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このマニュアルについて

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

規則 説明

太字 画⾯上の要素を表します。

縮⼩フォント folder.subfolder:service  という規則を使⽤して webMethods Integration
Server 上のサービスの保存場所を表します。

⼤⽂字 キーボードのキーを表します。 同時に押す必要があるキーは、プラス記号
(+) で結んで表記されます。

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を表します。 本
⽂で最初に出現する新しい⽤語を表します。

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から表⽰されるメッセージを表し
ます。

{ } 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。



M  
Even Header

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 10

規則 説明

の動作 同じタイプの複数のオプションを⼊⼒できることを表します。 情報のみを⼊
⼒します。 省略記号 (...) は⼊⼒しません。

マニュアルのインストール
Software AG Installer を使⽤して、製品マニュアルをダウンロードできます。 マニュアルは、メインイ
ンストールディレクトリ (デフォルトでは Software AG) 内のセントラルディレクトリ _documentation
にダウンロードされます。

オンライン情報
Software AG マニュアルの Web サイト
Software AG マニュアルの Web サイト (http://documentation.softwareag.com) でマニュアルを探す
ことができます。 サイトには Empower クレデンシャルが必要です。 Empower クレデンシャルがない場
合は、TECHcommunity Web サイトを使⽤してください。

Software AG Empower 製品のサポート Web サイト
Software AG Empower 製品のサポート Web サイト (https://empower.softwareag.com) で製品情報
を探すことができます。

機能または拡張のリクエストを送信するには、製品の可⽤性に関する情報を⼊⼿して、製品と正規のサンプ
ルをダウンロードし、「Products」に進みます。

修正に関する情報を⼊⼿して、初期警告、技術情報、およびナレッジベースの記事を確認するには、
「Knowledge Center」に進みます。

Software AG TECHcommunity
Software AG TECHcommunity Web サイト (http://techcommunity.softwareag.com) でマニュアルと
その他の技術情報を探すことができます。 以下の操作を実⾏できます。

TECHcommunity クレデンシャルがある場合は、製品のマニュアルにアクセスします。
TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録を⾏い、関⼼のある分野として
「Documentation」を指定します。

記事、デモ、チュートリアルにアクセスします。

Software AG の専⾨家が司会するオンラインディスカッションフォーラムでは、質問やベストプラク
ティスの意⾒交換を⾏い、他のユーザの Software AG technology の使⽤⽅法について学ぶことがで
きます。

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 サイトにリンクします。

http://documentation.softwareag.com
https://empower.softwareag.com
https://empower.softwareag.com/Products/default.asp
https://empower.softwareag.com/KnowledgeCenter/default.asp
http://techcommunity.softwareag.com
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概要
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、プロセスのメトリッ
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ッ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、有益な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。 これらの実装について以下で説明します。

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、キュー⻑や管理対象 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 では、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。
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実装
Optimize 実装では、以下の 5 つの主要機能が実⾏されます。

機能 サブコンポーネント

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

Infrastructure Data Collector (SNMP Data Collector を含む)

データ通信 JMS サーバ、通常、webMethods Universal Messaging または
webMethods Broker

データ処理および分析 1 つ以上の Analytic Engine

データ格納 データベースコンポーネント

データ表⽰ My webMethods ユーザインタフェース

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。
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Optimize の⼀般的な実装

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、"データ収集"
on page 14を参照してください。
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データ通信
webMethods 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。 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 Programmerʼs 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 My webMethods
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、キュー⻑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。

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、My webMethods 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、My webMethods 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。 My webMethods 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
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の作成、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) などを使⽤した My webMethods 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、My webMethods 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)、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。 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 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。
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Broker Server を監視すると、Broker Server 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。

Integration Server を監視した場合も、Integration Server 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。

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。 Integration Server 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。

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を SNMP エージェントにポーリングする頻
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。

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、My webMethods 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。

Note: 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、"ルールの定義" on page 91を参照してください。
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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。

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、webMethods Broker 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 SAP
Adapter 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) 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⻑はどの程度か。

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。
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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。

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
のキュー⻑などです。

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、" Web
Service Data Collector" on page 18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。

Note: 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、"ルールの定義" on page 91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。 My webMethods 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。

KPI インスタンス
(KPI instance)
＃KPIインスタンス

機能

[カウント] 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。

[ゲージ] 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。
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KPI インスタンス
(KPI instance)
＃KPIインスタンス

機能

[最終値] 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。

[状態] 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。

ビジネスプロセス
Optimize for Process は、以下の 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 (webMethods Process 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 キュー⻑) 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。
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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。

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ｖ、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 ルール、イベントルールおよびしきい値ルールの詳細については、"ルールの定義" on page 91を参
照してください。

Optimize ホームページ
My webMethods ユーザインタフェースには Optimize for Process ホームページが含まれており、こ
のページから重要な 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 の次のパスにあります。[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「どのように操作しますか?」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有⽤な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。 この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。 これらのページには、My webMethods の左
側にあるナビゲーションパネルからもアクセスできます。 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 for Process 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 My webMethods 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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概要
この章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。 ここに含まれるビジネスプロセス情報は、Optimize for Process に固有の情報で
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で実
⾏されている Integration Server などの webMethods プログラムです。

次のいずれかを表⽰することで、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、⼀種の実⾏可能プロセスであり、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して次の情報が表⽰されます。

[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 (『Administering webMethods
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。

Note: 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
My webMethods で [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] を選択して、[問題] ページを表⽰する
と、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すばやくチェックできます。 このページに
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。 ビジネスプ
ロセス情報は、Optimize for Process に固有の情報です。

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 の [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]

[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表⽰されます。

[問題] パネルには、次の表で説明する情報が含まれています。

列 説明

[状態] 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 ( ) なのかを⽰すアイコンが表⽰されます。

[説明] 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。 [問題の詳細]
ページの詳細については、"問題の詳細の表⽰" on page 29を参照してくだ
さい。

[重⼤度] この項⽬に対して重⼤度ラベルが定義されている場合は、そのラベルがこの列
に表⽰されます。 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。

[タイプ] 問題イベントのタイプ: [ルール違反]

[関係先] 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。

[⽇時] 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。

[詳細] 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。

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。
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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 (Service Level
Agreement : サービスレベル契約)、顧客または重⼤度でリストをフィルタ処理するには、[フィルタ]
領域で次の 1 つ以上を選択します。

[フィールド名] リスト [演算⼦] リスト 設定する値

[問題タイプ] [等しい]/[等しくな
い]

[ルール違反]

[経過時間] [より⼤きい]/[より
⼩さい]

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。

[関係先] [含む] 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。

[通知ユーザ] [含む] 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。

[ルールの状態] [等しい] [規定内] または [規定外]

[SLA] [等しい] [SLA あり] または [SLA なし]

[顧客] [含む] 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。

[重⼤度] [含む] 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。

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表⽰されている場合は、以下の⼿順に従います。

アイコン ⼿順

[ルール]

 [SLA]

 [ルール違反]
または

 [SLA 違反]

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。 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。

ルールの詳細の解釈については、"ルールの定義" on page 91を参照してく
ださい。
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アイコン ⼿順

[KPI の詳細] 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 インスタンスデータの解釈については、"KPI に関する情報の分析" on
page 149を参照してください。

[シックスシグマ] 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。

シックスシグマによるプロセス改善の詳細については、"プロセスの⻑期的パ
フォーマンスの改善" on page 71を参照してください。

[詳細の表⽰] 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。

[問題の詳細] ページの詳細については、"問題の詳細の表⽰" on page 29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、選択した問題に関する詳細情報が表⽰されます。 選択した問題に関する⼀般情
報を表⽰する [問題情報] パネルに加えて、[問題の詳細] ページには、問題に寄与しているシステムオブ
ジェクトまたはプロセスインスタンスの識別に役⽴つ [寄与しているインスタンス] テーブル、この問題に類似
する問題を確認できる [類似した問題] テーブル、問題に関連付けられている KPI を⽰す [KPI インスタン
スのサマリグラフ] が表⽰されます。

問題の詳細の表⽰
元

⼿順

[問題] ページ [問題] テーブルで、次のいずれかを⾏います。

問題イベントの [説明] をクリックします。

[詳細] 列で  ([詳細の表⽰]) アイコンをクリックします。

電⼦メールア
ラート

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。

[KPI インスタ
ンスの詳細]
ページ

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。

[問題の詳細] ページにイベント情報が表⽰されます。 次の図は [問題情報] パネルの例を⽰しており、図
の後の表で [問題情報] パネルのフィールドについて説明します。
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フィールド 説明

[説明] 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。

[関係先] 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。

[タイプ] [ルール違反]

[⽇時] 問題イベントが発⽣した時刻。

[経過時間] このイベントが最初に発⽣してからの経過時間。

[状態] ルールインスタンスの状態。

(各種アイコン) [問題] ページに表⽰されるアイコン。

[寄与しているイベント]
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できるように、[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ます。 [寄与しているイベント] パネルには、返されたイベント
に対して定義された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た情報が表形式で表
⽰されます。 つまり、[寄与しているイベント] パネルに表⽰されるフィールドや特定のデータは、状況によ
り異なります。

Note: ビジネスプロセスを実⾏していない 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] パネルには、類似した問題に関する以下の情報が表⽰されます。

列 説明

[状態] 列 問題イベントが規定外の場合には  アイコンが表⽰され、統計的に異常な場
合には  アイコンが表⽰されます。

[説明] 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。

[重⼤度] 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。

[タイプ] [ルール違反]

[⽇時] 問題が発⽣した時刻。

[経過時間] 問題イベントが作成されてから経過した時間。

次の 1 つ以上のアイコンが表⽰されます。

法は、 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
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。

[詳細]

[サービスレベル
契約]

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。



M  
Even Header

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

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 32

列 説明

[ルール違反] ア
イコン

クリックすると、違反したルールの詳細が表⽰
されます。

[KPI の詳細] クリックすると、ルール違反の KPI 情報が表⽰
されます。

[問題の詳細] 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] ([KPI インスタンスの詳細]) 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、"ルールとルール違反の詳細
の表⽰" on page 83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 [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [監視] セクションの [分析の概要] ページで
は、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を表⽰でき、プロセスステップおよびス
テップに組み込まれているものに関する情報をドリルダウンして表⽰できます。 また、さまざまな条件に
基づいてコンポーネントを検索できます。 ビジネスプロセスデータは Optimize for Process に固有であ
ることに注意してください。

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、My webMethods 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。

[分析の概要] ページをアクティブにするには、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] > [システム全体] > [分析の概要]

[分析の概要] ページが表⽰されます。

ページの右上にある [概要の設定] フィールドに、現在選択されている設定が表⽰されており、あらかじめ
作成されているデフォルト設定およびカスタム設定から選択できます。 [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ページの主要部分に表⽰されま
す。
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[分析の概要] ページには、[検索] と [分析の概要] という 2 つのメインパネルがあります。 [分析の概要]
パネルには、プロセスおよびコンポーネントに関する情報が表⽰されます。 [検索] パネルでは、カスタマ
イズ検索を作成して、[分析の概要] パネルに表⽰する特定の情報を検索できます。

[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。 または、  アイコンをクリックして、ツリーのすべての分岐を展開することもできま
す。

[分析の概要] パネルの各コンポーネントの左にある [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 つのオプションボタンを使⽤すると、ページに表⽰されるデータ表⽰
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]: この表⽰には、設定のすべてのエレメントが表⽰されます。 このツリーは 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。 また、この表⽰では、表⽰されているデータを .csv でエクスポートする [表の
エクスポート] ボタンが有効です。

デフォルトでは、[分析の概要] パネルには、選択した設定の完全なツリー表⽰が⽰されます。 必要に応じ
て表⽰を変更し、問題のあるコンポーネントをすばやく識別して、問題を発⽣させている可能性がある特定
の項⽬をドリルダウンして隔離できるような形式で、情報を表⽰できます。

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。

列 説明

[状態] 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。

 ルール違反
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列 説明

 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、" Optimize のアイコン" on page
191を参照してください。

[コンポーネント] 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。

これらのアイコンの詳細については、" Optimize のアイコン" on page
191を参照してください。

[最終測定値] 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。

[⽇時] 最終測定値の⽇時が表⽰されます。

[詳細] 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いて
は、" 規定外のコンポーネントの検索" on page 38および" Optimize のアイ
コン" on page 191を参照してください。

管理者モードを使⽤した KPI インスタンスの削除
Administrator 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。 KPI インスタンスを削除する機能は、さまざまな
Optimize ページから現存しない KPI インスタンスや不要な KPI インスタンスを削除するのに便利です。
その結果、有⽤な情報に集中することができます。 たとえば、Optimize for Process で、特定のプロセス
を監視することに関⼼がなくなった場合は、関連する KPI インスタンスを削除することをお勧めします。
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または、Optimize for Infrastructure で、恒久的にオフラインのサーバの監視に関連する KPI インスタン
スを削除することも可能です。

[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。 管理者モードで 1 つ以上の KPI インスタンスを選択し [削除] ボ
タンをクリックすると、削除ジョブがスケジュールされ、システムに利⽤可能なリソースがあれば直ちに実
⾏されます。 ⼦インスタンスを持つ KPI インスタンスを選択した場合は、すべての⼦インスタンスも⾃動
的に選択されますが、ページ上では⼦が選択されているようには表⽰されません。 KPI インスタンスの削
除ジョブは、Job Manager ページを使⽤して監視できます。 削除がスケジュールされている KPI インス
タンスで、まだ削除が⾏われていないものは、管理者モードの [分析の概要] ページに残りますが、[⽇時]
の測定値は「削除ペンディング中」に置き換えられます。ただし、KPI インスタンスが削除される前に新し
い測定値が受信されると、この新しい値がインタフェースに表⽰されます。

[⾼度な検索] 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。

また、My webMethods 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。

管理者モードを使⽤して KPI インスタンスの選択および削除を⾏うには

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]

2. 管理者モードのアイコンをクリックして、管理者モードをアクティブにします。 このアイコン
は、Administrator 特権を持つユーザにだけ表⽰されます。

管理者モードがアクティブになり表⽰されます。

3. 必要に応じて、ページの⼀番上にある検索メカニズムを使⽤して、表⽰される KPI インスタンスのリ
ストを絞り込みます。 この検索メカニズムは、[分析の概要] ページのメカニズムと同じであるため、
検索機能の詳しい使い⽅については、前節を参照してください。

たとえば、監視がオフになっているインフラストラクチャ KPI を検索するには、[フィルタ] フィール
ドで [インフラストラクチャ] を選択し、[値] フィールドで [監視オフ] を選択します。

4. [選択] 列で該当するボックスをクリックし、削除する KPI インスタンスを選択します。

5. [削除] ボタンをクリックして削除ジョブを開始し、選択した KPI を削除します。 削除を確認するた
めに、いくつかのダイアログボックスをクリックする必要があります。

6. [分析の概要] ページから管理者モードを開いた場合は、[監視モードに戻る] アイコンをクリックする
と [分析の概要] ページに戻ることができます。

プロセスの内在的なデータメトリックス
ここでは、[分析の概要] ページでプロセスおよびステップに対して提供される内在的なメトリックスにつ
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。

プロセスについて、Optimize は次の内在的なメトリックス (1 分間隔で累積) を監視します。
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プロセスモニタ 説明

Process Error
Count

エラー状態のプロセスインスタンスの数。

Process Error
Count by Error
Type

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
Timeout Count

プロセスが正常に完了する前にタイムアウトした回数。

Cycle Time by
Process

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。

Note: 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。

Process
Success Count

正常に完了したプロセスインスタンスの数。

Instance Count
by Process

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。

Canceled 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。

プロセスステップについて、Optimize は次の内在的なメトリックス (1 分間隔で累積) を監視します。

ステップモニタ 説明

Processing
Time by Step

ステップの実⾏に必要な時間。

Step
Successes

ステップが正常に完了した回数。

Error Count by
Step

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。

Note: 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。
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ステップモニタ 説明

Step Error
Count by Error
Type

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 Timeout ステップが正常に完了する前にタイムアウトした回数。

Instance Count
by Step

ステップが実⾏された回数

Wait Time 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)。

Duplicate Step
Processing

ステップが複数回実⾏された回数。

Step Out of
Sequence
Count

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 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。

Note: 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。

Step Count 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 Step Count を次の
1 つ以上と共に更新します。

[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)

移⾏について、Optimize は次の内在的なメトリックス (1 分間隔で累積) を監視します。

移⾏モニタ 説明

Error Count by
Transition

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。
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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 の場合: [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]

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、"[分析の概要] ページでのコンポーネントの検索" on page 39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。 ⻩⾊の三⾓形 ( ) 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、システムツリー分岐を展開 (  アイコンをクリック) します。

ヒント: ツリー内のすべての分岐を展開するには、列⾒出しで  アイコンをクリックします。

7. コンポーネントの [詳細] 列に 1 つ以上のアイコンが表⽰されている場合は、表⽰されているアイコン
に応じて次のいずれかの⼿順に従います。

アイコン ⼿順

診断アイコン 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。 各診断アイコンの詳細な
説明については、" Optimize のアイコン" on page 191を参照してくださ
い。
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アイコン ⼿順

ルールアイコン 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。

 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。

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、"ルールに関する情報の表⽰" on page
79を参照してください。

シックスシグマア
イコン

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ついては、"プロ
セスの⻑期的パフォーマンスの改善" on page 71を参照してください。

KPI インスタンス
アイコン

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、"KPI に関する情報の分析" on page 149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。

[分析の概要] ページでのコンポーネントの検索
My webMethods の他の検索ページと同様に、[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、『Working with My
webMethods』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 の場合: [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]

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。

プロセス、状態、ルール、ルールの状態、SLA、顧客または重⼤度でリストをフィルタ処理するに
は、[フィルタ] 領域で次の 1 つ以上を選択します。

[フィールド名] リ
スト

[演算⼦] リスト 設定する値

[プロセス] [次に等しい]/
[次に等しくな
い]

[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。

[状態] [次に等しい]/
[次に等しくな
い]

[正常 (緑⾊)]、[統計的異常 (⻩⾊)]、[ルール違反 (⾚⾊)]

[ルール] [次に等しい] [ルールあり] または [ルールなし]

[ルールの状態] [次に等しい] [規定内] または [規定外]

[SLA] [次に等しい] [SLA あり] または [SLA なし]

[顧客] [含む] 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。

[重⼤度] [含む] 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。

追加的な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. [検索] ボタンをクリックして検索を実⾏します。

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。

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、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。
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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、次の情報が
表⽰されます。

列 説明

[最終更新⽇時] 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。

[開始⽇時] プロセスインスタンスが開始した⽇時が表⽰されます。

[プロセス名] プロセスの名前が表⽰されます。

[バージョン] 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。

[プロセスインスタンス
ID]

[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。

<プロセス固有の列
>

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、"動的に⽣
成されるカスタム列" on page 51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。

値 意味

[状態]

[開始] 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。  アイコンは、1 つ以上のス
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列 説明

テップ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。

[停⽌] プロセスがキャンセルされました。

[完了] 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ランタ
イムエラーが発⽣しました ( )。

[失敗] 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。

[失敗 (エスカ
レート済み)]

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。

[⼀時停⽌] 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。

[再開] 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。

[再サブミット] 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。

 
[改訂済み] 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。

[経過時間] プロセスインスタンスがアクティブだった時間の⻑さ。 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。

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⻑さ。 [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。
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列 説明

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⻑さ。 [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⻑
さ。 [経過時間] は、キャンセルまたはタイムアウト操作が発⽣した時刻
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。

メモ: 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。

[詳細] 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、"プロセスインスタンスの詳細のチェッ

ク" on page 52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ッ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、"KPI に関
する情報の分析" on page 149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、"[分析の概要] ページの
使⽤" on page 32 または『Working with My webMethods』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、"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" on page 47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、"プロセスインスタンスの検索" on page 44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。
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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、10,000 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 10,000 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] に進みます。

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。 特定のプロセス
インスタンスのセットを表⽰するには、[⾼度な検索] 検索タブで次のいずれかを⾏います。

⽬的 ⼿順

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

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。

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。

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

[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。

定義済みの検索語
に対してロジック
を指定する

[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。
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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、"再サブミットのためのステップの有効化と無効化" on page 46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 BPM Process 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『Administering webMethods Optimize』を参
照してください。

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。
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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 AG Designer 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。

メモ: 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]) アイコンをクリックします。

4. [プロセスの編集] ページで [ステップの設定] 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。

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。

メモ: 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
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[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]) アイコンをクリックしま
す。

メモ: 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]) アイコンをクリックします。

メモ: 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
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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。

メモ: 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。

i. 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。

ii. フィールドの新しい値を指定します。

iii. [OK] をクリックします。

iv. 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。
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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、"再サブミットのためのステップの有効化と無効化" on
page 46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。

プロセスステージに関して EDA イベント情報を取得する
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 AG Designer 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、Optimize 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。

ステージの開始位置をマークす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 EDA ProcessStageStarted イベントを⽣成して、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
ProcessStageBreached EDA イベントを⽣成し、ルールに適合していた場合は ProcessStageCompleted
EDA イベントを⽣成します。

プロセスステージの ProcessStageBreached イベントは、2 回⽣成される場合があります。1 回
はルール違反と認識されるほど時間が経っている場合、もう 1 回は指定のステージに対して最後
の ProcessInstanceChange または ProcesStepInstanceChange イベントを受信した場合です。
ProcessStageBreached イベントの 2 つ⽬のインスタンスには、実際のステージの実⾏時間が含まれま
す。

次の表で説明しているように、Process Tracker は 3 つの EDA イベントタイプを⽣成します。

イベントタイプ 説明

[Process Stage
Started]

ステージの開始をマークする位置にプロセスの実⾏が達したことを検出するた
びに、このタイプのイベントが Process Tracker によって⽣成されます。
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イベントタイプ 説明

[Process Stage
Completed]

このタイプのイベントは、ステージルールの適合を検出するたびに Process
Tracker によって⽣成されます。

[Process Stage
Breached]

このタイプのイベントは、ステージルールの違反を検出するたびに Process
Tracker によって⽣成されます。 ステージが経過時間に基づいており、条件
が [より⼩さい] になっている場合、このタイプのイベントは 2 回⽣成されま
す。1 回は、指定されたしきい値に基づいて、ステージを完了できないと判断
されたときです。もう 1 回はプロセス実⾏がステージの終了と定義された操
作を通過したときです。 2 回⽬の場合には、イベントに実際のステージの経
過時間が含まれます。

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。

プロセスステージ
KPI

説明

Instance Count
by Stage and
Stage State

プロセスと状態に関連して、Process Tracker によって⽣成されたステージ
インスタンスをカウントします。KPI インスタンス名は、Instance Count
by Process $Process.ProcessName Stage $Stage.StageName State
$StageState.StageState の形式で命名されます。 たとえば、Instance
Count by Process PricingProcess Stage ValidatePricing State Breached
という名前になります。 プロセスとステージごとに、必ず 3 つの
KPI インスタンスが⽣成されます。つまり、ステージの 3 つの状態
(Started、Breached、Completed) に対して 1 つずつです。 集約間隔は 1
分です。集約間隔の時間中にステージの変化がなかった場合、値 0 が追加さ
れます。

Process Time
by Stage

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.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。 Process
Tracker 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。
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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表⽰できます。また、[プロセスインスタンス] ページに毎回戻らなくて
も、プロセスインスタンスの詳細画⾯の間を前後に移動できます。 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。

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. [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] 列に表⽰される [インスタン
スの詳細] アイコン ( ) をクリックします。

Optimize で [プロセスインスタンスの詳細] ページが表⽰されます。このページでは、プロセスイン
スタンスに関する最も重要な情報を 1 箇所で表⽰できます。 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] ウィンドウ

フィールド 説明

[プロセス] 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。

[モデルバージョン] 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。

[開始⽇時] 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。

[最終更新⽇時] 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。
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[プロセスインスタンス情報] ウィンドウ

[インスタンス ID] 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。

[親インスタンス ID] 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。

[インスタンスの繰り
返し]

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。

[状態] 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、"[分
析の概要] ページの使⽤" on page 32を参照してください。

[経過時間] 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。

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。

Note: 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。

ボタン: 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。

[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。
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プロセスステージタイムライン

[プロセスステージタイムライン] ウィンドウでは、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。

メモ: 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。

メモ: 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。

メモ: 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。

列 説明

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

[名前] ステージに割り当てられた名前。

サイクル時間 サイクル時間は、ステージの状態に基づいています。

[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。

[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。実⾏中ではあるが、何らかの理由でプロセスが停⽌している場合、ス
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列 説明

テージは未完了の状態になります。 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。

[未開始] サイクル時間は表⽰されません。

[偏差] 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。

[プロセスダイアグラム] ウィンドウに、ステージの開始マイルストーン  アイコンと終了マ
イルストーン  アイコンが表⽰されます。 [プロセスダイアグラム] には、いつでも 1 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。
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[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]

このプロセス内のステップの連鎖を⽰すダイアグラムが表⽰されます。 プロセスが webMethods 実
⾏プロセスの場合は、次の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。

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。

[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。

メモ: 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。
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[ステップサマリ]

[ステップサマリ] ウィンドウには、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。

メモ: [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、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] ウィンドウで [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] ウィンドウに表⽰されます。

次の情報が表⽰されます。

列 説明
 

<状態アイコン> ステップは正常に開始しました。

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。

[ステップ名] ステップの名前が表⽰されます。

[開始⽇時] ステップの実⾏が開始した⽇時が表⽰されます。

[最終更新⽇時] ステップの実⾏が停⽌した⽇時が表⽰されます。

[インスタンスの繰り
返し]

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。

[ステップの繰り返
し]

ステップが実⾏された回数が表⽰されます。

[ループの繰り返し] 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。

メモ: 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。

[状態] ステップの状態が表⽰されます。
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[ステップサマリ]

値 意味

[開始] 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。

[停⽌] 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。

[完了] 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。

[失敗] 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、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。

 
[期限切れ] 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。

 
[再試⾏回数を超
過]

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。

 
[不⼗分な結合] 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。

 
[待機中] 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。

 
[割り込み] 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。

[経過時間] 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。

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。

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
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[ステップサマリ]

(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。

[被参照プロセス] 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。

[詳細] [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。

[コントロールアクション]

[コントロールアクション] ウィンドウが表⽰されるのは、webMethods 実⾏プロセスに対してコントロー
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) が実⾏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。

列 説明

[⽇時] 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。

[アクション] 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。

[インスタンスの繰り
返し]

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。

[ステップ名] ステップの名前が表⽰されます (該当する場合)。

[ステップの繰り返し] 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。

[サーバ ID] 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。

[ユーザ] 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。

[アクティビティメッセージ]

[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。

列 説明
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[アクティビティメッセージ]

[⽇時] 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。

[ステップ名] ステップの名前が表⽰されます。

メッセージのタイプが表⽰されます。

値 意味

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。

[エントリタイプ]

[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。

[簡易メッセージ] 短いメッセージが表⽰されます。

[詳細メッセージ] 完全なメッセージが表⽰されます。

[ログに記録されるフィールド]

[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。

列 説明

[⽇時] 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。

[ステップ名] ステップの名前が表⽰されます。

[インスタンスの繰り
返し]

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。

[ステップの繰り返し] 実⾏されたステップの繰り返し回数が表⽰されます。

[ループの繰り返し] 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。 ステップでループの繰り返しが実
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[ログに記録されるフィールド]

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。

メモ: 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。

[⼊⼒/出⼒] 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。

フィールド名 カスタムログフィールドの名前が表⽰されます。

[フィールド値] カスタムログフィールドの値が表⽰されます。

[プロセスエラー]

[プロセスエラー] ウィンドウには、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。

列 説明

[⽇時] エラーが発⽣した⽇時が表⽰されます。

[エラー] 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。

[エラーメッセージ] 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。

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。
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[プロセスエラー]

[メッセージの詳細] 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。

[サービス名] 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。

[ステップの繰り返し] 以下の結果としてステップが実⾏された回数。

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。

[ステップ名] 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。

[サーバ ID] 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。

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、[ステップサマリ] パネルで、そのステップの横に
ある [ステップの詳細] アイコン ( ) をクリックし、"プロセスステップの詳細" on page 62に進
みます。

5. ステップを再サブミットする場合は、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。

プロセスステップの詳細
プロセ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。

メモ: 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。
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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。

Optimize では、[プロセスステップの詳細] ページが表⽰されます。 [プロセスステップの詳細] ペー
ジには、[プロセスインスタンスの詳細] ページに表⽰されるのと同じプロセスインスタンス情報に加
えて、次の情報が表⽰されます。

[ステップ情報]

列 説明

[ステップ名] ステップの名前が表⽰されます。

[開始⽇時] ステップの実⾏が開始した⽇時が表⽰されます。

[最終更新⽇時] ステップが最後に更新された⽇時が表⽰されます。

[インスタンスの繰り
返し]

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。

[ステップの繰り返し] ステップが実⾏された回数が表⽰されます。

[ループの繰り返し] 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。

メモ: 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。

[状態] 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。

[経過時間] 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。

[サーバタイプ] 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 ID] 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。
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[ステップ情報]

[呼び出されたサービ
ス]

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。

[タスクの詳細] webMethods 実⾏プロセスに含まれたタスクステップの場合、ステップを実
⾏し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。

[ステップの履歴]

列 説明

[⽇時] 特定の状態に関して記録された⽇時が表⽰されます。

[状態] 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。

[ユーザ] ユーザインタラクション⽤の webMethodsTask 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。

[役割] 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。

[コントロールアクション]

[コントロールアクション] ウィンドウが表⽰されるのは、webMethods 実⾏プロセス内のステップに対し
て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) が実⾏された場合のみ
です。

列 説明

[⽇時] 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。

操作 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。

[ユーザ] 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。

[サーバ ID] ステップが実⾏されたサーバが表⽰されます。
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[アクティビティメッセージ]

[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。

列 説明

[⽇時] 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。

メッセージのタイプが表⽰されます。

値 意味

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、ステッ
プは正常に完了します。

[エントリタイプ]

[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、ス
テップは正常に完了しません。

[簡易メッセージ] 短いメッセージが表⽰されます。

[詳細メッセージ] 完全なメッセージが表⽰されます。

[ログに記録されるフィールド]

[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。

列 説明

[⽇時] 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。

フィールド名 カスタムログフィールドの名前が表⽰されます。

[フィールド値] カスタムログフィールドの値が表⽰されます。
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[ステップエラー]

[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。

列 説明

[⽇時] エラーが発⽣した⽇時が表⽰されます。

[エラータイプ] 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。

[エラーメッセージ] 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。

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。

4. [プロセスステップの詳細] ページで、BPM プロセスに対して以下の操作を実⾏できます。

⽬的 [ステップ情報] パネルでの⼿順

このステップのパ
イプラインデータ
を編集する

[パイプラインを編集] をクリックします。 詳細については、"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" on page
47を参照してください。

Note: 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。

このステップを再
サブミットする

[再サブミット] をクリックします。 詳細については、"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" on page
47を参照してください。
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⽬的 [ステップ情報] パネルでの⼿順

Note: 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 DesignerProcess 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。 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。

メモ: 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、"サブプロセス内のステップの表⽰" on page 67を参照して
ください。

サブプロセス内のステップの表⽰
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. "プロセスインスタンスの詳細のチェック" on page 52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。

メモ: 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。
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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。

メモ: 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⻑さが表⽰されます。
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。

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⻑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。

動的な参照プロセス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⻑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. "プロセスインスタンスの詳細のチェック" on page 52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
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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。

メモ: 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、[被参照プロセス] 列のリンクをクリックします。

[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。
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概要
この章の情報はビジネスプロセスに関するものであり、Optimize for Process に固有の情報です。 [シッ
クスシグマサマリ] ページ (My webMethods で [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ッ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ックスに組み込むことを指定できます。 詳細
については、"ルールの作成" on page 94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 (『Administering webMethods Optimize』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ックスのみ表⽰されます。

Note: 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 My webMethods
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。

概念 意味

不具合 ビジネスルールを満たしていないこと (ルール違反)。

プロセス能⼒ 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。

バラツキ 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、プロセ
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概念 意味

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。

CTQ (Critical
to Quality)

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。

パレートの法則
(80 対 20 の法
則)

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。

ルート原因 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。

[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。

⽇付範囲を変更するには

1. 開始⽇を変更する場合は、[開始⽇] のカレンダーアイコンをクリックして、カレンダーから⽇付を選
択します。

2. 終了⽇を変更する場合は、[終了⽇] のカレンダーアイコンをクリックして、カレンダーから⽇付を選
択します。

3. [実⾏] をクリックします。

[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。

グラフ縦軸のシグマ⽬盛りは、次のパーセンテージに対応しています。
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シグマ ルールに違反しなかった測定値の割合
(%)

1σ 31.0000

2σ 69.6186

3σ 93.1489

4σ 99.3722

5σ 99.9766

6σ 99.9996

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このセクションには次の 6 つのパレート図が表⽰されます。
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グループ 意味

ビジネスプロセ
ス

違反が最も多かったビジネスプロセスを⽰します。

ルール 違反が最も多かったルールを⽰します。

インフラストラ
クチャ

最も多くの違反に関わったインフラストラクチャを⽰します。

KPI＃KPI 最も多くの違反に関わった KPI を⽰します。

曜⽇ 違反が最も多く発⽣した曜⽇を⽰します。

時刻 違反が最も多く発⽣した時刻を⽰します。

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。 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⻑期的に評価し、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。 問題の発⽣率とシ
グマ値は次の表のように対応しています。

問題の発⽣率 シグマ

1,000,000 回の評価の中で 1 回のルール違反 6

100,000 回の評価の中で 1 回のルール違反 5

10,000 回の評価の中で 1 回のルール違反 4
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問題の発⽣率 シグマ

1,000 回の評価の中で 1 回のルール違反 3

100 回の評価の中で 1 回のルール違反 2

10 回の評価の中で 1 回のルール違反 1

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. 以下のいずれかの⼿順に従います。

表⽰するシックスシグ
マ情報

⼿順

単⼀プロセスの
ルール違反

[問題] ページで、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。

監視中のすべての
プロセス

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] > [シックスシ
グマサマリ]

詳細については、"[シックスシグマサマリ] ページについて" on page
73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
セスまたはメトリックスを探します。

c. プロセス、サブプロセスまたはメトリックスの 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。
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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、"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" on page
25、および"ルールに関する情報の表⽰" on page 79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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概要
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。

アイテムに対してルールを作成すると、アイテムの横に  アイコンまたは  アイコンが表⽰され

ます。 アイテムが規定外になると、Optimize ではルールに違反したことを⽰す  または  アイコ

ンが表⽰されます。 ルールが無効になっている場合は、  アイコンまたは  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 (『Administering webMethods Optimize』
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。

Note: 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。 My webMethods 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[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、"ルールの作成" on page 94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。
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[ルールリスト] ページには、各ルールに関する次の情報が表⽰されます。

列 説明

[ルール名] 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。

タイプ ルールのタイプ ([KPI] または[イベント])。 詳細については、"ルールのタ
イプ" on page 92を参照してください。

[粘着性] [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)。

[いいえ] = ルールには粘着性がありません。

[重⼤度] 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、"ルール属性の
設定" on page 96を参照してください。

[状態] ルールの現在の状態。

 [ルール違反] アイコン (および、指定されている場合に [顧客名])

 [ルール - 違反なし] アイコン (および、指定されている場合に [顧客
名])

 [SLA - 違反なし] アイコン (および、指定されている場合に [顧客名])

 [SLA 違反] アイコン (および、指定されている場合に [顧客名])

 [ルールは無効] アイコン

[SLA は無効]

[有効] ルールの定義が有効かどうか。

 [有効] アイコン (クリックすると、このルールが無効になります)

 [無効] アイコン (クリックすると、このルールが有効になります)

[アクション] クリックして、次のいずれかのアクションを実⾏します。

 [ルールインスタンスの表⽰] アイコン: [ルールインスタンス] ページを開
きます。 詳細については、"ルールインスタンスの表⽰" on page 82を
参照してください。
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列 説明

 [ルール違反の⽣成] アイコン: 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、"[ルールリスト] ページからのルールの管理" on page 124を参照し
てください。

 [ルールのコピー] アイコン: 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。

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] 領域で以下のオプションの 1 つ以上を選択しま
す。

フィールド名 [演算⼦] 値

操作 [等しい] [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]

[ユーザアラート] [等しい] 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。

SLA＃SLA [等しい] [いいえ] または [はい]

[式] [含む] ルール式に含まれる値を⼊⼒します。

顧客 [含む] 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。

[ルールタイプ] [等しい] [イベント]、[KPI]、または [しきい値]

[状態] [等しい] [規定内] または [規定外]

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
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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]) アイコンをクリックして [ルールインスタ
ンス] ページを開きます。

2. 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以下の情報が表⽰されます。

列 説明

[インスタンス名] 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。

[状態] ルールの現在の状態。

[ルール違反]

[ルール - 違反なし]

 [ルール - 無効]

 [SLA - 違反なし] アイコン、または

[SLA 違反]

[有効] ルールインスタンスが有効かどうか。

 [有効] アイコン (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] アイコン (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)

 アイコンをクリックするとすべて有効になり、  アイコンをクリッ
クするとすべて無効になります。

[詳細] ([詳細の表⽰]) 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。

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。
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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、アイテムに関連付けられたルールが
Optimize の [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] ページから表⽰) で
ルール名をクリックします。

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

パネル 説明

[ルール情報] 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。

また、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。

[属性] ルールに関する以下の情報が表⽰されます。

[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、"プロセスの⻑期的パ
フォーマンスの改善" on page 71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)。

[アラートおよびア
クション設定]

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。

[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)。
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パネル 説明

[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)。

[ルール式] このルールの評価に使⽤される式が表⽰されます。

[最近発⽣したルー
ル違反]

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。

[KPI インスタンス
のサマリ]

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]) アイコンをクリックすると、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。

[KPI インスタンスのサマリ] グラフの詳細については、"KPI に関する情報
の分析" on page 149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。

[KPI インスタン
スのサマリ] グラフ
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)

[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。

[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。

[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。

Note: [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。

[アラート] 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てア
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パネル 説明

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。

[アクション] 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。

3. [ルールの詳細] ページで、次のいずれかの⼿順に従います。

⽬的 ⼿順

粘着性ルールをリセットします (ルール
の状態を違反から規定内に変更する)。

[ルール情報] 領域の [解消] をクリックします。

Note: [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。

ルールの違反の履歴を表⽰する [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
は、次のルール違反の履歴の表⽰を参照してくださ
い。

[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

グラフ上の各ポイントにマウスポインタを置きます。

KPI インスタンスの詳細を表⽰する [KPI インスタンスのサマリ] パネルの  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。 KPI インスタンスの詳細につい
ては、"KPI に関する情報の分析" on page 149を参
照してください。

グラフに表⽰される診断アイコン (
など) の意味を調べる

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れ
ます。 詳細については、" Optimize のアイコン" on
page 191を参照してください。

ルールの詳細を編集する [ルール情報] パネルの  アイコンをクリックし
て、ルールの編集ページを開きルールを編集します。

ルール違反の履歴の表⽰
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[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。

Optimize で [ルールの履歴] ページに次の情報が表⽰されます。

パネル 説明

ルール情報 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。

[ルールのヒストグラ
ム]

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。

[フィルタ] [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。

[⽇付範囲内に発
⽣したルール違反]

[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. 次のいずれかの⼿順に従います。

⽬的 ⼿順

特定の⽇のルール違反の詳細を表⽰する 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。

異なる⽇付範囲の履歴データを表⽰する [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。

ヒストグラムに特定の⽇の履歴データを
表⽰する

ヒストグラムの任意の縦棒をクリックします。

[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。
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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. 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] > [ルール監査]

[ルール監査] ページに、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。

2. [ルール監査] ページには、各監査の詳細に関する次の情報が表⽰されます。

列 説明

[監査⽇時] ルール関連の変更が発⽣した⽇時。

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

[名前] ルールまたはルールフィルタの名前。

フィールド 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。

[変更前] 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。

[変更後] 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。

[詳細] アイコンをクリックすると、[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。
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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。

3. 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。

4. [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 My webMethods 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 では、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セットで⽤意されています。 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 ("ルールの管理"
on page 124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変更を送信するルール
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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。

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 キュー⻑が 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
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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。

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 キュー⻑に関するルールの
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 Server 上のすべての Broker 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、[KPI インスタンスの詳細] ページから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。
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6. "ルール式の作成" on page 99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、⻑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。

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、"アラート受取⼈の指定" on page 123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。
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9. [アクション] タブで、"アラートアクションの指定" on page 123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、"ルールに関する情報の表⽰" on page 79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、次の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] 説明

KPI＃KPI 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。

[イベント] 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。

[しきい値] 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。

これらのルールタイプの詳細な説明については、"ルールのタイプ" on page 92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。 "ルールに関する情報の
表⽰" on page 79で説明したように、粘着性ルールの場合、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は認識されません。 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
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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: [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、"[KPI インスタンスの詳細] ページの使⽤" on page
162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] ページの [ルールの作成] ボタンをクリックします。

[ルールの作成] ページが表⽰されます。

2. 次の表に指針として表⽰されているフィールドに関する情報を、ページのフィールドに⼊⼒します。
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フィールド 説明

[名前] 作成しているルールの説明的な名前。

[適⽤先] 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。

[アラートの送信
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。

操作 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。

[実⾏タイミング] 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。

[式タイプ] 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。

[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。

[条件] 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。

 
式タイプ フィールドの⼊⼒⽅法

 
[測定: 値] [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。

 
[正常性] 適切なラジオボタンを選択します。

 
[傾向] [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。
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フィールド 説明

[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)

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。

Caution: 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

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、キュー⻑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
たってキュー⻑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。
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メモ: 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、"ルールフィルタの作成" on page 127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、"ルールフィルタの作成" on page 127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、"ルールフィルタの編集" on page 129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。

次の単純ルール式の作成

"⽇時ルール式の作成" on page 110

"複合ルール式の作成" on page 121

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、次の表で説明する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。

被演算⼦タイプ 対応するルール
タイプ

説明

[KPI 値] KPI＃KPI KPI インスタンスのタイプの属性。次の 3 種類があります。
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被演算⼦タイプ 対応するルール
タイプ

説明

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)

[イベント値] [イベント] 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。

[イベントテキ
スト]

[イベント] テキストの被演算⼦と⽐較される KPI 値。

[演算] KPI＃KPI 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。

[しきい値] [しきい値] 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。

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。

"第 1 被演算⼦としての [KPI 値] の定義" on page 101

"第 1 被演算⼦としての [演算] の定義" on page 106

"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" on page 108

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。

"第 1 被演算⼦としての [KPI 値] の定義" on page 101

"第 1 被演算⼦としての [演算] の定義" on page 106

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
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[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。

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。

カテゴリ 説明

Analytic Engine 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。

[Intrinsic
Process Metrics]

[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。

Note: 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
性のあるその他の
オプション

GarbageCollectionType

PersistenceQualifier

Queue

Router

WebService
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カテゴリ 説明

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。 値のこれら 3 つのタイプそれ
ぞれについて、次の 3 つの表で説明します。

データ値

値 説明 第 2 被演算⼦

[測定: 値] 収集されたデータ値。 [数値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[測定: 最⼤
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
プは、複合 KPI には使⽤しないでく
ださい。

[数値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[統計: 最⼩
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
プは、複合 KPI には使⽤しないでく
ださい。

[数値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[測定: ⽇付] 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)。

[時間]

[KPI 値] (⽇付)

[測定: 時間] KPI 測定が発⽣した時刻 (Analytic
Engine のタイムゾーンに基づく)。

[数値] (24 時間制で指定)

[KPI 値] (時間)

[測定: 曜⽇] KPI 測定が発⽣した曜⽇ (Analytic
Engine のタイムゾーンに基づく)。

[時間]

[KPI 値] (⽇)

[測定: 上昇
傾向にある]

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。

連続する KPI 間隔の数
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データ値

値 説明 第 2 被演算⼦

[測定: 下降
傾向にある]

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。

連続する KPI 間隔の数

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。

値 説明 第 2 被演算⼦

[統計: 平均
値]

KPI インスタンスおよび統計間隔の過
去平均値。

[数値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[統計: 最⼤
値]

KPI インスタンスおよび統計間隔の過
去最⼤値。

[数値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[統計: 最⼩
値]

KPI インスタンスおよび統計間隔の過
去最⼩値。

[数値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[統計: 標準
偏差]

KPI インスタンスおよび統計間隔の標
準偏差。

[数値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[統計: 信頼
性]

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。

[数値]

[演算]

[KPI 値] (数値)

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
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診断値

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)。

値 説明 第 2 被演算⼦

[診断: 上昇
傾向にある]

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。

連続する KPI 間隔の数

[診断: 下降
傾向にある]

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。

連続する KPI 間隔の数

[診断: 正常
を上回ってい
る]

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。

連続する KPI 間隔の数

[診断: 正常
を下回ってい
る]

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。

連続する KPI 間隔の数

[診断: 傾き
が正常を上
回っている]

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
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]

[演算]

[KPI 値] (数値)

[診断: 傾き
が正常を下
回っている]

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
式で指定された標準偏差の数値の和よ

[数値]

[演算]
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診断値

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。

[KPI 値] (数値)

[診断: 平均
を上回ってい
る]

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。

[診断: 平均
を下回ってい
る]

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。

無視されます。

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。

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、Optimize には次の図のフィールド (後続のタスクで説明する) が
表⽰されます。
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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。

メモ: 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。

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。
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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。

カテゴリ 説明

Analytic Engine 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。

[Intrinsic
Process Metrics]

[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。

Note: 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。



M  
Odd Header

ルールの定義

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 109

カテゴリ 説明

[カテゴリ] リスト
に表⽰される可能
性のあるその他の
オプション

GarbageCollectionType

PersistenceQualifier

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。

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
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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。

イベントマップ 説明

[AnalyticEngineHealth]Analytic Engine のシステムヘルスが記述されます。

Optimize[エラー] Optimize エラーが発⽣したことを⽰します。

[Performance
Metrics]

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 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
Performance
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。

[QueryMetrics] 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。

[QueueMetrics] 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。

[Step Metrics] 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。

[WebServiceMetrics] 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。

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。

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
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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"ルール式の作成" on page 99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
"ルール式の作成" on page 99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。

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値について説
明します。

シンボル 値

曜⽇ 現在の曜⽇を数字で表したもの。ここで、SUNDAY = 1 および SATURDAY =
7

⽉ 現在の⽉を数字で表したもの。ここで、JANUARY = 1 および DECEMBER =
12

⽇曜⽇ リテラル値 = 1

⽉曜⽇ リテラル値 = 2

⽕曜⽇ リテラル値 = 3

⽔曜⽇ リテラル値 = 4
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シンボル 値

⽊曜⽇ リテラル値 = 5

⾦曜⽇ リテラル値 = 6

⼟曜⽇ リテラル値 = 7

週⽇ リテラル値は 2、3、4、5 または 6

週末 リテラル値は 1 または 7

1 ⽉ リテラル値 = 1

2 ⽉ リテラル値 = 2

3 ⽉ リテラル値 = 3

4 ⽉ リテラル値 = 4

5 ⽉ リテラル値 = 5

6 ⽉ リテラル値 = 6

7 ⽉ リテラル値 = 7

8 ⽉ リテラル値 = 8

9 ⽉ リテラル値 = 9

10 ⽉ リテラル値 = 10

11 ⽉ リテラル値 = 11

12 ⽉ リテラル値 = 12

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。
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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 "第 1 被演算⼦としての [KPI 値] の定義" on page 101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。 特定の⽉または⽇、ある
いは次のいずれかをクリックできます。

時間指標 説明

[曜⽇] 整数で表される現在の曜⽇。ここで、SUNDAY = 1 および SATURDAY =
7。

[時刻] 「hhmm」の形式で表される現在の時刻。
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時間指標 説明

[⽉] 整数で表される現在の⽉。ここで、JANUARY = 1 および DECEMBER =
12。

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 "第 1 被演算⼦としての [KPI 値] の定義" on page 101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、"単純ルール式の作成" on page 100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
3000 MB 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
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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。

以下の階層は⼀致します。
 

階層 A 階層 B

次元 "host" 属性 "name" 次元 "host" 属性 "name"

次元 "host" 属性 "name"
 

以下の階層は⼀致しません。
 

階層 A 階層 B

次元 "host" 属性 "name"
 

次元 "port" 属性 "number" 次元 "port" 属性 "number"

  

階層 A 階層 B

次元 "host" 属性 "name" 次元 "host" 属性 "ipaddr"

  

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
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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

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。 以下の KPI 測定が計算されま
す。

 
KPI #1 KPI #2

 
50 なし

10:55 AM 80 なし

10:56 AM 60 なし

10:57 AM 30 なし

10:58 AM 20 なし

10:59 AM null なし
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KPI #1 KPI #2

11:00 AM null 555

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。

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。次の図に⽰すフィールドが表⽰され
ます。
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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、"単純ルール式の作成" on page
100および "⽇時ルール式の作成" on page 110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クリックします。次の表を参照してく
ださい。

⽐較演算⼦ ルールが真 (true) と評価される場合

[すべて⼀致] 式 1 と式 2 の両⽅が真 (true)

[いずれかに⼀致] 式 1 が真 (true)、式 2 が真 (true)、または、両⽅の式が真 (true)

[XOR] 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)

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、"単純ルール式の作成" on page
100および "⽇時ルール式の作成" on page 110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。
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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] タブで、[アラートの追加] をクリックします。[アラー
ト] 表に新しい⾏が追加されます。

メモ: Optimize アラートの対象とするユーザは、My webMethods で定義されている必要がありま
す。 My webMethods でユーザが指定されていない場合、このボタンは使⽤できず、「使⽤可能な
ユーザはありません」というメッセージが表⽰されます。 My webMethods でユーザを追加する⽅法
の詳細については、『Working with My webMethods』を参照してください。

2. [名前] リストで、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、または別の⽅法で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。

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。
Optimize で [アクション] 表に新しい⾏が追加されます。

メモ: 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。



M  
Even Header

ルールの定義

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 124

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、次
のように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。

⽬的 ⼿順

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

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
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、『Working with My webMethods』
を参照してください。

[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

[アクション] 列の  ([ルールインスタンスの表⽰]) アイコンをクリック
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" on page 126』を参照してください。

ルールまたはルールイン
スタンスを有効にする

ルールの [有効] 列にある  ([無効]) アイコンをクリックします。

アイコンが  ([有効]) アイコンに変わります。  アイコンを
クリックして表⽰されたメニューから [すべて選択] を選択し、[有効]
ボタンをクリックすると、すべてのルールを⼀度に有効化できます。

Note: 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。
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⽬的 ⼿順

ルールまたはルールイン
スタンスを無効にする

ルールの [有効] 列にある  ([有効]) アイコンをクリックしま

す。 アイコンが  に変わります。  アイコンをクリックして表
⽰されたメニューから [すべて選択] を選択し、[無効] ボタンをク
リックすると、すべてのルールを⼀度に無効化できます。

Note: 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。

ルールの属性設定を表⽰
する

[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
かどうかも判断できます。 詳細については、"ルールリストの表⽰"
on page 80を参照してください。

ルールを編集するルール ルールの [アクション] 列にある編集アイコン ( ) をクリックしま
す。

Caution: 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過去情報をシステムに取り込むことがで
きます。

ルール違反の⽣成 アイコンをクリックして、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
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。

メモ: 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。

ルールをコピーするルー
ル

ルールの [アクション] 列にあるコピーアイコン ( ) 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。

ルールを削除する 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。

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。
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⽬的 ⼿順

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

[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]) アイコンに変わります。

([有効]) アイコンをクリックして、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]) アイコンに変わります。

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。

アイコンをクリックして、すべてのルールインスタンスを有効にします。

アイコンをクリックして、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 キュー⻑) 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。
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[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。

メモ: 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。

[ルールフィルタの追加] ページが表⽰されます。
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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] ポップアップメニューから 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] ポップアップメニューが閉じ、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。

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]) アイコンをク
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。
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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。

メモ: 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。
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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]) アイコンをクリックします。
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. ルールフィルタに、以下の変更を加えることができます。

[ルールフィルタ情報] パネルで、次の操作を⾏います。

⽬的¶ ⼿順¶

ルールフィルタの
名前を変更する

[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
説明を変更する

[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。

[次元定義] パネルで、次の操作を⾏います。

⽬的¶ ⼿順¶

ルールフィルタか
ら次元定義を削除
する

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。

ルールフィルタに
関連付けられてい
る次元定義の次元
を追加、削除また
は検索する

以下の⼿順に従います。

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]) アイコンをクリックして、[次元インスタンスの追加] ダイア
ログを開きます。

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。

[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、"ルールフィルタの作成" on page 127を参照し
てください。
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⽬的¶ ⼿順¶

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 ("ルール式の作成" on page 99を参照)。
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概要
この章では、ビジネスビジュアル化の使⽤に関連する概念 (ビジネスプロセス (Optimize for
Process)、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)) に
ついて簡単に説明します。 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、"概念" on page 11を参照してください。

ビジネスプロセス
このセクションの内容はビジネスプロセスを扱っており、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。
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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。 KPI の詳細については、この章の次の項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』のビジネスプロセスの設定に関する章を参照してください。

KPI
KPI (Key Performance Indicator) 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、キュー⻑、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ックス

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、以下の 5 種類の計算がサポートされます。

計算 機能

合計 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。

[デルタ] 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。

Note: 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。
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計算 機能

平均 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。

[最終値] 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。

[状態] 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。

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 では、ビジネスプロセスまたはシステムデータを監視することができま
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 は、2 つの KPI に対して算術演算 (加算、減算、乗算、除算) を実⾏します。 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て平均されます。 利⽤可能なメモリ
を測定するために、Total Memory 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、時間範囲を延⻑します。 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。
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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、"KPI データ表⽰" on page
140を参照してください。

次元
収益やキュー⻑などのメトリッ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 別のキュー⻑

さらに複雑なメトリッ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、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、収益などのメトリッ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。 キュー⻑階層は、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。
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2 つの次元 (Broker Server および Broker) を持つ Broker 階層でキュー⻑をスライスする 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 のキュー⻑が測定されます。

[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。

[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。

傾向が診断されると、[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、傾向診断アイコン (  など) が表⽰されます。 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、" Optimize のアイコン" on page 191を参照してください。

ルール
ルールは、問題が発⽣したか、あるいは機会が存在するために、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。
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イベント
[KPI サマリ] ページ、[KPI インスタンスの詳細] ページおよび [プロセス分析] ページには、ユーザ定義の
ルールに基づいてイベントおよびルール違反が表⽰されます。

[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タイミングが⽰されます。 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
ページのデータは次の表に⽰したように集約されます。

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

データ表⽰間隔 (時間範囲) Optimize で KPI のデータが集
約されるデータ収集間隔

集約されたデータ値が表⽰され
る間隔

4 時間以下 [なし] データ収集間隔

4 時間超、12 時間以下 1 分 5 分間隔

12 時間超、2 ⽇以下 1〜10 分 15 分間隔

2 ⽇超、1 週間以下 1〜30 分 1 時間間隔
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データ表⽰間隔 (時間範囲) Optimize で KPI のデータが集
約されるデータ収集間隔

集約されたデータ値が表⽰され
る間隔

1 週間超、1 か⽉以下 1 分〜2 時間 4 時間間隔

1 か⽉超、3 か⽉以下 [すべて] 12 時間間隔

3 か⽉超、6 か⽉以下 [すべて] 1 ⽇間隔

6 か⽉超 [すべて] 1 週間間隔

[KPI インスタンスの詳細] ページのデータ集約

データ表⽰間隔 (時間範囲) OptimizeKPI のデータが集約さ
れるデータ収集間隔

集約されたデータ値が表⽰され
る間隔

12 時間以下 [なし] データ収集間隔

12 時間超、2 ⽇以下 1〜30 分 1 時間間隔

2 ⽇超、2 週間以下 1 分〜2 時間 4 時間間隔

2 週間超、4 週間以下 [すべて] 1 ⽇間隔

4 週間超 [すべて] 1 週間間隔

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。 Optimize では、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。
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実際値のデータ表⽰間隔 データ収集間隔 過去平均値が表⽰される統計間隔

12 時間以下 1〜30 分

1〜8 時間

1 時間

過去平均値は表⽰されない

12 時間超、2 ⽇以下 1〜30 分

1〜8 時間

1 時間

過去平均値は表⽰されない

2 ⽇超、2 週間以下 1 分〜2 時間

4〜8 時間

4 時間

過去平均値は表⽰されない

2 週間超、4 週間以下 [すべて] 1 ⽇

4 週間超 1〜30 分

1〜8 時間

過去平均値は表⽰されない

1 週間

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。

操作モード 1 時間の

統計間隔

4 時間の

統計間隔

1 ⽇、1 週間または

4 週間の

統計間隔

平⽇と週末 48 12 2

各曜⽇を区別 168 42 7
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操作モード 1 時間の

統計間隔

4 時間の

統計間隔

1 ⽇、1 週間または

4 週間の

統計間隔

毎⽇同じ 24 6 1

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] を選択しま
す。

[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 Analytic Engine を検索し、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。

work (平⽇と週末)

day (各曜⽇を区別)

all (毎⽇同じ)

メモ: [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。 Optimize では、次のようにデータ表⽰間隔に基づいてイベントがイベントフラグに割り当てられま
す。

データ表⽰間隔 (時間範囲) イベントフラグ表⽰の間隔

2 時間以下 5 分間隔

2 時間超、6 時間以下 15 分間隔
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データ表⽰間隔 (時間範囲) イベントフラグ表⽰の間隔

6 時間超、24 時間以下 1 時間間隔

24 時間超、4 ⽇以下 4 時間間隔

4 ⽇超、24 ⽇以下 1 ⽇間隔

24 ⽇超 1 週間間隔

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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概要
アイテムが規定外になると、Optimize ではその問題が My webMethods 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 
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     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.  
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.
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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。

2. ルール違反の詳細を表⽰するには、電⼦メールの [Rule Details] 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、"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" on page 25を参照してくださ
い。
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概要
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、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、⻄部の 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。

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。
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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。

Note: 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] ページには、グラフと表という 2 つの異なるデータ形式があります。

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。
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監視中のコンポーネントに関するエラーメッセージ
OptimizeInfrastructure 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、[KPI インスタンスの詳細] ページに表形式で表⽰されます。 "表形式での KPI インスタン
スの詳細の表⽰" on page 168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。

[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
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
[KPI] パネルの [KPI] リストには、次の表で説明する情報が含まれています。

    

チェックボックス 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。

統計的異常が発⽣しました。

[状態] ( ) 列

ルール違反が発⽣しました。

[KPI 名] KPI インスタンスの名前が表⽰されます。

[関係先] 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。

KPI のタイプが表⽰されます。次のタイプがあります。

タイプ 説明

[カウント] 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。

[デルタ] 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初のデー
タポイントとの差を計算します。

Note: メモ: デルタ KPI 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。

[ゲージ] 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。

[KPI タイプ]

[最終値] 収集間隔内に収集された最終データの値を格納
します。
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[状態] 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。

[間隔] 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。

[最終測定値] 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。

[⽇時] 最終測定値の⽇時が表⽰されます。

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]

ルール違
反

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。

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、"グラフ形式での KPI イ
ンスタンスの詳細の表⽰" on page 162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
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[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。

KPI パフォーマンスチャート

[コンポーネント] 説明

時間範囲選択
バー

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)。

スライダ 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。

スライドバー 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、
期間の⻑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。

Note: 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。

グラバー 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ます。
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[コンポーネント] 説明

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。

[RANGE] 値 ⽇付選択バーの下にある 10 個の [範囲] 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 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。

選択された時間
範囲

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。

パフォーマンス
ライン

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。

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。

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、"イベントテーブル" on page
157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。

イベントフ

ラグ

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。

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



M  
Odd Header

KPI に関する情報の分析

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 157

[コンポーネント] 説明

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、"イベント表⽰" on page 143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、"イベントテーブル" on page 157を参照してください。

時間軸 選択した時間範囲のタイムスケール値が表⽰されます。

Note: 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、"KPI データ表
⽰" on page 140を参照してください。

データ値軸 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、"[KPI サマリ] ページのスケールと単位" on page 151を参照してく
ださい。

凡例 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。

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。

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。 [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



M  
Even Header

KPI に関する情報の分析

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 158

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、KPI パフォーマンスチャートを参照してください。

[コンポーネント] 説明

個々のイベント
フラグ

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。

イベント名と⽇時 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。

イベントスクロール
バー

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。

[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。

[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. 次のいずれかの⼿順に従います。

このページを表⽰する前のページ ⼿順

[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の  アイコンをクリックしま
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. 問題の横の  アイコンをクリックします。

[問題の詳細] ページ 寄与しているインスタンスの横の  アイコンをクリックしま
す。
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このページを表⽰する前のページ ⼿順

[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の  アイコンをクリックしま
す。

[プロセスインスタンスの詳
細] ページ

プロセスインスタンスの横の  アイコンをクリックします。

[ルールの詳細] 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。

[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、"[KPI サマリ] ページについて" on page 152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。

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. 次のいずれかの⼿順に従います。
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⽬的 ⼿順

KPI パフォーマンスチャートの期間を
指定する

⽐較期間の指定に進みます。

KPI インスタンスに関する詳細を表⽰
する

アイコンをクリックします。 詳細について
は、"[KPI インスタンスの詳細] ページの使⽤" on
page 162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

アイコンをクリックします。 ルールの詳細の解
釈については、"ルールに関する情報の表⽰" on page
79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

アイコンをクリックします。 ルール違反の解釈に
ついては、"ルールに関する情報の表⽰" on page 79を
参照してください。

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。

指定内容 ⼿順

標準時間範囲 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。

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。

標準以外の時間範囲 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。
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指定内容 ⼿順

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。

Note: 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、"データ集約" on page
136を参照してください。

⽐較するデータの選択⽅法 ⼿順

スライドバーを使⽤する 時間範囲選択バーでスライドバーを移動します。

マウスポインタを使⽤する 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。

マウスホイールを使⽤する 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。

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。

Note: 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。

⽬的 ⼿順

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

マウスポインタをグラフ領域で⽔平に移動します。

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。

Note: 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
スラインのデータスケールを表⽰
する

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。

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。



M  
Even Header

KPI に関する情報の分析

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 162

⽬的 ⼿順

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。

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
ントフラグに関連付けられている
イベントを表⽰する

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。

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。

イベントの詳細情報を表⽰する 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。

[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、"ルールに関する情報の表⽰" on page 79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。

グラフ形式での KPI インスタンスの詳細の表⽰



M  
Odd Header

KPI に関する情報の分析

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 163

[KPI インスタンスの詳細] グラフページ

上記の例は、Monitor システムコンポーネントのプロセッサ時間を収集する KPI インスタンスのグラフを
⽰しています。 この KPI インスタンスは 5 分間隔でデータを収集します。 グラフは 4 時間の期間をカ
バーしているため、データポイント (⻘いドット) が 5 分間隔で表⽰されます。 KPI インスタンスの過去
平均値 (緑⾊のドット) は 1 時間間隔で表⽰されます。
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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] ページを表⽰します。

このページを表⽰する前のページ ⼿順

[KPI サマリ] ページ アイコンをクリックします。

[ルールの詳細] ページ グラフの  をクリックします。

[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。

[KPI インスタンスの詳細] パネル

[コンポーネント] 説明

[実際値] 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、"KPI" on
page 135を参照してください。

[平均値] 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す。 詳
細については、"KPI 過去平均値" on page 141を参照してください。

[標準偏差] 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、"KPI 過去平均
値" on page 141を参照してください。

[ルール違反] アイコ
ン

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。

[収集間隔] 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)。

[集約された表⽰間
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、"[KPI インスタンスの詳細] ページのデータ集約" on page
141を参照してください。
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[KPI インスタンスの詳細] パネル

[コンポーネント] 説明

KPI インスタンスに関
するメモ

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、" Optimize のアイコン" on page
191を参照してください。

[KPI インスタンス] KPI インスタンスの名前。

[KPI インスタンス
ID]

KPI インスタンスの ID。

[計算タイプ] KPI の計算タイプ (合計 (COUNT)、デルタ、平均 (GAUGE)、最終値ま
たは状態)。 これらの計算タイプについては、"KPI" on page 135を参照
してください。

Note: 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。

[収集間隔] 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。

[単位] KPI の単位 (たとえばステップ数や秒)。

[最終測定値] 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。

Optimize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。

[測定⽇時] 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。

[内部 ID] 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。

表⽰範囲内の最終測定値の過去データ

⾏ 説明

[平均] 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
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表⽰範囲内の最終測定値の過去データ

⾏ 説明

ものです。 詳細については、"KPI 過去平均値" on page 141を参照してく
ださい。

[標準偏差] 選択された期間について、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、"KPI 過去平均値" on page 141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)。

[統計信頼性] 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。

表⽰範囲内の測定値

⾏ 説明

[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合計数

[平均] 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

[最⼩値] 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

[最⼤値] 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

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: 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。
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3. 次のいずれかの⼿順に従います。

⽬的 ⼿順

グラフ上にポイントの値を表⽰する グラフ上の各ポイントにマウスポインタを置きます。

Note: 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。

現在表⽰されている KPI インスタン
ス情報のクエリーストリングを⽣成し
ます。

[MashZone ⽂字列の⽣成] をクリックします。 選択
された KPI インスタンスのデータを含む、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。
[KPI のすべてのインスタンス⽤の MashZone ⽂字列を⽣
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ーストリ
ングを取得します。

メモ: 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
表⽰をさらに処理することができます。 ARIS MashZone
アプリケーションの詳細については、ARIS MashZone イ
ンストールパッケージ内にある MashZone オンラインヘ
ルプを参照してください。

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

[データの表⽰] 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、次の表形式での KPI イ
ンスタンスの詳細の表⽰を参照してください。

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

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実⾏された診断の簡単な説明が
表⽰されます。 詳細については、" Optimize のアイコ
ン" on page 191を参照してください。

ルールに関する詳細を表⽰する ([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、"ルールに関する情報の表⽰" on page 79を参照し
てください。

ルール違反の詳細を表⽰する ([ルール違反]) または  ([SLA 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
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、"ルールに関する情報
の表⽰" on page 79を参照してください。
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⽬的 ⼿順

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、[データの表⽰] をクリックします。
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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。

[KPI インスタンスの詳細] パネル

列 説明

[最終更新⽇時] 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。

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)。

データ値 (書式設定済み) KPI インスタンスについて収集されたデータ値。

列⾒出しは単位を⽰します。

トランザクションデータの名前 (存在す
る場合)

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)。

メモ: 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
ネスデータよりも⻑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、"グラフ形式での KPI インスタンスの詳細の表⽰" on page 162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. 次のいずれかの⼿順に従います。
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⽬的 ⼿順

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

[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。

Note: 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。

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
在する場合) に関する詳細を表⽰す
る

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、"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" on
page 25を参照してください。

KPI インスタンスの詳細をグラフ形
式で表⽰する

[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、"グラフ形式での KPI インスタ
ンスの詳細の表⽰" on page 162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、"ルールの定義" on page 91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、[ルールの作成] をクリッ
クします。

[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。

メモ: 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。
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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。

式タイプ フィールドの⼊⼒⽅法

[測定: 値] [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。

[正常性] 適切なラジオボタンを選択します。

[傾向] [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。

メモ: [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。



M  
Even Header

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 172



M  
Odd Header

プロセス分析 (Process Analytics)＃プロセスブンセキ

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 173

9   プロセス分析 (Process Analytics)＃プロセスブ
ンセキ

■   概要 ................................................................................................................    174

■   [プロセスメトリクス] パネル ........................................................................................    174

■   [プロセスダイアグラム] パネル .....................................................................................     176

■   メトリックスの詳細パネル ...........................................................................................    179

■   メトリックスの詳細パネルでのルール違反の詳細の表⽰ .........................................................     181

■   [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 ........................................................     182

■   ビジネスプロセスモデルについて ....................................................................................    183



M  
Even Header

プロセス分析 (Process Analytics)＃プロセスブンセキ

webMethods Optimize ユーザガイド バージョン 9.7 174

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ックスが⼀⽬
で理解できます。 また、⼀般的なメトリッ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、メトリッ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ックスの測定
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ックスを表し
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、メトリッ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ッ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] の各メトリッ
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ックスを表⽰します。 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、12:00 AM 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
トリッ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] パネルのメトリックスについて説明します。
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メトリックス 説明

[容量] 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。

Cycle Time 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。

メモ: 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。

[ルール違反] 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。

[プロセスメトリクス] パネルを利⽤すると、表⽰されたメトリッ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] のメトリックス測定値をクリック
すると、メトリッ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]

 
[すべて] 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。

 
[開始] 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。

 
[処理中] 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。

 
[完了] 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。

Cycle Time

 
平均 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。
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[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

タンスの最⼤サイクル時間を表⽰します。

 
[最⼩値] 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。

[ルール違反]

 
[すべての違反] 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。

 
[オープンな違反] 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。

[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理解または使⽤について説明が必要な場合は、この章の "ビジネスプロセス
モデルについて" on page 183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]、[パスボリューム] 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。

[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⻩⾊でハイライ
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。
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[プロセスダイアグラム] パネル

マウスポインタをプロセスモデル表⽰のステップの上に移動すると、そのステップがハイライトされます。
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ックス
が表⽰されます。 ステップをもう⼀度クリックすると、ステップが閉じて、プロセス中⼼のビューに戻り
ます。 ダイアグラムの背景をクリックすると、ステップのメトリックスデータが閉じます。 C

[プロセスダイアグラム] パネルには、以下のエレメントが表⽰されます。

[コンポーネント] 説明

ナビゲーション
コントロール

プロセスダイアグラムの各部分を表⽰します。

上、右、左、下
の各ボタン

プロセスの表⽰をボタンで指定された⽅向に移動します。

プロセスダイアグラムの各部分は、次の⽅法で表⽰することもできます。

マウスポインタをプロセスダイアグラムの任意の場所に置いてドラッグしま
す。

⽮印キーを使⽤します。

中央ボタン 現在選択されているステップをプロセスダイアグラムの中央に移動します。

ズームコント
ロール

プロセスダイアグラムのサイズを調整します。
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[コンポーネント] 説明

プラス (+) ボタ
ン

マイナス (-) ボ
タン

スライダバー

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サイズを拡⼤するには拡⼤表⽰し、縮⼩するには縮
⼩表⽰します。

スライダバーがスライドの⼀番上にあるときは、プロセスダイアグラムが
100% で表⽰されます。

スライダバーがスライドの中央にあるときは、プロセスダイアグラムが 60%
で表⽰されます。

スライダバーがスライドの⼀番下にあるときは、プロセスダイアグラムが
20% で表⽰されます。

Note: 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。

ダイアグラム領
域

ビジネスプロセスのすべてまたは⼀部のダイアグラムを表⽰します。

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、"ビジネスプロセスモデルについて" on page 183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] ダイアグラムでは、次のアイテムを使⽤してビジネスプロセスモデルにアノテーション
が付けられます。
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アノテーション 説明

ステップロール
オーバ

カーソルを置くとステップがロールオーバされ、ステップを選択できること
を⽰します。

選択されたステッ
プ

ステップが選択されていることを⽰します。

コンテナ最⼩化ア
イコン

サブプロセスコンテナを最⼩化します。 詳細については、"コンテナ" on
page 185を参照してください。

コンテナアイコン

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。

Note: 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。

被参照プロセスア
イコン

被参照プロセスを表します。 詳細については、"被参照プロセス" on page
186を参照してください。

スウォームライン

ビジネスプロセスのパスを現在移動してい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。 プロセスインスタンス量の多いスウォームラ
インには、プロセスインスタンス量の少ないスウォームラインよりも多くの
点があります。

メトリックスの詳細パネル
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[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。 メトリッ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、選択されたメトリッ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、メトリッ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。

メトリッ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
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対して、以下の表が表⽰されます。 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。

列 説明

[最終更新⽇時] 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。

[開始⽇時] プロセスインスタンスが開始した⽇時が表⽰されます。

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 ID]

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。

値 意味

[開始] 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。

[停⽌] プロセスがキャンセルされました。

[トラッキングス
テータス]

[完了] 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ランタイ
ムエラーが発⽣しました。
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列 説明

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。

[サイクル時間] 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。

Note: 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。

[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。 詳細については、"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" on page 25を参照してください。

メトリックスの詳細パネルでのルール違反の詳細の表⽰
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対して、以下の表が表⽰されます。 [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) または [オープ
ンな違反] (現時点で未解決の違反) だけを表⽰するかどうかを選択できます。

列 説明

[状態] 列 ルール違反が解決されている場合は、  アイコンが表⽰されます。 ルールに
違反している場合は、  アイコンが表⽰され、統計的に異常な場合は、  ア
イコンが表⽰されます。

[⽇時] ルール違反が発⽣した⽇時が表⽰されます。

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。

[ルール違反] 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。

[重⼤度] 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。

[詳細]
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列 説明

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。

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、"KPI に関する情報
の分析" on page 149を参照してく
ださい。

クリックして [ルールの詳細] ペー
ジを表⽰します。 詳細について
は、"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" on page 25を参照してくだ
さい。

[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。 詳細なオプションに
ついて、以下の表で説明します。

[容量]

 
[すべて] 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。

 
[開始] 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。
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[処理中] 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。

 
[完了] 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。

Cycle Time

 
平均 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。

 
[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

タンスの最⼤サイクル時間を表⽰します。

 
[最⼩値] 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。

[ルール違反]

 
[すべての違反] 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。

 
[オープンな違反] 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。

ステップのメトリックスの詳細オプションのいずれかを選択すると、プロセスのメトリックスの詳細オプ
ションの場合に表⽰されたのと同様に、メトリッ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 "メトリッ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" on page 180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 "メトリックスの詳細パネルでのルール違反の詳細の表⽰" on page 181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。
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サンプルビジネスプロセスモデル

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。

ステップ

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⻑まで
展開します。
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ステップ
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。

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、内部プロセス内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。
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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

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] ページには、以下の情報が表⽰されます。

列 説明

[タイプ] 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。
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列 説明

[アイテム] 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。

[問題] この列で問題が説明されます。

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 のアイコンについて
Optimize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

 アイコンは、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、  アイコンは、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 で実⾏されたことを⽰します。 たとえば、
アイコンは、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。 "シックスシグマアイコン" on page 195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。

状態アイコンは、追跡中のアイテムの左側に表⽰されます。
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アイコ
ン

ルールへの準拠および統計診断の意味 プロセス状態の意味

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。

ステップは正常に実⾏されました。

アイテムは規定外となっており、ルー
ル違反です。

プロセスステップの実⾏中にエラーが発⽣
しました。

[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。

アイテムは統計的に異常です。 プロセスステップの実⾏中に警告が発⽣し
ました。

[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。

アイコン 意味

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。
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アイコン 意味

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。

アイコン 意味

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 [ルールの概要] 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。
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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 のサマリ情報または KPI インスタンスの詳細情報がある
ことを⽰します。

アイコン 意味

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、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。

アイコン 意味

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。

アイコン 意味

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
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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。

アイコン 説明 意味

⼀貫して平均を上回っ
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
隔の過去平均を、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。

⼀貫して上昇傾向にあ
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。

⼀貫して平均を下回っ
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
隔の過去平均を、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。

⼀貫して下降傾向にあ
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。

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。

アイコン 意味

このツリーの下のノードを展開 (表⽰) します。
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アイコン 意味

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。

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)＃アラート

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。

分析エンジン (analysis engine)＃ブンセキエンジン
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＃API
アプリケーションプログラミングインタフェース。

アプリケーション (application)＃アプリケーション
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)＃アセット
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＃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)＃BAMノミノプロセス
「外部実⾏プロセス」を参照してください。

基本ルール (base rule)＃キホンルール
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。
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BPEL
ビジネスプロセス実⾏⾔語 (Business Process Execution Language)。

BPM＃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)＃BPMノミノプロセス
「webMethods実⾏プロセス」を参照してください。

Broker

1. Broker Server 上に存在するエンティティ。 クライアントは、Broker Server に接続する際、や
りとりの相⼿となる Broker を指定します。

2. webMethods Brokerを参照してください。

Broker Server
パブリッシャーおよびサブスクライバーがやりとりする webMethods Broker のランタイムコンポーネン
ト。 クライアント要求の受信、要求されたリソースへの要求のディスパッチ、およびクライアントへの応
答といった通信に関連する作業が実⾏されます。

ビジネスデータ (business data)＃ビジネスデータ
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
成して顧客別の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)＃ビジネスプロセス
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。

ビジネスプロセス管理 (business process management)＃ビジネスプロセスカンリ
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)＃ビジネスプロセスツリー
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。
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ビジネスビジュアル化 (Business Visualization)＃ビジネスビジュアルカ
ビジネスデータをイメージとして表す Optimize 分析機能のセット。 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)＃ケイサンタイプ
次の 5 つのデータ集約⽅法 (合計、平均、デルタ、最終値、状態) の 1 つ。

CDC＃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 Configurationを参照してください。

Central Configuration
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)＃フクゴウ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)＃コンテナ
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
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)＃カスタムエラー
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)＃データシュウヤク
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)＃データシュウシュウカンカク
Optimize が KPI についてデータを収集する時間間隔。

データベースコンポーネント (database component)＃データベースコンポーネント
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る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。
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データベースコンポーネント定義 (database component definition)＃データベースコンポーネントテイギ
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 ファイルが必ず 1 つだけあります。

データベース接続プール (database connection pool)＃データベースセツゾクプール
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。 アプリケーションまたはサーバでデータベース
へのアクセスが必要になるたびに新しいデータベース接続を確⽴する場合に発⽣するオーバーヘッドが、
データベース接続プールによって回避されます。

DCA＃DCA
データ収集エージェント (Data Collection Agent)。

DCC＃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。 これには、データベースコンポーネントの作成、削除およびマイグレー
ションが含まれます。 このプログラムは、DCI (Database Component Installer) に代わるものです。

DCI＃DCI
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)＃フグアイ
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)＃ハセイメイ
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の名前。 ルールの [ルール情報] 設定で派⽣名が指
定されている場合は、すべてのインスタンス名がこの名前から派⽣します。 派⽣名定義には変数を使⽤し
て、ルールのすべてのインスタンスが同じ名前になることを避けてください。

ターゲットステップ (destination step)＃ターゲットステップ
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)＃ジゲン
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)
「階層」を参照してください。

検出 (discovery)＃ケンシュツ
アセットを検出するために Infrastructure Data Collector で使⽤される命令のコレクション。

表⽰間隔
KPI インスタンスグラフで使⽤される表⽰集約間隔。 グラフで表⽰される時間枠を延⻑するために、デー
タが表⽰間隔に集約されます。

環境 (environment)＃カンキョウ
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。
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Analytic Engine

Web Service Data Collector

webMethods Broker

My webMethods Server

Central Configuration を使⽤して環境を設定できます。

イベント (event)＃イベント

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)＃イベントハンドラ
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)＃イベントマップ
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)＃イベントルール
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)＃ガイブジッコウプロセス
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)＃グローバルデータ
適⽤されません。 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)＃カイソウ
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、キュー⻑階層は、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)＃インフラストラクチャ
システムコンポーネント (Integration Server、Broker、SNMP エージェント) のセット。

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。
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内在的な KPI (intrinsic KPI)＃ナイザイテキナ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＃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。 KPI では、収益、受注量、キュー⻑、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。

メモ: 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テイギ
KPI インスタンス (KPI instance) とは異なる KPI の特性。

KPI インスタンス (KPI instance)＃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)＃KPIルール
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)＃ロンリサーバ
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 Configuration 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)＃マッシュアップ
複数のソース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)
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ックス。
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メッセージフロー
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)＃モデル
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)＃モニタ

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)＃モニタリポジトリ
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 (monitored component)＃カンシチュウノコンポーネント
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)＃カンシ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
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 for
Process 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。
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パレートの法則 (Pareto principle)＃パレートノホウソク
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)＃パイプラインデータ
外部ソースからの抽出や外部ソースへの送信は⾏えず、そ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)＃プール

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)＃ポートレット
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
では、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が⽣成されます。 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コレクションとして表⽰されます。各ポートレットウィ
ンドウにはポートレットが 1 つ表⽰されます。 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 (Process Analytics)＃プロセスブンセキ
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)＃プロセスエラー
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)＃プロセスイベント
外部プロセスで特定の状況が発⽣した場合の対処⽅法を指定するイベント。 たとえば、プロセスに⼿動レ
ビューステップが含まれ、そのステップで受信したデータが壊れていると判断された場合は、プロセスイベ
ントにより Optimize がプロセスの分析を停⽌します。

プロセスインスタンス (process instance)＃プロセスインスタンス
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。

プロセストラッカ (Process Tracker)＃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。

被参照プロセス (referenced process)＃ヒサンショウプロセス
別のビジネス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。

通知間隔 (reminder interval)＃ツウチカンカク
アラートの間隔 (分単位)。 ルールに対して指定されたアラートを反復する場合は、ルールの [属性] 設定
でこの間隔を指定します。
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ルール (rule)＃ルール
プロセスやデータタイプに適⽤する条件または条件セット。 ルールを作成することにより、プロセスやリ
ソースに問題が発⽣してユーザの注意が必要となったときに、ユーザに通知することができます。 ビジネ
ス機会が存在する場合に通知するルールも作成できます。 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)＃ルールヒョウカカンカク
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、キュー⻑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
てキュー⻑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)＃ルールシキ
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)＃ルールフィルタ
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)＃ルールインスタンス
ルールの発⽣。 たとえば、あるルールでは、12 時間の期間に収益が 10,000 ドルを下回った場合に地域
別の収益に注⽬する必要があることを指定します。 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)＃ルールイハン
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。

ルールエンジン (rules engine)＃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)＃ジュウダイド
ルールに関連付けられている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。

法は、
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。

SLA＃SLA
サービスレベル契約 (Service Level Agreement)。 提供されるサービスレベルに関する 2 者間の合意。

SNMP
Simple Network Management Protocol。 ネットワークデバイスを監視および制御するプロトコル。 世
界の⼤半の TCP/IP ネットワークで使⽤されています。

SNMP アラート (SNMP alert)＃SNMPアラート
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。
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SNMP Data Collector＃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]
Simple Object Access Protocol。

ソースステップ (source step)＃ソースステップ
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＃SQL
Structured Query Language。 リレーショナルデータベースと対話を⾏うためのデータベースクエリー⾔
語。

標準エラー (Standardized error)＃ヒョウジュンエラー
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)＃ステップ
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)＃ステップゼッタイタイキジカン
「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)＃ステップエラー
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)＃ステップソウタイタイキジカン
「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)＃ネンチャクセイルール
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)＃サブプロセス
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)＃スイムレーン
プール内の関連付けられたステップのセット。
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システムコンポーネント (system component)＃システムコンポーネント
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)＃システムデータ
キュー⻑や管理コンポーネントがオンラインかオフラインかといった、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)＃システムエラー
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 を作成して
Integration Server の合計メモリを監視できます。 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
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)＃シキイチルール
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、アラートを⽣成するトリガーに似ています。

移⾏ (transition)＃イコウ
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)＃トランザクション
(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)＃ケイコウ
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)＃タイキジカンヒョウジュンエラータイプ
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 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。
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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)＃Webサービスレイヤ
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
webMethods 統合環境の主要な「メッセージバックボーン」製品。 Broker 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
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-executed process)＃webMethodsジッコウプロセス
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＃WSDC
「Web Service Data Collector」を参照してください。

XML
Extensible Markup Language。 情報を構造化、格納および送信するための柔軟なマークアップ⾔語。
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