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MFJ Architecture 

1. MFJ Architecture 

 

MaxGauge は基本的なWEB～WAS～DB 環境のモニタリング構成だけでなく、クライアント端末から企業

の基幹バックエンド システムまで(Non-Java 環境)全体区間を End-To-End 観点で同時にモニタリングする

ことができます。 

企業のアプリケーション モニタリング対象システムに該当Agent が設置されると、性能データを伝達する役

割を遂行して、データ収集用サーバーと保存用データベースを追加的に設置構成する必要があります。 

 

WAS(JVM)モニタリング基準としてMaxGauge 内部エンジン モジュールは次のような4 個の基本Layer で

構成されます。 

 Data Collection Layer：企業のアプリケーションを直接モニタリングするために設置される Agent 領

域で、多様な性能データを収集してMaxGauge サーバーに伝達する役割です。 

 MaxGauge Application Server Layer：MaxGauge サーバー領域でAgent から伝送された性能デ

ータを収集/分析/加工してデータベースに保存して、構成情報を管理する専用Web Daemon Server

です。 
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 Data Storage Layer：MaxGauge サーバーで加工された性能データを保存する領域で、各種性能情報

および分析のためのデータが保存される領域です。 

 Web Client Layer：収集された性能データをリアルタイム モニタリングおよび性能分析のためのWEB

基盤のユーザインタフェースを提供する領域です。 

 

MaxGaugeエージェント(JSPD)と独立プロセス(IMXTXN)は多様な性能データを収集してこれを収集サー

バー(Data Gather)に伝送します。収集サーバーは伝送された性能データを分析して加工して、Repositor

y DBに保存して、各種構成情報などを管理します。保存されたデータはウェブ クライアントから、ユー

ザインタフェース(HTML5基盤)を通じて各種リアルタイム モニタリングと性能指標および統計分析などの

インターフェースを提供します。 

 



Data Collection Layer 

2. Data Collection Layer 

Data Collection Layer は顧客アプリケーション サーバー環境に設置される、データ収集のためのAgent 群

を意味します。各役割により該当プロセス モジュールが別に設置構成されるため、Agent Set と定義して以

降、説明します。 

2.1. MaxGauge Agent Setとは? 

Data Collection Layer 内で実行されるJSPD,IMXOSM,IMXTXN,IMXDBM,OBSD を MaxGauge Agent Se

t といいます。 

 

 

項目 説明 

JSPD 
顧客WAS(JVM) Instance にオプションで追加され、内部thread で駆動さ

れて、主にWAS 関連の性能データ収集 

IMXOSM 
OS のシステム リソース(Memory,CPU etc)および統計情報収集、WAS co

ntainer の死活 Check 

IMXTXN 
サービスおよびトランザクションで実行されるSQL クエリー情報、取り引

き追跡および連係のためのremote 呼び出し情報を収集(E2E) 

IMXDBM Oracle 連係モニタリングのためのデータを収集 
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OBSD 
IMXDBM プロセス監視および管理 

(30 秒追記でプロセス監視してダウンすれば再起動の役割) 

2.2. JSPD 

JSPD はData Collection Layer のうち、WAS(JVM)サーバーの各Instance(JVM)別に設置されるライブラ

リー形態のモジュールです。 

JSPD は WAS instance の資源使用を把握します。instance 起動スクリプトのメモリー関連オプションにJS

PD の設定をしてinstance と同じProcess で起動します。WAS サーバーにデータ性ログを残さないでrepos

itory でリアルタイムに送信するため、WAS サーバーの保存領域の使用が少なく、大量のログ送信がないた

めWAS サーバーに負荷をかけません。 

2.2.1. JSPD実行ダイヤグラム 

 JSPD の実行の役割およびフロー図は次の通りです。 

 

F1:Data Collection 役割 

WAS(JVM)の各instance に JSPD モジュールをサービスおよびトランザクション別多様な性能データを収集

します。 

⚫ サービス、トランザクションの応答時間 

⚫ Connection Pool最大値、使用量情報 

⚫ JVM Heapメモリー使用率 

⚫ Garbage Collection情報 

⚫ Application Call tree情報 
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2.2.2. F2. DG Interface 

指定されたrefresh 周期により DataGather の listening port (基本ポート:1314)で性能データを送信しま

す。 

2.2.3. F3: Transaction & Remote Call Data Collection 

WAS の instance で実行されたトランザクション関連性能情報およびremote call 関連情報と user define

呼び出し関連性能情報をIMXTXN でUDP ソケットで(基本ポート:2404)送信します。 

2.3. IMXOSM 

IMXOSM はWAS サーバーのシステム リソースに対する OS 性能データ収集および送信を担当するエージェ

ントです。 

Note. 該当 OS に合うライブラリーファイルを使う必要があります。 

2.3.1. IMXOSM実行ダイヤグラム 

 IMXOSM の実行の役割およびフロー図は次の通りです。 

 

 

2.3.2. F1. Data Collection 

IMXOSM は該当システムのOS Kernel から性能データを収集して指定されたrefresh 周期によりDataGath

er の listening port(基本ポート:1314)に送信します。 

IMXOSM が収集するデータ類型は4 種類に区分されます。 

⚫ リアルタイムFile System使用量情報 
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⚫ OSプロセスのリアルタイム情報 

⚫ AgentサーバーのOS CPUおよびMemory情報 

⚫ Agentの起動情報 

データ類型別詳しい内容および収集周期は次のとおりだ。 

データ類型 モニタリング周

期 

説明 

リアルタイムFile System 使用量情報 1 分 Agent サーバーOS のリアルタイムFile Syste

m 使用量情報を収集する。 

OS Process のリアルタイムおよびPA

情報 

RTM:3 秒 

PA:1 分 

Agent サーバーOS Process 情報を収集する。 

Agent サーバーの OS CPU,Memory 情

報 

3 秒 Agent サーバーOS CPU,Memory 情報を収集

する。 

Agent の起動情報 発生時 Agent の起動(Boot,Down)発生の有無を収集す

る。 

2.4. IMXTXN 

IMXTXN は Transaction 関連データおよびRemote call 関連データ収集および送信を担当するエージェント

です。 

2.4.1. IMXTXN実行ダイヤグラム 

 IMXTXN の実行フロー図は次の通りです。 
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2.4.2. F1. Transaction Data Collection 

WAS の instance で実行されたトランザクション関連性能情報をIMXTXN プロセスがUDP ソケット(Defaul

t Port:2404)に次のような情報を受信します。 

⚫ transaction実行時間 

⚫ transaction名前 

⚫ SQL実行時間 

⚫ SQL文 

⚫ Remote transaction実行時間 

⚫ Remote transaction名前 

⚫ Remote transactionタイプ 

2.4.3. F2. DG Interface 

IMXTXN は指定された refresh 周期によりDG の listening port (Default Port:1314)で性能データを送信

します。 

2.4.4. F3. SQL Work Ratio Data Collection 

ORACLE の場合、SQL 実行後に該当SQL の1 日の実行情報をIMXDBM プロセスのUDP ソケット(Default 

Port:2604)に送信します。 
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2.5. Java Agent ディレクトリ構造およびファイ

ル説明 

2.5.1. ディレクトリ構造 

 Agent サーバーモジュール設置後に生成されるディレクトリ構造は次の通りです。 

 

 

ディレクトリ名 説明 

MaxGauge jspd の root ディレクトリ 

MaxGauge/ant jspd を build するために使う tool ディレクトリ 

MaxGauge/ant/bin ant の実行ファイルがあるディレクトリ 

MaxGauge/ant/lib ant のライブラリーファイルがあるディレクトリ 

MaxGauge/jspd jspd の home ディレクトリ 
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MaxGauge/jspd/bin Jspd 実行ファイルがあるディレクトリ 

MaxGauge/build-ext Jspd のモジュールをビルドするためのディレクトリ 

MaxGauge/build-jdk Jspd を java バージョン別ビルドするためのディレクトリ 

MaxGauge/build-rt rt build 関連ファイルがあるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/cfg jspd の環境設定ファイルがあるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/cfg/agent jspd の環境設定ファイルがあるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/data os 情報収集用 file があるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/lib jspd 駆動に必要なライブラリーがあるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/lib/imx os 別 os 情報およびトランザクション収集のためのファイルが入

っているディレクトリ 

MaxGauge/jspd/lib/jni 駆動に必要な JNI ファイルがあるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/lib/libs jspd 駆動に必要なライブラリーがあるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/license 使用中のライブラリーのライセンス情報があるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/log Jspd log ファイルがあるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/log/imx imx プロセス log ファイルがあるディレクトリ 

MaxGauge/jspd/tmp imx プロセスの駆動状態を file で保存しているディレクトリ 

MaxGauge/jspd/tools 
ライセンス情報調査およびライセンス キーファイル確認する命

令語情報が保存されたディレクトリ 

 

2.5.2. ディレクトリ別主なファイル説明 

2.5.3. MaxGauge/ant/binディレクトリ 

ファイル名 説明 

ant jspd をbuild するために使用するtool 実行ファイル 

ant.bat jspd をbuild するため使用する tool batch ファイル 

2.5.4. MaxGauge/ant/libディレクトリ 

ファイル名 説明 

ant.jar ant のライブラリーファイル 
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2.5.5. MaxGauge/jspd/cfgディレクトリ 

ファイル名 説明 

jspd.local.advice Call Tree に入ってくる情報のうち、追加や除外したいパッケージを登録するファイ

ル 

jspd.method.list 動的プロファイリング画面設定時、Agent にロードされたクラス名に表示する対象を

設定するファイル 

license_key MaxGauge license は正式 license と trial license に区分されます。Trial license は

使用期間が制限されますが、提供される機能は正式 license と同じです。 

 

⚫ Trial License Naming Rule: 

license.TRIAL_yyyymmdd.IMXDBM.key  

⚫ 正式 License Naming 

Rule:license.{company_name}_{host_name}。{host ID}。

{number of core}.IMXDBM.key 

2.5.6. MaxGauge/jspd/cfg/agentディレクトリ 

ファイル名 説明 

imx.dbm ORACLE を連動してモニタリングする場合、連動するDB の情報を記入する 

imx.prop Imx プロセス関連して設定するファイル 

imxlog.conf Imx プロセス log 関連して設定するファイル 

jspd.home JSPD_HOME を指定するファイルであり、手動で変更時build home を実行させる

必要がある 

jspd.prop 収集サーバーの情報および IMXTXN 連動ポートなどを設定するファイル 

jspd.prop.ini Jspd の収集環境設定関連オプションがあるファイル。Agent data の収集関連環境設

定ができるファイル。 

2.5.7. MaxGauge/jspd/dataディレクトリ 

ファイル名 説明 

common.immf os 情報収集関連ファイル 

2.5.8. MaxGauge/jspd/libディレクトリ 

ファイル名 説明 

IMXAgent.sh IMXOSM,IMXTXN 起動スクリプト 

jspd.jar WAS 起動時一緒に起動するモニタリング ファイル 

jspd-pool.jar connection pool 情報収集のためのファイル 

jspd-common.jar Jspd 共通モジュールを定義したファイル 



 

14 

 

Jspd-ext.jar Jspd の外部インターフェース連動のためのファイル(顧客カスタマイジング インタ

ーフェース) 

imxwsm.jar ウェブサーバーモニタリングのためのファイル 

2.5.9. intermix/jspd/logディレクトリ 

ファイル名 説明 

jspd[$was_id]-$start_date.log agent 起動時、jspd ログが記録されるファイル 

imx/imxosm.log IMXOSM のログが記録されるファイル 

imx/imxtxn IMXTXN のログが記録されるファイル 

2.6. Java Agent Set設定ファイル 

2.6.1. imx.dbmファイル 

ORACLE モニタリング連動時、DB サーバーの情報などを設定するファイルです。 

2.6.2. 記入法 

サーバーIP:UDP PORT = DB VIP. DB LISTENER PORT. SID 

連動されるDB が多い場合 enter 後入力します。 

2.6.3. imx.propファイル 

Imx プロセス関連してオプション変更および活性化を設定するファイルです。 

2.6.4. jspd.homeファイル 

imx.dbm,imx.prop,jspd.prop,jspd.prop.ini ファイルの属性値のうちで動的適用可能な属性を変更してすぐ

に適用するためには該当jspd.home ファイルに任意のスペース一間を入力後、保存すれとその後から上記フ

ァイルに修正した属性中動的反映が可能な項目がすぐに適用されるようになるファイルです。 
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2.6.5. jspd.propファイル 

MaxGauge Agent Set JSPD で収集サーバー連結およびトランザクション収集に使うパラメーターファイル

です。 

2.6.6. WR_ADDR 

項目 説明 

Syntax WR_ADDR= [収集サーバーIP]:[SLAVE DG PORT] 

登録区分 手動登録 

Default value WR_ADDR=10.10.32.212:1314 

WAS instance で伝送する収集サーバーのIP と PORT 情報を記入します。 

2.6.7. TXN_ADDR 

項目 説明 

Syntax TXN_ADDR=[PORT NUMBER | PORT NUMBER] 

登録区分 手動登録 

Default value TXN_ADDR=2404 

WAS で実行されたトランザクションを収集するポートを記入します。該当項目はトランザクション収集時ロ

ード分配のためにマルチポートをサポートします。 (マルチボート記入時区分者は“|”だ) 

 

2.6.8. UTS_ADDR 

項目 説明 

Syntax UTS_ADDR=[PORT NUMBER | PORT NUMBER] 

登録区分 手動登録 

Default value UTS_ADDR=2504 

WAS で実行されたRemote トランザクションを収集するポートを記入します。該当項目はトランザクション

収集時ロード分配のためにマルチポートをサポートします。 (マルチボート記入時区分者は“|”だ) 

2.6.9. TXN_REGISTRY_SIZE 

項目 説明 

Syntax TXN_REGISTRY_SIZE=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 10000 
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登録可能なTransaction 名前を表示するオプション値です。Default で10000 個まで登録が可能で、Agent

再起動時値が初期化されます。 

2.6.10. MTD_REGISTRY_SIZE 

項目 説明 

Syntax MTD_REGISTRY_SIZE=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 100000 

登録可能なMethod 名前を表示するオプション値です。Default で10000 個まで登録が可能で、Agent 再起

動時値が初期化されます。 

2.6.11. MTD_BUFFER_COUNT 

項目 説明 

Syntax MTD_BUFFER_COUNT=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 200 

生成するbuffer 個数を設定するオプション値です。 

2.6.12. MTD_BUFFER_SIZE 

項目 説明 

Syntax MTD_STACK_SIZE=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 500 

Buffer の大きさを設定するオプション値です。 

2.6.13. MTD_MAX_SIZE 

項目 説明 

Syntax MTD_BUFFER_COUNT=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 200 

生成するbuffer の最大個数を設定するオプション値です。 
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2.6.14. REMOVE_JDBC_ADVICE 

項目 説明 

Syntax REMOVE_JDBC_ADVICE= true or false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

jdbc 関連関数の収集をしません。True 時にはSQL 関連指標の収集をしません。(sql text,bindvalue,fetch t

ime,etc) 

 

2.6.15. REMOVE_JDBC_BIND_ADVICE 

項目 説明 

Syntax REMOVE_JDBC_BIND_ADVICE= true or false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

jdbc set parameter 関数のウェービングをしない。True 時にはSQL バインド変数の収集をしません。 

2.6.16. jspd.prop.iniファイル 

MaxGauge Agent Set JSPD で使用するパラメーターファイルです。 

2.6.17. TRX_NAME_TYPE 

項目 説明 

Syntax TRX_NAME_TYPE= integer 

登録区分 手動登録 

Default value 0 

TXN 名前を収集する方式を設定します。(定義:0:default、1:parameter、2:param_nouri、3:attribute) 

2.6.18. TRX_NAME_KEY 

項目 説明 

Syntax TRX_NAME_KEY=transaction key value  

登録区分 手動登録 

Default value None 

例題 TRX_NAME_KEY=callWasServerId 
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TXN 名を収集する変数を設定します。トランザクションの名に関連した環境設定値に設定されていない場

合、ユーザがリクエストしたトランザクションの名前、uid 値を収集します。 

TRX_NAME_TYPE 設定により 

⚫ 1:TRX_NAME_KEY にトランザクション名に使用したいURL パラメータのパラメータを指定しま

す。HTTP ヘッダーからURL パラメータを取得して、transaction の名前を<requestURL>?<パ

ラメータ名=値>に設定します。 

⚫ 2:TRX_NAME_KEY にトランザクション名に使用したいURL パラメータのパラメータを指定しま

す。HTTP ヘッダーからURL パラメータを取得して、transaction 名を<パラメータ名=値>に設

定します。 

⚫ 3:TRX_NAME_KEY の最初の項目をキーとして、HTTP ヘッダーからtransaction 名前を抽出し

ます。 

2.6.19. TRX_LOGIN_TYPE 

項目 説明 

Syntax TRX_LOGIN_TYPE= integer 

登録区分 手動登録 

Default value none (長さ0 人文字列、“”) 

Login Name 収集時、セッションで持ってくるのかパケットで持ってくるのか収集TYPE を設定します。 

(定義:0:default、1:attribute、2:cookie) 

2.6.20. TRX_LOGIN_KEY 

項目 説明 

Syntax TRX_LOGIN_KEY=app login key value 

登録区分 手動登録 

Default value none (長さ0 人文字列、“”) 

Login Name 収集時に持ってくる変数値を設定します。TRX_LOGIN_TYPE で設定したTYPE によりLogin

_name 値に保存された変数名を入力します。 

2.6.21. APP_SLEEP 

項目 説明 

Syntax APP_SLEEP =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 0 

Application sleep time を設定します。(単位:sec) 
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2.6.22. ACTIVE_PERIOD 

項目 説明 

Syntax ACTIVE_PERIOD=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 3 

リアルタイムActive Transaction 発生周期値を意味します。(単位:sec) 

2.6.23. ACTIVE_TOP_COUNT 

項目 説明 

Syntax ACTIVE_TOP_COUNT=integer 

登録区分 手動登録 

Default value All 

JSPD で送るActive Transaction の個数を設定することができるオプション値であり、未設定時はすべての

Transaction を送信します。 

2.6.24. ACTIVE_ELAPSE_TIME 

項目 説明 

Syntax ACTIVE_ELAPSE_TIME=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 50 

Transaction Elapse Time が設定した数値以上の場合にだけJSPD で送るように設定できるオプション値(単

位:ms)です。 

2.6.25. CURR_TRACE_TXN 

項目 説明 

Syntax CURR_TRACE_TXN=${txnname }:${TXNTIME} 

登録区分 手動登録 

Default value t:0 

例題 CURR_TRACE_TXN=*:3 

設定した時間を超過するclass method を収集するオプション値です。(単位:sec) 
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2.6.26. CURR_TRACE_LEVEL 

項目 説明 

Syntax CURR_TRACE_LEVEL=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 99 

Call Tree の収集範囲設定オプション0 ～ 99 まで設定可能(単位:%) 

99:最小値である 3depth まで収集、50:最大 depth の半分、0:最大depth 収集 

2.6.27. TRACE_JDBC 

項目 説明 

Syntax TRACE_JDBC 

登録区分 手動登録 

Default value true 

class method を収集時JDBC メソッド収集の有無設定値です。 

false 時 JDBC メソッドを除いて収集 (getConnection メソッドは収集) 

true 時すべてのメソッド収集 

2.6.28. METHOD_DEBUG 

項目 説明 

Syntax METHOD_DEBUG=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Method 別実行時間収集の有無のためのオプション値を現わしてデバッギング必要に応じてtrue に設定す

る。 

True：method 実行時間が0 人 method も Call Tree に表示される(アプリケーション デバッギング時使

用). 

False：実行時間が0 人method はコルトリで表示されない 

2.6.29. EXCLUDE_SERVICE 

項目 説明 

Syntax EXCLUDE_SERVICE=URL Value 

登録区分 手動登録 

Default value gif, js, css, png, jpg, xml 

EXCLUDE_SERVICE オプション値を含むURL を Transaction から除外します。 
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2.6.30. INCLUDE_EXCEPTION 

項目 説明 

Syntax INCLUDE_EXCEPTION= error Value (type.Exception)  

登録区分 手動登録 

Default value Java.lang.NullPointerException,java.sql.SQLSyntaxErrorException 

設定値はエラーとして扱います。INCLUDE_EXCEPTION に登録したException は、クライアントが例外処

理をしても例外Transaction で処理します。トランザクション モニターで真っ赤な点を例外として表示しま

す。 

2.6.31. EXCLUDE_EXCEPTION 

項目 説明 

Syntax EXCLUDE_EXCEPTION= error Value (type.Exception) 

登録区分 手動登録 

Default value none (長さ0 人文字列、“”) 

設定値をエラーとして扱いません。例外で発生するものの例外 Transaction で管理したくない Exception に

対して登録します。本例外を発生させるTransaction は正常 Transaction と見なします。 

2.6.32. PRIORITY_LEVEL 

項目 説明 

Syntax PRIORITY_LEVEL= integer 

登録区分 手動登録 

Default value None 

過負荷によるトランザクション サービス制限のためのオプション値で、Active Transaction 数を閾値を設定

します。10 なら10 個のactive transaction 実行時に、追加でトランザクションが実行されるとオプション

に設定したURL でリダイレクトします。(設定例:10,20,30 位に設定する) 

2.6.33. REDIRECT_URL 

項目 説明 

Syntax REDIRECT_URL = url value 

登録区分 手動登録 

Default value none 

PRIORITY_LEVEL の設定値を超えた場合に、リダイレクションされるページアドレスです。 (設定例:/erro

r.jsp ) 
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2.6.34. RESP_HTML_TID 

項目 説明 

Syntax RESP_HTML_TID = true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

web tid 収集の有無を設定するオプションです。Web サーバーモニタリングする時true に設定します。 

True に設定時、Web モニタリング時にWeb URL 呼び出しと WAS 連係マッピング情報が設定されないと

WAS ID 連係情報が入力されません。WEB Server Monitoring Agent が設置されている必要があります。 

2.6.35. RESP_HTML_SCRIPT 

項目 説明 

Syntax RESP_HTML_SCRIPT= true or false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

Response time 機能使用の有無を設定するオプション値です。 

2.6.36. RESP_HTML_ELAPSE_TIME 

項目 説明 

Syntax RESP_HTML_ELAPSE_TIME = integer 

登録区分 手動登録 

Default value 50 

Response time 機能使用時、設定値以上のデータだけ収集するオプション値です。(単位:ms) 

 

2.6.37. RESP_HTML_SCRIPT_TARGET 

項目 説明 

Syntax RESP_HTML_SCRIPT_TARGET = target value 

登録区分 手動登録 

Default value  

RESP_HTML_SCRIPT 機能使用時、ブラウザ応答時間をモニタリングをするurl パターンを指定します。 
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2.6.38. RT_RMI 

項目 説明 

Syntax RT_RMI = true or false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

Remote Call 収集の有無を設定するオプション値です。 

2.6.39. RT_RMI_VENDOR 

項目 説明 

Syntax RT_RMI_VENTOR = RMI vendor  

登録区分 手動登録 

Default value Ext 

外部呼び出し関連サービスを使うクラス パッケージ名を設定します。jspd-ext.jar を使うため、デフォルト

値はext で、クライアントは別途設定を変更しません。 

2.6.40. RT_RMI_TYPE 

項目 説明 

Syntax RT_RMI_TYPE = integer 

登録区分 手動登録 

Default value 3 

RT_RMI_TYPE = 1 なら P Key1 が変更、RT_RMI_TYPE = 2 なら C Key1 が変更、RT_RMI_TYPE = 3

ならKey1 が mode に関係なく変更します。 

P はリモート呼出す WAS サーバー、C はリモート呼出しを受けて実行するWAS サーバー、PC はリモート

呼出しを送ったり、呼出し受けて実行するWAS サーバーである場合に設定します。 

2.6.41. RT_RMI_ELAPSE_TIME 

項目 説明 

Syntax RT_RMI_ELAPSE_TIME =integer  

登録区分 手動登録 

Default value 0 

Remote Call 収集対象data の Elapse Time 最小値を設定するオプション値です。設定値以上のdata だけ

収集します。(単位:ms) 
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2.6.42. RT_FILE 

項目 説明 

Syntax RT_FILE = file open value 

登録区分 手動登録 

Default value 0x10 

Application でfile open を使用する際、Transaction で使う file に対するデータ収集の有無を設定するオプ

ションです。ファイルopen/close を Call Tree で表示するかを決めます。(0x10 の場合:open だけ見せる) 

2.6.43. RT_SOCKET 

項目 説明 

Syntax RT_SOCKET 

登録区分 手動登録 

Default value 0x10 

socket open/close を Call Tree で表示するかどうかを設定します。(0x10 の場合:open だけ見せる) 

 

2.6.44. USE_RUNTIME_REDEFINE 

項目 説明 

Syntax USE_RUNTIME_REDEFINE=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

rt.jar に対するウェービングを適用して例外発生の情報を収集し、File とSocket stream のOpen/Close の

有無とFile Path の収集、http リモート追跡機能の有無を設定します。 

 

2.6.45. MTD_LIMIT 

項目 説明 

Syntax MTD_LIMIT=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 10000 

あるトランザクションで収集するCall Tree を制限するオプションです。 
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2.6.46. MTD_PARAM_TRACE 

項目 説明 

Syntax MTD_PARAM_TRACE =class:method value 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Class と metohd を設定して Method のパラメーター値を収集するオプション値です。 

2.6.47. LIMIT_SQL 

項目 説明 

Syntax LIMIT_SQL =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 20 

SQL 文章テキストの長さが英文 20 字(byte)未満の場合、収集対象から除外するオプション値です。(単位:b

yte) 

2.6.48. BIND_SIZE 

項目 説明 

Syntax BIND_SIZE =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 2048 

あるSQL 当たり収集するbind 変数値の最大サイズを指定するオプション値で、バインド変数値のサイズが

設定値以上になればデータ収集から除外する。 (単位:byte) 

2.6.49. BIND_ELAPSE_TIME 

項目 説明 

Syntax BIND_SIZE =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 50 

txn 内SQL 実行時間が設定された値以上の場合、バインド変数値を収集するオプション値です。(単位:ms) 
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2.6.50. TXN_CPU_TIME 

項目 説明 

Syntax TXN_CPU_TIME 

登録区分 手動登録 

Default value false 

thread CPU time の収集の有無を設定するオプション値です。 

2.6.51. TXN_MEMORY 

項目 説明 

Syntax TXN_MEMORY 

登録区分 手動登録 

Default value false 

トランザクションで使われたmemory alloc size 指標を求めるオプション値です。 

2.6.52. THROW_TXN_FETCH_COUNT 

項目 説明 

Syntax THROW_TXN_FETCH_COUNT =throw txn fetch count value 

登録区分 手動登録 

Default value 0 

txn 内のSQL 文（門）の Fetch Count の合計が設定された値以上の場合、トランザクション実行中excepti

on が起きて実行を終了させるオプション値です。 

2.6.53. THROW_SQL_FETCH_COUNT 

項目 説明 

Syntax THROW_SQL_FETCH_COUNT =sql fetch count value 

登録区分 手動登録 

Default value 0 

Sql の fetch count が設定値以上の場合、SQL 実行中 exception が起きて実行を終了させます。SQL 単位で

max 値を設定します。 
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2.6.54. THROW_EXCLUDE_SERVICE 

項目 説明 

Syntax THROW_EXCLUDE_SERVICE =exclude service value 

登録区分 手動登録 

Default value none (長さ0人文字列、“”) 

FETCH COUNT 例外処理設定に適用された数値が適用されないトランザクションを設定するオプションで、

該当トランザクションはfetch count に関係なく実行終了しないで正常処理します。 

2.6.55. LOG_ALERT 

項目 説明 

Syntax LOG_ALERT =log alert value 

登録区分 手動登録 

Default value 1:java.lang.OutOfMemoryError,2:container {0} booted 

WAS サーバーログが記録されたのをパッシングして見せるオプションで、RT ウェービング後該当オプショ

ンを設定する必要があります。 

 

2.6.56. USE_LONG_SQL 

項目 説明 

Syntax USE_LONG_SQL =true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

SQL 文章テキストの長さを100K まで拡張して収集するオプション値です。(TRUE:100K まで収集、FALS

E:64K まで収集) 

2.6.57. USE_SQL_SEQ 

項目 説明 

Syntax USE_SQL_SEQ=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

SQL end パケットに sql シークエンス番号を追加するオプション値です。 
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2.6.58. USE_TRACE_ORACLE 

項目 説明 

Syntax USE_TRACE_ORACLE=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

MAXGAUGE for Oracle との連係活性化するオプション値です。 

 

2.6.59. USE_TRACE_MSSQL 

項目 説明 

Syntax USE_TRACE_MSSQL=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

MAXGAUGE for SQL Server との連係活性化するオプション値です。 

 

2.6.60. USE_TRACE_TIBERO 

項目 説明 

Syntax USE_TRACE_TIBERO=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

MAXGAUGE for Tibero との連係活性化するオプション値です。 

2.6.61. USE_SQL_ELLIPSIS 

項目 説明 

Syntax USE_SQL_ELLIPSIS=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

60K 以上のSQL を32K で省略して収集するオプション値です。 
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2.6.62. TRACE_FETCH_METHOD 

項目 説明 

Syntax TRACE_FETCH_METHOD=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

ResultSet の fetch 関数を Call Tree に表示するオプション値です。 

2.6.63. USE_METHOD_LIST 

項目 説明 

Syntax USE_METHOD_LIST=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value true 

動的プロファイルのためのmethod を送るオプション値です。 

2.6.64. USE_METHOD_SEQ 

項目 説明 

Syntax USE_METHOD_SEQ=true or false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

calltree をsummary しなくて time series の形で表されるオプション値です。 

2.6.65. DEBUG 

項目 説明 

Syntax DEBUG =debug value 

登録区分 手動登録 

Default value 0x000000000 

0x を除いた9 個の0 が順に RMI,HTML,RESPONSE,CLASS,GC,UDP,TCP,TRACE,DEBUG 値を意味しま

す。該当順序の値を1 に変更すると、該当値の関連データの値だけ収集します。 
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2.7. IMXDBM 

IMXDBM はDB Stat 情報と WAS で実行された Transaction が遂行するSQL の各Stat 情報データを 

収集および伝送を担当するエージェントです。該当モジュールはOracle DB だけサポートします。 

2.7.1. IMXDBM実行ダイヤグラム 

IMXDBM の実行フロー図は次の通りです。 

 

2.7.2. F1. Data Collection 

Oracle 内部SGA memory から多様な性能データを直接アクセスして収集します。またOS Kernel からDB

サーバーに対する性能データを収集します。 

IMXDBM のデータ収集方式 

 

 

 

 

IMXDBM が収集するデータ類型 

IMXDBM が収集するデータ類型は次の通り4 種類に区分されます。 

⚫ システム レベルの性能データ 

⚫ セッションおよびプロセス レベルの性能データ 

Data Source 収集方式 

SGA SGA Direct Access 方式 

OS Kernel Kernel API を通した収集 
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⚫ SQLレベルの性能データ 

⚫ Alertデータ 

Note. Alert 設定に対する詳細説明は“MaxGauge Configuration Guide”を参照します。 

2.7.3. F2. DG Interface 

IMXDBM は指定されたrefresh 周期によりDG の listening port (デフォルト値:1314)で性能データを送信

します。 

2.7.4. F3. JSPD Interface 

IMXDBM はIMXTXN から2604(デフォルト値) UDP Port で Transaction に対するデータ情報を受信しま

す。 

2.8. OBSD (Observer Daemon) 

OBSD は IMXDBM を監視する内部エージェント プロセスです。 

2.8.1. OBSDの監視項目 

OBSD は指定された周期ごとに下記項目を監視します。 

監視項目 監視周期 説明 

IMXDBM 状態監視および再起動 10 秒 IMXDBM プロセスが異常終了した場合に自動再起

動する 

IMXDBM CPU 使用率(%) 10 秒 指定した閾値を連続して3 番超過した場合に再起動

する 

IMXDBM メモリーの大きさ 10 秒 指定した閾値を連続して3 番超過した場合に再起動

する 

IMXDBM hang 10 秒 3 分間 hang 状態が続いた場合に再起動する 

 

Note. OBSD の監視項目設定に対する細部事項は common_conf ファイルを参照します。 
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2.9. MaxGauge Agent Set Control 

Unix/Linux サーバーの場合にはIMXCTL ユーティリティを利用してMaxGauge Agent Set を制御します。

Windows サーバーの場合にはサービス管理を利用します。 

2.9.1. Unix/Linuxサーバー 

IMXCTL ユーティリティは OS command line で使うNon Interactive Mode 方式とIMXCTL ユーティリ

ティ内で使うInteractive Mode 方式があります。IMXCTL ユーティリティの使用法は次の通りです。 

 

Non Interactive Mode Usage: 

$ imxctl <start | stop | status | restart > {config_name}  

$ imxctl  version  

Interactive Mode Usage: 

$ imxctl   

IMXDBMCTL> < start | stop | status | restart > {config_name}  

RTCCTL> <version | quit | exit > 

 

 

Operation 説明 

start MaxGauge Agent Set 開始 

stop MaxGauge Agent Set 終了 

status (stat) MaxGauge Agent Set 状態把握 

restart MaxGauge Agent Set 再起動 

version (ver) MaxGauge Agent Set バージョン出力 

quit (q) | exit | (e) IMXCTL Exit (Interactive Mode only) 

2.9.2. START Operation例題 

ORCL データベースに設置されたMaxGauge Agent Set を始める方法は次の通りです。 

Non Interactive Mode 

$ imxctl  start {ORCLRTS} 

Interactive Mode 

$ imxctl  

IMXDBMCTL> start {ORCLRTS} 

実行結果 

IMXDBM process for ORCLRTS is started. 

OBSD process for ORCLRTS is started. 
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2.9.3. STOP Operation例題 

ORCL データベースに設置されたMaxGauge Agent Set を終了する方法は次の通りです。 

Non Interactive Mode 

$ imxctl stop {ORCLRTS} 

Interactive Mode 

$ imxctl 

IMXDBMCTL> stop {ORCLRTS} 

実行結果 

IMXDBM process 24297 for ORCLRTS is shutdown. 

OBSD process 24404 for ORCLRTS is shutdown. 

2.9.4. STATUS Operation例題 

ORCL データベースに設置されたMaxGauge Agent Set の状態を把握する方法は次の通りです。 

Non Interactive Mode 

$ imxctl status {ORCLRTS} 

Interactive Mode 

$ imxctl 

IMXDBMCTL> status {ORCLRTS} 

実行結果 

IMXDBM for ORCLRTS : name = mxg_IMXDBM : pid = 27731 : status = RUNNING 

OBSD for ORCLRTS : name = mxg_obsd : pid = 27747 : status = RUNNING 

2.9.5. Windowsサーバー 

Windows サーバーで MaxGauge Agent Set はWindows サービスと登録して管理します。MaxGauge Ag

ent Set のサービス名は次の通りです。 

⚫ MaxGauge  IMXDBM {config_name} 

⚫ MaxGauge  OBSD {config_name} 

Note. Window サーバーで MaxGauge Agent Set をWindows サービスで登録する方法は“MFJ イン

ストールガイド”を参照します。 
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2.10. DB Agent ディレクトリ構造およびファイ

ル説明 

2.10.1. ディレクトリ構造 

 IMXDBM サーバーモジュール設置後に生成されるディレクトリ構造は次の通りです。 

 

ディレクトリ名 説明 

$MXG_HOME MaxGauge エージェント モジュール ホームディレクトリ 

$MXG_HOME/cfg IMXDBM 駆動のためのライセンス ファイル配置 

$MXG_HOME/cfg/{SID}RTS MaxGauge agent 駆動のためのconfiguration ファイルおよびそ

の他ファイル配置 

$MXG_HOME/cfg/sample Configuration sample ファイル配置 

$MXG_HOME/data/agent 現在の動作中であるIMXDBM のプロセス ナンバー 

$MXG_HOME/install MaxGauge エージェント モジュール設置のためのファイル配置 

$MXG_HOME/lib IMXCTL などのライブラリーファイル配置 

$MXG_HOME/lib/imx MaxGauge agent ファイル配置 

$MXG_HOME/log/imx IMXDBM ファイル実行ログ配置 

$MXG_HOME/log/MaxGauge IMXDBM OBSD ファイル実行ログ配置 

$MXG_HOME/log/{SID}RTS {SID}RTS ファイル実行ログ配置 

$MXG_HOME/util/db_load MaxGauge db 適材用スクリプト配置 
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$MXG_HOME/util/db_setup MaxGauge 設置時に使用されるスクリプト配置 

2.10.2. ディレクトリ別の主なファイル説明 

2.10.3. $MXG_HOMEディレクトリ 

ファイル名 説明 

.mxgrc MXG_HOME 環境変数およびPATH 設定 

ipcs.info OS のShared Memory 情報 

2.10.4. $MXG_HOME/cfg/{SID}IMXDBMディレクトリ 

ファイル名 説明 

common.conf モニタリングDB 情報設定ファイル 

詳細内容はcommon_conf ファイルを参照します。 

env 
imxdbm で使用する環境ファイル 

imx.prop WAS と連動するための DB のVIP,ORACLE LISTENER PORT,SID 情報 

ipcs.info OS のShared Memory 情報 

jspd.prop 収集サーバーで伝送するための収集サーバーIP とSLAVE DG ポート 

WAS とSQL 収集連動のための UDP ポート 

list.conf IMXDBM およびDG が収集する性能指標に対するmeta データを保存 

⚫ [STAT] Section: STAT name, Class# 

⚫ [EVENT] Section: EVENT name, P1 parameter, P2 parameter, P3 

parameter 

⚫ [LATCH] Section: Latch name 

[SGASTAT] Section:V$SGASTAT ビューのpool,name 

rts.status IMXDBM の実行状態を記録します 

⚫ 正常実行:status=RUNNING 

⚫ 正常終了:status=TERMINATED 

万一status=RUNNING でIMXDBM が down 状態の場合、異常終了であるからO

BSD がIMXDBM を再起動します。 

rts.act IMXDBM が周期的(毎10 秒)で該当ファイルをupdate します 

万一、該当ファイルが3 分間 update されない場合、IMXDBM がhang したと見

なしてOBSD が IMXDBM を再起動します。 
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2.10.5. $MXG_HOME/installディレクトリ 

ファイル名 説明 

install.sh  MaxGauge モジュール インストール スクリプト 

install_oracle.sh MaxGauge Oracle サーバーモジュール設置用スクリプト 

makecommonconf Oracle SGA に Direct Memory Access のために必要な環境ファイルを生成 

Readme 参考ファイル 

2.10.6. $MXG_HOME/libディレクトリ 

ファイル名 説明 

imxctl MaxGauge Agent Set Control ユーティリティ 

詳細内容は“2. MaxGauge Agent Set Control”セクションを参考にする。 

2.10.7. $MXG_HOME/lib/imxディレクトリ 

ファイル名 説明 

imxdbm IMXDBM エージェント 

詳細内容は“2. IMXDBM (Real Time Server)”セクションを参考にする。 

imx_obsd OBSD エージェント 

詳細内容は“2. OBSD (Observer Daemon)”セクションを参考にする。 

2.10.8. $MXG_HOME/log/imxディレクトリ 

ファイル名 説明 

{config_name}_IMXDBM.log IMXDBM の実行および例外状況を記録します。 

2.10.9. $MXG_HOME/log/MaxGaugeディレクトリ 

ファイル名 説明 

{config_name}_obsd[YYMMDD].log OBSD の実行および例外状況を記録します。 

2.10.10. $MXG_HOME/log/{SID}RTSディレクトリ 

ファイル名 説明 

Sess.log IMXDBM のセッション情報を記録するログ ファイル 

Sqlt.log IMXDBM の sql 情報を記録するログ ファイル 
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2.10.11. $MXG_HOME/util/db_setupディレクトリ 

ファイル名 説明 

run_by_sys.sql MaxGauge エージェントモジュール設置時のinstall.sh 実行で呼び出されるスクリ

プトです。 

Oracle Client 生成、権限付与およびX$ fixed table に対する XM$ ビューを生成

します。 

listconf3.sql list.conf ファイル生成のための SQL 

expkg.plb RTM Script Manger 内で提供されるスクリプト実行のために使われるパッケージ

です。 

2.11. DB Agent Set設定ファイル 

2.11.1. common.confファイル 

DB Agent Set で共通で使うパラメーターファイルです。 

2.11.2. ipc_key 

項目 説明 

Syntax ipc_key=oracle shared memory key  

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value None 

例題 ipc_key=cf309934 

IMXDBM がSGA memory にattach する時に使用します。 

2.11.3. pmon_name 

項目 説明 

Syntax pmon_name=pmon name  

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value None 

例題 pmon_name=ora_pmon_orcl 

DB down の有無をチェックするために使用されます。またOracle 11g tmpfs (linux only)を使う場合に/

dev/shm ディレクトリに位置したファイルのうち該当instance に属したファイルをチェックするために使
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用されます。例えばtmpfs を使ってpmon_name=ora_pmon_orcl ならば/dev/shm ディレクトリにはor

a_orcl_{number}_{seq#}ファイルが存在します。 

2.11.4. use_tmpfs 

項目 説明 

Syntax use_tmpfs=0 

登録区分 Install 手動登録 

Default value None 

Oracle サーバーが tmpfs 環境である時に追加で設定します。 

2.11.5. oracle_group 

項目 説明 

Syntax oracle_group = oinstall 

登録区分 Install 手動登録 

Default value none 

ORALCE が設置されたユーザーのグループ権限がdba ではない場合、追加的に記入します。 

2.11.6. obs1 

項目 説明 

Syntax obs1 = 1 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default Value 1 (only) 

2.11.7. obs1_cmd 

項目 説明 

Syntax obs1_cmd=imxctl start {config_name} DBM 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value None 

例題 imxctl start ORCL DBM 

OBSD が IMXDBM を再開始させる時に使用するcommand を登録します。 
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2.11.8. obs1_keyword 

項目 説明 

Syntax obs1_keyword=imxdbm 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value Imxdbm 

OBSD が IMXDBM のPID を確認するための情報の1 つです。 

2.11.9. obs1_keyword2 

項目 説明 

Syntax obs1_keyword2={config_name} 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value None 

例題 obs1_keyword2=ORCL 

OBSD が IMXDBM のPID を確認するための情報の1 つです。 

Note. OBSD は IMXDBM の PID を確認するためにobs1_keyword とobs1_keyword2 の情報を利用

します。PID 確認後には該当PID を利用して IMXDBM を監視します。 

2.11.10. obs1_cpu_limit 

項目 説明 

Syntax obs1_cpu_limit=integer value 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 80 

IMXDBM の CPU 使用率(%)の閾値を設定します。 

2.11.11. obs1_mem_limit 

項目 説明 

Syntax obs1_mem_limit=integer value (KB) 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 1,000,000  

IMXDBM のメモリーの大きさ(KB)の閾値を設定します。 
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2.11.12. obs1_init_wait 

項目 説明 

Syntax obs1_init_wait=integer value (Sec) 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 20 

OBSD は IMXDBM が起動するとIMXDBM を監視しません。理由はIMXDBM の起動段階で実行される内部

処理によってごく短時間の間CPU 使用率(%)が高いことがあるためです。そのためOBSD は該当パラメータ

ー設定値以降からIMXDBM を監視します。(単位:sec) 

2.11.13. obs1_status_file 

項目 説明 

Syntax obs1_status_file=rts.status 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value rts.status 

IMXDBM.status ファイルの内容を通じてIMXDBM の異常終了の有無を確認します。 

⚫ 正常実行:status=RUNNING 

⚫ 正常終了:status=TERMINATED 

万一status=RUNNING でIMXDBM が down 状態の場合、異常終了なのでOBSD が IMXDBM を再起動し

ます。 

2.11.14. imx.propファイル 

IMXDBM 動作方式設定のためのパラメーターファイルです。 

2.11.15. LOG_OPT 

項目 説明 

Syntax LOG_OPT =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 0 

log ファイルに残すログの種類を設定します。 

⚫ 基本値:0 

⚫ 2:削除されるgarbage data 確認. 

⚫ 4:UDP Packet 細部事項確認. 
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⚫ 8:IMXDBM に伝送するためのUDP Packet 細部事項確認. 

⚫ 16:Topology Info 細部事項確認. 

2.11.16. cpu100 

項目 説明 

Syntax cpu100=integer 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 0 

Option Range 0,1,2,4,8,16 およびoption value を加えた値 

▪ 一つ以上のoption valueを適用するにはoption valueを加えた値を設定 

▪ 例をoption value1課2を同時に適用するにはcpu100=3に設定 

使用目的 
⚫ Process 別 CPU 使用率(%)計算公式変更 

⚫ OS Level 全体 CPU 使用率(%)で I/O wait 含むの有無選択 

⚫ Memory Free 値を Active Memory Free 値でいったい(Linux only) 

⚫ Shared-SMT 環境で全体 CPU 使用率(%)計算方式変更(AIX only) 

⚫ Shared-SMT 環境で Process 別 CPU 使用率(%)計算公式変更(AIX Onl

y) 

Option value=0 Process 別 CPU 使用率(%) = API return value* CORE 個数 

⚫ API return value は全体 100%基準として該当プロセスが使った比率を

提供します。例えば 10 CORE 環境で 1 個のプロセスが 1 個の CORE を

独占(100%使用)して使う場合、API return value は 10 となります。 

▪ cpu100=0人場合、該当プロセスのCPU使用率(%)=100 

▪ cpu100=1人場合、該当プロセスのCPU使用率(%)=10 

Option value=1 Process 別 CPU 使用率(%) = API return value 

Option value=2 OS CPU 使用率(%) = User CPU(%) + Sys CPU(%) 

※I/O Wait(%)を含みません。 

Option value=4 Linux Only 

Memory Free = /proc/meminfo 内のMemFree + Active + Inactive 

⚫ オプション米適用時には Memory Free = /proc/meminfo 内の MemFr

ee 

Option value=8 AIX Only 

Shared SMT 環境で全体 CPU 使用率(%)が nmon tool で見られる値と違った場

合、適用 

Option 

value=16 

AIX Only 

Shared SMT 環境で個別プロセスCPU 使用率(%)が nmon tool で見られる値と違

った場合、適用 
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Note1. Shared SMT の有無は$lparstat?i で確認可能です。実行結果、type 値が“shared”であるなら

Shared SMT 環境です。 

Note2. OBSD はcpu100 設定と関係がなく“API return value* CORE 個数”値で IMXDBM CPU 使

用率をチェックします。 

2.11.17. DEBUG 

項目 説明 

Syntax DEBUG =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 0 

標準出力で表示するデバッグ構文の種類を選択します。 

⚫ 基本値:0 

⚫ 1:SID,TID PREPARE UDP パケット内容標準出力で表示 

⚫ 2:SID,TID EXECUTE UDP パケット内容標準出力で表示 

⚫ 4:SID,TID EXECUTE END UDP パケット内容標準出力で表示 

⚫ 8:TID END UDP パケット内容標準出力で表示 

⚫ 16:ACTIVE TXN SIGNAL UDP パケット内容標準出力で表示 

⚫ 32:TID REMOTECALL UDP パケット内容標準出力で表示 

⚫ 64:TID USERDATA UDP パケット内容標準出力で表示 

⚫ 128:TID REAL USER MONITOR BEGIN UDP パケット内容標準出力で表示  

2.11.18. ENV_PORT 

項目 説明 

Syntax ENV_PORT=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 2405 

DB モニタリング時IMXDBM で基本的に使用するTCP PORT です。 

2.11.19. DB_ADDR 

項目 説明 

Syntax DB_ADDR =[VIP] . [ORACLE LISTENER PORT] . [SID] 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value None 

ORACLE の VIP,LISTENER PORT,SID 情報を記入します。 
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2.11.20. SESSION_LIST_OPT 

項目 説明 

Syntax SESSION_LIST_OPT=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 1 

Dalib 関数TXN_SESSION_LIST2()の因子で使われるオプション値です。 

⚫ 1:Active を見せる。 (SESS_OPT_ACTIVE) 

⚫ 2:Inactivce background を除く。 (SESS_OPT_EXCLUDE_INACTIVE_BACKGROUND) 

⚫ 3:1,2 丁も含む。 

2.11.21. jspd.propファイル 

IMXDBM 動作方式設定のためのパラメーターファイルです。 

2.11.22. WR_ADDR 

項目 説明 

Syntax WR_ADDR=[収集サーバーIP]:[SLAVE DG PORT] 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 127.0.0.1:1314 

収集サーバーでデータ伝送のために該当収集サーバー(Slave Gather)の IP,Port を指定します。 

2.11.23. TXN_ADDR 

項目 説明 

Syntax TXN_ADDR = [UDP PORT] 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 2604 

WAS で発生したSQL 文（門）とマッチングのためのIMXTXN のPORT でデフォルト値は 2604 です。 

 

 



MaxGauge AP Server Layer 

3. MaxGauge AP Server Layer 

Platform.JS はHTTP Web Server 役割とWebsocket を通してJavaScript 実行、Database Query 実行

(Oracle,PostgreSQL 支援)する Application Server です。 

3.1. Platform.JS Control 

Platform.JS はjava 基盤のjetty で実行されます。 

Note1. Platform.JS install およびuninstall 方法は“MFJ インストールガイド”を参照します。 

3.2. リアルタイム モニタリングのためのInterfa

ce 

リアルタイム モニタリングのための実行フロー図は次の通りです。 

 

Platform.JS は DG とRepository で確認したデータ情報を受信後、RTM に送信します。 
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3.3. 性能分析のためのInterface 

性能分析のためのサービス実行フロー図は次の通りです。 

 

1. Platform.JS はPA の照会リクエストに合うquery を実行した後にPA に結果を送信します。 

Note. Repository でのquery 実行のためには Listener port(デフォルト値- PostgreSQL:5432,Orac

le:1521)に対する接続権限が必要です。 
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3.4. Alarm連係のためのInterface 

イベント アラーム情報サービス フロー図は次の通りです。 

 

Platform.JS は DG で確認した alarm 情報を受信後にRTM に送信します。 

3.5. Platform.JS設定ファイル 

Platform.JS と関連した設定はconfig.json ファイルを使用します。MaxGauge AP Sever Layer と Data S

torage Layer が同じサーバーを使う場合、デフォルト値をそのまま使用します。それぞれ別サーバーを使用

する場合、database_server およびgather_ip パラメーターを修正する必要があります。 
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3.6. ディレクトリ構造およびファイル説明 

3.6.1. ディレクトリ構造 

 Platform.JS モジュール設置後に生成されるディレクトリ構造は次の通りです。 

 

ディレクトリ名 説明 

MaxGauge configuration.bat 環境設定の最初に実行する命令 

platformjs.start.bat -環境設定が作るファイルPJS 実行 

platformjs.stop.bat -環境設定が作るファイルPJS 終了&サービスで動

作時"サービス終了" 

service_install.bat -環境設定が作るファイル サービス登録 

service_uninstall.bat -環境設定が作るファイル サービス削除 

MaxGauge/app platformjs_configuration.jar 設置コンパニオン 
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prunmgr.exe -サービス駆動ファイルCommons Daemon Service M

anager 

prunsrv.exe -サービス駆動ファイルCommons Daemon Service Ru

nner 

MaxGauge/bin/jar jetty で使うライブラリーファイル 

MaxGauge/bin/jetty jetty ファイル 

MaxGauge/config config.json 環境設定ファイル 

MaxGauge/config/template config.json 環境設定ファイル 

errorcode.code エラーコード ファイル 

platformjs.stop.bat.sample_linux サンプルファイル"Platformjs 停止

命令"リナックス用 

platformjs.stop.bat.sample_window サンプルファイル“Platformjs 停

止命令"ウインドウ用 

service_install.bat.sample -サンプルファイル"Platformjs Window サ

ービス登録" 

service_uninstall.bat.sample -サンプルファイル"PlatformjsWindow

サービス削除" 

MaxGauge/jetty_tmp jetty 駆動に必要な一時フォルダ 

MaxGauge/log エンジン ログ ファイル フォルダ 

Platformjs 起動中に出力されるログフォルダ 

MaxGauge/mxg_obsd OBSD デーモン フォルダ 

MaxGauge/sql sql/IMX_Oracle? Oracle タイプのREPOSITORY クエリーファイル 

sql/IMX_PostgreSQL? PostgreSQL タイプの REPOSITORY クエリー

ファイル 

sql/IMX_MSSQL,sql//IMX_memory フォルダは使わない 

MaxGauge/svc MaxGauge ウェブ サービス関連フォルダ 

MaxGauge/svc/etc jetty-http.xml -チェのふり-カスタム環境設定(www フォルダ設定など) 

MaxGauge/mxg_obsd OBSD デーモン フォルダ 

MaxGauge/svc/start.d deploy.ini -チェのふり-カスタム環境設定deploy モジュール(チェのふ

りで提案する基本ファイル) 

http.ini -チェのふり-カスタム環境設定http モジュール 

server.ini -チェのふり-カスタム環境設定server モジュール 

MaxGauge/svc/webapps チェのふり駆動時必要なフォルダ 

interemax/svc/www IMXWS.html? パケット送受信モニタリング ページ 

MaxGauge/svc/www/WEB-INF チェのふりウェブサービス核心フォルダ 

web.xml? PlatformJS www 環境設定ファイル 

MaxGauge/svc/www/WEB-

INF/classes 

logback.xml? logback.xml 環境設定ファイル 

MaxGauge/svc/www/lib PlatformJS 駆動時核心外部jar ファイル 

exem_platformjs.jar? PlatformJS 駆動時核心 jar ファイル 

MaxGauge/svc/www/download www でクライアントダウンロードに使われる臨時フォルダ 

MaxGauge/tmp WEB Server で使用するローカルの一時フォルダ 
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MaxGauge/utils WEB Server で使用するユーティリティ ファイル フォルダ 

3.6.2. ディレクトリ別主なファイル説明 

3.6.3. MaxGauge/ディレクトリ内実行ファイル 

ファイル名 説明 

MaxGauge/configuration.bat 

MaxGauge/configuration.sh 

Install 時に実行して使用するファイル 

MaxGauge/ 

mxg_obsd_service_install.bat 

Install 後、OBSD をサービス登録する時に使用するファイル 

MaxGauge/ 

mxg_obsd_service_uninstall.bat 

サービス登録されたOBSD サービスを削除する時に使用するファイル 

MaxGauge/platformjs.start.bat PlatformJS を手動起動する時に使用するファイル 

MaxGauge/platformjs.stop.bat 起動中のPlatformJS を終了する時に使用するファイル 

MaxGauge/service_install.bat install 後、PlatformJS をサービ登録する時に使用するファイル 

MaxGauge/service_uninstall.bat サービス登録されたPlatformJS サービスを削除する時に使用するファ

イル 

3.7. MaxGauge Agent Set設定ファイル 

3.7.1. common.console.confファイル 

該当ファイルは“\PlatformJS\config ディレクトリ内に配置されています。主なパラメーターに対する説明

は次の通りです。 

3.7.2. obs1 

項目 説明 

Syntax obs1 = 1 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default Value 1 (only) 
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3.7.3. obs1_cmd 

項目 説明 

Syntax obs1_cmd= 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value none 

OBSD が platformJS を再開始させる時に使用するcommand を登録します。 

3.7.4. obs1_keyword 

項目 説明 

Syntax obs1_keyword=java 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value mxg_IMXDBM (only) 

OBSD が platformJS のPID を確認するための情報の1 つです。 

3.7.5. obs1_keyword2 

項目 説明 

Syntax obs1_keyword2= 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value None 

OBSD が platformJS のPID を確認するための情報の1 つです。 

Note. OBSD は platformJS のPID を確認するために obs1_keyword とobs1_keyword2 の情報を利

用する。 PID 確認後には該当 PID を利用してplatformJS を監視する。 

3.7.6. obs1_cpu_limit 

項目 説明 

Syntax obs1_cpu_limit=integer value 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 80 

platformJS の CPU 使用率(%)の閾値を設定します。 

3.7.7. obs1_mem_limit 

項目 説明 
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Syntax obs1_mem_limit=integer value (KB) 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 2,000,000  

platformJS のメモリーの大きさ(KB)の閾値を設定します。 

3.7.8. obs1_init_wait 

項目 説明 

Syntax obs1_init_wait=integer value (Sec) 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 40 

OBSD は platformJS が起動するとplatformJS を監視しません。理由はplatformJS が起動段階で実行する

内部処理によってごく短い時間の間CPU 使用率(%)が高いことがあるためです。そのためOBSD は該当パラ

メーター設定値以降、platformJS を監視します。(単位:sec) 

3.7.9. CPU100 

項目 説明 

Syntax CPU100= 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 0 

PlatformJS の CPU 使用率をどんな基準としてチェックするのか設定します。 

0:コオダン CPU、1:全体 CPU 平均、2:I/O Wait 含まない(オプションの値を加えた値に設定可能) 

3.7.10. common.service.confファイル 

該当ファイルは“\PlatformJS\config ディレクトリ内に配置されています。主なパラメーターに対する説明

は次の通りです。 

3.7.11. obs1 

項目 説明 

Syntax obs1 = 1 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default Value 1 (only) 
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3.7.12. obs1_cmd 

項目 説明 

Syntax obs1_cmd= 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value none 

OBSD が platformJS を再開始させる時に使用するcommand を登録する。 

3.7.13. obs1_keyword 

項目 説明 

Syntax obs1_keyword= 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value  

OBSD が platformJS のPID を確認するための情報の1 つだ。 

3.7.14. obs1_keyword2 

項目 説明 

Syntax obs1_keyword2= 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value none 

OBSD が platformJS のPID を確認するための情報の1 つだ。 

Note. OBSD は platformJS のPID を確認するために obs1_keyword とobs1_keyword2 の情報を利

用します。 PID 確認後には該当PID を利用して platformJS を監視します。 

3.7.15. obs1_cpu_limit 

項目 説明 

Syntax obs1_cpu_limit=integer value 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 80 

platformJS の CPU 使用率(%)閾値を設定します。 

3.7.16. obs1_mem_limit 

項目 説明 
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Syntax obs1_mem_limit=integer value (KB) 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 2,000,000  

platformJS のメモリーの大きさ(KB)閾値を設定します。 

3.7.17. obs1_init_wait 

項目 説明 

Syntax obs1_init_wait=integer value (Sec) 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value 40 

OBSD は platformJS が起動するとplatformJS を監視しません。理由はplatformJS が起動段階で実行する 

内部処理によってごく短い時間の間CPU 使用率(%)が高いことがあるためです。そのため、OBSD は設定し

た時間の経過後からplatformJS を監視します。(単位:sec) 

3.7.18. obs1_activity_time 

項目 説明 

Syntax obs1_activity_time = integer value (Sec) 

登録区分 Install 段階で自動登録 

Default value None 

該当パラメータ設定時間の間<obs1_activity_file>に対して更新がない場合、PlatformJS Hang と見なしま

す。 

3.7.19. obs1_activity_file 

項目 説明 

Syntax obs1_activity= 

登録区分  

Default value  

PlatformJS Hang の有無をチェックするために使われるFile 名です。ファイルが存在しない場合Activity 監

視機能はOFF になります。 

3.7.20. CPU100 

項目 説明 

Syntax CPU100= 

登録区分 Install 段階で自動登録 
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Default value 0 

PlatformJS の CPU 使用率をどんな基準としてチェックするのか設定します。 

0:コアあたり CPU、1:CPU 全体平均、2:I/O Wait 含まない(オプションの値を足した値に設定可能) 

 

3.7.21. config.jsonファイル 

該当ファイルは“\PlatformJS\config”ディレクトリ内に配置されます。主なパラメーターに対する説明は次

の通りです。 

3.7.22. 主なパラメーター 

Parameter 名 説明 

service_port Chrome ブラウザで接続する時に使用するport 

Datagather_ip Datagather サーバーのIP address 

Datagather_port Datagather サーバーのport 

database_name MaxGauge 内部で使うalias 

database_type 
PostgreSQL である場合:postgresql 

Oracle である場合:oracle 

database_server 
PostgreSQL である場合:repository サーバーの IP address 

Oracle である場合:repository サーバーの IP address 

database_port 
PostgreSQL である場合:repository サーバーの port 

Oracle である場合:repository サーバーの port 

database_database 実際のデータベース名(共通:PostgreSQL,Oracle) 

database_user Repository サーバーの MaxGauge DB 接続User 名 

database_password Repository サーバーの MaxGauge DB 接続Password 名 

sql_ディレクトリ SQL ファイルが位置したディレクトリを指定する。 指定されなかった場合base_s

ql_ディレクトリ値を利用 

3.7.23. service_port 

項目 説明 

Syntax service_port=port 

登録区分 Configuration 段階で自動登録 

Default value None 

Chrome クライアントで接続する時に使用するポート番号です。 



 

55 

 

3.7.24. datagather_ip 

項目 説明 

Syntax  datagather=[IP] 

登録区分 手動登録 

Default value  

Master DG が設置されているサーバーのIP 情報です。 

3.7.25. datagather_port 

項目 説明 

Syntax datagather_port =integer 

登録区分 手動登録 

Default value  

Master DG が使用するport 番号です。 

3.7.26. database_name 

項目 説明 

Syntax database_name = 

登録区分 手動登録 

Default value default 

MaxGauge 内部で使うalias です。 

3.7.27. database_type 

項目 説明 

Syntax database_type = 

登録区分 手動登録 

Default value  

リポジトリDB の種類(Oracle or PostgreSQL) 

3.7.28. database_server 

項目 説明 

Syntax database_server =[IP] 

登録区分 手動登録 

Default value  
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リポジトリDB が設置されているサーバーのIP 情報 

3.7.29. database_port 

項目 説明 

Syntax database_port =integer 

登録区分 手動登録 

Default value none 

リポジトリDB の listener port 番号 

3.7.30. database_database 

項目 説明 

Syntax database_database = 

登録区分 手動登録 

Default value None 

リポジトリDB のデータベース名 

3.7.31. database_user 

項目 説明 

Syntax database_user = 

登録区分 手動登録 

Default value none 

リポジトリDB でデータ参照をするDB user 

3.7.32. database_password 

項目 説明 

Syntax database_password = 

登録区分 手動登録 

Default value none 

リポジトリDB でデータ収集をするDB user のpassword 

3.7.33. sql_ディレクトリ 

項目 説明 

Syntax sql_ディレクトリ = 
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登録区分 手動登録 

Default value none 

該当データベースに合うsql が置かれている位置 

3.7.34. database_descriptoin 

項目 説明 

Syntax database_description = 

登録区分 手動登録 

Default value none 

該当データベースに対する追加的な情報を記述します。 

3.7.35. database_default  

項目 説明 

Syntax database_default =default 

登録区分 手動登録 

Default value none 

内部データベースの基本接続情報です。 

3.7.36. database_pool_max 

項目 説明 

Syntax database_pool_max =integer 

登録区分 手動登録 

Default value None 

内部で使用されるデータベースのコネクションプールの最大個数を指定します。 

3.7.37. database_pool_min 

項目 説明 

Syntax database_pool_min =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 1 

内部で使用されるデータベースのコネクションプールの最小個数を指定します。(default:1) 
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3.7.38. database_maxrows 

項目 説明 

Syntax  database_maxrows=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 2000000 

内部で使用されるデータベースの最大rows 件数を指定します。(default:2000000) 

3.7.39. log_level 

項目 説明 

Syntax log_level = 

登録区分 手動登録 

Default value info 

Platform_JS のログ レベルを設定します。 (例:info,exception など) 

3.7.40. log_max_history 

項目 説明 

Syntax log_max_history = integer 

登録区分 Configuration 段階で自動登録 

Default value 90 

Platform_JS のログ保管日数を設定します。 

 

3.7.41. log_max_file_size 

項目 説明 

Syntax log_max_file_size = integer(MB) 

登録区分 Configuration 段階で自動登録 

Default value 30MB 

Platform_JS のログ ファイルの大きさを設定します。 

3.7.42. log_ディレクトリ 

項目 説明 

Syntax log_ディレクトリ = 

登録区分 Configuration 段階で自動登録 
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Default value ./log 

Platform_JS のログファイルの Path を設定します。 

 

3.7.43. Second charset 

項目 説明 

Syntax Second charset = 

登録区分 Configuration 段階で自動登録 

Default value CP949 

Platform_JS の文字列の複合時に使用するキャラクターセットです。 

 

3.7.44. Query_timeout 

項目 説明 

Syntax Query_timeout = integer 

登録区分 Configuration 段階で自動登録 

Default value 300 

SQL 実行でデータ照会時のタイムアウトする応答待ち時間を設定します。(単位 sec) 

 

3.7.45. xms 

項目 説明 

Syntax xms = integer 

登録区分 Configuration 段階で自動登録 

Default value 1024 

Platform_JS の実行時jvm の最小メモリー値を設定します。(単位MB) 

 

3.7.46. xmx 

項目 説明 

Syntax xmx = integer 

登録区分 Configuration 段階で自動登録 

Default value 4096 

Platform_JS の実行時jvm の最大メモリー値を設定します。 (単位MB) 
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3.7.47. loadbalancing 

項目 説明 

Syntax loadbalancing = 

登録区分 Configuration 段階で自動登録 

Default value false 

Platform_JS のロードバランシング ページでフォワードの有無を設定します。 

 

3.7.48. rac_service_name 

項目 説明 

Syntax rac_service_name = 

登録区分 手動登録 

Default value  

RAC で構成されたrepository 接続のためにService 名を設定します。※Oracle の場合にだけ使用可。 

 

3.7.49. rac_instance_list 

項目 説明 

Syntax rac_instance_list = 

登録区分 手動登録 

Default value  

RAC で構成されたrepository 接続のためにInstance List を設定する。※Oracle の場合にだけ使用可。 

 



Data Storage Layer 

4. Data Storage Layer 

4.1. DG Architecture 

 DG は処理性能向上のために Master/Slave 構造を提供します。例えば、30 個の IMXDBM が 1 個の DG に

連結されると、DG に対する負荷によってRepository へ性能データをINSERT する処理にボトルネック(bot

tleneck)が発生する可能性があります。このような問題点を解決するためにMaster/Slave 構造を提供しま

す。つまり、1 つの Master DG が複数のSlave DG を管理して、個別Slave DG は IMXDBM とinterface

をする方式です。DG の Master/Slave アーキテクチャーは次の通りです。 

 

4.1.1. Master DGの役割 

⚫ Repositoryにテーブルおよびプロシージャ生成 

⚫ テーブル パーテーションおよびスキーマ生成 

⚫ テーブル パーテーションおよびスキーマ管理 

⚫ Platform.JSとのInterface 

⚫ 周期的に(1分、10分、1時間、1日、1週、1月) Summaryテーブルにデータ入力 

⚫ SMS(Short Message Service),Mailシステム連係のためのShell実行 
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4.1.2. Slave DGの役割 

⚫ 1つ以上のIMXOSMとinterfaceとしながらRepositoryにデータ入力 

⚫ 1つ以上のJSPDとinterfaceとしながらRepositoryにデータ入力 

⚫ 1つ以上のIMXDBMとinterfaceしながらRepositoryにデータ入力 

⚫ Alarm設定内訳を利用してAlarm確認後Master DGにAlarm伝送 

Note. SMS システム連係のための詳細説明はSMS 連係のための実行ダイヤグラムを参照します。 

4.2. DG Control 

Unix/Linux サーバーである場合にはshell script を利用して DG を制御します。Windows サーバーである

場合にはWindow サービスで管理します。 

4.2.1. Unix/Linuxサーバー 

4.2.2. START Operation例題 

{DG Install Home ディレクトリ}/bin/dgboot  (or boot) 

4.2.3. STOP Operation例題 

{DG Install Home ディレクトリ}/bin/dgdown  (or down) 

Note. Slave DG サーバーが複数ある場合、上記の起動停止コマンドを混乱せずに使用するためには、各Sl

ave DG の起動停止コマンドの実行前に、必ず.mxgrc ファイルを先に実行します。 

(配置ディレクトリ:Slave DG 設置Path/.mxgrc ) 

オペレーションの便宜のためには、制御コマンド(dgboot/dgdown or boot/down)の script に.mxgrc の内

容を含めても構わない。 

4.2.4. Windowsサーバー 

Windows サービスを使用して DG をcontrol する。 DG サービス名は次の通りです。 

⚫ Master DG: DGServer_M 
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⚫ Slave DG: DGServer_S(Seq#) 

Note. Master DG install 時 Master DG (DGServer_M)およびSlave DG#1(DGServer_S1)が Wi

ndows サービスとして登録される。 DG Install およびSlave DG 追加作業に対しては“MFJ インストー

ルガイド”を参照します。 

4.3. DG File Systems 

4.3.1. ディレクトリ構造 

DG サーバーモジュール設置後に生成されるディレクトリ構造は次の通りです。 

 

ディレクトリ名 説明 

$MXG_HOME DG サーバーモジュールホームディレクトリ 

$MXG_HOME/bin DataGather 実行のための実行ファイルおよびその他ファイルの配

置ディレクトリ 

$MXG_HOME/bin/agent_files Agent から受けたproperties ファイルなどの配置ディレクトリ 

$MXG_HOME/bin/ext External library ファイル 

$MXG_HOME/bin/lib Repository DB 別 JDBC lib ファイル 

$MXG_HOME/bin/mxg_obsd OS 別DataGahter のOBSD ファイル 
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$MXG_HOME/bin/script グループ設定のためのscript ファイル 

$MXG_HOME/bin/services Window OS で DataGather 実行するためのサービスファイル 

$MXG_HOME/bin/timesync サーバー時間を合わせるためのtimesync デーモン ファイル保存 

$MXG_HOME/conf Configuration ファイル保存(DGServer.xml) 

$MXG_HOME/conf/DG DataGather OBSD 設定ファイル 

$MXG_HOME/log DataGather 実行および例外事項に対するLog 保存 

$MXG_HOME/svc sms と mail script ファイル 

$MXG_HOME/lib DG 駆動(機能動作)のために必要なlib ファイル 

 

4.3.2. ディレクトリ別主なファイル説明 

4.3.3. $MXG_HOMEディレクトリ 

ファイル名 説明 

.mxgrc MXG_HOME 環境変数およびPATH 設定 

4.3.4. $MXG_HOME/binディレクトリ 

ファイル名 説明 

boot UNIX 系列OS でDataGather OBSD boot script 

dgboot UNIX 系列OS でDataGather boot script 

DGServer.jar   DataGather install および駆動のためのjar ファイル 

down UNIX 系列OS でDataGather down script 

4.3.5. $MXG_HOME/confディレクトリ 

ファイル名 説明 

DGServer.xml DataGather 動作方式設定のための設定ファイル 

詳細内容はDGServer_xml ファイルを参照します 

Logback.xml DataGather 動作中のログ残す場合の設定ファイル 

4.3.6. $MXG_HOME/conf/DG/confディレクトリ 

ファイル名 説明 

common.conf DataGather OBSD 動作方式設定のための設定ファイルだ。 

dg.status DataGather 状態情報ファイル 
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Note. DGServer.xml ファイルにuser script を登録する方法はDGServer_xml ファイルを参照します。 

4.3.7. $MXG_HOME/logディレクトリ 

DG サーバーのログが生成されるディレクトリです。ログ ファイルはDGServer_yyyymmdd.log 形式で日

時別に生成されます。 

4.3.8. $MXG_HOME/svcディレクトリ 

ファイル名 説明 

sample_mail.jar Mail のためのjar ファイル 

sample_mail.unit Mail 動作テストのための設定ファイル 

sample_mail.xml   Mail 動作方式設定のための設定ファイル 

sample_sms.jar SMS のためのjar ファイル 

Sample_sms.unit SMS 動作テストのための設定ファイル 

sample_sms.xml SMS 動作方式設定のための設定ファイル 

 

4.3.9. DGServer.xmlファイル 

パラメーターに対する説明は次の通りです。 

4.3.10. encryption 

項目 説明 

Syntax DB_ADDR =false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

リポジトリDB 接続情報に対して暗号化の使用有無、java -jar DGServer.jar encryption 実行で最初に暗号

化された内容を抽出して該当xml に入力します。 

4.3.11. master 

項目 説明 

Syntax master = false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Master DataGather およびSlave DataGather 機能の選択オプションです。 
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4.3.12. dg_list 

項目 説明 

Syntax dg_list =[slave gather IP] : [slave gather PORT] , [slave gather IP] : [slave 

gather PORT] 

登録区分 手動登録 

Default value none 

Master DataGather で接続するSlave DataGather の IP とPORT リストを記録する。形式は IP:Port 形態

で記述して、それぞれリストを“,”で繋ぎます。 

4.3.13. dg_port  

項目 説明 

Syntax dg_port =integer 

登録区分 手動登録 

Default value none 

data gather で listen するPORT 番号を記入する。 

4.3.14. thread_core_size  

項目 説明 

Syntax thread_core_size =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 10 

DataGather の thread 基本個数を記入します。(default:10 個) 

4.3.15. thread_max_size  

項目 説明 

Syntax thread_max_size =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 20 

DataGather の thread 最大個数を指定する。(default:20 個) 

4.3.16. db_type 

項目 説明 

Syntax db_type = 
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登録区分 手動登録 

Default value None 

リポジトリDB に使用する DB の種類を記入します。(PostgreSQL,Oracle) 

4.3.17. conn_ip  

項目 説明 

Syntax conn_ip = [IP] 

登録区分 手動登録 

Default value None 

リポジトリDB サーバーの IP 

4.3.18. conn_port  

項目 説明 

Syntax conn_port =integer 

登録区分 手動登録 

Default value none 

リポジトリDB の listener PORT 番号 

4.3.19. sid  

項目 説明 

Syntax sid =[SID] 

登録区分 手動登録 

Default value None 

リポジトリDB のSID(ORACLE の場合)あるいはデータベース名(PostgreSQL の場合)を記入します。 

4.3.20. user 

項目 説明 

Syntax user = 

登録区分 手動登録 

Default value none 

リポジトリDB で参照用に作成したDB USER 名 
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4.3.21. password 

項目 説明 

Syntax password = 

登録区分 手動登録 

Default value None 

リポジトリDB USER の password  
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4.3.22. conn_init_size  

項目 説明 

Syntax conn_init_size =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 5 

リポジトリDB の connection pool 最小数(default:5 個) 

4.3.23. conn_max_size  

項目 説明 

Syntax conn_max_size =intager 

登録区分 手動登録 

Default value 10 

リポジトリDB の connectoin pool 最大数 (default:10 個) 

4.3.24. partition  

項目 説明 

Syntax partition =true 

登録区分 手動登録 

Default value True 

partition 機能使用の有無を定義します。 

4.3.25. max_batch_count  

項目 説明 

Syntax partition =true 

登録区分 手動登録 

Default value True 

一度に回すことができる最大配置をカウントします。 

4.3.26. commit_write  

項目 説明 

Syntax commit_write =BATCH,NOWAIT 

登録区分 手動登録 

Default value BATCH,NOWAIT 
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ORACLE 10g R2 以上、Transaction に対する Commit 実行時にRedo Write を実行する方式を決定しま

す。  
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⚫ IMMEDIATE,WAIT：Default 方法でRedo Write をすぐにリクエストして記録が完了するまで待ちま

す。 

⚫ IMMEDIATE,NOWAIT：すぐにリクエストしますが、記録が完了することを待たずにクライアントに制

御権限を渡します。 

⚫ BATCH,WAIT：色々なRedo Write リクエストを集めて一度にリクエストして、記録が完了するまで

待ちます。 

⚫ BATCH,NOWAIT：色々なRedo Write リクエストを集めて一度にリクエストして、記録が完了するこ

とを待たずにクライアントに制御権限を渡します。(推奨値) 

 

4.3.27. commit_logging  

項目 説明 

Syntax commit_logging =BATCH 

登録区分 手動登録 

Default value Immediate 

ORACLE 11G 以上の場合、LGWR が Redo Data を一括で記録するかどうかを決めるパラメーターです。 

⚫ Immediate：Default 値であり、各Commit ごとにLGWR が書込作業を進めます。 

⚫ Batch：LGWR が一括で Redo Data を記録します。小さい単位のトランザクションの場合、この方法

で記録するとより効率的です。(推奨値) 

4.3.28. commit_wait 

項目 説明 

Syntax commit_wait =NOWAIT 

登録区分 手動登録 

Default value Wait 

ORACLE 11G 以上の場合、Server Process がRedo Data を Redo Log File に記録を完了する時まで待機

するのかやめるのかを決めるパラメーターです。 

Wait：Default 値で、LGWR の書込作業が完了するまでServer Process が待機します。 

Nowait：Server Process は該当作業に対して待機しません。持続性が侵害されることがあるので一般的に

使用を推奨しません。 

Force_Wait：Wait 設定値と類似した設定ですが、システム レベルで設定した場合は、セッション レベルで

これを無視することができ、その反対の場合も可能です。すなわち、低いレベルのWait 設定になります。 
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4.3.29. statistics_level 

項目 説明 

Syntax statistics_level =BASIC 

登録区分 手動登録 

Default value BASIC 

BASIC：Default 値です。AWR 統計とmetric を集計しないで、ASMM を使用できなくてADVISOR 機能が

非活性化されます。 

TYPICAL：データベースの稼働をモニターするために、必要な多くの重要な統計を集計します。 

ALL：すべての使用可能な統計を集計します。(SQL Plan、OS 統計など) 

4.3.30. session_cached_cursors  

項目 説明 

Syntax session_cached_cursors =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 0 

Session 内で3 回以上実行されたSQL Statement をPGA 領域にCache することを意味. パラメーター値

が0 より大きければSession Cursor Caching 機能が使われる。 DG 内で使うすべてのセッションでCurre

nt ある Cursor だけキャッシュします。 

4.3.31. cached_preparestatement 

項目 説明 

Syntax cached_preparestatement =true 

登録区分 手動登録 

Default value true 

DataGather でPrepare statement を Cache するオプションです。 

4.3.32. debug 

項目 説明 

Syntax debug =false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

DataGather でデバッグ モード時、メモリ情報を記録します。 
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4.3.33. syssec_log_interval  

項目 説明 

Syntax syssec_log_interval =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 0 

ORACLE 連係モニタリング時、3 秒データ テーブル入力の有無、0 より大きければ入力する(XAPM_DB_OS

_STAT_TEMP,XAPM_DB_STAT_TEMP,XAPM_DB_WAIT_TEMP,XAPM_OS_PROCESS_TEMP). 

4.3.34. error500  

項目 説明 

Syntax error500 =false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

500_INTERNAL_SERVER_ERROR の収集の有無を設定します。 

4.3.35. source_down_interval  

項目 説明 

Syntax source_down_interval=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 3 

class source down interval を設定します。 

4.3.36. ignore_sql_text  

項目 説明 

Syntax ignore_sql_text =false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

true 設定時、INSERT で始める SQL は XAPM_SQL_TEXT テーブルに入力しないと思う場合、設定するオプ

ションです。(default:false) 

4.3.37. ignore_method_exception  

項目 説明 

Syntax ignore_method_exception = 
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登録区分 手動登録 

Default value none 

設定したmethod の exception は無視します。’;' (セミコロン)でリストを繋げます。 

  



 

75 

 

4.3.38. index_rebuild_policy 

項目 説明 

Syntax index_rebuild_policy =none 

登録区分 手動登録 

Default value none 

インデックス リビルドポリシーを決めるオプションです。weekly,monthly などに設定可能です。 

4.3.39. index_rebuild_day 

項目 説明 

Syntax index_rebuild_day = 

登録区分 手動登録 

Default value 1 

index_rebuild_policy:weekly 設定時( 1 ～ 7,1 から日曜日),monthly 設定時日時 

4.3.40. index_rebuild_time 

項目 説明 

Syntax index_rebuild_time =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 2 

インデックス リビルド実行する時間を設定します。(24 時間基準) 

4.3.41. jvm_hang_interval 

項目 説明 

Syntax jvm_hang_interval =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 0 

JSPD JVM HANG 状態をチェックするオプション値です。設定した時間でロギング タイムが更新されない

場合はHung と見なします。(単位:sec) 

4.3.42. manage_class_source 

項目 説明 

Syntax manage_class_source =true 

登録区分 手動登録 
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Default value true 

class source down manage flag.  
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4.3.43. url_thread_max 

項目 説明 

Syntax url_thread_max =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 1 

URL SENDER THREAD POOL サイズを意味します。(default:1) 

4.3.44. url_read_timeout 

項目 説明 

Syntax url_read_timeout =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 5 

HttpURLConnection タイムアウトする設定値です。(単位:ms) 

4.3.45. warning_log_elapse 

項目 説明 

Syntax warming_log_elapse =integer 

登録区分 手動登録 

Default value none 

リポジトリDB のロギング Elapse Time を設定する項目で、ロギング経過時間がオプション値を超えた場

合、ログファイルに記録します。(単位:ms). 

4.3.46. compress_buffer_size 

項目 説明 

Syntax compress_buffer_size =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 1048576 

DG-(TCP)->RTM 通信間データ パケット圧縮を使うためにあらかじめ割り当てるバッファーの大きさです。

(単位:KB) 

4.3.47. insert_txn_monitor 

項目 説明 

Syntax insert_txn_monitor =false 
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登録区分 手動登録 

Default value false 

XAPM_TXN_MONITOR テーブルにデータ入力の有無を決めるオプション値です。(default:false) 

4.3.48. rtm_txn_path_interval 

項目 説明 

Syntax insert_txn_monitor =false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

XAPM_TXN_MONITOR テーブルにデータ入力の有無を決めるオプション値です。(default:false) 

4.3.49. was_session_count_interval 

項目 説明 

Syntax was_session_count_interval =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 60 

SQLServer で使う Dashboard プロシージャーパインドゥ値、単位ms(10 分:600000). 

4.3.50. rtm_txn_elapse 

項目 説明 

Syntax rtm_txn_elapse =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 3 

RTM にActive TXN List 送信時、elapse タイムが設定値以上のデータのみ送信します。(単位:sec) 

4.3.51. Timezone_offset 

項目 説明 

Syntax rtm_txn_elapse =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 3 

RTM にActive TXN List 送信時、elapse タイムが設定値以上のデータのみ送信します。(単位:sec) 
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4.3.52. skip_was_alert 

 説明 

Syntax max_active_txn_size =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 30 

WEB SOCKET SERVER、すなわちダッシュボードに送信時、Active Transaction List の最大数を指定しま

す。  
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4.3.53. max_active_txn_size 

項目 説明 

Syntax max_active_txn_size =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 30 

WEB SOCKET SERVER、すなわちダッシュボードに送信時、Active Transaction List の最大数を指定しま

す。 

4.3.54. run_summary 

項目 説明 

Syntax Run_summary = true 

登録区分 手動登録 

Default value true 

4.3.55. run_txn_summary 

項目 説明 

Syntax run_txn_summary =true 

登録区分 手動登録 

Default value true 

4.3.56. Pool_percent_check 

項目 説明 

Syntax Pool_percent_check =true 

登録区分 手動登録 

Default value false 

 

4.3.57. pool_percent_check 

項目 説明 

Syntax pool_percent_check =false 

登録区分 手動登録 

Default value false 
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Connection Pool Alert チェック時、%または Active Connection 個数をチェックするかを設定します。
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4.3.58. max_size_sql_list 

項目 説明 

Syntax max_size_sql_list =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 200000 

SQL 個数が設定値以上の場合、lru_clear_interval で設定した時間使用しないデータは除去します。 

4.3.59. max_size_method_list 

項目 説明 

Syntax max_size_method_list =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 200000 

Method 個数を設定値以上の場合、lru_clear_interval で設定した時間使用しないデータは除去します。 

4.3.60. max_size_txn_list 

項目 説明 

Syntax max_size_txn_list =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 200000 

transaction 数を設定値以上の場合、lru_clear_interval で設定した時間使用しないデータは除去します。 

4.3.61. max_size_log_text 

項目 説明 

Syntax max_size_log_text =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 200000 

Log 個数を設定値以上の場合、lru_clear_interval で設定した時間使用しないデータは除去します。 

4.3.62. send_activity_top_was 

項目 説明 

Syntax send_activity_top_was =false 

登録区分 手動登録 

Default value false 
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RTM にActive TXN List をTOP WAS のみ送信するか、全て送信するか設定します。Default 値は全てを送

信します。 
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4.3.63. lru_clear_interval 

項目 説明 

Syntax lru_clear_interval =integer 

登録区分 手動登録 

Default value 60 

LRU(Least Recently Used) CACHE 機能を使用するリスト中、OVER TIME を分単位で設定します。 

4.3.64. set_real_user_monitor 

項目 説明 

Syntax set_real_user_monitor =false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Real User Monitor データ処理時Txn Detail データ(JSPD)の server time を併合して処理する。 

4.3.65. truncate_sql_text 

項目 説明 

Syntax truncate_sql_text=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Xapm_sql_text truncate 周期設定 

4.3.66. group 

項目 説明 

Syntax group=Single/Business/Resion 

登録区分 手動登録 

Default value Single 

ビジネス グループ別に使うのか、地域別で使用するのかどうか設定 

4.3.67. skip_sms_normal_alarm 

項目 説明 

Syntax skip_sms_normal_alarm=false 

登録区分 手動登録 

Default value False 
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Normal アラームが発生した場合、sms 送信の有無を設定します。 

4.3.68. keep_alarm 

項目 説明 

Syntax keep_alarm=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Alarm level 変更時にだけ Alarm を送る機能 

True:normal で値が変化する場合、アラーム情報送る。 

False:warning,critical イン場合、全部送る。 

4.3.69. summary_xview_save_minutes_onoff 

項目 説明 

Syntax summary_xview_save_minutes_onoff=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Xview_summary_min_XX テーブルにデータ収集の有無(false イン場合テーブル生成x) 

4.3.70. summary_xview_save_minutes 

項目 説明 

Syntax Summary_xview_save_minutes=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Xview_summary_min_XX テーブル保管周期(最小10min) 

4.3.71. use_cleanup_id 

項目 説明 

Syntax use_cleanup_id=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Xapm_sql_id,xapm_log_id テーブル削除有無 

(true:削除O / false:削除X) 
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4.3.72. query_timeout 

項目 説明 

Syntax query_timeout=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 20 

パーテーション プロシージャー実行中設定値が超過した場合、プロシージャー実行取り消しオプション 

4.3.73. sort_tp_process 

項目 説明 

Syntax sort_tp_process=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

TP Process List sort の有無 

4.3.74. analyze_pg_catalog 

項目 説明 

Syntax analyze_pg_catalog=true 

登録区分 手動登録 

Default value true 

Analyze_pg_catalog 実行の有無 

4.3.75. websocket_utf8 

項目 説明 

Syntax Websocket_utf8=false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

特定string data UTF-8 変換の有無 

4.3.76. network_latency 

項目 説明 

Syntax Network_latency=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 60 
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ネットワーク負荷によってデータ伝送が円滑にならずにデータが蓄積した場合、設定した時間遅延する

とSend Queue をクリアします。 

4.3.77. use_keys_for_topology_addr 

項目 説明 

Syntax Use_keys_for_too=false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

Topology key 値条件 

(true:トポロジーカウントのkey を(p_was_c_was)で使用. 

False:dest を key で使用 

4.3.78. sms_pool_init_size 

項目 説明 

Syntax Sms_pool_init_size=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 5 

Alarm_pool 初期値 

4.3.79. sms_pool_max_size 

項目 説明 

Syntax Sms_pool_max_siize=integer 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Alarm_pool 最大値 

4.3.80. txn_alarm_start_end 

項目 説明 

Syntax Txn_alarm_start_end=false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

実行時間アラームsms 伝送方法 
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4.3.81. oom_sms_restart 

項目 説明 

Syntax oom_sms_restart=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Oom アラーム sms 伝送方法 

4.3.82. tp_detail_alert 

項目 説明 

Syntax tp_detail_alert=false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

Tp detail アラーム発生有無 

4.3.83. use_duplicate_check_was_id 

項目 説明 

Syntax use_duplicate_check_was_id=false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

was_id 重複チェックの有無 

4.3.84. was_stat_summary_try 

項目 説明 

Syntax Was_stat_summary_try=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

1 分サマリーが空の場合を補完するためのオプション 

4.3.85. was_stat_summary_try_min 

項目 説明 

Syntax was_stat_summary_try_min=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 2 
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1 分サマリーを何分前までチェックしていれるのかどうか 

4.3.86. jvm_stat_summary_try 

項目 説明 

Syntax =false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

1 分サマリーが空の場合を補完するためのオプション 

4.3.87. jvm_stat_summary_try_min 

項目 説明 

Syntax jvm_stat_summary_try_min=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 2 

1 分サマリーが空の場合を補完するためのオプション 

4.3.88. enable_vacuum 

項目 説明 

Syntax enable_vacuum =false 

登録区分 手動登録 

Default value none 

 

4.3.89. use_mem_summary_retry_master 

項目 説明 

Syntax =false 

登録区分 手動登録 

Default value 2 

 

4.3.90. network_stat_delta 

項目 説明 

Syntax Network_stat_delta=false 
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登録区分 手動登録 

Default value False 

Stat 指標中os_send_packet,os_rcv_packet delta 計算の有無 

4.3.91. etoe_detail_interval 

項目 説明 

Syntax etoe_detail_interval=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 5 

 

4.3.92. etoe_detail_delay 

項目 説明 

Syntax =false 

登録区分 手動登録 

Default value 2 

 

4.3.93. business_thread 

項目 説明 

Syntax insert_etoe_txn_detail=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 10 

Insert_etoe_txn_detail を並列処理するスレッド個数 

4.3.94. svc_summary_use_from_time 

項目 説明 

Syntax Svc_summary_use_from_time=false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

xapm_concurrent_users / xapm_dashboard_txn_elapse / xapm_dashboard_tps / xapm_dash

board_txn_count / xapm_was_service_stat テーブルにサマリーto_time でないfrom_time(false:t

o_time / true:from_time) 
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4.3.95. use_partition_time_fix 

項目 説明 

Syntax use_partition_time_fix=false 

登録区分 手動登録 

Default value 2 

パーテーション削除固定時間実行の有無(true 時指定市間に一度) 

4.3.96. partition_hour 

項目 説明 

Syntax partition_hour=1 

登録区分 手動登録 

Default value 1 

固定設定時に実行される時間 

4.3.97. partition_min 

項目 説明 

Syntax partition_min=false 

登録区分 手動登録 

Default value 1 

固定設定時に実行される分 

4.3.98. use_license_server 

項目 説明 

Syntax use_license_server=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

中央管理ライセンス使用の有無 

4.3.99. license_server_ip 

項目 説明 

Syntax License_server_ip=integer 

登録区分 手動登録 

Default value Ip(数字) 
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ライセンス サーバーip 

4.3.100. license_server_port 

項目 説明 

Syntax License_server_port=integer 

登録区分 手動登録 

Default value Port(数字) 

ライセンス ポート 

4.3.101. use_pod_alarm 

項目 説明 

Syntax use_pod_alarm=true 

登録区分 手動登録 

Default value True 

Pod create / pod delete アラーム発生有無 

4.3.102. jvm_ratio_type 

項目 説明 

Syntax Jvm_ration_type=(jvm_heap_size / jvm_max_heap) 

登録区分 手動登録 

Default value 2 
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4.3.104. sms_script 

項目 説明 

Syntax Sms_script=(実行するスクリプトの名前) 

登録区分 手動登録 

Default value (実行するスクリプトの名前) 

アラーム発生時実行するscript name 

4.3.105. k8s_auto_was_id_mode 

項目 説明 

Syntax K8s_auto_was_id_mode=false 

登録区分 手動登録 

Default value False 

Kubernetes モード使用の有無 

4.3.106. k8s_auto_was_id_url 

項目 説明 

Syntax K8s_auto_was_id_url=(URL) 

登録区分 手動登録 

Default value (URL) 

Kubernetes api url 

4.3.107. k8s_auto_was_id_token 

項目 説明 

Syntax K8s_auto_was_id_token=(token 値) 

登録区分 手動登録 

Default value (token 値) 

Kubernetes api access token 

4.3.108. namespace 

項目 説明 

Syntax namespace=(namespace 値) 

登録区分 手動登録 

Default value (namespace 値) 
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Kubernetes namespace 

4.3.109. k8s_was_id_del_retry 

項目 説明 

Syntax K8s_was_id_del_retry=integer 

登録区分 手動登録 

Default value 3 

Was_id 自動発行後回収時、実際降りて行ったことかチェックする回数 

4.3.110. k8s_parse_tags 

項目 説明 

Syntax K8s_parse_tags=(tag 名前の値段) 

登録区分 手動登録 

Default value 2 

Kubernetes 使用時 hostname を持ってきたタグ値 

 

4.3.111. k8s_auto_was_id_clear_time 

項目 説明 

Syntax K8s_auto_was_id_clear_time=(初め) 

登録区分 手動登録 

Default value 0 秒 

 

4.3.112. aws_tag_key 

項目 説明 

Syntax Aws_tag_key=(インスタンス ネーム) 

登録区分 手動登録 

Default value (インスタンス ネーム) 

インスタンスネームで使うaws tag 値 

4.3.113. citus 

項目 説明 
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Syntax citus=false 

登録区分 手動登録 

Default value false 

リポジトリDB に citus 使用の有無 

4.3.114. shard_manage_type 

項目 説明 

Syntax Shard_manage_type=(size 大きさ) 

登録区分 手動登録 

Default value (size 大きさ) 

Shard 生成基準size またはpartition 

4.3.115. max_dist_size 

項目 説明 

Syntax Max_shard_size=(mb) 

登録区分 手動登録 

Default value 1024(m) 

distributedTable size 大きさ指定 

4.3.116. max_shard_size 

項目 説明 

Syntax Max_shard_size=(mb) 

登録区分 手動登録 

Default value 1024(m) 

Shard size 指定 

4.3.117. max_shard_count 

項目 説明 

Syntax Max_shard_count=-1(無制限) 

登録区分 手動登録 

Default value -1 
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4.3.118. shard_manage_interval 

項目 説明 

Syntax Shard_manage_interval=(min) 

登録区分 手動登録 

Default value 60 

Shard チェック周期 

 

 

4.3.119. run_job_scheduler 

項目 説明 

Syntax Run_job_schelduer=(min) 

登録区分 手動登録 

Default value False 

Job scheduler 動作の有無 

4.3.120. use_mobile_dashboard 

項目 説明 

Syntax Use_mobile_dashpoard=(false) 

登録区分 手動登録 

Default value fase 

Mobile dashboard 機能有無 

4.3.121. use_pootprinter 

項目 説明 

xc Use_pootprinter=(false) 

登録区分 手動登録 

Default value False 

Poot printer 使用有無 

4.3.122. pootprinter_ip 

項目 説明 

Syntax Pootprinter_ip=(poot printer のIP) 
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登録区分 手動登録 

Default value - 

Poot print ip 

4.3.123. pootprinter_port 

項目 説明 

Syntax Pootprinter_port=integer 

登録区分 手動登録 

Default value (ポート番号) 

Poot print port 

4.3.124. load_class_method_list 

項目 説明 

Syntax Load_class_method_list=false 

登録区分 手動登録 

Default value alse 

Xapm_class_method データ ロード有無 

4.3.125. load-txn- list 

項目 説明 

Syntax Load_txn_list=(false) 

登録区分 手動登録 

Default value false 

Xapm_txn_name データ ロード有無 

4.3.126. visitor_criteria 

項目 説明 

Syntax Visitor_criteria=(client_ip/web_id) 

登録区分 手動登録 

Default value Client_IP 

訪問者数チェック基準 
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4.3.127. use_process_cpu_top_10 

項目 説明 

Syntax Use_process_cpu_top_10=(true) 

登録区分 手動登録 

Default value True 
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4.4. DG実行Interface 

DG のサービス フロー図は次の通りです。特にDG の場合、顧客モニタリング対象サーバーの規模とInstan

ce 個数によりSlave DG を追加して分散構成することが可能です。(Master/Slave 構成可能) 

 

 

4.4.1. F1. Data保存 

⚫ IMXOSMから送信された性能データをRepositoryに保存 

⚫ JSPDから送信された性能データをRepositoryに保存 

⚫ IMXTXNから送信された性能データをRepositoryに保存 

⚫ IMXDBMから送信された性能データをRepositoryに保存 

⚫ DGが自主的に収集する性能データを周期的に収集した後Repositoryに保存 

 

4.4.2. F2. Alarmチェックおよび伝送 

DG は次のような方式でAlarm を処理します。 

⚫ 初期起動時に、Repositoryからalert情報（指標別閾値、repeat count）を抽出する。 

⚫ IMXOSM,JSPD,IMXTXN,IMXDBMから送信された性能データおよび自主的に収集する性能データがalarm発生条件に該当する

のかチェックする。 

⚫ Alarm発生条件に該当した場合、該当情報をPlatform.JSに送信してRepositoryに保存する。 
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4.5. DG設定ファイル 

DG 設定はDGServer.xml ファイルを利用します。該当ファイル内のパラメーターは、ほぼデフォルト値を使

用します。 

4.5.1. Master DG用DGServer.xmlファイル 

該当ファイルは{Master DG 設置ディレクトリ}\DataGather_M\conf ディレクトリ内に存在します。主な

パラメーターは次の通りです。 

4.5.2. 主なパラメーター 

Parameter 名 説明 

<encrypt></encrypt> 
⚫ デフォルト値:false 

⚫ 暗号化適用後:true 

⚫ 暗号化機能は“4. 暗号化機能” Section を参考します。 

Master Master DG の有無を設定します。 

⚫ true: Master DG 

⚫ false: Slave DG   

Dg_list Slave DG リストを設定します。 

⚫ IP:PORT 形態で構成されていて、Slave 追加はカンマ’,’で追加し

ます。 

例)127.0.0.1:1314,127.0.0.1:1315 

dg_port Master DG の場合、1313 

thread_core_size DataGather thread 最小数 

thread_max_size DataGather thread 最大数 

db_type 
Repository データベース タイプを設定します。 

⚫ PostgreSQL である場合:postgresql 

⚫ Oracle である場合:oracle 

conn_ip Repository データベース IP を設定します。 

conn_port Repository データベースPORT を設定します。 

sid Repository データベースの名前を設定します。 

⚫ PostgreSQL イン場合:データベース名 

⚫ Oracle イン場合:SID 名 

user JDBC に連結する repository データベースのユーザー名を設定する。 
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Password JDBC に連結する repository データベースのユーザーのパスワードを設定

する。 

4.5.3. Slave DG用DGServer.xmlファイル 

該当ファイルは{Slave DG 設置ディレクトリ}\DataGather_S\conf ディレクトリ内に存在する。主なパラ

メーターは次の通りです。 

4.5.4. 主なパラメーター 

Parameter 名 説明 

Master Master DG の有無を設定します。 

⚫ true: Master DG 

⚫ false: Slave DG 

dg_list Slave DG の場合NONE 

dg_port Slave DG の場合、1314 

thread_core_size DataGather thread 最小数 

thread_max_size DataGather thread 最大数 

db_type 
Repository データベース タイプを設定します。 

⚫ PostgreSQL である場合:postgresql 

⚫ Oracle である場合:oracle 

conn_ip 
Repository データベース IP を設定します。 

conn_port 
Repository データベース PORT を設定します。 

sid Repository データベースの名前を設定します。 

⚫ PostgreSQL イン場合:データベース名 

⚫ Oracle イン場合:SID 名 

user JDBC に連結する repository データベースのユーザー名を設定する。 

Password JDBC に連結する repository データベースのユーザーのパスワードを設定す

る。 

4.5.5. その他パラメーター 

Parameter 名 説明 

debug 
DataGather デバッグ モード使用の有無 

⚫ デフォルト設定値:false 

⚫ true に設定する場合:ログファイルに細部事項記録 
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syssec_log_interval IMXDBM で伝送されるDB 一両情報グラフをMonitor するのかの可否 

⚫ デフォルト値:0 

⚫ 0:DB 一両情報グラフ monitor しない。 

4.5.3. Master / Slave DG用Logback.xmlファイル 

該当ファイルは{Master,Slave DG 設置ディレクトリ}\conf ディレクトリ内に配置します。主なパラメータ

ーは次の通りです。 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<!-- logback.xml の内容を読み続ける周期--> 

<configuration scan="true" scanPeriod="10 seconds"> 

 <statusListener class="ch.qos.logback.core.status.NopStatusListener" /> 

 

 <property name="LOG_DIR" value="../log" /> 

 <property name="LOG_PATH_NAME" value="${LOG_DIR}/DGServer.log" /> 

 

 <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender"> 

     <encoder> 

      <pattern> 

       [%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}][%-5p][%logger] %m%n 

      </pattern> 

     </encoder> 

    </appender> 

     

   <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"> 

     <file>${LOG_PATH_NAME}</file> 

     <append>true</append> 

     <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPolicy">         

         <fileNamePattern>${LOG_PATH_NAME}_%d{yyyyMMdd}_%i.log.zip</fileNamePattern> 

            <!--ログ保管である--> 

         <maxHistory>10</maxHistory> 

            <!--圧縮するファイル サイズ--> 

         <maxFileSize>100MB</maxFileSize> 

     </rollingPolicy> 

    <encoder> 
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      <pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}][%-5p][%logger] %m%n</pattern

> 

    </encoder> 

    </appender> 

 

 <root level="info"> 

     <appender-ref ref="FILE" /> 

        <appender-ref ref="STDOUT" /> 

    </root> 

</configuration> 

 

4.6. SMS連係のための実行ダイヤグラム 

 MaxGauge はSMS(Short Message Service)システムとの連係のための機能を提供します。SMS 連係のた

めの実行フロー図は次の通りです。

 

4.6.1. F1. SMS.jar呼び出し 

⚫ DG は登録されたalert 別にalarm 発生の有無をチェックします。 

⚫ 該当alarm がSMS 連係対象の場合、SMS.jar を呼び出します。 
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4.6.2. F2. SMS.xml説明 

SMS.jar はSMS.xml ファイルに定義された内容により動作します。SMS.xml ファイルの設定例は下記の通

りです。 

<XmSMS> 

 <SMS_DB encrypt="false"> 

  <sms_database_type>oracle</sms_database_type> 

  <sms_database_ip>127.0.0.1</sms_database_ip> 

  <sms_database_port>1521</sms_database_port> 

  <sms_database_sid>orcl</sms_database_sid> 

  <sms_database_user>MaxGauge</sms_database_user> 

  <sms_database_password>MaxGauge</sms_database_password> 

  <bind_max_length>80</bind_max_length> 

 </SMS_DB> 

  

 <SMS_INSERT_QUERY> 

     INSERT INTO sms_msg ( sms_time, sms_user, sms_phone_number, sms_message, sms_desc ) 

  VALUES ( sysdate, ? , ? , ? , 'From MaxGauge' ) 

      <!?Oracleの場合 SQL文（門）一番終り（一番奥）にセミコロン(‘;’)を記入してはいけない。 

(PostgreSQLは関係ない) --> 

 </SMS_INSERT_QUERY> 

  

 <SMS_SET_BIND_VALUE> 

  <b1>p$sms_user_name$</b1> 

  <b2>p$phone_number$</b2> 

  <b3>[MaxGauge] p$server_name$:p$alert_string_level$:p$alert_value$ (p$alert_resource_na

me$)</b3> 

 </SMS_SET_BIND_VALUE> 

</XmSMS> 

Note. SMS.xml ファイルは{Master DG 設置ディレクトリ}\conf ディレクトリに配置します。 

Parameter 名 説明 

SMS_DB encrypt SMS 関連主なパラメーターに対する暗号化適用の有無を設定します。 

⚫ デフォルト値:false 

⚫ 暗号化適用後:true 

暗号化機能は“4 枚. 暗号化機能” Section を参考にする。 

sms_database_type SMS System のDBMS の種類(oracle,postgresql) 

デフォルト値:oracle 

sms_database_ip SMS System IP Address 

sms_database_port SMS System のDB listener port 

sms_database_sid SMS System のデータベース名あるいはSID 名 
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sms_database_user SMS System 接続用DB user 名 

sms_database_password SMS System 接続用DB password 

bind_max_length <SMS_SET_BIND_VALUE>内のbind 値対する最大の長さ 

デフォルト値:80 bytes 

SMS_INSERT_QUERY SMS System にSMS 情報を入力するためのINSERT 文を提供します。各パ

ラメーターは“?”で表示して、該当する内容は<SMS_SET_BIND_VALUE> S

ection で設定します。 

SMS_SET_BIND_VALUE INSERT 構文内で使用するbind 値 

4.6.3. SMS_SET_BIND_VALUE Section 

提供されるパラメーター類型は次のとおりだ。 該当パラメーターを利用して<SMS_SET_BIND_VALUE> 

Section 内の<b1></b1>..... <bn></bn>を設定する。 

Parameter 名 説明 

p$sms_user_name$ SMS User 名 

p$phone_number$ 電話番号(携帯電話番号) 

p$server_time$ Alert が発生したSystem Time 

p$server_type$ サーバーtype 

⚫ 1: WAS 

⚫ 2: DB 

⚫ 3: WebServer 

p$server_name$ Agent 名 

p$server_id$ Agent id 

p$alert_type$ Alert タイプ名 

例)WAS Alert、OS STAT,Server Alert 

p$alert_value$ Alert データ値 

p$alert_level$ Alert Level (数字表記) 

⚫ 0: Normal 

⚫ 1: Warning 

⚫ 2: Critical 

p$alert_string_level$ Alert Level (文字表記) 

⚫ N: Normal 

⚫ W: Warning 

⚫ C: Critical 

p$alert_resource_name$ Alert タイプのリソース名 

例)OS STAT の OS CPU(%) 

p$current_time$ DG がAlert 情報を受信した時間 
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Note. Time Zone が違うサーバー内に設置された場合のためにalert 発生時間を簡単に認知することがで

きるようにp$server_time$ (該当サーバー)と p$current_time$ (Local Time)をそれぞれ提供しま

す。 

4.7. 暗号化機能 

MaxGauge はDGServer.xml およびSMS.xml ファイル内の主な情報に対する暗号化機能を提供します。 

暗号化を提供する主な情報は次の通りです。 

4.7.1. 暗号化提供項目 

区分 項目 

DGServer.xml database_ip 

database_port 

database_sid 

database_user 

database_password 

SMS.xml sms_database_ip 

sms_database_port 

sms_database_sid 

sms_database_user 

sms_database_password 

4.7.2. DGServer.xml暗号化適用方法 

1. {Master DG およびSlave DG 設置ディレクトリ}\bin ディレクトリに位置したDGServer.jar ファ

イルを利用して暗号化を実施します。(下記例は WindowsOS での実行例ですが、Unix/Linux でも

同じ方法で実施します) 

2. SMS.jar はSMS.xml ファイルに定義された内容に従って動作します。SMS.xml ファイルの設定例

は次の通りです。 

C:¥Users¥seankim¥Desktop ¥DGServer_S1¥bin>java -jar DGServer.jar encrypt 

Input:127.0.0.1 

Encrypt:_sLugnyxb0CCeVTzI/wHTfW9+N0UxThuUVlfXFW9pqJhO8CGhhnHr 

 

C:¥Users¥seankim¥Desktop¥ DGServer_S1¥bin>java -jar DGServer.jar encrypt 

Input:5432 
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Encrypt:_ptptft0IZpbFmaS+LtevatehzL6FuOOFgbvlZ4RTqmbWKFk= 

 

C:¥Users¥seankim¥Desktop¥ DGServer_S1¥bin>java -jar DGServer.jar encrypt 

Input:pg_repo 

Encrypt:_u+vxZs9OGa9RgJkpcP8o2AEY7laBcQrhkGHd8AAsEG7y4Jw= 

 

C:¥Users¥seankim¥Desktop/DGServer_S1¥bin>java -jar DGServer.jar encrypt 

Input:MaxGauge 

Encrypt:_7t10Gf4aA1lmMt5wCZKrxGvLtAm1AxhkOYzZn4EuZuRp9n7a5aKq 

 

C:¥Users¥seankim¥Desktop ¥DGServer_S1¥bin>java -jar DGServer.jar encrypt 

Input:MaxGauge 

Encrypt:_irMPnosJd10+dCoIMppGw0npwCcHd+kysDI9fYz9sNdc+dd5nxid 

3. 上記で実行した各項目別の暗号化された文字列をDGServer.xml ファイル内に copy&paste して、<

encrypt> tag を追加して値を true に設定します。 

<DBPool> 

      <encrypt>true</encrypt> 

      <database_type>postgres</database_type> 

      <database_ip>_sLugnyxb0CCeVTzI/wHTfW9+N0UxThuUVlfXFW9pqJhO8CGhhnHr </database_ip> 

      <database_port>_ptptft0IZpbFmaS+LtevatehzL6FuOOFgbvlZ4RTqmbWKFk=</database_port> 

      <database_sid>_u+vxZs9OGa9RgJkpcP8o2AEY7laBcQrhkGHd8AAsEG7y4Jw=</database_sid> 

      <database_user>_7t10Gf4aA1lmMt5wCZKrxGvLtAm1AxhkOYzZn4EuZuRp9n7a5aKq </database_user> 

      <database_password> 

_irMPnosJd10+dCoIMppGw0npwCcHd+kysDI9fYz9sNdc+dd5nxid 

</database_password>             

 </DBPool> 

Note. 暗号化適用する場合は、上記5 個のパラメーターを全て暗号化する必要があります。一部のみの暗号

化はできません。 

4.7.3. SMS.xml暗号化適用方法 

4. {Slave DG 設置ディレクトリ}\bin に位置したSMS.jar ファイルを利用して暗号化を実施します。 

C:¥Users¥seankim¥Desktop¥ DGServer_S1¥bin>java -jar sms.jar encrypt 

Input:127.0.0.1 

Encrypt:_sLugnyxb0CCeVTzI/wHTfW9+N0UxThuUVlfXFW9pqJhO8CGhhnHr 

 

C:¥Users¥seankim¥Desktop¥DGServer_S1¥bin>java -jar sms.jar encrypt 

Input:1521 

Encrypt:_ptptft0IZpbFmaS+LtevatehzL6FuOOFgbvlZ4RTqmbWKFk= 

 

C:¥Users¥seankim¥Desktop¥DGServer_S1¥bin>java -jar sms.jar encrypt 

Input:orcl 
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Encrypt:_u+vxZs9OGa9RgJkpcP8o2AEY7laBcQrhkGHd8AAsEG7y4Jw= 

 

C:¥Users¥seankim¥Desktop¥DGServer_S1¥bin>java -jar sms.jar encrypt 

Input:MaxGauge 

Encrypt:_7t10Gf4aA1lmMt5wCZKrxGvLtAm1AxhkOYzZn4EuZuRp9n7a5aKq 

 

C:¥Users¥seankim¥Desktop¥DGServer_S1¥bin>java -jar sms.jar encrypt 

Input:MaxGauge 

Encrypt:_irMPnosJd10+dCoIMppGw0npwCcHd+kysDI9fYz9sNdc+dd5nxid 

5. 上記暗号化されたString を SMS.xml ファイルに適用して<SMS_DB encrypt>値を true に変更し

ます。 

<SMS_DB encrypt="true"> 

<sms_database_type>oracle</sms_database_type> 

<sms_database_ip>sLugnyxb0CCeVTzI/wHTfW9+N0UxThuUVlfXFW9pqJhO8CGhhnHr </sms_database_ip> 

<sms_database_port>ptptft0IZpbFmaS+LtevatehzL6FuOOFgbvlZ4RTqmbWKFk=</sms_database_port> 

<sms_database_sid>u+vxZs9OGa9RgJkpcP8o2AEY7laBcQrhkGHd8AAsEG7y4Jw=</sms_database_sid> 

<sms_database_user>7t10Gf4aA1lmMt5wCZKrxGvLtAm1AxhkOYzZn4EuZuRp9n7a5aKq 

</sms_database_user> 

<sms_database_password>irMPnosJd10+dCoIMppGw0npwCcHd+kysDI9fYz9sNdc+dd5nxid  

</sms_database_password> 

<bind_max_length>80</bind_max_length> 

</SMS_DB> 

Note. 暗号化適用する場合は、上記5 個のパラメーターを全て暗号化する必要があります。一部のみの暗号

化はできません。 

4.7.4. 暗号化string内容確認方法 

暗号化を実施したJAR ファイルを利用して暗号化string の内容を確認することができます。例えば、SMS.ja

r を利用して暗号化を実施した<sms_database_password>の内容を確認する方法は次の通りです。 

C:¥Users¥seankim¥Desktop ¥DGServer_S1¥bin>java -jar sms.jar decrypt 

Input: _irMPnosJd10+dCoIMppGw0npwCcHd+kysDI9fYz9sNdc+dd5nxid 

Decrypt:MaxGauge 
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4.8. Alarm 

4.8.1. Alarm発生イベント類型および項目 

MaxGauge では下記項目に対してアラーム イベントを定義しています。(アラームの定義項目リスト) 

アラーム類型 

(type) 

アラーム項目 説明（アラートの発生タイミング） 

WAS STAT 

Active Transaction アクティブ トランザクション数が閾値を超過し

た時 

Concurrent Users 同時クライアント数が閾値を超過した時 

DB Sessions DB セッション数が閾値を超過した時 

Active DB Sessions アクティブDB セッション数が閾値を超過した

時 

SQL Exec Count SQL 実行件数が閾値を超過した時 

SQL Prepare Count Prepare SQL 件数が閾値を超過した時 

SQL Fetch Count Fetch 件数が閾値を超過した時 

TPS TPS が閾値を超過した時 

OS STAT 

OS CPU(%) CPU 占有率が閾値を超過した時 

OS CPU Sys(%) Sys 部分 CPU 占有率が閾値を超過した時 

OS CPU User(%) User 部分 CPU 占有率が閾値を超過した時 

OS CPU IO(%) IO 部分 CPU 占有率が閾値を超過した時 

OS Memory Usage(%) OS メモリー使用率が閾値を超過した時 

OS Free Memory(MB) Free メモリーが閾値を超過した時 

OS Total Memory(MB) 全体担いでおくだろうが閾値を超過した時 

OS Send Packets Send パケットが閾値を超過した時 

OS Rcv Packets Rcv パケットが閾値を超過した時 

JVM STAT 

JVM CPU Usage(%) JVM CPU 占有率が閾値を超過した時 

JVM Free Heap(MB) JVM Free メモリーが閾値を超過した時 

JVM Heap Size(MB) Heap メモリーの大きさが閾値を超過した時 

JVM Heap Usage(%) Heap メモリー使用率が閾値を超過した時 

JVM Memory Size(MB) JVM メモリーの大きさが閾値を超過した時 

JVM Thread Count スレドゥ数が閾値を超過した時 

JVM GC Count GC 実行回数が閾値を超過した時 

JVM GC TIme GC 実行時間が閾値を超過した時 

各イベント別の定義レベルによりWarring,Critical アラームが発生します。各イベントに対するアラーム詳

細設定情報はConfiguration Guide を参照します。 


