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まえがき

本書の目的
本書は，Windows 2003，Windows XP，Windows 2000，Windows NT,
Windows95/98上で動作するOCM Manager アプリケーションの使用方法を

説 明 し ま す ． OCM Manager は ， SystemWalker/PerfMGR お よ び

SystemWalker/CentricMGRにレポート機能として添付されています．

SystemWalkerとは，富士通株式会社が提供する分散システムの運用管理製品

の総称です．

SystemWalker/PerfMGRは，分散システムの性能管理機能を提供するソフト

ウェアです．

SystemWalker/CentircMGRは，分散システムのライフサイクルを管理する統

合運用管理ソフトウェアです．

本書の読者
本書は，システム管理者および性能管理作業を行う方を対象にしています．本

書を読むには，以下に示す技術および知識が必要です．

- Windows のGUIを十分理解している．

- 一般的なスプレッドシートの操作について理解している．

本書の読み方
OCM Managerを使用してレポートを作成される方は 一通り目を通して下さ

い．とりあえずOCM Managerを使用してみようとされる方は，第３章をまず

読んで下さい．

表記上の規約
Microsoft® Windows NT® Server network operating system Version 4.0，お

よびMicrosoft® Windows NT®  Workstation operating system Version 4.0
をWindowsNTと略しています．

Microsoft® Windows®  2000 Professional、Microsoft® Windows®  2000
Server、そしてMicrosoft® Windows®  2000 Advanced ServerをWindows
2000と略しています．

Microsoft® Windows® Server XP Home Edition 、 そ し て Microsoft®
Windows® XP ProfessionalをWindows XPと略しています．

Microsoft® Windows® Server 2003, Standard Edition、そしてMicrosoft®
Windows® Server 2003, Enterprise EditionをWindows 2003と略しています．

Microsoft® Windows®  95 operating system および Microsoft® Windows®
98 operating system を Windows95/98と略しています．
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本書の位置づけ
本マニュアルを読むに当たり，下記のマニュアルもあわせて参照してください．

SystemWalker/PerfMGRとの連携については以下のドキュメントを参照して

ください。

- SystemWalker/PerfMGR 10.0 使用手引書

- SystemWalker/PerfMGR V10.0L11 使用手引書
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1.1 SystemWalker/PerfMGR とOCMM

SystemWalker/PerfMGR (以下 PerfMGR) は，主に分散サーバに関する性

能およびキャパシティに関するデータを収集・蓄積・分析する機能を提供しま

す．OCM Manager (Open Capacity Management Manager,以下OCMM)は，

PerfMGRのデータの格納庫である性能データベース (PDB: Performance
DataBase) のフロントエンドツールで，分析機能，レポート出力機能を提供

します．PDBの他に，以下に示すデータ源もTCP/IP通信経由でサポートして

います．

● 当社ＧＳシリーズのキャパシティ管理製品である FCMSYS/DB(MSP
版)で作成したデータベース． TISP相当製品および FCMSYS/PAが必

須です．

● 一般ファイルやＣＳＶファイル

● ODBCインタフェースを備えたデータベース

OCMMは，Windows 32ビットアプリケーションで，Windows95以降，

Windows NT 4.0以降の環境で動作します．
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1.2 OCMMのコンポーネント

OCMM には以下のコンポーネントから構成されます．

● OCMM
● OCMM カレンダ

● OCMM スケジューラ

● OCMM バー

1.2.1 OCMM

OCMM はレポート機能であり，サーバシステム性能，ネットワーク，デー

タベース性能などについてレポートの定義・出力を行うことができる．添付の

標準レポートをそのまま利用することも，利用者が必要に応じて自由にレポー

トの定義.出力を行うこともできます．

OCMM には以下の機能があります．

― 複数のシステムについて選択したデータをＰＤＢから抽出する

機能

― 分析のためにデータを操作する機能

― 　例）ソート，フィルター，計算，統合，予測などのツール

―  表形式またはグラフ形式での情報表示機能

― 以 上 の 抽 出 (Extraction) ， 操 作 (Manipulation) ， 表 示

(Presentation)の指定をEMPファイルとして保存し，再実行する

機能

レポートは，複数のシステムについて作成することができます．レポートは，

プリンタ，テキストファイル，HTMLファイルに出力することができます．

OCMM は，OLEサーバであり，ワークシートやグラフを他のドキュメント

に埋め込むことや，自動的に更新することができます．

1.2.2 OCMM カレンダ

OCMM カレンダは, OCMMで使用するカレンダとプロファイルを定義する

ために使用します．

1.2.2.1 カレンダ

カレンダは日常使用するカレンダと同様ですが，年・月・週の開始とする日

や曜日を設定することができます．また，１日の開始時刻や休日，週末も設定

することができます．デフォルトのカレンダが提供されます．

利用者は，属性の異なる複数のカレンダを作成する事ができます．コンピュ

ータネットワーク内に時差や異なる休日設定のある場合などに適切にカレン
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ダを作成して運用することができます．

カレンダの設定はOCM Manager からデータを抽出する基準を指定したり，

フィルタツールで使用し，必要なデータの範囲の設定に使用することができま

す．例えば，業務上の月の開始日が21日である場合，カレンダでそのように設

定しておき，そのカレンダを使用して，先月のデータを抽出する指定を行うと，

その抽出時の先月に当たる月の21日から20日までのデータを抽出させること

ができます．これにより，抽出の指定を汎用化でき，レポート作成の自動化に

有効です．

1.2.2.2 プロファイル

OCMM で使用するプロファイルとは，利用者が定義する時間間隔の定義の

ことで，任意のカレンダに適用することができます．

プロファイルとして，業務シフトを表す時間帯やピーク時間帯などを定義し

ます．複数の時間間隔を設定することができ，そのプロファイルの時間帯のデ

ータを抽出することや，タスクのスケジュールに使用する事ができます．

1.2.3 OCMM スケジューラ

OCMM スケジューラを使用して，レポートの作成やアプリケーションの起

動などを定期的に実行させることができます．

EMPグループのスケジュール定義はOCMM から行えます．任意のアプリケ

ーションをスケジューラアプリケーションから直接定義することができます．

EMPグループの場合には，プロファイルに基づいてスケジュールすることも

できます．

1.2.4 OCMM バー

OCMM バーは，OCMMコンポーネントの起動や切り替えを容易に行えるよ

うにするためのツールバーアプリケーションです．



第2章 データ分析の基礎知識

この章では，以下について説明します．

● データ収集と分析の目的の設定

● データの解釈

● キャパシティプラニング用データの選択方法

● 一般的なデータ操作テクニック
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2.1 目的の設定

データ収集と分析を始める前に，その目的を明確にする必要があります.　目

的に応じて，どのようなデータ収集するのか，収集したデータをどのように分

析するのかが決定されるからです．

短期的な目的の例として，昨日や先週についての特定のコンピュータの稼働状

況に関する調査であるとか，より長期的な目的の例としてコンピュータシステ

ムの変動を予測することなどを挙げることができます．

また，顧客との間のサービスレベルアグリーメントを守ることを目的にしてい

る場合もあるでしょう．その中には，個々のハードウェアについての性能指標

や特定の業務のエンドユーザレスポンスタイムなどが含まれていることが一

般的です．
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2.2 データの解釈

生データだけでは必ずしも十分な情報を得ることはできません．データを吟味

した後でさえ，ぼんやりとした手がかりしか得られないこともあります．一般

的には，何かの結論を導き出すことができるようにするために何らかのデータ

操作をすることが必要です.

2.2.1 キャパシティプランニング事例

以下の事例では，OCMM  を使用して必要な情報を得るためにデータの抽

出・操作を行い，以下について説明します．

● OCMM  が抽出することができるデータを説明します．

● OCMM  のデータ操作ツールを紹介します．

初期の調査の結果からさらにデータの分析が必要になることが多いことを説

明します．

・ 

2.2.1.1 シナリオ

この事例では，在庫管理を行う運用システムの稼働状況を把握することを目的

とします．在庫管理アプリケーションによる現状のシステムのワークロードと

それによる物理的なシステム資源（CPUなど）の資源使用レベルを調査するこ

とにします.
在庫管理アプリケーションが１時間当たりどれくらいCPUを使用するかにつ

いて調査するためにに，CPU 使用量について１ヶ月分のデータを抽出します．

OCMM  は抽出データをワークシートに展開します．

2.2.1.2 調査1: 時間帯別 CPU 使用状況

データの分析のために以下のOCMM  のデータ操作ツールを使用します．

カラム追加
既存のカラムのデータを使用して新しいカラムを追加します．ここでは，

測定日時カラムから，「時刻」のカラムを作成します．これにより，デ

ータは２４種類（２４時間）に分類することができるようになります．

統計
データのグループ集計をします．ここでは，１時間あたりのCPU使用

秒数について最小，平均，最大 を計算します．

この結果，4個のカラムがあるワークシートが作成されます．それらのカラム

は，時刻，時間当たり最小CPU使用時間(秒)，時間当たり平均CPU使用時間(秒)，
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時間当たり最大CPU使用時間(秒)です．そのワークシートから以下の図 2.1の
ようなグラフを作成することができます．

  

図 2.1 時間当たりCPU使用状況

このグラフから次のことがわかります.　平均値を見るとこのシステムのCPU
負荷は大きなものではなく，一日のうちでは朝5時から徐々に上昇し，午後3
時頃がピークになります．最大値を見ると，1時間当たり3300秒，約91.7%も

消費していたことが12時台と15時台にあったことがわかります．このグラフか

らは，このような最大値がたびたび発生するのか，まれにしか発生しないのか

は明らかではありません．これを調査するには，CPU使用時間についての分布

を調査する必要があります.

そこで元の生データに戻り，OCMM  のカテゴライズツールを使用して，デ

ータ値の範囲によりデータを分類してみます．ここでは１時間当たりのCPU
使用時間について範囲を定めて以下のように分類します．

  
0 秒から 100 秒以下のデータについては "カテゴリ１" とします．

100 秒を超え200秒以下のデータについては"カテゴリ２"とします．

以下，100秒ごとに最大値までカテゴリを作成します．

次に，統計ツールを使用して各カテゴリに属するデータの件数をカウントしま

す．グラフにすると，図 2.2のようになりそれぞれのカテゴリの件数の分布が

分かります．これから，CPU使用量が高い場合が非常に少ないことが分かりま

す．
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図 2.2 CPU 使用時間分布

以上から，時間帯別のCPU使用量についての概要を把握することができました．

2.2.1.3 調査2: System workload

次に，業務の観点からシステムに与える負荷を調査してみます．

調査１と同じ月のトランザクション件数についてのデータを抽出します．調査

１でのCPU使用時間データと同様の操作で，時間帯毎のトランザクション件数

について最小，平均，最大の各統計値を計算しその結果を図 2.3にグラフ化し

ました．

図 2.3 時間帯別トランザクション件数

トランザクション件数の傾向について，CPUの傾向とはかなり異なることが分

かります．平均値について午前中がピークになっています．
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システムの負荷は，在庫管理業務によって占められていることがあらかじめ分

かっているため，時間帯によってトランザクションの内容が異なるということ

が推察されます．

これを調査するひとつの方法は，時間帯別にトランザクション当たりのCPU
使用量を計算することです．これら2種類のデータを組み合わせるために時間

帯をキーにして結合ツールを使用し，トランザクション当たりのCPU使用量を

カラム追加ツールで算出し，統計ツールを使用して図 2.4に示すグラフを得る

ことができました

図 2.4 トランザクション当たりの平均 CPU 使用時間

図 2.4のグラフから，トランザクションを処理するためのCPU時間が午前に比

べて午後の方が約２倍必要とされていることが分かります．

2.2.1.4 結論

以上から，午前中と午後では異なるタイプのトランザクションが発生している

ことがわかります．例えば，午前中はデータエントリなどの軽い業務が中心で，

午後には複雑な検索や集計業務が中心になっているのではないかと考えられ

ます．さらに性能データベースの詳細分析やエンドユーザへのヒアリングなど

で確認する必要があります．

これまでの分析で得られた知識は，今後の業務の変更がある場合などに非常に

役に立ちます．例えば在庫管理対象となる製品の増加や，倉庫の増設などによ

り，どのようなトランザクションが増加し，それによってシステムに与える影

響がどの程度になるのかといった予測をするための基礎データとして活用で

きます．
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2.3 キャパシティプランニング用データの

選択

以上の二つの調査からもわかるように，目的にかなったデータの選択は，どの

ようなデータが収集可能であるかということと，それらをどのように相互関連

づけられるかに依存します．

例えば，メモリの使用状況について監視することが目的であると仮定します．

その場合，以下の項目の必要性がすぐに思い浮かびます.
● 収集可能で適切なメモリに関連するデータ項目．

● メモリデータと比較して有益な他のデータ項目．

メモリ関連のデータとアプリケーション（の数，使用量）やデータベースの使

用メモリ量と関連づけることが考えられます．逆に，ディスクの空き容量と比

べようとは通常考えません．それらには関連性がないと思われるからです．

大きく言って，データ収集・分析能力は以下に依存します．

● システムの構成・運用情報について詳細レベルまで熟知したスキルと経

験のある人材

● 適切なデータ分析ツール.
PerfMGR はキャャパシティ管理および性能管理作業を支援するための広い

範囲のデータの収集と蓄積をサポートします．

PerfMGRでの性能データの分類方法について説明します．

2.3.1 資源データと利用者データ

つきつめていうと，コンピュータシステムは，サービスを提供する窓口（資源）

とその利用者に分かれます．例えば，プロセッサとディスク，アプリケーショ

ンについて分類すると，以下のようになります．

資源　≡　プロセッサ，ディスク

利用者　≡　アプリケーション

PerfMGR が収集するデータは，上記の２つとそれらの関係を表すものの３種

類のテーブルに格納されます．

テーブル名 説明

1 資源テーブル　(resource_data) 資源の使用状況について収集したデータ

2 利 用 者 テ ー ブ ル

(consumer_data)
利用者について収集したデータ

3 利 用 者 － 資 源 テ ー ブ ル

(conreas_data)
利用者がどの資源を使用したかについて

収集したデータ.
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2.3.2 イベントデータとインターバルデータ

PerfMGRが収集するデータの中には，イベントデータとインターバルデータ

に分かれるものがあります．

イベントデータとは，関心のあるイベントが発生した時に収集されるもので，

通常は利用者やアプリケーションが処理を終了したときに収集されます．

インターバルデータは一定の固定時間間隔で収集されるデータのことで，長時

間実行されるアプリケーションや資源情報のデータ収集はインターバルデー

タとして収集されます．

アプリケーションの処理単位であるプロセスが終了するとイベントデータが

収集されます．イベントデータには，そのプロセスが実行中に使用したCPU
時間の合計やメモリ使用量の最大値などがあります．そのプロセスが午前8時
37分に起動し，午前10時12分に終了した場合，1時間35分間のプロセスのサマ

リ情報を収集することになります．

インターバルデータは，収集データ項目としてはイベントデータと類似してい

ますが，定められた時間間隔での測定値を収集します．たとえば，30分間隔で

インターバルデータを収集した場合，絶対時刻の30分毎すなわち9時，9時30
分，10時といったタイミングでデータを収集し，その時点での過去30分の資源

使用状況やプロセス毎のサマリ情報を収集します．

2.3.3 PDB 抽出時のデータカテゴリ

PDB上のデータは，以下に示すようにいくつかのカテゴリに分類されています．

表 2.1 ＰＤＢでの性能データカテゴリ

概要 カテゴリ UNI
X

NT 説明

バッファ  I/O
情報

BFIO ○ － バッファ転送についての統計値が含まれます．

CPU 情報 CPU ○ ○ プロセッサの使用状況についてシステム全体また

はプロセス単位で収集された項目が含まれます．

DISK情報 DEV ○ ○ 論理ディスクおよび物理ディスクの性能情報が含

まれます．

イベント情報 EVN ○ ○ システムイベント情報．現在，終了プロセス数の

みが定義されています．

プロセスイン

ターバル情報

INT － ○ プロセスについて指定された時間間隔で収集され

た情報が含まれます．

I/Oデータ IOT ○ ○ システム全体のI/O情報（メモリ関連を除く）また

はアプリケーション処理によるものが含まれま

す．

論理I/O データ LIO ○ － バッファに対しての論理リードライトの情報が含

まれます．
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概要 カテゴリ UNI
X

NT 説明

メインメモリ

データ

MEM ○ ○ システム全体に関する，またはプロセス固有のメ

モリ使用情報です．システムの空きメモリ量やプ

ロセスのワーキングセット量などが含まれます．

メモリI/Oデー

タ

MIO ○ ○ ページングやスワッピングなどのメモリ管理情報

が含まれます．

ネットワーク

データ

NET ○ ○ ネットワーク関連情報が含まれます．

Oracleデータ ORA ○ ○ Oracle DBMS関連 データが含まれます．

物理  I/O デー

タ

PIO ○ － 装置に対しての物理リードライトの情報が含まれ

ます．

SymfoWARE
データ

RDB ○ SymfoWARE RDBMS関連データが含まれます．

SQL Serverデ
ータ

SQL － ○ SQL server関連データが含まれます．

システムデー

タ

SYS ○ ○ 他のカテゴリに含まれないデータやカテゴリをま

たがるデータはこのカテゴリに含まれます．

注: このテーブルのカテゴリは，他の製品や利用者によるデータの追加によっ

て増加します．

2.3.4 共通(common) フィールド

性能データそのもの以外に，データの収集対象システム，資源，利用者（アプ

リケーション），収集日時などのキーとなる情報は，COMMONというカテゴ

リに含まれます． そしてこのカテゴリがデータ抽出の際の条件として特に使

用されます．以下表 2.2に主な項目を示します．

表 2.2 カテゴリの主なフィールド

フィールド名 説明 フィールドを含むテーブル

sdattim 収集データのカバーする時間の開始日時

edattim 収集データのカバーする時間の終了日時

consintl 開始日時と終了日時の差（単位：分）

coverage consintl の時間のうち，実際にデータが測定

された時間の割合（0から1.0の範囲）

sysname データが収集されたシステム名

資源テーブル

利用者テーブル

利用者資源テーブル

resrcid ユニークな資源のID 資源テーブル

rcnsumcm 利用者名，具体的にはプロセス名やアプリケ

ーション名

rcnsumid 利用者ID
利用者テーブル

利用者資源テーブル

PDBからデータを抽出する際に指定されたcommonカテゴリのフィールドは，

それを含むテーブルのデータとともに抽出されます．表2に示すrcnsumcmを
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選択した場合，利用者資源テーブルの項目について抽出したときにのみ同じ行

のデータとして抽出されます．

メモ: [データ抽出設定]ダイアログを利用して，新規に抽出する際のcommon
カテゴリのデータを定義しておく事で，抽出毎にそれらを選択する手間を省く

ことができます．

2.3.5 カバレージ（Coverage）

インターバルデータの場合，データ収集間隔時間を100%カバーするとは限り

ません．データ収集開始や終了が,データ収集間隔時間のバウンダリ時刻と同

時ではないことが殆どのためです．しかしながら，インターバルデータでは，

データの収集開始時刻と終了時刻を指定された収集間隔で記録します．例えば，

10分間隔の測定が12時5分から開始された場合，そのレコードの収集開始時刻

は12時0分となります．そこで，このような状態の場合にも正確な測定値が提

供できるようにするため，測定開始時刻から測定終了時刻までの測定時間間隔

に対する割合をcoverage というフィールドに格納します．

一般的には，coverageが0.5未満の場合にはそのデータを無視することをお勧

めしますが，分析要件や測定間隔により判断してください．もっとも容易に

coverageの小さいレコードを取り除く方法は抽出時に抽出基準を指定するこ

とです．

2.3.6 データの保存形式

ピーク時間帯以外についてはおおまかに，ピーク時間帯については詳細にデー

タを分析するためにデータ収集を異なる時間間隔で行いたいと思われるかも

知れません．例えば，ピーク時間帯は15分間隔で，それ以外は１時間でという

指定をすることが考えられます．

このような測定が行われた場合に対応できるようにPerfMGRではできる限り

その期間のデータ値をデータベースに格納します．平均値やパーセンテージ，

その期間での１秒あたりの値などは測定時間を乗じてデータ値に換算します．

これにより，データの集計や統合処理が容易になります．

データ値で格納されていると，複数のレコードによってカバーされる期間につ

いて計算する場合に，単純に各レコードのデータ値を加算するだけで済みます．

逆に，平均値でデータが収集されている場合に同じことを行おうとすると，各

レコードの測定期間が異なる場合に，そのレコードの測定時間を使用してデー

タ値に重み付けをして計算する必要があります．
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2.4 データ操作の基本テクニック

このセクションでは以下について説明します．

● PerfMGR のデータについて基本的な概念であるデータ収集時間

● よく使用される指標の計算方法

● データ操作時の留意事項

2.4.1 データ収集時間

データ収集時間は，データ収集間隔の間に実際にデータを測定・収集していた

時間を意味します．データ収集時間は，資源の使用率などを計算する際の分母

とする時間です．データ収集時間は，通常秒単位であり，以下の計算式で求め

ることができます．

%consintl * %coverage * 60
［説明］ 
consintl データ収集間隔の格納されたフィールド名（単位：分）

coverage データ収集間隔内でデータを測定した割合(0 ≦ coverage
≦ 1)
例えば，データ収集間隔が30分で，カバレージが0.5の場合には，データ収集

時間は30*0.5*60=900(秒)と計算されます．

2.4.2 よく使用する指標の計算方法

性能管理およびキャパシティ管理作業においてもっとも有効で，よく使用され

る指標の計算方法について説明します．それらの指標は，資源使用率と作業量

です．どちらも似たような計算式で求められますが，使用率の場合は決まった

上限値があり，作業量には上限がありません．

2.4.2.1 資源使用率

資源使用率は，正規化された指標で分かりやすいためよく使用されます．スケ

ールが固定されており，通常パーセンテージで表されるため，比較が容易です．

CPUやディスクなどの使用率は，ある時間間隔に対して計算されます．「プロ

セスによるCPU使用率」を計算するためには，「プロセスによるCPU使用時間

(%ptotcpu)」「測定時間(%consintl)」「カバレージ(%coverage)」を使用して次

のように計算されます．

%ptotcpu*100/(%consintl * %coverage * 60)
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2.4.2.2 作業量

作業量もまた正規化された指標であり，単位時間当たりの量として表されます．

秒当たりのIO回数やトランザクション件数などがこれに当たります．「 SQL
Server のトランザクション率(１秒あたりの件数)」を計算するためには，

「SQL Server トランザクション件数(%txns)」と「測定時間(%consintl)」「カ

バレージ(%coverage)」を使用して次のように計算されます．

%txns/(%consintl * %coverage * 60)

2.4.3 データ操作時の留意事項

計算値の不一致
収集データを計算するとそれらが必ずしも一致しないことがあることに気づ

くことでしょう．以下にそのような例を説明します．

まず，各測定結果の合計と全体が一致しないことがあります．例えば，ある測

定期間内にプロセスによってCPUが使用されていた秒数と，逆にアイドルであ

った秒数を合計すると，測定期間の秒数と一致することを期待されるでしょう

が，これは必ずしも成り立ちません．

成り立たなくなる原因として以下のものがあります:

● カバレージの値が低い場合がある

● データ収集時の精度が低い場合がある

● 切り捨ての発生

計算値と期待値に大きな差がある場合には，原因を調査すべきでしょうが，そ

うでない場合には，補正して評価することも考えられます．例えば，上記で説

明した，使用時間とアイドル時間の合計値が60分に対して58分30秒であった

場合，それぞれの値に60/58.5を乗じて補正することが考えられます．

異なる時間間隔のデータの存在
PerfMGRでは，統合機能により，統合前の生データと統合後のデータを混在

してデータベースに蓄積できます．したがって，データ抽出時にもそれらを混

在させて抽出することができます．または，そのような結果になっていると気

づかない場合があるかもしれません．データ収集間隔(consintl)の値は，統合

されると統合後の値が格納されますので，この項目の値が混在する場合には，

同じ値が揃うようにデータのフィルタや集計を行うべきです．または，統合フ

ラグ(consflag )フィールドの値を使用して処理します．例えば，consflag=0 を
抽出基準として設定すると，統合されたデータは抽出対象になりません．
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インターバルの開始と終了
インターバル，すなわち，データの測定開始から終了までは開始時刻( sdattim )
と終了時刻( edattim )のフィールドによって表されます．問題は，どちらの項

目を使用してグラフやデータの集計をすべきかということです．

通常は，開始時刻を使用しますが，どちらを使うかは任意です．いずれを使用

するにしても，両方を混在させることは避けるべきです．
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第3章 OCMMのコンセプトと機能

OCMM を使ってレポートを作成する前にこの章をお読みください．

この章では，以下について説明します．

● EMPグループとは何か

● OCMM のインタフェース

● EMPグループへのアクセス方法（EMPブラウザについて）

● EMPグループがどのように構成されているか

● データ抽出のための指定

● ホストの定義

● カレンダの作成
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3.1 EMPグループとは何か

EMPグループは，性能監視を自動化するためのPerfMGRの基盤で，データの

抽出，データの操作，表示，結果の保存という流れで構成されています．

また，新規作成したEMPグループは保存しておくことができ，スケジューラ

機能を使用し定期的に再実行を指定することができます．例えば，毎月初めに，

前月分のシステムデータを抽出してネットワーク全体から自動的にレポート

を作成することができます．

EMPグループを使用して作成された結果は，

● OCMM のワークシートやグラフとして保存できます．

● カンマ区切り形式で他のアプリケーションにデータをエクスポートで

きます．

● OLEを使って他のアプリケーションにデータをインポートできます．

3.1.1 EMPグループの処理手順

EMP グループを作成するには，以下の4つの手順があります．

手順 説明

抽出要求

の定義

PDBからデータを抽出するには，データを抽出するシステム，抽出

が可能なフィールド，個々のフィールドに対する抽出基準で使用す

る計算式を指定します．

ODBCからデータを抽出するには，データソース，テーブル，カラ

ムを指定します．

ファイルからのデータ抽出には，ファイルの格納先とカラムを指定

します．

データ操

作

データを必要とする情報に加工するために，データ操作ツール（例：

ソート，フィルタ）を使います．

情報表示

形式の指

定

EMPグループに含まれるワークシートやグラフについて表示形式

などを指定します．レポートはプリンタやHTML文書に出力されま

す．

結果の保

存

抽出結果や操作の手順をEMPグループとして保存します．

3.1.1.1 抽出

データの抽出には，以下の３種類があります．抽出されたデータはワークシー

トとしてOCMM に取り込まれます．
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PDBからの抽出
データをPDBから抽出する場合，以下の内容を指定します．

● 抽出するコンピュータのシステムタイプの選択

● 抽出するコンピュータのシステム名またはシステムグループ名の選択

● 抽出するデータのカラム名を選択

● データを抽出する基準，抽出範囲

ファイルからの抽出
データはテキストファイル（ASCⅡ）から読み込むことができます．抽出ダイ

アログで，フィールドの区切り文字やバイト数とそれぞれのフィールドのデー

タ型式を指定します．

一般データベース(ODBC)からの抽出
データはODBC経由でデータベースから読み込むことができます．抽出ダイア

ログで，抽出するデータのデータベース名・テーブル名・テーブル内のカラム

名を順次に指定します．

3.1.1.2 データの操作

一度抽出したデータは，分析／操作することができます．データの操作には，

ソート／不要なデータの削除／統計／回帰分析／ワークシートの分割・結合な

どがあります．

これらの操作により，新しいワークシートを作成します．条件によっては，必

要な情報を得るために複数のワークシートが作成されます．各ワークシートは

保存できるため，いつでも各操作の結果を参照することができます．必要に応

じて，任意のワークシートから分岐することもできます．

3.1.1.3 表示

EMPグループにあるデータは，帳票形式またはグラフ形式としてビジュアル

に表示されます．

グラフは，初期設定で棒グラフとして作成されます．一度グラフを作成すると

グラフのプロパティでグラフの種類，色，2Dまたは3D表示など簡単に変更こ

とができます．
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3.1.1.4 EMPグループの保存と再実行

データを抽出するまで，EMPグループを保存することはできません．

EMPグループの保存では，抽出要求，ワークシートやグラフの状態，出力結

果などがデータとともに保存されます．

EMPグループを開くとEMPブラウザの［EMPグループ］タブにすべての構成

要素が表示されます．［EMPグループ］タブ上でEMPグループの一部またはす

べてのノード（ワークシート，グラフ）に対して以下のような操作を行うこと

ができます．

● ノードの再作成 － 選択したノードを再作成します．

● ブランチの再作成 － 選択したノード以降のすべてのノードを再作成

します．

● EMPグループ全体の再実行

EMPグループを再実行するとデータは再抽出されます．抽出元データが更新

されていると，再抽出したデータも更新されてワークシートやグラフに表示さ

れることになります．例えば，先週分のデータというように時間間隔を指定し

データを抽出する場合，交差結合により作成されたワークシートの出力結果も

異なってきます．

EMPグループを保存するまで，元のデータは上書きされないということに注

意して下さい．

EMPグループの実行処理では，実行結果を別名で保存することができます．

EMPグループの再実行後，元のEMPグループを更新させたくない場合は，保

存せずにEMPグループを終了します．再実行の結果は［名前を付けて保存］

を指定し保存することができます．
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3.2 OCMM  インタフェ－ス

OCMM  インタフェ－スは，以下のコンポーネントから構成されます．

図 3.1 OCMM の画面例

メニューバー,ツールバー
● Windows GUI標準にしたがったメニューバーとツールバーです．

EMPブラウザ
● "EMPブラウザ"を参照して下さい．

ウィンドウバー
● メインウィンドウにある各オープンウィンドウのタブを表示します．ウ

ィンドウをアクティブにするには，このタブをクリックします．

● タブの左側にスクロールボタンがあります．複数のウィンドウが開かれ

ていて，ウィンドウバー上にタブが表示しきれていない場合にスクロー



第3章 OCMMのコンセプトと機能

24

ルし表示させます．

● メインウィンドウの上部または下部に配置する場合は，ウィンドウバー

を右クリックして，［上端］または［下端］を選択します．

● 表示または非表示の設定は，［表示］メニューの［ウィンドウバー］で

行います．

ステータスバー
● メニューやツールバー選択時の説明を表示します．

● アクティブシートの大きさ（行×列）を表示します．

● 表示または非表示の設定は，［表示］メニューの［ステータスバー］で

行います．

ツールバー
● 左端の垂直バーをメインウィンドウへドラッグすると，独立したツール

バーとして表示されます．

● メインウィンドウの任意の4方向にドッキングする場合，その方向へド

ラッグします．

● 表示または非表示の設定は，［表示］－［ツールバー］を選択し，ツー

ルバータブを選択します．

● 追加や削除など，ツールバーのカスタマイズを行う場合は，"8.7　ツー

ルバーをカスタマイズする"を参照して下さい．

ショートカットメニュー
任意のノードをマウスの右ボタンでクリックするとショートカットメニュー

が表示されます．このメニューには，クリックしたノードでよく使われるコマ

ンドが表示されます．例えば，ツールバーの端を右クリックすると，各ツール

バーの表示・非表示を設定できます．

このマニュアルでは，メニューバーの操作からショートカットメニューを使用

した方法を中心に記載しています．
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3.3 ホストの定義

OCMM の「ホスト」と「システム」には次の意味があります．

● ホストとは，PDBを保持するコンピュータのことです．PDBには「シ

ステム」から受取ったデータが格納されます．ホストのことをマネージ

ャともいいます．

● システムとは，性能データを収集しPDBにデータを送信するコンピュ

ータのことです．システムのことをエージェントともいいます．OCMM
では，システムはホストに属します．（ホスト自身はシステムを含むこ

とが可能です．）

PDBからデータを抽出する前に，OCMM を使ってホストを定義します．

ホストの定義方法

このダイアログでのヘルプは，以下のように操作します．

● タイトルバーの［  ］ボタンをクリック後，"？"（ヘルプマーク）

の付いたポインタで項目をクリックします．

● ［F1］キーを押すとダイアログにおけるすべてのフィールドのヘルプ

が表示されます．

1. ［表示］メニューから［ホスト情報］を選択します．

2. ［ホスト情報］ウィンドウの［ホストの追加］アイコンをダブルクリ

ックします．

3. ［新しいホストのプロパティ］ダイアログが表示されます．

4. ホスト名，IPアドレスなどのホスト情報を入力します．

5. OCMM でシステムのフィールド定義テーブルを更新しない場合は，

［フィールド記述テーブル(FDT)も更新する］チェックボックスをオフ

にします．

6. ［ＯＫ］ボタンをクリックします．

ホスト定義の詳しい変更方法については，"8.3  ホストの保守"を参照して下さ

い．
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3.4 EMPブラウザ

EMPブラウザは，EMPグループを開いたり構成情報を表示する場合に使用し

ます．EMPブラウザには，次の3つのタブがあります．

● ［ファイル］タブ

EMPグループ（エクスプローラのフォルダパネルに似ています）

のフォルダ一覧を表示します．各フォルダには，EMPグループ

のファイルがあります．

● ［EMPグループ］タブ

オープンしているEMPグループの全コンポーネントの詳細を表

示します．

● ［両方］タブ

［EMPグループ］タブを上段に，［ファイル］タブを下段に表示

します．

3.4.1 EMPブラウザの表示

● ブラウザを開く場合は，［表示］メニューの［EMPブラウザを表示］を

選択します．ブラウザを閉じる場合は［表示］メニューの［EMPブラ

ウザを隠す］を選択します．

● ブラウザには固定ウィンドウモードと独立ウィンドウモードの2種類の

表示方法があります．切り替えるには，ブラウザの境界線（タブ真下の

スペース）をダブルクリックします．

● 独立ウィンドウモードでは，境界線をドラッグすることによって変更で

きます．固定ウィンドウモードでは，ブラウザのサイズは，OCMM ウ
ィンドウのサイズが変更されると自動的に変更されます．

● ブラウザは，メインウィンドウの左側または右側に固定できます．変更

するには，ブラウザのタイトルバーをドラッグします．

● 固定ウィンドウモードは，メインウィンドウと重なります．調整するに

は，ブラウザの内側の端をドラッグします．
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3.4.2 ［ファイル］タブ

［ファイル］タブは，EMPブラウザのルートディレクトを表示し，EMPグル

ープの形式やファイルレベルを表示します．

図 3.2 ［EMPブラウザ］－［ファイル］タブ

OCMM によって作成されたEMPグループのフォルダは，アルファベット順で

並んでいます．（このフォルダツリーにフォルダを追加することができます．

例えば，EMPグループを保存するときにエクスプローラを使ってフォルダを

作成できます．）

フォルダを開いたり閉じたりするには，［ ］や［ ］のアイコンをクリッ

クします．フォルダを開くとファイルとして保存されたEMPグループの構成

要素全てが表示されます．

構成要素は以下の通りです．

 EMPグループファイルは，グループの中で最も重要なファイルです．

EMPグループを作成するために使用された全ての命令（抽出や操作）が含ま
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れます．1つのEMPグループには，1つのEMPグループファイルがあり，拡張

子empで保存されます．

 ワークシートは行と列でデータを表示します．ワークシートは，拡張子

owsで保存されます．

 グラフは，ビジュアル形式（例：折れ線やレーダーなど）で表示されます．

グラフは，拡張子ochで保存されます．

実行ファイルには，抽出や操作からなるEMPグループの実行内容（印刷

指定の有無やEMPグループの保存名など）が含まれます．実行ファイルは，

拡張子epfで保存されます．

3.4.2.1 ［ファイル］タブを使ってEMPグループ情報を表示

する

EMPグループのファイル詳細情報を表示したり編集するには，ノードを右ク

リックし，［プロパティ］を選択します．詳細情報には，サマリ情報（タイト

ル，題名，作成者，キーワードなど）や，統計情報（作成日，更新日，リビジ

ョン番号）が含まれます．

ウィンドウズエクスプローラを利用しフォルダとその内容を確認するには，フ

ォルダを右クリックし，［エクスプローラメニュー］－［エクスプローラ］を

選択します．

注意:　ウィンドウズエクスプローラは，EMPグループを編集（削除，名前変

更など）するのに使用することはできません．変更は全てOCMM で行って下

さい．

3.4.2.2 ［ファイル］タブを使ってノードを開く

［ファイル］タブは，以下のファイルを開くときに使用します．

EMPグループ

EMPグループに保存されたファイル（ワークシートやグラフなど）

ファイル表示からEMPグループを開く
EMPグループを開くと，EMPブラウザは［EMPグループ］タブに切り替わり，

グループの詳細を表示します．また，OCMM は，EMPグループが最後に保存

されたときに開いていたワークシート／グラフをすべて開きます．

EMPグループフォルダまたは拡張子.empのついたファイルをダブルクリック

します．

［EMPグループを開く］ダイアログが表示されます．［グループを開く］を選
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択し，［ＯＫ］ボタンをクリックします．

メモ:フォルダまたは拡張子.empのファイルをダブルクリックしたときの動作

設定を指定

 することができます．OCMM の［表示］メニューの［オプション］ダイア

ログ－［一般］タブ－［EMPグループダブルクリック時の動作］ドロップダ

ウンリストより選択します．初期設定では［毎回確認する］が設定されていま

す．

［ファイル］タブからワークシート／グラフを開く
ワークシート／グラフ（拡張子.empファイル以外）のみをOCMM メインウィ

ンドウ上に開くことができます．EMPブラウザ－［ファイル］タブにて，任

意のファイル選択しダブルクリックします．

［ファイル］メニュー－［開く］を使ってEMPグループを開く
EMPグループが，EMPブラウザの［ファイル］タブにない場合，［ファイル］

メニューから［開く］をクリックし，任意のディレクトリからEMPグループ

ファイルを選択します．EMPグループフォルダの格納先は，［表示］メニュー

－［オプション］ダイアログ－［ファイル格納先］タブの指定によります．（"
ファイル格納先タブの設定" 参照）

［ファイル］メニュー－［開く］を選択します．
［開く］ダイアログが表示されます．

［ファイルの種類］リストボックスに，EMPグループ（*.emp）が表示されま

す．

必要に応じて，ファイルの種類を変更します．

検索先リストとその配下にあるリストボックスの一覧を使用して，ファイルが

存在するフォルダを選択し，ダブルクリックします．

該当するファイルを選択し，ダブルクリックします．
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3.4.3 ［EMPグループ］タブ

EMPブラウザの［グループ］タブは，各EMPグループの内部構成を表示しま

す．すなわち，EMPグループ内のワークシートやグラフを階層構造で表示し

ます．

図 3.3 ［EMPブラウザ］－［EMPグループ］タブ

左端にあるアイコンは，データのソースを表わしています．各ソースは，アイ

コンにより以下のような意味があります．

PDBからデータを取り出すのに使用する抽

出設定

ファイルから抽出したデータのワ

ークシート

PDBからの抽出したデータを含むワークシ

ート

  ODBCから抽出したデータのワ

ークシート

 抽出後,データ操作毎に作成されたワークシート／グラフは階層的に表示され

ます．各操作ツールを意味するアイコンは以下の通りです．
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ツール
ソート 統計 カテゴライズ

フィルタ 結合 アペンド

欠測値の挿入 グラフ カラムの追加

高度なツール
交差結合 交差分割 実経過時間

回帰分析 (なし) 参照表の作成 参照表によるカテゴラ

イズ

転置 ピボットテーブル アラート

レポートの作成が指定されているノードには，EMPブラウザ－［グループ］

タブ上のノードの左側にアイコンマークが表示されます．ただし，ノードが開

いている状態に限ります．

各レポートを意味するアイコンは以下の通りです．

 
帳票出力 HTMLレポート

テキストレポート 複数のレポートタイプ

［EMPグループ］タブによるノードの詳細表示
以下の情報を表示します．

● コンテキストヘルプによるノードの概要

● 抽出要求のプロパティ

● ワークシートやグラフのプロパティ

コンテキストヘルプによるノードの概要
［EMPブラウザ］ウィンドウの［EMPグループ］タブのノードをポイントす

ると，コンテキストヘルプにより概要が表示されます．

PDBからデータを抽出した際に最初に作成されるワークシート［ ］にポ

イントを合わせると，システムタイプ，作成日時が表示されます．他のワーク

シート上では，操作対象となったワークシート名と操作ツール名が表示されま

す．例：ワークシート１の総計

3.4.4 PDB 抽出のプロパティ

抽出アイコンまたはワークシート［ ］または［ ］を右クリックし，［プ

ロパティ］を選択します．

データ抽出要求時の設定情報を含んだ抽出ウィザードが表示されます．
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抽出ウィザードはダイアログページで構成されています．［戻る］ボタン／［次

へ］ボタンで各ダイアログページを切り替えます．

［抽出－システム］ダイアログ・・・抽出するコンピュータのシステムタイプ

（UNIX／NT）を表示します．［システム名］ボタンをクリックし， ［システ

ムグループ］ダイアログを開くと，選択したシステム名が表示されます．

［抽出－フィールド］ダイアログ・・・抽出されるフィールドを表示します．

各カテゴリを開いたり閉じたりするには［ ］や［ ］をクリックします．

選択したフィールドには ［ ］が付きます．

［抽出－基準］ダイアログ・・・選択したフィールドに対する抽出基準を表示

します．［表示］チェックボックスに［ ］が付いているフィールドがワーク

シート上に表示されます．

［実行条件］ダイアログ・・・抽出するための実行条件を表示します．この機

能は，抽出を自動的にスケジュール実行する場合に便利です．

確認後，データを再抽出せずにウィザードを閉じる場合は［キャンセル］ボタ

ンをクリックします．

3.4.5 ファイル・ODBC抽出のプロパティ

ワークシート［ ］または［ ］を右クリックし，［プロパティ］を選択し

ます．

抽出ダイアログのプロパティは，データソースや抽出したデータの設定情報を

表示します．

確認後，他のデータを再抽出せずにウィザードを閉じるときは［キャンセル］

をクリックします．

3.4.6 ワークシートやグラフを作成する際に使用する

プロパティ

ワークシートやグラフを作成するときに使用するプロパティは，［プロパテ

ィ］です．ノードプロパティは，EMPグループファイル（*.emp）に格納され

ています．（ワークシートのプロパティは，ワークシートの設定情報を表示／

変更にします．）

1. EMPブラウザで，変更または再確認したいノード（ワークシートやグ

ラフ）を選択します．ワークシートやグラフの左端に×印が表示されて
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いれば，ノードをダブルクリックします．ワークシートが，メインウィ

ンドウ上に開きます．（開いているときは，ノード横に×印は表示され

ません．）

2. 右クリックで再確認するノードを選択し，［プロパティ］を選択します．

あるいは，再確認するノードを選択し，［Alt］キー＋［Enter］キーを

押下します．

メモ:
プロパティの設定を変更すると，その結果としてワークシートやグラフ

は再作成されます．ある上位のワークシートを変更するに伴い，その出

力データを下位のノード，または影響を受けるノードへ反映させたい場

合は，［ブランチの再作成］を行う必要があります．EMPグループの修

正に関しては，"EMPグループを変更する"を参照して下さい．

3.4.7 ［EMPグループ］タブを使用してノードを開く

● グラフやワークシートを表わすノードをダブルクリックします．

メモ:開きたいノードのファイルが削除されている場合など，OCMM がファイ

ルを見つけることができないノードを開くとき，ノードを再作成することを促

すメッセージが表示されます．［OK］ボタンをクリックするとワークシートま

たはグラフが再作成されます．
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3.5 EMPグループメニュー

EMPグループに関連するメニューコマンドやポップアップメニューコマンド

について説明します．

3.5.1 ポップアップメニュー

ポップアップメニュー（コンテキストメニューとも言います）とは，EMPブ
ラウザーやOCMM のメインウィンドウで右クリックしたときに表示される

メニューのことです．

OCMM ではさまざまな項目が表示されます．

ポップアップメニューに表示される項目の一覧は，右クリックした箇所により

異なります．

ポップアップメニューに表示される項目は，メニューバーからも選択すること

ができます．

3.5.2 メニューバーにあるEMPグループメニュー

ファイルメニューからEMPグループを選択する場合，以下の２通りの表示方

法があります．

● ［ファイル］タブの場合は，ファイルに関連する操作が有効になります．

EMPグループメニューはEMPグループファイルに適用されるコマン

ド（例：開く，削除，名前の変更）を表示します．

● ［EMPグループ］タブあるいは EMPグループのワークシートやグラ

フの場合は，EMPグループに関連する操作が有効になります．EMPグ
ループメニューはファイルを開くのに適用されるコマンド（例：印刷，

保存，閉じる）を表示します．
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3.5.3 EMPグループウィンドウを閉じる

ワークシートやグラフウィンドウを直接閉じるとき，OCMM は保存を確認す

るメッセージを表示します．ディスク領域を節約するには，最終的にレポート

出力するワークシートやグラフのみを保存しておきます（"７．1　EMPグル

ープの保存と再作成"参照）．それ以外のワークシートやグラフは必要に応じて

ノードから再作成されます．

EMPグループを閉じるとき，変更を保存するには［はい］をクリックします．

OCMM は，EMPグループファイルやグループ内で開いている各ファイルを自

動的に保存します．ディスク容量の節約を考慮し，保存したくないワークシー

トやグラフがあるときは，まず該当するワークシートやグラフのウィンドウを

保存せずに閉じてからEMPグループを保存します．

3.5.4 EMPグループを閉じる

［EMPグループ］タブでEMPグループアイコン［ ］を右クリックし［閉

じる］を選択します．
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3.6 カレンダの作成

カレンダやプロファイルを抽出条件の一部やスケジューリングの目的として

使うには，EMPグループを作成する前にカレンダを作成します．

カレンダを作成しない場合，カレンダの機能はOCMM の標準カレンダーが適

用されます．

標準カレンダの定義内容を以下に示します．

● １日の開始時刻は，00:00:00（24時間換算時：分：秒）

● 週の開始は日曜

● 月の開始は１日

● １年の開始は１月

● 土曜と日曜は週末として定義

● 休日やピークは未定義

新規にカレンダを作成する手順
1. ［OCMM ］－［カレンダ］からカレンダを起動します．

2. 最初の起動時では，［OCMM カレンダ］ウィンドウ上に［カレンダの

作成または選択］ダイアログが表示されます．［新規カレンダ作成］ボ

タンをクリックします．

－あるいは－

［カレンダ］メニュー－［新規デフォルトカレンダ］を選択します．

標準カレンダ設定で［カレンダウィザード］が表示されます．

3. ウィザードには５ページのダイアログがあります．必要に応じて，各

ダイアログにて設定を変更します．

― ［次へ］ボタン，［戻る］ボタンをクリックするとダイアログを

切り替えることができます．

― ［ヘルプ］ボタンをクリックするとダイアログや入力フィールド

についての説明が表示されます．

― 週末，休日，ピークなどはすべてマトリックス形式で設定します．

表示されている日や月を選択するにはセルをクリックします．

（選択されているセルをクリックすると，選択が解除されます．）

4. 休日は以下の３つあるタブのうち，１つあるいは２つのタブで入力さ

れます．各タブにて選択された日が赤く強調表示されます．

― ［月と日］－毎年同じ日が休日として設定されます．例： 12月25
日

― ［月と平日］－毎年同じ曜日が休日として設定されます．例： 11
月第２火曜日

― ［年，月および日］－特別休日すなわち特定の年に限定される休

日を設定します．日を選択する前に下部にある正しい年を選択し

ます．

各々のタブ見出しには，そのタブを使って選択された休日の数が表示さ

れます．［年，月および日］のタブでは，他のタブで休日設定している
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日をグレーに強調表示しています．

5. ピークは３つあるタブのうち１つあるいは２つのタブで入力されます．

各タブでは選択された期間が青緑色に強調表示されます．

［月の日］－毎月特定の日を繁忙日として設定します．

［月の週］－毎月の第何週の何曜日を繁忙日として設定します．例：月

の第2第4火曜日

［週のピーク］－毎週特定の曜日を繁忙日として設定します．

6. 最後に，ウィザードの最終ダイアログページでカレンダ名を入力しま

す．

7. ［完了］ボタンをクリックしてカレンダを保存します．

メモ：カレンダの設定を変更するときは，［カレンダ］－［カレンダの

プロパティ］を選択します．カレンダについては，"第9章 カレンダ"を
参照して下さい．
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第4章 データの抽出

PDB（性能データベース），ファイル，ODBCからデータを抽出するには，EMP
グループを実行します．データの抽出は，既存のEMPグループを再実行する

か，または新規にEMPグループを作成します．データは，ワークシートへ抽

出されます．この章では，OCMM で実行する抽出の種類について説明します．

● PDBからのデータ抽出―― PerfMGRが導入されているネットワーク環

境では，データのほとんどは，PerfMGR PDB（パフォーマンスデータ

ベース）に格納されます．PDBからの抽出データは，EMPグループの

抽出データとして使用します．

● ファイルからのデータ抽出――テキストファイル（ ASCII）のデータを

OCMM から読み込むことができます．

● ODBCデータベースからのデータ抽出―― ODBC経由でアクセス可能

なローカルやネットワーク上のデータソースからデータを抽出するに

は，ODBCドライバがセットアップされているコンピュータにOCMM
がインストールしなければなりません．

メモ：

この章では，PDBからのデータ抽出時の事前作業で行うホスト情報の

定義を登録していると仮定しています．詳細は，

OCMM のワークシートサイズは，使用可能なメモリにより決定されます．ユ

ーザが新規作成する場合には，OCMM のワークシートの最大サイズは，

999,999行×65,535カラムです．
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4.1 PDBからの抽出

PDBからデータを抽出するには以下の設定を行います．

● 抽出される対象システムの選択

● 抽出フィールドの選択

● 抽出フィールドの順序の設定

● 抽出基準の設定－日付／時刻範囲の指定など

4.1.1 PDB抽出ダイアログ

PDBからのデータ抽出を要求し，OCMM へ返すには，PDBの［抽出］ダイア

ログを使用します．

PDBの［抽出］ダイアログは，以下のページで構成されています．

● システムページ――システムタイプに  UNIXまたはNTを指定します．

また，抽出するシステム名を選択します．

● フィールドページ――抽出するデータフィールドを選択します．

● 基準ページ――選択したフィールドに対して抽出基準を設定します．

● 実行条件ページ――抽出を実行する際の実行条件を設定します．

● カラムのマッチチングページ――抽出フィールドを変更した場合に使

用します．これまで選択していた抽出フィールドを新しく選択し直した

抽出フィールドに置換えて，抽出処理を行います．

［抽出］ダイアログを開く
EMPグループを新規作成し抽出を実行する場合は，［ツール］メニュー－［抽

出］－［PDB］をクリックし，PDBの［抽出］ダイアログを開きます．また

は，既存のEMPグループをもとに抽出を実行する場合は，EMPブラウザの

［EMPグループ］タブにある抽出ノードを右クリックし，［プロパティ］を選

択します．
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4.1.1.1 ダイアログ1  システムページ

PDBの［抽出］ダイアログの最初のページになります（図 4.1）

図 4.1 PDBからの抽出－ダイアログ１システムページ

以下の項目を設定します．

● システムタイプの選択

● 設定（オプション）：抽出処理毎に共通して常に抽出するcommonフィ

ールドを固定する場合に選択します．

● システム名の選択

システムタイプの選択
システムタイプは，必ず選択して下さい．システムタイプ毎のフィールドが，

フィールドページに表示されます．

システム名の選択
［システム名］ボタンをクリックすると，［システムグループ］ダイアログが

表示されます．抽出可能なシステム名とそのホスト名，システムタイプが表示

されます．データを抽出するシステム名を選択します．（詳細は，"8.4    シス

テムグループ"を参照して下さい．）

抽出処理はシステムタイプ毎に実行します．例えば，システムタイプにNTを
指定していて，抽出するシステムグループ内にNT／UNIX両方のシステムがあ

る場合，結果的にNTシステムのデータのみ抽出されます．
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設定（任意）
［設定］ボタンをクリックすると，［抽出設定］ダイアログが表示されます．

このダイアログは，PDBの［抽出］ダイアログを使用する毎に選択するcommon
フィールドを自動的に固定します．選択したフィールドは，2番目のダイアロ

グ（フィールドページ）に表示されます．

メモ：

PDBの［設定］ダイアログは，［表示］－［データ抽出設定］を選択し

て開くこともできます．このダイアログの詳細は，"抽出設定－common
fields"を参照して下さい．

4.1.1.2 ダイアログ2  フィールドページ

PDBの［抽出］ダイアログの2ページ目になります（図 4.2）．PDBから抽出す

るフィールドを選択する場合に使用します．

  

図 4.2 PDBからの抽出－ダイアログ２フィールドページ

抽出データは，複数のフィールドを選択することができます．フィールドは，

カテゴリ単位にグループ化されます．

（フィールドは，フィールド記述テーブルの型カラムに入力することによりグ

ループ化されます．フィールド記述テーブルの詳細は，" FDT(フィールド記述

テーブル)"を参照して下さい．）
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フィールド名の選択

各カテゴリを開く，または閉じるには［ ］ボタン，［ ］ボタンをクリッ

クします．各カテゴリ内のフィールドを選択しクリックすると，［ ］が付き

ます．カテゴリ内の全フィールドを選択するには，カテゴリ名のチェックボッ

クスに［ ］を付けて下さい．

メモ：

全ての抽出データに対して自動選択されるcommonフィールドの設定は，"
抽出設定－common fields"を参照して下さい．

4.1.1.3 ダイアログ3  基準ページ

PDBの［抽出］ダイアログの3ページ目になります．このページは，選択され

たフィールドに対し，抽出基準を設定するのに使用します．抽出基準に一致し

たPDBレコードだけを抽出します．

基準ページには，フィールド・変数名・標準関数・論理演算・算術演算が含ま

れます．

複数条件は，論理演算子と計算式を組み合わせて設定します．詳細は，OCMM
オンラインヘルプを参照して下さい．

   

図 4.3 PDBからの抽出－ダイアログ３基準ページ
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表 4.1［抽出－基準］ダイアログ

ダイアログ項目 説明

表示
ワークシート上に表示するフィールドをチェック［ ］します．抽出基準に使用

するためだけにフィールドを選択した場合など，表示する必要のないフィールドに

は，このチェックボックスをクリアして下さい．

ユーザ変数 抽出基準に使用する変数を定義します．詳細は“8.6   EMPグループの変数”を参

照して下さい．

抽出基準 抽出基準は，該当するフィールド行に条件式を入力します．

上に／下に フィールド順序を変更します．ワークシートにここでの指定順で表示します．

削除 必要ないフィールドを削除します．

自動結合を行う ［自動結合］ダイアログを呼び出します．自動結合は，複数のワークシートを1つ
に結合する場合に使用します．

変数ダイアログ
抽出基準では，EMPグループの再実行毎に定数の代わりにユーザ変数を使用

して異なる値を指定することができます．抽出基準には，異なる値を用いて

EMPグループに再実行させる定数に代わり，変数を使用します．例えば，1日
2分以下のCPUタイムを使用するデータプロセスを削除した後，タイムピリオ

ドの変数を5分に変更します．

EMPグループを再実行するとき，ユーザ変数の確認または修正を行うことが

できます．詳細は，"EMPグループの変数"をご覧ください．

4.1.1.4 ダイアログ4  実行条件ページ

このページは，指定した条件が満たされた場合のみ抽出を実行します（図 4.4）．
（実行条件は，各操作ツールでも設定できます．）詳細は，"EMPグループの実

行条件"を参照して下さい．
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図 4.4 PDBからの抽出－ダイアログ４実行条件ページ

4.1.2 PDBからのデータ抽出方法

ウィザードを使用してのPDBからのデータの抽出手順を以下に示します．

1. 新規EMPグループを作成しデータを抽出する場合，［ファイル］－［新

規作成］を選択します．

― ［ EMPグループ］アイコンをダブルクリックします．

― ［ PDB］を選択し，［OK］ボタンをクリックします．

――または――

既存EMPグループへデータを抽出する場合，

― EMPブラウザ［EMPグループ表示］タブにあるEMPグループの

アイコン［ ］を右クリックします．

― ［データ抽出］－［ PDB］を選択します．

PDBの［抽出］ダイアログが表示されます．

2. ［システムタイプ］を選択します．

3. ［システム名］ボタンをクリックし，［システムグループ］ダイアログ

を開きます．
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4. データを抽出するシステム名，またはシステムグループ名を選択しま

す．

― ［有効なシステム］一覧から，システム名を［抽出グループ］（シ

ステムグループの［抽出グループ］アイコン）へドラッグ&ドロ

ップし抽出グループへ加えます．

ダイアログ下部の［グループ'抽出グループ'の内容］リストボッ

クスにデータを抽出するシステム名が表示されます．

― システムグループのアイコンを［抽出グループ］へドラッグ &ド

ロップし，抽出グループへ加えます．

ダイアログ下部の［グループ'抽出グループ'の内容］リストボッ

クスにデータを抽出するシステムグループ名が表示されます．

メモ：

システム名／システムグループ名の選択は，［抽出グループ］に対して

追加します．

ダイアログ左側の［システムグループ］リストボックスの［抽出グルー

プ］を選択している状態で，直接ダイアログ下部の［グループ'抽出グ

ループ'の内容］リストボックスにシステム名／システムグループ名を

ドラッグ&ドロップすることもできます．

グループアイコンをクリック／ダブルクリックしても抽出グループに

グループを加えることにはなりません．

― 抽出グループからシステム／グループを削除する場合，

―  抽出グループのアイコンを選択し，ダイアログ下部に［グ

ループ'抽出グループ'の内容］を表示します．

―  削除するシステム名／システムグループ名をダブルクリ

ックします．

5. ［OK］ボタンをクリックします．システムページへ戻ります．

6. ［次へ］ボタンをクリックします．フィールドページが表示されます．

7. 抽出するフィールドを選択します．

― ［ ］をクリックし，フィールドのあるカテゴリを開きます．（閉

じるときは，［ ］をクリックします．）

― フィールドを選択します．［ ］チェックが付きます．

― 全フィールドを選択するには，カテゴリ名の横にあるボックスに

［ ］チェックを付けて下さい．
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メモ：

common以外のフィールドを，必ず1つ選択して下さい．

8. ［次へ］ボタンをクリックします．基準ページが表示されます．

9. ユーザ変数を使用したいときは，［ユーザ変数］ボタンをクリックしま

す．

［ユーザ変数］ダイアログが表示されます．

変数を追加する場合，

― ［新規］ボタンをクリックします．

― ［変数名］，［値］，［説明］を入力します．[データ型]は［値］に

よって自動設定されます．

― ［ OK］ボタンをクリックします．

10. 選択したフィールドの抽出基準を，［抽出基準］カラムに入力します．

基準を満たすデータだけが抽出されます．計算式内の左辺がフィールド

名の場合，そのフィールド名は省略することができます． sdattimフィ

ールドに対し>'1999-03-01'を入力すると，sdattim>'1999-03-01'となり

ます．

11. フィールドを基準設定に使用するためだけに選択した場合，［表示］チ

ェックボックスをクリアにして下さい．これにより，データが返される

ことはありません．

12. 必要に応じ，［自動結合を行う］を選択します．（自動結合については，

以降で説明します．）

13. ［次へ］ボタンをクリックします．実行条件ページが表示されます．

14. 必要に応じ，実行条件を指定します．（詳細は，"EMPグループの実行

条件"を参照して下さい．）

15. ［完了］ボタンをクリックしデータの抽出を開始します．

16. PDBの［抽出］ダイアログで［自動結合を行う］を選択した場合，自

動結合も同時に完了します．（詳細は，以降で説明します．）

OCMM がホストに接続した後，データが抽出されワークシートに出力

されます．ワークシートは，EMPグループウィンドウに表示されます．

17. ［ファイル］－［EMPグループを開く］－［EMPグループを名前を付

けて保存］を選択します．EMPグループ名を入力し，［OK］ボタンを

クリックして保存します．

4.1.3 抽出過程

PDBの［抽出］ダイアログが完了すると，OCMM は，選択したシステム名の

ホストへ接続を試みます．OCMM が接続されると，抽出要求がホストに送ら
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れ要求するデータが返されます．接続されなければエラーメッセージが表示さ

れます．この場合，EMPグループを保存し，再度抽出要求を行います．再実

行に関しては，"7.3 EMPグループの再実行"を参照して下さい．

メモ：

EMPグループをテンプレートとして保存する方法は，"EMPグループの

保存"を参照して下さい．

4.1.4 自動結合

データの抽出が複数の操作要求を含む場合，複数のワークシートが作成されま

す．OCMM の自動結合ツールは，これら複数のワークシートを自動的に結合

することができ，さらにデータの統計を行うこともできます．自動結合処理は，

PDBの［抽出］ダイアログ－基準ページの［自動結合を行う］をチェックし，

［自動結合］ダイアログで設定を行います．

［自動結合］ダイアログは，［抽出］ダイアログの［完了］ボタンをクリック

した後に表示されます．（自動結合を行わずに抽出処理を続行するには，［キ

ャンセル］ボタンをクリックして下さい．）

自動結合機能は，以下の3つの手順から成ります．

● 自動結合に使用されるキーは，全ての抽出ワークシートに含まれるカラ

ムです．FDTのcommonフィールドだけがこれに相当するので，

commonフィールドがキーとして表示されます．その中からいくつかを

削除できますが，全てを削除することはできません．commonフィール

ドが存在しない場合，自動結合はできないというメッセージが表示され

ます．

● 各ワークシートを自動結合キーに基づいて，キーカラム以外について集

計します．利用者は，カラムのデータタイプに応じて統計値を指定する

ことができます．例えば，利用者は数字項目についてその平均を計算す

ることを指定できます．統計値の指定が行われなかった場合，そのデー

タタイプのカラムは作成されるワークシートに含まれません．また，統

計方法はFDTの値を使用することもできます．FDTには，各フィール

ド毎に統計方法が記述されています．

● 複数のワークシートは自動結合キーを基に結合し，ひとつのワークシー

トを作成します．

メモ：

PDBの［抽出］ダイアログは，抽出データのワークシートを作成しま

す．自動結合処理は，［抽出］ダイアログのワークシート抽出過程と独

立したウィザードです．自動結合処理は，統計処理と結合処理を経て作

成されます．作成後，自動結合処理のプロパティはなく，作成過程にあ

るワークシートのプロパティを参照します．自動結合の出力結果を修正
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する場合は，ワークシートのプロパティを変更します．または，PDB
の再抽出時に［自動結合］ダイアログで各設定を行い新規ワークシート

を作成します．（"第7章 EMPグループのメンテナンス"参照）  自動結

合ダイアログを図 4.5に示します．

図 4.5［自動結合］ダイアログ

表 4.2 自動結合ダイアログ

ダイアログ項目 説明

キーカラム名 抽出ダイアログで指定された順にすべてのcommonフィールドが表示され

ます．

キーの順序はドラッグ＆ドロップで変更することができます．また，キー

の順序は集計時のソートに使用されます．

キーは，［削除］ボタンで削除することもできます．但し，キーカラム名リ

ストボックスに一つのキーしかない場合は削除できません．

結合する前にデー

タを集計する

データ集計を行わない場合，チェックボックスをクリアします．集計方法

の指定は無視されます．初期値はチェックが付いています．

FDTの設定を使用

する

データ集計にFDT(フィールド記述テーブル)のconsol functionフィールド

の値を使用します．各フィールドを集計するのに最も適した集計方法（合

計，平均など）が設定されます．

カスタム設定を使 利用者はカラムのデータ型毎に集計方法を指定することができます．［除
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ダイアログ項目 説明

用する 外］チェックボックスをオンにするとそのデータ型はワークシートに出力

されません．初期値は，数値データについて［平均］，テキストおよび日時

データについては［除外］を設定しています．
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4.2 ファイルからの抽出

OCMM は，テキストファイル（ASCII）からもデータを抽出できます．図 4.6
の[ファイルから抽出]ダイアログを使用し，テキストファイルからデータを抽

出するためのファイル形式を定義します．

図 4.6 ［ファイルから抽出］ダイアログ

表 4.3 ファイルダイアログからのデータ抽出

ダイアログ項目 説明

ファイル

－または－

参照

データ抽出先のファイル名をフルパス指定します．

ファイルを選択するときは，［参照］ボタンを選択します．

プレビュー 設定を変更した場合，設定に応じてファイルを再読込して表示します．

すべて同じ区切

り文字／同じカ

ラム幅

テキストファイル内のカラムが同一の区切り文字で区切られている場合に，

このチェックボックスをチェックします．データ型がOCMM の自動判定で

正しいと判断された場合に，一つのパターン定義として読み込みます．ファ

イル内のカラムが異なる区切り文字で区切られている場合はチェックを外

します．初期値はチェックが付いています．

カラムヘッダ行 ファイルにヘッダ行が含まれている場合にこのチェックボックスをチェッ
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ダイアログ項目 説明

クし，その行番号を指定することでヘッダ行をワークシートのヘッダに出力

することができます．

データ開始行 ワークシートに出力するデータの開始行を行番号で指定します．ヘッダ行の

行番号より大きな値を指定しなければなりません．

パターン追加 ファイル内のフィールドが複数種類の区切り文字で区切られている場合や，

バイト数指定が混在している場合にファイルを読み込むためのフォーマッ

トをカラム毎にパターンとして定義します．［すべて同じ区切り文字／同じ

カラム幅］チェックボックスがクリアされている場合に使用することができ

ます．ファイルのカラム数がパターン数よりも多い場合には，最後に指定さ

れたパターンが読み込みのために使用されます．

パターンの削除 追加したパターンを削除する場合は，対象のパターンを選択し［パターン削

除］ボタンをクリックします．

クリア 追加したパターンをすべて削除する場合は，［クリア］ボタンをクリックし

ます．

ヘッダ 作成するワークシートのヘッダを表示します．ヘッダは，行内のカラムヘッ

ダ行，または直接入力します．

区切り文字 区切り文字またはバイト数を区切って読み込むことができます．区切り文字

をドロップダウンリストから選択するか，または任意のバイト数をキー入力

します．

データ型 データ型を選択するとき使用します．［自動］を選択した場合，OCMM は，

ファイル内にある最初の6行のデータを基本にデータ型を確定します．

ファイルデータの抽出
データソースがファイルのとき，OCMM はファイルからデータを読み込み，

EMPグループワークシートへ出力します．ファイルからデータを抽出すると

き，最初のデータ行で開始する場所を設定します．設定した行が，OCMM に
読み込まれます．

メモ：

ファイル内で使用しているカラム区切り文字がわからない場合は，事前

にテキストファイルエディタ等でファイルの内容を確認して下さい．

ファイルからのデータ抽出手順
1. EMPグループを新規作成しデータを抽出する場合，

― ［ファイル］メニュー－［新規作成］を選択します．

― ［ EMPグループ］アイコンをダブルクリックします．

― ［ファイル］を選択し，［OK］ボタンをクリックします．

― －または－

既存EMPグループをもとにデータを抽出する場合，

― EMPブラウザの［EMPグループ］タブにあるEMPグループのア

イコン［ ］を右クリックします．

― ［データ抽出］－［ファイル］を選択します．［ファイルから抽

出］ダイアログが表示されます．
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2. ［EMPグループ］アイコンをダブルクリックします．

3. データ抽出先に［ファイル］を選択し，［OK］ボタンをクリックしま

す．

［ファイルから抽出］ダイアログが表示されます．

4. ［参照］ボタンをクリックしてファイルを指定し，［開く］をクリック

します．

ファイルはテーブル内にプレビューされます．

― 通常，ファイル内でカラム毎に区切っている文字列 (カンマなど)
と［区切り文字］ドロップダウンリストの指定が同じであれば，

全カラム×6行がプレビューに表示されます．手順7へ進みます．

― 適切にカラムが区切られていない場合など，プレビューにカラム

が一つだけ表示されたときは手順5へ進みます．

5. プレビュー上で適切なカラム数になるまで以下の操作を繰り返します．

― カラム 1内で，［区切り文字］ドロップダウンリストからカラム区

切り文字を選択するか，カラムを区切るバイト数を入力します．

― ［プレビュー］ボタンをクリックします．

6. ファイル内に区切り文字が複数ある場合は，［すべて同じ区切り文字

／同じカラム幅］チェックボックスをクリアにします．プレビュー上で

適切なカラム数になるまで以下の操作を繰り返します．

― プレビュー上にて，複数のカラム値を含むカラム名の［区切り文

字］リストボックスから適切な区切り文字を選択するか，カラム

を区切るバイト数を入力します．

― ［プレビュー］ボタンをクリックします．元のカラムは，設定し

た区切り記号／バイト数までのデータを含んでいます．それ以外

の残りのデータは，右側へ追加されるカラムに設定されます．

7. ファイル内に含まれているカラムヘッダ名や行を，作成するワークシ

ートのヘッダで使用する場合，

― ［カラムヘッダ行］チェックボックスを選択します．

― ヘッダ行とする行数を入力します．

― ［プレビュー］をクリックし，表示を最新にします．

― －または－

― ファイルにカラムヘッダがない場合，各［ヘッダ］をクリックし

直接ヘッダ名を入力する事により，初期値のヘッダ名（カラム1，
カラム2，．．．）を変更できます．

8. 作成するワークシートの開始行を指定する場合，

― ［データ開始行］に開始行を入力します．

― ［プレビュー］ボタンをクリックし，表示を最新にします．
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9. テーブルをスクロールし，表示されている各カラムのデータ型をチェ

ックします．

データ型はデフォルトで［自動］が設定されています．

データ型を変更するには，［データ型］ドロップダウンリストから任意

のデータ型を選択します．

10. プレビューの表示が正しければ，［OK］ボタンをクリックします．

EMPグループワークシートが作成され，メインウィンドウ上に表示さ

れます．新規ワークシートに名前を付けてからEMPグループを保存し

ます．
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4.3 ODBCデータベースからの抽出

OCMM は，ODBCドライバにより各種データベースからデータを抽出できま

す．

OCMM は，データベースからテーブルを読み，EMPグループワークシートへ

データを抽出します．データベースにあるテーブルからのデータ抽出は，"PDB
からの抽出"を参照して下さい．

データソースの選択
［データソースの選択］ダイアログを使用し，以下の手順でデータソースを設

定します．このダイアログのタブは，Windowsコントロールパネル内のODBC
データソースアドミニストレータの特徴を持っています．

● ［ファイルデータソース］タブは，ローカルまたはネットワーク上のコ

ンピュータのデータソースへアクセスする場合に使用します．ODBC
の［ファイルDSN］タブの情報が表示されます．

● ［マシンデータソース］タブは，ローカルマシン上のデータソースにア

クセスする場合に使用します．ODBCの［ファイルDSN］タブと［シ

ステムDSN］タブの情報を組み合わせて表示します．

● 新規にデータソースを設定する場合は，［新規作成］ボタンをクリック

します．作成方法は，Windowsコントロールパネル内のODBCデータ

ソースアドミニストレータから追加する場合と同様です．

データベースからデータを抽出するには，抽出するカラムを任意に選択するこ

とができます．選択したカラムはすべてOCMM に読み込みます．

ODBCから抽出ダイアログ
データベースの詳細は，［ODBCから抽出］ダイアログを使用して抽出されま

す．
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図 4.7［ODBCから抽出］ダイアログ

表 4.4 データベースダイアログからのデータ抽出

ダイアログ項目 説明

ODBCデータソース

名

現在選択てしいるデータソース名を表示します．異なるデータソースを

使用するときは，［データベースを参照］ボタンをクリックします．

データベース名 データベースのパスを表示します．

ユーザID データベースへアクセスするユーザIDを入力します．

パスワード パスワードを入力します．

テーブル データベース内の抽出対象テーブル名を表示します．抽出するテーブル

（現在選択しているデータベース内で）を変更するには［テーブルを参

照］をクリックします．

カラム 現在選択しているテーブル内のカラム名を表示します．抽出するカラム

に対し［抽出］チェックボックスに

［ ］を付けます．

ODBCデータベースからのデータ抽出手順

1. EMPグループを新規作成しデータ抽出する場合，
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― ［ファイル］メニュー－［新規作成］を選択します．

― ［ EMPグループ］アイコンをダブルクリックします．

― ［ ODBC］を選択し，［OK］ボタンをクリックします．

― －または－

―  既存EMPグループをもとにデータを抽出する場合，

― EMPブラウザの［EMPグループ］タブにあるEMPグループアイ

コン［ ］ を右クリックします．

― ［データ抽出］－［ ODBC］を選択します．

2. ［ODBCから抽出］ダイアログが表示された後［データソースの選択］

ダイアログが自動的に表示されます．

― データソースを選択しダブルクリックします．

3. データベースに正しくアクセスされていれば，［ログイン］ダイアログ

が表示されます．

― ユーザ IDとパスワードを入力し［OK］ボタンをクリックします．

（パスワードは＊で表示されます．）

― その後の抽出処理時（ EMPグループの再実行やノードの再構成

等）にパスワードの入力を省略する場合は［パスワードを保存す

る］チェックボックスに［ ］を付けます．

4. ［テーブルを参照］ボタンをクリックします．［ODBCデータソーステ

ーブルの参照］ダイアログが表示されます．抽出するテーブル名を選択

し［OK］ボタンをクリックします．［ODBCから抽出］ダイアログに戻

ります．

5. ［カラム］一覧に選択したテーブルのカラム名が表示されます．抽出

するカラム名のチェックボックスに［ ］を付けます．

6. ［OK］ボタンをクリックし抽出を開始します．

メインウィンドウ上にワークシートが表示されます．新規ワークシート

に名前を付けてEMPグループを保存します．
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4.4 トラブルシューティング

【現象】データの抽出中に以下のダイアログが表示され、抽出ができ

ない。

図 4.8 「OCM Manager」ダイアログ

【原因】データ件数が非常に多いため、マネージャからのレスポンスが

         遅くなり、OCM Manager 側が抽出中にタイムアウトに

         なっている可能性があります。

【対策】OCM Manager のホスト通信のタイムアウト値を

            大きくすることで回避が可能です。

            ホスト通信のタイムアウト値の変更は、以下のとおりです。

1. 「表示」 － 「オプション」－ 「抽出」タブを押します。
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図 4.9「オプション」ダイアログ

2. ホスト通信のタイムアウト値を変更してください。

10 ～ 1800 までの整数で入力してください。

3. OK を押す。
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第5章 ワークシートの操作

PDB，ファイル，ODBCから抽出されたデータはEMPグループワークシート

に格納され，各種の加工処理が可能となります．データの加工処理にはソート，

統計，結合，カラムの削除などがあります．必要な情報を抽出すると，処理が

完了します．

この章は以下の内容で構成されます．

● 新規ノードとワークシート－前半ではEMPグループにおけるノードと

ワークシートの関係について説明します．ノードやワークシートに名前

を付けるといった一般の操作を含みます．

● 操作ツールの概要－各ツールの特徴や参照ページについて説明します．

● 各操作ツールの特徴－OCMM のツールメニューと同じ順番で各ツー

ルの説明をします．

● EMPグループの条件付き実行－各ツールダイアログに表示される［実

行条件］タブの使い方について説明します．（抽出ウィザードにも同様

のタブがあります．）
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5.1 基本操作について

5.1.1 新規ノードとワークシート

操作ツールを使ってEMPグループワークシートを加工すると，新規ワークシ

ートに加工処理の出力結果を作成します．新規ワークシートは同時に作成され

た新規EMPグループノードと関連しています．ノードは新規ワークシートの

プロパティ情報を保存します．

EMPブラウザの［EMPグループ］タブでは，ワークシートノードに表示され

るアイコンは，ワークシートを作成するときに使われた操作ツールを示してい

ます．例：［ ］は列挿入を意味します．ワークシートノードをポイントする

とノードがどのように構成されているかを示すコンテキストヘルプが表示さ

れます．例：worksheet2へのカラム追加

5.1.2 ノードが作成されないとき

OCMM では，"non-EMP"またはEMPグループノードに関連しない独立した

ワークシートを作成できます．そのようなワークシートに処理が適用された場

合，新しいワークシートは作成されず，既存のワークシートが変更されます．

non-EMPワークシートの作り方については"EMPグループに所属しないワー

クシート"を参照して下さい．

5.1.3 予期せぬ処理結果

期待する結果が得られなかった場合，次の操作を行って下さい．

● ノードのプロパティを変更したりノードを再作成する．

● ノードと関連するワークシートを削除し，新たに処理を実行する．

詳しくは，"ワークシートの編集"を参照して下さい．

5.1.4 ワークシートに名前を付ける

ワークシートやグラフを作成した場合は，［新規ワークシート］ダイアログが

表示されるので名前を入力します．このダイアログ表示の有無は，［表示］メ

ニュー－［オプション］ウィンドウの［一般］タブ－［ワークシート／グラフ

名を確認する］チェックボックスで指定します．指定しない場合は初期値で"
ワークシート1","ワークシート2"などの名前がつきます．各ワークシートを任
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意の名前に変更する必要があります．OCMM での命名規約は，Windows標準

に準拠します．これはEMPグループの処理や判断に大いに有効です．

データの加工処理は，操作ツールを実行する毎に，新しいワークシートを作成

します．これらのワークシートには，その処理内容やデータなどが把握できる

名前を付ける必要があります．

5.1.5 EMPグループノードの名前を変更する

1. EMPブラウザの［EMPグループ］タブで変更したいノード（ワークシ

ート／グラフ）を選択します．

2. ノードを右クリックして，［ノード名の変更］を選択します．

3. 新しい名前を入力して［Enter］キーを押します．

メモ：
対象のノードが閉じている状態でノード名を変更すると，次回そのノードを開

く時にノードの再作成を行う必要があります．
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5.2 操作ツール－概要

操作ツールは，OCMM のメニューに従ってグループ化されています．

［カラム］メニューー…ワークシートにカラムの追加や削除をするとき等に使

います．

［ツール］メニュー…カラムツールとともにデータの加工処理を行います．各

種操作ツールを含みます．

ツールの［高度なツール］メニュー…［ツール］メニューのサブメニューに表

示されます．

表 5.1に操作ツールの一覧を示します．

表 5.1 操作ツール一覧

操作ツール 説明 項番

カラムの追加
ワークシートにカラムを追加します． 5.3.1

カラムの削除
選択したカラムを削除します． 5.3.2

ソート
昇順または降順に１～複数列並べ替えを行いま

す．

5.4.1

統計
指定したキーカラムの値に基づいて行をグループ

化し，各グループ毎にカラムの統計を求めます．

5.4.2

カテゴライズ
あるカラムのデータを一致するものでグループ化

します．

5.4.3

フィルタ
指定した基準に従って行の抽出・削除を行います． 5.4.4

結合 2つのワークシートを指定した結合キーに従って1
つのワークシート結合します．

5.4.5

アペンド
選択したワークシートを別のワークシートに併合

します．

5.4.6

欠測値の挿入
グラフの作成時など，X軸に使用するカラム値が一

定間隔でない場合，任意に指定する値を一定間隔

に挿入します．

5.4.7

交差結合
キーとカテゴリによって分類されたデータのテー

ブル形式を変更します．

5.5.1

交差分割
交差結合の逆にワークシートを置き換えます． 5.5.2

実経過時間
タスク起動時の開始時間から終了時間までの実経

過時間を計算します．

5.5.3

回帰分析
あるカラムについて，指定した日時より将来また

は過去のカラム値を予測します．

5.5.4

参照表によるカテゴライ
参照表によってワークシートのデータを分類しま

す．

5.5.5
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操作ツール 説明 項番

ズ

参照表の作成 ［参照表によるカテゴライズ］ツールで使われる

参照表を作成します．

5.5.6

転置
ワークシートの列と行を入れ替えます． 5.5.7

ピボットテーブル
ワークシートにピボットテーブルを作成します． 5.5.8
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5.3  [カラム]メニューコマンド

[カラム]メニューコマンドについて以下に説明します．

5.3.1 カラムの追加

ワークシートにカラムを追加する場合は，［カラム追加］ボタンを使います．

カラムを追加すると新しいカラムを含むワークシートが新規作成されます．

新しいカラムは，選択されたセルの左側に追加されます．セルを選択していな

い場合，新しいカラムはワークシートの一番左側に追加されます．

カラム値を入力する
固定値，文字列を含んだ計算式，列名，ユーザ変数，標準関数を使って，追加

したカラムに値を算出することができます．

例えば，CPUデータワークシートにCPU_hourlyという名前のカラムを追加し

て，時間毎のプロセッサロードのパーセンテージを表示することができます．

カラムでは，値を%totlcpu_sum*100/%coll_time_sumと定義します．すなわ

ち，totlcpu_sum カラムの値に100を掛け，その結果をcoll_time_sumカラム

の値で割ります．

カラムを追加する
1. 操作対象のワークシートを開きます．

2. 追加したいカラムのすぐ右側にあるカラムのセルを選択します．

3. ［カラム］メニュー－［カラムの追加］を選択します．

［カラムの追加］ダイアログボックスが表示されます．

4. 新規カラム名を入力します．

5. カラム値を指定します．（オプション）：

カラムのすべての行に定数を入力します．

－あるいは－

カラムの各行の値を計算する式を入力します．

（ をクリックすると計算式を使用できます．詳しくは"8.5.1 [計算

式]ダイアログ"を参照して下さい．）

6. ［説明］テキストボックスに，カラムの説明を入力できます．

7. この説明は，ワークシート上でカラム名のヘッダ部分をマウスでポイ

ントすると表示されます．

8. ［OK］ボタンをクリックします．

9. ［新規ワークシート］ダイアログで，新規ワークシートに名前を付け，

［OK］ボタンをクリックします．プロパティを確認するには，［Alt］
キー＋［Enter］キーを押下します．
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5.3.2 カラムの削除

ワークシートからカラムを削除するときは，［カラムの削除］ボタンを使いま

す．削除したカラムを含まないワークシートが新規作成されます．

カラムを削除する
1. 操作対象のワークシートを開きます．

2. カラム名をクリックし選択します．

－あるいは－

複数範囲のカラムを選択するには，開始のカラム名をクリックした後，

［Shift］キーを押しながら終了のカラム名をクリックします．

3. ［カラム］メニュー－［カラムの削除］をクリックします．

4. メッセージダイアログで［はい］をクリックします．

5. ［新規ワークシート］ダイアログで，新規ワークシート名を入力し［OK］

ボタンをクリックします．プロパティを確認するには，［Alt］キー＋

［Enter］キーを押下します．
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5.4 ［ツール］メニュー

[ツール]メニューコマンドについて説明します．

5.4.1 ソート

ワークシートの行をソートするには，ソートツールを使います．一つあるいは

複数のキーカラムを指定してソートします．ソートには昇順と降順があり，キ

ーカラムの優先度順に処理されます．例えば，最優先されるキーがプロセス開

始時間，2番目に優先されるキーがプロセス終了時間，3番目に優先されるキー

がプロセス名という条件でソートを行うことができます．ソートツールが使わ

れると，新規ワークシートが作成されます．

メモ：

ソート処理は，［カラム］メニューと［ツール］メニューの両方にあり

ますが，処理が異なります．［カラム］メニューのソート処理では，新

規にワークシートを作成せず，ツールの実行結果を記録しません．ノー

ドが再作成された場合，このツールによる変更結果は無視されます．詳

しくは，"データをソートする"を参照して下さい．

図 5.1 ［ワークシートのソート］ダイアログ
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表 5.2［ワークシートのソート］ダイアログ－［ソート］タブ

ダイアログ項目 説明

カラム ワークシートのカラムの一覧が表示されます．

ソートキー ソートキーとして使用するカラムの一覧を表示します．［カラム］一覧からカラムをダブルクリ

ックするとソートキー一覧に追加されます．キーの優先度は並び順でソートされます．

追加 選択したカラム名をソートキーへ追加します．

削除 選択したカラム名をソートキーから削除します．

昇順 昇順にソートするときは，チェックボックスをオンにします．降順にソートするときは，チェック

ボックスをオフにします．

データをソートする
1. 操作対象のワークシートを開きます．

2. ［ツール］－［ソート］を選択します．［ソート］ダイアログが表示さ

れます．

3. ［カラム］テーブルから，優先度順にキーとするカラムをダブルクリ

ックします．

カラム名が［ソートキー］テーブルに表示されます．

4. 昇順にデータをソートする場合は［昇順］チェックボックスをオンに，

降順でデータをソートする場合には［昇順］チェックボックスをオフに

します．

5. ソート条件を追加するには，3から４の操作を繰り返します．

6. カラムが正しい順番に並んでいないときは，カラムを選択し［削除］

ボタンをクリックします．

7. 設定を確認し［OK］ボタンをクリックします．

8. ［新規ワークシート］ダイアログで，新規ワークシート名を入力後，

［OK］ボタンをクリックします．プロパティを確認するには，［Alt］
キー＋［Enter］キーを押下します．

5.4.2 統計

統計処理は，キーカラムをもとに抽出データの統計計算や統合を図 5.2のダイ

アログを使用して行います．PDBからデータ抽出時に指定する［自動結合］も

統計処理と同様です．

● 統計処理はまず任意に指定したキーカラムをもとにデータのソートを

行い，共通するデータ(レコード)をグループ化します．通常，キーカラ

ムには，日時カラム，システム名カラム等を指定します．日時カラムを

選択している場合，統合間隔を指定することができます．

● キーカラム値毎に共通するデータ(レコード)は１レコードに統合され

ます．

● グループ化(統合)したデータに対して各統計処理を指定し，統計値を算
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出します．

  

図 5.2 統計ダイアログ
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表 5.3［統計］ダイアログ－［統計］タブ

ダイアログ項目 説明

カラム 統計処理を行うワークシートのカラム名を一覧表示します．

キー ソートおよび統計処理時にキーとして指定されたカラムの一覧を表示します．通

常，キーとして選択するカラムは共通フィールド(common)になります．（“8.2
抽出設定－common fields”参照）

［カラム］フィールドからカラムをダブルクリックし，［キー］フィールドに移動

します．

キーカラムの選択順でソートを行います．

ソート方法 キーカラムを昇順または降順にソートします．

時間 日時カラムをキーカラムに指定すると，ここで指定した時間間隔が適用されます．

例：

なし－時間間隔の統合を行いません．

15 minutes－同じ日の14：00：00から14：59：00までの範囲にある行は，15分毎

に4行に統計されます．

14：00：00（14：00：00 <= t <14：15：00の範囲で行を統合）

14：15：00（14：15：00 <= t <14：30：00の範囲で行を統合）

14：30：00（14：30：00 <= t <14：45：00の範囲で行を統合）

14：45：00（14：45：00 <= t <=14：59：00の範囲で行を統合）

プロファイルを使用－プロファイル名とカンレンダ名を選択するコンボボックス

が表示されます．プロファイルで指定している時間範囲内のデータと時間範囲外の

データをそれぞれ統合／統計計算します．プロファイルが1日のうち，時間範囲を

2つ指定している場合(例：10:00～12：00，15：00～17：00)は，それぞれの時間

帯毎のレコードが作成されます．

プロファイルで指定している時間帯のデータのみを統合／統計計算する場合は，

［プロファイルにない期間を無視する］をチェックします．チェックオフの場合は，

プロファイルで指定している時間範囲内のデータと時間範囲外のデータをそれぞ

れ統合／統計計算します．

カラム名／統計テ

ーブル

通常，統計が適用されるカラムはデータフィールドです．統計には以下の処理項目

があります．

処理なし－不定のをワークシートに格納します．任意の値を入力する領域を用意す

るにはこのオプションを使います．

総計－カラムの合計値を計算します．

最大－カラムの最大値を計算します．

最小－カラムの最小値を計算します．

件数－カラムの行数を計算します．（空白行はカウントされません．）空白行以外の

フィールドの件数を確認するときに使います．

平均－カラムの平均値を計算します．

標準偏差－カラムの標準偏差を計算します．

パーセンタイル－指定されたカラムの数値データについて指定されたパーセンタ

イル値を計算します．例：80%以下のデータを取得するには80を入力します．
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ダイアログ項目 説明

集計方法 小計－カラム内でキーカラムに基づいたグループ毎の小計を算出します．

総計－カラム毎の総計を算出します．．（カラムの全体行の最大，全体の平均など）

統計値をカラムに－小計値名はワークシートのカラムヘッダに“カラム名_処理名”

の形式で表示されます．（例：syscpu_sum，syscpu_cntなど）統計値名はワーク

シートの最終行に“overall_stat”と表示されます．

キーカラムを先頭にする－［統計値をカラムに］チェックボックスをオンにした場

合に表示されます．キーカラムに指定したカラムがワークシートの一番左側に表示

されます．

統計値を行に－小計値名／総計値名がワークシートの一番左側のカラムに表示さ

れます．小計値名は“キーカラム値_処理名”の形式で表示されます．（例：

1999/04/01_sum，1999/04/01_cntなど）各総計値名は， “総計_処理名”の形式

で表示されます．（例：総計_sum，総計_avg など）．

元の行を表示する－ワークシートに抽出データ行と統計値行を表示します．チェッ

クオフにすると統計値行のみ表示します．

データを統計する手順
1. 統計するワークシートを開きます．

2. ［ツール］メニュー－［統計］を選択します．

［ワークシートの統計］ダイアログが表示されます．

3. ［カラム］リストから，優先度の高い順にキーとするカラム名を選択

し［追加］ボタンをクリックします．［キー］リストに表示されます．

4. ［ソート方法］として，［昇順］か［降順］かを選択します．

5. キーとして日時フィールドが選択されているときは，時間間隔を指定

することができます．

6. ［集計方法］を指定します．

7. 各カラムで実行させる統計関数を選択します．

8. ［OK］ボタンをクリックします．

9. ［新規ワークシート］ダイアログに新しいワークシート名を入力し，

［OK］ボタンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キ

ー＋［Enter］キーを押下します．
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5.4.3 カテゴライズ

あるカラムのデータが一致するものでグループ化します．このツールでは，グ

ループ化のためのカテゴリ値を指定されたカラムに設定します．図 5.3のダイ

アログを使用します．

カテゴライズするキーカラムは，日時型または数値型を指定します．カテゴラ

イズ処理を行い作成されたワークシートには，カテゴリ値を示すカラムが追加

されます．カテゴリ毎にカテゴリ値(1,2,3,4,,,)が設定されます．カテゴリに当

てはまらないカラム値には，カテゴリ値0が与えられます．（カテゴリ値を示す

カラムは，ワークシート上で行を統計するキーカラムとして使われます．）

  

図 5.3［カテゴライズ］ダイアログ

カテゴライズを行うには，カテゴライズのキーとするカラムを選択します．キ

ーカラム内のどこからどこまでを一つのカテゴライズとするか，キーカラム値

の範囲を指定します．各範囲内にあるカラム値は，同じカテゴリに属します．

次の3通りの方法から間隔を定義します．

● 最小値から～この間隔で－キーカラムの最小値から最大値までを任意

に指定した値で一定間隔にカテゴライズしていきます．

● 最小値から～最大値まで～この数で－最小値から最大値までを指定し

た数で均等にカテゴライズします．

● 自由に設定－カテゴライズテーブルに任意の範囲を指定します．複数行

を指定することができますが，カテゴライズ範囲は重複はできません．

ある指定値が1行目のカテゴライズ範囲の終了値であり，かつ2行目の

カテゴライズ範囲の開始値である場合，カテゴリ値は小さい数値を割当

てます．メモ：'1999-03-29'のような日付が入力されると時間の初期値

は00:00:00になります．
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ワークシートが作成される場合，指定されたカテゴリ以外の値はカテゴリ0に
割り当てられます．

データをカテゴライズする
1. カテゴライズするワークシートを開きます．

2. ［ツール］メニュー－［カテゴライズ］を選択します．

3. ［カテゴライズ］ダイアログが表示されます．

4. ［カテゴライズするカラム］ドロップダウンリストからカテゴライズ

したいカラムを選択します．

5. ［結果を出力するカラム］にて，ワークシートに追加するカラム名を

指定します．追加するカラムにはカテゴリ値が入力されます．

6. ［カテゴライズ設定］から次のうち１つを選択します．

― 最小値から～この間隔で－ワークシートの最小値が表示されま

す．［適用］ボタンをクリックすると，［From／To］テーブルで

カテゴライズ範囲を確認することができます．（このオプション

は［カテゴライズするカラム］が日付タイプの場合は選択できま

せん．）

― 最小値から～最大値まで～この数で－ワークシートの最小値と

最大値が表示されます．カテゴライズ数を指定します．［適用］

ボタンをクリックすると，［From／To］テーブルでカテゴライズ

範囲を確認することができます．

― 自由に設定－［追加］ボタンをクリックし，［From／To］テーブ

ルにカテゴライズ範囲を入力します．

メモ：範囲指定を重複させることはできません．

7. ［OK］ボタンをクリックします．

［新規ワークシート］ダイアログで，新しいワークシート名を入力し［Ｏ

Ｋ］ボタンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キー

＋［Enter］キーを押下します．
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5.4.4 フィルタ

フィルタツールを使って，フィルタ条件を満たすデータの抽出または削除を行

います．図 5.4のダイアログを使用します．

フィルタ条件には，以下のものを指定できます．

● カラム名

● EMPグループに定義されているユーザ変数

● 処理順序

● 標準関数

例えば，複数のシステムから抽出されたデータである特定のシステム名につい

て の デ ー タ の み を 抽 出 し た い 場 合 ， フ ィ ル タ 条

件： %'sysname'='system_name'を入力します．（例:%'sysname'='NTSVR1'）
詳しくは，OCMM のオンラインヘルプにある"フィルタ条件"を参照して下さ

い．

図 5.4［フィルタ］ダイアログ
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表 5.4［ワークシートのフィルタ］ダイアログ－［フィルタ］タブ

ダイアログ項目 説明

下位 各カラムに対して任意の数値を入力すると，最も値の大きい順に指定

した行数分のデータ(行)が抽出されます．

上位 各カラムに対して任意の数値を入力すると，最も値の小さい順に指定

した行数分のデータ(行)を抽出します．

上限や下限の指定はオプションです．

複数の上限／下限の指定はOR条件としてみなされます．

フィルタ条件 フィルタ条件式を入力します．１つ以上のフィルタ条件を入力しなけ

ればなりません．複数のフィルタはAND条件としてみなされます．

フィルタ条件式の入力補助に［計算式］ダイアログが用意されていま

す．［計算式］ボタンをクリックします．

処理順序 上限／下限計算をいつ行うか指定します．

上限／下限計算を行った後にフィルタ条件式を適用します．

フィルタ条件式を適用した後に上限／下限計算を行います．

上限／下限計算を指定していない場合，この設定は無視されます．

上限／下限計算を行

ったあとフィルタ条

件を適用

上限／下限計算に該当するデータ(行)を除外します．該当しないデータ

(行)を抽出する場合はチェックオンにします．初期設定ではチェックオ

フになっています．上限／下限計算を指定していない場合，この設定

は無視されます．

フィルタ条件を適用

した後上限／下限計

算を行う

フィルタ条件式に該当するデータ(行)を除外します．該当しないデータ

(行)を抽出する場合はチェックオンにします．初期設定ではチェックオ

フになっています．フィルタ条件を指定していない場合，この設定は

無視されます．

データのフィルタ
1. フィルタを実行するワークシートを開きます．

2. ［ツール］メニュー－［フィルタ］を選択します．［ワークシートのフ

ィルタ］ダイアログが表示されます．

3. ［上限／下限］または［フィルタ条件］テキストボックスに１つ以上

フィルタ条件を入力します．

4. 必要に応じて，［処理順序］等を選択し，［OK］ボタンをクリックしま

す．

5. ［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［OK］ボタ

ンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キー＋［Enter］
キーを押下します．
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5.4.5 結合

同じEMPグループ内の2つのワークシートを１つに結合するには，結合ツール

を使います．

結合処理は，いくつか共通するフィールドで同じ値を持つカラム値をキーとし

てワークシートを結合します．例えば，ある同一のシステムから抽出処理を行

い複数のワークシートが作成された場合，各ワークシート同士の収集間隔が同

じであれば，日時カラムをキーとしてこれらのワークシートを結合することが

できます．（PDBからデータの抽出を行う場合は，抽出ウィザードの自動結合

機能を使用します．"ダイアログ３　基準ページ"参照．

結合処理では，カラムをペアで指定します．ペアに指定されたワークシート1
のカラムとワークシート2のカラムは，一つのカラムに結合し，新しいワーク

シートを作成します．カラム名はワークシート1から順に付けられます．

結合条件が開始時間や終了時間のような日時カラムの場合，［統合間隔］を指

定することによってさらに行を統計することができます．これは統計ダイアロ

グでの時間間隔の設定と同様です．"統計"参照．

同じ名前のカラムが両方のワークシートにあり，結合(ペア)を指定していない

場合，新しいワークシート上では，それぞれのカラムを作成します．カラム名

は，「ワークシート名.カラム名」の形式で作成されます．例えば，カラム名：

consintlがワークシート1とワークシート2の両方にある場合，新しいワークシ

ートには，カラム名：ワークシート1.consintlとカラム名：ワークシート

2.consintlが作成されます．

また，欠測値(protflts)をもつワークシートが処理データ(procutil)をもつワー

クシートに結合されるという特徴もあります．結合した２つのワークシートの

共通カラムは，結合条件としてみなされます．
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図 5.5 ［結合］ダイアログ

２つのワークシートを結合する手順
1. 結合するワークシートの一方を開きます．（ワークシートをアクティ

ブにする．）

2. ［ツール］メニュー－［結合］を選択します．

［ワークシートの結合］ダイアログの［ワークシート1］には，アクテ

ィブになっているワークシートとそのカラム一覧が表示されます．

3. ［ワークシート2］には，結合を行うもう一方のワークシートを選択し

ます．

4. ワークシートを結合するキーカラムを指定します．

― ［ワークシート 1］カラムリストと［ワークシート2］カラムリス

トから対応させるカラムのペアをそれぞれクリックします．

― ［追加］ボタンをクリックします．

― 結合されたカラムが［データ結合基準］に追加されます．

5. 他にもキーカラムを作成するには，ステップ4を繰り返します．

6. 日時カラムを結合するキーカラムに指定すると［統合間隔］を選択す

ることができます．

7. ［OK］ボタンをクリックします．

8. ［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［OK］ボタ

ンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キー＋［Enter］
キーを押下します．
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EMPブラウザの［EMPグループ］タブでは，［ワークシート1］に指定

したノード配下に結合処理後のノードが作成されます．結合ノードを右

クリックし［二次ソース表示］を選択すると，ノードを作成するのに使

われたもう一方の［ワークシート2］を反転表示します．

  

5.4.6 アペンド

EMPグループ内であるワークシートを別のワークシートの最終行に追加する

には，アペンドツールを使います．新規作成されるワークシートの行数は，指

定したワークシートの行数の合計になります．

アペンドツールは，結合するワークシート同士のカラム名をキーカラム(ペア)
に指定します．新規作成されるワークシート上では，キーカラム(ペア)に指定

されたカラム同士が一つのカラム名に統一されます．キーカラム(ペア)に指定

されていないカラムは，「カラム名. ワークシート名」の形式で作成されます．

例えば，ワークシート1にカラム名：consintlがあるとき，新しいワークシート

上では，カラム名：consintl.ワークシート1となります．
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図 5.6 ［アペンド］ダイアログ

メモ：アペンドツールは行を結合するツールではありません．あるワークシー

トの行と同じ行をもつ別のワークシートの行を結合したいときは，結合ツール

を使います．

あるワークシートと別のワークシートを結合する手順
1. 対象のワークシートを開きます．（ワークシートをアクティブにす

る．）

2. ［ツール］メニュー－［アペンド］を選択します．

［ワークシートのアペンド］ダイアログの［ワークシート1］にはアク

ティブになっているワークシートとそのカラム一覧が表示されます．

3. ［ワークシート2］には，［ワークシート1］に追加するワークシートを

選択します．

4. 結合するキーカラム(ペア)を指定します．

― ［ワークシート 1］カラムリストと［ワークシート2］カラムリス

トから，対応させるカラムのペアをそれぞれクリックします．

― ［追加］ボタンをクリックします．
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― キーカラム (ペア)がリストの下のテーブルに追加されます．［新

しいカラム名］にワークシート1のカラム名が初期値で付けられ

ます．必要に応じて［新規カラム名］を変更します．

5. 他にもカラムを結合するときは，ステップ4を繰り返します．

6. 新規作成するワークシート上で，キーカラム(ペア)に指定していないカ

ラムを表示させない場合は，［指定されなかったカラムを無視する］オ

プションを選択します．

7. ［OK］ボタンをクリックします．

8. ［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［OK］ボタ

ンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キー＋［Enter］
キーを押下します．

EMPブラウザの［EMPグループ］タブでは，［ワークシート1］に指定

したノード配下にアペンド処理後のノードが作成されます．アペンドノ

ードを右クリックし［二次ソース表示］を選択すると，ノードを作成す

るのに使われたもう一方の［ワークシート2］を反転表示します．

5.4.7 欠測値の挿入

ワークシート中にあるデータ(行)が欠落している場合は，その部分に対して行

を追加しカラムに値を挿入します．欠測値の挿入ツールは，不規則な間隔でデ

ータ(行)が欠落している場合ではなく，規則正しいある一定間隔で連続した値

が必要なときに使います．

例えば，グラフの作成時など，X軸として使用するカラムに欠落行が含まれて

いる場合，X軸に使用するカラム値に任意の一定間隔を持たせ，欠測値を埋め

ることができます．

例えば， 1時間毎のデータ抽出間隔で作成されたSheet2は，カラム

'protflts_sum'の値が０のデータ(行)は除外されており，欠測値を含んでいます．

                        

図 5.7　欠測値挿入の実行前（左）と実行後（右）
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このデータを使ってグラフを作成するとき，グラフから除外されているデータ

(例えば，14：00分のデータなど)があり，正確にグラフ化するためには，12:00
から18:00までの１時間間隔における全データが必要です．

Sheet3には，欠測値の挿入ツールを使って挿入された日時カラムの値がありま

す．カラム'sdattim'のグリッドの間隔には，"01:00:00"が指定されます．

  
Sheet3をもとにグラフ3を作成します．12時から18時までのすべての時間間隔

が表示されます．

図 5.8　X軸に欠測値の挿入を行ったグラフ

最適な結果を得るには，

・ 欠測値の挿入を行うワークシートはソートされている必要があります．

・ カラムの現在の値は，3,6,9,_,15などのように，ある期間の値が欠測し

ていても，計算結果が同一になる必要があります．
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図 5.9 欠測値の挿入ダイアログ

テーブルに欠測値を挿入するには
1. 欠測値を挿入するワークシートを開きます．

2. ［ツール］メニュー－［欠測値の挿入］を選択します．

［欠測値の挿入］ダイアログが表示されます．

3. ［カラム］を選択します．

4. ［グリッドステップ］を入力します．設定値は正の整数値または引用符

で括った日時値を入力します．例えば，日時カラムの場合は'hh:mm'や
'hh:mm:ss'などの形式で引用符を入力します．

5. ［OK］ボタンをクリックします．

6. ［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［OK］ボタ

ンをクリックします．ワークシートプロパティを確認するには，ワーク

シートを右クリックしプロパティを選択します．
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5.5 ツールの［高度なツール］メニュー

このセクションにおけるすべての手順は，［表示］メニュー－［オプション］

－［一般］タブの設定が有効になります．オプションの設定の詳細は"オプシ

ョンの設定"を参照して下さい．

5.5.1 交差結合

キーとカテゴリによって分類されたデータのテーブル形式を変更します．

このツールは，共通フィールドのようなデータを指定するために使われるカラ

ムで，データ数が多いワークシートに適用できます．カテゴリ化指定したひと

つのカラムにあるデータを，キー値に従い複数のカラムとして展開します．

交差結合には以下の手順があります．

● 'カテゴリ'による'データ'表示が優先されます．ワークシートの行は'キー

'として特定されたひとつ以上のカラムにおけるデータに従ってソート

されます．新しいワークシートでは，ある行が各ユニークキー値のため

に作成されます．

● カテゴリカラムのユニーク値は，昇順に配置されます．各値はカテゴリ

として選択されたカラム名であるcategory_1を開始としてカテゴリに

名前を登録します．

● 新しいワークシートでのカラムは，一連のセットで設計されます．

Set0－キーとして使われたワークシートのカラム

Set1－category_1にあるデータのカラム

Set2－category_2にあるデータのカラム

各データカラムのセットには，ワークシートに特定された各'データ'カ
ラムのためのカラムがあります．

交差結合の適用はデータの統計より優先されます．統計でキーとして使われた

カラムは，交差結合でキーまたはカテゴリとして使用するすべてのカラムを含

む必要があります．

交差結合の例
ワークシート'vj5'はスタート地点です．resrcidカラムはsd0,sd2,sd3デバイス

を一覧表示し，dbカラムは，10分間隔の使用法を意味しています．20分間隔

における各デバイスの統計と最大dbを求めます．
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図 5.10 統計処理を行うワークシート vj5

20分間隔で各システムの各リソースの単一行を取得するには，データは

sysname,resrid,sdattimによって統計する必要があります．ワークシート'vj6'
は統計結果を表示します．そのワークシートの行は，各ユニークなsdattim-
sysname-resrcidの組み合わせを持っています．
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図 5.11 統計処理後のワークシート vj6

統計の一部としてワークシート'vj5'のdbカラムは，合計と最大値を持ちます．

これらの統計は，ワークシート'vj6'に関連するdb_sumとdb_maxに表示されま

す．

  
ワークシート'vj6'では，各sdattim-sysnameの結合は多数表示されます．交差

結合は各結合で1行のみ存在するように使われます．

交差結合のプロパティは図 5.12に表示されます．キーやカラムはsdattimと

sysnameです．Resrcidはカテゴリカラム，db_sumとdb_maxはデータカラム

として使われます．
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図 5.12 ［交差結合］ダイアログ

ワークシート'vj7'は'vj6'の行の交差結合です．ここでは，resrcid('vj6'のカテゴ

リカラム)における各ユニーク値であるdb_sumとdb_max('vj6'のデータカラ

ム )から新しいカラムを作成するためにデータと結び付いています．

（sd0_db_sum,sd0_db_max,sd2_sum,sd_db_maxなど）

 

図 5.13 交差結合処理後のワークシート vj7

［カラムの値をカラム名として使用する］チェックボックスが選択されていな

い場合，新しいワークシートは次のように表示されます．
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図 5.14 交差結合処理後（［カラムの値をカラム名として使用する］チ

ェックボックスが選択していない場合）のワークシート vj7

ワークシート'vj8'では，最初の2行(キーとして使われたカラム)は'vj7'と同じで

すが，今回はカテゴリカラムresrcid_nがデータカラムの各セットの前に追加

されます．最初のresrcidの値がカラムresrcid_1に，隣接するdb_sum_1や
db_max_1カラムにそのデータが表示されます．2番目のresrcidの値がカラム

resrcid_2に，隣接するdb_sum_2やdb_max_2カラムにそのデータが表示され

ます．

ワークシートのデータを交差結合する

1. 交差結合を行うワークシートを選択します．

2. ［ツール］－［高度なツール］－［交差結合］を選択します．［交差結

合ワークシート］ダイアログが表示されます．

3. ［カラム］リストからその名前をダブルクリックします．カラムがキー

一覧に表示され，ダイアログの下にあるテーブルから削除されます．

4. キーが，統計に必要なデータで，ある日時カラムを含んでいるとき，［統

合間隔］を指定することによって交差結合の過程に統計を組み込むこと

ができます．

5. テーブルで［カテゴリに使用する］テーブルを選択します．（複数のカ

ラムが選択されます．）

6. ［データ］となるカラムを選択します．

―あるいは―

［Use as data … columns］を選択し，'All'を選択するか数値を入力し

ます．例えば，2という数値は，'キー'や'カテゴリ'が決定したあと，ワ

ークシートに残っているカラムの最初の２つがデータカラムとして選

択されることを意味しています．

メモ：ワークシートが固定されたカラム名を含まない場合（例：交差結

合により構築されたワークシート），交差結合が後になって再構築され

るとき支障をさけるため，後者のオプションのみ指定できます．

7. 関連するカラムのヘッダに各カテゴリ値を挿入するには，［カテゴリの

値をカラム名として使用する］を選択します．（あるカラムがカテゴリ

である場合，選択不可．）

このオプションが選択されていない場合，前述した関連するデータカラ

ムカテゴリは別々のカラムに表示されます．

8. [OK]ボタンをクリックします．

9. [新規ワークシート]ダイアログで，新しい名前を入力し，［ＯＫ］ボタ
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ンをクリックします．

新しいワークシートが作成されます．プロパティを確認するには［Alt］
キー＋［Enter］キーを押下します．

5.5.2 交差分割

交差分割は，交差結合の逆の処理を行います．複数のカラムに配置されたデー

タを１つのカラムに結合されます．

このツールは，ファイルからデータ抽出したワークシート上で使用されます．

そのワークシートは，交差結合から作成されたカラム（例えば，カテゴリによ

ってグループ化されたデータ）で構成されます．

メモ：

交差分割は，交差結合を逆にするためのツールではありません．交差結

合が適用される前にデータを見るためにEMPグループで交差結合ノー

ドを検索し，構築されたノードを開いたり再構築したりします．

交差分割の例

ワークシート'vs_1'には，ユーザがある日あるシステムにログインした回数デ

ータがあります．

図 5.15 ワークシート vs_1

交差分割を使って，あるカラムにユーザ名が，そして他のカラムにユーザがロ

グインした回数が表示されるように，この情報は再調整されます．
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図 5.16 ［交差分割］ダイアログ

ダイアログの下にあるテーブルは，カラムをキーとして設定したり他のカラム

をカテゴリに割り当てたりするのに使われます．上にあるテーブルはさまざま

なカテゴリを表示します．カウントは，カテゴリに指定されたカラムの個数で

す．ラベルはワークシートのカテゴリカラムに入力された値を表示します．

図 5.17 交差分割処理の出力結果ワークシート vs_2のワークシート'vs_2'は
交差分割の結果を含みます．
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図 5.17 交差分割処理の出力結果ワークシート vs_2

メモ：

カラム名を変更するには，［ワークシートダイアログ］プロパティを使

います．ダイアログを開くには，ワークシートを右クリックしワークシ

ートプロパティを選択します．カラム名一覧にカラム名が表示されます．

各端末でユーザごとのログオン合計と平均を求めるため，ワークシートを統計

することができます．これらの計算はワークシート'vs_1'には適用されません．

ワークシートデータを交差分割する手順
1. ワークシートを開きます．

2. ［ツール］－［高度なツール］－［交差分割］を選択します．［交差分

割］ダイアログが表示されます．ワークシートのカラムは，下方にある

テーブルのカラム名配下に一覧表示されます．

3. キーカラムを設定します：キーとして設定する各カラムの［キー］チ

ェックボックスを選択します．ソート順を変更するには移動するカラム

を選択し，［上へ］または［下へ］をクリックします．

4. キーでないカラムにカテゴリを設定します：カラムにカテゴリを設定す

るには，そのカテゴリ番号を入力します．

あるカラムが欠測値のデータで，もう一方がそのデータを特定したラベ

ルとなっている場合（日時reading,システム名），その２つのカラムは

同じカテゴリ番号をもつことができます．

キーでないカラムにカテゴリを指定していないとき，そのカテゴリ番号

は１です．

メモ：カラムが同じカテゴリ番号を共有し［ラベルとして使用］オプシ

ョンが選択されていない場合，交差分割はワークシートで余分なデータ
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カラムを作成します．

5. 各カテゴリでラベルを選択します．（各カテゴリのラベルは，ワークシ

ートのカテゴリカラムで作成された項目です．このカラムはデータカラ

ムのすぐ左に表示されます．）

― ２つのカラムが同じカテゴリ番号を持っている場合，適切なカラ

ムに［ラベルとして使用］のチェックボックスをオンにします．

これはラベルが関連するデータとして同じ行にくるよう，ワーク

シートのカテゴリカラムにこのカラムからの出力データを移動

します．

―あるいは―

― カラムが関連するラベルカラムを持たないとき，すなわち自分自

身がカテゴリの場合，上にあるテーブルでこのカラム／カテゴリ

にラベルを入力します．

メモ：交差分割はワークシートからカラム名を読み込むために［ラベル

として使用］を使うわけではなく，カラムの行にあるデータを読み込ん

だり，それらを新しいワークシートのカテゴリカラムに配置したりしま

す．

6. ［ＯＫ］ボタンをクリックします．

7. ［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［ＯＫ］ボ

タンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キー＋［Enter］
キーを押下します．
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5.5.3 実経過時間

あるタスクがアクティブであった時間の長さを計算します．実経過時間ツール

はプロセスについてのデータを使う場合に設計されたツールです．

例えば，次の図は，1999年5月のUnixシステムにおける各ユーザのCPU使用

率を記録したワークシートです．

 

図 5.18 CPU使用率を記録したワークシート例

各ユーザ毎の1日単位の最大値を表すように実経過時間のワークシートを作成

します．カテゴリをrcnsumid，時間間隔を24時間に指定します．Userのよう

にユニークなカテゴリには，1日のうちでアクティブな時間があれば，日時フ

ィールドがあります．ユーザの1日の実経過時間は，ユーザがアクティブであ

る時間間隔の合計になります．
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図 5.19 実経過時間の出力結果ワークシート

実経過時間ダイアログを図 5.20に示します．

図 5.20 ［実経過時間］ダイアログ
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表 5.5 ［実経過時間］ダイアログ－［実経過時間］タブ

ダイアログ項目 説明

開始日時カラム 各時間間隔の開始時間を含むカラムを指定します．

終了日時カラム 各時間間隔の終了時間を含むカラムを指定します．

時間間隔 指定した統合時間間隔内での実経過時間を算出します．

実経過時間カラム

名

実経過時間を表示するカラム名を指定します．

カテゴリカラム 選択したカラム内の各ユニークな値(プロセス名など)について実経過時間

を算出します．

実経過時間を計算する
1. ワークシートを開きます．

2. ［ツール］メニュー－［高度なツール］－［実経過時間］を選択します．

［実経過時間］ダイアログが表示されます．

3. ［開始日時カラム］と［終了日時カラム］を選択します．日時データ型

のカラムのみが選択可能となります．

4. ［時間間隔］を選択します．実経過時間を計算するための統合間隔を指

定します．

5. ［カテゴリカラム］フィールドから，グループ化するカラムを選択しま

す．カテゴリカラムを選択している場合は，カラム内の各ユニークな値

(プロセス名など)について，統合時間毎の実経過時間を算出します．カ

テゴリが選択されていなければ，統合間隔毎の総実経過時間が表示され

ます．

6. ［実経過時間カラム名］にカラム名を入力します．初期設定では，カラ

ム名：active_timeが設定されています．必要に応じて名前を変更しま

す．

7. ［ＯＫ］ボタンをクリックします．

8. ［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［ＯＫ］ボ

タンをクリックします．

作成されるワークシートはカテゴリカラム値，日時カラムの昇順にソー

トされます．

プロパティを確認するには［Alt］キー＋［Enter］キーを押下します．
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5.5.4 回帰分析

最小二乗法を使って，既存のデータをもとに将来や過去の予測を立てる場合は

回帰分析ツールを使います．

回帰分析ツールでは，はじめにワークシートをグラフ化する際のX軸に使用す

るカラム(通常は日時カラム)を選択します．X軸に使用するカラム値には，任

意の時間間隔と期限を定義します．次に，Y軸には予測値を算出するカラムを

選択します．X軸にもとづいて推移するカラム値を算出します．

回帰分析で指定する項目は以下のとおりです．

● 追加行－予測数（追加行数）を指定することができます．

● ステップ－時間間隔を指定することができます．

● 単位－時間間隔の単位を指定します．

● リミット－リミット（通常，将来または過去の時間についての期限）を

指定することができます．

［単位］の指定を除き，上記の項目のうち2つを指定します．OCMM は以下

の計算式を使って残りの指定値を計算します．

：（上限－下限値）／ステップ＝追加する行

過去への予測データについて，上限値は現在のデータから示され，下限値は計

算されます．将来への予測データについては，この逆になります．

この例では，図 5.21 'ワークシート1'について回帰分析を行います．'ワークシ

ート1'のデータは，カラム名：sdattimをキーカラムとして24時間間隔毎に統

計値をとったものです．統計処理は，カラム名：ptotcpuついて，合計値，最

大値，最小値，件数，平均値を算出しています．

図 5.21 回帰分析を行うワークシート
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図 5.22［回帰分析］ダイアログの設定では，'ワークシート1'のカラム名：

ptotcpu_averageの値について，これから5日間分の将来を予測します．

図 5.22 ［回帰分析］ダイアログ

図 5.23 回帰分析の出力結果ワークシート

回帰分析を行う手順
1. ワークシートを開きます．

2. ［ツール］メニュー－［高度なツール］－［回帰分析］を選択します．

［回帰分析］ダイアログが表示されます．

3. XカラムとYカラムを選択します．

4. 予測方向を選択します．将来へ向けて予測する場合は［前方］を選択

し，過去へ向けて予測する場合は［後方］を選択します．

5. ［引数の設定］にて，［追加行］／［ステップ］／［リミット］の内か
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ら，計算方法を選択します．各テキストボックスの右にあるラジオボタ

ンをクリックすると，設定が有効になります．テキストボックスへの入

力は無効になります．

6. 残りの2つのテキストボックスへの値の入力は有効です．必要な値を入

力します．

例： ［Xカラム］に日時カラム選択している場合にて1時間間隔で

10行を追加します．

1) ［リミット］ラジオボタンをチェックします．

2) ［追加行］に'10'を入力します．

3) ［ステップ］に'1'を入力します．

4) ［単位］に'時'を入力します．

［リミット］には，上記の指定から算出された日時が設定されま

す．

  
7. ［ＯＫ］ボタンをクリックします．

8. ［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［ＯＫ］ボ

タンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キー＋［Enter］
キーを押下します．

5.5.5 参照表によるカテゴライズ

参照表を用いてワークシートをカテゴリ化するには，［参照表によるカテゴラ

イズ］ツールを使用します．

利用者はカテゴリ化するデータを含むカラムと参照表を含むファイルを選択

します．または，参照表内のカテゴリ値を含むカラムを選択するか，初期値の

カテゴリ値と新しく作成されるカラム名を指定することもできます．

作成されたワークシートには，新しいカテゴリカラムが追加されます．（カテ

ゴリカラムはワークシートで行を統計するキーとして使われます．）

メモ：

［参照表によるカテゴライズ］と対象的な［カテゴライズ］ツールは，

値が存在する範囲内の間隔をもとに，データを数字で表したカテゴリに

登録します．（"
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カテゴライズ"参照）

図 5.24 ［参照表によるカテゴライズ］ダイアログ

表 5.6 ［参照表によるカテゴライズ］ダイアログ－［参照表］タブ

ダイアログ項目 説明

参照表 参照表を選択するには，［参照表の選択］をクリックします．

入力ワークシートカラ

ム

［参照表によるカテゴライズ］が選択された時，選択したワークシ

ート上にあるカラム

参照表カラム ダイアログの最初に指定されたカラム

カテゴリ化キー 入力テーブルと参照表テーブルの間でリンクしているカラム

右のカラムからのカテ

ゴリ値を得る

カテゴリ値を含む参照表のカラムを選択します．この値は，キーに

指定されたカラムではありません．

カテゴリ値の省略値 ワークシートが作成されるとき，参照カラムに表示された入力カラ

ムの値が，ここで指定されたカテゴリに設定される．

新カラム名 新規ワークシートのカテゴリカラム名
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参照表によるデータのカテゴライズの手順
この操作を行う前に，参照表が必要です．

1. ワークシートを開きます．（ワークシートをアクティブにします．）

2. ［ツール］－［高度なツール］－［参照表によるカテゴライズ］を選択

します．

［参照表によるワークシートのカテゴライズ］ダイアログが表示され，

続いて［参照表の選択］ダイアログが表示されます．

3. 参照表がメインウィンドウに表示されていると，［開かれているワー

クシートから選ぶ］オプションを使用して参照表を選択し，［ＯＫ］ボ

タンをクリックします．

―あるいは―

参照表がメインウィンドウに表示されていなければ，［ファイルから］

オプションを使用して参照表の入力または選択を行って，［ＯＫ］ボタ

ンをクリックします．

4. カテゴライズキーを作成します．

― ［入力ワークシートカラム］リストから項目をクリックします．

― ［参照表カラム］リストから項目を選択します．

― ［追加］ボタンをクリックします．

5. 他のカテゴライズキーを作成するためには手順4を繰り返します．

6. ［右のカラムからカテゴリ値を得る］オプションを使用してカテゴリを

選択します．

7. ［カテゴリ値の省略値］で，参照表に表示されていない入力カラムの値

を登録するために，カテゴリを入力します．

8. ［新カラム名］ボックスで，新しいワークシートにおけるカテゴリのタ

イトルを入力します．

9. ［ＯＫ］ボタンをクリックします．

10. ［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［ＯＫ］ボ

タンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キー＋［Enter］
キーを押下します．

5.5.6 参照表の作成

参照表によるカテゴライズを使用するには，適切な参照表を含む保存済みのフ

ァイルが必要です．拡張子がOWSで，EMPグループの一部ではないOCMM で
作成されたワークシートが典型的なファイルです．［参照表の作成］ツールは，

そのようなファイルを作成する簡単な方法を提供します．作成されたファイル

には，デフォルト名参照表nがつきます．nはOCMM の現在のセッションで作

成されたn番目の参照表を意味します．

テーブルには，テーブルから選択したキーカラムがあります．１つだけキーカ

ラムを選択すると，参照表には，指定したカラムで見つかった各ユニークな値

が1行あります．複数キーカラムを選択すると，参照表には，指定したカラム
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で見つかった各ユニークな結合値が1行あります．参照表には，カテゴリとい

う名前のカラムもあります．そのカラムはカテゴリ値を入力したカラムにあり

ます．

参照表を作成する手順：
1. ワークシートを開きます．ワークシートには，後の参照表のカテゴラ

イズ操作で使われる入力カラムを含んでいます．

2. ［ツール］－［高度なツール］－［参照表の作成］を選択します．［参

照表の作成］ダイアログが表示されます．

3. ［キーカラム名］リストから，参照表で表示するカラムを選択します．

参照表のカテゴライズでキーとなるすべてのカラムを含みます．

4. ［カテゴリカラム名］のデフォルト名は，「カテゴリ」です．必要に応

じて変更できます．

メモ：'カテゴリ'という名前は，カテゴリカラムを自動的に配置するた

めに参照表によるカテゴライズで使われます．変更は，カテゴリカラム

を追加する場合に必要です．例：テーブルは，さまざまに設定されたカ

テゴリカラムをもつ複数の参照操作に使われます．

5. ［ＯＫ］ボタンをクリックします．

参照表テーブルが作成されます．

6. １～複数のカラムによってテーブルをソートする場合は，［ツール］－

［ソート］を選択します．（ソートツールに関しては"5.2.3    ソート"
に記述されています．）

メモ：ワークシートがEMPグループに属していないと，適用する操作

は新しいワークシートには反映されません．

7. カテゴリカラムで各キー値に設定するカテゴリ名を入力します．

8. ［ファイル］－［名前を付けて保存］を選択します．適切な場所にファ

イルを保存します．

5.5.7 転置

ワークシートの行と列を入れ替えるには，転置ツールを使います．具体的には

以下の処理を行うことができます．

● 行番号をカラムヘッダ行に割当て，逆に元のカラムヘッダ行(カラム名)
を1列目のカラム値に入替えます．

● 任意に指定するカラム値をカラムヘッダ行に割当て，逆に元のカラムヘ

ッダ行(カラム名)を1列目のカラム値に入替えます．

このツールは，各行のデータ型が同じであるワークシートに対して有効となり

ます．このデータの調整は，カラムの値が同じデータ型である他のOCMMツ

ールへの適用は適切でありません．例：ワークシートのソート，結合，統計の

ためキーカラムの指定に使うなど．
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［転置］ダイアログを図 5.25に示します．

図 5.25 ［転置］ダイアログ

表 5.7 ［転置］ダイアログ－［転置］タブ

ダイアログ項目 説明

名前 作成されるワークシートの一列目のカラムヘッダ名になります．

説明 ワークシートのカラム見出しをポイントすると，説明内容がコンテキス

トで表示されます．

行番号をカラム見出

しに使用する

ワークシートの行番号をカラムヘッダに割当てます．例：行番号‘12’
はカラムヘッダ上で‘_12’と表示されます．

特定のカラムの値を

カラム見出しに使用

する

任意に指定するカラム値をカラムヘッダに割当てます．例：一列目のカ

ラム値‘a’はカラムヘッダ上で‘a’と表示されます．このオプション

を選択すると，ラベルを含んでいるワークシートのカラムを指定できま

す．オプションとして，選択したカラムでソートすることができます．

データの転置手順
1. ワークシートを開きます．（ワークシートをアクティブウィンドウに

します．）

2. ［ツール］メニュー－［高度なツール］－［転置］を選択します．［転

置］ダイアログが表示されます．

3. ［新規カラム名］を指定します．必要に応じて［説明］を入力します．

4. 転置の処理方法に［出力ワークシートのヘッダに行番号を使用］または

［出力ワークシートのヘッダ行に特定のカラムの値を使用］を指定しま
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す．後者を指定する場合は，対象となるカラム名を選択します．

5. ［ＯＫ］ボタンをクリックします．

［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［ＯＫ］ボ

タンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キー＋［Enter］
キーを押下します．

5.5.8 ピボットテーブル

統計処理の一種にピボットテーブルツールがあります．ピボットテーブル処理

では，キーカラムをもとに抽出データの統計計算や統合を行います．統計ツー

ルとの違いは，統計値の'統計'を算出することができる点です．

図 5.26 ピボットテーブル処理を行うワークシート

● 統計処理はまず任意に指定したキーカラムをもとにデータのソートを

行い，共通するデータ(レコード)をグループ化します．通常，キーカラ

ムには，日時カラム，システム名カラム等を指定します．日時カラムを

選択している場合，統合間隔を指定することができます．

● キーカラム値毎に共通するデータ(レコード)は１レコードに統合され

ます．

● グループ化(統合)したデータに対して各統計処理を指定し，統計値を算

出します．

このツールの使用方法を説明するために，以下のようなテーブルを考え，各シ

ステムで1時間隔毎にsyscpuとusrcpuの合計値，件数，平均値を求めます．

図 5.27のピボットテーブルダイアログでは，
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● sysnameとsdattimがキーカラムとして選択されています．システム名

と収集開始時刻もとにデータを昇順にソート／グループ化／統計計算

を行います．．さらにここでは，キーカラムに収集開始時刻カラム

(sdattim)を選択しているので，10分間隔で収集されているデータを1
時間隔に統合します．

● 統計処理は，［カラム］リストより選択されたカラムを対象に行います．

ここでは，カラム名：syscpu，usrcpuについて計算します．

● 統計処理は合計値，平均値，件数とパーセンタイル値は25番目と50番
目について計算します．統計値の統計には，件数の合計値を算出します．

図 5.27 ［ピボットテーブル］ダイアログ

ワークシート'pivot2'はピボットテーブルの結果です．1列目のカラムには，計

算対象カラム毎の統計処理名が表示されます．カラム名：overall_statには，

行毎の総統計値が表示されます．
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図 5.28 ピボットテーブル処理の出力結果ワークシート

表 5.8 ［ピボットテーブル］ダイアログ－［ピボットテーブル］タブ

ダイアログ項目 説明

キー ソートおよび統計処理時にキーとして指定されたカラムの一覧を表示します．通

常，キーとして選択するカラムは共通フィールド(common)になります．（“8.2
通出設定－common fields”参照）

［カラム］フィールドからカラムをダブルクリックし，［キー］フィールドに移

動します．

キーカラムの選択順でソートを行います．

カラム 統計処理を行うカラムを選択します．

ソート方法 キーカラムを昇順または降順にソートします．

時間 日時カラムをキーカラムに指定すると，ここで指定した時間間隔が適用されま

す．例：

● なし－時間間隔の統合を行いません．

● 15 分－同じ日の14：00：00から14：59：00までの範囲にある行は，15分
毎に4行に統計されます．

14：00：00（14：00：00 <= t <14：15：00の範囲で行を統合）

14：15：00（14：15：00 <= t <14：30：00の範囲で行を統合）

14：30：00（14：30：00 <= t <14：45：00の範囲で行を統合）

14：45：00（14：45：00 <= t <=14：59：00の範囲で行を統合）

● プロファイルを使用－プロファイル名とカンレンダ名を選択するコンボボ

ックスが表示されます．プロファイルで指定している時間範囲内のデータ

と時間範囲外のデータをそれぞれ統合／統計計算します．プロファイルが1
日のうち，時間範囲を2つ指定している場合(例：10:00～12：00，15：00
～17：00)は，それぞれの時間帯毎のレコードが作成されます．

プロファイルで指定している時間帯のデータのみを統合／統計計算する場合は，

［プロファイルにない期間を無視］をチェックします．チェックオフの場合は，

プロファイルで指定している時間範囲内のデータと時間範囲外のデータをそれ

ぞれ統合／統計計算します．
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ダイアログ項目 説明

統計 通常，統計が適用されるカラムはデータフィールドです．統計には以下の処理項

目があります．

● 合計－カラムの合計値を計算します．

● 最大－カラムの最大値を計算します．

● 最小－カラムの最小値を計算します．

● 件数－カラムの数を計算します．（空白行はカウントされません．）

● 平均－カラムの平均値を計算します．

● 標準偏差－標準偏差を計算する．

● パーセンタイル－指定されたカラムの数値データについて指定されたパー

センタイル値を計算．例：50%以下のデータを取得するには50を入力する．

新規ワークシートには，計算対象カラム毎に各統計値が1行ずつ表示されます．

統計名は‘カラム名_統計名’の形式で表示されます．

算出した統計値の‘統計’計算を指定するには，ダイアログ下部［統計値の統計］

の各チェックボックスを選択します．計算結果は‘統計名_of_統計名’の形式で

表示されます．

  

ピボットテーブルを作成する手順
1. ピボットテーブルを作成するワークシートを開きます．

2. ［ツール］メニュー－［高度なツール］－［ピボットテーブル］を選択

します．［ピボットテーブル］ダイアログが表示されます．

3. ［カラム］リストから，優先度の高い順にキーとするカラム名を選択し

［追加］ボタンをクリックします．キーリストに表示されます．

4. ［カラム］リストから統計処理を行うカラム名を選択します．

5. ［ソート方法］で，必要に応じて［昇順］または［降順］を選択します．

6. 日時フィールドをキーカラムに指定していると時間間隔を設定するこ

とができます．

7. ダイアログ中段の［統計］の各チェックボックスから統計する項目を選

択します．

メモ：カラム型に関わらず各統計方法を指定できますが，カラム型が統

計方法と互換性 のない場合には適用されません．

8. パーセンタイル値を計算する場合は，［パーセンタイル0］ボックス～

［パーセンタイル9］ボックスに0～100の整数値を指定します．（指定

値が0であるボックスのパーセンタイル値は計算されません．）

9. ダイアログ下部の［統計値の統計］グループで必要なオプションを選択

します．

メモ：カラム型に関わらず各統計方法を指定できますが，カラム型が統

計方法と互換性のない場合には適用されません．

10. ［ＯＫ］ボタンをクリックします．

11. ［新規ワークシート］ダイアログで，新しい名前を入力し，［ＯＫ］ボ

タンをクリックします．プロパティを確認するには［Alt］キー＋［Enter］
キーを押下します．
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5.5.9 EMPグループの実行条件

各操作ツールのダイアログには［実行条件］タブが含まれています．各操作ツ

ールは，指定した実行条件を満たす場合に処理を開始しワークシートを作成し

ます．実行条件に見合わない場合は，ワークシートの作成を行いません．すな

わち，各操作ツールで定義されたデータの抽出や指定は行われず，作成に失敗

したノードとみなされます．

● EMPブラウザの［EMPグループ］タブにて，失敗したノードは黄色の

三角印を表示します．三角印をマウスでポイントすると「条件に合いま

せん．」というコンテキストが表示されます．

● ［ノードの再作成］コマンドが失敗した場合，ノードのワークシートは

再作成されません．すなわち，ワークシートは表示されません．

● ［EMPグループの実行］または［ブランチの再作成］コマンドが失敗

した場合，EMPグループのノードやその配下のノードは，失敗した時

点からノードの再作成を行いません．この時，再作成に失敗したノード

に影響を受けるノードは再作成されません．

EMPグループ操作の対象ノードは，既存のワークシートです．入力した条件

式にはサブ条件を含むことができます．各サブ条件は，ノードの'カラム'と'行'
によって表現されます．

抽出ノードは既存のワークシートで，入力した条件はノードの内部構造を参照

できません．しかし，OCMM 機能を使う計算式を作成することができます．

例えば，DayOfWeek(Now())=3という条件は，今日が火曜日のときのみ抽出を

実行します．

  
［条件］タブを図 5.29に示します．
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図 5.29 ［実行条件］タブ－全操作プロパティ

表 5.9［実行条件］タブ－全操作プロパティ

ダイアログ項目 説明

実行条件を指定す

る

実行条件を指定するには，チェックボックスをオンにして条件を設定しま

す．

実行条件を無効にするには，チェックボックスをオフにします．初期設定

はチェックオフになっています．

条件 実行条件を設定します．

メモ：PDBのデータ抽出ダイアログ中に実行条件を指定する場合は，［最

終実行条件］テキストボックスのみ使用できます．

名前 条件名を指定します．条件名は［最終実行条件］テキストボックスに使用

します．初期設定では，条件1，条件2…と表示します．必要に応じてこれ

らの名前を変更できます．

基準 ワークシートに適用する条件式を入力します．条件式にはカラム名，定数

またはユーザ定義変数を指定することができます．

計算式 条件式の入力補助に［計算式］ダイアログが用意されています．［条件式］

テーブルを選択し［計算式］ボタンをクリックします．詳しくは，“8.5.1
計算式”を参照してください．

件数／割合 行数またはパーセンテージ数を指定します．条件式がワークシートの全行

数に対して指定数，または指定パーセント数以上を満たす場合に適用され

ます．

追加／削除ボタン ［条件］テーブルに条件式を追加するには，［追加］ボタンをクリックしま

す．実行条件名が［最終実行条件］に‘AND’で追加されます．

削除する場合は，条件式を選択し［削除］ボタンをクリックします．

条件実行の参照を削除するには，［最終実行条件］で行います．

最終実行条件 条件名を指定します．条件式が複数ある場合は，論理演算子

(AND,OR,NOT)を使用して各条件名を組み合わせます．
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ノードに実行条件を定義する手順
1. 各操作ツールのダイアログ，または既存ワークシートのプロパティダ

イアログにて，［条件］タブをクリックします．

2. ［実行条件を指定する］チェックボックスをオンにし，［条件名］／［条

件式］／［件数／割合］を設定します．複数の条件式を指定する場合は，

［追加］ボタンを指定します．

3. ［最終実行条件］を設定します．

4. ［ＯＫ］ボタンをクリックします．実行条件を満たす場合のみノードが

作成されます．
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第6章 データのプレゼンテーション

EMPグループを作成して抽出したデータは，表形式のワークシート，または

グラフとしてビジュアルに表示できます．

抽出したデータから必要とするデータに取り出し，ワークシートまたはグラフ

のどちらで表示するか決定します．データの利用方法を考慮して決定して下さ

い．

ワークシートは，様々なデータを効果的に伝え，いくつかの要素を比べたり正

確な値を求める場合に適しています．グラフは，傾向と関係をすばやく把握す

る場合に便利です．

この章では，下記の項目について説明します．

● ワークシートカラムプロパティ―ワークシート表示やワークシート内

のデータ表示の管理

● ワークシート編集―セル値の配置，ソート，変更するための技術的方法

● グラフ―様々な種類のグラフを作成する OCMM ツールの使い方

● EMPグループ以外のワークシート―表示または関連する作業に対する

データテーブルを作成するための独立したワークシートの使用方法

● レポート―様々な種類のファイルのレポートを作成

● OLE経由表示― EMPグループワークシート，または別のアプリケーシ

ョンファイルに埋め込まれたグラフの表示
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6.1 ワークシートカラムプロパティ

ワークシートには，ノードプロパティとワークシートプロパティの２つのプロ

パティ情報があります．ノードプロパティは，ワークシートに適用した操作ツ

ールの設定内容を管理しています．このプロパティは，EMPグループファイ

ルに格納されています．ワークシートプロパティは，データの表示形式を管理

しています．このプロパティは，ワークシートファイルに格納されており，ワ

ークシートを再作成する場合にも前の表示形式を保持します．

このセクションでは，以下について述べています．

● ワークシートの用語

● ワークシートプロパティのグローバル設定― OCMM がワークシート

の作成時に適用する表示形式の初期設定．カスタマイズが可能です．

● ワークシートプロパティの個別設定―個々のワークシートに対して適

用する表示形式を設定します．ワークシートを保存する場合，ワークシ

ートと共に個別設定も保存されます．

6.1.1 ワークシートの用語

以下に用語を説明します．

用語 説明

セル ワークシートの基本要素です．EMPグループ内のワークシートでは，セルは

抽出データ（日付，システム名，整数など）や空欄（Null値）を格納します．

セル範囲 セルを選択した範囲です．４行目の２カラム目から９行目の５カラム目まで

のセル範囲は，24個のセルで構成される4×6の四角形になります．最小のセ

ル範囲は，セルが1個になります．

行 セルの水平ラインです．

カラム セルの垂直ラインです．

  

6.1.2 ワークシートプロパティ－グローバル設定

ワークシートの表示形式のグローバル設定は，［表示］メニュー－［オプショ

ン］－［ワークシート］タブで行います．新規ワークシートの表示形式は，［ワ

ークシート］タブの設定をもとに作成されます．各ワークシートプロパティの

初期設定となります．
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図 6.1 ［オプション］ダイアログ－［ワークシート］タブ

表 6.1 ［オプション］ダイアログ－［ワークシート］タブ

ダイアログ項目 説明

デフォルト色・配置設

定

各データ型毎に文字色とセルの配置を指定します．

データ型 データ型には，以下の6種類があります．（データ型の追加・削除・名

前変更はできません．）

真偽値：チェックボックスで表示されます．

        ticked＝1；blank＝0
整数：数字で表示します．

浮動小数：小数点を含む数字で表示します．

日時：日時形式で表示します．

文字：数字以外のデータを表示します．

エラー：値を返されたエラーを表示します．

配置 配置には，［左揃え］，［中央揃え］，［右揃え］があります．データ型毎

の配置を変更するには，下向き矢印をクリックして選択します．

文字色 データ型毎の文字色を変更する場合は，［色］をクリックします．［色

の設定］ダイアログが表示されます．

小数点以下の桁数 小数点以下の桁数の表示方法を指定します．

● コントロールパネルの設定を使用－Windowsコントロールパネ

ルの［地域のプロパティ］にある［数値］タブでの設定で表示し

ます．（初期値）

● 最大限表示―小数点以下の桁数を全て表示します．

● 桁数－小数点以下の桁数を任意に設定します．小数点以下は指定

した桁数で表示されます．



第6章 データのプレゼンテーション

114

ダイアログ項目 説明

● パディング―指定された桁数より，少数点以下の桁数が少ない数

値の末尾に0を追加し，少数点以下の桁数を統一します．

日付／時刻の表示形

式

日付／時刻の表示方法を設定します．

コントロールパネルの設定― Windowsコントロールパネルの［日付と

時刻］プロパティにある［日付と時刻］タブでの設定を表示します．

初期設定に選択されています．

［日付／時刻の表示形式］を変更する場合は，ドロップダウンリスト

より，任意の表示形式をひとつ選択します．

デフォルトカラム幅

単位

カラム幅の単位にピクセル，cm，インチ，文字のいずれかを選択しま

す．

セルのフォント セルのフォントを指定します．フォントを選択する場合は，［選択］ボ

タンをクリックします．

見出しのフォント カラム見出しに使用するフォントを指定します．フォントを選択する

場合は，［選択］ボタンをクリックします．

背景色の設定 ワークシートセルの背景色を変更する場合に，［背景色の設定］ボタン

をクリックし，任意の背景色を選択します．初期設定は白です．

デフォルト設定値に

戻す

［ワークシート］タブ上の全設定項目を初期設定に戻します．他のタ

ブには影響しません．

6.1.3 ワークシートプロパティ－個別設定

［ワークシートのプロパティ］ダイアログは，ワークシート毎の表示形式を個

別に設定します．ワークシートのプロパティを表示するには，対象のワークシ

ートを選択し，右クリックから［ワークシートプロパティ］を選択します．

6.1.3.1 ワークシートプロパティ－一般設定

ワークシートのフォントを設定する場合に使用します．タブ上の設定は，全カ

ラムに反映されます．
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図 6.2 ［ワークシート］プロパティ－［一般設定］タブ

表 6.2［ワークシートプロパティ］－［一般設定］タブ

ダイアログ項目 説明

このワークシートのフォン

トを設定

チェックボックスを選択すると，このタブで設定したフォントを

使用します．

チェックボックスをクリアすると，グローバル設定のフォント指

定をが適用されます．（［表示］メニュー－［オプション］ダイア

ログの［ワークシート］タブで設定したフォントを適用します．）

セルのフォント セルのフォントを設定します．［選択］ボタンをクリックし選択し

ます．

見出しのフォント カラム見出しで使用するフォントを設定します．［選択］をクリッ

クし選択します．

6.1.3.2 ワークシートプロパティ－カラム設定タブ

このタブでは，以下の設定を行います．

● ワークシートカラム名の設定

● ワークシートカラム表示順序の変更（ワークシート上でカラム見出しを

ドラッグすることでも変更できます．）

● その他のプロパティ設定―カラム幅・配置・文字色・背景色を設定しま

す．［カラム］メニュー，またはワークシートのツールバーでも変更で

きます．）
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図 6.3 ［ワークシート］プロパティ－［カラム設定］タブ

表 6.3 ［ワークシートプロパティ］－［カラム設定］タブ

ダイアログ項目 説明

カラム名 カラム名を表示します．テキストボックスをクリックしカラム名を編集しま

す．

データ型 カラムのデータ型を表示します．

メモ：このダイアログ内でデータ型を変更することはできません．カラムの

データ型の変更は，”6.2.7 セルのデータ型を変更する”を参照して下さい．

幅設定 カラム幅とその単位を表示します．

［幅］，［単位］を変更し，カラム幅を設定します．初期設定にはグローバル

設定の幅指定が適用されます．

配置 カラムの配置を左揃え・中央揃え・右揃えに指定します．

省略値には，グローバル設定の配置指定が適用されます．

文字色 ［省略］チェックボックスを選択すると，グローバル設定の文字色が適用さ

れます．

文字色を変更する場合は［色］をクリックし選択します．

背景色 ［省略］チェックボックスを選択すると，グローバル設定の背景色が適用さ

れます．背景色を変更する場合は［色］をクリックし選択します．

上に移動 ワークシート上で表示するカラムの順番を変更します．カラム名を選択し［上

に移動］ボタンをクリックします．一番上のカラムは，一列目のカラムにな

ります．

下に移動 ワークシート上で表示するカラムの順番を変更します．カラム名を選択し［下

に移動］ボタンをクリックします．一番下のカラムは，右端のカラムになり

ます．
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6.1.3.3 ワークシートプロパティ－カラム詳細設定タブ

このタブでは，以下の設定を行います．

● カラム値に接頭文字・接尾文字を設定します．

● カラム名・カラム順序の変更します．（"6.1.3.2   ワークシートプロパ

ティ－カラム設定タブ"での変更と同様です．）

● その他のプロパティ設定―繰り返し値を隠す・折り返し表示を指定しま

す．（［カラム］メニュー，またはワークシートツールバーでも変更でき

ます．）

 

図 6.4 ［ワークシート］プロパティ－［カラム詳細設定］タブ

表 6.4 ［ワークシートプロパティ］－［カラム詳細設定］タブ

ダイアログ項目 説明

繰り返し値を隠す チェックボックスをオンにすると，カラム内で連続して同じ値が表示され

ているカラム値について，先頭のカラム値のみを表示します．2行目以降の

カラム値は，「－」に置き換わります．このオプションは，カラム内のどこ

で値が変化するかを明確にします．

ワードラップ チェックボックスをオンにすると，セル値がカラム幅に収まらない場合に，

折り返して全体を表示します．セル値内の空白がある個所で文字列を折り

返します．

接頭文字 接頭文字に指定した文字列が各セル値の先頭に付きます．指定した文字列

の後に空白を入力すると，接頭文字とセル値の間を空けることができます．

接尾文字 接尾文字に指定した文字列が各セル値の最後に付きます．指定した文字列

の後に空白を入力すると，接尾文字とセル値の間を空けることができます．

上に移動／下に移

動

“6.1.3.2   ワークシートプロパティ－カラム設定タブ”を参照して下さ

い．
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6.1.3.4 ワークシートプロパティ－データ型固有設定タブ

このタブでは，以下の定義を行います．

● 少数点以下の桁数の表示方法を指定します．

● 日時カラムの表示形式を指定します．

● カラム名，カラム順の変更を行います．（"6.1.3.2   ワークシートプロ

パティ－カラム設定タブ"に対するのと同じです．）

図 6.5 ［ワークシート］プロパティ－［データ型固有設定］タブ

表 6.5 ［ワークシートプロパティ］－［データ型固有設定］タブ

ダイアログ項目 説明

小数点以下の桁数 小数点以下の桁数の表示方法を設定します．

省略値―グローバル設定を適用します．（［表示］メニュー－［オプション］

ダイアログ－［ワークシート］タブの設定）を使用します．

最大―小数点以下の桁数を全て表示します．

桁数―小数点以下の桁数を設定します．小数は，指定した桁数で表示され

ます．

日付形式／時刻形

式

各ドロップダウンリストから日付／時刻の表示形式を選択します．

省略値―グローバル設定を適用します．（［表示］メニュー－［オプション］

ダイアログ－［ワークシート］タブの設定）を使用します．

上に移動／下に移

動

“6.1.3.2   ワークシートプロパティ－カラム設定タブ”を参照して下さ

い．

6.1.3.5 ワークシートプロパティ－説明タブ

このタブでは，以下の定義を行います．
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● カラム名ごとに説明を入力します．

● カラム名，カラム順の変更します．（"ワークシートプロパティ－カラム

設定タブ"での変更と同様です．）

図 6.6 ［ワークシート］プロパティ－［説明］タブ

表 6.6 ［ワークシートプロパティ］－［説明］タブ

ダイアログ項目 説明

説明 各カラム名毎の説明を入力します．ワークシート上のカラムヘッ

ダにポインタを合わせると，説明のコンテキストが表示されます．

上に移動／下に移動 “6.1.3.2   ワークシートプロパティ－カラム設定タブ”を参照し

て下さい．

カラム順の調整方法
ワークシートカラムの順序は，以下の方法で調整します．

● ［ワークシートのプロパティ］ダイアログを使用します．"ワークシー

トプロパティ－カラム設定タブ"を参照して下さい．

● カラムヘッダを直接マウスでドラッグします．ワークシート上にて，マ

ウスでカラムヘッダをポイントした後，クリックし続けると，ポインタ

ーが［ ］になります．カラムを移動したい位置へドラッグします．

カラム幅の調整方法
ワークシートカラムの幅は，以下の方法で調整します．

● ［ワークシートのプロパティ］ダイアログを使用します．"6.1.2.2   ワ
ークシートプロパティ－カラム設定タブ"を参照して下さい．

● カラムヘッダを直接マウスでドラッグします．カラムヘッダの右側の境

界をポイントすると，カーソルが［ ］になります．任意のカラム幅
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になるまで境界をドラッグします．カラムヘッダの右側の境界をダブル

クリックすることにより，セル値に合わせてカラム幅を自動的に調整し

ます．（カラム幅は，セル値やカラムヘッダ名の最大幅に合わせて伸縮

します．）この機能を自動調整といいます．

● 複数のカラム幅を自動調整する場合は，連続するカラムを選択し，［カ

ラム］メニューまたはワークシートツールバーから［幅の自動調整］を

選択します．

（カラム幅は右クリックのポップアップメニューを使用した変更はで

きません．）

カラム値の配置方法
配置設定には，左揃え・中央揃え・右揃えがあります．カラム値の配置は，以

下の方法で設定します．

● カラム値の配置設定をする場合は，対象のカラムを選択し，以下のワー

クシートツールバーボタン，または［カラム］メニューで行います．

配置 ツールバー カラムメニュー キーボード

左揃え 左に揃える Ctrl+L

中央揃え 中央に揃える Ctrl+E

右揃え 右に揃える Ctrl+R

● ［ワークシートのプロパティ］ダイアログを使用する場合は，"ワーク

シートプロパティ－カラム設定タブ"を参照して下さい．この設定は，

現在のワークシートに対してのみ適用されます．

● カラム型毎に配置の初期設定を指定する場合は，ワークシートプロパテ

ィ－グローバル設定を行います．"ワークシートプロパティ－グローバ

ル設定"を参照して下さい．全ワークシートの初期設定に適用されます．
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折り返し表示の設定方法
カラムの折り返し表示は，以下の方法で設定します．

● カラムに折り返し表示を設定（または解除）する場合は，対象のカラム

を選択し，［カラム］メニュー－［折り返し表示］を選択します．また

はワークシートツールバー上の［折り返し表示］ボタンを選択します．

● ［ワークシートのプロパティ］ダイアログを使用する場合は，"ワーク

シートプロパティ－カラム詳細設定タブ"を参照して下さい．この設定

は，現在のワークシートに対してのみ適用されます．

カラム文字色と背景色の設定方法
カラムの文字色と背景色は，以下の方法で設定します．

カラムの文字色や背景色を設定する場合は，対象のカラムを選択し，下図のワ

ークシート［ツールバー］または［カラム］メニューを選択します．［色の設

定］ダイアログから選択し［OK］ボタンをクリックします．

ツールバー カラムメニュー

文字色の変更

背景色の変更

● ［ワークシートのプロパティ］ダイアログを使用する場合は，"ワーク

シートプロパティ－カラム詳細設定タブ"を参照して下さい．この設定

は，現在のワークシートに対してのみ適用されます．

● カラム型毎に文字色，背景色の初期設定を指定する場合は，ワークシー

トプロパティ－グローバル設定を行います．"ワークシートプロパティ

－グローバル設定"を参照して下さい．全ワークシートの初期設定に適

用されます．

繰返し値を隠す方法
カラム内の繰返し値を隠す設定は，以下の方法で行います．

● カラムに繰り返し値を隠すを設定（または除外）する場合は，対象のカ

ラムを選択し，［カラム］メニュー－［繰り返し値を隠す］またはワー

クシートツールバーを選択します．

● ［ワークシートのプロパティ］ダイアログを使用するときは，"ワーク

シートプロパティ－カラム詳細設定タブ"を参照して下さい．この章に

は，［繰り返し値を隠す］の詳細が記載されています．
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少数点以下桁数の表示形式と日時表示形式の設定方法
数値カラムの小数点以下桁数の表示形式と日付／時刻表示形式の設定は，以下

の通りです．

● ［ワークシートのプロパティ］ダイアログを使用する場合は，"ワーク

シートプロパティ－カラム設定タブ"を参照して下さい．この設定は，

現在のワークシートに対してのみ適用されます．

● カラムデータを基に初期値で数字形式を設定する場合は，"ワークシー

トプロパティ－グローバル設定"を参照して下さい．この設定は，全て

の新しいワークシートに対して行われ，数字形式は初期値で設定されま

す．数値カラムについて，少数点以下の桁数の初期設定を指定する場合

は，ワークシートプロパティ－グローバル設定を行います．"6.1.2　ワ

ークシートプロパティ－グローバル設定"を参照して下さい．全ワーク

シートの初期設定に適用されます．



6.2 ワークシートの編集

123

6.2 ワークシートの編集

OCMM でのワークシートの編集方法は，Microsoft ExcelやＬotus1－2－3な
どと同様です．

6.2.1 EMPグループの保存

EMPグループの再実行やノードの再作成をした場合など，EMPグループの内

容を変更したとき，EMPグループ名を別名で保存することができます．［ファ

イル］メニュー－［EMPグループ］－［EMPグループを名前を付けて保存］

を選択します．現行のEMPグループを更新する場合は，EMPグループの再実

行，またはノードの再作成など，EMPグループの内容を変更した後に，［ファ

イル］メニュー－［EMPグループ］－［EMPグループを保存］を選択します．

また，同様にEMPグループに所属しない個々のワークシートの内容を変更し

た場合もワークシートを別名で保存したり上書き保存することができます．

［ファイル］メニュー－［名前を付けて保存］や［ファイル］メニュー－［保

存］選択します．EMPグループに所属しないのワークシート作成の詳細は，"
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EMPグループに所属しないワークシート"を参照して下さい．

6.2.2 セルとカラムの選択

セルのプロパティまたはその内容を変更する場合は，まずセルを選択してから

行います．セルの選択には，いろいろな方法があります．

● ひとつのセルを選択する場合，そのセルをクリックします．

● 連続したセルを選択する場合，開始位置のセルをクリックしたまま終了

位置のセルまでドラッグします．シフトキーを使う場合は，開始位置の

セルをクリックし，シフトキーを押したまま終了位置のセルをクリック

します．

● カラムを選択する場合，ワークシートの上部にあるカラムヘッダをクリ

ックします．

● 行を選択する場合，シートの左端にある行番号をクリックします．

● 隣接する複数のカラムを選択する場合，カラムヘッダをクリックし，右

または左へドラックします．同様に，隣接する複数行の選択も，行番号

を上または下へドラッグします．シフトキーを使う場合は開始位置をク

リックし，シフトキーを押したまま終了位置をクリックします．

● ワークシート内のすべてのセルを選択する場合，ワークシートの一番左

上にある四角形をクリックします．

6.2.3 行の挿入と削除

● ワークシートに行を挿入する場合，挿入したい行番号の上で右クリック

します．［行の挿入］を選択し，必要な行数を設定します．

● ワークシートから行を削除する場合，行番号の上で右クリックし，［行

の削除］を選択します．同様にして，複数行を選択し削除することもで

きます．

メモ：

カラムの挿入と削除については，"5.2 操作ツール－概要"でそれぞれ説

明されている［カラムの挿入］［カラムの削除］ツールを使用します．

6.2.4 セル内容の編集

セル内容の編集は，以下の操作を説明します．

● セルに新しい値を挿入します．

● セル値をコピーし，貼り付けをします．
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● セル値を移動（またはカット，貼り付け）します．

● セル値を削除します．

セルに値を挿入する方法
● 対象のセルを選択しダブルクリックします．直接，値を入力します．セ

ル内のデータが新しいデータに書き換わります．

データをひとつまたは複数のセルに入力する場合，以下のキーを使用し

てカーソルを移動します．

Enter 現在のセル内にカーソルが入ります．

Tab カーソルが右隣りのセルへ移動します．

Shift+Tab カーソルが左隣りのセルへ移動します．

下向き矢印 カーソルが下のセルへ移動します．

上向き矢印 カーソルが上のセルへ移動します．

セル値のコピーと貼り付け方法
1. セルまたはセル範囲を選択します．

2. 選択範囲内で右クリックし，［セルのコピー］を選択します．

3. 貼り付けを行うセル範囲を選択し，右クリックから，［セルの貼り付

け］を選択します．セルの選択範囲は，同じ大きさのセル範囲を指定す

る必要があります．

セル値を削除する方法
1. セルまたはセル範囲を選択します．

2. 選択範囲内で右クリックし，［削除］を選択します．

――または――

［Delete］キーを押下します．

セル値を移動する方法
1. セルまたはセル範囲を選択します．

2. 選択範囲内で右クリックし，［セルの切り取り］を選択します．

3. 貼り付けを行うセル範囲を選択し，右クリックから，［セルの貼り付

け］を選択します．セルの選択範囲は，同じ大きさのセル範囲を指定す

る必要があります．

6.2.5 ワークシート内のデータを検索する

ワークシート内のある特定のセル値を検索する場合は，［編集］メニュー－［検

索］の［検索］ダイアログを使用します．検索キーに指定したセル値と同じ書

式のセルが検索対象となります．例えば，検索する値が日付(yy/mm/dd)の場合，

日付と時刻を表示するセル(yy/mm/dd hh:mm:ss)は検索されません．

ワークシート内のデータを検索する方法
1. ［編集］メニュー－［検索］をクリックします．
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――または――

Ctrlキー+Fキーを押下します．

2. ［検索対象］に，検索する値を入力します．

――または――

ドロップダウンリスト（以前検索した値）から選択します．

3. 大文字と小文字を区別して検索する場合は，［大文字，小文字を区別す

る］をチェックします．

4. ［検索する方向］を選択します．

5. ［検索］ボタンをクリックします．最初の検索結果がハイライト表示さ

れます．また，一致しない場合はメッセージが表示されます．

6. 続けて下方向に検索する場合は，ワークシートツールバー上の［次を検

索］をクリックします．または，F3キーを押下します．

7. 上方向に検索する場合は，ワークシートツールバー上の［前を検索］を

クリックします．または，Shiftキー＋F3キーを押下します．

空のセルを検索したい場合
ワークシートの空のセルを検索する場合，検索対象値を入力せずに［検索］を

クリックします．但し，F3キーによる絞り込み検索はできませんので，新規に

［検索］から行って下さい．
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6.2.6 データをソートする

［カラム］メニュー－［昇順ソート］／［降順ソート］または，ワークシート

ツールバーの［昇順ソート］ボタン／［降順ソート］ボタンを使用して，ワー

クシートのデータをソートします．

ソート処理は，［カラム］メニューと［ツール］メニューの両方にありますが，

処理が異なります．［カラム］メニューのソート処理では，処理対象のワーク

シートを直接更新します．すなわち，処理結果を新規ワークシート上に作成し

ません．ノードの再作成を行うと，以前このワークシートにソート処理を適用

していても設定は引き継がれません．

複数のカラムを選択してソートを行う場合，ソートの優先順位は左から右へ行

われます．カラム内のデータは，直前にソートしたカラムグループ内でソート

されます．優先順位を付けてソートを行う場合は，あらかじめカラムを移動さ

せておく必要があります．（"6.1.2.5   ワークシートプロパティ－説明タブ"を
参照して下さい．）

メモ：

EMPグループに所属しないワークシートへのソート処理では，［カラ

ム］／［ツール］メニューのどちらからの指定に関わらず，処理対象の

ワークシートを直接更新します．

データのソート方法
ここでは，［カラム］メニューからソート処理を行う方法を説明します．

1. ソートしたいカラムまたは複数のカラムを選択します．（キーに指定

するカラム内のセル，またはカラムヘッダを選択します．）

2. ［カラム］メニューから，［昇順ソート］または［降順ソート］を選択

します．

ワークシートの行が，選択されたカラムによってソートされます．
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6.2.7 セルのデータ型を変更する

OCMM はワークシートを作成するとき，セルに適切なデータ型を自動的に割

り当てます．セルのデータ型を変更したい場合は以下の方法で行います．

注意：

以下は編集手順です．セル値の表示を変更するためには使用しないで下

さい．

OCMM は，データ型を変更するとき，指定したデータ型に一致するよ

う選択したセル値を再計算します．一度データ型を変更した場合は，元

のデータ型に戻せないため注意が必要です．例えば，日付／時刻型の値

を整数型に変更する場合，時間のデータは再格納することができません．

セルのデータ型の変更方法
1. データ型を変更するセル範囲を選択します．

2. 選択範囲内で右クリックし，［データ型の変更］を選択します．

――または――

［編集］メニューから，［データ型の変更］を選択します．

［データ型の変更］ダイアログが表示されます．［前のデータ型］に，

現在選択しているセルのデータ型が表示されています．複数のデータ型

が含まれている場合，"複数"が表示されます．

3. ［新しいデータ型］リストからデータ型を選択します．データ型毎の値

を［表示プレビュー］にて参照することができます．

4. ［OK］ボタンをクリックします．
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6.3 グラフ作成

EMPグループのグラフは，ワークシートをもとに作成します．グラフの表示

形式は，初期設定で棒グラフになりますが，複数の表示形式に変更することが

できます．グラフの編集に使用するツールの詳細は，"グラフプロパティの修

正"を参照してください．

メモ：

グラフのX軸として使用しているワークシートのカラムに"欠落値"があ

る場合，その部分に欠測値を挿入します．欠測値を挿入することにより，

X軸の値を一定間隔に表示することができます．［欠測値の挿入］の詳

細は，"5.4.7 欠測値の挿入"を参照してください．

グラフダイアログを図 6.7に示します．

  

図 6.7 ［グラフ］ダイアログ
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表 6.7 ［グラフ］ダイアログ

ダイアログ項目 説明

グラフ化行範囲 全ての行―ワークシートの全行数のデータをグラフ上に表示します．

選択した行のみ―ワークシートで現在選択している行数のデータをグラ

フ上に表示します．

範囲―指定した行範囲をグラフ上に表示します．「，」または［‐］を使用

して指定します．例えば，1，3，5-12は，行番号1，3と5～12までの範囲

をグラフ上に表示します．

グラフ化するカラ

ム

グラフ化するカラムを選択します．（注：X軸として使用するカラムを選

択しないで下さい．）

カラム数で指定 ［グラフ化するカラム］一覧とどちらかを選択します．ワークシートのカ

ラムが，名前変更されていない場合に使用します．

1番目のカラムからn数のカラムをグラフ化する場合にチェックボックス

を選択し，以下の操作を行います．

グラフ化するカラム数を入力します．

－または―

ワークシート上のすべてのカラムをグラフ化する場合は，［全ての］を指

定します．ワークシートのカラム数を変更するとき（例えば交差結合など）

に使用します．

しきい値処理 注意や警告のしきい値を設定します．しきい値はグラフの背景色に黄色

（注意）・赤色（警告）で表示されます．

上方向－Y軸の上部を警告に設定します．

下方向－Y軸の下部を警告に設定します．

注意―注意値は黄色に強調して表示します．

警告―警告値は赤色に強調して表示します．

X軸に使用するカラ

ム

X軸の値に使用するカラムをドロップダウンリストから選択します．

（リスト内の各カラムは，データ型を示しているアイコンが前に付いてい

ます． －日付／時刻， －数字，  －文字）

日時型のカラムを選択している場合は，［形式］ドロップダウンリストか

ら表示形式を選択することができます．

X軸のカラム値でソ

ート

X軸に選択したカラムをソート(昇順)する場合はチェックボックスをオン

にします．

Y軸に使用するカラ

ム

Y軸は，グラフを作成するセル範囲の値に合うように，初期値により自動

的に測定されます．ワークシートのカラムにある値を使用しながら軸を測

定する場合，この範囲内の一覧からカラムを選択します．カラムは，数値

を含んでいなければなりません．

主軸― Y軸の値（左側）に表示するカラムを選択します．

副軸― Y軸の値（右側）に表示するカラムを選択します．

グラフ作成時にY軸を自動調整する― Y軸がノードの再構築を再測定する

場合，チェックボックスを選択して下さい．Y軸が最初の測定方法を維持

する場合は，チェックボックスをクリアして下さい．

グラフ作成手順
1. ワークシートを開きます．

2. グラフ化する行範囲をあらかじめ指定する場合は，ワークシート上の行

数を選択しておきます．OCMM は，［グラフ］ダイアログの［グラフ
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化行範囲］にワークシート上で選択した行範囲を設定します．

3. ［ツール］メニュー－［グラフ］を選択します．［グラフ］ダイアログ

が表示されます．

4. 各項目を必要に応じて設定します．［グラフ］タブの各項目については，

"グラフプロパティの修正"を参照して下さい．

5. ［OK］ボタンをクリックします．グラフが作成されます．

6. ［新規グラフ］ダイアログで，グラフ名を入力し［OK］ボタンをクリ

ックします．

グラフのノードプロパティの再表示や編集には，Altキー+Enterキーを押下し

ます．グラフのノードプロパティを参照するには，右クリックから［プロパテ

ィ］を選択します．または，Altキー+Enterキーを押下します．

6.3.1 グラフプロパティの修正

グラフの表示形式は，一度グラフを作成した後でも，変更することができます．

（グラフ作成に使用したデータを変更することはありません．）グラフ表示の

変更は，［グラフ］プロパティで行います．

メモ：［グラフ］プロパティでは，"6.3.1 グラフダイアログ" の各項目を必要

に応じて変更し，グラフ表示を編集することができます．

6.3.1.1 グラフツールバー

グラフツールバーは，［グラフ］プロパティを設定するとき使用するツールを

含んでいます．

表 6.8　ｂグラフツール

グラフツール 説明

グラフ型を選択する場合にクリックします．（グラフがマルチタイプのとき

は使用不可です．マルチタイプを削除する場合，［チャートプロパティ］ダイ

アログを開き，［個別設定］タブの［マルチタイプ］チェックボックスをクリ

アします．）

グラフの背景色を変更する場合にクリックします．一覧より背景色を選択し

ます．次に左記のボタンをグラフ上にドラッグ&ドロップします．（マウスポ

インタがインクマークに表示されます．）

2Dと3D表示を切り替えます．

3Dの場合に使用可能です．［チャート］プロパティの［3D］タブを表示しま

す．遠近，回転（グラフの表示視点），影付きを設定するときに使用します．

3Dの場合のみ使用できます．複数カラムのグラフを縦列に表示します．（X
軸の値毎に複数カラムのグラフを一列に表示します．）

グラフのある一部分を拡大表示します．左記のボタンをクリックし，拡大す

る範囲をドラッグします．指定された範囲が拡大されて表示されます．既に

拡大されていた場合，再度クリックすることで拡大表示を解除できます．
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グラフツール 説明

垂直のグリッドラインの目盛りを表示します．

水平のグリッドラインの目盛りを表示します．

［チャート］プロパティの［タイトル］タブを表示します．上（グラフタイ

トル）下（X軸ラベル）左と右（Y軸ラベル）の位置にタイトルを追加または

編集するときに使用します．

タイトルやX軸，Y軸のフォントを変更します．

色パレットバー，パターンパレットバーを表示します．各ツールバーの使用

方法は後述の“6.3.3.3   色パレット，パターンパレットを使用する”を参照

してください．

他には，カラム名の表示・非表示を指定することができます．

［チャートプロパティ］ダイアログを表示します．そこでグラフに関する各

種設定を行うことができます．一部のタブはツールバーのボタンになってい

ます．

メモ：［更新］ボタンは，現在のダイアログ設定を適用するためのものであり，

プレビューするものではありません．各変更後［更新］をクリックすると，

必要に応じて操作を元に戻すことが簡単に行えます．

X軸ラベルの縦横表示を切り替えます．

X軸の表示間隔を調整します．

6.3.1.2 ツールバーの移動

ツールバーは，あらかじめ［グラフ］ウィンドウの上部に表示されます．

● ツールバーを移動する場合，ツールバーのブランク箇所をドラッグしま

す．（ツールバーが垂直に左端または右端にあるとき，水平ズームは表

示されません．）

● ［グラフ］ウィンドウの上にツールバーを独立させる場合，ツールバー

をダブルクリックします．または，ツールバーをドラッグして移動しま

す．（元の位置へ戻す場合は，ツールバーをダブルクリックします．）

6.3.1.3 色パレット，パターンパレットを使用する

複数カラムをグラフ表示する際に，各グラフの色・柄をカストマイズすること

ができます．

● ハンマーボタンをクリックして，色パレットバー・パターンパレットバ

ーを表示します．

● ツールバーから色・柄（パターン）を選択し，対象のグラフ上にドラッ

グ&ドロップします．（マウスポインタがインクマークに表示されま

す．）

● パレットアイテムを編集する場合，ツールバー上で編集対象の色・柄を

ダブルクリックします．［色の設定］ダイアログ，または［パターンエ
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ディタ］ダイアログが表示されます．

● 色・柄の表示を変更する場合，［グラフ］プロパティを開き［一般設定］

タブにある［色］リストで選択することもできます．

6.3.1.4 グラフ型

グラフの表示形式は，表 6.9のグラフ型を使用して表示されます．

表 6.9 グラフ型

グラフ型 説明／使用

Area 連続したデータのためのグラフです．Xが時間でYがページ作成率の場合，エリ

アXYは，作成されたページメモリ数を表示します．Y軸は平均または割合を表

わします．

Columns 棒グラフ形式で表示され，比較を容易にするためのグラフです．不連続のデー

タを素早く比較する場合に使用します．例えば，同じ時間に２つのシステムデ

ィスクの使用量を表示する場合などに有効です．

Cubes グラフ上の各ポイントを表示します．散布図型に似ていますが，各ポイントを

より大きなオブジェクトで表します．

Lines 折れ線グラフ形式で表示され，傾向と関係を明確にします．カラム型グラフよ

り多くの情報を表示します．

Marks 小さな点でグラフ上の各ポイントを示します．キューブ型に似ていますが，各

値をより簡単に表示します．

Fit to Curve 折れ線グラフ形式に似ていますが，線がカーブしています．連続したデータに

対し，スムーズなカーブでデータを表現することができます．

Horizontal
Bars

棒グラフ(横)形式で表示されます．

Pie 一つのカラムについて円グラフ形式で表示します．X軸の値は，各値のラベル

として使用されます．（ノードプロパティがひとつ以上のカラム設定の場合，最

初に選択したカラムが使用されます．）また，各値のパーセントを自動的に算出

します．

Doughnut 円グラフ形式に似ていますが，複数のシリーズ（カラム値）を表示できます．

Scatter
（Xvs.Y）

ふたつの変数間で関係を発見するために使用します．主に，X軸の日付／時刻

値に使用します．データポイントに一定の間隔を与える，均整のとれたグラフ

です．

Polar 円形表示です（円グラフに似ています）．X軸値は円周辺に表示されます．Y軸

値は，低い値は円の中心寄りで，高い値は円周寄りで，半径上に表示されます．

Surface X値に対照するふたつのY値を使用する2D表示のグラフです．例えば，セル範

囲を示す最大・最小値の差です．

6.3.2 EMPグループに所属しないグラフ

EMPグループに所属しないグラフを個別に作成することができます．

メモ：

EMPグループに所属しないグラフは，ノードの再作成やグラフプロパ
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ティの編集を行うことはできません．

［ファイル］メニュー－［名前を付けて保存］で，既存のEMPグルー

プグラフを別名保存することにより，EMPグループに所属しないグラ

フを作成できます．

EMPグループに所属しないグラフの作成手順

1. グラフを作成するワークシートを開きます．

2. ［ファイル］メニュー－［新規作成］を選択し，［新規作成］ダイアロ

グ－［標準］タブ内の［グラフ］アイコンをダブルクリックします．

3. ［新規グラフウィザード］ダイアログにて，グラフ化するワークシート

を選択します．［グラフ化する対象］リスト内には，現在OCMM 上で

開かれているワークシートが一覧表示されます．［完了］ボタンをクリ

ックします．［グラフ］ダイアログが表示されます．

4. 必要事項を入力します．［グラフ］タブについては，"グラフ作成"を参

照して下さい．

5. ［OK］ボタンをクリックします．グラフが作成されます．

6. ［ファイル］メニュー－［名前を付けて保存］を選択し，グラフを保存

します．
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6.3.3 EMPグループに所属しないワークシート

EMPグループに所属しないワークシートの新規作成は，空のワークシートか

ら作成する方法と既存のワークシートから作成する方法の2通りあります．以

下に，EMPグループに所属しないワークシートの使用例を２つ挙げます．

● ［参照表のカテゴライズ］ツールを使用して，参照表を作成します．

● EMPグループのワークシートを［ファイル］メニュー－［名前を付け

て保存］を選択し，EMPグループに所属しないワークシートを作成し

ます．作成したワークシートは，その時点でのネットワークパフォーマ

ンスの"snapshot"として使用されます．

EMPグループに所属しないワークシートには，EMPブラウザ上で相対するノ

ードがありません．これは以下のことを意味します．

● EMPグループに所属しないワークシートに各種操作ツールを使ってデ

ータの加工を行うと，処理結果は，新規ワークシートを作成せず，その

ワークシート自身を直接更新します．

● EMPグループに所属しないワークシートは，［EMPグループ］を実行

するとき影響されません．

EMPグループに所属しないワークシートは，EMPブラウザの［EMPグループ］

タブに表示されません．しかし，EMPブラウザルートに保存しておくと（"8.1.3
ファイル格納先タブの設定"参照），［ファイル］タブから，ワークシートを開

くことができます．

EMPグループに所属しないワークシートを作成する手順

メモ：

ワークシートは，EMPグループのワークシートまたはEMPグループに

所属しないワークシートになります．

  既存のEMPグループのワークシートを別名で保存することにより，EMPグ
ループに所属しないワークシートを作成します．

1. ワークシートが，OCMM 上でアクティブウィンドウになっているこ

とを確認して下さい．

2. ［ファイル］メニュー－［名前を付けて保存］で，ファイル名，保存場

所を入力し［保存］ボタンをクリックします．
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既存のワークシートを流用してEMPグループに所属しないワークシ

ートを作成する手順

メモ：

ワークシートは，EMPグループのワークシートまたはEMPグループに

所属しないのワークシートになります．

1. ワークシートが，OCMM 上で開かれていることを確認して下さい．

（アクティブウィンドウである必要はありません．）

2. ［ファイル］メニュー－［新規作成］を選択し，ワークシートアイコン

をダブルクリックします．

3. ［既存のワークシートにツールを適用する］を選択します．現在OCMM
上で開かれているワークシートの一覧が表示されます．

4. 流用したいワークシートをダブルクリックします．

5. 選択されたワークシートに適用するツールをダブルクリックします．

6. 適用するツールの設定を定義し，［OK］ボタンをクリックします．（操

作ツールの詳細は，第5章を参照して下さい．）

7. ［ファイル］メニュー－［名前を付けて保存］で，ファイル名，保存場

所を入力し［保存］ボタンをクリックしてワークシートを保存します．

空のEMP以外のワークシートを作成する手順

1. ［ファイル］メニュー－［新規作成］を選択し，ワークシートアイコン

をダブルクリックします．

2. ［空のワークシートを新規に作成］を選択します．

3. ［完了］ボタンをクリックします．

4. 作成するワークシートの行数とカラム数を入力します．（後で，カラム

または行を増やすこともできます．）

5. ［OK］ボタンをクリックします．

6. ［ファイル］メニュー－［名前を付けて保存］で，ファイル名，保存場

所を入力し［保存］ボタンをクリックし，ワークシートを保存します．

レポート

ほとんどのEMPグループは，複数のワークシートとグラフを含んでいます．

EMPグループを実行するごとに，ワークシートやグラフを出力するには，EMP
グループにレポート機能を定義します．EMPグループの実行をスケジューリ

ングすることにより，レポートの出力を自動的に行うことができます．レポー

トの出力対象は，任意に指定したワークシートやグラフをEMPグループの実

行時に出力します．

EMPグループに対してレポート機能を定義する場合，以下の3種類を指定する
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ことができます．これらは複数指定することも可能です．

● 帳票出力―ワークシートやグラフを印刷します．

● HTMLレポート― HTMLページを作成するときに使用します．

● テキストレポート―テキストファイルとしてレポートを保存するとき

に使用します．

各レポート定義は，EMPグループの一部として保存されます．必要に応じ，

レポート設定を変更することができます．
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6.4 レポートを印刷する

レポートを作成／出力する場合，［帳票出力］ダイアログを使用します．ダイ

アログには，以下の2種類のタブがあります．

● 印刷方法―印刷するノード名，印刷順序，ヘッダ／フッタを指定します．

● 印刷対象―各ノード名に対し，用紙の向きやページの配置方法を設定し

ます．

ページの配置方法とは，例えば，４つの出力対象のグラフを1ページ内

に収めたいとする場合に，1ページ内で各グラフの配置を指定すること

ができます．通常，この指定を行わない場合は，1ページに１つグラフ

が出力されます．

6.4.1 帳票出力タブ

図 6.8 ［帳票出力］ダイアログ－［帳票出力］タブ
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表 6.10 ［帳票出力］ダイアログ－［帳票出力］タブ

ダイアログ

項目

説明

ノード名 EMPグループ内のノード名（ワークシートやグラフ）を一覧表示します．

帳票に含む 印刷するノードを指定するときに，各ノードの［帳票出力］チェックボックス

をオンにします．

メモ：メインウィンドウでノードを開いている必要があります．

ヘッダ 印刷するときに，各ノード（ワークシートやグラフ）上に表示されるタイトル

を設定します．

各ノード毎の初期値のタイトルは，ノード名と操作概要が設定されます．これ

らは，EMPブラウザの［EMPグループ］タブにあるノードをポイントして表示

されるポップアップです．

タイトルをスクロールする場合，タイトルをクリックし左右のカーソルキーを

使用します．

表示させるタイトルの内容を編集する場合は，タイトル内にカーソルを合わせ

直接入力します．

現在選択しているノード名のタイトルに計算式を入力する場合は，［計算式］ボ

タンをクリックし［計算式］ダイアログを利用することができます．［計算式］

ダイアログで条件式などを指定し［OK］ボタンをクリックすると，指定した条

件がタイトル内に挿入されます．詳細は，”8.5.1 [計算式]ダイアログ”を参照し

て下さい．

上に

下に

ノードの印刷順は，タブ上で表示されている順番で印刷されます．印刷順を変

更する場合は，対象のノード名を選択し，［上に移動］ボタンまたは［下に移動］

ボタンをクリックします．

ヘッダ／フッ

タ

［ヘッダ／フッタの設定］ダイアログを開く場合にクリックします．ヘッダテ

キストボックス内のエントリーが，印刷時各ページの上部に表示されます．フ

ッタテキストボックス内のエントリーが，印刷時各ページの下部に表示されま

す．

ヘッダやフッタを挿入する場合は，テキストボックス内にカーソルを合わせ直

接入力します．1パラグラフ以上入力するときは［Enter］キーを押下します．

ダイアログの上部にある各ボタンをクリックすることにより，以下の内容を入

力します．

ページ番号，合計ページ数を入力します．

印刷時の日付，時刻を入力します．

EMPグループファイルプロパティからの詳細を入力します．“3.4 EMPブラウ

ザ”参照

［計算式］ダイアログに使用している計算式を入力します．“8.5.1 計算式を使

用する”参照

エントリーの配置（左揃え・中央揃え・右揃え）を設定する．

プレビュー ［プレビュー］ウィンドウに印刷対象を表示するときにクリックします．カー

ソルが虫めがねになります．

ウィンドウ上部にある各ボタンは，下記の場合に使用します．

［印刷］ボタン － ［印刷］ダイアログを開きます．（メモ：印刷対象のノード

がすべて閉じている場合，［印刷］ボタンをクリックすると［帳票出力］ダイア

ログに戻ります．）

［前ページ］，［次ページ］ボタン － 印刷対象のページをスクロールし前後の

ページを表示します．
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ダイアログ

項目

説明

［拡大］，［縮小］ボタン － ページを拡大・縮小表示します．ズームには3段階

あり，マウスをクリックすることでも，この3段階で拡大・縮小表示することが

できます．

［1ページ］，［2ページ］ボタン － 1ページ表示と2ページ表示を切り替えます．

（ズームアウトのときに使用可能）

［閉じる］ボタン － プレビューウィンドウを閉じます．

印刷 初期値のプリンタを使用して印刷する場合にクリックします．

メモ：このボタンは，［印刷］ダイアログを開くものではありません．［帳票出

力］ダイアログは，開いたままです．

6.4.2 拡張設定タブ

図 6.9［帳票出力］ダイアログ－［拡張設定］タブ

表 6.11 ［帳票出力］ダイアログ－［拡張設定］タブ

ダイアログ項目 説明

印刷オブジェクトの

配置

［帳票出力］タブで選択されていて，且つメインウィンドウで開いてい

る各ノードを，このウィンドウでは“オブジェクト”として表示されま

す．選択するときはオブジェクトをクリックして下さい．オブジェクト

名が，タブの上部（用紙の方向上）に表示されます．

用紙の方向 選択したオブジェクトに対し，縦または横に用紙の方向を指定します．

プレビュー上に表示されるオブジェクトの合計ページ数は，用紙の方向

毎に算出されます．

開始ページ レポートの初期設定では，オブジェクト毎に新しいページから印刷開始
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ダイアログ項目 説明

します．

選択したオブジェクトを前ページのオブジェクトと同じページに印刷す

る場合は，以下の手順で行って下さい．

両方のオブジェクトが，同じ用紙の向きであることを確認します．

対象のオブジェクトを選択し，［同じページに印刷］チェックボックスを

選択します．

対象のオブジェクトが前ページのオブジェクトのすぐ下またはすぐ右の

どちらに印刷するかを指定します．

本指定は，印刷スペースがある場合にのみ設定できます．

続きのページ ワークシートが，1ページには長すぎたり幅が大きすぎたりする場合，

初期設定では，新しいページ上に継続して印刷されます．

［印刷オブジェクトの配置］の表示で，ページの右半分しか（またはそ

れ以下）使用していないページが表示されている場合，例えば2つ，3つ
のカラムしかない縦に長いワークシートなどで，複数ページをまたいで

いる場合は，2ページ目につづくデータを同じページの右側に継続して

印刷するように設定することができます．

または，

［印刷オブジェクトの配置］で，ページの下半分しか（またはそれ以下）

使用していないページを表示する場合，例えば2，3の行しかない横に長

いワークシートなどで，複数ページをまたいでいる場合は，同じページ

の下部に継続して印刷するように設定することができます．

メモ レポートを保存するとき，レポート内の現在位置に関わらず，印刷方法

は各オブジェクトに対し保存されます．（［帳票出力］タブで）印刷順序

を変更すると，レポートはその設定で再設定されます．

グラフオブジェクトは，［開始ページ］または［続きのページ］オプショ

ンを選択した場合，再描画されます．グラフの印刷サイズを大きくする

場合，メインウィンドウのグラフを選択し水平ズームバーを右へ移動し

ます．

プレビューで，ワークシートの幅が大きすぎて，すべてのカラムを1ペ
ージに印刷しきれない場合，下記を参考に下さい．

用紙の向きを，縦から横へ変更する．

メインウィンドウのワークシートを選択し，カラムの幅を設定し直し，

そのカラムに対し［折り返し表示］を設定します．

レポート印刷の作成手順

1. EMPブラウザの［ファイル］タブでEMPグループを開きます．

印刷するノードが閉じられている場合は，印刷されません．

2. EMPブラウザの［EMPグループ］タブで，印刷対象の各ノードを開き

ます．

3. ［ファイル］メニュー－［EMPグループ］－［帳票出力］を選択しま
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す．または，Ctrlキー+Rキーを押下します．

［帳票出力］ダイアログが表示されます．

4. ［帳票出力］タブで，下記の操作を行います．

― 印刷するノード名を選択します．

― 各ノード名に印刷するヘッダを設定します．

― レポート内の各ノード名の順序を設定します．

― ヘッダ／フッタの詳細を入力します．

詳細は，"6.4.1    帳票出力タブ"を参照して下さい．

5. ［帳票出力］タブで，下記の操作を行います．

― 用紙の方向を設定する．

― 同じページに印刷するノード名を設定する．

詳細は，"6.4.2    拡張設定タブ"を参照して下さい．

6. ダイアログの設定を保存しレポートを作成する場合は，手順7へ進んで

下さい．

――または――

レポートを作成せずにダイアログの設定を保存して閉じる場合は，

［OK］ボタンをクリックします．

7. ［帳票出力］タブ－［プレビュー］をクリックします．

― 印刷せずにプレビューを閉じる場合，［閉じる］ボタンをクリッ

クします．

――または――

― 印刷を実行しプレビューを閉じる場合，［印刷］ボタンをクリッ

クします．

［帳票出力］ダイアログをもう一度開くときは，Ctrlキー+Rキー

を押下します．

8. ［OK］ボタンをクリックします．
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6.5 HTMLレポート

HTMLレポートを作成する場合は，図 6.10の［HTMLレポート］ダイアログ

を使用します．レポートは，出力対象である各ノードに対し，ひとつのHTML
ページを作成します．作成した各ノードページへのハイパーリンクを含んだイ

ンデックスページを作成することもできます．

レポート作成する前に，作成するHTMLページを格納するフォルダを指定して

下さい．

図 6.10 ［HTMLレポート］ダイアログ

表 6.12 ［HTMLレポート］ダイアログ

ダイアログ項目 説明

ノード名 EMPグループ内のノード名（ワークシートやグラフ）を一覧表示

します．

帳票に含む HTMLページを作成するノードを指定するときに，各ノードの［選

択］チェックボックスをオンにします．メモ：メインウィンドウ

でノードを開いている必要があります．

ヘッダ ヘッダは，各ノードから作成されるHTMLページの上部に表示さ

れます．また，インデックスページが作成される場合，タイトル

はインデックスページ上のハイパーリンク名を作成するためにも

使用されます．
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ダイアログ項目 説明

表示させるタイトルの内容を編集する場合は，タイトル内にカー

ソルを合わせ直接入力します．

上に移動

下に移動

ノードの印刷順は，タブ上で表示されている順番で印刷されます．

印刷順を変更する場合は，対象のノード名を選択し，［上に移動］

ボタンまたは［下に移動］ボタンをクリックします．

出力先フォルダ ［参照］ボタンをクリックし，HTMLページを格納するフォルダ

を選択します．（下記の［実行時に別のサブフォルダを作成する］

オプションも参照して下さい．）

インデックスファイルを作

成する

インデックスページを作成する場合は，チェックボックスを選択

します．インデックスページには，各ノードから作成したHTML
ページへのハイパーリンクが含まれています．

インデックスファイル名フ

ォーマット

インデックスファイル名を入力します．ファイル名には，以下の

フォーマット文字列を使用することができます．

%1－EMPグループに置き換えられます．

%2－実行番号に置き換えられます

%3－作成日付に置き換えられます(yyyy-mm-dd形式)
%4－作成時刻に置き換えられます(hhmm形式)

テンプレート 各HTMLファイルには，任意のテンプレートファイルを適用する

ことができます．このボタンでテンプレートファイルのパス名を

指定するダイアログを開きます．テンプレートファイルの形式に

ついては付録Aを参照して下さい．

実行時に別のサブフォルダ

を作成する

このオプションを選択すると，EMPグループの実行時，または

HTMLレポートの作成時毎にフォルダを作成し，HTMLページを

格納します．フォルダは，出力先フォルダのサブフォルダになり

ます．

このオプションを選択しない場合，作成されるHTMLページは，

［出力先フォルダ名］で設定したフォルダに直接出力されます．

新規作成されたHTMLページと同名のファイル名が存在する場合

は自動的に上書きされます．

サブフォルダ名フォーマッ

ト

サブフォルダ名を入力します．

サブフォルダを各レポート毎に確実に作成させる場合，フォーマ

ット文字列%3と%4を必ず指定して下さい．同名のフォルダ名が存

在した場合の上書き保存を未然に防ぐことができます．逆に実行

毎にサブフォルダを作成するのではなく，常に同じフォルダへ

HTMLページを出力させる場合は，フォーマット文字列%3と%4
を省き，フォーマット文字列%2を使用して下さい．

履歴ファイルを生成する 履歴ファイルを作成する場合は，チェックボックスをオンにしま

す．レポートの作成毎に作成されたサブフォルダにある，各イン

デックスページへのリンクを含んだ履歴インデックスページを作

成します．履歴ファイル名は，レポートの作成毎にアップデート

（上書き）されるファイル名である必要があります．履歴ファイ

ル名の初期設定は，［%1 履歴］が設定されています．

履歴ファイル名フォーマッ

ト

履歴ファイル名を入力します．ファイル名には，任意の固定ファ

イル名または以下のフォーマット文字列を使用したファイル名を

指定することができます．

%1－EMPグループに置き換えられます．

%2－実行番号に置き換えられます

%3－作成日付に置き換えられます(yyyy-mm-dd形式)
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ダイアログ項目 説明

%4－作成時刻に置き換えられます(hhmm形式)
グラフの幅，高さ 出力されるグラフの大きさを設定します．グラフの大きさは使用

する画面の解像度により変わります．まずひとつのグラフを作成

し，いろいろな種類の設定を試して下さい．

HTMLレポートの作成手順

メモ：

この手順は，使用するコンピュータにインターネットブラウザソフト

（Netscape CommunicatorまたはInternet Explorer）がインストール

されていると仮定しています．

1. EMPブラウザの［ファイル］タブでEMPグループを開きます．

2. EMPブラウザの［EMPグループ］タブで，印刷対象の各ノードを開き

ます．

3. Ctrlキー+Iキーを押下します．（または，［ファイル］メニュー－［EMP
グループ］－［HTMLレポート］を選択します．）

4. ［HTMLレポート］ダイアログで，下記の操作を行います．

― 印刷するノード名を選択する．

― 各ノード名の前に印刷するヘッダを設定する．

― レポート内の各ノード名の順序を設定する．

― 出力先フォルダを設定する．

― オプションで，作成するインデックスページを設定する．

― オプションで，各レポート作成実行に対するサブフォルダとマス

ターインデックスを設定する．

― グラフの種類を設定する．

5. ダイアログ設定を保存しレポートを作成する場合は，手順6へ進んで下

さい．

――または――

レポートを作成せずにダイアログ設定を保存して閉じる場合は，［OK］

ボタンをクリックします．

6. ［生成］ボタンをクリックします．

レポートが作成され，ファイルウィンドウが表示されます．レポートに対して

作成されたファイルが表示されます．レポート内の各ワークシートに対しては，

HTMファイルが1つ作成されます．レポート内の各グラフに対しては，HTM
ファイルとグラフィックファイル（.jpg）が2つ作成されます．インデックスペ

ージを設定した場合，そのページは，HTMファイルとして含まれます．

● インターネットブラウザでHTMファイルを表示する場合，そのファイ
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ルをダブルクリックして下さい．

● ［HTMLレポート］ダイアログへ戻る場合，インターネットブラウザ

を閉じた後にファイルウィンドウを閉じて下さい．
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6.6 テキストレポート

テキストレポートは，主に統計結果のCSVファイルへの保存用に使用します．

6.6.1 テキストレポートダイアログ

テキストレポートを作成する場合，［テキストレポート］ダイアログを使用し

ます．レポートは，出力対象の各ワークシートに対し1つのテキストファイル

を作成します．

データを異なるアプリケーション（表計算アプリケーションやデータベースプ

ログラム）に出力する場合に必要になります．

レポート作成する前に，ファイルの作成後に格納するフォルダを決定して下さ

い．

図 6.11 ［テキストレポート］ダイアログ
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表 6.13 ［テキストレポート］ダイアログ

ダイアログ項目 説明

テキスト形式でワークシー

トを自動エキスポート

EMPグループにある全ワークシートの一覧です．出力するワーク

シートのチェックボックスを選択します．

出力先フォルダ名 ［参照］ボタンをクリックし，テキストファイルを格納するフォ

ルダを選択します．

実行時にサブフォルダを作

成する

このオプションを選択しない場合，作成されるファイルは，［出力

先フォルダ名］に設定されたフォルダに直接出力されます．新し

いファイルと同じ名前で存在するファイルは，上書きされます．

このオプションを選択する場合，新しいフォルダが，各レポート

に対し作成されます．フォルダは，出力先フォルダのサブフォル

ダになります．

サブフォルダ名 フォーマット文字列は，以下の通りです．

%1－EMPグループ名に置き換えられます

%2－実行番号名に置き換えられます

%3－作成日付名に置き換えられます

%4－作成時刻名に置き換えられます

新しいフォルダを作成する各レポートに対し作成する場合，フォ

ーマット文字列%3と%4を必ず指定して下さい．

各EMPグループ実行に対してのみ新しいフォルダを作成する場

合，フォーマット文字列%3と%4を省き，フォーマット文字列%2
を使用して下さい．

テキスト区切り文字 ワークシートからのデータは，文字列として出力されます．連続

する文字の間に挿入する区切り記号を設定します．タブやコンマ

以外の区切り記号を使用するときは，“その他”を選択し，四角形

のテキストボックスに1文字挿入します．

6.6.2 テキストレポートの作成方法

1. EMPブラウザの［ファイル］タブでEMPグループをきます．

2. EMPブラウザの［EMPグループ］タブで，出力対象の各ノードを開き

ます．

3. ［ファイル］メニュー－［EMPグループ］－［テキストレポート］を

選択します．または，Ctrlキー+Tキーを押下します．

4. ［テキストレポート］ダイアログで，下記の操作を行います．

― 出力するノード名を選択する．

― 出力先フォルダ名を設定する．

― オプションで，作成するインデックスページを設定する．

― オプションで，各レポート作成実行に対するサブフォルダを設定

する．

詳細は，上記の表を参照して下さい．
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5. ダイアログ設定を保存しレポートを作成する場合は，手順6へ進んで下

さい．

――または――

レポートを作成せずにダイアログ設定を保存して閉じる場合は，［OK］

ボタンをクリックします．

6. ［生成］ボタンをクリックします．

レポートが作成されます．ファイルウィンドウが表示されます．レポー

ト内のファイルを表示しています．レポート内の各ワークシートに対し

ては，テキストファイルが作成されます．

― テキストファイルの内容を表示する場合，そのファイルをダブル

クリックして下さい．ノートパッドやワードパッドなどのテキス

ト編集アプリケーションで，ファイルが開きます．

― ［テキストレポート］ダイアログへ戻る場合，テキスト編集アプ

リケーションを閉じた後にファイルウィンドウを閉じて下さい．
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6.7 OLE経由での表示

他のアプリケーションで作成したドキュメントに，OCMM で作成したオブジ

ェクトを表示することができます．

EMPグループ，ワークシートやグラフをOLEでサポートされたアプリケーシ

ョンで作成したファイルのオブジェクトとして，リンクまたは埋め込むことが

できます．

下記によって，他のファイルへオブジェクトを挿入します．

● 埋め込み―オリジナルオブジェクトのコピーがファイルへ挿入されま

す．コピーはファイルの一部となります．ダブルクリックして，作成し

たアプリケーションで編集することができます．変更は，オリジナルオ

ブジェクトには影響しません．オリジナルオブジェクトを編集しても，

埋め込まれたオブジェクトは更新されません．

● リンク―リンクされたオブジェクトは，ファイルに格納されています．

オブジェクトにリンクしたファイルは，オブジェクトの画像と位置情報

を含んでいます．ファイルを変更すると，リンク先のオブジェクトも自

動的に更新します．リンク先のオブジェクトをダブルクリックし編集す

ると，リンク元のファイルに変更が反映されます．

ここでは，OCMM オブジェクトをMicrosoft Word（Ver 7.0 for Windows）ド

キュメントに埋め込み・リンクする方法について説明しています．他のアプリ

ケーションにリンク・埋め込む方法は，オンラインヘルプやアプリケーション

に添付されるマニュアルを参照してください．

OCMM オブジェクトをWordドキュメントにリンク・埋め込む方法
1. Wordドキュメントでオブジェクトを挿入する場所をクリックして下

さい．

2. ［挿入］メニュー－［オブジェクト］を選択します．［オブジェクト］

ダイアログが表示されます．

3. ［ファイルから］タブを選択します．

4. ［参照］ボタンをクリックし，［参照］ダイアログでファイルを選択し

ます．

5. ファイルを選択し，［参照］ダイアログの［OK］ボタンをクリックす

ると，［オブジェクト］ダイアログへ戻ります．［ファイル名］テキスト

ボックスに，ファイル名がフルネームで表示されます．

6. ［ファイルから］には，3つのチェックボックスがオプションでありま

す．必要なオプションを選択して下さい．

― リンク―このオプションを選択する場合，オブジェクトは，ファ

イルにリンクされています．［編集］メニューからリンクオプシ

ョンを選択することで，ファイルを編集しオブジェクトを更新す

ることができます．このオプションを選択しない場合，オブジェ

クトはファイルの詳細を記録しないため，編集結果は更新されま
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せん．

― 位置を固定しない―このオプションを選択する場合， Wordはオ

ブジェクトを重ねて配置します．［図形の調整］メニューのコマ

ンドを使用して，オブジェクトを文字列や他のオブジェクトの前

面または背面に配置できます．このオプションを選択しない場合，

オブジェクトは作業中の段落の行内に，通常の文字列と同じよう

に配置されます．

― アイコンで表示―このオプションを選択する場合，オブジェクト

はアイコンで表示されます．オブジェクトを表示するには，アイ

コンをダブルクリックします．オブジェクトは，作成されたアプ

リケーションで開きます．このオプションを選択しない場合，オ

ブジェクトはそのままで表示されます．

7. ［OK］ボタンをクリックします．

メモ：

［新規作成］タブでオブジェクト型（OCMM  EMPグループ・OCMM
グラフ・OCMM  ワークシート）を選択することにより，OCMM の
新しいオブジェクトを埋め込むことができます．このオブジェクトは，

Wordドキュメント上でのみ編集できます．
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第7章 EMPグループのメンテナンス

この章は以下の内容で構成されます．

● EMPグループの保存と再作成に関する一般事項

● EMPグループの保存とテンプレートの作成

● EMPグループの抽出設定の確認

● EMPグループノードとブランチの再作成

● EMPグループの再実行－ソースからのデータの再抽出と全EMPグル

ープノードの再作成

● EMPグループ内にあるワークシートとグラフの修正

● EMPグループの削除
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7.1 EMPグループの保存と再作成

データを抽出するまでEMPグループを保存することができません．

EMPグループを保存すると，抽出要求や操作指示が現在のデータとともに保

存されます．OCMM はワークシートやグラフなどの開いているウィンドウを

すべて保存します．

EMPグループを開くと，保存されたものすべてが元の状態に戻り，以下のよ

うな処理を行うことができます．

● 更に操作を進める．

● ワークシートやグラフを再作成する．

● ワークシートやグラフのブランチを再作成する．

● EMPグループ全体を再実行する．

あるワークシートの各操作は，別のワークシートやグラフに影響を与えます．

この操作をファイルに保存することは，あるデータセット上における操作のス

ナップショットをとることと同様です．次に，グループからノードをダブルク

リックすると，OCMM は関連するファイルを検索し，開きます．例えば，ワ

ークシート／グラフを保存せず，見つからなかった場合，OCMM はユーザに

ノードを再作成するようプロンプト画面を表示します．また，最新のワークシ

ートやグラフを抽出した場合，いつでもノードを再作成することができます．

ノードを再作成する場合，ワークシートやグラフを再作成するためにワークシ

ートを再参照したり操作を再適用したりします．状況によっては，PDBからデ

ータを再抽出することも必要です．

EMPグループを再実行すると，設定されたデータがすべて再抽出されます．

これは，ワークシートやグラフに表示される様々なデータに関しても同様です．

例えば，Lastweekのように時間に関する抽出条件が，データを抽出する過程

で使用されると，交差結合から作成されたワークシートは，複雑な過程を経て

多様なカラムを作成します．

EMPグループを再作成したり実行したりすると，保存時，オリジナルデータ

は上書きされます．

● オリジナルデータのみを保存するには，保存せずにグループを終了しま

す．

● 新しいデータのみを保存するには，EMPグループを保存します．

● オリジナルデータを保存し，新しいデータも保存するには，［EMPグル

ープを名前を付けて保存］を選択して別の名前でEMPグループを保存

します．
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EMPグループテンプレート
EMPグループを元に新規EMPグループを作成するには，［EMPグループを名

前を付けて保存］ダイアログでOCMM のテンプレートフォルダに保存します．

新規EMPグループを作成する場合，テンプレートフォルダにある全EMPグル

ープが，新規OCMM ドキュメントダイアログのテンプレートタブに表示され

ます．必要なテンプレートを１つ開くことができます．
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7.2 EMPグループの保存

この手順で表示されるフォルダ構成は，ファイル検索設定のオプションで定義

されます．

EMPグループを保存する手順
OCMM の'名前を付けて保存'という処理は，保存されるEMPグループに対し

自動的にフォルダを作成し，EMPグループファイルを保存します．フォルダ

は手順2で選択するフォルダのサブフォルダです．

1. ［ファイル］－［EMPグループ］－［EMPグループを名前を付けて保

存］を選択します．

2. ［EMPグループを名前を付けて保存］ダイアログを使ってフォルダを

選択します．オプションとして，既存のフォルダ配下に新しいフォルダ

を作成する場合，［新規フォルダ］ボタンを使用します．

3. ［ファイルの種類］リストボックスから

EMPグループとして保存する場合は［EMPグループ］を選択します．

―あるいは―

テンプレートとして保存する場合は［EMPグループテンプレート］を

選択します．

4. 名前を入力します．

5. 説明を入力します．

6. ［OK］ボタンをクリックします．
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7.3 EMPグループの再実行

一度EMPグループを作成するとそれを手動で再実行したり，スケジュールを

作成して自動実行させることもできます．EMPグループの再実行はデータを

再抽出したりワークシートやグラフをすべて再計算したりします．

抽出プロパティの確認
EMPグループを再実行する前に抽出ノードのプロパティを表示したり，修正

したりする場合があります．抽出ノードプロパティは，抽出を定義したフィー

ルド，適用した条件，条件で使用された変数，データが抽出されたシステムな

どを明確に示します．

１つ以上の抽出からなるEMPグループは，各抽出に異なったプロパティを保

持しています．1つ以上の実行からなる抽出には，いろいろなシステムが各実

行に対して定義されています．

抽出プロパティを変更すると，同じカラムダイアログが抽出ウィザードに表示

されます．カラムの順番を追加／削除／変更すると，抽出される新しいデータ

が，ワークシートの正しいカラムに確実に配置されるよう，確認する必要があ

ります．

EMPグループプロパティ（概略や統計情報）の詳しい確認方法は"3.4    EMP
ブラウザ"を参照して下さい．

抽出のノードプロパティを修正する手順
1. 抽出ノードを右クリックし，［プロパティ］を選択します．

抽出ウィザードの最初のダイアログが表示されます．抽出ウィザードの

詳細は第4章を参照して下さい．

2. ウィザードの最終ページで［完了］ボタンをクリックし，ノードを再作

成します．抽出を開始します．

EMPグループを再実行する場合，そのまま実行するか，その前に変数やデー

タが抽出されるシステムなどを変更したりすることができます．
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図 7.1 ［実行］ダイアログ

EMPグループを再実行する手順
1. EMPブラウザの［ファイル］タブを使ってEMPグループを開きます．

2. EMPブラウザの［EMPグループ］タブでEMPグループアイコン［ ］

を右クリックし，［EMPグループの実行］を選択します．

［EMP（名前）グループの実行］ダイアログが表示されます．ダイア

ログにはリストが２つあります．

― ツリー表示パネル（左）は EMPグループの抽出を表示します．

各抽出には1～複数の実行があります．

― 詳細パネル（右）はツリー表示パネルで選択された項目の情報を

表示します．抽出を選択するとワークシートや抽出の詳細テーブ

ルが表示されます．実行を選択するとソースデータの詳細が表示

されます．

3. 実行で使用される変数を追加したり削除するには［実行］を選択後，

［ユーザ変数］ボタンをクリックします．変更後，［OK］ボタンをクリ

ックします．

4. ［PDBから抽出］が選択されると，詳細パネルは，既に抽出で選択さ

れているシステムを一覧表示します．

― リストを修正するには，［変更］ボタンをクリックします．

システムグループダイアログが表示されます．

 このダイアログで使う情報は，"4.1   PDBからの抽出"に表示さ

れています．）

― 変更後，［OK］ボタンをクリックして［EMPグループ（名前）

の実行］ダイアログに戻ります．
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5. ［ファイルから抽出］が選択されると詳細パネルは，データが抽出され

たファイルに名前をつけます．

― 別のファイルを使うには，［変更］ボタンをクリックします．［開

く］ダイアログが表示されます．

― ファイルの位置を選択後，［開く］ボタンをクリックして［EMP
グループ（名前）の実行］ダイアログに戻ります．

メモ：［ODBCから抽出］が選択されると，詳細パネルは環境パ

ラメタがない  と表示します．

6. 既存の実行を元に新規実行を作成するには，

― 既存の実行を選択します．例： 'Execution2'
― ［コピー］ボタンをクリックします．グループでの全抽出に新規

実行が追加されます．各抽出では，コピーされた実行は選択され

た実行の数に一致します．

7. 新規実行を作成するには，

― ［追加］ボタンをクリックします．メッセージが表示されます．

― ［いいえ］ボタンをクリックして，空の実行を作成します．

―あるいは―

― ［はい］ボタンをクリックして，実行するシステムを選択します．

（上記手順4参照）

8. 他の実行の詳細を修正するには，実行を選択後，手順3，4あるいは必

要に応じて手順5を繰り返します．

9. EMPグループが定義され，レポートを［EMPグループの実行］上に作

成する場合，［レポート］ボタンをクリック後，作成されるレポートの

種類を選択します．

10. EMPグループの各実行結果を新規EMPグループとして保存する場合

は（オリジナルEMPグループを更新するより），

― ［名前と付けて保存］チェックボックスをオンにし，［ ］ボ

タンをクリックします．

― EMPグループ名形式を入力します．

11. ［OK］ボタンをクリックします．メッセージが表示されます．

12. ［はい］ボタンをクリックすると詳細を保存後，EMPグループを実行

します．

―あるいは―

［いいえ］ボタンをクリックすると詳細は保存しますが，EMPグルー

プは実行しません．

―あるいは―

［キャンセル］ボタンをクリックすると詳細を保存せず，EMPグルー

プも実行しません．
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7.4 絞り込み抽出を作成する

現在選択されているEMPグループから選択された開始日と終了日を使用して

新しい抽出を作成するには，絞り込み抽出を使用します．新規抽出は，現在選

択されているEMPグループの抽出のプロパティを使用するか，新規EMPグル

ープとなります．

選択された期間は，抽出条件になります．

絞り込み抽出ダイアログを開く前にワークシートで期間を選択できます．また，

絞り込み抽出ダイアログで期間を入力することもできます．

例えば，EMPグループワークシートで，ある特定の期間に何が発生したか詳

しく調査する必要がある場合は，必要な期間を選択し，絞り込み抽出を使って

既存のEMPグループを実行したり，新しいグループを作成することができま

す．

絞り込み抽出を作成する手順
1. 絞り込み抽出を実行するワークシートを開きます．

2. ワークシートから日時セル範囲を選択します．最初と最後の日時が，

絞り込み抽出ダイアログに開始と終了日時として表示されます．日時が

選択されていなければ，絞り込み抽出ダイアログのフィールドは空白に

なります．

3. ツール］－［抽出］－［絞り込み抽出］を選択します．

絞り込み抽出ダイアログが表示されます．このダイアログは，作成され

るワークシートのプロパティを設定するために使用します．

4. 開始日時と終了日時を入力します．

5. 次のどちらか一方を選択します．

― 選択した期間内のデータから新規 EMPグループを作成する［新

規グループを作成］

―あるいは―

― 選択した期間より既存の EMPグループからデータを再抽出する

［既存のグループを使用］

6. ［実行］ボタンをクリックします．

― ［新規グループを作成］を選択した場合，［抽出］ダイアログが

表示されます．PDBからデータを抽出して，新しい抽出を完了す

るには，"4.1 PDBからの抽出"を参照して下さい．ファイルから

データを抽出するには，"4.2 ファイルからの抽出"を参照して下

さい．

― ［既存のグループを使用］を選択した場合，［絞り込むEMPグル

ープを選択してください．］ダイアログが表示されます．手順7
に進みます．
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7. 実行するEMPグループを選択後，［実行］ボタンをクリックします．

［実行］（EMPグループ名）ダイアログが表示されます．

8. 実行，システム／ファイル，実行結果オプションを確認します．

9. ［実行］ボタンをクリック後，データを抽出します．

EMPグループ実行のスケジューリング

EMPグループの実行は，スケジュールを作成してOCMM から自動的

に実行できます．
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7.5 EMPグループを変更する

システムやEMPグループに抽出されるフィールドは変更できますが，EMPグ
ループによって作成された抽出条件の数は変更されないという制限がありま

す．

システムやフィールドなどの抽出プロパティを変更すると，フィールドダイア

ログの次に同じカラムダイアログが表示されます．

 

図 7.2 ［抽出］ダイアログ－［カラムのマッチング］ページ

同じカラムダイアログは，過去の実行から作成されたワークシート上のフィー

ルド（カラム）と新しい実行から作成されたワークシート上に表示されるフィ

ールド（カラム）を一致させるために使用されます．

フィールドが一致しない場合，最後にEMPグループが実行されたとき，デー

タが同じワークシートに表示されません．この結果ノードや配下のブランチに

対し要求したデータは返却されません．

EMPグループ上では，以下の変更を行うことができます．

● 各ワークシートやグラフの変更

● 新しいノードの追加（ワークシートやグラフ）
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● ノードの削除

● ショートカットノードの追加（他のEMPグループへのリンク）

変更後はノードやブランチを再作成する必要があります．

7.5.1 ワークシートやグラフの変更

ワークシート上では，以下の変更を行うことができます．

● ワークシートプロパティの変更

● 各セルの値の変更

● ノードプロパティの変更

各セルの値を変更すると，変更は即座にワークシートに反映されます．

編集したワークシートの内容は，新しいワークシートには影響しません．また，

変更は即座には，配下のワークシートやグラフに対して実行されません．配下

のワークシートやグラフに対し変更を反映させるには，各セルの値を変更した

ノードの配下にあるノードに対してブランチの再作成を実行します．

ワークシートプロパティの変更手順は，"6.1.2 ワークシートプロパティ－個別

設定"を参照して下さい．

各セルの値の変更手順は，"6.2 ワークシートの編集"を参照して下さい．

ワークシートやグラフのノードプロパティを変更する手順
1. EMPブラウザで，変更や確認したいノード（ワークシートやグラフ）

に移動します．ソースノードが［ ］を表示していた場合，ソースノ

ードをダブルクリックします．

ワークシートがメインウィンドウに表示されます．（ワークシートが既

に開いているとき，ノードの横に×は表示されません．）

2. 変更したいノードを右クリック後，［プロパティ］を選択します．

プロパティダイアログが表示されます．ダイアログのタイトルとタブの

名前は，ノードを作成するのに使用した操作ツールを意味します．各操

作ツールの頁リファレンスは，'操作ツール'の目次にあります．

3. 変更後，［OK］ボタンをクリックします．

変更はワークシートやグラフ，さらに配下のワークシートやグラフに反

映されます．
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7.5.2 新規ワークシートやグラフノードを追加する

EMPグループでは，既存のEMPグループノードに対する操作の結果として新

規ワークシートやグラフノードが追加されます．（各操作ツールの頁リファレ

ンスは，'操作ツール'の目次にあります．）

EMPグループ内にEMP以外のワークシートやグラフを含むには，"6.3.3
EMPグループに所属しないワークシート"を参照して下さい．EMP以外の項目

は，EMPグループノードに関連しないOCMM によって作成された項目で，

EMPグループ実行によっては影響を受けません．これらの項目は，EMPグル

ープフォルダに保存されるEMPグループの一部です．EMPブラウザの［ファ

イル］タブに表示され，そこからファイルを開きます．EMP以外のワークシ

ートやグラフは，EMPブラウザのEMPグループには表示されません．

7.5.3 ワークシートやグラフを削除する

EMPグループワークシートやグラフの削除方法には，2通りあります．

● ノードを削除する．

● ワークシートやグラフを直接削除する．

ノードを削除する
関連するノードを削除することによって，EMPグループワークシートやグラ

フを削除することができます．

ノードを削除すると，その配下にあるノードもすべて削除されます．ノードが

削除されると，次にEMPグループが保存されるとき，関連するファイル（EMP
グループにある同じ名前の.owsや.ochファイル）も削除されます．

ノードを削除する手順
1. EMPブラウザのEMPグループタブでノードを右クリックします．

2. ［削除］を選択します．

3. ［OK］ボタンをクリックして削除を実行します．
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7.5.4 ファイルを直接削除する

ディスク領域を節約するために，レポート作成に必要なワークシートやグラフ

などのファイルのみを保存する必要があります．他のワークシートやグラフは，

要求に応じてノードから再作成されます．

ファイルを直接削除すると，EMPグループノードは影響を受けません．

EMPグループワークシートやグラフを直接削除する手順
1. EMPブラウザのEMPグループタブで，ファイルが含まれるEMPグルー

プを終了する．（グループが開いている場合）

2. EMPブラウザの［ファイル］タブで，フォルダのわきにある［ ］

のアイコンをクリックして，EMPグループフォルダを開きます．

3. ファイルを右クリックし，［削除］を選択します．

EMPではないワークシートやグラフを削除する手順
1. EMPブラウザのファイルタブで，EMPグループフォルダを右クリック

し，［エクスプローラメニュー］－［開く］を選択します．

2. ファイルを検索します．カレントフォルダにファイルが見つからなけれ

ば，エクスプローラの検索機能を使用できます．

3. ファイルを右クリックし，［削除］を選択します．
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7.6 EMPグループを別のグループにリンク

する

EMPグループは，互いにリンクしています．ノードは，サブEMPグループへ

のショートカットとして表示されるメインEMPグループに追加されます．こ

のサブグループは，リンクを作成するために使用されたオリジナルEMPグル

ープのコピーです．ノードプロパティに対する変更（実行パラメタ）は，リン

クしているサブグループに反映されます．その変更はオリジナルEMPグルー

プファイルから実行されるわけではありません．

同時に複数のEMPグループを実行するには，メインEMPグループを作成し，

それにリンクするサブグループを追加します．

EMPグループのリンクを削除するには，ノードを削除するのと同様にEMPメ
イングループからリンクノードを削除します．

EMPサブグループのリンクを作成する手順
1. EMPブラウザのファイルタブを使用して

― リンクされる EMPグループを開きます．

― 開いている他のグループを閉じます．

2. EMPブラウザの［両方］タブを使用して

― 下部のパネル（ファイル）でサブグループを作成する EMPグル

ープのフォルダを選択します．

― 上部のパネル（グループ）で EMPグループアイコン上のフォル

ダをドラッグ＆ドロップします．

実行パラメタダイアログが表示されます．これはリンクしたサブ

グループのノードプロパティを表します．

3. 実行パラメタを変更するには，"EMPグループの再実行"を参照して下

さい．

4. [OK］ボタンをクリックして詳細を保存後，ダイアログを閉じます．

'～へのショートカット'アイコンが，ノードとしてグループパネルに表

示されます．

リンクしたサブグループの実行パラメタの変更手順
1. ショートカットノードを右クリック後，［プロパティ］を選択します．

2. "EMPグループの再実行"を参照してください．
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7.7 ノードとブランチの再作成

ノードを再作成する場合は，選択されたノードのみ再計算します．

ブランチを再作成するときは，選択されたノードとその配下にあるノード（関

連するワークシートやグラフ）すべてを再作成，再計算します．

例えば，各ワークシートのセルで値を変更し，オリジナルワークシートに値を

反映させたいときは，ワークシートを再作成します．値は，ワークシートプロ

パティにしたがって前のワークシートから再計算されます．各セルを変更し，

それに関連するワークシートやグラフに対する結果を確認するには，変更した

ワークシート配下にあるノードに対してブランチの再作成を実行します．この

操作を行うには，ワークシートやグラフのノードプロパティを確認します．

ノードプロパティと条件を確認するには
ノードやブランチの再作成の前に，グループの各ワークシートやグラフがどの

ように作成されるかを確認したり，あるいは変更したりする場合があります．

● EMPブラウザで，確認したいノード（ワークシートやグラフ）を選択

します．そのソースノード（その上に繋がっているノード）が，［ ］

を表示していれば，ソースノードをダブルクリックします．ソースワー

クシートがメインウィンドウに表示されます．（ワークシートが既に開

いていると，ノードの横に［ ］は表示されません．）確認したいノ

ードを選択後，［Alt］キー＋［Enter］キーを押下します．

ノード自体あるいはその前のノード（その配下から派生するノード）が，適用

される条件に満たないと，ノードは再作成されません．条件に満たないノード

には，EMPブラウザのEMPグループタブでそのノードの上に黄色い三角形

［ ］が表示されます．ノード条件についてのさらに詳しい説明は"5.5.9

EMPグループの実行条件"を参照して下さい．

ノードを再作成する
・ EMPブラウザのEMPグループタブでノードを右クリックし，［ノード

の再作成］を選択します．

ブランチを再作成する
・ EMPブラウザのEMPグループタブでノードを右クリックし，［ブラン

チの再作成］を選択します．
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7.8 EMPグループの削除

EMPグループを削除すると，EMPグループフォルダにあるファイルすべてが，

Windowsのごみ箱に送られます．.empファイルはノードプロパティ詳細をす

べて含みます．フォルダにあるファイルのほとんどは，ワークシートかグラフ

です．

メモ:
EMPブラウザのEMPグループタブに表示されている空のEMPグルー

プ（抽出ノードがないグループ）を削除するには，EMPグループを右

クリック後，［閉じる］を選択します．

EMPグループの一部を削除したいときは，以下の手順はお勧めできま

せん．EMPグループの項目をすべてではなく一部を削除するときは，

"EMPグループを変更する"を参照して下さい．

EMPグループを削除する手順

1. EMPブラウザのEMPグループタブを選択します．削除されたEMPグ
ループが開いている場合，EMPグループを閉じます．

2. EMPブラウザのファイルタブを選択します．削除したいEMPグループ

フォルダのフォルダを右クリックします．

3. ［削除］を選択します．

4. ［はい］ボタンをクリックして削除を実行します．
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この章では，以下の項目について説明します．

● オプションの設定

● ホストの保持

● 計算式の作成

● アラート

● ツールバーのカスタマイズ

● OCMM バーの使用
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8.1 オプションの設定

EMPグループを実行するときに使用するオプションを，OCMM で設定します．

例えば，EMPグループをダブルクリックするときに起きるアクションを選択

することができます．単純にOCMM 内でEMPグループを開いたり，ホストに

接続しEMPグループを実行するときなどに有効な設定です．

［オプション］ダイアログは，［表示］メニューから開きます．ダイアログに

は，4種類のタブがあります．そのうち3種類をここで説明します．

● ［一般］タブ

● ［抽出］タブ

● ［ファイル格納先］タブ

メモ：

オプション［ワークシート］タブについての説明は，"6.1 ワークシー

トカラムプロパティ"を参照して下さい．

8.1.1 一般タブの設定

［一般］タブで，ある一定のOCMM イベント時にシステムによって実行され

るアクションを設定します．ダイアログを図 8.1に示します．

一般オプションの設定方法
［表示］メニュー－［オプション］を選択します．

［一般］タブをクリックします．

以下のテーブルから使用するオプションを選択します．
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図 8.1 [オプション]ダイアログ－[一般設定]タブ

表 8.1 ［オプション］ダイアログ－［一般］タブ

フィールド 説明

EMPグループダブルクリ

ック時の動作

［ファイル］タブにあるフォルダまたは*.empファイルをダブルク

リックするとき実行されるアクションを選択します．

● 開く――作成中のデータと一緒に EMPグループを開きま

す．

● 実行する――データを再抽出し， すべてのワークシートとグ

ラフを再構築します．

● 毎回確認する――ダブルクリックするごとに， 開くまたは実

行するかの選択を尋ねてきます．

新規EMPグループ作成時

に抽出ダイアログを表示す

る

ここを選択した場合，［新規EMPグループ］ツール（  アイコ

ン表示）をクリックするときダイアログを表示します．ダイアロ

グから，PDB，ファイルまたはODBCからデータを抽出するかを

選択します．

メモ：ダイアログを表示する場合，抽出タブの初期値のデータ抽

出先を必ず［毎回確認する］に設定して下さい．

ワークシート／グラフの名

前を確認する

ここを選択した場合，ワークシートやグラフを作成するときダイ

アログを表示します．シートやグラフに名前を付けるときにダイ

アログを使用します．初期値の名前－ワークシート1，ワークシー

ト2，…を使用する場合は，このオプションをクリアにして下さい．

アクティブなワークシート

／ノードとEMPグループ

メインウィンドウでワークシートやグラフを選択するとき，

［EMPブラウザ］－［EMPグループ表示］で自動的にノードをハ
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フィールド 説明

ウィンドウを同期させる イライトさせる場合，このオプションを選択します．ワークシー

トやグラフが，EMPグループデザインのどの場所で調和するかを

表示します．

保存時にアンドゥバッファ

をクリアする

ユーザがワークシートを編集するとき，OCMM はバッファにアク

ションを記録します．ユーザは，［編集］メニュー－［元に戻す］

で直前のアクションを取り消すことができます．このオプション

を選択した場合，バッファは，ワークシートが保存されるときク

リアされます．

抽出とは別々のスレッドで

行う

EMPグループがマルチ抽出のとき，続けて実行またはそれ自身の

スレッド内で実行できます．このオプションを選択する場合，各

抽出が速くなります．抽出実行中，OCMM とPDBホストに対し

てメモリとCPUの使用を少なくする場合，このオプションをクリ

アにします．

実行後に余分に割り当てら

れたメモリを開放する．

EMPグループ内の閉じられているノードに使用します．このオプ

ションを選択する場合，EMPグループが実行を完了するまで，そ

のノードはメモリから開放されません．このオプションがクリア

されている場合，閉じられているノードは，実行中必要がなくな

るとすぐにメモリから開放されます．

英大文字と小文字を区別し

ない

文字を比較するEMPグループの計算式（例えば， PDB抽出ダイ

アログの基準ページにある）に対し適用します．このオプション

を選択する場合，文字が一致するとき，例えば“ABC”=“abc”
のようなとき表示形式は無視されます．このオプションがクリア

されている場合，文字は内容と表示形式のどちらにも一致しなけ

ればなりません．
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8.1.2 抽出タブの設定

［抽出］タブで，データを抽出するときシステムによって実行されるアクショ

ンを設定します．使用するダイアログを図 8.2に示します．

抽出オプションの設定方法
1. ［表示］メニュー－［オプション］を選択します．

2. ［抽出］タブをクリックします．

3. 以下のテーブルから使用するオプションを選択します．

図 8.2 ［オプション］ダイアログ－［抽出］タブ
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表 8.2 ［オプション］ダイアログ－［抽出］タブ

フィールド 説明

デフォルトのデータ抽出先
［新規EMPグループ］ツール（   アイコン表示）をクリック

するとき実行されるアクションを選択します．

毎回確認する―ダイアログを表示します．ダイアログから， PDB，

ファイルまたはODBCからデータを抽出するかを選択します．

（一般設定タブの最初のチェックボックスが選択されている必要

があります．）

 PDB― PerfMGR PDB抽出ダイアログを表示します．

ファイル―ファイルからの抽出ダイアログを表示します．

ODBC―データベースからの抽出ダイアログを表示します．

設定 クリックして，［抽出設定］ダイアログを開きます．このダイアロ

グの詳細は，”抽出設定－common fields
”を参照して下さい．

FDTを自動的に同期する このオプションを選択すると，ホストのFDTが変更されていると

き，OCMM はそれを見つけようと試みます．変更箇所が見つかる

と，OCMM は，次回起動時にホストが更新されているかをチェッ

クします．

ホスト通信のタイムアウト

値

データを抽出するためにホスト（NT またはUNIX）へ接続する場

合，OCMM が接続を待つ時間を秒単位で設定します．この時間内

で接続しない場合，OCMM には“Connection Timeout”のメッ

セージが表示されます．
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8.1.3 ファイル格納先タブの設定

オプションダイアログの［ファイル格納先］タブで，いろいろなEMPグルー

プファイルの情報を設定します（図 8.3）．設定できる情報は以下の通りです．

図 8.3 ［オプション］ダイアログ－［ファイル格納先］タブ

― EMPブラウザのルート―― EMPブラウザの［ファイル］タブに

表示されるルートフォルダ（トップフォルダ）です．

― EMPグループ――［ファイル］メニュー－［ EMPグループ］－

［EMPグループを名前を付けて保存］でEMPグループを保存す

るとき，例えば新しいEMPグループを保存するときに，選択さ

れる初期フォルダです．必ずEMPブラウザルートと同じ設定に

して下さい．

― EMPグループのテンプレート――グループテンプレートが格納

されるフォルダです．［ファイル］メニュー－［新規作成］で新

しいEMPグループを作成するとき，このフォルダがテンプレー

トタブに表示されます．フォルダをEMPブラウザの［ファイル］

タブに表示するために，EMPブラウザルートでフォルダを選択

してください．

― スケジュールタスク――スケジュールタスクを格納するために

使用するフォルダです．フォルダをEMPブラウザの［ファイル］

タブに表示するために，EMPブラウザルートでフォルダを選択
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してください．

ファイル格納先タブの設定方法
1. ［表示］メニュー－［オプション］を選択します．

2. ［ファイル格納先］タブをクリックします．

3. ファイル種別の場所を変更する場合，ファイル種別を選択し［変

更］ボタンをクリックします．

4. ［フォルダの参照］ダイアログで，新しいフォルダのディレクトリを選

択します．（Ｗindowsエクスプローラ側のフォルダを使用するとき，こ

のダイアログを使用して下さい．）

5. ［OK］ボタンをクリックします．
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8.2 抽出設定－common fields

EMPグループを作成する場合，各抽出に対してシステムタイプを選択し抽出

されるフィールドを設定します．個々のシステムタイプに対しフィールドを抽

出する場合，抽出設定でこれらのフィールドを定義できます．このシステムタ

イプを選択する毎に，これらのフィールドが抽出に対して自動的に表示されま

す．必要に応じ，これらのフィールドを削除することができます．

common Fieldは，抽出設定を定義するとき，選択に対してのみ使用可能です．

システムタイプに対する抽出設定の定義手順
1. ［表示］メニュー－［データ抽出設定］を選択します．

［抽出設定］ダイアログが表示されます．

2. ［システムタイプ］を選択します．

3. ［抽出が可能なフィールド］領域に，抽出するフィールドを選択します．

― フィールドをひとつ選択する場合，そのフィールドをダブルクリ

ックします．

― 連続するフィールドを選択する場合，それらをハイライトしてか

ら［追加］ボタンをクリックします．

― 連続していないフィールドを選択する場合， Ctrlキーを押下し，

必要なフィールドをハイライトして［追加］ボタンをクリックし

ます．

― 

フィールドが，［常に抽出されるフィールド］領域に表示されます．

4. ［常に抽出されるフィールド］領域で連続するフィールドを変更する場

合，行番号をクリックし以下の操作を行います．

― 一覧にある上の行に移動する場合，［上へ］ボタンをクリックし

ます．

― 一覧にある下の行に移動する場合，［下へ］ボタンをクリックし

ます．

5. フィールドを削除する場合，行番号を選択し［削除］ボタンをクリック

します．

6. ［OK］ボタンをクリックします．
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8.3 ホストの保守

ホストは，PDBを保有するコンピュータです．PDBは，ローカルシステムと

リモートシステムからのデータを含むことができます．

OCMM でホスト情報を変更する場合は，以下の操作が可能です．

● ホスト定義情報の変更・削除

● ホストのインポート

● ホストに対するフィールド記述テーブルを更新または開く

新しいホストを追加する手順は，"3.3 ホストの定義"を参照して下さい．

メモ：

ホスト情報ウィンドウがアクティブでない限り，ホストメニューは表示

されません．

8.3.1 ホスト定義情報の変更・削除

以下の３種類の操作について手順を説明します．

ホストプロパティの変更

ホストの名前の変更

ホストの削除

ホストプロパティの変更手順
1. ［表示］メニュー－［ホスト情報］を選択します．

2. ホストを右クリックし，［プロパティ］を選択します．

3. 必要箇所を変更します．

4. ［OK］ボタンをクリックします．

ホスト名の変更手順
1. ［表示］メニュー－［ホスト情報］を選択します．

2. ホストを右クリックし，［名前の変更］を選択します．

3. 新しい名前を入力し，［Enter］キーを押下します．

ホストの削除手順
ホストを削除するとき，ホストのフィールド記述テーブルが削除されます．ホ

ストに関連したすべてのシステムは，それ以後使用できなくなります．

1. ［表示］メニュー－［ホスト情報］を選択します．

2. ホストを右クリックし，［削除］を選択します．

3. ［はい］ボタンをクリックします．
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8.3.2 ホストをインポートする

OCMM をいくつかのPC上で実行する場合，ネットワーク上のPCから別のPC
へ，インポート機能を使用してホストの定義をコピーできます．これにより，

ホストを定義する時間と手間を省くことができます．

ホスト定義ファイルは，拡張子.ohdファイルを持ち，OCMM フォルダ内のホ

スト一覧フォルダに格納されています．

ホストのインポート方法
1. ［表示］メニュー－［ホスト情報］を選択します．

2. ［ホスト］メニュー－［インポート］を選択します．

3. ファイル名とパスを入力し，［開く］をクリックします．

8.3.3 FDT(フィールド記述テーブル)

FDT(フィールド記述テーブル）は，下記の詳細を含むテーブルです．

● 各システムタイプに対する各フィールド

● 各カテゴリのフィールドを含みます．カテゴリは，［抽出］ダイアログ

のタブで選択するフィールドをグループ化するために使用します．

● 図表示される各フィールドにあるPDBのテーブル

● 各フィールドと関連するレコードID．抽出が要求され，リソース名や

システム名などのレコードIDに基づく抽出に対してワークシートが作

成されます．

フィールド記述テーブルを開き，更新する
FDTは，OCMM がロードまたは更新するとき，ホストからOCMM システム

にアップロードされます．新しいホストを［新しいホストのプロパティ］ダイ

アログを使用して定義するとき，［フィールド記述テーブル(FDT)も更新す

る］チェックボックスを選択すると，FDTがアップロードされます．

オプションの抽出タブ（"
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抽出タブの設定"を参照）で，OCMM のFDTを自動的にホストのFDTと同期

をとる設定ができます．ホストのFDTを更新する場合，例えば新しいシステム

を追加した場合など，次回OCMM の起動時に，いくつかのホストのFDTが新

しいことを告げるメッセージを表示します．すべての関連するホストに対して

FDTをすぐに更新するように選択することもできます．この時ホストに接続す

る選択をしていなくても，代わりに下記の手順でホストのFDTを更新できます．

フィールド記述テーブルの開き方
FDTを開いて表示することは，PDBの内容を簡単に表示する方法です．

1. ［表示］メニュー－［ホスト情報］を選択します．

［ホスト情報］ウィンドウが表示されます．

2. ホストを右クリックし，［フィールド記述テーブルを開く］を選択しま

す．

フィールド記述テーブルの更新方法
FDTを更新するように指示する場合，OCMM は，ホストに接続してFDTを受

信すると切断します．

1. ［表示］メニュー－［ホスト情報］を選択します．

［ホスト情報］ウィンドウが表示されます．

2. ホストを右クリックし，［フィールド記述テーブルの更新］を選択しま

す．

フィールド記述テーブルは，拡張子.fdtファイルを持ち，OCMM フォルダ内

のホスト一覧フォルダに格納されています．
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8.4 システムグループ

（アイコン表示）抽出実行に対し，複数のシステムをグループ化し，ひと

つのグループシステムとしてそれらを定義することができます．

グループにあるシステムやシステムグループ名を変更／削除することができ

ます．

8.4.1 システムグループダイアログ

ホストの定義後すぐに，このダイアログで作業することができます．ホストを

定義していない場合は，システムがダイアログに表示されません．

図 8.4 ［システムグループ］ダイアログ

表 8.3システムグループダイアログ

ダイアログコントロ

ール

説明

システムグループ システムグループの一覧です．

メモ：システムグループダイアログが，PDB抽出ダイアログに表示さ

れるとき，抽出グループがこのパネルの上部に表示されます．

グループの内容 システムグループパネルにある現在選択しているグループのシステム

を表示します．
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ダイアログコントロ

ール

説明

有効なシステム データが記録されているシステムの一覧です．詳細は，現在定義して

いるホストにより異なります．システムをダブルクリックして，現在

選択しているグループに追加します．追加したシステムは，グループ

の内容に表示されます．

フィルタ クリックし，有効なシステムをショートリストで表示する名前を設定

します．例えば，“Ser*”は名前がSer…で始まるシステムのみを表示

します．

グループに追加 ［グループの内容］に［有効なシステム］で選択したシステムを追加

します．

グループから削除 グループの内容にある選択したシステムを削除します．

システムグループの作成手順
1. ［表示］メニュー－［システムグループ］を選択します．

［システムグループ］ダイアログが表示されます．

2. ［システムグループ］領域で，［グループ］アイコンを右クリックし，［新

しいシステムグループ］を選択します．

3. 新規グループ名を入力し，［Enter］キーを押下します．

メモ：有効なシステム領域でシステムをフィルタにかける場合，［フィ

ルタ］ボタンをクリックしてください．

有効なシステム領域からグループへ，システムが追加されます．

― ひとつのシステムを追加する場合，そのシステムをダブルクリッ

クして下さい．

― 一度に複数のシステムを追加する場合，それらを選択した後，グ

ループの内容一覧へドラッグ&ドロップします．

4. 完了後，［OK］ボタンをクリックします．

システムグループの変更／削除手順
1. ［表示］メニュー－［システムグループ］を選択します．

［システムグループ］ダイアログが表示されます．

2. 必要事項を変更します．

― グループの内容を表示する場合，システムグループでそのグルー

プをハイライト表示にします．内容が，［グループの内容］一覧

ボックスに表示されます．一覧ボックスのタイトルに，表示され

ている内容のグループが表示されます．

― 選択したグループからシステムを削除する場合，［グループの内

容］一覧ボックスにあるシステムをダブルクリックします．

― グループを削除する場合，そのグループを右クリックし，［シス

テムグループの削除］を選択し［はい］ボタンをクリックします．

3. ［OK］ボタンをクリックします．

メモ：

PDBの［抽出］ダイアログ内で［システムグループ］ダイアログを使
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用するとき，抽出グループを削除することはできません．このグループ

は，少なくともひとつのシステムを含んでいなければなりません．
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8.5 計算式の作成

OCMM では，下記のようにいろいろなダイアログで計算式を使用しています．

● 抽出――抽出基準を定義する中で，計算式を使用します．

● 処理――フィルタと一緒に使用し，カラムツールを追加します．例えば，

ワークシートにカラムを追加する場合，カラムに挿入する値を計算させ

るために計算式を入力します．

● 表示――帳票を出力するときにページのヘッダやフッタに値を挿入す

るために，また，レポートのワークシートやグラフの上部に見出しを付

けるためなどに，計算式を使用します．

● 実行条件―― EMPグループの実行またはノードの再作成に対する実行

条件を設定する場合，計算式を使用します．

8.5.1  [計算式]ダイアログ

計算式の作成を補助するために，OCMM は，［計算式］（計算式を作成するた

めに使用する変数や操作などの機能を一覧にしたダイアログ）を表示します．

ダイアログ上に，矢印［ ］ボタンまたは［計算式］ボタンが表示されてい

る場合，［計算式］ダイアログを，ダイアログのテキストボックスを完成させ

るために使用します．連続するテキストボックスを選択し，ボタンをクリック

して［計算式］ダイアログを開きます．
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図 8.5［計算式］ダイアログ

以下は，ダイアログの下部に表示される内容です．

● 左側の一覧は，下記を選択するとき使用します．

―  現在の処理に対するワークシートのカラム

―  現在のEMPグループに対して定義する変数

―  カレンダーで定義するカレンダー関数

―  機能：フルセットまたは4カテゴリのうちのひとつの機能を選択

できます．

● 右側の一覧は，左側の一覧で選択されたグループの内容を表示します．

● 右側の一覧で選択された用語の説明．ワークシートのワークシートプロ

パティの説明にある，カラムに対する説明です．（"6.1.2.2 ワークシー

トプロパティ－カラム設定タブ"参照）

変数に対する説明は，［ユーザ変数］ダイアログの説明になります．（"EMPグ
ループの変数を保持する"参照）

ダイアログの上部にあるテキストボックスに計算式を作成します．右側の一覧

にあるカテゴリをダブルクリックし，操作ボタンをクリックまたは直接入力し

て，計算式を挿入します．ダブルクリックでカテゴリアイテムを挿入すると，

［計算式］ダイアログは，常にそれに応じた構文を表示します．正しい計算式

にするために，必要に応じて編集します．

編集を終了したら，［OK］ボタンをクリックして実行条件セルに計算式をコピ
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ーします．コピーされた計算式は，先に［計算式］ダイアログに入力した構文

を置き換えます．

［計算式］ダイアログ内でセルを参照する方法
［計算式］ダイアログ内でカラムのセルを参照する場合，ユーザは下記の形式

を使用します．

● %Column_Name カラムの現在指定しているセル

● %Column_Name［1］ カラムの1行目のセル

● %Column_Name［N］ カラムのN行目のセル

● %Column_Name［-1］ 現在指定しているセルの1行上のセル

● %Column_Name［-N］ 現在指定しているセルのN行上のセル

● %Column_Name［+1］ 現在指定しているセルの1行下のセル

● %Column_Name［-N］ 現在指定しているセルのN行下のセル

● %Column_Name［last］カラムの最後のセル

メモ：

1) "Column_Name"は，例えばconsintl，coverage，sysnameのよ

うなカラム名です．

2) Nは，整数値でなければなりません．変数や式は使用できません．

3) 参照するセルが存在しない場合，計算結果は空になります．

＜"現在指定している"セルの決定方法は，［実行条件］タブでこれらの操作を

試したとき，［+2］［-3］のような相対参照値ではなく，［2］［last］のような

絶対参照値を使用してください．%coverage=1のような参照値以外を使用した

場合，カラム内のすべてのセルが値1であるときにのみ，条件は満たされます．

＞
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8.6 EMPグループの変数

計算式に定数を使用することに加えて，変数を定義することができます．例え

ば，EMPグループの実行が連続している間，値を変更するために，抽出基準

に変数"cpu_min"を設定することができます．最初の実行が，1日2分以下で

CPUを使用しているデータ過程を除外し，その後の実行が5分以下で使用して

いるデータ過程を除外することができます．抽出基準内にある計算式を変更す

る必要はなく，簡単に変数値を変更できます．

変数値は，整数，実数，文字，変数名，日付／時刻，標準のOCMM 関数，ま

たは，数学的操作または真偽値を含んでいるこれらの正確な組合わせになりま

す．文字は，変数名・関数名とそれを識別するために，シングルの引用符で囲

まれていなければなりません．詳細は，OCMM オンラインヘルプの標準変数

／関数項目を参照して下さい．

8.6.1 EMPグループの変数を保持する

EMPグループに対して作成した変数は，そのEMPグループに対するグローバ

ル変数になります．変数は，抽出基準，EMPグループ操作そして条件付き実

行で使用されます．

EMPグループを表示，追加，変更するときは，以下の手順で行います．

● EMPブラウザの［EMPグループ］ウィンドウで［EMPグループを開く］

を選択します．

● ［ツール］メニュー－［EMPグループ］－［ユーザ変数］を選択しま

す．

図 8.6 ［ユーザ変数］ダイアログ
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表 8.4 ［ユーザ変数］ダイアログ

ダイアログアイテム 説明

変数名 変数の名前です．

データ型 整数，文字など．型は，値カラムで作成されたエントリを基にしている選択したシ

ステムです．

値 計算された値を表示します．

入力された式を表示する場合は，セルをクリックします．

説明 変数の目的や使用を説明します．

新規 新規変数を追加するときクリックします．

削除 ハイライトになっている行を削除するときクリックします．

再計算 選択した変数値を再計算するときにクリックします．

全てを再計算 テーブル内のすべての変数値を再計算するときクリックします．

8.6.2 変数の置換

EMPグループノードを再構築するとき，実行結果を変更するために変数を編

集するよりは，ひとつの変数を別の変数に置換する方がより適切です．この方

法では，必要なとき交換する変数を，EMPグループで蓄積することができま

す．

EMPグループにある変数を置換するときは，以下の手順で行います．

● EMPブラウザの［EMPグループ］ウィンドウで［EMPグループを開く］

からノードを選択します．

● ［ツール］メニュー－［EMPグループ］－［ユーザ変数の置き換え］

を選択します．
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図 8.7 ［ユーザ変数の置換え］ダイアログ

表 8.5  ユーザ変数の置き換えダイアログ

ダイアログアイテム 説明

置き換えられる変数 クリックで，EMPグループに対して定義されている変数の一覧を表示し

ます．

これに置き換える 削除する変数の位置に挿入する変数を選択します．

追加 クリックで，選択する変数に使用する置換条件を作成します．条件一覧

に表示されます．

削除 条件一覧にあるハイライトされたエントリを削除します．

変数の置き換え 必要事項を選択します．

選択したノードから開始――選択したノードとその配下のすべてのノ

ードが置換されます．

抽出ノードから開始――指定したノード配下にある抽出ノードとその

配下すべてが置換されます．

EMPグループ全体――ブランチにある全抽出と全ノードが置換されま

す．
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8.7 アラート

アラートノードは，EMPグループに追加できる特別なノードです．他のEMP
ノードと違い，アラートノードは，EMPグループ実行イベントの警告を出す

目的で使用されます．以下より，アラートを実行します．

● アプリケーションの起動――適切なメッセージを表示するために， 起動

するアプリケーションとアプリケーションに渡すパラメタを設定しま

す．

● 電子メールメッセージの送信――各メールに対して，受信者，送信メッ

セージ，そして電子メールに添付するEMPグループからのファイル（ワ

ークシートやグラフ）を設定します．

● 

通常，アラートノードを作成するとき，発生するアラートに対し，ワークシー

トでの必要条件を設定するために実行条件タブを使用します．（"5.5.9 EMPグ
ループの実行条件"参照）（実行条件が設定されない場合，アラートはワークシ

ートを作成するごとに発生します．）

図 8.8 ［EMPブラウザ］ウィンドウ内のアラートノード

上図は，アラートノードの使用事例になります．ふたつのノード'proc1'と'アラ

ート'は，'proc0'ワークシートから生じています．このレイアウトは，'proc1'
実行のために設定されている実行条件の位置を表示しています．この実行が行

われない場合，すなわち'proc0'での条件が'proc1'の非実行であるとき，警告を

出すことができます．これを行うために，アラートを'proc0'に添付し，'proc1'
の条件と反対の実行条件を設定します．言い換えれば，'proc0'から他のブラン

チ'proc1'か'アラート'のどちらかが出るということになります．

他のアラートノードの使用事例が，ブランチの末端に表示されます．その上に

位置する幾つかのノードには，設定された条件があります．これらのノードの
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実行条件が満たされると，そのブランチの実行がアラートノードに達します．

アラートノードそれ自身は，実行条件を持つ必要がありません．実行は，ブラ

ンチですべてのノードが再構築されていることをユーザに通知します．

アラートダイアログを図 8.9に示します．

図 8.9 アラートダイアログ

表 8.6 アラートダイアログ

ダイアログアイテム 説明

説明 アラートのノード名になります．

実行アクション 定義されたアクションが表示されます．

新規 プルダウンメニュを表示し，実行するアクションを選択することができます．

変更 選択したアクションの内容を変更するためのダイアログを開きます．

削除 選択したアクションを削除します．
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8.7.1 実行するアプリケーション

図 8.10 アラート－実行するアプリケーション

アプリケーション実行のためのアラート作成手順

1. アラートが添付しているワークシートを開きます．

2. ［ツール］メニュー－［拡張］－［アラート］を選択します．アラート

ダイアログが開きます．

3. ［アラートの説明］に説明（ノード名になります）を入力します．

4. ［新規］をクリックし，［アプリケーション］を入力・選択します．［ア

ラート時に実行するアプリケーション］ダイアログが表示されます．値

を入力する場合，キーボードで入力するか，または，ドロップダウン一

覧をクリックして以前に使用した値から選択します．

5. ［アプリケーション，ドキュメント，Webページのパス名］に，ドロッ

プダウン一覧にあればそこからファイルを選択します．別なファイルが

必要であれば，以下の作業を行います．

― ［参照］ボタンをクリックします．Ｗ indowsの標準的な［ファイ

ルを開く］ダイアログが表示されます．

― ファイルの種類を以下から選択します．

―  アプリケーションの場合―― *.exe，*.pif，*.batファイル

を選択します．

――または――

―  ドキュメントの場合―― *.htm，*.doc，*.txtファイルを選

択します．

― ［参照］一覧を使用して，必要なファイルを選択します．

― ［開く］ボタンをクリックします．アラートタブにファイル名が

表示されます．
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メモ：

ドキュメント入力には，ファイルの種類が実行に必要なアプリケーショ

ンに関連している必要があります．必要に応じ，［スタート］メニュー

－［ヘルプ］を選択し，キーワードタブに"ファイルの種類"を入力しま

す．これは，ファイルを正しいアプリケーションに関連させる方法を説

明するトピックを表示します．

6. ［作業用フォルダ名］への入力は，オプションです．ファイルを開くと

きに表示する［ファイルを開く］ダイアログに対しアプリケーションの

作業用フォルダを指定する場合に使用します．

7. ［パラメタ］ボックスは，［パス名］で設定したアプリケーションに対

するコマンド行パラメタを入力するときに使用します．

8. 入力した情報を再度使用する場合，［追加］ボタンをクリックし，アラ

ートヒストリに現在の情報を格納します．次回アラートタブを表示する

とき，保存した情報をドロップダウン一覧から呼び出し選択することが

できます．

9. アラートが設定したファイルを実行できるかテストする場合，［テス

ト］ボタンをクリックします．（テストは，条件タブでの設定を無視し

ます．）テストが実行しない場合，手順5-7の設定を再確認して下さい．

10. テストが成功した場合，［OK］ボタンをクリックしてアラートダイアロ

グへ戻ります．

11. アラートの実行条件を設定するために，［条件］タブをクリックします．

条件タブの詳細は，"5.5.9 EMPグループの実行条件"を参照して下さい．

12. ［OK］ボタンをクリックし，ダイアログを閉じます．

OCMM は，アラートの実行を試みます．ワークシートが実行条件を満

たしている場合（または，条件を設定していない場合），アラートが実

行されます．ワークシートが実行条件を満たしていない場合，EMPブ
ラウザのアラートノードに黄色い三角が表示されます．
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8.7.2 アラート発生時に電子メールを送信する

アラートが発生するときに電子メールを送信する場合，アラート定義に電子メ

ールメッセージを追加します．これには，電子メール受信者の設定を含みます．

OCMM はアドレス帳，電子メールアドレスを入力した特別なEMP以外のワー

クシートを含みます．アドレス帳は，電子メールを作成するときアクセスしま

す．

ここでは，以下について説明します．

● アドレス帳に電子メールアドレスを入力する方法

● アラートに電子メールメッセージを追加する方法

アドレス帳に電子メールアドレスを入力する方法
1. ［表示］メニュー－［アドレス帳］を選択します．アドレス帳のワーク

シートが表示されます．

2. アドレス帳に行を追加する場合，以下の作業を行います．

― 行番号で右クリックし，［挿入］を選択します．

― 挿入する行数を入力し，［OK］ボタンをクリックします．

3. リストに追加する各アドレスの名前と電子メールアドレスを入力し完

成させます．

4. カラムを選択し，ワークシートツールバーにある［昇順ソート］または

［降順ソート］をクリックすることにより，リストをソートすることが

できます．

5. アドレス帳を完成させたら，保存しアドレス帳を閉じます．
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送信する電子メールダイアログ

図 8.11 ［送信する電子メール］ダイアログ

アラートノードに電子メールアクションを追加する方法

メモ：

この手順は，存在するアラートノードにメール送信を追加する方法を説

明しています．アラートノードを作成する必要がある場合，"実行する

アプリケーション"の手順1-3を参照し，以下の手順3へ進んでください．

手順の最後に［OK］ボタンをクリックすると，OCMM はアラートの実行を

試みます．メールが正しく実行されているかをチェックする場合，最初のメー

ルにテストメッセージを入力し，条件タブの［条件付き実行］チェックボック

スをクリアにしてください．続いて，メッセージを更新し実行条件を再設定し

て下さい．

1. アラートの対象とするワークシートを開きます．

2. EMPグループ表示のアラートノードを右クリックし，［ノードのプロ

パティ］を選択します．アラートのプロパティが表示されます．

3. ［新規作成］をクリックし，［メール送信］を選択します．［送信する電

子メール］ダイアログが表示されます．

4. メール受信者を設定する場合，以下の手順で行って下さい．

― ［宛先］をクリックします．受信者選択ダイアログが表示されま

す．OCMM のアドレス帳に登録したすべての名前がアルファベ

ット順で表示されます．

― メール受信者名を選択し，［OK］ボタンをクリックします．

5. ［件名］に，アラートを記述する概要を入力します．
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6. 現在のEMPグループから電子メールへファイルを追加します．

― ［ファイル］をクリックします．［ファイルを選択］ダイアログ

が表示されます．EMPグループにあるすべての保存したワーク

シート名とグラフ名がアルファベット順で表示されます．

― 電子メールに添付する各ファイルを選択し，［OK］ボタンをクリ

ックします．

7. ダイアログ下部にあるテキストボックスに，送信するメッセージを入力

します．

8. ［OK］ボタンをクリックし，メール送信ダイアログを閉じます．

9. アラートの実行条件を再確認する場合，条件タブをクリックします．条

件タブの詳細は，"5.5.9  EMPグループの実行条件"を参照して下さい．

10. ［OK］ボタンをクリックし，アラートダイアログを閉じます．

― ワークシートが，実行条件を満たしていない場合， EMPブラウ

ザのアラートノードに黄色い三角が表示されます．

― ［条件付き実行］を選択していない場合（または，ワークシート

が実行条件を満たしている場合），アクションが実行されます．

8.7.3 アラート詳細を変更する

● アラートが発生するとき実行する他のアプリケーションを含む場合，"
実行するアプリケーション"の手順へ進んで下さい．

● アラートが発生するとき送信する他の電子メールメッセージを追加す

る場合，"アラート発生時に電子メールを送信する"の手順へ進んで下さ

い．

アラート詳細の変更方法
1. アラートノードが添付しているワークシートを開きます．

2. EMPグループ表示のアラートノードを右クリックし，［ノードのプロ

パティ］を選択します．アラートのプロパティが表示されます．

3. 変更するアクションを選択し，［変更］をクリックします．

― ［アラート時に実行するアプリケーション］ダイアログに，情報

が，"実行するアプリケーション"の手順で表示されます．

― ［メール送信］ダイアログに情報が， "アラート発生時に電子メ

ールを送信する"の手順で表示されます．

4. 詳細を完成させ，［OK］ボタンをクリックして保存し，各ダイアログを

閉じます．

アラートダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，OCMM がア

ラートを実行します．
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8.8 ツールバーをカスタマイズする

OCMM は，Ｗindowsアプリケーションと同様に，ユーザの使いやすいように

ツールバーをカスタマイズすることができます．

ツールバーのカスタマイズ方法

1. ［表示］－［ツールバー］を選択し，［ツールバーのカスタマイズ］ダ

イアログを表示します．

2. ツールバーを表示する場合，［ツールバー］タブをクリックし，各チェ

ックボックスを選択します．

3. ツールバーからボタンを削除する場合，以下の手順で行います．

― （アイコン表示）ボタンをツールバーからドラッグし，ツールバ

ー外でカーソル上に［  ］印が現れたらドロップします．

4. ツールバーにボタンを追加する場合，以下の手順で行います．

― ［ツールバーのカスタマイズ］ダイアログの［コマンドグループ］

タブをクリックします．

― 各メニューのアイコン（ファイル，編集など）に対するエントリ

ーが，［カテゴリ］ドロップダウンリストに表示されます．一覧

から，必要なコマンドを選択します．コマンドグループで選択し

たカテゴリが，タブの［ボタン］に表示されます．

― （アイコン表示）ボタンをタブからツールバーまでドラッグしま

す．バーラインがボタンの新しい位置を示します．置きたい位置

でボタンを［ ］ドロップします．

5. 他のボタンオプションを変更する場合，そのボタンで右クリックします．

― "ボタンイメージのみ表示""ボタンテキストのみ表示""ボタンイ

メージとテキストを表示"から，表示方法を選択できます．

― "コマンドグループの始まり"は，各ボタンの間に境界線を挿入し

ます．

6. ［ツールバーのカスタマイズ］ダイアログを閉じます．
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8.9 OCMMバーを使用する

OCMM には，独自のツールバーがあり，これを常に上部に表示することがで

きます．コンポーネントアイコンをクリックし，ツールバーからOCMMコン

ポーネントを開きます．

OCMMバーメニューを表示する場合，OCMMバーで右クリックします．
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この章では，下記の項目について説明します．

● カレンダとプロファイル

● カレンダの使用

● プロファイルの使用



第9章 カレンダ

204

9.1 カレンダとプロファイル

カレンダは，OCMM で使用するためのカレンダとプロファイルを作成し保存

するために使用されます．カレンダは，通常のカレンダの概念を基にしていま

す．プロファイルとは，ある時間間隔や時間に関する定義のことです．

カレンダとプロファイルは，データ抽出要求とデータ処理を定義する場合，

OCMM で使用します．プロファイルは，EMPグループと他のEMP以外の処

理を実行するようにスケジュールする場合に使用します．

スケジュールにプロファイルを使用する必要はありませんが，プロファイルは，

何度も繰り返して使用する時間間隔を設定することができます．また，他の方

法ではできない変則的な時間間隔を設定できます．
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9.2 カレンダの使用

カレンダは，以下のように通常のカレンダを使用している場合と同じ考え方で，

時間間隔を設定します．

● 1日は24時間である．

● 1週間は7日間である．（日曜日から土曜日まで）

● 1ヶ月は，28日から31日間である．（1月から12月まで）

● 1年は12ヶ月である．

カレンダのプロパティを使用して，以下の設定を行うことで，カレンダを必要

条件に合わせることができます．

● 1日が始まる時間―例えば，午前 8時に設定すると，1日は午前8時から

翌朝の午前7時59分までになります．

● 1週間が始まる曜日―例えば，月曜日に設定すると， 1週間は月曜日か

ら日曜日までになります．

● 1ヶ月が始まる日付―例えば， 6日に設定すると，1ヶ月はその月の6日
から翌月の5日までになります．

● 1年が始まる月―例えば，７月に設定すると， 1年は７月から６月まで

になります．

● カレンダの第1週目が年をまたがる

● 週末として定義される日

● 公的または企業の祝日

● 1日，1週間，1ヶ月，1年のピーク時間

最初にカレンダを開いたとき，新しいカレンダの作成が始まります．カレンダ

ウィザード（連続するダイアログ）を使用して，新しいカレンダを作成します．

新規カレンダウィザードのデフォルトカレンダの設定を使用する場合，デフォ

ルトカレンダを作成したことになります．

9.2.1 デフォルトカレンダ

デフォルトカレンダは，太陽暦を基にしており，以下のプロパティを持ってい

ます．

● 1年は1月より始まる．

● 1ヶ月は1日より始まる．

● 1週間は日曜日より始まる．
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● 土曜日と日曜日は，週末として定義する．

● 1日は，午前0時より始まる．

● 休日またはピーク時間は，定義しない．

最初に作成するカレンダは，条件に適合させるために変更を必要とします．例

えば，以下のような場合です．

● 国民の休日を明確にする．

● 1年のピーク月，1週間または1ヶ月のピーク日，1日のピーク時間を指

定する．

● ワークシフトの開始と一致させるために，1日を午後11時から始まるよ

うに変更する．

● 財政上での1年を基にしたカレンダを使用する．

カレンダプロパティの変更については，"カレンダプロパティを表示・変更す

る"を参照して下さい．

カレンダが必要な場合，カレンダを追加で作成することができます．この方法

の詳細は，"新規カレンダを作成する"を参照して下さい．

9.2.2 選択されたカレンダ

選択されたカレンダとは，以下のカレンダです．

● プロファイルを作成または開く場合に，使用されるカレンダです．プロ

ファイルはこのカレンダに適用されます．

● カレンダを参照する機能がデータの抽出または処理に使用される場合，

OCMM で使用されます．これらの機能は，カレンダ，最終月，曜日を

含みます．（これらの詳細と他の機能は，OCMM オンラインヘルプに

ある抽出基準を参照して下さい．）

以下の3種類の方法で，カレンダを選択されたカレンダにすることができます．

● ［カレンダ］メニューにあるカレンダの選択オプションを使用します．

● 新規カレンダを作成し保存します．

● ［カレンダ］メニュー－［カレンダを名前を付けて保存］で，新しい名

前を付けてカレンダを保存します．

デフォルトカレンダは，最初は選択されたカレンダです．他のカレンダは，上

記のアクションにより選択されたカレンダになります．
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カレンダを選択する方法

1. ［カレンダ］メニュー－［デフォルトカレンダの選択］を選択します．

［カレンダの選択］ダイアログが表示されます．

2. カレンダを選択し，［OK］ボタンをクリックします．

9.2.3 カレンダプロパティを表示・変更する

カレンダのプロパティを表示する場合，最初にカレンダを選択されたカレンダ

にして下さい．

カレンダプロパティの表示・変更方法

1. 変更するカレンダと選択されたカレンダが違う場合，以下の作業を行い

ます．

― ［カレンダ］メニュー－［デフォルトカレンダの選択］を選択し

ます．

― カレンダを選択し，［OK］ボタンをクリックします．

2. ［カレンダ］メニュー－［カレンダのプロパティ］を選択します．

カレンダ名のプロパティが表示されます．

3. 変更するプロパティの情報を設定するためにタブをクリックします．

4. 必要事項を変更します．

5. ［OK］ボタンをクリックします．

メモ：

このカレンダが，デフォルトカレンダになります．

9.2.4 新規カレンダを作成する

新規カレンダを作成するには，2つの方法があります．新しい名前で選択した

カレンダを保存するか，または，カレンダのプロパティを定義するカレンダウ

ィザードを使用します．
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● 方法1：「無から新規カレンダを作成」は，初期値設定で始まるカレンダ

を作成するのに使用します．この方法では，カレンダ名のダイアログに

対するプロパティの各タブを順番に検討します．

● 方法2：「現存するカレンダを基に新規カレンダを作成」は，現存するカ

レンダが新規カレンダに必要なプロパティをほとんど持っている場合，

時間を節約することができます．

新規カレンダの作成方法

方法1：無から新規カレンダを作成

1. ［カレンダ］メニュー－［新規デフォルトカレンダ］を選択します．

2. カレンダウィザードで，カレンダのプロパティを定義します．

メモ：

このカレンダは，現在選択されたカレンダになります．

方法2：現存するカレンダを基に新規カレンダを作成

1. 現存するカレンダを基に新規カレンダを作成する場合，以下の手順を実

行して下さい．

― ［カレンダ］メニュー－［デフォルトカレンダの選択］を選択し

ます．

― カレンダを選択し，［OK］ボタンをクリックします．

2. ［カレンダ］メニュー－［カレンダを名前を付けて保存］を選択しま

す．

3. カレンダ名を入力し，［OK］ボタンをクリックします．

4. カレンダのプロパティを変更する場合，"カレンダプロパティを表示・

変更する"を参照して下さい．

メモ：

このカレンダが，デフォルトカレンダになります．
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9.3 プロファイルの使用

プロファイルは，ある時間間隔や時間に関する定義のことで，時間は15分間隔

で定義できます．

プロファイルは，以下の場合に使用します．

● OCMM で，データ抽出要求と処理を定義する場合

● OCMM で実行するEMPグループ，または，スケジューラで実行する

他の処理をスケジュールする場合

処理をスケジュールするためにプロファイルを使用する場合，処理はプロファ

イルの指定にある15分間隔で実行します．1日または選択した時間間隔がプロ

ファイルに含まれます．

1日を含む場合，処理は1日の間に各15分間隔で，すなわち午前0時0分，午前0
時15分，午前0時30分・・・・・午後11時45分に実行されます．

選択した時間間隔を含む場合，処理は各15分毎に実行されます．例えば，午前

2時15分から午前2時45分までと午前6時30分から午前7時15分までが含まれて

いる場合，処理は，午前2時15分，午前2時30分，午前6時30分，午前6時45分，

午前7時00分に実行します．

9.3.1 プロファイルとカレンダの関係

プロファイルを作成または開く場合，選択したカレンダとして設定したカレン

ダにプロファイルが適用されます．プロファイルの時間間隔，日付，年の設定

は，選択したカレンダのプロパティと一緒に適用されます．

選択したカレンダのほとんどのプロパティは，カレンダ名のダイアログを使用

して"プロファイル名"に表示されます．

● 週末として定義した日は，青色で表示

● 休日として定義した日は，赤色で表示

● カラムの最初の曜日は，1週間の始まりの日として定義した曜日

● 最初の月は，1年の始まりの月として定義した月
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図 9.1 ［カレンダ］ウィンドウ

1日の始まりとして選択したカレンダで設定した時間は，時間間隔ダイアログ

の左上にある最初の時間間隔になります．（"9.3.3.4   プロファイルのプロパ

ティダイアログの使用方法"参照）このダイアログは，1日について選択した時

間間隔を設定または除外するために使用します．

図 9.2では，プロファイル1.PRFに初期値のカレンダを適用しています．プロ

ファイル内の日は毎週金曜日と月末の青緑色で表示しています．休日はすべて

除外されています．
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図 9.2 プロファイル1.PRFにデフォルトカレンダ'デフォルト'を適用

図 9.3では，プロファイル1.PRFに'fin_year'カレンダを適用しています．ここ

では，1年は7月から，1週間は月曜日から始まっています．すべての金曜日と

月末は，プロファイルに含まれているため注意が必要です．
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図 9.3 プロファイル1.PRFに財務カレンダ'fin_year'を適用

9.3.2 プロファイルを作成する

プロファイルを作成する場合，カレンダが表示されます．このカレンダは，選

択したカレンダのプロパティを基にしています．

プロファイルでできる設定は，以下の通りです．

● すべての日を含む

● 含まれた日の時間間隔を含む

● 休日，ピークとして定義した時間を扱う方法の設定

● 数年に渡るプロファイルの拡張，または，現在の年以外の年を選択

プロファイルに含まれる日は，青緑色でカレンダに表示されます．

以下の手順は，プロファイルに含まれる日と時間間隔の設定方法を説明してい

ます．プロファイルを作成する場合に使用できる追加ツールがあります．詳細

は，"プロファイル追加ツール"を参照して下さい．
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プロファイル作成方法

1. ［ファイル］メニュー－［プロファイルの新規作成］を選択します．

［'Profile name'using calendar'name'］ウィンドウが表示されます．

2. プロファイルに単数日を含ませる場合，その日をダブルクリックします．

メモ：

ダブルクリックにより，その日を含ませたり除外したりします．

3. これらの方法は，カレンダで複数日を選択するために使用します．（手

順４で，プロファイルにそれらを含む方法を説明します．）

― 連続する曜日を選択する（例えば週末を含ませる）場合，グルー

プの最初の日をクリックし，Altキー＋Shiftキーを押下したまま

グループの最後の日をクリックします．

― 四角の範囲を選択する（例えば週末を除外する）場合，その選択

範囲の左上にある曜日をクリックし，Shiftキーを押下したまま，

選択範囲右下の曜日をクリックします．

― 連続する週を選択する場合，週カラムをドラッグします．

― 連続する月を選択する場合，月カラムをドラッグします．

― 特別な曜日を選択する場合，カラム見出しをクリックします．

― 連続しない曜日，週，月を選択する場合， Ctrlキーを押下したま

ま，必要な曜日，週，月をクリックします．

4. プロファイルに選択した日を含ませる場合，選択範囲内で右クリックし，

［選択範囲を含める］を選択します．

5. 選択した日に時間間隔を含ませる場合，以下の手順で行って下さい．

― 選択した日で右クリックし，［時間間隔］を選択します．［時間間

隔］ダイアログが表示されます．

― 時間間隔を選択し，［含める］ボタンをクリックします．

メモ：

複数の日に同じ時間間隔を設定する場合，初期値の時間間隔を設定する

ことができます．"プロファイルのプロパティダイアログ"を参照して下

さい．

6. プロファイルを保存します．

― ［ファイル］メニュー－［プロファイルの保存］を選択します．

― プロファイル名を入力し，［OK］ボタンをクリックします．
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9.3.3 プロファイル追加ツール

プロファイルを作成する場合に使用する追加ツールは，［'Profile name'using
calendar'name'］ウィンドウで右クリックして利用することができます．

表 9.1 プロファイル追加ツール

設定内容 使用ダイアログ

各月や各年の同じ日（15日など）を設定・除外します．

各月や各年の同じ曜日（第１金曜日など）を設定・除外します．

拡張ダイアログ

複数年に渡るプロファイルを拡張します．

現在の年以外の年を設定します．

選択したカレンダに対して定義した休日，ピーク月，ピーク日，

ピーク時間間隔を，プロファイルで扱う方法として設定しま

す．

新しく選択した日に対する初期値の時間間隔を設定します．

プロファイルのプロパティダ

イアログ

現在設定している時間間隔を，初期値の時間間隔にします．

初期値の時間間隔を，現在選択している日に対して選択されて

いる時間間隔にします．

時間間隔のダイアログ

9.3.3.1 拡張選択範囲操作ダイアログ

このダイアログは，選択した日で右クリックし，ショートカットメニュー

から［拡張］を選択して表示します．
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図 9.4 ［拡張選択範囲操作］ダイアログ

表 9.2 ［拡張選択範囲操作］ダイアログ

ダイアログ項目 説明

整列 現在選択している日を，以下に使用するかどうかを設定します．

月内の日

月内の曜日

適用先 以下に配置オプションを適用するかどうかを設定します．

年内の全月

プロファイル内の全年

操作 選択した日を，以下に対して扱う方法を設定します．

含める

除外する

反転：現在設定されているが除外する，現在除外されているが設

定する．

9.3.3.2 拡張選択範囲操作の事例

例1：  1月2日，1月9日を選択します．以下の設定を行って下さい．

● ［整列］－［月内の日］ラジオボタンをオンにします．

● ［適用先］－［年内の全月］と［プロファイル内の全年］チェックボッ

クスを選択します．

● ［含める］ラジオボタンをオンにします．

 これで，各年の各月の2日，9日がプロファイルに含まれました．
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例2： 第1第2金曜日である 1月2日，1月9日を選択します．以下の設定を行っ

て下さい．

● ［整列］－［月内の曜日］ラジオボタンをオンにします．

● ［適用先］－［年内の全月］と［プロファイル内の全年］チェックボッ

クスを選択します．

● ［含める］ラジオボタンをオンにします．

これで，各年の各月の第1第2金曜日がプロファイルに設定されました．

9.3.3.3 拡張選択範囲操作ダイアログの使用方法

1. 日を選択します．

2. 選択した日で右クリックし，［拡張］を選択します．

   ［拡張選択範囲操作］ダイアログが表示されます．

3. 必要な詳細を入力します．（上記テーブルを参照して下さい．）

4. ［OK］ボタンをクリックし，ダイアログを閉じます．

9.3.3.4 プロファイルのプロパティダイアログ

［プロファイルのプロパティ］ダイアログは，プロファイルウィンドウで

右クリックし，ショートカットメニューから［プロファイルのプロパティ］を

選択します．
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図 9.5 ［プロファイルのプロパティ］ダイアログ

表 9.3 ［プロファイルのプロパティ］ダイアログ（続く）

ダイアログ項目 説明

年 特定の年または連続する複数の年を選択します．複数の年にわた

りプロファイルを拡張する場合，すべての年が，［‘Profile name’
using calendar‘name’］ウィンドウに表示されます．

特殊 休日，ピーク月，ピーク日，ピーク時間として指定した日と時間

間隔をプロファイルで扱う方法を設定します．扱い方のオプショ

ンは，以下の通りです．

なし―普通の日として扱います．

含める―手動で設定するしないに関わらず，自動的にプロファイ

ルに日を設定します．例えば，ピーク日を常に設定する場合です．

このとき，日は［ ］でマークされて表示されます．

除外する―手動で設定するしないに関わらず，自動的にプロファ

イルから日を除外します．例えば，公的な祝祭日を常に除外する

場合です．このとき，日は［ ］でマークされて表示されます．

反転―手動で設定または除外した日になります．日はで［ ］マ

ークされて表示されます．

複数の扱い方を特定の期間に対して定義する場合，優先度は，［ピ

ーク日］－［ピーク月］－［休日］－［ピーク時間］となります．

時間間隔の初期値 時間間隔の初期値を定義するために使用します．プロファイルに

設定する日は，プロファイルに設定された時間を自動的に保持し

ます．

メモ：ここで設定される時間間隔の初期値は，すでに設定されて

いる日には適用されません．
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プロファイルのプロパティダイアログの使用方法
1. ［プロファイル］ウィンドウで右クリックし，［プロファイルのプロパ

ティ］を選択します．

［プロファイルのプロパティ］ダイアログが表示されます．

2. 複数の年にわたりプロファイルを拡張する場合，または，現在の年以外

の年を設定する場合，［最初］と［最後］を入力します．

3. 休日，ピーク月，ピーク日，ピーク時間を扱う方法を設定する場合，以

下の手順で行ってください．

― 普通の日として扱う場合，［なし］を入力します．

― 手動で設定するしないに関わらずに設定する場合，［含める］を

入力します．

― 手動で設定するしないに関わらずに除外する場合，［除外する］

を入力します．

― 手動で設定または除外する場合，［反転］を入力します．

4. 初期値の時間間隔を定義する場合，［時間間隔の初期値］ボタンをクリ

ックし，以下の作業で時間間隔を選択します．

― 初期値時間帯として時間を設定する場合，［含める］をクリック

します．

― 初期値時間帯として時間を除外する場合，［除外］をクリックし

ます．

― 手動で設定または除外する場合，［反転］をクリックします．

メモ：

初期値時間は，時間間隔または時間間隔無しで以前に設定された日には，

適用されません．

5. ［OK］ボタンをクリックし，ダイアログを閉じます．

時間間隔ダイアログ

［時間間隔］ダイアログは，選択した日に於いて，15分間隔を設定また

は除外するために使用します．
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図 9.6 ［時間間隔］ダイアログ

初期値ボタン

初期値にする：現在使用している時間間隔を［時間間隔の初期値］へコピーし

ます．ここで含まれた時間は，新しい初期値時間になります．以前の初期値時

間の設定は，上書きされます．

初期値に戻す：［時間間隔の初期値］から［時間間隔］ダイアログへ，設定を

コピーします．

時間間隔ダイアログの使用方法

1. ［'Profile name'using calendar'name'］で，日を選択します．

2. 選択した日で右クリックし，［時間間隔］を選択します．

［時間間隔］ダイアログが表示されます．

3. 選択した日に対して初期値の時間間隔を設定する場合，［初期値に戻

す］をクリックします．

4. 特定の時間間隔を設定・除外する場合，それらを選択した後，以下の手

順を行って下さい．

― 設定する場合，［含める］をクリックします．

― 除外する場合，［除外する］をクリックします．
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― 現在使用している時間間隔の処理を反転する場合，［反転］をク

リックします．

5. 現在使用している時間間隔を［時間間隔の初期値］へコピーする場合，

［初期値にする］をクリックします．

メモ：

これらの時間間隔は，新しい初期値時間になります．

6. ［OK］ボタンをクリックし，ダイアログを閉じます．

9.3.3.5 プロファイルを変更する

必要に応じ，プロファイルの詳細を変更することができます．例えば，プロフ

ァイルから日を格納または削除したり，また，特定の日の時間間隔を変更した

りします．

プロファイル変更方法

1. プロファイルを開きます．

― ［ファイル］メニュー－［開く］を選択し，プロファイルを選択

した後，［開く］をクリックします．

2. 追加する日を設定する場合，それらを選択し，右クリックで［選択範囲

を含める］を選択します．

3. プロファイルから日を削除する場合，以下の手順で行って下さい．

― 単数日を除外する場合，その日をダブルクリックします．

――または――

― 複数の日を除外する場合，それらを選択し，右クリックで［選択

範囲を除外する］を選択します．

メモ：

時間間隔と一緒の日を削除する場合，時間間隔はそのまま残りますが，

プロファイルには含まれません．その日を再度含ませる場合，時間間隔

はその日に適用されます．

4. 特定の日に対し時間間隔を追加または変更する場合，対象の日を右クリ

ックし，［時間間隔］を選択します．［時間間隔］ダイアログが表示され

ます．
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― 必要事項を変更し，［OK］ボタンをクリックします．

5. プロファイルのプロパティを変更する場合，プロファイルウィンドウで

右クリックし，［プロファイルのプロパティ］を選択します．［プロファ

イルのプロパティ］ダイアログが表示されます．

― 必要事項を変更し，［OK］ボタンをクリックします．

6. プロファイルを保存します．
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付録A HTMLレポートのテンプレート

HTMLレポートテンプレートファイルは，任意のHTMLファイルでよいが，一

連の特殊タグを含まねばならない．

各テンプレートに共通な特殊タグは以下に示すように文字列で置き換えられ

るものと制御用のものがある．

文字列で置き換えられるもの：
<!--title-->, <!--exec_description-->, <!--ref-->, <!--description-->

制御用：　　　　<!--loop_start--> と  <!--loop_end-->
説明：

● <!--title--> - EMPグループ名に置き換わる．

● <!--exec_description--> - EMP実行説明文（実行番号とHTML生成日時

が含まれる．）に置き換わる．

例：Report generated on 1999年2月4日 0:13:28.

● <!--loop_start--> と  <!--loop_end--> - このタグの間のすべてのテキ

ストは，ワークシートやグラフ用HTML（またはインデックスHTML
ファイル）へのハイパーテキストリンクの数だけ複写される．

● <!--ref--> - ワークシート／グラフへの参照（パス名）がこの部分に置

き換わる．履歴インデックスファイルの場合は，インデックスファイル

へのパス名に置き換わる．<!--ref-->  は  <!--loop_start--> と  <!--
loop_end--> の間に記述しなければならない．

● <!--description--> - ワークシート，グラフなどの説明がこの部分に入る．

このタグも <!--loop_start--> と <!--loop_end--> の間に記述しなけれ

ばならない．

例：Worksheet1: Data extracted from the file test.csv

以下のインデックス用と履歴用テンプレートは共通の特殊タグのみを使用す

る．以下に例を示す．

インデックス用テンプレート例:
<HTML><HEAD><TITLE><!--title--></TITLE></HEAD>
<BODY>
<P><H2><!-title--></H2>
<P><!-exec_description-->
<!-loop_start-->
<BR><A HREF="<!--ref-->"><!--description--></A>
<!-loop_end--><P>end
</BODY></HTML>
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履歴用テンプレート例:
<HTML><HEAD><TITLE><!--title--></TITLE></HEAD>
<BODY>
<P><H2><!--title--></H2>
<!--loop_start-->
<BR><A HREF="<!--ref-->"><!--description-->
</A><!--loop_end-->
<P>end
</BODY>
</HTML>

(注) 生成された履歴ファイルには， <!--end_of_list--> タグが付加される．こ

の位置から次の実行履歴が追加される．

ワークシート用テンプレートには以下の特殊タグを使用することができる．

● <!--title--> - ワークシート名

● <!-emp_name--> - EMPグループ名

● <!--exec_description--> - EMP実行説明文（実行番号とHTML生成日時

が含まれる．）に置き換わる．

● <!--table_start--> と  <!--table_end--> - このタグの間にワークシート

のフォーマットについての特種タグを入れる．

● <!--table_left_top_cell--> - は文字列 "&nbsp;" に置き換えられる．

● <!--table_header_loop_start-->,<!--table_header_loop_end--> と <!--
table_col_name--> - これらのタグはワークシートのカラム見出しに使

用される．

● <!--table_header_loop_start-->  と <!--table_header_loop_end--> タ
グの間に記述された文字列はワークシートの空カラム数分複写される．

<!--table_col_name--> タグは，関連するカラム名によって置き換えら

れる．

● <!--table_loop_start--> と <!--table_loop_end--> - タグの間に記述さ

れた文字列はワークシートの行数分複写される．

● <!--table_row_number--> - このタグはワークシートの行番号によって

置き換えられる．

● <!--table_row_loop_start-->, <!--table_row_loop_end--> と
● <!--table_cell_data--> - これらのタグはワークシートの各データ行の

記述のために使用される．

● <!--table_row_loop_start--> と  <!--table_row_loop_end--> タグの間

に記述された文字列はワークシートのカラム数分複写される．<!--
table_cell_data--> タグは対応するテーブルのセルの値によって置き

かえられる．

  

ワークシート用テンプレート例:
<HTML><HEAD><TITLE><!--title--></TITLE></HEAD>
<BODY>
<P><H2><!--emp_name--></H2>
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<P><H2><!--title--></H2>
<P><!--exec_description-->
<!--table_start-->
<P>
<TABLE BORDER=2 CELLSPACING=0>
<TH BGCOLOR=#C0C0C0><!--table_left_top_cell--></TH>
<!--table_header_loop_start-->
<TH BGCOLOR=#C0C0C0><!--table_col_name--></TH>
<!--table_header_loop_end-->
<!--table_loop_start-->
<TR><THBGCOLOR=#C0C0C0><!--table_row_number--></TH>
<!--table_row_loop_start--><TD><!--table_cell_data--></TD>
<!--table_row_loop_end-->
</TR><!--table_loop_end--></TABLE>
<!--table_end-->
</BODY>
</HTML>

グラフ用テンプレートには以下の特殊タグを使用することができる．

● <!--title--> - Worksheet name
● <!-emp_name--> - EMP group name
● <!--exec_description--> - group execution description (contains

execution number and report generation time)
● <!--loop_start--> and  <!--loop_end--> - all text between this tags will

be duplicated as many times as many chart jpeg files will be
generated.

● <!--ref--> - グラフ用JPEGファイルへのレファレンス（ファイル名）が

ここに代入される．このタグは <!--loop_start--> と  <!--loop_end-->
の間に記述する．
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グラフ用テンプレート例:
<HTML><HEAD><TITLE><!--title--></TITLE></HEAD>
<BODY>
<P><H2><!--emp_name--></H2>
<P><H2><!--title--></H2>
<P><!-exec_description-->
<!--loop_start-->
<P><IMG SRC= "<!--ref-->" ALIGN=BOTTOM BORDER=1>
<!--loop_end-->
</BODY>
</HTML>
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ここでははEMPグループパラメタ ファイル（EPFファイル） の形式の仕様

を説明します。

B.1 概要

EPFファイル(V2.3ではiniファイル) は、既存のＥＭＰグループの実行をバッ

チモードで行う際に使用します。EPFファイルの使用によって、EMPファイ

ルで定義されている実行条件を置き換えて実行させることができます。

EPF ファイル は、INI ファイル形式です。セクションとキーの名前は、英語

でなければなりません。 case sensitiveではありません。１セクションの大き

さは、Windows95の制限により、最大32KBです。 '#' または ';' で始まる行

はコメントとしてみなされます。

EPFファイル には、Main セクション, Variables セクション、 CSV　セク

ション、PDBセクションから構成されます。 後者の三つのセクションは、「実

行」単位毎に記述できます。セクションは、将来的に追加される可能性があり

ます。

以下の記述では、セクションとキーの名前は太字で、値はイタリックで表示さ

れます。

OCMM 3.0 では、内部的にEPF ファイルを利用して、スケジュールされた

EMPグループを実行します。拡張子EPF はレジストリに登録されます。拡張

子INIの正しい形式のファイルはサポートされます。

B.2 Main セクション(必須)

このセクションでは、実行の対象となるEMPグループ についての情報を定義

します。例えば、その名前、実行回数やその他の追加情報です。

[Main]
セクションの開始を宣言します。

OCMM は以下のキーを認識します。

Version=version number (必須)
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このキーでは、このパラメタファイルが対象とするOCMMのバージョン指定

します。現状では、この値は、23　または30　です。もしOCMMのバージョ

ンと一致しない、またはサポートされていないバージョンが指定されると、パ

ラメタファイルの内容は実行されず、エラーメッセージが表示されます。この

キーが指定されなかった場合もエラーメッセージが表示されます。

EMPname=EMPグループ 名
このキーは、実行対象の EMPグループ 名を指定します。OCMM は指定され

た EMPグループ名を EMPｆolderキーで指定されたEMPグループ用フォル

ダから検索します。そのEMPグループ名が存在しない場合には、エラーメッ

セージが表示されます。EMPグループ名は、その名前だけを指定します。デ

ィレクトリパス名やEMPグループの拡張子を指定してはいけません。.
EMPグループ ファイルが格納されているディレクトリを指定したい場合に

は、EMPpath キーを指定してください。 EMPname と EMPpath の両方が

指定された場合、 EMPname が使用されます。両方とも指定されなかった場

合には、エラーメッセージが表示されます。

指定例：

EMPname=testemp

EMPfolder=EMP グループフォルダ

このキーはEMPグループフォルダ名をＥＭＰフォルダからの相対指定をしま

す。このファルダの中から EMPname キーで指定されたEMP グループを探

します。 このキーの指定は、任意です。

EMPpath= path to EMPグループ ファイル

このキーは、実行対象のEMPグループ のファイル名(.emp)をパスで指定しま

す。

フルパス名または相対パス名で指定します。相対パス名の場合、実行対象の

ocmm2.exe プログラムが格納されているディレクトリがカレントディレクト

リとみなされます。

指定例:

EMPpath=c:¥win32app¥ocm manager¥emp2¥testemp.emp
EMPpath=emp2¥testemp.emp

OCMM2.exe が c:¥win32app¥ocm manager に格納されている場合、

上記は同じEMPグループファイルを指しています。

注） SystemWalkerから呼び出す場合には、EMPpathによる指定を行ないま

す。

 指定されたファイルが存在しない場合には、エラーメッセージが表示されま
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す。EMPグループ名を指定して実行したい場合には、EMPname キーを指定

してください。EMPname と  EMPpath の両方が指定された場合、

EMPname が使用されます。両方とも指定されなかった場合には、エラーメ

ッセージが表示されます

ReadOnly=0 (省略値) or 1
このキーは、EMPグループを実行する際のモードを指定します。read-only モ
ードの場合は、1　、通常の場合は、0　を指定します。省略されると通常の モ
ード （0）とみなされます。

Exec=0 or 1
このキーは、EMPグループを実行する場合に、１、開く（前回の実行結果を

参照するための場合）場合に、０　を指定します。このキーが省略されると、

OCMMのオプションダイアログでの指定に従います。

  
Executions=number of executions
このキーは、EMPグループの実行回数を指定します。このキーが省略される

と、OCMMはEMPグループの定義内容に従います。

  
Print=0 or 1
このキーは、実行結果を印刷するかどうかを指定します。１が指定されたとき

に印刷します。このキーが省略されると、OCMMはEMPグループの定義内容

に従います。その場合、EMPグループの定義で、帳票出力ダイアログで「帳

票に含む」が指定されているものを印刷します。そこで指定されていない場合

には、このキーで印刷指定がされても印刷対象がないものとみなされ何も印刷

されません。

HTML=0 or 1
このキーは、実行毎にHTMLファイルを生成するかどうかを指定します。この

キーが省略されると、OCMMはEMPグループに保存された指定を使用します。

その際にHTML生成対象のノードが指定されていない場合には、HTMLファイ

ルは生成されません。

Text=0 or 1
このキーは、実行毎にTEXTファイルを生成するかどうかを指定します。この

キーが省略されると、OCMMはEMPグループに保存された指定を使用します。

その際にTEXTファイル生成対象のワークシートが指定されていない場合には、

TEXTファイルは生成されません。

Save=0 or 1
このキーは、実行結果を保存するかどうかを指定します。1の時に保存します。

このキーが省略されると、OCMMはEMPグループの定義内容に従います。

SaveAs=EMPグループ 名
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このキーで、各実行の結果を保存する時の名前を指定します。Save キーが 0
の時、このキーは無視されます。

- 名前には、文字列の他にフォーマット文字を使用することができます。

- %1　は、 EMPグループ名、%2 は実行番号（１からカウント）、%3 は
実行結果保存日,%4 は実行結果保存時刻をそれぞれ表します。

何も指定されなかった場合 OCMM は「名前を付けて保存」ダイアログを実

行毎に表示します。

このキーが省略されると、OCMMはEMPグループの定義内容に従います。

SaveFolder=EMPグループフォルダ

このキーは実行結果を保存するEMPグループフォルダをEMPグループフォル

ダからの相対指定をします。

注： 何も指定しない場合、EMPグループフォルダ配下のサブフォルダに保存

されます。

ScheduledTask=0 (省略値) or 1
このキーはOCMMによって内部的に使用されます。利用者がEMPグループに

たいしてスケジュールタスクを作成すると、OCMMはこのキーに１を設定し

たEPFファイルを作成します。

Quit=0 or 1 (省略値)
このキーで、OCMM がすべての実行を終了後に自動的に終了するかどうかを

指定します。１が指定された時に終了します。他の EMPグループ、ワークシ

ート、グラフがオープンされている場合には、自動的にクローズしません。

B.3 Variables セクション (任意)

このセクションでは、EMPグループで使用されるユーザ変数の一部または全

部について、各実行のために変数の値を変更することができます。

MAINセクションの Executions キーで指定された実行回数分指定すること

ができます。このセクションが指定されない場合、OCMMはEMPグループで

指定された値を使用します。Variables セクションは以下の表記方法で指定し

ます。

[ExecN.Variables]
上記の形式でセクションの開始を指定します。N は１から始まる実行番号で

す。 N の値が Executions キーの値より大きい場合無視されます。

ユーザ変数の値を下記の形式で指定します。

Variable name=Variable value
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ユーザ変数名とその値の規約は、「ユーザ変数」ダイアログのそれと同じです。

指定されたEMPグループで定義されたすべてのユーザ変数について、変更が

無いものについては、その値を指定する必要はありません。また、定義されて

いないユーザ変数が指定された場合、それは無視されます。

B.4 CSV セクション(任意)

このセクションでは、実行の際に入力となるCSVファイル名についてその全部

または一部について変更する指定ができます。

MAINセクションの Executions キーで指定された実行回数分指定すること

ができます。このセクションが指定されない場合、OCMMはEMPグループで

指定されたファイル名を使用します。CSV セクションは以下の表記方法で指

定します。

[ExecN.CSV]
上記の形式でセクションの開始を指定します。N は１から始まる実行番号で

す。 N の値が Executions キーの値より大きい場合無視されます。

ファイル名を下記のいずれかの形式で指定します。

形式１：*number= path
または

形式２：worksheet name= path

形式１は、CSVファイルからの抽出の順序番号（カウントは１から）を指定す

る場合のものです。CSVファイル以外からの抽出が混在する場合でも、CSV
ファイルのみに着目した抽出順序を意識して指定します。EMPグループ内で

のCSVファイルからの抽出数よりも大きい値が指定された場合、無視されます。

形式２は、EMPグループ内のワークシート名に対して、CSVファイルを直接

指定する場合のものです。EMPグループに指定されたワークシートが存在し

ない場合には無視されます。

上記の形式が混在して指定され、同一のノード（＝ワークシート）に対して２

つのCSVファイルが割り当てられる結果になった場合、どちらのCSVファイル

を使用するかは予測できませんので、注意して指定してください。

CSVファイル名は、フルパス名または相対パス名で指定します。相対パス名の

場合、実行対象のocmm2.exe プログラムが格納されているディレクトリがカ

レントディレクトリとみなされます。

指定例:

*1=c:¥win32app¥ocm manager¥csv¥test.csv
*1=csv¥test.csv
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OCMM2.exe が c:¥win32app¥ocm manager に格納されている場合、

上記は同じCSVファイルを指しています。

B.5 PDB セクション(任意)

PDBからの抽出について、システム名（またはシステムグループ名）をこのセ

クションの指定で変更することができます。MAINセクションの Executions
キーで指定された実行回数分指定することができます。このセクションが指定

されない場合、OCMMはEMPグループで指定されたファイル名を使用しま

[ExecN.PDB]

上記の形式でセクションの開始を指定します。N は１から始まる実行番号で

す。 N の値が Executions キーの値より大きい場合無視されます。

ファイル名を下記のいずれかの形式で指定します。

形式１：*number= システム名のリスト

または

形式２：worksheet name= システム名のリスト

形式１は、PDBからの抽出の順序番号（カウントは１から）を指定する場合の

ものです。EMPグループ内でのPDBからの抽出数よりも大きい値が指定され

た場合、無視されます。

形式２は、EMPグループ内のワークシート名に対して、PDBからの抽出を直

接指定する場合のものです。EMPグループに指定されたワークシートが存在

しない場合には無視されます。

上記の形式が混在して指定され、同一のノード（＝ワークシート）に対して２

つのPDB抽出指定が割り当てられる結果になった場合、OCMMは形式１の指

定を使用します。

PDBの抽出ノードは、名前の変更は可能ですが、デフォルトでは常に「抽出」

ですので、形式１を使用することを推奨します。

このセクションで置き換え指定がされなかった場合、EMPグループ内に保存

されたシステム名を使用してのPDB抽出が行われます。

システム名のリスト

キーの右側の"システム名のリスト"に指定方法には以下の2種類が可能です：
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1) Item;Item;...
Item は 、  SystemName,HostName ま た は

SystemGroupName　です。

2) WorksheetName:ColumnName[,StartDateTimeColumnName[,
EndDateTimeColumnName]]

後者はリンクEMPの場合に使用します。

B.6 OCMMの実行方法

OCMM をパラメタ ファイルの内容にしたがって実行させるためには、パラ

メタファイルをコマンド行パラメタの引数として指定します。

パラメタオプションは、 /ini= または -ini= です。

指定例：OCMM2.EXE /INI=C:¥TEMP¥GROUP1.INI

また、V3.0 では、拡張子EPFのファイルを指定することで、/ini= を指定せず

に実行させることができます。

指定例：

OCMM2.EXE C:¥TEMP¥GROUP1.EPF

注:
ファイル名に空白が含まれる場合には二重引用符 (") でくくってください。

例：　/INI="C:¥program files¥ocmm¥exec001.ini"
Unix形式(/) とDOS形式 (¥) のパス名の指定方法がサポートされます。

'='　の前後に空白を指定してはいけません。
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以下に定義例を示します。

OCMM V2.3形式の　ini ファイル OCMM V3.0形式のEPFファイル

[MAIN]
Version=23
EMPpath=../systemwalker
emp/eventlog/eventlog.emp
ReadOnly=1
Executions=1
Print=0Save=1SaveAs=%1_%2
Quit=0

[EXEC1.VARIABLES]
x=100
y=x+z
s='a't=now()

[EXEC1.CSV]
Worksheet1=c:¥temp¥data1.txt
*2= c:¥temp¥data2.txt

[MAIN]
Version=30
EMPname=Group1
EMPfolder=V30
ReadOnly=1
Executions=1
Print=0
Save=1
SaveAs=%1 exec %2 on %3
SaveFolder=
Quit=0

[EXEC1.VARIABLES]
x=100
y=x+z
s='a'
t=now()

[EXEC1.CSV]
Worksheet1=c:¥temp¥data1.txt
*2= c:¥temp¥data2.txt

[EXEC1.PDB]
*1=sys01,hostA
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