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このマニュアルでは、webMethods Optimize を使用して、システムおよびビジネスプロセスの
分析、リソースの可用性およびイベントの監視、しきい値の設定、アラートへの対応を行う方法
について説明します。

このマニュアルは、Optimize for Process と Optimize for Infrastructure の両方を対象としてい
ます。製品の各バージョンに固有の情報については、該当する章の中で適宜⽰しています。

重要:
XML ファイルに入力される値は大文字と小文字が区別されるため、このマニュアルに⽰され
たとおりに入力する必要があります。

表記規則

説明規則

画面上の要素を表します。太字

folder.subfolder.service形式のサービス名や場所、API、Javaクラス、メソッ
ド、プロパティを表します。

縮小フォント

次の情報を表します。斜体

独自の状況または環境に固有の値を指定する必要がある変数。
本文で最初に出現する新しい用語。
他のドキュメントソースへの参照。

次の情報を表します。モノスペースフォン
ト 入力する必要があるテキストまたはシステムで表⽰されるメッセージ。

プログラムコード。

選択肢のセットを表します。ここから 1 つ選択する必要があります。中カッ
コの内側にある情報のみを入力します。{ } 記号は入力しません。

{ }

構文行で相互排他的な 2 つの選択肢を区切ります。いずれかの選択肢を入力
します。| 記号は入力しません。

|

1 つ以上のオプションを表します。大カッコの内側にある情報のみを入力し
ます。[ ] 記号は入力しません。

[ ]

同じ種類の情報を複数回入力できることを⽰します。情報だけを入力してく
ださい。実際のコードに繰り返し記号 (...) を入力しないでください。

...

オンライン情報とサポート

Software AG マニュアルの Web サイト

マニュアルは、Software AG マニュアルの Web サイト (http://documentation.softwareag.com)
で入手できます。
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Software AG の Empower 製品サポート Web サイト

Empower のアカウントをまだお持ちでない場合は、氏名、会社名、および会社の電子メールア
ドレスを empower@softwareag.com まで送信し、アカウントをリクエストしてください。

アカウントを取得したら、Empower (https://empower.softwareag.com/) の [eService] セクショ
ンからオンラインでサポートインシデントを開くことができます。

製品情報は、Software AG の Empower 製品サポート Web サイト (https://
empower.softwareag.com) で入手できます。

機能および拡張機能に関するリクエストの送信、製品の可用性に関する情報の取得、製品のダウ
ンロードを実行するには、Products に移動します。

修正に関する情報を取得し、早期警告、技術論文、KnowledgeBaseの記事を読むには、Knowledge
Center に移動します。

ご不明な点がありましたら、https://empower.softwareag.com/public_directory.aspx の [Global
Support Contact Directory] でお住まいの国のローカルまたはフリーダイヤル番号を検索し、お
電話でお問い合わせください。

Software AG TECHcommunity

マニュアルおよびその他の技術情報は、Software AG TECHcommunity Web サイト (http://
techcommunity.softwareag.com) で入手できます。以下の操作を実行できます。

TECHcommunityクレデンシャルを持っている場合は、製品マニュアルにアクセスできます。
TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録し、関心事の領域として [マニュアル]
を指定する必要があります。

記事、コードサンプル、デモ、チュートリアルにアクセスする

Software AG の専門家によって承認されたオンライン掲⽰板フォーラムを使用して、質問し
たり、ベストプラクティスを話し合ったり、他の顧客が Software AGのテクノロジをどのよ
うに使用しているかを学んだりすることが可能です。

オープンスタンダードや Web テクノロジを取り扱う外部 Web サイトにリンクできます。

データ保護
Software AG 製品は、EU 一般データ保護規則 (GDPR) に従って個人データの処理に関する機能
を提供します。該当する場合、それぞれの管理マニュアルに適切な手順が記載されています。
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この章では、webMethods Optimize ビジネスアクティビティ監視のコンポーネントと概念につ
いて説明します。Optimize実装のアーキテクチャについて説明し、さらにOptimizeアプリケー
ション内でデータを収集、処理するプロセスについて説明します。また、この章では、収集した
データの分析と表⽰における、キーパフォーマンスインジケータ (KPI)、運用データ、ビジネス
プロセス、ルールの間のインタラクションについても説明します。最後に、システムおよびビジ
ネスユーザが実行するタスクと、ユーザに割り当てることのできる役割について説明します。

webMethodsビジネスアクティビティ監視(BAM)コンポーネント
Optimizeでは、顧客のニーズに応じて、さまざまなレベルのビジネスアクティビティ監視(BAM)
がサポートされています。ビジネスアクティビティ監視では、システムパフォーマンス、プロセ
スのメトリクス、ビジネスアクティビティの量とその応答性、その他の KPI (key performance
indicator) など、リアルタイムのビジネスメトリクス情報を分析できます。インスタンスレベル
のデータと並行して集約される分析結果から情報が提供されます。この情報を使用して、問題を
解決し、効率を高め、ビジネスの機会を利用できます。

Optimize は、データコレクタを使用して、複数のビジネスソースやその他の webMethods コン
ポーネントからデータを収集します。このデータが、ビジネスアクティビティ監視に役立ちま
す。Optimize は My webMethods ユーザインタフェース内で稼働しており、このインタフェー
スを経由して多くの標準的な機能を使用することになります。

顧客は、Optimize for Infrastructure と Optimize for Process という 2 つの異なる Optimize の実
装を使用できます。

Optimize for Infrastructureでは、システムリソースをリアルタイムに監視できます。リソー
スデータは、キュー長や管理対象webMethodsコンポーネントがオンラインかオフラインか
など、機器およびアプリケーションに関するデータです。個々のオブジェクトやシステムの
全体的な状態を監視できます。Optimize for Infrastructure は、Infrastructure Data Collector
と Optimize の 2 つのコンポーネントで構成されています。Optimize for Infrastructure は、
Infrastructure Data Collector を使用してシステムデータを収集します。

Optimize for Process では、その他のビジネス関連の情報とともに、ビジネスプロセス、ア
クティビティ、イベントを監視できます。運用要素 (マージン、収益、顧客満足度、在庫状
況など) に関連する KPI を追跡できます。Optimize を使用して、実際のパフォーマンスと
ユーザが作成したルールを比較できます。監視中のアイテムが規定外となる (すなわちルー
ルに適合しなくなる) と Optimize からアラートが送信され、問題に対処できます。また、
シックスシグマを使用してビジネスプロセスを分析できます。シックスシグマは、不具合を
削減することによってビジネスプロセスのパフォーマンスを向上させるために確立された、
厳格で規律ある経営改善手法です。この手法を使用して、プロセス内の不具合の数を測定
し、不具合の削減方法を体系的に割り出すことができます。Optimize for Process には、
Optimize監視情報のマッシュアップが一目でわかるビジネスビジュアル化ツールも含まれて
います。

実装
次の表は、Optimize 実装で実行される 5 つの主な機能を⽰しています。
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サブコンポーネント機能

1 つ以上の Web Service Data Collectorデータ収集

Infrastructure Data Collector (SNMP Data Collector を含む)

JMS サーバ、通常 Software AG Universal Messaging または
webMethods Broker (廃止)

データ通信

1 つ以上の Analytic Engineデータ処理および分析

データベースコンポーネントデータ格納

My webMethods ユーザインタフェースデータ表⽰

サブコンポーネントは、1つずつ異なる固有のホストに配置することも、すべて同じホストに配
置することも可能です。

Optimize の一般的な実装
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データ収集
Optimize では、Infrastructure Data Collector または Web Service Data Collector を通じてほか
の webMethods アプリケーションからデータが収集されます。データ収集の詳細については、
15 ページの「データ収集」を参照してください。

データ通信
重要:
webMethods Broker は廃止されました。

Software AG Universal Messaging と webMethods Broker の両方で、Data Collector で収集され
たデータを Optimize Analytic Engine にフィードして処理できる Java Message Service (JMS) 通
信レイヤが提供されます。Software AG Universal Messaging の詳細については、Terracotta の
Webサイトを参照してください。webMethods Brokerの詳細については、『webMethods Broker
Client Java API Programmer’s Guide』を参照してください。

データ処理および分析
Optimize では、1 つ以上の Analytic Engineを使用してデータが処理されます。Analytic Engine
は、ビジネスデータ、システムデータおよびプロセスデータをデータ収集エンジンから受信し、
データをデータベースに保存します。Optimize によってデータが分析され、分析結果がデータ
ベースに保存されます。さらに、ビジネスアクティビティおよびシステムアクティビティの状態
に関する情報がMywebMethodsユーザインタフェースに送信され、問題発生時にはその他のア
クション (指定されたユーザへのアラートの送信など) が実行されます。

Analytic Engine には、以下の機能が含まれます。

イベントハンドラ: Infrastructure Data Collector、Web Service Data Collector およびその他
の webMethods 製品からビジネスデータとシステムデータを受信します。ビジネスデータ
は、収益や注文番号など、ビジネスプロセスを構成する基礎的なデータであり、Optimize
for Processに固有です。システムデータは、キュー長や管理コンポーネントがオンラインか
オフラインかなど、機器またはアプリケーションに関するデータです。Analytic Engineは受
信したデータを、ビジネスインテリジェンスソフトウェアがレポート生成に使用できる形式
でデータベースに書き込みます。

プロセストラッカ:ビジネスプロセスデータを Web Service Data Collector およびその他の
webMethods製品から受信し、プロセスの実行状況を追跡します。プロセスの実行中、プロ
セストラッカはプロセスインスタンスおよびステップに関して、待機時間やサイクル時間な
どを測定します。測定結果は、ビジネスプロセスのパフォーマンスを追跡したり、特定の状
態(パフォーマンスの低下やプロセス実行の失敗など)になったときにユーザに知らせるため
に使用されます。

分析エンジン: データに対してアルゴリズムを実行します。

ルールエンジン: Analytic Engine から受信したデータをルールと比較し、ユーザの注意が必
要なプロセスやリソースを検出します。
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Web サービスレイヤ:分析結果を My webMethods Server に送信します。My webMethods
ユーザインタフェースには、ルール違反発生時のアイコンまたは Optimize で傾向が診断さ
れたことを⽰すアイコンと共に、分析結果が表⽰されます。

データ表⽰
Optimize では、My webMethods ユーザインタフェースを介してデータを表⽰します。My
webMethodsでは、複数のユーザが1組のユーザ名およびパスワードで、MywebMethodsに組
み込まれているすべての webMethods コンポーネントにログインできます。

データの表⽰に加えて、MywebMethodsユーザインタフェースからは管理機能へのアクセスも
可能です。MywebMethodsの管理機能を使用すると、Optimizeの管理者は、ユーザ、グループ
および役割の作成、LightweightDirectoryAccess Protocol (LDAP)などを使用したMywebMethods
機能へのアクセス権の付与、システム、ビジネスおよびビジネスプロセスに関するデータの設定
を実行できます。Optimizeのユーザは、MywebMethodsのその他の機能領域を使用して、デー
タ比較ルールの作成、ビジネスデータおよびシステムデータの監視、ビジネスプロセスの追跡を
実行できます。

My webMethods ユーザインタフェースの詳細については、『Working with My webMethods』
を参照してください。

データベースコンポーネント
Optimizeではデータがリレーショナルデータベースに格納されます。Optimizeデータベースは、
分析、プロセストラッカ、PAL (Process Audit Log: プロセス監査ログ)、MWS (My webMethods
Server) という 4 つのデータベースコンポーネントから構成されます。データベースコンポーネ
ントの詳細については、『Administering webMethods Optimize』の「第 III 部 For Database
Administrators」を参照してください。

データ収集
エンタープライズインフラストラクチャの多くの部分から収集されたデータは、Optimize 環境
にフィードされて格納されます。ビジネスにとって重要な情報を表す KPI が定義され、データ
に適用されます。正常な動作を学習し、環境内での異常な動作を検出するために、これらのKPI
がリアルタイムで分析されます。問題と機会を表す条件を定義するために、これらの KPI とそ
の分析にルールが適用されます。これらのルールの違反は適切な人員にレポートされ、自動化さ
れた修正処置が実行されます。状況のルート原因を判断するために、特定の違反に関する詳細を
提供できます。Optimize では、ビジネスについて十分な学習が行われた後で、問題の発生を予
測できるため、問題が発生する前でもスタッフが問題を解決できます。また、システムとインフ
ラストラクチャ、ビジネスプロセスとビジネスデータ、サービスなど、企業のさまざまな部分の
情報を関連付けることもできます。さらに、リアルタイム統計にオーバーレイされるビジネスプ
ロセス情報など、相関データのグラフィカルオーバーレイである分析マッシュアップも提供され
ます。

Optimize では、Infrastructure Data Collector または Web Service Data Collector を通じてほか
の webMethods アプリケーションからデータが収集されます。次の図に、Optimize でデータが
どのように収集、定義、格納、分析されるかを⽰します。
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Infrastructure Data Collector
Infrastructure Data Collector は、インフラストラクチャおよび SNMP に関するデータを収集す
る主要な方法です。Infrastructure Data Collector では、監視 API を使用して運用データと監視
モデルデータが Analytic Engine に渡されます。監視 API は、ビジネス統合プラットフォームの
システム監視機能へのプログラマチックインタフェースとして設計されています。JMS キュー
を利用して JMS 上で通信し、Optimize と Infrastructure Data Collector の間の安全で信頼でき
る通信を可能にします。

Infrastructure Data Collector では、監視および分析する webMethods および ETS コンポーネン
トリソースを識別します。Infrastructure Data Collector を使用して、以下の機能を監視できま
す。

Adabas Adabas を監視するときに、Infrastructure Data Collector は KPI 定義を監視できま
す。詳細については、『Administering webMethods Optimize』の「Monitored KPI
Definitions」を参照してください。

Adabas SOAGatewayAdabas SOA Gatewayを監視するときに、Infrastructure Data Collector
は KPI 定義を監視できます。詳細については、『Administering webMethods Optimize』の
「Monitored KPI Definitions」を参照してください。

Apama Apama を監視するときに、Infrastructure Data Collector は KPI 定義を監視できま
す。詳細については、『Administering webMethods Optimize』の「Monitored KPI
Definitions」を参照してください。
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Broker Server Broker Server を監視すると、Infrastructure Data Collector によって関連項目
が自動的に監視されます。このような項目には、Broker、カスタムアダプタ (Broker クライ
アント)、Broker Server で実行されているドキュメントタイプがあります。

Com-plete Com-plete を監視するときに、Infrastructure Data Collector は KPI 定義を監視で
きます。詳細については、『Administering webMethods Optimize』の「Monitored KPI
Definitions」を参照してください。

デジタルイベントサービス Digital Event Services を監視するときに、Infrastructure Data
Collector は KPI 定義を監視できます。詳細については、『Administering webMethods
Optimize』の「Monitored KPI Definitions」を参照してください。

イベントルーティング Event Routing を監視するときに、Infrastructure Data Collector は
KPI 定義を監視できます。詳細については、『Administering webMethods Optimize』の
「Monitored KPI Definitions」を参照してください。

Integration Server Integration Server を監視した場合も、Infrastructure Data Collector に
よって関連項目が自動的に監視されます。このような項目には、Integration Serverリポジト
リとすべてのIntegration Serverポート、Trading Networks Server (このコンポーネントがイ
ンストールされている場合)、Integration Server で実行されているパッケージ、Integration
Server で実行されているアダプタの接続、ポーリング通知、サービスが含まれます。
Infrastructure Data Collector 上の負荷を減らすために、Integration Server 上の特定のサー
ビスのみ監視することを選択できます。

My webMethods Server My webMethods Server を監視するときに、Infrastructure Data
Collector は KPI 定義を監視できます。詳細については、『Administering webMethods
Optimize』の「Monitored KPI Definitions」を参照してください。

Natural Natural を監視するときに、Infrastructure Data Collector は KPI 定義を監視できま
す。詳細については、『Administering webMethods Optimize』の「Monitored KPI
Definitions」を参照してください。

Natural for Ajax Natural for Ajax を監視するときに、Infrastructure Data Collector は KPI 定
義を監視できます。詳細については、『AdministeringwebMethodsOptimize』の「Monitored
KPI Definitions」を参照してください。

Prestoバージョン9.9 Prestoバージョン9.9を監視するときに、Infrastructure Data Collector
は KPI 定義を監視できます。詳細については、『Administering webMethods Optimize』の
「Monitored KPI Definitions」を参照してください。

Terracotta Terracotta を監視するときに、Infrastructure Data Collector は KPI定義を監視で
きます。詳細については、『Administering webMethods Optimize』の「Monitored KPI
Definitions」を参照してください。

SoftwareAGMashZoneNextGenMashZoneNextGenサーバを監視するときに、Infrastructure
Data Collector は KPI 定義を監視できます。詳細については、『Administering webMethods
Optimize』の「Monitored KPI Definitions」を参照してください。

SNMP エージェント Infrastructure Data Collector では、SNMP Data Collector の検出エー
ジェントおよび監視エージェントが変数およびテーブルインスタンスに対して SNMP エー
ジェントをポーリングする頻度を指定できます。1つ以上のエージェントが停止したときに、
エージェントが SNMP エージェントへの接続を試行する頻度も指定できます。
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webMethods アダプタ Infrastructure Data Collector では、Integration Server にインストー
ルされているアダプタを監視できます。IntegrationServerの監視を開始すると、Infrastructure
Data Collector によって、Integration Server にインストールされているすべてのアダプタの
監視が自動的に開始されます。

webMethods ApplinX ApplinXを監視するときに、Infrastructure Data Collector は KPI 定義
を監視できます。詳細については、『AdministeringwebMethods Optimize』の「Monitored
KPI Definitions」を参照してください。

webMethods EntireX EntireX を監視するときに、Infrastructure Data Collector は KPI 定義
を監視できます。詳細については、『AdministeringwebMethods Optimize』の「Monitored
KPI Definitions」を参照してください。

Software AG Universal Messaging および Universal Messaging Cluster Universal Messaging
および UM Cluster を監視するときに、Infrastructure Data Collector は KPI 定義を監視でき
ます。詳細については、『Administering webMethods Optimize』の「Monitored KPI
Definitions」を参照してください。

Web Service Data Collector
Web Service Data Collector は Optimize と共に自動的にインストールされます。Web サービス
は Optimize へのインタフェースを提供します。そのインタフェースを介して、クライアントプ
ログラムは自社内のアプリケーションや機器(データベース、プリンタ、ディスクドライブなど)
に関する運用データ、プロセスデータ (プロセスインスタンス内の各ステップの開始時刻および
終了時刻など)、またはビジネスデータ (顧客、注文数量、収益など) を送信できます。Optimize
は、送信されたデータを、運用データの場合はシステム KPI インスタンス形式で、ビジネスプ
ロセスデータの場合はビジネス KPI インスタンス形式で表⽰します。

ヒント:
Web Service Data Collector のクライアントプログラムおよび SOAP メッセージは、Software
AG Designerを使用して自動生成できます。詳細については、Software AG Designerのヘルプ
を参照してください。

企業の規模によっては、監視対象となるアプリケーションやプロセスをホストするシステム上に
Webサービスを展開することで、負荷を分散できます。Webサービスでは、集約済みのデータ
が収集され、Analytic Engineに送信されます。Analytic Engineで受信されたデータはデータベー
スに格納され、MywebMethodsユーザインタフェースに表⽰されます。さらにAnalytic Engine
は、データに対してアルゴリズムを実行し、さまざまな診断を下します。この診断により、
Optimize は、集約済みデータと過去の動作履歴のベースラインを自動的かつ継続的に比較し、
データタイプがベースラインから逸脱している場合は、その状況を⽰すことができます。

注:
ルールを作成することにより、どのようなタイプのデータが規定外となるのかを独自に定義
できます。ルールの定義の詳細については、101ページの「ルールの定義」を参照してくださ
い。

webMethods Integration Server および Designer をお持ちの場合は、Web サービスを使用して
Optimize用のデータを収集するIntegration Serverサービスを構築できます。たとえば、次の操
作を実行できます。
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Integration Serverサービスを使用して、webMethodsコンポーネントに関するデータを収集
できます。たとえば、webMethodsBroker (廃止)を使用しているとします。この場合、Web
サービスを使用して特定の Broker ドキュメント内のデータタイプに対応するシステム KPI
インスタンスを作成し、Brokerドキュメントを受信待機し、ドキュメントから適切なフィー
ルド値を取得し、Web サービスを使用して Optimize の作成済みシステム KPI インスタンス
にデータをプッシュする Integration Server サービスを作成できます。詳細については、
『Administering webMethods Optimize』の「Configuring and Using the Web Service Data
Collector」の章を参照してください。

webMethods アダプタと Integration Server サービスを併用して、自社内のリソースに関す
るデータを収集できます。たとえば、自社内に SAP システムがあり、そのリソースを
webMethods Adapter for SAP を通じて webMethods コンポーネントに接続しているとしま
す。この場合、Web サービスを使用して SAP システム関連のデータタイプに対応するシス
テムKPIインスタンスを作成し、SAP Adapterを使用してSAPシステム上のデータに対する
クエリーを定期的に実行し、Web サービスを使用して Integration Server の作成済みシステ
ム KPI インスタンスにデータをプッシュする Optimize サービスを作成できます。

Optimize for Process では Web サービスを使用して、自社内のビジネスプロセスに関する
データを収集できます。たとえば、ビジネスプロセスを監視するとします。この場合、Web
サービスを使用して、プロセスインスタンスの実行時に各プロセスインスタンスに関する
データを Optimize にプッシュします。通常は、プロセスインスタンス内の各ステップの開
始と終了に関するデータと、プロセスの実行中に発生したエラーや警告を⽰すプロセスラン
タイムイベントに関するデータをプッシュします。データは、ログファイル、データベース
またはビジネスプロセスコード自体から取得できます。

また、Optimize for Process で、Web サービスを使用して自社のビジネストランザクション
に関するデータを収集できます。ビジネスデータを監視している場合は、Webサービスを使
用して、インスタンスの実行時に各トランザクションインスタンスに関するデータをOptimize
にプッシュします。通常プッシュするのは、顧客、製品、注文数量および収益に関するデー
タです。

キーパフォーマンスインジケータ (KPI)
KPI (Key Performance Indicator: キーパフォーマンスインジケータ) を定義して、定量的なビジ
ネスデータおよびシステムデータを監視できます。KPIは、組織の重要成功要因を反映した定量
化可能な測定値です。Optimize は、KPI を使用してデータの例外や傾向を監視し、次のような
質問に対する答えを導き出します。

このオペレーティングシステムのキュー長はどの程度か。

10,000 ドルを超える注文のうち、このプロセスを完了したものはいくつあるか。(Optimize
for Process)

南東地域ではどれだけの収益が上がっているか。(Optimize for Process)

たとえば、Optimize for Process を使用する場合、受注管理プロセスで、受信した注文の数、注
文金額、および注文が正常に処理されたかどうかに関する KPI を定義します。注文チャネル別
の金額や顧客タイプ別のサイクル時間を比較する KPI も定義できます。

Optimize では、KPI は次の要素で構成されています。

次元 顧客、地域、ディーラ、営業担当者など。
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イベントマップ次元、指標(収益などの測定および監視可能な数量)、トランザクション属性
などのビジネスデータを特定のビジネスプロセスに関連付けます。

KPI定義指標を次元(データをスライスに分割する手段)に関連付けます。地域別の収益やホ
スト別のキュー長などです。

階層 次元の相互の関係を決定します。Optimize は、この関係を使用して、My webMethods
のビジネスプロセスおよびシステムの監視を行うページでデータを集約および編成します。

KPI インスタンスおよび KPI
Web Service Data Collector が収集するデータタイプごとに KPI (key performance indicator) を
作成できます。Optimize により KPI に対応するデータが作成され、KPI インスタンスに格納さ
れます。たとえば、Broker クライアントの接続状態を追跡するKPI の場合、Optimize では追跡
対象の Broker ごとに KPI インスタンスが 1 つずつ作成されます。Web Service Data Collector
の詳細については、18 ページの「 Web Service Data Collector」を参照してください。

KPIを作成する際に、KPIに関連付けられているKPIインスタンスのために格納されたデータを
集約するための収集間隔を指定できます。Analytic Engine は、データに対してアルゴリズムを
実行し、さまざまな診断を下します。この診断により、Optimize は、集約済みデータサンプル
と過去の動作履歴のベースラインを自動的かつ継続的に比較し、データタイプがベースラインか
ら逸脱している場合は、その状況を⽰すことができます。

注:
ルールを作成することにより、さまざまなタイプのデータがどのような場合に規定外となる
のかを独自に定義できます。ルールの定義の詳細については、101ページの「ルールの定義」
を参照してください。

システム KPIインスタンスにはアプリケーションに関するデータが格納され、ビジネスKPI イ
ンスタンスにはビジネスデータおよびプロセスに関するデータが格納されます。MywebMethods
インタフェースでは、Optimize が収集するデータのタイプは、そのデータが格納される KPI イ
ンスタンスの名前で表されます。

各 KPI インスタンスは、格納するデータに対して次の表で説明する特定の機能を実行します。

機能KPIインスタンス

各収集間隔内に収集されたデータポイントの合計を計算します。このタイ
プの KPI インスタンスは、プロセスステップエラーを集計する場合などに
使用します。

[合計]

各収集間隔内に収集されたデータの平均値を計算します。このタイプのKPI
インスタンスは、CPU 使用率を追跡する場合などに使用します。

[平均]

収集間隔内に収集された最終データの値を格納します。このタイプの KPI
インスタンスは、キューのサイズを追跡する場合などに使用します。

[最終値]

値が 1 (オンライン) または 0 (オフライン) のデータについて、各収集間隔
内に収集された最終データの値を格納します。このタイプの KPI インスタ
ンスは、アプリケーションの状態を追跡する場合などに使用します。

[状態]
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機能KPIインスタンス

収集間隔内に収集されたデータの最大値を格納します。[最大]

収集間隔内に収集されたデータの最小値を格納します。[最小]

各収集間隔におけるデータポイントの数をカウントします。このタイプの
KPI インスタンスは、順序付けイベントの数をカウントする場合などに使
用します。

[カウント]

ビジネスプロセス
Optimize for Process は、次の 2 種類のビジネスプロセスの状態情報を分析および表⽰できま
す。

webMethods 実行プロセス (webMethods Process Engine によって実行および追跡されるプ
ロセス)。

外部実行プロセス(webMethodsProcess Engineによって実行および追跡されないプロセス)。
外部実行プロセスについては、Optimize は移行が有効かどうかを判別するためのルールや
データを把握していません。したがって、Optimizeが分岐条件や分割条件に基づいて無効な
ステップ移行を認識することはなく、そのような状態が発生してもエラーの検出やレポート
を行いません。

Software AG Designer を使用して、ビジネスプロセスモデルをデザインできます。Software AG
Designer を使用してビジネスプロセスおよびプロセスステップを設定する方法の詳細について
は、Software AG Designer のオンラインヘルプを参照してください。Optimize で監視するビジ
ネスプロセスの設定および指定の詳細については、『Administering webMethods Optimize』の
「Configuring Business Processes」の章を参照してください。

ルール
Optimize では、定義したルールが評価されます。ルールでは、プロセスやリソースに問題が発
生したり、ユーザの注意が必要であったり、ユーザの関心を引いたりするような重要な条件を指
定します。条件に該当する場合に、ユーザに対してアラートを生成したり、プログラマチックア
クションを実行したりするようにルールを設定できます。プロセスまたはリソースがルールに準
拠する状態に戻ったときにユーザにアラートを送信するようにルールを設定することもできま
す。KPI ルールおよびイベントルールを定義できます。

ルールを定義する際には、ルールを適用するデータタイプ (たとえば、Broker キュー長) を指定
します。デフォルトでは、すべてのプロセスやアプリケーション (たとえば、使用環境内のすべ
てのBroker)上の当該データタイプに対してルールが適用されます。ただし、特定のプロセスや
アプリケーション (たとえば、特定の Broker) の当該データタイプに対してのみルールを適用す
ることもできます。この場合は、特定のプロセスやアプリケーションのみを識別するルールフィ
ルタを作成します。ルールを定義するときに、ルールフィルタをルールに関連付けます。

ルールを定義する際に、ルール違反が発生した場合のアラートの送信先ユーザ、またはルール違
反が発生した場合に実行するその他のアクション (たとえば、SNMP マネージャへの SNMP ア
ラートの送信や Web サービスの呼び出し) も指定します。
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KPI ルール
KPI ルールは、ビジネスデータまたはシステムデータ用に作成された KPI に適用されます。
Optimize では、KPI の初回作成時に指定した収集間隔に従って 1 回以上の間隔にわたり、KPI
ルールに基づいてデータが評価されます。

イベントルールおよびしきい値ルール
イベントルールおよびしきい値ルールがKPIルールと異なるのは、Optimize が KPI 収集間隔を
(1 回の収集間隔で収集されたデータポイントの集約が終わるまで) 待たずに、収集時に (リアル
タイムに)ルールに基づいてデータポイントを評価する点です。イベントルールおよびしきい値
ルールは、一般に、迅速な対応を必要とするデータタイプ (たとえば、アプリケーションが突然
シャットダウンした場合や、CPU使用率が許容される上限を超過した場合)に適用されます。イ
ベントルールの状態は、ユーザが複数の収集間隔にわたってデータを追跡できるように保持され
ますが、しきい値ルールの状態は保持されません。一方、規模が 100 万ドルを超える個々の注
文をキャプチャする場合は、イベントルールよりもしきい値ルールが適しています。

KPI、イベント、およびしきい値ルールの詳細については、101ページの「ルールの定義」を参照
してください。

Optimize ホームページ
Optimize for Process ホームページを使用すると、重要な Optimize for Process ページにすばや
く移動することができます。Optimize for Process ホームページは、My webMethods の次の場
所にあります。[アプリケーション] > [監視] > [ビジネス] > [Optimize for Process]。

Optimize for Processホームページの「どのように操作を行いますか?」という見出しの下には、
ビジネスプロセス、KPI、ルール、問題に関連する、頻繁に使用するページへのリンクが含まれ
ています。これらのリンクは、[表⽰]、[作成]、[管理] という 3 つのアクティビティカテゴリで
編成されています。いずれかのカテゴリのリンクをクリックすると、該当するページが表⽰され
ます。

さらに、ホームページのアクティビティカテゴリには [更なる機能] リンクが含まれています。
[更なる機能]リンクをクリックすると、すべてのOptimize for Process ページのリストにアクセ
スできます。

ページの右上にある [ サーバ] 選択ボックスには使用するサーバが指定されており、現在の選択
内容を変更できます。現在指定されている選択内容がすべての Optimize 監視ページに適用され
ます。

ユーザ
Optimize のユーザには、管理者とビジネスアナリストの 2 つのタイプがあります。ビジネスア
ナリストは、Optimize for Process のコンテキストにのみ存在するユーザタイプである点に注意
してください。
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Administrators
管理者は、次のタスクを実行します。

Optimize のインストール

ユーザアクセスの設定

問題に関するアラートをユーザに送信する際に使用するメールサーバの指定

インタフェースおよび通信の設定の変更

統計間隔および統計信頼性の設定の指定

ビジネスデータおよびシステムデータの定義と、監視するプロセスおよびシステムオブジェ
クトの指定

Data Collector の設定とルールフィルタの作成

収集したデータを評価するためのルールの定義

ログを設定します。

KPI インスタンスとそのデータベースの管理

ビジネスアナリスト
ビジネスアナリストは、Optimize forProcessのコンテキストにのみ存在するユーザタイプです。
ビジネスアナリストは、次のタスクを実行します。

収集したデータを評価するためのルールの定義

ビジネス面やシステム面の問題の調査

分析マッシュアップおよびルールの詳細を表⽰して、問題の原因を調査

アラートに対応して問題を解決

ユーザ、グループ、役割
Optimize 管理者は、My webMethods の [役割]、[グループ]、[ユーザ] ページ ([ナビゲーション]
> [アプリケーション] > [管理] > [ユーザ管理]) を使用して、ユーザ、グループおよび役割を作成
できます。管理者は、LDAPまたはデータレベルセキュリティを使用してMywebMethods 機能
へのアクセス権を付与することもできます。ユーザ、グループおよび役割の詳細については、
『Administering My webMethods Server』を参照してください。データレベルセキュリティの
詳細については、『Administering webMethods Optimize』の「Enabling Data-Level Security」
および「Granting User Access to KPIs」を参照してください。
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この章では、次のビジネスビジュアル化の概念について簡単に説明します。

ビジネスプロセス (Optimize for Process)

キーパフォーマンスインジケータ (KPI)

データ集約

次元

階層

KPI インスタンス

傾向

ルール

イベント (ルール違反)

Optimizeビジネスアクティビティコンポーネントの背後にある概念の詳細については、11ペー
ジの「概念」を参照してください。

ビジネスプロセス
このトピックの内容は、Optimize for Process 固有のものです。ビジネスプロセスは、以下の方
法で実行される、相互に関連する一連のビジネスタスクです。

特定の順序で実行

関連付けられたビジネスルールのセットを使用して実行

複数のシステム、人員およびパートナにより実行

企業内のビジネスプロセスには、新入社員の受け入れ準備、発注書の処理、製品の開発から市場
投入までの業務、迅速かつ正確な請求書の送付、ベンダー主導型在庫管理の実現などがありま
す。

新入社員の受け入れ準備のビジネスプロセスには、新入社員へのオフィススペースの割り当て、
社内 HR (Human Resources : 人事管理) システムへの従業員の登録、給与管理を処理する外部
パートナへの通知、必要なオフィス機器 (コンピュータや電話) の入手などのビジネスタスクが
含まれます。

ビジネスプロセス管理は、ビジネスプロセスを定義、実装、管理、分析および最適化する機能で
あり、以下の間でのインタラクションを含みます。

企業内のシステム (アプリケーションや情報ストア)

企業の人員

外部ビジネスパートナ

ビジネスプロセス管理を配備することにより、必要な人的インタラクションを含め、新入社員の
受け入れ準備作業を自動化できます。たとえば、HR部門は、オンラインフォームに入力して送
信することで、ビジネスプロセスを開始できます。このフォームが受信されると、ビジネスプロ
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セスによって社内HRシステムが開始され、自動的に更新されると共に、給与管理を処理する外
部パートナに通知が送信されます。また、HRによる単一のアクションで、適切な人員と部門に
対して新入社員の情報を通知できるため、これらの人員や部門は新入社員の入社日までにオフィ
ススペースを割り当て、必要なオフィス機器を使用可能にしておくことができます。

通常、自動化されたビジネスプロセスには、プロセスで発生したエラーや例外に対して実行する
必要のあるアクションも含まれます。たとえば、使用可能なオフィススペースがない場合には、
その状況の対処方法を決定するよう施設マネージャに通知できます。

ビジネスプロセス管理を使用して、ビジネスプロセスの各インスタンスを監視および管理できま
す。たとえば、3人の新入社員がいる場合は、各新入社員について完了したビジネスタスクの詳
細を表⽰できます。つまり、3人の新入社員すべてに対してオフィス機器を注文したかどうかま
たは給与管理プロバイダが通知の受信確認を行ったかどうかを判断できます。

1つのビジネスプロセスの複数のインスタンスを同時に実行できます。たとえば、6人の新入社
員がいる場合は、新入社員のセットアッププロセスのインスタンスを 6 つ実行します。

ビジネスプロセスが実行されると、ビジネスプロセスのパフォーマンスの改善を可能にするKPI
が追跡されます。

Optimize で監視するビジネスプロセスの設定の詳細については、『Administering webMethods
Optimize』を参照してください。

KPI
KPIは、組織を正常に運営する上で重要なビジネスアクティビティの測定値です。KPIでは、収
益、受注量、キュー長、サイクル時間などの定量的なビジネスデータおよびシステムデータのメ
トリックスが監視されます。KPI は、以下のような質問への回答に役立ちます。

10,000 ドルを超える注文のうち、このプロセスを完了したものはいくつあるか。

南東地域ではどれだけの収益が上がっているか。

Integration Server に利用可能なメモリ量の合計はどのくらいか。

受注管理プロセスの場合、受信した注文の数、注文金額および注文が正常に処理されたかどうか
を KPI によって監視できます。

ビジネスデータまたはシステムデータを測定するために、KPIでは以下の項目が指定されます。

以下のようなメトリクス

単位 (ドルや分など)

データの集約方法を決定する計算

データ収集間隔

Optimizeでは、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、4時間、8時間のKPIデー
タ収集間隔がサポートされます。

Optimize では、7 種類の計算がサポートされます。

次の表に、計算タイプを⽰します。
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機能計算

各収集間隔内に収集されたデータポイントの合計を計算します。このタイプの
計算は、プロセスステップエラーを集計する場合などに使用します。

[合計]

前の収集間隔内に収集された最終データポイントと現在の収集間隔内に収集さ
れた最終データポイントとの差を計算します。このタイプの計算は、Brokerの
パブリッシュ済みドキュメントカウントを比較する場合などに使用します。

[デルタ]

注:
デルタ計算は推奨されません。このリリースではサポートされていますが、
将来のリリースではサポートされません。

各収集間隔内に収集されたデータの平均値を計算します。このタイプの計算は、
CPU 使用率を追跡する場合などに使用します。

[平均]

収集間隔内に収集された最終データの値を格納します。このタイプの計算は、
キューのサイズを追跡する場合などに使用します。

[最終値]

収集間隔内に収集されたデータの最大値を格納します。[最大]

収集間隔内に収集されたデータの最小値を格納します。[最小]

値が 1 (オンライン) または 0 (オフライン) のデータについて、各収集間隔内に
収集された最終データの値を格納します。このタイプの計算は、アプリケーショ
ンの状態を追跡する場合などに使用します。

[状態]

内在的な KPI は、ビジネスプロセスまたはシステムデータを監視するために Optimize によって
作成されます。たとえば、Instance Count by Process (プロセス別インスタンス数)、Cycle Time
by Process (プロセス別サイクル時間) および Process Error Count (プロセスエラー数) を監視す
るための KPI が作成されます。各エラー条件を監視するための KPI も作成されます。考えられ
るエラー条件は数百あります。たとえば、ステップタイムアウトエラーが発生した場合は、エ
ラーの発生をすべて監視する Step Timeout Error KPI が作成されます。

ビジネス KPI またはシステム KPI を使用して、ユーザはビジネスプロセスまたはシステムデー
タを監視できます。Revenue by Customer (顧客別収益) や Integration Server Total Memory (メ
モリ合計) など、この章で説明する KPI のほとんどがビジネス KPI またはシステム KPI です。

複合 KPI では、2 つの KPI に対して算術演算 (加算、減算、乗算または除算) が実行されます。
たとえば、個々の KPI で製品の運用コストと収益が監視される場合、複合 KPI では、収益 KPI
から運用コスト KPI を引くことで製品の利益を監視できます。両方の個別 KPI では、同じ収集
間隔 (たとえば、1時間など)でデータを測定する必要があります。複合KPI には計算 (合計、平
均、最終値) と単位があります。

データ集約
データ集約は、個々のデータ値を要約されたデータ値にまとめるプロセスです。受注管理プロセ
スで収集された収益金額を測定するために、Total Order Revenue KPIでは、10分間のデータ収
集間隔中に受信された注文の金額が合計されます。分単位での受注サイクル時間を測定するため
に、Order Cycle Time KPIによって、受注処理に要した時間が1時間のデータ収集間隔にわたっ
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て平均されます。利用可能なメモリを測定するために、TotalMemory for Integration Server KPI
によって、Integration Server の利用可能なメモリの最終値が、1 分間の各間隔の終了時に KB
単位で格納されます。

Optimizeでは、合計を計算するKPIのデータは、差異、平均、最終値および状態を計算するKPI
とは異なる方法で集約されます。たとえば、KPI パフォーマンスのグラフには、5、8、7、4 と
いう 4 つの連続するデータポイントが表⽰されます。4 つのデータポイントを 1 つのデータポ
イントに集約する必要が生じるまで、時間範囲を延長します。差異、平均および最終値を計算す
る KPI では、集約されたデータポイントは、4 つのデータポイントの平均である 6 です。合計
を計算するKPI では、集約されたデータポイントは、4つのデータポイントの合計である24で
す(状態を計算する KPI でも、集約されたデータポイントは 4 つのデータポイントの平均です
が、データポイントの値は 0 または 1 になります)。

データ収集間隔中に収集されたすべてのデータの集約に加えて、[KPIサマリ]ページまたは[KPI
インスタンスの詳細]ページに表⽰されるデータの時間範囲が増加すると、Optimizeでは最終的
に複数のデータ収集間隔のデータを集約する必要があります。

データ表⽰間隔 (表⽰されるデータの時間範囲) に応じて、表⽰されるデータ値は、1 つのデー
タ収集間隔または複数のデータ収集間隔を表す場合があります。詳細については、32 ページの
「KPI データ表⽰」を参照してください。

次元
収益やキュー長などのメトリクスの測定だけでは、ビジネスまたはシステムのパフォーマンス分
析に必要な情報がすべて得られないことがあります。たとえば、組織では以下の項目の測定が必
要な場合があります。

総受注収益に加えて地域別および営業担当者別の収益

Broker 別のキュー長

さらに複雑なメトリクスの測定を容易にするために、Optimize では次元という概念を使用しま
す。次元はカテゴリであり、ビジネスデータまたはシステムデータをより小さなコンポーネント
にスライスして分析する方法です。次元は任意であり、ビジネス固有のものであるため、組織は
それぞれ独自の次元を定義する必要があります。一般的な例を次に⽰します。

[顧客]

地域および営業担当者

製品および製造元

Broker Server、Broker

次元の概念を理解するために、収益などのメトリクスをキューブと考えます。次の「KPI と次
元」の図を参照してください。

ここで、キューブを顧客別にスライスして層を形成するとします。結果として生じるスライスに
よって、顧客別の収益を測定できます。

キューブをスライスする別の方法として、地域および営業担当者別にスライスする方法もありま
す。結果として生じるスライスによって、地域別および各地域の営業担当者別の収益を測定でき
ます。
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KPI と次元

KPIでは、ビジネスデータまたはシステムデータを次元にスライスすることで、これらのデータ
を測定できます。上記の例として、Revenue by Customer KPI および Revenue by Region and
Sales Person KPI などがあります。システムデータの場合は、Queue Length by Broker Server
and Broker KPI などがあります。

ビジネスデータまたはシステムデータを地域と営業担当者などの複数の次元にスライスして分析
するには、階層内の次元を並べ替える必要があります。

階層は、次元の順序付きランキングです。階層は、データをより小さなコンポーネントにスライ
スする方法を追加で提供します。たとえば、営業階層は、地域および営業担当者という 2 つの
次元から構成されます。キュー長階層は、Broker Server と Broker の 2 次元から構成されるこ
ともあります。

組織では、独自の次元の階層を定義します。たとえば、ある組織には、製造元がメインカテゴリ
であり、製品名がサブカテゴリである製品階層があります。別の組織には、製品名がメインカテ
ゴリであり、製品製造元がサブカテゴリである製品階層があります。

KPI インスタンス
KPIインスタンスは、ビジネスイベントデータまたはシステムイベントデータの1つのスライス
の測定値です。

次元によってスライスされていない Total Order Revenue KPI には、1 つの KPI インスタンスが
あります。

顧客次元によって収益をスライスする Revenue by Customer KPI には、複数の KPI インスタン
スがあります。各 KPI インスタンスによって、個々の顧客の収益が測定されます。

2 つの次元 (地域および営業担当者) を持つ営業階層で収益をスライスする Revenue by Region
and Sales Person KPI には、複数の KPI インスタンスがあります。各 KPI インスタンスによっ
て、ある地域内の個々の営業担当者の収益が測定されます。

2 つの次元 (Broker Server および Broker) を持つ Broker 階層でキュー長をスライスする Queue
Length by Broker Server and Broker KPI にも、複数の KPI インスタンスがあります。各 KPI イ
ンスタンスによって、Broker Server 上の個々の Broker のキュー長が測定されます。

[KPIインスタンスの詳細]ページには、ユーザが要求した任意の期間内に発生したKPIインスタ
ンスのデータが表⽰されます。デフォルトの期間は、直近の 4 時間です。
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[KPIサマリ]ページには、ユーザが要求した任意の期間内に発生したKPIインスタンスのデータ
が最大 5 つまで表⽰されます。デフォルトの期間は、直近の 4 時間です。

傾向
Optimizeでは、KPIの収集間隔全体にわたって、すべてのKPIインスタンスに対して16種類の
診断 (正常を上回っている、正常を下回っている、連続して上昇傾向にある、連続して下降傾向
にあるなど)が実行されます。この情報を使用することで、パフォーマンスの傾向を監視し、正
常範囲を逸脱しているビジネスプロセスやシステムコンポーネントの改善方法を策定することが
できます。

Optimize によって傾向が診断されると、傾向診断アイコン (たとえば、 ) が [KPI サマリ] ペー
ジと [KPI インスタンスの詳細] ページの KPI インスタンスの一覧に表⽰されます。マウスポイ
ンタを傾向診断アイコンの上に置くと、その傾向の簡単な説明が表⽰されます。

傾向診断アイコンの一覧については、183 ページの「Optimize のアイコン」を参照してくださ
い。

ルール
ルールは、問題が発生したか、あるいは問題が発生する機会が存在するとき、ビジネスプロセス
またはシステムリソースでユーザの注意が必要になる条件を指定します。Optimize では、KPI
ルールおよびイベントルールの 2 種類のルールがサポートされます。

KPIルールでは、1つ以上のKPIデータ収集間隔についてデータが評価されます。たとえば、
Gross Margin Percent Severely Below Normal ルールは、連続する 3 つの Gross Margin KPI
データ収集間隔について、粗利益パーセンテージが平均の Gross Margin KPI 値から 1 シグ
マを引いた値以上でなくてはならないことを指定します。KPIルールでは、次元が考慮され、
準拠の状態が追跡されます。KPI ルールはデータベースに永続化されます。

イベントルールでは、KPI収集間隔の終了時ではなく、収集時にデータが評価されます。KPI
ルールと同様に、イベントルールでは次元が考慮され、準拠の状態が追跡されます。また、
イベントルールはデータベースに永続化されます。一般に、イベントルールでは、即時の対
応が必要な状況でデータが評価されます。たとえば、イベントルールでは、アプリケーショ
ンが不適切に停止したかどうかを追跡できます。

どちらのルールでも、KPI によって提供されるデータが評価されます。

Optimize では、ルールアイコン ( ) を使用して、KPI によって提供されるデータを 1 つ以上の
ルールが評価していることが⽰されます。ルールアイコンをクリックしてルールを選択すると、
その詳細が表⽰されます。

イベント
Optimize では、次のページのユーザ定義ルールに基づいてイベントおよびルール違反を表⽰し
ます。

[KPI サマリ] ページ

[KPI インスタンスの詳細] ページ
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[プロセス分析] ページ

ルール違反
Optimizeでは、ルール違反アイコン ( または )を使用して、KPIによって提供されるデータ
を評価している1つ以上のルールが違反されたことが⽰されます。ルール違反アイコンをクリッ
クしてルール違反を選択すると、該当するルールの詳細が表⽰されます。

KPI データ表⽰
[KPI サマリ]ページまたは [KPI インスタンスの詳細]ページに表⽰されているKPI データの時間
範囲が増加すると、最終的に Optimize では複数のデータ収集間隔のデータが集約されることに
なります。各ページのデータ は、[KPI サマリ] ページと [KPI インスタンスの詳細] ページにあ
る [データ集約] テーブルで⽰されているように Optimize によって集約されます。

注:
差異、平均、最終値および状態を計算する KPI では、データ値が収集間隔全体にわたって集
約されるため、受信したデータ値が類似している場合は、特定のデータ表⽰間隔で各ページ
に表⽰されるデータ値が類似します。一方、合計を計算する KPI の場合、特定の表⽰間隔で
各ページに表⽰されるデータ値は大幅に異なる場合があります。たとえば、各ページの表⽰
間隔 (時間範囲) が 2 か月に設定されているとします。[KPI サマリ] ページでは、データは 12
時間間隔で集約されます。[KPIインスタンスの詳細]ページでは、データは1週間間隔で集約
されます。[KPI インスタンスの詳細] ページのデータ値は、[KPI サマリ] ページのデータ値の
約 14 倍になります。

[KPI サマリ] ページのデータ集約
次の表では、[KPI サマリ] ページの KPI データ集約について説明します。

集約されたデータ値が表示さ
れる間隔

Optimize で KPI のデータが集約
されるデータ収集間隔

データ表示間隔 (時間範囲)

データ収集間隔なし4 時間以下

5 分間隔1 分4 時間超、12 時間以下

15 分間隔1～10 分12 時間超、2 日以下

1 時間間隔1～30 分2 日超、1 週間以下

4 時間間隔1 分～2 時間1 週間超、1 か月以下

12 時間間隔すべて1 か月超、3 か月以下

1 日間隔すべて3 か月超、6 か月以下

1 週間間隔すべて6 か月超
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[KPI インスタンスの詳細] ページのデータ集約
次の表では、データ集約間隔について説明します。

集約されたデータ値が表示さ
れる間隔

Optimize で KPI のデータが集約
されるデータ収集間隔

データ表示間隔 (時間範囲)

データ収集間隔なし12 時間以下

1 時間間隔1～30 分12 時間超、2 日以下

4 時間間隔1 分～2 時間2 日超、2 週間以下

1 日間隔すべて2 週間超、4 週間以下

1 週間間隔すべて4 週間超

KPI 過去平均値
[KPI インスタンスの詳細] ページには、以下の情報が表⽰されます。

実際値。[KPI サマリ] ページに表⽰されるデータと同じです。表⽰の目的でデータ集約が必
要な場合は、さまざまな式を使用して各ページのデータが集約されます。詳細については、
前述の 32 ページの「KPI データ表⽰」を参照してください。

過去平均値。

過去平均値からの実際値の標準偏差。

Optimize では、統計間隔に基づいて、過去平均値が表⽰されます。

統計間隔は、データ収集間隔とデータ表⽰間隔に基づいて次のように決定されます。

過去平均値が表示される統計間隔データ収集間隔実際値のデータ表示間隔

1 時間1～30 分12 時間以下

過去平均値は表⽰されない1～8 時間

1 時間1～30 分12 時間超、2 日以下

過去平均値は表⽰されない1～8 時間

4 時間1 分～2 時間2 日超、2 週間以下

過去平均値は表⽰されない4～8 時間

1 日すべて2 週間超、4 週間以下

過去平均値は表⽰されない1～30 分4 週間超

1 週間1～8 時間
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Optimizeでは、各統計間隔の中央に過去平均値がプロットされます。例1:統計間隔が1時間の
場合、30 分のポイントに過去平均値がプロットされます。例 2: 統計間隔が 1 日の場合、午後
12 時 (正午) のポイントに過去平均値がプロットされます。

Optimize では、過去平均値の追跡について、3 つの操作モードがサポートされます。

平日と週末: 2 つの異なる値。一方は平日の各曜日 (月曜日から金曜日) の過去平均値を結合
したもので、もう一方は週末の各曜日(土曜日と日曜日)の過去平均値を結合したものです。
これがデフォルトです。

各曜日を区別: 7 つの異なる過去平均値。曜日ごとに 1 つです。

毎日同じ: 7 つの曜日すべての過去平均値を結合した 1 つの値。

操作モードの設定
Optimize で計算される過去平均値の数は、操作モードと統計間隔によって決まります。

次の表に、操作モードと統計間隔を⽰します。

1 日、1 週間または

4 週間の

統計間隔

4 時間の

統計間隔

1 時間の

統計間隔

操作モード

21248平日と週末

742168各曜日を区別

1624毎日同じ

KPI 過去平均値の操作モードを設定するには

1. My webMethods で次のように選択します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [環境] > [環境の定義]

[環境の定義] ページが表⽰されます。

2. 操作モードの設定対象の設定済み環境の名前をクリックします。

[環境の編集] ページが表⽰されます。

3. [サーバの設定] タブをクリックします。

4. 設定ツリーで、KPI過去平均値の操作モードを設定するために、Analytic Engineを見つけて
Analytic Engine の名前の下の [Monitor Behavior Settings] をクリックします。

5. [Default Days] 属性を次のように設定します。
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work (平日と週末)

day (各曜日を区別)

all (毎日同じ)

注:
[Default Days] 属性では大文字と小文字が区別されます。上に⽰したとおりに入力してく
ださい。先頭または末尾に空白を入力しないでください。

イベント表⽰
Optimize では、ルール違反を表すイベントフラグが KPI パフォーマンスチャート ([KPI サマリ]
ページおよび [プロセス分析] ページに表⽰されます) に配置され、1 つ以上のイベントが発生し
たことが⽰されます。

次の表では、データ表⽰間隔に基づいて Optimize がイベントをイベントフラグに割り当てる方
法を説明します。

イベントフラグ表示の間隔データ表示間隔 (時間範囲)

5 分間隔2 時間以下

15 分間隔2 時間超、6 時間以下

1 時間間隔6 時間超、24 時間以下

4 時間間隔24 時間超、4 日以下

1 日間隔4 日超、24 日以下

1 週間間隔24 日超

たとえば、データ表⽰間隔が4時間だとすると、1つ以上のイベントが発生した15分間隔ごと
にイベントフラグが表⽰されます。

イベントフラグは、間隔の開始点に表⽰されます。たとえば、データ表⽰間隔が午後4～8時の
4 時間だとします。午後 6 時～6 時 15 分の期間中に、5 つのイベントが発生しました。これら
の5つのイベントについて、1つのイベントフラグが表⽰されます。フラグは、KPIパフォーマ
ンスチャートの午後 6 時のポイントに表⽰されます。

前述の表のデータ表⽰間隔を変更すると、イベントがイベントフラグに再割り当てされます。
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システムコンポーネントおよびビジネスプロセスのパフォーマン
スの監視の概要
このセクションのシステムコンポーネント情報は Optimize for Process および Optimize for
Infrastructure の両方に適用されますが、ビジネスプロセス情報は Optimize for Process 固有の
ものです。

システムコンポーネントは、環境内で監視できる IT (Information Technology: 情報テクノロジ)
インフラストラクチャ機器の任意のアイテムです。アプリケーションは、環境内のシステムコン
ポーネント上で実行される Integration Server などの webMethods プログラムです。

次を表⽰することで、アプリケーションおよびシステムコンポーネントのパフォーマンスをチェッ
クできます。

[問題] ページ上の、規定外となっているすべてのアプリケーションおよびシステムコンポー
ネントの一覧

[分析の概要] ページ上の、アプリケーションや IT 機器に関連付けられているすべての KPI
インスタンスの概要

ビジネスプロセスモデルとは、相互に関連する一連のビジネスタスクを表している実行可能プロ
セスであり、複数のシステム、人、およびパートナにより、特定の順序で実行されます。企業内
のビジネスプロセスには、新入社員の受け入れ、発注書の処理、製品の開発から市場投入までの
業務、迅速かつ正確な請求書の送付、ベンダー主導型在庫管理の実現、UCCNET との品目レジ
ストリの同期などがあります。

ビジネスプロセスモデルから開始された各実行可能プロセスは、プロセスインスタンスとして参
照されます。ビジネスプロセスモデルとインスタンスの詳細については、『webMethods BPM
Process Development Help』と『webMethods Monitor User’s Guide』を参照してください。

My webMethods の [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] ページで Optimize コンポー
ネントを使用すると、実行中のビジネスプロセスに関する次の情報を表⽰できます。

[問題] ページ上のビジネスプロセスの問題の概要

[分析の概要] ページ上のプロセスおよびプロセスステージの全体的な状態

[プロセスインスタンス] ページ上の個々のプロセスインスタンスの詳細

[プロセスインスタンスの詳細] ページ上のプロセスインスタンス内のステップ実行の詳細

システム管理者は、複数の Integration Server や複数の Analytic Engine を監視するように、My
webMethodsの [システムの設定内容]を設定することができます(『AdministeringwebMethods
Optimize』の「Configuring Optimize to Use Multiple Integration Servers and Analytic Engines」
を参照)。My webMethods の [監視] ページの右上にある [サーバ] メニューから、監視する
Integration ServerおよびAnalytic Engineを選択できます。選択されたサーバ上のプロセス、コ
ンポーネントおよびアプリケーションのみが表⽰されます。

注:
デフォルトサーバは [システムの設定内容] ページで設定します。別の My webMethods ペー
ジでサーバを選択すると、別のサーバを選択するまで、そのサーバが選択されたままになり
ます。
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システムコンポーネントおよびビジネスプロセスの問題の表⽰
MywebMethodsの [問題]ページでは、システムコンポーネントおよびビジネスプロセスの問題
をチェックできます。[問題]ページには、システムコンポーネントおよびビジネスプロセスに関
連するルール違反が表⽰されます。しきい値ルール違反には終了日があるため、このページにし
きい値ルール違反は表⽰されません。[問題]ページにしきい値ルール違反を表⽰するには、先に
[高度な検索] の日付範囲を指定する必要があります。

システムコンポーネントおよびビジネスプロセスの問題を表示するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [システム全体] > [問
題] を選択します。

[問題] ページには、規定外のシステムコンポーネントおよびビジネスプロセスが一覧表⽰さ
れます。

次の表では、[問題] ページに表⽰される情報について説明します。

説明列

システムコンポーネントまたはビジネスプロセスが規定外なのか統計
的異常 なのかを⽰します。

[状態]

違反が発生したルールの名前が表⽰されます。このテキストをクリッ
クすると、この問題イベントの [問題の詳細] ページが表⽰されます。

[説明]

[問題の詳細] ページの詳細については、41 ページの「問題の詳細の表
⽰」を参照してください。

このアイテムに重大度ラベルが定義されているかどうかを⽰します。
重大度ラベルが定義されていない場合は、何も表⽰されません。

[重大度]

問題イベントに関係するシステムコンポーネントおよびビジネスプロ
セスの名前が表⽰されます。

[関係先]

システムコンポーネントおよびビジネスプロセスがルールに違反し、
規定外となった日時が表⽰されます。

[日時]

ルールの詳細、KPIインスタンスの詳細、プロセス分析、シックスシグ
マおよび詳細の表⽰の各アイコンが適宜表⽰されます。

[詳細]

2. 問題のリストを Broker などのコンポーネントのグループに絞り込むには、[検索] パネルの
[高度な検索] タブをクリックして、検索条件を指定します。

たとえば、特定のサーバの Broker のみが表⽰されるようにリストを絞り込むには、Broker
コンポーネントのタイプ、ホスト名、そのサーバのポート番号を指定します。

問題タイプ、経過時間、関連する問題、通知先のユーザ、ルールの状態、SLA (ServiceLevel
Agreement : サービスレベル契約)、顧客または重大度によりリストをフィルタ処理する方法
について、以下の表に⽰します。
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設定する値[演算子] リスト[フィールド名]リス
ト

リストから、分、時間または日数単位で経過時間
を選択します。

より大きい/より小さ
い

[経過時間]

問題の [関係先] フィールドに含まれる任意のテ
キストを入力します。

含む[関係先]

この問題の通知先ユーザの名前に含まれる任意の
テキストを入力します。

含む[通知ユーザ]

[規定内] または [規定外]等しい[ルールの状態]

[SLA あり] または [SLA なし]等しい[SLA]

ルールに関連付けられている顧客の識別に使用す
るラベルに含まれる任意のテキストを入力しま
す。

含む[顧客]

ルールの重大度の識別に使用するラベルに含まれ
る任意のテキストを入力します。

含む[重大度]

追加のフィルタ条件セットを指定するには、[行の追加] をクリックします。

3. [詳細]列に1つ以上のアイコンが含まれている場合は、次の表で説明されているアクション
を実行します。

手順[詳細]列に含まれる
アイコン

クリックすると、問題に関連付けられているルールの詳細が表⽰され
ます。

[ルール]、

[SLA ルール]、
ルールの詳細の解釈については、101ページの「ルールの定義」を参照
してください。[ルール違反]、ま

たは

[SLAルール違反]

クリックすると、関連付けられている KPI の KPI インスタンス情報が
表⽰されます。

[KPI の詳細]

KPIインスタンスデータの解釈については、145ページの「KPIに関す
る情報の分析」を参照してください。

クリックすると、ルールに関連付けられている問題のシックスシグマ
パフォーマンス値や、ルール違反のルート原因の特定に役立つ情報が
表⽰されます。このことはOptimize for Processにのみ適用されます。

[シックスシグマ]

シックスシグマによるプロセス改善の詳細については、85 ページの
「プロセスの長期的パフォーマンスの改善」を参照してください。
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手順[詳細]列に含まれる
アイコン

クリックすると、この問題イベントの [問題の詳細] ページが表⽰され
ます。

[詳細の表⽰]

[問題の詳細] ページの詳細については、41 ページの「問題の詳細の表
⽰」を参照してください。

問題の詳細の表⽰
[問題の詳細] ページには、選択した問題イベントに関する詳細情報が表⽰されます。[問題の詳
細]ページは、[問題情報]パネル、[寄与しているイベント]テーブル、[類似した問題]テーブル、
および [KPI インスタンスのサマリ] グラフから構成されています。

問題の詳細を表⽰する別の方法を以下の表に⽰します。

手順問題の詳細の表示
前

[問題] テーブルで、次のいずれかを行います。[問題] ページ

問題イベントの [説明] をクリックします。

[詳細] 列の [詳細の表⽰] をクリックします。

電子メールメッセージの [問題の詳細] ハイパーリンクをクリックします。電子メールアラー
ト

KPI インスタンスの詳細グラフの赤いドットをクリックします。[KPI インスタンス
の詳細] ページ

[問題情報] パネルには、問題についての一般的な情報が含まれています。

[問題情報] パネルの設定可能なフィールドについて、以下の表で説明します。

説明フィールド

問題イベントに関連付けられているルールインスタンスの名前。[説明]

問題イベントに関係するシステムコンポーネントまたはビジネスプロセス
の名前。

[関係先]

問題の重大度。[重大度]

問題イベントが発生した時刻。[日時]
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説明フィールド

このイベントが最初に発生してからの経過時間。[経過時間]

ルールインスタンスの状態。[状態]

[問題] ページに表⽰されるアイコン。(各種アイコン)

寄与しているイベント
[問題の詳細]ページには、寄与しているイベントに関する情報が表⽰され、問題イベントに寄与
している可能性のあるほかの要因を判断するのに役立ちます。[寄与しているイベント]パネルの
情報は、返されたイベントに対するイベントマップや返された特定のデータに基づいて、動的に
生成されます。

注:
実行中のビジネスプロセスがないOptimize for Infrastructure環境では、[寄与しているイベン
ト] パネルは常に空になります。

類似した問題
問題に関連付けられているプロセス、システム変数またはその他のコンポーネントを識別できる
ように、[問題の詳細] ページでは、現在の問題のルールに関連する問題イベントが [類似した問
題] パネルに一覧表⽰されます。

次の図は [類似した問題] パネルの例を⽰しており、図の後の表でこのパネルに表⽰される情報
について説明します。
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[類似した問題] パネルのフィールドについて、以下の表で説明します。

説明列

問題イベントが規定外の場合、 が表⽰され、統計的に異常である場合、
が表⽰されます。

状態列

類似した問題に関連付けられているルールインスタンスの名前。名前をク
リックすると、[問題の詳細] 画面の新しいインスタンスにイベントの詳細
が表⽰されます。

[説明]

ルール違反に関するオプションのユーザ定義特性。重大度は [ルールの追
加/編集/コピー] ページで定義できます。

[重大度]

問題が発生した時刻。[日時]

問題イベントが作成されてから経過した時間。[経過時間]

webMethods Optimize ユーザガイド 10.7 43

3 システムコンポーネントおよびビジネスプロセスのパフォーマンスの監視



説明列

次の 1 つ以上のアイコンが表⽰されます。[詳細]

アイコンをクリックすると、ルールに関連付け
られているプロセスのシックスシグマパフォー

[シックスシグマ]

マンス値や、ルール違反の原因の特定に役立つ
情報が表⽰されます。このことは Optimize for
Process にのみ適用されます。

顧客にサービスレベル契約のルール違反がある
ことを⽰します。クリックすると、関連する違
反の [ルールの詳細] ページが表⽰されます。

[サービスレベル契
約]

クリックすると、違反したルールの詳細が表⽰
されます。

[ルール違反]

クリックすると、ルール違反の KPI 情報が表⽰
されます。

[KPI の詳細]

クリックすると、ルール違反の[問題の詳細]ペー
ジが表⽰されます。

[問題の詳細]

問題イベントの [KPI インスタンスのサマリ] グラフ
[問題の詳細]ページの[KPIインスタンスのサマリ]グラフは、問題イベントのルールに関連付け
られている各 KPI の KPI サマリ (詳細) グラフです。このグラフはイベントの開始時刻を中心と
して表⽰され、可能な場合には複数の KPI が表⽰されます。イベントについては、散布図が表
⽰されます。[KPI インスタンスのサマリ] グラフの詳細な説明については、95 ページの「ルー
ルとルール違反の詳細の表⽰」を参照してください。グラフのデフォルトの時間範囲は、問題の
発生前の 2 時間および発生後の 2 時間です。

[分析の概要] ページの使用
My webMethods の [監視] セクションの [分析の概要] ページでは、次の操作ができます。

ビジネスコンポーネントおよびシステムコンポーネントの状態の表⽰

プロセスステップおよびステップの組み込み項目に関する情報の表⽰

ステージおよびステージの組み込み項目に関する情報の表⽰

さまざまな条件に基づいたコンポーネントの検索

注:
ビジネスプロセスデータは Optimize for Process 固有のものです。

デフォルトでは、[分析の概要] ページに表⽰される情報は、[ビジネス分析ビュー] および [シス
テム分析ビュー]で表⽰されますが、MywebMethodsの [概要の設定]ページ([ナビゲーション]>
[アプリケーション] > [管理] > [分析] > [概要の設定]) を使用してカスタムデータ表⽰を作成する
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こともできます。これらのデータ表⽰は設定と呼ばれます。設定のセットアップの詳細について
は、『Administering webMethods Optimize』を参照してください。

My webMethods の [分析の概要] ページを開くには、次のように移動します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [システム全体] > [分析の概要]

ページの右上にある [概要の設定] フィールドには、現在選択されている設定が表⽰されます。
このフィールドを使用して、存在するデフォルト設定およびカスタム設定から選択することがで
きます。[分析の概要] ページに対して設定が選択されていない場合は、「設定が見つかりませ
ん。」というメッセージが表⽰されます。

[分析の概要] パネルの各コンポーネントの左側にある状態列 ( ) は、現在の状態を⽰していま
す。各コンポーネントの横にある別のアイコンは、そのコンポーネントがKPI、KPIインスタン
ス、次元、プロセス、ステップのいずれであるかを⽰します。ルール違反が発生すると、[詳細]
列に警告アイコンが表⽰され、アイコンをクリックして違反に関する追加情報を表⽰できます。
[詳細] 列にはさまざまなアイコンが表⽰され、プロセスの統計的な測定値、ルールの状態、KPI
の詳細へのリンク、シックスシグマが⽰されます。その他のアイコンでは、傾向、ルール、その
他の関連する問題に関する追加情報を含むページにアクセスできます。各 KPI にドリルダウン
して、[KPI インスタンスの詳細] ページまたは [KPI サマリ] ページを表⽰できます。

[分析の概要] パネルの上部にある 4 つのラジオボタンを使用すると、ページのデータ表⽰をカ
スタマイズできます。この機能によって特定のニーズに従ってデータを表⽰することが容易にな
るため、この機能は大規模で複雑なデータ関係を含むデータモデルで特に有用です。これらのボ
タンと対応する表⽰は次のとおりです。

[完全なツリー]:この表⽰はデフォルトで選択されており、設定のすべてのエレメントが表⽰
されます。ツリーはKPIタイプでグループ化されており、個別のKPIインスタンスは次元で
さらに分割されます。

[次元ツリー]:この表⽰には、次元でグループ化されたKPIインスタンスが表⽰されます。共
通の次元の値を共有する KPI インスタンスを簡単にまとめることができます。

[KPI ツリー]: この表⽰は KPI インスタンス名でグループ化されており、KPI インスタンスの
みが KPI タイプおよび次元フォルダなしで表⽰されます。このビューは、KPI インスタンス
名に次元の値が含まれている場合に特に有用です。KPIまたは次元ノードは表⽰されません。

[表]:この表⽰には、すべてのKPIインスタンスが階層のない表形式で表⽰されます。フォル
ダノードは表⽰されません。[測定値のエクスポート] ボタンを使用して、表に表⽰されてい
るデータを含む .csv ファイル、または指定した時間帯のすべての測定値を含む .csv ファイ
ルをエクスポートできます。詳細については、52 ページの「指定した時間範囲の KPI 測定
値のエクスポート」を参照してください。

選択した表⽰に関係なく、[分析の概要] パネルには設定情報が表⽰されます。

次の表に、[分析の概要] パネルの設定情報を⽰します。

説明列

コンポーネントに関連付けられているインスタンスが、正常に実行されて
いるのか、ルールに違反しているのか、統計的に異常であるのかが表⽰さ
れます。状態アイコンには次のものがあります。

[状態]
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説明列

ルール違反

統計的異常

正常

データがありません

これらの状態アイコンの詳細については、183ページの「Optimizeのアイ
コン」を参照してください。

監視中のすべてのビジネスコンポーネントおよびシステムコンポーネント
が一覧表⽰されます。コンポーネント名をクリックすると、そのコンポー

[コンポーネント]

ネントの [KPI インスタンスの詳細] ページまたは [KPI サマリ] ページが表
⽰されます。各ノードの横にあるアイコンは、そのノードがプロセス、KPI
インスタンス、KPI、次元、ステージ、ステップのいずれであるかを⽰しま
す。

このノードは KPI です。

このノードは KPI インスタンスです。

このノードは KPI の次元です。

このノードはプロセスです。

このノードはプロセス内のステップです。

このノードはステージです。

このノードはステージ内のステップです。

これらのアイコンの詳細については、183ページの「Optimizeのアイコン」
を参照してください。

収集間隔の終わりに KPI インスタンスについて収集された最新の集約デー
タポイントの値および単位が表⽰されます。

[最終測定値]

最終測定値の日時が表⽰されます。[日時]

KPI の詳細アイコン、ルールの状態アイコン、シックスシグマアイコン、
傾向診断アイコンが 1 つ以上表⽰されます。これらのアイコンの詳細につ

[詳細]

いては、50ページの「規定外のコンポーネントの検索」および183ペー
ジの「Optimize のアイコン」を参照してください。

[分析の概要] ページでのコンポーネントの検索
[分析の概要] ページには、さまざまな条件に基づいてレコードを検索できる 4 つの検索タブが
あります。これらの検索タブについては、『WorkingwithMywebMethods』で詳細に説明され
ています。ここでは、[分析の概要] 検索に固有の情報について説明します。
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[分析の概要]ページの検索機能を使用すると、カスタマイズの検索を作成して、プロセスとコン
ポーネントに固有の情報を検索できます。[検索]パネルに検索クエリーを入力する必要がありま
す。検索の結果は、[分析の概要] パネルに表⽰されます。

[分析の概要]ページを最初にアクティブにしたときは、[キーワード]検索タブがアクティブであ
り、[分析の概要]パネルには選択した設定のコンポーネントツリーが表⽰されます。ツリーはデ
フォルトでは縮小されており、フォルダの横にあるプラス記号 ( ) をクリックして分岐を展開
し、特定のコンポーネントを表⽰できます。ツリーのすべての分岐を展開するには、 アイコ
ンをクリックします。

[高度な検索]タブにはフィルタが含まれます。このフィルタを利用すると、監視されていないイ
ンフラストラクチャ KPI を検索し、管理者モードで表⽰および選択を行い、削除することが可
能です。

[分析の概要] ページで特定の条件に基づいてコンポーネントを検索するには

1. My webMethods の [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [システム全体] > [分析
の概要] を選択します。

2. コンポーネントのリストを絞り込むには、[キーワード] タブをクリックしてコンポーネント
名で検索するか、[高度な検索] 検索タブをクリックして次のいずれかで検索します。

検索を最終測定値の一定範囲に絞り込むには、[最終測定値の範囲] ドロップダウンリス
トから範囲を選択するか、カスタム範囲を作成します。

リストをフィルタ処理するには、[フィルタ] 領域で、[フィールド名] リストから 1 つ以
上のフィルタを選択します。プロセス、状態、ルール、ルールの状態、SLA、顧客、重要
度でフィルタ処理できます。フィルタをさらに追加するには、[行の追加] をクリックし
ます。

次の表に、[フィルタ] 領域で使用可能なフィルタを⽰します。

設定する値[演算子] リスト[フィールド名]
リスト

[関連付けなし]。またはリストからプロセス名を選択し
ます。

[次に等しい]/[次
に等しくない]

[プロセス]

[正常 (緑色)]、[統計的異常 (黄色)]、[ルール違反 (赤色)][次に等しい]/[次
に等しくない]

[状態]

[ルールあり] または [ルールなし][次に等しい][ルール]

[規定内] または [規定外][次に等しい][ルールの状態]

[SLA あり] または [SLA なし][次に等しい][SLA]

ルールに関連付けられている顧客の識別に使用するラベ
ルに含まれる任意のテキストを入力します。

含む[顧客]
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設定する値[演算子] リスト[フィールド名]
リスト

ルールの重大度の識別に使用するラベルに含まれる任意
のテキストを入力します。

含む[重大度]

3. [検索] をクリックします。

4. 検索を保存するには、[保存] ボタンをクリックして [検索の保存]ダイアログに検索名を入力
し、[OK] をクリックします。保存した検索は [保存済み] タブで使用できます。

5. 保存した検索を表⽰するには、[保存済み] タブをクリックし、[保存済み検索] フィールドか
ら目的の検索を選択します。[保存済み検索] フィールドは、保存済み検索が使用可能な場合
にのみ表⽰されます。

プロセスの組み込みデータメトリクス
ここでは、[分析の概要]ページでプロセス、ステージおよびステップに対して提供される内在的
なメトリクスについて説明します。これらの KPI インスタンスは組み込みビジネスの表⽰に含
まれており、プロセスと共にカスタム設定に含めることができます。

次の表では、Optimize がプロセスを監視する内在的なメトリクス (1 分間隔で収集) について説
明します。

説明プロセスモニタ

エラー状態のプロセスインスタンスの数。Process Error Count

各エラータイプについて検出されたプロセスエラーの数。正常に完了する
前にタイムアウトしたプロセスを含みます。

Process Error Count
by Error Type

プロセスが正常に完了する前にタイムアウトした回数。Process Timeout
Count

プロセスの開始から終了までに必要な合計時間。処理待機時間とプロセス
実行時間を含みます。この値は平均値です。

Cycle Time by
Process

注:
キャンセル状態または一時停止状態のプロセスインスタンスは、サイク
ル時間の対象になりません。一時停止中のプロセスが再開し、正常に完
了した場合は、サイクル時間の対象になりますが、一時停止していた時
間が差し引かれます。

正常に完了したプロセスインスタンスの数。Process Success
Count

状態に関係なく、収集間隔内に開始されたプロセスインスタンスの合計数。Instance Count by
Process
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説明プロセスモニタ

収集間隔内に停止または一時停止されたプロセスインスタンスの数。Canceled

次の表では、Optimize がプロセスステージを監視する内在的なメトリクス (1 分間隔で収集) に
ついて説明します。

説明プロセスモニタ

収集間隔内に違反したステージの数。違反は、ステージルール違反が発生
すると発生します。

Stage Breached
Count

収集間隔内に正常に完了したステージの数。Stage Completed
Count

収集間隔内に開始したステージの数。Stage Started Count

収集間隔内に完了したステージの平均時間。Stage Processing
Time

次の表では、Optimize がプロセスステップを監視する内在的なメトリクス (1 分間隔で収集) に
ついて説明します。

説明ステップモニタ

ステップの実行に必要な時間。Processing Time by
Step

ステップが正常に完了した回数。Step Successes

プロセスがアクティブな間にステップエラーが発生した回数。エラーには、
重複処理、タイムアウトおよび実行シーケンス異常が含まれます。

Error Count by Step

注:
シーケンス異常エラーは、webMethods BPM プロセスには発生しませ
ん。

各エラータイプについて検出されたステップエラーの数。エラータイプ別
に表⽰されます。

Step Error Count by
Error Type

ステップが正常に完了する前にタイムアウトした回数。Step Timeout

ステップが実行された回数Instance Count by
Step

ステップの実行待機時間(直前のステップの終了から現在のステップの開始
までの時間)。

Wait Time by Step

ステップが複数回実行された回数。Duplicate Step
Processing
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説明ステップモニタ

ステップが異常なシーケンスで実行された回数。ステップ(たとえばステッ
プ 2) が実行されたが、その前にステップ移行が発生していない (ステップ

Step Out of
Sequence Count

1が完了していない)場合、ステップの実行はシーケンス異常としてマーク
されます。

注:
シーケンス異常エラーは、webMethods BPM プロセスには発生しませ
ん。

正常に完了したかエラーが発生したかに関係なく、その間隔内にステップ
が処理された回数。ステップが完了すると、OptimizeはこのStepCountを
次の 1 つ以上と共に更新します。

Step Count

[Step Successes] (ステップが正常に完了した場合)

[Error Count by Step] (ステップにエラーが発生した場合)

[Duplicate Step Processing] (ステップが複数回実行された場合)

[Step Timeout] (ステップが完了する前にタイムアウトした場合)

[Step Out of Sequence Count] (外部プロセスのステップが異常なシーケ
ンスで実行された場合)

次の表では、Optimize が移行を監視する内在的なメトリクス (1 分間隔で収集) について説明し
ます。

説明移行モニタ

プロセスがアクティブな間に移行エラーが発生した合計回数。エラーには
タイムアウトが含まれます。

Error Count by
Transition

規定外のコンポーネントの検索
[分析の概要]ページでは、問題領域をすばやく識別し、ドリルダウンして問題のある特定のコン
ポーネントを見つけることができます。コンポーネントの左にある [状態] 列のアイコン ( ) は
問題のあるコンポーネントを⽰しており、[詳細]列のアイコンを使用してコンポーネントに関す
る詳細情報を表⽰し、特定の問題を識別して解決できます。

ツリー表⽰では、状態アイコンは分岐内の問題を⽰しています。親ノードの状態アイコンには、
KPIインスタンスの子の状態が反映されています。以下の手順で説明するように、ツリーを展開
し、分岐をたどって問題をトレースして、特定の問題を見つける必要があります。

規定外または統計的に異常なコンポーネントを見つけるには

1. My webMethods の [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [システム全体] > [分析
の概要] を選択します。

50 webMethods Optimize ユーザガイド 10.7

3 システムコンポーネントおよびビジネスプロセスのパフォーマンスの監視



2. [概要の設定] ドロップダウンリストで [分析の概要] パネルに表⽰する設定を選択します。

[システム分析ビュー]

[ビジネス分析ビュー]

3. [分析の概要] ウィンドウで、適切なデータ表⽰を選択します。

ヒント:
階層形式になっていないコンポーネントリストを表⽰するには、[表]をクリックします。
表⽰される情報およびアイコンはツリー表⽰の場合と同じですが、階層になったツリー構
造はなくなります。

4. 必要に応じて、検索機能を使用して目的のコンポーネントを検索します。検索の作成の詳細
については、46ページの「[分析の概要]ページでのコンポーネントの検索」を参照してくだ
さい。

5. [状態] 列をチェックして、どのコンポーネントが規定外になっているかを調べます。コン
ポーネントが規定外になっている場合は、[状態] 列に赤色の丸 ( ) が表⽰されます。黄色の
三角形 ( ) は、統計的異常があるコンポーネントを⽰しています。

6. ツリーの分岐が縮小されている場合は、分岐を展開し、問題のある特定のコンポーネントを
検索する必要がある場合があります。規定外になっている、または異常な診断が下されてい
る特定のコンポーネントが見つかるまで、ツリーの分岐を展開 ( をクリック) します。

ヒント:
ツリーのすべてのコンポーネントを展開するには、列見出しの をクリックします。

7. コンポーネントの[詳細]列に1つ以上のアイコンが含まれている場合は、次の表で説明され
ている対応するアクションを実行します。

手順アイコン

マウスポインタをアイコンの上に置くと、そのコンポーネントに対
して実行された統計診断の簡単な説明が表⽰されます。各診断アイ

診断アイコン

コンの詳細な説明については、183ページの「Optimizeのアイコン」
を参照してください。

アイコンにマウスポインタを置くと、ルールタイプ、状態およびルー
ルに関連付けられている顧客 (存在する場合) が表⽰されます。アイ
コンをクリックして、ルールの詳細を表⽰します。

ルールアイコン

違反が発生していないルールを⽰します。

違反が発生しているルールを⽰します。

違反が発生していない SLA ルールを⽰します。

違反が発生している SLA ルールを⽰します。
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手順アイコン

コンポーネントにルールが1つだけ関連付けられている場合は、
アイコンをクリックすると [ルールの詳細] ページが表⽰されま
す。

コンポーネントに複数のルールが関連付けられている場合は、ア
イコンをクリックすると[ルールサマリ]ページが表⽰されます。

ルールの詳細の解釈については、101ページの「ルールの定義」を参
照してください。

アイコンをクリックして、このコンポーネントに対するプロセス改
善情報を表⽰します。シックスシグマによるプロセス改善の詳細に

シックスシグマアイ
コン

ついては、85ページの「プロセスの長期的パフォーマンスの改善」
を参照してください。

このアイコンをクリックすると、KPIのサマリ情報(コンポーネント
に複数の KPI インスタンスがある場合) または KPI インスタンスの

KPIインスタンスア
イコン

詳細情報 (コンポーネントのKPI インスタンスが1つだけの場合)が
表⽰されます。KPIデータの解釈については、145ページの「KPIに
関する情報の分析」を参照してください。

8. [分析の概要] ページでは、KPI を選択し、それらの情報の概要を [KPI サマリ] ページに表⽰
できます。KPI を表⽰するには、目的の各KPI インスタンスの横にある [詳細] 列のチェック
ボックスをクリックし、[KPIサマリの表⽰]ボタンをクリックします。[KPIサマリ]ページが
表⽰され、選択した KPI に関する情報が表⽰されます。

管理者モードを使用した KPI インスタンスの削除
管理者特権を持つユーザの場合、[分析の概要] ページに、管理者モードと呼ばれる異なるバー
ジョンのページを開くアイコンが表⽰されます。このモードでは、ユーザは、特定の KPI イン
スタンスの表⽰および選択を行い、削除することができます。また、MywebMethodsメニュー
から [管理] > [データ管理] > [KPI インスタンスの削除] の順にクリックして[分析の概要] ページ
とリンクしていない独立したページとして管理者モードにアクセスすることもできます。

[分析の概要]の標準的な検索機能は管理者モードでも利用できるため、指定の条件に従ってKPI
インスタンスの検索およびフィルタリングを行うことが可能です。また、管理者モードでは、
[分析の概要] ページと同じ表⽰オプションを利用できます。

KPIインスタンスの削除の詳細については、PDFパブリケーション『AdministeringwebMethods
Optimize』を参照してください。

指定した時間範囲の KPI 測定値のエクスポート
[分析の概要] ページでは、指定した時間範囲の KPI 測定値を検索し、その結果を .csv ファイル
にエクスポートできます。
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指定した時間範囲の KPI 測定値をエクスポートするには

1. My webMethods で [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [システム全体] > [分析
の概要] を選択します。

2. [高度な検索] 検索タブをクリックします。

[高度な検索]検索タブの使用の詳細については、46ページの「[分析の概要]ページでのコン
ポーネントの検索」を参照してください。

3. [最終測定値の範囲] ドロップダウンリストから事前定義済みの値を選択するか、[開始日]、
[終了日]、[時]、[分] フィールドを使用してユーザー定義の期間を指定します。

4. [検索] をクリックします。

指定された [最終測定値の範囲] 内に最終測定値がある KPI インスタンスが検索されます。

5. [分析の概要] ペインで [表] ビューを選択します。

デフォルトでは、指定された[最終測定値の範囲]内に最終測定値を持つKPIインスタンスが
最大で 200 個表⽰されます。表に表⽰される KPI インスタンスの最大数を変更するには、
[検索] ペインの [オプション] タブの [最大結果数] フィールドに 5,000 以下の値を指定し、
[保存] をクリックします。

6. [測定値のエクスポート] をクリックします。

[測定値のエクスポート] ダイアログが開きます。

7. エクスポートオプションを選択します。

次の表にエクスポートオプションを⽰します。

手順目的

[すべての測定値をエクスポートする] チェック
ボックスを選択します。

指定された [最終測定値の範囲] 内のすべての
KPI 測定値をエクスポートする

[ゼロの測定値を含む] チェックボックスを選択
します。

指定された[最終測定値の範囲]内の自動生成さ
れたゼロ値の KPI 測定値を含める

[すべての測定値をエクスポートする] と [ゼロ
の測定値を含む] チェックボックスを選択しま
す。

指定された [最終測定値の範囲] 内のすべての
KPI 測定値をエクスポートする (自動生成され
たゼロ値の KPI 測定値を含む)

[すべての測定値をエクスポートする] と [ゼロ
の測定値を含む] チェックボックスをオフのま
まにします。

[分析の概要]ペインの [表]ビューに一覧表⽰さ
れている KPI 測定値のみをエクスポートする

8. [エクスポート] をクリックします。
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KPI 測定値を含む .csv ファイルが生成されます。

注:
抽出でサポートされる KPI 測定値の最大数は 2,000,000 です。

プロセスインスタンスの全体的な状態のチェック
Optimize for Process では、[プロセスインスタンス]ページに BAMプロセスおよびBPMプロセ
スの現在の状態が表⽰され、プロセスインスタンスをさまざまな条件に基づいて検索できます。
このページに表⽰される情報には、BAM プロセスおよび BPM プロセスに適用されるものもあ
れば、BAM プロセスに固有のものもあります。

[プロセスインスタンス] ページを表⽰するには、My webMethods で次のパスを移動します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [ビジネス] > [プロセスインスタンス]

デフォルトでは、[プロセスインスタンス]ページには、本日更新されたすべてのプロセスインス
タンスに関する情報が表⽰されます。ページをリフレッシュするか検索を実行すると表⽰が更新
されます。

次の表では、[プロセスインスタンス] ページに表⽰される情報について説明します。

説明列

Optimizeでプロセスインスタンスが最後に更新された日時(Optimizeで
最後にデータが受信された日時) が表⽰されます。

[最終更新日時]

プロセスインスタンスが開始した日時が表⽰されます。[開始日時]

プロセスの名前が表⽰されます。[プロセス名]

webMethods 実行プロセスの場合、Software AG Designer によって割り
当てられたプロセスモデルのバージョンが⽰されます。外部実行プロセ
スの場合、「N/A」と表⽰されます。

[バージョン]

[プロセス名] に一覧表⽰された各プロセスのプロセスインスタンス ID
が表⽰されます。

[プロセスインスタンス
ID]

カスタム情報を含むプロセスの場合、webMethodsプロセスが1つだけ
表⽰されるように選択すると、プロセス固有のカスタム列が表⽰されま

<プロセス固有の列>

す。複数のプロセスが表⽰される場合は、カスタム列の内容が [プロセ
スインスタンス ID] 内で連結されます。カスタム列の詳細については、
65 ページの「動的に生成されるカスタム列」を参照してください。

プロセスインスタンスの実行状態が表⽰されます。[状態]

意味値

プロセスが開始しましたが、まだ完了していないス
テップがあります。 の状態は、1つ以上のステップ

[開始]

にランタイムエラーが発生している可能性があるこ
とを⽰します。
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説明列

プロセスがキャンセルされました。[停止]

プロセスが正常に完了しました( )。または、プロセ
スが完了しましたが、1つ以上のステップにエラーが
発生しました ( )。

[完了]

1つ以上のステップにランタイムエラーが発生したた
め、プロセスが停止しました。または、プロセスが

[失敗]

追跡されておらず、情報がありません。この状態は、
外部 (BAM のみ) プロセスには適用されません。

親プロセスが失敗したプロセスインスタンスを制御
します。親プロセスは、失敗したプロセスインスタ

[失敗 (エスカレー
ト済み)]

ンスの通知を受信し、実行を継続します。親プロセ
スが応答を待機しなくなるため、この状態のプロセ
スインスタンスを再サブミットすることはできませ
ん。

プロセスの実行が一時停止されました( )。この状態
は、外部 (BAMのみ)プロセスには適用されません。

[一時停止]

プロセスが一時停止された後、再開されました。こ
の状態は、外部 (BAMのみ)プロセスには適用されま
せん。

[再開]

失敗したプロセスが再サブミットされました。この
状態は、外部 (BAMのみ)プロセスには適用されませ
ん。

[再サブミット]

実行中のプロセスインスタンスが実行時に新しいプ
ロセスモデルのバージョンに更新されたことを⽰し

[改訂済み]

ます。プロセスバージョンが更新されると、実行プ
ロセスインスタンスの状態は、前の状態に関係なく
自動的に [改訂済み] に変更されます。

プロセスインスタンスがアクティブだった時間の長さ。経過時間は、プ
ロセスインスタンスの以下の状態に基づいて計算されます。

[経過時間]

アクティブ:プロセスインスタンスが実行中だった時間の長さ。[経過
時間]は、現在のシステム時刻からプロセスインスタンスの開始時刻
を引くことで計算されます。

非アクティブ:プロセスインスタンスがアクティブだった時間の長さ。
[経過時間] は、プロセスインスタンスが非アクティブになった時刻
からプロセスインスタンスの開始時刻を引くことで計算されます。

タイムアウトまたは停止:プロセスインスタンスがアクティブだった
時間の長さ。[経過時間] は、キャンセルまたはタイムアウトになっ
た時刻からプロセスインスタンスの開始時刻を引くことで計算され
ます。
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説明列

注:
並列に実行される手順では、[経過時間] には重複する実行時間は
含まれません。

プロセスインスタンス内のステップの詳細を表⽰するためのアイコン
と、そのプロセスインスタンスに関連付けられているKPIインスタンス

[詳細]

を表⽰するためのアイコンが表⽰されます。インスタンスの詳細アイコ
ン をクリックすると、[プロセスインスタンスの詳細] ページが表⽰
されます。これらの詳細については、65 ページの「プロセスインスタ
ンスの詳細のチェック」を参照してください。KPI サマリアイコン
をクリックすると、プロセスインスタンスに関連付けられている [KPI
サマリ] ページおよび運用メトリクスが表⽰されます。この機能は、外
部 (BAM のみ) プロセスまたは分析が有効になっている webMethods
(BPM) プロセスのみに使用できます。KPI インスタンスの詳細について
は、145 ページの「KPI に関する情報の分析」を参照してください。

[プロセスインスタンス]ページには、[ビジネスプロセス]ページやMy webMethods のその他の
検索対応ページに表⽰されるのと同じ4つの検索タブ([キーワード]、[高度な検索]、[保存済み]、
[オプション]) があります。これらのタブで、さまざまな条件を使用してプロセスインスタンス
を検索できます。また、表⽰されるプロセスインスタンスの数を制御することもできます。詳細
については、44ページの「[分析の概要]ページの使用」または『WorkingwithMywebMethods』
を参照してください。

再サブミットプロセスの詳細については、60 ページの「ステップからのプロセスの再サブミッ
トおよびオプションのパイプライン情報の編集」を参照してください。

[プロセスインスタンス] ページに最初にアクセスすると、[キーワード] タブがアクティブであ
り、ページには当日開始されたプロセスインスタンスのみが表⽰されます。

プロセスインスタンスの表⽰をリフレッシュするには、[検索] ボタンをクリックします。ま
た、特定の語句を含むインスタンスを表⽰するには、目的の語句を[キーワード]フィールド
に入力し、[検索] ボタンをクリックします。当日に開始されたプロセスインスタンスがない
場合は、結果が何も返されません。以前のプロセスインスタンスを検索するには、[高度な検
索]タブをクリックします。詳細については、57ページの「プロセスインスタンスの検索」
を参照してください。

検索を保存するには、[保存] ボタンをクリックして [検索の保存]ダイアログボックスに検索
名を入力し、[OK] をクリックします。これで [保存済み] タブで検索を使用できるようにな
ります。

保存した検索を表⽰するには、[保存済み] タブをクリックし、[保存済み検索] フィールドか
ら目的の検索を選択します。[保存済み検索] ドロップダウンリストは、使用できる保存済み
検索がある場合にのみ表⽰されます。

デフォルトでは、[プロセスインスタンス] パネルに表⽰されるプロセスインスタンスの最大
数は、[オプション] タブの [最大結果数] フィールドで制御されます。このフィールドのデ
フォルト設定は 200 で、5,000 以下の数字を入力することで設定を変更できます。[最大結
果数] フィールドの設定を無効にするには、[オプション] タブの [最大値なし] チェックボッ
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クスをクリックします。このチェックボックスを選択すると、ページには最大5,000アイテ
ムの使用可能な結果が表⽰されます。

検索結果をエクスポートするには、[プロセスインスタンス] ウィンドウで [表のエクスポー
ト] ボタンをクリックします。

プロセスインスタンスの検索
ほかの時間範囲またはほかの条件のインスタンスを表⽰するには、[高度な検索]検索タブの使用
方法を説明する次の手順を参照してください。

[高度な検索] タブを使用してプロセスインスタンスを検索するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [ビジネス] > [プロセ
スインスタンス] を選択します。

2. [プロセスインスタンス] の [検索] パネルで [高度な検索] タブをクリックします。

3. [プロセス] ドロップダウンリストで、インスタンスを表⽰するプロセスを選択します。

次の表は、[高度な検索] タブを使用して特定の一連のプロセスインスタンスを表⽰する方法
を⽰しています。

手順目的

簡単に定義される期間 ([今月] や [先月] など) の場合は、[日付範囲] ド
ロップダウンリストで定義済みの時間範囲から選択します。

特定日時の範囲内の
プロセスインスタン
スのみを表⽰する

検索に適した定義済みの時間範囲がない場合は、[開始日]、[終了日]お
よび [時間] フィールドに入力します。[開始日] および [終了日] フィー
ルドを指定すると、[日付範囲] ドロップダウンリストが [カスタム] に
なります。時間フィールドの[時間]と[分]はオプションであり、デフォ
ルトは午前 0:00 (深夜) と午後 11:59 です。

オプションで、[フィルタ対象]ドロップダウンリストを使用して、指定
した日時の範囲内に開始したプロセスインスタンスを表⽰するか、指
定した日時の範囲内に最終更新されたプロセスインスタンスを表⽰す
るかを指定します。[フィルタ対象] フィールドのデフォルトは [最終更
新日時] です。

[状態]リストから、検索する状態を選択します。Ctrlキーを押しながら
クリックして、このドロップダウンリストから複数の状態を選択でき

特定の状態にあるプ
ロセスインスタンス
のみを表⽰する ます。たとえば、完了していないすべてのプロセスインスタンス (開

始、失敗、一時停止中) を表⽰できます。

[検索条件] ドロップダウンリストで [すべて一致] または [いずれかに一
致] をクリックして、検索語の論理的な処理方法を指定します。

定義済みの検索語に
対してロジックを指
定する
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4. 検索条件の指定が終了したら、[検索] をクリックします。

プロセスインスタンスおよびプロセスステップの再サブミットに
ついて
再サブミット機能を使用すると、失敗したプロセスインスタンスの修復と再実行や、完了したプ
ロセスインスタンスの再実行を行うことができます。webMethods 実行プロセスのみを再サブ
ミットできることに注意してください。

再サブミット機能で重要となる要素は、再サブミットを行う前に、プロセスインスタンス内でス
テップと関連付けられたパイプラインを編集する機能です。この機能は、失敗の原因となってい
るパイプラインデータを変更する場合に役立ちます。

プロセスインスタンス内のステップを再サブミットすることで、プロセスインスタンスを再サブ
ミットします。再サブミットの手順は、プロセス内のステップの状態により異なります。

プロセスインスタンスの実行が始まる前に、最初に再サブミットのステップを有効にした場
合、[完了] 状態になっているプロセスインスタンスであれば、インスタンス内のどのステッ
プからでも再サブミットできます。

[失敗] 状態のプロセスインスタンスは、失敗したプロセスインスタンスステップから再サブ
ミットできます。失敗したステップは、再サブミットの実行が自動的に有効になります。失
敗時のパイプラインは、Process Engineにより自動的にログに記録され、再サブミット可能
になります。手動での設定は不要です。[失敗 (エスカレート済み)] 状態のプロセスインスタ
ンスは、親プロセスが応答を待機しなくなるため、再サブミットできません。

プロセスインスタンスのサブミットの要件

完了したプロセスまたは失敗したプロセスの再サブミットには、以下の要件が適用されます。

webMethods 実行プロセスのみを再サブミットできる。[プロセスインスタンス] ページの一
番上にある [サーバ] リストで BPM または BPM/BAM サーバ環境を選択する必要がありま
す。

完了したプロセスの場合は、プロセスインスタンスの実行を開始する前に、プロセスインス
タンスを再サブミットするステップが、再サブミットに対して有効になっている必要があ
る。再サブミットの有効化の詳細については、59 ページの「再サブミットのためのステッ
プの有効化と無効化」を参照してください。

インスタンスが開始されたプロセスモデルのログレベルは、これらのステップの入力パイプ
ラインのログを記録するレベルに設定する必要がある。ログレベルは Designer で設定でき
ます。詳細については、webMethods BPMProcess Development Helpを参照してください。
またMy webMethods で調整することもできます。詳細については、PDFパブリケーション
『webMethods Monitor User’s Guide』を参照してください。

プロセスインスタンスと、呼び出される被参照プロセスに対する、再サブミットの特権を
持っている必要がある。詳細については、PDFパブリケーション『AdministeringwebMethods
Optimize』を参照してください。
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Integration Serverを使用可能にする必要がある。再サブミットボタンおよび関連付けられて
いるテーブルチェックボックスは、この場合にのみ表⽰されます。

プロセスインスタンスをクラスタ化されていない環境のリモート Integration Server に再サ
ブミットするための適切な Integration Server ACL 設定がある。適切なACL設定がない場合
は、以下の手順に従います。

1. Integration Server Administrator を使用して ACL を作成します。[セキュリティ] > [ACL]
ページに移動し、新しい ACL を作成して、リモートサーバにアクセスできるユーザグ
ループを指定します。

2. [設定] > [リモートサーバ] > [エイリアスの作成] ページに移動し、前の手順で作成した
ACL を [実行 ACL] リストから選択してリモートサーバエイリアスを作成します。

Integration Server がクラスタ化されている場合、BPM および BAM、または BPM のみの環
境に対して設定された Integration Server に、プロセスインスタンスが再サブミットされま
す。

再サブミットのためのステップの有効化と無効化

プロセスインスタンスの実行が始まる前に、最初に再サブミットのステップを有効にした場合、
[完了]状態になっているプロセスインスタンスであれば、インスタンス内のどのステップからで
も再サブミットできます。現在実行中のプロセスインスタンス、または既に実行を終了したプロ
セスインスタンスはこの設定の影響を受けません。

以下の説明に従ってステップの再サブミットを有効にできます。また、Software AGDesignerで
もステップを有効にすることができます。『Designer』でステップの再サブミットを有効、無効
にする手順の詳細については、『webMethods BPM Process Development Help』を参照してく
ださい。

注:
特定のステップでプロセスインスタンスを再サブミットできるようにする場合は、プロセス
モデルのログレベルを、これらのステップの入力パイプラインをログに記録するレベルに設
定する必要があります。

ステップの再サブミットを有効または無効にするには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [ビジネス] > [ビジネ
スプロセス] に進みます。

2. [ビジネスプロセス] ページで、有効にするステップが含まれているプロセスモデルを検索し
ます。

3. 検索結果で、処理するプロセスモデルを探し、[編集] をクリックします。

4. [プロセスの編集] ページで [ステップ設定] タブをクリックして、以下のいずれかの手順に従
います。

再サブミットを有効にするステップで、対応するチェックボックスをオンにします。
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再サブミット機能を無効にするには、ステップの対応するチェックボックスをオフにし
ます。

注:
ステップの再サブミットを有効にすると、そのステップのパイプラインデータが保存され
ます。再サブミットの有効化を広範囲に行うと (たとえば、全プロセスモデルの全ステッ
プのサブミットを有効にする場合)、パフォーマンスが低下することがあります。

5. [保存] をクリックします。

実行時の再サブミットの動作

[再サブミット]ボタンをクリックした場合の動作は、プロセスインスタンス自体の状態によって
異なります。

[失敗]状態のプロセスインスタンスの場合、インスタンス内の失敗したステップを再サブミット
すると、次のように動作します。

プロセスインスタンスを [再サブミット] としてマークします。

使用可能なパイプラインがあるステップを実行します。

プロセスインスタンスのインスタンスの繰り返しは変更しません。

再サブミットされるステップのステップ繰り返しをインクリメントします。

再サブミットの時点から、プロセスインスタンスの残りを実行します。

[完了]状態のプロセスインスタンスの場合、インスタンス内のステップを再サブミットすると、
次のように動作します。

プロセスインスタンスの完全に新しい繰り返しを作成します。

プロセスインスタンスの繰り返し回数をインクリメントします。

再サブミットの時点から、プロセスインスタンスの残りを実行します。

ステップからのプロセスの再サブミットおよびオプションのパイプライン情報の編集

プロセスインスタンスのステップを再サブミットし、オプションとしてパイプライン情報を
編集するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [ビジネス] > [プロセ
スインスタンス] を選択します。

2. 再サブミットするプロセスインスタンスを検索します。

3. 検索結果で、再サブミットするプロセスインスタンスを探し、 [詳細] をクリックします。

注:
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プロセスインスタンスが複数の場所で失敗した場合、複数のステップを再サブミットし
て、インスタンスを正常に実行する必要があります。このような場合、再サブミットが必
要になっている各ステップで、再サブミットの手順を繰り返します。

4. [プロセスインスタンスの詳細]ページの [ステップサマリ]ウィンドウで、再サブミットする
ステップを探し、 [詳細] をクリックします。

注:
この時点では、追加的な分析のために、ステップパイプラインデータを XML 形式で表⽰
または保存することができます。[パイプラインをファイルに保存] > [開く] をクリックし
てファイルを表⽰するか、[保存] > [OK] をクリックしてファイルを保存します。

5. [プロセスステップの詳細] ページでステップの入力パイプラインを編集するには

a. [ステップ情報] ウィンドウで、[パイプラインの編集] をクリックします。

重要:
パイプラインを更新した後、行った変更は、[プロセスステップの詳細] ページを表⽰
している間だけ有効です。ページを終了した場合、行った変更は保存されません。再
サブミットの前にパイプラインを編集する場合は、編集を行ってから、プロセスステッ
プを即時に再サブミットする必要があります。

注:
ステップの元の繰り返しのパイプラインは変更されません。更新されたパイプライン
は、ステップの新しい繰り返しでログに記録されます。

b. [ステップの編集] ページで、変更する各フィールドについて、以下の操作を行います。

a. 変更するハイパーリンクフィールド値をクリックします。フィールドの値がアクティ
ブなハイパーリンクで表⽰されない場合は、フィールド値を変更できません。

b. フィールドの新しい値を指定します。

c. [OK] をクリックします。

d. 変更するすべてのフィールドを変更した後で、[保存] をクリックします。Monitorが
[プロセスステップの詳細] ページに戻ります。

6. [再サブミット] をクリックします。

再サブミットの使用事例

次の使用事例では、プロセスインスタンスを再サブミットする場合の最も一般的なシナリオを紹
介します。

未処理の例外

再サブミットの最も一般的な使用事例としては、プロセス内のステップが失敗して、そのステッ
プに対して例外ハンドラがなく、未処理の例外として報告された場合が挙げられます。未処理の
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例外が発生した場合、ステップとプロセスインスタンスの両方がモニタで [失敗] としてマーク
され、失敗したステップのパイプラインが失敗の位置に保存されます。

失敗よりも前に実行していたプロセスに、その他の追跡が存在していた場合、論理的な停止位置
にインスタンスが達するまで、プロセスインスタンスは実行を続けます。

次に失敗したインスタンスとステップを探し、パイプラインを編集し、失敗したステップを再サ
ブミットすることができます。プロセスインスタンスは、変更されたパイプライン値を使用し
て、未処理の例外の位置から論理的な結論に至るまで実行を続けます。

処理済みの例外

この場合、プロセスモデルの実装には例外ハンドラが含まれます。たとえば、実行時にステップ
で失敗が発生した場合にエラーハンドラのシーケンスフローに移行する境界エラーイベントをモ
デル化することができます。これは、処理済みの例外と認識されます。

再サブミット機能は、この場合に失敗したステップを再サブミットするために使用できます。た
だし、これは一般的なパターンではありません。例外ハンドラの目的は、ステップで失敗が発生
した場合にプロセスインスタンスの失敗を防止できるように、必要とされる論理的な処理を実行
することです。

言い換えると、例外ハンドラが適切に設計されており、期待どおりに機能している場合、通常
は、プロセスインスタンスを再サブミットする必要はありません。プロセスインスタンス内の失
敗したステップを例外ハンドラで再サブミットする必要がある場合、例外処理のロジックを変更
して、失敗の原因に正しく対応することをお勧めします。

再サブミットを有効にしたステップ

再サブミットは、失敗したステップに限定されていません。たとえば、失敗したプロセスインス
タンスを修復する場合、プロセスフロー内で、実際に失敗したステップよりも前の位置で、正常
に完了したステップを再サブミットすることができます。失敗したステップを正常に完了させる
には、それ以前の正常に完了したステップでパイプラインを編集する必要があります。

この操作は、再サブミットする完了済みのステップが、事前に再サブミットが有効になっていた
場合にのみ実行できます。プロセスインスタンスの実行前に、ステップの再サブミットを有効に
する必要があります。ステップの再サブミットを有効にするには、59 ページの「再サブミット
のためのステップの有効化と無効化」を参照してください。

完了済みプロセスの再サブミット

あまり一般的ではありませんが、正常に完了したプロセスインスタンスの再サブミットもサポー
トされています。プロセスを正常に完了させることができる例外ハンドラステップがプロセスモ
デルに含まれている場合、正常に完了したプロセスにも、失敗したステップが含まれている可能
性があることに注意してください。この場合、失敗したステップでも、再サブミットが有効に
なっているその他のステップでも、該当する任意のステップを再サブミットすることができま
す。プロセスの完全に新しいインスタンスが開始され、再サブミットの位置から実行が開始され
ます。プロセスモデルによっては、プロセスの完了のために、複数のステップを再サブミットす
る必要があります。
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プロセスステージに関する EDA イベント情報の取得
プロセスステージとは、1つ以上のプロセスステップを論理的にグループ化したもので、実行時
間のしきい値などのルールを伴います。通常、ステージはビジネスの観点から重要な役割を担っ
ており、ビジネスプロセスアナリストの注目ポイントになっています。ステージは、Software
AGDesignerの [プロセス開発]パースペクティブを使用してプロセスモデル内に定義できます。
分析のためにプロセスモデルをアップロードすると、webMethods Process Tracker コンポーネ
ントは、プロセスモデルとステージ定義を Process Audit データベースから取得します。

ステージの開始が⽰されているプロセスまたはステップの実行イベントを受信すると、Process
Tracker は指定のステージに対して ProcessStageInstanceChange イベントを生成して、ステー
ジの状態が [実行中] であると報告し、このステージに関連付けられたルールの評価を開始しま
す。Process Trackerは、ルール違反があった場合には別のProcessStageInstanceChangeイベン
トを生成して、現在のステージのステータスとルール違反があった時刻を報告します。Process
Tracker は、プロセスステージが完了した場合には別の ProcessStageInstanceChange イベント
を生成して、ステージのステータスが [完了] になったことを報告します。また、実際にステー
ジが実行されていた時間が含まれる ProcessStageInstanceDuration イベントも生成します。

ステージを含むプロセスインスタンスが完了またはキャンセルされている場合、ProcessTracker
は、すべての実行中のステージインスタンスのステータスを[未完了]に変更し、それらのステー
ジインスタンスに関連付けられているルールを評価します。Process Tracker は、ルール違反が
あった場合には ProcessStageInstanceChange イベントを送信して、ステージインスタンスのス
テータスが [未完了] であることとルール違反があった時刻を報告します。

次の表では、Process Tracker によって生成される EDA イベントタイプを説明します。

説明イベントタイプ

このタイプのイベントは、実行中のプロセスが開始または終了として定義
されたポイントを通過したことが検出されるたびにProcess Trackerによっ

プロセスステージ
インスタンス変更

て生成され、各プロセスステージの状態の変化を報告します。ステージイ
ンスタンスに関連付けられているルールに違反があった場合には、違反時
刻も含まれます。

このタイプのイベントは、ステージの完了を検出するたびにProcessTracker
によって生成されます。このイベントには、イベントに実際のステージの
経過時間が含まれます。

プロセスステージ
インスタンス経過
時間

イベントスキーマ定義、EDA イベントタイプやプロセスを操作する際のその他の情報について
は、『webMethods BPM Process Development Help』を参照してください。

次の表にプロセスステージの内在的な KPI を⽰します。

説明プロセスステージ
KPI

関連づけられたルールに違反したステージの数を数えます。KPI インスタ
ンス名は、Breach Count by Process $Process.ProcessName Stage

Breach Count by
Stage

$Stage.StageName の形式で命名されます。たとえば、Breach Count by
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説明プロセスステージ
KPI

Process PricingProcess Stage ValidatePricing という名前になります。集約
間隔は 1 分です。集約間隔の時間中に違反ステージインスタンスがなかっ
た場合、値 0 が追加されます。

Process Trackerによって生成されるステージインスタンス数を数えます。
KPI インスタンス名は、Instance Count by Process $Process.ProcessName

Instance Count by
Stage

Stage $Stage.StageNameの形式で命名されます。たとえば、Instance Count
by Stage PricingProcess Stage ValidatePricingという名前になります。集約
間隔は 1 分です。

Process Trackerによって生成される完了済みステージインスタンス数を数
えます。KPI インスタンス名は、Complete Count by Process

Complete Count by
Stage

$Process.ProcessName Stage $Stage.StageName の形式で命名されます。
たとえば、Complete Count by Process PricingProcess Stage ValidatePricing
という名前になります。これらの KPI インスタンスには、Process Tracker
によってステージの終了マイルストーンが処理された場合にのみ値が入力
されます。集約間隔は 1 分です。集約間隔の時間中に終了したステージイ
ンスタンスがなかった場合、0 値は追加されません。

Process Trackerによって生成される未完了ステージインスタンス数を数え
ます。KPI インスタンス名は、Incomplete Count by Process

Incomplete Count
by Stage

$Process.ProcessName Stage $Stage.StageName の形式で命名されます。
たとえば、Incomplete Count by Process PricingProcess Stage ValidatePricing
という名前になります。これらの KPI インスタンスには、Process Tracker
によってステージの終了マイルストーンが処理される前にプロセスインス
タンスが完了したときに値が入力されます。集約間隔は 1 分です。集約間
隔の時間中に終了したステージインスタンスがなかった場合、0 値は追加
されません。

Process Trackerによって生成されたステージインスタンスの平均実行時間
を測定します。KPI インスタンス名は、Processing Time by Process

Process Time by
Stage

$Process.ProcessName Stage $Stage.StageName の形式で命名されます。
これらのKPIインスタンスには、Process Trackerによってステージの終了
マイルストーンが処理された場合にのみ値が入力されます。ProcessTracker
には初期ステージの違反検出メカニズムが搭載されています。このメカニ
ズムは、ステージインスタンスの開始時点から実際の経過時間を追跡して
おり、ステージ違反条件として指定された時間を実際の時間が超過した場
合に、状態を「Breached」に設定します。初期ステージの違反検出メカニ
ズムにより「Breached」とマークされたステージインスタンスは、その測
定には含まれなくなります。これは、その時点では実際の実行時間が不明
だからです (終了マイルストーンをまだ受信していないため)。集約間隔は
1 分です。集約間隔の時間中に終了したステージインスタンスがなかった
場合、0 値は追加されません。
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動的に生成されるカスタム列
Optimize では、各プロセスインスタンスに関する以下の標準の情報が、標準の列見出しと共に
表⽰されます。

カスタムフィールドを含むプロセスについては、カスタム列見出しが表⽰され、プロセスに追加
されたカスタム情報がその下に表⽰されます。

複数のプロセスのインスタンスが表⽰される場合は、カスタム見出しが連結されて、標準の [プ
ロセスインスタンス ID] 列に表⽰されることがあります。

プロセスインスタンスの詳細のチェック
特定のプロセスインスタンスの詳細を確認できます。また、[プロセスインスタンス]ページに戻
らなくても、一連のプロセスインスタンスの詳細画面間を移動できます。また、特定のプロセス
インスタンス内のステップの詳細をチェックし、プロセスインスタンスステップのパイプライン
データまたはグローバルデータを編集することもできます。この情報はOptimize for Processに
固有であることに注意してください。
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プロセスインスタンスの詳細のチェック

プロセスインスタンスの詳細をチェックするには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [ビジネス] > [プロセ
スインスタンス] を選択します。

2. 使用するプロセスを検索します。

3. [インスタンスの詳細] アイコン ( ) を、[プロセスインスタンス] ページの [プロセスインス
タンス] パネルの [詳細] 列からクリックします。

Optimize に [プロセスインスタンスの詳細] ページが表⽰されます。このページを使用する
と、プロセスインスタンスに関する最も重要な情報を表⽰できます。次のボタンがありま
す。

[前へ]および[次へ]これらのボタンを使用すると、[プロセスインスタンス]ページに戻ら
ずに検索結果にリストされているプロセスインスタンス間を移動できます。

[リフレッシュ]使用可能な最新のプロセスデータでページを更新します。

[閉じる][プロセスインスタンスの詳細]ページを閉じて[プロセスインスタンス]ページに
戻ります。

[プロセスインスタンスの詳細] ページには、次の表に記載した情報が表⽰されます。

[プロセスインスタンス情報] パネルについて、以下の表で説明します。

説明フィールド

このプロセスインスタンスに関連付けられているビジネスプロセスの
名前が表⽰されます。

[プロセス]

webMethods 実行プロセスの場合、Software AG Designer によって割
り当てられたプロセスモデルのバージョンが⽰されます。外部実行プ
ロセスの場合、「N/A」と表⽰されます。

[モデルバージョン]

このプロセスインスタンスが開始した日時が表⽰されます。[開始日時]

このプロセスインスタンスが最後に更新された日時が表⽰されます。[最終更新日時]

一意のプロセスインスタンス IDが表⽰されます。プロセスインスタン
ス ID が複数の部分 (2 つ以上の異なる注文システムからの注文番号な

[インスタンス ID]

ど) で構成されている場合は、プロセスインスタンス ID の各部分に対
して行が 1 つずつ作成されます。

カスタム情報を含むプロセスの場合、webMethods プロセスが 1 つだ
け表⽰されるように選択すると、プロセス固有のカスタム列が表⽰さ

<プロセス固有の列
>

れます。複数のプロセスが表⽰される場合は、カスタム列の内容が[プ
ロセスインスタンスID]内で連結されます。カスタム列の詳細について

66 webMethods Optimize ユーザガイド 10.7

3 システムコンポーネントおよびビジネスプロセスのパフォーマンスの監視



説明フィールド

は、65 ページの「動的に生成されるカスタム列」を参照してくださ
い。

親プロセスインスタンスの一意の識別子(該当する場合)。他のインスタ
ンスに開始されたインスタンスにのみ提供されます。

[親インスタンスID]

このプロセスインスタンスがサブミットされた回数が表⽰されます。[インスタンスの繰
り返し]

このプロセスインスタンスの実行状態が表⽰されます。詳細について
は、44 ページの「[分析の概要] ページの使用」を参照してください。

[状態]

アクティブなプロセスインスタンス (状態が [開始]、[再開] または [再
サブミット]) の場合は、プロセスインスタンスの現在の実行時間 (現在
のシステム時刻からプロセス開始時刻を引いた値) が表⽰されます。

[経過時間]

非アクティブなプロセスインスタンス (状態が [停止]、[完了]、[失敗]
または [一時停止中]) の場合は、プロセスインスタンスがアクティブで
あった時間(プロセスが非アクティブになった時刻からプロセス開始時
刻を引いた値) が表⽰されます。

タイムアウトしたプロセスインスタンス (状態が [停止] または [完了])
またはキャンセルされたプロセスインスタンス (状態が [停止]) の場合
は、プロセスインスタンスがアクティブであった時間(キャンセルやタ
イムアウトが発生した時刻からプロセス開始時刻を引いた値)が表⽰さ
れます。

注:
並行して実行されるプロセスインスタンスステップの場合、この経
過時間値にはオーバーラップする実行時間は含まれません。

これらのボタンは、プロセスインスタンスの実行時(状態が[完了]では
ない場合) にのみ使用できます。

ボタン:

[更新]プロセスインスタンスが実行中で、新しいバージョンのソー
スプロセスモデルが有効になっている場合に使用できます。これに
より、実行中のインスタンスが更新され、残りのプロセスでは、新
たに有効になったモデルバージョンが使用されます。

[一時停止]/[再開]クリックすると、プロセスインスタンスが一時停
止または再開されます。

[停止]クリックすると、プロセスインスタンスが停止します。

[プロセスステージタイムライン] パネルについて、以下の表で説明します。
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プロセスステージタイムライン情報

[プロセスステージタイムライン] パネルでは、ステージアクティビティと状態が時系列で視覚
的に表現されます。ステージのタイムライン情報を表⽰するには、webMethods Optimize for
Process をインストールする必要があります。

注:
プロセスにステージが含まれていない場合、または webMethods Optimize for Process がイ
ンストールされていない場合、このウィンドウは縮小されて、タイトルバーのみが表⽰され
ます。このウィンドウは展開することができません。

注:
プロセスステージのログ記録はすぐには実行されません。したがって、ステージインスタン
スが変化した後で、[ステージタイムライン] ウィンドウにこのステージの状態が表⽰される
まで、最大5分の遅れが出ることもあります。たとえば、実行した直後にプロセスインスタ
ンスを表⽰すると、初めのうちはステージがまだ開始されていないと表⽰されることがあり
ます。[プロセスステージタイムライン]ウィンドウを更新するには、[プロセスインスタンス
の詳細]ページで[リフレッシュ]ボタンをクリックします。詳細については、『webMethods
BPM Process Development Help』で「Building and Uploading」の章にある「About Process
Generation and Stage Status Display」を参照してください。

デフォルトではすべての状態のステージが表⽰され、ステージ状態の表⽰チェックボックスが
⽰されます。

表⽰されるステージのリストは、ステージの状態チェックボックスをオフにして絞り込むこと
ができます。オフにすると、その状態のステージが表⽰から除外されます。特定の状態のステー
ジを表⽰するには、対応するチェックボックスをオンにします。ステージのリストでは、次の
情報が表⽰されます。

注:
列名をクリックすると、その列の並べ替えのコントロールがアクティブになります。

+[プロセスインスタンス情報] パネルの列について、以下の表で説明します。

説明列

ステージの現在の状態。[完了]、[実行中]、[未完了]、または [未開始]。[状態]

ステージに割り当てられた名前。[名前]

サイクル時間は、ステージの状態に基づいています。[サイクル時間]

[完了]開始から完了までステージの実行にかかった時間。

[実行中]ステージが実行を開始してから経過した時間。
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説明列

[未完了]ステージの実行開始から、完了以外の何らかの理由(たとえば、
ステップの失敗またはプロセスの一時停止など) で実行停止になるまで
の時間。

注:
以下の場合、ステージは未完了の状態になります。

何らかの理由でプロセスが停止したときに、実行中だった場合。
プロセスインスタンスに終了しない分岐がある場合、通常のプロ
セス実行でもこの状態になることがあります。
ステージの終了マイルストーンがサブプロセスの一部であるス
テップの開始または終了として定義されている場合。

[未開始]サイクル時間は表⽰されません。

ステージで違反があった場合にのみ偏差が計算されます。+/- 0の値は偏差
がないことを⽰します。定義した条件に違反したステージには、アラーム
アイコン が表⽰されます。

[偏差]

偏差の時間は、サイクル時間とステージに定義された条件式を比較するこ
とで計算されます。条件に < を指定している場合、サイクル時間が指定さ
れた時間を超過すると、ステージに違反があったことになります。条件に
> を指定している場合、サイクル時間が指定された時間よりも短いと、ス
テージに違反があったことになります。次に例を⽰します。

条件式が「< 2 秒」であり、ステージが 3 秒で完了した場合、偏差は 1
秒になり、ステージに違反があったことになります。

条件式が「> 2 時間」であり、ステージが 1 時間 30 分で完了した場
合、偏差は -30 分になり、ステージに違反があったことになります。

次のように追加的なステージ情報を取得できます。

ステージリストで行の上にカーソルを移動するか、チャート領域でステージの色付きバー
にカーソルを移動すると、次の情報とともに、ステージの名前と説明が表⽰されます。

[状態]: ステージの現在の状態。

[開始マイルストーン]: ステージが開始するプロセス内の位置。

[終了マイルストーン]: ステージが終了するプロセス内の位置。

[SLA の条件]: ステージの条件式で指定された予想実行時間。

[違反時に追跡を停止]: このオプションが選択されているかどうかを⽰します ([はい]
または [いいえ])。

ステージリストで行をクリックすると、次のすべてが実行されます。

ステージの開始マイルストーン とステージの終了マイルストーン が [プロセスダ
イアグラム] ウィンドウに表⽰されます。[プロセスダイアグラム] には、いつでも 1
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つのステージのみが表⽰されきます。別の行をクリックすると、別のステージのマイ
ルストーンが表⽰されます。

ステージに対して [違反時に追跡を停止] チェックボックスをオンにしており、その
ステージで違反が発生した場合、ステージの追跡がすべて停止されて、プロセス内に
残ったすべてのステージが [未完了] としてマークされます。この場合、プロセスダ
イアグラムでは、ステージ内のステップが [完了] と表⽰されている一方で、これら
を含むステージが [未完了] と表⽰されることがあります。これは、予期される動作
です。

[ステップサマリ]リストをフィルタリングして、ステージのサイクル時間内に実行さ
れたステップのみ表⽰します。ステップの実行時間がステージのサイクル時間に含ま
れる場合、ステージの開始/終了マイルストーンのステップとは異なる経路にあるス
テップも含まれます。

[ログに記録されるフィールド]リストをフィルタリングして、フィルタリングされた
[ステップサマリ]リストに表⽰されるステップのログに記録されたフィールドのみ表
⽰します。

[プロセスステージタイムライン]ウィンドウで[選択のクリア]をクリックすると、マ
イルストーンアイコンが非表⽰になり、すべてのプロセスステップが [ステップサマ
リ] ウィンドウに表⽰され、ログに記録されたすべてのフィールドが [ログに記録さ
れるフィールド] ウィンドウに表⽰されます。

チャートに対して時間の単位を設定するには、[時間単位] リストで [年]、[月]、[週]、
[日]、[時]、[分] のいずれかを選択します。

プロセスダイアグラムは、プロセス内のステップの進行を⽰します。プロセスがwebMethods
実行プロセスの場合は、状態アイコンがダイアグラムのステップに表⽰されます。

webMethods 実行プロセスの状態アイコンについて、以下の表で説明します。

説明アイコン

ステップは実行されています。

ステップは完了しました。

ステップは失敗しました。

ステップは待機しています(たとえば、外部ドキュメントを受信するため)。

また [プロセスステージタイムライン] ウィンドウのリスト領域でステージを選択すること
で、個々のステージに対してマイルストーンを表⽰できます。詳細については、前述の「プ
ロセスステージタイムライン」を参照してください。[プロセスダイアグラム] パネルのプロ
セスダイアグラムには、次の右クリックオプションが使用可能です。

[画面に適合]:画面サイズに基づいてダイアグラムのサイズを変更し、中央を変更します。

[移行ラベルの非表⽰]: ダイアグラムのすべての移行線上の説明や式のテキストを非表⽰
にします。
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[移行の説明の表⽰]:ダイアグラムのすべての移行に対してDesignerで作成された該当す
る説明テキストをすべて表⽰します。

[移行式の表⽰]:ダイアグラムのすべての移行に対してDesignerで作成された該当する移
行式を表⽰します。

注:
外部 (BAM のみ) プロセスの状態は「ステップは完了しました」のみです。ここで説明し
たその他の状態は表⽰されません。

[ステップサマリ] パネルには、プロセスインスタンス内のステップの実行に関する情報が表
⽰されます。

注:
[プロセスステージタイムライン] パネルのリスト領域でステージを選択することで、ス
テップのリストをステージ別にフィルタリングすることができます。詳細については、前
述の「プロセスステージタイムライン」を参照してください。[プロセスステージタイムラ
イン] パネルで [選択のクリア] をクリックすると、すべてのプロセスステップが [ステッ
プサマリ] パネルに表⽰されます。

次の表では、 パネルについて説明します。

説明列

ステップは正常に開始しました。<状態アイコン>

ステップは開始しており、エラーがある可能性があ
ります。

ステップは完了し、エラーが発生しました。

ステップの名前が表⽰されます。[ステップ名]

ステップの実行が開始した日時が表⽰されます。[開始日時]

ステップの実行が停止した日時が表⽰されます。[最終更新日時]

webMethods実行プロセスまたはワークフローの場合は、プロセスまた
はワークフローが実行された回数が表⽰されます (再サブミットを含
む)。外部実行プロセスの場合は、この値は常に 1 です。

[インスタンスの繰
り返し]

ステップが実行された回数が表⽰されます。[ステップの繰り返
し]

サブプロセスステップや呼び出しアクティビティステップなどの標準
ループ用に設定できるステップにのみ適用されます。ステップでループ

[ループの繰り返し]

の繰り返しが実行されるのは、そのステップのループ条件が設定され、
その条件が満たされた場合のみです。

注:
ステップは、ループ条件が満たされなくなるまで 2 回以上ループで
きます。ループの繰り返しごとに個別の行が存在します。ステップ

webMethods Optimize ユーザガイド 10.7 71

3 システムコンポーネントおよびビジネスプロセスのパフォーマンスの監視



説明列

の繰り返しがインクリメントされると、ループの繰り返しカウント
がリセットされ、再び 1 から始まります。

ステップの状態が表⽰されます。[状態]

意味値

ステップは開始しています。ステップにランタイム
エラーが発生している可能性があります。

[開始]

ステップがキャンセルされました。この状態は、
BAM のみのプロセスには適用されません。

[停止]

ステップが正常に完了しました。または、ステップ
が完了しましたが、ランタイムエラーが発生しまし
た。

[完了]

ランタイムエラーが発生したため、ステップが停止
しました。または、ステップが追跡されておらず、

[失敗]

情報がありません。この状態は、BAM のみのプロ
セスには適用されません。

イベントが完了する前に、イベントのプロセスモデ
ルのステップに対して指定された時間が経過しまし

[期限切れ]

た。たとえば、結合条件で要求されるドキュメント
が到着する前に、結合条件に対して設定されている
時間が経過しました。

ステップの実行が、指定されている回数よりも多く
試行されました。

[再試行回数を超過]

ステップの結合定義に不備があります。つまり、予
想された一部の移行がまだ達成されていません。

[不十分な結合]

ステップがイベントの発生を待機しています。たと
えば、ステップがドキュメントの到着を待機してい
る可能性があります。

[待機中]

割り込みの境界イベントにより、ステップが中断さ
れています。

[割り込み]

アクティブなステップ (状態が [開始]) の場合は、ステップの現在の実
行時間 (現在のシステム時刻からステップ開始時刻を引いた値) が表⽰
されます。

[経過時間]

非アクティブなステップ (状態が [停止]、[完了] または [失敗]) の場合
は、ステップがアクティブであった時間 (ステップが非アクティブに
なった時刻からステップ開始時刻を引いた値) が表⽰されます。

72 webMethods Optimize ユーザガイド 10.7

3 システムコンポーネントおよびビジネスプロセスのパフォーマンスの監視



説明列

タイムアウトしたステップ (状態が [停止] または [完了]) またはキャン
セルされたステップ (状態が [停止]) の場合は、ステップがアクティブ
であった時間(キャンセルやタイムアウトが発生した時刻からステップ
開始時刻を引いた値) が表⽰されます。

このステップの実行時に実行された webMethods 被参照プロセスまた
は BPMN 呼び出し可能プロセス。

[被参照プロセス]

[KPI の詳細] アイコンおよび [ステップの詳細] アイコンが表⽰されま
す。いずれかのアイコンをクリックして、ステップ実行の詳細を表⽰し
ます。

[詳細]

[コントロールアクション]パネルは、コントロールアクション(一時停止、再開、再サブミッ
トまたは停止) が webMethods 実行プロセスに対して実行された場合のみ表⽰されます。こ
のパネルは BPM プロセスのみに使用できます。

[コントロールアクション] パネルについて、以下の表で説明します。

説明列

コントロールアクションが実行された日時が表⽰されます。[日時]

プロセス インスタンスに対して実行されたアクション (一時停止、再
開、再サブミット、停止のいずれか) が表⽰されます。

[アクション]

コントロールアクションが実行されたプロセス繰り返しが表⽰されま
す。

[インスタンスの繰
り返し]

ステップの名前が表⽰されます (該当する場合)。[ステップ名]

コントロールアクションが実行されたステップ繰り返しが表⽰されま
す。

[ステップの繰り返
し]

プロセス インスタンスが実行されたサーバが表⽰されます。[サーバ ID]

コントロールアクションに関連付けられているユーザが表⽰されます。[ユーザ]

[アクティビティメッセージ] パネルが表⽰されるのは、webMethods 実行プロセスでサービ
スが実行され、ユーザ定義メッセージがログに記録された場合のみです。このパネルはBPM
プロセスのみに使用できます。

[アクティビティメッセージ] パネルについて、以下の表で説明します。

説明列

アクティビティメッセージがログに記録された日時が表⽰されます。[日時]

ステップの名前が表⽰されます。[ステップ名]

メッセージのタイプが表⽰されます。[エントリタイプ]
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説明列

メッセージ。メッセージは情報提供を目的としたものであり、処置は不
要です。

警告。警告の原因となっている状況に対処しなくても、プロセスは正常
に完了します。

エラー。エラーの原因となっている状況が解決されるまで、プロセスは
正常に完了しません。

短いメッセージが表⽰されます。[簡易メッセージ]

完全なメッセージが表⽰されます。[詳細メッセージ]

[ログに記録されるフィールド] パネルが表⽰されるのは、特定の入力、出力およびグローバ
ルデータドキュメントのフィールドに対して、プロセスがランタイム値をログに記録した場
合のみです。カスタムログフィールドの詳細については、『webMethods BPM Process
Development Help』を参照してください。

[ログに記録されるフィールド] パネルについて、以下の表で説明します。

説明列

カスタムフィールドがログに記録された日時が表⽰されます。[日時]

ステップの名前が表⽰されます。[ステップ名]

webMethods 実行プロセスまたはワークフローの場合は、プロセスま
たはワークフローが実行された回数が表⽰されます(再サブミットを含
む)。外部実行プロセスの場合は、この値は常に 1 です。

[インスタンスの繰
り返し]

実行されたステップの繰り返し回数が表⽰されます。[ステップの繰り返
し]

サブプロセスステップや呼び出しアクティビティステップなどの標準
ループ用に設定できるステップにのみ適用されます。ステップでルー

[ループの繰り返し]

プの繰り返しが実行されるのは、そのステップのループ条件が設定さ
れ、その条件が満たされた場合のみです。

注:
ステップは、ループ条件が満たされなくなるまで 2 回以上ループで
きます。ループの繰り返しごとに個別の行が存在します。ステップ
の繰り返しがインクリメントされると、ループの繰り返しカウント
がリセットされ、再び 1 から始まります。

ログに記録されるフィールドがステップ入力パイプラインとステップ
出力パイプラインのどちらからログに記録されるように定義されたか
が表⽰されます。

[入力/出力]

カスタムログフィールドの名前が表⽰されます。[フィールド名]
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説明列

カスタムログフィールドの値が表⽰されます。[フィールド値]

[プロセスエラー] パネルには、プロセスエラーおよびステップエラーに関する情報が時間順
に表⽰されます。一部のフィールドはBAMプロセスまたはBPMプロセスに固有である点に
注意してください。

[プロセスエラー] パネルについて、以下の表で説明します。

説明列

エラーが発生した日時が表⽰されます。[日時]

BPMプロセスの場合、この列は空です。BAMプロセスの場合、該当す
るプロセスインスタンスの標準エラータイプまたはカスタムエラータ

[エラー]

イプにユーザが付けた名前が表⽰されます。エラーの詳細については、
『Administering webMethods Optimize』の「Configuring Business
Processes」の章を参照してください。

BAM プロセスインスタンスでは、エラーメッセージはエラータイプの
カテゴリに基づいて以下の詳細を⽰します。

[エラーメッセージ]

標準エラータイプの場合、エラーメッセージはエラーの原因に関す
る詳細を表⽰します (タイムアウトの場合、期限切れになった時間
が表⽰されます。次元ベースのタイムアウトの場合、次元のインス
タンスが表⽰されます)。

カスタムエラータイプの場合、エラーメッセージはモニタAPIから
受信した実行エラーに含まれるエラーテキストを表⽰します。

システムエラータイプの場合、エラーメッセージは発生した内部シ
ステムエラーに関する詳細なメッセージを表⽰します。スタックト
レースが含まれる場合もあります。このエラーメッセージは、
Analytic Engine のエラーログファイルに記録される同様のエラー
メッセージに対応しています。

このフィールドは、BPM プロセスにのみ適用されます。追加のランタ
イムエラーテキストおよび(該当する場合は)エラーの詳細を含むスタッ
クトレースが表⽰されます。

[メッセージの詳細]

エラー発生時に呼び出された webMethods サービスの名前が表⽰され
ます。この列は、エラーに webMethods サービスが関連付けられてい

[サービス名]

る場合にのみ表⽰されます。このフィールドは、BPM プロセスにのみ
適用されます。

以下の結果としてステップが実行された回数。[ステップの繰り返
し]

このステップのダウンストリームへの移行。これにより、1回のプ
ロセス実行の間にステップが複数回実行されます。

プロセスの再サブミットによるステップの再実行。
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説明列

エラー発生時に実行中だったステップの名前が表⽰され、関連するす
べてのエラーが⽰されます。このフィールドは、プロセスタイムアウ
トなどのプロセスレベルでのエラーの場合は空です。

[ステップ名]

エラーが発生したサーバが表⽰されます。この列は、エラーに特定の
サーバが関連付けられている場合にのみ表⽰されます。このフィール
ドは、BPM プロセスにのみ適用されます。

[サーバ ID]

4. 特定のステップの実行に関する詳細を表⽰する場合は、そのステップの横にある [ステップ
の詳細] アイコン ( ) を [ステップサマリ] パネルからクリックし、76 ページの「プロセス
インスタンスステップの詳細」に進みます。

5. ステップを再サブミットする場合は、58 ページの「プロセスインスタンスおよびプロセス
ステップの再サブミットについて」と 60 ページの「ステップからのプロセスの再サブミッ
トおよびオプションのパイプライン情報の編集」を参照してください。

プロセスインスタンスステップの詳細

プロセスインスタンスステップの詳細をチェックするには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [ビジネス] > [プロセ
スインスタンス] を選択します。

2. 操作するプロセスを検索します。[プロセスインスタンス] ウィンドウに表⽰された検索結果
で、プロセスインスタンスの [詳細] アイコン ( ) をクリックすると、[プロセスインスタン
スの詳細] ページが開きます。

注:
アイコンは、サブプロセスまたは呼び出しアクティビティのループの繰り返しを表す行

には使用できません。使用可能な追加情報がないためです。

3. [ステップサマリ]ウィンドウで、ステップの右側にある[ステップの詳細]アイコン ( )をク
リックします。

ステップに関する追加情報を提供する [プロセスステップの詳細] ページが Optimize によっ
て表⽰されます。

次の表に、[ステップ情報] パネルに表⽰される情報を⽰します。

説明列

ステップの名前が表⽰されます。[ステップ名]

ステップの実行が開始した日時が表⽰されます。[開始日時]
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説明列

ステップが最後に更新された日時が表⽰されます。[最終更新日時]

再サブミットを含め、プロセスインスタンスが実行された回数。外部
実行プロセスの場合は、この値は常に 1 です。

[インスタンスの繰
り返し]

ステップが実行された回数が表⽰されます。[ステップの繰り返
し]

サブプロセスステップや呼び出しアクティビティステップなどの標準
ループ用に設定できるステップにのみ適用されます。ステップでルー

[ループの繰り返し]

プの繰り返しが実行されるのは、そのステップのループ条件が設定さ
れ、その条件が満たされた場合のみです。

注:
ステップは、ループ条件が満たされなくなるまで 2 回以上ループで
きます。ループの繰り返しごとに個別の行が存在します。ステップ
の繰り返しがインクリメントされると、ループの繰り返しカウント
がリセットされ、再び 1 から始まります。

ステップの状態が表⽰されます。このフィールドの値は、この節で前
に説明した [プロセスインスタンスの詳細] ページの [状態] 値と同じで
す。

[状態]

ステップの実行に要した時間(ステップの開始からステップの終了まで)
が表⽰されます。

[経過時間]

webMethods実行プロセスの場合、サーバがIntegration ServerとTask
Engine のどちらであるかが表⽰されます。外部実行プロセスの場合、
この行は [外部] となります。

[サーバタイプ]

webMethods 実行プロセスの場合に、ステップが実行されたサーバが
表⽰されます。この行は、外部実行プロセスの場合は表⽰されません。

[サーバ ID]

webMethods 実行プロセスの場合に、ステップで実行されたサービス
が表⽰されます(ステップがフローステップの場合)。この行は、サービ
ス以外のステップまたは外部実行プロセスの場合は表⽰されません。

[呼び出されたサー
ビス]

webMethods実行プロセスに含まれたタスクステップの場合に、ステッ
プで実行されたタスクが表⽰されます。この行は、タスク以外のステッ
プまたは外部実行プロセスの場合は表⽰されません。

[タスクの詳細]

次の表に、[ステップの履歴] パネルに表⽰される情報を⽰します。

説明列

特定の状態に関して記録された日時が表⽰されます。[日時]

ステップに関してログに記録された各状態が表⽰されます。[状態]
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説明列

ユーザインタラクション用の webMethods Task Engine を含む
webMethods 実行プロセスの場合に、このステップの状態に関連付け

[ユーザ]

られているユーザが表⽰されます。外部実行プロセスの場合、この列
は空です。

ユーザインタラクション用の webMethods Task Engine を含む
webMethods 実行プロセスの場合に、このステップの状態に関連付け

[ロール]

られている役割が表⽰されます。外部実行プロセスの場合、この列は
空です。

次の表に、[コントロールアクション] ウィンドウに表⽰される情報を⽰します。

説明列

コントロールアクションが実行された日時が表⽰されます。[日時]

ステップに対して実行されたコントロールアクション (一時停止、再
開、再サブミット、停止のいずれか) が表⽰されます。

[アクション]

このステップで実行された特定のコントロールアクションに関連付け
られているユーザが表⽰されます。

[ユーザ]

ステップが実行されたサーバが表⽰されます。[サーバ ID]

注:
[コントロールアクション] ウィンドウは、コントロールアクション (一時停止、再開、再
サブミットまたは停止) が webMethods 実行プロセス内のステップに対して実行された場
合のみ表⽰されます。

次の表に、[アクティビティメッセージ] ウィンドウに表⽰される情報を⽰します。

説明列

アクティビティメッセージがログに記録された日時が表⽰されます。[日時]

メッセージのタイプが表⽰されます。[エントリタイプ]

意味値

メッセージは情報提供を目的としたものであり、処置は不
要です。

[メッセージ]

警告の原因となっている状況に対処しなくても、ステップ
は正常に完了します。

[警告]

エラーの原因となっている状況が解決されるまで、ステッ
プは正常に完了しません。

[エラー]

短いメッセージが表⽰されます。[簡易メッセージ]
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説明列

完全なメッセージが表⽰されます。[詳細メッセージ]

注:
[アクティビティメッセージ] ウィンドウが表⽰されるのは、webMethods 実行プロセスス
テップでサービスが実行され、ユーザ定義メッセージがログに記録された場合のみです。

次の表に、[ログに記録されるフィールド] ウィンドウに表⽰される情報を⽰します。

説明列

カスタムフィールドがログに記録された日時が表⽰されます。[日時]

カスタムログフィールドの名前が表⽰されます。[フィールド名]

カスタムログフィールドの値が表⽰されます。[フィールド値]

注:
[ログに記録されるフィールド]ウィンドウが表⽰されるのは、特定の入力、出力およびグ
ローバルデータドキュメントのフィールドに対して、プロセスステップがランタイム値を
ログに記録した場合のみです。カスタムログフィールドの詳細については、『webMethods
Monitor User’s Guide』を参照してください。

[ステップエラー] ウィンドウには、ユーザが定義したステップエラー (標準またはカスタム)
が表⽰されます。

次の表に、[ステップエラー] ウィンドウに表⽰される情報を⽰します。

説明列

エラーが発生した日時が表⽰されます。[日時]

発生したエラーのタイプが表⽰されます。BAM プロセスの場合、該当
するプロセスインスタンスの標準エラータイプまたはカスタムエラー

[エラータイプ]

タイプにユーザが付けた名前が表⽰されます。エラーの詳細について
は、『Administering webMethods Optimize』の「Configuring Business
Processes」の章を参照してください。

BAM プロセスインスタンスでは、エラーメッセージはエラータイプの
カテゴリに基づいて以下の詳細を⽰します。

[エラーメッセージ]

標準エラータイプの場合、エラーメッセージはエラーの原因に関す
る詳細を表⽰します (タイムアウトの場合、期限切れになった時間
が表⽰されます。次元ベースのタイムアウトの場合、次元のインス
タンスが表⽰されます)。

カスタムエラータイプの場合、エラーメッセージはモニタAPIから
受信した実行エラーに含まれるエラーテキストを表⽰します。
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説明列

システムエラータイプの場合、エラーメッセージは発生した内部シ
ステムエラーに関する詳細なメッセージを表⽰します。スタックト
レースが含まれる場合もあります。このエラーメッセージは、
Analytic Engine のエラーログファイルに記録される同様のエラー
メッセージに対応しています。

4. [プロセスステップの詳細] ページで、次の表に⽰されている BPM プロセスのいずれかのア
クションを実行します。

[ステップ情報] パネルでの手順目的

[パイプラインを編集] をクリックします。詳細については、60 ページ
の「ステップからのプロセスの再サブミットおよびオプションのパイ
プライン情報の編集」を参照してください。

このステップのパイ
プラインデータを編
集する

注:
このボタンは、ログに記録された webMethods 実行プロセスが、完
了、失敗または停止の状態のときにのみ使用できます。

[再サブミット] をクリックします。詳細については、60 ページの「ス
テップからのプロセスの再サブミットおよびオプションのパイプライ
ン情報の編集」を参照してください。

このステップを再サ
ブミットする

注:
このボタンは、ログに記録されたプロセスが、完了、失敗または停
止の状態のときにのみ使用できます。

サブプロセス詳細情報について

Software AG Designer Process Developmentパースペクティブでプロセスモデルを作成する場合
は、1つ以上のサブプロセスをモデルに追加できます。さらに、サブプロセスをサブプロセスに
追加したり、必要な数のレベルをネストしたりできます。他のステップと同様に、[ステップサ
マリ]領域にサブプロセスステップの詳細情報を表⽰できます。サブプロセスを標準ループ用に
設定した場合は、ループ情報も使用できます。

注:
サブプロセスステップを webMethods 被参照プロセスステップまたは BPMN 呼び出しアク
ティビティステップと混同しないでください。被参照プロセスおよび BPMN 呼び出し可能プ
ロセスは、[ステップサマリ] 領域の [被参照プロセス] 列にプロセスモデル名が表⽰されてい
る別のプロセスモデルを実行します。

サブプロセス内のステップを表⽰するには、80 ページの「サブプロセス内のステップの表⽰」
を参照してください。

サブプロセス内のステップの表⽰
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通常、各サブプロセスには 1 つ以上のステップが含まれます。サブプロセスを標準ループ用に
設定した場合は、ループ情報も使用できます。

サブプロセス内のステップを表示するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [ビジネス] > [プロセ
スインスタンス] を選択します。

2. 66 ページの「プロセスインスタンスの詳細のチェック」の説明に従って、処理するサブプ
ロセスを含むプロセスインスタンスの詳細情報を表⽰します。

3. [ステップサマリ] 領域で、表⽰するサブプロセスを検索し、サブプロセス名の横にある展開
アイコン をクリックします。サブプロセス内のステップがテーブルに表⽰されます。

サブプロセスがループ用に設定されていない場合は、プロセスのステップごとにテーブ
ルエントリを使用できます。

サブプロセスが標準ループ用に設定されたBPMNサブプロセスの場合は、サブプロセス
の各ループ繰り返しが個別のテーブルエントリとして表⽰されます。サブプロセスの繰
り返しの横にある展開アイコン をクリックすると、そのループの繰り返し中にプロセ
スの各ステップのステップサマリ情報が表⽰されます。

注:
親サブプロセスのステップの繰り返しがインクリメントされると、ループの繰り返し
カウントがリセットされ、再び 1 から始まります。

4. 子サブプロセスが含まれるサブプロセスにも展開アイコンが表⽰されます。表⽰するステッ
プが見つかるまでサブプロセスを展開し続けます。

ヒント:
テーブル内のすべてのサブプロセスインスタンスを展開したり縮小したりするには、[ステッ
プ名] 列のタイトルの横にある展開アイコンをクリックします。

注:
この展開可能/縮小可能表⽰は、廃止されたwebMethodsサブプロセスには使用できません。
この場合、すべてのステップエントリは、テーブルの最上位レベルでのみ使用できます。

サブプロセスおよび呼び出しアクティビティの経過時間について

[ステップサマリ] 領域には [経過時間] 列があり、ステップの実行にかかった時間の長さが表⽰
されます。この値は、以下のようにアクティビティの実行時間を表します。

サブプロセスの場合は、サブプロセス内のステップすべての実行時間

呼び出しアクティビティの場合は、呼び出し可能プロセスの実行時間

したがって、サブプロセスまたは呼び出しアクティビティの経過時間が、サブプロセス内のス
テップすべての経過時間の合計または呼び出し可能プロセスの経過時間と等しくなるのが当然と
思われます。
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ただし、経過時間は、実際には内部オブジェクトの合計よりも長くなることがあります。これ
は、サブプロセスまたは呼び出しアクティビティの経過時間には、通信時間およびネットワーク
の待ち時間により発生した短い転送遅延時間も含まれるためです。

さらに、動的参照プロセスのサービス pub.prt.SubprocessModelの WaitForSubprocess 値が
falseに設定されている場合、親の呼び出しアクティビティステップは、子インスタンスが開始
されるとすぐに終了と表⽰されます。したがって、そのステップ繰り返しの経過時間は、最初は
非常に短くなっています。子インスタンスが完了すると、経過時間の値が子インスタンスの実際
の経過時間に変わります。Monitorによって、ステップの開始レコードから最後のレコードまで
の経過時間が計算されます。

動的参照プロセスの方式を使用して子モデルの複数のインスタンスを開始する場合、経過時間の
値は、すべての子の経過時間の総計ではなく、実行された子インスタンスの最も長い経過時間を
表します。

呼び出しアクティビティステップの表⽰

呼び出しアクティビティステップは、現在のプロセスの外部にある別のプロセスモデルのインス
タンスを開始し、状況に応じて、その被参照プロセスの結果を現在のプロセスのパイプラインに
組み込みます。呼び出しアクティビティを標準ループ用に設定した場合は、ループ情報も使用で
きます。

呼び出しアクティビティの結果を表示するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [ビジネス] > [プロセ
スインスタンス] を選択します。

2. 66 ページの「プロセスインスタンスの詳細のチェック」の説明に従って、処理するサブプ
ロセスを含むプロセスインスタンスの詳細情報を表⽰します。

3. [ステップサマリ] 領域で、詳細を表⽰する呼び出しアクティビティを探します。

呼び出しアクティビティがループ用に設定されていない場合は、テーブルエントリとと
もに、呼び出しアクティビティのステップサマリ情報が表⽰されます。

呼び出しアクティビティが標準ループ用に設定されている場合は、呼び出しアクティビ
ティの各ループの繰り返しが個別のテーブルエントリとして表⽰されます。呼び出しア
クティビティの繰り返しの横にある展開アイコン をクリックすると、そのループの繰
り返し中に各被参照プロセスのステップサマリ情報が表⽰されます。

注:
呼び出しアクティビティのステップの繰り返しがインクリメントされると、ループの
繰り返しカウントがリセットされ、再び 1 から始まります。

4. 次の 2 つの方法のいずれかで、被参照プロセスの詳細を表⽰できます (詳細からは、内部の
ステップサマリ情報を表⽰できる)。

[ステップサマリ] ウィンドウで、[被参照サブプロセス] 列のリンクをクリックします。
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[プロセスダイアグラム] ウィンドウで、被参照プロセスステップ内にある + アイコンを
クリックします。

親プロセスに戻るには、被参照プロセスの [プロセスの詳細] ページで [閉じる] ボタンをク
リックします。

プロセスのメトリクスの表⽰
プロセスダッシュボードを使用して、特定のプロセスのメトリクスを表⽰できます。選択された
プロセスのアクティビティ、アラームおよびサイクル時間に関するデータならびにそのプロセス
ステージに関する同様の情報を表⽰できます。

プロセスのメトリクスの表⽰

プロセスのメトリクスを表示するには

1. webMethods Business Console で、[分析] を選択します。

2. ドロップダウンリストから操作するプロセスを選択します。

プロセスアクティビティ、プロセスアラーム、プロセスサイクル時間、ステージアラーム、
ステージサイクル時間などのプロセスメトリクスが表⽰されます。

注:
webMethods Business Consoleの詳細については、『Working with webMethods Business
Console』を参照してください。ビジネスプロセスダッシュボードの詳細については、
『Working with Business Process Dashboards』を参照してください。
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概要
このセクションの情報はビジネスプロセスに関するものであり、Optimize for Process 固有のも
のです。

[シックスシグマサマリ] ページ (My webMethods の [ナビゲーション] > [アプリケーション] >
[監視] から表⽰) を使用して、不安定な重要プロセスやコンポーネントを見つけ、プロセスに存
在する問題の原因を突き止め、プロセスを最大限に改善するために注目すべきポイントを割り出
します。[シックスシグマサマリ]ページでは、プロセスのパフォーマンスがシックスシグマメト
リクスによって定量化され、一連のグラフに表⽰されます。

ルールを作成する際に、そのルールをシックスシグマメトリクスに組み込むことを指定できま
す。詳細については、104 ページの「ルールの作成」を参照してください。

システム管理者が複数の Integration Server や複数の Analytic Engine を監視するように My
webMethodsの [システムの設定内容]を設定した場合は(『AdministeringwebMethodsOptimize』
の「Configuring Optimize to Use Multiple Integration Servers and Analytic Engines」を参照)、
[シックスシグマ]ページの右上に表⽰される[サーバ]メニューから、監視するIntegration Server
および Analytic Engine を選択できます。選択したサーバのシックスシグマメトリクスのみ表⽰
されます。

注:
デフォルトサーバは[システムの設定内容]ページで設定します。以前に別のMywebMethods
ページでサーバを選択した場合は、別のサーバを選択するまで、そのサーバが選択されたま
まになります。

シックスシグマとは
シックスシグマ法は、ビジネスパフォーマンスを改善するために確立された厳格で規律あるアプ
ローチです。シックスシグマは、プロセスの遂行をほぼ完全なレベルにまで引き上げることを目
指す品質指標です。シックスシグマ品質を達成するには、プロセスから生じる不具合が 100 万
回の機会につき3.4件未満である必要があります。「機会」とは、要求される仕様に適合しない
(仕様を満たさない)可能性のことです。これは、シックスシグマ品質を達成するためには、主要
なプロセスをほぼ完璧に遂行する必要があるということを意味します。

シックスシグマ法の基本概念を以下に⽰します。

意味概念

ビジネスルールを満たしていないこと (ルール違反)。不具合

プロセスが不具合なく測定された回数を全測定回数で割った値を表すシグ
マ値またはパーセンテージ。[シックスシグマサマリ] ページのプロセスシ
グマグラフは、現在および過去のプロセス能力を⽰します。

プロセス能力

プロセスの安定度。安定したプロセスとは、バラツキが最小のプロセスの
ことです。[シックスシグマサマリ] ページのプロセスシグマグラフは、プ

バラツキ

ロセスパフォーマンスの現在および過去のバラツキと傾向を⽰します。こ
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意味概念

のグラフ上でバラツキが少なくシグマ値が高いプロセスは、安定したプロ
セスです。

経営品質に決定的な影響を与える要因。[シックスシグマサマリ] ページの
パレート図は、ビジネスプロセスの成功に不可欠な6つの領域を⽰します。

CTQ (Critical to
Quality)

不具合の大部分 (80%) が少数 (20%) の重要コンポーネントに起因している
という法則。[シックスシグマサマリ] ページのパレート図は、大半のルー

パレートの法則(80
対 20 の法則)

ル違反の原因となっている少数のコンポーネントを⽰すことにより、この
法則を際立たせています。

不具合の根本的な原因。症状ではなく、ルート原因に対処することで、不
具合の再発を防ぐことができます。

ルート原因

[シックスシグマサマリ] ページについて
[シックスシグマサマリ]ページは、[フィルタ]タブ、[ビジネスプロセスシグマ]タブ、[2週間の
ビジネスプロセスシグマ] タブの 3 つのセクションで構成されています。

[フィルタ] タブ
[フィルタ]タブを使用して、[改善]ページに表⽰されるデータを制限すると、指定の日付範囲内
に発生したデータのみが表⽰されるようになります。デフォルトでは、現在から 2 週間前の日
付が開始日、現在の日付が終了日として使用されます。表⽰されるデータの日付範囲を変更する
には、[開始日] および [終了日] のカレンダーアイコンを使用します。

[ビジネスプロセスシグマ] タブ
[ビジネスプロセスシグマ] タブのグラフは、プロセスが達成したシックスシグマ値を 1 日単位
で⽰しています。この値は、ルールに違反しなかった測定値の割合 (ルール違反未発生率) を表
します。

次の表に、シグマ目盛りが表すパーセンテージを⽰します。

ルールに違反しなかった測定値の割合 (%)シグマ

31.00001σ

69.61862σ

93.14893σ

99.37224σ

99.97665σ

99.99966σ
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たとえば、次のプロセスシグマグラフは、12月 5日にすべてのプロセスに関して得られた測定
値のうち、ルールに違反しなかったのは 31% 未満であること、そのシグマ値が 0.79 であるこ
とを⽰しています。

[ビジネスプロセスシグマ] グラフ

[2 週間のビジネスプロセスシグマ] タブ
[ビジネスプロセスシグマ]タブの下にある[2週間のビジネスプロセスシグマ]タブには、ルール
違反に寄与したさまざまなアイテムの重要度を⽰すパレート図が表⽰されます。各パレート図で
は、ルール違反の要因がグループ化され、寄与率の高いものが左に、低いものが右に表⽰されま
す。

Optimize には、違反に寄与した要因の各グループのパレート図が表⽰されます。

次の表に、違反に寄与した要因のグループを⽰します。

意味グループ

違反が最も多かったビジネスプロセスを⽰します。ビジネスプロセス

違反が最も多かったルールを⽰します。ルール

最も多くの違反に関わったインフラストラクチャを⽰します。インフラストラク
チャ

最も多くの違反に関わった KPI を⽰します。KPI

違反が最も多く発生した曜日を⽰します。曜日

違反が最も多く発生した時刻を⽰します。時刻

パレート図の表⽰規則は次のとおりです。

規定外の回数:グラフのグレーの縦棒は、ビジネスプロセス、ルール、KPI、インフラストラ
クチャコンポーネント、曜日または時刻を表します。各グラフの左側の縦軸目盛りは、その
グループ内のアイテムがルールに違反した (規定外となった) 回数を⽰します。

ルール違反寄与率: グラフのオレンジ色の線は、各アイテムのルール違反寄与率を累積パー
センテージで表します。たとえば、[ビジネスプロセス] 図では、仮に最初のプロセスがルー
ル違反の 65% の原因であった場合、オレンジ色の線は最初の縦棒の上で 65% を⽰します。
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2番目のプロセスがルール違反の25%の原因であった場合、オレンジ色の線は、2番目の縦
棒の上で 90% (65% + 25%) を⽰します。

[改善] ページのパレート図は、ルール違反に寄与した各コンポーネントの重要度を⽰していま
す。ルール違反の要因がグループ化され、寄与率の高いものが左に、低いものが右に表⽰されま
す。このパレート図を使用すれば、ビジネスプロセスの改善状況を長期的に評価し、ビジネスプ
ロセスの品質向上を継続していくことができます。

グラフの縦棒や線にカーソルを合わせると、詳細が表⽰されます。データがない場合は、灰色の
グラフが「データがありません」というテキストと共に表⽰されます。

[2 週間のビジネスプロセスシグマ] は、過去 2 週間における問題の発生率を⽰します。

次の表は、問題の発生率がシグマ値にどのように対応するかを⽰しています。

シグマ問題の発生率

61,000,000 回の評価の中で 1 回のルール違反

5100,000 回の評価の中で 1 回のルール違反

410,000 回の評価の中で 1 回のルール違反

31,000 回の評価の中で 1 回のルール違反

2100 回の評価の中で 1 回のルール違反

110 回の評価の中で 1 回のルール違反

プロセスのシックスシグマ情報の表⽰

プロセスのシックスシグマ情報を表示するには

1. 単一プロセスまたは監視中のすべてのプロセスのルール違反に関するシックスシグマ情報を
表⽰します。

次の表は、単一プロセスまたは監視中のすべてのプロセスのルール違反に関するシックスシ
グマ情報を表⽰するために実行する必要があるアクションを⽰しています。

手順表示するシックス
シグマ情報

[問題]ページのルールの横にあるシックスシグマアイコン( )をクリッ
クします。

単一プロセスの
ルール違反

My webMethods で次のように選択します。監視中のすべての
プロセス

[ナビゲーション]>[アプリケーション]>[監視]>[システム全体]>[シッ
クスシグマサマリ]
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手順表示するシックス
シグマ情報

詳細については、87 ページの「[シックスシグマサマリ] ページについ
て」を参照してください。

2. ビジネスプロセスまたはステップの詳細を表⽰するには、以下の手順に従います。

a. My webMethods で次のように選択します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] > [システム全体] > [分析の概要]

b. [状態] 列を確認することにより、ルール違反または統計的異常になっているプロセス、
サブプロセスまたはメトリクスを探します。

c. プロセス、サブプロセスまたはメトリクスのKPIインスタンス情報を表⽰するには、[詳
細] 列にある KPI サマリアイコン ( ) をクリックします。

3. [ビジネスプロセスシグマ] グラフにシグマ情報を表⽰するには、以下の手順に従います。

a. [フィルタ] タブで、シグマ情報のレポート期間を選択し、[実行] ボタンをクリックしま
す。

b. グラフ上でシグマ値が日付と交差するポイントにマウスポインタを置くと、正確なルー
ル違反未発生率 (パーセンテージ) とシグマ値が表⽰されます。シグマ値が適切なレベル
にあるかどうかや、上昇、下降、フラットのどの傾向にあるかに注意してください。

シグマが下降傾向にある場合は、[ビジネスプロセスシグマ] タブのパレート図を参照し
て、どのグループが最大のネックになっているかを判断します。

4. パレート図に情報を表⽰するには、以下の手順に従います。

a. グラフの緑色の縦棒にマウスポインタを置いて、その縦棒がどのビジネスプロセス、ルー
ル、KPI、機器、ITインフラストラクチャコンポーネント、曜日または時刻を表している
のかを確認します。

b. この章と、37ページの「システムコンポーネントおよびビジネスプロセスのパフォーマ
ンスの監視」、および 91 ページの「ルールに関する情報の表⽰」の説明を参照して、
ルール違反に寄与している各アイテムの詳細を確認し、将来のパフォーマンス改善に向
けて必要な対策を講じます。
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Optimize では、収集されたデータが、定義したルールに基づいて評価されます。ルールには、
プロセスやリソースに問題が発生してユーザまたはプログラムによる注意が必要となるような状
態を定義します。

ルールを作成すると、Optimize では または アイコンがアイテムの横に表⽰されます。ア
イテムが規定外になると、Optimize では または アイコンが表⽰され、ルールに違反した
ことが⽰されます。ルールが無効になっている場合は、Optimize では または アイコンが
表⽰されます。これらのアイコンは、いくつかの Optimize ページに表⽰されます。

これらのアイコンをクリックして、ルールの作成に使用された式、違反が発生した日時、ルール
およびルールに関連付けられているKPIインスタンス、ルール違反を通知するユーザなど、ルー
ルに関するリアルタイムの詳細と過去の詳細を表⽰できます。[ルール監査]ページを使用して、
規定外のルールを解決したユーザやルールが有効化または無効化された日時に関する詳細情報な
ど、ルールに関する監査情報を表⽰できます。

システム管理者が複数の Integration Server や複数の Analytic Engine を監視するように My
webMethodsの [システムの設定内容]を設定した場合は(『AdministeringwebMethodsOptimize』
の「Configuring Optimize to Use Multiple Integration Servers and Analytic Engines」を参照)、
これらのページの右上に表⽰される [サーバ] メニューから、監視する Integration Server および
Analytic Engine を選択できます。選択したサーバのルール情報のみ表⽰されます。

注:
デフォルトサーバは[システムの設定内容]ページで設定します。MywebMethodsユーザごと
に、ユーザが My webMethods ページで最後に作業したサーバが、別のサーバを選択するま
で、そのユーザに対して選択されたサーバのままになります。

ルールリストの表⽰
[ルールリスト]ページには、システムに対して定義されているすべてのルールの一覧が表⽰され
ます。

ルールリストを表示するには、以下の手順に従います。

1. My webMethods で次のパスを移動します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [分析] > [ルール] > [ルールリスト]

Optimize の [ルールリスト] ページに、システムに対して定義されているすべてのルールの
名前が表⽰されます。このページには次のボタンが表⽰され、ルールに関する設定を行えま
す。

[ルールの作成]: [ルールの作成] ページが表⽰され、新しいルールを作成できます。ルー
ルの作成の詳細については、104 ページの「ルールの作成」を参照してください。

[削除]: 選択されたルールをシステムから削除します。

[有効]: 選択されたルールをシステムで有効にします。

[無効]: 選択されたルールをシステムで無効にします。

次の表に、[ルールリスト] ページに表⽰される情報を⽰します。
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説明列

ルールに対して指定された名前。名前をクリックすると、このルールの
[ルールの編集] ページが表⽰されます。

[ルール名]

ルールのタイプ([KPI]または[イベント])。詳細については、102ページ
の「ルールのタイプ」を参照してください。

[タイプ]

[はい] = ルールには「粘着性」があります (手動で解決されるまで、違
反した状態が続きます)。

[粘着性]

[いいえ] = ルールには粘着性がありません。

ルールに対して指定された重大度レベル。詳細については、106ページ
の「ルール属性の設定」を参照してください。

[重大度]

ルールの現在の状態。[状態]

[ルール違反] (および、指定されている場合に [顧客名])

[ルール - 違反なし] (および、指定されている場合に [顧客名])

[SLA - 違反なし] (および、指定されている場合に [顧客名])

[SLA ルール違反] (および、指定されている場合に [顧客名])

[ルール無効]

[SLA ルールが無効]

ルールの定義が有効かどうか。[有効]

[有効] (クリックすると、このルールが無効になります)

[無効] (クリックすると、このルールが有効になります)

クリックして、次のいずれかのアクションを実行します。[アクション]

[ルールインスタンスの表⽰]。[ルールインスタンス]ページを開きま
す。詳細については、94 ページの「ルールインスタンスの表⽰」を参
照してください。

[ルール違反の生成]。対応するルールのルール用履歴データの再処理
を開始し、過去のルール違反を生成します。詳細については、133ペー
ジの「[ルールリスト] ページからのルールの管理」を参照してくださ
い。

[ルールのコピー]。ルールのコピーを作成して、新規ルールの作成時
に時間を節約します。

[ルールの編集]アイコン。[ルールの編集]ページでルールを開きます。
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2. ルール名のキーワードを検索してルールリストを絞り込むか、[検索] パネルの [高度な検索]
タブをクリックして、さらに検索条件を利用します。

結果リストをアクション、ユーザアラート、SLA、式、顧客、ルールタイプまたは状態で絞
り込むには、[検索] パネルの [高度な検索] タブの [フィルタ] 領域でオプションの 1 つ以上
を選択します。

次の表に、[検索] パネルの [高度な検索] タブの [フィルタ] 領域内のオプションについて説明
します。

値演算子フィールド名

[SNMP アクション]、[イベントアクション] または
[Web サービスアクション]

等しい[アクション]

ドロップダウンリストから、リストするルールにつ
いてアラートを受信するユーザを選択します。

含む[ユーザアラート]

[いいえ] または [はい]等しい[SLA]

ルール式に含まれる値を入力します。含む[式]

ルールに関する顧客の入力内容に含まれる値を入力
します。

含む[顧客]

[イベント]、[KPI]、または [しきい値]等しい[ルールタイプ]

[規定内] または [規定外]等しい[状態]

検索条件は [OR] または [AND] として指定することもできます。

ルールインスタンスの表⽰

ルールインスタンスを表示するには

1. [ルールリスト] ページで、 [ルールインスタンスの表⽰] をクリックします。

[ルールインスタンス] ページが表⽰されます。基本ルールの名前が [ルールインスタンス]
ページの一番上に表⽰され、[ルールインスタンス] テーブルに、ルールのすべてのインスタ
ンスに関する情報が表⽰されます。

次の表では、[ルールインスタンス] テーブルに表⽰される情報について説明します。

説明列

ルールインスタンスの名前。名前をクリックすると、このルールインス
タンスの [ルールの詳細] ページが表⽰されます。

[インスタンス名]

ルールの現在の状態。[状態]
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説明列

[ルール違反]

[ルール - 違反なし]

[ルール無効]

[SLA - 違反なし]、または

[SLA ルール違反]

ルールインスタンスが有効かどうか。[有効]

[有効] (クリックすると、このルールインスタンスが無効になります)

[無効] (クリックすると、このルールインスタンスが有効になります)

すべて有効にするには をクリックし、すべて無効にするには を
クリックします。

[ルールインスタンスの詳細] をクリックすると、このルールインス
タンスの [ルールの詳細] ページが表⽰されます。

[詳細]

ルールとルール違反の詳細の表⽰
[ルールの詳細]ページを使用して、違反したルールのルールインスタンスに関する情報を表⽰し
ます。該当する場合は、このページからルールを編集することもできます。

ルール違反の詳細を表示するには

1. 次のいずれかの方法で [ルールの詳細] ページを表⽰します。

、 、 、 のアイコンが表⽰されるページで、アイテムの横にあるいずれかのアイ
コンをクリックします。

アイテムに複数のルールが関連付けられている場合は、Optimize でアイテムに関連付け
られたルールが [ルールサマリ] ページに一覧表⽰されます。目的のルールをクリックし
て、[ルールの詳細] ページを表⽰します。

[ルールインスタンス]ページ ([ルールリスト]ページまたは [ルールの編集]ページからア
クセス可能) でルール名をクリックします。

2. [ルールの詳細] ページの情報を使用して、違反したルールを分析します。

次の表では、[ルールの詳細] ページに表⽰される情報について説明します。
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説明パネル

このルールの名前、説明、重大度と状態 (ルール違反が発生したかどう
か)、および、その状態になった日時が表⽰されます。

[ルール情報]

また、[ルールの編集]アイコンが表⽰され、ユーザはルールを編集でき
ます。[解消]ボタンも表⽰され、粘着性ルールを使用してルールの状態
を違反から規定内に変更することができます。

ルールに関する以下の情報が表⽰されます。[属性]

[ルールタイプ] (ルールが KPI ルール、イベントルール、しきい値
ルールのいずれであるかを⽰す)。

[有効] (この時点でルールが有効かどうかを⽰す)。

[粘着性] (ルールに粘着性があるかどうかを⽰す。ルール違反を引き
起こしたデータが規定内に戻った場合でも、ルールの問題を手動で
解消するか、ルールの粘着性の設定を編集しない限り、違反のまま
残る)。

[シックスシグマに寄与する] (ルールがシックスシグマレポートの対
象となる)。シックスシグマレポートの詳細については、85 ページ
の「プロセスの長期的パフォーマンスの改善」を参照してくださ
い。

[SLA] (このルールにサービスレベル契約が関連付けられているかど
うかを⽰す ([はい] または [いいえ]))。

[顧客] (このルールに関連付けられている顧客がいる場合に、その顧
客を⽰す)。

ルールに関連しているユーザアラートやプログラマチックアクションに
関する以下の情報が表⽰されます。

[アラートおよびア
クション設定]

[通知間隔] (ルールが既定外のときにアラートが送信される時間間隔
を定義する)。

[規定内に戻ったときに送信] (ルールが違反後に規定内に戻ったとき
にアラートやアクションが実行されるかどうかを⽰す)。

このルールの評価に使用される式が表⽰されます。[ルール式]

直近の 3 つのルール違反が時系列的に一覧表⽰されます。違反が発生
した日時や、KPIインスタンスの測定値の評価基準などの情報が含まれ
ます。

[最近発生したルー
ル違反]

このルールに関連付けられている各 KPI インスタンスについて、直近
の 4 時間以内に取得された測定値を⽰すグラフが表⽰されます。グラ

[KPI インスタンス
のサマリ]

フ上にマウスポインタを移動すると、そのポイントの実際の値が表⽰さ
れます。 [詳細] をクリックすると、インスタンスの [KPI インスタン
スの詳細] ページが表⽰されます。
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説明パネル

[KPIインスタンスのサマリ]グラフの詳細については、145ページの「KPI
に関する情報の分析」を参照してください。

各KPIインスタンスについて、KPIインスタンスの診断が実行されたか
どうかと、KPIインスタンスがルール違反に寄与しているかどうかを⽰
すアイコンも、このパネルに表⽰されます。

また、各グラフには、KPI インスタンスの ID やタイプ、KPI インスタ
ンスの測定単位、KPIインスタンスが収集した最新のデータサンプルの
値(最終測定値)、最終測定値が取得された日時、日時の基準となるタイ
ムゾーンが表⽰されます。

[実際値]: ポイントは、特定の KPI 間隔の集約された測定値です。[KPI インスタンス
のサマリ] グラフ

[平均値]: ポイントは、特定の KPI 間隔における KPI インスタンスの計
算済みベースラインデータの過去の平均値に基づいてグラフ化されま
す。

キー (ルールタイプ
がKPIまたはイベン
トの場合にのみ表
⽰) [標準偏差]: 特定の間隔において、平均を 1 標準偏差上回る値と平均を

1標準偏差下回る値との間の、測定値の上方および下方境界の範囲を表
します。

[ルール違反]: 初めてルール違反が発生したポイントを⽰します。

注:
[平均値]および[標準偏差]のデータポイントは、どちらも、KPIイン
スタンスの計算済みベースラインデータに基づいています。ベース
ラインは、KPIインスタンスの間隔に基づいた時間間隔で計算され、
設定によっては、曜日ごとに追跡、平日/週末ごとに追跡、あるいは
日には言及することなく追跡することが可能です。短期間の KPI イ
ンスタンスの場合は、時間単位で測定が行われます。

このルールの違反が発生したときに通知するユーザと、アラート受信用
電子メールアドレスの一覧が表⽰されます。また、特定のユーザに対し

[アラート]

てアラートが有効であるかどうか (ルール違反が発生したときにその
ユーザがアラートを受信するかどうか) も⽰されます。[グループ化] 列
の値は、アラートを受信するユーザが 1 つの電子メールアラートにグ
ループ化されるかどうかを⽰します。

このルールに関連付けられている SNMP アラート、Web サービスアク
ション、およびイベントアクションの一覧と、各アクションが、現在有
効か無効かが表⽰されます。

[アクション]

3. 次の表に⽰されているいずれかのアクションを実行します。
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手順目的

[ルール情報] 領域の [解消] をクリックします。粘着性ルールをリセットする(ルールの
状態を違反から規定内に変更する)

注:
[解消]ボタンは、違反の発生しているルールが粘
着性ルールの場合にのみ表⽰されます。

[最近発生したルール違反]領域の[履歴の表⽰]をク
リックします。過去のルール情報の詳細について

ルールの違反の履歴を表⽰する

は、98 ページの「ルール違反の履歴の表⽰」を参
照してください。

グラフ上の各ポイントにマウスポインタを置きま
す。

[KPIインスタンスのサマリ]グラフ上に
測定数値を表⽰する

[KPI インスタンスのサマリ] パネルで をクリッ
クすると、[KPI インスタンスの詳細] ページが表⽰

KPI インスタンスの詳細を表⽰する

されます。KPI インスタンスの詳細については、
145ページの「KPIに関する情報の分析」を参照し
てください。

マウスポインタをアイコンの上に置くと、このアイ
テムに対して実行された診断の簡単な説明が表⽰さ

グラフに表⽰される診断アイコン (
など) の意味を調べる

れます。詳細については、183ページの「Optimize
のアイコン」を参照してください。

[ルール情報] パネルの をクリックして、ルール
の編集ページを開きルールを編集します。

ルールの詳細を編集する

ルール違反の履歴の表⽰
[ルールの詳細]ページにルール違反の詳細を表⽰した後で、そのルールの履歴を表⽰し、特定の
期間中に発生したルール違反の回数やその他の詳細情報を確認できます。この情報を使用して、
ルール違反の発生パターンや、将来の違反回数を削減するために改善可能かどうか判断できま
す。

ルール違反の履歴を表示するには

1. [ルールの詳細] ページの [最近発生したルール違反] パネルで、[履歴の表⽰] をクリックしま
す。

[ルールの履歴] ページが表⽰されます。

次の表では、[ルールの履歴] ページに表⽰される情報について説明します。
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説明パネル

このルールの名前、説明、状態(ルール違反が発生したかどうか)、およ
び、その状態になった日時が表⽰されます。

[ルール情報]

過去90日間に発生したルール違反の回数を日単位で⽰すヒストグラム
が表⽰されます。

[ルールのヒストグ
ラム]

[日付範囲内に発生したルール違反]表⽰の日時範囲を設定します。表⽰
の開始時刻および終了時刻を指定できます。

[フィルタ]

[フィルタ]パネルで指定した日時範囲内にルール違反が発生した日時が
表⽰されます。また、ルール違反が発生していた間の継続的間隔数も表

[日付範囲内に発生
したルール違反]

⽰されます。Analytic Engine のシャットダウンなどの理由で違反の収
集が中断した場合は、表には別々の違反として表⽰されます。指定した
日付範囲内にルール違反が複数回発生した場合は、このセクションに複
数の行が表⽰されることがあります。

2. 実行可能ないずれかのアクションを実行します。

次の表に、[ルールの履歴] ページで実行可能なアクションについて説明します。

手順目的

ヒストグラムで、その日に対応する縦棒にマウスポ
インタを置きます。

特定の日のルール違反の詳細を表⽰す
る

[フィルタ]パネルで、[開始日]、[終了日]、[時刻]の
各ボックスに日時を指定し、[実行]をクリックしま
す。

異なる日付範囲の履歴データを表⽰す
る

ヒストグラムの任意の縦棒をクリックします。ヒストグラムに特定の日の履歴データ
を表⽰する

[日付範囲内に発生したルール違反] パネルがリフ
レッシュされ、その日のデータが表⽰されます。

ルール監査情報の表⽰
[ルール監査]ページには、システムにおけるルール関連のすべての変更について監査の詳細が表
⽰されます。複数のサーバ (複数の Analytic Engine) が設定されている場合、[ルール監査] ペー
ジには現在選択されているサーバの監査の詳細のみが表⽰されます。選択されているサーバは、
ページの右上に表⽰される [サーバ] ドロップダウンメニューを使用して変更できます([サーバ]
ドロップダウンメニューが表⽰されない場合、設定されているサーバは 1 つのみです)。

ルール監査の詳細を表示するには

1. MywebMethodsで [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [分析] > [ルール] > [ルー
ル監査] に移動します。
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次の表では、[ルール監査] ページに表⽰される情報について説明します。

説明列

ルール関連の変更が発生した日時。[監査日時]

変更を行った My webMethods ユーザの氏名 (姓、名)。[ユーザ]

ルールまたはルールフィルタの名前。[名前]

変更の影響を受けたルールまたはルールフィルタのフィールド。重大
度、(ルールまたはルールフィルタの) 説明、有効性 (ルールが有効だっ
たかどうか) などです。

[フィールド]

ルール関連の変更が発生する前の特定のルールフィールドの値。 ルー
ルまたはルールフィルタがシステムに追加された場合、この列には[[(追
加済み)]] という指定が表⽰されます。

[変更前]

ルール関連の変更が発生した後の特定のルールフィールドの値。 この
列でルール式が切り捨てられている場合は、切り捨てられているルール

[変更後]

式の上にマウスポインタを置くことで、式全体を表⽰するポップアップ
ウィンドウを表⽰できます。ルールまたはルールフィルタが削除された
場合、この列には [[(削除済み)]] という指定が表⽰されます。

をクリックすると、[ルール監査の詳細] ページが表⽰されます。こ
のページには、特定のルールの変更に関する詳細が表⽰されます。

[詳細]

注:
テーブルの[プロパティ]の設定を使用して、テーブルで表⽰される列や表⽰方法をカスタ
マイズできます。

2. キーワード検索を実行して、監査の詳細のリストを絞り込むことができます。

キーワード入力は、[ルール監査]ページの [名前]、[フィールド]、[変更前]、[変更後]の 4つ
のフィールドで検索されます。たとえば、フィールド内のデータの値を指定する場合、その
情報は [変更後] および [変更前] フィールドで取得されます。

3. [検索] パネルの [高度な検索] タブをクリックして、検索をさらに絞ることができます。

いくつかの定義済みの日付範囲またはカスタム日付範囲を使用して、監査情報を検索できま
す。ルール関連のフィールドやユーザ名で検索することもできます。検索条件は [OR] また
は [AND] として指定できます。
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概要
ルールでは、プロセスやリソースに問題が発生したり、注意が必要となったりするような重要な
条件を識別します。ルールは、プロセスまたはデータタイプに適用できます。条件に該当する
場合に、ユーザに対してアラートを生成したり、プログラマチックアクションを実行したりする
ようにルールを設定できます。プロセスまたはリソースがルールに準拠する状態に戻ったときに
ユーザにアラートを送信するようにルールを設定することもできます。

各ルールには、論理式が含まれます。Optimize では、単一の条件をテストする単純ルール式、
または 2 つ以上の条件をテストする複合式を作成できます。Optimize では、式を評価して真
(true) か偽 (false) かが判断されます。式が真 (true) の場合には電子メールアラートを送信した
り、Web サービス、イベントまたは SNMP アクションを呼び出したりするように Optimize を
設定できます。[問題レポート]ページや [分析の概要]ページなど、My webMethods のさまざま
な場所でルール違反が識別されます。

ルールを作成するには、以下の手順に従います。

ルールに名前を付け、属性を割り当てます。

ルールを構成する式を作成します。

データがルール式を満たしたときに通知するユーザ、または実行するその他のアクションを
指定します。

ルール式の構成中に、ルールを作成できるKPIまたはイベントデータの選択肢がMywebMethods
に表⽰されます ([ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [分析] > [ルール])。

Optimize ではアクティブなルールを編集できますが、この機能は慎重に使用する必要がありま
す。ルールタイプや式など、ルールの基本的な項目を変更すると、そのルールに関連するすべて
の過去データ (ルール違反を含む) が削除されます。ただし、Optimize では更新されたルールの
定義の過去のルール違反を再生成できるため、この機能は、ルールの定義を改良してビジネス環
境をより適切に反映させる必要がある場合に役立ちます。

事前定義ルール
Optimize for Infrastructure には、Broker、Broker Server、Integration Server、Enterprise
Adapter、および Trading Networks のベストプラクティスに基づき、これらの各コンポーネン
トとオブジェクト障害通知に関する事前定義ルールが用意されています。事前定義ルールは、
Optimize for Infrastructure のインストールの一部としてロードされます。事前定義ルールの詳
細 (ルールの作成に使用された式など) は、Optimize の [ルールの追加/編集/コピー] ページで確
認できます (133 ページの「ルールの管理」を参照)。

ルールのタイプ
作成できるルールには、KPI、イベント、しきい値の 3 種類があります。

KPIルールは、KPI の収集間隔で KPI の集約されたデータを評価します。たとえば、5 分間隔で
受注額を合計する KPI を作成したとします。その後、合計受注額が特定の値を超えた場合にア
ラートを送信するルールを作成することができます。KPI の作成の詳細については、
『Administering webMethods Optimize』を参照してください。
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イベントルールは、KPI収集間隔を待たずに、収集時にデータポイントを評価します。イベント
ルールの状態は、ユーザが複数の収集間隔にわたってデータを追跡できるように保持されます
(たとえば、webMethods Brokerが 3回のイベント間隔にわたって停止している場合にユーザに
通知するルールを定義できます)。

しきい値ルールは、単一の収集データポイントを収集時に評価します (たとえば、1,000より大
きいキューサイズや 500 ドル未満の注文金額)。しきい値ルールの状態は保持されません。

KPIルールとイベントルールは、状態が保持されるという点でしきい値ルールとは異なります。
ルール違反が発生すると、式の条件が規定内に戻るまで違反状態のままになります。KPIルール
とイベントルールの式の条件は、複数の KPI およびイベントタイプの属性を組み合わせて作成
できます。イベントルールは実際には KPI では動作しませんが、定義では KPI に人為的に結び
付いていることに注意してください。ただし、これはルール機能には影響しません。

これに対し、しきい値ルールは状態を保持せず、式で複数のイベントタイプを使用することもで
きません。しきい値ルールは、イベントマップによって⽰される単一イベントに対して動作しま
すが、KPIルールおよびイベントルールは、1つ以上のKPIに対して動作します。しきい値ルー
ルは、ルール式で定義されたしきい値条件に対して違反が発生するたびにアクティブになりま
す。しきい値ルールでは、状態が保持されないため粘着性機能を使用できません。加えて、しき
い値ルールはイベントデータの次元を区別しません。最後に、しきい値ルールの式には、1つ以
上の引数としてトランザクション属性を持つイベントを指定できます。

ルール式のタイプ
ルールの論理式を作成する際には、次の 3 種類の式のいずれかを選択できます。

単純ルール式

日時ルール式

複合ルール式

単純ルール式

単純ルール式では、比較演算子を使用して 2 つの被演算子を比較します。比較演算子は、2 つ
の被演算子の関係 (たとえば「等しい」や「より大きい」) を定義し、真 (true) または偽 (false)
の結果を返すものです。たとえば、データが規定外かどうかを判別する次のような単純ルール式
を作成できます。

KPI の集約された受注額が、収集間隔の平均値を 2 標準偏差以上上回っている。

Broker キュー長が 100 より大きい。

アダプタキューサイズが上昇傾向にあることを 5 回以上の間隔にわたって⽰している。

日時ルール式

日時ルール式では、日付または時間の値を評価します。たとえば、曜日が月曜日かどうか、曜日
が平日かどうかまたは時間が午後 5 時以降かどうかを判別する日時式を作成できます。一般的
に日時式は複合ルール内で使用され、"consumed memory greater than 300 MB and the day is
a workday" のようにデータ比較と連動して日付または時間を修飾します。
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複合ルール式

複合ルール式とは、単純式、日時式、複合ルール式の任意の組み合わせからなるネストされた式
を 2 つ組み合わせた式です。複合ルール式を作成するにはブーリアン演算子を使用します。た
とえば、処理された注文数が 100 件以下で、処理中に 3 件以上のエラーが発生した場合にプロ
セスが規定外となることを指定する式を作成できます。Optimize for Infrastructure では、多く
の場合、日時式は複合ルール式で使用されます (たとえば、"Broker queue size is greater than
100" AND "Broker queue size reading time is after 5:00 p.m." など)。

カスタムルールフィルタ
ルール式を定義する際には、ルールの適用対象となるデータタイプを指定します。ルールフィル
タを選択して、ルールの適用対象データを制限することができます。たとえば、Broker キュー
長に関するルールの場合、ルールフィルタを指定しないと、そのルールはすべての Broker 上の
すべての Broker Server に適用されます。ルールの適用範囲を特定の Broker に制限するには、
ルールフィルタを指定します。

ルールの作成
[ルールの追加/編集/コピー]ページを使用してルールを作成できます。このページには、ルール
のさまざまな特性を定義できる5つのセクションがあります。ルールの作成は複雑であるため、
ルールのネーミングテンプレートを作成する前にルール式を設定する必要があることに注意して
ください。

また、Optimize では [KPI インスタンスの詳細] ページからインスタントルールを作成すること
もできます。これらのルールは、選択された KPI インスタンスまたは KPI のすべてのインスタ
ンスに適用できます。

ルールを作成するには

1. My webMethods で次のように選択します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [分析] > [ルール] > [ルールリスト]

Optimize で [ルールリスト] ページが表⽰されます。

2. [ルールの作成] をクリックします。Optimize で [ルールの追加/編集/コピー] ページが表⽰さ
れます。

3. [ルール情報] パネル、[ルール名] ボックスと [説明] ボックスにルールの名前と説明をそれぞ
れ入力します。名前と説明には、任意の文字と数字の組み合わせを使用できます。ルール名
は一意であることが必要です。

4. このルールの重大度を⽰すテキストを指定する場合は、そのテキストを [重大度] テキスト
ボックスに入力します。ここに入力したテキストは、[問題レポート] ページおよび [分析の
概要] ページに表⽰されます。これらのページでは、重大度の値に基づいて検索や並べ替え
を行ったり、このルールが規定外になった場合に生成されるアラートまたはアクションを設
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定して重大度テキストを表⽰することが可能です。[重大度] フィールドには、最大 20 個の
文字と数字を含めることができます。

5. 次の106 ページの「ルール属性の設定」の手順に従って、ルールの属性を設定します。

6. 109 ページの「ルール式の作成」の手順に従って、ルールの式を作成します。

7. このルールのインスタンスに対してネーミングテンプレートを指定する場合は、[ネーミング
テンプレート] フィールドに名前を入力します。ネーミングテンプレートは、KPI ルールと
イベントルールにのみ適用されます。

ネーミングテンプレートは、ルールインスタンスごとに派生名を生成するために使用されま
す。デフォルトでは、ルールインスタンス名は、基本ルール名と、ルールで使用される各
KPI の KPI 階層の説明から構成されます。このため、長い表⽰名や目的に沿っていない名前
が生成されることがあります。たとえば、次のデフォルトのルール名があるとします。
AE Consumed Memory GT 30mb AnalyticEngine.LogicalServerName.Optimize
Analytic Engine.InternalMonitorQualifier.Name.Virtual Machine Stats.

このルール名は、次の構文で配置された基本ルール名 (AE Consumed Memory GT 30mb) と 2 つ
の KPI 階層説明 (AnalyticEngine.LogicalServerName.Optimize Analytic Engine および
InternalMonitorQualifier.Name.Virtual Machine Stats) から構成されています。
<base-rule-name> <hierarchy-desc1>.<hierarchy-descr2>.<dimensional-value>

[ネーミングテンプレート] フィールドが空の場合は、ルールのすべてのインスタンスにデ
フォルトのルール名が使用されます。ネーミングテンプレートが指定されている場合は、す
べてのルールインスタンス名では、名前を生成するとき、指定されたテンプレートを使用し
ます。

ネーミングテンプレートには、1 つ以上の次元変数と組み合わせた説明テキストを含めるこ
とができます。変数は、ルールインスタンスごとにテンプレートを固有にするために使用し
ます。テンプレートで変数を使用する場合の構文は次のとおりです。

$DimensionName.AttributeName

ここで、DimensionName および AttributeName の組み合わせにより、KPI により使用され
る次元の値が識別されます。空白またはその他の文字で区切った複数のペアを使用できま
す。たとえば、次のテンプレートがあるとします。
AE Consumed Mem GT 30 - $InternalMonitorQualifier.Name

この派生名では、次の固有の 表⽰名が生成されます。
AE Consumed Mem GT 30 - Virtual Machine Stats

テンプレートで使用できる次元変数は、ルールで評価されるKPIによって決まります。[ルー
ルの編集] では、 次元変数を挿入するツール、およびインスタンスの派生名のサンプルを表
⽰するツールを提供しています。これらのツールを使用するには、最初にルールの式のKPI
を選択する 必要があります。使用できる変数を判断するには、以下の手順に従います。

a. 目的の説明 テキストを [ネーミング テンプレート] フィールドに入力します。
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b. 次元変数を追加する箇所にカーソルを置き、矢印アイコンをクリックして使用可能な次
元変数のドロップダウンリストを開きます。

c. 目的の変数を選択し、[ネーミングテンプレート] フィールドのカーソル位置に追加しま
す。

d. 必要に応じて前の2つのステップを繰り返して、作成している派生名にその他の変数を
追加します。

8. [アラート]タブで、132ページの「アラート受取人の指定」の手順に従って、ルール違反が発
生したときに通知するユーザを指定します。

9. [アクション]タブで、132ページの「アラート受取人の指定」の手順に従って、ルール違反が
発生したときに実行するアクションを指定します。

[ルールインスタンス] パネルには、ルールのインスタンス数、規定外のインスタンス数、有
効になっているインスタンス数が表⽰されます。この情報は、ルールの作成後にのみ意味を
持ちます。新しいルールを作成している場合は、このシーケンスの最後のステップに進みま
す。

10. [ルールインスタンス] パネルで、[インスタンスの表⽰] をクリックして [ルールインスタン
ス]ページを開きます。詳細については、91ページの「ルールに関する情報の表⽰」を参照
してください。

11. [ルールの追加/編集/コピー] ページの [保存] をクリックして、変更を保存します。

ルール属性の設定
[ルールの追加/編集/コピー] ページの [属性] パネルでは、ルールの属性を指定できます。

ルールの属性を設定するには

[属性] パネルで、以下の手順に従います。

1. [ルールタイプ] リストから、いずれかのルールタイプを選択します。

重要:
既存のルールのルールタイプを変更すると、ルール式が削除されます。また、ルールタイ
プまたはルール式自体を変更すると、以前のルールインスタンスおよび違反がすべて削除
され、変更したルール式のKPIインスタンスを一致させるためのルールインスタンスが、
そのルールに対して新たに作成されます。

ルールタイプについて以下の表で説明します。
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説明[ルールタイプ]

KPIの収集間隔で1つ以上のKPIを評価します。KPIの作成の詳細につ
いては、『Administering webMethods Optimize』を参照してくださ
い。

KPI

KPI 収集間隔を待たずに、収集時にデータポイントを評価します。[イベント]

収集時に、収集された単一のデータポイントを評価します。[しきい値]

これらのルールタイプの詳細な説明については、102ページの「ルールのタイプ」を参照し
てください。

2. 保存の際にルールを有効にする場合は、[有効] チェックボックスをオンにします。保存の際
にルールを無効にする場合は、[有効] チェックボックスをオフにします。

3. ルールを粘着性にする場合は、[粘着性] チェックボックスをオンにします。粘着性ルール
は、このガイドの 91 ページの「ルールに関する情報の表⽰」で説明したように、ルール違
反を手動で解消するまで、違反したルールのデータが規定内に戻ったことを認識しません。
ルールを粘着性にすることにより、ユーザの注意を必要とする重大な違反について通知し、
状況の改善を促すことができます。たとえば、Broker Server がオフラインであることを検
出するルールを作成する場合、ルールを粘着性に定義すると、[ルールの詳細] ページで [解
消] をクリックすることでルール違反が解消されるまで、そのルールは違反した状態のまま
になります。

重要:
粘着性ルールの違反を解消する前にそのルールの違反が再発生した場合、Optimizeは再発
生した違反を検出できません。

4. このルールを、[改善] ページに表⽰されるシックスシグマルール違反データの対象とする場
合は、[シックスシグマに寄与] チェックボックスをオンにします。

5. このルールが SLA に関連付けられていることを指定するには、[SLA] を選択します。[問題]
ページおよび [システム概要] ページで SLA ルールを検索して、SLA 固有のルールに関連す
る問題およびリソースを簡単に見つけることができます。

6. オプションとして、このルールに関連付けられている顧客の名前を[顧客]テキストボックス
で指定できます (特に、ルールが SLA ルールの場合に便利です)。[問題] ページおよび [シス
テム概要] ページで顧客を検索して、顧客固有のルールに関連する問題およびリソースを簡
単に見つけることもできます。

7. このルールに対して生成された指定のアラートを繰り返す場合は、アラートの間隔を分単位
で [通知間隔] テキストボックスに指定します。

8. 違反後、このルールが規定内に戻ったときに通知を受けるには、[規定内に戻ったときに送
信] を選択します。

ヒント:
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[問題レポート]ページおよび[分析の概要]ページでは、テーブル内のルールを重大度で並
べ替えることができます。ルールが重大度テキストで適切に並べ替えられるようにするた
め、重大度テキスト文字列を、重大度のレベルを⽰す数値または重大度の数値が後続する
同一テキスト文字列で開始することを検討してください。たとえば、1 High、2 Medium、
3 Low のような重大度テキスト文字列シーケンスを使用します。または、Severity 1、
Severity 2、Severity 3 のような重大度テキスト文字列シーケンスを使用します。

インスタントルールの作成
インスタントルール機能を使用すると、KPI またはイベントルールを迅速に作成して、特定の
KPI インスタンスまたは KPI のすべてのインスタンスに適用することができます。[KPI インス
タンスの詳細]ページからアクセスできる [ルールの作成]ページを使用して、インスタントルー
ルを作成します。

以下の手順では、[KPIインスタンスの詳細]ページが既に表⽰されていることを前提としていま
す。[KPIインスタンスの詳細]ページの詳細については、157ページの「[KPIインスタンスの詳
細] ページの使用」を参照してください。

インスタントルールを作成するには

1. [KPI インスタンスの詳細]ページで、右上にある をクリックし、[ルールの作成]を選択し
ます。

[ルールの作成] ページが表⽰されます。

2. [ルールの作成] ページのフィールドに入力します。

次の表では、[ルールの作成] ページのフィールドについて説明します。

説明フィールド

作成しているルールの説明的な名前。[ルール名]

適切なチェックボックスをクリックして、このルールを選択されたKPI
インスタンスにのみに適用するか、またはすべての KPI インスタンス
に適用するかを指定します。

[適用先]

ルール違反が発生した場合にアラートメッセージを受信するユーザを指
定できます。現在ログインしているユーザのユーザ設定に電子メールの
宛先が指定されていない場合、このフィールドは選択できません。

[アラートの送信先]

ルール違反が発生した場合に、自動的に呼び出すシステムアクションを
指定できます。

[アクション]

ルールを KPI 間隔 ([KPI - 集約間隔ごと]) で実行するのか、実際のイベ
ント ([イベント - イベント発生ごと]) で実行するのかを指定できます。

[実行タイミング]
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説明フィールド

このルールで使用される式のタイプを指定できます。実際の式は、以下
の [条件] フィールドで定義されます。[式タイプ] オプションは以下の
とおりです。

[式タイプ]

[測定値]:ユーザが選択した比較演算子と値に基づいて、ルール違反
の条件ステートメントを作成できます。

[正常性]: 平均値を 1 標準偏差または 2 標準偏差上回っているか下
回っている値に基づいて、ルール違反の条件ステートメントを作成
できます。

[傾向]: 指定された期間に上昇または下降の傾向にある値に基づい
て、ルール違反の条件ステートメントを作成できます。

このフィールドでは、ルールを実行する特定の条件を決定する式を作成
できます。

[条件]

フィールドの入力方法式タイプ

[比較] ドロップダウンリストから比較演算子を
選択し、[値] フィールドに値を指定します。

[測定: 値]

適切なラジオボタンを選択します。[正常性]

[上昇傾向] または [下降傾向] のいずれかを選択
し、[経過時間] フィールドに間隔を整数で指定
します。

[傾向]

システムですべてのレガシーデータを検索し、必要に応じて過去のルー
ル違反を生成する場合は、このチェックボックスをクリックします。

[過去のルール違反
の生成](処理に時間
がかかる場合があ
ります) 注意:

過去のルール違反を生成することを選択する場合は、しばらくの間、
プロセスによって大量のシステムリソースが消費される可能性があ
ることに注意してください。必ず、このことを考慮して計画してく
ださい。

3. [保存] をクリックして、指定されたルールの設定を保存します。

ルール式の作成
ルールがどのように評価されるかは、ルール式によって決まります。式を作成するには、ルール
評価間隔を選択し、ルールの適用対象データを制限するルールフィルタを選択して、式のコン
ポーネントを選択します。

ルール式を作成するには
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1. ルールタイプを選択した後で、[ルールの追加/編集/コピー] ページの [ルール式] パネルで、
[編集] をクリックします。Optimize で [ルール式の編集] ページが表⽰されます。

2. ルール評価間隔を選択します。[ルール式] パネルの [真 (true) と評価するまでの間隔数] ボッ
クスに、連続する間隔で何回続けて真 (true) と評価されれば、ルールに違反したと見なされ
るかを入力します。たとえば、キュー長の過剰な上昇傾向を検出するルールを作成する場
合、「連続5回の間隔にわたってキュー長が上昇傾向を⽰さない場合は、ルールに違反した
と見なされない」という条件を指定するには、このボックスに「5」と入力します。

注:
この場合に評価される「間隔」は、ルールがイベントルール、しきい値ルール、KPI ルー
ルのいずれであるかによって異なります。イベントルールまたはしきい値ルールの場合、
「間隔」は各イベント発生を表します。KPI ルールの場合、「間隔」はKPI 収集間隔を表
します。しきい値ルールでは、この間隔数を調整することはできません。また、連続する
間隔の機能は、プロセス標準エラーに基づいたルールには適していません。

3. [ルールフィルタ] リストで、ルールフィルタを選択します。ルールフィルタは、しきい値
ルールには使用できません。まだルールフィルタを作成していない場合は、[フィルタの追
加] ボタンをクリックし、136 ページの「ルールフィルタの作成」の手順に従います。

すべての KPI インスタンスやイベントにルールを適用するには、[ルールフィルタ] リス
トで [なし] をクリックします。

特定の KPI インスタンスやイベントのみにルールを適用するには、そのプロセスやシス
テムオブジェクトに対応する適切なルールフィルタをクリックします。

新しいルールフィルタを作成するには、[フィルタの追加] をクリックします。詳細につ
いては、136 ページの「ルールフィルタの作成」を参照してください。

選択したルールフィルタを編集するには、[フィルタの編集] をクリックします。詳細に
ついては、138 ページの「ルールフィルタの編集」を参照してください。

4. 次の節のいずれかの説明に従って、単純ルール式、日時ルール式、または複合ルール式を作
成します。

111 ページの「単純ルール式の作成」 (次のセクション)
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121 ページの「日時ルール式の作成」

131 ページの「複合ルール式の作成」

単純ルール式の作成
単純ルール式は、2つの被演算子および1つの論理比較演算子で構成されます。たとえば、1,000
より大きいキューサイズを検出するには、キューサイズ属性を第1被演算子として指定します。
次に、数値 1,000 を第 2 被演算子として指定します。最後に、「より大きい」を比較演算子と
して選択します。

以降のタスクの節では、さまざまなタイプの単純ルール式を作成する詳細なステップについて説
明します。最初のタスクは、単純ルール式を作成するプロセス全体の総合的な情報です。後続の
タスクは、単純ルール式を作成するときに使用できるさまざまな被演算子を定義する方法の詳細
です。

単純ルール式を作成するには (総合的な情報)

1. [ルール式] パネルの [式] リストで、[単純式] をクリックします。

2. 単純ルール式で比較する 2 つの被演算子のうちの第 1 被演算子を定義します。最初の [被演
算子] リストで、被演算子タイプのいずれかを選択します。使用可能な被演算子は、[属性]
パネルで選択したルールタイプによって決まります。

次の表は、被演算子タイプとそれに対応するルールタイプを⽰しています。

説明対応するルール
タイプ

被演算子タイプ

KPIインスタンスのタイプの属性。次の3種類があります。KPI[KPI 値]

データ値 (収集された最新の集約済みデータサンプルな
ど)

統計値 (サンプリング間隔の平均など)

診断値 (最新のデータポイントがその前のデータポイン
トより大きい、つまり、データポイントが上昇傾向にあ
るなど)

KPIインスタンスのタイプの属性。KPIインスタンスに送ら
れるイベントのリアルタイム値。

イベント[イベント値]

テキストの被演算子と比較される KPI 値。イベント[イベントテキ
スト]

この被演算子を使用して、被演算子に対し、指定された値
を使用して加算、減算、乗算、除算などの数値演算を実行
します。

KPI[演算]
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説明対応するルール
タイプ

被演算子タイプ

イベントマップの属性。たとえば、1 回の注文の金額、購
買承認担当者などです。

しきい値[しきい値]

単純ルール式の第1被演算子を定義する方法の詳細については、以下のタスクのいずれかを
参照してください。

112 ページの「第 1 被演算子としての [KPI 値] の定義」

117 ページの「第 1 被演算子としての [演算] の定義」

118ページの「第1被演算子としての [イベントテキスト]または [イベント値]の定義」

3. [比較演算子] リストで、単純ルール式 (ブール式とも呼ばれる)の2つの被演算子を比較する
ための論理比較演算子 ([等しい] など) を選択します。

4. 比較する 2 つの被演算子のうちの第 2 被演算子を定義します。

単純ルール式の第2被演算子を定義する方法の詳細については、以下のタスクのいずれかを
参照してください。

112 ページの「第 1 被演算子としての [KPI 値] の定義」

117 ページの「第 1 被演算子としての [演算] の定義」

5. [保存] をクリックして、単純ルール式を保存します。

第 1 被演算子としての [KPI 値] の定義

単純ルール式の 2 つの被演算子それぞれを定義するための具体的なステップは、被演算子タイ
プの選択によって異なります。被演算子タイプによって、[ルール式の編集]ページの[ルール式]
パネルに表⽰されるフィールドが決まります。被演算子タイプにはそれぞれ固有のフィールドが
関連付けられており、被演算子タイプを変更すると、表⽰されるフィールドも自動的に変わりま
す。単純ルール式の第1被演算子に[KPI値]被演算子タイプを選択した場合、次の図のフィール
ド (後続のタスクで説明します) が表⽰されます。

次のタスクは、[ルール式の編集] ページの [ルール式] パネルで、既に第 1 被演算子として [KPI
値] を選択していることを想定しています。
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単純ルール式の第 1 被演算子として [KPI 値] を定義するには

1. [カテゴリ] リスト ([ルール式の編集]ページの [ルール式] パネル)で、値を比較するKPIまた
は KPI インスタンスのカテゴリをクリックします。

[カテゴリ] リストには、システム管理者が作成したカテゴリによって提供される値のほか、
次の表で説明するオプションが含まれる可能性があります。

説明カテゴリ

消費される JVM メモリやスレッド数など、Analytic Engine に関する
データを提供します。

Analytic Engine

[問題]ページに⽰されたプロセスに関する一般データを提供します。た
とえば、プロセスサイクル時間 (インスタンスの実行に要する時間) や
ステップカウント (正常に完了したステップ数) などです。

[Intrinsic Process
Metrics]

注:
Intrinsic Process Metrics の [Cycle Time by Process] または [Process
Time against a Reading Value] に対するルールを作成する場合、単位
はミリ秒です。

[カテゴリ]リストに
表⽰される可能性

GarbageCollectionType

PersistenceQualifierのあるその他のオ
プション Queue

Router

WebService

プロセス名

2. カテゴリを選択すると、[KPI] リストに、選択したカテゴリの全 KPI 名が表⽰されます。値
を比較する KPI をクリックします。

3. [値] リストで、単純ルール式の第 1 被演算子に使用する値をクリックします。[KPI 値] 被演
算子の場合、選択できる値のタイプは、測定値、統計値、診断値の 3 つです。

データ値について以下の表で説明します。

データ値

第 2 被演算子説明値

[数値]収集されたデータ値。[測定: 値]

[演算]

[KPI 値] (数値)
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データ値

第 2 被演算子説明値

[数値]KPIインスタンスの特定の収集間隔内
の最大のイベント値。この値のタイプ

[測定: 最大値]

[演算]は、複合 KPI には使用しないでくだ
さい。 [KPI 値] (数値)

[数値]KPIインスタンスの特定の収集間隔内
の最小のイベント値。この値のタイプ

[統計: 最小値]

[演算]は、複合 KPI には使用しないでくだ
さい。 [KPI 値] (数値)

[時間]KPI測定値が収集された日付(Analytic
Engine のタイムゾーンに基づく)。

[測定: 日付]

[KPI 値] (日付)

[数値] (24 時間制で指定)KPI 測定が発生した時刻 (Analytic
Engine のタイムゾーンに基づく)。

[測定: 時間]

[KPI 値] (時間)

[時間]KPI 測定が発生した曜日 (Analytic
Engine のタイムゾーンに基づく)。

[測定: 曜日]

[KPI 値] (日)

連続する KPI 間隔の数KPIの測定値またはイベント値が、以
前収集された値よりも大きい。

[測定:上昇傾向
にある]

連続する KPI 間隔の数KPIの測定値またはイベント値が、以
前収集された値よりも小さい。

[測定:下降傾向
にある]

統計値について以下の表で説明します。

統計値

この表では、Optimize データに関する統計情報について説明します。

第 2 被演算子説明値

[数値]KPIインスタンスおよび統計間隔の過
去平均値。

[統計: 平均値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[数値]KPIインスタンスおよび統計間隔の過
去最大値。

[統計: 最大値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

114 webMethods Optimize ユーザガイド 10.7

6 ルールの定義



統計値

[数値]KPIインスタンスおよび統計間隔の過
去最小値。

[統計: 最小値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[数値]KPIインスタンスおよび統計間隔の標
準偏差。

[統計: 標準偏
差]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[数値]0～1 の割合で表される、測定値が統
計平均値の 1 標準偏差以内であると
いう信頼性の式。

[統計: 信頼性]

[演算]

[KPI 値] (数値)

診断値について以下の表で説明します。

診断値

診断値は、自動的に追跡される傾向に基づくものです。一部の診断値は、連続する KPI 間
隔やイベント発生の数に対して評価されます。たとえば、式 [診断: 上昇傾向にある] >= 3
は、KPI の測定値 (またはイベント値) が 3 つ以上の連続する間隔で増加した場合に「真
(true)」と評価されます。間隔ベースの式でも、他すべての式と同様、式の [真 (true) と評
価するまでの間隔数] の設定を使用し、間隔値 (expressionIntervals + intervalsBeforeTrue -
1) を組み合わせて、ルールを実行する前の間隔の数を決定することに注意してください。
たとえば、[真 (true) と評価するまでの間隔数]が「4」に設定された式 [診断:上昇傾向にあ
る] >= 3 は、KPI の測定値 (またはイベント値) が 6 つ以上の連続する間隔で増加した場合
に「真(true)」と評価されます。これは、expressionIntervals = 3の場合 intervalsBeforeTrue
= 1、expressionIntervals = 4 の場合 intervalsBeforeTrue = 2、expressionIntervals = 5 の場
合 intervalsBeforeTrue = 3、expressionIntervals = 6 の場合 intervalsBeforeTrue = 4 となる
ためです (ルールの実行時)。

第 2 被演算子説明値

連続する KPI 間隔の数KPIの測定値またはイベント値が、以
前収集された値よりも大きい。

[診断:上昇傾向
にある]

連続する KPI 間隔の数KPIの測定値またはイベント値が、以
前収集された値よりも小さい。

[診断:下降傾向
にある]

連続する KPI 間隔の数KPIの測定値が、統計平均とルール式
で指定された標準偏差の数値の和より

[診断:正常を上
回っている]

も高い。たとえば、値が 2 の [診断:
正常を上回っている] を使用したルー
ルがある場合、測定値が統計値を 2
標準偏差以上上回るときにルールのこ
の部分が満たされる。
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診断値

連続する KPI 間隔の数KPIの測定値が、統計平均とルール式
で指定された標準偏差の数値の和より

[診断:正常を下
回っている]

も低い。たとえば、値が 2 の [診断:
正常を下回っている] を使用したルー
ルがある場合、測定値が統計値を 2
標準偏差以上下回るときにルールのこ
の部分が満たされる。

[数値]最新の KPI 測定値とその前の KPI 測
定値の間の変動率と、ルール式で指定

[診断:傾きが正
常を上回ってい
る] [演算]

[KPI 値] (数値)
された標準偏差の数値の和。たとえ
ば、値が 2 の [診断: 傾きが正常を上
回っている] を使用したルールがある
場合、測定値が統計値を 2 標準偏差
以上上回るときにルールのこの部分が
満たされる。

[数値]最新の KPI 測定値とその前の KPI 測
定値の間の変動率が、正常値とルール

[診断:傾きが正
常を下回ってい
る] [演算]

[KPI 値] (数値)
式で指定された標準偏差の数値の和よ
りも低い。たとえば、値が2の[診断:
傾きが正常を下回っている] を使用し
たルールがある場合、測定値が統計値
を 2 標準偏差以上下回るときにルー
ルのこの部分が満たされる。

無視されます。標準偏差数が指定されたルール式で使
用されるカウントベースの値。過去平

[診断:平均を上
回っている]

均値を上回る連続する測定値の数と、
過去平均に 1 標準偏差を加えた値を
上回る測定値の平均数を比較する。

無視されます。標準偏差数が指定されたルール式で使
用されるカウントベースの値。過去平

[診断:平均を下
回っている]

均値を下回る連続する測定値の数と、
過去平均に 1 標準偏差を加えた値を
下回る測定値の平均数を比較する。

4. [比較演算子] リストで、単純ルール式 (ブール式とも呼ばれる)の2つの被演算子を比較する
ための論理比較演算子 ([等しい] など) をクリックします。

5. 2番目の [被演算子] リストで、適切な被演算子を選択し、残りのフィールドに入力して単純
ルール式の定義を終了します。第2被演算子として [数値] を選択した場合は、関連する [値]
フィールドに、第1被演算子と比較する数値定数を入力します。第1被演算子のタイプがた
とえば [KPI 値] である場合、数値定数の単位は、選択した KPI で使用される単位 (KPI の値
の選択肢の右に表⽰されます) と同じにする必要があります。たとえば、選択された KPI の
単位がメガバイトである場合、ここで入力した数値定数はメガバイト単位で解釈されます。
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6. [保存] をクリックして、単純ルール式を保存します。

第 1 被演算子としての [演算] の定義

単純ルール式の 2 つの被演算子それぞれを定義するための具体的なステップは、被演算子タイ
プの選択によって異なります。被演算子タイプによって、[ルール式の編集]ページの[ルール式]
パネルに表⽰されるフィールドが決まります。被演算子タイプにはそれぞれ固有のフィールドが
関連付けられており、被演算子タイプを変更すると、表⽰されるフィールドも自動的に変わりま
す。単純ルール式の第 1 被演算子に [演算] 被演算子タイプを選択した場合、次の図のフィール
ド (後続のタスクで説明します) が表⽰されます。

第 1 被演算子タイプとして [演算] を選択した場合、第 1 被演算子は演算子および従属する 2 つ
の被演算子で構成されます。次のタスクは、[ルール式の編集] ページの [ルール式] パネルで、
既に第 1 被演算子タイプとして [演算] を選択していることを想定しています。

単純ルール式の第 1 被演算子タイプとして [演算] を定義するには

1. [演算子] リスト ([ルール式の編集] ページの [ルール式] パネル) で、[演算] 被演算子タイプの
従属する2つの被演算子に対して、次の数値演算機能のいずれを実行するかを指定します。

[加算] ([従属する被演算子 1] + [従属する被演算子 2])

[減算] ([従属する被演算子 1] - [従属する被演算子 2])

[乗算] ([従属する被演算子 1] x [従属する被演算子 2])

[除算] ([従属する被演算子 1] ÷ [従属する被演算子 2])

2. 従属する 2 つの被演算子をそれぞれ指定し、それぞれの残りのフィールドに入力します。

重要:
被演算子の少なくとも 1 つを KPI 値にする必要があります。

注:
従属する被演算子の被演算子タイプとして [数値] ではなく [KPI値] または [演算] を選択す
ると、被演算子をネストさせることができます。
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3. [比較演算子] リストで、単純ルール式 (ブール式とも呼ばれる)の2つの主要な被演算子を比
較するための論理比較演算子 ([等しい] など) をクリックします。

4. 2番目の [被演算子] リストで、適切な被演算子を選択し、残りのフィールドに入力して単純
ルール式の定義を終了します。第2被演算子として [数値] を選択した場合は、関連する [値]
フィールドに、第1被演算子と比較する数値定数を入力します。第1被演算子のタイプがた
とえば [KPI 値] である場合、数値定数の単位は、選択した KPI で使用される単位 (KPI の値
の選択肢の右に表⽰されます) と同じにする必要があります。たとえば、選択された KPI の
単位がメガバイトである場合、ここで入力した数値定数はメガバイト単位で解釈されます。

5. [保存] をクリックして、単純ルール式を保存します。

第 1 被演算子としての [イベントテキスト] または [イベント値] の定義

[イベントテキスト] と [イベント値] という 2 つの [被演算子] オプションは、[イベント] ルール
タイプにのみ使用できます。単純ルール式の 2 つの被演算子それぞれを定義するための具体的
なステップは、被演算子タイプの選択によって異なります。被演算子タイプによって、[ルール
式の編集]ページの [ルール式] パネルに表⽰されるフィールドが決まります。被演算子タイプに
はそれぞれ固有のフィールドが関連付けられており、被演算子タイプを変更すると、表⽰される
フィールドも自動的に変わります。単純ルール式の第1被演算子の被演算子タイプとして [イベ
ントテキスト] または [イベント値] を選択した場合、次の図のフィールド (後続のタスクで説明
します) が表⽰されます。

次のタスクは、[ルール式の編集] ページの [ルール式] パネルで、既に第 1 被演算子タイプとし
て [イベントテキスト] または [イベント値] を選択していることを想定しています。

単純ルール式の第 1 被演算子として [イベントテキスト] または [イベント値] を定義するには

1. [カテゴリ] リスト ([ルール式の編集]ページの [ルール式] パネル)で、比較するイベントのカ
テゴリをクリックします。

[カテゴリ] リストには、システム管理者が作成したカテゴリによって提供される値のほか、
次の表で説明するオプションが含まれる可能性があります。
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説明カテゴリ

消費される JVM メモリやスレッド数など、Analytic Engine に関する
データを提供します。

Analytic Engine

[問題]ページに⽰されたプロセスに関する一般データを提供します。た
とえば、プロセスサイクル時間 (インスタンスの実行に要する時間) や
ステップカウント (正常に完了したステップ数) などです。

[Intrinsic Process
Metrics]

注:
Intrinsic Process Metrics の [Cycle Time by Process] または [Process
Time against a Reading Value] に対するルールを作成する場合、単位
はミリ秒です。

[カテゴリ]リストに
表⽰される可能性

GarbageCollectionType

PersistenceQualifierのあるその他のオ
プション Queue

Router

WebService

プロセス名

[ルール式の編集] ページで、[イベント] ルールタイプのオプションは、次の 2 つの点を除
き、[KPI] ルールタイプのオプションと同じです。

第1被演算子として [イベントテキスト] を選択した場合、第2被演算子は [テキスト] ま
たは [イベントテキスト] とする必要があります。

第 1 被演算子として [イベント値] を選択した場合、第 2 被演算子は [数値] または [イベ
ント値] とする必要があります。

2. [比較演算子] リストで、単純ルール式 (ブール式とも呼ばれる)の2つの被演算子を比較する
ための論理比較演算子 ([等しい] など) をクリックします。

3. 2番目の [被演算子] リストで、適切な被演算子を選択して式を完成させます。第2被演算子
として [数値] を選択した場合は、関連する [値] フィールドに、第 1 被演算子と比較する数
値定数を入力します。第 1 被演算子のタイプがたとえば [KPI 値] である場合、数値定数の単
位は、選択したKPI で使用される単位 (KPI の値の選択肢の右に表⽰されます)と同じにする
必要があります。たとえば、選択されたKPIの単位がメガバイトである場合、ここで入力し
た数値定数はメガバイト単位で解釈されます。

4. [保存] をクリックして、ルール式を保存します。

webMethods Optimize ユーザガイド 10.7 119

6 ルールの定義



しきい値ルール式の作成
しきい値ルール式はしきい値式タイプにのみ使用できます。以下の手順は、単純ルール式でしき
い値ルール式を作成する方法を⽰しています。

しきい値ルール式を作成するには

1. [ルール情報] パネルの [ルール名] フィールドにルール式の名前を入力します。

2. [ルールタイプ] フィールドの横の下向き矢印をクリックし、[しきい値] を選択します。

3. [ルール式] パネルの [式] リストで、[単純式] をクリックします。

4. 第 1 被演算子として [しきい値] を選択します。第 2 被演算子は [数値] または [しきい値] で
ある必要があります。

5. [イベント] フィールドの右側にあるボックスをクリックし、イベントのリストを含むポップ
アップを表⽰します。[イベント] リストに、使用可能なイベントマップが一覧表⽰されま
す。[イベント] リストには、システム定義のイベントマップとユーザ定義のイベントマップ
の両方が含まれています。ユーザ定義のイベントマップは、システム管理者が設定します
(『Administering webMethods Optimize』の「Configuring KPIs」を参照)。次の表に、シス
テム定義のイベントマップの一部を⽰します。

説明イベントマップ

Analytic Engine のシステムヘルスが記述されます。[AnalyticEngineHealth]

Optimize エラーが発生したことを⽰します。[OptimizeError]

パフォーマンスデータ用に収集された内在的な値が記述されます。[Performance Metrics]

プロセスデータ (サイクル時間、インスタンスカウント、エラーカ
ウントなど) 用に収集された内在的な値が記述されます。

[Process Metrics]

プロセスパフォーマンスデータ用に収集された内在的な値が記述さ
れます。

[Process Performance
Metrics]

クエリーデータ用に収集された内在的な値が記述されます。[QueryMetrics]

キューデータ用に収集された内在的な値が記述されます。[QueueMetrics]

ステップデータ (サイクル時間、インスタンスカウント、エラーカ
ウントなど) 用に収集された内在的な値が記述されます。

[Step Metrics]

Web サービス DCA 用に収集された内在的な値が記述されます。[WebServiceMetrics]

6. [比較演算子] リストで、単純ルール式 (ブール式とも呼ばれる)の2つの被演算子を比較する
ための論理比較演算子 ([等しい] など) をクリックします。
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7. 下の [被演算子] フィールドで第2被演算子を選択します。第2被演算子は [数値] または [し
きい値] である必要があります。

a. 第2被演算子として[しきい値]を選択した場合、この被演算子に対して[イベント]フィー
ルドが表⽰されます。第 1 被演算子に対して行ったように、イベントを選択する必要が
あります。

b. 第 2被演算子として [数値] を選択した場合は、被演算子の [値] フィールドに値を入力す
るだけです。

8. [保存] をクリックして、ルール式を保存します。

日時ルール式の作成
日時ルール式では、KPIルールまたはイベントルールに関する2つの時間的な被演算子が比較さ
れます。日時式は、単純式の場合や、複合ルール式のエレメントである場合がよくあります。そ
の他のルール式と同様に日時式は被演算子の選択に基づいて論理的に制限されるため、式を構築
する前に各演算子の機能をよく理解し、評価しようとしている要因を考慮しておく必要がありま
す。また、日時式を作成する前に、この章の109ページの「ルール式の作成」を参照してルール
式エディタの使い方に関する全般情報を確認してください。

日時式の場合、第 1 被演算子は [KPI 値] または [時間] のどちらかの値をとり、第 2 被演算子は
この章の109ページの「ルール式の作成」で日時式に適用可能な値と説明されている値をとりま
す。日時式が式の主要コンポーネントの場合は、少なくとも 1 つの被演算子が KPI 値である必
要があります。日時ルール式が複合ルール式の 1 要素である場合 (たとえば、KPI 値が "total
sales greater than $1M AND day-of-week is Monday" の場合に実行されるルールの場合) はこの
限りではありません。

ルール式エディタを使用すると単独で日時式を作成できますが、このような式が実際のビジネス
環境で利用されることはほとんどありません。日時式はむしろ単純式の 1 コンポーネントまた
は複合ルール式の埋め込み式としてよく使用されます。この章の次の節では、日時式の典型的な
使用パターンの例について説明します。

ほとんどのビジネス環境で有益な日時式として、次の 5 つの基本タイプを作成できます。

曜日: このタイプの式は、イベントまたは KPI の測定が、特定の曜日の前、特定の曜日、ま
たは特定の曜日の後で発生したかどうかを評価します。

時刻: このタイプの式は、イベントまたは KPI の測定が、その日の特定時刻の前または後で
発生したかどうかを評価します。

月: このタイプの式は、イベントまたは KPI の測定が、特定の月の前、特定の月、または特
定の月の後で発生したかどうかを評価します。

測定: 曜日を使用する単純式: この少し特殊な式は、日時コンポーネント (測定: 曜日) を使用
してイベントを評価する単純式です。

日時式として構成される測定: 曜日式。
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次の表では、日時式を作成する際に [時間] 被演算子に適切なシンボルを選択するための参照に
ついて説明します。

値シンボル

現在の曜日を数字で表したもの。ここで、SUNDAY = 1 および SATURDAY
= 7

曜日

現在の月を数字で表したもの。ここで、JANUARY = 1 および DECEMBER
= 12

月

リテラル値 = 1日曜日

リテラル値 = 2月曜日

リテラル値 = 3火曜日

リテラル値 = 4水曜日

リテラル値 = 5木曜日

リテラル値 = 6金曜日

リテラル値 = 7土曜日

リテラル値は 2、3、4、5 または 6週日

リテラル値は 1 または 7週末

リテラル値 = 11 月

リテラル値 = 22 月

リテラル値 = 33 月

リテラル値 = 44 月

リテラル値 = 55 月

リテラル値 = 66 月

リテラル値 = 77 月

リテラル値 = 88 月

リテラル値 = 99 月

リテラル値 = 1010 月

リテラル値 = 1111 月

リテラル値 = 1212 月

以下の手順では、基本的な日時式の作成方法について説明します。日時式を作成する際は、各被
演算子を個別に考慮するのではなく、論理的に関連付けて考える必要があります。たとえば、第
1 被演算子が [時間] で、値を指定する必要がある場合、同じ値を両方の被演算子に適用する必
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要があります。また、この手順は説明のため初歩的な内容になっていますが、実際には単純で単
独な日時式の適用範囲は非常に限られています。

実際のシナリオに関連したより実用的な日時式は、手順の後の例で説明します。

日時ルール式を作成するには

1. [ルール式]パネルの[式]リストで、[日時式]をクリックします。次の図に⽰すルール式フィー
ルドが表⽰されます。

2. 第 1 [被演算子] リストで、[KPI 値] または [時間] を選択します。第 1 [被演算子] フィールド
の下の利用可能なフィールドが、選択内容によって次のように変更されます。

第 1 被演算子に [KPI 値] を選択した場合、表⽰される [カテゴリ] および [KPI] フィール
ドに適切なカテゴリおよび KPI の特定の名前を選択する必要があります。KPI 被演算子
の詳細については、この章の112ページの「第1被演算子としての [KPI 値] の定義」を
参照してください。ほとんどの日時式では、[測定:曜日]、[測定:時間]、[測定:日付]また
は [測定: 値] のいずれかを選択します (ただし、[測定: 値] は日付/時刻を表す必要があり
ます)。第2被演算子の選択は、第1被演算子と論理的に対応している必要があります。
たとえば、[測定: 曜日] が第 1 被演算子の場合、第 2 被演算子は、[測定: 曜日] AT [週日]
のように曜日シンボルに等しい曜日である必要があります。

第1演算子に [時間]を選択した場合は、[シンボル] フィールドで [現在の時刻]、[現在の
曜日] または [現在の月] のいずれか適切な単位を選択する必要があります。第 2 被演算
子を選択する場合は、選択した時間に論理的に対応している必要があります。たとえば、
第 1 被演算子が [測定: 曜日] の場合、第 2 被演算子は、[測定: 曜日] AT [週日] のように
曜日シンボルに等しい曜日である必要があります。選択可能な時間指標の詳細について
は、この手順の前にある表を参照してください。

3. [シンボル] リストで、第 2 被演算子と比較する日時指標をクリックします。

次の表で時間指標について説明します。

説明時間指標

整数で表される現在の曜日。ここで、SUNDAY = 1 および SATURDAY
= 7。

[曜日]
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説明時間指標

「hhmm」の形式で表される現在の時刻。[時刻]

整数で表される現在の月。ここで、JANUARY = 1 および DECEMBER =
12。

[月]

4. [日時]リストで、2つの被演算子を比較する時間的な比較演算子([次の値より前]、[次の値に
等しい] または [次の値より後]) をクリックします。

5. 第 2 [被演算子] リストで、次のいずれかのオプションを選択します (この被演算子は、第 1
被演算子と論理的に対応している必要があります)。

[KPI 値]: 第 2 被演算子として [KPI 値] を選択した場合、[カテゴリ] および [KPI] フィール
ドに適切なカテゴリおよび KPI の特定の名前を選択する必要があります。KPI 被演算子
の詳細については、この章の112ページの「第1被演算子としての [KPI 値] の定義」を
参照してください。

[数値]: [値] テキストボックスに第 1 被演算子と比較する数値を入力します。

[時間]: 第 1 被演算子に対応する適切なシンボルを選択します。選択可能な時間指標の詳
細については、111ページの「単純ルール式の作成」およびこの手順の前にある表を参照
してください。

[演算]: 第 1 被演算子の値に対応する数値に解決する算術演算を構築します。

重要:
日付と時刻は、Analytic Engine の場所のタイムゾーンが基準となります。

6. 式の作業が終了したら、[保存] をクリックしてルール式を保存します。

日時式の例
以下の例では、[現在の曜日]、[現在の時刻]、[現在の月] など作成可能な日時式のタイプ別に、
日時式が使用される可能性のある典型的なシナリオについて説明しています。以下の例で使用さ
れる特定の選択内容および値を特定の環境に適用することはおそらく不可能ですが、必要に応じ
て調整することで、実際のシナリオに適用することができます。

曜日の例
以下のルール式エディタのイメージで表された例は、典型的な曜日の日時式です。このルール
は、Analytic Engine のメモリ消費量が 300 MB を超え、曜日が火曜日よりも前の場合に実行さ
れます。この例では、単純 KPI 式と曜日を指定する日時式を組み合わせた複合式を使用してい
ます。日時式の第 2 被演算子には、火曜日を表す値 2 の [数値] 被演算子を使用することも可能
です。
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時刻の例
以下の例では、[現在の時刻] を使用した典型的な日時式について説明します。このルールは、
Analytic Engine のメモリ消費量が 300 MB を超え、測定: 曜日が火曜日で、時刻が 4:45 AM よ
り後の場合に実行するように設定されています。この例では、単純KPI式と2つの日時式 (曜日
を指定する式および時刻を指定する式) を組み合わせた 2 つの複合式を使用しています。
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月の例
以下の例は、[現在の月]を使用した日時式です。このルールは、Broker Serverのディスクスペー
スが3000MB未満、月が4月より前の場合に実行するように設定されています。この例では、
単純 KPI 式と月を指定する日時式を組み合わせた複合式を使用しています。日時式の第 2 被演
算子は、4 月を表す値 4 の [数値] として表すことも可能です。
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測定: 曜日の例
以下の例は、[測定:曜日]の日時式です。[測定:曜日]は、単純式または日時式のどちらかで使用
できます。日時式で使用する場合、[測定:曜日]はルール評価が発生する日となります。(イベン
トまたはKPI測定と結び付けられた)単純式で使用する場合、[測定:曜日]はイベントまたはKPI
測定が発生する日となります。ルールをリアルタイムで処理する場合、この 2 つの使用方法に
違いはありませんが、ルールの再生成を実行する場合は、日時式の使用方法では適切な評価が行
われません。これは、評価日が、イベントまたは KPI 測定が発生した日ではなく、現在の日付
になるためです。

[測定: 曜日] は、[月曜日] または [週日] などの [時間] での選択内容または曜日と一致する数値リ
テラルのどちらかと比較されます。以下の例に、単純 [KPI 値] 式および埋め込み日時 [測定: 曜
日] 式を使用した複合式を⽰します。このルールは、KPI 値が 300 MB を超え、曜日が週日、時
刻が 5:29 AM より前の場合に実行されます。
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複合ルール式
複合ルール式は、2 つ以上のルール式を組み合わせて作成します。組み合わせる式には、単純
式、日時式またはその他の複合式を使用できます。2 つのルール式はブーリアン演算子 (AND、
OR、XOR)で結合します。複合ルール式が、関連性のある結果および整合性のある結果を確実に
返すように、式を作成する際に考慮すべき要点が数多くあります。また、ユーザが複合ルールの
評価方法を理解していることも重要です。そうすることにより、不適切な結果や不合理な結果を
回避するように構築できます。

複合ルール式での階層一致
単一イベントマップまたは複数イベントマップを使用して複合ルールを作成できます。ただし、
どちらの場合でも、ルールをインスタンス化するために、ルールが定義された KPI には、一番
上の次元から始まる共通の次元階層を持たせる必要があります。次元階層では、次元、属性およ
び階層順序が一致する必要があります。同じ階層を使用する KPI は常に一致します。ルール式
エディタでは、検証を行い一致する KPI が選択されているかどうかを確認できます。

次の表は、階層が一致する場合を⽰しています。

階層 B階層 A

次元 "host" 属性 "name"次元 "host" 属性 "name"
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階層 B階層 A

次元 "host" 属性 "name"

次の 2 つの表は、階層が一致しない場合を⽰しています。

階層 B階層 A

次元 "host" 属性 "name"

次元 "port" 属性 "number"次元 "port" 属性 "number"

階層 B階層 A

次元 "host" 属性 "ipaddr"次元 "host" 属性 "name"

以下の例は、階層が、複合ルール式の中でどのように機能するかについての追加情報です。

複合ルール式例 1:

KPI #1 次元階層: 顧客

KPI #2 次元階層: 顧客

生成されるルールインスタンス: KPI#1 および KPI #2 の両方をインスタンス化するために使用
される顧客に対して共通の値を持つもの。KPI の一方にだけ顧客 Lucent が存在する場合、ルー
ルインスタンスは作成されません。ルールインスタンスを作成するには、顧客 Lucent のイベン
トデータを両方の KPI に送信する必要があります。

複合ルール式例 2:

KPI #1 次元階層: 地域、州、郡

KPI #2 次元階層: 地域

生成されるルールインスタンス: KPI#1 および KPI #2 の両方をインスタンス化するために使用
される地域に対して共通の値を持つもの。

複合ルール式例 3:

KPI #1 次元階層: 地域、州、郡

KPI #2 次元階層: 地域、州、市町村

生成されるルールインスタンス: なし、郡と市町村が一致しないため。

複合ルール式例 4:

KPI #2 次元階層: 州、郡、地域
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KPI #1 次元階層: 地域、州、郡

生成されるルールインスタンス: なし、州が地域と一致しないため。

複合ルールの評価方法
複合ルールは、しきい値、イベントまたは KPI の各ルールタイプとして作成される場合があり
ます。ただし、ルールタイプに関係なく、すべての部分式が NULL 以外のデータを持つ場合、
複合ルールは評価され、真 (true) か偽 (false) かが判断されます。このデータは、最新の収集間
隔の値/イベント/測定であるか、または現在の間隔でデータが収集されなかった場合は、前回の
収集で格納されたデータである場合があります。複合ルールの評価に成功すると部分式がリセッ
トされ、複合式は、すべての部分式が新しいデータを受信するまで待機します。また、複合ルー
ルは、最新の部分式データの測定値だけを保持し、測定値の受信時間に関わらず前回の測定値は
すべて廃棄されます。

以下の例では、すべての複合ルールの評価方法について説明します。この例では、KPI #1 の値
が 50 より大きく、KPI #2 の値が 500 より大きい場合に複合ルールが実行されるように設定さ
れています。KPI #1 の KPI 収集間隔は 1 分間で、KPI #2 の KPI 収集間隔は 1 時間です。

次の表は、KPI 測定値の計算を⽰しています。

KPI #2KPI #1

なし50

なし8010:55 AM

なし6010:56 AM

なし3010:57 AM

なし2010:58 AM

なしnull10:59 AM

555null11:00 AM

この例では、複合ルールは 11:00 AM に評価されます。このときに両方の部分式 KPI が NULL
以外の測定値を持つためです。この評価は、KPI #1 の場合は 10:58 AM の測定値 20 に基づい
て発生し、KPI #2の場合は11:00 AMの測定値555に基づいて発生します。KPI #1には11:00
AMより前に 50より大きい測定値が2つありますが、複合ルールは11:00 AMに実行されない
ことに注意してください。これは、最新の測定値だけが評価用に保持されるためです。したがっ
て、11:00 AM の時点ではルールは偽と評価されます。

前述の例で説明したとおり、複合ルールが評価されるときにKPIの収集間隔は考慮されません。
複合ルールの評価は、単に、両方の部分式の測定が評価可能なときに発生します。前述の例の場
合、複合ルールの評価は 11:00 AM に発生しますが、KPI #2 の測定が 12:00 正午、8:00 PM、
翌日、または3日後や3週間後までない場合は、そのときまでルールは評価されません。また、
どちらの KPI の場合も最新の KPI 測定が評価に使用されます。つまり、前述の例では、KPI #1
の場合、測定値 30 が使用され、KPI #2 で測定が発生する前のすべての測定値は無効になりま
す。
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複合ルールが評価されると、部分式がリセットされ、新しい測定が発生するまで待機します。し
たがって、KPI #1 では毎分新しい測定値を受信しますが、KPI #2 が次の時間に新しい測定値を
受信するまで複合式は評価されません。

複合ルールについて考慮すると、複合ルールを使用するための推奨シナリオとして、複合ルール
を構成するすべての部分式が定期的かつ頻繁に評価されるようにする必要があります。複合KPI
ルールの場合は、すべての部分式の KPI 収集間隔を共通にし、各 KPI が収集間隔ごとに評価さ
れるようにすると、最も直観的な結果を得ることができます。

複合ルール式の作成

複合ルール式を作成するには

1. [ルール式] パネルの [式] リストで、[複合式] をクリックします。

Optimize に次の図に⽰すフィールドが表⽰されます。

2. 最初のインデントされた[式]リストと関連するフィールドで、111ページの「単純ルール式
の作成」および121ページの「日時ルール式の作成」の説明を参照して、最初のルール式を
作成します。

3. [ブーリアン演算子] リストで、2 つの式を結合する比較演算子を選択します。

次の表は、選択した比較演算子に応じてルールが真 (true) と評価される場合を⽰していま
す。

ルールが真 (true) と評価される場合比較演算子

式 1 と式 2 の両方が真 (true)[AND]
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ルールが真 (true) と評価される場合比較演算子

式 1 が真 (true)、式 2 が真 (true)、または、両方の式が真 (true)[OR]

式 1 が真 (true) であるが式 2 が偽 (false)、または、式 2 が真 (true) で
あるが式 1 が偽 (false)

[XOR]

4. 2番目のインデントされた [式] リストと関連するフィールドで、111ページの「単純ルール
式の作成」および121ページの「日時ルール式の作成」の説明を参照して、2番目のルール
式を作成します。

5. [保存] をクリックして、ルール式を保存します。

ルールアラート
ルール違反が発生した場合、またはルールが規定内に戻った場合に、指定した 1 人以上のユー
ザに通知したり、Web サービスや SNMP アクションを呼び出したりするように設定できます。
ルールアラートは、電子メールメッセージとして受信できます。また、SNMP または Web サー
ビスアラートアクションを指定することも可能です。

アラート受取人の指定

ルール違反の電子メールアラートを受信するユーザを指定するには

1. [ルールの追加/編集/コピー] ページの [アラート] ポートレットで、[アラートの追加] をク
リックします。

重要:
[アラートの追加]ボタンをアクティブ化するために、有効な電子メールアドレスとともに
1 人以上のユーザを My webMethods に追加する必要があります。詳細については、
『Working with My webMethods』の「ユーザの追加」を参照してください。

[アラート] テーブルに新しい役割が追加されます。

2. [名前] ドロップダウンリストを使用してユーザを選択し、ルールが規定外になったときにア
ラートを受信するユーザの名前をクリックします。

3. ルール違反発生時にアラートの送信を直ちに有効にする場合は、[有効] チェックボックスを
オンにします。アラートの送信を無効にする(一時的に停止する)場合は、このチェックボッ
クスをオフにします。

4. 追加のアラートをほかのユーザに送信する場合、または別の方法を使用して同じユーザにア
ラートを送信する場合は、上記の手順を繰り返します。

5. 電子メールアラートを受信するほかのユーザを各ユーザに表⽰する場合、[ユーザのグループ
化] を選択します。
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注:
[ユーザのグループ化] を選択すると、個々の [有効] 設定は無効になります。

電子メールアラートを受信するすべてのユーザは電子メールの To: 行に表⽰されます。

アラートアクションの指定
ルール違反発生時に指定のユーザにアラートを送信する以外に、SNMP アラートアクションや
Webサービスアクションも指定できます。たとえば、ルール違反発生時にOptimizeからSNMP
アラートを送信することが可能です。

ルール違反発生時に実行する追加のアクションを指定するには

1. [ルールの追加/編集/コピー] ページの [アクション] タブで、[アクションの追加] をクリック
します。[アクション] 表に新しい行が追加されます。

注:
Optimizeでアクションが定義されていない場合、[アクション]タブに「システム内に設定
済みのアクションがありません」というメッセージが表⽰されます。アクションの作成お
よび設定は、Optimize 管理者が行います。詳細については、Administering webMethods
Optimizeを参照してください。

2. [アクション名] リストで、ルール違反発生時に実行する SNMP アクションまたは Web サー
ビスアクションを選択します。

3. このアクションの実行を直ちに有効にする場合は、[有効] チェックボックスをオンにしま
す。このアクションの実行を無効にする(一時的に停止する)場合は、このチェックボックス
をオフにします。

4. アクションを削除するには、名前の前にあるチェックボックスをオンにして、[削除] をク
リックします。

5. [保存] をクリックして、アクションをルールに追加します。

ルールの管理
[ルールリスト]ページ、[ルールの追加/編集/コピー]ページ、および[ルールインスタンス]ペー
ジからルールを管理できます。

[ルールリスト] ページからのルールの管理
次の表では、[ルールリスト] ページを使用して、作成したルールおよび Optimize に付属の定義
済みルールを管理する方法について説明します。
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手順目的

検索バーを使用します。検索条件 (ルールタイプ、ルールの状態、
ルール式のテキスト、アラートを受信するユーザの名前、アクショ

ルールの名前または説明、
その他の検索条件でルール
を検索する ンタイプ、SLA、顧客または重大度) を使用して検索できます。検

索バーの使用の詳細については、『WorkingwithMywebMethods』
を参照してください。

[アクション] 列の [ルールインスタンスの表⽰] をクリックして
[ルールインスタンス] ページを表⽰します。手順については、

[ルールリスト] ページから
ルールインスタンスを管理
する 135ページの「[ルールの追加/編集/コピー]ページでのルールイン

スタンスの管理」を参照してください。

ルールの [有効] 列の [無効] をクリックします。アイコンが
[有効] に変わります。すべてのルールを一度に有効にするには、

ルールまたはルールインス
タンスを有効にする

をクリックして、表⽰されたメニューから [すべてを選択] を選択
し、[有効] ボタンをクリックします。

注:
ルールの有効状態を変更しても、ルールインスタンスの有効化設
定が必ず変更されるとは限りません。たとえば、ルールインスタ
ンスが有効になっている場合、ルールを無効化するとルールイン
スタンスが無効になりますが、ルールインスタンスの設定は変更
されません。このため、ルールを再び有効にした際に、ルールイ
ンスタンスの設定が原因でルールインスタンスを有効化できない
場合があります。

ルールの [有効]列の [有効]をクリックします。アイコンが に
変わります。すべてのルールを一度に無効にするには、 をクリッ

ルールまたはルールインス
タンスを無効にする

クして、表⽰されたメニューから [すべてを選択] を選択し、[無効]
ボタンをクリックします。

注:
現在違反があるルールを無効化すると、ルール違反がなくなるよ
うにルールがリセットされます。

[タイプ] 列および [粘着性] 列に表⽰される情報に注意してくださ
い。[状態]列に表⽰されるアイコンで、ルール違反が発生している

ルールの属性設定を確認す
る

かどうかも判断できます。詳細については、92 ページの「ルール
リストの表⽰」を参照してください。

ルールの [アクション] 列の編集アイコン ( ) をクリックします。ルールを編集する

注意:
ルールの定義を編集すると、そのルールに関連付けられているす
べてのルールインスタンスがシステムから削除されます。

ルールを編集すると、以下に説明するように、 アイコンを使用し
た編集に基づいて更新された履歴情報をシステムに取り込むことが
できます。
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手順目的

アイコンをクリックし、ルールの過去のルール違反を生成しま
す。ルールを編集済みの場合は、このボタンをクリックすると、変

ルール違反の生成

更したルールの定義に従ってすべての過去のシステムデータが再評
価され、ルール違反が生成されます。このプロセスは、ルール用履
歴データの再処理と呼ばれます。

注:
ルール用履歴データの再処理は、標準偏差で定義されたルールで
は機能しません。

ルールの [アクション]列のコピーアイコン ( )をクリックします。
コピーされたルールの名前には「- コピー」が追加されます。

ルールをコピーする

ルールの左側にあるチェックボックスをオンにして、[削除] をク
リックします。

ルールを削除する

重要:
ルールを削除すると、そのルールに関連付けられている現在およ
び過去のルールインスタンスがすべて削除されます。

[表のエクスポート]をクリックします。表のデータをエクスポート
する方法の詳細については、『Working with My webMethods』を
参照してください。

ルールのリストを *.csv (カ
ンマ区切り値) ファイルに
エクスポートする

[ルールの追加/編集/コピー]ページでのルールインスタンスの管理
[ルールの追加/編集/コピー]ページで、[ルールインスタンス]タブの[インスタンスの表⽰]をク
リックして、[ルールインスタンス] ページを表⽰できます。[ルールインスタンス] ページで、
個々のルールインスタンスを有効化または無効化することで、そのインスタンスに対するルール
違反のレポートを開始または停止できます。

個々のルールインスタンスを有効化または無効化するには

1. [ルールの追加/編集/コピー] ページの [ルールインスタンス] タブで、[インスタンスの表⽰]
をクリックします。

2. [ルールインスタンス] ページで、ルールインスタンスを選択し、次のいずれかを行います。

[無効] をクリックして、無効なルールインスタンスを有効にします。アイコンが
[有効] に変わります。

[有効] をクリックして、有効なルールインスタンスを無効にします。アイコンが
[無効] .に変わります。

現在違反があるルールインスタンスを無効化すると、このルールインスタンスの違反状
態がクリアされます。
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をクリックして、すべてのルールインスタンスを有効にします。

をクリックして、すべてのルールインスタンスを無効にします。

ルールフィルタの管理
KPI またはイベントルールを定義するときは、ルールの適用対象データタイプを収集する KPI
(たとえば Broker キュー長) を指定する必要があります。デフォルトでは、KPI のすべてのイン
スタンス (たとえば、使用環境内のすべての Broker) に対してルールが適用されます。ただし、
特定の次元の KPI インスタンス (たとえば、特定の Broker) に対してのみルールを適用すること
もできます。このような場合は、特定の KPI次元を識別するルールフィルタを作成し、ルール
に関連付けます。

ルールフィルタの編集や変更を行ったり、不要になったルールフィルタを削除することもできま
す。

ルールフィルタの表⽰

既存のルールフィルタを表示するには

1. My webMethods で次のように選択します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [分析] > [ルール] > [ルールフィルタ]

Optimize[ルールフィルタ] ページが表⽰されます。

2. 必要に応じて、検索キーワードを入力し、[検索] をクリックします。

ルールフィルタの作成
[ルールフィルタの追加]ページでは、ルールに新しいルールフィルタを作成できます。また、新
しい次元や次元インスタンスを追加できる [フィルタ次元] パネルも表⽰されます。

136 webMethods Optimize ユーザガイド 10.7

6 ルールの定義



注:
KPI で指定され、その KPI のルールフィルタで使用される階層の一部を次元とする必要があ
ります。

ルールフィルタを作成するには

1. 以下のいずれかを行います。

[ルールフィルタ] ページで、[フィルタの追加] をクリックします。

[ルール式の編集] ページで、[ルール式] パネルの [フィルタの追加] をクリックします。

Optimize に [ルールフィルタの追加] ページが表⽰されます。

2. ルールフィルタの一意名を [フィルタ名] フィールドに入力します。

3. フィルタの短い説明を [説明] フィールドに入力します。

4. [次元定義の追加] をクリックして、ルールフィルタを適用する次元を選択します。

5. [次元定義の追加] ダイアログから 1 つ以上の次元定義を選択 (Shift キーを押したまま複数の
連続する定義を選択するか、Ctrl キーを押したまま連続していない複数の定義を選択) し、
[追加] をクリックします。[次元定義の追加] ダイアログが閉じ、選択した次元定義が [ルー
ルフィルタの追加] ページの [次元定義] パネルに追加されます。

webMethods Optimize ユーザガイド 10.7 137

6 ルールの定義



6. 次元定義に含まれる特定の次元インスタンスを追加するには、[ルールフィルタの追加] ペー
ジの [次元定義] パネルで、次元定義の名前をクリックするか、次元定義の横の [編集] をク
リックします。[次元インスタンスの追加] ダイアログが表⽰され、次元インスタンスをク
リックして選択できます。次元定義には、1 つ以上の次元インスタンスが選択されている必
要があります。

7. [次元インスタンスの追加] ダイアログで、次の 1 つ以上を実行します。

[すべてのページを選択] ボタンをクリックして、次元の定義ですべてのページのすべて
の次元を選択します。表⽰されたページのすべての次元を選択するには、Ctrl キーを押
しながら A キーを押します。

[すべてのページを選択解除] をクリックして、次元の定義ですべてのページのすべての
次元を選択解除します。

[次元インスタンスの追加] ダイアログには、次元を検索するための標準的なキーワード
検索機能が含まれています。[フィルタ] フィールドを使用して、基本検索条件を入力し
ます。また、フィルタには、フィルタのキーワード入力に関して [かつ]/[または] および
[含む]/[含まない] を使用するオプションもあります。検索条件を設定したら、[実行] を
クリックして検索を実行します。

8. [追加] をクリックして次元定義の変更を保存し、[次元インスタンスの追加] ダイアログを閉
じるか、[キャンセル] をクリックして変更を保存しないで閉じます。

9. 追加済みの 1 つ以上の次元定義や次元インスタンスを削除する場合は、[ルールフィルタの
追加]ページの[次元定義]パネルで項目の前のチェックボックスを選択して、[削除]をクリッ
クします。

10. [保存] をクリックしてルールフィルタを保存し、[ルールフィルタ] ページに戻ります。

ルールフィルタの編集
既存のルールフィルタを編集して、改良や拡張を行うことができます。ルールフィルタを変更す
ると、そのフィルタに関連付けられているその他のルールが影響を受けることがあります。
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注:
現在使用中の既存のルールフィルタを変更すると、すべての関連するルールインスタンスや
それらの違反がシステムから消去されます。

ルールフィルタを編集するには

1. My webMethods で次のように選択します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [分析] > [ルール] > [ルールフィルタ]

2. ルールフィルタの名前をクリックするか、[編集] 列の [編集] をクリックします。

Optimize で [ルールフィルタの追加/編集] ページが表⽰されます。

3. ルールフィルタの詳細を編集します。

次の表に、[ルールフィルタ情報] パネルで実行可能なアクションを⽰します。

手順目的

[フィルタ名]フィールドでルールフィルタの名前を選択し、新しい名前
を入力するか、既存の名前を変更します。

ルールフィルタの
名前を変更する

[説明]フィールドで説明を選択し、新しい説明を入力するか、既存の説
明を変更します。

ルールフィルタの
説明を変更する

次の表では、[ルールフィルタ情報] パネルで実行可能なアクションについて説明します。

手順目的

次元定義名の横にあるチェックボックスをオンにして、[削除]をクリッ
クします。

ルールフィルタか
ら次元定義を削除
する

以下の手順に従います。ルールフィルタに
関連付けられてい

a. [次元定義] リストで、次元定義名をクリックするか、次元定義名の
横にある [編集] をクリックして、[次元インスタンスの追加]ダイア
ログを開きます。

る次元定義の次元
を追加、削除また
は検索する

b. [次元インスタンスの追加]ダイアログで、次の1つ以上を実行しま
す。

[すべてのページを選択] ボタンをクリックして、次元の定義で
すべてのページのすべての次元を含めます。表⽰されたページ
のすべての次元を選択するには、Ctrl キーを押しながら A キー
を押します。

[すべてのページを選択解除] をクリックして、次元の定義です
べてのページのすべての次元を除外します。
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手順目的

[次元インスタンスの追加] ダイアログには、次元を検索するた
めの標準的なキーワード検索機能が含まれています。この検索
機能の使用の詳細については、136ページの「ルールフィルタの
作成」を参照してください。

c. [追加]をクリックして次元定義の変更を保存し、[次元インスタンス
の追加] ダイアログを閉じるか、[キャンセル] をクリックして変更
を保存しないで閉じます。

指定した次元で次元定義が更新され、[ルールフィルタの追加/編集]
ページが表⽰されます。

4. [保存] をクリックして、ルールフィルタを変更と共に保存し、[ルールフィルタ] ページまた
は [ルール式の編集] ページに戻るか、[キャンセル] をクリックして、変更を保存しないで
[ルールフィルタの追加/編集] ページを閉じます。

ルールフィルタの削除
ルールフィルタを削除すると、そのルールフィルタは Optimize システムから削除されます。

ルールフィルタを削除するには

1. My webMethods で次のように選択します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [分析] > [ルール] > [ルールフィルタ]

2. [ルールフィルタ] パネルで、削除するルールフィルタの左側にあるチェックボックスをオン
にして、[削除] をクリックします。

ルールへのルールフィルタの適用
ルールへのルールフィルタの適用 ルールフィルタをルールに適用するには、[ルール式の編集]
ページの[ルールフィルタ]リストからルールフィルタを選択します(109ページの「ルール式の
作成」を参照)。
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7 問題アラートへの対応
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■   ポケットベルまたは携帯電話のテキストメッセージのアラートへの対応 ...................... 144
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アイテムが規定外になると、その問題がOptimizeによってMywebMethodsユーザインタフェー
スで通知されます。ユーザプロファイルによっては、電子メールアラートまたは SNMP アラー
トを介した通知も可能です。電子メールアドレスへのテキストメッセージングをサポートしてい
るポケットベルや携帯電話サービスをご利用の場合は、これらのデバイスで電子メールアラート
を受信することもできます。ただし、ご利用のサービスにテキストメッセージの受信文字数制限
がある場合は、その制限に収まる範囲でしかアラート本文が表⽰されません。次に、電子メール
アラートの例を⽰します。

Optimize のイベントルールの問題アラート
From: ae0@test_cluster
Sent: Tuesday, November 07, 2006 10:47 PM
To: dkrukov@webmethods.com
Subject: EVENT_Error_Count_by_Process_and_Error_Type
Process.ProcessName.orderProcessorBam.ProcessError.ErrorType.
custom process event4.
-----------------------------------------------------------------
Rule Details:

Name: EVENT_Error_Count_by_Process_and_Error_Type
Instance name: EVENT_Error_Count_by_Process_and_Error_Type

Process.ProcessName.orderProcessorBam.ProcessError.ErrorType.
custom process event4.

Description: EVENT_Error_Count_by_Process_
and_Error_Type_descr

Status: In compliance
Severity: Sev 1
Definition: (Intrinsic Process Metrics/Error Count

by Process and Error Type/
Reading_Value) = (1)

Evaluation: 1.0 compare.equalTo 1.0
URL:

http://franklin:8080/webm.apps.mon.sys.rule.detail?wmp1=webm.apps.
mon.sys.rule.detail.info.portlet&wmp1.ruleId=171

Rule type: Event
SLA: Yes
Customer: SLA Customer

-----------------------------------------------------------------
Diagnosis Details:

Start date: 2006-11-07 21:47:03.504 PST
End date: unknown
Violation count: 1
Violation id: 12850

-----------------------------------------------------------------
Event Details for KPI: Process Metrics

Monitor dimensions:
Process: orderProcessorBam
ProcessError: custom process event4

Attributes:
Process: orderProcessorBam
Process Error Count: 1.0
ProcessInstanceDatabaseId: 1362074
Process Error Type: custom process event4

Number of Processes: 1
Process info:

Name: orderProcessorBam
Id: orderId=355&customer=CompanyZ
URL:

http://franklin:8080/webm.apps.mon.biz.process.instance.bamdetail
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?wmp1=webm.apps.mon.biz.process.instance.bamdetail.info&wmp1.
modelId=orderProcessorBam&wmp1.deployVersion=5&wmp1.
instanceId=1362074&wmp1.modelType=3
------------------------------------------------------------------

Optimize の KPI ルールの問題アラート
From: ae0@test_cluster
Sent: Tuesday, November 07, 2006 10:48 PM
To: dkrukov@webmethods.com
Subject: KPI_Error_Count_by_Process
Process.ProcessName.orderProcessorBam.
------------------------------------------------------------------
Rule Details:

Name: KPI_Error_Count_by_Process
Instance name: KPI_Error_Count_by_Process Process.ProcessName.

orderProcessorBam.
Description: KPI_Error_Count_by_Process_descr
Status: In compliance
Severity: Sev 1
Definition: (Intrinsic Process Metrics/Error Count by

Process/Reading_Value) > (1)
Evaluation: compare.greaterThan 1.0
URL:

http://franklin:8080/webm.apps.mon.sys.rule.detail?wmp1=webm.apps.mon.
sys.rule.detail.info.portlet&wmp1.ruleId=167

Rule type: KPI
SLA: Yes
Customer: SLA Customer

------------------------------------------------------------------
Diagnosis Details:

Start date: 2006-11-07 21:47:00.0 PST
End date: unknown
Violation count: 1
Violation id: 12867

------------------------------------------------------------------
Event Details for KPI: Error Count by Process

Monitor dimensions:
Process: orderProcessorBam

Attributes:
ProcessInstanceDatabaseId: 1362074
ProcessInstanceDatabaseId: 1362074
ProcessInstanceDatabaseId: 1362074

Number of Processes: 1
Process info:

Name: orderProcessorBam
Id: orderId=355&customer=CompanyZ
URL:

http://franklin:8080/webm.apps.mon.biz.process.instance.bamdetail?
wmp1=webm.apps.mon.biz.process.instance.bamdetail.info&wmp1.modelId=
orderProcessorBam&wmp1.deployVersion=5&wmp1.

電子メールアラートへの対応

電子メールアラートに対応するには

1. 電子メールを電子メールクライアントで開きます。
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2. ルール違反の詳細を表⽰するには、電子メールの[RuleDetails]セクションのリンクをクリッ
クします。

ポケットベルまたは携帯電話のテキストメッセージのアラートへ
の対応

ポケットベルまたは携帯電話のテキストメッセージのアラートに対応するには

1. My webMethods にログオンします。

2. ルール違反の詳細を表⽰するには、電子メールの [View Rules] セクションのリンクをクリッ
クします。

3. 規定外となったビジネスプロセスまたはシステムコンポーネントの詳細を表⽰するには、電
子メールの [View Process] セクションのリンクをクリックします。これらの詳細の解釈につ
いては、37 ページの「システムコンポーネントおよびビジネスプロセスのパフォーマンス
の監視」を参照してください。
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KPI に関する情報の分析
KPI (Key Performance Indicator : キーパフォーマンスインジケータ) に関するサマリ情報および
KPI の個々のインスタンスに関する詳細情報を分析できます。

[KPIサマリ]ページを使用して、問題を解決し、様々な機会を利用するための有益なデータを表
⽰します。このページでは、KPI のパフォーマンスを分析し、1つのグラフ上で最大5つの KPI
インスタンスのパフォーマンスを比較できます。過去のパフォーマンスを分析できます。KPIの
分析および比較では、ルール違反などのイベントを検査することができます。この分析に基づい
て、ビジネスプロセスを改善できます。たとえば、注文処理を分析して、障害を識別し、排除で
きます。

[KPI インスタンスの詳細] ページを使用して、KPI の単一インスタンスのデータを分析できま
す。[KPIインスタンスの詳細]ページには、選択した時間範囲の実際のデータまたは集約データ
に加えて、その日付までにレポートされたすべてのデータポイントの過去平均値および標準偏差
が表⽰されます。

パフォーマンスの比較
[KPI サマリ]ページでは、1つのグラフで最大5つのKPIインスタンスのパフォーマンスを比較
できます。

例 1: 東部、中部、西部の 3 つの地域の顧客別に収益を調査し、3 つの地域すべての総収益と比
較します。各顧客地域の収益に関するKPIインスタンスと、3つの地域すべての収益を合計する
KPI インスタンスを比較できます。ページに表⽰された情報を使用して、地域別の収益を分析
し、ルール違反などの関連付けられているイベントを検査できます。

例 2: 注文量、注文エラーおよび注文サイクル時間の関係を調査します。注文量、注文エラーお
よび注文サイクル時間に関する KPI インスタンスを比較できます。

例 3: webMethods 統合の運用イベントを、その統合が実行されているサーバおよびネットワー
クに関連付けます。IS Service Average Service Request Time (IS サービスの平均サービス要求時
間) の KPI インスタンスを、IS サービスが実行されているサーバ上のサーバ CPU 使用状況と比
較できます。

例 4: webMethods 統合を、その統合が実行されているインフラストラクチャに関連付けます。
特定の IS の Number of Successfully Completed IS Service Requests (正常に完了した IS サービ
ス要求数)、特定のドキュメントタイプのNumber of Documents Published (発行されたドキュメ
ント数) および特定の Broker の Number of Events Published (パブリッシュされたイベント数)
の KPI インスタンスを比較できます。

KPIインスタンスのスケール値を表⽰するには、KPIインスタンスのパフォーマンスラインまた
は凡例内の KPI インスタンス名をクリックします。

過去の分析
過去データがある時間範囲についてKPIの過去のパフォーマンスを分析したり、最大5つのKPI
インスタンスの過去データを 1 つのグラフ上で比較することができます。
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任意の時間範囲を指定できます。たとえば、2005 年全体の過去データや、2005 年 8 月 12 日
の 4 時間の過去データを分析することができます。

例:注文量、注文エラーおよびサイクル時間の関係を調査していると、休日の24時間中にエラー
の発生が多いことに気付きました。過去数年の同じ休日の24時間内および同じ年の別の休日の
24 時間内の注文エラー KPI の過去パフォーマンスを分析できます。分析に基づいて、すべての
休日の 24 時間中にエラーの発生が多いことがわかりました。さらに、Revenue by Region KPI
インスタンスを検査すると、中部地域の収益が休日の24時間に大幅に低下することがわかりま
した。エラーのある注文プロセスのインスタンスを分析することにより、エラーの増加と中部地
域を結び付けることができます。続いて、中部地域とその他の地域の間で、休日前と休日後の注
文処理の差異を手動で調査できます。

[KPI サマリ] ページのスケールと単位
KPIパフォーマンスチャートでは、KPIインスタンスのデータを含む最大時間範囲について、最
大データポイントがグラフの上部付近にあり、最小データポイントがグラフの下部付近にあるよ
うに各 KPI インスタンスがスケーリングされます。

時間軸
KPIパフォーマンスチャートでは、チャートのx軸上の選択した時間範囲に合わせて、スケール
値と単位が常に表⽰されます。

データ軸
Optimize では、金額、バイト数、パーセンテージ、時間などの異なるタイプのデータに関連付
けられているKPIインスタンスを同じKPIパフォーマンスチャートに表⽰できるため、y軸には
スケール値と単位が表⽰されません。KPIインスタンスのスケール値を表⽰するには、パフォー
マンスラインまたはパフォーマンスチャートの下にある凡例内の KPI インスタンス名をクリッ
クします。各 KPI パフォーマンスラインの単位は、凡例に表⽰されます。

注:
パフォーマンスチャート上のすべての KPI インスタンスが同じデータ型を共有する場合、ス
ケール値は表⽰されません。スケール値を表⽰するには、KPIインスタンスのパフォーマンス
ラインまたは凡例内の KPI インスタンス名をクリックする必要があります。KPI インスタン
スは同じ単位を共有しますが、スケール値は異なる場合があります。たとえば、ある KPI イ
ンスタンスのパフォーマンスでは、高いポイントが 45 バイト、低いポイントが 12 バイトに
なる場合があるとします。このKPIインスタンスのスケール値は10～50の範囲になります。
別の KPI インスタンスのパフォーマンスでは、高いポイントが 153 バイト、低いポイントが
86 バイトになる場合があるとします。この KPI インスタンスのスケール値は 80～160 の範
囲になります。

[KPI インスタンスの詳細] ページのデータ形式
KPI インスタンスの詳細] ページは、グラフと表という 2 つの異なるデータ形式を使用して表⽰
できます。
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グラフ形式のページには、指定した時間範囲のKPIインスタンスのデータポイントを⽰すパ
フォーマンスグラフが表⽰されます。

表形式のページには、指定した時間範囲内にプロットされたすべてのデータポイントおよび
関連するトランザクションデータを⽰す表が表⽰されます。

どちらのページ表⽰形式でも、KPIインスタンスに関する情報、最終測定値の時刻に関する過去
データおよび直前の期間の測定値が表⽰されます。

監視中のコンポーネントに関するエラーメッセージ
Infrastructure Data Collector によって監視されているシステムコンポーネントに関するエラー
メッセージが、Optimizeの [KPIインスタンスの詳細]ページに表形式で表⽰されます。162ペー
ジの「表形式での KPI インスタンスの詳細の表⽰」を参照してください。Infrastructure Data
Collector で監視されているシステムコンポーネントの詳細については、『Administering
webMethods Optimize』を参照してください。

[KPI サマリ] ページについて
[KPI サマリ] ページは、[KPI] パネルおよび [KPI パフォーマンス] パネルという 2 つのセクショ
ンから構成されます。

Optimizeでは、[KPI]パネルの情報は2分おきに自動的にリフレッシュされます。[KPIパフォー
マンス] パネルの情報は Optimize では自動的にリフレッシュされません。

[KPI サマリ] ページ
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[KPI] パネル
次の表では、[KPI] パネルに含まれる情報について説明します。

説明列

KPI パフォーマンスチャートに表⽰する KPI インスタンスを選択し
ます。最大 5 つの KPI インスタンスを選択できます。KPI インスタ

チェックボックス

ンスを選択すると、即座にそのKPIインスタンスがKPIパフォーマ
ンスチャートに表⽰されます。チェックボックスアイコンをクリッ
クして、選択された KPI の順にリストを並べ替えることができま
す。

パフォーマンスが正常です。状態 列

統計的異常が発生しました。

ルール違反が発生しました。

KPI インスタンスの名前が表⽰されます。[KPI 名]

KPI に関連するプロセスまたはイベントの名前が表⽰されます。[関係先]

KPI のタイプが表⽰されます。次のタイプがあります。[KPI タイプ]

説明タイプ

各収集間隔内に収集されたデータポイントの合
計を計算します。

[合計]

各収集間隔内に収集されたデータの平均値を計
算します。

[平均]

収集間隔内に収集された最終データの値を格納
します。

[最終値]

値が 1 (オンライン) または 0 (オフライン) の
データについて、各収集間隔内に収集された最
終データの値を格納します。

[状態]

収集間隔内に収集されたデータの最大値を格納
します。

[最大]

収集間隔内に収集されたデータの最小値を格納
します。

[最小]

各収集間隔におけるデータポイントの数をカウ
ントします。

[カウント]

1 分、5 分、10 分、15 分、30 分、1 時間、2 時間、4 時間、8 時
間の KPI データ収集間隔が表⽰されます。

[間隔]
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説明列

KPI インスタンスの最終測定値に続いて単位が表⽰されます。[最終測定値]

最終測定値の日時が表⽰されます。[日時]

次のいずれかが表⽰されます。[ルール]

KPIによって提供されるデータが1つ以上のルー
ルで評価されています。ルール違反は発生して
いません。

ルール

KPIによって提供されるデータが1つ以上のルー
ルで評価されています。少なくとも 1 つのルー
ル違反が発生しました。

ルール違反

次の 1 つ以上のアイコンが表⽰されます。[詳細]

[KPIインスタンスの詳細]ページを表⽰します。
詳細については、158ページの「グラフ形式での
KPI インスタンスの詳細の表⽰」を参照してく
ださい。

[KPI パフォーマンス] パネル
[KPI パフォーマンス] パネルには、以下の情報が表⽰されます。

KPI パフォーマンスチャート

イベントテーブル

[KPI パフォーマンス] パネル

次の2つの表では、[KPIパフォーマンス]パネルの図に⽰されているコンポーネントについて説
明します。
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KPI パフォーマンスチャート

次の表では、KPI パフォーマンスチャートのコンポーネントについて説明します。

説明コンポーネント

現在の日付および時刻までの、選択された KPI インスタンスのすべての過
去データを含む時間範囲が表⽰されます。単位は時間範囲に適した単位で
す (時間、日、月など)。

時間範囲選択バー

グラフ領域に表⽰される時間範囲を選択します。スライダに表⽰されてい
る期間がグラフ領域に表⽰されます。

スライダ

スライドバーを移動すると、グラフ領域に表⽰されるデータが変化します
が、期間の長さは変更されません。たとえば、4 時間のデータを表⽰して

スライドバー

いる場合は、スライドバーを移動すると、別の 4 時間の期間が選択されま
す。

注:
マウスポインタをグラフ領域の任意の場所に置いてドラッグしても、グ
ラフ領域に表⽰されるデータを変更できます。

スライダの両端にあるダイアモンド型のグラバーでは、スライダの端をつ
かんでドラッグし、グラフ領域に表⽰されるデータの時間範囲を変更でき

グラバー

ます。たとえば、グラバーを使用してスライダを4時間から2日間に拡張
した場合、グラフ領域に 2 日分のデータが表⽰されます。

日付選択バーの下にある10個の[RANGE]値のいずれかをクリックすると、
グラフ領域とスライダに表⽰されるデータの範囲が変化します。値は、1

[RANGE] 値

時間、4 時間、8 時間、12 時間、1 日、1 週間、2 週間、1 か月、3 か月
および max (最大時間範囲) です。

各[RANGE]値では、現在選択されている時間範囲に関係なく、最新のデー
タが表⽰されます。たとえば、前月のデータを表⽰している場合に 1 日の
[RANGE] 値をクリックしたとします。直近の 24 時間のデータが表⽰され
ます。

グラフ領域に表⽰されているデータの時間範囲が表⽰されます。選択された時間範囲

グラフ領域には、選択されている各 KPI インスタンスのパフォーマンスラ
インが表⽰されます。

パフォーマンスライ
ン

マウスポインタをグラフ領域上で水平に移動すると、マウスポインタに最
も近いデータポイントが各 KPI インスタンスのパフォーマンスライン上に
正方形として表⽰され、パフォーマンスチャートの下の凡例にある各 KPI
インスタンスの名前の横にデータポイントの値が表⽰されます。

グラフ領域のパフォーマンスラインまたは凡例内の名前をクリックしてKPI
インスタンスを選択した場合は、以下の処理が行われます。
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説明コンポーネント

KPIインスタンスのデータスケール値が、グラフ領域の左側と右側に表
⽰されます。

凡例内の KPI インスタンスの名前、データ値および日付/時刻に下線が
引かれます。

KPIインスタンスに関連付けられているイベントがイベントリストに表
⽰されます。ほかの KPI インスタンスに関連付けられているイベント
がイベントリストから削除されます。詳細については、153ページの「イ
ベントテーブル」を参照してください。

KPI を選択解除するには、パフォーマンスラインまたは凡例内の名前をク
リックするか、グラフ領域の任意の場所をクリックします。

グラフ領域では、イベント (ルール違反) のある各 KPI インスタンスのパ
フォーマンスラインに 1 つ以上のイベントフラグが表⽰されます。イベン
トフラグは、接続されているパフォーマンスラインと同じ色になります。

イベントフラグ

各イベントフラグでは、グラフ領域に表⽰されている時間範囲に基づく期
間がカバーされます。グラフ領域の時間範囲が広がった場合は、各イベン
トフラグでカバーされる期間も広がります。グラフ領域の時間範囲を変更
すると、イベントフラグでカバーされる期間が変化します。時間範囲が変
更されると、イベントは、あるイベントフラグから別のイベントフラグに
移動することがあります。詳細については、35ページの「イベント表⽰」
を参照してください。

イベントフラグをクリックした場合、イベントフラグで表される各イベン
トの説明と、各イベントの発生日時がイベントリストに表⽰されます。詳
細については、153 ページの「イベントテーブル」を参照してください。

選択した時間範囲のタイムスケール値が表⽰されます。時間軸

注:
グラフ領域に表⽰されるデータ値の表⽰間隔を決定するには、2 つの連
続するデータ値の時間を確認します。表⽰間隔の詳細については、32ペー
ジの「KPI データ表⽰」を参照してください。

KPI インスタンスのパフォーマンスラインをクリックするか、凡例で KPI
インスタンス名をクリックした場合は、選択されたKPIインスタンスのデー

データ値軸

タスケール値が、グラフ領域の両側のデータ値軸に表⽰されます。詳細に
ついては、147ページの「[KPIサマリ]ページのスケールと単位」を参照し
てください。

グラフ領域には、KPI インスタンスの名前が、選択された順序で表⽰され
ます。

凡例

各 KPI インスタンスの名前の横には、現在選択されているデータポイント
の値、単位および日付/時刻が表⽰されます。
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説明コンポーネント

マウスポインタで、KPI インスタンスの現在のデータポイントを選択しま
す。グラフ領域内でマウスポインタを移動すると、時間軸上のマウスポイ
ンタの位置にある各 KPI インスタンスのデータポイントが選択されます。

KPI インスタンスがグラフ領域に初めて表⽰されたとき、またデータ値が
選択されていないときは、凡例に KPI インスタンスの名前が表⽰されます
が、値、単位または時間は表⽰されません。

イベントテーブル

イベントテーブルには、グラフ領域に表⽰されている KPI インスタンスについて、選択された
時間範囲に発生したイベントとルール違反が表⽰されます。150ページの「[KPIパフォーマンス]
パネル」の図を参照してください。

グラフ領域でイベントフラグまたはパフォーマンスラインをクリックするまで、イベントテーブ
ルには最新のイベントが最大 10 個表⽰されます。

KPIインスタンスのパフォーマンスラインをクリックすると、そのKPIインスタンスのすべての
イベントがイベントテーブルに表⽰されます。最新のイベントが最初に表⽰されます。

KPIインスタンスのパフォーマンスラインでイベントフラグをクリックするか、凡例のKPIイン
スタンス名をクリックすると、そのイベントフラグに関連付けられているすべてのイベントがイ
ベントテーブルに表⽰されます。最新のイベントが最初に表⽰されます。KPI パフォーマンス
チャートに表⽰されるイベントフラグの詳細については、151 ページの「KPI パフォーマンス
チャート」を参照してください。

次の表では、イベントテーブルのコンポーネントについて説明します。

説明コンポーネント

イベントテーブル内の個々のイベントの KPI インジケータ。このイン
ジケータは、グラフ領域内の関連付けられているイベントフラグおよ
び KPI パフォーマンスラインの色に一致します。

個々のイベントフラ
グ

イベント (ルール違反) の名前と、イベントの発生日時。名前をクリッ
クすると、[問題の詳細] ページが表⽰されます。

イベント名と日時

選択したイベントフラグに10個を超えるイベントが関連付けられてい
る場合は、イベントテーブルの右側にスクロールバーが表⽰されます。
スクロールバーのスライダを移動して、ほかのイベントを表⽰します。

イベントスクロール
バー

[KPI サマリ] ページの使用
選択したビジネスプロセスまたはシステムコンポーネントについて、最大 5 つの KPI インスタ
ンスのアクティビティを⽰すグラフを表⽰できます。
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[KPI サマリ] ページの表⽰

[KPI サマリ] ページを表示するには

1. 次の表に記載されているアクションのいずれかを実行して、[KPIサマリ]ページを開きます。

手順表示する前のページ

[分析の概要] ページ a. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーショ
ン] > [監視] > [システム全体] > [分析の概要] を選択しま
す。

b. プロセスコンポーネントの横にある をクリックしま
す。

[問題] ページ a. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーショ
ン] > [監視] > [システム全体] > [問題] を選択します。

b. 問題の横にある をクリックします。

寄与しているインスタンスの横にある をクリックします。[問題の詳細] ページ

[プロセスインスタンス]ペー
ジ

a. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーショ
ン] > [監視] > [ビジネス] > [プロセスインスタンス] を選択
します。

b. プロセスインスタンスの横にある をクリックします。

プロセスインスタンスの横にある をクリックします。[プロセスインスタンスの詳
細] ページ

2 つ以上の KPI インスタンスに関する情報が [KPI インスタン
スのサマリ]パネルに表⽰される場合は、[比較]をクリックし
ます。

[ルールの詳細] ページ

[KPI サマリ] ページに、選択したアイテムに関連付けられているすべての KPI インスタンス
のリストが表⽰されます。KPI インスタンスを表⽰するまで、KPI パフォーマンスチャート
は空白です。[KPIサマリ]ページの詳細については、148ページの「[KPIサマリ]ページにつ
いて」を参照してください。

ヒント:
選択したプロセスまたはシステムコンポーネントによって、KPI パネルに表⽰される KPI
が決まります。KPIのすべてのインスタンスを表⽰する場合は、[分析の概要]ページでKPI
を選択します。ビジネスプロセスのステップに関連するすべてのKPIインスタンスを表⽰
するには、[分析の概要] ページでステップを選択します。サーバに関連するすべての KPI
インスタンスを表⽰する場合は、[分析の概要] ページでサーバを選択します。多くの KPI
があるプロセスまたはシステムコンポーネントは選択しないでください。選択すると、リ
ストをナビゲートする必要があり、応答時間が低下します。
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比較するための KPI およびそのインスタンスの選択
KPI を選択し、指定した期間にわたってそのインスタンス (最大 5 つ) のパフォーマンスを比較
できます。異なる KPI のインスタンスを最大 5 つ選択し、指定した期間にわたってそれらのパ
フォーマンスを比較することもできます。

比較する KPI インスタンスを選択するには

1. KPI インスタンスの名前の横にあるチェックボックスをクリックして、KPI パフォーマンス
チャートに表⽰する最大 5 つの KPI インスタンスを選択します。

KPI パフォーマンスチャートには、選択されている各 KPI インスタンスのパフォーマンスラ
インが表⽰されます。デフォルトでは、グラフには直近の4時間のデータが表⽰されます。

イベントフラグ、グラフ領域のパフォーマンスラインまたは凡例のインスタンス名をクリッ
クするまで、イベントリストには最新のイベント (ルール違反) が最大 10 個表⽰されます。

2. 次の表に⽰されているいずれかのアクションを実行します。

手順目的

155 ページの「比較期間の指定」に進みます。KPIパフォーマンスチャートの期間を
指定する

をクリックします。詳細については、157ページの
「[KPIインスタンスの詳細]ページの使用」を参照し
てください。

KPIインスタンスに関する詳細を表⽰
する

をクリックします。ルールの詳細の解釈について
は、91ページの「ルールに関する情報の表⽰」を参
照してください。

1つ以上のルールに関する詳細を表⽰
する

をクリックします。ルール違反の解釈については、
91ページの「ルールに関する情報の表⽰」を参照し
てください。

違反が発生した1つ以上のルールに関
する詳細を表⽰する

比較期間の指定
標準時間範囲または指定した任意の時間範囲を使用して、KPI インスタンスを比較できます。

次の表では、比較期間を指定する手順について説明します。

手順指定内容

KPI パフォーマンスチャートの上部にある [RANGE] 値 (1 時間、4 時
間、8 時間、12 時間、1 日、1 週間、2 週間、1 か月、3 か月、また
は max (最大時間範囲)) をクリックします。

標準時間範囲
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手順指定内容

指定した時間範囲を表⽰するようにスライダが調整されます。

各 [RANGE] 値では、現在選択されている時間範囲に関係なく、最新
のデータが表⽰されます。たとえば、前月のデータを表⽰している場
合に 1 日の [RANGE] 値をクリックしたとします。直近の 24 時間の
データが表⽰されます。

一方または両方のグラバーを移動して、スライダを拡大または縮小し
ます。

標準以外の時間範囲

グラバーを移動すると、KPIパフォーマンスチャートの右上にある時
間範囲の表⽰が変化します。

標準時間範囲を選択するかグラバーを調整すると、グラフ領域の時間軸にあるタイムスケールと
単位が変化します。

注:
時間範囲を変更したときにデータがどのように集約されるかについては、28ページの「デー
タ集約」を参照してください。

次の表では、比較するデータの選択方法と手順について説明します。

手順比較するデータの選択方法

時間範囲選択バーでスライドバーを移動します。スライドバーを使用する

グラフ領域の任意の場所にマウスポインタを置き、ドラッグし
てグラフを移動します。

マウスポインタを使用する

マウスにマウスホイールがある場合は、表⽰期間を1つの時間
範囲ずつ前後に移動できます。

マウスホイールを使用する

KPI のデータポイントとイベントの表⽰
データポイントを表⽰し、比較期間全体にわたって KPI のイベントを分析できます。

注:
イベントがルール違反かどうかを識別するには、イベントに関する基本情報を表⽰します。
この情報が不十分で識別できない場合は、詳細情報を表⽰します。

次の表では、データポイントを表⽰し、比較期間全体にわたって KPI のイベントを分析する手
順について説明します。
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手順目的

マウスポインタをグラフ領域で水平に移動します。グラフ領域に表⽰されている KPI
インスタンスのデータポイントを
表⽰する 表⽰されている各 KPI インスタンスについて、マウスポイ

ンタに最も近いデータポイントがパフォーマンスライン上
に正方形として表⽰され、パフォーマンスチャートの下の
凡例にある KPI インスタンスの名前の横にデータポイント
の値が表⽰されます。データポイントの単位と日付/時刻も
表⽰されます。

注:
値は小数点以下 2 桁で四捨五入されます。

KPI インスタンスのパフォーマンスラインまたは凡例上の
KPI インスタンスの名前をクリックします。

KPI インスタンスのパフォーマン
スラインのデータスケールを表⽰
する

データスケールがグラフ領域の左側と右側に表⽰されます。

データスケールは、グラフ領域に表⽰されている KPI イン
スタンスによって異なる場合があります。

KPI インスタンスのパフォーマンスラインまたは凡例上の
KPI インスタンスの名前をクリックします。

パフォーマンスチャート上の KPI
インスタンスに関連付けられてい
るイベントを表⽰する

KPIインスタンスに関連付けられているすべてのイベントが
イベントリストに表⽰されます。ほかの KPI インスタンス
に関連付けられているイベントがイベントリストから削除
されます。

パフォーマンスチャート上のイベントフラグをクリックし
ます。

パフォーマンスチャート上のイベ
ントフラグに関連付けられている
イベントを表⽰する

イベントフラグで表される各イベントの説明と、各イベン
トの発生日時がイベントリストに表⽰されます。

イベントリストで、イベントの名前または KPI インジケー
タをクリックします。

イベントの詳細情報を表⽰する

[ルールの詳細]ページが表⽰されます。ルールの詳細の解釈
については、91 ページの「ルールに関する情報の表⽰」を
参照してください。

[KPI インスタンスの詳細] ページの使用
KPIインスタンスに関する詳細情報をグラフ形式または表形式で表⽰できます。[KPIインスタン
スの詳細] ページからインスタントルールを作成することもできます。
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グラフ形式での KPI インスタンスの詳細の表⽰

上記の例は、任意なビジネスプロセスの例である分岐プロセスの KPI インスタンスのグラフを
⽰しています。Error Count by Process は、プロセス内のエラー数を⽰す内在的なKPI インスタ
ンスです。この KPI インスタンスは 1 分間隔でデータを収集します。グラフは 4 時間の範囲を
カバーしていて、データポイント (青いドット) が 1 分間隔で表⽰されます。KPI インスタンス
の実際平均値 (緑色のドット) は 1 時間間隔で表⽰されます。緑の影付き領域は、1 時間間隔の
標準偏差を⽰します。

KPI インスタンスの詳細をグラフ形式で表示するには

1. [KPI インスタンスの詳細] ページを開きます。

次の表では、[KPI インスタンスの詳細] ページの表⽰方法について説明します。

手順このページを表示する前のペー
ジ

をクリックします。[KPI サマリ] ページ

グラフの をクリックします。[ルールの詳細] ページ

[KPI インスタンスの詳細] パネルでは、選択した時間範囲のデータポイントがグラフに表⽰
されます (デフォルトでは、この範囲は直近の4時間です)。パネルには、データ収集間隔お
よび集約された表⽰間隔を識別するラベルが表⽰されます。

[KPI インスタンスの詳細] ページは、[KPI インスタンス情報]、[表⽰範囲内の最終測定時の
過去データ]、[表⽰範囲内の測定値] という 3 つの情報パネルから構成されています。

次の表では、[KPI インスタンスの詳細] パネルのコンポーネントについて説明します。
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説明コンポーネント

KPI インスタンスのパフォーマンスライン上のデータポイント。KPI
でデータポイントがどのように計算されるかの詳細については、
27 ページの「KPI」を参照してください。

[実際値]

統計間隔内のすべての過去測定値に関するこのKPIインスタンスの過
去平均値。これらの値は、KPI 過去値の操作モードに基づいていま

[平均値]

す。詳細については、33 ページの「KPI 過去平均値」を参照してく
ださい。

統計間隔内のすべての過去測定値の標準偏差。これらの測定値は、
KPI過去値の操作モードに基づいています。詳細については、33ペー
ジの「KPI 過去平均値」を参照してください。

[標準偏差]

赤のドット (存在する場合) は、データポイントでルール違反が発生
したことを⽰します。

[ルール違反] アイコ
ン

KPI インスタンスのデータ収集間隔 (1 分、5 分、10 分、15 分、30
分、1 時間、2 時間、4 時間、8 時間)。

[収集間隔]

グラフ領域に表⽰されている実際値のデータポイントの間隔。詳細に
ついては、33 ページの「[KPI インスタンスの詳細] ページのデータ
集約」を参照してください。

[集約された表⽰間隔]

アイコンが表⽰される場合は、統計的異常やルール違反などを⽰しま
す。これらのアイコンの詳細については、183ページの「Optimizeの
アイコン」を参照してください。

KPIインスタンスに関
するメモ

KPI インスタンスの名前。[KPI インスタンス]

KPI インスタンスの ID。[KPIインスタンスID]

KPI の計算タイプ (合計、平均、最終値、、最小、最大、状態、また
はカウント)。これらの計算タイプについては、27 ページの「KPI」
を参照してください。

[計算タイプ]

KPI データの収集間隔。最小収集間隔は 1 分です。最大は 8 時間で
す。

[収集間隔]

KPI の単位 (たとえばステップ数や秒)。[単位]

選択した期間内に KPI インスタンスについて収集された最新の集約
データポイントの値。

[最終測定値]

Optimize では、完了した表⽰間隔について集約されたデータ収集ポ
イントのみ表⽰されます。たとえば、集約された表⽰間隔が5分だと
します。この間隔が終了するまで、5分の表⽰間隔の集約データポイ
ントは表⽰されません。

選択された期間内の最新データポイントが計算された日時。[測定日時]

データベースでは、KPI インスタンスの一意の ID が使用されます。[内部 ID]
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次の表では、[表⽰範囲内の最終測定時の過去データ] パネルの行について説明します。

説明行

選択した期間について、統計間隔内のすべての過去測定値に関するKPI
インスタンスの過去平均値。これらの値は、KPI過去値の操作モードに

[平均]

基づいています。値は、選択された期間内の最新平均データポイント
に関するものです。詳細については、33 ページの「KPI 過去平均値」
を参照してください。

選択した期間について、統計間隔内のすべての過去測定値に関する過
去標準偏差。これらは、選択された期間内の最新の標準偏差データポ

[標準偏差]

イントの値です。これらの値は、KPI過去値の操作モードに基づいてい
ます。詳細については、33 ページの「KPI 過去平均値」を参照してく
ださい。(信頼性がしきい値を下回る場合には使用できません)。

1 から統計的有意性を引いた値。この値が大きければ大きいほど、最
終測定値と平均値との差の偶然性が高まります。

[統計信頼性]

次の表では、[表⽰範囲内の測定値] パネルの行について説明します。

説明行

選択された時間範囲内の計算されたデータポイントの合計数[測定回数]

選択された時間範囲内の計算されたデータポイントの平均値[平均]

選択された時間範囲内で最も値の低かったデータポイント[最小値]

選択された時間範囲内で最も値の高かったデータポイント[最大値]

2. KPI インスタンスの詳細が表⽰される時間範囲を変更する場合は、次のいずれかの手順に従
います。

特定の時間範囲を選択する場合は、[開始日]、[終了日]、[時間] の各ボックスで日時を指
定し、[実行] をクリックします。

あらかじめ定義されている時間範囲を選択する場合は、[表⽰範囲] リストから目的の範
囲を選択します。表⽰される時間範囲は、現在表⽰されている終了時刻で終わります。

現在表⽰されている時間範囲を現在の時間範囲の半分だけ前後に移動するには、それぞ
れ [<] または [>] をクリックします。

現在表⽰されている時間範囲を現在の時間範囲分だけ前後に移動するには、それぞれ[<<]
または [>>] をクリックします。

現在表⽰されている時間範囲が現在の時刻で終わるように時間範囲を移動するには、[現
在] ボタンをクリックします。時間範囲は保持されます。

ヒント:
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収集間隔および集約された表⽰間隔は、[KPI インスタンスの詳細] パネルの KPI インスタ
ンスグラフの下に表⽰されます。

3. 次の表に⽰されているいずれかのアクションを実行します。

手順目的

グラフ上の各ポイントにマウスポインタを置きます。グラフ上にポイントの値を表⽰する

注:
値は小数点以下 2 桁で四捨五入されます。精度を
高めるには、データポイントを表形式で表⽰しま
す。

右上にある をクリックし、[ルールの作成] を選択
します。ダイアログが表⽰され、KPIまたはKPIイン

ルールの作成

スタンスに対する新しいルールを作成できます。ルー
ルの作成の詳細については、108ページの「インスタ
ントルールの作成」を参照してください。

右上にある をクリックし、[MashZone クエリーを
生成]を選択します。選択されたKPIインスタンスの

現在表⽰されている KPI インスタン
ス情報の MashZone クエリーを生成
します。 データを含む、生成されたクエリーストリングがダイ

アログに表⽰されます。[すべての KPI インスタンス
用のMashZoneクエリーを生成する]オプションを選
択して、選択された KPI のすべての KPI インスタン
スのデータを含むクエリストリングを取得します。

注:
クエリーストリングに含まれる情報をコピーし、
MashZoneアプリケーションに貼り付けて、データ
表⽰を拡張処理できます。Software AG MashZone
の使用の詳細については、MashZoneのオンライン
ヘルプを参照してください。

右上にある をクリックし、[データの表⽰] を選択
します。この形式の KPI インスタンスの詳細につい

グラフにプロットされたデータの値
を表形式で表⽰する

ては、次の162ページの「表形式でのKPIインスタン
スの詳細の表⽰」を参照してください。

マウスポインタを傾向診断 ( など) の上に置くと、
このアイテムに対して Optimize で実行された診断の

アイテムに対して実行された診断に
関する情報を表⽰する

簡単な説明が表⽰されます。詳細については、183ペー
ジの「Optimize のアイコン」を参照してください。

[ルール - 違反なし] または [SLA - 違反なし] を
クリックします。ルールの詳細の解釈については、

ルールに関する詳細を表⽰する

91 ページの「ルールに関する情報の表⽰」を参照し
てください。
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手順目的

[ルール違反] または [SLA ルール違反] をクリッ
クします。ルール違反アイコンの上にマウスポインタ

ルール違反の詳細を表⽰する

を置くと、ルールインスタンス情報が表⽰されます。
ルールの詳細の解釈については、91 ページの「ルー
ルに関する情報の表⽰」を参照してください。

ヒント:
ルール違反については、グラフ上の赤い円をクリッ
クしても、ルールの詳細を表⽰できます。

表形式での KPI インスタンスの詳細の表⽰
[KPI インスタンスの詳細] データページ

上記の例は、KPIインスタンスIDが hostname.hostname.k2.processor timeのシステムコンポー
ネントのプロセッサ時間を⽰しています。

KPI インスタンスの詳細を表形式で表示するには

1. [KPI インスタンスの詳細]グラフページで、右上にある をクリックし、[データの表⽰]を
選択します。
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[KPI インスタンスの詳細] パネルに、KPI インスタンスのデータが表形式で表⽰されます。
表の各行は、次のいずれかを表します。

[KPIインスタンスの詳細]グラフページで選択された時間範囲内にプロットされたデータ
ポイント

関連付けられているトランザクションデータ (存在する場合)

[KPI インスタンス情報]、[最終測定時の過去データ]、[直前の期間の測定結果] という 3
つの情報パネルも表⽰されます。

次の表では、[KPI インスタンスの詳細] パネルの列について説明します。

説明列

KPI インスタンスのデータが収集されるか、関連付けら
れているトランザクション(存在する場合)のデータが記
録された日時。

[最終更新日時]

データは、逆時系列で表⽰されます (最新のデータから
開始)。

KPI インスタンスについて収集されたデータ値。データ値 (書式設定済み)

列見出しは単位を⽰します。

KPI によって監視されているビジネスデータまたはシス
テムデータに添付された 0 個以上のトランザクション
データ列 (たとえば、注文番号や要求された出荷日)。

トランザクションデータの名前(存
在する場合)

注:
Optimize for Process のデフォルトでは、集約されたビジネスデータは集約されていない
ビジネスデータよりも長期間保持されるため、[KPI インスタンスの詳細] パネルに表⽰さ
れているデータに不整合が発生する場合があります。代わりにグラフ表⽰形式を使用する
か、[Business Days To Retain] および [Aggregated Days to Retain] データ消去パラメータ
を調整して (『Administering webMethods Optimize』の「Configuring Data Purge」を参
照)、これらの不整合を回避してください。

表の下には、158ページの「グラフ形式でのKPIインスタンスの詳細の表⽰」で説明した[KPI
インスタンス情報]、[最終測定時の過去データ]、[直前の期間の測定結果] の各パネルも表⽰
されます。

2. 異なる時間範囲のKPIインスタンス詳細情報を表⽰するには、[開始日]、[終了日]、[時間]の
各ボックスで日時を指定し、[実行] をクリックします。

3. 次の表に⽰されているいずれかのアクションを実行します。
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手順目的

[表のエクスポート] をクリックします。表のデータを
エクスポートする方法の詳細については、『Working
with My webMethods』を参照してください。

表のデータをカンマ区切りテキスト
ファイルにエクスポートする

注:
エクスポートには、書式設定されたデータと書式設
定されていない生データの両方が含まれます。生デー
タは、データの外部分析を拡張するために提供され
ます。

プロセスインスタンスIDをクリックします。プロセス
インスタンスの詳細については、37ページの「システ

KPIに関連付けられているデータを
生成したプロセスインスタンス (存

ムコンポーネントおよびビジネスプロセスのパフォー
マンスの監視」を参照してください。

在する場合) に関する詳細を表⽰す
る

[詳細の表⽰] をクリックします。この形式の KPI イン
スタンスの詳細については、158ページの「グラフ形式

KPIインスタンスの詳細をグラフ形
式で表⽰する

での KPI インスタンスの詳細の表⽰」を参照してくだ
さい。

[KPI インスタンスの詳細] ページからのルールの作成
[KPI インスタンスの詳細] ページでは、[KPI インスタンスの詳細] ページの KPI インスタンスか
らルールを迅速に作成できます。このタイプのルールは、インスタントルールと呼ばれることも
あります。この方法を使用すると、KPIインスタンスに既にルールが存在するかどうかに関わら
ずルールを作成できます。以下の手順でルールを作成できるのは、[ルールリスト]ページへのア
クセス権限を持つユーザのみであることに注意してください。ルールの詳細については、101ペー
ジの「ルールの定義」を参照してください。

KPI インスタンスからルールを作成するには

1. [KPI インスタンスの詳細]ページ (グラフ形式と表形式のどちらでも可)で、右上にある を
クリックし、[ルールの作成] を選択します。

[ルールの作成] ページが表⽰されます。

2. [名前] フィールドに、ルールの名前を入力します。

3. [適用先] 見出しの横にある適切なチェックボックスをクリックして、ルールをこのKPI のす
べてのインスタンスに適用するのか、このインスタンスのみに適用するのかを指定します。

4. ルールに違反した場合に指定されたユーザにアラートを送信するには、[アラートの送信先]
フィールドでユーザを選択します。

注:
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現在ログインしているユーザのユーザ設定に電子メールの宛先が指定されていない場合、
[アラートの送信先] フィールドは選択できません。

5. このルールでWebサービスアクションまたはSNMPアクションを送信するには、[アクショ
ン] ドロップダウンリストから適切なアクションを選択します。

6. [実行タイミング] フィールドで適切なチェックボックスを選択して、このルールを集約間隔
で実行する (KPI ルール) のか、イベントごとに実行する (イベントルール) のかを指定しま
す。

7. [式タイプ] 見出しの横にあるラジオボタンを使用して、適切な選択肢を指定します。ここで
指定した選択肢は、以下の[条件]見出しの下のフィールドと連動しており、このルールで使
用される式のタイプを指定できます。[式タイプ] オプションは以下のとおりです。

[測定値]: ユーザが選択した比較演算子と値に基づいて、ルール違反の条件ステートメン
トを作成できます。

[正常性]: 平均値を 1標準偏差または2標準偏差上回っているか下回っている値に基づい
て、ルール違反の条件ステートメントを作成できます。

[傾向]: 指定された期間に上昇または下降の傾向にある値に基づいて、ルール違反の条件
ステートメントを作成できます。

8. [条件] 見出しの下のフィールドに入力して、ルールを実行する特定の条件を決定する式を作
成します。使用可能なフィールドは、[式タイプ] 見出しの下で選択した内容に応じて異なり
ます。

次の表では、[式タイプ] 見出しの下のフィールドについて説明します。

フィールドの入力方法式タイプ

[比較]ドロップダウンリストから比較演算子を選択し、[値]フィー
ルドに値を指定します。KPI インスタンスの値の単位は、イベン
トマップの作成時に決定されます。

[測定: 値]

適切なラジオボタンを選択します。[正常性]

[上昇傾向] または [下降傾向] のいずれかを選択し、[経過時間]
フィールドに間隔を整数で指定します。

[傾向]

注:
[正常性] の式タイプは、集計間隔 (KPI) ルールの場合のみ指定できます。

9. このルールについて過去のデータをさかのぼって適用するには、[過去のルール違反の生成]
チェックボックスをオンにします。

10. [保存] をクリックして、ルールを作成します。
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概要
[プロセス分析] ページ ([監視] > [ビジネス] > [プロセス分析]) は、Optimize for Process ユーザ
が、さまざまな方法を使用して現在の日付または前日のビジネスプロセスアクティビティを分析
するのに役立ちます。このページでは、プロセスおよびステップの容量、サイクル時間、ルール
違反のメトリクスが一目で理解できます。また、一般的なメトリクス情報に関連した特定のプロ
セスインスタンスまたはルール違反についての詳細を表⽰することも可能です。このページに
は、選択したプロセスモデルのプロセスモデルダイアグラムも表⽰されるため、メトリクスをド
リルダウンして表⽰し、モデル内の個々のステップを確認することができます。このページのパ
ネルを使用して、関連するプロセスの状態にすばやくアクセスし、関連する問題をドリルダウン
して解決方法の検討および開発を行うことが可能です。

初期設定では、[プロセス分析] ページには 2 つのパネルが表⽰されます。上のパネルは [プロセ
スメトリクス]パネルで、[容量]、[サイクル時間]、[ルール違反]の各見出しの下にプロセスのメ
トリクスの測定値が表⽰されます。これらの測定値は、適用可能な期間中、システムにとって重
要なメトリクスを表しています。下のパネルは [プロセスダイアグラム] パネルで、現在選択さ
れているプロセスモデルのダイアグラムが表⽰されます。このダイアグラムには、プロセスモデ
ルの各ステップと共に、各ステップ間の移行線も表⽰されます。ステップをクリックすると、メ
トリクスの詳細を確認できます。デフォルトのビューには、標準のプロセスモデルが表⽰されま
すが、パネルのラジオボタンを使用してビューを変更し、プロセスダイアグラムのクリティカル
パスおよびダイアグラムを通過するパス容量を表すアニメーションのスウォームラインを表⽰で
きます。

3 番目のパネルはメトリクスの詳細パネルで、[容量]、[サイクル時間] または [ルール違反] の各
メトリクスのポップアップから選択項目をクリックすると、プロセスインスタンスまたはルール
違反の情報が表⽰されます。また、このパネルには、プロセスモデルダイアグラムのステップを
クリックすることで、ステップエラー情報が表⽰されます。

[プロセス分析]ページのすべての情報が、ブラウザのタイムゾーンで設定されている関連期間に
わたって、現在選択されているプロセスモデルに適用されます。現在選択されているプロセス
は、[プロセスの選択]フィールドに表⽰されます。異なるプロセスモデルを選択すると、現在の
My webMethods セッションの間は、そのモデルが [プロセス分析] ページに表⽰されます。

[プロセス分析]ページで現在選択されているプロセスモデルに適用される期間をカスタマイズす
るには、[時間範囲] ドロップダウンリストと アイコンを使用します。[時間範囲] ドロップダ
ウンリストで事前定義済み時間範囲から時間範囲の1つを選択するか、[開始日]、[終了日]、[時
間]の各フィールドに値を指定して独自の時間範囲を定義します。開始日、終了日、および時間
を指定すると、[時間範囲] ドロップダウンリストが [カスタム] になります。

Analytic Engine からの最新データでページをリフレッシュするには、[リフレッシュ] ボタンを
クリックします。また、[リフレッシュ頻度] ドロップダウンリストから値の 1 つを選択するこ
とで、[プロセス分析]ページに自動リフレッシュを設定することもできます。自動リフレッシュ
を設定すると、ページは選択した頻度で定期的にリフレッシュされます。[リフレッシュ頻度]を
[なし]以外の値に設定した状態で[リフレッシュ]をクリックすると、[プロセス分析]ページの内
容がリフレッシュされ、自動リフレッシュタイマがリセットされます。選択したプロセスモデル
または日付範囲を変更した場合も、自動リフレッシュタイマはリセットされます。
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[プロセスメトリクス] パネル
[プロセスメトリクス]パネルは、[プロセス分析]ページの上部に表⽰され、[容量]、[サイクル時
間]、[ルール違反] の各見出しの下に重要なメトリクスを表⽰します。このパネルでは、各見出
しの下に、ボックスの中に大きい数字と小さい数字、および水平線または矢印が表⽰されます。
大きい数字は、現在の日付の 12:00 AM から始まり現在の時刻で終了する現在の期間に適用可
能なプロセスのメトリックスを表します。一方、小さい数字は、12:00AMから始まり現在の時
間範囲と同じ時刻に終了する前日の時間範囲のメトリックスを表します。この 2 つの数字を使
用して、現在の日付のパフォーマンスと前日のパフォーマンスを比較できます。大きい数字の左
側の線または矢印は、深夜から今日の現在の時刻までの各メトリックスの傾向の変化を表しま
す。線が安定した状態を表すのに対し、上向きの矢印または下向きの矢印はメトリクス値の増加
または減少を⽰します。

ユーザが、ページの [リフレッシュ] ボタンの使用、新しいプロセスの選択、またはページから
の移動によりページをリフレッシュするまで、このパネルの時間範囲および[プロセス分析]ペー
ジ全体は静的です。

次の表では[プロセスメトリクス] パネルのメトリクスについて説明します。

説明メトリクス

適用可能な時間範囲内でアクティブなプロセスインスタンスの合計数。[容量]

プロセス実行の開始から終了までに要した合計時間。この値は、適用可
能な時間範囲内に完了したすべてのプロセスインスタンスの平均です。

サイクル時間

注:
キャンセル状態または一時停止状態のプロセスインスタンスは、サイ
クル時間の対象になりません。一時停止中のプロセスが再開し、正常
に完了した場合は、サイクル時間の対象になりますが、一時停止して
いた時間が差し引かれます。

適用可能な時間範囲内で指定のプロセスに対して発生したルール違反の
合計数。ステップ違反および移行違反など、プロセスに関連するすべて
の違反が含まれます。

[ルール違反]

[プロセスメトリクス]パネルを利用すると、表⽰されたメトリクスに関する詳細な情報を見るこ
とができます。現在または前日の[容量]、[サイクル時間]または[ルール違反]のメトリクス測定
値をクリックすると、メトリクスの明細を⽰したポップアップメニューが表⽰され、特定の項目
を選択して詳細を表⽰することができます。ポップアップの選択項目のいずれかをクリックする
と、[プロセスメトリクス]パネルの下に、関連する詳細情報を⽰した新しい詳細パネルが表⽰さ
れます。このパネルの内容は、ユーザの選択項目によって異なります。

次の表では、異なるプロセスメトリクスポップアップの選択項目について説明します。

[容量]

適用可能な時間範囲内にアクティビティがあったプロ
セスインスタンスの合計数を表⽰します。

[すべて]
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適用可能な時間範囲内に開始されたすべてのプロセス
インスタンスを表⽰します。

[開始]

適用可能な時間範囲内にアクティブであったが完了し
ていないプロセスインスタンスの合計数を表⽰します。

[処理中]

適用可能な時間範囲内に完了したすべてのプロセスイ
ンスタンスを表⽰します。

[完了]

サイクル時間

適用可能な時間範囲内に完了したすべてのプロセスイ
ンスタンスの平均サイクル時間を表⽰します。

[平均]

適用可能な時間範囲内におけるすべてのプロセスイン
スタンスの最大サイクル時間を表⽰します。

[最大値]

適用可能な時間範囲内におけるすべてのプロセスイン
スタンスの最小サイクル時間を表⽰します。

[最小値]

[ルール違反]

適用可能な時間範囲内に発生したすべてのルール違反
を表⽰します。

[すべての違反]

適用可能な時間範囲の終了時点で現在未解決なすべて
のルール違反を表⽰します。

[オープンな違反]

[プロセスダイアグラム] パネル
[プロセス分析]ページの下部には、選択されているプロセスのプロセスダイアグラムが表⽰され
た [プロセスダイアグラム] パネルが含まれています。デフォルトの [プロセスダイアグラム] パ
ネルには、システムで利用可能なモデルのリストの最初にあるプロセスの情報が表⽰されます。
[プロセス分析] ページの一番上にある [プロセスの選択] フィールドのドロップダウンをクリッ
クすると、異なるモデルを選択できます。

プロセスモデルダイアグラムの使用の詳細については、176ページの「ビジネスプロセスモデル
について」を参照してください。

プロセスダイアグラムの使用
[プロセスダイアグラム]パネルには、現在選択されているプロセスモデルが視覚的に表現されま
す。このダイアグラムには、プロセスのすべてのエレメントと、プロセスモデルステップ同士を
相互に接続するさまざまなパスが表⽰されます。

プロセスダイアグラムには、[標準]、[パス容量] および [クリティカルパス] の 3 つの表⽰オプ
ションがあります。これらのオプションについて以下で説明します。

[標準]:このオプションでは、選択されたモデルのすべてのエレメントと、モデルコンポーネ
ントの利用可能なパスが表⽰されます。
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[パスボリューム]:このオプションでは、スウォームラインと呼ばれる、ステップ間の相対的
な量を⽰すアニメーションが表⽰されます。色勾配を使用して容量の高低を識別します。容
量は、適用可能な時間範囲について計算されます。

[クリティカルパス]:このオプションでは、指定のプロセスモデルのクリティカルパスを黄色
でハイライトします。クリティカルパスとは、最も頻繁に通過するパスのことです。クリ
ティカルパスは、適用可能な時間範囲について計算されます。

[プロセスダイアグラム] パネル

ステップをクリックすると、新しいバージョンの [プロセスメトリクス] パネルにステップのメ
トリクスが表⽰されます。ダイアグラムの背景をクリックすると、ステップのメトリクスデータ
が閉じます。

次の表では、[プロセスダイアグラム] パネルのエレメントについて説明します。

説明コンポーネント

プロセスダイアグラムのサイズを調整します。ズームコントロール

プラス (+) ボタン

マイナス (-) ボタン

1:1 ボタン
拡大表⽰すると、プロセスの詳細を確認できます。クリックするたびに、
プロセスダイアグラムのサイズが 20% 拡大します。

縮小表⽰すると、より広範囲のプロセスを確認できます。クリックするた
びに、プロセスダイアグラムのサイズが 20% 縮小されます。

プロセスダイアグラムのデフォルトサイズを返します。

注:
マウスのスクロールホイールでも拡大表⽰および縮小表⽰が可能です。

注:
現在のユーザ用に設定したプロセスダイアグラムの高さが保存されま
す。

ビジネスプロセスの全体またはその一部のダイアグラムを表⽰します。ダイアグラム領域
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説明コンポーネント

ダイアグラム領域に表⽰されるビジネスプロセスのコンポーネントの詳細
については、176ページの「ビジネスプロセスモデルについて」を参照し
てください。

ダイアグラム領域に表⽰されるビジネスプロセスのビューに固有のコン
ポーネントの詳細については、次の表を参照してください。

プロセスモデルダイアグラムは、次の表に⽰すように、ビジネスプロセスモデルに関する視覚的
な情報を提供します。

説明アノテーション

ステップが選択されていることを⽰します。

選択されたステップ

サブプロセスコンテナを最小化します。詳細につ
いては、178ページの「コンテナ」を参照してくだ
さい。コンテナの最小化

最小化されたサブプロセスコンテナを表します。
このアイコンをダブルクリックすると、コンテナ
が展開されます。コンテナアイコン

注:
ネストしたコンテナの場合は、コンテナを最小
化すると、そのコンテナ内にネストされている
コンテナもすべて最小化されます。

被参照プロセスを表します。詳細については、
179ページの「被参照プロセス」を参照してくださ
い。被参照プロセス

ビジネスプロセスステップ間で実行されるプロセ
スインスタンスの量を⽰します。スウォームライ
ンの点の色は、プロセスインスタンスの相対量を
⽰します。スウォームラインの色を使用して量を
参照します。スウォームライン

スウォームラインの色
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メトリクスの詳細パネル
[プロセスメトリクス] または [ステップメトリクス] パネルのポップアップメニューオプション
を選択すると、メトリックスの詳細パネルが表⽰されます。メトリクスの詳細パネルには、関連
するプロセスインスタンスまたはルール違反が、選択されたメトリクスによって異なる表形式で
表⽰されます。また、プロセスモデルダイアグラムでステップをクリックした場合、メトリクス
の詳細パネルにプロセスモデルステップに関するステップ情報が表⽰されます。

メトリクスの詳細パネルでの容量またはサイクル時間の詳細の表
⽰
次の表では、すべての [容量] および [サイクル時間] ポップアップメニューに表⽰されるプロセ
スおよびステップメトリックスの詳細の選択項目について説明します。

説明列

プロセスインスタンスが最後に更新された日時 (Optimize で最後にデータ
が受信された日時) が表⽰されます。

[最終更新日時]

プロセスインスタンスが開始した日時が表⽰されます。[開始日時]

プロセスインスタンスの量および平均サイクル時間の詳細を表⽰する場合、
プロセスインスタンスは、[開始日時] の降順に並べ替えられます。サイク
ル時間の最小または最大の詳細を表⽰する場合は、表がサイクル時間の昇
順または降順にそれぞれ並べ替えられます。

プロセスインスタンスを識別します。[プロセスインスタ
ンス ID]

プロセスインスタンスの最近の実行状態を⽰します。次のいずれかの値が
表⽰されます。

[トラッキングス
テータス]

意味値

プロセスが開始しましたが、まだ完了
していないステップがあります。

[開始]

プロセスがキャンセルされました。[停止]

プロセスが正常に完了しました。また
は、プロセスが完了しましたが、1つ

[完了]

以上のステップにランタイムエラーが
発生しました。

前述の 3 つの状態が、webMethods 実行プロセスおよび外部実行プロセス
に適用されます。

プロセスの開始から終了までに必要な合計時間。処理待機時間とプロセス
実行時間を含みます。

[サイクル時間]
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説明列

注:
キャンセル状態または一時停止状態のプロセスインスタンスは、サイク
ル時間の対象になりません。一時停止中のプロセスが再開し、正常に完
了した場合は、サイクル時間の対象になりますが、一時停止していた時
間が差し引かれます。

をクリックすると、[プロセスインスタンスの詳細] ページが表⽰されま
す。詳細については、37ページの「システムコンポーネントおよびビジネ
スプロセスのパフォーマンスの監視」を参照してください。

[詳細]

注:
表⽰される順序および特定の情報は、ユーザがポップアップメニューから選択した項目によっ
て異なります。表の上にある [プロセスインスタンスの表⽰] ラジオボタンを利用すると、表
に [すべて]、[開始済み]、[処理中]または [完了]したプロセスインスタンスを表⽰するかどう
かを選択できます。

メトリクスの詳細パネルでのルール違反の詳細の表⽰
次の表では、すべての [プロセスメトリクス] および [ステップメトリクス] パネルの [ルール違
反] ポップアップメニューの選択項目について説明します。

説明列

ルール違反が解消されると、 が表⽰されます。ルールに違反している場
合、 が表⽰され、統計的に異常である場合、 が表⽰されます。

状態列

ルール違反が発生した日時が表⽰されます。[日時]

ルール違反は、[日時] の降順に (最新のものから古いものへ) 並べ替えられ
ます。

違反を引き起こしたルールインスタンスの名前が表⽰されます。[ルール違反]

ルール違反に関するオプションのユーザ定義特性。重大度は [ルールの追
加/編集/コピー] ページで定義します。

[重大度]

[詳細]
前回は規定外で、現在は規定内のルー
ルであることを⽰します。

クリックすると、違反したルールの詳
細が表⽰されます。

前回は規定外で、現在は規定内のSLA
ルールであることを⽰します。

違反が発生している SLA ルールであ
ることを⽰します。
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説明列

クリックすると、ルール違反の KPI
情報が表⽰されます。KPIデータの解
釈については、145ページの「KPIに
関する情報の分析」を参照してくださ
い。

クリックすると [ルールの詳細] ペー
ジが表⽰されます。詳細については、
37 ページの「システムコンポーネン
トおよびビジネスプロセスのパフォー
マンスの監視」を参照してください。

[プロセスのルール違反]の表の上にある[表⽰]ラジオボタンを利用すると、表に[すべての違反]
(解決された違反と未解決の違反の両方) を表⽰するか、または [オープンな違反] (現時点で未解
決の違反) だけを表⽰するかを選択できます。

[プロセスダイアグラム] パネルからのステップ情報の表⽰
プロセスダイアグラムのステップをクリックすると、[ステップメトリクス]パネルが表⽰されま
す。このパネルには、そのステップに関する[容量]、[サイクル時間]および[ルール違反]の情報
が表⽰されます。

このパネルは、現在の日付および前日のメトリックスに該当する大きい数字と小さい数字を表⽰
する [プロセスメトリクス] パネルに類似しています。これらの数字のいずれかをクリックする
と、[プロセスメトリクス]パネルと同様に、詳細なオプションを用意したポップアップが表⽰さ
れます。

ポップアップの詳細オプションについて、以下の表で説明します。

[容量]

適用可能な時間範囲内にアクティビティがあったステッ
プインスタンスの合計数を表⽰します。

[すべて]

適用可能な時間範囲内に開始されたすべてのステップ
インスタンスを表⽰します。

[開始]

適用可能な時間範囲内にアクティブであったが完了し
ていないステップインスタンスの合計数を表⽰します。

[処理中]

適用可能な時間範囲内に完了したすべてのステップイ
ンスタンスを表⽰します。

[完了]

[サイクル時間]

適用可能な時間範囲内に完了したすべてのステップイ
ンスタンスの平均サイクル時間を表⽰します。

[平均]

webMethods Optimize ユーザガイド 10.7 175

9 プロセス分析



適用可能な時間範囲内におけるすべてのステップイン
スタンスの最大サイクル時間を表⽰します。

[最大値]

適用可能な時間範囲内におけるすべてのステップイン
スタンスの最小サイクル時間を表⽰します。

[最小値]

[ルール違反]

適用可能な時間範囲内に、選択されたステップに関し
て発生したすべてのルール違反を表⽰します。

[すべての違反]

適用可能な時間範囲の終了時点でステップに対して現
在未解決なすべてのルール違反を表⽰します。

[オープンな違反]

ステップのメトリクスの詳細オプションのいずれかを選択すると、プロセスのメトリクスの詳細
オプションの場合に表⽰されたのと同様に、メトリクスの詳細パネルが表⽰されます。[容量]お
よび[サイクル時間]のステップ詳細情報については、この章の173ページの「メトリクスの詳細
パネルでの容量またはサイクル時間の詳細の表⽰」を参照してください。[ルール違反]のステッ
プ詳細情報については、この章の174ページの「メトリクスの詳細パネルでのルール違反の詳細
の表⽰」を参照してください。

ステップインスタンスの詳細パネル
ポップアップの詳細な選択項目のいずれかをクリックすると、[ステップインスタンスの詳細]パ
ネルが開きます。

ビジネスプロセスモデルについて
[プロセス分析]ページには、概要を⽰すビジュアルなダイアグラム、またはビジネスプロセス全
体のモデルが表⽰されます。ビジネスプロセスモデルは、Software AG Designer で作成されま
す。以下の図に、[プロセス分析]ページに表⽰されるサンプルビジネスプロセスモデルを⽰しま
す。

サンプルビジネスプロセスモデル
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ビジネスプロセスモデルは、以下の項目から構成されます。

手順

移行

プール (オプション)

スイムレーン (オプション)

サブプロセス (オプション)

コンテナ (オプション)

被参照プロセス (オプション)

すべての [プロセス分析] ページのプロセスモデルダイアグラム領域では、次の右クリックオプ
ションが使用可能です。

[画面に適合]: 画面サイズに基づいてダイアグラムのサイズを変更し、中央を変更します。

[移行ラベルの非表⽰]:ダイアグラムのすべての移行線上の説明や式のテキストを非表⽰にし
ます。

[移行の説明の表⽰]: ダイアグラムのすべての移行に対して Designer で作成された該当する
説明テキストをすべて表⽰します。

[移行式の表⽰]: ダイアグラムのすべての移行に対して Designer で作成された該当する移行
式を表⽰します。

[移行の式/説明ラベルの切り捨て]: ダイアグラムのすべての移行線上にある説明や式のテキ
ストを短くします。

[移行の式/説明ラベルを展開]: ダイアグラムのすべての移行線上にある説明や式のテキスト
を全長まで展開します。

手順
ステップは、ビジネスプロセスの基本作業単位です。ステップは、自動化されたプロセス、人が
実行する手動ステップ、または外部組織が実行するタスクを識別するビジュアルエイドを表しま
す。ステップは、プロセスでエラーまたはタイムアウトが発生した場合に実行するサービスを⽰
すこともあります。

移行
移行は、あるステップから別のステップへのデータおよびコントロールのフローを⽰します。移
行には 2 つの基本タイプがあります。

コントロールフローは、自動化されたプロセスの実行において、あるステップから別のス
テップにデータを直接移動します。実線はコントロールフローを⽰します。

webMethods Optimize ユーザガイド 10.7 177

9 プロセス分析



メッセージフローは、あるステップから別のステップ (たとえば、内部プロセスのステップ
から外部プロセスのステップ) にメッセージを送信します。点線はメッセージフローを⽰し
ます。

プール
プールは、ビジネスプロセス内の関連付けられたステップのセットです。ステップのプールは、
内部プロセスまたは外部プロセスを表します。各プロセスモデルは、1つの内部プールと任意の
数の外部プールを持つことができます。プールは、部門プロセス内のステップを表すこともあり
ます。たとえば、会計プールや人事リソースプールがあります。プールは、プロセスモデルにお
いて影付きの四角形で表⽰されます。

スイムレーン
スイムレーンは、プール内の関連付けられたステップのセットです。スイムレーンは、プール内
でさまざまな色の背景で表されます。

サブプロセス
サブプロセスは、別のプロセス内のプロセスです。サブプロセスは、そのサブプロセスを含むプ
ロセス内のステップと同様に扱われます。サブプロセスは単独で実行できません。そのサブプロ
セスを含むプロセスの一部として実行されます。

サブプロセス内のステップは自動または手動であり、サブプロセスは指定された条件が満たされ
るまで複数回ループ (繰り返し) できます。

コンテナ
コンテナは、サブプロセスを構成するステップのセットを保持します。

コンテナは、プロセス内のアイコンとして最小化して表⽰できます。また、コンテナアイコンを
展開して、コンテナ内のサブプロセスを再表⽰できます。

サブプロセスコンテナは、別のコンテナ内にネストできます。

コントロールフローの移行は、コンテナの境界を越えることができません。全体としてコンテナ
に接続することはできますが、コンテナ内のステップには接続できません。

メッセージを送信するメッセージフローの移行は、コンテナの境界を越えて、コンテナ内のス
テップに接続できます。

プール、スイムレーン、コンテナ
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被参照プロセス
被参照プロセスは、別のプロセス内のステップとして表⽰される独立したプロセスです。サブプ
ロセスとは異なり、被参照プロセスは完全に独立しています。単独で実行できます。

[プロセス分析]ページでは、被参照プロセスはアイコンとして表⽰されます。サブプロセスコン
テナとは異なり、被参照プロセスは、[プロセス分析] ページで展開できません。[プロセス分析]
ページで被参照プロセスを表⽰するには、[プロセスの選択]ドロップダウンリストから被参照サ
ブプロセスを選択します。
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診断情報の表⽰
[診断]ページには、問題のトラブルシューティングに役立つ情報のレポートがイベントマップ、
次元、階層、KPI、ルールと共に表⽰されます。

診断情報を表示するには

1. My webMethods で次のように選択します。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [分析] > [診断]

Optimize によって [診断] ページに診断情報のレポートが表⽰されます。

2. [診断] ページの情報を表⽰します。

次の表では、[診断] ページに表⽰される情報について説明します。

説明列

この列には、問題に関係するシステム領域が表⽰されます。表⽰される領
域は、イベントマップ、次元、指標、次元階層、KPIまたはルールです。

[タイプ]

この列には、問題に関係する指標名または次元名が表⽰されます。[アイテム]

この列で問題が説明されます。[問題]

各列見出しの横の上向きまたは下向きの三角形で⽰されているように、各列で問題を並べ替
えることができます。ある列で並べ替えると、残りの 2 つの列には [(2)] または [(3)] と表⽰
され、その列がそれぞれ 2 次並べ替えキーまたは 3 次並べ替えキーであることが⽰されま
す。
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Optimize のアイコンについて
Optimize では、ビジネスプロセスやシステムの状態に関するサマリ情報および詳細情報が、表
形式とグラフ形式で表⽰されます。Optimize のアイコンは、システムの状態や、アイテムに関
する詳細情報の有無を視覚的に⽰します。ビジネスプロセスに関するすべてのアイコンは、
Optimize for Process 固有のものであることに注意してください。

Optimize のアイコンには次のような種類があります。

状態アイコンビジネスプロセスやシステムコンポーネントが規定内(正常)、規定外、統計的
異常のどの状態にあるのかを⽰します。プロセスインスタンスの場合は、プロセスステップ
が正常に実行されているのか、エラーが発生しているのかを⽰します。たとえば、システム
コンポーネント名の横にある は、そのコンポーネントが規定外であることを⽰します。

ルールアイコンそのアイテムに対してルールが存在しているかどうか、存在している場合は
ルール違反が発生しているかどうかを⽰します。たとえば、 は、ルール違反が発生してい
ることを⽰します。ルールアイコンをクリックするとルールの詳細が表⽰されます。

モニタまたは KPI アイコン ( ) 1 つ以上のKPI (モニタ)がアイテムに関連付けられているこ
とを⽰します。

プロセス分析アイコン ( ) アイテムに関するプロセス分析情報があることを⽰します。

シックスシグマアイコン ( )アイテムのシックスシグマエラーに関する情報があることを⽰
します。

傾向診断アイコンそのアイテムの傾向診断がOptimizeによって実行されたことを⽰します。
たとえば、 は、データサンプルが一貫して上昇傾向にあることを⽰します。

ビジネスプロセスツリーおよびシステムツリーアイコンツリーノードがモニタ、プロセス、
ステップのいずれであるかを⽰します。また、ビジネスプロセスツリーまたはシステムツ
リー下のノードを展開または縮小します。次に例を⽰します。

このカテゴリには、シックスシグマによるプロセス改善情報があるかどうかを⽰すアイコンも含
まれます。187ページの「シックスシグマアイコン」を参照してください。ビジネスプロセスに
関するアイコンは、Optimize for Process 固有のものであることに注意してください。

Optimize ページの中には、一定期間のデータポイントをプロットしたグラフが含まれるものが
あります。測定結果の数値を表⽰するには、データポイントの上にマウスポインタを置きます。

状態アイコン
ビジネスプロセス、KPI、アプリケーション、および機器コンポーネントの場合、状態アイコン
は、これらのアイテムが規定内(正常)、規定外、統計的異常のどの状態にあるのかを⽰します。
プロセスインスタンスの場合は、プロセスステップが正常に実行されているか、エラーが発生し
ているかのいずれかを⽰します。

アイコンは、追跡中のアイテムの左側に表⽰されます。

状態アイコンの意味を以下の表に⽰します。
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プロセス状態の意味ルールへの準拠および統計診断の意味アイコ
ン

ステップは正常に実行されました。アイテムは規定内に収まっており (正常
な状態)、統計的に正常です。ルール違反
ではありません。

プロセスステップの実行中にエラーが発生し
ました。

アイテムは規定外となっており、ルール
違反です。

[プロセスインスタンス]ページで、この状態
アイコンの上にマウスポインタを置くと、そ
のプロセスで発生したすべてのエラーが一覧
表⽰されます。

プロセスステップの実行中に警告が発生しま
した。

アイテムは統計的に異常です。

[プロセスインスタンス]ページで、この状態
アイコンの上にマウスポインタを置くと、そ
のプロセスで発生したすべての警告が一覧表
⽰されます。

データがありません。データがありません。

[プロセスインスタンス]ページにこの状態ア
イコンが表⽰されている場合、そのステップ
はまだ実行されていません。

ルールアイコン
ルールアイコンは、監視中のアイテムに関してルールが存在しているかどうか、および、ルール
違反が発生しているかどうかを⽰します。ルールアイコンをクリックするとルールの詳細が表⽰
されます。ルールに関連付けられている顧客がある場合は、マウスポインタをアイコンの上に移
動すると、顧客名が表⽰されます。

ルールアイコンの意味を以下の表に⽰します。

意味アイコン

1 つ以上のルールがこのアイテムに関連付けられています。

このアイテムに複数のルールが関連付けられている場合は、このアイコンをクリッ
クすると、アイテムに関連付けられているすべてのルールが [ルールサマリ]ページ
に表⽰されます。

このアイテムにルールが 1 つだけ関連付けられている場合は、このアイコンをク
リックすると、[ルールの詳細] ページが表⽰されます。

このアイテムに関連付けられている 1 つ以上のルールに違反が発生しています。
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意味アイコン

このアイテムに複数のルールが関連付けられている場合は、このアイコンをクリッ
クすると、アイテムに関連付けられているルールを⽰す [ルールサマリ]ページが表
⽰されます。

このアイテムにルールが 1 つだけ関連付けられている場合は、このアイコンをク
リックすると、そのルール違反の詳細を⽰す [ルールの詳細] ページが表⽰されま
す。

このアイテムに関連付けられている 1 つ以上のルールが無効になっています。

SLA ルールアイコン
SLAルールアイコンは、SLAに関連するルールを⽰し、ほかのルールアイコンと簡単に区別でき
るようにそれぞれ異なる外観を持ちます。ルールに関連付けられている顧客がある場合は、マウ
スポインタをアイコンの上に移動すると、顧客名が表⽰されます。

SLA ルールアイコンの意味を以下の表に⽰します。

意味アイコン

1 つ以上の SLA ルールがこのアイテムに関連付けられています。

このアイテムに複数のルールが関連付けられている場合は、このアイコンをクリッ
クすると、アイテムに関連付けられているすべてのルールが[ルールサマリ]ページ
に表⽰されます。

このアイテムにルールが 1 つだけ関連付けられている場合は、このアイコンをク
リックすると、[ルールの詳細] ページが表⽰されます。

このアイテムに関連付けられている 1 つ以上のルールに違反が発生しています。

このアイテムに複数のルールが関連付けられている場合は、このアイコンをクリッ
クすると、アイテムに関連付けられているルールを⽰す[ルールサマリ]ページが表
⽰されます。

このアイテムにルールが 1 つだけ関連付けられている場合は、このアイコンをク
リックすると、そのルール違反の詳細を⽰す [ルールの詳細] ページが表⽰されま
す。

このアイテムに関連付けられている1つ以上のSLAルールが無効になっています。

モニタ/KPI アイコン
モニタ/KPI アイコンは、アイテムに関する KPI サマリまたは KPI インスタンス詳細情報がある
ことを⽰します。

モニタ/KPI アイコンの意味を以下の表に⽰します。
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意味アイコン

このアイテムに関するモニタ (KPI) 情報があります。このアイコンをクリックする
と、このモニタの情報が表⽰されます。

このアイテムに複数のモニタ (KPI) が関連付けられている場合は、このアイコンを
クリックすると、すべてのモニタ(KPI)を含む[KPIサマリ]ページが表⽰されます。

このアイテムにモニタが 1 つだけ関連付けられている場合は、KPI インスタンス詳
細情報があります。このアイコンをクリックすると、[KPIインスタンスの詳細]ペー
ジが表⽰されます。

プロセス分析アイコン
プロセス分析アイコンは、アイテムに関するプロセス分析情報があることを⽰します。

プロセス分析アイコンの意味を以下の表に⽰します。

意味アイコン

このアイテムに関するプロセス分析情報があります。このアイコンをクリックする
と、プロセスの [プロセス分析] ページが表⽰されます。

シックスシグマアイコン
シックスシグマアイコンは、アイテムに関する詳細情報があることを⽰します。

シックスシグマアイコンの意味を以下の表に⽰します。

意味アイコン

このアイテムに関するシックスシグマ情報があります。このアイコンをクリックす
ると、[改善] (シックスシグマ) ページが表⽰されます。

傾向診断アイコン
Optimizeは、KPIの作成時に指定された収集間隔に従って、KPIに関連付けられているすべての
モニタに対して診断を実行します。この情報を使用することで、パフォーマンスの傾向を監視
し、正常範囲を逸脱する傾向にあるプロセスやシステムコンポーネントの改善方法を策定するこ
とができます。

Optimize のページで傾向診断アイコンの上にマウスポインタを置くと、簡単な説明が表⽰され
ます。

傾向診断アイコンの意味を以下の表に⽰します。
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意味説明アイコン

収集された最新の集約済みデータサンプルが、現在の統計
間隔の過去平均を、1～3 標準偏差分上回っています。

連続して平均を上回って
いる

収集された最新の集約済みデータサンプルが、現在の統計
間隔の正常範囲を、1～3 標準偏差分上回っています。

正常範囲を上回っている

収集された最新の集約済みデータサンプルとその前の集約
済みデータサンプルの間の変動率が、現在の統計間隔の正
常範囲を、1～3 標準偏差分上回っています。

傾きが正常範囲を上回っ
ている

収集された最新のデータポイントまたは集約済みデータサ
ンプルが、上昇傾向にあることを表します。

連続して上昇傾向にある

収集された最新の集約済みデータサンプルが、現在の統計
間隔の過去平均を、1～3 標準偏差分下回っています。

連続して平均を下回って
いる

収集された最新の集約済みデータサンプルが、現在の統計
間隔の正常範囲を、1～3 標準偏差分下回っています。

正常範囲を下回っている

収集された最新の集約済みデータサンプルとその前の集約
済みデータサンプルの間の変動率が、現在の統計間隔の正
常範囲を、1～3 標準偏差分下回っています。

傾きが正常範囲を下回っ
ている

収集された最新のデータポイントまたは集約済みデータサ
ンプルが、下降傾向にあることを表します。

連続して下降傾向にある

分析の概要アイコン
分析の概要アイコンは、[分析の概要] ページに表⽰され、ツリーノードを展開または縮小した
り、個々のノードが KPI、プロセス、ステップのどれであるかを⽰します。

分析の概要アイコンの意味を以下の表に⽰します。

意味アイコン

このツリーの下のノードを展開 (表⽰) します。

このツリーの下のノードを縮小 (非表⽰) します。

このノードは KPI です。

このノードは KPI インスタンスです。

このノードは KPI の次元です。

このノードは追跡中のプロセスインスタンスです。

このノードはプロセスインスタンスです。

このノードはプロセス内のステップです。
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意味アイコン

このアイコンが [問題] ページに表⽰されている場合、プロセスに関するシックスシ
グマプロセス改善情報があることを⽰します。このアイコンをクリックすると、そ
の情報が表⽰されます。

プロセスインスタンスまたはプロセスステップに関する詳細情報があります。この
アイコンをクリックすると、規定外のアイテムに関連付けられているプロセスイン
スタンスが一覧表⽰されます。
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B 用語集

アラート (alert)
1. ルール違反によってトリガーされる通知。ルール違反アラートは、電子メールメッセー

ジとして受信できます。また、SNMPアラートアクションまたはWebサービスアラート
アクションを指定することも可能です。

2. Oracle データベース環境では、Oracle の消去操作が完了するかエラーが発生した場合
に、通知がトリガーされます。

analysis engine
ビジネスデータ、システムデータおよびプロセスデータに対してアルゴリズムを実行する分
析エンジンコンポーネント。

Analytic Engine
Optimize のコア機能であり、次のタスクを処理します。

ビジネスデータ、システムデータおよびプロセスデータを Infrastructure Data Collector
から受信します。

データを分析します。

データと分析をデータベースに保存します。

ビジネスアクティビティおよびシステムアクティビティの状態に関する情報を My
webMethods ユーザインタフェースに送信します。

問題発生時にその他のアクション (指定されたユーザへのアラートの送信など) を実行し
ます。

API
アプリケーションプログラミングインタフェース (Application Programming Interface)。

アプリケーション (application)
環境内のシステムコンポーネントで実行されている Integration Server などの webMethods
プログラム。

アセット (asset)
接続データを持つコンテナオブジェクト。以前はオブジェクトと呼ばれていました。

BAM
ビジネスアクティビティ監視 (Business Activity Monitoring)。BAM では、ビジネスアクティ
ビティの量とその応答性、発生した可能性のある重大なエラー、その他の KPI など、ビジネ
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スのパフォーマンスに関するリアルタイム情報を分析できます。この有益なデータを使用し
て、問題を解決し、ビジネスの機会を利用できます。

BAM のみのプロセス (BAM-only process)
「外部実行プロセス」を参照してください。

基本ルール (base rule)
ルール。基本ルールという用語は、ルールをルールインスタンスと区別するために使用され
ます。

BPEL
ビジネスプロセス実行言語 (Business Process Execution Language)。

BPM
ビジネスプロセス管理 (Business Process Management)。

BPM のみのプロセス (BPM-only process)
「webMethods実行プロセス」を参照してください。

Broker (廃止)
1. Broker Server (廃止) 上に存在するエンティティ。クライアントは、Broker Server (廃止)

に接続する際、対話相手となる Broker (廃止) を指定します。

2. webMethods Broker (廃止) を参照してください。

Broker Server (廃止)
パブリッシャーとサブスクライバー間の対話に使用されるwebMethods Broker (廃止) のラン
タイムコンポーネント。クライアント要求を受信する、要求されるリソースに要求をディス
パッチする、およびクライアントに応答を返すという通信関係の作業を行います。

ビジネスデータ (business data)
収益や注文番号など、ビジネスプロセスを構成するデータ。

ビジネス KPI (business KPI)
ビジネスプロセスデータを監視するためにユーザが作成したKPI。たとえば、ユーザはビジネ
ス KPI を作成して、顧客別収益を監視できます。ビジネス KPI は、Optimize によって作成さ
れる内在的な KPI とは異なります。

ビジネスプロセス (business process)
相互に関連する一連のビジネスタスクであり、複数のシステム、人およびパートナが、関連
付けられたビジネスルールのセットを使用して特定の順序で実行します。企業内のビジネス
プロセスには、たとえば以下のような手順があります。

新入社員の受け入れ準備

発注書の処理

製品の開発から市場投入までの業務

迅速かつ正確な請求書の送付

ベンダー主導型在庫管理の実現
My webMethods から、webMethods 実行プロセスまたは外部実行プロセスという 2 種類の
プロセスを監視できます。

192 webMethods Optimize ユーザガイド 10.7

B 用語集



ビジネスプロセス管理 (business process management)
ビジネスプロセスを定義、実装、管理、分析および最適化する機能。これには、企業内のシ
ステム (アプリケーションや情報ストアなど)、企業内の人、および外部ビジネスパートナー
間のやりとりが含まれます。

ビジネスプロセスツリー (business process tree)
Optimize の [分析の概要]ページに表⽰されるブランチとノードを持つビジネスプロセスコン
ポーネントのリスト。

ビジネスビジュアル化 (Business Visualization)
ビジネスデータをイメージとして表す一連の Optimize の分析機能。ビジネスビジュアル化
は、ビジネスプロセスおよびキーパフォーマンスインジケータ(KPI)のパターンと傾向をハイ
ライトすることで、有益なデータをユーザに提供します。

計算タイプ (calculation type)
次の 5 つのデータ集約方法 (合計、平均、カウント、最終値、最小、最大、状態) の 1 つ。

CDC
共通データベース設定 (Common Database Configuration)。webMethods データベースコン
ポーネントを含むプラットフォーム。

CCS
Central Configuration System。Central Configuratorを参照してください。

Central Configurator
設定用のグラフィカルユーザインタフェースを提供し、設定ファイルを手動で編集すること
なしに集中型インストールを設定できる webMethods ツール。

複合 KPI (composite KPI)
2つのKPIに対して算術演算(加算、減算、乗算または除算)を実行するKPI。たとえば、個々
の KPI で製品の運用コストと収益が監視される場合、複合 KPI では、収益 KPI から運用コス
ト KPI を引くことで製品の利益を監視できます。

コンテナ (container)
ビジネスプロセス内のサブプロセスを構成するステップのセット。サブプロセスコンテナは、
別のコンテナ内にネストできます。

コントロールフロー (control flow)
自動化されたビジネスプロセスの実行において、あるステップから別のステップにデータを
直接移動する移行。

カスタムエラー (custom error)
外部システムで発生するエラー。カスタムエラーの例として、アプリケーションまたはデー
タベースがシステムの外部にある場合のアプリケーション障害やデータベース障害がありま
す。カスタムエラーは、プロセスレベルまたはステップレベルで発生します。

データ集約 (data aggregation)
個々のデータ値を要約されたデータ値にまとめるプロセス。受注管理プロセスで収集された
収益金額を測定するために、Total Order Revenue KPI では、10 分間のデータ収集間隔中に
受信された注文の金額が合計されます。

データ収集間隔 (data collection interval)
Optimize が KPI についてデータを収集する時間間隔。
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データベースコンポーネント (database component)
単一または一連のデータベース SQL スクリプトとして展開されたデータベースオブジェクト
のグループ。1 セットのスクリプトの最下位レベルグループです。データベースコンポーネ
ントは、データベースコンポーネント定義ファイルで定義されます。

データベースコンポーネント定義 (database component definition)
特定のデータベースコンポーネントに関連するすべての情報を定義する XML ファイル。各
データベースコンポーネントには、XML ファイルが 1 つだけあります。

データベース接続プール (database connection pool)
事前に確立された、データベースへの接続のコレクション。データベース接続プールによっ
て、アプリケーションまたはサーバでデータベースへの接続が必要になるたびに新しいデー
タベース接続の確立に要するオーバーヘッドを避けることができます。

DCA
データ収集エージェント (Data Collection Agent)。

DCC
Database Component Configurator。JDBC 接続上で SQL コマンドを実行することにより、共
通データベース設定 (CDC) プラットフォームに見つかったデータベースコンポーネントをイ
ンストールするために使用されるJavaプログラム。データベースコンポーネントの作成、削
除、および移行が含まれます。このプログラムはDCI (Database Component Installer) に置き
換わります。

DCI
データベースコンポーネントインストーラ (Database Component Installer)。このプログラム
は、DCC (Database Component Configurator) に置き換えられました。

不具合 (defect)
ビジネスルールを満たしていないこと (ルール違反)。

派生名 (derived name)
ルールのすべてのインスタンスに適用されるユーザ定義名。ルールのルール情報設定で派生
名が指定されると、すべてのインスタンス名はこの名前から派生されます。ルールのすべて
のインスタンスが同じ名前を持たないようにするには、派生名定義で変数を使用します。

ターゲットステップ (destination step)
ターゲットステップは、待機時間標準エラータイプに関連しています。詳細については、「待
機時間標準エラータイプ」を参照してください。

次元 (dimension)
カテゴリ、つまり、データをより小さなコンポーネントにスライスすることで、ビジネスデー
タまたはシステムデータを分析する方法。組織では、独自の次元を定義します。次元の典型
的な例として、顧客、地域と営業担当者、製品と製造元、Broker Server と Broker がありま
す。

次元階層 (以前の KPI 階層) (dimension hierarchy (formerly KPI hierarchy))
「階層」を参照してください。

検出 (discovery)
Infrastructure Data Collector によってアセットの検出に使用される一連の手順。

表示間隔 (display interval)
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KPIインスタンスグラフで使用される表⽰集約間隔。グラフのより大きいタイムフレームに対
応するため、データは表⽰間隔に集約されます。

環境 (environment)
共通の設定を共有するwebMethods製品コンポーネントのグループ。デフォルトのOptimize
環境には、以下の論理サーバが含まれています。

Analytic Engine

Web Service Data Collector

webMethods Broker (廃止) または Universal Messaging

My webMethods Server
Central Configurator を使用して環境を設定できます。

イベント (event)
1. データ属性のセットを含む単純な構造体。

2. ビジネスビジュアル化では、ルール違反。

イベントハンドラ (event handler)
Web Service Data Collector およびその他のwebMethods製品からビジネスデータとシステム
データを受信するAnalytic Engineコンポーネント。Analytic Engineは受信したデータを、ビ
ジネスインテリジェンスソフトウェアがレポート生成に使用できる形式でデータベースに書
き込みます。

イベントマップ (event map)
イベント (定義 1) の各属性が意味する知識。イベントマップは、次元などのビジネスデータ
を特定のビジネスプロセスに関連付けます。

イベントルール (event rule)
KPIデータ収集間隔の終了時ではなく、収集時にデータを評価するルール。イベントルールで
は、次元が考慮され、準拠の状態が追跡されます。イベントルールはデータベースに永続化
されます。一般に、イベントルールでは、即時の対応が必要な状況でデータが評価されます。
たとえば、イベントルールでは、アプリケーションが不適切に停止したかどうかを追跡でき
ます。

外部実行プロセス (externally-executed process)
webMethods で提供されるツールを使用してモデル化および監視されるビジネスプロセス。
ただし、プロセスは外部アプリケーションによって実行されます。「webMethods 実行プロ
セス」と比較してください。

グローバルデータ (global data)
利用できません。グローバルデータは Optimize バージョン 7.1.2 で廃止されました。

階層 (hierarchy)
Optimize の次元の順序付きランキング。階層は、データをより小さなコンポーネントにスラ
イスする方法を追加で提供します。たとえば、営業階層は、地域および営業担当者という 2
つの次元から構成されます。別の例として、キュー長階層は、Broker Server と Broker の 2
次元から構成されます。

インフラストラクチャ (infrastructure)
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一連のシステムコンポーネント (Integration Server、Broker、SNMP エージェント)。

Infrastructure Data Collector
webMethods のランタイムコンポーネント (Integration Server、Broker Server、Broker、ア
ダプタなど)に関連するシステムデータや運用データを監視し、ランタイムコンポーネントの
状態を Optimize for Infrastructure やその他の外部ツールにレポートする BAM コンポーネン
ト。

Integration Server
webMethods Integration Serverを参照してください。

内在的な KPI (intrinsic KPI)
ビジネスプロセスまたはシステムデータを監視するためにOptimizeによって作成されるKPI。
たとえば、Instance Count by Process (プロセス別インスタンス数)、Cycle Time by Process
(プロセス別サイクル時間) および Process Error Count (プロセスエラー数) を監視するための
KPI が作成されます。

KPI
キーパフォーマンスインジケータ (Key Performance Indicator)。組織を正常に運営する上で
重要なビジネスアクティビティの測定値です。KPIでは、収益、受注量、キュー長、サイクル
時間などのメトリックス、定量的なビジネスデータおよびシステムデータが監視されます。
KPI は、「10,000 ドルを超える注文のうち、このプロセスに滞留しているものはいくつある
か」などの質問に回答するのに役立ちます。KPI では、イベント (定義 1) データの集約方法
が定義されます。

注:
Optimizeでは、KPI (より具体的にはKPIインスタンス)が「モニタ」と呼ばれることがあ
ります。

KPI 定義 (KPI definition)
KPI インスタンスとは異なる KPI の特性。

KPIインスタンス
ビジネスデータまたはシステムデータの 1 つのスライスの測定値。次元によってスライスさ
れていない Total Order Revenue KPI には、1つの KPI インスタンスがあります。顧客次元に
よって収益をスライスする Revenue by Customer KPI には、複数の KPI インスタンスがあり
ます。Revenue by Customer KPI では、各 KPI インスタンスによって、個々の顧客の収益が
測定されます。2 つの次元 (地域および営業担当者) を持つ営業階層で収益をスライスする
Revenue by Region and Sales Person KPIには、複数のKPIインスタンスがあります。Revenue
by Region and Sales Person KPI では、各 KPI インスタンスによって、ある地域内の個々の営
業担当者の収益が測定されます。

KPI ルール (KPI rule)
1 つ以上の KPI データ収集間隔についてデータを評価するルール。たとえば、Gross Margin
Percent Severely Below Normal ルールは、連続する 3 つの Gross Margin KPI 収集間隔につ
いて、粗利益パーセンテージが平均のGross Margin KPI 値から 1シグマを引いた値以上でな
くてはならないことを指定します。KPIルールでは、次元が考慮され、準拠の状態が追跡され
ます。KPI ルールはデータベースに永続化されます。

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol。名前、電話番号、住所などを含む情報ディレクトリ
にアクセスするためのインターネットプロトコル。LDAPにより、クライアントプログラムは
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属性を使用して、エントリについてのクエリーを LDAP ディレクトリサーバに対して実行で
きます。

論理サーバ (logical server)
各 webMethods 製品コンポーネントを表します。各論理サーバには、Central Configurator
ツールを使用して設定できるサブコンポーネントが含まれます。環境設定プロセス中に、各
論理サーバは 1 つ以上の物理サーバにマッピングされます。

マッシュアップ (mashup)
複数のソースからのコンテンツをシームレスなユーザエクスペリエンスに統合するWebアプ
リケーション。

指標 (以前のファクト) (measure (formerly fact))
単位および計算タイプを含む属性のセットを持つメトリクス。

メッセージフロー (message flow)
あるステップから別のステップにメッセージを送信する移行。たとえば、メッセージフロー
は、内部ビジネスプロセスのステップから外部ビジネスプロセスのステップにメッセージを
送信します。

モデル (model)
ビジネスプロセス全体のビジュアルな概要ダイアグラム。ビジネスプロセスモデルは、Software
AG Designer またはその他の外部ツールで作成されます。

モニタ (monitor)
1. KPI インスタンス。

2. KPI インスタンスのデータを格納するために Optimize で使用されるメカニズム。

Monitor
webMethods Monitorを参照してください。

モニタリポジトリ (monitor repository)
モニタの合計数と、Analytic Engine の現在のキューサイズ。キューサイズが大きい場合は、
Analytic Engine の処理負荷が高すぎる可能性があります。

監視中のコンポーネント
Infrastructure Data Collector によって監視されるシステムコンポーネント。

監視 API (monitoring API)
モニタ、プロセスおよびメタデータを webMethods product suite内の Optimize の Analytic
Engine にロードする標準化された手段を提供する Optimize へのインタフェース。

My webMethods
webMethods統合環境内のすべての製品を管理するためのWebベースの監視および管理ユー
ザインタフェース。My webMethods にログインすると、My webMethods に組み込まれてい
るすべての webMethods 製品にログインします。

My webMethods Server
Optimizeを含むwebMethods製品のWebインタフェースをホストするために必要なコンポー
ネントおよびサービスのコアセット。以前は Portal と呼ばれていました。

Optimize
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webMethods Optimizeを参照してください。

Optimize for Infrastructure
Infrastructure Data Collector によって収集されたリソース情報へのアクセスを可能にする
BAMコンポーネント。Optimize for Infrastructureを使用して、個々の管理オブジェクトの状
態やシステムの全体的な状態を監視します。

Optimize for Process
運用要素 (マージン、収益、顧客満足度、在庫状況など) に関連する KPI を追跡することで、
管理オブジェクトやシステムの状態に加えてビジネスプロセスを監視するBAMコンポーネン
ト。Optimize forProcessでは、ビジネスプロセスにシックスシグマを使用できます。Optimize
for Process を使用してプロセス内の不具合の数を測定し、不具合の削減方法を体系的に割り
出すことができます。Optimize for Processには、Optimize監視情報のマッシュアップが一目
でわかるビジネスビジュアル化ツールが含まれています。

パレートの法則 (Pareto principle)
不具合の大部分 (80%) が少数 (20%) の重要コンポーネントに起因しているという法則。

パイプラインデータ (pipeline data)
外部ソースからの抽出や外部ソースへの送信は行えず、特定のプロセス内でしか使用できな
いデータ。つまり、パイプラインデータとは、プロセスの上流で取り込まれたために任意の
下流ステップで使用できることとなったあらゆる情報(ドキュメントやその他のデータタイプ)
です。

プール (pool)
1. ビジネスプロセス内の関連付けられたステップのセット。ステップのプールは、内部プ

ロセスまたは外部プロセスを表します。

2. 「データベース接続プール」を参照してください。

ポートレット (portlet)
Webポータルで管理および表⽰される交換可能なユーザインタフェースコンポーネント。ポー
トレットは、ポータルページに集約されるマークアップコードのフラグメントを作成します。
通常、ポータルページは重ならないポートレットウィンドウの集合として表⽰されます。各
ポートレットウィンドウには 1 つのポートレットが表⽰されます。したがって、ポートレッ
ト(またはポートレットのコレクション)は、ポータルにホストされているWebベースアプリ
ケーションに似ています。

プロセス分析
ビジネスプロセスおよびルールのパフォーマンスに関する情報を分析するのに役立つOptimize
機能。

プロセスエラー (process error)
ビジネスプロセス内で発生し、プロセス全体に適用されるエラー。プロセスエラーの例とし
て、正常に完了する前にタイムアウトになったプロセスや、エラーで完了したプロセスがあ
ります。

プロセスイベント (process event)
外部プロセスが特定の状況に遭遇したときに何を行うかを指定するイベント。たとえば、プ
ロセスに手動の確認ステップが含まれており、そのステップで受信したデータが破損してい
るとシステムが判断した場合、プロセスイベントはOptimizeによるプロセスの分析を停止さ
せることがあります。
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プロセスインスタンス (process instance)
ビジネスプロセスの実行。注文プロセスでは、プロセス内のステップを通過する各注文がプ
ロセスインスタンスです。

Process Tracker
ビジネスプロセスデータを Web Service Data Collector およびその他の webMethods 製品か
ら受信し、プロセスの実行状況を追跡するAnalytic Engineコンポーネント。プロセスの実行
中、プロセストラッカはプロセスインスタンスおよびステップに関して、待機時間やサイク
ル時間などを測定します。測定結果は、ビジネスプロセスのパフォーマンスを追跡したり、
特定の状態 (パフォーマンスの低下やプロセス実行の失敗など) になったときにユーザに知ら
せるために使用されます。

被参照サブプロセス (referenced subprocess)
親プロセス内のステップとして表⽰されるが、そのワークフローの一部ではない別のサブプ
ロセス。

通知間隔 (reminder interval)
アラートの間隔 (分単位)。ルールに指定したアラートを繰り返す場合、ルールの属性設定で
この間隔を指定します。

ルール (rule)
プロセスまたは特定の種類のデータに適用する1つまたは一連の条件。プロセスまたはリソー
スに問題があり、ユーザの注意が必要な場合に通知するルールを作成できます。また、ビジ
ネスの機会がある場合に通知するルールを作成することもできます。Optimizeでは、KPIルー
ル、イベントルールおよびしきい値ルールの 3 種類のルールがサポートされます。

ルール評価間隔 (rule evaluation interval)
Optimize によってルール違反と見なされる前にルールで真 (true) と評価される必要のある連
続した間隔の数。たとえば、キュー長の過剰な上昇傾向を検出するルールを作成する場合、
連続 5 回の間隔にわたってキュー長が引き続き上昇傾向を⽰さなければ、Optimize でルール
に違反したと見なされないという条件を指定できます。

ルール式 (rule expression)
ルールに含まれる論理式。単純式では単一の条件がテストされます。複合式では 2 つ以上の
条件がテストされます。Optimize では、式を評価して真 (true) か偽 (false) かが判断されま
す。式が真 (true) と評価された場合は、Optimize によってルール違反が生成されます。

ルールフィルタ (rule filter)
ルールで監視する必要のある特定のプロセス、次元またはシステムオブジェクトを識別する
フィルタ。

ルールインスタンス (rule instance)
ルールの発生。たとえば、地域別の収益で、12 時間の期間に収益が 10,000 ドルを下回った
場合に注意が必要となるよう、ルールで指定します。このルールの 1 つのインスタンスが、
12 時間の期間ごとに特定の地域の収益を監視するプロセスで発生します。

ルール違反 (rule violation)
ルールで指定された条件を満たすルールインスタンス。これらの条件下では、問題が発生し
たか、あるいは機会が存在するため、ユーザはビジネスプロセスまたはシステムリソースに
注意する必要があります。

Rules Engine
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Analytic Engine から受信したデータをルールと比較し、ユーザの注意が必要なプロセスまた
はリソースを検出する Analytic Engine コンポーネント。

重大度 (severity)
ルールに関連付けられたユーザ定義のテキストフィールド。このフィールドにテキストが入
力された場合、そのテキストがルールリスト内でルールと共に表⽰されます。そのルールに
対して生成されるあらゆるアラートを、重大度テキストが表⽰されるように設定できます。

[シックスシグマ]
不具合を削減することによってビジネスプロセスのパフォーマンスを向上させるために確立
された、厳格で規律ある経営改善手法。

[SLA]
サービスレベル契約 (Service Level Agreement)。提供されるサービスのレベルについて、両
者間で結ばれる契約です。

SNMP
簡易ネットワーク管理プロトコル (Simple Network Management Protocol)。ネットワークデ
バイスの監視と制御用のプロトコルです。TCP/IPネットワークではほとんどの場合に使用さ
れます。

SNMP アラート (SNMP alert)
定義済みSNMPマネージャに対してルール違反発生時に送信されるユーザ設定のSNMPメッ
セージ。

SNMP Data Collector
定義済みSNMPエージェントから運用データを収集するように設定されているInfrastructure
Data Collector のコンポーネント。

[SOAP]
簡易オブジェクトアクセスプロトコル (Simple Object Access Protocol)。

ソースステップ (source step)
ソースステップは、待機時間標準エラータイプに関連しています。

SQL
構造化クエリー言語 (Structured Query Language)。リレーショナルデータベースとのインタ
フェースとなるデータベースクエリー言語です。

標準エラー (Standardized error)
Optimizeによって追跡されるユーザ定義プロセスエラー。標準エラーでは、[標準エラータイ
プの追加] ページのエラービルダーで設定できる組み込みエラー条件が使用されます。

統計間隔
過去平均 KPI 値の時間範囲。

ステップ (step)
ビジネスプロセスの基本作業単位。ステップは、自動化されたプロセス、人が実行する手動
ステップ、または外部組織が実行するタスクを識別するビジュアルエイドを表します。

ステップ絶対待機時間 (Step Absolute Wait Time)
「待機時間標準エラータイプ」を参照してください。

ステップエラー (step error)
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ビジネスプロセス内のステップに適用されるエラー。ステップエラーの例として、重複ステッ
プ処理、ステップタイムアウトおよびステップの実行シーケンス異常があります。

ステップ相対待機時間 (Step Relative Wait Time)
「待機時間標準エラータイプ」を参照してください。

粘着性ルール (sticky rule)
違反された場合に、ルールが手動で解決されるまで規定内に戻らないルール。ルールを粘着
性にすることにより、ユーザの注意を必要とする重大な違反について通知し、状況の改善を
促すことができます。たとえば、Broker Server がオフラインであることを検出するルールを
作成する場合、ルールを粘着性に定義すると、アラートが 1 回発生した後、サーバが再起動
されてルール違反が解消されるまで、そのルールは違反した状態のままになります。

サブプロセス (subprocess)
別のビジネスプロセス内のプロセス。多くの場合、サブプロセス内のステップは、コンテナ
内でグループ化されています。サブプロセスは、そのサブプロセスを含むプロセス内のステッ
プと同様に扱われます。

スウォームライン
ビジネスプロセス内のパスを移動中のプロセスインスタンスの相対的な量を⽰す移行。ス
ウォームライン内の点の数は、移行状態にあるプロセスインスタンスの相対的な量を⽰しま
す。

スイムレーン (swimlane)
プール内の関連付けられたステップのセット。

システムコンポーネント (system component)
環境内で監視できる情報テクノロジ (IT) インフラストラクチャ機器の任意のアイテム。

システムデータ (system data)
キュー長や管理コンポーネントがオンラインかオフラインかなど、機器またはアプリケーショ
ンに関するデータ。

システムエラー (system error)
プロセストラッカによってプロセスに自動的に関連付けられる組み込みエラー。

システム KPI (system KPI)
システムデータを監視するためにユーザが作成した KPI。たとえば、ユーザはシステム KPI
を使用して、Integration Server Total Memory (メモリ合計) を監視できます。システム KPI
は、Optimize によって作成される内在的な KPI とは異なります。

システムツリー (system tree)
Optimize の [分析の概要]ページに表⽰されるブランチとノードを持つシステムコンポーネン
トのリスト。

しきい値ルール (threshold rule)
データを収集時に評価するルール (たとえば、1,000 より大きいキューサイズや 500 ドル未
満の注文金額)。しきい値ルールでは、次元が考慮されず、準拠の状態が追跡されません。ま
た、データベースに永続化されません。しきい値ルールはアラートを発生させるトリガーに
似ています。

移行 (transition)
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ビジネスプロセス内のあるステップから別のステップへのデータおよびコントロールのフ
ロー。移行には、コントロールフローおよびメッセージフローという 2 つの基本タイプがあ
ります。

トランザクション (transaction)
(イベントマップで) 測定は行わないが、ルール式で使用したり同じイベントで到着するファ
クトに関連付けたりするためにデータベースに格納する属性。

傾向 (trend)
Optimize で、KPI のデータ収集間隔全体にわたって、すべての KPI インスタンス上で行われ
る16種類の診断のうちの1つ (正常を上回っている、正常を下回っている、連続して上昇傾
向にある、連続して下降傾向にあるなど)。この情報を使用することで、パフォーマンスの傾
向を監視し、正常範囲を逸脱しているビジネスプロセスやシステムコンポーネントの改善方
法を策定することができます。

待機時間標準エラータイプ (wait-time standardized error type)
待機時間エラータイプは、プロセスインスタンス内の指定されたステップ(ターゲットステッ
プ)の開始の前に経過する時間に関連するエラーを設定するためのエラータイプです。待機時
間エラータイプはターゲットステップに常に適用されます。使用できる2つの待機時間エラー
タイプは、ステップ相対待機時間とステップ絶対待機時間です。ステップ相対待機時間エラー
タイプは、プロセスインスタンス内の 1 つのステップ (ソースステップ) の完了と、同じプロ
セスインスタンス内の後続の指定されたステップ (ターゲットステップ) の開始との間に経過
する時間に関連します。ステップ絶対待機時間エラータイプは、プロセスインスタンスの開
始と、そのプロセスインスタンス内の指定されたステップの開始との間に経過する時間に関
連します。

Web サービス (Web services)
Webまたは別のネットワーク上でデータを交換する完全に独立したアプリケーション。SOAP、
TCP/IP、HTTP、Java、XML などのオープン標準に基づいています。

Web Service Data Collector
WSDC とも呼ばれます。Optimize へのインタフェースであり、クライアントプログラムはこ
のインタフェースを通じて以下の情報を送信できます。

企業内のアプリケーションまたは IT 機器 (データベース、プリンタ、ディスクドライブ
など) に関するプロセスおよび運用データ

プロセスデータ (プロセスインスタンス内の各ステップの開始時刻および終了時刻など)

ビジネスデータ (顧客、注文数量、収益など)

Web サービスレイヤ (Web services layer)
分析結果を My webMethods Server に送信する Analytic Engine コンポーネント。My
webMethodsユーザインタフェースには、ルール違反発生時のアイコンまたはOptimizeで傾
向が診断されたことを⽰すアイコンと共に、分析結果が表⽰されます。

webMethods Broker (廃止)
webMethods 統合環境で廃止された「メッセージバックボーン」製品。Broker (廃止) によっ
て、パブリッシュ/サブスクライブモデルを使用した非同期メッセージベース通信が促進され
ます。

webMethods Integration Server
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webMethods 統合環境の中心的なランタイム製品。Integration Server によって、ビジネスプ
ロセスおよびサービスを正しい順序で効率的かつ安全に実行する環境が提供されます。

webMethods Monitor
実行中および完了したビジネスプロセス、サービス、統合およびドキュメントのインスタン
スを検査するために使用される管理ツール。Monitor では、他の webMethods 製品が以前に
ログに記録したビジネスプロセス、サービスおよびドキュメントに関するデータを表⽰でき
ます。

webMethods Optimize
webMethods統合環境のビジネスアクティビティ監視 (BAM)製品。Optimizeによって、主要
なビジネスプロセスおよびシステムリソースアクティビティに関するリアルタイムの観察が
容易になります。有益な情報が提供されることから、ビジネスユーザは情報に基づいた意思
決定、問題への迅速な対応、継続的なプロセス改善を通じてのビジネス運営の効率化が可能
になります。

webMethods 実行プロセス
webMethods で提供されるツールを使用してモデル化、実行および監視されるビジネスプロ
セス。「外部実行プロセス」と比較してください。

WSDC
「Web Service Data Collector」を参照してください。

XML
拡張マークアップ言語 (Extensible Markup Language)。情報の構造化、保存、送信に使用さ
れる柔軟性の高いマークアップ言語。
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