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第1章: はじめに
HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (OMi MP for Oracle WebLogic) では、HP Operations
Manager i (OMi) と連携し、Business Service Management (BSM) を使用して、環境内で稼働する
WebLogic アプリケーション サーバーの主要および詳細領域と基盤インフラストラクチャを監視
できます。OMi MP for Oracle WebLogic は、WebLogic アプリケーション サーバー内で発生するイベ
ントの分析を行い、WebLogic アプリケーション サーバーの状況ステータスをレポートする各種
インジケーター (状況インジケーター (HI)、イベント タイプ インジケーター (ETI)、および相関
ルール) を備えています。また、WebLogic アプリケーション サーバーの可用性、状況、およびパ
フォーマンスを監視するための標準設定の管理テンプレートもあります。管理テンプレートは、
サーバーの主要および詳細領域と WebLogic アプリケーション サーバー環境の重要なインフラス
トラクチャ要素の監視を可能にするさまざまなアスペクトで構成されています。管理テンプレー
トをデプロイすることで、WebLogic アプリケーション サーバーの監視が可能になります。
また管理テンプレートは簡単にカスタマイズできるので、領域専門家 (SME) と開発者はニーズに
合った監視を実行できます。
OMi MP for Oracle WebLogic には次の特徴的な機能があります。
l

l

WebLogic アプリケーション サーバー インスタンス ベースのデプロイと構成
WebLogic アプリケーション サーバー インスタンスの監視 (HP Operations Agent を使用、また
はエージェントレス)
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第2章: 作業の開始
この項では、WebLogic アプリケーション サーバーを監視し、OMi のイベントおよび状況パース
ペクティブを表示するための OMi MP for Oracle WebLogic の標準設定コンポーネントのデプロイに
ついて手順を追って説明します。

タスク 1: BSM コンソールへのノードの追加
注: RTSM にノードが既に存在する場合、このステップをスキップしてタスク 2 に進むことが
できます。
監視を始める前に、BSM コンソールにノードを追加する必要があります。
1. [オペレーション管理] から [モニタされるノード] マネージャーを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [セットアップ] > [モニタされるノード]
2. [ノード ビュー] ペインで [事前定義済みのノード フィルタ] > [モニタされているノード] をク
リックし、 をクリックしてから、[Computer] > [Windows] または [UNIX] を選択します。[モ
ニタ対象ノードの新規作成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. ノードの [プライマリ DNS 名]、[IP アドレス]、[オペレーティング システム]、[プロセッサ
アーキテクチャ] を指定し、[OK] をクリックします。

タスク 2: WebLogic 検出アスペクトのデプロイ
WebLogic 検出アスペクトにより、環境内の WebLogic Server インスタンスを検出できます。追加
した管理対象ノード上の WebLogic アプリケーション サーバー構成アイテム (CI) を検出するに
は、WebLogic 検出アスペクトを Computer CI にデプロイする必要があります。
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] ペインを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
2. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle Weblogic 管理] > [アスペクト]
3. [アスペクト] フォルダーで [Weblogic 検出] アスペクトをクリックし、
り当てとデプロイ] ウィザードを開きます。

をクリックして [割

4. [構成アイテム] ページで検出アスペクトをデプロイする構成アイテムをクリックし、[次へ]
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をクリックします。
[必要なパラメータ] タブが開きます。
5. [必要なパラメータ] タブでは、必須パラメーターである [Weblogic Server ホーム] と従属パラ
メーターを指定します。
注: [Weblogic Server ホーム] のすべてのパラメーターに対し、従属パラメーターである
[Weblogic JAVA ホーム]、[Weblogic ユーザ名]、[Weblogic パスワード] を設定する必要が
あります。
n

n

n

OMi MP for Oracle WebLogic が WebLogic アプリケーション サーバー CI を検出するに
は、WebLogic 検出アスペクトのデプロイ時に与えられる資格情報に WebLogic アプリ
ケーション サーバーへのアクセス権が必要です。
WebLogic 資格情報には、[管理者] または [モニタ] のグループユーザー権限が必要で
す。[管理者] または [モニタ] グループに属するユーザーを設定するには、WebLogic 管
理サーバー コンソールを使用する必要があります。
ユーザーの作成とグループへの割り当ての詳細は、Oracle Weblogic からのユーザーお
よびグループの管理に関するドキュメントを参照してください。

a. リストの [Weblogic Server ホーム] パラメーターを選択して、 をクリックします。[イ
ンスタンス パラメータの編集: Weblogic Server ホーム] ダイアログ ボックスが開きます。
b. 従属パラメーターの値を指定します。
i. リストの [Weblogic JAVA ホーム] パラメーターを選択して、 をクリックします。
[パラメータの編集: Weblogic JAVA ホーム] ダイアログ ボックスが開きます。
ii. [値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
iii. リストの [Weblogic ユーザ名] パラメーターを選択して、 をクリックします。[パ
ラメータの編集: Weblogic ユーザ名] ダイアログ ボックスが開きます。
iv. [値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
v. リストの [Weblogic パスワード] パラメーターを選択して、 をクリックします。
[パラメータの編集: Weblogic パスワード] ダイアログ ボックスが開きます。
vi. [値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
c. [OK] をクリックします。
6. [次へ] をクリックして [すべてのパラメータ] に進みます。パラメーターのデフォルト値を変
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更するには、パラメーターを選択してから をクリックします。[パラメータの編集] ダイア
ログ ボックスが開きます。[値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
注: [すべてのパラメータ] ペインでは、パラメーターのデフォルト値を上書きできます。
各パラメーターの値は、アスペクト レベルで指定できます。デフォルトでは、エキス
パート パラメーターとして定義されているパラメーターは表示されません。エキスパー
ト パラメーターを表示するには、[エキスパート パラメータの非表示/非表示解除] をク
リックします。
7. [次へ] をクリックします。
8. オプション: 割り当てを直ちに有効化しない場合は、[割り当てオブジェクトの有効化]
チェックボックスを外します。[割り当ておよび調整] マネージャーを使用して、後で割り当
てを有効化できます。
9. [完了] をクリックします。
注: Oracle WebLogic のシングル インストールでは、すべてのドメインで同じ資格情報を使用
する必要があります。

注: Weblogic 検出アスペクトをデプロイすると、[割 り当 ておよびデプロイメント ジョブを作 成 し
ました] から始まるメッセージが表示されます。[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリン
グ] > [デプロイメント ジョブ] を選択し、デプロイメント ジョブのステータスを確認しま
す。

タスク 3: 検出の確認
検出アスペクトをデプロイした後、トップ ビューに CI が表示されていることを確認する必要があ
ります。
トップ ビューの CI を表示するには、次の手順を実行します。
1. BSM コンソールで [MyBSM] をクリックします。
2. ドロップダウン リストから [トップ ビュー] を選択します。[トップ ビュー] ページが表示さ
れます。
3. [トップ ビュー] ページで J2EE_Deployment ビューを選択します。トップ ビューに CI が表示
されています。
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タスク 4: WebLogic 管理テンプレートまたは
WebLogic アスペクトのデプロイ
Monitoring Automation for Composite Applications ライセンスを使用している場合、WebLogic 管理
テンプレートまたは WebLogic アスペクトを WebLogic CI にデプロイできます。WebLogic 管理テン
プレートのデプロイの詳細は、「タスク 4a: WebLogic 管理テンプレートの特定とデプロイ」を参
照してください。
Monitoring Automation for Server ライセンスを使用している場合、WebLogic アスペクトをデプロ
イできます。WebLogic アスペクトのデプロイの詳細は、「タスク 4b:WebLogic アスペクトのデプ
ロイ」を参照してください。

タスク 4a: WebLogic 管理テンプレートの特定と
デプロイ
CI が SiteScope や DDM などの他のソースによって既に設定されていても、Weblogic サービス検出
アスペクトのデプロイは必要です。詳細については、「タスク 2: WebLogic 検出アスペクトのデ
プロイ」を参照してください。
WebLogic 管理テンプレートのデプロイでは、次に示すように、環境に適した WebLogic 管理テン
プレートを特定する必要があります。
l

l

l

l

WebLogic アプリケーション サーバーの主要コンポーネント (サーバー ステータ
ス、JVM、JDBC、EJB、サーブレット、サーバー ログなど) と、インフラストラクチャの重要コ
ンポーネント (CPU、メモリ、ディスク) を監視する場合、基本 WebLogic 管理テンプレートを
デプロイします。
WebLogic アプリケーション サーバーの詳細コンポーネント (トランザクション、クラスター
ステータス、キャッシュ使用率、スレッド、サーバー ログなど) とインフラストラクチャ コン
ポーネント (CPU、メモリ、ディスクなど) を監視する場合、詳細 WebLogic 管理テンプレート
をデプロイします。
WebLogic アプリケーション サーバーの詳細コンポーネント、Oracle データベース コンポーネ
ント (基本クエリ、メモリなど)、インフラストラクチャ コンポーネントを監視する場合、詳細
Weblogic とデータベース管理テンプレートをデプロイします。
WebLogic アプリケーション サーバーの主要コンポーネントと、インフラストラクチャの重要
な部分である CPU、メモリ、ディスク (WebLogic エージェントレス アスペクトを使用して監視
する WebLogic アプリケーション サーバーのポートおよびアプリケーション URL の可用性を含
む) を監視する場合、ハイブリッド WebLogic 管理テンプレートをデプロイします。

詳細 Weblogic とデータベース管理テンプレート以外の WebLogic 管理テンプレートをデプロイす
るには、次の手順を実行します。詳細 Weblogic とデータベース管理テンプレートのデプロイの詳
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細は、「タスク 4: 詳細 WebLogic およびデータベース管理テンプレートのデプロイ」を参照して
ください。
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] マネージャーを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
2. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle Weblogic 管理] > [管理テンプ
レート]
3. [WebLogic 管理テンプレート] フォルダーでデプロイする管理テンプレートをクリックし、
をクリックします。[割り当てとデプロイ] ウィザードが開きます。
4. [構成アイテム] タブで管理テンプレートを割り当てる WebLogic ドメイン CI をクリックし、
[次へ] をクリックします。[Ctrl] キーまたは [Shift] キーを押しながら選択すると、複数のアイ
テムを選択できます。[次へ] をクリックしてすべての CI を確認し、[すべてのパラメータ] に
進みます。
5. パラメーターのデフォルト値を変更するには、パラメーターを選択してから をクリックし
ます。[パラメータの編集] ダイアログ ボックスが開きます。[値] をクリックして値を指定
し、[OK] をクリックします。
注: [すべてのパラメータ] タブでは、パラメーターのデフォルト値を上書きできます。各
パラメーターの値は、管理テンプレート レベルで指定できます。デフォルトでは、エキ
スパート パラメーターとして定義されているパラメーターは表示されません。エキス
パート パラメーターを表示するには、[エキスパート パラメータの非表示/非表示解除]
をクリックします。
6. [次へ] をクリックします。
7. オプション: 割り当てを直ちに有効化しない場合は、[割り当てオブジェクトの有効化]
チェックボックスを外します。[割り当ておよび調整] マネージャーを使用して、後で割り当
てを有効化できます。
8. [完了] をクリックします。
注: 管理テンプレートのデプロイ時に与えられる資格情報には、OMi MP for Oracle
WebLogic のデータ収集権限が必要です。
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タスク 4b:WebLogic アスペクトのデプロイ
CI が SiteScope や DDM などの他のソースによって既に設定されていても、Weblogic サービス検出
アスペクトのデプロイは必要です。詳細については、「タスク 2: WebLogic 検出アスペクトのデ
プロイ」を参照してください。
WebLogic アスペクトを WebLogic CI にデプロイするには、次の手順を実行します。
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] ペインを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
2. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle Weblogic 管理] > [アスペクト]
3. [Weblogic アスペクト] フォルダーで
きます。

をクリックして [割り当てとデプロイ] ウィザードを開

4. [構成アイテム] タブで WebLogic アスペクトをデプロイする構成アイテムをクリックし、[次
へ] をクリックします。
注: J2EE アスペクトの割り当てにパラメーターの指定は不要です。
5. [次へ] をクリックして [すべてのパラメータ] に進みます。パラメーターのデフォルト値を変
更するには、パラメーターを選択してから をクリックします。[パラメータの編集] ダイア
ログ ボックスが開きます。[値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
6. [次へ] をクリックします。
7. オプション: 割り当てを直ちに有効化しない場合は、[割り当てオブジェクトの有効化]
チェックボックスを外します。[割り当ておよび調整] マネージャーを使用して、後で割り当
てを有効化できます。
8. [完了] をクリックします。

タスク 5: トポロジ同期設定の確認
注: ノードまたは CI が HP Operations Manager によって監視される場合、トポロジ同期設定を
確認することをお勧めします。
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1. オペレーション管理コンポーネントから [インフラストラクチャの設定] を開きます。
[管理] > [プラットフォーム] > [セットアップと保守] > [インフラストラクチャの設定]
2. [インフラストラクチャの設定] マネージャーで、[アプリケーション] > [オペレーション管理]
を選択します。
3. [オペレーション管理] の [HPOM トポロジ同期設定] で、Topology Sync にはトポロジ同期に使
用するパッケージが含まれます。他の Topology Sync パッケージととも
に、default;nodegroups;operations-agent;HPOprSys;HPOprJEE があることを確認してくださ
い。

Oracle WebLogic 環境の監視
管理テンプレートとアスペクトをデプロイした後、次のパースペクティブからイベントを表示で
きます。
イベント パースペクティブ
状況パースペクティブ
パフォーマンス パースペクティブ
イベント パースペクティブ
Weblogic 検出アスペクトと Weblogic 管理テンプレートをデプロイした後、OMi MP for Oracle
WebLogic で監視される WebLogic アプリケーション サーバー CI のイベントを表示できます。
Oracle WebLogic アプリケーション サーバー CI のイベント パースペクティブを表示するには、次
の手順を実行します。
1. [オペレーション管理] ペインを開きます。
[アプリケーション] > [オペレーション管理]
2. [オペレーション管理] ペインで [Event Perspective] タブをクリックします。[View Explorer] ペ
インが表示されます。
3. ドロップダウン メニューから J2EE_Deployment を選択します。
OMi MP for Oracle WebLogic で監視される WebLogic アプリケーション サーバーのリストが表
示されます。
4. イベント パースペクティブを表示する WebLogic Application Server CI を選択します。[Event
Browser] ペインに、選択した WebLogic アプリケーション サーバー CI のイベントが表示され
ます。
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[Event Browser] からイベントをクリックすると、[イベント詳細] ペインが開き、次の詳細が
表示されます。
n

一般 - 重要度、ライフサイクル状態、優先度、関連 CI など、選択したイベントに関する詳
細情報が表示されます。

n

追加情報 - 選択したイベントの属性に関するその他の詳細情報が表示されます。

n

ソース情報 - 選択したイベントのソースに関する概要情報が表示されます。

n

n

n

n

アクション - 選択したイベントで使用できるアクションのリストが表示されます。使用で
きるアクションには、ユーザー アクションと自動アクションの 2 タイプがあります。
注釈 - 選択したイベントに添付された注釈のリストが表示されます。
カスタム属性 - 管理者または担当ユーザーが手動で設定し、選択したイベントに追加した
属性のリストが表示されます。
関連イベント - [Event Browser] で選択したイベントに関連するすべてのイベントの概要が
表示されます。

n

履歴 - 選択したイベントの履歴が表示されます。

n

解決ヒント - イベントに関連するノードおよび CI の識別に役立つ情報が表示されます。

n

命令 - オペレータが関連するイベントを処理するのに役立つ命令情報が表示されます。

n

転送 - イベントの所有権の転送に関する詳細が表示されます (存在する場合)。
注: イベントの表示および管理の詳細は、『Operations Manager i コンセプト・ガイド』を
参照してください。

状況パースペクティブ
WebLogic 検出アスペクトと WebLogic 管理テンプレートをデプロイした後、OMi MP for Oracle
WebLogic で監視される WebLogic アプリケーション サーバー CI の状況に関するイベントを表示で
きます。
Oracle WebLogic アプリケーション サーバー CI の状況パースペクティブを表示するには、以下の
手順を実行します。
1. [オペレーション管理] ペインを開きます。
[アプリケーション] > [オペレーション管理]
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2. [オペレーション管理] ペインで [Health Perspective] タブをクリックします。[View Explorer] ペ
インが表示されます。
3. [View Explorer] で [ビューの参照] タブを選択します。
4. ドロップダウン メニューから J2EE_Deployment を選択します。
OMi MP for Oracle WebLogic で監視される WebLogic アプリケーション サーバーのリストが表
示されます。
5. 状況パースペクティブを表示する WebLogic Application Server CI を選択します。[Event
Browser] ペインに、選択した WebLogic アプリケーション サーバー CI の状況に関するイベン
トが表示されます。
[Event Browser] ペインからイベントをクリックすると、次のペインが表示されます。
n

n

n

Health Top View - 選択したイベントのヘルス トップ ビューが表示されます。
Health Indicators - [ヘルス トップ ビュー] ペインで選択した CI に関連する主要業績評価指
標 (KPI) および HI が表示されます。
Actions - 選択したイベントで使用できるアクションのリストが表示されます。
注: イベントの表示および管理の詳細は、『Operations Manager i コンセプト・ガイド』を
参照してください。

パフォーマンス パースペクティブ
パフォーマンス パースペクティブでは、既存のグラフ テンプレートからグラフを作成できます。
また、選択した CI の必要なメトリックを選択して、カスタマイズされたグラフを作成することも
できます。
グラフを使用して Oracle WebLogic アプリケーション サーバー CI のパフォーマンス パースペク
ティブを表示するには、次の手順を実行します。
1. [オペレーション管理] ペインを開きます。
[アプリケーション] > [オペレーション管理]
2. [オペレーション管理] ウィンドウで [Performance Perspective] タブをクリックします。[View
Explorer] ペインが表示されます。
3. [ビューの参照] タブで J2EE_Deployment を選択します。[Performance] ペインに、J2EE_
Deployment ビューで使用できるデフォルトのグラフが表示されます。
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4. [グラフ] タブから作成するグラフをクリックし、[グラフの作成] をクリックします。右ペイ
ンに選択したグラフが表示されます。
注: イベントの管理の詳細は、『Operations Manager i コンセプト・ガイド』を参照してくださ
い。
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第3章: コンポーネント
OMi MP for Oracle WebLogic には、環境内にある WebLogic アプリケーション サーバーの監視を目
的にした以下のコンポーネントが含まれます。
l

「Weblogic 管理テンプレート」

l

「WebLogic アスペクト」

l

「パラメーター」

l

「ランタイム サービス モデル (RTSM) のビュー」

l

「イベント タイプ インジケーター (ETI)」

l

「状況インジケーター (HI)」

l

「トポロジ ベースのイベント相関処理 (TBEC) ルール」

l

「Operations Orchestration (OO) フロー」

l

「HI 割り当て」

l

「KPI 割り当て」

l

「グラフ」

l

「ツール」

Weblogic 管理テンプレート
WebLogic 管理テンプレートは、環境内にある WebLogic サーバーの状況およびパフォーマンスを
監視する完全な管理ソリューションです。
デフォルトでは、OMi MP for Oracle WebLogic は事前定義された一連のアスペクトを含む 4 セット
の管理テンプレートで構成されています。管理テンプレートをそのままデプロイしたり、監視要
件に応じて管理テンプレートをカスタマイズしたりできます。また、WebLogic アスペクトを使用
して、環境内の WebLogic サーバーを監視する管理テンプレートを作成することもできます。

概要
OMi MP for Weblogic は次の Weblogic 管理テンプレートで構成されています。
「基本 WebLogic 管理テンプレート」
「詳細 Weblogic 管理テンプレート」
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「詳細 Weblogic およびデータベース管理テンプレート」
「ハイブリッド Weblogic 管理テンプレート」
アクセスするには、以下の操作を行います。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle Weblogic 管理] > [管理テンプレー
ト] を選択します。

タスク
WebLogic 管理テンプレートをデプロイする方法
WebLogic 管理テンプレートのデプロイの詳細は、「タスク 4: WebLogic 管理テンプレートまたは
WebLogic アスペクトのデプロイ」を参照してください。
WebLogic 管理テンプレートと WebLogic アスペクトを自動的に割り当てる方法
WebLogic 管理テンプレートまたは WebLogic アスペクトを自動的に割り当てるには、必要な権限
を指定する必要があります。
1. [自動割り当て] 画面 ([モニタリング] > [割り当ておよび調整]) を開きます。この画面には、上
部に [自動割り当て] ペイン、下部にパラメーター リストが表示されます。
2. [ビューの参照] で、自動割り当てを作成する CI を含む WebLogic ビューを選択します。
3. [自動割り当て] ペインのツールバーにある
[新規割り当て] をクリックし、オプションを
選択します。[自動割り当ての作成] ウィザードが開きます。
4. [構成オブジェクトの選択] で、選択したビューに表示されている CI タイプの CI に自動割り当
てする WebLogic 管理テンプレートまたは WebLogic アスペクトをクリックします。
注: リストには、選択したビュー内にあるルート CI タイプを持つ管理テンプレートのみ
が表示されます。また、アスペクトが自動割り当ての場合には、互換性のあるアスペク
トが表示されます。
デフォルトでは、管理テンプレートまたはアスペクトの最新バージョンが選択されます。別
のバージョンを選択する場合は、[バージョン] 列で選択してください。
[次へ] をクリックして [必要なパラメータ] に進みます。
5. このステップでは、値を指定していない管理テンプレートの必須パラメーターがすべて表示
されます。ここで表示されるパラメーターはすべて必須なので、値を指定しないと管理テン
プレートはデプロイできません。
値をすべて指定したら、次のいずれかのアクションを選択します。
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n

n

[完了] をクリックし、選択した CI に構成オブジェクトを割り当ててウィザードまたはダイ
アログ ボックスを閉じます。
[次へ] をクリックして [すべてのパラメータ] タブに進みます。ここでは、任意指定のパラ
メーターも含め、パラメーターのデフォルト値を上書きできます。
注: [構成オプション] ステップにアクセスするには、このステップで [次へ] をク
リックし、[すべてのパラメータ] でも [次へ] をクリックします。

パラメーターを変更するには、ダブルクリックするか、リストで選択してから
リックします。
n

[編集] をク

標準パラメーターの場合、[パラメータの編集] ダイアログ ボックスが開きます。
[値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。

n

インスタンス パラメーターの場合、[インスタンス パラメータの編集] ダイアログ ボック
スが開きます。
必要に応じてインスタンス値を追加したら、各インスタンス値の従属パラメーター値も指
定します。インスタンス値と従属パラメーター値を指定したら、[OK] をクリックします。

6. オプション: [すべてのパラメータ] タブで、監視にデフォルト値以外の値を使用するパラメー
ターの値を指定します。
パラメーターを変更するには、ダブルクリックするか、リストで選択してから
リックします。
n

[編集] をク

標準パラメーターの場合、[パラメータの編集] ダイアログ ボックスが開きます。
[値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。

WebLogic 管理テンプレートの割り当てレポートをデプロイする方法
1. レポートを作成する管理テンプレートを選択します。
2. [管理テンプレートおよびアスペクト] ペインの [割り当てレポートの生成] をクリックしま
す。事前設定されている割り当てレポートが表示されます。
[割り当ておよび調整] 画面では、他のタイプのレポートも表示できます。

基本 WebLogic 管理テンプレート
基本 WebLogic 管理テンプレートでは、WebLogic サーバーの主要コンポーネントと、インフラス
トラクチャの重要な部分である CPU、メモリ、ディスクを監視します。
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アクセスするには、以下の操作を行います。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle WebLogic 管理] > [管理テンプレー
ト] > [基本 Weblogic 管理テンプレート] を選択します。

ユーザー インタフェースの参照情報
管理テンプレート - 一般
管理テンプレートの属性情報の概要。
UI 要素

説明

名前

基本 WebLogic 管理テンプレート

説明

管理テンプレートの説明。

ID

管理テンプレートの GUI バージョンの管理テンプレートを一意に特定する
ID。

バージョン ID

このバージョンの管理テンプレートを一意に特定する ID。

バージョン

管理テンプレートの現在のバージョン。このインスタンスでは、管理テン
プレートのバージョンは 1.0。

変更ログ

このバージョンの管理テンプレートで行われた新規追加または変更の内容
を示すテキスト。

管理テンプレート - トポロジ ビュー
管理テンプレートに割り当てる CI タイプの概要です。
UI 要素

説明

トポロジ ビュー

J2EE_Deployment は、基本 WebLogic 管理テンプレートのトポロジ ビューで
す。このビューには、管理テンプレートを使用して管理する CI タイプが含
まれます。

CI タイプ

基本 WebLogic 管理テンプレートで管理する CI のタイプ。これは、管理テ
ンプレートの割り当てが可能な CI のタイプを表します。基本 WebLogic 管
理テンプレートには、WebLogic Application Server CI タイプが含まれます。

管理テンプレート - アスペクト
基本 WebLogic 管理テンプレートには、次のアスペクトが含まれます。
Weblogic ベース
Weblogic EJB パフォーマンス
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Weblogic JDBC 接続プール ステータス
Weblogic JVM ヒープ メモリ
Weblogic Server ステータス
Weblogic サーブレット パフォーマンス
基本 WebLogic 管理テンプレートには、インフラストラクチャ要素を監視するための以下のイン
フラストラクチャ アスペクトが含まれます。
リソース ボトルネック診断
リソース ボトルネック診断アスペクトは、CPU、メモリ、ネットワークおよびディスクなどのシ
ステム リソースの混雑やボトルネックとなっている状態を特定します。CPU のボトルネック監視
は、グローバル CPU 使用率と負荷平均 (実行キューの長さ) に基づいて行われます。メモリ ボトル
ネックの監視は、メモリ使用率、使用可能な空き容量、メモリ スワップアウト率に基づいて行わ
れます。ファイル システムの監視は、ノード上の最もビジーなファイル システムの領域使用率に
基づいて行われます。ネットワークの監視は、パケット衝突率、パケット エラー率、送信キュー
の長さに基づいて行われます。
CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

Computer

Sys_CPUBottleneckDiagnosis

このポリシー テンプレート
は、CPU 使用率のしきい値超
過、プロセッサーのキューの
長さ、システム上の CPU 合計
数、オペレーティング システ
ムなどの CPU ボトルネックを
検出します。キューで CPU 時
間を待っているプロセス数の
しきい値とともに CPU 使用率
のしきい値違反があった場合
は、ポリシーから警告が送信
されます。メッセージに
は、CPU 使用率が高い上位 10
位までのプロセスの一覧も表
示されます。

測定値しきい値
テンプレート

Computer

Sys_DiskPeakUtilMonitor

このポリシー テンプレート
は、システムのディスク使用
率レベルを監視します。使用
率が最大レベルかどうかを
チェックします。

測定値しきい値
テンプレート
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

Computer

Sys_
MemoryBottleneckDiagnosis

このポリシー テンプレート
測定値しきい値
は、物理メモリの使用率とボ テンプレート
トルネックを監視します。メ
モリがボトルネックとなる状
態は、メモリの使用率が高
く、使用可能なメモリが極め
て不足している場合に発生し
ます。メモリ ボトルネックが
発生すると、システムの処理
速度が低下し、全体的なパ
フォーマンスに影響を与えま
す。メモリ消費量が高いと
ページ アウトが過剰に発生
し、ページ走査率やスワップ
アウト バイト率、ページの要
求率が高くなります。最終的
には、システムの処理速度が
低下します。メッセージに
は、メモリ使用率が高い上位
10 位までのプロセスの一覧も
表示されます。

Computer

Sys_
このポリシー テンプレートは
NetworkInterfaceErrorDiagnosis システムのネットワーク使用
率を監視し、潜在的なネット
ワークのボトルネックまたは
エラーをチェックします。

測定値しきい値
テンプレート

システム フォールト分析
システム フォールト分析アスペクトは、クリティカルなエラー条件とその説明が記録されたカー
ネル ログ ファイル、ブート ログ ファイル、イベント ログ ファイルを監視します。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

Computer

Sys_LinuxKernelLog

カーネル ログ ファイル /var/log/ を監
視し、カーネル サービスに障害が発生
した場合に警告を送信します。カーネ
ル ログ ファイルで、<*>
kernel:<@.service>:<*.msg> failed のパ
ターンと一致するエラー条件を
チェックします。一致するものが見つ
かった場合、この条件から重大度が警
戒域の警告が送信されます。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

Computer

Sys_LinuxBootLog

ブート ログ ファイル /var/log/boot.log
を監視し、システム ブート エラーが
発生した場合に警告を送信します。以
下の条件をチェックします。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

説明

l

l

ポリシー タイ
プ

サービスの開始失敗 - ブート ログ
ファイルで、<*>
<@.service>:<@.daemon> startup
failed のパターンと一致するエラー
条件をチェックします。一致する
ものが見つかった場合、この条件
から重大度が警戒域の警告が送信
されます。
サービスの失敗 - ログ ファイル
で、<*> <@.service>:<*.msg> failed
のパターンと一致するエラー条件
をチェックします。一致するもの
が見つかった場合、この条件から
重大度が危険域の警告が送信され
ます。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

Computer

Sys_LinuxSecureLog

セキュリティで保護されたログインが
失敗した場合、ユーザーにアラートを
送信します。<*> sshd :Failed password
for <@.user> from <*.host> port <#>
ssh2 と一致するエラー状態がないか
チェックします。一致するものが見つ
かった場合、この条件から重大度が注
意域の警告が送信されます。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

Computer

Sys_AIXErrptLog

errpt ログ ファイル
/var/opt/OV/tmp/sispi/errpt.log
を監視し、エラー ログのエントリから
エラー レポートを作成します。errpt
ログ ファイルの列ごと
に、<@.errcode>
<2#.mo><2#.dd><2#.hh><2#.mm><2#.
yy> <@> <@> <@.object> <*.msgtext>
と一致するエラー状態がないか
チェックします。一致するものが見つ
かった場合、この条件から重大度が注
意域の警告が送信されます。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
DNSWarnError

Microsoft DNS サーバー サービスと関連 Windows イベン
プロセスのログ ファイルを監視し、重 ト ログ テンプ
大度が注意域またはエラーのログ エン レート
トリを転送します。このポリシー
は、DNS ログ ファイルに記録された以
下のエラーを検索します。

説明

l

l

l

ポリシー タイ
プ

DNS サーバーは、リソース レコー
ド用にメモリを割り当てることが
できませんでした。
DNS サーバーは、利用可能なメモ
リが不足していたためクライアン
ト要求を処理できませんでした。
DNS サーバーは、ゾーン転送ス
レッドを作成できませんでした。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明
l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
DHCPWarnError

DNS サーバーにファイル書き込み
エラーが発生しました。
DNS サーバーは、リモート プロ
シージャ コール (RPC) サービスを初
期化できませんでした。

DHCP イベント ログを監視し、重大度
が注意域またはエラーのイベント ログ
エントリを転送します。このポリシー
は、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

l

l

l

l

ポリシー タイ
プ

Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

Iashlpr が NPS サービスと通信でき
ません。
スコープまたはスーパースコープ
の BOOTP クライアントに使用でき
る IP アドレスはありません。
DHCP サーバーが、クライアントの
NAP アクセス状態を判定するために
NPS サーバーにアクセスできませ
ん。
スコープまたはスーパースコープ
のリースに使用できる IP アドレス
はありません。
DHCP サービスは監査ログの初期化
に失敗しました。
ローカル コンピューターの
DHCP/BINL サービスは、開始権限が
ないと判断しました。
このワークグループ サーバーの
DHCP/BINL サービスは、IP アドレス
を持つ別のサーバーを検出しまし
た。
DHCP サービスは DHCP のレジスト
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

ポリシー タイ
プ

リ構成の復元に失敗しました。
l

l

l

l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
NFSWarnError

DHCP サービスはレジストリからグ
ローバル BOOTP ファイル名を読み
取ることができませんでした。
アクティブなインタフェースがな
いため、DHCP サービスはクライア
ントにサービスを提供していませ
ん。
DHCP サーバーにバインドされた静
的 IP アドレスがありません。
DHCP サーバー サービスがサービス
コントローラーへの登録に失敗し
ました。
DHCP サーバー サービスはレジスト
リ パラメーターの初期化に失敗し
ました。

NFS イベント ログを監視し、重大度が
注意域またはエラーのイベント ログ
エントリを転送します。このポリシー
は、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

空き領域が不足しているため、NFS
サーバーは監査の記録を停止しま
した。
監査ログが最大ファイル サイズに
達しました。
NFS サーバーは RPC ポート マッ
パーに登録できませんでした。
NFS サーバーはフェーズ 2 の初期化
中に NFS ドライバーからエラーを
受信しました。
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CI タイプ
Computer

ポリシー テンプレー
ト

説明

Sys_
MSWindowsServer_
TerminalServiceWarnErr
or

ターミナル サービスのイベント ログ
で、重大度が注意域またはエラーのエ
ントリを転送します。このポリシー
は、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
WindowsLogonWarnErr
or

l

l

l

l

Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

ターミナル サーバーは現在接続を
受け入れないように構成されてい
るため、接続要求が拒否されまし
た。
認証が失敗したので自動再接続は
失敗し、ユーザーはセッションに
再接続できませんでした。
ターミナル サービスの開始に失敗
しました。
ターミナル サーバーは多数の不完
全な接続を受信しました。

Windows ログオンと初期化のイベント
ログを監視し、重大度が注意域または
エラーのエラー ログ エントリを転送
します。このポリシーは、Windows ロ
グ ファイルに記録された以下のエラー
を検索します。
l

ポリシー タイ
プ

Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

Windows のライセンスが無効で
す。
Windows のライセンス認証の手続
きが失敗しました。
Windows のログオン プロセスに
よって、デスクトップを切り替え
ることができませんでした。
Windows のログオン プロセスは予
期せぬ原因により終了しました。
Windows のログオン プロセスに
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

ポリシー タイ
プ

よって、ユーザー アプリケーショ
ンを起動できませんでした。
l

l

Windows のログオン プロセスに
よって、現在ログオンしている
ユーザーのプロセスを終了できま
せんでした。
Windows のログオン プロセスに
よって、ユーザー セッションを切
断できませんでした。

システム インフラストラクチャ検出
システム インフラストラクチャ検出アスペクトは、管理ノードのシステム リソース、オペレー
ティング システム、アプリケーションに関する情報を検出し、収集します。

CI タイプ
Computer

ポリシー テンプ
レート

説明

ポリシー タイプ

OPC_PERL_
INCLUDE_ INSTR_DIR

Operations Agent の xpl config ネーム ス
ペースでの OPC_PERL_INCLUDE_INSTR_
DIR の設定に使用されま
す。Infrastructure SPI のポリシーを使用
する場合は、この値を TRUE に設定し
ます。

ノード情報テン
プレート

Sys_
SystemDiscovery

ポリシー テンプレートは、ハードウェ サービス自動検
ア リソース、オペレーティング システ 出テンプレート
ムの属性、アプリケーションなどの
サービス情報を管理ノードから収集し
ます。

詳細 Weblogic 管理テンプレート
詳細 WebLogic 管理テンプレートでは、WebLogic サーバーの詳細コンポーネントと、インフラス
トラクチャおよび Oracle データベースの基本コンポーネントを監視します。
アクセスするには、以下の操作を行います。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle WebLogic 管理] > [管理テンプレー
ト] > [詳細 Weblogic 管理テンプレート] を選択します。
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ユーザー インタフェースの参照情報
管理テンプレート - 一般
管理テンプレートの属性情報の概要。
UI 要素

説明

名前

詳細 Weblogic 管理テンプレート

説明

管理テンプレートの説明。

ID

管理テンプレートの GUI バージョンの管理テンプレートを一意に特定する
ID。

バージョン ID

このバージョンの管理テンプレートを一意に特定する ID。

バージョン

管理テンプレートの現在のバージョン。このインスタンスでは、管理テン
プレートのバージョンは 1.0。

変更ログ

このバージョンの管理テンプレートで行われた新規追加または変更の内容
を示すテキスト。

管理テンプレート - トポロジ ビュー
管理テンプレートに割り当てる CI タイプの概要です。
UI 要素

説明

トポロジ ビュー

J2EE_Deployment は、詳細 WebLogic 管理テンプレートのトポロジ ビューで
す。このビューには、管理テンプレートを使用して管理する CI タイプが含
まれます。

CI タイプ

詳細 WebLogic 管理テンプレートで管理する CI のタイプ。これは、管理テ
ンプレートの割り当てが可能な CI のタイプを表します。詳細 WebLogic 管
理テンプレートには、WebLogic アプリケーション サーバー CI タイプが含
まれます。

管理テンプレート - アスペクト
詳細 WebLogic 管理テンプレートには、次のアスペクトが含まれます。
Weblogic 認証
Weblogic ベース
Weblogic キャッシュ使用率
Weblogic クラスタ ステータス
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Weblogic EJB パフォーマンス
Weblogic JCA 統計
Weblogic JDBC 接続プール ステータス
Weblogic JMS パフォーマンス
Weblogic JVM ヒープ メモリ
Weblogic Server ステータス
Weblogic サーブレット パフォーマンス
Weblogic スレッド ステータス
Weblogic トランザクション
Weblogic Web アプリケーション ステータス
Weblogic 認証
WebLogic Server のログイン試行と失敗をモニタします。

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター 説明

J2EE Server

Weblogic_
InvalidLoginAttemptsCo
unt

ServerSessions:
高/
ServerSessions:
正常域

ポリシー タイ
プ

無効なログイン 測定値しきい値
試行の数。

詳細 WebLogic 管理テンプレートには、インフラストラクチャ要素を監視するための以下のイン
フラストラクチャ アスペクトが含まれます。
帯域幅使用量とネットワーク IOPS
帯域幅使用量とネットワーク IOPS アスペクトは、ネットワーク内のシステムの I/O 操作とパ
フォーマンスを監視します。使用中の帯域幅、送信キューの長さ、平均転送バイト数/秒に基づ
き、ネットワークの I/O オペレーションおよびパフォーマンスを監視します。
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

Computer

Sys_
NetworkUsageAndPerformance

システムのネットワーク使用
率を監視し、エラー レート
と競合を表示します。これに
より、ネットワークに潜在的
なボトルネックがあるかどう
かを判断できます。このポリ
シー テンプレートは、vMA
マシンだけの物理 NIC を監視
します。Windows オペレー
ティング システムで
は、BYNETIF_COLLISION メト
リックを使用できないので、
パッケージ競合に関するパ
フォーマンス データは監視
しません。

測定値しきい値
テンプレート

Sys_PerNetifInbyteBaseline-AT

このポリシーは、所定の間隔
でのネットワーク インタ
フェースの送信バイト率を監
視します。管理対象ノード上
の各ネットワーク インタ
フェースで発信バイト数を個
別に監視します。すべての間
隔でネットワーク インタ
フェースの各インスタンスを
個別に処理します。

Sys_PerNetifOutbyteBaselineAT

所定の間隔における個別の
ネットワーク インタフェー
スの着信バイト レートを監
視します。管理対象ノード上
の各ネットワーク インタ
フェースで着信バイト数を個
別に監視します。すべての間
隔でネットワーク インタ
フェースの各インスタンスを
個別に処理します。

CPU パフォーマンス
CPU パフォーマンス アスペクトは、CPU 使用率や CPU 使用率のスパイクなど、全体的な CPU パ
フォーマンスを監視します。CPU パフォーマンスの監視には、合計 CPU 使用率、ユーザー モード
での CPU 使用率、システム モードでの CPU 使用率、割り込み率が使用されます。
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

Computer

Sys_CPUSpikeCheck

このポリシー テンプレートは、プ
ロセッサー パフォーマンスのばら
つきを監視します。CPU スパイク
とは、CPU 使用率が急増した直後
に低減する現象です。このポリ
シー テンプレートは、ユーザー
モードとシステム モードで消費し
た CPU 時間を監視します。ま
た、CPU がビジー状態の CPU 時間
の合計も監視します。

測定値しきい値
テンプレート

Sys_GlobalCPUUtilization- 管理対象ノード上の CPU のパ
AT
フォーマンスを監視し、すべての
CPU に対する使用率がしきい値レ
ベルを超えた場合にアラートを送
信します。
Sys_PerCPUUtilization-AT

管理対象ノード上の各 CPU の使用
率を監視します。すべての間隔で
各 CPU インスタンスを個別に処理
します。

Sys_
CPU の実行キューで待機中のプロ
RunQueueLengthMonitor- セス数を監視し、実行キュー内の
AT
プロセス数がしきい値レベルを超
えた場合にアラートを送信しま
す。
メモリとスワップの使用量
メモリとスワップの使用量アスペクトは、システムのメモリ パフォーマンスを監視します。メモ
リ パフォーマンスの監視は、メモリ使用率 (割合)、スワップ領域使用率 (割合)、使用可能な空き
メモリ (MB)、使用可能な空きスワップ領域 (MB) に基づき行われます。
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

Computer

Sys_
非ページ プールのメモ
MSWindowsNonPagedPoolUtilization- リを監視します。非
AT
ページ プールは、使用
中でない場合でもディ
スクに書き込むことが
できないオブジェクト
に対する物理システム
メモリの領域です。
Sys_
MSWindowsPagedPoolUtilization-AT

ページ プールのメモリ
を監視します。ページ
プールは、使用中でな
い場合にディスクに書
き込むことができるオ
ブジェクトに対する物
理システム メモリの領
域です。

Sys_MemoryUsageAndPerformance

このポリシー テンプ
レートはシステムのメ
モリ使用率を監視し、
メモリにボトルネック
があるかどうかを判断
するためのエラー レー
トと競合を表示しま
す。

Sys_MemoryUtilization-AT

グローバル メモリ使用
率を監視します。メモ
リ使用率は、当該間隔
における使用中の物理
メモリの割合です。こ
れには、カーネル、
バッファ キャッシュ、
ユーザー メモリによっ
て占有されるシステム
メモリが含まれます。
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

Sys_SwapCapacityMonitor

このポリシー テンプ
レートは、システムの
スワップ領域使用率を
監視します。

Sys_SwapUtilization-AT

管理対象ノードでシス
テムによって使用され
るグローバル スワップ
領域を監視します。

ポリシー タイプ

リモート ディスク領域使用量
リモート ディスク領域使用量アスペクトは、リモート ディスク領域の使用率を監視します。
CI タイプ

ポリシー テンプレート

ポリシーの説明

ポリシー タイプ

Computer、
FileSystem

Sys_
LinuxCifsUtilizationMonitor

このポリシー テンプレート
は、Linux プラットフォーム上の
CIFS リモート ファイル システム
の領域使用率レベルを監視しま
す。

測定値しきい値
テンプレート

Sys_
LinuxNfsUtilizationMonitor

このポリシー テンプレート
は、Linux プラットフォーム上の
NFS リモート ファイル システム
の領域使用率レベルを監視しま
す。

リソース ボトルネック診断
リソース ボトルネック診断アスペクトは、CPU、メモリ、ネットワークおよびディスクなどのシ
ステム リソースの混雑やボトルネックとなっている状態を特定します。CPU のボトルネック監視
は、グローバル CPU 使用率と負荷平均 (実行キューの長さ) に基づいて行われます。メモリ ボトル
ネックの監視は、メモリ使用率、使用可能な空き容量、メモリ スワップアウト率に基づいて行わ
れます。ファイル システムの監視は、ノード上の最もビジーなファイル システムの領域使用率に
基づいて行われます。ネットワークの監視は、パケット衝突率、パケット エラー率、送信キュー
の長さに基づいて行われます。
CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

Computer

Sys_CPUBottleneckDiagnosis

このポリシー テンプレート
測定値しきい値
は、CPU 使用率のしきい値超 テンプレート
過、プロセッサーのキュー
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

の長さ、システム上の CPU
合計数、オペレーティング
システムなどの CPU ボトル
ネックを検出します。
キューで CPU 時間を待って
いるプロセス数のしきい値
とともに CPU 使用率のしき
い値違反があった場合は、
ポリシーから警告が送信さ
れます。メッセージに
は、CPU 使用率が高い上位
10 位までのプロセスの一覧
も表示されます。
Computer

Sys_DiskPeakUtilMonitor

このポリシー テンプレート
は、システムのディスク使
用率レベルを監視します。
使用率が最大レベルかどう
かをチェックします。

測定値しきい値
テンプレート

Computer

Sys_
MemoryBottleneckDiagnosis

このポリシー テンプレート
は、物理メモリの使用率と
ボトルネックを監視しま
す。メモリがボトルネック
となる状態は、メモリの使
用率が高く、使用可能なメ
モリが極めて不足している
場合に発生します。メモリ
ボトルネックが発生する
と、システムの処理速度が
低下し、全体的なパフォー
マンスに影響を与えます。
メモリ消費量が高いとペー
ジ アウトが過剰に発生し、
ページ走査率やスワップア
ウト バイト率、ページの要
求率が高くなります。最終
的には、システムの処理速
度が低下します。メッセー
ジには、メモリ使用率が高
い上位 10 位までのプロセス

測定値しきい値
テンプレート

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

36 / 189 ページ

オンライン ヘルプの PDF 版
第3章: コンポーネント

CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

の一覧も表示されます。
Computer

Sys_
このポリシー テンプレート
NetworkInterfaceErrorDiagnosis はシステムのネットワーク
使用率を監視し、潜在的な
ネットワークのボトル
ネックまたはエラーを
チェックします。

測定値しきい値
テンプレート

空き領域とディスク IOPS
空き領域とディスク IOPS アスペクトは、システムのディスク I/O 操作と領域使用率を監視しま
す。
CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

Computer

Sys_
論理ファイル システムのディ
FileSystemUtilizationMonitor スク容量を監視します。
Sys_
PerDiskAvgServiceTime-AT

ディスク I/O サービス時間を監
視します。ディスク平均サービ
ス時間は、所定の時間内に各
ディスク要求の処理にディスク
が費やした時間です。このポリ
シーでは、ノードの HP
Performance Agent が必要で
す。

Sys_PerDiskUtilization-AT

ディスクのマルチインスタンス
ベースラインを決定します。
ディスク使用率は、システムで
ディスクが要求処理中状態だっ
た時間の割合です。このポリ
シーでは、ノードの HP
Performance Agent が必要で
す。

ポリシー タイプ
測定値しきい値
テンプレート

システム フォールト分析
システム フォールト分析アスペクトは、クリティカルなエラー条件とその説明が記録されたカー
ネル ログ ファイル、ブート ログ ファイル、イベント ログ ファイルを監視します。

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

37 / 189 ページ

オンライン ヘルプの PDF 版
第3章: コンポーネント

CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

Computer

Sys_LinuxKernelLog

カーネル ログ ファイル /var/log/ を監
視し、カーネル サービスに障害が発
生した場合に警告を送信します。カー
ネル ログ ファイルで、<*>
kernel:<@.service>:<*.msg> failed のパ
ターンと一致するエラー条件を
チェックします。一致するものが見つ
かった場合、この条件から重大度が警
戒域の警告が送信されます。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

Computer

Sys_LinuxBootLog

このポリシー テンプレートはブート
ログ ファイル /var/log/boot.log を
監視し、システム ブート エラーが発
生した場合に警告を送信します。以下
の条件をチェックします。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

説明

l

l

ポリシー タイ
プ

サービスの開始失敗 - ブート ログ
ファイルで、<*>
<@.service>:<@.daemon> startup
failed のパターンと一致するエラー
条件をチェックします。一致する
ものが見つかった場合、この条件
から重大度が警戒域の警告が送信
されます。
サービスの失敗 - ログ ファイル
で、<*> <@.service>:<*.msg> failed
のパターンと一致するエラー条件
をチェックします。一致するもの
が見つかった場合、この条件から
重大度が危険域の警告が送信され
ます。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

Computer

Sys_LinuxSecureLog

セキュリティで保護されたログインが
失敗した場合、ユーザーにアラートを
送信します。<*> sshd :Failed password
for <@.user> from <*.host> port <#>
ssh2 と一致するエラー状態がないか
チェックします。一致するものが見つ
かった場合、この条件から重大度が注
意域の警告が送信されます。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

Computer

Sys_AIXErrptLog

errpt ログ ファイル
/var/opt/OV/tmp/sispi/errpt.log を監視
し、エラー ログのエントリからエ
ラー レポートを作成します。errpt ロ
グ ファイルの列ごとに、<@.errcode>
<2#.mo><2#.dd><2#.hh><2#.mm><2#.
yy> <@> <@> <@.object> <*.msgtext>
と一致するエラー状態がないか
チェックします。一致するものが見つ
かった場合、この条件から重大度が注
意域の警告が送信されます。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
DNSWarnError

Microsoft DNS サーバー サービスと関
連プロセスのログ ファイルを監視
し、重大度が注意域またはエラーのロ
グ エントリを転送します。このポリ
シーは、DNS ログ ファイルに記録さ
れた以下のエラーを検索します。

Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

説明

l

l

l

l

ポリシー タイ
プ

DNS サーバーは、リソース レコー
ド用にメモリを割り当てることが
できませんでした。
DNS サーバーは、利用可能なメモ
リが不足していたためクライアン
ト要求を処理できませんでした。
DNS サーバーは、ゾーン転送ス
レッドを作成できませんでした。
DNS サーバーにファイル書き込み
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

ポリシー タイ
プ

エラーが発生しました。
l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
DHCPWarnError

DNS サーバーは、リモート プロ
シージャ コール (RPC) サービスを
初期化できませんでした。

DHCP イベント ログを監視し、重大度
が注意域またはエラーのイベント ロ
グ エントリを転送します。このポリ
シーは、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

l

l

l

l

Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

Iashlpr が NPS サービスと通信でき
ません。
スコープまたはスーパースコープ
の BOOTP クライアントに使用でき
る IP アドレスはありません。
DHCP サーバーが、クライアントの
NAP アクセス状態を判定するため
に NPS サーバーにアクセスできま
せん。
スコープまたはスーパースコープ
のリースに使用できる IP アドレス
はありません。
DHCP サービスは監査ログの初期化
に失敗しました。
ローカル コンピューターの
DHCP/BINL サービスは、開始権限が
ないと判断しました。
このワークグループ サーバーの
DHCP/BINL サービスは、IP アドレス
を持つ別のサーバーを検出しまし
た。
DHCP サービスは DHCP のレジスト
リ構成の復元に失敗しました。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明
l

l

l

l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
NFSWarnError

l

l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_

DHCP サービスはレジストリからグ
ローバル BOOTP ファイル名を読み
取ることができませんでした。
アクティブなインタフェースがな
いため、DHCP サービスはクライア
ントにサービスを提供していませ
ん。
DHCP サーバーにバインドされた静
的 IP アドレスがありません。
DHCP サーバー サービスがサービス
コントローラーへの登録に失敗し
ました。
DHCP サーバー サービスはレジスト
リ パラメーターの初期化に失敗し
ました。

NFS イベント ログを監視し、重大度が
注意域またはエラーのイベント ログ
エントリを転送します。このポリシー
は、次のエラーを検索します。
l

ポリシー タイ
プ

Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

空き領域が不足しているため、NFS
サーバーは監査の記録を停止しま
した。
監査ログが最大ファイル サイズに
達しました。
NFS サーバーは RPC ポート マッ
パーに登録できませんでした。
NFS サーバーはフェーズ 2 の初期
化中に NFS ドライバーからエラー
を受信しました。

ターミナル サービスのイベント ログ
で、重大度が注意域またはエラーのエ
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

TerminalServiceWarnErr ントリを転送します。このポリシー
or
は、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
WindowsLogonWarnErr
or

l

l

l

l

レート

ターミナル サーバーは現在接続を
受け入れないように構成されてい
るため、接続要求が拒否されまし
た。
認証が失敗したので自動再接続は
失敗し、ユーザーはセッションに
再接続できませんでした。
ターミナル サービスの開始に失敗
しました。
ターミナル サーバーは多数の不完
全な接続を受信しました。

Windows ログオンと初期化のイベント
ログを監視し、重大度が注意域または
エラーのエラー ログ エントリを転送
します。このポリシーは、Windows ロ
グ ファイルに記録された以下のエ
ラーを検索します。
l

ポリシー タイ
プ

Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

Windows のライセンスが無効で
す。
Windows のライセンス認証の手続
きが失敗しました。
Windows のログオン プロセスに
よって、デスクトップを切り替え
ることができませんでした。
Windows のログオン プロセスは予
期せぬ原因により終了しました。
Windows のログオン プロセスに
よって、ユーザー アプリケーショ
ンを起動できませんでした。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明
l

l

ポリシー タイ
プ

Windows のログオン プロセスに
よって、現在ログオンしている
ユーザーのプロセスを終了できま
せんでした。
Windows のログオン プロセスに
よって、ユーザー セッションを切
断できませんでした。

システム インフラストラクチャ検出
システム インフラストラクチャ検出アスペクトは、管理ノードのシステム リソース、オペレー
ティング システム、アプリケーションに関する情報を検出し、収集します。

CI タイプ
Computer

ポリシー テンプ
レート

説明

ポリシー タイプ

OPC_PERL_
INCLUDE_ INSTR_DIR

Operations Agent の xpl config ネームス ノード情報テン
ペースでの OPC_PERL_INCLUDE_
プレート
INSTR_DIR の設定に使用されま
す。Infrastructure SPI のポリシーを使
用する場合は、この値を TRUE に設定
します。

Sys_
SystemDiscovery

ポリシー テンプレートは、ハード
サービス自動検
ウェア リソース、オペレーティング
出テンプレート
システムの属性、アプリケーションな
どのサービス情報を管理ノードから収
集します。

詳細 Weblogic およびデータベース管理テンプレート
詳細 WebLogic およびデータベース管理テンプレートでは、WebLogic サーバーのコンポーネント
と、インフラストラクチャおよび Oracle データベースの基本コンポーネントを監視します。
アクセスするには、以下の操作を行います。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle WebLogic 管理] > [管理テンプレー
ト] > [詳細 Weblogic とデータベース管理テンプレート] を選択します。
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ユーザー インタフェースの参照情報
管理テンプレート - 一般
管理テンプレートの属性情報の概要。
UI 要素

説明

名前

詳細 WebLogic およびデータベース管理テンプレート

説明

管理テンプレートの説明。

ID

管理テンプレートの GUI バージョンの管理テンプレートを一意に特定する
ID。

バージョン ID

このバージョンの管理テンプレートを一意に特定する ID。

バージョン

管理テンプレートの現在のバージョン。このインスタンスでは、管理テン
プレートのバージョンは 1.0。

変更ログ

このバージョンの管理テンプレートで行われた新規追加または変更の内容
を示すテキスト。

管理テンプレート - トポロジ ビュー
管理テンプレートに割り当てる CI タイプの概要です。
UI 要素

説明

トポロジ ビュー

J2EE_Database_Deployment は、詳細 Weblogic とデータベース管理テンプ
レートのトポロジ ビューです。このビューには、管理テンプレートを使用
して管理する CI タイプが含まれます。

CI タイプ

詳細 Weblogic とデータベース管理で管理する CI のタイプ。これは、管理テ
ンプレートの割り当てが可能な CI のタイプを表します。詳細 WebLogic と
データベース管理テンプレートには、WebLogic アプリケーション サーバー
CI タイプが含まれます。

管理テンプレート - アスペクト
詳細 WebLogic とデータベース管理テンプレートには、次のアスペクトが含まれます。
Weblogic 認証
Weblogic ベース
Weblogic キャッシュ使用率
Weblogic クラスタ ステータス
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Weblogic EJB パフォーマンス
Weblogic JCA 統計
Weblogic JDBC 接続プール ステータス
Weblogic JMS パフォーマンス
Weblogic JVM ヒープ メモリ
Weblogic Server ステータス
Weblogic サーブレット パフォーマンス
Weblogic スレッド ステータス
Weblogic トランザクション
Weblogic Web アプリケーション ステータス
詳細 WebLogic およびデータベース管理テンプレートには、インフラストラクチャ要素を監視す
るための以下のインフラストラクチャ アスペクトが含まれます。
帯域幅使用量とネットワーク IOPS
帯域幅使用量とネットワーク IOPS アスペクトは、ネットワーク内のシステムの I/O 操作とパ
フォーマンスを監視します。使用中の帯域幅、送信キューの長さ、平均転送バイト数/秒に基づ
き、ネットワークの I/O オペレーションおよびパフォーマンスを監視します。
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

Computer

Sys_
NetworkUsageAndPerformance

システムのネットワーク使用 測定値しきい値
率を監視し、エラー レートと テンプレート
競合を表示します。これによ
り、ネットワークに潜在的な
ボトルネックがあるかどうか
を判断できます。このポリ
シー テンプレートは、vMA マ
シンだけの物理 NIC を監視し
ます。Windows オペレーティ
ング システムでは、BYNETIF_
COLLISION メトリックを使用
できないので、パッケージ競
合に関するパフォーマンス
データは監視しません。

Sys_PerNetifInbyteBaseline-AT

このポリシーは、所定の間隔
でのネットワーク インタ
フェースの送信バイト率を監
視します。管理対象ノード上
の各ネットワーク インタ
フェースで発信バイト数を個
別に監視します。すべての間
隔でネットワーク インタ
フェースの各インスタンスを
個別に処理します。

Sys_PerNetifOutbyteBaselineAT

所定の間隔における個別の
ネットワーク インタフェース
の着信バイト レートを監視し
ます。管理対象ノード上の各
ネットワーク インタフェース
で着信バイト数を個別に監視
します。すべての間隔でネッ
トワーク インタフェースの各
インスタンスを個別に処理し
ます。

CPU パフォーマンス
CPU パフォーマンス アスペクトは、CPU 使用率や CPU 使用率のスパイクなど、全体的な CPU パ
フォーマンスを監視します。CPU パフォーマンスの監視には、合計 CPU 使用率、ユーザー モード
での CPU 使用率、システム モードでの CPU 使用率、割り込み率が使用されます。
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

Computer

Sys_CPUSpikeCheck

このポリシー テンプレートは、プ
ロセッサー パフォーマンスのばら
つきを監視します。CPU スパイク
とは、CPU 使用率が急増した直後
に低減する現象です。このポリ
シー テンプレートは、ユーザー
モードとシステム モードで消費し
た CPU 時間を監視します。ま
た、CPU がビジー状態の CPU 時間
の合計も監視します。

測定値しきい値
テンプレート

Sys_GlobalCPUUtilization- 管理対象ノード上の CPU のパ
AT
フォーマンスを監視し、すべての
CPU に対する使用率がしきい値レ
ベルを超えた場合にアラートを送
信します。
Sys_PerCPUUtilization-AT

管理対象ノード上の各 CPU の使用
率を監視します。すべての間隔で
各 CPU インスタンスを個別に処理
します。

Sys_
CPU の実行キューで待機中のプロ
RunQueueLengthMonitor- セス数を監視し、実行キュー内の
AT
プロセス数がしきい値レベルを超
えた場合にアラートを送信しま
す。
メモリとスワップの使用量
メモリとスワップの使用量アスペクトは、システムのメモリ パフォーマンスを監視します。メモ
リ パフォーマンスの監視は、メモリ使用率 (割合)、スワップ領域使用率 (割合)、使用可能な空き
メモリ (MB)、使用可能な空きスワップ領域 (MB) に基づき行われます。
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

Computer

Sys_
非ページ プールのメモ
MSWindowsNonPagedPoolUtilization- リを監視します。非
AT
ページ プールは、使用
中でない場合でもディ
スクに書き込むことが
できないオブジェクト
に対する物理システム
メモリの領域です。
Sys_
MSWindowsPagedPoolUtilization-AT

ページ プールのメモリ
を監視します。ページ
プールは、使用中でな
い場合にディスクに書
き込むことができるオ
ブジェクトに対する物
理システム メモリの領
域です。

Sys_MemoryUsageAndPerformance

このポリシー テンプ
レートはシステムのメ
モリ使用率を監視し、
メモリにボトルネック
があるかどうかを判断
するためのエラー レー
トと競合を表示しま
す。

Sys_MemoryUtilization-AT

グローバル メモリ使用
率を監視します。メモ
リ使用率は、当該間隔
における使用中の物理
メモリの割合です。こ
れには、カーネル、
バッファ キャッシュ、
ユーザー メモリによっ
て占有されるシステム
メモリが含まれます。
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

Sys_SwapCapacityMonitor

このポリシー テンプ
レートは、システムの
スワップ領域使用率を
監視します。

Sys_SwapUtilization-AT

管理対象ノードでシス
テムによって使用され
るグローバル スワップ
領域を監視します。

ポリシー タイプ

リモート ディスク領域使用量
リモート ディスク領域使用量アスペクトは、リモート ディスク領域の使用率を監視します。
CI タイプ

ポリシー テンプレート

ポリシーの説明

ポリシー タイプ

Computer、
FileSystem

Sys_
LinuxCifsUtilizationMonitor

このポリシー テンプレート
は、Linux プラットフォーム上の
CIFS リモート ファイル システム
の領域使用率レベルを監視しま
す。

測定値しきい値
テンプレート

Sys_
LinuxNfsUtilizationMonitor

このポリシー テンプレート
は、Linux プラットフォーム上の
NFS リモート ファイルシステム
の領域使用率レベルを監視しま
す。

リソース ボトルネック診断
リソース ボトルネック診断アスペクトは、CPU、メモリ、ネットワークおよびディスクなどのシ
ステム リソースの混雑やボトルネックとなっている状態を特定します。CPU のボトルネック監視
は、グローバル CPU 使用率と負荷平均 (実行キューの長さ) に基づいて行われます。メモリ ボトル
ネックの監視は、メモリ使用率、使用可能な空き容量、メモリ スワップアウト率に基づいて行わ
れます。ファイル システムの監視は、ノード上の最もビジーなファイル システムの領域使用率に
基づいて行われます。ネットワークの監視は、パケット衝突率、パケット エラー率、送信キュー
の長さに基づいて行われます。
CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

Computer

Sys_CPUBottleneckDiagnosis

このポリシー テンプレート
は、CPU 使用率のしきい値超
過、プロセッサーのキューの

測定値しきい値
テンプレート
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

長さ、システム上の CPU 合
計数、オペレーティング シ
ステムなどの CPU ボトル
ネックを検出します。キュー
で CPU 時間を待っているプ
ロセス数のしきい値とともに
CPU 使用率のしきい値違反が
あった場合は、ポリシーから
警告が送信されます。メッ
セージには、CPU 使用率が高
い上位 10 位までのプロセス
の一覧も表示されます。
Computer

Sys_DiskPeakUtilMonitor

このポリシー テンプレート
は、システムのディスク使用
率レベルを監視します。使用
率が最大レベルかどうかを
チェックします。

測定値しきい値
テンプレート

Computer

Sys_
MemoryBottleneckDiagnosis

このポリシー テンプレート
は、物理メモリの使用率とボ
トルネックを監視します。メ
モリがボトルネックとなる状
態は、メモリの使用率が高
く、使用可能なメモリが極め
て不足している場合に発生し
ます。メモリ ボトルネック
が発生すると、システムの処
理速度が低下し、全体的なパ
フォーマンスに影響を与えま
す。メモリ消費量が高いと
ページ アウトが過剰に発生
し、ページ走査率やスワップ
アウト バイト率、ページの
要求率が高くなります。最終
的には、システムの処理速度
が低下します。メッセージに
は、メモリ使用率が高い上位
10 位までのプロセスの一覧
も表示されます。

測定値しきい値
テンプレート
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

Computer

Sys_
このポリシー テンプレート
NetworkInterfaceErrorDiagnosis はシステムのネットワーク使
用率を監視し、潜在的なネッ
トワークのボトルネックまた
はエラーをチェックします。

ポリシー タイプ
測定値しきい値
テンプレート

空き領域とディスク IOPS
空き領域とディスク IOPS アスペクトは、システムのディスク I/O 操作と領域使用率を監視しま
す。
CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

Computer

Sys_
論理ファイル システムのディ
FileSystemUtilizationMonitor スク容量を監視します。
Sys_
PerDiskAvgServiceTime-AT

ディスク I/O サービス時間を監
視します。ディスク平均サービ
ス時間は、所定の時間内に各
ディスク要求の処理にディスク
が費やした時間です。このポリ
シーでは、ノードの HP
Performance Agent が必要です。

Sys_PerDiskUtilization-AT

ディスクのマルチインスタンス
ベースラインを決定します。
ディスク使用率は、システムで
ディスクが要求処理中状態だっ
た時間の割合です。このポリ
シーでは、ノードの HP
Performance Agent が必要です。

ポリシー タイプ
測定値しきい値
テンプレート

システム フォールト分析
システム フォールト分析アスペクトは、クリティカルなエラー条件とその説明が記録されたカー
ネル ログ ファイル、ブート ログ ファイル、イベント ログ ファイルを監視します。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

Computer

Sys_LinuxKernelLog

カーネル ログ ファイル /var/log/ を監
ログ ファイル
視し、カーネル サービスに障害が発生 エントリ テン
した場合に警告を送信します。カーネ プレート
ル ログ ファイルで、<*>
kernel:<@.service>:<*.msg> failed のパ
ターンと一致するエラー条件を
チェックします。一致するものが見つ
かった場合、この条件から重大度が警
戒域の警告が送信されます。

Computer

Sys_LinuxBootLog

このポリシー テンプレートはブート
ログ ファイル /var/log/boot.log を
監視し、システム ブート エラーが発
生した場合に警告を送信します。以下
の条件をチェックします。

説明

l

l

ポリシー タイ
プ

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

サービスの開始失敗 - ブート ログ
ファイルで、<*>
<@.service>:<@.daemon> startup
failed のパターンと一致するエラー
条件をチェックします。一致する
ものが見つかった場合、この条件
から重大度が警戒域の警告が送信
されます。
サービスの失敗 - ログ ファイル
で、<*> <@.service>:<*.msg> failed
のパターンと一致するエラー条件
をチェックします。一致するもの
が見つかった場合、この条件から
重大度が危険域の警告が送信され
ます。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

Computer

Sys_LinuxSecureLog

セキュリティで保護されたログインが
失敗した場合、ユーザーにアラートを
送信します。<*> sshd :Failed password
for <@.user> from <*.host> port <#>
ssh2 と一致するエラー状態がないか
チェックします。一致するものが見つ
かった場合、この条件から重大度が注
意域の警告が送信されます。

Computer

Sys_AIXErrptLog

errpt ログ ファイル
ログ ファイル
/var/opt/OV/tmp/sispi/errpt.log エントリ テン
を監視し、エラー ログのエントリから プレート
エラー レポートを作成します。errpt
ログ ファイルの列ごと
に、<@.errcode>
<2#.mo><2#.dd><2#.hh><2#.mm><2#.
yy> <@> <@> <@.object> <*.msgtext>
と一致するエラー状態がないか
チェックします。一致するものが見つ
かった場合、この条件から重大度が注
意域の警告が送信されます。

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
DNSWarnError

Microsoft DNS サーバー サービスと関
Windows イベン
連プロセスのログ ファイルを監視し、 ト ログ テンプ
重大度が注意域またはエラーのログ エ レート
ントリを転送します。このポリシー
は、DNS ログ ファイルに記録された以
下のエラーを検索します。

説明

l

l

l

ポリシー タイ
プ
ログ ファイル
エントリ テン
プレート

DNS サーバーは、リソース レコー
ド用にメモリを割り当てることが
できませんでした。
DNS サーバーは、利用可能なメモ
リが不足していたためクライアン
ト要求を処理できませんでした。
DNS サーバーは、ゾーン転送ス
レッドを作成できませんでした。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明
l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
DHCPWarnError

ポリシー タイ
プ

DNS サーバーにファイル書き込み
エラーが発生しました。
DNS サーバーは、リモート プロ
シージャ コール (RPC) サービスを
初期化できませんでした。

DHCP イベント ログを監視し、重大度 Windows イベン
が注意域またはエラーのイベント ログ ト ログ テンプ
エントリを転送します。このポリシー レート
は、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

l

l

l

l

Iashlpr が NPS サービスと通信でき
ません。
スコープまたはスーパースコープ
の BOOTP クライアントに使用でき
る IP アドレスはありません。
DHCP サーバーが、クライアントの
NAP アクセス状態を判定するため
に NPS サーバーにアクセスできま
せん。
スコープまたはスーパースコープ
のリースに使用できる IP アドレス
はありません。
DHCP サービスは監査ログの初期化
に失敗しました。
ローカル コンピューターの
DHCP/BINL サービスは、開始権限が
ないと判断しました。
このワークグループ サーバーの
DHCP/BINL サービスは、IP アドレス
を持つ別のサーバーを検出しまし
た。
DHCP サービスは DHCP のレジスト
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

ポリシー タイ
プ

リ構成の復元に失敗しました。
l

l

l

l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
NFSWarnError

DHCP サービスはレジストリからグ
ローバル BOOTP ファイル名を読み
取ることができませんでした。
アクティブなインタフェースがな
いため、DHCP サービスはクライア
ントにサービスを提供していませ
ん。
DHCP サーバーにバインドされた静
的 IP アドレスがありません。
DHCP サーバー サービスがサービス
コントローラーへの登録に失敗し
ました。
DHCP サーバー サービスはレジスト
リ パラメーターの初期化に失敗し
ました。

NFS イベント ログを監視し、重大度が
注意域またはエラーのイベント ログ
エントリを転送します。このポリシー
は、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

空き領域が不足しているため、NFS
サーバーは監査の記録を停止しま
した。
監査ログが最大ファイル サイズに
達しました。
NFS サーバーは RPC ポート マッ
パーに登録できませんでした。
NFS サーバーはフェーズ 2 の初期化
中に NFS ドライバーからエラーを
受信しました。
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CI タイプ
Computer

ポリシー テンプレー
ト

説明

Sys_
MSWindowsServer_
TerminalServiceWarnErr
or

ターミナル サービスのイベント ログ
で、重大度が注意域またはエラーのエ
ントリを転送します。このポリシー
は、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
WindowsLogonWarnErr
or

ポリシー タイ
プ
Windows イベン
ト ログ テンプ
レート

ターミナル サーバーは現在接続を
受け入れないように構成されてい
るため、接続要求が拒否されまし
た。
認証が失敗したので自動再接続は
失敗し、ユーザーはセッションに
再接続できませんでした。
ターミナル サービスの開始に失敗
しました。
ターミナル サーバーは多数の不完
全な接続を受信しました。

Windows ログオンと初期化のイベント Windows イベン
ログを監視し、重大度が注意域または ト ログ テンプ
エラーのエラー ログ エントリを転送
レート
します。このポリシーは、Windows ロ
グ ファイルに記録された以下のエラー
を検索します。
l

l

l

l

l

Windows のライセンスが無効で
す。
Windows のライセンス認証の手続
きが失敗しました。
Windows のログオン プロセスに
よって、デスクトップを切り替え
ることができませんでした。
Windows のログオン プロセスは予
期せぬ原因により終了しました。
Windows のログオン プロセスに
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

ポリシー タイ
プ

よって、ユーザー アプリケーショ
ンを起動できませんでした。
l

l

Windows のログオン プロセスに
よって、現在ログオンしている
ユーザーのプロセスを終了できま
せんでした。
Windows のログオン プロセスに
よって、ユーザー セッションを切
断できませんでした。

システム インフラストラクチャ検出
システム インフラストラクチャ検出アスペクトは、管理ノードのシステム リソース、オペレー
ティング システム、アプリケーションに関する情報を検出し、収集します。

CI タイプ
Computer

ポリシー テンプ
レート

説明

ポリシー タイプ

OPC_PERL_
INCLUDE_ INSTR_DIR

Operations Agent の xpl config ネームス
ペースでの OPC_PERL_INCLUDE_INSTR_
DIR の設定に使用されま
す。Infrastructure SPI のポリシーを使
用する場合は、この値を TRUE に設定
します。

ノード情報テン
プレート

Sys_
SystemDiscovery

ポリシー テンプレートは、ハードウェ サービス自動検
ア リソース、オペレーティング シス
出テンプレート
テムの属性、アプリケーションなどの
サービス情報を管理ノードから収集し
ます。

詳細 WebLogic およびデータベース管理テンプレートには、Oracle コンポーネントを監視するため
の以下の Oracle アスペクトが含まれます。
基本 Oracle ロック数およびラッチ数
このアスペクトは、Oracle ロック数の消費量 (割合) を監視し、セッション待ちロックカウントと
ラッチカウントの使用もチェックします。これは、基本タイプのアスペクトです。
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CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

ロールアップ メ
トリックとドリ
ルダウン メト
リック

Oracle

OracleDB_ 0028

ポリシーの説明

ポリシー タイプ

適用されません

全設定 DML ロック
数に対する使用 DML
ロック数の割合を監
視します。

測定値しきい値テ
ンプレート

OracleDB_ 0029

適用されません

ロックの解放を待っ
ているセッションの
数を監視します。

DBSPI - 0043

適用されません

エンキュー要求に対
するエンキュー タ
イムアウトの割合を
監視します。

基本 Oracle メモリ パフォーマンス
このアスペクトは、Oracle メモリ ユニット (バッファ キャッシュ、共有プール、およびライブラ
リ キャッシュ) を監視します。これは、基本タイプのアスペクトです。
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CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

ロールアップ メ
トリックとドリ
ルダウン メト
リック

Oracle

OracleDB_0021

ポリシーの説明

ポリシー タイプ

適用されません

論理読み取りに対す
るバッファー ビ
ジー待機の割合を監
視します。

測定値しきい値テ
ンプレート

OracleDB_0022

適用されません

全バッファ キャッ
シュの割合を監視し
ます。

OracleDB_0023

適用されません

現在のバッファ
キャッシュの割合を
監視します。

OracleDB_0024

適用されません

エンキュー要求に対
するエンキュー待機
の割合を監視しま
す。

OracleDB_0026

適用されません

ディクショナリ
キャッシュでの
キャッシュの割合を
監視します。

OracleDB_0027

適用されません

ライブラリ キャッ
シュの割合を監視し
ます。

OracleDB_0032

適用されません

REDO ログ スペース
要求の待機数を監視
します。

OracleDB_0033

適用されません

REDO 割り当てラッ
チ失敗の割合を監視
します。
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CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

ロールアップ メ
トリックとドリ
ルダウン メト
リック

OracleDB_0034

適用されません

REDO コピー ラッチ
失敗の割合を監視し
ます。

OracleDB_0035

適用されません

完了したバックグラ
ウンド チェックポ
イント率を監視しま
す。

OracleDB_0045

適用されません

空きプール メモリ
の割合を監視しま
す。

OracleDB_0083

適用されません

DBWR チェックポイ
ント率を監視しま
す。

ポリシーの説明

ポリシー タイプ

基本 Oracle クエリ パフォーマンス
このアスペクトは、Oracle クエリのパフォーマンスを Oracle メトリック (経過時間および CPU 時
間) をチェックして監視します。これは、基本タイプのアスペクトです。
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CI タイプ
Oracle

ポリシー テン
プレート

ロールアップ
メトリックと
ドリルダウン
メトリック

ポリシーの説明

OracleDB_
0106

ロールアップ

実行あたりの経過時間が長い SQL
ステートメントを監視します。

OracleDB_
0107

ロールアップ

各実行時の CPU 時間が長い SQL
ステートメントを監視します。

OracleDB_
0108

ロールアップ

全表走査を実行する SQL ステート
メントを監視します。

OracleDB_
0119

適用されませ
ん

高負荷な SQL ステートメントの数
を監視します。

OracleDB_
0306

ドリルダウン

実行あたりの経過時間が長い SQL
ステートメントを監視します。

OracleDB_
0307

ドリルダウン

各実行時の CPU 時間が長い SQL
ステートメントを監視します。

OracleDB_
0308

ドリルダウン

全表走査を実行する SQL ステート
メントを監視します。

ポリシー タイ
プ
測定値しきい
値テンプレー
ト

基本 Oracle セグメント領域
このアスペクトは、データベース ストレージのユニット (セグメントおよびエクステント) を監視
します。これは、基本タイプのアスペクトです。

CI タイプ
Oracle

ポリシー テン
プレート

ロールアップ
メトリックと
ドリルダウン
メトリック

ポリシーの説明

OracleDB_
0016

ロールアップ

拡張できないセグメントを監視し
ます。

OracleDB_
0215

適用されませ
ん

割り当てられるセグメントのサイ
ズ (MB) を監視します。

OracleDB_
0216

ドリルダウン

拡張できないセグメントを監視し
ます。

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

ポリシー タイ
プ
測定値しきい
値テンプレー
ト

61 / 189 ページ

オンライン ヘルプの PDF 版
第3章: コンポーネント

Oracle アーカイブ ヘルス
このアスペクトは、Oracle デバイスの領域、アーカイブの頻度率、アーカイブされていない REDO
ログを監視します。

CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

ロールアップ メ
トリックとドリル
ダウン メト
リック
説明

Oracle

OracleDB_0056

適用されません

アーカイブ デバイス 測定値しきい値
に収容可能なアーカ テンプレート
イブ ログの数を監視
します。

OracleDB_0057

適用されません

アーカイブ ログの書
き込み間隔の平均時
間 (分) を監視しま
す。

OracleDB_0058

適用されません

アーカイブ デバイス
の空き容量の割合を
監視します。

OracleDB_0060

適用されません

アーカイブされてい
ない REDO ログの数
を監視します。

ポリシー タイプ

Oracle データベース可用性
このアスペクトは、Oracle データベースの接続状況、プロセス、ログオンを監視します。
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

ロールアップ メト
リックとドリルダウ
ン メトリック

Oracle

OracleDB_0001

適用されません

データベース
測定値しきい値
ステータスを監 テンプレート
視します。

OracleDB_0002

適用されません

データベース
プロセス
チェックを監視
します。

OracleDB_0037

適用されません

ログオン数を監 ConfigFile テン
視します。
プレート

OracleDB_0082

適用されません

起動後の最大
測定値しきい値
セッション数を テンプレート
監視します。

OracleDB_0087

適用されません

設定に対する現
在のプロセスの
割合を監視しま
す。

OracleDB_0201

適用されません

稼働時間のレ
ポート。

OracleDB_
ListenerStatus

適用されません

Oracle Listener
ConfigFile テン
のチェックと監 プレート
視を行います。

説明

ポリシー タイ
プ

ConfigFile テン
プレート

Oracle 検出
このアスペクトは、Oracle インスタンス、RAC インスタンス、ASM インスタンスを検出します。
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CI タイプ
Computer
および
Oracle

ポリシー テンプ
レート

ロールアップ
メトリックと
ドリルダウン
メトリック

OracleDB_
Discovery

OracleDB_
DeepDiscovery

説明

ポリシー タイ
プ

適用されませ
ん

このポリシーは、ノードで動作
するインスタンスを検出しま
す。

サービス自動
検出テンプ
レート

適用されませ
ん

このポリシーは、管理対象ノー
ド上のデータベース、表領域、
データファイル、サービスを検
出します。毎日 1 回実行するよ
うスケジュールされています。

スケジュール
されたタスク

Oracle IO パフォーマンス
このアスペクトは、Oracle インスタンスの物理読み取り率と論理読み取り率を監視します。

CI タイプ
Oracle

ポリシー テン
プレート

ロールアップ
メトリックと
ドリルダウン
メトリック

説明

OracleDB_0086 適用されませ
ん

1 分あたりの物理読み取り回数
を監視します。

OracleDB_0088 適用されませ
ん

1 分あたりの論理読み取り回数
を監視します。

OracleDB_0213 適用されませ
ん

各表領域に対する最後の収集以
降、ディスクに対して行われた
物理的な読み書きの回数を監視
します。

ポリシー タイ
プ
測定値しきい
値テンプレー
ト

ConfigFile テン
プレート

Oracle 表領域ヘルス
Oracle 表領域のアスペクトは、Oracle 表領域のステータス、データファイルのステータス、空き
領域、セグメントを監視します。
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CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

ロールアップ メ
トリックとドリ
ルダウン メト
リック

Oracle

OracleDB_0003

説明

ポリシー タイプ

ロールアップ

空きエクステント数
が少ない表領域の数
を監視します。

測定値しきい値
テンプレート

OracleDB_0006

適用されません

空き領域の割合が小
さい表領域の数を監
視します。

OracleDB_0007

適用されません

オンラインではない
表領域の数を監視し
ます。

OracleDB_0008

適用されません

物理読み取りに対す
るブロック読み取り
の割合が大きい表領
域の数を監視しま
す。

OracleDB_0009

適用されません

一時セグメントの使
用が表領域全体に対
して多すぎる表領域
の数を監視します。

OracleDB_0011

適用されません

断片化された表領域
の数を監視します。

OracleDB_0014

適用されません

オンラインではない
データ ファイルの数
を監視します。

OracleDB_0203

ドリルダウン

空き領域が少ない表
領域の数を監視しま
す。

OracleDB_0206

ドリルダウン

空き領域が少ない表
領域の数を監視しま
す。
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CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

ロールアップ メ
トリックとドリ
ルダウン メト
リック

OracleDB_0210

適用されません

説明

ポリシー タイプ

空きがある表領域と ConfigFile テンプ
割り当てられた表領 レート
域のサイズ (MB) を監
視します。

Oracle トランザクション
このアスペクトは、Oracle トランザクションの割合、コミット率、オープン カーソルを監視しま
す。これは、基本 Oracle トランザクションのアスペクトの応用バージョンです。

CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

ロールアップ メ
トリックとドリ
ルダウン メト
リック

Oracle

OracleDB_0031

適用されません

オープン カーソル
測定値しきい値
の割合が最大設定数 テンプレート
に達したユーザの数
を監視します。

OracleDB_0044

適用されません

トランザクション数 ConfigFile テンプ
を監視します。
レート

OracleDB_0049

適用されません

ユーザー呼び出し率
を監視します。

OracleDB_0050

適用されません

ユーザー呼び出しに 測定値しきい値
対する再帰呼び出し テンプレート
率を監視します。

OracleDB_0054

適用されません

ロールバックの生成
率を監視します。

OracleDB_0084

適用されません

長時間にわたるトラ
ンザクションを監視
します。

OracleDB_0085

適用されません

設定に対する現在の
トランザクションの
割合を監視します。
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ハイブリッド Weblogic 管理テンプレート
ハイブリッド WebLogic 管理テンプレートでは、WebLogic サーバーの主要コンポーネントと、イ
ンフラストラクチャの重要な部分である CPU、メモリ、ディスクを監視します。これに
は、Weblogic アプリケーション サーバー ポートおよびアプリケーション URL の可用性を監視す
るためのエージェントレス Weblogic アスペクトも含まれます。
アクセスするには、以下の操作を行います。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle WebLogic 管理] > [管理テンプレー
ト] > [ハイブリッド Weblogic 管理テンプレート] を選択します。

ユーザー インタフェースの参照情報
管理テンプレート - 一般
管理テンプレートの属性情報の概要。
UI 要素

説明

名前

ハイブリッド Weblogic 管理テンプレート

説明

管理テンプレートの説明。

ID

管理テンプレートの GUI バージョンの管理テンプレートを一意に特定する
ID。

バージョン ID

このバージョンの管理テンプレートを一意に特定する ID。

バージョン

管理テンプレートの現在のバージョン。このインスタンスでは、管理テン
プレートのバージョンは 1.0。

変更ログ

このバージョンの管理テンプレートで行われた新規追加または変更の内容
を示すテキスト。

管理テンプレート - トポロジ ビュー
管理テンプレートに割り当てる CI タイプの概要です。
UI 要素

説明

トポロジ ビュー

J2EE_Deployment は、ハイブリッド WebLogic 管理テンプレートのトポロジ
ビューです。このビューには、管理テンプレートを使用して管理する CI タ
イプが含まれます。
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UI 要素

説明

CI タイプ

ハイブリッド WebLogic 管理テンプレートで管理する CI のタイプ。これ
は、管理テンプレートの割り当てが可能な CI のタイプを表します。ハイブ
リッド WebLogic 管理テンプレートには、WebLogic アプリケーション サー
バー CI タイプが含まれます。

管理テンプレート - アスペクト
ハイブリッド WebLogic 管理テンプレートには、次のアスペクトが含まれます。
Weblogic 可用性 (エージェントレス)
Weblogic ベース
Weblogic EJB パフォーマンス
Weblogic JDBC 接続プール ステータス
Weblogic JVM ヒープ メモリ
Weblogic Server ステータス
Weblogic サーブレット パフォーマンス
ハイブリッド WebLogic 管理テンプレートには、インフラストラクチャ要素を監視するための以
下のインフラストラクチャ アスペクトが含まれます。
リソース ボトルネック診断
リソース ボトルネック診断アスペクトは、CPU、メモリ、ネットワークおよびディスクなどのシ
ステム リソースの混雑やボトルネックとなっている状態を特定します。CPU のボトルネック監視
は、グローバル CPU 使用率と負荷平均 (実行キューの長さ) に基づいて行われます。メモリ ボトル
ネックの監視は、メモリ使用率、使用可能な空き容量、メモリ スワップアウト率に基づいて行わ
れます。ファイル システムの監視は、ノード上の最もビジーなファイル システムの領域使用率に
基づいて行われます。ネットワークの監視は、パケット衝突率、パケット エラー率、送信キュー
の長さに基づいて行われます。
CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

Computer

Sys_CPUBottleneckDiagnosis

このポリシー テンプ
レートは、CPU 使用率
のしきい値超過、プロ
セッサーのキューの長
さ、システム上の CPU
合計数、オペレーティ
ング システムなどの
CPU ボトルネックを検

測定値しきい値
テンプレート
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

出します。キューで
CPU 時間を待っている
プロセス数のしきい値
とともに CPU 使用率の
しきい値違反があった
場合は、ポリシーから
警告が送信されます。
メッセージには、CPU
使用率が高い上位 10 位
までのプロセスの一覧
も表示されます。
Computer

Sys_DiskPeakUtilMonitor

このポリシー テンプ
レートは、システムの
ディスク使用率レベル
を監視します。使用率
が最大レベルかどうか
をチェックします。

測定値しきい値
テンプレート

Computer

Sys_
MemoryBottleneckDiagnosis

このポリシー テンプ
レートは、物理メモリ
の使用率とボトル
ネックを監視します。
メモリがボトルネック
となる状態は、メモリ
の使用率が高く、使用
可能なメモリが極めて
不足している場合に発
生します。メモリ ボト
ルネックが発生する
と、システムの処理速
度が低下し、全体的な
パフォーマンスに影響
を与えます。メモリ消
費量が高いとページ ア
ウトが過剰に発生し、
ページ走査率やスワッ
プアウト バイト率、
ページの要求率が高く
なります。最終的に

測定値しきい値
テンプレート
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

説明

ポリシー タイプ

は、システムの処理速
度が低下します。メッ
セージには、メモリ使
用率が高い上位 10 位ま
でのプロセスの一覧も
表示されます。
Computer

Sys_
このポリシー テンプ
NetworkInterfaceErrorDiagnosis レートはシステムの
ネットワーク使用率を
監視し、潜在的なネッ
トワークのボトル
ネックまたはエラーを
チェックします。

測定値しきい値
テンプレート

システム フォールト分析
システム フォールト分析アスペクトは、クリティカルなエラー条件とその説明が記録されたカー
ネル ログ ファイル、ブート ログ ファイル、イベント ログ ファイルを監視します。

CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

Computer

Sys_LinuxKernelLog

カーネル ログ ファイル /var/log/ を
監視し、カーネル サービスに障害が
発生した場合に警告を送信します。
カーネル ログ ファイルで、<*>
kernel:<@.service>:<*.msg> failed の
パターンと一致するエラー条件を
チェックします。一致するものが見
つかった場合、この条件から重大度
が警戒域の警告が送信されます。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

Computer

Sys_LinuxBootLog

このポリシー テンプレートはブート
ログ ファイル /var/log/boot.log
を監視し、システム ブート エラー
が発生した場合に警告を送信しま
す。以下の条件をチェックします。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

説明

l

ポリシー タイ
プ

サービスの開始失敗 - ブート ロ
グ ファイルで、<*>
<@.service>:<@.daemon> startup
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

ポリシー タイ
プ

failed のパターンと一致するエ
ラー条件をチェックします。一
致するものが見つかった場合、
この条件から重大度が警戒域の
警告が送信されます。
l

サービスの失敗 - ログ ファイル
で、<*> <@.service>:<*.msg>
failed のパターンと一致するエ
ラー条件をチェックします。一
致するものが見つかった場合、
この条件から重大度が危険域の
警告が送信されます。

Computer

Sys_LinuxSecureLog

セキュリティで保護されたログイン
が失敗した場合、ユーザーにアラー
トを送信します。<*> sshd :Failed
password for <@.user> from <*.host>
port <#> ssh2 と一致するエラー状態
がないかチェックします。一致する
ものが見つかった場合、この条件か
ら重大度が注意域の警告が送信され
ます。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

Computer

Sys_AIXErrptLog

errpt ログ ファイル
/var/opt/OV/tmp/sispi/errpt.lo
g を監視し、エラー ログのエントリ
からエラー レポートを作成しま
す。errpt ログ ファイルの列ごと
に、<@.errcode>
<2#.mo><2#.dd><2#.hh><2#.mm><2
#.yy> <@> <@> <@.object>
<*.msgtext> と一致するエラー状態
がないかチェックします。一致する
ものが見つかった場合、この条件か
ら重大度が注意域の警告が送信され
ます。

ログ ファイル
エントリ テン
プレート

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
DNSWarnError

Microsoft DNS サーバー サービスと関
連プロセスのログ ファイルを監視

Windows イベ
ント ログ テン
プレート
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

ポリシー タイ
プ

し、重大度が注意域またはエラーの
ログ エントリを転送します。このポ
リシーは、DNS ログ ファイルに記録
された以下のエラーを検索します。
l

l

l

l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
DHCPWarnError

DNS サーバーは、リソース レ
コード用にメモリを割り当てる
ことができませんでした。
DNS サーバーは、利用可能なメ
モリが不足していたためクライ
アント要求を処理できませんで
した。
DNS サーバーは、ゾーン転送ス
レッドを作成できませんでし
た。
DNS サーバーにファイル書き込
みエラーが発生しました。
DNS サーバーは、リモート プロ
シージャ コール (RPC) サービスを
初期化できませんでした。

DHCP イベント ログを監視し、重大
度が注意域またはエラーのイベント
ログ エントリを転送します。このポ
リシーは、次のエラーを検索しま
す。
l

l

l

Windows イベ
ント ログ テン
プレート

Iashlpr が NPS サービスと通信で
きません。
スコープまたはスーパースコー
プの BOOTP クライアントに使用
できる IP アドレスはありませ
ん。
DHCP サーバーが、クライアント
の NAP アクセス状態を判定する
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

ポリシー タイ
プ

ために NPS サーバーにアクセス
できません。
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

スコープまたはスーパースコー
プのリースに使用できる IP アド
レスはありません。
DHCP サービスは監査ログの初期
化に失敗しました。
ローカル コンピューターの
DHCP/BINL サービスは、開始権限
がないと判断しました。
このワークグループ サーバーの
DHCP/BINL サービスは、IP アドレ
スを持つ別のサーバーを検出し
ました。
DHCP サービスは DHCP のレジス
トリ構成の復元に失敗しまし
た。
DHCP サービスはレジストリから
グローバル BOOTP ファイル名を
読み取ることができませんでし
た。
アクティブなインタフェースが
ないため、DHCP サービスはクラ
イアントにサービスを提供して
いません。
DHCP サーバーにバインドされた
静的 IP アドレスがありません。
DHCP サーバー サービスがサービ
ス コントローラーへの登録に失
敗しました。
DHCP サーバー サービスはレジス
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

説明

ポリシー タイ
プ

トリ パラメーターの初期化に失
敗しました。
Computer

Sys_
MSWindowsServer_
NFSWarnError

NFS イベント ログを監視し、重大度
が注意域またはエラーのイベント ロ
グ エントリを転送します。このポリ
シーは、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

Computer

Sys_
MSWindowsServer_
TerminalServiceWarnE
rror

空き領域が不足しているた
め、NFS サーバーは監査の記録を
停止しました。
監査ログが最大ファイル サイズ
に達しました。
NFS サーバーは RPC ポート マッ
パーに登録できませんでした。
NFS サーバーはフェーズ 2 の初期
化中に NFS ドライバーからエ
ラーを受信しました。

ターミナル サービスのイベント ロ
グで、重大度が注意域またはエラー
のエントリを転送します。このポリ
シーは、次のエラーを検索します。
l

l

l

l

Windows イベ
ント ログ テン
プレート

Windows イベ
ント ログ テン
プレート

ターミナル サーバーは現在接続
を受け入れないように構成され
ているため、接続要求が拒否さ
れました。
認証に失敗したため、ユーザー
をセッションに再接続できませ
んでした。
ターミナル サービスの開始に失
敗しました。
ターミナル サーバーは多数の不
完全な接続を受信しました。
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CI タイプ
Computer

ポリシー テンプレー
ト
Sys_
MSWindowsServer_
WindowsLogonWarnEr
ror

説明
Windows ログオンと初期化のイベン
ト ログを監視し、重大度が注意域ま
たはエラーのエラー ログ エントリ
を転送します。このポリシー
は、Windows ログ ファイルに記録さ
れた以下のエラーを検索します。
l

l

l

l

l

l

l

ポリシー タイ
プ
Windows イベ
ント ログ テン
プレート

Windows のライセンスが無効で
す。
Windows のライセンス認証の手
続きが失敗しました。
Windows のログオン プロセスに
よって、デスクトップを切り替
えることができませんでした。
Windows のログオン プロセスは
予期せぬ原因により終了しまし
た。
Windows のログオン プロセスに
よって、ユーザー アプリケー
ションを起動できませんでし
た。
Windows のログオン プロセスに
よって、現在ログオンしている
ユーザーのプロセスを終了でき
ませんでした。
Windows のログオン プロセスに
よって、ユーザー セッションを
切断できませんでした。

システム インフラストラクチャ検出
システム インフラストラクチャ検出アスペクトは、管理ノードのシステム リソース、オペレー
ティング システム、アプリケーションに関する情報を検出し、収集します。
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CI タイプ
Computer

ポリシー テンプ
レート

説明

ポリシー タイプ

OPC_PERL_
INCLUDE_ INSTR_
DIR

Operations Agent の xpl config ネー
ムスペースでの OPC_PERL_
INCLUDE_INSTR_DIR の設定に使用さ
れます。Infrastructure SPI のポリ
シーを使用する場合は、この値を
TRUE に設定します。

ノード情報テン
プレート

Sys_
SystemDiscovery

ポリシー テンプレートは、ハード
ウェア リソース、オペレーティン
グ システムの属性、アプリケー
ションなどのサービス情報を管理
ノードから収集します。

サービス自動検
出テンプレート

WebLogic アスペクト
WebLogic アスペクトは、環境内の WebLogic アプリケーション サーバーの基本および詳細コン
ポーネントを監視するために使用します。

タスク
WebLogic アスペクトのデプロイ方法
WebLogic アスペクトのデプロイの詳細は、「タスク 4: WebLogic 管理テンプレートまたは
WebLogic アスペクトのデプロイ」を参照してください。
WebLogic アスペクトの作成方法
WebLogic アスペクトを作成するには、以下の手順に従います。
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] ペインを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト] > [構
成フォルダ]> [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle WebLogic 管理] > [アスペクト]
2. [構成フォルダ] ペインで、新しいアスペクトを作成する構成フォルダーをクリックします。
新しい構成フォルダーの作成が必要な場合は、
3. [管理テンプレートおよびアスペクト] ペインで、
す。[アスペクトの作成] ウィザードが開きます。

をクリックします。
をクリックしてから、

をクリックしま

4. [一般] ページで、新しいアスペクトの一意の [名前] を入力します。[次へ] をクリックしま
す。
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5. 各アスペクトで、1 つ以上の構成アイテムのタイプの 1 つの機能または特性を管理できま
す。[CI タイプ] ページで、このアスペクトの割り当てが可能な [利用可能な CI タイプ] を 1 つ
以上選択し、 をクリックして割り当て対象 CIT の一覧に追加します。(複数の CIT を選択す
るには、[CTRL] を押します。)
[次へ] をクリックします。
6. [インストルメンテーション] ページで をクリックして、インストルメンテーションをアス
ペクトに追加します。[インストルメンテーションの追加] ダイアログ ボックスが開き、追加
するインストルメンテーションを選択できます。[次へ] をクリックします。
7. オプション: [アスペクト] ページで をクリックしてから、 [既存アスペクトの追加] をク
リックします。[既存アスペクトの追加] ダイアログ ボックスが開き、このアスペクト内にネ
ストする既存アスペクトを選択できます。アスペクトをクリックし、[OK] をクリックしま
す。[次へ] をクリックします。
8. 適切なアスペクトが存在しない場合は をクリックします。続いて、
追加] をクリックしてここからアスペクトを作成します。

[新規アスペクトの

9. [ポリシー テンプレート] ページで、 をクリックします。[ポリシー テンプレートをアス
ペクトに追加] ダイアログ ボックスが開きます。追加するポリシー テンプレートを選択し、
[OK] をクリックします。(複数のポリシー テンプレートを選択するには、[CTRL] を押しま
す。)
10. 適切なポリシー テンプレートが存在しない場合は をクリックします。続いて、
リシー テンプレートの追加] をクリックしてここからアスペクトを作成します。

[新規ポ

11. [ポリシー テンプレート] ページで、追加するポリシー テンプレートの [バージョン] を選択し
ます。
注: ポリシー テンプレートへの各変更は、別のバージョンとしてデータベースに保存さ
れます。アスペクトには、ポリシー テンプレートの指定バージョンが含まれます。新し
いバージョンのポリシー テンプレートが後で使用可能になり、そのテンプレートを使用
する場合は、最新バージョンを含めてアスペクトを更新する必要があります。
12. オプション: [ポリシー テンプレート] ページで、デプロイメント条件を追加するポリシー テ
ンプレートをクリックし、 をクリックしてから [デプロイ条件の編集] をクリックしま
す。[デプロイ条件の編集] ダイアログ ボックスが開き、選択したポリシー テンプレートのデ
プロイメント条件を指定できます。条件を設定し、[OK] をクリックします。[次へ] をク
リックします。
13. [パラメータ] ページで、このアスペクトに追加したポリシー テンプレートにあるすべてのパ
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ラメーターの一覧を参照できます。
パラメーターを結合するには、以下の操作を行います。
a. [CTRL] を押して、結合するパラメーターをクリックします。
b.

をクリックします。[パラメータの結合] ダイアログ ボックスが開きます。

c. 結合パラメーターの [名前] を入力します。
d. オプション: 説明 および デフォルト値 を指定します。また、結合パラメーターが [読み取
り専用]、[エキスパート設定]、[非表示] のいずれかも指定します。
[読み取り専用] にすることで、CI にアスペクトを割り当てる際にパラメーター値が変更
されないようにできます。[非表示] にしても変更を防げますが、パラメーターも見えな
くなります。割り当て時に、エキスパート設定を表示するかどうかを選択できます。
e. 特定のデフォルト値を指定できるほか、[CI 属性から] をクリックして CI 属性を参照する
こともできます。CI 属性を指定する場合、Operations Management はこの CI 属性の実際の
値を使用して、ポリシー テンプレートのデプロイ時に自動的にパラメーター値を設定し
ます。ここで、条件パラメーター値を設定することもできます。
f. [OK] をクリックします。
また、複数のパラメーターを結合せずに編集し、ポリシー テンプレートのデフォルト値
を上書きすることもできます。パラメーターを 1 つクリックし、
[パラメータの結合] ダイアログ ボックスが開きます。

をクリックします。

14. [アスペクトの作成] ウィザードで [完了] をクリックし、アスペクトを保存してからウィザー
ドを閉じます。新しいアスペクトが、[管理テンプレートおよびアスペクト] ペインに表示さ
れます。

WebLogic アスペクト
WebLogic アスペクトはそれぞれ、WebLogic アプリケーション サーバーの状況およびパフォーマ
ンスの監視に使用するポリシー テンプレート、インストルメンテーション、パラメーターで構成
されます。

ユーザー インタフェースの参照情報
全般

WebLogic アスペクトの一般的な属性情報の概要。
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CI タイプ

アスペクトの割り当てが可能な構成アイテムのタイプ。これは、アスペク
トの割り当てが可能な CI のタイプを表します。WebLogic アスペクトに
は、Computer、Node、Cluster の CI タイプが含まれます。

インストルメン
テーション

検出、収集、データ ログのバイナリを含むシングル パッケージを提供しま
す。

アスペクト

WebLogic アスペクトに含まれるすべてのアスペクトの概要を提供しま
す。WebLogic ベース アスペクトは、他のすべてのアスペクトの一部となっ
ています。

ポリシー テンプ
レート

WebLogic アスペクトに含まれるポリシー テンプレートの概要を提供しま
す。リストの各項目を展開して、ポリシー テンプレートの詳細を参照でき
ます。

OMi MP for Oracle WebLogic は、以下の WebLogic アスペクトで構成されます。
Weblogic 認証
WebLogic Server のログイン試行と失敗をモニタします。

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター 説明

J2EE Server

Weblogic_
InvalidLoginAttemptsCo
unt

ServerSessions:
高/
ServerSessions:
正常域

ポリシー タイ
プ

無効なログイン 測定値しきい値
試行の数。

Weblogic 可用性 (エージェントレス)
エージェントレス監視機能を使用して、WebLogic アプリケーション サーバーのポートとアプリ
ケーション URL の可用性を監視します。

CI タイプ
J2EE Server

ポリシー テンプ
レート
Weblogic_
Application_
Server_Port_
Availability
(:Weblogic_
Application_
Server_
Availability)

インジケーター

説明

ポリシー タイプ

なし

Weblogic アプリ
ケーション サー
バーのポートの
可用性を監視し
ます。

SiteScope
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CI タイプ
J2EE Server

ポリシー テンプ
レート
Weblogic_
Application_URL_
Availability
(:Weblogic_
Application_
Server_
Availability)

インジケーター

説明

ポリシー タイプ

なし

Weblogic アプリ
ケーション URL
の可用性を監視
します。

SiteScope

Weblogic ベース
WebLogic Server を監視するための基本アスペクトには、構成、メッセージ、スケジューラ、ロ
ガーの各ポリシーが含まれます。

CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

インジケーター

説明

ポリシー タイプ

J2EE Server

Weblogic_
LogTemplate

なし

Weblogic アプリ
ケーション サー
バーのログ ファ
イルをモニター
します。

ログ ファイル
エントリ

J2EE Server

Weblogic_Medium

なし

Weblogic コレク
ター/アナライ
ザーを MEDIUM
スケジュールご
とに実行しま
す。

スケジュールさ
れたタスク

J2EE Server

Weblogic_MPLog

なし

Weblogic の
Perl、検出、コ
レクターのログ
ファイルをモニ
ターします。

ログ ファイル
エントリ

J2EE Server

Weblogic_Messages

なし

WebLogic メッ
セージ インター
セプター。

オープン メッ
セージ インタ
フェース
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

インジケーター

説明

ポリシー タイプ

J2EE Server

Weblogic_
CollectionConfiguratio
n

なし

Weblogic の収集
設定を監視しま
す。

ConfigFile

J2EE Server

Weblogic_VeryHigh

なし

Weblogic コレク
ター/アナライ
ザーを
VERYHIGH スケ
ジュールごとに
実行します。

スケジュールさ
れたタスク

J2EE Server

Weblogic_High

なし

Weblogic コレク
ター/アナライ
ザーを HIGH ス
ケジュールごと
に実行します。

スケジュールさ
れたタスク

Weblogic キャッシュ使用率
WebLogic Server の XML キャッシュ使用率をモニタします。

CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

インジケーター

説明

ポリシー タイ
プ

J2EE Server

Weblogic_
PendingRequestCount

ThreadRequestsPendin 保留状態の要
g: 高 /
求の数
ThreadRequestsPendin
g: 正常域

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
DeferredRequestsCou
nt

DeferredThreadReques 遅延要求の数
ts: 高/
DeferredThreadReques
ts: 正常域

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
XMLCacheDiskSize

なし

ConfigFile

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)
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CI タイプ

ポリシー テンプレー
ト

インジケーター

説明

ポリシー タイ
プ

J2EE Server

Weblogic_
RequestMaxWaitTime

ThreadRequestService
Time: 高 /
ThreadRequestService
Time: 正常域

要求がスレッ
ドを待つ最大
時間。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
XMLCacheMemorySize

なし

XML パーサー
でメモリ上に
キャッシュさ
れた外部参照
を含むエント
リの数。

ConfigFile

J2EE Server

Weblogic_
StandbyThreadCount

ThreadPoolAvailability:
低/
ThreadPoolAvailability:
正常域

スタンバイ
プール内のス
レッド数。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
PendingRequestPerce
ntage

ThreadRequestsPendin 保留状態の要
g: 高 /
求の割合。
ThreadRequestsPendin
g: 正常域

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
RequestWaitTimeforTh
read

ThreadRequestWaitTim スレッド要求
e: 高 /
待ち時間。
ThreadRequestWaitTim
e: 正常域

測定値しきい
値

Weblogic クラスタ ステータス
WebLogic Server のクラスタ環境をモニタします。
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CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

インジケーター

説明

ポリシー タ
イプ

J2EE Server

Weblogic_
ClusterInMessageFail
ureRate

ClusterOutgoingMessageFai
lureRate: 高 /
ClusterOutgoingMessageFai
lureRate: 正常域

1 分あたり
にクラス
ターに再送
されたマル
チキャスト
メッセージ
の数。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
ClusterOutMessageFa
ilRate

ClusterIncomingMessageFai
lureRate: 高 /
ClusterIncomingMessageFai
lureRate: 正常域

サーバーで
測定値しき
失われ
い値
た、クラス
ターからの 1
分あたりの
マルチキャ
スト メッ
セージ数。

J2EE Server

Weblogic_
ClusterHealthStatus

ClusterHealth: 問題あり /
ClusterHealth: 正常域

クラスター
の状況。

測定値しき
い値

Weblogic 検出
WebLogic Server インスタンスを検出します。

CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

インジケーター

説明

ポリシー タイプ

host_node

Weblogic_MPLog

なし

Weblogic の
Perl、検出、コ
レクターのログ
ファイルを監視
します。

ログ ファイル エ
ントリ

host_node

Weblogic_
Messages

なし

WebLogic メッ
セージ インター
セプター。

オープン メッ
セージ インタ
フェース
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CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

インジケーター

説明

ポリシー タイプ

host_node

Weblogic_
Configuration

なし

必須およびオプ
ションの入力設
定を消費する
Weblogic 検出ア
スペクトの設定
ポリシー。

ConfigFile

host_node

Weblogic_
Discovery

なし

Weblogic 検出ポ
リシー
は、Weblogic
Server のドメイ
ン、クラス
ター、アプリ
ケーション サー
バーと、デプロ
イされているア
プリケーショ
ン、JDBC データ
ソースを検出し
ます。

サービス自動検
出

Weblogic EJB パフォーマンス
WebLogic Server の EJB トランザクション、プール ステータスをモニターします。

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
EJBPoolWaitCount

EJBFreePoolWaitRate:
高/
EJBFreePoolWaitRate:
正常域

空きプール
から EJB
Bean を利用
できなかっ
た 1 分あた
りの回数 (ド
リル ダウ
ン)。

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

ポリシー タ
イプ
測定値しき
い値

84 / 189 ページ

オンライン ヘルプの PDF 版
第3章: コンポーネント

ポリシー タ
イプ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
EJBTransactionRollBackRat
e

EJBTransactionRollback
Rate: 高 /
EJBTransactionRollback
Rate: 正常域

EJB トラン
ザクション
のロール
バック率。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
EJBMissedCountRate

EJBMissedCountRate:
高/
EJBMissedCountRate:
正常域

空きプール
からのイン
スタンスの
取得試行が
失敗した回
数 (1 分あた
り)。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
EJBCacheHitPercentage

EJBPerformance: 低 /
EJBPerformance: 正常
域

使用中の
キャッシュ
内の EJB の
割合。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
EJBTimeoutCount

EJBTimeoutRate: 高 /
EJBTimeoutRate: 正常
域

EJB Bean の
待機中にク
ライアント
がタイムア
ウトした 1
分あたりの
回数。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
NumberEJBTransactionRoll
BackRate

EJBTransactionRollback
Rate: 高 /
EJBTransactionRollback
Rate: 正常域

1 秒当たり
の、ロール
バックされ
る EJB トラ
ンザクショ
ンの数。

測定値しき
い値
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ポリシー タ
イプ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
EJBDestroyedTotalCount

EJB: 注意域 / EJB: 正常
域

プールから
の bean イン
スタンスが
プールから
スローされ
たアプリ
ケーション
以外の例外
によって破
棄された合
計回数。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
EJBTransactionsCount

EJBPerformance: 低 /
EJBPerformance: 正常
域

1 秒当たり
の EJB トラ
ンザクショ
ンの数。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_EJBTimeoutRate

EJBTimeoutRate: 高 /
EJBTimeoutRate: 正常
域

EJB Bean の
待機中にク
ライアント
がタイムア
ウトした 1
分あたりの
回数 (ドリル
ダウン)。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
EJBTransactionThroughput
Rate

EJBTransactionThrough
putRate: 高 /
EJBTransactionThrough
putRate: 正常域

EJB トラン
ザクション
のスルー
プット率。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
EJBBeanUnavailableCount

EJB: 注意域 / EJB: 正常
域

空きプール
から EJB
Bean を利用
できなかっ
た 1 分あた
りの回数。

測定値しき
い値
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
SumOfEJBMissedCountRat
e

EJBTimeoutRate: 高 /
EJBTimeoutRate: 正常
域

空きプール
からのイン
スタンスの
取得試行が
失敗した回
数。

ポリシー タ
イプ
測定値しき
い値

Weblogic JCA 統計
WebLogic Server の JCA ステータスをモニターします。
ポリシー タ
イプ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
JCAConnectionsUtilizationPct

ConnectionsInUse: 高
/ ConnectionsInUse:
正常域

接続プール
内の使用可
能な JCA 接
続の使用
率。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
ConnectionsDestroyedByErro
rTotalCount

ConnectionsInUse: 高
/ ConnectionsInUse:
正常域

エラー イベ
ントを受信
したために
破棄された
接続の数を
返します。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
WaitSecondsHighCount

TransactionTime: 高 /
TransactionTime: 正常
域

接続プール
がインスタ
ンス化され
てから、ア
プリケー
ションがこ
の接続プー
ルのインス
タンスから
の接続を
待った最大
秒数を返し
ます。

測定値しき
い値
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ポリシー タ
イプ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
ConnectionsRejectedTotalCo
unt

ConnectionsInUse: 高
/ ConnectionsInUse:
正常域

プールがイ
ンスタンス
化されてか
らこのコ
ネクタ プー
ル内でコ
ネクター接
続の拒否さ
れた要求の
合計数を返
します。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
NumWaitersCurrentCount

ConnectionsInUse: 重
要警戒域 /
ConnectionsInUse: 正
常域

接続の待機
数を返しま
す。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
RequestsWaitingForConnecti
on

JDBCConnectionPoolW
aitCount: 高 /
JDBCConnectionPoolW
aitCount: 正常域

接続プール
からの接続
を待機して
いるクライ
アントの
数。

測定値しき
い値

Weblogic JDBC 接続プール ステータス
WebLogic Server の JDBC 接続の可用性と接続プールをモニターします。

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
FailuresToReconnectCoun
t

DataSourceConnectionPoo
lAvailability: 低 /
DataSourceConnectionPoo
lAvailability: 正常域

データ ソー
スがデータ
ベース接続
の更新を試
行して失敗
した回数。
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ポリシー タ
イプ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
SumJDBCConnectionLeak
Rate

なし

接続プール ConfigFile
内の閉じら
れていない
JDBC 接続と
最大アイド
ル時間を超
えた JDBC
接続の数 (1
分あたり)。

J2EE Server

Weblogic_
JDBCConnectionPoolThro
ughputRate

なし

接続プール ConfigFile
によって処
理されたク
ライアント
の数 (1 秒あ
たり)。

J2EE Server

Weblogic_
ConnectionDelayTime

DataSourceConnectionPoo
lAvailability: 低 /
DataSourceConnectionPoo
lAvailability: 正常域

JDBC 接続
プールの接
続遅延 (ミ
リ秒)。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
JDBCConnectionLeakRate

DataSourceLeakedConnect
ionsRate: 高 /
DataSourceLeakedConnect
ionsRate: 正常域

JDBC 接続
プールの
リークした
接続の割
合。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
JDBCConnectionPoolUtiliz
ation

DataSourceConnectionPoo
lUtilization: 高 /
DataSourceConnectionPoo
lUtilization: 正常域

接続プール
内の使用可
能な JDBC
接続の使用
率。

測定値しき
い値

Weblogic JMS パフォーマンス
WebLogic Server の JMS 使用率とパフォーマンスをモニターします。
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター 説明

ポリシー タイ
プ

J2EE Server

Weblogic_
JMSMessagesThresholdTime

JMS: 注意域 /
JMS: 正常域

サーバーで設
定したしきい
値条件に達し
た時間の割合
(メッセージ
数ベース)。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
JMSBytesThresholdTimePerce
ntage

JMS: 注意域 /
JMS: 正常域

サーバーで設
定したしきい
値条件に達し
た時間の割合
(総バイト数
ベース)。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
JMSUtilizationByMessagesPerc
entage

JMSServerUtiliza
tion: 高 /
JMSServerUtiliza
tion: 正常域

JMS サーバー
キューの使用
割合 (メッ
セージ数に基
づく)。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
JMSServerUtiliza
JMSUtilizationByBytesPercenta tion: 高 /
ge
JMSServerUtiliza
tion: 正常域

いっぱいに
なった JMS
サーバーの割
合 (総バイト
数ベース)。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
JMSServerThruMessageRate

なし

JMS サーバを
通過したメッ
セージの数 (1
秒あたり)。

ConfigFile

J2EE Server

Weblogic_
JMSServerThruByteRate

なし

JMS サーバー
を通過したバ
イト数 (1 秒
あたり)。

ConfigFile

Weblogic JVM ヒープ メモリ
WebLogic Server の JVM パラメーターをモニターします。
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CI タイプ

ポリシー テンプ
レート

インジケーター

説明

ポリシー タイ
プ

J2EE Server

Weblogic_
GarbageCollectionTi
me

TotalGarbageCollectionT
ime: 高 /
TotalGarbageCollectionT
ime: 正常域

合計ガベージ
コレクション
時間。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
GarbageCollectionCo
unt

TotalGarbageCollectionC
ount: 高 /
TotalGarbageCollectionC
ount: 正常域

合計ガベージ
コレクション
回数。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
ProcessorsAverageL
oad

AllProcessorsAverageLo
ad: 高 /
AllProcessorsAverageLo
ad: 正常域

全プロセッサ
平均負荷。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
GarbageCollectionTh
read

TotalNumberOfThreads:
高/
TotalNumberOfThreads:
正常域

合計ガベージ
コレクション
スレッド数。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
JVMHeapFreeMemor
y

なし

JVM ヒープの
空きメモリ
(KB)。

ConfigFile

J2EE Server

Weblogic_
JVMHeapUsage

JVMMemoryUtilization:
高/
JVMMemoryUtilization:
正常域

JVM で使用さ
れるヒープ領
域の割合。

測定値しきい
値

Weblogic Server ステータス
WebLogic Server の可用性とパフォーマンスをモニタします。

CI タイプ
J2EE Server

ポリシー テンプ
レート
Weblogic_
ServerStatus

インジケーター

説明

ポリシー タイプ

ServerStatus: 利
用不可 /
ServerStatus: 利
用可能

サーバーのス
テータスをモニ
ターします。

測定値しきい値
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Weblogic サーブレット パフォーマンス
WebLogic Server の Web アプリケーションのサーブレット セッションをモニタします。
ポリシー タイ
プ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
ExecuteQThreadsInUse

ThreadPoolUtilizatio
n: 高 /
ThreadPoolUtilizatio
n: 正常域

サーバー実行 測定値しきい
キューの使用 値
中スレッドの
割
合。Weblogic
Server バー
ジョン 9.x お
よび 10.x の場
合、実行
キューは 1 つ
だけです。

J2EE Server

Weblogic_
SocketTrafficRate

なし

開かれたソ
ケット接続の
数 (1 秒あた
り)。

ConfigFile

J2EE Server

Weblogic_
ServletAverageExecutionT
ime

ServletPerformance:
低/
ServletPerformance:
正常域

サーブレット
の平均実行時
間 (ミリ秒)。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
ServletRequestRate

ServletRequests: 高
/ ServletRequests:
正常域

サーブレット
に対する要求
回数 (1 秒あ
たり)。

測定値しきい
値
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ポリシー タイ
プ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
ExecuteQMetricMonitors

ExecuteQueueWaitC
ount: 高 /
ExecuteQueueWaitC
ount: 正常域

このメト
測定値しきい
リックは、各 値
サーバーの実
行キューとそ
れに関連付け
られたスレッ
ド プールをモ
ニターしま
す。このメト
リックは特
に、処理を
待っているク
ライアント要
求の数をモニ
ターします。

J2EE Server

Weblogic_
ExecutionQueueThroughp
utRate

なし

実行キューに
よって処理さ
れた要求の数
(1 秒あた
り)。

ConfigFile

Weblogic スレッド ステータス
WebLogic Server のスレッド ステータスをモニターします。
ポリシー タイ
プ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
ThreadPoolOverloadCon
dition

ThreadPoolUtilizatio
n: 高 /
ThreadPoolUtilizatio
n: 正常域

一般スレッド
プールの過負
荷条件を示し
ます。

測定値しきい
値

J2EE Server

Weblogic_
RequestWaitTimeforThr
ead

ThreadRequestWaitT
ime: 高 /
ThreadRequestWaitT
ime: 正常域

スレッド要求
待ち時間。

測定値しきい
値

Weblogic トランザクション
WebLogic Server のトランザクション アクティビティをモニターします。

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

93 / 189 ページ

オンライン ヘルプの PDF 版
第3章: コンポーネント

ポリシー タ
イプ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
TransactionSystemErrorRollbac
kPercentage

TransactionSystemEr
rors: 高 /
TransactionSystemEr
rors: 正常域

システム エ
ラーのため
にロール
バックされ
たトラン
ザクション
の割合。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
TransactionRollbackPercentage

TransactionsRolledBa
ck: 高 /
TransactionsRolledBa
ck: 正常域

ロール
バックされ
たトラン
ザクション
の割合 (合
計に基づ
く)。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
TransactionAppErrorRollbackPe
rcentage

TransactionApplicatio
nErrors: 高 /
TransactionApplicatio
nErrors: 正常域

アプリケー
ション エ
ラーのため
にロール
バックされ
たトラン
ザクション
の割合。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
TransactionAverageTime

TranscationTime: 高 /
TranscationTime: 正
常域

トランザク
ションの平
均コミット
時間。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
TransactionCapacityUtilizationP
ct

TransactionCapacityU
tilization: 高 /
TransactionCapacityU
tilization: 正常域

トランザク
ション容量
の使用割
合。

測定値しき
い値
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ポリシー タ
イプ

CI タイプ

ポリシー テンプレート

インジケーター

説明

J2EE Server

Weblogic_
TransactionHeuristicsTotalCou
nt

JTA: 注意域 / JTA: 正
常域

ヒューリス
ティック決
定を返した
トランザク
ションの割
合。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
TransactionTimeErrorRollbackP
ercentage

TransactionTimeoutE
rrors: 高 /
TransactionTimeoutE
rrors: 正常域

タイムアウ
ト エラーの
ためにロー
ル バックさ
れたトラン
ザクション
の割合。

測定値しき
い値

J2EE Server

Weblogic_
TranactionThroughputRate

なし

処理された
トランザク
ションの数
(1 秒あた
り)。

ConfigFile

J2EE Server

Weblogic_
TransactionResErrorRollbackPe
rcentage

TransactionResource
Errors: 高 /
TransactionResource
Errors: 正常域

リソース エ
ラーのため
にロール
バックされ
たトラン
ザクション
の割合。

測定値しき
い値

Weblogic Web アプリケーション ステータス
WebLogic Server のデプロイ済み Web アプリケーションの可用性をモニターします。

CI タイプ

ポリシー テンプレート

J2EE Server

Weblogic_
WebApplicationSessionsC
ount

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

インジケー
ター

説明

HTTPSessions:
高/
HTTPSessions:
正常域

Web アプリ
ケーションの
オープン セッ
ションの数。

ポリシー タイ
プ
測定値しきい
値
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CI タイプ

ポリシー テンプレート

J2EE Server

Weblogic_
WebApplicationHitRate

インジケー
ター
なし

説明
Web アプリ
ケーションの
オープン セッ
ションの数 (1
秒あたり)。

ポリシー タイ
プ
ConfigFile

パラメーター
パラメーターは、WebLogic 管理テンプレート、アスペクト、ポリシー テンプレートに不可欠な
コンポーネントとなる変数です。各パラメーターは 1 つの変数に対応します。パラメーターには
デフォルト値が設定され、WebLogic アプリケーション サーバーの各種コンポーネントの監視に
使用されます。また、監視要件に合うように変数の値を変更することもできます。

OMi MP for Oracle WebLogic のパラメーター
パラメーター
タイプ

説明

Weblogic Server
ホーム

必須

WebLogic Server ホーム。

Weblogic JAVA
ホーム

必須

WebLogic JAVA ホーム。

パラメーター

Weblogic ユーザ名 必須

管理データの収集に必要な権限を持つ
WebLogic ユーザー名。

Weblogic パスワー 必須
ド

WebLogic Server ユーザー名のパスワード。

Weblogic キースト 従属
アのパス

WebLogic キーストアのパス。

Weblogic パスフ
従属
レーズのパスワー
ド

WebLogic パスフレーズ。
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JMX 収集 (t3/t3s)
用 Weblogic プロ
トコル

従属

JMX 収集 (t3/t3s) 用 WebLogic プロトコル。

Weblogic ドメイン 従属
の XML ファイル
パス

WebLogic ドメインの XML ファイル パス。

Weblogic アプリ
従属
ケーション サー
バーのポート番号

WebLogic アプリケーション サーバーのポー
ト番号。

アプリケーション 必須
インスタンス

データを取得する Weblogic Server
Application インスタンス。

CI 名

WebLogic MP ログ エキスパート
テンプレートの頻
度

定義されたパターンで Weblogic_MPLog
ファイルをモニタする頻度 (秒単位)。

30 秒

Weblogic ログ テ
エキスパート
ンプレートの頻度

定義されたパターンで Weblogic ログ テンプ 30 秒
レートをモニタする頻度 (秒単位)。

VeryHigh スケ
ジューラの頻度

エキスパート

極めて短い間隔で実行されるスケジュー
ラーの頻度 (分単位)。

5分

High スケジュー
ラの頻度

エキスパート

短い間隔で実行されるスケジューラーの頻
度 (分単位)。

15 分

Medium スケ
ジューラの頻度

エキスパート

中程度の間隔で実行されるスケジューラー
の頻度 (時間単位)。

1 時間

パラメーターの調整
WebLogic アプリケーション サーバー CI にデプロイ済みの WebLogic 管理テンプレートおよびアス
ペクトのパラメーターは編集が可能です。
1. [割り当ておよび調整] を開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [割り当てと調整] を選択します。
2. [ビューの参照] タブで、パラメーターを調整する WebLogic Application Server CI を含む J2EE_
Deploymentr を選択します。または、[検索] タブを使用して CI を検索できます。
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3. WebLogic アプリケーション サーバー CI のリストで、CI をクリックします。[割り当て] ペイ
ンに、その CI に対する既存の割り当ての詳細が表示されます。
4. パラメーターを調整する割り当てをクリックします。[割り当ての詳細] ペインに、現在のパ
ラメーター値が表示されます。
5. [割り当ての詳細] ペインで、パラメーターを変更します。
a. オプション: デフォルトでは、リストには必須パラメータのみ表示されます。すべてのパ
ラメーターを参照するには、

をクリックします。

b. リストのパラメーターを選択して、 をクリックします。
i. 標準パラメーターの場合、[パラメータの編集] ダイアログ ボックスが開きます。
[値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
ii. インスタンス パラメーターの場合、[インスタンス パラメータの編集] ダイアログ
ボックスが開きます。
必要に応じてインスタンス値を変更したら、各インスタンス値の従属パラメーター
値も変更します。インスタンス値と従属パラメーター値を変更したら、[OK] をク
リックします。
6. [割り当ての詳細] ペインで、[変更を保存] をクリックします。Operations Management によっ
て、新しいパラメーター値が関連する HP Operations Agent にデプロイされます。

ランタイム サービス モデル (RTSM) のビュー
ビューでは、RTSM モデル全体のサブセットを作成し、表示することができます。OMi MP for
Oracle WebLogic のビューにより、監視する WebLogic Server 環境のトポロジを表示できます。OMi
MP for Oracle WebLogic のビューを使用して、WebLogic 検出アスペクトを使用して検出した
WebLogic アプリケーション サーバー CI のイベント パースペクティブおよび状況パースペクティ
ブの表示と管理を行うことができます。また、WebLogic アプリケーション サーバー環境内の OMi
MP for Oracle WebLogic の割り当ておよび調整も可能です。
アクセスするには、以下の操作を行います。
1. [管理] > [RTSM 管理] > [モデリング] > [モデリング スタジオ] を選択します。
2. ビューで [リソース タイプ] を選択します。
3. [オペレーション管理] > [J2EE アプリケーション サーバ] を選択します。
OMi MP for Oracle WebLogic では、デフォルトで次のビューが提供されています。
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l

l

J2EE_Deployment: このビューでは、J2EE Cluster、J2EE Domain、JDBC Data Source、J2EE
Application、Database、および Computer の CI タイプを参照します。J2EE_Deployment ビュー
では、監視する WebLogic アプリケーション サーバー CI のイベントおよび状況パースペクティ
ブを表示できます。J2EE_Deployment ビューを使用して、監視対象の WebLogic アプリケー
ション サーバーに固有のイベントを表示できます。また、WebLogic アプリケーション サー
バー環境内の OMi MP for Oracle WebLogic デプロイの割り当ておよび調整にも J2EE_Deployment
ビューの使用が可能です。次の図は上記の CI タイプの関係を示します。

J2EE_Network_Deployment_View: このビューでは、J2EE Cluster、J2EE Domain、J2EE
Server、JDBC Data Source、J2EE Application、Database、および File System の CI タイプを参照
します。J2EE_Network_Deployment_View では、環境内の監視対象の WebLogic アプリケーショ
ン サーバー CI のほか、関連付けられているネットワークのコンポーネントを表示できます。
次の図は上記の CI タイプの関係を示します。
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l

J2EE_Database_Deployment: このビューでは、J2EE Cluster、J2EE Domain、JDBC Data
Source、J2EE Server、J2EE Application、Database、Oracle CI および File System、Computer の CI
タイプを参照します。次の図は上記の CI タイプの関係を示します。J2EE_Database_
Deployment ビューでは、監視する WebLogic アプリケーション サーバー CI と Oracle データ
ベースのイベントおよび状況パースペクティブを表示できます。
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注: このビューは、詳細 Weblogic とデータベース管理テンプレートをデプロイすると作成
されます。

イベント タイプ インジケーター (ETI)
ETI により、発生したイベントのタイプに基づいてイベントが分類されます。OMi MP for Oracle
WebLogic には、WebLogic アプリケーション サーバー関連イベントを監視する次の ETI が含まれ
ます。
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アクセスするには、以下の操作を行います。
[管理] > [オペレーション管理] > [操作コンソール] を選択します。
OMi MP for Oracle WebLogic には、WebLogic アプリケーション サーバー関連イベントを監視する次
の ETI が含まれます。
CI タイプ

ETI

説明

値

J2EE Server

Active Sockets
Count

サーバーに対して開かれている
HTTP ソケット接続の数。

高、
正常域

Execute Queue
Wait Count

実行キューによるサービスを待っ
ているクライアント要求の数。

高、
正常域

Threads Request
Pending

利用可能なスレッドを待つために
保留中の要求。

高、
正常域

Server Sessions

このサーバーに対して開かれてい
るセッションの数。

高、
正常域

Total Garbage
Collection Count

ガベージ コレクタが実行された回
数。

高、
正常域

Total Garbage
Collection Time

ガベージ コレクションにかかった
合計時間。

高、
正常域

Total Number of
Threads

ガベージ コレクションに使用され
た合計スレッド数。

高、
正常域

Servlet Requests

サーブレットに対する受信要求の
数。

高、
正常域

HTTP Sessions

開かれているサーブレット セッ
ションの数。

高、
正常域

EJB Concurrent
Lives

プール内の Bean オブジェクトの平
均数。

高、
正常域

Datasource
Connection Waiters

接続プールからの接続を待ってい
るスレッドの平均数。

高、
正常域

JVM

J2EE Application

JDBC

状況インジケーター (HI)
HI は WebLogicアプリケーション サーバーで発生するイベントを分析し、WebLogic アプリケー
ション サーバー CI の状況をレポートします。
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アクセスするには、以下の操作を行います。
[管理] > [オペレーション管理] > [操作コンソール] を選択します。
OMi MP for Oracle WebLogic では、WebLogic アプリケーション サーバー関連イベントを監視するイ
ンジケーターとして、次の状況インジケーター (HI) が提供されています。
CI タイプ

HI

説明

値

J2EE Server

Active Sockets
Count

サーバーに対して開かれている
HTTP ソケット接続の数。

高、
正常域

J2EE Server

Application Server
Load

アプリケーション サーバーの負
荷。

高、
正常域

J2EE Server

Deferred Thread
Requests

max-threads-constraint 制約のため
に実行用スレッドを拒否された要
求の数。

高、正常域

J2EE Server

HTTP Request
Average Service
Time

1 つの HTTP 要求のサービスにか
かった平均時間。

高、正常域

J2EE Server

HTTP Request Total
Service Time

HTTP 要求のサービスにかかった合
計時間。

高、正常域

J2EE Server

HTTP Server Active
Connections

現在開かれている接続の数。

高、正常域

J2EE Server

HTTP Server Active
Request

現在要求処理フェーズにある子
サーバー。

高、正常域

J2EE Server

HTTP Server
Connection Time

HTTP 接続のサービスにかかった合
計時間。

高、正常域

J2EE Server

JMS Active
Connection Count

アクティブな JMS 接続の数。

高、正常域

J2EE Server

JMS Server
Utilization

JMS サーバー キューの使用率。

高、正常域

J2EE Server

Oracle Web Cache
Average Latency
Current Interval

Oracle Web キャッシュ要求の処理
の 10 秒間隔での平均待ち時間。

高、正常域
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CI タイプ

HI

説明

値

J2EE Server

Oracle Web Cache
Latency Since Start

アプリケーション Web サーバーの
起動後に Oracle Web キャッシュ要
求の処理にかかった平均時間
(秒)。

高、正常域

J2EE Server

Server Sessions

このサーバーに対して開かれてい
るセッションの数。

高、正常域

J2EE Server

Server Status

可用性に関するサーバー ステータ
スを示します。

利用不可、利用
可能

J2EE Server

Servlets Loaded

Web アプリケーションで現在ロー
ドされているサーブレットの数
(サーバーごとの累計値)。

高、正常域

J2EE Server

Thread Hung Rate

スレッドがハングしていると宣言
された率。

高、正常域

J2EE Server

Thread Pool
Availability

スレッド プール内のスレッドの可
用性。

低、正常域

J2EE Server

Thread Pool
Utilization

サーバーでタスクの実行のために
使用されたスレッドの数。

高、正常域

J2EE Server

Thread Request
Service Time

要求がスレッドを待つ時間。

高、正常域

J2EE Server

Thread Request
Wait Time

要求がスレッドを待った時間 (ミリ 高、正常域
秒)。

J2EE Server

Threads Request
Pending

利用可能なスレッドを待つために
保留中の要求。

高、正常域

J2EE Server

Transaction
Application Errors

アプリケーション エラーによるト
ランザクション エラー。

高、正常域

J2EE Server

Transaction
Capacity Utilization

進行中の同時トランザクションの
数。

高、正常域

J2EE Server

Transaction Commit
Rate

コミットされたトランザクション
の数 (1 秒あたり)。

高、正常域
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CI タイプ

HI

説明

値

J2EE Server

Transaction
Resource Errors

システム リソース エラーのために
発生したトランザクション エ
ラー。

高、正常域

J2EE Server

Transaction
Rollback Rate

システム、リソース、またはその
他のためにロールバックされたト
ランザクションの数。

高、正常域

J2EE Server

Transaction Start
Rate

開始されたトランザクションの数
(1 秒あたり)。

高、正常域

J2EE Server

Transaction System
Errors

システム エラーのために発生した
トランザクション エラー。

高、正常域

J2EE Server

Transaction Time

トランザクションの完了までにか
かった時間。

高、正常域

J2EE Server

Transaction
Timeout Errors

トランザクションのタイムアウト
によって生じたトランザクション
エラー。

高、正常域

J2EE Server

Transaction
Timeout Rate

タイムアウトしたトランザクショ
ンの数 (1 秒あたり)。

高、正常域

J2EE Server

Transactions Rolled
Back

システム、リソース、またはその
他のエラーのためにロールバック
されたトランザクションの数/割
合。

高、正常域

J2EE Server

EJB Concurrent
Lives

プール内の Bean オブジェクトの平 高、正常域
均数。

J2EE Server

EJB Utilization

EJB プールの使用率。

高、正常域

J2EE Server

Execute Queue Wait
Count

実行キューによるサービスを待っ
ているクライアント要求の数。

高、正常域

J2EE Server

HTTP Sessions

開かれている HTTP セッションの
数。

高、正常域

J2EE Server

EJB Missed Count
Rate

空きプールからのインスタンスの
取得試行が失敗した合計回数。

高、正常域
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CI タイプ

HI

説明

値

J2EE Server

EJB Free Pool Wait
Rate

空きプールから EJB が利用できな
かった回数 (1 分あたり)。

高、正常域

J2EE Server

EJB Performance

キャッシュ使用率などのパフォー
マンス統計。

低、正常域

J2EE Server

EJB Timeout Rate

クライアントが EJB を待ってタイ
ムアウトした回数 (1 分あたり)。

高、正常域

J2EE Server

EJB Transaction
Rollback Rate

単位時間内にロールバックされた
EJB トランザクションの数。

高、正常域

J2EE Server

Servlet
Performance

実行時間などのパフォーマンス統
計。

低、正常域

J2EE Server

Servlet Requests

サーブレットに対する受信要求の
数。

高、正常域

J2EE Server

Connections in Use

現在使用されている JDBC 接続の
数。

高、正常域

J2EE Server

JDBC Connection
Pool Wait Count

JDBC 接続待ち中のクライアントの
数。

高、正常域

J2EE Server

Data Source
Connection Pool
Availability

接続プール内の JDBC 接続の可用
性。

低、正常域

J2EE Server

Data Source
Connection Pool
Failures

接続プール内の接続の更新が失敗
した回数。

危険域、正常域

J2EE Server

Data Source
Connection Pool
Utilization

Data Source Connection Pool
Utilization

高、正常域

J2EE Server

Data Source
Connection Pool
Performance

Data Source Connection Pool
Performance

低、正常域

J2EE Server

Data Source
Connection Waiters

接続プールからの接続を待ってい
るスレッドの平均数。

高、正常域
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CI タイプ

HI

説明

値

J2EE Server

JDBC Active
Connection Count

アクティブな JDBC 接続

高、正常域

J2EE Server

Total Number of
Threads

ガベージ コレクションに使用され
た合計スレッド数。

高、正常域

J2EE Server

Total Garbage
Collection Count

ガベージ コレクタが実行された回
数。

高、正常域

J2EE Server

Total Garbage
Collection Time

ガベージ コレクションにかかった
合計時間。

高、正常域

J2EE Server

JVM Memory
Utilization

使用されているヒープ サイズの割
合。

高、正常域

J2EE Server

Heap Free Current

利用可能な空きヒープ容量。

低、正常域

J2EE Server

Heap Size Current

使用中のヒープ容量。

高、正常域

J2EE Server

All Processors
Average Load

システムのすべてのプロセッサの
平均負荷。

高、正常域

J2EE Cluster

Cluster Health

パフォーマンスに関するクラス
ター状況。

問題あり、
正常域

J2EE Cluster

Cluster Incoming
Message Failure
Rate

クラスターから失われたマルチ
キャスト メッセージの数。

高、
正常域

J2EE Cluster

Cluster Outgoing
Message Failure
Rate

クラスターに送信されたマルチ
キャスト メッセージの数。

高、
正常域

J2EE Cluster

Cluster Status

可用性に関するクラスター ステー
タス。

開始済み、
部分的停止、
停止済み

JDBC Data Source

Connections in Use

現在使用されている JDBC 接続の
数。

高、
正常域

JDBC Data Source

Data Source
Connection Waiters

接続プールからの接続を待ってい
るスレッドの平均数。

高、正常域
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CI タイプ

HI

説明

値

JDBC Data Source

Data Source
Connection Pool
Availability

接続プール内の JDBC 接続の可用
性。

低、正常域

JDBC Data Source

Data Source
Connection Pool
Failures

接続プール内の接続の更新が失敗
した回数。

正常域、危険域

JDBC Data Source

Data Source
Connection Pool
Performance

データ ソース接続プールのパ
フォーマンス。

低、正常域

JDBC Data Source

Data Source
Connection Pool
Utilization

データ ソース接続プールの使用
率。

高、正常域

JDBC Data Source

Data Source Leaked
Connections Rate

新しいリークされた JDBC 接続の
率。

高、正常域

JDBC Data Source

JDBC Active
Connections Count

アクティブな JDBC 接続

高、正常域

JDBC Data Source

JDBC Connection
Pool Wait Count

JDBC 接続待ち中のクライアントの
数。

高、正常域

J2EE Application

EJB Concurrent
Lives

プール内の Bean オブジェクトの平 高、正常域
均数。

J2EE Application

EJB Free Pool Wait
Rate

空きプールから EJB が利用できな
かった回数 (1 分あたり)。

高、正常域

J2EE Application

EJB Missed Count
Rate

空きプールからのインスタンスの
取得試行が失敗した合計回数。

高、正常域

J2EE Application

EJB Performance

キャッシュ使用率などのパフォー
マンス統計。

低、正常域

J2EE Application

EJB Timeout Rate

クライアントが EJB を待ってタイ
ムアウトした回数 (1 分あたり)。

高、正常域

J2EE Application

EJB Transaction
Rollback Rate

単位時間内にロールバックされた
EJB トランザクションの数。

高、正常域
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CI タイプ

HI

説明

値

J2EE Application

EJB Transaction
Throughput Rate

単位時間内に完了した EJB トラン
ザクションの数。

高、正常域

J2EE Application

EJB Utilization

EJB プールの使用率。

高、正常域

J2EE Application

HTTP Sessions

開かれている HTTP セッションの
数。

高、正常域

J2EE Application

Servlet
Performance

実行時間などのパフォーマンス統
計。

低、正常域

J2EE Application

Servlet Requests

サーブレットに対する受信要求の
数。

高、正常域

JVM

All Processors
Average Load

システムのすべてのプロセッサの
平均負荷。

高、
正常域

JVM

Heap Free Current

利用可能な空きヒープ容量。

低、正常域

JVM

Heap Size Current

使用中のヒープ容量。

高、正常域

JVM

JVM Memory
Utilization

使用されているヒープ サイズの割
合。

高、正常域

JVM

Total Garbage
Collection Count

ガベージ コレクタが実行された回
数。

高、正常域

JVM

Total Garbage
Collection Time

ガベージ コレクションにかかった
合計時間。

高、正常域

JVM

Total Number of
Threads

ガベージ コレクションに使用され
た合計スレッド数。

高、正常域

J2EE Domain

Domain Status

ドメインのステータス。

正常域、問題あ
り

トポロジ ベースのイベント相関処理 (TBEC) ルー
ル
OMi MP for Oracle WebLogic では、WebLogic アプリケーション サーバー関連イベントに次の相関
ルールを適用できます。
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相関ルールのしくみの詳細は、『Operations Manager i コンセプト・ガイド』を参照してくださ
い。
アクセスするには、以下の操作を行います。
[管理] > [オペレーション管理] > [操作コンソール] を選択します。
J2EE::コンピュータ:CPU 負荷 >> JVM メモリ使用率、JMS サーバ使用率、トランザクション システ
ム エラー、EJB パフォーマンス
説明: コンピューターの CPU 負荷は、JVM メモリ使用率、JMS サーバー使用率、トランザクショ
ン システム エラー、EJB パフォーマンスに影響します
原因
CIT: Computer

ETI: CPU Load

値: 過負荷

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: JMS Server Utilization

値: 高

ETI: Transaction System Errors

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server
現象 3
CIT: J2EE Server
現象 3
CIT: J2EE Server
現象 4
CIT: JVM

J2EE::コンピュータ:CPU 負荷 >> Real User トランザクション パフォーマンス、Real User セッショ
ン パフォーマンス
説明: コンピューターの CPU 負荷は、Real User トランザクション パフォーマンス、Real User
セッション パフォーマンスに影響します
原因
CIT: Computer

ETI: CPU Load
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説明: コンピューターの CPU 負荷は、Real User トランザクション パフォーマンス、Real User
セッション パフォーマンスに影響します
現象 1
CIT: Business Application

ETI: Real User Sessions
Performance

値: 危険域

ETI: Real User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 2
CIT: Business Transaction

J2EE::コンピュータ:CPU 負荷 >> 合成ユーザ トランザクション パフォーマンス
説明: コンピューターの CPU 負荷は、合成ユーザー トランザクション パフォーマンスに影響し
ます
原因
CIT: Computer

ETI: CPU Load

値: 過負荷

ETI: Synthetic User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Transaction

J2EE::コンピュータ:メモリ使用レベル >> サーバ ステータス、トランザクション システム エ
ラー、スレッド ハング率
説明: コンピューター メモリ使用レベルは、サーバー ステータス、トランザクション システム
エラー、スレッド ハング率に影響します
原因
CIT: Computer

ETI: Memory Usage Level

値: 正常域より非常に高

ETI: Server Status

値: 利用不可

ETI: Thread Hung Rate

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server
現象 2
CIT: J2EE Server
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説明: コンピューター メモリ使用レベルは、サーバー ステータス、トランザクション システム
エラー、スレッド ハング率に影響します
現象 3
CIT: J2EE Server

ETI: Transaction System Errors

値: 高

J2EE::ファイル システム:ディスク使用レベル >> サーバ ステータス、トランザクション リソース
エラー、トランザクション システム エラー
説明: ファイル システムのディスク使用レベルは、サーバー ステータス、トランザクション リ
ソース エラー、トランザクション システム エラーに影響します
原因
CIT: FileSystem

ETI: Disk Usage Level

値: 限界に近い

ETI: Server Status

値: 利用不可

現象 1
CIT: J2EE Server
現象 2
CIT: J2EE Server

ETI: Transaction Resource Errors 値: 高

現象 3
CIT: J2EE Server

ETI: Transactions System Errors

値: 高

J2EE::J2EE アプリケーション:EJB 同時存在数 >> EJB 使用率
説明: EJB 同時存在数は、EJB 使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Concurrent Lives

値: 高

ETI: EJB Utilization

値: 高

ETI: EJB Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server
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J2EE::J2EE アプリケーション:EJB 空きプール待機率 >> サーブレット パフォーマンス
説明: EJB 空きプール待機率は、サーブレット パフォーマンスに影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Free Pool Wait Rate

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: Servlet Performance

値: 低

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE アプリケーション:EJB パフォーマンス>> EJB 空きプール待機率、EJB 失敗率、サーブ
レット パフォーマンス
説明: EJB パフォーマンスは、EJB 空きプール待機率、EJB 失敗率、サーブレット パフォーマン
スに影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: EJB Free Pool Wait Rate

値: 高

ETI: EJB Missed Count Rate

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: EJB Free Pool Wait Rate

値: 高

ETI: EJB Missed Count Rate

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Application
現象 3
CIT: J2EE Application
現象 4
CIT: J2EE Server
現象 5
CIT: J2EE Server
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説明: EJB パフォーマンスは、EJB 空きプール待機率、EJB 失敗率、サーブレット パフォーマン
スに影響します
現象 6
CIT: J2EE Server

ETI: Servlet Performance

値: 低

J2EE::J2EE アプリケーション:EJB タイムアウト率 >> サーブレット パフォーマンス、EJB トラン
ザクションのスループット率、EJB トランザクションのロールバック率
説明: EJB タイムアウト率は、サーブレット パフォーマンス、EJB トランザクションのスルー
プット率、EJB トランザクションのロールバック率に影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Timeout Rate

値: 高

ETI: EJB Transaction Rollback
Rate

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application

現象 2
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Transaction Throughput 値: 高
Rate

現象 3
CIT: J2EE Application

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: EJB Transaction Rollback
Rate

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

現象 4
CIT: J2EE Server

現象 5
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE アプリケーション:EJB 使用率 >> データソース接続待ち、データソース接続プール使用
率
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説明: EJB 使用率は、データソース接続待ち、データソース接続プール使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Utilization

値: 高

Data Source Connection Pool Utilization

値: 高

ETI: Data Source Connection Waiters

値: 高

ETI: Data Source Connection Waiters

値: 高

ETI: Data Source Connection Pool
Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server
現象 2
CIT: J2EE Server
現象 3
CIT: JDBC Data Source
現象 4
CIT: JDBC Data Source

J2EE::J2EE アプリケーション:HTTP セッション >> JVM メモリ使用率
説明: J2EE アプリケーションの HTTP セッションは、JVM メモリ使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: HTTP Sessions

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server
現象 2
CIT: JVM

J2EE::J2EE アプリケーション:サーブレット要求 >> インターフェイス使用率
説明: J2EE アプリケーションのサーブレット要求は、インターフェイス使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: Servlet Requests
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説明: J2EE アプリケーションのサーブレット要求は、インターフェイス使用率に影響します
現象
CIT: Interface

ETI: InterfaceUtilization

値: 正常域より非常に高

J2EE::J2EE アプリケーション:サーブレット要求 >> Real User トランザクション パフォーマン
ス、Real User セッション パフォーマンス
説明: J2EE アプリケーションのサーブレット要求は、Real User トランザクション パフォーマン
ス、Real User セッション パフォーマンスに影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: Servlet Requests

値: 高

ETI: Real User Sessions
Performance

値: 危険域

ETI: Real User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application

現象 2
CIT: Business Transaction

J2EE::J2EE アプリケーション:サーブレット要求 >> 合成ユーザ トランザクション パフォーマンス
説明: J2EE アプリケーションのサーブレット要求は、合成ユーザー トランザクション パフォー
マンスに影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: Servlet Requests

値: 高

ETI: Synthetic User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application

J2EE::J2EE アプリケーション:サーブレット要求 >> スレッド プール使用率、アクティブ ソケット
数、JVM メモリ使用率、HTTP セッション、保留中のスレッド要求、ロードされたサーブレット、
インターフェイス破棄率、インターフェイス使用率
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説明: J2EE アプリケーションのサーブレット要求は、スレッド プール使用率、アクティブ ソ
ケット数、JVM メモリ使用率、HTTP セッション、保留中のスレッド要求、ロードされたサーブ
レット、インターフェイス破棄率、インターフェイス使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Application

ETI: Servlet Requests

値: 高

ETI: Interface Discard Rate

値: 高

ETI: Interface Utilization

値: 高

ETI: Interface Utilization

値: 正常域より高

ETI: HTTP Sessions

値: 高

ETI: Active Sockets Count

値: 高

ETI: HTTP Sessions

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: Servlets Loaded

値: 高

ETI: Thread Pool Utilization

値: 高

現象 1
CIT: Interface
現象 2
CIT: Interface
現象 3
CIT: Interface
現象 4
CIT: J2EE Application
現象 5
CIT: J2EE Server
現象 6
CIT: J2EE Server
現象 7
CIT: J2EE Server
現象 8
CIT: J2EE Server
現象 9
CIT: J2EE Server
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説明: J2EE アプリケーションのサーブレット要求は、スレッド プール使用率、アクティブ ソ
ケット数、JVM メモリ使用率、HTTP セッション、保留中のスレッド要求、ロードされたサーブ
レット、インターフェイス破棄率、インターフェイス使用率に影響します
現象 10
CIT: J2EE Server

ETI: Thread Requests Pending

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

現象 11
CIT: JVM

J2EE::J2EE クラスタ:クラスタ状況 >> ドメイン ステータス
説明: J2EE クラスター状況は、ドメイン ステータスに影響します
原因
CIT: J2EE Cluster

ETI: Cluster Health

値: 問題あり

ETI: Domain Status

値: 問題あり

現象 1
CIT: J2EE Domain

J2EE::J2EE クラスタ:クラスタ状況 >> Real User トランザクション パフォーマンス、Real User セッ
ション パフォーマンス
説明: J2EE クラスター状況は、Real User トランザクション パフォーマンス、Real User セッ
ション パフォーマンスに影響します
原因
CIT: J2EE Cluster

ETI: Cluster Health

値: 問題あり

ETI: Real User Sessions
Performance

値: 危険域

ETI: Real User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application

現象 2
CIT: Business Application
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J2EE::J2EE クラスタ:クラスタ状況 >> 合成ユーザ トランザクション パフォーマンス
説明: J2EE クラスター状況は、合成ユーザー トランザクション パフォーマンスに影響します
原因
CIT: J2EE Cluster

ETI: Cluster Health

値: 問題あり

ETI: Synthetic User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application

J2EE::J2EE クラスタ:クラスタ ステータス >> ドメイン ステータス
説明: J2EE クラスター ステータスは、ドメイン ステータスに影響します
原因
CIT: J2EE Cluster

ETI: Cluster Status

値: 停止済み

ETI: Domain Status

値: 問題あり

現象 1
CIT: J2EE Domain

J2EE::J2EE クラスタ:クラスタ ステータス >> Real User トランザクション可用性、Real User セッ
ション可用性
説明: J2EE クラスタ ステータスは、Real User トランザクション可用性、Real User セッション
可用性に影響します
原因
CIT: J2EE Cluster

ETI: Cluster Status

値: 停止済み

ETI: Real User Sessions Availability

値: 危険域

ETI: Real User Transaction
Availability event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application
現象 2
CIT: Business Application
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J2EE::J2EE クラスタ:クラスタ ステータス >> 合成ユーザ トランザクションの可用性
説明: J2EE クラスター ステータスは、合成ユーザー トランザクションの可用性に影響します
原因
CIT: J2EE Cluster

ETI: Cluster Status

値: 停止済み

ETI: Synthetic User Transaction Availability
event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Transaction

J2EE::J2EE サーバ:データソース接続プールの可用性 >> EJB パフォーマンス、トランザクション タ
イムアウト率、トランザクション コミット率
説明: J2EE サーバーのデータソース接続プールの可用性は、EJB パフォーマンス、トランザク
ション タイムアウト率、トランザクション コミット率に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Data Source Connection
Pool Availability

値: 低

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: Transaction Commit Rate

値: 高

ETI: Transaction Timeout Rate

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server
現象 3
CIT: J2EE Server
現象 4
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE サーバ:データソース接続プール パフォーマンス >> EJB パフォーマンス
説明: J2EE サーバーのデータソース接続プールのパフォーマンスは、EJB パフォーマンスに影
響します
原因
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説明: J2EE サーバーのデータソース接続プールのパフォーマンスは、EJB パフォーマンスに影
響します
CIT: J2EE Server

ETI: Data Source Connection Pool
Performance

値: 低

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: EJB Performance

値: 低

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE サーバ:データソース接続待ち >> データソース接続プールの可用性
説明: J2EE サーバーのデータソース接続待ちは、データソース接続プールの可用性に影響しま
す
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Data Source Connection Waiters

値: 高

ETI: Data Source Connection Pool
Availability

値: 低

ETI: Data Source Connection Pool
Availability

値: 低

現象 1
CIT: J2EE Server

現象 2
CIT: JDBC Data Source

J2EE::J2EE サーバ:データソース接続プール使用率 >> トランザクション容量使用率、JDBC 接続
プール待ち数、トランザクション時間、トランザクション コミット率、トランザクション開始
率、データソース接続プールの可用性
説明: J2EE サーバーのデータソース接続プール使用率は、トランザクション容量使用率、JDBC
接続プール待ち数、トランザクション時間、トランザクション コミット率、トランザクション
開始率、データソース接続プールの可用性に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Data Source Connection
Pool Utilization
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説明: J2EE サーバーのデータソース接続プール使用率は、トランザクション容量使用率、JDBC
接続プール待ち数、トランザクション時間、トランザクション コミット率、トランザクション
開始率、データソース接続プールの可用性に影響します
現象 1
CIT: J2EE Server

ETI: Data Source Connection
Pool Availability

値: 低

ETI: JDBC Connection Pool Wait
Count

値: 高

ETI: Transaction Capacity
Utilization

値: 高

ETI: Transaction Commit Rate

値: 高

ETI: Transaction Start Rate

値: 高

ETI: Transaction Time

値: 高

ETI: Data Source Connection
Pool Availability

値: 低

ETI: JDBC Connection Pool Wait
Count

値: 高

現象 2
CIT: J2EE Server

現象 3
CIT: J2EE Server

現象 4
CIT: J2EE Server
現象 5
CIT: J2EE Server
現象 6
CIT: J2EE Server
現象 7
CIT: JDBC Data Source

現象 8
CIT: JDBC Data Source
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J2EE::J2EE サーバ:EJB 同時存在数 >> EJB 使用率
説明: EJB 同時存在数は、EJB 使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: EJB Concurrent Lives

値: 高

ETI: EJB Utilization

値: 高

ETI: EJB Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE サーバ:EJB 空きプール待機率 >> サーブレット パフォーマンス
説明: EJB 空きプール待機率は、サーブレット パフォーマンスに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: EJB Free Pool Wait Rate

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: Servlet Performance

値: 低

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE サーバ:EJB パフォーマンス>> EJB 空きプール待機率、EJB 失敗率、サーブレット パ
フォーマンス
説明: EJB パフォーマンスは、EJB 空きプール待機率、EJB 失敗率、サーブレット パフォーマン
スに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: EJB Free Pool Wait Rate

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
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説明: EJB パフォーマンスは、EJB 空きプール待機率、EJB 失敗率、サーブレット パフォーマン
スに影響します
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Missed Count Rate

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: EJB Free Pool Wait Rate

値: 高

ETI: EJB Missed Count Rate

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

現象 3
CIT: J2EE Application
現象 4
CIT: J2EE Server
現象 5
CIT: J2EE Server
現象 6
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE サーバ:EJB タイムアウト率 >> サーブレット パフォーマンス、EJB トランザクションの
スループット率、EJB トランザクションのロールバック率
説明: EJB タイムアウト率は、サーブレット パフォーマンス、EJB トランザクションのスルー
プット率、EJB トランザクションのロールバック率に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: EJB Timeout Rate

値: 高

ETI: EJB Transaction Rollback
Rate

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application

現象 2
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Transaction Throughput 値: 高
Rate

現象 3
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Transaction Rollback
Rate
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説明: EJB タイムアウト率は、サーブレット パフォーマンス、EJB トランザクションのスルー
プット率、EJB トランザクションのロールバック率に影響します
現象 4
CIT: J2EE Server

ETI: Servlet Performance

値: 低

J2EE::J2EE サーバ:EJB 使用率 >> データソース接続待ち、データソース接続プール使用率
説明: EJB 使用率は、データソース接続待ち、データソース接続プール使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: EJB Utilization

値: 高

ETI: DataSource Connection Pool
Utilization

値: 高

ETI: DataSource Connection Waiters

値: 高

ETI: DataSource Connection Waiters

値: 高

ETI: DataSource Connection Pool
Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server

現象 2
CIT: J2EE Server
現象 3
CIT: JDBC Data Source
現象 4
CIT: JDBC Data Source

J2EE::J2EE サーバ:HTTP セッション >> JVM メモリ使用率
説明: J2EE サーバーの HTTP セッションは、JVM メモリ使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: HTTP Sessions

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server
現象 2
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説明: J2EE サーバーの HTTP セッションは、JVM メモリ使用率に影響します
CIT: JVM

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

J2EE::J2EE サーバ:JVM メモリ使用率 >> Real User トランザクション パフォーマンス、Real User
セッション パフォーマンス
説明: J2EE サーバーのメモリ使用率は、Real User トランザクション パフォーマンス、Real
User セッション パフォーマンスに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: Real User Sessions
Performance

値: 危険域

ETI: Real User Transaction
Performance event

値: 危険域

ETI: EJB Transaction Rollback
Rate

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

現象 1
CIT: Business Application

現象 2
CIT: Business Application

現象 3
CIT: J2EE Application

現象 4
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE サーバ:JVM メモリ使用率 >> 合成ユーザ トランザクション パフォーマンス
説明: J2EE サーバーのメモリ使用率は、合成ユーザー トランザクション パフォーマンスに影響
します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: Synthetic User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application
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J2EE::J2EE サーバ:JVM メモリ使用率 >> トランザクション時間、トランザクション システム エ
ラー、サーブレット パフォーマンス
説明: J2EE サーバーの JVM メモリ使用率は、トランザクション時間、トランザクション システ
ム エラー、サーブレット パフォーマンスに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: Transaction System Errors

値: 高

ETI: Transaction Time

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server
現象 3
CIT: J2EE Server
現象 4
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE サーバ:サーバ セッション >> JVM メモリ使用率
説明: J2EE サーバー セッションは、JVM メモリ使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Server Sessions

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server
現象 2
CIT: JVM

J2EE::J2EE サーバ:サーバ ステータス >> ドメイン ステータス、クラスタ状況、クラスタ ステータ
ス
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説明: J2EE サーバー ステータスは、ドメイン ステータス、クラスター状況、クラスター ステー
タスに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Server Status

値: 利用不可

ETI: Cluster Health

値: 問題あり

ETI: Cluster Status

値: 部分的停止

ETI: Cluster Status

値: 停止済み

現象 1
CIT: J2EE Cluster
現象 2
CIT: J2EE Cluster
現象 3
CIT: J2EE Cluster

J2EE::J2EE サーバ:サーバ ステータス >> Real User トランザクション可用性、Real User セッション
可用性
説明: J2EE サーバー ステータスは、Real User トランザクション可用性、Real User セッション
可用性に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Server Status

値: 利用不可

ETI: Real User Sessions Availability

値: 危険域

ETI: Real User Transaction
Availability event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application
現象 2
CIT: Business Application

J2EE::J2EE サーバ:サーバ ステータス >> 合成ユーザ トランザクションの可用性
説明: J2EE サーバー ステータスは、合成ユーザー トランザクションの可用性に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Server Status
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説明: J2EE サーバー ステータスは、合成ユーザー トランザクションの可用性に影響します
現象 1
CIT: Business Application

ETI: Synthetic User Transaction Availability
event

値: 危険域

J2EE::J2EE サーバ:サーブレット要求 >> Real User トランザクション パフォーマンス、Real User
セッション パフォーマンス
説明: J2EE サーバーのサーブレット要求は、Real User トランザクション パフォーマンス、Real
User セッション パフォーマンスに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Servlet Requests

値: 高

ETI: Real User Sessions
Performance

値: 危険域

ETI: Real User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application

現象 2
CIT: Business Application

J2EE::J2EE サーバ:サーブレット要求 >> 合成ユーザ トランザクション パフォーマンス
説明: J2EE サーバーのサーブレット要求は、合成ユーザー トランザクション パフォーマンスに
影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Servlet Requests

値: 高

ETI: Synthetic User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application

J2EE::J2EE サーバ:サーブレット要求 >> スレッド プール使用率、アクティブ ソケット数、JVM メ
モリ使用率、HTTP セッション、保留中のスレッド要求、ロードされたサーブレット、インター
フェイス破棄率、インターフェイス使用率
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説明: J2EE サーバーのサーブレット要求は、スレッド プール使用率、アクティブ ソケット
数、JVM メモリ使用率、HTTP セッション、保留中のスレッド要求、ロードされたサーブレッ
ト、インターフェイス破棄率、インターフェイス使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Servlet Requests

値: 高

ETI: Interface Discard Rate

値: 高

ETI: Interface Utilization

値: 正常域より高

ETI: Active Sockets Count

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: Servlets Loaded

値: 高

ETI: Thread Pool Utilization

値: 高

ETI: Thread Requests Pending

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

現象 1
CIT: Interface
現象 2
CIT: Interface
現象 3
CIT: J2EE Server
現象 4
CIT: J2EE Server
現象 5
CIT: J2EE Server
現象 6
CIT: J2EE Server
現象 7
CIT: J2EE Server
現象 8
CIT: JVM
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J2EE::J2EE サーバ:ロードされたサーブレット >> JVM メモリ使用率
説明: J2EE サーバー ステータスは、Real User トランザクション可用性、合成ユーザー トラン
ザクションの可用性、Real User セッション可用性に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Servlets Loaded

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server
現象 1
CIT: JVM

J2EE::J2EE サーバ:スレッド プール使用率 >> 実行キュー待機数、アクティブ ソケット数、サーブ
レット パフォーマンス、遅延スレッド要求、スレッド要求待ち時間、保留中のスレッド要求、ス
レッド要求サービス時間、スレッド プール可用性、JVM メモリ使用率
説明: J2EE サーバーのスレッド プール使用率は、実行キュー待ち数、アクティブ ソケット数、
サーブレット パフォーマンス、遅延スレッド要求、スレッド要求待ち時間、保留中のスレッド
要求、スレッド要求サービス時間、スレッド プール可用性、JVM メモリ使用率に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Thread Pool Utilization

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: Active Sockets Count

値: 高

ETI: Deferred Thread Requests

値: 高

ETI: Execute Queue Wait Count

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server
現象 3
CIT: J2EE Server
現象 4
CIT: J2EE Server
現象 5

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

131 / 189 ページ

オンライン ヘルプの PDF 版
第3章: コンポーネント

説明: J2EE サーバーのスレッド プール使用率は、実行キュー待ち数、アクティブ ソケット数、
サーブレット パフォーマンス、遅延スレッド要求、スレッド要求待ち時間、保留中のスレッド
要求、スレッド要求サービス時間、スレッド プール可用性、JVM メモリ使用率に影響します
CIT: J2EE Server

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: Thread Pool Availability

値: 低

ETI: Thread Request Service
Time

値: 高

ETI: Thread Request Wait Time

値: 高

ETI: Thread Requests Pending

値: 高

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

現象 6
CIT: J2EE Server
現象 7
CIT: J2EE Server
現象 8
CIT: J2EE Server

現象 9
CIT: J2EE Server
現象 10
CIT: J2EE Server
現象 11
CIT: JVM

J2EE::J2EE サーバ:合計ガベージ コレクション回数 >> CPU 負荷
説明: J2EE サーバーの合計ガベージ コレクション回数は、CPU 負荷に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Total Garbage Collection Count

値: 高

ETI: CPU Load

値: 過負荷

現象 1
CIT: Computer
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J2EE::J2EE サーバ:合計ガベージ コレクション時間 >> CPU 負荷
説明: J2EE サーバーの合計ガベージ コレクション時間は、CPU 負荷に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Total Garbage Collection Time

値: 高

ETI: CPU Load

値: 過負荷

現象 1
CIT: Computer

J2EE::J2EE サーバ:合計スレッド数 >> CPU 負荷、メモリ使用レベル
説明: J2EE サーバーの合計スレッド数は、CPU 負荷、メモリ使用レベルに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Total Number Of Threads

値: 高

ETI: CPU Load

値: 過負荷

ETI: Memory Usage Level

値: 正常域より高

ETI: Memory Usage Level

値: 正常域より非常に高

現象 1
CIT: Computer
現象 2
CIT: Computer
現象 3
CIT: Computer

J2EE::J2EE サーバ:トランザクション アプリケーション エラー >> ロールバックされたトランザク
ション
説明: J2EE サーバー トランザクション アプリケーション エラーは、ロールバックされたトラン
ザクションに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Transaction Application
Errors

値: 高

ETI: Transactions Rolled Back

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server
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J2EE::J2EE サーバ:トランザクション リソース エラー >> ロールバックされたトランザクション
説明: J2EE サーバー トランザクション リソース エラーは、ロールバックされたトランザクショ
ンに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Transaction Resource Errors 値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server

ETI: Transactions Rolled Back

値: 高

J2EE::J2EE サーバ:トランザクション システム エラー >> ロールバックされたトランザクション
説明: J2EE サーバー トランザクション システム エラーは、ロールバックされたトランザクショ
ンに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Transaction System Errors

値: 高

ETI: Transactions Rolled Back

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE サーバ:トランザクション時間 >> JDBC 接続プール待ち数
説明: J2EE サーバーのトランザクション時間は、JDBC 接続プール待ち数に影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Transaction Time

値: 高

ETI: JDBC Connection Pool Wait Count

値: 高

ETI: JDBC Connection Pool Wait Count

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server
現象 2
CIT: JDBC Data Source

J2EE::J2EE サーバ:トランザクション タイムアウト エラー >> ロールバックされたトランザクショ
ン
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説明: J2EE サーバー トランザクション タイムアウト エラーは、ロールバックされたトランザク
ションに影響します
原因
CIT: J2EE Server

ETI: Transaction Timeout Errors

値: 高

ETI: Transactions Rolled Back

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server

J2EE::J2EE データ ソース:データソース接続プールの可用性 >> EJB パフォーマンス、トランザク
ション タイムアウト率、トランザクション コミット率
説明: JDBC データソース接続プールの可用性は、EJB パフォーマンス、トランザクション タイ
ムアウト率、トランザクション コミット率に影響します
原因
CIT: JDBC Data Source

ETI: Data Source Connection
Pool Availability

値: 低

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: Transaction Commit Rate

値: 高

ETI: Transaction Timeout Rate

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server
現象 3
CIT: J2EE Server
現象 4
CIT: J2EE Server

J2EE::JDBC データ ソース:データソース接続プール パフォーマンス >> EJB パフォーマンス
説明: JDBC データソース接続プールのパフォーマンスは、EJB パフォーマンスに影響します
原因
CIT: JDBC Data Source

ETI: Data Source Connection Pool
Performance
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説明: JDBC データソース接続プールのパフォーマンスは、EJB パフォーマンスに影響します
現象 1
CIT: J2EE Application

ETI: EJB Performance

値: 低

ETI: EJB Performance

値: 低

現象 2
CIT: J2EE Server

J2EE::JDBC データ ソース:データソース接続待ち >> データソース接続プールの可用性
説明: JDBC データソース接続待ちは、データソース接続プールの可用性に影響します
原因
CIT: JDBC Data Source

ETI: Data Source Connection Waiters

値: 高

ETI: Data Source Connection Pool
Availability

値: 低

ETI: Data Source Connection Pool
Availability

値: 低

現象 1
CIT: J2EE Server

現象 2
CIT: JDBC Data Source

J2EE::JDBC データ ソース:データソース接続プール使用率 >> トランザクション容量使用率、JDBC
接続プール待ち数、トランザクション時間、トランザクション コミット率、トランザクション開
始率、データソース接続プールの可用性
説明: JDBC データソース接続プール使用率は、トランザクション容量使用率、JDBC 接続プール
待ち数、トランザクション時間、トランザクション コミット率、トランザクション開始率、
データソース接続プールの可用性に影響します
原因
CIT: JDBC Data Source

ETI: Data Source Connection
Pool Utilization

値: 高

ETI: Data Source Connection
Pool Availability

値: 低

現象 1
CIT: J2EE Server
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説明: JDBC データソース接続プール使用率は、トランザクション容量使用率、JDBC 接続プール
待ち数、トランザクション時間、トランザクション コミット率、トランザクション開始率、
データソース接続プールの可用性に影響します
現象 2
CIT: J2EE Server

ETI: JDBC Connection Pool Wait
Count

値: 高

ETI: Transaction Capacity
Utilization

値: 高

ETI: Transaction Commit Rate

値: 高

ETI: Transaction Start Rate

値: 高

ETI: Transaction Time

値: 高

ETI: DataSource Connection
Pool Availability

値: 低

ETI: JDBC Connection Pool Wait
Count

値: 高

現象 3
CIT: J2EE Server

現象 4
CIT: J2EE Server
現象 5
CIT: J2EE Server
現象 6
CIT: J2EE Server
現象 7
CIT: JDBC Data Source

現象 8
CIT: JDBC Data Source

J2EE::JDBC データソース:データソースのリークされた接続の率 >> データソースの接続プール使
用率
説明: JDBC データソースのリークされた接続の率は、データソースの接続プール使用率に影響
します
原因
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説明: JDBC データソースのリークされた接続の率は、データソースの接続プール使用率に影響
します
CIT: JDBC Data Source

ETI: DataSource Leaked Connections
Rate

値: 高

ETI: DataSource ConnectionPool
Utilization

値: 高

ETI: DataSource ConnectionPool
Utilization

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Server

現象 2
CIT: JDBC Data Source

J2EE::JVM:全プロセッサ平均負荷 >> CPU 負荷
説明: JVM 全プロセッサ平均負荷は、CPU 負荷に影響します
原因
CIT: JVM

ETI: All Processors Average Load

値: 高

ETI: CPU Load

値: 過負荷

現象 1
CIT: Computer

J2EE::JVM:JVM メモリ使用率 >> Real User トランザクション パフォーマンス、Real User セッショ
ン パフォーマンス
説明: JVM メモリ使用率は、Real User トランザクション パフォーマンス、合成ユーザー トラン
ザクション パフォーマンス、Real User セッション パフォーマンスに影響します
原因
CIT: JVM

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: Real User Sessions
Performance

値: 危険域

ETI: Real User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application

現象 2
CIT: Business Application
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J2EE::JVM:JVM メモリ使用率 >> 合成ユーザ トランザクション パフォーマンス
説明: JVM メモリ使用率は、合成ユーザー トランザクション パフォーマンスに影響します
原因
CIT: JVM

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: Synthetic User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application

J2EE::JVM:JVM メモリ使用率 >> トランザクション時間、トランザクション システム エラー、サー
ブレット パフォーマンス
説明: JVM メモリ使用率は、トランザクション時間、トランザクション システム エラー、サー
ブレット パフォーマンスに影響します
原因
CIT: JVM

ETI: JVM Memory Utilization

値: 高

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: Transaction System Errors

値: 高

ETI: Transaction Time

値: 高

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server
現象 3
CIT: J2EE Server
現象 4
CIT: J2EE Server

J2EE::JVM:合計ガベージ コレクション回数 >> CPU 負荷
説明: JVM 合計ガベージ コレクション回数は、CPU 負荷に影響します
原因
CIT: JVM

ETI: Total Garbage Collection Count
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説明: JVM 合計ガベージ コレクション回数は、CPU 負荷に影響します
現象 1
CIT: Computer

ETI: CPU Load

値: 過負荷

J2EE::JVM:合計ガベージ コレクション時間 >> CPU 負荷
説明: JVM 合計ガベージ コレクション時間は、CPU 負荷に影響します
原因
CIT: JVM

ETI: Total Garbage Collection Time

値: 高

ETI: CPU Load

値: 過負荷

現象 1
CIT: Computer

J2EE::JVM:合計スレッド数 >> CPU 負荷、メモリ使用レベル
説明: JVM 合計スレッド数は、CPU 負荷、メモリ使用レベルに影響します
原因
CIT: JVM

ETI: Total Number Of Threads

値: 高

ETI: CPU Load

値: 制約

ETI: Memory Usage Level

値: 正常域より高

現象 1
CIT: Computer
現象 2
CIT: Computer

J2EE::ネットワーク インターフェイス:インターフェイス通信ステータス >> サーバ ステータス
説明: ネットワーク インターフェイスの通信ステータスは、サーバー ステータスに影響します
原因
CIT: Interface

ETI: Interface Communication
Status

値: 利用不可

ETI: Server Status

値: 利用不可

現象
CIT: J2EE Server
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J2EE::ネットワーク インターフェイス:インターフェイス使用率 >> Real User トランザクション パ
フォーマンス、Real User セッション パフォーマンス
説明: ネットワーク インターフェイス使用率は、Real User トランザクション パフォーマン
ス、Real User セッション パフォーマンスに影響します
原因
CIT: Interface

ETI: Interface Utilization

値: 正常域より高

ETI: Real User Sessions
Performance

値: 危険域

ETI: Real User Transaction
Performance event

値: 危険域

現象 1
CIT: Business Application

現象 2
CIT: Business Transaction

J2EE::ネットワーク インターフェイス:インターフェイス使用率 >> サーブレット パフォーマンス
説明: ネットワーク インターフェイス使用率は、サーブレット パフォーマンスに影響します
原因
CIT: Interface

ETI: Interface Utilization

値: 正常域より高

ETI: Servlet Performance

値: 低

ETI: Servlet Performance

値: 低

現象 1
CIT: J2EE Application
現象 2
CIT: J2EE Server

J2EE::ネットワーク インターフェイス:インターフェイス使用率 >> 合成ユーザ トランザクション
パフォーマンス
説明: ネットワーク インターフェイス使用率は、合成ユーザー トランザクション パフォーマン
スに影響します
原因
CIT: Interface

ETI: Interface Utilization
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説明: ネットワーク インターフェイス使用率は、合成ユーザー トランザクション パフォーマン
スに影響します
現象 1
CIT: Business Application

ETI: Synthetic User Transaction
Performance

値: 危険域

Operations Orchestration (OO) フロー
OO フローのマッピングを作成する際に、以下の表に記載された属性のデフォルト値を設定できま
す。これにより、フローを実行するたびに値を設定する必要がなくなります。
属性

説明

omServerPort

HPOM ツール WS のポート番号。この属性はオプションです。

omServerUser

HPOM ツール WS で使用する HPOM サーバーのユーザー名。

omServerPassword

HPOM ツール WS で使用する HPOM サーバーのパスワード。

次に、OO フローを説明します。
Application Server Health Check (アプリケーション サーバーの状況チェック)
このフローは、アプリケーション サーバーの状況のチェックに使用できます。
このフローは、CIT J2EEServer にマッピングする必要があります。
次の表に、この OO フローの実行時にユーザーが入力する項目をまとめます。
フロー入力

説明

omNode

ノードの FQDN。HPOM サーバーで使用する管理対象ノードを指定しま
す。OO フローを実行するたびに指定する必要があります。

jeeserver

タイプを決定します。有効値は wls/wbs です。OO フローを実行するたび
に、この値を指定する必要があります。

omServer

HPOM サーバーの FQDN。この入力は、イベントの属性 Originating Server に
マッピングできます。

jeeserverName

J2EE サーバーの名前。この入力は、CI タイプ J2EEServer の CI 属性
J2eeserver_fullname にマッピングできます。

timeout

ノード上でリモート コマンドを実行しているときに使用します。これはオ
プションの属性であり、デフォルト値は 100000 です。
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Application Server Performance Check (アプリケーション サーバーのパフォーマンス チェック)
このフローは、アプリケーション サーバーのパフォーマンスのチェックに使用できます。
このフローは、CIT J2EEServer にマッピングする必要があります。
次の表に、この OO フローの実行時にユーザーが入力する項目をまとめます。
フロー入力

説明

omNode

ノードの FQDN。HPOM サーバーで使用する管理対象ノードを指定しま
す。OO フローを実行するたびに指定する必要があります。

jeeserver

タイプを決定します。有効値は wls/wbs です。OO フローを実行するたび
に、この値を指定する必要があります。

omServer

HPOM サーバーの FQDN。この入力は、イベントの属性 Originating Server に
マッピングできます。

jeeserverName

J2EE サーバーの名前。この入力は、CI タイプ J2EEServer の CI 属性
J2eeserver_fullname にマッピングできます。

timeout

ノード上でリモート コマンドを実行しているときに使用します。これはオ
プションの属性であり、デフォルト値は 100000 です。

JDBC Health Check (JDBC の状況チェック)
このフローは、JDBC 接続の状況のチェックに使用できます。
このフローは、CIT J2EEServer にマッピングする必要があります。
次の表に、この OO フローの実行時にユーザーが入力する項目をまとめます。
フロー入力

説明

omNode

ノードの FQDN。HPOM サーバーで使用する管理対象ノードを指定しま
す。OO フローを実行するたびに指定する必要があります。

jeeserver

タイプを決定します。有効値は wls/wbs です。OO フローを実行するたび
に、この値を指定する必要があります。

omServer

HPOM サーバーの FQDN。この入力は、イベントの属性 Originating Server に
マッピングできます。

jeeserverName

J2EE サーバーの名前。この入力は、CI タイプ J2EEServer の CI 属性
J2eeserver_fullname にマッピングできます。

timeout

ノード上でリモート コマンドを実行しているときに使用します。これはオ
プションの属性であり、デフォルト値は 100000 です。
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HI 割り当て
以下の表に、OMi MP for Oracle WebLogic の HI 割り当てを示します。
HI マッピング

HI 割り当て

J2EE Application

J2EE アプリケーション マッピング - HI 割り当て
J2EE アプリケーション マッピング - 空の監視元を使用した HI 割り当て

J2EE Cluster

J2EE クラスター - HI 割り当て
J2EE クラスター - 空の監視元を使用した HI 割り当て

J2EE Domain

J2EE ドメイン マッピング - HI 割り当て
J2EE ドメイン マッピング - 空の監視元を使用した HI 割り当て

J2EE Server

J2EE サーバー マッピング - HI 割り当て
J2EE サーバー マッピング - 空の監視元を使用した HI 割り当て

JDBC Data Source

JDBC データ ソース マッピング - HI 割り当て
JDBC データ ソース マッピング - 空の監視元を使用した HI 割り当て

JVM

JVM マッピング - HI 割り当て
JVM マッピング - 空の監視元を使用した HI 割り当て

KPI 割り当て
以下の表に、OMi MP for Oracle WebLogic の KPI 割り当てを示します。
CI タイプ

KPI 割り当て

J2EE Application

J2EE アプリケーション マッピング (サービス状況)
J2EE アプリケーション マッピング (SLM)

J2EE Cluster

J2EE クラスター マッピング (サービス状況)
J2EE クラスター マッピング (SLM)
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CI タイプ

KPI 割り当て

J2EE Domain

J2EE ドメイン マッピング (サービス状況)
J2EE ドメイン マッピング (SLM)

J2EE Server

J2EE サーバー マッピング (サービス状況)
J2EE サーバー マッピング (SLM)

JDBC Data Source

JDBC データ ソース マッピング (サービス状況)
JDBC データ ソース マッピング (SLM)

JVM

JVM マッピング (サービス状況)
JVM マッピング (SLM)

グラフ
OMi MP for Oracle WebLogic には、WebLogic CI にマッピングされた一連のグラフがあります。
次の表は、OMi MP for Oracle WebLogic に含まれるグラフ テンプレートとマッピングされているメ
トリックの一覧です。
グラフ テンプレート

説明

WebLogic Cluster

このグラフは WebLogic クラスターの詳細を
表します。

メトリック名
l

l

l

l

l

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

クラスタ実行時再送信
要求
クラスタ発信メッセー
ジ失敗率
マルチキャスト メッ
セージ リスト数
クラスタ受信メッセー
ジ失敗率
クラスタ状況
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WebLogic EJB

このグラフは WebLogic EJB の詳細を表しま
す。

l

l

l

l

l

l

l

l

WebLogic
Connections

このグラフは WebLogic 接続の詳細を表しま
す。

l

l

EJB プール待機率
EJB プール実行時タイ
ムアウト数
EJB タイムアウト率
EJB Transaction
Throughput Rate
EJB トランザクション
のロールバック率
EJB 実行時キャッシュ
アクセス数
EJB 破棄合計数
現在のアクティブ接続
数
コネクタ プール使用
率

l

現在の空き接続数

l

現在の待ち数

l

現在の接続拒否数

l

l
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現在の EJB プール待ち
数

エラーで破棄された接
続の合計数
遅延要求数
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WebLogic JDBC

このグラフは WebLogic JDBC の詳細を表し
ます。

l

l

l

l

l

l

WebLogic JMS

このグラフは WebLogic JMS の詳細を表しま
す。

JDBC 接続プール使用
率
JDBC 接続プールのス
ループット率
現在の JDBC 接続待ち
数
JDBC 接続合計数
JDBC リークした接続
数

l

JDBC 接続失敗

l

処理済みメッセージ数

l

メッセージ保留数

l

l

l

l

l
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現在のアクティブ
JDBC 接続数

スループット メッ
セージ率
JMS 使用率 (バイト数)
JMS 使用率 (メッセー
ジ数)
JMS 実行時メッセージ
受信数
JMS 実行時バイト受信
数
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WebLogic JVM

このグラフは WebLogic JVM の詳細を表しま
す。

l

l

l

l

l

l

WebLogic Server

このグラフは WebLogic Server の詳細を表し
ます。

l

l

l

WebLogic Servlets

このグラフは WebLogic サーブレットの詳細
を表します。
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l

JVM メモリ使用率
JVM ヒープの空きメモ
リ
ガベージ コレクショ
ン回数
全プロセス平均負荷
現在のオープン ソ
ケット数
ソケット トラ
フィック率
サーバー ステータス
無効なログオン試行合
計数
要サーバー再起動
サーブレット平均実行
時間

l

サーブレット要求率

l

サーブレット時間数

l

Webapp セッション数

l

Webapp ヒット率
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WebLogic Threads

このグラフは WebLogic スレッドの詳細を表
します。

l

実行スレッド数

l

アイドル スレッド数

l

実行キュー待ち数

l

保留ユーザ要求数

l

l

WebLogic
Transactions

このグラフは WebLogic トランザクションの
詳細を表します。

実行中のスレッド要求

l

完了済みスレッド要求

l

要求最長待ち時間

l

l

l

l

l

このグラフは WebLogic XML キャッシュの詳
細を表します。

l

l
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数
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ツール
OMi MP for Oracle WebLogic では、WebLogic アプリケーション サーバー CI の管理や監視、トラブ
ルシューティングを可能にするツールがパッケージ化されています。OMi MP for Oracle WebLogic
は、以下のツールで構成されています。
アクセスするには、以下の操作を行います。
[管理] > [オペレーション管理] > [操作コンソール] を選択します。
CI タイプ

ツール

説明

Computer

Weblogic モニタの再起動 管理対象サーバーに対する Weblogic モニターを
再起動します。
Weblogic モニターの開始 管理対象サーバーに対する Weblogic モニターを
開始します。
Weblogic モニターの停止 管理対象サーバーに対する Weblogic モニターを
停止します。
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第4章: OMi MP for Oracle WebLogic のカスタ
マイズ
OMi MP for Oracle WebLogic は、監視要件に合うようにカスタマイズできます。WebLogic アプリ
ケーション サーバー環境の監視要件に合わせて WebLogic 管理テンプレートを編集または新規作
成できます。
この項では、デプロイ前の WebLogic 管理テンプレートのカスタマイズについて説明します。

デプロイ前の WebLogic 管理テンプレートのカス
タマイズ
OMi MP for Oracle WebLogic をカスタマイズして、環境内の WebLogic アプリケーション サーバー
を最適かつシームレスに監視できます。OMi MP for Oracle WebLogic では、以下のカスタマイズ シ
ナリオを用意しています。
l

「WebLogic 管理テンプレートの編集」

l

「WebLogic 管理テンプレートの作成」

WebLogic 管理テンプレートの編集
WebLogic 管理テンプレートを編集して、以下のコンポーネントを変更できます。
l

パラメーター

l

WebLogic アスペクト

パラメーターの編集
事例: 環境内の WebLogic JVM ヒープ メモリ使用率を監視するため、基本 WebLogic 管理テンプ
レートを使用しています。JVM の使用中ヒープ領域の割合を監視しており、JVM ヒープ領域に対
応するパラメーターを変更して、メモリ使用率を厳密に監視します。
環境内の JVM ヒープ領域を厳密に監視するには、JVM ヒープ領域パラメーター ([JVM の使用中
ヒープ領域の割合の頻度]、[JVM の使用中ヒープ領域の割合の重要度]、[JVM の使用中ヒープ領域
の割合のしきい値]) を変更する必要があります。
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] を開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
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2. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle WebLogic 管理] > [管理テンプ
レート] > [基本 Weblogic 管理テンプレート]
3. リストから [基本 Weblogic 管理テンプレート] を選択し、
レートの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

をクリックします。[管理テンプ

4. [パラメータ] タブをクリックします。パラメーターのリストが表示されます。
5. [JVM の使用中ヒープ領域の割合] パラメーターをダブルクリックします。[パラメータの編集]
ウィンドウが表示されます。
このインスタンスでは、[JVM の使用中ヒープ領域の割合] パラメーターは、[JVM の使用中
ヒープ領域の割合の頻度]、[JVM の使用中ヒープ領域の割合の重要度]、[JVM の使用中ヒープ
領域の割合のしきい値] です。
6. ドロップ ダウン テキストを使用して、デフォルト値を変更できます。たとえば、[JVM の使
用中ヒープ領域の割合の重要度を下げる] パラメーターの値を、[警戒域] から [重要警戒域] に
変更できます。
7. [OK] をクリックします。[管理テンプレートの編集] ダイアログ ボックスが開きます。
8. [OK] をクリックします。WebLogic 管理テンプレートのバージョンが 1 つ増加します。
注: WebLogic 管理テンプレートのバージョン数は、WebLogic 管理テンプレートがカスタマイ
ズされるたびに増加します。
Weblogic アスペクトの編集
事例: 詳細 WebLogic 管理テンプレートを使用して、J2EE 環境を監視しています。詳細 WebLogic
管理テンプレートの一部であるアスペクトのうちいくつかは使用しません。
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] マネージャーを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
2. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle WebLogic 管理] > [管理テンプ
レート] > [詳細 Weblogic 管理テンプレート]
3. リストから [詳細 Weblogic 管理テンプレート] を選択し、
レートの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

をクリックします。[管理テンプ

4. [アスペクト] タブをクリックします。アスペクトのリストが表示されます。

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

152 / 189 ページ

オンライン ヘルプの PDF 版
第4章: OMi MP for Oracle WebLogic のカスタマイズ

5. リストから削除するアスペクトを選択します。たとえば、[Weblogic JCA 統計] を削除しま
す。
6.

をクリックして選択したアスペクトを削除します。

7. [OK] をクリックします。WebLogic 管理テンプレートのバージョンが 1 つ増加します。

WebLogic 管理テンプレートの作成
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] マネージャーを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
2. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle Weblogic 管理]
3. Weblogic 構成フォルダーを選択します。新しい構成フォルダーを作成する必要がある場合
は、

をクリックします。[構成フォルダの作成] が開きます。

4. 新しい構成フォルダーの名前と説明を入力します。たとえば、新しい構成フォルダーの名前
を <Test> と入力します。
5. [OK] をクリックします。新しい構成フォルダーが作成されます。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle Weblogic 管理] > [テスト]
6. [管理テンプレートおよびアスペクト] ペインで、新しい構成フォルダーを選択します。続い
て、 をクリックし、 [管理テンプレートの作成] をクリックします。[管理テンプレート
の作成] ウィザードが開きます。
7. [一般] ページで、新しい WebLogic 管理テンプレートの [名前] を入力します。[次へ] をク
リックします。
8. WebLogic 管理テンプレートでは、WebLogic アプリケーション サーバー CI とそれに関連する
すべての従属 CI を管理できます。トポロジ ビューとして、リストから J2EE_Deployment を
選択します。J2EE_ Deployment では、WebLogic CI とそれに関連するすべての CI タイプが表
示されます。
9. トポロジ マップのアイテムをクリックし、この管理テンプレートで管理できる CI の CI タイ
プを選択します。これは、管理テンプレートの割り当てが可能な CI のタイプを表します。た
とえば、WebLogic アプリケーション サーバーを監視するには、[J2EE Application] を選択しま
す。
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[次へ] をクリックします。
10. [アスペクト] ページで をクリックします。続いて、 [既存アスペクトの追加] をクリック
し、既存のアスペクトを新しい WebLogic 管理テンプレートに追加します。[既存アスペクト
の追加] ダイアログ ボックスが開きます。追加するアスペクトを選択し、[OK] をクリックし
ます。
適切なアスペクトが存在しない場合は をクリックします。続いて、
追加] をクリックしてここからアスペクトを作成します。

[新規アスペクトの

11. 追加した各アスペクトについて、少なくとも 1 つのターゲット CI を指定する必要がありま
す。
リストのアスペクトをクリックします。続いて、トポロジ マップで、この管理テンプレート
を割り当てるときにアスペクトで監視する CIT をクリックします(複数の CIT を選択するに
は、[CTRL] を押します。)ここで選択する各 CIT は、アスペクト内で割り当てた CI タイプの 1
つ (または、こうした CIT の子) と対応させる必要があります。たとえば、トポロジ マップか
ら WebLogic CI を選択できます。
12. [パラメータ] ページで、この管理テンプレートに追加したアスペクトにあるすべてのパラ
メーターの一覧を参照できます。
パラメーターを結合するには、以下の操作を行います。
a. [CTRL] を押して、結合するパラメーターをクリックします。
b.

をクリックします。[パラメータの結合] ダイアログ ボックスが開きます。

c. 結合パラメーターの [名前] を入力します。
d. オプション: [説明] および [デフォルト値] を指定します。また、結合パラメーターが [読
み取り専用]、[エキスパート設定]、[非表示] のいずれかも指定します。
特定のデフォルト値を指定できるほか、[CI 属性から] をクリックして CI 属性を参照する
こともできます。CI 属性を指定する場合、Operations Management はこの CI 属性の実際の
値を使用して、基になるポリシー テンプレートのデプロイ時に自動的にパラメーター値
を設定します。また、条件付きパラメーターの値を変更することもできます。(条件は読
み取り専用で、管理テンプレート レベルでは変更できません。)
[読み取り専用] にすることで、構成アイテムに管理テンプレートを割り当てる際にパラ
メーター値が変更されないようにできます。[非表示] にしても変更を防げますが、管理
テンプレートの割り当て時やパラメーターの調整中はパラメーターも見えなくなりま
す。ユーザーは割り当て時に、エキスパート設定を表示するかどうかを選択できます。
e. [OK] をクリックします。

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

154 / 189 ページ

オンライン ヘルプの PDF 版
第4章: OMi MP for Oracle WebLogic のカスタマイズ

また、複数のパラメーターを結合せずに編集し、アスペクトまたはポリシー テンプレー
トのデフォルト値を上書きすることもできます。パラメーターを 1 つクリックし、
をクリックします。[パラメータの結合] ダイアログ ボックスが開きます。
13. [管理テンプレートの作成] ウィザードで [完了] をクリックし、管理テンプレートを保存して
からウィザードを閉じます。新しい管理テンプレートが、[管理テンプレートおよびアスペク
ト] ペインに表示されます。
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第5章: デプロイメント シナリオ
OMi MP for Oracle WebLogic では、シングル ドメインの非クラスタ構成、クラスタ構成、LDAP や
SSL を使用したセキュア構成など、さまざまな WebLogic Server 構成をサポートしています。この
項では、さまざまな WebLogic Server 構成での OMi MP for Oracle WebLogic のデプロイについて説明
します。

標準環境での WebLogic アプリケーション サー
バー
WebLogic 標準環境は、管理サーバーで管理されるスタンドアロン WebLogic Server で構成されま
す。WebLogic 標準環境に OMi MP for Oracle WebLogic をデプロイするには、次の手順を実行しま
す。
1. 監視するノードを BSM コンソールに追加する必要があります。
2. WebLogic アプリケーション サーバー CI を検出するための WebLogic 検出アスペクトを管理
ノードにデプロイします。
3. 監視要件に従って、WebLogic 管理テンプレートを特定してデプロイします。
次の図は、OMi MP for Oracle WebLogic を標準の非クラスタ環境の WebLogic Server にデプロイする
場合の典型的なデプロイメント シナリオを示しています。
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OMi MP for Oracle WebLogic のデプロイの詳細は、「作業の開始」を参照してください。

クラスタ環境での WebLogic アプリケーション
サーバー
WebLogic クラスタ環境は、高可用性および拡張性を実現するために同時に相互接続された
WebLogic サーバー インスタンスで構成されます。WebLogic クラスタ環境に OMi MP for Oracle
WebLogic をデプロイするには、以下の手順を実行します。
注: OMi MP for Oracle WebLogic は、監視する WebLogic クラスタ環境内のすべての WebLogic
アプリケーション サーバーにデプロイされている必要があります。
1. 監視するノードを BSM コンソールに追加する必要があります。
2. WebLogic CI を検出するための WebLogic 検出アスペクトをクラスタ内の管理ノードにデプロ
イします。
3. 詳細 WebLogic 管理テンプレートを、監視するクラスタ内のすべてのノードにデプロイしま
す。
次の図は、OMi MP for Oracle WebLogic を Weblogic Server クラスタにデプロイする場合の典型的な
デプロイ例を示しています。
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OMi MP for Oracle WebLogic のデプロイの詳細は、「作業の開始」を参照してください。

LDAP および SSL 認証プロバイダを使用している
WebLogic アプリケーション サーバー
Secure Sockets Layer (SSL) や Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) のような認証プロバイダ
を使用して、WebLogic アプリケーション サーバーを設定することで、セキュアで安定したサー
バー環境を実現できます。SSL および LDAP 認証を使用している WebLogic アプリケーション サー
バーに OMi MP for Oracle WebLogic をデプロイするには、以下の手順を実行します。
1. 監視するノードを BSM コンソールに追加する必要があります。
2. WebLogic アプリケーション サーバー CI を検出するための WebLogic 検出アスペクトを管理
ノードにデプロイします。
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a. [管理テンプレートおよびアスペクト] ペインを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
b. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle Weblogic 管理] > [アスペク
ト]
c. [WebLogic アスペクト] フォルダーで [Weblogic 検出]アスペクトをクリックし、
リックして [割り当てとデプロイ] ウィザードを開きます。

をク

d. [構成アイテム] ページで検出アスペクトをデプロイする構成アイテムをクリックし、[次
へ] をクリックします。
[必要なパラメータ] タブが開きます。
e. [必要なパラメータ] タブでは、必須パラメーターである [Weblogic Server ホーム] と従属
パラメーターを指定します。
注: [Weblogic Server ホーム] のすべてのパラメーターに対し、従属パラメーターであ
る [Weblogic JAVA ホーム]、[Weblogic ユーザ名]、[Weblogic パスワード] を設定する必
要があります。
i. リストの [Weblogic Server ホーム] パラメーターを選択して、 をクリックしま
す。[インスタンス パラメータの編集: Weblogic Server ホーム] ダイアログ ボックス
が開きます。
ii. 従属パラメーターの値を指定します。
i. リストの [Weblogic JAVA ホーム] パラメーターを選択して、 をクリックしま
す。[パラメータの編集: Weblogic JAVA ホーム] ダイアログ ボックスが開きま
す。
ii. [値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
iii. リストの [Weblogic ユーザ名] パラメーターを選択して、 をクリックしま
す。[パラメータの編集: Weblogic ユーザ名] ダイアログ ボックスが開きます。
iv. [値] をクリックして、認証タイプに応じて LDAP ユーザー名を指定し、[OK]
をクリックします。
v. リストの [Weblogic パスワード] パラメーターを選択して、 をクリックしま
す。[パラメータの編集: Weblogic パスワード] ダイアログ ボックスが開きま
す。
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vi. [値] をクリックして、認証タイプに応じて LDAP パスワードを指定し、[OK]
をクリックします。
iii. SSL 認証を使用している WebLogic アプリケーション サーバーの場合:
i. リストの [Weblogic キーストアのパス] パラメーターを選択して、 をク
リックします。[パラメータの編集: Weblogic キーストアのパス] ダイアログ
ボックスが開きます。
ii. [値] をクリックして Weblogic キーストアのパスを指定し、[OK] をクリックしま
す。
iii. リストの [Weblogic パスフレーズのパスワード] パラメーターを選択して、
をクリックします。[パラメータの編集: Weblogic パスフレーズのパスワード]
ダイアログ ボックスが開きます。
iv. [値] をクリックして Weblogic パスフレーズのパスワードを指定し、[OK] をク
リックします。
v. [OK] をクリックします。
f. [次へ] をクリックして [すべてのパラメータ] に進みます。パラメーターのデフォルト値
を変更するには、パラメーターを選択してから をクリックします。[パラメータの編
集] ダイアログ ボックスが開きます。[値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックし
ます。
注: [すべてのパラメータ] ペインでは、パラメーターのデフォルト値を上書きできま
す。各パラメーターの値は、アスペクト レベルで指定できます。デフォルトでは、
エキスパート パラメーターとして定義されているパラメーターは表示されません。
エキスパート パラメーターを表示するには、[エキスパート パラメータの非表示/非
表示解除] をクリックします。
g. [次へ] をクリックします。
h. オプション: 割り当てを直ちに有効化しない場合は、[割り当てオブジェクトの有効化]
チェックボックスを外します。[割り当ておよび調整] マネージャーを使用して、後で割
り当てを有効化できます。
i. [完了] をクリックします。
次の図は、OMi MP for Oracle WebLogic を SSL および LDAP 認証プロバイダを使用している
WebLogic Server にデプロイする場合の典型的なデプロイ例を示しています。
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OMi MP for Oracle WebLogic のデプロイの詳細は、「作業の開始」を参照してください。

高可用性環境での WebLogic アプリケーション
サーバー
高可用性環境に OMi MP for Oracle WebLogic をデプロイするには、以下の手順を実行します。
1. 監視するノードを BSM コンソールに追加する必要があります。
2. WebLogic アプリケーション サーバー CI を検出するための WebLogic 検出アスペクトを管理
ノードにデプロイします。
3. 監視要件に従って、Weblogic 管理テンプレートを特定してデプロイします。
4. OMi MP for Oracle WebLogic 監視機能の設定ファイルを作成するWebLogic 環境用のクラスタ ア
プリケーション設定ファイルを作成するには、以下の手順を実行します。
a. 以下の構文を使用して、WebLogic.apm.xml ファイルを作成します。
注: OMi MP for Oracle WebLogic は、クラスタ アプリケーション設定ファイルと連携す
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る監視設定ファイル WebLogic.apm.xml を使用します。WebLogic.apm.xml ファイ
ルには、管理対象ノードの WebLogic 管理テンプレートがすべてリストされます。そ
のため、非アクティブなノードとアクティブ ノードに応じて、これらのテンプレー
トを無効または有効にすることができます。

<?xml version="1.0"?>
<APMApplicationConfiguration>
<Application>
<Name> ...</Name>
<Template> ...</Template>
<StartCommand>Weblogic_Perl Weblogic_Config.pl</StartCommand>
<StopCommand>Weblogic_Perl Weblogic_Config.pl stopMonitoring</StopComman
d>
</Application>
</APMApplicationConfiguration>

b. <Name></Name> タグ内に、namespace_name を入力します。
c. HTTPS エージェントの場合には、%OVADATADIR%/bin/instrumentation/conf ディレク
トリに保存します。
5. クラスタ化されたアプリケーションの設定ファイルを作成します。クラスタ アプリケーショ
ン設定ファイル apminfo.xml を作成するには、以下の手順を実行します。
a. テキスト エディタを使用して、ファイルを作成します。構文は以下のとおりです。
<?xml version="1.0"?>
<APMClusterConfiguration>
<Application>
<Name>namespace_name</Name>
<Instance>
<Name><Instance Name></Name>
<Package><Package Name></Package>
</Instance>
<Application>
</APMClusterConfiguration>
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b. <Name></Name> タグ内に、namespace_name を入力します。
c. HTTPS エージェントの場合には、apminfo.xml ファイルを %OVADATADIR%/conf/conf
ディレクトリに保存します。
以下の図は、OMi MP for Oracle WebLogic を Veritas の 2 ノード クラスタにデプロイする場合の典型
的なデプロイメント例を示しています。
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この項では、WebLogic アプリケーション サーバー、Oracle Database、インフラストラクチャを含
む複合アプリケーションの監視について説明します。
以下の図のような、Weblogic サーバー、Oracle Database、WebLogic サーバーおよび Oracle
Database に接続されたノードで構成される複合アプリケーションのインスタンスのトポロジを考
えてみましょう。WebLogic アプリケーション サーバー、Oracle インスタンス、インフラストラク
チャの各要素を監視するには、詳細 Weblogic とデータベース管理テンプレートをデプロイする必
要があります。

OMi MP for Oracle WebLogic をデプロイして複合アプリケーションのインスタンスを監視するに
は、以下の手順を実行します。
l

BSMコンソールへのノードの追加

l

Oracle 検出アスペクトのデプロイ

l

WebLogic 検出アスペクトのデプロイ

l

詳細 WebLogic およびデータベース管理テンプレートのデプロイ

タスク 1: BSMコンソールへのノードの追加
複合アプリケーションのインスタンスを監視する前に、監視するノードを BSM コンソールに追加
し、BSM コンソールに追加されているすべてのノードに Agent がインストールされていることを
確認する必要があります。
注: BSM コンソールへのノードの追加の詳細は、「作業の開始」を参照してください。
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タスク 2: Oracle 検出アスペクトのデプロイ
注: Oracle CI を検出するには、Oracle 検出アスペクトを Computer CI にデプロイする必要があ
ります。Oracle アスペクトの使用とデプロイには、OMi Management Pack for Oracle ソフト
ウェアのインストールが必要です。
Oracle アスペクトをデプロイするには、次の手順を実行します。
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] ペインを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
2. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
[構成フォルダ] > [データベース管理] > [Oracle] > [Oracle のアスペクト]
3. [Oracle のアスペクト] フォルダーで Oracle 検出アスペクトを右クリックし、[項目の割り当て
とデプロイ] をクリックして [割り当てとデプロイ] ウィザードを開きます。
4. [構成アイテム] タブで Oracle 検出アスペクトをデプロイする Computer CI をクリックし、[次
へ] をクリックします。
5. [次へ] をクリックします。
6. オプション: 割り当てを直ちに有効化しない場合は、[割り当てオブジェクトの有効化]
チェックボックスを外します。[割り当ておよび調整] マネージャーを使用して、後で割り当
てを有効化できます。
7. [完了] をクリックします。

タスク 3: WebLogic 検出アスペクトのデプロイ
WebLogic 検出アスペクトを、WebLogic を実行している Computer CI にデプロイするには、以下の
手順を実行します。
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] ペインを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
2. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle Weblogic 管理] > [アスペクト]
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3. [アスペクト] フォルダーで [Weblogic 検出] アスペクトをクリックし、
り当てとデプロイ] ウィザードを開きます。

をクリックして [割

4. [構成アイテム] タブで、監視する WebLogic サーバーをホストしているノード CI を選択し、
[次へ] をクリックします。
5. [必要なパラメータ] タブでは、必須パラメーターである [Weblogic Server ホーム] と従属パラ
メーターを指定します。
注: [Weblogic Server ホーム] のすべてのパラメーターに対し、従属パラメーターである
[Weblogic JAVA ホーム]、[Weblogic ユーザ名]、[Weblogic パスワード] を設定する必要が
あります。
n

n

n

OMi MP for Oracle WebLogic が WebLogic アプリケーション サーバー CI を検出するに
は、WebLogic 検出アスペクトのデプロイ時に与えられる資格情報に WebLogic アプリ
ケーション サーバーへのアクセス権が必要です。
WebLogic 資格情報には、[管理者] または [モニタ] のグループユーザー権限が必要で
す。[管理者] または [モニタ] グループに属するユーザーを設定するには、WebLogic 管
理サーバー コンソールを使用する必要があります。
ユーザーの作成とグループへの割り当ての詳細は、Oracle Weblogic からのユーザーお
よびグループの管理に関するドキュメントを参照してください。

a. リストの [Weblogic Server ホーム] パラメーターを選択して、 をクリックします。[イ
ンスタンス パラメータの編集: Weblogic Server ホーム] ダイアログ ボックスが開きます。
b. 従属パラメーターの値を指定します。
i. リストの [Weblogic JAVA ホーム] パラメーターを選択して、 をクリックします。
[パラメータの編集: Weblogic JAVA ホーム] ダイアログ ボックスが開きます。
ii. [値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
iii. リストの [Weblogic ユーザ名] パラメーターを選択して、 をクリックします。[パ
ラメータの編集: Weblogic ユーザ名] ダイアログ ボックスが開きます。
iv. [値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
v. リストの [Weblogic パスワード] パラメーターを選択して、 をクリックします。
[パラメータの編集: Weblogic パスワード] ダイアログ ボックスが開きます。
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vi. [値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
c. [OK] をクリックします。
6. [次へ] をクリックして [すべてのパラメータ] に進みます。パラメーターのデフォルト値を変
更するには、パラメーターを選択してから をクリックします。[パラメータの編集] ダイア
ログ ボックスが開きます。[値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
注: [すべてのパラメータ] ペインでは、パラメーターのデフォルト値を上書きできます。
各パラメーターの値は、アスペクト レベルで指定できます。デフォルトでは、エキス
パート パラメーターとして定義されているパラメーターは表示されません。エキスパー
ト パラメーターを表示するには、[エキスパート パラメータの非表示/非表示解除] をク
リックします。
7. [次へ] をクリックします。
8. オプション: 割り当てを直ちに有効化しない場合は、[割り当てオブジェクトの有効化]
チェックボックスを外します。[割り当ておよび調整] マネージャーを使用して、後で割り当
てを有効化できます。
9. [完了] をクリックします。
注: Oracle WebLogic のシングル インストールでは、すべてのドメインで同じ資格情報を使用
する必要があります。
検出アスペクトをデプロイすると、Weblogic、Oracle、Infrastructure の各 CI が作成されま
す。J2EE_Database_Deployment ビューを使用して、作成された CI と関係を表示できます。

タスク 4: 詳細 WebLogic およびデータベース管
理テンプレートのデプロイ
詳細 WebLogic およびデータベース管理テンプレートを WebLogic ドメイン レベルでデプロイする
には、以下の手順を実行します。
1. [管理テンプレートおよびアスペクト] マネージャーを開きます。
[管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [管理テンプレートおよびアスペクト]
2. [構成フォルダ] ペインで、次を選択します。
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[構成フォルダ] > [アプリケーション サーバーの管理] > [Oracle Weblogic 管理] > [管理テンプ
レート] > [詳細 Weblogic とデータベース管理テンプレート]
3. [詳細 Weblogic とデータベース管理テンプレート] をクリックしてから、
[割り当てとデプロイ] ウィザードをクリックします。

をクリックして

4. [構成アイテム] タブで管理テンプレートを割り当てる WebLogic ドメイン CI をクリックし、
[次へ] をクリックします。[Ctrl] キーまたは [Shift] キーを押しながら選択すると、複数のアイ
テムを選択できます。
5. [必須パラメータ] に Oracle アスペクトのデータベース資格情報を指定し、[次へ] をクリック
します。
6. [すべてのパラメータ] タブでは、パラメーターのデフォルト値を変更できます。パラメー
ターのデフォルト値を変更するには、次の手順を実行します。
a. リストの [Oracle インスタンス名] パラメーターを選択して
タンス パラメータの編集] ウィンドウが開きます。

をクリックします。[インス

b. リストでパラメーターを選択して をクリックします。[パラメータの編集] ダイアログ
ボックスが開きます。[値] をクリックして値を指定し、[OK] をクリックします。
注: [すべてのパラメータ] ペインでは、パラメーターのデフォルト値を上書きできます。
各パラメーターの値は、管理テンプレート レベルで指定できます。デフォルトでは、エ
キスパート パラメーターとして定義されているパラメーターは表示されません。エキス
パート パラメーターを表示するには、[エキスパート パラメータの非表示/非表示解除]
をクリックします。
7. [次へ] をクリックします。
8. オプション: 割り当てを直ちに有効化しない場合は、[割り当てオブジェクトの有効化]
チェックボックスを外します。[割り当ておよび調整] マネージャーを使用して、後で割り当
てを有効化できます。
9. [完了] をクリックします。
管理テンプレートをデプロイした後、WebLogic アスペクトが WebLogic アプリケーション サー
バー CI に、インフラストラクチャ アスペクトが Node CI に、Oracle アスペクトが JDBC データ
ソースに関連する Oracle CI にデプロイされ、1 つのデプロイメントから複合アプリケーションを
監視できるようになります。
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第7章: トラブルシューティング
この項では、トラブルシューティングについて説明します。
注: ここで説明するトラブルシューティング手順は、WebLogic ノードで実行する必要があり
ます。

ライセンス数が更新されない
問題: ライセンス管理でライセンス数が更新されません。
解決策: この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
1. OMi MP for Oracle WebLogic のインストール後、以下の手順を実行して、ライセンスがアク
ティブになっていることを確認します。
a. [管理] > [プラットフォーム] > [セットアップと保守] > [ライセンス管理] をクリックしま
す。
b.

をクリックし、license.dat ファイルを選択します。ライセンスの詳細情報が [ライ
センス管理] ウィンドウに表示されます。
ライセンス管理では、名前、ライセンスのタイプ、残り日数、有効期限、ライセンス数
などの情報が表示されます。

2. 管理対象ノードでのライセンスの使用をチェックするには、管理対象ノードで以下のコマン
ドを実行します。
<OvAgentDir>/bin/ovodetect -t
前のコマンドの出力が mpinstance="1" である場合、Oracle データベースは監視されていま
す。前のコマンドの出力が mpinstance="0" である場合、Oracle データベースは監視されてい
ません。
3. それでも [ライセンス管理] に反映されない場合は、次のコマンドを実行し、管理ノードで
エージェントを再起動します。
<OvAgentDir>/bin/ovc- restart opcmsga

管理テンプレートとアスペクトが管理ノードに
デプロイされない
問題:管理テンプレートとアスペクトが管理ノードにデプロイされません。
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解決策: この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
1. [管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [展開ジョブ] を選択し、デプロイメント ス
テータスを確認します。
2. [管理] > [オペレーション管理] > [モニタリング] > [割り当ておよび調整] を選択し、割り当て
ステータスを確認します。
3. 次の OMi ログ ファイルを確認します。
Linux の場合:
/opt/HP/BSM/log/EJBContainer/opr-webapp.log
/opt/HP/BSM/log/EJBContainer/opr-configserver.log
Windows の場合:
%topaz_home%/log\EJBContainer/opr-webapp.log
%topaz_home%/log/EJBContainer/opr-configserver.log

インストール時の OMi MP for Oracle WebLogic 表
示エラー
問題:OMi MP for Oracle WebLogic のインストールがエラーを返します。
解決策: mpinstall.log ログ ファイルをチェックして、エラーを確認します。
mpinstall.log ログ ファイルは、以下の場所にあります。
Windows の場合:
%TOPAZ_HOME%/log/mpinstall.log
UNIX の場合:
$TOPAZ_HOME/log/mpinstall.log

管理パックのアップロード時の OMi MP for
Oracle WebLogic 表示エラー
問題: アップロード時に OMi MP for Oracle WebLogic がエラーを返します。
解決策: opr-configserver.log ログ ファイルをチェックして、エラーを確認します。
opr-configserver.log ログ ファイルは、以下の場所にあります。
Windows の場合:
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%TOPAZ_HOME%/log/EJBContainer/opr-configserver.log
UNIX の場合:
$TOPAZ_HOME/log/EJBContainer/opr-configserver.log

WebLogic 検出アスペクトをデプロイした後、
ビューが表示されない
問題:WebLogic 検出アスペクトをデプロイした後、OMi MP for Oracle WebLogic のビューが表示され
ません。
解決策: 以下の手順を実行して、エラーを確認します。
1. Oracle WebLogic インストルメンテーション フォルダーを開きます。
Windows の場合:
%OVADATADIR%/bin/instrumentation
UNIX の場合:
/var/opt/OV/bin/instrumentation
2. インストルメンテーション フォルダーで次のファイルを探します。
bin/instrumentation/Weblogic_Discovery_Log4j.properties

3. Weblogic_Discovery_Log4j.properties ファイルを開きます。
4. log4j.appender.FILE.Threshold を選択し、log4j.appender.FILE.Threshold=trace に
変更します。
Weblogic 検出に対してトレースが有効になっています。WeblogicDiscovery.log ログ ファ
イルが作成されます。
5. WeblogicDiscovery.log ログ ファイルをチェックして、エラーを確認します。
WeblogicDiscovery.log ログ ファイルは、以下の場所にあります。
Windows の場合:
%OVDATADIR%/log/Weblogic/
UNIX の場合:
/var/opt/OV/log/Weblogic/
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WebLogic 検出アスペクトのデプロイメント中の
[接続を確立できませんでした] エラー
問題:WebLogic 検出アスペクトのデプロイメント中に [接続を確立できませんでした] エラーが返
されます。
解決策: この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
1. デプロイメント中に入力した資格情報に WebLogic Application Server への必要なアクセス権が
あるかどうかを確認します。
2. WebLogic Application Server が SSL 認証プロバイダを使用している場合、WebLogic キーストア
およびパスフレーズを設定します。

Collection Manager for OMi MP for Oracle
WebLogic が起動しない
問題:データ収集のための Collection Manager for OMi MP for Oracle WebLogic が起動しません。
解決策: この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
1. Oracle WebLogic インストルメンテーション フォルダーを開きます。
Windows の場合:
%ovdatadir%/bin/instrumentation
UNIX の場合:
/var/opt/OV/bin/instrumentation

2. インストルメンテーション フォルダーで次のファイルを探します。
bin/instrumentation/Weblogic_cmlog4j.properties
3. Weblogic_cmlog4j.properties ファイルを開きます。
4. log4j.appender.FILE.Threshold を選択し、log4j.appender.FILE.Threshold=trace に
変更します。
WebLogic Collection Manager に対してトレースが有効になっています。
5. Collector.log および CollectionManager.log ログ ファイルをチェックして、エラーを確
認します。
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Collector.log ログ ファイルは、以下の場所にあります。
Windows の場合:
%OVDATADIR%/log/Weblogic
UNIX の場合:
/var/opt/OV/log/Weblogic
CollectionManager.log ログ ファイルは、以下の場所にあります。
Windows の場合:
%OVDATADIR%/log/Weblogic/collectionManager
UNIX の場合:
/var/opt/OV/log/Weblogic/collectionManager

Performance Manager i (PMi) グラフ用のデータが
ない
問題: PMi グラフを作成するための情報を OMi MP for Oracle WebLogic から利用できません。
解決策: この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
1. 次のコマンドを実行してグラフのデータソースが生成されているかどうかを確認します。
ovcodautil –obj WEBLOGIC_DATA
2. 以下のコマンドを実行して、WEBLOGIC_DATA データ ソースのデータ ダンプを確認します。
ovcodautil –dumpds WEBLOGIC_DATA
空のインスタンスがある場合、ステップ 3 および 4 を実行します。
3. Weblogic_cmlog4j.properties ファイルから log4j.appender.FILE.Threshold を選択
し、log4j.appender.FILE.Threshold=trace に変更します。
WebLogic Collection Manager に対してトレースが有効になっています。
4. Collector.log および CollectionManager.log ログ ファイルをチェックして、エラーを確
認します。
Collector.log ログ ファイルは、以下の場所にあります。
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Windows の場合:
%OVDATADIR%/log/Weblogic
UNIX の場合:
/var/opt/OV/log/Weblogic
CollectionManager.log ログ ファイルは、以下の場所にあります。
Windows の場合:
%OVDATADIR%/log/Weblogic/collectionManager
UNIX の場合:
/var/opt/OV/log/Weblogic/collectionManager

Oracle WebLogic lib フォルダーにアクセスできな
い
問題:非 root ユーザーが lib フォルダーにアクセスできません。
解決策: 非 root ユーザーに WebLogic インストール パスの Oracle WebLogic lib フォルダーへの読み
取りアクセス権を付与します。
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付録: メトリックおよびデータ ソース
次の表に、OMi MP for Oracle WebLogic のテーブル名と関連するメトリックを示します。
注: WEBLOGIC_DATA は、OMi MP for Oracle WebLogic が収集データをログに記録するために使
用するデータ ソースです。

テーブル/ク
ラス名
WEBLOGIC_
CLUSTER

メトリック
のデータ タ
イプ

アスペクト

ポリシー名

メトリック

Weblogic ク
ラスタ ス
テータス

Weblogic_
ClusterOutMessageFailRate

WeblgcClsOutMsFail
Rt

REAL64

Weblogic_
ClusterInMessageFailureRate

Weblgc_
ClsInMsFailRt

REAL64

Weblogic_ClusterHealthStatus

Weblgc_
ClusterHealth

REAL64

WeblgcClusRTRsnd
Rqst

REAL64

Weblgc_
McastMsgLstCt

REAL64
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テーブル/ク
ラス名
WEBLOGIC_
EJB

アスペクト

ポリシー名

Weblogic EJB
パフォーマ
ンス

メトリック
のデータ タ
イプ

メトリック
WeblgcEJBPlWtrCur
Cnt

REAL64

SumWaiterCurrCnt

REAL64

WeblgcEJBPoolWtRt
Sum

REAL64

WeblgcEJBPoolWtRt

REAL64

WeblgcEJBPlRTTmo
tCnt

REAL64

SumTimeoutTotalC
ount

REAL64

Weblogic_EJBTimeoutCount

WeblgcEJBTimeout
RtSm

REAL64

Weblogic_EJBTimeoutRate

WeblgcEJBTimeout
Rt

REAL64

EJBMissTotalCount

REAL64

SumEJBMissTotalCo
unt

REAL64

Weblogic_
SumOfEJBMissedCountRate

WeblgcEJBMssdCnt
RtSm

REAL64

Weblogic_EJBMissedCountRate

WeblgcEJBMssdCnt
Rt

REAL64

Weblogic_
EJBDestroyedTotalCount

WeblgcDstroydTlCnt REAL64

Weblogic_EJBPoolWaitCount
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テーブル/ク
ラス名
WEBLOGIC_
EJB_CACHE

WEBLOGIC_
EJB_TRANS

アスペクト

ポリシー名

Weblogic EJB Weblogic_
パフォーマ EJBCacheHitPercentage
ンス

Weblogic EJB Weblogic_
パフォーマ EJBTransactionThroughputRate
ンス
Weblogic_
NumberEJBTransactionRollBack
Rate
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メトリック
のデータ タ
イプ

メトリック
WeblgcEJBCacheHit
Pct

REAL64

WeblgcEJBRTCacAc
cCnt

REAL64

WeblgcEJBRTCacMi
sCnt

REAL64

WeblgcEJBCacheMi
sPct

REAL64

WeblgcEJBTranThru
Rt

REAL64

WeblgcEJBTranRbRt

REAL64

WeblgcTrnscComTo
tCnt

REAL64

SumTrnscComTotal
Cnt

REAL64

TrnscRlBkTotalCnt

REAL64

SumTrnscRlBk

REAL64
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テーブル/ク
ラス名

アスペクト

WEBLOGIC_
JCA

Weblogic JCA Weblogic_
統計
JCAConnectionsUtilizationPct

ポリシー名

Weblogic_
NumWaitersCurrentCount

Weblogic_
ConnectionsRejectedTotalCoun
t

Weblogic_
ConnectionsDestroyedByErrorT
otalCount

WEBLOGIC_
JCA_RQSTS

Weblogic
キャッシュ
使用率

Weblogic_
DeferredRequestsCount
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メトリック
のデータ タ
イプ

メトリック

WeblgcCnctrPoolUtil REAL64

WeblgcFreeConnCu
rCnt

REAL64

WeblgcMaxCapacity

REAL64

WeblgcNumWaitrCu
rCnt

REAL64

NumWaitrCurrCnt

REAL64

WeblgcConRejTotal
Cnt

REAL64

ConnRejectedTotal
Cnt

REAL64

WeblgcConDeBErTo
tCnt

REAL64

ConnDestByErrTotC
nt

REAL64

WeblgcActivConCur
Cnt

REAL64

WeblgcDeferredReq
Cnt

REAL64

WeblgcTCnstRTDef
Rqst

REAL64
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テーブル/ク
ラス名

アスペクト

ポリシー名

WEBLOGIC_
JDBC
Weblogic
JDBC 接続
プール ス
テータス

Weblogic_
JDBCConnectionPoolUtilization

Weblogic JCA Weblogic_
統計
RequestsWaitingForConnection

Weblogic
JDBC 接続
プール ス
テータス

Weblogic
JDBC 接続
プール ス
テータス

Weblogic_
JDBCConnectionLeakRate

Weblogic_
FailuresToReconnectCount
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メトリック
のデータ タ
イプ

メトリック
WeblgcJDBCConPoo
lUtl

REAL64

WeblgcJDBCConPlT
hrRt

REAL64

WeblgcWaiFrConCur
Cnt

REAL64

WeblgcJDBCCnPlRT
CrCy

REAL64

WeblgcJDBCConPlW
tCnt

REAL64

WeblgcConnTotCnt

REAL64

WeblgcLeakedConn
Cnt

REAL64

WeblgcJDBCConLkR
t

REAL64

SumLeakedConnCo
unt

REAL64

WeblgcJDBCConLkR
tSum

REAL64

WeblgcJDBCConFail

REAL64
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テーブル/ク
ラス名

メトリック
のデータ タ
イプ

アスペクト

ポリシー名

メトリック

Weblogic
JDBC 接続
プール ス
テータス

Weblogic_
ConnectionDelayTime

WeblgcJDBCConTim
e

REAL64

WeblgcWaitSecHigh
Cnt

REAL64

Weblogic JCA Weblogic_
統計
WaitSecondsHighCount

WaitingForConFailTtl REAL64

WEBLOGIC_
JDBC_CPTY
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WeblgcActvConnCur
Cnt

REAL64

WeblgcJDBCCnPlRT
CrCy

REAL64
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テーブル/ク
ラス名
WEBLOGIC_
JMS

アスペクト

ポリシー名

Weblogic
JMS パ
フォーマン
ス

Weblogic_
JMSMessagesThresholdTime

Weblogic_
JMSBytesThresholdTimePercen
tage

WEBLOGIC_
JMS_
PROCMSG

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

メトリック
のデータ タ
イプ

メトリック
WeblgcMsgPending
Cnt

REAL64

WeblgcMsgsCurCnt

REAL64

JMSThruMessageRt

REAL64

WeblgcJMSRTBytPn
dCnt

REAL64

WeblgcJMSRTBytCu
rCnt

REAL64

JMSServerThruByte
Rt

REAL64

WeblgcJMSRTMsgT
hrTim

REAL64

WeblgcJMSThrByMs
gPct

REAL64

WeblgcJMSRTBytTh
rTim

REAL64

WeblgcJMSThrByByt
Pct

REAL64

WeblgcJMSRTMsgR
cvCnt

REAL64

WeblgcJMSRTBytRc
vCnt

REAL64

WeblgcProcesedMs
gCnt

REAL64

MDBProcMsgRate

REAL64
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テーブル/ク
ラス名
WEBLOGIC_
JMS_UTIL

アスペクト
Weblogic
JMS パ
フォーマン
ス

ポリシー名

メトリック
WeblgcJMSMsgMaxi
mum

REAL64

WeblgcJMSUtlByMs
gPct

REAL64

WeblgcJMSBytesMa
x

REAL64

WeblgcJMSUtlByByt
Pct

REAL64

WeblgcJRktRTTotGC
Cnt

REAL64

Weblogic_
GarbageCollectionCount

WeblgcGCCount

REAL64

Weblogic_
GarbageCollectionTime

WeblgcJRktRTTotGC
Tme

REAL64

WeblgcJRktRTTotal
Thr

REAL64

WeblgcGCThread

REAL64

WeblgcJRktRTAlPrA
vLd

REAL64

Weblogic_
JMSUtilizationByMessagesPerce
ntage

Weblogic_
JMSUtilizationByBytesPercentag
e
WEBLOGIC_
JROCKIT

メトリック
のデータ タ
イプ

Weblogic
JVM ヒープ
メモリ

Weblogic_
GarbageCollectionThread

Weblogic_
ProcessorsAverageLoad
WEBLOGIC_
JTA
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WeblgcAllProcAvgLd REAL64

WeblgcJTA_
MaxTrnsc

REAL64
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テーブル/ク
ラス名
WEBLOGIC_
JVM

アスペクト

ポリシー名

Weblogic
JVM ヒープ
メモリ

WEBLOGIC_
SERVER

REAL64

WeblgcJVMMemUtil
Pct

REAL64

WeblgcJVMHeapFre
eMem

REAL64

WeblgcInvlLogAtTo
Cnt

REAL64

Weblogic_
InvalidLoginAttemptsCount

WeblgcInvLoginAttC
nt

REAL64

Weblogic_ServerStatus

ServerStatus

INT

WeblgcSrvrRestReq
rd

REAL64

WeblgcOpenSocCur
Cnt

REAL64

ROCWeblgcOpnSoc
CurCt

REAL64

WeblgcSocketTrafic
Rt

REAL64

Weblogic 認
証

Weblogic
Server ス
テータス

メトリック
WeblgcJRktRTHpFre
ePc

Weblogic_JVMHeapUsage

WEBLOGIC_
SECURITY

メトリック
のデータ タ
イプ
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テーブル/ク
ラス名
WEBLOGIC_
SERVLETS

メトリック
のデータ タ
イプ

アスペクト

ポリシー名

メトリック

Weblogic
サーブレッ
ト パフォー
マンス

Weblogic_
ServletAverageExecutionTime

WeblgcSrvltAvExTi
me

REAL64

WeblgcSrvltRTExTm
Ttl

REAL64

WeblgcSrvltTimeCnt REAL64

WEBLOGIC_
SRVLTSESN

WEBLOGIC_
THREADCON
S

Weblogic
Web アプリ
ケーション
ステータス

Weblogic
キャッシュ
使用率

WeblgcSrvltRTInvTl
Ct

REAL64

Weblogic_ServletRequestRate

WeblgcSrvltReqRate

REAL64

Weblogic_
WebApplicationSessionsCount

WeblgcWebAppSsn
Cnt

REAL64

WeblgcSsnOpnTotal
Cnt

REAL64

WeblgcWebAppHitR
t

REAL64

Weblogic_
RequestWaitTimeforThread

WeblgcReqWaitTim
Thrd

REAL64

Weblogic_
PendingRequestCount

WeblgcPendingReq
Count

REAL64

Weblogic_
PendingRequestPercentage

WeblgcPendingReq
Pct

REAL64

WeblgcExecutingRe
quests

REAL64

WeblgcCompletedR
equests

REAL64

WeblgcReqMaxWait
Time

REAL64

Weblogic_RequestMaxWaitTime
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テーブル/ク
ラス名

アスペクト

ポリシー名

WEBLOGIC_
THREADPOO
L
Weblogic
サーブレッ
ト パフォー
マンス

Weblogic ス
レッド ス
テータス

Weblogic
キャッシュ
使用率

Weblogic_
ExecuteQThreadsInUse

Weblogic_
ThreadPoolOverloadCondition

Weblogic_StandbyThreadCount

HP OMi Management Pack for Oracle WebLogic (1.00)

メトリック
のデータ タ
イプ

メトリック
WeblgcThrPlRTExTh
rCt

REAL64

WeblgcExQThrdUtil
Pct

REAL64

WeblgcTPlRTExThId
lCt

REAL64

WeblgcExQueWaitC
nt

REAL64

WeblgcTPlRTExThT
oCt

REAL64

WeblgcGlblThrPlOvl
d

REAL64

WeblgcShrCapFrWrk
Mgr

REAL64

WeblgcPndngUsrRq
stCt

REAL64

WeblgcExQThrough
put

REAL64

WeblgcStandbyThrd
Cnt

REAL64
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テーブル/ク
ラス名

アスペクト

WEBLOGIC_
TRANSACTIO
NS

Weblogic ト
ランザク
ション

ポリシー名

メトリック
のデータ タ
イプ

メトリック
WeblgcTrnscComTo
tCnt

REAL64

WeblgcTranAvgTim
e

REAL64

WeblgcSecActvTotC
nt

REAL64

WeblgcTrnscRlBkTo
tCt

REAL64

WeblgcTranRlBkPct

REAL64

WeblgcTrnscTotalC
nt

REAL64

Weblogic_
TransactionResErrorRollbackPer
centage

TranResErrRbPct

REAL64

Weblogic_
TransactionAppErrorRollbackPer
centage

TranAppErrRbPct

REAL64

Weblogic_
TransactionTimeErrorRollbackP
ercentage

TranTimErrRbPct

REAL64

TranSysErrRbPct

REAL64

TranThruRate

REAL64

WeblgcTrnRlBkResT
oCt

REAL64

WeblgcTrnRlBkAppT
oCt

REAL64

Weblogic_
TransactionAverageTime

Weblogic_
TransactionSystemErrorRollbac
kPercentage
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テーブル/ク
ラス名

アスペクト

ポリシー名

メトリック
のデータ タ
イプ

メトリック
WeblgcTrnRlBkTmO
tCnt

REAL64

Weblogic_
TransactionSystemErrorRollbac
kPercentage

WeblgcTrnRlBkSysT
oCt

REAL64

Weblogic_
TransactionHeuristicsTotalCoun
t

WeblgcTranHeurCnt

REAL64

WeblgcActvTrnToCt

REAL64

WeblgcTranCapUtil

REAL64

WeblgcXMLCachDsk
Size

REAL64

WeblgcXMLCachMe
mSize

REAL64

Weblogic_
TransactionCapacityUtilizationP
ct
WEBLOGIC_
XMLCACHE
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お客様からのご意見、ご感想をお待ちしてい
ます。
本ドキュメントについてのご意見、ご感想については、電子メールでドキュメント制作チームま
でご連絡ください。このシステムで電子メールクライアントが設定されていれば、このリンク
をクリックすることで、以下の情報が件名に記入された電子メールウィンドウが開きます。
Feedback on オンライン ヘルプの PDF 版 (OMi Management Pack for Oracle WebLogic 1.00)
本文にご意見、ご感想を記入の上、[送信] をクリックしてください。
電子メールクライアントが利用できない場合は、上記の情報をコピーしてWebメールクライアン
トの新規メッセージに貼り付け、docfeedback@hp.com宛にお送りください。
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