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VMware vCenter Operations Manager のスタート ガイ
ド

『VMware vCenter Operations Manager スタート ガイド (Custom ユーザー インターフェイス)』では、VMware®

vCenter™ Operations Manager Custom ユーザー インターフェイスの紹介、主要な用語や概念の説明、ダッシュボー
ドの設定方法およびウィジェットの構成方法の解説を提供します。

対象読者

この情報は、Custom ユーザー インターフェイスを介して vCenter Operations Manager  を使用するユーザーまたは
管理者を対象としています。
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Custom ユーザー インターフェイスの機能
と概念の概要 1

vCenter Operations Manager  は、企業内の監視対象のソフトウェアおよびハードウェア リソースからパフォーマン
ス データを収集し、予測分析、および問題に関するリアルタイムの情報を提供します。Custom ユーザー インターフェ
イスでは、データおよび分析が、アラート、構成可能なダッシュボード、ユーザー インターフェイスの事前定義された
ページ、事前定義された複数のレポートに表示されます。

Custom ユーザー インターフェイスの使用を開始する前に、主要な機能、概念、および用語についてよく理解してくださ
い。

この章では次のトピックについて説明します。

n リソースの表示 (P. 7)

n vCenter Operations Manager によるデータ収集方法について (P. 8)

n アラートについて (P. 8)

n 健全性の評価について (P. 10)

n 仮想リソースの監視 (P. 11)

n パフォーマンスと容量の分析 (P. 13)

リソースの表示

vCenter Operations Manager  では、リソースは vCenter Operations Manager  がデータを収集するコンピューティ
ング環境内のエンティティです。リソースは、ルータやデータベースなどの単一のエンティティの場合もあれば、他のリ

ソースを保持するコンテナの場合もあります。

アプリケーションおよび階層は、コンテナ リソースのタイプです。アプリケーションは、相互依存する一連のハードウェ
アおよびソフトウェアのコンポーネントを定義します。階層は、アプリケーション内で特定のタスクを実行するリソース

のグループです。アプリケーションには複数の階層が含まれる場合があります。アプリケーションおよび階層により、関

連するリソースのメトリックを一定の期間に渡って組み合わせ、追跡し、分析することができます。

Custom ユーザー インターフェイス内でリソースを検索しやすくするために、管理者はリソース タグの値にリソースを
割り当てます。リソース タグは、情報タイプであり、リソース タグの値は、その情報タイプの個別インスタンスです。

リソースは、[環境概要] ページを含め、Custom ユーザー インターフェイスのさまざまな場所に表示することができま
す。[環境概要] ページの左側にあるリストには、リソース タグとリソース タグの値が含まれています。 [リスト]  タブに
は、リソースが含まれています。

この例では、アプリケーション リソース タグの下の左側のペーンで、VMware vCenter Operations というリソース タ
グの値が選択されており、 [リスト]  タブには、VMware vCenter Operations リソース タグの値に割り当てられたリ
ソースが表示されています。リソースは、VMware vCenter Operations アプリケーション内の階層です。
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図 1-1.  [環境概要] ページのリソースの例

vCenter Operations Manager  によるデータ収集方法について
vCenter Operations Manager  は、1 つのリソースに対し複数のタイプのデータを収集できます。たとえば、データベー
ス サーバの場合、空きディスク領域、CPU 使用量、および平均応答時間に関するデータが収集されると考えられます。
vCenter Operations Manager  が収集するデータの各タイプを属性といいます。

メトリックは、特定のリソースについての属性のインスタンスです。vCenter Operations Manager  は、メトリックご
とに、長期にわたって多数の読み取り情報を収集、保存します。vCenter Operations Manager  が収集するデータの各
要素をメトリック観測値またはメトリック値と呼びます。

vCenter Operations Manager  の管理者は、属性パッケージを作成して属性の組み合わせを定義し、属性パッケージを
リソースに割り当てます。属性パッケージにより、割り当てられたリソースについて収集する属性が指定されます。

管理者は、自社において最も重要な属性を、主要なパフォーマンス インジケータ (KPI) として特定します。KPI は、正常
な値の範囲を超えた場合はインフラ内の重大な問題を示す可能性がある、優先度の高いメトリックです。

vCenter Operations Manager  では、KPI は他の属性とは異なる扱いを受けます。

vCenter Operations Manager  の管理者は、スーパー メトリックおよびスーパー メトリック パッケージを作成するこ
ともできます。企業の動作に関して把握しておかなければならない内容が 1 つのメトリックで分からない場合は、スー
パー メトリックが便利です。たとえば、すべてのサーバの空きディスク容量メトリックを平均化することにより、企業内
のすべてのデータベース サーバに対するディスクの平均空き容量を追跡するスーパー メトリックを設定できます。スー
パー メトリック パッケージは、定義されるのがスーパー メトリックの組み合わせであるという点を除いて、属性パッケー
ジと似ています。

アラートについて

各属性について、vCenter Operations Manager  は、正常動作のしきい値を保持し、メトリックがしきい値を超えたと
きに異常を生成します。vCenter Operations Manager  が現在の異常の組み合わせが実際の問題を示すものであると判
断した場合、あるいは KPI がしきい値を超えた場合、アラートが生成されます。

アラートとは、注意が必要であると考えられる異常な状態を知らせてくれる通知のことです。アラートは、アプリケーショ

ンや階層を含め、リソース内の問題を記述できます。条件の組み合わせが異なれば、生成されるアラートのタイプも異な

ります。

たとえば、ある階層内のすべてのサーバの CPU 使用量がしきい値を超えている場合、vCenter Operations Manager
は、しきい値を超えているそれぞれのメトリック値について異常を生成し、アラートを送信して問題を通知します。アラー

トには、各メトリックのすべての異常がリストされます。

アラートは、[アラート概要] ページを含め、Custom ユーザー インターフェイスのさまざまな場所に表示することができ
ます。vCenter Operations Manager  管理者が、アラート通知機能を設定している場合は、E メール メッセージでもア
ラートを受信できます。

VMware vCenter Operations Manager のスタート ガイド
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[アラート概要] ページで、ページの左側のリストにはリソース タグとリソース タグの値が含まれ、右側のペーンにはア
ラートが含まれます。デフォルトでは、アラート リストにはすべてのリソースのアラートが含まれています。左側のペー
ンでリソース タグの値を選択すると、アラート リストには、選択したリソース タグの値を持つリソースのアラートのみ
が含まれます。

図 1-2.  [アラート概要] ページ上のアラートの例

しきい値を使用した異常動作の特定

しきい値とは、メトリックの正常な動作と異常な動作との境界を示す値です。メトリックがしきい値を超えると、

vCenter Operations Manager  は異常を生成します。vCenter Operations Manager  では、動的しきい値とハードし
きい値が使用されます。

動的しきい値の場合、vCenter Operations Manager  は、あるメトリックがそのしきい値を超える頻度と違反の程度に
基づいて異常を生成するかどうかを判断します。vCenter Operations Manager  は、そのメトリックの異常の程度を計
算し、継続的に調整していきます。メトリック値がこの異常の程度以内である場合は、vCenter Operations Manager
は、値が動的しきい値から外れていても、異常を生成しません。

ハードしきい値は、vCenter Operations Manager  の管理者があるメトリックについて定義する値です。ハードしきい
値は、管理者が変更した場合にのみ変化します。

メトリックの動的しきい値は、メトリック グラフ内で影付きの部分として表示されます。異常を生成した範囲外の値は、
黄色の部分として表示されます。メトリック グラフは、メトリック グラフ ウィジェットを含む Custom ユーザー イン
ターフェイスのさまざまな場所に表示できます。

図 1-3.  メトリックの動的しきい値の例

第 1 章 Custom ユーザー インターフェイスの機能と概念の概要
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KPI アラート生成について
KPI がしきい値を超えると、vCenter Operations Manager  は必ずアラートを生成します。属性パッケージを構成する
とき、vCenter Operations Manager  の管理者は、任意のリソースの任意の属性を KPI として特定することができます。

vCenter Operations Manager  が生成するアラートのタイプは、KPI が使用するしきい値のタイプによって異なります。KPI
が内部で計算される動的しきい値を超えると、vCenter Operations Manager  はスマート KPI 違反アラートを送信しま
す。KPI がユーザー定義のハードしきい値を超えると、vCenter Operations Manager  はクラシック KPI HT 違反アラー
トを送信します。

アラートの症状の根本原因の特定

アラートの根本原因とは、アラートにつながった一連のイベントの最初のステップである状態または症状です。たとえば、

特定のルータを介したネットワーク トラフィックの減速により、Web サイトのユーザーのトランザクションあたりの時
間が長くなる可能性があります。それにより、vCenter Operations Manager  が その Web サーバ リソースに関するア
ラートを生成する可能性があります。

各アラートについて、vCenter Operations Manager  は、アラートの原因となった症状の根本原因として可能性の高い
ものを一覧表示し、重要度順にその原因をランク付けします。

[アラート概要] ページおよび根本原因ランキング ウィジェットの根本原因の列に、根本原因を表示できます。

図 1-4.  [アラート概要] ページの根本原因の例

健全性の評価について

vCenter Operations Manager  は、内部で生成されたメトリックを調査し、その専用の分析式を使用して、リソースの
全般的な健全性評価を決定します。健全性評価は、0 ～ 100 の範囲で行われ、リソースの現状の概観を示します。

vCenter Operations Manager  は、すべてのリソースについて、内部生成のメトリックを生成し、それを保存します。
内部で生成されたメトリックには、アラートおよび異常の総数、およびアクティブなアラートの数が含まれます。

健全性評価は、Custom ユーザー インターフェイス内で、数値的評価および色付きのインジケータとして表示されます。
色は健全性評価の範囲に基づいています。リソースの健全性評価は、リソースの一覧表示がある場所、あるいは健全性ウィ

ジェットのあらゆる場所で確認できます。VMware vCenter Server™ が管理するリソースについては、健全性評価は VC
関係ウィジェットと [リソースの詳細] ページに表示されます。

VMware vCenter Operations Manager のスタート ガイド
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図 1-5.  [環境概要] ページの健全性評価の例

仮想リソースの監視

vCenter Operations Manager  は、お使いの仮想環境内のオブジェクトに関するパフォーマンス、関係、および容量デー
タを提供します。ここでは、バッジを使用して派生メトリックを表すとともに、仮想環境のパフォーマンスと状態に関す

る高水準の幅広いビューを提供します。

仮想リソースのワークロード スコアの解釈
vCenter Operations Manager  は、仮想マシンの需要を示すメトリックと、ワークロードと呼ばれる単一の値における
その他の仮想オブジェクトを組み合わせます。これらのメトリックには、CPU 使用量とメモリ使用量が含まれます。
vCenter Operations Manager  は、ワークロードを数値スコアおよび色付きの円として示します。色はワークロード ス
コアの範囲に基づいています。

ワークロード スコアは、通常は 0 ～ 100 の範囲となります。スコアが 0 の場合、そのオブジェクトは使用されていない
ことを示します。スコアが 100 を超える場合は、オブジェクトが現在使用可能なリソース以上のリソースにアクセスしよ
うとしていることを示します。オブジェクトのワークロード スコアが 100 を超えている場合、そのオブジェクトに割り
当てるリソースを増やすか、一部のタスクを他のオブジェクトに移動する必要があると考えられます。

VC 関係ウィジェットおよび [リソースの詳細] ページに、仮想オブジェクトのワークロード スコアを表示できます。

第 1 章 Custom ユーザー インターフェイスの機能と概念の概要
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図 1-6.  [リソース詳細] ページ上のワークロード スコアの例

仮想リソースの容量スコアの解釈

容量スコアは、仮想オブジェクトが使用可能なコンピューティング リソースの枯渇にどれだけ近いかを示すものです。コ
ンピューティング リソースには、ディスク領域、メモリ サイズ、およびネットワーク容量が含まれます。

容量スコアを計算するために、vCenter Operations Manager  は、オブジェクトからの使用可能なメトリックを組み合
わせ、分析アルゴリズムを適用して長期的サイクルおよび傾向を判断します。これらの結果を使用し、あるオブジェクト

である種類のリソースがいつ使い果たされるかを計算します。

vCenter Operations Manager  は、容量を数値スコアと色付きの六角形で示します。色は容量スコアの範囲に基づいて
います。VC 関係 (計画) ウィジェットに、仮想オブジェクトの容量スコアを表示できます。

図 1-7.  VC 関係 (計画) ウィジェットの容量スコアの例

仮想リソースの変更イベントの表示

変更イベントとは、仮想インフラストラクチャに対する何らかの変更を指します。ここには、仮想マシンまたは ESX ホス
ト上の変更が含まれます。ESX ホストの追加、削除、接続または切断、仮想マシンの起動、停止または再構成がこれに該
当します。

vCenter Operations Manager  は、仮想オブジェクトの [リソースの詳細] ページ上のパフォーマンス グラフに変更イベ
ントを表示できます。vCenter Operations Manager  の管理者は、変更イベントをパフォーマンス グラフ上に表示する
かどうかを構成できます。

VMware vCenter Operations Manager のスタート ガイド
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パフォーマンスと容量の分析

vCenter Operations Manager  のフォレンジック機能では、リソースのパフォーマンスと容量を分析し、この情報を使
用して環境内のリソースのバランスを取ることができます。フォレンジック機能には、クロスサイロ分析、トップ N 分
析、問題フィンガープリント ライブラリ、容量分析、VC 分析などがあります。

クロスサイロ分析による異常の調査

クロスサイロ分析により、特定のリソースの時間経過による異常数を示すグラフを調査することができます。グラフをズー

ムし、アラートの直前など、特定の時間に注目することができます。また、グラフの任意の場所をクリックし、その時点

の異常の根本原因として考えられるもののランキングを確認することもできます。

クロスサイロ分析の情報は、クロスサイロ分析ページに表示されます。アプリケーションに関しては、異常グラフには、

内部で定義された 90 % のしきい値を示す線が含まれています。異常数がこのしきい値を超えると、
vCenter Operations Manager  が早期警告スマート アラートを生成します。

図 1-8.  クロスサイロ分析の例

トップ N 分析を使用した最高および最低のパフォーマの判断
トップ N 分析により、ある階層の中で健全性が高い上位 5 つのリソース、あるいは健全性が低い下位 5 つのリソースな
ど、選択したカテゴリ内の上位または下位のリソース、メトリック、またはアラートを特定できます。また、分析するリ

ソース タグや時間枠、および表示するカテゴリを選択することもできます。

トップ N 分析の情報は、[トップ N 分析] ページおよびトップ N 分析ウィジェットに表示されます。[リソースの健全性]
ペインには、リソースの健全性が表示されます。[ツール] ペインで選択する情報が、右側のペインに表示されます。

第 1 章 Custom ユーザー インターフェイスの機能と概念の概要
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図 1-9.  トップ N 分析の例

問題のフィンガープリントによる問題の隔離と解決

あるアプリケーションまたは階層の KPI しきい値を超えると、vCenter Operations Manager  がその違反に先立つイベ
ントを調べます。関連する十分な情報が検出された場合、違反に先立つ一連のイベントをフィンガープリントとして取得

します。vCenter Operations Manager  が類似する一連のイベントを検出すると、KPI 違反の可能性を警告する予測ア
ラートを発行できます。

フィンガープリントは、問題が発生している可能性があるサイロおよび階層の数を絞り込み、問題に先立つイベントを根

本原因分析用に取得し、問題の発生前にその問題を通知することによって、問題を迅速に隔離し、解決するのに役立ちます。

[問題のフィンガープリント ライブラリ] ページでフィンガープリント情報を確認できます。左側のペーンでフィンガープ
リント ブランチを選択すると、そのブランチの詳細が右側のペーンに表示されます。

図 1-10.  問題のフィンガープリントの例

VMware vCenter Operations Manager のスタート ガイド
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容量分析の実行

ディスク領域使用量やネットワーク トラフィックの測定値といった一部のメトリックは、長期的な傾向を示す場合がよく
あります。短期的な変動により、このデータが隠され、計算が困難になる可能性があります。

容量分析機能は、選択したメトリックの全般的な値の傾向に着目し、あるメトリックがしきい値に達しそうなタイミング

を示すとともに、vCenter Operations Manager  がその予測にどれだけ自信を持っているかを示します。この情報は、
追加ストレージやネットワーク ルータの追加など、インフラストラクチャのアップグレードの計画を立てるときに便利で
す。

容量分析の情報は、[容量分析] ページに表示されます。

図 1-11.  容量分析の情報の例

仮想リソースの分析およびバランシング

VC 分析機能では、事前定義されたヒート マップを使用するか、独自のヒート マップを作成することにより、仮想環境内
のさまざまなオブジェクトのメトリック値を比較することができます。

ヒート マップには、色と大きさの異なる長方形が含まれており、それぞれの長方形が仮想環境内のオブジェクトを表して
います。長方形の色は、1 つのメトリックの値を示し、長方形の大きさは別のメトリックの値を示します。たとえば、事
前定義されたヒート マップの 1 つは各仮想マシンの総メモリとメモリ使用率を示します。大きな長方形は、総メモリ容量
の大きい仮想マシンを示します。緑色は、メモリ使用量の少なさを、赤色はメモリ使用量の多さを表します。

vCenter Operations Manager  は、各オブジェクトおよびメトリックに新たな値が収集されると、リアルタイムでヒー
ト マップを更新します。ヒート マップの下の色付きのバーは凡例です。凡例は、色の範囲の端および中間点が示す値を
示します。

ヒート マップ オブジェクトは親ごとにグループ化されます。仮想マシンのパフォーマンスを示すヒート マップでは、仮
想マシンが実行される ESX ホストごとにグループ分けされます。

第 1 章 Custom ユーザー インターフェイスの機能と概念の概要
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一般的なタスクの概要 2
vCenter Operations Manager では、異常の追跡、アラートの処理、および vCenter Operations Manager  が生成す
る予測情報に基づくリソースの最適化など、大量の監視およびトラブルシューティング タスクを実行できます。
vCenter Operations Manager  のすべての機能セットについて学ぶ最適の方法は、システムを直接使用して経験を積む
ことです。

これらのタスクを実行する前に、vCenter Operations Manager  管理者は、vCenter Operations Manager  が監視し、
データ収集を開始するリソースを構成する必要があります。vCenter Operations Manager  の構成の詳細については、
『VMware vCenter Operations Manager 管理ガイド (Custom ユーザー インターフェイス)』を参照してください。

すべての監視およびトラブルシューティング タスクの詳細については、vCenter Operations Manager  のオンライン
ヘルプを参照してください。

注意   vCenter Operations Manager  の機能を使用する能力は、vCenter Operations Manager  管理者によって割り
当てられているアクセス権により異なります。ある機能を使用できない場合、管理者に問い合わせ、アクセス権の調整が

必要かどうかを確認してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n vCenter Operations Manager へのログインと使用 (P. 17)

n 日常操作の監視 (P. 19)

n アラートの処理 (P. 24)

n リソースの最適化 (P. 33)

vCenter Operations Manager へのログインと使用
vCenter Operations Manager  クライアントは、Web ベースのアプリケーションです。Custom ユーザー インター
フェイスの URL を Web ブラウザに入力して、vCenter Operations Manager  を使用します。

Custom ユーザー インターフェイスへのログイン
vCenter Operations Manager  をインストールし、vCenter Operations Manager  サービスが実行された後、対応し
ている Web ブラウザを vCenter Operations Manager  サーバまたは vApp に接続すると、Custom ユーザー インター
フェイスを使用できるようになります。

開始する前に

対応している Web ブラウザが手元にあることを確認してください。
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手順

1 Web ブラウザで、Custom ユーザー インターフェイスの URL を入力します。

オプション 説明

スタンドアロン バージョン https://<ip_address>

vApp バージョン https://<ip_address>/vcops-custom
 
<ip_address> は、IP アドレスまたは vCenter Operations Manager  サーバまたは vApp の完全修飾ホスト名で
す。

2 ユーザー名およびパスワードを入力します。

3 [ログイン] をクリックします。

ログイン後、ホーム ページがブラウザのウィンドウに表示されます。

注意   セッションが 30 分間非アクティブになっていると、タイムアウトとなり再度のログインが必要となります。

Custom ユーザー インターフェイスの使用
Custom ユーザー インターフェイスにログインすると、ブラウザ ウィンドウにホーム ページが表示されます。

図 2-1.  例のホーム ページ

ホーム ページには次のコンポーネントが含まれます。

ダッシュボード ホーム ページ上部近くにあるタブはダッシュボードと呼ばれます。この例では、ダッ
シュボードは  [操作]  および  [タイプ別アラート]  です。ユーザーが所属するユー
ザー グループによって、使用できるダッシュボードが決まります。
vCenter Operations Manager  管理者がユーザー アカウントを作成するときにユー
ザーを 1 つまたは複数のユーザー グループに割り当てます。タブをクリックするか、
[ダッシュボード]  メニューからダッシュボードを選択すれば、別のダッシュボードに
切り替えることができます。 [ホーム]  をクリックすると、いつでもホーム ページに戻
ることができます。

ウィジェット ダッシュボードにあるペーンはウィジェットと呼ばれます。ウィジェットは、属性、リ

ソース、アプリケーションまたは環境内のすべてのプロセスに関連する情報の集合体で

す。各ダッシュボードには 1 つ以上のウィジェットが含まれます。この例では、 [操
作]  ダッシュボードには、リソース セレクタ ウィジェットおよびアクティブ アラー
ト ウィジェットが含まれます。ユーザー アカウントに必要なアクセス権があれば、
ダッシュボードやウィジェットをカスタマイズできます。

VMware vCenter Operations Manager のスタート ガイド
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メニュー ホーム ページの一番上にあるメニューを使用すると、vCenter Operations Manager
の機能を選択し、使用することができます。たとえば、 [レポート]  メニューを使用し
てレポートを生成したり、 [アラート]  メニューを使用してアラートを表示したり、
[フォレンジック]  メニューでフォレンジック機能を使用することができます。

アイコン ページのアイコンおよびウィジェットをクリックすると、Custom ユーザー インター
フェイスでタスクを実行できます。たとえば、ウィジェット内のアイコンをクリックし

て、ウィジェットの展開、折りたたみ、サイズ変更、削除を行うことができます。アイ

コンをポイントすると、アイコンの機能を説明するツールチップが表示されます。

ブレッドクラムの使用

ホームページから離れると、ブレッドクラムがページ左上隅のメニューバーの下に表示されます。 ブレッドクラムを使用
すると、Custom ユーザー インターフェイスで移動したり、現在位置を知るのに便利です。

ブレッドクラム内のリンクをクリックすると、ユーザー インターフェイス内の特定のページに戻ることができます。

ユーザーの環境設定の変更

ワークスペースの色構成を変更したり、vCenter Operations Manager  がワークスペースに時間を表示する際に使用す
るタイム ゾーンを指定したり、ユーザー アカウントのパスワードを変更したりできます。

手順

1 ホーム ページの一番上にある  [ユーザーの環境設定]  をクリックします。

2 [ユーザー アカウント設定の管理] ウィンドウでユーザーの環境設定を変更します。

オプション 操作

パスワード [変更]  をクリックしてパスワードを変更します。

スキーム [明]  または  [暗]  を選択して、ワークスペースの色構成を変更します。

時間設定 [参照]  を選択して自分のコンピュータの時間設定を使用するか、 [ホスト]  を選択し
て vCenter Operations Manager  セッションを vCenter Operations Manager
サーバの時間に同期させます。

 
[ユーザー アカウント設定の管理] ウィンドウでは、ユーザー名、姓名、E メール アドレス、アカウントの説明は変
更できません。vCenter Operations Manager  管理者のみがユーザー アカウントのこれらの値を変更できます。

3 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

日常操作の監視

日常操作の監視には、企業の全般的健全性の評価、および特定のリソースの健全性の問題の特定が含まれます。

各リソースについて、vCenter Operations Manager  は、0 ～ 100 のランキングで示される健全性スコアを決定しま
す。vCenter Operations Manager  がリソースの健全性を示す 1 つの方法が、色分けされたインジケータの表示です。
色は健全性スコアの範囲に基づいています。

表 2-1.  デフォルトの健全性色範囲

色 範囲

緑 76 から 100

黄色 51 から 75

オレンジ 26 から 50

第 2 章 一般的なタスクの概要
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表 2-1.  デフォルトの健全性色範囲 (続き)

色 範囲

赤 1 から 25

青 0

リソースの健全性の概要を表示

[環境概要] ページに、特定のリソース タグの値を持つすべての vCenter Operations Manager  リソースの健全性をグラ
フィック表示することができます。

手順

1 [[環境]]  -  [[環境概要]]  を選択し、[環境概要] ページを表示します。

2 左側のペインのリソース タグの値を選択します (複数可)。

3 [[グループ]]  タブをクリックします。

[[グループ]]  タブには、選択したタグの値を持つ各リソースの現在の健全性を示す色付きアイコンが表示されま
す。 色付きアイコンをポイントすると、そのアイコンが示すリソースを説明するツールチップが表示されます。

オプション Action

過去 6 時間の任意のタイミングの健全性アイ
コンの表示

[[グループ]]  タブの最下部のスライダを左側へ動かします。 スライダは 5 分刻みで動
きます。

リソースの詳細情報の表示 リソースのアイコンをクリックし、ツールバーの  [[詳細の表示]]  アイコンをクリック
します。

 

特定のリソースの健全性の問題を特定する

[リソースの詳細] ページを使用して、特定のリソースの健全性の問題を特定できます。グローバル リソースの場合、[リ
ソースの詳細] ページには、リソース ツリーの形で、リソースの現在の状態、そのメトリックおよびその場所が表示され
ます。仮想リソースの場合、[リソースの詳細] ページには、仮想リソースの主要なパフォーマンスの特徴、主要メトリッ
ク、およびイベントに関する情報が表示されます。

手順

1 [環境]  -  [環境概要]  を選択します。

2 (オプション) 左側のペインで、リソース タグを展開し、リソースに割り当てられるタグの値を選択します。

タグの値を選択すると、リソース リストが短縮され、特定のリソースを見つけやすくなります。

3 [リスト] タブのリソースを選択します。

4 [詳細の表示] アイコンをクリックします。

そのリソースの [リソースの詳細] ページが表示されます。

グローバル リソースのリソース詳細情報

グローバル リソースの場合、[リソースの詳細] ページには、リソース ツリーの形で、リソースの現在の状態、そのメト
リックおよびその場所が表示されます。問題は、関連するリソースの動作に関連している、あるいはその動作によって引

き起こされている可能性があるため、[リソースの詳細] ページには子または親リソースの詳細も表示されます。

[リソースの詳細] ページの使用に関する詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。

VMware vCenter Operations Manager のスタート ガイド
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[健全性ステータス] ペイン

[リソース詳細] ページの左上にあるこのペインには、リソースの現在の健全性スコアが表示されます。健全性スコアとは、
各リソースについて vCenter Operations Manager  が決定する 0 から 100 までのランク付けです。[健全性ステータ
ス] ペインには、グローバル リソースの現在の健全性スコアと、過去 6 時間の健全性スコアの推移を示すグラフが表示さ
れます。

注意   vCenter Operations Manager  が一定期間リソースのメトリックを受け取らない場合、その期間中の健全性スコ
アは計算されず、グラフ上にはスコア -1 が表示されます。リソースの収集がオフになっている場合、あるいは
vCenter Operations Manager  にデータ収集の問題が発生した場合に、-1 スコアが発生する可能性があります。

[根本原因ランキング] ペイン

このペインには、そのメトリックが根本原因に影響している可能性のパーセンテージを含め、アラートに影響している関

連リソースのメトリックに関する情報が表示されます。vCenter Operations Manager  は、あるメトリックが多数の症
状の根本原因に影響した可能性のパーセンテージおよびアラートに関連する症状の発生時期を基準にしています。

[根本原因ランキング] ペインの情報に関する詳細については、「健全性の症状について (P. 23)」 を参照してください。

[健全性ツリー] ペイン

このペインには、リソースを保持する親コンテナ リソースすべてを含む、グローバル リソース周辺のリソース階層のセ
クションが表示されます。リソースがコンテナの場合、健全性ツリーにはそのコンテナ リソースが保持するすべての子リ
ソースも表示されます。

[メトリック セレクタ] および [メトリック グラフ] ペイン

[健全性ツリー] ペイン内のリソースをクリックすると、そのリソースのメトリック グループが [メトリック セレクタ] ペ
インに表示されます。メトリック グループを展開し、グループ内の個々のメトリックを表示できます。[メトリック セレ
クタ] ペインのメトリックをダブルクリックし、[メトリック グラフ] ペインにメトリックのグラフを表示することができ
ます。メトリック グラフは、あるリソースのメトリックの最近のパフォーマンスと予測される将来のパフォーマンスを示
します。

仮想リソースのリソース詳細情報

仮想リソースについては、[リソース詳細] ページに、パフォーマンス特性、主要メトリック、イベントについての情報が
表示されます。 [リソース詳細] ページの情報は、いくつかのペインに整理されています。

リソース プールとフォルダについては、[リソース詳細] ページに、グローバル リソースに表示される情報と同じ情報が表
示されます。

[状態] ペイン

[リソース詳細] ページの左上にあるこのペインには、選択されたリソースの健全性、ワークロード、異常、フォールトの
情報がまとめて表示されます。 デフォルトの履歴グラフ期間は 6 時間です。 メトリック アイコンをクリックして、表示
するメトリックを切り替えることができます。

[ワークロード] ペイン

このペインには、容量の使用率と読み込みおよび書き込みの容量についての情報が表示されます。 容量バーは、使用され
ている容量を表しています。 IOP（1 秒あたりの入出力）、スループット、および待ち時間バーは、読み込みと書き込みの
容量についての情報を提供します。

[オブジェクト リソース] ペイン

このペインには、選択されたオブジェクトに割り当てられている仮想ハードウェア リソースについての詳細情報が表示さ
れます。

第 2 章 一般的なタスクの概要
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[主要メトリック] ペイン

このペインには、選択したパフォーマンス特性に最も関連性の高いメトリックが表示されます。 デフォルトの [主要メト
リック] ビューでは、vCenter Operations Manager  は、次の基準に従い、最も関連性の高い 4 つのメトリックをバブ
リングにより選択します。

n すべてのメトリックから vCenter Operations Manager  は、しきい値に違反している KPI を選択します。 KPI は
表示順（CPU、メモリ、ネットワーク I/O、ディスク I/O）別にソートされます。

n 残りのすべてのメトリックから vCenter Operations Manager  は、しきい値に違反している KPI 以外のメトリッ
クを、表示順にリストに追加します。

n vCenter Operations Manager  は、その他のメトリックを表示順にリストに追加します。

[メトリック詳細] ペイン

このペインは、[リソース詳細] ページの中央部に表示されます。 このペインに表示される情報は、どのメトリックを [ス
テータス] ペインに表示するよう選択したかによって異なります。

表 2-2.  [メトリック詳細] ペインの情報

メトリック 説明

健全性 ワークロード、異常、フォールトの情報を表示します。

ワークロード 現在選択されているリソース、ハイパーバイザー、選択されたリソースの子オブジェクトによって使用されて

いる CPU とメモリの情報を表示します。 バーの色付のセクションをポイントすると、オブジェクトに関する
情報を表示できます。

異常 現在選択されているリソースの子コンテナ オブジェクトの症状の一覧が表示されます。 症状は、オブジェクト
の健全性の状態に関係するメトリックです。 「健全性の症状について (P. 23)」 を参照してください。

障害 フォールトの情報を表示します。 フォールト スコアは、オブジェクトに見られる問題の程度を示します。 NIC
または HBA の冗長性の損失、メモリ チェックサム エラー、HA フェイルオーバーの問題、CIM イベントなど
のイベントが含まれます。

[関連オブジェクト] ペイン

このペインには、選択されたリソースに関連するすべてのオブジェクトの、現在選択されているパフォーマンス特性の値

が表示されます。 選択したリソース タイプ（仮想マシン、データセンター、vCenter Server システム）に応じて、この
ペインには親オブジェクト、ピア オブジェクト、子オブジェクトが表示されます。

[イベントと健全性] ペイン

このペインは、[ステータス] ペインの健全性をクリックした場合に [リソース詳細] ページの下 3 分の 1 に表示されま
す。 このペインを展開して、現在の健全性メトリック値のグラフを表示できます。 管理者が設定した場合、このグラフ
には、選択されたリソースに影響を与える可能性があるイベントが表示されます。 このペインの一番上にあるアイコンを
使用すると、表示を変更できます。

[イベントとワークロード] ペイン

このペインは、[ステータス] ペインのワークロードをクリックした場合に [リソース詳細] ページの下 3 分の 1 に表示され
ます。 このペインを展開して、最近のワークロード メトリック値のグラフを表示できます。 管理者が設定した場合、こ
のグラフには、選択されたリソースに影響を与える可能性があるイベントが表示されます。 このペインの一番上にあるア
イコンを使用すると、表示を変更できます。

[イベントと異常] ペイン

このペインは、[ステータス] ペインの異常をクリックした場合に [リソース詳細] ページの下 3 分の 1 に表示されます。
このペインを展開して、異常のグラフを表示できます。 管理者が設定した場合、このグラフには、選択されたリソースに
影響を与える可能性があるイベントが表示されます。 このペインの一番上にあるアイコンを使用すると、表示を変更でき
ます。
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[イベントとフォールト] ペイン

このペインは、[ステータス] ペインのフォールトをクリックした場合に [リソース詳細] ページの下 3 分の 1 に表示されま
す。 このペインを展開して、フォールトのグラフを表示できます。 管理者が設定した場合、このグラフには、選択され
たリソースに影響を与える可能性があるイベントが表示されます。 このペインの一番上にあるアイコンを使用すると、表
示を変更できます。

[ストレージとネットワーク] ペイン

ストレージとネットワーク リソースを持つオブジェクトについて、このペインには基本的なストレージ関連のメトリック
が表示されます。 円グラフでは、ボリュームと色の両方を使用して情報が表示されます。 円グラフの大きさは、使用さ
れているディスク領域の量を示します。 色分けにより、もうすぐディスク容量が枯渇することを視覚的に表示します。

健全性の症状について

症状は、オブジェクトの健全性の状態に関係するメトリックです。 グローバル リソースについては、[リソース詳細] ペー
ジの [根本原因ランキング] ペインに健全性の症状が表示されます。 仮想リソースについては、[リソース詳細] ページの
[メトリック詳細] ペインに健全性の症状が表示されます。

[リソース詳細] ページには、子リソースの種類ごとに症状の一覧が表示されます。 リソース種別の名前の後の括弧内に
は、リソース グループのしきい値に違反する症状の数についての情報が含まれます。

図 2-2.  症状グループの例

この例は、健全性症状を表示した場合に表示される情報のタイプの一部を示したものです。 しきい値に違反しているメト
リックはメトリック グループに表示されます。 メトリック グループ名の後の括弧内には、メトリック グループのメト
リックに対する違反数が表示されます。

メトリック グループを展開すると、しきい値に違反しているメトリックのリストが表示されます。 各メトリック行では、
そのメトリックのしきい値違反を持つオブジェクトの比率をチェックできます。 青の縦線は、最初の症状がアクティブに
なった時のポイントを表しています。

図 2-3.  展開された症状グループの例

メトリック行のアイコンは、その行に含まれるメトリック値についての情報を追加するものです。 アイコンをポイントす
ると、アイコンの意味を説明するツールチップが表示されます。 メトリック行をダブルクリックすると、選択した症状の
詳細情報を表示できます。
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アラートの処理

アラートとは、注意が必要であると考えられる異常な状態を知らせてくれる通知のことです。アラートの処理には、アラー

トの表示、対応すべきアラートの決定、Custom ユーザー インターフェイスでのアラートの管理、およびアラートの傾向
の特定が含まれます。

アラート概要ページ上のアラートの表示

デフォルトでは、[アラート概要] ページにはすべてのリソースのアラートが表示されます。 リソース、アラートのタイプ
およびサブタイプ、アラート ステータスによりアラート リストをフィルタリングできます。 特定のリソースについて、
および特定の期間に生成されたアラートを検索することもできます。

手順

1 [[アラート]]  -  [[アラート概要]]  を選択します。

2 (オプション) アラート リストをフィルタリングします。

オプション Action

特定の値を持つリソースのアラートの表示 リソース タグ リストから 1 つ以上のリソース タグ値を選択します。 同じタグから複
数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソースを含みます。 複数の異
なるタグにそれぞれ値を選択すると、リストには、選択した値をすべて持つリソース

のみが表示されます。

特定の値を持たないリソースのアラートの表

示

リソース タグ リスト内のリソース タグの値を選択し (複数可)、 [[結果の反転]]  アイ
コンをクリックします。 たとえば、「ニューヨーク」と「ロンドン」を選択した場合、
どちらの都市にも含まれないすべてのリソースのアラートがリストに表示されます。

特定のリソース名またはリソースの種類を持

つリソースのアラートを表示

[[検索]]  テキスト ボックスに名前の全部または一部を入力し、右向きの山括弧 ( [>] )
をクリックします。

特定の期間のアラートの表示 [[開始日]]  と  [[終了日]]  メニューから日付を選択し、右向きの山括弧 ( [>] ) をクリッ
クします。

特定のタイプまたはサブタイプを持つアラー

トの表示

アラート リストの上部の 1 つあるいは複数のアラート タイプ アイコンをクリックし
ます。 たとえば、 [[スマート (早期警告)]] 、 [[スマート (KPI 違反)]]  および  [[スマー
ト (KPI 予測)]]  アイコンをクリックし、すべてのスマート アラートを表示します。

特定のステータスを持つアラートの表示 アラート リストの上部の 1 つあるいは複数のアラート ステータス アイコンをクリッ
クします。 たとえば、 [[アクティブなアラート]]  アイコンおよび  [[所有アラート]]
アイコンをクリックすると、自分に割り当てられたアクティブなアラートが表示され

ます。

アラート タイプまたはアラート ステータス
フィルターの削除

アイコンをもう一度クリックすると、オフに切り替わります。

すべてのリソース フィルターの削除 リソース タグ リストの上部の  [[すべて選択解除]]  アイコンをクリックします。
 

3 (オプション) 列のヘッダーをクリックし、ポップアップ メニューのコントロールを使用してアラート リストのソー
トや列の表示、非表示の切り替えを行うことができます。

[アラート概要] ページの情報

[アラート概要] ページ上の情報は、複数のカラム内で構成されています。

表 2-3.  [アラート概要] ページの各カラム

カラム名 説明

重要度レベル アラートの重要度レベルを示す色分けアイコン。 「アラート重要度レベル (P. 25)」 を参照してください。

サブタイプ アラートのサブタイプを示すアイコン。 「アラート タイプとアラート サブタイプ (P. 25)」 を参照してください。

開始時刻 vCenter Operations Manager  が最初にアラートを生成した日時。

所要時間 アラートが持続した時間。
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表 2-3.  [アラート概要] ページの各カラム (続き)

カラム名 説明

ステータス アラートがアクティブかキャンセルされているかを示すアイコン。

リソース名 アラートに関連付けられたリソース。

リソース種別 vCenter Operations Manager  がアラートを生成した対象リソースの種別。

メトリック しきい値違反を発生し、アラートをトリガしたメトリック。

根本原因 アラートにつながった一連のイベントの開始を示す可能性が最も高い症状。

最悪サブコンテナ アラートが、階層を含むアプリケーションなど、その他のコンテナ リソースを含むリソースに関するものである
場合、このカラムには、アラートに寄与する可能性が最も高いサブコンテナを表すアイコンが入っています。

ID アラート ID 連番。

タイプ アラートのタイプを示すアイコン。 「アラート タイプとアラート サブタイプ (P. 25)」 を参照してください。

キャンセル時間 ユーザーがアラートをキャンセルした日時。

情報 外部通知アラートの場合、このカラムには、アラート メッセージとともに送信された追加情報が入る場合があり
ます。

更新時間 アラートが前回更新された日付と時刻。

リソース識別子 リソースを一意に示す 5 個以下の識別子。 リソース識別子は、通常リソース名に一致します。 複数のリソースに
は同一名を与えることができます。 アダプタ タイプによって、表示される識別子が決まります。

状態の制御 アラートが開いているか、割り当てられているか、中断されているか、抑制されているかを示すアイコン。

リソース ID アラートに関連付けられたリソースの ID。

ユーザー名 アラートをユーザーに割り当てた場合、ユーザーの名前。

アラート重要度レベル

アラート重要度レベルは、すべてのアラートが持ち、問題の深刻度と、アクション実施時に望まれる迅速さを指定します。

表 2-4.  アラート重要度レベル

レベル 色 値

重大 赤 4

ただちに オレンジ 3

警告 黄色 2

情報 青 1

なし 0

vCenter Operations Manager  の予測式スマート アラート、KPI 予測、および早期警告アラートは、常に重大なアラー
トです。その他のタイプのアラートについては、重要度は、アラート タイプ、および、アラートをトリガした属性がどう
設定されているかに依存します。

[アラート概要] ページ上および [アラート] ウィジェット内では、アラートを重要度別に色分けすることができます。

アラート タイプとアラート サブタイプ

vCenter Operations Manager  では、数種類のアラート タイプが生成され、各アラート タイプには固有のトリガと内
容があります。 アラートは、階層やアプリケーションなど、リソースに対する 1 つ以上のメトリックの異常な動作によっ
て、あるいは、フィンガープリントが次に発生する問題を予測したときに発生します。

デフォルトでは、vCenter Operations Manager  では、クラシック異常アラートを除くすべてのタイプのアラートが生
成されます。 KPI を伴わないため、クラシック異常アラートにアクションが必要な可能性は少ないです。
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スマート アラート

スマート アラートは、問題が発生していること、または、まもなく発生することが内部算出値で示されたときにトリガさ
れます。 内部算出値は、今後の動作の相関予測または KPI に関する動的しきい値違反です。 KPI として指定されているメ
トリックを除き、スマート アラートはユーザー定義値に依存しません。 スマート アラートにはいくつかのサブタイプが
あります。

表 2-5.  スマート アラート サブタイプ

サブタイプ 説明 判定主体

KPI DT 違反 KPI が内部で算出された動的しきい値の 1 つに違反
しました。

ユーザー定義 KPI に基づく分析。

KPI 予測 vCenter Operations Manager  は、まもなく KPI
がしきい値に違反するという予測を行います。 メト
リックの現在の組み合わせは、違反を予測する保存

済みメトリック フィンガープリントに一致する場合
があります。あるいは、KPI に相関するメトリック
がそのしきい値に違反しています。

KPI 予測アラートは常に重大です。

ユーザー定義 KPI に基づく分析。

早期警告 vCenter Operations Manager  の相関アルゴリズ
ムによって、アプリケーションに関わる問題に関し

て、ノイズしきい値を 90% 以上超える確率が計算
されます。

早期警告アラートは常に重大です。

アプリケーション トポロジに基づく分析。

クラシック アラート

クラシック アラートとは、クラシック監視ソフトウェアによって生成されるアラートのことです。 ユーザー定義ハード
しきい値に依存し、vCenter Operations Manager  の動的しきい値またはその他の詳細な計算には依存しません。 クラ
シック アラートにはいくつかのサブタイプがあります。

表 2-6.  クラシック アラート サブタイプ

サブタイプ 説明 理由

KPI HT 違反 ユーザー定義 KPI がユーザー定義ハードしき
い値に違反しました。

ユーザー定義 KPI がユーザー定義ハードしきい値
の 1 つに違反しました。

異常 KPI 以外のメトリックが内部で算出された動
的しきい値の 1 つに違反しました。

KPI 以外の単一メトリックが動的しきい値の 1 つ
に違反しました。

通知 KPI 以外のメトリックがユーザー定義ハード
しきい値に違反しました。 標準的なシステム
管理アプリケーションとネットワーク管理ア

プリケーションが、このタイプのアラートを

送信します。

KPI 以外の単一メトリックが内部で算出された動
的しきい値の 1 つに違反しました。

管理アラート

管理アラートは、vCenter Operations Manager 、データの収集先としている監視ソフトウェア、またはエンタープラ
イズ ネットワークに関わる問題を示します。 管理アラートにはいくつかのサブタイプがあります。

表 2-7.  管理アラート サブタイプ

サブタイプ 説明

システム vCenter Operations Manager  のコンポーネントで障害が発生し
ました。

環境 vCenter Operations Manager  が 1 つ以上のリソースからのデー
タ受信を停止しました。 リソース、監視ソフトウェア、またはネッ
トワーク インフラストラクチャに問題が発生している可能性があり
ます。
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アラートの解決

アラートを解決する方法は、アラートの種類と重要度レベル、および組織のルール、手順、および優先順位によって異な

ります。 [アラート サマリ] ページでアラートのトリガとなったイベント、その影響、および考えられる原因に関する情報
を表示できます。 通常 [アラート サマリ] ページには、アラートに対応すべき社内担当者を判断できる情報が含まれます。

[アラート サマリ] ページの上部には、アラートタイプ、アラートの開始時刻、期間、および関連するリソースまたはメト
リックが表示されます。 ページの残りの部分は別のペインに分かれています。

注意   この手順は、管理システム アラートの解決には実行しないでください。

手順

1 [アラート]  -  [アラート概要] を選択し、アラート リストのアラートの行をダブルクリックします。

2 [アラート サマリ] ページの [理由] ペインの情報を調べて、実行する操作を決定します。

[理由] ペインには、アラートの原因となったトリガの種類、トリガのリソースまたはメトリック、およびトリガの詳
細などのアラートに関する特定の情報が含まれます。

オプション Action

アラートはアプリケーション、階層、または

コンテナに関するものです

リソースの所有者を識別します。

アラートは KPI に関するものです。 KPI に関連付けられているサービス レベル アグリーメント（SLA）を識別します。
 

3 [アラート サマリ] ページの[影響] ペインの情報を調べます。

[影響] ペインには、リソース内の任意のサブコンテナを含む、アラートが生成されたリソースの過去 6 時間の健全性
情報が表示されます。 階層については、ペインには、階層が含まれるアプリケーションの健全性に関するグラフと、
アプリケーション内の階層すべての現在の健全性が表示されます。 ペインには、最大 5 つのメトリックのグラフが
表示されます。 最初に KPI の違反が表示され、続いてスーパー メトリックの違反、違反していない KPI、および違
反していないスーパー メトリックが表示されます。

4 [影響] ペイン内の情報に KPIの違反が示されている場合、KPI が関連付けられている SLA を識別します。

5 [アラート サマリ] ページの[根本原因] ペインの情報を調べます。

[根本原因] ペインには、根本原因の可能性が高いコンテナ リソースが表示され、コンテナ リソースの解析アルゴリ
ズムによってランク付けされています。 [根本原因] ペインでアクションを実行して症状の情報を表示できます。

オプション Action

リソースの症状グループを表示します。 リソースをダブルクリックします。 症状グループは、グループ内の症状が見られるリ
ソースの割合によってランク付けされます。

症状グループ内の個別の症状から上位を 5 つ
表示します。

症状グループをダブルクリックします。 症状は、症状が見られるリソースの割合に
よってランク付けされます。

症状を構成する個々の異常を一覧表示します。 症状をダブルクリックします。 ポップアップ ウインドウが開き、個別の異常の一覧
が表示されます。

n 一覧をクリップボードにコピーするには、 [[クリップボードにコピー]]  アイコン
をクリックします。 この機能は問題チケットを作成したり、アラートに関する
メッセージをメールする場合に便利です。

n 異常をグラフ表示するには、ポップアップ ウィンドウから異常を選択し、  [[動
的ダッシュボード]]  アイコンをクリックします。
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6 根本原因リソースの所有者を識別します。

オプション Action

[根本原因] ペインには複数の階層が示されま
す。

最初の階層を調べて、所有者を識別します。 50％以上の確率があるすべてのメトリッ
クを選択します。

[根本原因] ペインには、単一のリソースが示
されます。

50％以上の確率があるすべてのメトリックを選択します。

 

7 識別した所有者にアラートの解決を移管します。手順 6.

[根本原因] ペインと [アラート サマリ] ページの URL から確率が一番高い異常メトリックが表示されます。 予測ア
ラートの場合、[理由] ペインから期限と確率情報も表示されます。

8 手順 2 で識別した所有者とその他の関係者に通知します。

SLA と KPI 違反の情報、[アラート サマリ]ページの URL、およびアラート解決の責任者の名前が表示されます。

管理システム アラートの解決

管理システム アラートは、vCenter Operations Manager  コンポーネントの 1 つに存在する問題を示します。管理シス
テム アラートを解決したら、一定の推奨手順に従います。

管理システムアラートの解決の詳細については、『VMware vCenter Operations Manager 管理ガイド (Custom ユー
ザー インターフェイス)』 またはオンライン ヘルプを参照してください。

アラート のトラブルシューティング
アラートの発生原因となった状態を修正する担当者は、通常 [アラート詳細] ページを使用して問題を解決します。

[アラート詳細] ページには、アラートを発生させた動作の原因を診断し、アラートが再び発生しないように防ぐ方法を判
別するのに役立つ情報が含まれています。

手順

1 [アラート]  -  [アラート概要] を選択し、アラート リストのアラートの行をダブルクリックします。

2 [アラート サマリ] ページで、 [トラブルシューティング]  ボタンをクリックします。

そのアラートの [アラート詳細] ページが表示されます。

アラート詳細の情報

[アラート詳細] ページには、アラートを発生させた動作の原因を診断し、アラートが再び発生しないように防ぐ方法を判
別するのに役立つ情報が含まれています。

[アラート詳細] ページの各ペインおよびタブの使用に関する詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。

[理由] ペイン

このペインには、アラートの原因となったトリガの種類、トリガのリソースまたはメトリック、およびトリガの詳細など

のアラートに関する特定の情報が含まれます。

[影響] ペイン

このペインには、リソース内の任意のサブコンテナを含む、アラートが生成されたリソースの過去 6 時間の健全性情報が
表示されます。階層については、ペインには、階層が含まれるアプリケーションの健全性に関するグラフと、アプリケー

ション内の階層すべての現在の健全性が表示されます。ペインには、最大 5 つのメトリックのグラフが表示されます。最
初に KPI の違反が表示され、続いてスーパー メトリックの違反、違反していない KPI、および違反していないスーパー メ
トリックが表示されます。
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マッシュアップ タブ

このタブには、あるリソースの動作のさまざまな側面を示すマッシュアップ チャートが含まれます。マッシュアップ
チャートには、健全性チャート、異常カウント グラフおよびメトリック グラフが含まれます。

n 健全性チャートには、一定期間の各アラートが含まれます。

n 異常カウント グラフは、特定の時間におけるそのリソースおよび子リソースの異常数を示します。アプリケーショ
ンの場合、異常グラフはそのリソースの根本原因メトリックを含む階層の異常カウントを示します。赤い線は、リ

ソースのノイズしきい値を示します。異常カウントが赤い線よりも上にあれば、問題の確率は 90 % であり、早期警
告アラートがトリガされます。

n メトリック グラフには、根本原因リソースとしてリストされるリソースのすべての KPI が表示されます。アプリケー
ションの場合、根本原因リソースは根本原因を含むアプリケーションおよび階層となります。

タイムライン タブ

このタブには、あるアラートの原因となった異常がすべて表示されます。異常は、デュアル ドラッグのタイムラインに表
示されます。このタイムラインの始点は最初の異常の開始時であり、終点は現時点か、アラートがキャンセルされた場合

はそのキャンセル時点となります。

関係タブ

このタブには、アラートが生成されたリソースのリソース関係チャートが表示されます。リソース関係チャートには、親

および子リソースを含め、特定のリソースをめぐるトポグラフィの構造が表示されます。

メトリック チャート タブ

このタブには、アラートが生成されたリソースのメトリック グラフが表示されます。メトリック グラフは、メトリック
の最近のパフォーマンスと予測される将来のパフォーマンスを示します。

相関タブ

あるアラートの原因となった KPI メトリックに対する動作または異常の相関をこのタブに表示できます。各メトリックに
は相関率があります。この数値が大きいほど、メトリックの関連性が高くなります。

メモ タブ

アラートに関するメモを追加し、このタブに表示できます。

アラートの管理

[アラート概要] ページで複数のアラートの所有権をサスペンド、抑制、取得またはリリースできます。 アラートのアク
ションを起こすと、アラートの状態は変更します。 [アラート詳細] ページで単一アラートの管理もできます。

アラートの所有権の取得

アラートを所有する場合、アラートが自分のものであることを承認します。環境内で複数のオペレータがアラートを管理

している場合、アラートの所有権を取得することは重要です。[アラート概要] ページで、複数のアラートの所有権を取得
できます。

また [アラート] ウィジェットで、複数のアラートの所有権を取得することもできます。

手順

1 [アラート]  -  [アラート概要] を選択し、アラート リストの 1 つ以上のアラートを選択します。

[Ctrl] を押しながらクリックして複数のアラートを選択するか、[Shift] を押しながらクリックしてアラートの範囲を
選択できます。

2 [所有権の取得]  アイコンをクリックします。

3 確認のダイアログ ボックスで [はい] をクリックします。
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アラートを所有している場合、 [割り当てられたアラート] アイコンが アラート リストの [コントロール状態] 列に表示さ
れ、ユーザー名が [ユーザー名] 列に表示されます。

アラートのサスペンド

アラートをサスペンドする場合、分数を指定できます。 指定時間経過後に問題状態が存在する場合、
vCenter Operations Manager  はアラートを再度有効にします。 [アラート概要] ページで複数のアラートをサスペンド
できます。

アラートをサスペンドする場合、そのアラートを所有することになります。 別のユーザーが所有しているアラートをサス
ペンドすることはできません。

また [アラート] ウィジェットで、アラートをサスペンドすることもできます。

注意   アラートをサスペンドしても、キャンセル サイクルはキャンセルされません。 リソースまたはアプリケーションが
設定された場合、キャンセル サイクル値に従ってアラートはキャンセルされたままとなります。

手順

1 [アラート]  -  [アラート概要] を選択し、アラート リストの 1 つ以上のアラートを選択します。

[Ctrl] を押しながらクリックして複数のアラートを選択するか、[Shift] を押しながらクリックしてアラートの範囲を
選択できます。

2 [[サスペンド]]  アイコンをクリックします。

3 アラートをサスペンドする分数を入力し、 [[OK]] をクリックします。

アラートがサスペンドされると、 [[サスペンドされたアラート]]  アイコンが [コントロール状態] 列に表示されます。

アラートの抑止

アラートを抑止する場合、日数を指定できます。 時間が経過した後に問題状態が存在する場合、
vCenter Operations Manager  はアラートを再度有効にします。 [アラート概要] ページで複数のアラートを抑止できま
す。

アラートを抑止する場合、そのアラートを所有することになります。 別のユーザーが所有しているアラートを抑止するこ
とはできません。

また [アラート] ウィジェットで、アラートを抑止することもできます。

注意   アラートを抑止しても、キャンセル サイクルはキャンセルされません。 リソースまたはアプリケーションが設定さ
れた場合、キャンセル サイクル値に従ってアラートはキャンセルされたままとなります。

手順

1 [アラート]  -  [アラート概要] を選択し、アラート リストの 1 つ以上のアラートを選択します。

[Ctrl] を押しながらクリックして複数のアラートを選択するか、[Shift] を押しながらクリックしてアラートの範囲を
選択できます。

2 [[抑止]] アイコンをクリックします。

3 アラートを抑止する日数を入力し、 [[OK]]  をクリックします。

アラートが抑止されると、 [[抑止されたアラート]] アイコンがアラート リストの [コントロール状態] 列に表示されます。
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アラート所有権の解放

サスペンドまたは抑止しているアラートをオープンな状態に戻す必要がある場合にアラートの所有権をリリースします。

[アラート概要] ページで複数のアラートの所有権をリリースできます。

また、[アラート] ウィジェットでもアラートの所有権をリリースできます。

手順

1 [アラート]  -  [アラート概要] を選択し、アラート リストの 1 つ以上のアラートを選択します。

[Ctrl] を押しながらクリックして複数のアラートを選択するか、[Shift] を押しながらクリックしてアラートの範囲を
選択できます。

2 (オプション) アラート リストをフィルタします。

オプション Action

割り当て済みのアラートのみを表示します。 [[割り当て済みのアラート]]  アイコンをクリックします。

自身が所有するアラートのみを表示します。 [[独自アラート]]  アイコンをクリックします
 

3 アラート リストからアラートを選択します。

Ctrl キーを押しながらクリックして複数のアラートを選択、または Shift キーを押しながらクリックしてアラートの
範囲を選択できます。

4 [[所有権のリリース]]  アイコンをクリックします。

5 確認ダイアログ ボックスで  [[はい]]  をクリックします。

アラートの所有権がリリースされた場合、[コントロールの状態] 列に  [[オープン アラート]]  アイコンが表示されます。

アラートのキャンセル

[アラート概要] ページでアラートをキャンセルできます。

注意   [アラート詳細] ページまたは [アラート] ウィジェットではアラートをキャンセルできません。

手順

1 [アラート]  -  [アラート概要] を選択し、アラート リストの 1 つ以上のアラートを選択します。

[Ctrl] を押しながらクリックして複数のアラートを選択するか、[Shift] を押しながらクリックしてアラートの範囲を
選択できます。

2 [[アラートのキャンセル]]  アイコンをクリックします。

単一アラートの管理

[アラート詳細] ページの単一アラートの所有権をサスペンド、抑止、取得またはリリースできます。

手順

1 [アラート]  -  [アラート概要] を選択し、アラート リストのアラートの行をダブルクリックします。

2 アラートの [アラート サマリ] ページで、 [トラブルシューティング]  ボタンをクリックします。
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3 アラートの [アラート詳細] ページでアイコンをクリックし、アラートを操作します。

オプション Action

アラートの所有権を取得します。 [[所有権の取得]]  アイコンをクリックします。 アラートを所有することは、そのア
ラートの所有を認めることを意味します。 複数のオペレータがアラートを管理する
際、所有権の取得が重要です。

アラート所有権のリリース [[所有権のリリース]]  アイコンをクリックします。 サスペンドまたは抑止しているア
ラートをオープンな状態に戻す必要がある場合にアラートの所有権をリリースします。

アラートのサスペンド [[アラートのサスペンド]]  アイコンをクリックします。 アラートのサスペンドには数
分かかります。 時間が経過した後に問題が発生した場合、
vCenter Operations Manager  はアラートを再度有効にします。

アラートの抑止 [[アラートの抑止]]  アイコンをクリックします。 アラートの抑止には数日かかりま
す。 時間が経過した後に問題が発生した場合、vCenter Operations Manager  はア
ラートを再度有効にします。

 

アラート ウォッチ リストのアラートの表示
アラート ウォッチ リストには、それぞれの重要度およびトレンドのアラートの数が表示されます。
vCenter Operations Manager  は、現在の期間中の特定のタイプの全アラートの総計と前 3 回の期間のアラートの平均
とを比較してトレンドを判断します。 トレンドには上昇、下降、変化なしがあります。

更新間隔や基準の期間など、アラート ウォッチ リストの複数の設定を変更できます。 また、アラート ウォッチ リストに
表示されるアラートをフィルタリングすることも可能です。 「アラート ウォッチ リスト設定の変更 (P. 32)」 を参照し
てください。

手順

1 ブラウザのウィンドウの右上隅にアラート ウォッチ リストがあります。

アラート ウォッチ リストは、vCenter Operations Manager  のすべてのページに表示されます。

2 アイコンをポイントすると、アラートの重要度が分かります。

その重要度を持つアラートがポップアップ ウィンドウに表示されます。

3 ポップアップ ウィンドウのアラートをダブルクリックすると、そのアラートの [アラート サマリ] ページが表示され
ます。

アラート ウォッチ リスト設定の変更

アラート ウォッチ リストの更新間隔とベースライン期間の各デフォルト、および、重要度アイコンを指示したときに表
示されるアラートの数を変更できます。アラート ウォッチ リスト上のアラートもフィルタリングできます。

手順

1 アラート ウォッチ リストの右にある [編集] をクリックします。

2 [更新時間] テキスト ボックスには、アラート ウォッチ リストを更新する頻度を秒単位で入力します。

デフォルトは 30秒です。

3 [ベースライン時間] テキスト ボックスには、アラート ウォッチ リスト上で、現在の期間の合計アラート数を、直
近 3 期間のアラートの平均数と比較するときにリスト上で使用する期間の長さを分単位で入力します。

デフォルトは 30分です。
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4 アラート ウォッチ リストに表示されるアラートをフィルタリングします。

オプション 説明

特定のタグ値を持つリソースのアラートのみ

を表示します。

[フィルタリングするタグの選択] リストでタグ値を選択します。同一タグに複数の値
を選択すると、アラート ウォッチ リストには、いずれかの値を持つリソースが表示
されます。複数の異なるタグにそれぞれ値を選択すると、アラート ウォッチ リスト
には、選択した値をすべて持つリソースが表示されます。

アラートを特定の重要度レベルに制限 [重要度レベル範囲] ペーンのアラート ウォッチ リストに含める重要度レベルに対応
するチェックボックスを選択します。

アラートを指定値のみに制限 [フィルタ基準] ペーンでリンクをクリックし、アラート ウォッチ リストに含める値
を選択します。[開く]、[割り当て]、[割り当て済み]、[中断]の各アラート制御状態の
組み合わせを選択する場合、選択内容に一致するアラートがすべてアラート ウォッ
チ リストに表示されます。[独自アラート] と複数の状態を選択すると、その他の状態
に一致するユーザーの独自アラートのみがアラート ウォッチ リストに表示されます。

 

5 [ツールチップに表示するアラートの数] ペーンでは、アラート ウォッチ リスト上で重要度アイコンを指示するとき
に表示されるアラートの数を選択します。

6 [保存] をクリックして変更内容を保存します。

リソースの最適化

vCenter Operations Manager  のフォレンジック機能によって提供された情報を使用して、パフォーマンスと容量を分
析すること、および、環境内のリソースのバランスをとることができます。フォレンジック機能を使用し、任意のミッショ

ン クリティカルなリソースが将来的に最大容量に達するリスクに瀕しているかどうかを評価することもできます。

上位/下位パフォーマの表示
[トップ N 分析] ページの特定のカテゴリ内で上位のパフォーマと下位のパフォーマを表示できます。 たとえば、アプリ
ケーション内の最も健全性の高い階層、あるいは最も健全性の低い階層、最も違反の多い KPI、または最も多い根本原因
メトリックなどを表示できます。 カテゴリ内で極端なパフォーマンスを示すものを表示することによって、環境の全体的
なパフォーマンスの評価に役立ちます。

[トップ N 分析] ウィジェットには、トップ N 分析ページに類似した情報が含まれていますが、提供されるオプション数
は少なくなっています。

手順

1 [[フォレンジック]]  -  [[トップ N 分析]]  を選択します。

2 [リソースの健全性] ペインの右上にある  [[構成]]  アイコンをクリックします。

3 (オプション) トップ N 分析のデフォルト構成の設定を変更します。

オプション 説明

期間 [トップ N 分析] ページに表示されるデータの期間を変更します。 デフォルトは直前
30 日間です。

深さ 選択したエンティティの親子関係を示すレベルの数値を選択します。 たとえば、1 を
選択すると、ウィジェットにはアプリケーションと階層の情報が表示されます。 2 を
選択すると、ウィジェットには階層の子であるリソースの情報も表示されます。 デ
フォルトは 10 です。

バー カウント ページに表示する項目数を選択します。 デフォルトは 5 項目です。
 

4 リソース ツリーのリソースを選択します。

[[構成]] ウィンドウの上部のアイコンを使用し、ツリーの展開や折りたたみ、および選択のクリアを行うことができ
ます。
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5 [[保存]]  をクリックし、トップ N 分析の構成を保存します。

[[構成]] ウィンドウが閉じ、[トップ N 分析] ページが表示され、[リソースの健全性] ペインに構成された期間中の選
択されたリソースの健全性が表示されます。

6 [ツール] ペインで、表示する各情報タイプのチェック ボックスをオンにします。

右側のペインに情報が表示されます。

7 右側のペインのオブジェクトをクリックすると、そのオブジェクトの [リソース詳細] ページが表示されます。

選択したメトリックに対する容量分析の実行

vCenter Operations Manager  容量分析機能は、将来の拡張と、特定の制限に達する可能性のある時期を予測するため
に、メトリックのパフォーマンス履歴を使用します。 この情報を使用して、サーバへのディスク記憶装置の追加やネット
ワーク容量の拡張など、インフラストラクチャのアップグレードを実行するタイミングを計画することができます。

容量分析を実行するには、PctUsedDiskSpace のようなメトリック、および 95パーセント フルのような限界値を選択し
ます。vCenter Operations Manager  は過去と現在のメトリックのパフォーマンスを調査し、分析アルゴリズムがメト
リック値のサイクルを決定します。vCenter Operations Manager  はこの分析を、将来あり得るメトリックのパフォー
マンスを推定するために使用します。

容量分析結果は、メトリックが設定された値を超えると思われるタイミング、メトリックの予測可能性（予測可能性が高

いほど、高いシグナル対ノイズ比を示します）およびその動作に関するその他の詳細を示します。 詳細については、「容
量分析結果の解釈 (P. 35)」を参照してください。

注意   容量分析は、ディスク領域の使用およびネットワーク トラフィックのように、1 方向に長期的なトレンドを示す傾
向にあるメトリック内で最も効果的に作用します。

手順

1 [[フォレンジックス]]  -  [[容量分析]]  を選択します。

2 (オプション)  [[リスト]]  タブのリソースを、 [[リソース タグ]]  リストから 1 つ以上のタグ値を選択してフィルタし
ます。

オプション Action

特定の値を持つリソースを表示します。 リソース タグ リストから 1 つ以上のリソース タグ値を選択します。 同じタグから複
数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソースを含みます。 複数の異
なるタグにそれぞれ値を選択すると、リストには、選択した値をすべて持つリソース

のみが表示されます。

特定の値を持たないリソースを表示します。 リソース タグ リストから 1 つ以上のリソース タグ値を選択し、 [[結果の反転]]  アイ
コンをクリックします。 たとえば、ニューヨークとロンドンを選択した場合、そのど
ちらの都市にも無いすべてのリソースがリソース リストに表示されます。

 

3 [[リスト]]  タブで、分析に使用するメトリックを含むリソースを選択します。

選択されたリソースの属性グループは [メトリック] ペインに表示されます。

4 (オプション) [メトリック] ペインのメトリックをフィルタします。

オプション Action

KPI メトリックのみを表示します。 [[KPI メトリック]]  アイコンをクリックします。

特定のメトリック グループ、メトリック イ
ンスタンス、またはメトリックを探します。

[[検索]]  テキスト ボックスにフル ネームまたは名前の一部を入力し、ドロプダウン
メニューから値タイプを選択し、 [>] をクリックします。

 

5 [メトリック] ペインで、メトリックを持つグループを展開し、メトリックをダブルクリックします。

センター ペインにメトリックのパフォーマンス情報が表示されます。
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6 (オプション) グラフ範囲を変更するには、 [[Y 最大]]  および  [[Y 最小]]  テキスト ボックスに表示するために最小値
および最大値を入力し、各テキスト ボックスの右にある矢印をクリックします。

デフォルトでは、グラフ範囲はメトリックの過去のパフォーマンスに基づいています。

7 グラフの制限値を設定するには、 [[しきい値]]  テキスト ボックスに値を入力し、値が上限または下限を表している
かどうかを示すために  [[上限]]  または  [[下限]]  アイコンをクリックします。

また、グラフの左側にあるスライダをドラッグし、制限値を設定できます。

8 [[可能性]]  テキスト ボックスに、違反とみなされる前の 24 時間以内にしきい値外になくてはならないメトリック値
の割合を入力します。

9 [[予測を表示]]  ドロップダウン メニューから、予測の期間を選択します。

10 [[これを予測]]  ボタンをクリックします。

分析結果ペインに容量分析予測が表示されます。

11 (オプション) 現在の構成を保存します。

a [[新規取得]]  アイコンをクリックします。

b [[構成]]  テキスト ボックスに、構成の名前を入力します。

c [OK]  をクリックします。

後で、保存した構成に戻るには、 [[構成]]  ドロップダウン メニューから選択します。 自分が保存した構成のみを使
用できます。

12 (オプション) 予測データを保存するには、[分析結果] ペイン上部にあるアイコンをクリックします。

データをスナップショット、またはフル スクリーン スナップショットとして保存するか、タブ区切り CSV ファイル
にダウンロードできます。

次に進む前に

容量分析の実行後、予測期限または制限値のような条件を変更でき、再び [[これを予測]]  をクリックできます。

構成を保存している場合、 [[構成]]  ドロプダウン メニューから選択でき、 [[選択された構成の更新]] または [[選択された
構成の削除]] アイコンをクリックし、構成の更新または削除ができます。

容量分析結果の解釈

容量分析結果は、[容量分析] ページの [分析結果] ペインに以下の情報とともに表示されます。

n 設定した制限をメトリックが違反すると vCenter Operations Manager が予測するまでの時間、および発生が予測
される日時。

n 0 と 1 の間の小数として表されるメトリックの動作予測。より予測しやすい動作は値が高く、より確実に違反時刻を
予測します。

n 分析メカニズムが、選択されたメトリックとその他のメトリックの相互関係を検出した際の相関度。 値をクリック
して、リソース、メトリック名、相互度の割合を含む相関するメトリックを示すポップ アップ ウインドウを開くこ
とができます。 また、メトリックの異常が相関している [[異常]] またはメトリックの動作が相関している [[動作]] の
どちらかの相関タイプを示す列を表示できます。

n 予測期間内、および vCenter Operations Manager  が発生すると予測する時間の最小値または最大値。

n 最新の動作および予測期間内に予測される動作を示すメトリック グラフ。 グラフには、最も予想されそうな値が示
されます。 影付き部分は、予測の信用限界を示すために領域の周りに表示されます。
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n このグラフには、メトリック動作の計算されたサイクルが示されます。 グラフ下の見出しには、期間と各サイクル
の相対的な強さが示されます。  [[すべてのサイクル]] をクリックして、サイクルに関する情報を示すポップアップ
ウインドウを表示することができます。

注意   画像の解像度に応じて、ページ上部の細いバーをクリックして [リソース タグ] ペインと [メトリック] ペインを折
りたたんでサイクル グラフを表示する必要がある場合があります。

仮想オブジェクトのメトリック値間比較

[VC 分析] ビューでは、事前定義されたヒート マップを使用するか、独自のヒート マップを作成することにより、自分の
仮想環境内のさまざまなオブジェクトのメトリック値を比較することができます。

ヒート マップには、色と大きさの異なる長方形が含まれています。 それぞれの長方形が仮想環境内のオブジェクトを示
します。 長方形の色は、1 つのメトリックの値を示し、長方形の大きさは別のメトリックの値を示します。 たとえば、事
前定義されたあるヒート マップは各仮想マシンの総メモリとメモリ使用率を示します。 大きな長方形は、総メモリ容量
の大きい仮想マシンを示します。 緑色は、メモリ使用量の少なさを、赤色はメモリ使用量の多さを表します。

vCenter Operations Manager  は、各オブジェクトおよびメトリックに新たな値が収集されると、リアルタイムでヒー
ト マップを更新します。 ヒート マップの下の色付きのバーは凡例です。 凡例は、色の範囲の端および中間点が示す値を
示します。

ヒート マップ オブジェクトは親ごとにグループ化されます。 仮想マシンのパフォーマンスを示すヒート マップでは、仮
想マシンが実行される ESX ホストごとにグループ分けされます。

選択したメトリックのパフォーマンス間比較

[VC 分析] ページ上のヒート マップで提供された情報を使用して、仮想インフラストラクチャ内の選択したメトリックの
パフォーマンスを比較すること、および、ESX ホストと仮想マシンの間でロード バランスをとることができます。

開始する前に

事前定義されたヒート マップ内で、比較するメトリックの組み合わせが使用できない場合、カスタム ヒート マップを作
成します。 「カスタム ヒート マップの作成 (P. 38)」 を参照してください。

手順

1 [フォレンジック]  -  [VC 分析] を選択します。

2 [[フォーカス領域]]  ドロップダウン メニューからメトリック グループを選択します。

選択したグループに関係するすべてのヒート マップがヒート マップ リストに表示されます。

3 [[最小ボックス表示]]  ドロップダウン メニューから、ヒート マップ内の着色ボックスによって表すオブジェクト タ
イプを選択します。

選択に基づいてヒート マップ リスト上で更新がなされます。

4 リストからヒート マップを選択します。

選択したメトリックのヒート マップが表示され、選択に応じてサイズ変更され、グループ化されます。

5 ヒート マップを使用して、仮想環境内のすべてのオブジェクトについてリソースおよびメトリック値を比較します。

6 (オプション) ヒート マップ内のすべてのオブジェクトの名前とメトリック値を示すリストを表示するには、[VC 分
析] ページの下部にある [詳細] ペインを展開します。

列見出しをクリックすると、列ごとにリストをソートできます。 メトリック カラムでリストを並べ替える場合、メ
トリックの最高値または最低値を一番上に表示できます。

7 (オプション) ヒート マップ内の特定オブジェクトについての詳細を表示するには、オブジェクトを表す四角形を指示
し、ポップアップ ウィンドウの  [[詳細]]  リンクをクリックします。
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次に進む前に

比較結果に基づいて、ESX ホスト間、クラスタ間、またはデータストア間でロード バランスがとられるようにオブジェク
トを仮想環境内で再編成します。

最善または最悪実行オブジェクトの検索

[VC 分析] ページの特定のメトリックに関し、最高値または最低値を持つオブジェクトを検索できます。

開始する前に

事前定義されたヒート マップ内で、比較するメトリックの組み合わせが使用できない場合、カスタム ヒート マップを作
成します。 「カスタム ヒート マップの作成 (P. 38)」 を参照してください。

手順

1 [フォレンジック]  -  [VC 分析] を選択します。

2 [[フォーカス領域]]  ドロップダウン メニューから、メトリック グループを選択します。

選択したグループに関係するすべてのヒート マップがヒート マップ リストに表示されます。

3 [[最小ボックス表示]]  ドロップダウン リストから、ヒート マップの色付きボックスで表示するオブジェクト タイプ
を選択します。

選択に基づいてヒート マップ リスト上で更新がなされます。

4 ヒート マップ リストからヒート マップを選択します。

選択したメトリックのヒート マップが表示され、選択に応じてサイズ変更され、グループ化されます。

5 詳細ペインを展開します。

ヒート マップ内の各オブジェクトの名前およびメトリック値がリストに表示されます。

6 メトリックの列のヘッダーをクリックします。

パフォーマンスが最高または最低なオブジェクトを列の先頭に表示できます。 詳細リストは、選択したメトリック
値に基づいてソートされます。 ヘッダーを再度クリックするとソートの順が逆になります。

7 (オプション) ヒート マップ中の特定のオブジェクトに関する詳細情報を表示するには、そのオブジェクトを示す長方
形をポイントし、ポップアップ ウィンドウの  [[詳細]]  リンクをクリックします。

定義されたメトリックの範囲外で動作するオブジェクトの識別

オブジェクトは、リソースを効率的に使用するために指定された値の範囲内で操作される必要があります。 高いメトリッ
ク値は過負荷を意味し、パフォーマンスに問題を発生させることがあり、低いメトリック値は非効率または無駄なリソー

スを示します。 [VC 分析] ページ上で各メトリックのために定義された範囲内または範囲外で、異なるオブジェクト タイ
プの動作分析ができます。

開始する前に

メトリックを追跡し、メトリックの範囲の上部と下部に最小値と最大値を設定するためにカスタム ヒート マップを作成
します。 「カスタム ヒート マップの作成 (P. 38)」 を参照してください。

手順

1 [フォレンジック]  -  [VC 分析] を選択します。

2 [[フォーカス領域]]  ドロップダウン メニューからメトリック グループを選択します。

選択したグループに関係するすべてのヒート マップがヒート マップ リストに表示されます。

3 [[最小ボックス表示]]  ドロップダウン メニューから表示するために、ヒート マップ内の着色ボックスのオブジェク
ト タイプを選択します。

選択に基づいてヒート マップ リスト上で更新がなされます。
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4 カスタム ヒート マップ リストのカスタム ヒート マップを選択します。

カスタム ヒート マップに図示された色のエンドポイントを設定したため、エンドポイントの色を示す任意のオブジェ
クトである緑と赤またはオレンジと青のいずれかは定義された範囲の範囲外です。 定義された範囲で動作するオブ
ジェクトは中間色です。

5 (オプション) ヒート マップのすべてのオブジェクトの名前とメトリック値のリストを表示するには [詳細] ペインを
展開します。

列でリストをソートするには、列の見出しをクリックします。 メトリック列でリストをソートする場合、メトリッ
クの最高値または最低値を一番上に表示できます。

6 (オプション) 定義した範囲の外部で動作するヒート マップのオブジェクトに気付いた場合、オブジェクトを表す四角
形を指示し、 [[詳細]]  リンクをクリックして、オブジェクト パフォーマンスの詳細を表示します。

カスタム ヒート マップの作成

事前定義されたヒート マップが自分のニーズに合わない場合は、カスタム ヒート マップを作成できます。 カスタム ヒー
ト マップを作成する場合は、オブジェクトおよび追跡するメトリック、使用する色および値のエンドポイントなど、ヒー
ト マップのあらゆる側面を選択することになります。 カスタム ヒート マップでは、同じメトリック グループ内の 1 つ
あるいは 2 つのメトリックを分析できます。

手順

1 [フォレンジック]  -  [VC 分析] を選択します。

2 [[カスタマイズ]]  をクリックします。

3 ヒート マップ構成ウィンドウの右上にある  [[新規構成の追加]]  アイコンをクリックします。

4 確認ダイアログ ボックスにカスタム ヒート マップの説明を入力し、 [[OK]]  をクリックします。

5 メトリックを表示するオブジェクトのタイプを  [[最小ボックス]]  ドロップダウン メニューから選択します。

自分が選択した内容の親となるオブジェクトのみを選択することができます。

6 [[グループ化]]  ドロップダウン メニューからカスタム ヒート マップのメトリック ボックスのグループ化の方法を選
択します。

7 [[次の基準]]  ドロップダウン メニューから、すでに  [[グループ化]]  ドロップダウン メニューで選択した基準により
グループ化されているメトリック ボックスの次のレベルの組織を選択します。

8 [[色分け]]  ドロップダウン メニューをクリックし、ヒート マップ内に示すメトリックをダブルクリックします。

これらの方法を使用して、リスト内でメトリックを検索できます。

オプション Action

メトリックをグループ化して表示 メトリックグループを展開します。

特定のメトリックの検索 [[検索]]  テキスト ボックスに名前の全部または一部を入力し、右向きの山括弧 ( [>] )
をクリックします。

リストのフィルタ ドロップダウン メニューから値のタイプを選択します。
 

9 [[色のフォーカス]]  ドロップダウン メニューからヒート マップ内の色で追跡するメトリックを選択します。

カスタム ヒート マップは、[VC 分析] ページの  [[フォーカス領域]]  ドロップダウン メニューのこのカテゴリーの下
に表示されます。
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10 (オプション) 同じグループ内の 2 つ目のメトリック値を分析するには、 [[サイズ分け]]  ドロップダウン メニューを
クリックし、使用するメトリックをダブルクリックします。

これらの方法を使用して、リスト内でメトリックを検索できます。

オプション Action

メトリックをグループ化して表示 メトリックグループを展開します。

特定のメトリックの検索 [[検索]]  テキスト ボックスに名前の全部または一部を入力し、右向きの山括弧 ( [>] )
をクリックします。

リストのフィルタ ドロップダウン メニューから値のタイプを選択します。
 

11 (オプション)  [[サイズ分け]]  ドロップダウン メニューから 2 つ目のメトリックを選択した場合、ヒート マップ中の
ボックスの大きさで追跡するメトリックのタイプを  [[サイズのフォーカス]]  ドロップダウン メニューから選択します。

12 ヒート マップの端の色で示す最小値と最大値を  [[カラー ピッカー]]  テキスト ボックスに入力します。

最小値を指定しないと、カスタム ヒート マップでは収集されたメトリックの最小値を端の色として使用します。 最
大値を指定しないと、カスタム ヒート マップでは収集されたメトリックの最大値を端の色として使用します。

13 (オプション) 最大値を指定した場合は、 [[拡張]]  チェック ボックスをオンにし、ヒート マップ上の最小ボックスに
ついて観察できる最も大きな  [[色分け]]  の値まで最大の色の範囲を拡張します。

14 (オプション) カスタム ヒート マップの配色を変更するには、 [[テンプレート]]  リンクをクリックして別の配色を選
択します。

15 [[保存]]  をクリックしてカスタム ヒート マップを保存します。

カスタム ヒート マップは、 [[構成]]  ドロップダウン メニューに表示されます。

16 [[閉じる]]  をクリックしてヒート マップ構成ウィンドウを閉じます。

カスタム ヒートが [VC 分析] ページのヒート マップ リストに表示されます。
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ワークスペースの設計 3
独自のニーズに合わせて、vCenter Operations Manager  ワークスペースをカスタマイズできます。アクセス権に基づ
き、ダッシュボード上のウィジェットの追加、削除、配置、新規ダッシュボードの作成、他のインスタンスに対するダッ

シュボードのインポートおよびエクスポート、ウィジェット構成オプションの編集、ウィジェットの相互作用の構成を行

うことができます。

この章では次のトピックについて説明します。

n ダッシュボードの操作 (P. 41)

n ウィジェットの操作 (P. 46)

ダッシュボードの操作

vCenter Operations Manager  管理者は、ユーザー アカウントの作成時に、ユーザーを 1 つまたは複数のユーザー グ
ループに割り当てます。このユーザー グループによって、最初に vCenter Operations Manager  にログインしたとき
に使用できるダッシュボードが決まります。ユーザー アカウントに必要なアクセス権があれば、ダッシュボードを変更し
たり、新規のダッシュボードを作成できます。

管理者は、コマンドラインで dbcli コマンドを使用して、ダッシュボードおよびダッシュボード テンプレートを管理で
きます。詳細については、『VMware vCenter Operations Manager 管理ガイド (カスタム ユーザー インターフェイ
ス)』を参照してください。

ダッシュボードを作成する

通常は、ダッシュボード テンプレートを選択してダッシュボードを作成します。ダッシュボード テンプレートには、ダッ
シュボード定義のすべての情報が含まれています。また、ダッシュボードに含まれるウィジェットを定義し、まとめるこ

とによってダッシュボードを作成することもできます。

vCenter Operations Manager  には、事前定義されたダッシュボード テンプレートが含まれています。事前定義された
テンプレートが自分のニーズを満たさない場合は、独自のテンプレートを作成できます。「ダッシュボード テンプレート
を作成する (P. 43)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n ウィジェットを選択してダッシュボードを作成する場合は、使用可能なウィジェットについてよく理解してくださ

い。「ウィジェットの操作 (P. 46)」を参照してください。

手順

1 ホーム ページで、最新のダッシュボード タブの右側にあるプラス記号 ( [+] ) をクリックします。
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2 ダッシュボードを作成します。

オプション 操作

テンプレートからダッシュボードを作成する a ダッシュボード テンプレートをウィンドウの右側へドラッグします。
b [レイアウトの選択] ドロップダウン メニューから、ダッシュボードで使用する列

の数を選択します。

ウィジェットを選択してダッシュボードを作

成する

a ウィンドウの左上の [ウィジェットを使用したダッシュボードの作成] アイコンを
クリックします。

b 各ウィジェットを左側のペインから右側のペインへドラッグします。

c [レイアウトの選択] ドロップダウン メニューから、ダッシュボードで使用する列
の数を選択します。

d (オプション) 列のサイズを変更するには、 [ドラッグしてレイアウトを変更] の下
の仕切りバーをドラッグします。

 

3 [タブ名] テキスト ボックスにダッシュボードの名前を入力します。

4 (オプション)  [デフォルトとしてマーク] の隣の [はい] を選択し、新しいダッシュボードをデフォルトのダッシュボー
ドとします。

5 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

次に進む前に

ホーム ページ上の他のダッシュボード タブの右側に新しいダッシュボードのタブが表示されます。ダッシュボード タブ
の順序を変更するには、「ダッシュボード タブの順序を変更する (P. 44)」 を参照してください。

テンプレートを使用してダッシュボードを作成した場合は、レイアウトまたはそこに含まれるウィジェットを変更するこ

ともできます。「ダッシュボードを編集する (P. 42)」 または 「ウィジェットの操作 (P. 46)」 を参照してください。

ダッシュボードのクローンを作成する

既存のダッシュボードをコピーすることによって、ダッシュボードを作成できます。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 クローンを作成するダッシュボードのタブをクリックします。

2 [ダッシュボード ツール]  バーの [クローン作成] をクリックします。

3 新しいダッシュボードの名前を入力し、 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

ホーム ページ上の他のダッシュボード タブの右側に新しいダッシュボードのタブが表示されます。ダッシュボード タブ
の順序を変更するには、「ダッシュボード タブの順序を変更する (P. 44)」 を参照してください。

ダッシュボードのクローンを作成すると、元のダッシュボードにあるウィジェットがすべて新しいダッシュボードに表示

されます。新しいダッシュボードのレイアウトまたはそこに含まれるウィジェットを変更することもできます。「ダッシュ

ボードを編集する (P. 42)」 または 「ウィジェットの操作 (P. 46)」 を参照してください。

ダッシュボードを編集する

ダッシュボードの名前の変更、デフォルトのダッシュボードとしてのダッシュボードの選択または選択解除、およびダッ

シュボード上に表示される列の数およびサイズの変更を行うことができます。

ダッシュボードへのウィジェットの追加およびダッシュボードからの削除の詳細については、「ウィジェットの操

作 (P. 46)」 を参照してください。
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開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 編集するダッシュボードのタブをクリックします。

2 [ダッシュボード ツール]  バーの [編集] をクリックします。

使用可能なウィジェットが、[ダッシュボードの編集：タブの編集] ウィンドウの左側のペインに表示されます。

3 ダッシュボードを編集します。

オプション 操作

ダッシュボードの名前を変更する [タブ名] テキスト ボックスに別の名前を入力します。

ダッシュボードをデフォルトのダッシュボー

ドにする

[デフォルトとしてマーク] の隣の [はい] を選択します。

ダッシュボードの列の数を変更する [レイアウトの選択] ドロップダウン メニューから別の値を選択します。

ダッシュボードの列のサイズを変更する [ドラッグしてレイアウトを変更] の下の仕切りバーをドラッグします。
 

4 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

ダッシュボードを削除する

ダッシュボードが必要なくなった場合は、それを削除できます。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 削除するダッシュボードのタブをクリックします。

2 [ダッシュボード ツール]  バーの [削除] をクリックします。

3 確認ダイアログ ボックスで [はい] をクリックし、ダッシュボードを削除します。

ダッシュボードを削除した後、そのタブはホーム ページに表示されなくなります。

ダッシュボード テンプレートを作成する
事前定義されたダッシュボード テンプレートが自分のニーズを満たさない場合、ダッシュボード テンプレートを独自に
作成できます。ダッシュボード テンプレートには、ダッシュボード定義のすべての情報が含まれています。ダッシュボー
ド テンプレートを使用してダッシュボードを作成できます。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n テンプレートに使用するダッシュボードを選択するか、テンプレートに使用するダッシュボードを作成します。「ダッ

シュボードを作成する (P. 41)」を参照してください。

手順

1 テンプレートに使用するダッシュボードのタブをクリックします。

2 [ダッシュボード ツール]  バーの  [テンプレートの作成] をクリックします。
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3 新しいダッシュボード テンプレートの名前を入力し、 [OK]  をクリックします。

ダッシュボード テンプレートの作成後、そのテンプレートを使用してダッシュボードを作成できるようになります。「ダッ
シュボードを作成する (P. 41)」を参照してください。

ダッシュボード テンプレートを削除する
ダッシュボード テンプレートが必要なくなった場合は、これを削除できます。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 ホーム ページで、最新のダッシュボード タブの右側にあるプラス記号 ( [+] ) をクリックします。

2 [テンプレートの管理] リンクをクリックします。

3 削除するダッシュボード テンプレートを選択し、 [選択したダッシュボード テンプレートの削除] アイコンをクリッ
クします。

4 確認ダイアログ ボックスで [はい] をクリックし、ダッシュボード テンプレートを削除します。

ダッシュボード タブの順序を変更する
ホーム ページで、ダッシュボード タブの順序を変更できます。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 [ダッシュボード]  バーの  [タブの順序変更]  をクリックします。

ダッシュボード タブは、[タブの順序変更] ウィンドウの左側に表示されます。

2 各タブを新しい場所へドラッグします。

3 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

ダッシュボードの切り替えを構成する

あるダッシュボードから別のダッシュボードへ切り替えるよう、vCenter Operations Manager  を構成することができ
ます。この機能は、自社のパフォーマンスの様々な側面を表示する複数のダッシュボードがあり、それぞれを交互に表示

したいというときに便利です。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 [ダッシュボード]  -  [タブの順序変更] を選択します。

2 ダッシュボードの隣の [オン] を選択します。

3 ダッシュボードの隣の [秒] テキスト ボックスに、ダッシュボードの切り替えまでの待機秒数を入力します。

4 ダッシュボードの隣の [このタブへ] ドロップダウン メニューから、切り替えるダッシュボードを選択します。
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5 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

ダッシュボードを共有する

1 つまたは複数のユーザー グループで 1 つのダッシュボードを共有できます。ダッシュボードを共有すると、選択する
ユーザー グループ内のすべてのユーザーが利用できるようになります。ダッシュボードは、共有するユーザー全員に同じ
ように表示されます。共有ダッシュボードを編集する場合、すべてのユーザーに対してダッシュボードが変更されます。

注意   他のユーザーは、共有ダッシュボードを表示することしかできません。変更することはできません。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 共有するダッシュボードのタブをクリックします。

2 [ダッシュボード ツール]  バーの [共有] をクリックします。

3 [共有ダッシュボード] ペインでダッシュボードを選択し、それを [アカウント グループ] ペインの 1 つあるいは複数
のユーザー グループにドラッグします。

4 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

ダッシュボードを共有すると、ダッシュボードを共有している事を示すアイコンがダッシュボード タブ上に表示されま
す。別のユーザーが共有ダッシュボードを表示すると、ダッシュボード タブの上に、そのユーザーがダッシュボードを編
集できないことを示すカギのアイコンが表示されます。

ダッシュボードの共有を停止する

以前に共有していたダッシュボードを他のユーザーが使用できないようにしたい場合は、共有を停止することができます。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 共有を停止するダッシュボードのタブをクリックします。

2 [ダッシュボード ツール]  バーの [共有] をクリックします。

3 [共有ダッシュボード] ペインでダッシュボードを選択し、 [ダッシュボード共有の停止] アイコンをクリックします。

4 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

ダッシュボードをエクスポートする

ダッシュボードを vCenter Operations Manager  インスタンスからエクスポートし、別の vCenter Operations Manager
インスタンスにインポートすることができます。

ダッシュボードをエクスポートする場合、vCenter Operations Manager  では、Java バイナリ オブジェクト (.bin) 形
式でダッシュボード ファイルが作成されます。

手順

1 エクスポートするダッシュボードのタブをクリックします。

2 [ダッシュボード ツール]  バーの  [エクスポート]  をクリックします。
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3 [ファイルの保存]  を選択し  [OK]  をクリックすると、ダッシュボード ファイルがコンピュータにダウンロードされ
ます。

次に進む前に

ダッシュボード ファイルを vCenter Operations Manager  の別のインスタンスにインポートします。「ダッシュボード
をインポートする (P. 46)」を参照してください。

ダッシュボードをインポートする

vCenter Operations Manager  の別のインスタンスからエクスポートされたダッシュボードをインポートすることがで
きます。

開始する前に

別の vCenter Operations Manager  インスタンスからダッシュボードをエクスポートします。「ダッシュボードをエク
スポートする (P. 45)」を参照してください。

インポートするダッシュボードは、同じバージョンの vCenter Operations Manager  をターゲット インスタンスとし
て実行しているインスタンスからエクスポートされていなければなりません。

手順

1 [ダッシュボード ツール]  バーの  [インポート]  をクリックします。

2 [参照]  をクリックし、エクスポートされたダッシュボード ファイルを選択して、 [開く]  をクリックします。

3 [インポート]  をクリックして、ダッシュボードをインポートします。

4 インポートするダッシュボードと同じ名前のダッシュボードがターゲット インスタンスに含まれる場合、 [はい]  を
クリックしてダッシュボードの複製を作成するか、 [いいえ]  をクリックしてインポートをキャンセルします。

インポートの完了後、ダッシュボード タブがユーザー インターフェイスに表示されます。

ウィジェットの操作

ウィジェットとは、構成済みの属性、リソース、アプリケーション、または環境内の全般的なプロセスに関する情報を含

む、ダッシュボード上のペインのことです。ウィジェットは、企業内のすべてのアプリケーションの健全性の履歴ビュー

およびエンド ツー エンド ビューを提供できます。お使いのユーザー アカウントに必要なアクセス権があれば、ウィジェッ
トをダッシュボードに追加したり、ダッシュボードから削除したりできます。

ウィジェットの概要

vCenter Operations Manager  には、さまざまなタイプのウィジェットが用意されています。

表 3-1.  ウィジェットの概要

ウィジェット名 説明

詳細な健全性ツリー 健全性ツリー ウィジェットに似ていますが、リソースの孫に関する情報を含み、表示さ
れる各リソースの健全性が示されます。

アラート すべての監視下リソースのすべてのアラートを一覧表示します。

アプリケーション詳細 選択した単一のアプリケーションの各階層での健全性およびアラート カウントを表示し
ます。

アプリケーション概要 1 つまたは複数のアプリケーションの全体的な健全性および各階層の健全性を表示します。

構成概要 監視下の環境全体についての統計を表示します。

データ分散分析 所定の期間でのメトリックにおける特定値の頻発度をすべての値のパーセンテージとし

て表示します。2 つの期間のパーセンテージを比較することもできます。

Geo GEO の場所のタグの値に割り当てるリソースの場所を表示します。
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表 3-1.  ウィジェットの概要 (続き)

ウィジェット名 説明

健全性ステータス 選択したリソースまたは選択したタグを持つすべてのリソースの健全性情報を表示します。

健全性ツリー 選択したリソースとその親および子リソースのインジケータを表示します。

健全性ワークロード スコアボード 選択したリソースの色分けされた健全性およびワークロード スコアを表示します。

ヒート マップ 選択したアプリケーションのパフォーマンス情報をヒート マップとして表示します。

マッシュアップ チャート リソースに関する断片的な情報を集約します。主要なパフォーマンス インジケータ (KPI)
の健全性チャート、異常カウント グラフおよびメトリック グラフを表示します。通常、
このウィジェットはアプリケーション用に使用します。

メトリック グラフ 選択したメトリックの最近のパフォーマンスをグラフで表示します。

メトリック グラフ (ローリング ビュー) 定義した間隔で選択したメトリックを介してサイクルし、1 度に 1 つずつのメトリック
グラフを表示します。選択したすべてのメトリックについて、展開可能な小さなグラフ

がウィジェットの下部に表示されます。

メトリック セレクタ リソース ウィジェットで選択されたリソースのすべてのメトリックを表示します。

メトリック スパークライン 選択した 1 つまたは複数のメトリックについて収集された値を、選択した期間における
グラフで表示します。

メトリック ウェザー マップ 複数のリソースについて、選択したメトリックの一定期間の動作を色の変化で表します。

リソース すべての定義済みリソースを一覧表示します。

根本原因ランキング 選択したリソースの症状について考えられる根本原因を表示します。

汎用スコアボード 選択したメトリックの値 (通常 KPI) を定義済みの値範囲を色分けして表示します。

タグ セレクタ すべての定義済みリソース タグを一覧表示します。

テキスト Web ページまたはテキスト ファイルからテキストを読み込み、そのテキストをユー
ザー インターフェイスに表示します。

トップ N 分析 最高または最低の健全性スコアを示す 5 つのアプリケーションのように、さまざまなカ
テゴリでの上位または下位 5 つのメトリックまたはリソースを表示します。

VC 関係 仮想環境におけるオブジェクトのパフォーマンス ステータスおよびオブジェクトの関係
を表示します。オブジェクトをクリックしてその関連オブジェクトを強調表示したり、

オブジェクトをダブルクリックしてその [リソース詳細] ページを表示できます。

VC 関係 (計画) 仮想環境内のリソースについて使用情報およびバッジ メトリック情報 (リスク、時間、
容量、負荷、効率、無駄および密度) を提供します。この情報を使用して、仮想環境内の
容量のアップグレードまたはワークロードの再バランシングを計画できます。

これらのウィジェットの詳細については、第 4 章「ウィジェットの使用と構成 (P. 51)」 を参照してください。

ダッシュボードにウィジェットを追加する

ダッシュボードを編集することによって、ダッシュボードにウィジェットを追加します。任意のダッシュボードに任意の

ウィジェットを追加できます。ダッシュボードには一般的に、特定のリソース グループのパフォーマンスの各種ビューや
別個のアプリケーションに関する類似のアラートなど、関連情報を表示するウィジェットが含まれています。

注意   ダッシュボードには任意の数のウィジェットを追加できますが、追加するウィジェットの数が増えると、ウィジェッ
トを使用するためにブラウザを下の方までスクロールしなければならなくなります。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 使用可能なウィジェットについてよく理解してください。第 4 章「ウィジェットの使用と構成 (P. 51)」を参照し
てください。
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手順

1 ダッシュボードのタブをクリックします。

2 [ダッシュボード ツール]  バーの [編集] をクリックします。

使用可能なウィジェットが、[ダッシュボードの編集：タブの編集] ウィンドウの左側のペインに表示されます。

3 ウィジェットを左側のペインから右側のペインへドラッグして追加します。

4 [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

ダッシュボードにウィジェットが表示されます。

次に進む前に

必要に応じて、ウィジェットの構成を編集します。「ウィジェット構成を編集する (P. 52)」を参照してください。

ダッシュボードからウィジェットを削除する

ダッシュボードを編集するか、ウィジェットのツールバー上のアイコンをクリックすることでダッシュボードからウィ

ジェットを削除できます。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 削除するウィジェットを含むダッシュボードのタブをクリックします。

2 ダッシュボードからウィジェットを削除します。

オプション 操作

ダッシュボードを編集してウィジェットを削

除する

a [ダッシュボード ツール]  バーの [編集] をクリックします。
b 右側のペインでウィジェットを探し、その [ウィジェットの削除] アイコンをク

リックします。

c [OK]  をクリックして、変更内容を保存します。

ウィジェット ツールバーを使用してウィ
ジェットを削除する

a ウィジェットのツールバーの [ウィジェットを閉じる] アイコンをクリックします。
b 確認ダイアログ ボックスで [はい] をクリックし、ウィジェットを削除します。

 

ウィジェットのサイズを変更する

ダッシュボード上のウィジェットの高さを変更することができます。

ウィジェットが含まれる列の幅によって、ウィジェットの幅が決まります。ダッシュボード上の列のサイズを変更するに

は、「ダッシュボードを編集する (P. 42)」 を参照してください。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 サイズを変更するウィジェットを含むダッシュボードのタブをクリックします。

VMware vCenter Operations Manager のスタート ガイド

48  VMware, Inc.



2 ウィジェットのサイズを変更します。

オプション 説明

ウィジェットを大きくする ウィジェットのツールバーの [ウィジェットの展開] アイコンをクリックします。

ウィジェットを小さくする ウィジェットのツールバーの [ウィジェットの圧縮] アイコンをクリックします。
 

ウィジェットを展開または折りたたむ

ウィジェットを折りたたむと、そのデータが非表示となり、タイトル バーだけが表示された状態となります。折りたたま
れたウィジェットを展開し、再びデータを表示できます。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 展開または折りたたむウィジェットを含むダッシュボードのタブをクリックします。

2 ウィジェットを展開するか、展開されたウィジェットを折りたたむには、ウィジェットのツールバーの [ウィジェッ
トの展開 / 折りたたみ] アイコンをクリックします。

[ウィジェットの展開 / 折りたたみ] アイコンの矢印の向きは、そのウィジェットが折りたたまれているか展開されて
いるかによって変わります。
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ウィジェットの使用と構成 4
ウィジェットには、使いやすいように編集してカスタマイズできる構成オプションが含まれています。たとえば、構成を

編集することによって、データ分散分析ウィジェットに表示されるメトリックを選択できます。使用可能な構成オプショ

ンは、ウィジェットのタイプによって異なります。構成するまでデータがまったく表示されないウィジェットもあります。

ほとんどのウィジェットは、他のウィジェットと情報をやり取りすることができます。たとえば、メトリック セレクタ
ウィジェットで選択したメトリックのグラフを表示するよう、メトリック スパークライン ウィジェットを構成すること
ができます。これらの関係は、ウィジェットの相互作用と呼ばれます。

この章では次のトピックについて説明します。

n ウィジェット構成を編集する (P. 52)

n サポートされるウィジェットの相互作用 (P. 53)

n ウィジェットの相互作用を構成する (P. 56)

n 詳細な健全性ツリー ウィジェット (P. 57)

n アラート ウィジェット (P. 59)

n アプリケーション詳細ウィジェット (P. 61)

n アプリケーション概要ウィジェット (P. 62)

n 構成概要ウィジェット (P. 63)

n データ分散分析ウィジェット (P. 64)

n 汎用スコアボード ウィジェット (P. 66)

n GEO ウィジェット (P. 68)

n 健全性ステータス ウィジェット (P. 69)

n 健全性ツリー ウィジェット (P. 70)

n 健全性ワークロード スコアボード ウィジェット (P. 72)

n ヒート マップ ウィジェット (P. 73)

n マッシュアップ チャート ウィジェット (P. 76)

n メトリック グラフ ウィジェット (P. 78)

n メトリック グラフ (ローリング ビュー) ウィジェット (P. 81)

n メトリック セレクタ ウィジェット (P. 84)

n メトリック スパークライン ウィジェット (P. 85)

n メトリック ウェザー マップ ウィジェット (P. 87)
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n リソース ウィジェット (P. 89)

n 根本原因ランキング ウィジェット (P. 90)

n タグ セレクタ ウィジェット (P. 92)

n テキスト ウィジェット (P. 92)

n トップ N 分析ウィジェット (P. 94)

n VC 関係ウィジェット (P. 96)

n VC 関係 (計画) ウィジェット (P. 97)

n ウィジェットのメトリック セットを定義する (P. 98)

ウィジェット構成を編集する

構成オプションを編集することで、ウィジェットをカスタマイズできます。構成するまでデータが表示されないウィジェッ

トもあります。使用可能な構成オプションは、ウィジェットのタイプによって異なります。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 編集するウィジェットの構成オプションについてよく理解してください。

手順

1 編集するウィジェットを含むダッシュボードのタブをクリックします。

2 ウィジェットのツールバーの [ウィジェットの編集] アイコンをクリックします。

[ウィジェットの編集] ウィンドウの内容は、ウィジェットのタイプによって異なります。

3 ウィジェットの名前をカスタマイズするには、 [ウィジェット タイトル]  テキスト ボックスに別の名前を入力します。

4 [セルフ プロバイダ]  オプションを選択し、ウィジェットが表示するオブジェクトをどこで定義するかを指定します。

ウィジェットが他のウィジェットからデータを受信できない場合、このオプションは使用できません。

オプション 説明

オン ウィジェット構成で、ウィジェットが表示するオブジェクトを定義します。

オフ このウィジェットに対して、1 つあるいは複数のウィジェットがオブジェクトを提供
するよう構成済みであるか、そのように構成する予定があります。

 

5 [ウィジェットの内容の更新] オプションを選択し、特定の期間の後にウィジェットがデータを更新するかどうかを指
定します。

デフォルトの設定は [オフ] です。

6 [ウィジェットの内容の更新] を [オン] に設定した場合、 [ウィジェットの更新間隔] テキスト ボックスに更新間隔を
秒数で入力します。

7 必要に応じて、残りの構成オプションを編集します。

たとえば、 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定する場合は、ウィジェットが表示するオブジェクトを定義する必要
があります。

8 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。
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サポートされるウィジェットの相互作用

多くのウィジェットは、他のウィジェットにデータを提供したり、そこからデータを取得できます。これらの関係は、ウィ

ジェットの相互作用と呼ばれます。

次の表では、提供元のウィジェット 1 列のウィジェットが受信側のウィジェット列のウィジェットにリソース ID を提供
でき、提供元のウィジェット 2 列のウィジェットが受信側のウィジェット列のウィジェットにメトリック ID を提供でき
ます。

ウィジェットが提供元のウィジェット 1 と 提供元のウィジェット 2 の両方の列に表示されている場合、各列から 1 つの
提供元のウィジェットを選択できます。

表 4-1.  ウィジェットの相互作用

受信側のウィジェット 提供元のウィジェット 1 提供元のウィジェット 2

詳細な健全性ツリー n 汎用スコアボード

n アラート

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

n アプリケーション概要

n タグ セレクタ

アラート n 詳細な健全性ツリー

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n ヒート マップ
n 健全性ワークロード スコアボード
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

n アプリケーション概要

n タグ セレクタ

アプリケーション詳細 n アプリケーション概要

n タグ セレクタ

アプリケーション概要 なし

構成概要 n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n ヒート マップ
n 健全性ワークロード スコアボード
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)
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表 4-1.  ウィジェットの相互作用 (続き)

受信側のウィジェット 提供元のウィジェット 1 提供元のウィジェット 2

データ分散分析 n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n メトリック セレクタ
n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

汎用スコアボード n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

GEO n アプリケーション概要

n タグ セレクタ

健全性ステータス n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

n アプリケーション概要

n タグ セレクタ

健全性ツリー n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

ヒート マップ n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)
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表 4-1.  ウィジェットの相互作用 (続き)

受信側のウィジェット 提供元のウィジェット 1 提供元のウィジェット 2

マッシュアップ チャート n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

メトリック セレクタ

メトリック グラフ n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n メトリック セレクタ
n 根本原因ランキング

メトリック グラフ (ローリング ビュー) n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n メトリック セレクタ
n 根本原因ランキング

メトリック セレクタ n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)
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表 4-1.  ウィジェットの相互作用 (続き)

受信側のウィジェット 提供元のウィジェット 1 提供元のウィジェット 2

メトリック スパークライン n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n メトリック セレクタ
n 根本原因ランキング

メトリック ウェザー マップ なし

リソース n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n 根本原因ランキング

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

n アプリケーション概要

n タグ セレクタ
n アラート

注意   リソース ウィジェットの場合、アラー
ト ウィジェットは別途のプロバイダ カテゴ
リに入ります。それがプロバイダである場合

は、1 つまたは複数のアラートを選択する
と、そのアラートのリソースが表示されま

す。アラート ウィジェット、およびその他
2 つのカテゴリから選択された提供元のウィ
ジェットを選択できます。

根本原因ランキング n 詳細な健全性ツリー

n アラート

n 汎用スコアボード

n 健全性ステータス

n 健全性ツリー

n 健全性ワークロード スコアボード
n ヒート マップ
n リソース

n VC 関係
n VC 関係 (計画)

n アプリケーション概要

n タグ セレクタ

タグ セレクタ なし

トップ N 分析 n アプリケーション概要

n タグ セレクタ

ウィジェットの相互作用を構成する

あるウィジェットに、他のウィジェットで選択したリソース、アプリケーション、タグまたはメトリックに関する情報を

表示するよう構成することができます。たとえば、メトリック セレクタ ウィジェットで選択したメトリックのグラフを
表示するよう、メトリック スパークライン ウィジェットを構成することができます。両方のウィジェットを同じダッシュ
ボード上に表示する必要があります。

ウィジェットの相互作用を構成するときは、情報を示すウィジェット （受信側のウィジェットと呼ばれる) へ情報を提供
するウィジェット (提供元のウィジェッと呼ばれる ) を指定します。

一部のウィジェットについては、提供元のウィジェットを 2 つ定義することができます。たとえば、根本原因ランキン
グ ウィジェットは、タグ セレクタ ウィジェットと健全性ステータス ウィジェットからデータを受信するよう構成できま
す。この場合、根本原因ランキング ウィジェットには、健全性ステータス ウィジェットで選択したリソース、あるいは
タグ セレクタ ウィジェットで選択したタグ値を持つリソースの根本原因データが表示されます。
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ウィジェットの相互作用は、それを定義したダッシュボードにのみ適用されます。たとえば、あるダッシュボードでは、

根本原因ランキング ウィジェットは、健全性ステータス ウィジェットからリソースを受信するということが想定できま
す。別のダッシュボードでは、根本原因ランキング ウィジェットが、タグ セレクタ ウィジェットからリソースを受信す
ることが可能です。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 他のウィジェットとデータをやり取りすることができるウィジェットについてよく理解してください。「サポートさ

れるウィジェットの相互作用 (P. 53)」を参照してください。

手順

1 相互作用するウィジェットを含むダッシュボードのタブをクリックします。

2 [ダッシュボード ツール]  バーの [相互作用] をクリックします。

[ウィジェットの相互作用の構成] ウィンドウの [受信側のウィジェット] 列には、ダッシュボード上の別のウィジェッ
トから情報受信することができる、そのダッシュボード上のウィジェットが一覧表示されます。

3 受信側の各ウィジェットについて、提供元のウィジェットを選択するか、 [なし] を選択します。

[提供元のウィジェット] 列に受信側のウィジェットについての 2 つのドロップダウン メニューがある場合は、各メ
ニューから 1 つの提供元のウィジェットを選択することができます。提供元のウィジェットのすべてに [なし] を選
択すると、そのウィジェットをセルフ プロバイダとして構成しない限り、データが何も表示されません。

4 [OK]  をクリックして構成を保存します。

詳細な健全性ツリー ウィジェット
詳細な健全性ツリー ウィジェットは、選択する任意のリソース周辺のリソース階層のセクションを示します。ウィジェッ
トには、選択したリソースとその親および子リソースが表示されます。詳細な健全性ツリー ウィジェットは、健全性ツ
リー ウィジェットに似ていますが、リソースの孫に関する情報が含まれている点と、各リソースの健全性が示されるとい
う点が異なっています。

図 4-1.  詳細な健全性ツリー ウィジェット

各リソースのアイコンの色は、現在の健全性を示しています。詳細な健全性ツリー ウィジェットは、現在の健全性の色
で、それぞれの子についての子の数を示します。たとえば、1 つの子リソースに健全性の高い (緑色) 子が 5 つ、健全性が
異常である (黄色) 子が 3 つあるといった表示が考えられます。

任意のリソースをクリックすると、それを関係の中心に置くことができます。あるリソースを関係の中心に置くと、ウィ

ジェットには、そのリソースの親、子、および孫の数が表示されます。

詳細な健全性ツリー ウィジェットの最上部のツールバーには、階層の外観を変更するのに使用できるアイコンが含まれて
います。
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表 4-2.  詳細な健全性ツリー ウィジェットのツールバーのアイコン

アイコン 説明

[表示に合わせてズーム] リソース アイコンの大きさをウィジェットに最適となるよう変更します。

[回転] このアイコンをクリックし、階層をクリックしてドラッグすると、階層の別の部分が表示さ

れます。

[イメージ マップ ツールチップ] このアイコンをクリックしリソースをポイントすると、その名前と現在の健全性が表示され

ます。

[ビューをズーム] このアイコンをクリックし、ドラッグして階層の一部を囲みます。囲まれた部分のみがズー

ムして表示されます。

[ズームイン] 階層を拡大します。

[ズームアウト] 階層を縮小します。

[最初のリソースへリセット] 階層の中心のリソースを変更した場合、このアイコンをクリックすると最初のリソースに戻

ります。このアイコンをクリックすると、最初の表示サイズもリセットされます。

[リソース詳細] リソースを選択しこのアイコンをクリックすると、そのリソースの [リソース詳細] ページが
表示されます。

[アラートの表示] 階層内のリソースを選択しこのアイコンをクリックすると、そのリソースのアラートが表示

されます。ポップアップ ウィンドウにアラートが表示されます。アラートをダブルクリック
すると、その [アラート サマリ] ページが表示されます。

[フィルター基準の表示] ポップアップ ウィンドウにウィジェットのフィルター設定を表示します。

詳細な健全性ツリー ウィジェットを構成する
デフォルトでは、詳細な健全性ツリー ウィジェットには選択したリソースに一致する親および子リソースすべてが含まれ
ています。ウィジェット構成を編集し、ウィジェットが表示する親および子リソースを制限することができます。

詳細な健全性ツリー ウィジェットにリソースを提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェットの
相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 詳細な健全性ツリー ウィジェットの[ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集す
る (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のリソースを定義します。

2 [リソース選択] ペーンで、リソースを選択します。

特定のリソースを検索するには、 [検索] テキスト ボックスにリソースの名前全体あるいは一部を入力し、右向きの
山括弧 ( [>] ) をクリックします。

選択したリソースの名前が、 [選択したリソース] の後に表示されます。

3 (オプション) ウィジェットに表示される親および子リソースを制限するには、[フィルタリングするタグの選択] ペー
ンで 1 つあるいは複数のタグ値を選択します。

ペーンの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグに対して複数の値を選択すると、ウィジェットにはいずれかの値を持つリソースが表示されます。複数のタ

グに対して値を選択すると、ウィジェットには選択された値のすべてを持つリソースのみが表示されます。 [結果の
反転] アイコンをクリックすると、ウィジェットには選択したタグ値に一致しないリソースだけが表示されます。

4 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。
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5 (オプション) ウィジェットに対して構成したフィルタリング設定を確認するには、ウィジェットのツールバーの [フィ
ルター基準の表示] アイコンをクリックします。

ポップアップ ウィンドウにフィルタリング設定が表示されます。

アラート ウィジェット
アラート ウィジェットには、選択したリソースのアラートが一覧表示されており、アラートの表示と管理のための便利な
方法が提供されています。アラート ウィジェットのアラートをダブルクリックすると、[アラート サマリ] ページが表示さ
れ、そのアラートの詳細な情報が表示されます。

図 4-2.  アラート ウィジェット

アラート ウィジェットが他のウィジェットからのリソースを受け入れると、そのリソースがアプリケーションである場合
を除き、提供されたリソースとそのすべての子についてのアラートが表示されます。アプリケーションの場合は、アプリ

ケーション、その階層、および階層内のリソースについてのアラートが表示されます。

アラート ウィジェットの最上部にあるツールバーには、アラート情報の表示に使用できるアイコンが含まれています。

表 4-3.  アラート ウィジェット ツールバー アイコン

アイコン 説明

[RSS フィード] 自分の Web ブラウザで発行されたアラートの RSS フィードを受信できるようにします。ウィジェット内で構
成されたとおり、表示されているアラートのみが含まれます。たとえば、ウィジェットが特定のアプリケーショ

ンに関するアラートのみを表示するよう設定されている場合は、そのアプリケーションのアラートのみが RSS
フィードに含まれます。個々のアラートの詳細なメッセージがフィードのヘッドラインに表示されます。使用

している RSS クライアントによっては、アラートに関連するすべての異常の詳細がフィード本文に表示されま
す。

[グリッド ソートのリセッ
ト]

グリッドをデフォルトの並び順に戻します。これは、ウィジェットの使用時に変更した場合、[アラート ウィ
ジェットの編集] ウィンドウで設定されています。

[相互作用のリセット] ウィジェットを最初に構成された状態に戻し、別の提供ウィジェットからの相互作用を取り消します。

[複数選択の相互作用の実
施]

[Ctrl] を押しながらクリックして個別の複数のリソースを選択するか、[Shift] を押しながらクリックしてリソー
スの範囲を選択して、このアイコンをクリックします。

[アラートの種類別に行を
色分け]

重要度に基づいてそれぞれのアラートの行の背景色を設定します。

n 重大は赤色

n 緊急はオレンジ色

n 警告は黄色

n 情報は青色
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表 4-3.  アラート ウィジェット ツールバー アイコン (続き)

アイコン 説明

[アラートのキャンセル] 選択したアラートキャンセルします。一度にキャンセルできるアラートは、1 つだけです。ユーザー アカウン
ト名に管理アクセス権がある場合にのみ、アラートをキャンセルできます。

[サスペンド] 選択したアラートをサスペンドします。アラートをサスペンドする分数を入力できます。

[抑止] 選択したアラートを抑止します。アラートを抑止する日数を入力できます。

[所有権の取得] 選択したアラートの所有権を取得します。

[所有権の解放] 選択したアラートの所有権を解放します。

アラート ウィジェットを構成する
特定のリソースのアラートを表示するようにアラート ウィジェットを構成できます。フィルタを構成し、ウィジェットに
表示されるアラートを制限し、アラートのデフォルトの順番を指定することもできます。

アラート ウィジェットは、リソースをアラート ウィジェット構成とアラート ウィジェットにリソースを提供する別のウィ
ジェットのどちらで定義するかを構成するフィルタを使用します。構成したフィルタと一致しないリソースを提供元のウィ

ジェットで選択すると、そのアラートはアラート ウィジェットには表示されません。.

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n アラート ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集する (P. 52)」を
参照してください。

手順

1 アラート ウィジェットの各ページに表示されるアラート数を制限するには、 [ページネーションの数] テキスト ボッ
クスに値を入力します。

デフォルト値は 100 です。

2 特定のタグ値を持つリソースに関するアラートのみを表示するようにアラート ウィジェットを構成するには、[フィ
ルタリングするタグの選択] ペーンで、監視するタグ値を選択します。

[フィルタリングするタグの選択] ペーンの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの
折りたたみ、展開および選択解除を行うことができます。

同じタグに対して複数の値を選択すると、ウィジェットにはいずれかの値を持つリソースが含まれます。複数のタグ

に対して値を選択すると、ウィジェットには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転]
アイコンをクリックすると、ウィジェットには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

3 [フィルタ基準] ペーンで 1 つあるいは複数のカテゴリをクリックし、アラート ウィジェットに表示されるアラート
をさらに制限するための値を選択します。

たとえば、 [時間の範囲] をクリックすると、ドロップダウン メニューから範囲を選択するか、 [開始日] および [終
了日] のそれぞれのテキスト ボックスに特定の日時を入力することができます。

複数のフィルタを指定すると、アラートがウィジェットに表示されるには、そのすべての基準を満たさなければなら

なくなります。

4 [データの並べ替え基準] ペーンで並べ替え基準を選択し、アラート ウィジェットに表示されるアラートのデフォルト
の並べ替え順序を定義します。

リソース識別子を除き、並べ替え基準には最大で 4 つの列の値、および任意の基準列を使用できます。

5 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。
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アプリケーション詳細ウィジェット

アプリケーション詳細ウィジェットには、選択したアプリケーションの情報が表示されます。ウィジェットの最上部には、

アプリケーションに含まれる階層、リソースおよびメトリックの数、ならびにアプリケーション上のスマート アラートお
よびクラシック アラートの数が表示されます。アプリケーション詳細ウィジェットには、子リソースの情報は表示されま
せん。

図 4-3.  アプリケーション詳細ウィジェット

アプリケーションの各階層について、アプリケーション詳細ウィジェットはその階層内の各リソースの健全性を示すアイ

コン、階層名、直近 24 時間のメトリック スパークライン、階層の現在の健全性スコア、および階層のアクティブなス
マート アラートとクラシック アラートの数を表示します。

アプリケーション詳細ウィジェットを構成する

アプリケーション詳細ウィジェットがセルフ プロバイダの場合、ウィジェット内で監視するアプリケーション タグの値
を選択できます。また、ウィジェット内の列の配置を構成することもできます。

アプリケーション詳細ウィジェットにアプリケーションを提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィ

ジェットの相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n アプリケーション詳細ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集す
る (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のアプリケーションを定義します。

2 [フィルタリングするタグの選択] リストで、監視するアプリケーション タグの値を選択します。

ツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのアプリケーション タグの折りたたみ、展開および選択解除を
行うことができます。

3 [モード]  オプションを使用して、アプリケーション詳細を [コンパクト] または [大] モードで構成します。

両方のモードに同じ情報が表示されますが、列の配置が異なります。

4 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。
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アプリケーション概要ウィジェット

アプリケーション概要ウィジェットでは、企業内のすべてのアプリケーション、または選択したアプリケーションのみを

一覧表示できます。ウィジェットには、直近 24 時間の健全性グラフ、現在の健全性スコア、各階層の現在の健全性、お
よびアプリケーションのアラートの数が表示されます。アプリケーションをダブルクリックすると、[アプリケーション詳
細] ページが開きます。

図 4-4.  アプリケーション概要ウィジェット

アプリケーション概要ウィジェットの最上部にあるツールバーには、複数のウィジェットの選択またはアプリケーション

の検索に使用できるアイコンが含まれています。

表 4-4.  アプリケーション概要ウィジェット ツールバー アイコン

アイコン 説明

[複数選択の相互作用の実施] アプリケーション概要ウィジェットがダッシュボード上の別のウィジェットに対するプロバイダとなっ

ている場合は、このアイコンをクリックして受信側のウィジェットに表示する複数のアプリケーション

を選択できます。

[検索] 特定のアプリケーションを検索するには、アプリケーション名の全体あるいは一部をテキスト ボックス
に入力し、右向きの山括弧 ( [>] ) をクリックします。

アプリケーション概要ウィジェットを構成する

ウィジェット構成を編集することで、アプリケーション概要ウィジェットに表示するアプリケーションを選択できます。

ウィジェット構成でアプリケーションを選択しないと、アプリケーション概要ウィジェットには企業内のすべてのアプリ

ケーションが一覧表示されます。

アプリケーション概要ウィジェットが、他のウィジェットからのアプリケーションを受け入れるように構成することはで

きません。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n アプリケーション概要ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集す
る (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [フィルタリングするタグの選択] リストで、1 つあるいは複数のアプリケーション タグの値を選択します。

ツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのアプリケーション タグの折りたたみ、展開および選択解除を
行うことができます。

2 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。
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構成概要ウィジェット

構成概要ウィジェットには、定義されたリソース、アプリケーションおよびその環境について収集されたメトリックの現

在のアップタイムの機能的ステータスが表示されます。

図 4-5.  構成概要ウィジェット

構成概要ウィジェットの最上部のツールバーにある [相互作用のリセット] アイコンをクリックすると、ウィジェットが最
初に構成された状態に戻ります。

構成概要ウィジェットを構成する

ウィジェット構成を編集することで、構成概要ウィジェットに表示するデータおよびリソースをフィルタリングすること

ができます。

構成詳細ウィジェットにリソースを提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェットの相互作用を

構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 構成概要ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集する (P. 52)」を
参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のリソースを定義します。

2 1 つあるいは複数のカテゴリまたは値を選択し、構成概要ウィジェットに含めるデータを構成します。

カテゴリのチェック ボックスをオンにすると、そのカテゴリ内のすべてのデータが選択されます。選択しない場合、
すべてのデータがウィジェットに表示されます。

3 [フィルタリングするタグの選択] リストでリソースのタグ値を選択します。

ツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除を行うことができます。

4 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。
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データ分散分析ウィジェット

データ分散分析ウィジェットには、選択したメトリックのグラフが表示されます。各メトリックについて、グラフにより、

そのメトリックが特定の値を持つ頻度も含め、メトリックのデータ分散が表示されます。

図 4-6.  データ分散ウィジェット

データ分散分析ウィジェットを使用し、2 つの期間のあるメトリックの値を比較することができます。デフォルトでは、
ウィジェットでは最近 7 日間と最近 30 日間を比較するようになっています。グラフの ｘ 軸は、選択した期間にそのメト
リックについて受信した値の最小値から最高値までの範囲を示します。グラフの y 軸は、その値を持つ受信メトリックの
パーセンテージを示します。

グラフには、密度モードと分散モードがあります。

密度モード そのメトリックがそれぞれの特定の値を持つ頻度を示します。

分散モード そのメトリックが ｘ 軸の値以下となる可能性をパーセンテージで示します。y 軸は常
に 0 から 1 の範囲となります。グラフの右端は常に 1 となり、これは、受信したすべ
ての読み取り値が x 軸で示される最大値以下となっていることを示します。グラフの
中央の任意の点では、y 軸の値は収集された値が x 軸の値以下となっているパーセン
テージ、あるいは収集された値がその値以下であった可能性を示します。

グラフを分散モードに変更するには、 [分散モードに変更] アイコンをクリックします。

いずれかのモードで 1 つの期間のみをグラフ化すると、グラフに、75、90、および 95 % レベルで垂直線が入る場合が
あります。ウィジェットを編集して、パーセンテージの線の追加や削除を行うことができます。

[日付コントロール]  アイコンをクリックし、グラフ上のいずれか、または両方の期間を変更することができます。表示さ
れた 2 つのドロップダウン メニューで、グラフの期間を選択します。1 つの期間のみを表示するには、2 つめのドロップ
ダウン メニューから [未選択] を選択します。もう一度 [日付コントロール] アイコンをクリックすると、日付を非表示に
できます。

データ分散分析ウィジェットを構成する

ウィジェット構成を編集することによって、データ分散分析ウィジェットに表示されるメトリックを選択できます。

データ分散分析ウィジェットにメトリックの選択を提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェッ

トの相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

特定のリソースを選択したときにウィジェットに表示させる固定メトリック セットを定義するには、「ウィジェットのメ
トリック セットを定義する (P. 98)」 を参照してください。
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開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n データ分散分析ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集す
る (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ]  を  [オン]  に設定し、ウィジェット構成のメトリック選択を定義します。

2 (オプション) [リスト] ペーンの左側のリストで 1 つまたは複数のタグ値を選択し、[リスト] ペーンに表示されるリ
ソースをフィルタリングします。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグから複数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソースを含みます。複数のタグに対して値を

選択すると、リストには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転] アイコンをクリック
すると、リストには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

3 [リスト]  ペーンで、1 つまたは複数のリソースを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する リストでリソースを選択します。 [検索]  テキスト ボックスにリソースの名前全体あ
るいは一部を入力し、右向きの山括弧 ( [>] ) をクリックしてそのリソースを検索しま
す。

複数リソースを選択する a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のリソースを選択するか、[Shift] を押しな
がらクリックしてリソースの範囲を選択します。

b [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [複数選択の相互作用の実施]  アイコン
をクリックします。

すべての選択をクリアする [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンをクリックします。
 
各リソースのメトリックが [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンに表示されます。

4 [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンで、ウィジェットに表示するメトリックを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する メトリックをダブルクリックします。

複数のメトリックを選択します。 a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のメトリックを選択するか、[Shift] を押し
ながらクリックしてメトリックの範囲を選択します。

b [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [複数
選択の実施]  アイコンをクリックします。

選択した複数のリソースに共通するメトリッ

クを一覧表示する

[リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [共通メト
リックの表示]  アイコンをクリックします。

 
選択したメトリックが [選択されたメトリック] ペーンに表示されます。

5 (オプション) [選択されたメトリック] ペーンのメトリックを管理します。

オプション 操作

リストのメトリックの順序の変更 メトリックを選択し、リスト内の別の位置にドラッグ アンド ドロップします。

リストからのメトリックの削除 メトリックを選択し、[選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択
されたメトリックの削除]  アイコンをクリックします。

リスト内のすべてのメトリックの選択 []  ペーン上部のツールバーにある  [すべて選択]  アイコンをクリックします。

リストからすべてのメトリックを削除 [選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンを
クリックします。

 

第 4 章 ウィジェットの使用と構成

VMware, Inc.  65



6 [75 パーセンタイル] 、 [90 パーセンタイル] 、または  [95 パーセンタイル]  を選択すると、グラフの 75、90 また
は 95 パーセント レベルに垂直ラインが表示されます。

7 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

汎用スコアボード ウィジェット
汎用スコアボード ウィジェットには、選択した各メトリックの現在の値が表示されます。各メトリックは、別個のボック
スに表示されます。メトリックの値により、ボックスの色が決まります。ウィジェットの編集時に、それぞれの色に値を

定義します。ボックスをポイントすると、ウィジェットにソース リソースとメトリック データが表示されます。

図 4-7.  汎用スコアボード ウィジェット

汎用スコアボード ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することによって、汎用スコアボード ウィジェットに表示されるメトリックを選択できます。

汎用スコアボード ウィジェットにメトリックの選択を提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェッ
トの相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

特定のリソースを選択したときにウィジェットに表示させる固定メトリック セットを定義するには、「ウィジェットのメ
トリック セットを定義する (P. 98)」 を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 汎用スコアボード ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集す
る (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ]  を  [オン]  に設定し、ウィジェット構成のメトリック選択を定義します。

2 メトリック表示のレイアウトを構成するためのオプションを設定します。

オプション 説明

レイアウト モード [固定サイズ]  を選択して  [ボックスの高さ]  で各メトリック ボックスの高さを定義す
るか、 [固定ビュー]  を選択して表示されるウィジェットにすべてのメトリックが収
まるように vCenter Operations Manager  にボックスのサイズを設定させます。

ボックスの高さ [レイアウト モード]  を  [固定サイズ]  に設定すると、この値はピクセル単位の各メト
リック ボックスの高さになります。
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オプション 説明

ボックスの列 各行に含めるボックス数 (2 ～ 10)。 [レイアウト モード]  を  [固定ビュー]  に設定し
ている場合、vCenter Operations Manager  によって、ウィジェットの幅にこの列
数を収めるために必要なボックスの幅に変更されます。

ラベル サイズ 各メトリック ボックスのラベルに使用するポイント サイズ。ラベルをボックスの幅
に収める必要がある場合、vCenter Operations Manager  はこの値を下げます。

値のサイズ 各メトリック ボックスの値に使用するポイント サイズ。値をボックスの幅に収める
必要がある場合、vCenter Operations Manager  はこの値を下げます。

10 進数の丸め 少数を丸めるには、0 ～ 10 から値を選択します。
 

3 (オプション) [リスト] ペーンの左側のリストで 1 つまたは複数のタグ値を選択し、[リスト] ペーンに表示されるリ
ソースをフィルタリングします。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグから複数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソースを含みます。複数のタグに対して値を

選択すると、リストには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転]  アイコンをクリッ
クすると、リストには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

4 [リスト]  ペーンで、1 つまたは複数のリソースを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する リストでリソースを選択します。 [検索]  テキスト ボックスにリソースの名前全体あ
るいは一部を入力し、 [>]  をクリックしてそのリソースを検索します。

複数リソースを選択する a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のリソースを選択するか、[Shift] を押しな
がらクリックしてリソースの範囲を選択します。

b [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [複数選択の相互作用の実施]  アイコン
をクリックします。

すべての選択をクリアする [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンをクリックします。
 
各リソースのメトリックが [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンに表示されます。

5 [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンで、ウィジェットに表示するメトリックを選択します。

注意   汎用スコアボード ウィジェットでは文字列メトリックを使用できません。

オプション 操作

特定のリソースを選択する メトリックをダブルクリックします。

複数のメトリックを選択します。 a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のメトリックを選択するか、[Shift] を押し
ながらクリックしてメトリックの範囲を選択します。

b [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [複数
選択の実施]  アイコンをクリックします。

選択した複数のリソースに共通するメトリッ

クを一覧表示する

[リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [共通メト
リックの表示]  アイコンをクリックします。

 
選択したメトリックが [選択されたメトリック] ペーンに表示されます。

6 (オプション) [選択されたメトリック] ペーンのメトリックを管理します。

オプション 操作

リストのメトリックの順序の変更 メトリックを選択し、リスト内の別の位置にドラッグ アンド ドロップします。

リストからのメトリックの削除 メトリックを選択し、[選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択
されたメトリックの削除]  アイコンをクリックします。
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オプション 操作

リスト内のすべてのメトリックの選択 [選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [すべて選択]  アイコンをク
リックします。

リストからすべてのメトリックを削除 [選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンを
クリックします。

 

7 [選択されたメトリック] ペーンの各メトリックの値を設定します。

1 つのメトリックの値を設定し、 [すべてに適用]  アイコンをクリックしてその値をすべてのメトリックに適用する
ことができます。

オプション 操作

ボックス ラベル メトリックのボックスに含めるラベルを入力します。

測定単位 ボックス内のメトリック値の後ろに表示されるテキストを入力します。

黄色の境界 黄色で表示する最大値または最小値を入力します。

オレンジ色の境界 オレンジ色で表示する最大値または最小値を入力します。

赤色の境界 赤色で表示する最大値または最小値を入力します。

 

8 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

GEO ウィジェット
構成で、GEO の場所のリソース タグに値を割り当てている場合、GEO ウィジェットには、ワールド マップ上のどこにリ
ソースが存在するかが示されます。GEO ウィジェットは、[環境概要] ページの [GEO] タブと似ています。

図 4-8.  GEO ウィジェット

マップ上のコントロールを使用して、マップの移動や拡大、縮小を行うことができます。それぞれの場所のアイコンは、

GEO の場所タグの値を持つ各リソースの健全性を示します。

GEO ウィジェットのツールバーにある [自動更新] アイコンをクリックし、ウィジェット データを更新できます。 [相互
作用のリセット]  アイコンをクリックすると、ウィジェットが最初に構成された状態に戻ります。

GEO ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することで、GEO ウィジェットに表示するリソースをフィルタリングすることができます。

GEO ウィジェットにリソースを提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェットの相互作用を構成
する (P. 56)」を参照してください。
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開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n GEO ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集する (P. 52)」を参照
してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のリソースを定義します。

2 [フィルタリングするタグの選択] リストでタグ値を選択し、特定のタグ値を持つリソースだけをウィジェットに表示
します。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグに対して複数の値を選択すると、ウィジェットにはいずれかの値を持つリソースが含まれます。複数のタグ

に対して値を選択すると、ウィジェットには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転]
アイコンをクリックすると、ウィジェットには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

3 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

健全性ステータス ウィジェット
健全性ステータス ウィジェットには、選択されたリソースの健全性スコアが表示されます。健全性スコアとは、各リソー
スについて vCenter Operations Manager  が決定する 0 から 100 までのランク付けです。各リソースの場合、ウィ
ジェットには、現在の健全性スコアと、健全性スコアが時間の経過によってどのように変化したかを示すグラフが含まれ

ます。リソースのグラフをダブルクリックし、そのリソースの [リソースの詳細] ページを表示することができます。

図 4-9.  健全性ステータス ウィジェット

vCenter Operations Manager  が一定期間リソースのメトリックを受け取らない場合、その期間中の健全性スコアは計
算されず、グラフ上にはスコア -1 が表示されます。リソースの収集がオフになっている場合、あるいは
vCenter Operations Manager  にデータ収集の問題が発生した場合に、-1 スコアが発生する可能性があります。

健全性ステータス ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することで、健全性ステータス ウィジェットに表示するリソースをフィルタリングすることがで
きます。

健全性ステータス ウィジェットにリソースを提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェットの相
互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 健全性ステータス ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集す
る (P. 52)」を参照してください。
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手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のリソースを定義します。

2 オプションを構成し、リソース表示の外観を制御します。

オプション 説明

モード（Mode） ウィジェット モードを設定します。

[自己] ウィジェットには、選択されたリソースが表示されます。

[子] ウィジェットには、子リソースが表示されます。

[親] ウィジェットには、親リソースが表示されます。

[子] または [親] を選択した場合、ウィジェットを編集してリソースを選択した場合で
も、ウィジェットが提供元のウィジェットからリソースを受け入れた場合でも、選択

されたリソース自体はウィジェットに表示されません。

並び順 リストを、健全性スコアとリソース名のどちらで並べるか、および昇順か降順のどち

らかを設定します。

ページネーションの数 ウィジェットの各ページに表示されるリソースの数を設定します。

期間の長さ 各リソースの健全性グラフ上に表示される時間を設定します。

 

3 [フィルタリングするタグの選択] リストでタグ値を選択し、特定のタグ値を持つリソースだけをウィジェットに表示
します。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグに対して複数の値を選択すると、ウィジェットにはいずれかの値を持つリソースが含まれます。複数のタグ

に対して値を選択すると、ウィジェットには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転]
アイコンをクリックすると、ウィジェットには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

4 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

健全性ツリー ウィジェット
健全性ツリー ウィジェットは、選択するリソース周辺のリソース階層のセクションを示します。ウィジェットには、その
リソースを持つ親コンテナ リソースがすべて表示されます。コンテナ リソースを選択すると、ウィジェットにはそのコ
ンテナが持っている子リソースがすべて表示されます。

図 4-10.  健全性ツリー ウィジェット

ビュー モードを回転または拡大している場合を除き、リソースをポイントすると、その名前と現在の健全性が表示されま
す。リソースをダブルクリックし、親と子を表示するよう表示を切り替えることができます。

健全性ツリーウィジェットにフィルタ タグを構成している場合は、タグに一致する親および子リソースのみがウィジェッ
トに表示されます。リソースをダブルクリックし、フィルタをオフにして、すべての親と子を表示させることができます。
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健全性ツリー ウィジェットの最上部にあるツールバーには、ビューの変更に使用できるアイコンが含まれています。

表 4-5.  健全性ツリー ウィジェットのツールバーのアイコン

アイコン 説明

[表示に合わせてズーム] リソース アイコンの大きさをウィジェットに最適となるよう変更します。

[回転] このアイコンをクリックし、階層をクリックしてドラッグすると、階層の別の部分が表示さ

れます。

[イメージ マップ ツールチップ] このアイコンをクリックしリソースをポイントすると、その名前と現在の健全性が表示され

ます。

[ビューをズーム] このアイコンをクリックし、ドラッグして階層の一部を囲みます。囲まれた部分のみがズー

ムして表示されます。

[ズームイン] 階層を拡大します。

[ズームアウト] 階層を縮小します。

[最初のリソースへリセット] 階層の中心のリソースを変更した場合、このアイコンをクリックすると最初のリソースに戻

ります。このアイコンをクリックすると、最初の表示サイズもリセットされます。

[リソース詳細] リソースを選択しこのアイコンをクリックすると、そのリソースの [リソース詳細] ページが
表示されます。

[アラートの表示] 階層内のリソースを選択しこのアイコンをクリックすると、そのリソースのアラートが表示

されます。ポップアップ ウィンドウにアラートが表示されます。アラートをダブルクリック
すると、その [アラート サマリ] ページが表示されます。

[フィルター基準の表示] ポップアップ ウィンドウにウィジェットのフィルター設定を表示します。

健全性ツリー ウィジェットを構成する
デフォルトでは、健全性ツリー ウィジェットには選択したリソースに一致する親および子リソースすべてが含まれていま
す。ウィジェット構成を編集し、ウィジェットが表示する親および子リソースを制限することができます。

健全性ツリー ウィジェットにリソースを提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェットの相互作
用を構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 健全性ツリー ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集する (P. 52)」
を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のリソースを定義します。

2 [リソース選択] ペーンで、リソースを選択します。

特定のリソースを検索するには、 [検索] テキスト ボックスにリソースの名前全体あるいは一部を入力し、右向きの
山括弧 ( [>] ) をクリックします。

選択したリソースの名前が、 [選択したリソース] の後に表示されます。

3 (オプション) ウィジェットに表示される親および子リソースを制限するには、[フィルタリングするタグの選択] ペー
ンで 1 つあるいは複数のタグ値を選択します。

ペーンの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグに対して複数の値を選択すると、ウィジェットにはいずれかの値を持つリソースが表示されます。複数のタ

グに対して値を選択すると、ウィジェットには選択された値のすべてを持つリソースのみが表示されます。 [結果の
反転] アイコンをクリックすると、ウィジェットには選択したタグ値に一致しないリソースだけが表示されます。
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4 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

5 (オプション) ウィジェットに対して構成したフィルタリング設定を確認するには、ウィジェットのツールバーの [フィ
ルター基準の表示] アイコンをクリックします。

ポップアップ ウィンドウにフィルタリング設定が表示されます。

健全性ワークロード スコアボード ウィジェット
健全性ワークロード スコアボード ウィジェットには、選択されたリソースの健全性またはワークロード スコアが表示さ
れます。各リソースのアイコンは、色分けされています。緑色が最適なパフォーマンスを示します。つまり、健全性が

100、ワークロードが 0 の状態です。赤色が最低のパフォーマンスを示します。つまり、健全性が 0、ワークロードが 100
の状態です。

図 4-11.  健全性ワークロード スコアボード ウィジェット

ワークロード スコアは、VMware アダプタを通じて監視されている特定のリソースにのみ適用されます。ワークロード
メトリックを持たないリソースのワークロードを表示するようにウィジェットを構成すると、これらのリソースは青色の

アイコンとなります。

健全性ワークロード スコアボード ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することで、健全性ワークロード スコアボード ウィジェットのリソースを定義できます。

健全性ワークロード スコアボード ウィジェットにリソースの選択を提供する他のウィジェットを構成することもできま
す。「ウィジェットの相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 健全性ワークロード スコアボード ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構
成を編集する (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のリソースを定義します。

2 イメージ タイプとメトリック タイプのオプションを構成します。

オプション 操作

各リソースに表示するイメージを選択します。 [イメージ タイプ]  オプションを選択します。

各リソースに表示するメトリックを設定しま

す。

[メトリック]  オプションを選択します。 [ワークロード] を選択する場合は、ワーク
ロード スコアに使用する属性を選択します。選択した属性が一覧表示されたリソース
に対して収集されない場合、これらのリソースは常に不明を表す青色で表示されます。

属性の名前の一部を入力し、Enter を押して属性リストをフィルタリングし、一致す
る属性だけを一覧表示することができます。
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3 [リスト] ペーンの左側のリストで 1 つまたは複数のタグ値を選択し、[リスト] ペーンに表示されるリソースをフィル
タリングします。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグから複数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソースを含みます。複数のタグに対して値を

選択すると、リストには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転] アイコンをクリック
すると、リストには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

4 [リスト] ペーンで、ウィジェットに表示するリソースを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する [検索] テキスト ボックスに名前の全部または一部を入力して右向きの山括弧 ( [>] ) を
クリックし、検索結果のリソースをダブルクリックします。

複数リソースを選択する [Ctrl] を押しながらクリックして複数のリソースを選択するか、[Shift] を押しながら
クリックしてリソースの範囲を選択し、[リスト] ペーンの最上部のツールバーにある
[複数選択の相互作用の実施]  アイコンをクリックします。

すべての選択をクリアする [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンをクリックします。
 
選択したリソースが [選択されたリソース] ペーンに表示されます。

5 (オプション) リソースを選択し、 [リソースの削除] アイコンをクリックして選択したリソースを削除します。

6 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

ヒート マップ ウィジェット
ヒート マップ ウィジェットには、選択したタグ値に属するリソースについて選択した 2 つの属性の現在の値を示すグラ
フィカル インジケータが含まれています。ほとんどの場合、健全性やアクティブな異常数など、リソースの一般的な動作
を示す内部生成の属性からしか選択できません。単一のリソース種別を選択する場合、そのリソース種別の任意のメトリッ

クを選択できます。

ヒート マップ ウィジェットには、一般モードとインスタンス モードがあります。

一般モード ウィジェットには、選択したリソースについて色分けされた長方形が表示されます。長

方形のサイズは、選択した 1 つの属性の値を示します。長方形の色は、選択した別の
属性の値を示します。

インスタンス モード それぞれの長方形は、あるリソースについて選択したメトリックの単一のインスタンス

を表します。1 つのリソースが、同じメトリックの複数のインスタンスを持つことがで
きます。長方形の大きさはすべて同じです。長方形の色は、インスタンスの値に基づい

て変化します。単一のリソース種別を選択した場合にのみ、インスタンス モードを使
用できます。

いずれのモードでも、タグのタイプに応じて長方形をグループ化し、使用する色の範囲を選択することができます。デフォ

ルトでは、値の範囲中で、緑色が低い値を示し、赤色が高い値を示します。高低それぞれの値を任意の色に変更し、範囲

の中間点に使用する色を設定できます。色の範囲の端に使用する値を設定することも、属性の値の範囲に基づいて

vCenter Operations Manager  が色を定義するように設定することもできます。

あるリソースの長方形をポイントすると、ウィジェットには、そのリソースの名前、グループ化の値、および追跡対象の

2 つの属性の現在の値が表示されます。ポップアップ ウィンドウで [スパークラインの表示] をクリックし、ヒート マッ
プの色で、追跡対象のメトリックの小さなスパーク ラインを表示することができます。 [リソースの詳細] アイコンをク
リックし、選択したリソースの [リソースの詳細] ページを表示できます。

ヒート マップ ウィジェットを、メトリック グラフ ウィジェットなど、他のウィジェットへのプロバイダとして構成する
場合は、長方形をダブルクリックしてそのウィジェットのためのリソースを選択できます。ウィジェットがメトリック

モードの場合、長方形をダブルクリックすると、そのメトリックに関連付けられたリソースが選択され、そのリソースが

受信側のウィジェットに提供されます。
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ヒート マップ ウィジェットを構成する
ヒート マップ ウィジェットには、選択したタグ値に属するリソースについて選択した 2 つの属性の現在の値を示すグラ
フィカル インジケータが含まれています。

ウィジェットを構成し、異なるデータの組み合わせを表示することも、ウィジェットの複数の構成を保存することもでき

ます。ヒート マップ ウィジェットの最上部のツールバーにある [構成] ドロップダウン メニューを使用して、使用する
ウィジェット構成を選択します。

ヒート マップ ウィジェットにリソースを提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェットの相互作
用を構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n ヒート マップ ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集する (P. 52)」
を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のリソースを定義します。

2 [グループ化] ドロップダウン メニューから、リソースの最初のレベルのグループ化に使用するタグを選択します。

選択したリソースにこのタグの値がない場合は、[その他] と呼ばれるグループに表示されます。

3 [次の基準] ドロップダウン メニューから、リソースをサブグループに区切るために使用するタグを選択します。

選択したリソースにこのタグの値がない場合は、[その他] と呼ばれるサブグループに表示されます。

4 [モード] オプションを選択します。

オプション 説明

インスタンス 各メトリックについて別々の長方形で、リソースのメトリックのすべてのインスタン

スを追跡します。

一般 各リソースのメトリックの個々のインスタンスを選択し、そのメトリックのみを追跡

します。

 

5 [一般] モードを選択した場合は、 [サイズ分け] リストで各リソースの長方形のサイズを設定するために使用する属性
と、 [色分け] リストで各リソースの長方形の色を決定するために使用する属性を選択します。

[サイズ分け] 属性の値が大きいリソースは、ウィジェット画面のより大きな面積を占めることになります。固定サイ
ズの長方形を選択することもできます。色は、 [色分け] 属性の値に基づき、設定された色の間で変化します。

ほとんどの場合、属性リストには vCenter Operations Manager  が生成するメトリックのみが含まれます。リソー
ス種別を選択する場合、リストには、そのリソース種別について定義された属性がすべて表示されます。

6 特定の種別のリソースに関するメトリックのみを追跡するには、 [リソース種別] ドロップダウン メニューからリソー
ス種別を選択します。

7 [インスタンス]  モードを選択した場合、 [属性種別] リストから属性種別を選択します。

属性種別により、各リソースの長方形の色が決まります。
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8 ヒート マップの色を構成します。

a カラー バーの下のそれぞれの小さなブロックをクリックし、低、中、高のそれぞれの値の色を設定します。

バーは、中間の値の色の範囲を示します。色の範囲の高い方の端と低い方の端に一致する値も設定できます。

b (オプション)  [最小値] および [最大値] の各テキスト ボックスに最小および最大の色の値を入力します。

このテキスト ボックスを空白のままにしておくと、vCenter Operations Manager  は、 [色分け] メトリック
の最高値と最低値を端の色にマッピングします。最小値または最大値を指定すると、その値以上のメトリックは

端の色で表示されます。

9 ウィジェットに表示するリソースを定義するには、 [フィルタリングするタグの選択] リストで、監視するタグ値を選
択します。

リソース種別を選択すると、ウィジェットには、タグのフィルタリング条件に一致する種別のリソースのみが表示さ

れます。

同じタグに対して複数の値を選択すると、ウィジェットにはいずれかの値を持つリソースが含まれます。複数のタグ

に対して値を選択すると、ウィジェットには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。

10 [新しい構成の取得] アイコンをクリックし、構成の名前を入力し、 [OK]  をクリックして構成を保存します。

使用する前に、ヒート マップ ウィジェットの構成を保存する必要があります。

11 (オプション) ウィジェットのツールバーにある [構成] ドロップダウン メニューから構成を選択し、ヒート マップ
ウィジェットの構成を確認します。

例: ヒート マップ ウィジェットの構成

これらの特性のある環境を想定してください。

n 複数のデータ サーバ内で、複数の物理サーバが複数の仮想サーバを実行しているとします。

n 各仮想サーバは、vCenter Operations Manager  のリソースとして定義されます。

n 各リソースには、vCenter Operations Manager  がデータを収集する複数の属性があります。

この環境の場合、次のヒート マップ ウィジェットの構成では、異常がある仮想マシンはどれか、その異常が KPI に関す
るものかどうか、およびその仮想マシンが常駐している物理サーバはどれかを一目で把握することができます。

n 仮想マシンのリソース種別のタグ値を持つすべてのリソースが表示されます。

n リソースは、物理サーバによってグループ化され、その次にデータセンターによってグループ化されます。

n 各リソースについて、長方形のサイズはそのリソースの現在の異常の数に基づいており、長方形の色は、KPI 違反の
数に基づいています。

次に進む前に

[構成] ドロップダウン メニューから選択し、 [選択した構成の更新] アイコンをクリックすることで、ヒート マップ ウィ
ジェットの構成を更新できます。 [構成] ドロップダウン メニューから選択し、 [選択した構成の削除] アイコンをクリッ
クすることで、構成を削除できます。
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マッシュアップ チャート ウィジェット
マッシュアップ ウィジェットには、選択したリソースの動作のさまざまな側面を示すチャートが含まれます。デフォルト
で、チャートには過去 6 時間のデータが表示されます。マッシュアップ チャート ウィジェットには、[アラート詳細] ペー
ジの [マッシュアップ]  タブと同じ情報が表示されます。

図 4-12.  マッシュアップ チャート ウィジェット

マッシュアップ チャート ウィジェットには、次のチャートが含まれます。

n リソースの健全性チャート。指定期間の各アラートが含まれる場合があります。アラートをクリックして詳細を表示

するか、アラートをダブルクリックして [アラート サマリ] ページを開きます。

n リソースの異常数グラフ。クロスサイロ分析機能が生成する異常グラフに似ています。このグラフは、指定した時間

におけるそのリソースおよび子リソースの異常数を示します。アプリケーションの場合は、各階層の数も積み重ねグ

ラフで表示されます。赤い線は、リソースのノイズしきい値を示します。異常カウントがこのしきい値よりも上にあ

れば、問題の確率は 90 % であり、早期警告アラートがトリガされます。

n 根本原因リソースとしてリストされるリソースの任意あるいはすべての KPI に関するメトリック グラフ。アプリケー
ションの場合、このチャートには根本原因を含むアプリケーションおよび階層が表示されます。ウィジェットのツー

ルバーで、 [チャート コントロール]  -  [KPI]  を選択することで、含める KPI を選択できます。グラフの共有部分に
は、その期間中にしきい値違反となった KPI が示されます。共有部分の左上をクリックすると、異常の詳細が表示さ
れます。

異常数グラフ チャートとメトリック グラフには、選択したリソースと 4 つの子レベルを含め、最大で 5 つのレベルのリ
ソースが反映されます。

マッシュアップ チャート ウィジェットの最上部にあるツールバーには、ビューの変更に使用できるアイコンが含まれて
います。

表 4-6.  マッシュアップ チャート ウィジェットのツールバーのアイコン

アイコン 説明

[X 軸によるズームを許可] このアイコンをクリックすると、グラフのズーミングによって X 軸に影響が生じます。 [X 軸ズーム] と  [Y
軸ズーム] を同時に使用できます。

[Y 軸によるズームを許可] このアイコンをクリックすると、グラフのズーミングによって Y 軸に影響が生じます。 [X 軸ズーム] と  [Y
軸ズーム] を同時に使用できます。

[表示に合わせてズーム] すべてのグラフを変更し、期間および値の範囲全体を表示します。

[ビューをズーム] このアイコンをクリックし、ドラッグして階層の一部を囲みます。囲まれた部分のみがズームして表示さ

れます。
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表 4-6.  マッシュアップ チャート ウィジェットのツールバーのアイコン (続き)

アイコン 説明

[回転] このアイコンをクリックすると、グラフをドラッグすることで期間が変更されます。グラフはズームされ

ません。

[ポイント値] このアイコンをクリックし、グラフ化された KPI データ ポイントをポイントすると、その時間と正確な値
が表示されます。選択された期間が 24 時間以下である場合にのみ、値を表示できます。

[すべてのアラートを表示] [アクティブなアラートのみを表示]  または  [非アクティブなアラートのみを表示]  アイコンをクリックし
た後に、アクティブなアラートおよび非アクティブなアラートの両方を表示するには、このアイコンをク

リックします。非アクティブなアラートはグレー表示されます。

[アクティブなアラートのみを
表示]

アラートをフィルタリングしてアクティブなアラートのみを表示します。

[非アクティブなアラートのみ
を表示]

アラートをフィルタリングして非アクティブなアラートのみを表示します。

[チャート コントロール] 表 4-7を参照してください。

[日付コントロール] グラフに表示する期間を選択します。トップ ボックスで期間を選択することも、開始日時と終了日時を選
択することもできます。

ウィジェットの最上部の [チャート コントロール]  ドロップダウン メニューを使用して、表示するチャートを選択します。

表 4-7.  チャート コントロール

メニュー項目 説明

[チャートの表示] ウィジェットに含めるグラフのタイプを選択します。

[レイヤー] メトリック グラフ上に表示するアラートのタイプおよびサブタイプを選択します。変更イベントを表
示することができます。これは、vCenter Operations Manager  OpenAPI が
vCenter Operations Manager  に送信するユーザー定義の通知です。

[スタック モードで表示] 異常数グラフを、選択したすべてのリソースの異常を表示する単一の積み重ねグラフに変更します。

[リソース] 異常数グラフに含めるリソースを選択します。

[KPI] メトリック グラフに含める KPI を選択します。

マッシュアップ チャート ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することで、マッシュアップ チャート ウィジェットに表示するリソースを定義することができ
ます。

マッシュアップ チャート ウィジェットにリソースを提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェッ
トの相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n マッシュアップ チャート ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集
する (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のリソースを定義します。
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2 (オプション) [リスト] ペーンの左側のリストで 1 つまたは複数のタグ値を選択し、[リスト] ペーンに表示されるリ
ソースをフィルタリングします。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグから複数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソースを含みます。複数のタグに対して値を

選択すると、リストには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転] アイコンをクリック
すると、リストには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

3 [リスト] ペーンで、ウィジェットに表示するリソースを選択します。

特定のリソースを検索するには、 [検索] テキスト ボックスにリソースの名前全体あるいは一部を入力し、右向きの
山括弧 ( [>] ) をクリックします。

選択したリソースの名前が、 [選択したリソース] の後に表示されます。

4 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

メトリック グラフ ウィジェット
メトリック グラフ ウィジェットには、メトリックの最近のパフォーマンスと予測される将来のパフォーマンスのグラフ
が表示されます。vCenter Operations Manager  管理者が設定する重要メトリック数により、メトリック グラフ ウィ
ジェットに表示されるメトリック数が決まります。グラフ内のカギは、線グラフの最大ポイントと最小ポイントを示します。

図 4-13.  メトリック グラフ ウィジェット

メトリック グラフ ウィジェットの最上部にあるツールバーには、グラフのビューを変更するのに使用できるアイコンが
含まれています。

表 4-8.  メトリック グラフ ウィジェットのツールバー アイコン

アイコン 説明

[グラフの分割] 2 つまたは 3 つの期間が選択されている場合、このアイコンは各期間の値を別のグラフに示しま
す。

[Y 軸] Y 軸のスケールの表示/非表示を切り替えます。

[メトリック グラフ] グラフのデータ ポイントをつなぐラインの表示/非表示を切り替えます。

[トレンド ライン] トレンド ラインの表示/非表示を切り替えます。トレンド ラインは、隣接するデータ ポイント
の平均に照らして各データ ポイントをプロットすることにより、タイムラインに沿ってメトリッ
ク ノイズを除外します。

[動的しきい値] 直前の 24 時間の各メトリックの動的しきい値の表示/非表示を切り替えます。

[全期間における動的しきい値の表示] グラフの全期間の動的しきい値の表示/非表示を切り替えます。

[異常] グラフ上の異常の表示/非表示を切り替えます。メトリックがしきい値を超えている期間が影付
きで表示されます。色は、違反の重要度を示します。影付きの部分の左上隅をクリックすると、

異常の詳細が表示されます。
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表 4-8.  メトリック グラフ ウィジェットのツールバー アイコン (続き)

アイコン 説明

[データ ポイント チップの表示] グラフ化されたデータポイントのメトリック読み取り値を取得します。 [データ値の表示]  アイ
コンをクリックすると、値が表示されます。

[X 軸ズーム] このアイコンをクリックすると、グラフのズーミングによって X 軸に影響が生じます。 [X 軸
ズーム] と  [Y 軸ズーム] を同時に使用できます。

[Y 軸ズーム] このアイコンをクリックすると、グラフのズーミングによって Y 軸に影響が生じます。 [X 軸
ズーム] と  [Y 軸ズーム] を同時に使用できます。

[表示に合わせてズーム] すべてのグラフを変更し、期間および値の範囲全体を表示します。

[動的しきい値にズーム] グラフの Y 軸をメトリックの動的しきい値に合うよう変更します。

[グラフの圧縮]  [グラフの圧縮] すべてのグラフの Y 軸を短縮し、垂直方向のスペースを節約します。

[すべてのグラフをズーム] このアイコンをクリックすると、1 つのグラフをズームするとそれがすべてのグラフに適用され
ます。

[ビューをズーム] このアイコンをクリックし、ドラッグして階層の一部を囲みます。囲まれた部分のみがズームし

て表示されます。

[回転] このアイコンをクリックすると、グラフをドラッグすることで期間が変更されます。グラフは

ズームされません。

[データ値の表示] [データ ポイント チップの表示] アイコンをクリックしてデータを取得した後にこのアイコンを
クリックしてグラフ化されたデータ ポイントをポイントすると、その時間と正確な値が表示さ
れます。選択された期間が 24 時間以下である場合にのみ、値を表示できます。

[自動更新] 自動更新のオン/オフが切り替わります。

[日付コントロール] 最大 3 つまでの期間を選択してしてグラフに表示できます。最初の期間について、トップ ボッ
クス内の値を選択するか、開始および終了の日時を選択します。複数の期間をグラフ化するに

は、最初の期間を選択し、それに比較する前の期間を選択します。すべての期間の長さが同じで

ある必要があります。2 つめまたは 3 つめの期間の開始日時を設定すると、
vCenter Operations Manager  によって終了時が入力されます。
注意   ほとんどの期間について、vCenter Operations Manager  には近い将来の予測値が含ま
れています。たとえば、直前の 1 時間を選択した場合、vCenter Operations Manager  には
15 分後も表示されます。直前の 1 日を選択した場合、vCenter Operations Manager  は 4 時
間後を予測します。30 日を超える期間では、将来の予測は表示されません。ユーザーが定義し
た期間に将来の時間が含まれる場合は、vCenter Operations Manager  はその定義された将
来の期間について予測値を表示します。

[ダッシュボードの生成] [メトリック グラフ] ウィジェットのみを含む新規ダッシュボードを、セルフプロバイダ モード
で作成します。ここには、現在表示されているメトリックが表示されます。

[すべてを削除する] すべてのグラフを削除します。

各グラフには、右上にツールバーがあります。このツールバーの各アイコンは、該当グラフのみに影響します。

表 4-9.  個々のグラフのアイコン

アイコン 説明

[データソース] このアイコンをポイントすると、そのメトリックのデータ ソースまたはアダプタ インスタンスの名
前が表示されます。スーパー メトリックの場合、名前は vCenter Operations Manager  となりま
す。

[相関メトリックの表示] vCenter Operations Manager  が、そのこのメトリックに他のメトリックの動作または異常が相
関していると判断した場合にのみ表示されます。このアイコンをクリックすると、ポップアップ ウィ
ンドウが開き、リソース、メトリック名、および相関率などの相関メトリックが表示されます。メト

リックの異常が相関している [異常] か、メトリックの動作が相関している [動作] のいずれかの相関
のタイプを示す列を表示することもできます。ウィジェットがセルフプロバイダ モードでない場合
は、相関メトリックを選択し、ウィジェットの表示に追加できます。

[チャートのスナップショットの保
存]

現在のグラフ イメージを PNG ファイルとしてダウンロードし、表示または保存することができます。

第 4 章 ウィジェットの使用と構成

VMware, Inc.  79



表 4-9.  個々のグラフのアイコン (続き)

アイコン 説明

[フルスクリーン スナップショット
の保存]

現在のグラフ イメージを フルページの PNG ファイルとしてダウンロードし、表示または保存する
ことができます。

注意   両方のスナップショットともに、デフォルトのファイル名にはリソース、属性グループおよび
メトリック名が含まれます。

[タブ区切データのダウンロード] 現在グラフ上に表示されているデータ ポイントをタブ区切 CSV ファイルにダウンロードします。そ
れぞれのファイルには、リソース名およびメトリック名、ならびにそれぞれの値に関する、収集メト

リックの日時、値、および動的しきい値の上限と下限が含まれます。ファイルを開いたり保存したり

することができます。

[下へ移動] グラフ位置を 1 単位下げます。

[上へ移動] グラフ位置を 1 単位上げます。

[閉じる] グラフを削除します。

メトリック グラフ ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することによって、メトリック グラフ ウィジェットに表示されるメトリックを選択できます。

メトリック グラフ ウィジェットにメトリックの選択を提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェッ
トの相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

特定のリソースを選択したときにウィジェットに表示させる固定メトリック セットを定義するには、「ウィジェットのメ
トリック セットを定義する (P. 98)」 を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n メトリック グラフ ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集す
る (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ]  を  [オン]  に設定し、ウィジェット構成のメトリック選択を定義します。

2 (オプション) [リスト] ペーンの左側のリストで 1 つまたは複数のタグ値を選択し、[リスト] ペーンに表示されるリ
ソースをフィルタリングします。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグから複数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソースを含みます。複数のタグに対して値を

選択すると、リストには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転] アイコンをクリック
すると、リストには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

3 [リスト] ペーンで、1 つまたは複数のリソースを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する リストでリソースを選択します。 [検索]  テキスト ボックスにリソースの名前全体あ
るいは一部を入力し、右向きの山括弧 ( [>] ) をクリックしてそのリソースを検索しま
す。

複数リソースを選択する a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のリソースを選択するか、[Shift] を押しな
がらクリックしてリソースの範囲を選択します。

b [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [複数選択の相互作用の実施]  アイコン
をクリックします。

すべての選択をクリアする [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンをクリックします。
 
各リソースのメトリックが [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンに表示されます。
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4 [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンで、ウィジェットに表示するメトリックを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する メトリックをダブルクリックします。

複数のメトリックを選択する a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のメトリックを選択するか、[Shift] を押し
ながらクリックしてメトリックの範囲を選択します。

b [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [複数
選択の実施]  アイコンをクリックします。

選択した複数のリソースに共通するメトリッ

クを一覧表示する

[リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [共通メト
リックの表示]  アイコンをクリックします。

 
選択したメトリックが [選択されたメトリック] ペーンに表示されます。

5 (オプション) [選択されたメトリック] ペーンのメトリックを管理します。

オプション 操作

リストのメトリックの順序の変更 メトリックを選択し、リスト内の別の位置にドラッグ アンド ドロップします。

リストからのメトリックの削除 メトリックを選択し、[選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択
されたメトリックの削除]  アイコンをクリックします。

リスト内のすべてのメトリックの選択 [選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [すべて選択]  アイコンをク
リックします。

リストからすべてのメトリックを削除 [選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンを
クリックします。

 

6 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

メトリック グラフ (ローリング ビュー) ウィジェット
メトリック グラフ (ローリング ビュー) ウィジェットには、一度に選択した 1 つのメトリックの完全なチャートが表示さ
れます。選択した他のメトリックの小さなグラフがウィジェットの下部に表示されます。小さなグラフをクリックすると、

そのメトリックの完全なグラフが表示されます。あるいは、指定した間隔で選択してあるすべてのメトリックを順に表示

するようウィジェットを設定することができます。グラフ内のカギは、線グラフの最大ポイントと最小ポイントを示します。

図 4-14.  メトリック グラフ (ローリング ビュー) ウィジェット

メトリック グラフ (ローリング ビュー) ウィジェットの最上部にあるツールバーには、グラフのビューを変更するのに使
用できるアイコンが含まれています。

表 4-10.  メトリック グラフ ウィジェットのツールバー アイコン

アイコン 説明

[Y 軸] Y 軸のスケールの表示/非表示を切り替えます。

[メトリック グラフ] グラフのデータ ポイントをつなぐラインの表示/非表示を切り替えます。
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表 4-10.  メトリック グラフ ウィジェットのツールバー アイコン (続き)

アイコン 説明

[トレンド ライン] トレンド ラインの表示/非表示を切り替えます。トレンド ラインは、隣接するデータ ポイント
の平均に照らして各データ ポイントをプロットすることにより、タイムラインに沿ってメトリッ
ク ノイズを除外します。

[動的しきい値] 直前の 24 時間の各メトリックの動的しきい値の表示/非表示を切り替えます。

[全期間における動的しきい値の表示] グラフの全期間の動的しきい値の表示/非表示を切り替えます。

[異常] グラフ上の異常の表示/非表示を切り替えます。メトリックがしきい値を超えている期間が影付
きで表示されます。色は、違反の重要度を示します。影付きの部分の左上隅をクリックすると、

異常の詳細が表示されます。

[データ ポイント チップの表示] グラフ化されたデータポイントのメトリック読み取り値を取得します。 [データ値の表示]  アイ
コンをクリックすると、値が表示されます。

[X 軸ズーム] このアイコンをクリックすると、グラフのズーミングによって X 軸に影響が生じます。 [X 軸
ズーム] と  [Y 軸ズーム] を同時に使用できます。

[Y 軸ズーム] このアイコンをクリックすると、グラフのズーミングによって Y 軸に影響が生じます。 [X 軸
ズーム] と  [Y 軸ズーム] を同時に使用できます。

[表示に合わせてズーム] すべてのグラフを変更し、期間および値の範囲全体を表示します。

[動的しきい値にズーム] グラフの Y 軸をメトリックの動的しきい値に合うよう変更します。

[ビューをズーム] このアイコンをクリックし、ドラッグして階層の一部を囲みます。囲まれた部分のみがズームし

て表示されます。

[回転] このアイコンをクリックすると、グラフをドラッグすることで期間が変更されます。グラフは

ズームされません。

[データ値の表示] [データ ポイント チップの表示] アイコンをクリックしてデータを取得した後にこのアイコンを
クリックしてグラフ化されたデータ ポイントをポイントすると、その時間と正確な値が表示さ
れます。選択された期間が 24 時間以下である場合にのみ、値を表示できます。

[日付コントロール] 最大 3 つまでの期間を選択してしてグラフに表示できます。最初の期間について、トップ ボッ
クス内の値を選択するか、開始および終了の日時を選択します。複数の期間をグラフ化するに

は、最初の期間を選択し、それに比較する前の期間を選択します。すべての期間の長さが同じで

ある必要があります。2 つめまたは 3 つめの期間の開始日時を設定すると、
vCenter Operations Manager  によって終了時が入力されます。
注意   ほとんどの期間について、vCenter Operations Manager  には近い将来の予測値が含ま
れています。たとえば、直前の 1 時間を選択した場合、vCenter Operations Manager  には
15 分後も表示されます。直前の 1 日を選択した場合、vCenter Operations Manager  は 4 時
間後を予測します。30 日を超える期間では、将来の予測は表示されません。ユーザーが定義し
た期間に将来の時間が含まれる場合は、vCenter Operations Manager  はその定義された将
来の期間について予測値を表示します。

メトリック グラフ (ローリング ビュー) ウィジェットを構成する
ウィジェットの構成を編集することで、メトリック グラフ (ローリング ビュー) ウィジェットによって表示されるメトリッ
クを選択できます。

メトリック グラフ (ローリング ビュー) ウィジェットにメトリック選択を提供するように他のウィジェットを構成するこ
ともできます。「ウィジェットの相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

特定のリソースを選択したときにウィジェットに表示させる固定メトリック セットを定義するには、「ウィジェットのメ
トリック セットを定義する (P. 98)」 を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n メトリック グラフ (ローリング ビュー) ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェッ
ト構成を編集する (P. 52)」を参照してください。
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手順

1 [セルフ プロバイダ]  を  [オン]  に設定し、ウィジェット構成のメトリック選択を定義します。

2 移行間隔およびチャート ツールバー オプションを構成します。

オプション 説明

自動移行の間隔 秒単位でメトリック グラフ ローテーション間隔を入力します。グラフが指定した秒
数後に切り替わります。

チャート ツールバーの表示 ウィジェット表示にツールバーを含めるかどうかを指定します。

 

3 (オプション) [リスト] ペーンの左側のリストで 1 つまたは複数のタグ値を選択し、[リスト] ペーンに表示されるリ
ソースをフィルタリングします。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグから複数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソースを含みます。複数のタグに対して値を

選択すると、リストには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転] アイコンをクリック
すると、リストには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

4 [リスト] ペーンで、1 つまたは複数のリソースを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する リストでリソースを選択します。 [検索]  テキスト ボックスにリソースの名前全体あ
るいは一部を入力し、右向きの山括弧 ( [>] ) をクリックしてそのリソースを検索しま
す。

複数リソースを選択する a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のリソースを選択するか、[Shift] を押しな
がらクリックしてリソースの範囲を選択します。

b [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [複数選択の相互作用の実施]  アイコン
をクリックします。

すべての選択をクリアする [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンをクリックします。
 
各リソースのメトリックが [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンに表示されます。

5 [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンで、ウィジェットに表示するメトリックを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する メトリックをダブルクリックします。

複数のメトリックを選択する a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のメトリックを選択するか、[Shift] を押し
ながらクリックしてメトリックの範囲を選択します。

b [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [複数
選択の実施]  アイコンをクリックします。

選択した複数のリソースに共通するメトリッ

クを一覧表示する

[リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [共通メト
リックの表示]  アイコンをクリックします。

 
選択したメトリックが [選択されたメトリック] ペーンに表示されます。

6 (オプション) [選択されたメトリック] ペーンのメトリックを管理します。

オプション 操作

リストのメトリックの順序の変更 メトリックを選択し、リスト内の別の位置にドラッグ アンド ドロップします。

リストからのメトリックの削除 メトリックを選択し、[選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択
されたメトリックの削除]  アイコンをクリックします。

リスト内のすべてのメトリックの選択 [選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [すべて選択]  アイコンをク
リックします。

リストからすべてのメトリックを削除 [選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンを
クリックします。
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7 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

メトリック セレクタ ウィジェット
メトリック セレクタ ウィジェットには、アラート、汎用スコアボード、健全性ステータス、健全性ツリー、健全性ワー
クロード、スコアボード、ヒート マップ、リソース、根本原因ランキング、VC 関係、または VC 関係 (計画) ウィジェッ
トで選択する 1 つあるいは複数のリソースの属性パッケージが表示されます。

図 4-15.  メトリック セレクタ ウィジェット

各属性グループを展開してそのメトリックを表示できます。ウィジェットに 1 つのリソースのメトリックしか表示されな
い場合は、異常のあるメトリックが黄色になります。

メトリック セレクタ ウィジェットの最上部にあるツールバーには、ビューの変更に使用できるアイコンが含まれています。

表 4-11.  メトリック セレクタ ウィジェットのツールバー アイコン

アイコン 説明

[グラフへ移動] 1 つあるいは複数のメトリックを選択し、このアイコンをクリックすると、そのメトリック
がメトリック グラフ ウィジェットに表示されます。任意の属性をダブルクリックしても、
それがメトリック グラフ ウィジェットに表示されます。

[共通メトリックの表示] 提供元のウィジェットで複数のメトリックを選択した場合、このアイコンをクリックする

と、すべてのリソースに共通のメトリックだけが表示されます。再度このアイコンをクリッ

クすると、そのリソースのすべてのメトリックが一覧表示されます。

このアイコンは、提供元のウィジェットで複数のメトリックが選択されている場合にのみ表

示されます。

[メトリック収集の表示] リソースについて現在収集されたメトリックのみが表示されます。再度このアイコンをク

リックすると、すべてのメトリックが表示されます。

[検索] 特定のメトリック グループ、メトリック インスタンス、またはメトリックを検索するに
は、 [検索] テキスト ボックスに名前の全体または一部を入力し、検索する値のタイプを選
択してこのアイコンをクリックします。

メトリック セレクタ ウィットの構成オプションのみが、ウィジェット タイトルです。
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メトリック スパークライン ウィジェット
メトリック スパークライン ウィジェットには、選択したメトリックの時間経過による値を含む簡易グラフが表示され、
KPI の傾向を簡単に把握することができます。

図 4-16.  メトリック スパークライン ウィジェット

ウィジェット内のすべてのメトリックが、別のウィジェットが提供するあるリソースについてのものである場合、そのリ

ソース名がウィジェットの右上に表示されます。

メトリック スパークライン ウィジェットの最上部にあるツールバーには、ビューの変更に使用できるアイコンが含まれ
ています。

表 4-12.  メトリック スパークライン ウィジェットのツールバー アイコン

アイコン 説明

[自動更新] ウィジェット データを更新します。

[日付コントロール] グラフに表示する期間を選択します。トップ ボックスで期間を選択することも、開始日時と終了
日時を選択することもできます。

[すべてを削除する] ウィジェットからすべてのグラフを削除します。

メトリック スパークライン ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することによって、メトリック スパークライン ウィジェットに表示されるメトリックを選択で
きます。

メトリック スパークライン ウィジェットにメトリックの選択を提供する他のウィジェットを構成することもできます。
「ウィジェットの相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

特定のリソースを選択したときにウィジェットに表示させる固定メトリック セットを定義するには、「ウィジェットのメ
トリック セットを定義する (P. 98)」 を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n メトリック スパークライン ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編
集する (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ]  を  [オン]  に設定し、ウィジェット構成のメトリック選択を定義します。
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2 (オプション) [リスト] ペーンの左側のリストで 1 つまたは複数のタグ値を選択し、[リスト] ペーンに表示されるリ
ソースをフィルタリングします。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグから複数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソースを含みます。複数のタグに対して値を

選択すると、リストには選択された値のすべてを持つリソースのみが含まれます。 [結果の反転] アイコンをクリック
すると、リストには選択したタグ値に一致しないリソースだけが含まれます。

3 [リスト] ペーンで、1 つまたは複数のリソースを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する リストでリソースを選択します。 [検索]  テキスト ボックスにリソースの名前全体あ
るいは一部を入力し、右向きの山括弧 ( [>] ) をクリックしてそのリソースを検索しま
す。

複数リソースを選択する a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のリソースを選択するか、[Shift] を押しな
がらクリックしてリソースの範囲を選択します。

b [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [複数選択の相互作用の実施]  アイコン
をクリックします。

すべての選択をクリアする [リスト] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンをクリックします。
 
各リソースのメトリックが [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンに表示されます。

4 [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーンで、ウィジェットに表示するメトリックを選択します。

オプション 操作

特定のリソースを選択する メトリックをダブルクリックします。

複数のメトリックを選択する a [Ctrl] を押しながらクリックして複数のメトリックを選択するか、[Shift] を押し
ながらクリックしてメトリックの範囲を選択します。

b [リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [複数
選択の実施]  アイコンをクリックします。

選択した複数のリソースに共通するメトリッ

クを一覧表示する

[リソース選択付きのメトリック セレクタ] ペーン上部のツールバーにある  [共通メト
リックの表示]  アイコンをクリックします。

 
選択したメトリックが [選択されたメトリック] ペーンに表示されます。

5 (オプション) [選択されたメトリック] ペーンのメトリックを管理します。

オプション 操作

リストのメトリックの順序の変更 メトリックを選択し、リスト内の別の位置にドラッグ アンド ドロップします。

リストからのメトリックの削除 メトリックを選択し、[選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択
されたメトリックの削除]  アイコンをクリックします。

リスト内のすべてのメトリックの選択 [選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [すべて選択]  アイコンをク
リックします。

リストからすべてのメトリックを削除 [選択されたメトリック] ペーン上部のツールバーにある  [選択のクリア]  アイコンを
クリックします。

 

6 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。
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メトリック ウェザー マップ ウィジェット
メトリック ウェザー マップ ウィジェットは、複数のリソースについての 1 つのメトリックの値の時間経過による変化を
グラフィックで表示します。ウィジェットでは、色分けされたアイコンを使用してメトリックの各値を示します。各アイ

コンの場所は、特定のリソースのメトリック値を表します。アイコンの色の変化は、メトリックの値の変化を示します。

図 4-17.  メトリック ウェザー マップ ウィジェット

マップがどのように変化するかを観察すると、さまざまなリソースに関するメトリックのパフォーマンスが時間経過によっ

てどのように変化するかを理解するのに役立ちます。

マップには、メトリックのリアルタイムのパフォーマンスは表示されません。期間、マップの更新頻度、および読み取り

の間隔を選択します。たとえば、ウィジェットに前日のメトリック値を表示させ、0.5 秒ごとに更新し、5 分刻みのメト
リック値の変化が示されるように設定することができます。

アイコンが示すリソースを表示するには、そのリソースをクリックします。リソース名のハイパーリンクが表示されます。

ハイパーリンクをクリックすると、そのリソースの [リソースの詳細] ページが表示されます。

メトリック ウェザー マップ ウィジェットの最上部にあるツールバーには、グラフを表示するのに使用できるアイコンが
含まれています。

表 4-13.  メトリック ウェザー マップ ウィジェットのツールバー アイコン

アイコン 説明

[一時停止] と [再生] 表示を開始または停止します。ウィジェットを表示したままにして戻ると、アイコンは同じ状態のまま

となります。

[フィルター基準の表示] 現在のメトリックを含め、ウィジェットの現在の設定が表示されます。

メトリック ウェザー マップ ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することで、メトリック ウェザー マップ ウィジェットに表示するメトリックを定義できます。
ウィジェットを編集して表示するメトリックを選択する必要があります。メトリック ウェザー マップ ウィジェットが、
他のウィジェットからメトリック選択を受け入れるように構成することはできません。メトリック ウェザー マップ ウィ
ジェットを構成するまで、そこにはデータが表示されません。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n メトリック ウェザー マップ ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編
集する (P. 52)」を参照してください。
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手順

1 ウィジェット表示の外観を構成します。

オプション 操作

画像の再描画速度 ウィジェットが新しいメトリック データを取得し、表示を更新する頻度を設定しま
す。このオプションは、他のウィジェットの [ウィジェットの更新間隔] と同じです。

メトリック履歴 ウェザー マップの期間を、直近 1 時間から過去 30 日間までで選択します。

メトリック サンプルの差分 メトリック読み取りの間隔を選択します。たとえば、このオプションを 1 分に設定
し、[メトリック履歴] を 1 時間に設定した場合、ウィジェットは、各 メトリックにつ
いて合計 60 の読取値を持つことになります。

グループ化 リソースをタグ値でグループ化するには、タグを選択します。

並べ替え基準 リソース名またはメトリック値でリソースを並べ替えるには、 [リソース名] または
[メトリック値] を選択します。

フレーム移行間隔 それぞれの新しい値を表示するためにアイコンをどれだけ早く変更するかを入力しま

す。フレーム間隔または 1 秒あたりのフレーム数 (fps) を選択できます。

やり直しの遅延 (秒) メトリック履歴期間の終わりに達した時、初めからもう一度やり直す前に、最新の読

取値がそのまま維持される秒数。

色 ウェザー マップ内の色を選択します。カラー バーの下のそれぞれの小さなブロック
をクリックし、最小、中間、最大のそれぞれの値の色を設定します。バーは、中間の

値の色の範囲を示します。

色の範囲の高い方の端と低い方の端に一致する値も設定できます。 [最小値] と [最大
値] のそれぞれのテキスト ボックスに値を入力しない場合、
vCenter Operations Manager  は、その期間のメトリックの実際の最小値と最大値
を端の色にマッピングします。最小値または最大値を指定すると、その値以上のメト

リックは端の色で表示されます。

 

2 [リソース種別] ペーンでリソース種別をフィルタリングするには、[表示するタグの選択] ペーンで 1 つあるいは複数
のタグ値を選択します。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグから複数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソース種別を含みます。複数のタグに対して

値を選択すると、リストには選択された値のすべてを持つリソース種別のみが含まれます。

3 [リソース種別] ペーンで、リソース種別を選択します。

リソース種別のメトリックが [メトリック] ペーンに表示されます。

4 (オプション)  [検索] テキスト ボックスにリソース種別の名前全体あるいは一部を入力し、右向きの山括弧 ( [>] ) を
クリックして特定のリソース種別を検索します。

リソース種別のメトリックが [メトリック] ペーンに表示されます。

5 [メトリック] ペーンで、ウィジェットに表示するメトリックを選択します。

リストの最上部にある [共通メトリックの表示] アイコンをクリックし、選択したリソース種別のすべてのリソースに
よって共有されているメトリックのみを表示することができます。

6 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

7 (オプション) ウィジェットに対して構成したフィルタリング設定を確認するには、ウィジェットのツールバーの [フィ
ルター基準の表示] アイコンをクリックします。

ポップアップ ウィンドウにフィルター基準が表示されます。
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リソース ウィジェット
リソース ウィジェットには、vCenter Operations Manager  で定義されたリソースが一覧表示されます。

図 4-18.  リソース ウィジェット

リソース ウィジェットの最上部にあるツールバーには、ウィジェットに表示するデータを設定するために使用できるアイ
コンが含まれています。

表 4-14.  リソース ウィジェットのツールバー アイコン

アイコン 説明

[グリッド ソートのリセット] すべての列のソートをデフォルト設定に戻します。

[相互作用のリセット] ウィジェットを最初に構成された状態に戻し、提供ウィジェットからのウィジェットの相互作用を取り

消します。

[リソース詳細] リソースを選択しこのアイコンをクリックすると、そのリソースの [リソース詳細] ページが表示されま
す。

[複数選択の相互作用の実施] [Ctrl] を押しながらクリックして個別の複数のリソースを選択するか、[Shift] を押しながらクリックし
てリソースの範囲を選択して、このアイコンをクリックします。

[検索] 特定のリソースを検索するには、 [検索] テキスト ボックスに名前全体あるいは一部を入力し、このア
イコンをクリックします。

リソース ウィジェットを構成する
特定のリソースを表示するようにリソース ウィジェットを構成できます。フィルタを構成し、ウィジェットに表示される
リソースを制限し、リソースのデフォルトの順番を指定することもできます。

定義したフィルタリング基準は、リソース ウィジェット構成の中でリソースを定義するか、他のウィジェットがリソー
ス ウィジェットへリソースを提供するか、いずれの場合にも適用されます。別のウィジェットが提供するリソースがフィ
ルタリング基準に一致しない場合、それはウィジェットに表示されません。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n リソース ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集する (P. 52)」を
参照してください。
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手順

1 [ページネーションの数] テキスト ボックスに値を入力し、リソース ウィジェットの各ページに表示されるリソース
の数を構成します。

2 [モード]  オプションを選択し、ウィジェットに選択した子または親リソースを表示するかどうかを指定します。

[子] または [親] を選択すると、選択したリソース自体は表示されません。

3 [フィルタリングするタグの選択] リストで、タグ値を選択し、特定のタグ値を持つリソースだけを表示するようにリ
ソースウィジェットを構成します。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグに対して複数の値を選択すると、ウィジェットにはいずれかの値を持つリソースが表示されます。複数のタ

グに対して値を選択すると、ウィジェットには選択された値のすべてを持つリソースのみが表示されます。 [結果の
反転] アイコンをクリックすると、ウィジェットには選択したタグ値に一致しないリソースだけが表示されます。

4 [フィルタ基準] リストで 1 つあるいは複数のカテゴリをクリックし、特定のステータス値を持つリソースのみが表示
されるよう、リソース ウィジェットを構成します。

5 リソース ウィジェットに表示されるリソースのデフォルトの並べ替え順序を設定するには、[データの並べ替え基準]
ペーンで並べ替え基準を選択します。

リソース識別子を除き、最大で 4 つの列の値まで、任意の基準列によって並べ替えを行うことができます。

6 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

7 (オプション) リソース ウィジェットのツールバーの [フィルター基準の表示] アイコンをクリックし、ウィジェット
に対して構成したフィルタリング設定を確認します。

ポップアップ ウィンドウにフィルタリング設定が表示されます。

根本原因ランキング ウィジェット
根本原因ランキング ウィジェットは、選択したリソースの健全性低減について考えられる原因をすばやく表示します。こ
のウィジェットには、そのメトリックが原因に影響している可能性のパーセンテージを含め、リソースのアラートに影響

している関連リソースのメトリックに関する情報が表示されます。vCenter Operations Manager  は、症状の数に影響
した可能性のパーセンテージおよびアラートに関連する症状の発生時期を基準にしています。

図 4-19.  根本原因ランキング ウィジェット

根本原因は、症状モードおよびリソース モードで表示できます。

症状モード 提供元のウィジェットが別の期間を渡さない限り、過去 6 時間に発生した異常に基づ
いた、根本原因情報が表示されます。いずれかのリソースをダブルクリックすると、グ

ループで症状が発生している可能性のあるリソースのパーセンテージでランク付けされ

た、症状のグループを表示できます。いずれかのグループをダブルクリックすると、症
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状が発生している可能性のあるリソースのパーセンテージでランク付けされた、上位 5
つの個別の症状を表示できます。症状をダブルクリックまたは選択して、 [バーの詳細
の表示]  をクリックすると、症状に関する詳細情報を表示するポップアップ ウィンド
ウが開きます。これがデフォルトのモードとなっています。

リソース モード 過去 2 時間に発生した異常に基づいた、根本原因情報が表示されます。提供元のウィ
ジェットが別の期間を渡した場合は、その期間におけるすべての異常活動についての情

報が表示されます。リソースをダブルクリックまたは選択し、 [バーの詳細の表示]  を
クリックすると、個別の異常が一覧表示されます。

変更イベント症状には、異なるメッセージをもつ異なるタイプのイベントが含まれる場合があります。ある症状のすべて

の変更イベントが同一タイプである場合、症状バーの右側にメッセージが表示されます。メッセージ全体が表示されない

場合は、メッセージをポイントするとメッセージ全体が表示されます。症状に異なるメッセージが含まれる場合、 [複数
の変更イベント]  が表示されます。

注意   健全性ステータス ウィジェットによって根本原因ランキング ウィジェットにリソースが提供され、リソースの健全
性スコア グラフ上で過去の時点をクリックした場合、根本原因ランキング ウィジェットに選択したその時点における根
本原因が表示されます。

根本原因ランキング ウィジェットの最上部にあるツールバーには、グラフを表示するのに使用できるアイコンが含まれて
います。

表 4-15.  根本原因ランキング ウィジェットのツールバー アイコン

アイコン 説明

[自動更新] ウィジェット データを更新します。

[バーの詳細を表示] 選択した根本原因に関連するしきい値違反についての詳細情報を表示する新しいウィンドウを開き

ます。

[相互作用の実行] 選択した症状のリソースの最初の 5 つのアラーム対象メトリックをメトリック グラフまたはメト
リック スパークライン ウィジェットのいずれかに表示します。この機能を使用するには、メトリッ
ク グラフ ウィジェットまたはメトリック スパークライン ウィジェットのいずれかをダッシュボー
ドに含め、根本原因ウィジェットからデータを受信できるように設定する必要があります。

[モードの変更] リソース モードと症状モードを切り替えます。

根本原因の症状をダブルクリックすると、症状を構成する個別のしきい値違反を一覧表示するポップアップ ウィンドウを
開くことができます。 [クリップボードにコピー]  ボタンをクリックすると、このリストをクリップボードにコピーできま
す。この機能は、問題チケットを開いたり、アラームに関する電子メール メッセージを送信する場合に役に立ちます。根
本原因リソースの動的ダッシュボードを表示するには、そのリソースをポップアップ ウィンドウで選択し、 [動的ダッシュ
ボード]  ボタンをクリックします。

根本原因ランキング ウィジェットを構成する
特定のリソースを表示するように根本原因ランキング ウィジェットを構成できます。

根本原因ランキング ウィジェットにリソースを提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェットの
相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n 根本原因ランキング ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集す
る (P. 52)」を参照してください。

手順

1 [セルフ プロバイダ] を [オン] に設定し、ウィジェット構成内のリソースを定義します。
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2 [バー表示] オプションを選択し、症状またはリソースのバーを表示するかどうかを指定します。

[リソース] を選択する場合は、表示するバーの数を選ぶことができます。

3 [フィルタリングするタグの選択] リストに含めるタグ値を選択します。

[フィルタリングするタグの選択] ペーンの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの
折りたたみ、展開および選択解除を行うことができます。

同じタグに対して複数の値を選択すると、ウィジェットにはいずれかの値を持つリソースが含まれます。複数のタグ

に対して値を選択すると、ウィジェットには選択された値のすべてを持つリソースが含まれます。

4 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

タグ セレクタ ウィジェット
タグ セレクタ ウィジェットには、定義済みのリース タグとタグ値が一覧表示されます。1 つあるいは複数のタグ値を選
択し、アラート、構成概要、健全性ステータス、根本原因ランキング、および健全性ツリーの各ウィジェットに表示され

る情報を変更できます。

同じタグに対して複数の値を選択した場合、ウィジェットにはいずれかの値を持つリソースが含まれます。複数のタグに

対して値を選択した場合、ウィジェットには選択したすべてのタグを持つリソースのみが含まれます。

タグ セレクタ ウィジェットの最上部にあるツールバーには、ビューの変更に使用できるアイコンが含まれています。

表 4-16.  タグ セレクタ ウィジェットのツールバー アイコン

アイコン 説明

[すべて折りたたむ] 展開されているすべてのタグ ブランチを折りたたみます。

[すべて展開] すべてのタグ ブランチを展開します。

[すべて選択解除] 選択されているタグ値をクリアします。

[複数選択の相互作用の実施] [Ctrl] を押しながらクリックして個別の複数のタグ値を選択するか、[Shift] を押しながらクリックして
タグ値の範囲を選択して、このアイコンをクリックします。

[結果の反転] 選択したタグ値に一致しないリソースを含めます。

タグ セレクタ ウィジェットの唯一の構成オプションは、ウィジェット タイトルです。

テキスト ウィジェット
ユーザー インターフェイスにテキストを表示するには、テキスト ウィジェットを使用します。テキストは、ダッシュボー
ド上のテキスト ウィジェットに表示されます。

テキスト ウィジェットでは、Web ページまたはテキスト ファイルからテキストを読み取ることができます。テキスト
ウィジットを構成するときに、Web ページの URL またはテキスト ファイルの名前を指定します。

<vcenter-ops>/user/conf/web.properties ファイルの textDisplay_root プロパティは、テキスト ウィ
ジェットが読み取ることができるファイルを含むルート フォルダを指定します。

テキスト ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することで、テキスト ウィジェットによるテキストの読み込み元の Web ページの URL または
テキスト ファイルの名前を指定できます。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n テキスト ウィジェットの読み込み元のテキスト ファイルまたは Web ページを作成します。
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n ウィジェットを編集する方法についてよく理解してください。「ウィジェット構成を編集する (P. 52)」を参照してく
ださい。

手順

1 (オプション) ファイルからテキストを読み込むようにテキスト ウィジェットを構成するには、テキスト ファイルを
含むルート フォルダを構成します。

a textDisplay_root プロパティを <vcenter-ops>\user\conf\web\web.properties ファイルに追
加します。

Windows の場合は、パスに二重バックスラッシュ文字を使用します。

例: textDisplayroot=C:\\folder\example

b Web サービスを再起動して、変更を適用します。

重要   管理者でないユーザーを含む、ダッシュボードを表示できる vCenter Operations Manager  ユーザー
は、web.properties ファイルで指定されたルート フォルダ内のファイルを読み取ることができます。

2 vCenter Operations Manager  で、テキスト ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。

3 [ビュー モード]  オプションを選択して、ウィジェットでのテキストの表示方法を指定します。

オプション 説明

テキスト フォーマットされていないプレーン テキストを表示するには、このオプションを選択
します。

注意   テキストが HTML 形式である場合、ウィジェットにはソース テキストが表示
されます。

HTML テキストが HTML 形式の場合に、フォーマットされたテキストをウィジェットで表
示するには、このオプションを選択します。たとえば、テキストが Web ページ上に
掲載されている場合、ソース テキストではなく、その Web ページがウィジェットに
表示されます。

 

4 表示するテキストを含む Web ページまたはファイルの場所を指定します。

オプション 操作

URL たとえば、http://www.vmware.com のように、ウィジェットで表示する Web
ページの URL を入力します。

ファイル ウィジェットに表示するテキストを含むテキスト ファイルの名前を入力するか、 [参
照]  をクリックして、ファイルを参照し、選択します。

 

5 ウィジェットが指定した Web ページまたはファイルを読み取ることができるかどうかをテストするには、 [テスト]
をクリックします。

textDisplay_root プロパティが web.properties ファイルで構成されていない場合、
vCenter Operations Manager  は プロパティ ファイル中にルート フォルダが構成されていません というメッセージを返します。

6 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。
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トップ N 分析ウィジェット
トップ N 分析ウィジェットには、選択したタイプの上位 5 項目、あるいは指定した別の数が一覧表示されます。たとえ
ば、最も高い違反率を示す 5 つのメトリック、あるいはアプリケーション内で最も健全性の高い、あるいは低い階層など
を選択することができます。カテゴリ内で極端なパフォーマンスを示すものを表示することによって、環境の全体的なパ

フォーマンスの評価に役立ちます。

図 4-20.  トップ N 分析ウィジェット

トップ N 分析ウィジェットの最上部にあるツールバーには、ビューの変更に使用できるアイコンが含まれています。

表 4-17.  トップ N 分析ウィジェットのツールバー アイコン

アイコン 説明

[自動更新] ウィジェット データを更新します。

[リソース詳細] リソースを選択しこのアイコンをクリックすると、そのリソースの [リソース詳細] ページが表示され
ます。

[フィルター基準の表示] ポップアップ ウィンドウにウィジェットのフィルター設定を表示します。

トップ N 分析ウィジェットを構成する
ウィジェット構成を編集することで、トップ N 分析ウィジェットがリスト構築時に考慮するメトリックを選択できます。
トップ N 分析ウィジェットを構成するまで、そこにはデータが表示されません。

トップ N 分析ウィジェットにメトリックの選択を提供する他のウィジェットを構成することもできます。「ウィジェット
の相互作用を構成する (P. 56)」を参照してください。

開始する前に

n このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管
理者が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

n トップ N 分析ウィジェットの [ウィジェットの編集] ウィンドウを開きます。「ウィジェット構成を編集する (P. 52)」
を参照してください。
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手順

1 ウィジェット表示の外観を構成します。

オプション 操作

期間の長さ ウィジェットがどこまで遡ってデータを見るか。

バー カウント デフォルトでは、ウィジェットには選択したカテゴリーの上位 5 項目が表示されま
す。この数を 10 または 15 に変更することも、 [ユーザー定義] を選択してテキスト
ボックスに数字を入力することもできます。

深さ 1 ～ 10 の値を選択します。

アプリケーションの健全性およびパフォーマ

ンス

ウィジェットが情報を表示できる、アプリケーションの健全性およびパフォーマンス

のカテゴリ。タグ モードとメトリック モードではリストが異なります。このリスト
は、タグ モードでのみ表示されます。

問題およびアラート分析 ウィジェットが情報を表示できる、問題およびアラート分析のカテゴリ。タグ モード
とメトリック モードではリストが異なります。このリストは、タグ モードでのみ表
示されます。

メトリック分析 ウィジェットが情報を表示できる、メトリック分析のカテゴリ。タグ モードとメト
リック モードではリストが異なります。このリストは、メトリック モードでのみ表
示されます。

 

2 [ウィジェット モード]  オプションを選択します。

オプション 説明

タグ リソースに関連する項目を表示します。

メトリック 特定のメトリックに関連する項目を表示します。メトリック モードでは、特定のメト
リックを選択する必要があるため、トップ N 分析ウィジェットがアプリケーション概
要またはタグ セレクタ ウィジェットからリソースを受け入れる場合、結果が提供さ
れません。

 

3 タグ モードを選択した場合は、[表示するタグの選択] リストでリソース タグを選択します。

リソース タグ リストには、トップ N 分析に関連するタグのみが表示されます。

4 メトリック モードを選択した場合は、[表示するタグの選択] ペーンで 1 つあるいは複数のタグ値を選択し、[リソー
ス種別] ペーンでリソース種別をフィルタリングします。

リストの最上部にあるツールバーのアイコンを使用し、リスト内のすべてのタグの折りたたみ、展開および選択解除

を行うことができます。

同じタグから複数の値を選択する場合、リストはいずれかの値を持つリソース種別を含みます。複数のタグに対して

値を選択すると、リストには選択された値のすべてを持つリソース種別のみが含まれます。

5 [リソース種別] ペーンで、リソース種別を選択します。

リソース種別のメトリックが [メトリック] ペーンに表示されます。

6 (オプション)  [検索] テキスト ボックスにリソース種別の名前全体あるいは一部を入力し、右向きの山括弧 ( [>] ) を
クリックして特定のリソース種別を検索します。

リソース種別のメトリックが [メトリック] ペーンに表示されます。

7 [メトリック] ペーンで、ウィジェットに表示するメトリックを選択します。

リストの最上部にある [共通メトリックの表示] アイコンをクリックし、選択したリソース種別のすべてのリソースに
よって共有されているメトリックのみを表示することができます。

8 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。

9 (オプション) ウィジェットに対して構成したフィルタリング設定を確認するには、ウィジェットのツールバーの [フィ
ルター基準の表示] アイコンをクリックします。

ポップアップ ウィンドウにフィルタリング設定が表示されます。
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VC 関係ウィジェット
VC 関係ウィジェットは、仮想環境内のオブジェクトに関するパフォーマンスおよび関係データを提供します。ここでは、
バッジを使用して派生メトリックを表すとともに、仮想環境のパフォーマンスと状態に関する高水準の幅広いビューを提

供します。

図 4-21.  VC 関係ウィジェット

オブジェクトは、階層のレベルで表示されます。バッジが緑色のステータスでない場合、オブジェクトには潜在的な問題

があります。バッジをダブルクリックし、そのオブジェクトの [リソースの詳細] ページを表示できます。

ウィジェットの左上部にあるツールバーには、オブジェクト表示の変更に使用できるアイコンが含まれています。

表 4-18.  VC 関係ウィジェットのアイコン

アイコン 説明

[健全性の値の表示] 健全性評価を表示するよう、オブジェクト表示を変更します。健全性評価により、リソースの現状の概観

を把握できます。vCenter Operations Manager  は、内部で生成されたメトリックを調査し、その専用
の分析式を使用して、健全性評価を決定します。内部で生成されたメトリックには、アラートおよび異常

の総数、およびアクティブなアラートの数が含まれます。

[ワークロード値の表示] ワークロード スコアを表示するよう、オブジェクト表示を変更します。ワークロード スコアは、あるオ
ブジェクト上の需要を示すメトリックの組み合わせです。これらのメトリックには、CPU 使用率およびメ
モリ使用率が含まれます。オブジェクトのワークロード スコアが 100 を超えている場合、そのオブジェ
クトに割り当てるリソースを増やすか、一部のタスクを他のオブジェクトに移動する必要があると考えら

れます。

[異常値の表示] 異常スコアを表示するよう、オブジェクト表示を変更します。異常スコアは、オブジェクトの動作の異常

がどの程度オブジェクトの履歴メトリックに基づくものであるかを示します。異常スコアが低ければ、確

立された履歴パラメータに準じてオブジェクトが動作していることを表しています。異常の数が非常に多

ければ、通常は障害があるか、注意が必要な状況であることを表しています。

[障害値の表示] 障害スコアを表示するよう、オブジェクト表示を変更します。障害スコアは、オブジェクトに見られる問

題の程度を示します。NIC または HBA の冗長性の損失、メモリ チェックサム エラー、HA フェイルオー
バーの問題、CIM イベントなどのイベントが含まれます。

[状態フィルタ]  ボタンを使用して状態ごとにオブジェクトをフィルタリングし、 [並べ替え基準] ドロップダウン メニュー
を使用して名前または値でオブジェクトを並べ替えることができます。大きなインベントリでは、フィルタリングにより、

パフォーマンス特性の低下しているオブジェクトを迅速に見つけることができるようになります。

VC 関係ウィジェットの唯一の構成オプションは、ウィジェット タイトルおよびウィジェット更新設定です。
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VC 関係 (計画) ウィジェット
VC 関係 (計画) ウィジェットは、仮想環境内のリソースについて使用可能なバッジ メトリック情報 (リスク、時間、容
量、負荷、効率、無駄および密度) を提供します。この情報を使用して、仮想環境内の容量のアップグレードまたはワー
クロードの再バランシングを計画できます。

図 4-22.  VC 関係 (計画) ウィジェット

VC 関係 (計画) ウィジェットは、バッジを使用して派生メトリックを表すとともに、仮想環境の状態に関する高水準の幅
広いビューを提供します。オブジェクトは、階層のレベルで表示されます。バッジが緑色のステータスでない場合、オブ

ジェクトには潜在的な問題があります。バッジをダブルクリックし、そのオブジェクトの [リソースの詳細] ページを表示
できます。

ウィジェットの左上部にあるツールバーには、オブジェクト表示の変更に使用できるアイコンが含まれています。

表 4-19.  VC 関係ウィジェットのアイコン

アイコン 説明

[リスク値の表示] リスク スコアを表示するよう、オブジェクト表示を変更します。リスク スコアは、システムのパフォー
マンスに影響を及ぼす可能性がある将来の潜在的問題を示します。vCenter Operations Manager  は、
残り時間および負荷のスコアに基づいてリスク スコアを計算します。

[残り時間の値の表示] 残り時間スコアを表示するよう、オブジェクト表示を変更します。残り時間スコアは、オブジェクトのリ

ソースが枯渇するまでにどれだけの時間が残っているかを示します。vCenter Operations Manager  は、
リソース タイプの使用パターンの履歴データに基づいて、リソース タイプ （CPU 使用率やディスク I/O など)
ごとにスコアを計算します。残り時間スコアを使用して、オブジェクトに対する物理リソースまたは仮想

リソースのプロビジョニングを計画したり、仮想インフラストラクチャ内のワークロードの再バランシン

グを行ったりできます。

[容量値の表示] 容量スコアを表示するよう、オブジェクト表示を変更します。容量スコアは、仮想オブジェクトが使用可

能なコンピューティング リソースの枯渇にどれだけ近いかを示すものです。コンピューティング リソー
スには、ディスク領域、メモリ サイズ、およびネットワーク容量が含まれます。

[負荷値の表示] 負荷スコアを表示するよう、オブジェクト表示を変更します。負荷スコアは、オブジェクトの履歴ワーク

ロードを示します。

[効率値の表示] 効率値を表示するよう、オブジェクト表示を変更します。効率スコアは、システム内で最適化の機会を特

定するのに役立ちます。vCenter Operations Manager  は、無駄および密度のバッジのスコアに基づい
て効率スコアを計算します。

[浪費値の表示] 無駄スコアを表示するよう、オブジェクト表示を変更します。無駄スコアは、仮想インフラストラクチャ

内、あるいは特定のオブジェクトに関する過剰なプロビジョニングを示します。

vCenter Operations Manager  は、環境内の各オブジェクトについて、CPU、メモリ、およびディスク
などのリソース タイプごとの無駄を計算します。無駄スコアを使用して、解放可能であり、仮想環境内の
他のオブジェクトにプロビジョニング可能なリソース量を特定することができます。

[密度値の表示] 密度スコアを表示するよう、オブジェクト表示を変更します。密度スコアは、ホストごとの仮想マシン、

物理 CPU ごとの仮想 CPU、物理メモリごとの仮想メモリなどの統合率を表します。密度スコアを使用す
ると、統合率の向上とコスト削減を実現できます。

[状態フィルタ]  ボタンを使用して状態ごとにオブジェクトをフィルタリングし、 [並べ替え基準] ドロップダウン メニュー
を使用して名前または値でオブジェクトを並べ替えることができます。大きなインベントリでは、フィルタリングにより、

パフォーマンス特性の低下しているオブジェクトを迅速に見つけることができるようになります。

VC 関係 (計画) ウィジェットの唯一の構成オプションは、ウィジェット タイトルおよびウィジェット更新設定です。
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ウィジェットのメトリック セットを定義する
XML ファイルを使用して、メトリック グラフ、メトリック グラフ (ローリング ビュー)、メトリック スパークライン、
データ分散分析、汎用スコアボード ウィジェットのメトリック セットを定義できます。

メトリック セットでは、特定のリソースを選択したときにウィジェットによって表示されるメトリックの固定セットを定
義します。メトリック セット定義 XML ファイルは、ウィジェット構成を編集するときに選択できます。

vCenter Operations Manager  データベースにアクセスし、SQL クエリを実行することによって、メトリック セット定
義 XML ファイルで使用するキーおよび識別子を取得できます。「データベースからキーおよび識別子を取得する (P. 99)」
を参照してください。

開始する前に

このタスクを実行するのに必要なアクセス権限があることを確認してください。vCenter Operations Manager  管理者
が、実行できるアクションについての情報を提供できます。

手順

1 メトリック セット定義 XML ファイルを作成します。

例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><AdapterKinds> <AdapterKind 
adapterKindId="5" adapterKindKey="VMWARE"> <ResourceKind resourceKindId="17" 
resourceKindKey="HostSystem"> <Metric attrkey="sys:host/vim/vmvisor/slp|
resourceMemOverhead_latest" /> <Metric attrkey="cpu|capacity_provisioned" /> 
<Metric attrkey="mem|host_contention" /> </ResourceKind> </AdapterKind> 
</AdapterKinds>

この例では、ウィジェットによってホスト システム リソースの resourceMemOverhead_latest、
capacity_provisioned、host_contention メトリックが表示されます。

2 メトリック セット定義 XML ファイルを tomcat\webapps\ROOT\WEB-
INF\classes\resources\reskndmetrics ディレクトリに保存します。

このディレクトリには、複数のファイルを保存できます。

3 vCenter Operations Manager  にログインします。

4 編集するウィジェットを含むダッシュボードのタブをクリックします。

5 ウィジェットのツールバーの  [ウィジェットの編集]  アイコンをクリックします。

6 [セルフ プロバイダ]  を  [オフ]  に設定します。

7 [Res.相互作用モード]  メニューからメトリック セット定義 XML ファイルを選択します。

8 [OK]  をクリックしてウィジェット構成を保存します。
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例: 汎用スコアボード ウィジェットのメトリック セットの定義
このメトリック セット定義 XML ファイルでは、汎用スコアボード ウィジェットのメトリック セットを定義します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><AdapterKinds> <AdapterKind 
adapterKindKey="VMWARE"> <ResourceKind resourceKindKey="HostSystem"> <Metric 
attrkey="badge|workload" label="Workload" unit="%" yellow="50" orange="60" red="80" /> 
<Metric attrkey="men|host_usage" label="Host Usage" unit="%" yellow="50" orange="60" 
red="80" /> <Metric attrkey="cpu|usage_average" label="Usage Avg" unit="%" yellow="50" 
orange="60" red="80" /> </ResourceKind> </AdapterKind> </AdapterKinds>

[Res.相互作用モード]  メニューからこのメトリック セット定義 XML ファイルを選択した場合、汎用スコアボード ウィ
ジェットの編集時に、ウィジェットによって、ホスト システム リソースのワークロード、ホスト使用率、使用率の平均
メトリックが表示されます。

データベースからキーおよび識別子を取得する

vCenter Operations Manager  データベースにアクセスし、SQL クエリを実行することによって、メトリック セット定
義 XML で使用するキーおよび識別子を取得できます。

手順

1 Web ブラウザで、http://<ip_address>/dbAccessQuery.action と入力します。ここでは、<ip_address>
が vCenter Operations Manager  データベースのホストの IP アドレスです。

2 右上のウィンドウに SQL クエリを入力します。

例：

select a.ADAPTER_KIND_ID, a.ADAPTER_KEY, b.RESKND_ID, b.RESKND_KEY, e.ATTRKEY_ID, 
e.ATTR_KEY from AdapterKind a inner join ResourceKind b on (b.ADAPTER_KIND_ID = 
a.ADAPTER_KIND_ID) inner join AliveResource c on (c.RESKND_ID = b.RESKND_ID) inner 
join ResourceAttributeKey d on (d.RESOURCE_ID = c.RESOURCE_ID) inner join 
AttributeKey e on (e.ATTRKEY_ID = d.ATTRKEY_ID) where a.ADAPTER_KEY = 'something' 
or b.RESKND_KEY = 'something'

3 [SQLの実行]  アイコンをクリックします。

右下のウィンドウに結果が表示されます。

第 4 章 ウィジェットの使用と構成
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