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1. 概要 

1.1. PA概要および定義 

PA（Performace Analysis）は収集した性能指標を使用して、様々な分析データを表示します。PA の主な機能

は次のとおりです。 

 

1.1.1. 事後分析 

性能および障害分析のための多様な機能メニューを表示します。 

項目 説明 

性能トレンド(すべて) 特定時間の全体または特定サーバの主な性能指標推移を表示します。 

性能トレンド 特定時間のサーバおよび DB の主な性能指標推移を表示します。 

主な性能指標を折れ線グラフ表示します。対象時点に実行されたアクティブ

トランザクションリスト情報を 3 秒単位で表示し、問題が発生した時点に

実行されたトランザクションを表示します。 

トランザクションリス

ト 

実行が終わったトランザクションの実行時間分布図を表示します。 

多様な条件での詳細照会が可能で、トランザクション詳細連携機能を通じて

トランザクションに対する詳細分析が可能です。 

スレッドダンプ分析 JAVA スレッドダンプの内容および詳細データを表示します。 

差分ソース 変更されたクラスソースリストを確認して変更内容の比較分析データを表示

します。 

差分パラメータ 各 WAS エージェントで使う環境設定ファイルの変更履歴を管理できます。 

比較分析 ターゲット別、時間別、ターゲット+時間別指標推移とトランザクション統

計データを表示します。 

応答時間分布図 実行終了時間と SQL の応答時間（実行時間）の分布図を表示します。 

トランザクションラン

キング分析 

トランザクション別の性能指標を応答時間と実行回数を基準として、比較し

たトランザクションに対する順位を分析表示します。 

SQL ランキング分析 SQL 性能指標の実行時間、実行回数、DB CPU などを比較した SQL の順位

を分析表示します。 

メモリリーク追跡 メモリリーク追跡のためにコレクション オブジェクトの異常なデータ使用

量の推移情報を表示します。 
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Note. メモリリークトランザクション、メモリリークオブジェクト情報を収集するためには別途オプション設

定が必要です。 

1.1.2. ツール 

特定テーブルに対する SQL スクリプトおよび結果を表示します。 

項目 説明 

スクリプトマネージャ 特定のテーブル照会スクリプトおよび実行 SQL 機能を表示します。 

Was info,Timecheck,timezone,was_stat,remotecall などの対象サーバ

の特定テーブルに入力された情報を表示します。 

1.1.3. 性能統計 

収集した性能データを集計して表示します。 

項目 説明 

上位トランザクション

（過去） 

特定期間に実行されたトランザクションの実行時間または、実行回数別上位

トランザクションを SQL 実行情報とともに表示します。 

10 分単位でグループ化しているトランザクション分析と連携機能を通じて

特定トランザクションの実行回数、実行時間、SQL 実行時間の推移確認が

可能です。 

上位 SQL（過去） 特定期間に実行された SQL の平均実行や実行回数が高い順で上位 SQL を表

示します。 

問題がある SQL に対する SQL 分析連携機能を通じて、対象 SQL を実行し

たトランザクションやバインド値を確認してチューニングポイントを探すこ

とができます。 

トランザクション分析 特定期間に実行されたトランザクションの実行内容を 10 分単位のサマリで

表示します。 

パフォーマンス解析のためのトランザクションに対する実行履歴を使用する

ことによって原因の分析およびチューニング ポイントを探すことができま

す。 

SQL 分析 特定期間に実行されたトランザクションで使用した SQL 実行内容を 10 分

単位サマリデータで表示します。 

パフォーマンス解析のための SQL に対する実行履歴を使用することにより

原因の分析およびチューニング ポイントを探すことができます。 

例外分析 特定期間に収集された JAVA の例外に対する情報をクラス別、時間別で表示

します。 

収集された例外がどんなトランザクションで発生したのかの確認が可能で

す。 
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ワークロード分析 ターゲット間の CPU 使用量、トランザクション実行回数、トランザクショ

ン実行時間、TPS などの性能比較指標を表示します。 

それぞれの性能指標を通じて各ターゲット間のロードバランス推移を分析す

ることができます。 

アラート分析 指定した閾値を超過したサーバおよび DB のアラート発生履歴を表示しま

す。 

クライアント分析 時間帯別で接続 IP 別に実行したトランザクション統計データを表示しま

す。 

E2E 応答時間 End to End 各区間の平均および最大応答時間の統計データと推移を 

表示します。 

長期分析 特定期間に各ターゲットの一日リクエスト件数、一日訪問者件数、一日例外

件数、一日平均実行時間などの一日統計データとトランザクション、SQL、

例外別一日統計データを表示します。 

訪問者統計 特定期間の各エージェントやグループ名を基準として、接続ユーザ数の統計

情報を表示します。 

1.1.4. レポート 

ターゲットの指標情報を選択することで、特定期間のデータをレポート形式に変換し、Excel ファイルで表示し

ます。日、週、月単位レポートを表示します。 

画面名 説明 

分析レポート 特定期間のターゲットの指標情報を選択し、ターゲットの指標情報をレポー

ト形式で作成された Excel ファイルを表示します。 

10 分単位のトランザクション分析と連携機能を通じた特定トランザクショ

ンの実行回数、実行時間、SQL 実行時間の推移確認が可能です。 

分析レポート設定 性能レポートのテンプレートを設定して保存します。スケジュールを設定し

てメールでレポートを受信できます。 

 

1.2. 開始 

MFJ-PA を利用するには、Web ブラウザのアドレスバーに MFJ の URL を入力します。（IP およびポートは環境

に応じて情報を変更します。） 
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ログイン画面は次のとおりです。 

 

1.2.1. ID/Password入力 

MFJ ユーザの ID および Password を入力します。デフォルトでの ID/Password は次のとおりです。 

ID Password 権限 

intermax manager 管理者 

Note. MFJ の ID およびPassword は大小文字を区別します。 ユーザ作成および設定に関しては“Configurati

on Guide”を参照ください。 

1.2.2. サービス選択 

ログイン後、環境構成画面で設定したサービスリストの中からモニタリング対象を選択します。 

 

OK ボタンを押すと、Real-Time Monitor View を表示します。 
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1.2.3. メニュー選択 

画面右上にある   ボタンをクリックして、各 PA メニューを選択します。 
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2. 事後分析 

2.1. 性能トレンド（すべて） 

全体、または選択したターゲットの指標、GC 指標の性能推移を分析できます。 

障害分析の主な機能は次のとおりです。 

⚫ WAS エージェントの主な性能推移を分析できます。 

⚫ GC 性能推移を分析できます。 

 

2.1.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

2.1.2. 検索条件 

項目 説明 

 

 

分析対象 agent および instance を選択すします。選択時に au

tocomplete 機能を提供します。 

 

分析日時を昨日(デフォルト値)/今日に設定します。 
 

分析期間を入力したり、カレンダーUI を利用して選択します。 
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2.1.3. 性能トレンド領域 

2 個のタブで構成されます。 

ターゲット指標タブ 

ターゲット指標タブ画面は次のとおりです。 

 

指標名をクリックすると、指標変更画面でターゲットの指標が変更できます。 
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GC指標タブ 

GC 指標タブ画面は次のとおりです。 

 

指標名をクリックすると、指標変更画面で GC 関連の指標が変更できます。 
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2.2. 性能トレンド 

障害分析の主な機能は次のとおりです。 

⚫ ターゲットおよび DB の主な性能推移を分析できます。 

⚫ ユーザの特定した時点に実行されたアクティブトランザクションリストを確認できます。 

⚫ アクティブトランザクションの1 分ごとの統計を分析できます。 

⚫ OS プロセスリソースの使用状況を分析できます。 

⚫ ロックツリーを分析できます。 

⚫ GC を分析できます。 

 

2.2.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 
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2.2.2. 検索条件 

項目 説明 

 
分析期間の入力やカレンダ UI を利用して表示する分析期間を

設定します。 

 
分析対象ターゲットおよび DB を選択します。プルダウンリス

トからの選択とオートコンプリート機能が使用できます。 

 
検索ボタンクリック時の日時を前後に変更します。 

 
検索ボタンクリック時の 1 時間前を表示します。 

2.2.3. 性能分析領域 1 

性能分析領域 1 は 6 個のタブで構成されます。 

Agent Statタブ 

Agent Stat タブ画面は次のとおりです。 

 

 

指標名をクリックすると、指標変更画面で Agent Stat の指標が変更できます。 
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DB指標タブ 

DB 指標タブ画面は次のとおりです。 

 

指標名をクリックすると、指標変更画面で DB Stat の指標が変更できます。 

 

DB待機指標タブ 

 DB 待機指標タブ画面は次のとおりです。 
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 指標名をクリックすると、指標変更画面で DB Wait の指標が変更できます。 

 

ターゲットOS指標タブ 

ターゲット OS 指標タブ画面は次のとおりです。 

 

ターゲット OS 指標タブは 2 個の性能指標に対する推移を表示します。 

⚫ OS CPU （%） 

⚫ OS Memory （MB）  
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ロックツリータブ 

 ロックツリータブ画面は次のとおりです。 

 

リスト項目：ロックツリータブ 

項目 説明 

SID セッション ID 

Hold Lock Type Lock を所有したセッションの lock type 

Hold Mode Lock を所有したセッションの lock mode 

Wait Lock Type Lock を要請したセッションの lock type 

Request Mode Lock を要請したセッションの lock mode 

Wait Object ID 現在待機中のオブジェクト ID 

Agent WAS エージェント名 

Transaction 実行中のトランザクション名 

Class Method トランザクションに使われたクラスメソッド 

Client IP サービスをリクエストしたクライアント IP 

Login Name 実行したユーザのログイン ID 

Start Time トランザクション開始時間 

CPU Time 対象トランザクションの CPU Time 

Elapsed Time 対象トランザクションの応答時間 

Thread CPU スレッドの CPU 使用率 

IO Read スレッドで読んだ IO Block 数（Sigma 値） 

IO Write スレッドで記録した IO Block 数（Sigma 値） 

DB Time トランザクション実行時間のうち SQL 総実行時間 

Wait Time SQL 実行中に待機した時間 

Pool トランザクションで使用した DB Pool Name 

Instance トランザクションで使用した Oracle のインスタンス名 

State トランザクションの状態 

SQL 1~5 
トランザクションで実行した SQL 項目（番号が小さいほど最近実行し

た SQL である） 

SQL Execution Count SQL の実行回数 

Fetch Count フェッチ数 

Prepare Count Prepare stmt 回数 
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PGA Usage （MB） SQL 実行中に使用した PGA メモリ 

Logical Reads DB の論理読み取りブロック数 

Physical Reads DB の物理読み取りブロック数 

Wait Info 待機イベント情報 

 

GC指標タブ 

GC 指標タブ画面は次のとおりです。 

 

 

 指標名をクリックすると、指標変更画面で WAS エージェントの GC 指標が変更できます。 
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2.2.4. 性能トレンド領域 2 

性能トレンド領域 2 は 3 個のタブで構成されます。 

アクティブセッションタブ 

アクティブセッションタブ画面は次のとおりです。 

 

リスト項目：アクティブセッションタブ 

項目 説明 

Agent 実行中の WAS エージェント名 

Transction 実行中のトランザクション名 

Class Method 実行中のクラスメソッド名 

Method Type 実行中のメソッドタイプ 

Client IP サービスをリクエストしたクライアント IP 

Login Name 実行したユーザのログイン ID 

Start Time トランザクション開始時間 

Transaction CPU T

ime 

トランザクションの CPU Time 

Thread CPU スレッドで使用した CPU 使用率（%） 

IO Read スレッドで読み込んだ IO Block 数（合計値） 

IO Write スレッドで書き込んだ IO Block 数（合計値） 

DB Time トランザクション実行時間のうちの SQL 総実行時間 

Pool トランザクションで使用した DB プール名 

Elapsed Time トランザクションの実行時間 

Instance Name トランザクションで使用した Oracle のインスタンス名 

SID DB セッション ID 

State トランザクションの状態 

Bind Value 実行中の SQL のバインド値 

SQL 1~5 トランザクションで実行した SQL リスト（番号が小さいほど最近実行した SQ

L） 

SQL Execution Co

unt 

SQL の実行回数 

Fetch Count フェッチ数 

Prepare Count プリペア回数 
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マウス右クリックメニュー：アクティブセッションタブ 

項目 説明 

トランザクション詳細 トランザクション項目に対するトランザクション詳細画面を表示しま

す。 

詳細内容はトランザクション詳細を参照ください。 

トランザクション分析 トランザクション項目に対するトランザクション分析画面を表示しま

す。 

詳細内容はトランザクション分析を参照ください。 

SQL 分析 SQL 項目を選択するとメニューが有効化されます。SQL 分析画面を表示

します。 

詳しい内容は SQL 分析を参照ください。 

SQL 全文 SQL 項目を選択するとメニューが有効化されます。SQL の全文を表示し

ます。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

プロセスタブ 

プロセスタブ画面は次のとおりです。 

 

リスト項目：プロセスタブ 

項目 説明 

Time プロセスの実行時間 

User Name プロセスを実行したユーザ ID 

PID プロセス ID 

CPU プロセスの CPU 使用率（%） 

Virtual Memory （MB） 仮想メモリ使用量（MB） 

Real Memory （MB）  物理メモリ使用量（MB） 

Argument プロセスのパラメータ値 
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マウス右クリックメニュー：プロセスタブ 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

アクティブセッション（SUM）タブ 

アクティブセッション（SUM）タブ画面は次のとおりです。 

 

リスト項目：アクティブセッション（SUM）タブ 

項目 説明 

Time トランザクション情報を収集した時間 

Agent WAS エージェント名 

Transaction 実行中のトランザクション名 

Current Method トランザクションで使用されたメソッド 

Client IP サービスをリクエストしたクライアント IP 

Start Time トランザクション開始時間 

Elapsed Time トランザクションの実行時間 

CPU Time CPU 時間 

Wait Time SQL 実行中に待機した時間 

Instance Name トランザクションで使用した Oracle のインスタンス名 

SID DB セッション ID 

State トランザクションの状態 

SQL Execution Count SQL の実行回数 

Prepare Count プリペア回数 

Fetch Count フェッチ数 

PGA Usage （MB） SQL の実行中に使用した PGA メモリ 

Logical Reads DB の論理読み取りブロック数 

Physical Reads DB の物理読み取りブロック数 

Wait Info 待機イベント情報 
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マウス右クリックメニュー：アクティブセッション（SUM）タブ 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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2.3. トランザクションリスト 

トランザクションリストは、実行が終了したトランザクションの実行時間の分布およびトランザクション情報を

表示します。主な機能は次のとおりです。 

⚫ 応答時間チャート：対象区間のトランザクションの実行時間の点グラフを表示します。 

⚫ トランザクション分析タブ：対象区間のトランザクション別分析情報を表示します。 

⚫ トランザクション情報：対象区間のトランザクションの詳細情報を表示します。 

⚫ トランザクションチャートタブ：トランザクション時間帯別実行グラフを表示します。 

⚫ コールツリータブ：トランザクションのコールツリー情報を表示します。 

 

2.3.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

  

検索条件 
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2.3.2. 検索条件 

検索条件画面は次のとおりです。 

 

 

 

項目 説明 

 

時間：検索する時間範囲設定 

ターゲット：WAS エージェント名選択 

Elapse Time：実行時間 

 

時間：検索する時間範囲設定 

ターゲット：WAS エージェント名選択 

Elapse Time：実行時間 

Transaction Name：トランザクション 名 

IP：クライアント IP 

Login Name：実行したユーザのログイン ID 

Fetch Count：フェッチ回数 

SQL Elapse Time：SQL 実行時間 

SQL Executions：SQL 実行回数 

 

検索区間で実行したすべてのトランザクションを出力します。 

 

検索区間で例外を発生したトランザクションだけ出力します。 

 

  

検索条件

 基本 

検索条件

 詳細 
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2.3.3. トランザクションリスト領域 1 

応答時間チャートを表示します。 

応答時間チャート 

応答時間チャート画面は次のとおりです。 

 

 

分析区間内のトランザクションの実行情報を表示します。 

項目 説明 

X 軸 分析区間内のトランザクションが終了した時刻を表示します。 

Y 軸 分析区間内のトランザクションの実行時間（Sec）を表示します。 

Note1. 分析区間内をマウス ドラッグすることで、範囲指定をします。 
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2.3.4. トランザクションリスト領域 2 

トランザクションリスト領域 2 は 3 個のタブで構成されます。 

トランザクション分析タブ 

トランザクション分析画面は次のとおりです。 

 

リスト項目：トランザクション分析タブ 

項目 説明 

Tansaction トランザクション名 

Ratio （%） 総トランザクション実行時間に対するターゲットの実行時間の割合 

Agent （MAX） トターゲットの実行時間最大値 

Agent （AVG） ターゲットの実行時間平均値 

Agent （Count） ターゲットの実行回数 

Remote （MAX） 外部連携実行時間最大値 

Remote （AVG） 外部連携実行時間平均値 

Remote （Coun

t） 

外部連携実行回数 

SQL （MAX） DB 実行時間最大値 

SQL （AVG） DB 実行時間平均値 

SQL （Count） DB 実行回数 
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マウス右クリックメニュー：トランザクション分析タブ 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

 

トランザクション チャートタブ 

トランザクション チャートタブ画面は次のとおりです。 

 

 

トランザクションチャートはトランザクション実行回数および実行時間関連情報を表示します。 

⚫ 実行回数 

⚫ Response Time/exec 

⚫ SQL Time/exec 
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マウス右クリックメニュー：トランザクションチャートタブ 

項目 説明 

イメージ保存 チャートの内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して、画像ファイルで保存します。 

コールツリータブ 

コールツリータブ画面は次のとおりです。 

 

リスト項目：コールツリータブ 

項目 説明 

Class 対象トランザクション実行中に呼び出されるクラスリスト 

Method 対象トランザクション実行中に呼び出されるソッドリスト 

Execute Count 対象クラス実行回数 

Elapsed Time 対象クラス実行時間 

Exception Count 例外発生回数 

Elapse Time Rati

o 

総トランザクション実行時間に対する対象 Class の実行時間の割合（%） 

Method Type 対象メソッドタイプ 

CPU TIME CPU 時間 
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マウス右クリックメニュー：コールツリータブ 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

全て展開 ツリー構造を全部展開して表示します。 （デフォルト設定） 

全て縮小 ツリー構造をたたんで表示します。 

行を展開 すべて縮小した状態で対象行のみ展開して表示します。 

行を縮小 すべて展開した状態で対象行のみたたんで表示します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

2.3.5. トランザクションリスト領域 3 

トランザクション情報を表形式で表示します。 

トランザクション情報 

トランザクション情報画面は次のとおりです。 
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リスト項目：トランザクション情報 

項目 説明 

Time トランザクション情報を収集した時間 

Agent ターゲット名 

Transaction 実行中であるトランザクション名 

Start time トランザクション開始時間 

Elapsed Time トランザクション実行時間 

Exception 例外名 

Client IP サービスをリクエストしたクライアントの IP 

SQL Elapse Time トランザクション実行時間のうち SQL 総実行時間 

SQL Execution Count トランザクション実行時間のうち SQL の実行回数 

SQL Fetch Count SQL フェッチ数 

Remote Elapse Time 外部連携実行時間 

Remote Execution Count 外部連携実行回数 

Login Name 実行したユーザのログイン ID 

Note. Exception 表示時にカラムクリックすると、“4.例外分析”画面を表示します。 

マウス右クリックメニュー：トランザクション情報 

項目 説明 

トランザクション詳細 トランザクション項目に対するトランザクション詳細画面を表示しま

す。 

詳細内容はトランザクション詳細を参照ください。 

トランザクション分析 トランザクション項目に対するトランザクション分析画面を表示しま

す。 

詳細内容はトランザクション分析を参照ください。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 
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2.3.6. トランザクション詳細画面への遷移 

トランザクション情報領域で、トランザクション選択後マウス右クリックメニューでトランザクション詳細を選

択します。 

 

 

2.3.7. トランザクション詳細画面 

トランザクション詳細画面はメニューから遷移できません。各画面から遷移します。 

トランザクション詳細画面は次のとおりです。 

 

パス情報  

問い合わせたトランザクションのパスごとの応答時間および実行回数を表示します。 
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コールツリータブ 

テキストモード（テキストモードにチェックする） 

選択したトランザクションに対するコールメソッド別の詳細実行内訳をテキストで表示します。 

 

GUI モード（テキストモードのチェックを外す） 

選択したトランザクションに対するコールメソッド別の詳細実行情報をグラフィカルに表示します。 

 

リスト項目：コールツリータブ 

項目 説明 

Class 実行されたクラス名 

Method 実行されたメソッド名 

Exception Count 対象クラスの例外発生回数 
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Execute Count 対象クラスの実行された回数 

Elapsed Time 対象クラス実行時間 

Elapse Time Ratio 総実行時間に対する対象メソッド実行時間の割合 

Method Type 対象メソッドタイプ 

マウス右クリックメニュー：コールツリータブ 

項目 説明 

クラスビュー 対象クラスのソース情報を表示します。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

全て展開 ツリー構造を全部展開して表示します。 （デフォルト設定） 

全て縮小 ツリー構造をたたんで表示します。 

行を展開 すべて縮小した状態で対象行のみ展開して表示ます。 

行を縮小 すべて展開した状態で対象行のみたたんで表示します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

トランザクションパスタブ 

問い合わせたトランザクションをリクエストした時点からそれぞれの経路を経て応答するまでの応答時間をチェ

ックし、対象トランザクションのフローを確認できます。 

 

次のような 5 個のトランザクションパスビュー項目を表示します。 

項目 説明 

Was Name 対象トランザクションの詳細情報表示 

 

クライアント情報情報 

 

サーバ情報 
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主な指標：IP、ポート、実行時間、実行回数 

 

サーバ情報 

主な指標：IP、ポート、実行時間、実行回数 

 

リモートコール情報 

主な指標：IP、ポート、実行時間、実行回数 

 
設定した実行時間値以上の値だけ表示 

 

SQLリストタブ 

対象トランザクションで使用した SQL 情報を表示します。 

 

リスト項目：SQLリストタブ 

項目 説明 

Instance Name SQL が実行された Oracle のインスタンス名 

SID セッション ID 

TIME SQL の実行した時刻 

SQL Execution Count SQL の実行回数 

SQL Elapse Time（Tota

l） 

SQL 総実行時間 

SQL Elapse Time（MA

X） 

実行した SQL 最大実行時間 

SQL Elapse Time（AV

G） 

実行した SQL 平均実行時間 

CPU Time CPU Time 

Wait Time SQL 実行中に待機した時間 

Logical Reads DB の論理読み取りブロック数 

Physical Reads DB の物理読み取りブロック数 

SQL Text SQL テキスト 

マウス右クリックメニュー：SQLリスト 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 
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コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

全て展開 ツリー構造を全部展開して表示します。 （デフォルト設定） 

全て縮小 ツリー構造をたたんで表示します。 

行を展開 すべて縮小した状態で対象行のみ展開して表示ます。 

行を縮小 すべて展開した状態で対象行のみたたんで表示します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

例外タブ 

例外発生時の詳細情報を表示します。 

 

実行履歴タブ 

対象トランザクションの 3 秒ごとのスナップショットを表示します。 

 

リスト項目：実行履歴タブ 

項目 説明  

Time トランザクション情報を収集した時刻 

Current Method トランザクションで実行中であるメソッド 

Method Type 実行中であるメソッドタイプ 

Client IP トランザクションを実行したクライアントの IP 

Login Name 実行したユーザのログイン ID 

Start Time トランザクション開始時間 

Thread CPU スレッドの CPU 使用率（%） 

DB Time トランザクション実行時間のうち SQL 総実行時間 

Pool トランザクションで使用した DB プール名 
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Elapsed Time 対象トランザクションの実行時間 

Instance Name トランザクションで使用した Oracle のインスタンス名 

SID DB セッション ID 

State トランザクションの状態 

Bind 項目 実行中の SQL のバインド値 

SQL 1~5 トランザクションで実行した SQL リスト（番号が小さいほど最近実

行した SQL） 

SQL Execute Count SQL の実行回数 

Fetch Count フェッチ回数 

Prepare Count プリペア回数 

PGA Usage （MB） SQL 実行中使用した PGA メモリ 

Wait Info Oracle の待機イベント情報 

Pool ID プール ID 

マウス右クリックメニュー：実行履歴タブ 

項目 説明 

クラスビュー 対象クラスのソース情報を表示します。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

メソッドサマリタブ 

メソッド要約情報を表示します。 

 

リスト項目：メソッドサマリタブ 

項目  説明 

Ratio （%） トランザクション実行時間に対する、メソッド実行時間の比率 
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Class Name 実行されたクラス名 

Method 実行されたメソッド名 

Execute Count 対象メソッドでのクラスの実行回数 

Elapsed Time 対象メソッドの実行時間 

Exception Count 対象クラスの例外回数 

ユーザデータタブ 

ユーザデータを表示します。 
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2.4. スレッドダンプ分析 

スレッドダンプ情報を表示します。 主な機能は次のとおりです。 

⚫ ダンプログ情報：実行されたスレッドダンプリストを表示します。 

⚫ スタックダンプ情報：実行されたダンプの詳細を表示します。 

 

2.4.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

2.4.2. 検索条件 

項目 説明 

 
表示する WAS エージェントを選択します。ドロップダウンリス

トからの選択とオートコンプリート機能を利用できます。 

 

分析日時を入力または、カレンダ UI を利用して選択します。 

 
分析日時を昨日(デフォルト値)/今日に設定します。 
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2.4.3. ダンプログ情報領域 

ダンプログ関連情報を表示します。 

ダンプログ情報 

画面構成は次のとおりです。 

 

リスト項目：ダンプログ情報 

項目 説明 

Time ダンプ生成時点 

Agent 生成されたダンプの WAS エージェント名 

Transaction Name 生成されたダンプのトランザクション名 

TID トランザクション ID 

Thread ID スレッド ID 

 

2.4.4. スタックダンプ情報領域 

発生させたスレッドダンプの詳しい内容を表示します。 

スタックダンプ 

画面構成は次のとおりです。 
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2.5. 差分ソース 

クラスソースのの変更履歴を管理できる機能です。変更されたソースリストを確認して、変更内容を追跡して分

析します。 

 

2.5.1. 画面構成  

画面構成は次のとおりです。 

2.5.2. 検索条件 

項目 説明 

 
分析日時範囲を入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 
分析対象クラスを設定します。 

2.5.3. クラスリスト領域 

分析期間にソースが変更されたクラス情報を表示します。 

リスト項目：クラスリスト 

項目 説明 

Class 比較対象クラスソース名 

Last Load Time 最終ローディング時間 

Count 変更されたクラスソース数 

検索条件 

ターゲット 
リスト領域 

クラスリスト領域 

差分領域 
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クラスリスト 

トランザクション別クラスビュー機能を実行した情報に対してリスト形式で表示します。リストクリック時ター

ゲットリスト領域に関連クラスソースが表示されます。 

 

マウス右クリックメニュー：クラスリスト 

項目 説明 

変更済みソース 収集個数が 2 個以上であるソースだけ表示します。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

2.5.4. ターゲットリスト領域 

クラスリスト領域でリストをクリック時、対象クラスに対するソースリストが表示されます。。 

リスト 項目：WASエージェントリスト 

項目 説明 

Agent 変更されたソースのある WAS エージェント名 

Loaded Date ソースがローディングされた日時 

File Size ソースのファイルサイズ 

ターゲットリスト 

ターゲットリストの行をドラッグして差分領域に移動させたり、マウス右クリックメニューのうちソース 1、ソ

ース 2 機能を利用することで、対象項目に関連した情報が差分領域に表示されて変更履歴を比較することができ

ます。 
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マウス右クリックメニュー：ターゲットリスト 

項目 説明 

ソース 1 対象ファイルを差分領域の左側に入れます。 

ソース 2 対象ファイルを差分領域の右側に入れます。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

 

2.5.5. 差分領域 

ターゲットリストで比較したいクラスソースをドラッグして対象位置に設定したり、マウス右クリックメニュー

のソース１、ソース２機能を利用して変更履歴を比較して見ることができます。 

差分エリア 

 

 

差分リスト 

項目 説明 

 
ソース 1 とソース 2 を比較して追加された内容がある場合

に、表示します。 

 
ソース 1 とソース 2 を比較して修正された内容がある場合に

表示します。 

 
ソース 1 とソース 2 を比較して削除された内容がある場合に

表示します。 
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差分リストボタン 

項目 説明 

 
変更された後ラインに移動します。 

 
変更された以前のラインに移動します。 

 
ソース 1、ソース 2 内容を比較します。 
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2.6. 差分パラメータ 

各ターゲットで使う環境設定ファイルの変更履歴を管理します。 

 

2.6.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

2.6.2. 検索条件 

項目 説明 

 分析日時範囲を入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

2.6.3. ファイル名領域 

環境設定ファイルに対する情報を表示します。 

リスト項目：ファイル名リスト 

項目 説明 

File Name 環境ファイル名情報 

Last Load Time 最後にロードされた時刻情報 

Count 環境変数ファイル変更回数情報 

  

検索条件 

差分領域 

ファイル名領域 

ターゲット 

リスト領域 
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ファイル名リスト 

ファイル名リストの行をクリックすると、対象項目に関連した情報がターゲットリスト領域に表示されます。 

 

マウス右クリックメニュー：ファイル名リスト 

項目 説明 

変更済みソース 収集個数が 2 個以上である変更済みファイル ソースだけ表示してくれ

る。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

2.6.4. ターゲットリスト領域 

ファイル名リストで選択した環境ファイルを使用するターゲットリストとファイルのファイルサイズ情報を表示

します。 

リスト項目：ターゲットリスト 

項目 説明 

Agent WAS エージェント名 

Loaded Date 最後に変更された時刻情報 

Binary Size ファイルサイズ情報 

ターゲットリスト 

ターゲットリストの行をドラッグして差分領域に移動させたり、マウス右クリックメニューのうちソース 1、ソ

ース 2 機能を利用することで、対象項目に関連した情報が差分領域に表示されて変更履歴を比較することができ

ます。 
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マウス右クリックメニュー：ターゲットリスト 

項目 説明 

ソース 1 対象ファイルを差分領域の左側に入れます。 

ソース 2 対象ファイルを差分領域の右側に入れます。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

2.6.5. 差分領域 

ターゲットリストで比較したいクラスソースをドラッグして対象位置に設定したり、マウス右クリックメニュー

のソース１、ソース２機能を利用して変更履歴を比較して見ることができます。 

 

差分リスト 

項目 説明 

 
ソース 1 とソース 2 を比較して追加された内容がある場合に表示しま

す。 

 
ソース 1 とソース 2 を比較して修正された内容がある場合に表示しま

す。 

 
ソース 1 とソース 2 を比較して削除された内容がある場合に表示しま

す。 
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差分リストボタン 

項目 説明 

 
変更された後ラインに移動します。 

 
変更された以前のラインに移動します。 

 
ソース 1、ソース 2 内容を比較します。 
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2.7. 比較分析 

データ比較分析の主な機能は次のとおりです。 

⚫ WAS エージェントの主な性能推移分析データをグラフで比較することができます。 

⚫ 特定時点の WAS エージェントの主な性能推移分析データをグラフで比較することができま

す。 

⚫ WAS エージェント+特定時点の主な性能推移分析データをグラフで比較することができます。 

⚫ トランザクションデータ統計データ比較することができます。 

⚫ GC データを比較することができます。 

 

2.7.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

2.7.2. 検索条件 

項目 説明 

 
比較基準を選択します。基準はターゲット・時間・ターゲ

ット＋時間の３種類、Count は最大 3 までを設定します。 

 
分析期間を設定した日から一時間に設定します。 

 
分析期間を設定した日から一日に設定します。 

 
分析期間を入力することができ、基準で時間またはターゲ

ット+時間を選択した場合、最大 3 個のそれぞれ違う時間

のデータを比較します。 
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分析するターゲットを選択することができ、基準で時間ま

たはターゲット+時間を選択した場合、最大 3 個のそれぞ

れ違う時間のデータを比較します。 

2.7.3. 比較分析領域 1 

2 個のタブを表示します。 

ターゲットタブ 

ターゲットタブ画面は次のとおりです。 

 

 

指標名をクリックすると、ターゲットの指標変更画面を表示します。 
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GCタブ 

GC タブ画面は次のとおりです。 

 

 

指標名をクリックすると、GC の指標変更画面を表示します。 
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2.8. 応答時間分布図 

トランザクションの応答終了時間と応答時間の分布図を表示します。 

2.8.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

2.8.2. 検索条件 

項目 説明 

 分析日時範囲を入または、カレンダ UI を利用して設

定します。 

 分析対象の WAS エージェントを選択します。 

 分析実行時間を設定します。 

 

 

基本を選択している場合、上記までの基本の検索条

件を表示します。 

詳細を選択した場合、下記の検索条件を表示しま

す。 

 

詳細を選択すると表示される検索条件を含めるか、

除外するか選択します。 

 
トランザクション名 

 

IP アドレス 

 
ログインユーザ名 

 
トランザクションのコード情報 
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Fetch 回数 

 
SQL 実行時間 

 
SQL 実行回数 

 
グローバル一意識別子(Globally Unique Identifier) 

 
トランザクション ID 

 

2.8.3. 応答時間チャート 

トランザクションのレスポンス応答時間が終了した時点(X 軸)とかかった応答時間(Y 軸)をドットで表示します。 

マウスで任意の範囲をドラックして離すと、選択した範囲のトランザクションのトランザクション詳細画面を表

示します。 

 

 

詳しい内容はトランザクション詳細を参照ください。  
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2.8.4. 比較分析領域 2 

選択した期間のターゲット間で発生したトランザクション統計情報を表示します。 

トランザクションタブ 

トランザクションタブ画面は次のとおりです。 

 

 

項目 説明 

Transaction トランザクション名 

Transaction Execution Cou

nt 

対象ターゲットで発生したトランザクション別実行回数 

Transaction Elapse Time

（MAX） 

選択した期間の間の各トランザクションの最大実行時間（Sec） 

Transaction Elapse Time

（AVG） 

選択した期間の間の各トランザクションの平均実行時間（Sec） 

SQL Elapse Time （MAX） 
選択した期間の間の対象トランザクションで実行された SQL の最大

実行時間（Sec） 

SQL Elapse Time （AVG） 
選択した期間の間の対象トランザクションで実行された SQL の平均

実行時間（Sec） 
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2.9. トランザクションランキング分析 

トランザクション別の性能指標を SQL 実行時間と SQL 実行回数を基準として比較して、トランザクションの順

位を分析表示します。 

 

2.9.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

2.9.2. 検索条件領域1 

比較基準日が 1 日の場合に使用する検索条件領域です。 

 

項目 説明 
 

検索条件の agent をホスト名/グループ名を基準として表示し

ます。 
 

死活状況のフィルターを適用します。 

コンボボックスから選択可能です(All / Alive Only / Not Aliv

e Only) 
 

分析する Agent を選択します。 

 トランザクション名を設定します。 
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結果リストを表示する個数を設定します。 
 

時間範囲を設定します。 

 平均または最大の実行時間を設定します。 
 

基準日を設定します。 
 

比較対象日を設定します。 

 

2.9.3. 検索条件領域2 

比較基準日が 2 日以上の場合に使用する検索条件領域です。 

 

 

検索条件項目はトランザクションランキング分析_検索条件領域 1 を参照します。 

 

2.9.4. 性能推移領域1 

2 個のタブで構成されます。 

実行時間タブ 

実行時間別の分析結果を表示します。 

 

リスト項目：実行時間タブ 

項目 説明 

Rank トランザクションが多い順位 

YYYY-MM-DD (Date) 上段には比較日が表示され、下段はトランザクション名を表示します 

Elapse Time Ratio (%) 全体実行時間に対する、トランザクション実行時間の比率 

Max Elapse Time (sec) トランザクションの最大実行時間(Sec) 

Avg Elapse Time (sec) トランザクションの平均実行時間(Sec) 

Diff 基準日に対する順位変動 
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実行回数タブ 

実行回数別の分析結果を表示します。 

 

リスト項目：実行回数タブ 

項目 説明 

Rank トランザクションが多い順位 

YYYY-MM-DD (Date) 上段には比較日が表示され、下段はトランザクション名を表示します 

Excute count Ratio (%) 全体実行回数に対する、トランザクション実行回数の比率 

Execute count トランザクション実行回数 

Diff 基準日に対する順位変動 

マウス右クリックメニュー：実行回数リスト 

マウス右クリック メニューは次のとおりだ。 詳細内容は“Appendix. Grid マウス右クリック メニューUI”を参

考にする。 

項目 説明 

エクスポート リスト内容をExcel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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2.9.5. 性能推移領域2 

トランザクションを選択すると、トランザクション分析データを表示します。 

トランザクションリスト 

日別トランザクション分析情報を表示します。 

 

リスト項目：トランザクションリスト 

項目 説明 

Date トランザクション実行こと 

Transaction Execution Cou

nt 

全体実行回数のうちトランザクションの実行回収比率 

SQL Execute count 選択された Transaction の実行回数 

Elapse Time (MAX) 選択された Transaction の最大実行時間 

Elapse Time (AVG) 選択された Transaction の平均実行時間 

SQL Elapse (MAX) 選択された Transaction の最大 SQL 実行時間 

SQL Elapse (AVG) 選択された Transaction の平均 SQL 実行時間 

Prepare Count 選択された Transaction の Prepare 数 

Fetch Count 選択された Transaction の Fetch 数 

Open Conn 選択された Transaction の Connection Pool Open 数 

Close Conn 選択された Transaction の Connection Pool Close 数 

Open Stmt 選択された Transaction の PrepareStatement Open 数 

Close Stmt 選択された Transaction の PrepareStatement Close 数 

Open RS 選択された Transaction の Result Set Open 数 

Close RS 選択された Transaction の Result Set Close 数 

Exception 選択された Transaction の Exception 数 

Fetch Time 選択された Transaction の Fetch Time 
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マウス右クリックメニュー：トランザクションリスト 

項目 説明 

エクスポート リスト内容をExcel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

実行時間 & 実行回数 

日別実行時間、実行回数の棒グラフを表示します。 

 

トランザクション推移グラフ 

トランザクションの実行回数と実行時間の推移グラフを 1 時間または、10 分周期で表示します。 

マウス右クリックメニュー：トランザクション推移グラフ 

項目 説明 

イメージ保存 チャートの内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して、画像ファイルで保存します。 
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2.10. SQLランキング分析 

 

2.10.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

2.10.2. 検索条件領域1 

比較基準日が 1 日の場合に使用する検索条件領域です。 

 

項目 説明 
 

検索条件の agent をホスト名/グループ名を基準として表示し

ます。 
 

死活状況のフィルターを適用します。 

コンボボックスから選択可能です(All / Alive Only / Not Aliv

e Only) 
 

分析する Agent を選択します。 
 

結果リストを表示する個数を設定します。 
 

時間範囲を設定します。 
 

基準日を設定します。 
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比較対象日を設定します。 

2.10.3. 検索条件領域2 

比較基準日が 2 日以上の場合に使用する検索条件領域です。 

 

検索条件項目は SQL ランキング分析_検索条件領域 1 を参照します。 

 

2.10.4. 性能推移領域1 

2 個のタブで構成されます。 

実行時間タブ 

 

リスト項目：実行時間タブ 

項目 説明 

Rank トランザクションが多い順位 

YYYY-MM-DD (Date) 上段には比較日が表示され、下段はトランザクション名を表示します 

Elapse Time Ratio (%) 全体実行時間に対する、トランザクション実行時間の比率 

Max Elapse Time (sec) トランザクションの最大実行時間(Sec) 

Avg Elapse Time (sec) トランザクションの平均実行時間(Sec) 

Diff 基準日に対する順位変動 
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実行回数タブ 

リスト項目：実行回数タブ 

項目 説明 

Rank トランザクションが多い順位 

YYYY-MM-DD (Date) 上段には比較日が表示され、下段はトランザクション名を表示します 

Excute count Ratio (%) 全体実行回数に対する、トランザクション実行回数の比率 

Execute count トランザクション実行回数 

Diff 基準日に対する順位変動 

2.10.5. 右クリック メニュー(共通) 

項目 説明 

エクスポート リスト内容をExcel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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2.10.6. 性能推移領域2 

SQLリスト 

 

リスト項目：SQLリスト 

項目 説明 

Date トランザクション実行日 

Execution Count 選択された SQL の全体実行回数 

Elapse Time (Total) 選択された SQL の全体実行時間 

Elapse Time (AVG) 選択された SQL の平均実行時間 

Elapse Time (MAX) 選択された SQL の最大実行時間 

実行時間 & 実行回数 

 

SQL推移グラフ 
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マウス右クリックメニュー：SQL推移グラフ 

項目 説明 

イメージ保存 チャートの内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して、画像ファイルで保存します。 
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2.11. メモリリーク追跡 

メモリリークで疑われるトランザクションおよび該当メンバ変数のメモリー使用量を表示します。 

2.11.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

2.11.2. 検索条件 

項目 説明 
 

分析対象 Agent を選択します。オートコンプリート機能を提

供します。 
 

分析日時を昨日(デフォルト値)/今日に設定します。 
 

分析日時を入力、カレンダーUI を利用して選択します。 
 

クラス名を入力します。 
 

エレメント数を設定します。 

 

2.11.3. エレメント性能推移領域 

エレメント数の性能推移を表示します。 

マウス右クリックメニュー：エレメント性能推移領域 

項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 

2.11.4. メモリリスト領域 

2 個のタブで構成されます。 

コレクションインスタンス現況タブ 

 コレクション性能情報を表示します。 

リスト項目：コレクションインスタンス現況タブ 

項目 説明 

Agent Agent 名 

Class Name Class 名 

Instance ID インスタンス ID 

Element Count Element 数 

Limit Exceed Date Element 超過日時 

Exceeded Transaction Element を超過したトランザクション名 

Exceeded TID Element を超過したトランザクション ID 

Has Exceeded StackTrac

e 

StackTrace 超過の有無 

Start Time 開始日時 

End Time 終了日時 

Elapsed Time 実行時間 

アクティブセッションタブ 

アクティブセッションの詳細分析情報を表示します。 

リスト項目：アクティブセッションタブ 

項目 説明 

Agent 現在の実行中の Agent 名 

Transaction 現在の実行中のトランザクション名 
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Class Method 現在の実行中の Class Method 名 

Method Type 現在の実行中の Method の Type 

Client IP サービス要請した IP 

Login Name Login ある使用者の ID 

Start Time Transaction 開始時間 

Transaction CPU Time Transaction の CPU Time 

CPU Time CPU Time 

IO Read Thread で読んだ IO Block 数(Sigma 値) 

IO Write Thread で Write ある IO Block 数(Sigma 値) 

DB Time Transaction 実行時間のうち SQL 総実行時間 

Wait Time SQL 実行中に待機した時間 

Pool Transaction で使った DB Pool 名 

Elapsed Time Transaction の実行時間 

Instance Name Transaction で使った ORACLE Instance 名 

SID DB Session ID 

State Transaction の状態 

Bind Value 実行中の SQL の Bind 値 

SQL 1~5 Transaction で遂行した SQL List(番号が小さいほど最近実行した SQL

である) 

SQL Execution Count 遂行した SQL の実行回数 

Fetch Count Fetch 数 

Prepare Count Prepare stmt 回数 

PGA Usage (MB) SQL 実行中使った PGA メモリサイズ 

Logical Reads SQL 実行中読み込んだ Memory バッファー数 

Physical Reads SQL 実行中読み込んだ DISK ブロック数 

Wait Info Wait Event 情報 

TID トランザクション ID 

2.11.5. 右クリックメニュー(共通) 

項目 説明 

トランザクション詳細 トランザクション項目に対するトランザクション詳細画面を表示しま

す。 

詳細内容はトランザクション詳細を参照ください。 

トランザクション分析 トランザクション項目に対するトランザクション分析画面を表示しま

す。 

詳細内容はトランザクション分析を参照ください。 
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SQL 分析 SQL 項目を選択するとメニューが有効化されます。SQL 分析画面を表示

します。 

詳しい内容はSQL 分析を参照ください。 

SQL Text SQL テキスト 

エクスポート リスト内容をExcel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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3. ツール 

3.1. スクリプトマネージャ 

SQL スクリプトを生成・実行して、収集した DB データ取得して表示します。主な機能は次のとおりです。 

ユーザが定義のしたスクリプトを表示します。 

生成されたスクリプトの実行結果データを表示します。 

 

3.1.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

3.1.2. スクリプト情報 

登録した SQL の一覧およびスクリプト SQL を表示します。 

項目 説明 

 
使うスクリプトを追加します。 

 
対象スクリプトを修正します。 

 
対象スクリプトを削除します。 

 
すべてのスクリプトを削除します。 

スクリプト

情報 

SQL結果情報 

SQL情報 
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スクリプト情報 

画面構成は次のとおりです。 

 

 

項目 説明 

SQL スクリプトマネージャで作成された SQL 結果 

Trend Chart スクリプトマネージャで作成された SQL 結果を Trend Chart 形式のグラフ

で表示する。 
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3.1.3. SQL情報 

SQL スクリプトとその SQL 実行結果を表示します。 

SQL情報 

画面構成は次のとおりです。 
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4. 性能統計 

4.1. 上位トランザクション（過去） 

特定期間に実行されたトランザクションを平均実行時間および総実行回数の順に表示します。 

 

4.1.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

4.1.2. 検索条件 

項目 説明 

 
分析日時範囲の入力またはカレンダ UI を利用して設定します。 

 
対象の WAS エージェントを選択します。 

 
分析対象トランザクション名を入力します。 

 
トランザクションの実行時間順に表示します。（デフォルト値） 

 
トランザクションの実行回数順に表示します。 

  
トランザクションの平均実行時間の条件を入力します。 

デフォルト値：0 
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4.1.3. ターゲットタブ 

合計タブあるいは各ターゲットタブを選択してトランザクション情報を表示します。 

 

上位トランザクションリスト領域 

全体合計あるいは各 WAS エージェントごとにトランザクション情報を実行時間、実行回数順に表示します。 

 

リスト項目：上位トランザクションリスト領域 

トランザクション分析のための主な指標を表示します。 

項目 説明 

Transaction トランザクション名 

Transaction Executio

n Count 

検索期間に発生したトランザクション総実行回数 

SQL Execution Count 検索期間に発生した SQL 総実行回数 

Fetch Count 検索期間に発生したフェッチ回数 

Transaction Elapse Ti

me （Total） 

検索期間に発生したトランザクション総実行時間 

Transaction Elapse Ti

me （MAX） 

検索期間に発生したトランザクション最大実行時間 

Transaction Elapse Ti

me （AVG） 

検索期間に発生したトランザクション平均実行時間 

SQL Elapse Time 

（Total） 

検索期間に発生した SQL 総実行時間 

SQL Elapse Time 

（MAX） 

検索期間に発生した SQL 最大実行時間 

SQL Elapse Time 

（AVG） 

検索期間に発生した SQL 平均実行時間 

Open Conn 検索期間に発生したコネクションプールオープン数 

Close Conn 検索期間に発生したコネクションプールクローズ数 

Open Stmt 検索期間に発生したプリペアステートメントオープン数 

Close Stmt 検索期間に発生したプリペアステートメントクローズ数 
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上位トランザクションリスト 

上位トランザクションリストの行をクリックすると、対象項目に関連したトランクション詳細情報をトランザク

ション詳細領域と SQL リスト領域で表示します。 

 

マウス右クリックメニュー：上位トランザクションリスト領域 

項目 説明 

トランザクション分析 トランザクション項目に対するトランザクション分析画面を表示しま

す。 

詳細内容はトランザクション分析を参照ください。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

Note. トランザクション分析画面の表示時の分析期間はデフォルトで直近1 時間です。（変更可能） 
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トランザクション詳細領域 

上位トランザクションリストの行で選択されたトランザクションの詳細情報を表示します。 

トランザクション詳細画面 

10 分単位での最大実行時間、平均実行時間、総実行回数の推移を表すチャートを表示します。 

 

リスト項目：トランザクション詳細領域 

トランザクション詳細指標を表示します。 

項目 説明 

Time 10 分単位の時間ごとの時刻 

Agent 10 分間に発生したトランザクションの WAS エージェント名 

Transaction Name 10 分間に発生したトランザクション名 

Transaction Elapse Ti

me （MAX） 

10 分間に発生したトランザクション最大実行時間 

Transaction Executio

n Count 

10 分間に発生したトランザクション総実行回数 

Transaction Elapse Ti

me （AVG） 

10 分間に発生したトランザクション平均実行時間 

トランザクション詳細リスト 

上位トランザクションリストの行で選択されたトランザクションで発生したターゲット名を表示し、10 分単位

の最大実行時間と平均実行時間、総実行回数推移をリストで表示します。 
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マウス右クリックメニュー：トランザクション詳細領域 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

SQLリスト領域 

上位トランザクションリストの行で選択されたトランザクションに対する統計情報だけではなく、トランザクシ

ョンで実行した SQL 情報を表示します。 

リスト項目：SQLリスト領域 

トランザクションで実行した SQL の指標を表示します。 

項目 説明 

SQL Text 検索期間の間に発生したトランザクションの SQL テキスト 

Elapse Time （MA

X） 

検索期間の間に発生したトランザクションの SQL 最大実行時間 

Elapse Time （AV

G） 

検索期間の間に発生したトランザクションの SQL 平均実行時間 

Execute Count 検索期間の間に発生したトランザクションの SQL 総実行回数 

マウス右クリックメニュー：SQLリスト領域 

項目 説明 

SQL 全文 SQL 全文を表示します。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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4.2. 上位SQL（過去） 

特定の期間中に実行された SQL の平均実行時間や実行回数の順に上位 SQL を抽出して、表示します。 

 

4.2.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

4.2.2. 検索条件 

項目 説明 

 
分析日時範囲の入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 
WAS エージェントを選択します。 

 
出力する SQL の件数を選択します。 

4.2.3. ターゲットタブ 

合計あるいは各 WAS エージェントを選択して関連情報を表示します。 

 

 

上位SQLリスト領域 

上位 SQL を実行時間、実行回数の順に表示します。 
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リスト項目：上位SQLリスト領域 

項目 説明 

SQL Text SQL テキスト 

Elapse Time（Total） 検索期間に発生した総実行時間 

Elapse Time（Ratio） 全実行時間に対する実行時間の比率 

Elapse Time（AVG） 検索期間に発生した平均実行時間 

Elapse Time（MAX） 検索期間に発生した最大実行時間 

Execute Count 検索期間に発生した総実行回数 

マウス右クリックメニュー：上位SQLリスト領域 

項目 説明 

SQL 分析 対象 SQL 項目に対する SQL 分析画面を表示します。 

詳しい内容は SQL 分析を参照ください。 

SQL 全文 対象 SQL 全文を表示します。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

Note. SQL 分析画面の表示時の分析期間は直近1 時間です。（変更可能） 
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上位SQL統計グラフ領域 

上位 SQL の統計グラフを実行時間、実行回数の順に表示します。 

上位SQL統計グラフ 

上位SQL リストに対する実行時間グラフを通じて統計推移を判断します。 

 

 

上位SQL リストに対する実行回数グラフを通じて統計推移を判断します。 
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4.3. トランザクション分析 

特定期間に実行されたトランザクションを 10 分/1 時間/1 日単位に集計して表示します。 

 

4.3.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

4.3.2. 検索条件 

項目 説明 

 
分析日時範囲の入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 
対象の WAS エージェント名を選択します。 

 
ステートメント、コネクションのオープン数とクローズ数が違うトラ

ンザクションを出力するように選択します。 

 
ステートメント、コネクションのオープン数とクローズ数と関係なく

全体トランザクションを出力するように選択する 

 
時間を 10 分、1 時間、1 日単位で集計します。 

デフォルト値：10 分 
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4.3.3. トランザクション分析領域 

集計単位のトランザクション実行履歴を表示します。 

リスト項目：トランザクション分析領域 

集計単位の最大実行時間と平均実行時間、総実行回数推移を表すチャートを表示します。 

 

項目 説明 

Time 時間 

Agent 対象トランザクションが発生した WAS エージェント名 

Transaction トランザクション名 

Transaction Execution 

Count 

集計時間に発生したトランザクションの総実行回数 

SQL Execution Count 集計時間に発生したトランザクションの SQL の総実行回数 

Elapse Time （MAX） 集計時間の対象トランザクション最大実行時間 

Elapse Time （AVG） 集計時間の対象トランザクション平均実行時間 

SQL Elapse （MAX） 集計時間の対象トランザクションの SQL 最大実行時間 

SQL Elapse （AVG） 集計時間の対象トランザクションの SQL 平均実行時間 

Prepare Count 集計時間の対象トランザクションのプリペア数 

Fetch Count 集計時間の対象トランザクションのフェッチ数 

Open Conn 集計時間に発生したコネクションのオープン数 

Close Conn 集計時間に発生したコネクションのクローズ数 

Open Stmt 集計時間に発生したプリペアステートメントオープン数 

Close Stmt 集計時間に発生したプリペアステートメントクローズ数 

Open RS 集計時間に発生したリザルトセットオープン 数 

Close RS 集計時間に発生したリザルトセットクローズ数 

Exception 集計時間に発生した例外数 

Fetch Time フェッチ回数 

トランザクション分析リスト 

トランザクション分析リストの行をクリックすると、トランザクション推移グラフ領域のトレンドおよびトラン

ザクションリストと関連してトランザクションの 10 分単位詳細分析内容を表示します。 
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マウス右クリックメニュー：トランザクション分析領域 

項目 説明 

トランザクション分析 トランザクション項目に対するトランザクション分析画面を画面しま

す。 

詳しい内容はトランザクション分析を参照ください。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

Note. トランザクション分析画面の表示時の分析期間は直近1 時間です。（変更可能） 

 

4.3.4. トランザクション推移グラフ領域 

集計時間（デフォルト値：10 分）単位のトランザクション実行履歴を推移グラフで表示します。 

項目 説明 

トレンド トランザクション分析リスト内で選択したトランザクションの実行回

数、実行時間、SQL 実行時間を折れ線グラフで表示します。 

トランザクションリスト 集計時間に対応するトランザクション実行時間、SQL 実行時間を点

グラフで表示します。 

トランザクション実行時間 トランザクション実行時間と関連してトランザクション詳細情報を表

示します。（連携機能） 

SQL 実行時間 トランザクションの SQL 実行時間と関連してトランザクションの S

QL 詳細情報を表示します。（連携機能） 

トレンドタブ 

トランザクション実行回数グラフ：検索期間の間にトランザクション実行回数と実行時間推移を折れ線グラフで

表示します。点をダブルクリックすることで、トランザクションリストタブと関連して対象集計時間のトランザ

クション実行時グラフと SQL 実行時間グラフを表示します。 

 

トランザクション実行時間グラフ：検索期間の間のトランザクション最大実行時間と平均実行時間の推移を折れ

線グラフで表示します。点をダブルクリックすることで、トランザクションリストと関連して対象集計時間のト
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ランザクション実行時間グラフと SQL 実行時間グラフを表示します。 

 

SQL 実行時間：検索期間のトランザクションの SQL 最大実行時間と SQL 平均実行時間の推移を折れ線グラフで

表示します。点をダブルクリックすると、トランザクションリストと関連して対象集計時間のトランザクション

実行時間グラフと SQL 実行時間グラフを表示します。 

 

マウス右クリックメニュー：トレンドタブ 

項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 

 

トランザクションリストタブ 

トランザクション実行時間：集計期間のトランザクション実行時間の推移を点グラフで表示します。例外を含ん

だり除外したりすることができます。ドラッグ＆ドロップするとトランザクションリストタブあるいは SQL リ

ストタブに連携します。 
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SQL 実行時間：集計期間のトランザクション SQL 実行時間の推移を点グラフで表示します。 

 

マウス右クリックメニュー：トランザクショングラフ 

項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 

リスト項目：トランザクションタブ 

トランザクション実行時間グラフでドラッグした範囲のトランザクション詳細を表示します。 

項目 説明 

Time 検索期間にトランザクションが完了した時間 

Agent トランザクションが発生した WAS エージェント名 

Exception トランザクションの例外 

Login Name 実行したユーザのログイン ID 

Transaction トランザクション名 

Client IP サービスをリクエストしたクライアント IP 

Transaction Elapse Time 対象トランザクションの実行時間 

SQL Elapse Time 対象トランザクションの SQL 実行時間 

SQL Elapse Time （AVG） 対象トランザクションの SQL 平均実行時間 

SQL Execution Count 対象トランザクションで実行された SQL の実行回数 

Fetch Count フェッチ数 
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トランザクションタブ 

トランザクションタブの行をダブルクリックすると PA のトランザクション詳細画面が表示され、トランザクシ

ョンパスビューおよびコールツリーが確認できます。 

 

マウス右クリックメニュー：トランザクションタブ 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

SQLタブ 

トランザクションリストの SQL 実行時間と関連してトランザクションの SQL 詳細情報を表示します。 

リスト項目：SQLタブ 

SQL 実行時間グラフでドラッグした範囲のトランザクションの SQL 詳細を表示します。 

項目 説明 

Time 検索期間の間トランザクションが完了した時刻 

Agent トランザクションの WAS エージェント名 

Instance トランザクションで使用した Oracle のインスタンス名 

SQL トランザクションで実行された SQL テキスト 

Transaction トランザクション名 

Execute Count トランザクションの SQL 実行回数 

Elapse Time （MA

X） 

トランザクションの SQL 最大実行時間 

Elapse Time （AV

G） 

トランザクションの SQL 平均実行時間 

CPU Time （Sec） トランザクションの SQL 銃 CPU 使用時間 

Logical Reads DB の論理読み取りブロック数 

Physical Reads DB の物理読み取りブロック数 
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SQLタブ 

SQL タブの行をダブルクリックして対象 SQL を表示します。 

 

マウス右クリックメニュー：SQLタブ 

項目 説明 

トランザクション分析 トランザクション項目に対するトランザクション分析画面を表示しま

す。 

詳しい内容はトランザクション分析を参照ください。 

SQL 分析 トランザクションの SQL 項目に対する SQL 分析画面を表示します。 

詳しい内容は SQL 分析を参照ください。 

SQL 全文 SQL 全文を表示します。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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4.4. SQL分析 

特定期間に実行されたトランザクションで使用した SQL を 10 分単位で集計して表示します。 

 

4.4.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

 

項目 説明 

トランザクション SQL トランザクション別 SQL 実行履歴を集計時間単位（基本 10 分）の

統計情報を表示します。下方のタブで SQL トランザクションサマ

リ、アクティブトランザクション、SQL の情報を表示します。 

集計 SQL 実行履歴を集計時間単位（基本 10 分）の統計情報を表示しま

す。下方のタブで SQL トランザクション、SQL の情報を表示しま

す。 

 

4.4.2. 検索条件 

項目 説明 

 
分析日時範囲を入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

基本 10 分単位統計情報を表示します。 

 
対象の WAS エージェントを選択します。 

 
分析対象の平均実行時間を入力します。 

 
並び替えを選択します。 
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実行時間（平均）：平均実行時間を基準として表示します。 

実行時間（最大）：総実行時間を基準として表示します。 

実行回数：実行回数を基準として表示します。 

 
検索条件として、SQL ID または SQLTEXT を選択して入力します。 

 

 

TOP 100 / ALL ボタン 

TOP 100：上位 100 件を表示します。 

ALL：すべてを表示します。 

 

4.4.3. トランザクションSQLタブ説明 

トランザクション SQL タブはトランザクションで実行した SQL 実行履歴を 10 分単位に集計して表示します。

選択したトランザクションで実行した、SQL トランザクションサマリタブ、アクティブトランザクションタブ、

SQL タブ、バインド変数を含めた SQL タブを表示します。 

 

 

項目 説明 

SQL トランザクションサマリ SQL を実行したトランザクションの稼働統計情報を表示します。 

アクティブトランザクション SQL を実行トランザクションの一覧を表示します。 

バインド値 SQL バインド値を表示します。 

SQL SQL テキストを表示します。 

バインド変数を含めた SQL 使用したバインド値を添付して SQL 分情報を表示します。 

トランザクション分析領域 

トランザクション別 SQL 実行履歴を 10 分単位のリスト形式で表示します。 

リスト項目：トランザクションSQLタブ 

項目 説明 

Time 対象トランザクションが発生した 10 分単位時間情報 

Transaction トランザクション情報 
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SQL SQL テキスト 

Instance DB インスタンス情報 

SQL Execution Count 集計時間に対象トランザクションで実行した SQL Execution Count 

（Sum） 

SQL Elapse （MAX） 集計時間に対象トランザクションで実行した SQL 最大実行時間 

SQL Elapse （AVG） 集計時間に対象トランザクションで実行した SQL 平均実行時間 

トランザクションSQLリスト 

トランザクション SQL リストの行をクリックすることで、対象項目に関連した情報が詳細情報領域、SQL 情報

領域に表示されます。 

 

マウス右クリックメニュー：トランザクションSQLタブ 

項目 説明 

SQL 分析 SQL 項目に対する SQL 分析画面を表示します。 

詳しい内容は SQL 分析を参照ください。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

Note. SQL 分析画面表示時の分析期間は直近10 分のデータです。（変更可能） 

詳細情報領域 

トランザクション分析領域で選択した SQL に対するトランザクション詳細情報を表示します。 

SQLトランザクションサマリタブ 

詳細内容は SQL トランザクションサマリタブ説明を参照ください。 

アクティブトランザクションタブ 

詳細内容はアクティブトランザクションタブ説明を参照ください。 
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SQL情報領域 

トランザクション統計領域で選択した SQL の詳細情報を表示します。 

バインド値 

詳細内容はバインド値説明を参照ください。 

SQLタブ 

詳細内容は SQL タブを参照ください。 

バインド変数を含めたSQLタブ 

詳細内容はバインド変数を含めた SQL 説明を参照ください。 
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4.4.4. 集計タブ説明 

集計タブは実行した SQL の実行履歴を 10 分単位集計情報で表示します。選択したトランザクションの SQL ト

ランザクションタブ、SQL タブ、バインド値を含んだ SQL タブを表示します。 

 

 

項目 説明 

SQL トランザクション 選択した SQL が実行したトランザクション情報を表示します。 

バインド値 選択した SQ バインド値を表示します。 

SQL 選択した SQL テキストを表示します。 

バインド値を含んだ SQL 使用したバインド値を添付して SQL テキストを表示します。 

トランザクション分析情報領域 

10 分単位のトランザクション別 SQL 実行履歴をリスト形式で表示します。 

リスト項目：集計リスト 

項目 説明 

Time 対象 SQL が発生した 10 分単位時間 

SQL Text SQL テキスト 

Execution Count 集計時間に実行した対象 SQL 実行回数 

Elapse Time（MAX） 集計時間に実行した対象 SQL 最大実行時間 

Elapse Time（AVG） 集計時間に実行した対象 SQL 平均実行時間 

画面構成 

集計リストの行をクリックすると、対象項目に関連した情報を、詳細情報領域、SQL 情報領域に表示します。 
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マウス右クリックメニュー：集計リスト 

項目 説明 

SQL 分析 SQL 項目に対する SQL 分析画面で連係します。 

詳しい内容は SQL 分析を参照ください。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

Note. SQL 分析画面表示時の分析期間は、分析である基準期間と同じ時間条件が適用されます。（変更可能） 

詳細情報領域  

トランザクション分析情報領域で選択した SQL に対するトランザクション詳細情報を表示します。 

SQLトランザクションタブ 

詳細内容は SQL トランザクションタブ説明を参照ください。 

SQL情報領域 

トランザクション分析紹鴎領域で選択した SQL の詳細情報を表示します。 

バインド値タブ 

詳細内容はバインド値説明を参照ください。 

SQLタブ 

詳細内容は SQL タブを参照ください。 

バインド変数も含めたSQL 

詳細内容はバインド変数を含めた SQL 説明を参照ください。   
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4.4.5. SQLトランザクションサマリタブ説明 

トランザクション SQL 表で選択された SQL に対するトランザクションの稼働統計情報が確認できる SQL トラン

ザクションサマリ機能を表示します。 

 

リスト項目：SQLトランザクションサマリ 

項目 説明 

Time 対象トランザクションが発生した 10 分単位時間情報 

Agent 対象トランザクションが発生したターゲット情報 

Transaction トランザクション名 

Transaction Execution C

ount 

集計時間に発生したトランザクションの総実行回数 

Transaction Elapse Time 集計時間に発生したトランザクションの実行時間 

Elapse Time（MAX） 集計時間に発生したトランザクション最大実行時間 

Elapse Time（AVG） 集計時間に発生したトランザクション平均実行時間 

SQL Execution Count 集計時間に発生したトランザクションの SQL 実行回数 

SQL Elapse Time（MA

X） 

集計時間に発生したトランザクションの SQL 最大実行時間 

SQL Elapse Time（AV

G） 

集計時間に発生したトランザクションの SQL 平均実行時間 

Prepare Count 集計時間に発生したトランザクションのプリペア数 

Fetch Count 集計時間に発生したトランザクションのフェッチ数 

Open Conn 集計時間に発生したトランザクションのコネクションプールオープン数 

Close Conn 集計時間に発生したトランザクションのコネクションプールクローズ数 

Open Stmt 集計時間に発生したトランザクションのプリペアステートメントオープ

ン数 

Close Stmt 集計時間に発生したトランザクションのプリペアステートメントクロー

ズ数 

 

マウス右クリックメニュー：SQLトランザクションサマリリスト 

項目 説明 

トランザクション分析 トランザクション項目に対するトランザクション分析画面を表示しま

す。 
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詳しい内容はトランザクション分析を参照ください。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

Note. トランザクション統計表示時の分析期間は直近10 分のデータです。（変更可能） 

4.4.6. アクティブトランザクションタブ説明 

トランザクション SQL 表で選択された SQL に対するトランザクションの詳細情報が確認できるアクティブトラ

ンザクション情報を表示します。 

 

アクティブトランザクションリスト項目 

項目 説明 

Time 対象トランザクションの開始時刻 

Agent 対象トランザクションを実行したターゲット情報 

Transaction トランザクション名 

Current Method 対象トランザクションで実行したメソッド情報 

Method Type 対象トランザクションで実行したメソッドタイプ情報 

Client IP トランザクションを実行したクライアントの IP 

Login Name 実行したユーザのログイン ID 

Start Time トランザクション開始時間 

Thread CPU スレッドの CPU 使用率（%） 

IO Read スレッドで読んだ IO ブロック数（合計値） 

IO Write スレッドで記録した IO ブロック数（Sigma 値） 

DB Time トランザクション実行時間のうち SQL 総実行時間 

Pool トランザクションで使用した DB プール名 

Elapsed Time 対象時点トランザクションの実行時間 

Instance Name トランザクションで使用した Oracle のインスタンス名 

SID DB セッション ID 

State トランザクションの状態 

Bind Value 実行中の SQL のバインド値 
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SQL 1~5 トランザクションで実行した SQL 項目（番号が小さいほど最近実行し

た SQL） 

SQL Execution Count SQL の実行回数 

Fetch Count フェッチ数 

Prepare Count プリペア回数 

マウス右クリックメニュー：アクティブトランザクションリスト 

項目 説明 

トランザクション詳細 トランザクション項目に対するトランザクション詳細画面を表示しま

す。 

詳しい内容はトランザクション詳細を参照ください。 

トランザクション分析 トランザクション項目に対するトランザクション分析画面で表示しま

す。 

詳しい内容はトランザクション分析を参照ください。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

SQL 分析 トランザクションで実行した SQL に対する SQL 分析画面を表示しま

す。 

詳しい内容は SQL 分析を参照ください。 

SQL 全文 SQL 全文を表示します。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

Note. トランザクション詳細表示時の分析は対象トランザクションの詳細が表示されます。（変更可能） 

トランザクションサマリ表示時の分析は直近20 分のデータです。（変更可能） 
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4.4.7. SQLトランザクションタブ説明 

集計表で選択された SQL のトランザクションの稼働統計情報を表示します。 

 

リスト項目：SQLトランザクションタブ 

項目 説明 

Transaction トランザクション情報 

Execution Count 集計時間に実行した対象 SQL 実行回数 

Elapse Time（MAX） SQL 最大実行時間 

Elapse Time（AVG） SQL 平均実行時間 

CPU Time 集計時間に実行した対象 SQL の CPU 使用時間 

Wait Time 集計時間に実行した対象 SQL の待機時間 

Logical Reads DB の論理読み取りブロック数 

Physical Reads DB の物理読み取りブロック数 

マウス右クリックメニュー：SQLトランザクションタブ 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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4.4.8. バインド値説明 

トランザクション SQL 表、サマリ表で選択された SQL に対するバインド値情報を時間別に確認できるバインド

値を表示します。 

 

 

バインド値リスト項目 

項目 説明 

Time 対象 SQL を実行した開始時刻 

Bind Value 対象 SQL が使用したバインド値情報 

Elapse Time 対象 SQL 実行時間 

マウス右クリックメニュー：バインド値リスト 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

4.4.9. SQLタブ説明 

トランザクション SQL 表、サマリ表で選択された SQL の詳細情報を SQL タブで表示します。 
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フォーマットボタン 

フォーマットボタンクリック時、対象 SQL に対する可視性を高めるフォーマットで表示します。 

SQLリスト 

マウス右クリック時、フォーマットボタン機能を表示します。 

4.4.10. バインド変数を含めたSQL説明 

トランザクション SQL 表、サマリ表で選択された SQL に対するバインド値が含まれた SQL Text 詳細情報を表

示する SQL with binded value タブ機能を表示します。 

 

フォーマットボタン 

フォーマットボタンクリック時、対象 SQL テキストを見やすく表示します。 

バインド変数を含めたSQLリスト 

マウス右クリック時、フォーマットボタン機能を表示します。 
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4.5. 例外分析 

特定期間に発生した例外とそのトランザクションを表示します。 

 

4.5.1. 画面構成  

画面構成は次のとおりです。 

 

4.5.2. 検索条件 

項目 説明 

 
分析日時範囲を入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 
分析対象の WAS エージェント名を選択します。 

 
例外名を基準としてツリー形式で例外トランザクションリストを表示

します。 

 
トランザクションを基準としてツリー形式で例外トランザクションリ

ストを表示します。 

 
例外発生回数基準としてツリー形式で例外トランザクションリストを

表示します。 

 
例外名を入力します。 

 
例外の発生履歴を表示します。 
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4.5.3. 例外トランザクションリスト領域 

特定区間に発生した例外をツリー形式で表示します。 

リスト項目：例外トランザクション 

特定期間に発生した例外がある場合、例外を発生させたトランザクション数あるいはトランザクションで発生し

た例外数を表示します。 

項目 説明 

Exception 例外が発生したトランザクション名と例外名 

Count 発生した例外数 

例外トランザクションリスト 

例外トランザクションリスト内をクリックすると、例外リストで例外の詳細を表示します。 

マウス右クリックメニュー：例外トランザクション 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

全て展開 ツリー構造を全部展開して表示します。 

全て縮小 ツリー構造をたたんで表示します。 

行を展開 すべて縮小した状態で対象行のみ展開して表示ます。 

行を縮小 すべて展開した状態で対象行のみたたんで表示します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

4.5.4. 例外トランザクショングラフ領域 

10 分単位で集計したトランザクション実行履歴を表示します。 

項目 説明 

総例外数 時間単位で発生した例外の合計数を棒グラフで表示します。 

総例外比 発生した例外比率をドーナツグラフで表示します。 

個別例外数 分単位で個別例外数を棒ブラフで表示します。 

例外トレンド 10 分単位で例外数を折れ線グラフで表示します。 
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総例外数タブ 

分析期間に発生した例外の合計数を時間単位で表示します。 

 

総例外タブ 

分析期間に発生した例外の総比率を表示します。 

 

個別例外数タブ 

例外トランザクションリストで選択した例外数を分単位で表示します。 

 

例外トレンド 

分析期間の例外数の推移を表示します。 
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4.5.5. 例外リスト領域 

例外の詳細を表示します。 

リスト項目：例外リスト 

例外トランザクションリストの行で選択した例外の詳細情報で例外が発生した時間、WAS エージェント名、ク

ラスメソッド、例外ログの詳細情報を表示します。 

項目 説明 

Time 例外が発生した時間 

Agent 例外が発生した WAS エージェント名 

Class Method 例外が発生したトランザクションのクラスメソッド名 

Exception 発生した例外名 

例外リスト 

分析期間に例外が発生したトランザクションのクラスメソッドと例外名を表示します。 

 

マウス右クリックメニュー：例外リスト 

項目 説明 

トランザクション詳細 選択した例外が発生したトランザクションの詳細画面に遷移します。 

フルログテキスト 発生した例外のログ内容を表示します。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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4.6. ワークロード分析 

選択した WAS エージェント間の CPU 使用量、トランザクション実行回数、トランザクション実行時間、TPS な

どの性能指標を比較して、比較する WAS エージェント間のロードバランス情報を分析することができます。 

 

4.6.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

4.6.2. 検索条件 

項目 説明 

 
1 時間単位で分析日時範囲を入力または、カレンダ UI を利用して設

定します。 

 
対象の WAS エージェントを選択します。 

 
設定した分析期間を 1 時間単位で移動します。 
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4.6.3. ワークロード比較領域 

次のような 3 個の分析指標に対するデータを表示します。 

項目 説明  

JVM の CPU 使用 各ターゲット別 JVM CPU 使用率を表示します。 

トランザクション実行回数 各ターゲット別トランザクション実行回数を割合で表示します。 

トランザクション実行時間 各ターゲット別トランザクション実行時間を割合で表示します。 

4.6.4. アクティブトランザクション比較領域 

アクティブトランザクションのトレンドに対する情報を折れ線グラフ・棒グラフで表示します。 

アクティブトランザクション比較 

折れ線グラフをダブルクリックすることで、対象時間における各 WAS エージェント別のアクティブトランザク

ション数を棒グラフで表示します。 

 

4.6.5. TPS比較領域 

 TPS トレンドに対する情報を折れ線グラフ・棒グラフで表示します。 

TPS比較 

折れ線グラフをだブルクリックすることで、対象時間の各 WAS エージェント別 TPS 数値を棒グラフで表示しま

す。 

4.6.6. マウス右クリックメニュー（共通） 

項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 
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4.7. アラート分析 

特定期間に発生したアラートとそのイベント名を表示します。 

 

4.7.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

4.7.2. 検索条件  

項目 説明 

 
分析日時範囲を入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 
分析対象をターゲットに設定します。 （デフォルト値） 

 
分析対象を DB に設定します。 

 
分析対象ホストに設定します。 

 
分析対象 WAS エージェント名を選択します。※ターゲットラジオボタ

ン選択時 

 
分析対象 DB 名を選択します。※DB ラジオボタン選択時 

 
分析対象アラート名を選択します。 

 
分析対象の状態値を選択します。 

 
分析対象の時間を分単位にします。 （デフォルト値） 

 
分析対象の時間を時間単位にします。 
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4.7.3. アラートグラフ領域 

分析期間のアラート発生回数を分単位または時間単位で表示します。 

アラートグラフ 

分析期間に発生したアラートのワーニングとクリティカルの数を棒グラフで表示します。 

 

 

項目 説明 

ワーニング棒グラフクリック 時間単位のターゲット別ワーニング・クリティカル数 

クリティカル棒グラフクリック 時間単位のターゲット別ワーニング・クリティカル数 

 

4.7.4. アラートリスト領域 

分析期間に設定した時間単位でアラートの詳細を表示します。 

リスト項目：アラートリスト 

項目 説明 

Time アラートイベント時間 

WAS アラートが発生した WAS エージェント名 

Name 発生したアラート名 

Status アラートレベル（ワーニングあるいはクリティカル） 

Value 発生したアラート値 

アラートリスト 
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4.7.5. アラートサマリ領域 

検索期間に設定したアラートの詳細を表示します。 

リスト項目：アラートサマリ 

アラートサマリ 

 

  

項目 説明 

Time アラート発生時間 

WAS アラートが発生した WAS エージェント名 

Warning ワーニング数 

Critical クリティカル数 
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4.8. クライアント分析 

クライアント IP ごとに実行したトランザクションの集計情報をの時間ごとに表示します。 

 

4.8.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

4.8.2. 検索条件 

項目 説明 

 
分析日時範囲を入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 
分析対象の WAS エージェントを選択します。 

4.8.3. 棒グラフ領域 

クライアント IP ごとのトランザクション統計データを棒グラフで表示します。 

棒グラフ 

棒グラフをクリックすると、その項目に関連する情報がクライアントサマリ領域に表示されます。
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マウス右クリックメニュー：棒グラフ 

項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 

4.8.4. クライアントサマリ領域 

クライアント IP ごとのトランザクション実行時間情報をリスト形式で表示します。 

リスト項目：クライアントサマリ 

項目 説明 

IP トランザクションリクエストを送ったクライアント IP 情報 

User Name ユーザ情報 

Browser ブラウザバージョン情報 

Transaction Execution C

ount 

IP 別のトランザクションの実行回数情報 

Transaction Elapse Time

（AVG） 

IP 別のトランザクションの平均実行時刻情報 

Transaction Elapse Time

（MAX） 

IP 別のトランザクションの最大実行時刻情報 

SQL Elapse Time（AV

G） 

IP 別に実行したトランザクションで使用した SQL の平均実行時間情報 

SQL Elapse Time（MA

X） 

IP 別に実行したトランザクションで使用した SQL の最大実行時間情報 

マウス右クリックメニュー：クライアントサマリ 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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4.9. E2E応答時間 

End to End 各区間の平均および最大応答時間の統計データと推移を表示します。 

4.9.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

項目 説明 

検索条件 分析期間とトランザクション名で設定 

期間別実行時間グラフ 各期間の実行時間に対するグラフ 

期間別実行時間統計 各期間の実行時間に対する統計データ 

4.9.2. 検索条件 

項目 説明 

 分析日時範囲を入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 分析したいトランザクション名を設定します。 

4.9.3. 期間別実行時間グラフ 

以下の性能指標に対する推移を表示します。 
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⚫ SQL Elapsed Time  

⚫ Remote Response Time  

⚫ Agent Time  

⚫ Web Server Response Time 

マウス右クリックメニュー：期間別実行時間グラフ 

 

 

項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 

 

4.9.4. 期間別実行時間統計 

期間別トランザクションの実行時間を表示します。 

 

 

項目 説明 

Transaction トランザクション名 

Agent WAS エージェント名 

Chart 期間別実行時間割合 

Web（Max） Web の期間別最大実行時間 

Web（AVG） Web の期間別平均実行時間 

Web（Count） Web の期間別実行回数 

Agent（Max） WAS エージェントの期間別最大実行時間 

Agent（AVG） WAS エージェントの期間別平均実行時間 

Agent（Count） WAS エージェントの期間別実行回数 

Remote（MAX） リモートの期間別最大実行時間 

Remote（AVG） リモートの期間別平均実行時間 

Remote（Count） リモートの期間別実行回数 
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SQL（MAX） SQL の最大実行時間 

SQL（AVG） SQL の平均実行時間 

SQL（Count） SQL の実行回数 

マウス右クリックメニュー：期間別実行時間統計 

 

 

項目 説明 

トランザクション分析 トランザクション分析画面を表示します。 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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4.10. 長期間分析 

日/時間別のリクエスト数、訪問者数、例外件数と日/時間別のトランザクション、SQL、例外実行の統計を表示

します。 

 

4.10.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

4.10.2. 検索条件 

項目 説明 

 
分析日時範囲を入または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 
分析対象の WAS エージェントを選択します。 

 
データの検索を実行するボタンです。 

4.10.3. 日別リクエスト数、訪問者数、例外件数 

日別呼び出し件数、訪問者数、例外件数を表示します。 
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日別リクエスト数、訪問者数、例外数 

日別リクエスト数、訪問者数、例外数別をそれぞれ表示します。 

項目 説明 

 
日別リクエスト数を表示します。 

 
日別訪問者数を表示します。 

 
日別例外数を表示します。 

日別リクエスト数、訪問者数、例外数 

日別呼び出し件数、訪問者数、例外件数をグラフおよび数値で表示します。 

 

マウス右クリックメニュー：日別リクエスト数、訪問者数、例外件数 

メニュー項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 

4.10.4. 時間別リクエスト数、訪問者数、例外数 

時間別リクエスト数、訪問者数、例外数を表示します。 

時間別リクエスト数、訪問者数、例外件数 

日別呼び出し件数、訪問者数、例外件数別を表示します。 

項目 説明 

 
時間別リクエスト数を表示します。 

 
時間別訪問者数を表示します。 

 
時間別同時ユーザ数を表示します。 

 
時間別平均実行時間を表示します。 

 
時間別例外件数を表示します。 

時間別リクエスト数、訪問者数、例外数 

時間別呼び出し件数、訪問者数、例外件数をグラフおよび数値で表示します。 
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マウス右クリックメニュー：時間別リクエスト数、訪問者数、例外件数 

項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 

 

4.10.5. 時間別トランザクション、SQL、例外およびSub統計 

時間別トランザクション、SQL、例外および Sub 統計を表示します。 

トランザクションタブ 

時間別トランザクションの多様な統計情報をリストおよびグラフに表示します。 

 

表示領域1 

Transactionタブ 

時間別に実行された個別トランザクションの実行情報を表示します。 

項目 説明 

Transaction トランザクション名 

Excute Count トランザクション実行件数 

Success Count トランザクション成功件数 

Failure Count トランザクション失敗件数 

Elapse Time（sum） トランザクション実行時間の合計 

Elapse Time（AVG） トランザクション平均実行時間 

Min Elapse Time トランザクション最小実行時間 

Max Elapse Time トランザクション最大実行時間 

CPU Time（avg） トランザクション平均 CPU 時間 

表示領域 １ 

表示領域 ２ 

グラフ領域１ 
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CPU Time（sum） トランザクション CPU 時間の合計 

SQL Excute Hold Ratio トランザクション SQL 実行占有比率 

SQL Elapse Time トランザクション SQL 実行時間 

SQL Elapse Time（AV

G） 
トランザクション SQL 平均実行時間 

SQL Elapse Time（ma

x） 
トランザクション SQL 最大実行時間 

表示領域2 

表示領域 1 で選択した個別トランザクション内の SQL 実行情報を表示します。 

項目 説明 

Transaction Excute Hold

 Ratio 

トランザクション SQL の実行占有比率 

Excution Count トランザクション SQL の実行件数 

Elapse Time（sum） トランザクション SQL の実行時間の合計 

Elapse Time（AVG） トランザクション SQL の平均実行時間 

Elapse Time（MIN） トランザクション SQL の最小実行時間 

Elapse Time（MAX） トランザクション SQL の最大実行時間 

SQL トランザクションで実行された SQL 

マウス右クリックメニュー：表示領域2 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

グラフ領域 

個別トランザクションの実行情報をグラフおよび数値で表示します。 

グラフ領域照会条件 

日別実行回数、日別エラー発生数、日別実行時間の合計、日別平均実行時間、日別最大実行時間、日別最小実行

時間、日別 CPU 時間の合計を表示します。 

項目 説明 

 
日別実行回数を表示します。 

 
日別エラー発生数を表示します。 
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日別実行時間の合計を表示します。 

 
日別平均実行時間を表示します。 

 
日別最大実行時間を表示します。 

 
日別最小実行時間を表示します。 

 
日別 CPU 時間の合計を表示します。 

マウス右クリックメニュー：グラフ領域 

項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 

 

SQLタブ 

時間別 SQL の多様な統計情報をリストに表示します。 

 

表示領域1 

時間別に実行された SQL の実行情報を表示します。 

項目 説明 

SQL SQL テキスト 

Excution Count SQL 実行件数 

Elapse Time（sum） SQL 実行時間の合計 

Elapse Time（AVG） SQL 平均実行時間 

Elapse Time（MIN） SQL 最小実行時間 

Elapse Time（MAX） SQL 最大実行時間 

表示領域2 

表示領域 1 で選択された SQL の実行情報を表示します。 

項目 説明 

Transaction Excute Hold

 Ratio 

トランザクション SQL の実行占有比率 

Excution Count トランザクション SQL の実行件数 

表示領域 1 

表示領域 2 
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Elapse Time（sum） トランザクション SQL の実行時間の合計 

Elapse Time（AVG） トランザクション SQL の平均実行時間 

Elapse Time（MIN） トランザクション SQL の最小実行時間 

Elapse Time（MAX） トランザクション SQL の最大実行時間 

Transaction トランザクション名 

マウス右クリックメニュー：SQLタブの表示領域 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

例外タブ 

時間別発生した例外統計情報をリストに表示します。 

 

表示領域1 

時間別発生した例外情報を表示します。 

項目 説明 

Count 例外発生件数 

Ratio トランザクション実行件数対比比率 

Exception 例外名 

表示領域2 

表示領域 1 で選択した例外情報を表示します。 

項目 説明 

Count 例外発生件数 

Ratio トランザクション実行件数対比比率 

Transaction トランザクション名 

表示領域 １

表示領域 ２
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マウス右クリックメニュー 

項目 説明 

エクスポート リスト内容を Excel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

4.11. 訪問者数統計 

特定期間の各 WAS エージェントやグループ名を基準として、訪問者数（接続ユーザ数）の統計情報を表示しま

す。 

4.11.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

 

4.11.2. 検索条件 

項目 説明 

 分析日時範囲を入または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 

 

分析対象の WAS エージェントを選択します。 

 選択する分析対象の WAS エージェントの表示単位を選択しま

す。 

 検索表示する単位を選択します。 

 
データの検索を実行するボタンです。 
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4.11.3. 訪問者数グラフ 

WAS エージェント別の訪問者数の性能分析グラフを表示します。 

 

4.11.4. マウス右クリックメニュー（共通） 

項目 説明 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 

イメージキャプチャ キャプチャ領域を設定して画像ファイルで保存します。 
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5. 分析レポート 

5.1. 分析レポート 

モニタリング対象サーバに対する日、週、月別性能レポートをテンプレート形式で表示します。WAS エージェ

ントと性能指標を選択してレポートを作成します。 

 

5.1.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 日、週、月別で選択してレポートを作成します。 
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5.1.2. 日時レポート 

画面構成は次のとおりです。日別でレポートを作成します。 

   

5.1.3. 検索条件 

項目 説明 

 
日時範囲を昨日の日時に設定します。 

 
日時範囲を今日の日時に設定します。 

 
分析レポートを作成する日時を入力または、カレンダ UI を利

用して設定します。 

 
時間帯を設定します。（デフォルト：チェック無） 

 
WAS エージェントリストを HOST、ターゲット単位で選択し

ます。 

 
WAS エージェントを検索します。 

 
指標リストを全体、個別単位で選択します。 

 
指標を検索します。 

 
選択された指標をクリアします。 

 
前の画面に戻ります。 

 
Excel でレポートを保存します。 

  

検索条件 
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5.1.4. 週次レポート 

画面構成は次のとおりです。週別にレポートを作成します。 

 

5.1.5. 検索条件 

項目 説明 

 
日時範囲を先週に設定します。 

 
分析レポートを作成する日時範囲を入力または、カレンダ UI を

利用して設定します。 

 
時間帯を設定します。（デフォルト：チェック無） 

 
WAS エージェントリストを HOST、ターゲット単位で選択しま

す。 

 
WAS エージェント検索機能です。 

 
指標リストを全体、個別単位で選択します。 

 
指標検索機能です。 

 
選択された指標を初期化します。 

 
前の画面に戻ります。 

 
Excel でレポートを保存します。 

  

検索条件 
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5.1.6. 月次レポート 

画面構成は次のとおりです。対象月と比較月において月別でレポートを作成します。 

 

5.1.7. 検索条件 

項目 説明 

 
対象月を入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 
比較月を入力または、カレンダ UI を利用して設定します。 

 
時間帯を設定します。（デフォルト：チェック無） 

 
ターゲットリストを HOST、ターゲット単位で選択します。 

 
ターゲット検索機能です。 

 
前の画面に戻ります。 

 
Excel でレポートを保存します。 

  

検索条件 
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5.2. 分析レポート設定 

 

5.2.1. 画面構成 

画面構成は次のとおりです。 

 

 

分析レポート設定画面は 3 個のタブで構成されます。 

発送履歴タブ 

発送履歴情報を表示します。 

 

リスト項目：発送履歴タブ 

項目 説明 

Creation Time レポート作成日時 

Report Type レポートタイプ名 

Schedule Title スケジュール名 

Buid By テンプレートを作成したユーザ名 
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テンプレートタブ 

テンプレートの作成、修正、削除機能を提供します。 

 

リスト項目：テンプレートタブ 

項目 説明 

Creation Time レポート作成日時 

Report Type レポートタイプ名 

Schedule Title スケジュール名 

Buid By 作成ユーザ 

Update Time テンプレート更新日時 

Update By テンプレートを更新したユーザ名 

スケジュールタブ 

スケジュールの作成、修正、削除機能を提供します。 

 

リスト項目：スケジュールタブ 

項目 説明 

Creation Time レポート作成日時 

Report Type レポートタイプ名 

Template Title テンプレート名 

Schedule Title スケジュール名 

Start Date レポート作成の開始日時 

End Date レポート作成の終了日時 

Interval Day of Wee

k 

発送する曜日選択 

Report Retention Per

iod 

作成レポート保存期間 

Create By スケジュールを作成したユーザ名 

Update Time スケジュール更新日時 

Update By スケジュールを更新したユーザ名 
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State スケジュール状態(終了の有無) 

Send Now 今発送する 

 

5.2.2. マウス右クリック メニュー(共通) 

項目 説明 

エクスポート リスト内容をExcel ファイルでダウンロードします。 

コピー（クリップボード） リスト内容をコピーします。 

カラムの表示/非表示 リストに表示する項目を選択します。 

フィルターオン フィルタ機能を有効化します。 

イメージ保存 リスト内容を画像ファイルで保存します。 
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6. 付録  

6.1. リスト内マウス右クリックメニュー 

6.1.1. エクスポート 

リストのすべての項目内容を Excel ファイルで保存します。デフォルト保存ディレクトリは“\{User Name}\D

ownloads”であり、ファイル名はデフォルトで“Untitled.xlsx”あるいは“Untitled-{YYYY-MM-DD Sequence}.

xls"で保存します。 

6.1.2. コピー（クリップボード） 

次のような 4 種類の機能を表示します。 

項目 説明 

セル セルの内容をコピーします。 

行 対象行の内容をコピーします。 

ヘッダ+行 ヘッダ名および対象行の内容をコピーします。 

フィールド 対象列の内容をコピーします。 

6.1.3. カラムの表示/非表示 

リスト項目に応じて、表示・非表示にする項目を選択します。 
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6.1.4. 全て展開 

ツリー構造で使用できるメニューです。ツリー構造を全部展開して表示します。（デフォルト設定） 

 

6.1.5. 全て縮小 

ツリー構造で使用できるメニューです。ツリー構造を全部たたんで表示します。 （親のみ表示） 

 

6.1.6. 行展開 

ツリー構造で使用できるメニューです。全て縮小状態で対象行のみ展開して表示します。 

 

6.1.7. 行縮小 

ツリー構造で使用できるメニューです。全て展開状態で対象行のみたたんで表示します。 

 

6.1.8. Save Image（イメージ保存） 

現在表示されている画像を画像ファイルとして保存します。デフォルト保存ディレクトリは“\{User Name}

\Downloads”であり、ファイル名は“download（{seq number}）.png"です。 
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6.2. 共通UI 

PA で共通して使われる UI に対して説明します。 

6.2.1. ラジオボタン オン/オフ UI 

ラジオボタンクリックすると、対象項目に対する時間別詳細情報を表示します。 

 

6.2.2. ページ移動UI 

ページ処理された表データに対してページ移動機能を利用できます。 

 

 

項目 説明 

 
先頭ページに移動 

 
前のページに移動 

 
次のページに移動 

 
最終ぺージに移動 

 


