品質な回答を行うよう努め、お客様から高い評価をいただいています。

WebOTXは、1998年に誕生して以来、一貫して高性能／高信頼なサービス実行基盤の提供を追求し、
現在では、業種／業務を問わず、中堅／中小企業から大企業、官庁／自治体まで幅広い企業／団体に導入されています。

WebOTXは、つねにお客様本位の製品開発に取り組み、たとえばプラットフォームの構築／運用の負担軽減をはじめ、
お客様が抱えている課題を解決するために、お客様のニーズに沿った製品を開発し提供しています。

高性能／高信頼の
Java実行基盤
を提供

バッチ、ポータル、
システム間連携など
最新ニーズ
に対応

開発から
実行／運用までを
トータルに
サポート

20年の歴史と
豊富な導入実績

● WebOTXが導入されている業種分野

クラウドの活用や、サービス／アプリケーションの頻繁な更新、状況に応じた柔軟なリソース拡張など、スピード性やコストを
重視したシステムが増えています。一方で、高性能／高信頼性が求められる従来型のシステム構築もあります。短期開発、
クラウドとの連携、システムの安定性、そしてコストの低減がより求められます。
WebOTXは、1998年の発売以来、最新のテクノロジーやアーキテクチャに対応し、お客様ニーズへの対応や、標準技術仕様
準拠によるベンダロックインからの脱却、お客様がいる限り製品のサポートを提供※など、つねにお客様本位の製品づくり
を行ってきました。これまでの実績と経験で培った総合力をもとに、企業と人々の暮らしを支える高信頼のシステム基盤を
実現します。

標準技術仕様
の準拠、

ベンダロックイン
からの脱却

旧バージョンやTomcatからの移行を容易化

WebOTXの旧バージョンやTomcatの設定情報をWebOTXの最新環境向けに変換する機能を提供します。
また、ソースコードの非互換検出機能により、業務アプリケーション改修にかかる作業を大幅に削減できます。
最新のWebOTXに対する詳細な知識がなくても、システム更改やマイグレーション作業を短期／低コストで実現できます。

ご利用の
お客様がいる限り、
サポートを提供

1998

※ソフトウェア製品の技術サポートは有償にて提供するサポートサービスです。サポートサービスをご契約ください。

サービス業

 官庁／自治体

放送/出版/広告

金融機関

医療機関

建設業/不動産/住宅

運輸/物流業

商社/卸売/小売

教育機関

通信業

製造業 IT関連業 装置業

WebOTX



Javaによるバッチ処理システムの構築を支援
WebOTX Batch Server

社会価値創造を実現するための高信頼性アプリケーション実行基盤
WebOTX Application Server

WebOTX Application Serverは、小規模なWebシステムから大規模な基幹システムまで、システムの規模や複雑さ、お客様の要件にあわせて選べる
3つの製品モデル（Express、Standard、 Enterprise）を揃えています。機能や規模の拡大に応じて上位モデルへのステップアップも容易です。
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システムを高い信頼性で支え、高いコストパフォーマンスも実現

Javaバッチシステムの安定稼働を実現　

　

開発から実行／運用までをトータルにサポート

Java EE 7準拠による開発生産性向上

バッチ処理システムの連続稼働を実現
稼働させたままバッチアプリケーションの更新が可能

Javaによるバッチ処理では、Java VMの起動やJava VM使用メモリの増加
などにより処理が重くなります。そこでJava VMを常駐化させることに
より、バッチ処理の実行時間短縮とメモリ消費量の増大を抑えます。

複数のユーザがバッチ処理を実行した際、あるユーザのバッチ処理で障害
が発生すると、他のユーザのバッチ処理に影響を与える可能性があります。
ユーザ単位のJava VM常駐化により他のユーザへの影響を抑えます。
また、バッチ処理単位でのJava VM常駐化も可能なため、あるバッチ処理で
異常が発生した場合でも他への影響を抑えることができます。

Spring Batchフレームワークの採用により、バッチ処理の共通ロジック（チャン
ク処理、チェックポイントリスタート処理など）はSpring Batchが提供するため、
開発者はビジネスロジックの開発に集中でき、開発生産性が向上します。

NECの豊富な導入実績がある開発環境「SystemDirector Enterprise」と運
用環境「WebSAM JobCenter」と連携して、開発から構築／運用までをトー
タルにサポートし、高品質、高信頼のJavaバッチシステム構築を支援します。

WebOTX Batch Serverでは、バッチアプリケーションを稼働させたまま、
バッチアプリケーションの更新や追加が可能です。連続稼働が求められる
バッチ処理システムを実現し、運用負荷を軽減します。

WebOTX Batch Serverは、Javaによるバッチ処理で課題となる起動時の
性能改善をはじめ、実行制御機能および運用管理機能を強化しています。
オンライン処理とバッチ処理の開発言語、アーキテクチャをJavaで統一
したい、より高機能なバッチ処理システムをつくりたいというニーズに応えます。

SystemDirector Enterprise

開発環境

実行環境
WebOTX Batch Server

WebSAM JobCenter
運用環境

高性能

高信頼性

開発の負担を軽減

WebOTX Application Server

WebOTXは、エンタープライズ・ソフトウェアの標準仕様
「Java EE」を核に、高性能／高信頼なアプリケーションサーバ
として進化を続けています。Java EE 7ではアプリケーション
サーバ管理下でスレッド生成のサポートや、バッチ処理に必要な
機能を標準化しています。エンタープライズ開発で求められる
要件をJavaの標準技術で安心して構築する事ができ、ソース
コードの大幅削減も期待できます。

障害予兆の検出／予防、高信頼性／高可用性のシステムを実現

障害の予兆を検出して障害を未然に防ぎ、原因究明に必要な情報を確実に
採取する診断サービス機能を提供します。アプリケーションは業務特性に
応じてグルーピングし、マルチプロセス／マルチスレッドで動作します。
安全かつ業務特性を意識したシステム構築を実現できます。

OSSにはない、充実したきめ細かなサポート 

流用しているOSSの情報を常にフォローし、セキュリティ問題が発見、報告された場合には速やかに対処しています。旧バージョンでも必要と判断すれば
新規パッチを提供します。

様々なご利用環境に最適なライセンス方式

利用コア数に応じて必要数量が決まるシンプルなライセンス体系に加え、
利用実績に基づいた従量課金ライセンスや月額定額ライセンス、大量購入
でお得となるボリュームライセンスを提供しています。ご利用環境に適した
ライセンスを選択することにより、コストを最適化します。

セキュアなシステム構築に向けた機能強化

セキュリティ対策や安全なシステム構築／運用への関心が日々高まっています。セキュリ
ティに問題があった場合、業務アプリケーションや運用の見直しが必要なため、セキュア
なシステム構築が期待されます。
WebOTX Application Serverの最新版では、認証、アクセス制御、ログ管理機能を
強化することにより、システム構築時における作りこみ部分を削減します。セキュリティ構築
ガイドを提供しますので、より容易に安全なシステム構築を実現します。

運用管理のためのREST APIを提供

WebOTXは運用管理コマンドや運用管理コンソールといった運用操作を行うための
クライアントツールを用意しています。最新版では、HTTPリクエストで運用操作を行える
ように機能強化しています。OSS「Zabbix」やOSS「Hinemos」など、REST APIベースの
クラウド基盤との親和性を向上しています。

開発容易性を向上し、セキュアなシステム構築も実現

Zabbix、Hinemos : OSSの運用監視ソフトウェア

Enterprise

チャンク処理： 入力データを一定個数分まとめて処理すること WebOTX Batch Server

WebOTX Batch Server

バッチコンテナ

バッチコンテナ

バッチアプリ
ケーション
Ver.1

バッチアプリ
ケーション
Ver.1

バッチアプリ
ケーション
Ver.2

バージョン更新
コマンド実行

実行中のVer.1の
バッチ処理は実行

を継続

次回のバッチ処理
からは、Ver.2で
バッチ処理を実行

バッチ処理を
停止することなく、
バッチアプリケー
ションのバージョン

を更新

Java言語への統一により開発
生産性や保守性が向上

オンライン処理とバッチ処理で
部品の共通化が可能

開発者確保の不安を解消

オンライン処理はJavaで開発
バッチ処理はC、COBOLで開発

オンライン処理とバッチ処理で
開発言語が異なるのは、
開発効率が悪いし保守も大変

C、COBOLの開発者は
少なくなって要員確保が大変

Javaによるバッチ処理は
性能面が不安

●

●

●

オンライン処理もバッチ処理も
Javaで開発

これまでオンライン処理はJavaで開発されてきましたが、バッチ処理は
Javaに向かないと言われ、C、COBOLなどで開発されてきました。しかし
近年では、Java VMの強化が進み、また、ハードウェアの飛躍的な性能向上
などからJavaによるバッチ処理の不安が払拭されています。
オンライン処理とバッチ処理が同じJavaで開発できると多くのメリットが
もたらされます。

WebOTX Batch Serverは、世界で幅広く使われているOSS「Spring 
Batch*」をベースとしたJavaバッチアプリケーション実行基盤です。Java
による、高性能／高信頼のバッチ処理システムの実現をサポートします。

ビジネスを進展させ、人々の暮らしをより豊かで便利にしてくれるICTシス
テムは、万一ダウンしたりすると、ビジネスや暮らしに大きな影響、損失を
もたらします。
WebOTX Application Serverは、セキュアなシステム構築実現に向けた
機能や障害を未然に防ぐ診断サービス機能の提供、Java EE仕様や最新技術
のサポートなど、安心／安全かつスピーディなシステム構築を総合力で実現
します。

Java VM： Java Virtual Machine
Spring Batch： SpringSourceおよびAccentureの協働により、Spring Frameworkをベースに開発された
オープンソースのバッチアプリケーション開発フレームワーク

Java VMの
性能向上
ハードウェアの
性能向上

OSS： Open Source Software



これまで

多様なシステムを一画面上
に統合して操作が可能

システム連携設計画面（WebOTX Developer）

全企業向け
ポータル
の管理 

利用者に
よるカスタ
マイズ

さらに
細かい単位
での管理

Ａ社向け
ポータル
の管理

今日、企業においては、ビジネス環境の変化や競争力強化に向けて、多く
のシステムが乱立し複雑化しています。この多種多様なシステムやデータを
連携させて利用できれば、ビジネススピードは向上し、企業をより強くする
ことができます。
こうした連携を可能にするのが、サービスバスとポータルです。サービスバスは、
各システムのプロトコルやフォーマットの差異を吸収して緩やかに結合させる
システム連携基盤です。ポータルは、連携したシステムを1つの画面から利用
できるようにするフロント統合基盤です。

WebOTX Enterprise Service Busを活用することで、WebOTX Portalや
既存システムを大幅に変更することなくシステム間連携が可能になり、これまで
のＩＴ投資を有効活用しつつ、環境変化や変更に強いシステムが実現できます。

ポータルは、さまざまな業務システムの画面や情報を1つの画面に組み込み、
利用者の業務にあわせた最適な画面統合を実現します。これにより、利用者は
各システムをポータル画面からシームレスに利用できるようになり、必要に
応じた作業をすぐに実行できるため、ビジネススピードが大きく向上します。
また、利用者が表示する情報を管理者側で制御できるため、組織としてガバ
ナンスの効いた情報共有が可能です。

WebOTX Portalは、一人ひとりのニーズにきめ細かく対応できるポータルを
実現するためのフロント統合基盤製品です。
ポータルの開発／導入においては、既存システムの移行を支援する開発環境
（WebOTX Developer、SystemDirector Enterprise）を利用することで、
スムーズな導入が可能です。

WebOTX ESBは、多様なIT資産を統合するシステム連携基盤です。
システム連携では、統合アプリケーションの開発生産性だけでなく、システム
稼働後の保守／運用性、予期せぬ障害や過負荷にも耐えられる可用性／信頼
性が求められます。WebOTX ESBはこれらの要件にこたえることで、
ミッションクリティカル領域でも多くの実績をもちます。
また、最近では、企業が保有するデータやサービスをAPIとして公開し、新
ビジネス創出や新たな収益源にしようとする流れの中でAPIゲートウェイと
呼ばれるサービス（ソフトウェア）が登場しています。ESBのフロントにAPI
ゲートウェイを配置すれば、企業内の多様なシステムを社外にAPI公開する
ことが可能となります。
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業務環境の利便性を大きく向上させるフロント統合基盤　多様なサービスの統合をスムーズに実現

WebOTX Portalは、システム間での情報連携やシングルサインオンによる
利便性の高い業務環境を短期間で実現します。
ポータル画面は、利用者の業務だけでなく、所属部門や職位（アクセス権限）に
あわせた表示制御が可能です。部門ごとに独自のポータルページを作成する
こともできます。
また、統合された画面は、利用者の使い勝手にあわせて、ドラッグ＆ドロップ
の直感的な操作でレイアウトを変更でき、フレームの色や形もカスタマイズ
することができます。

WebOTX ESBの特長
スマートデバイスからもポータルの利用が可能
追加ライセンスや専用アプリは不要

サービス事業者様のよりきめ細かなサービス提供を支援
ハードウェアの増設やセットアップ無しでマルチテナント環境をセキュアに構築可能

NEC独自技術による「高速XML変換機能」や大容量データによる連携時も
高性能を維持する「FTPダイレクト転送機能」や「転送レート設定機能」など
を提供します。

マルチプロセス構成の分散動作と障害時高速自動復旧、経路制御による
信頼性確保とロードバランサに相当する負荷分散、送達保障や異常時の高度
なリカバリ処理を実現するリトライ＆エラー通知、高負荷時に重要な連携を
安定稼動させる優先度設定などを提供します。

Salesforceとのリアルタイムデータ連携をコーディングレスで実現します。リ
ソースアダプタ（オプション）を使用すると各種ERPやメインフレームなどの
既存資産ともシームレスに連携できます。

サービスバスとポータルによる異種システムの連携／統合イメージ

スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスの活用により、
ワークスタイルが大きく変わろうとしています。
WebOTX Portalは、スマートデバイスからもポータルを利用でき、必要な
コンテンツを外出先からも利用できるシステム環境を提供してワークスタイル
の変化に応えます。また、ポータルの利用はブラウザからのWebアクセス／
操作となるので、スマートデバイス内に不要なデータやアクセス情報を保持
しないため、万一の紛失時もセキュリティを確保できます。

SaaSなどを提供するサービス事業者様では、お客様ごとのニーズにあった
ポータル画面の提供と、お客様側で自社の業務に沿った画面を自分たちで
カスタマイズできる「セルフ化」の提供が重要になります。
WebOTX Portalでは、ポータル画面をお客様（テナント）ごとにセキュアに
構築できるマルチテナント環境をハードウェアの構成に依存することなく
短期間／低コストで実現でき、ハードウェア資源を無駄なく利用できる高い
収納性で効率的にサービス事業者様のビジネス拡大を支援します。

いつでも　どこでも

サーバ単位のライセンス費用
多人数でも低額

オールインワン型ポータル製品

使わない機能にも費用が発生

WebOTX Portal

カスタマイズが難しい

利用者数に応じたライセンス費用
　　　　多人数だと高額

必要な機能のみでスモールスタートが可能

要望にあわせたカスタマイズが可能

高信頼

柔軟性

サービスバスが複数の構成でも単一のサービスバスと同様な開発生産性
や運用操作性を実現します。

運用性

WebOTX ESBが担うルーティング制御やデータ変換もプログラミングレス
で設計できるので、システム間連携を簡単に実現できます。

プログラミングレス設計
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WebOTX Portalを導入

非効率な業務

システム間連携 
〔WebOTX ESB〕

フロント統合 
〔WebOTX Portal〕

画面統合 画面統合

UI： user interface

高性能

● SOAP、HTTP、TCP/IP
● Java EE  ● CORBA
● ファイル、FTP
● DB  ● ERPパッケージ

WebOTX 
Portal

サービスを連携して、環境変化や変更に強いシステムを実現
WebOTX Enterprise Service Bus（WebOTX ESB）

ビジネススピードを向上し、システム間連携におけるUI統合を実現
WebOTX Portal

Xさん
向け

Yさん
向け

Zさん
向け

組織1
向け

組織2
向け

サービス
事業者

A社
管理者

組織
管理者

利用者

Ａ社向け
ポータル

全企業向け
ポータル

B社向け
ポータル

オープン系システム
メインフレーム

WebOTX ESB

ビジネススピードが向上

重複作業を削減する
システム連携

1つのポータル画面に
利用するシステムを表示

利用者にあわせて
表示サイズや
表示内容を設定し、
カスタマイズ
することが可能

他システムへの
同一データの入力では
二度打ちしている

最適化した個人ツールを
利用している人もいるけど
業務が違うので共用できない

1つの業務を処理するために
複数の画面を行き来して作業

ポータル

サービス

サービス
バス

分析
（BI）

販売
管理

在庫
管理

ワーク
フロー 会計

外出先社内／拠点

追加ライセンス
専用アプリは不要

A社様向け画面 B社様向け画面

WebOTX Portal

SaaS 基盤

レイアウト管理

お客様情報管理

権限管理

SaaS契約情報管理
サービス事業者

お客様ごとのポータル画面を提供

マルチテナントに適したセキュアな権限管理を提供

クラウド

● ACOS

IoT
プラットフォーム

● Salesforce
● AWS

API
ゲートウェイ


