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はじめに
ここでは、
『Cisco Prime Performance Manager 1.0 統合開発者ガイド』の目的、対象読者、構成、およ
び表記法について説明します。関連資料への参照を示し、オンラインの技術情報源について説明しま
す。

Cisco Prime Performance Manager は、デバイス可用性レポート、SLA レポート、プロトコル パ
フォーマンス レポートなど、管理対象ネットワーク内のさまざまなサービス レポートを可能にする

Web ベースのソフトウェア アプリケーションです。Prime Performance Manager ゲートウェイでは、
独自レポートを作成するためのひな形として使用可能な選りすぐられたレポート XML ファイルが提供
されます。
このガイドでは、Cisco Prime Performance Manager に付属するサンプル レポートを使用して、独自の
XML レポートを作成する方法について説明します。
ここでは説明する内容は次のとおりです。

• 「目的」（P.iii）
• 「対象読者」（P.iii）
• 「マニュアルの構成」（P.iv）
• 「表記法」（P.iv）
• 「関連資料」（P.v）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.v）

目的
このガイドでは、Cisco Prime Performance Manager に付属するサンプル レポートを使用して、独自の
XML レポートを作成する方法について説明します。

対象読者
このガイドは、Cisco Prime Performance Manager および XML レポートを使用してカスタマイズされ
たレポートを作成するソフトウェア開発者を対象としています。開発者に必要な要件は次のとおりで
す。

• ネットワーク管理の基本的なスキル
• マルチキャストに関する基本的な知識
• Java、SNMP の概念、および XML に関する知識
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マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

• 第 1 章「シスコのパフォーマンス管理レポートの概要」では、Prime Performance Manager レポー
トの概要について説明します。

• 第 2 章「レポートの記述」では、Cisco Prime Performance Manager に付属しているレポートの 1
つをベースにして、レポート記述に関するチュートリアルを示します。

• 第 3 章「レポートのテストとデバッグ」では、レポートをデバッグする方法について説明し、発生
する可能性のあるエラー メッセージを示します。

• 第 4 章「XML リファレンス」では、提供される XML 要素のリファレンス情報を示します。
• 第 5 章「レポート マクロ リファレンス」では、Prime Performance Manager レポートで使用され
るレポート マクロのリファレンス情報を示します。

表記法
このマニュアルでは、基本的な表記法を用いてテキストや表内の情報を表記します。

項目

表記法

コマンドおよびキーワード

太字

ユーザが値を指定する変数

イタリック体

セッション情報およびシステム情報の表示
出力

screen フォント

省略可能な要素

角カッコ（[ ]）

複数の中からいずれか 1 つを選択しなけれ
ばならない必須キーワード

全体を波カッコ（{ }）で囲み、そ
れぞれを縦棒（|）で区切る

ユーザが入力する情報

太字の screen フォント

ユーザが入力する変数

イタリック体の screen フォント

本文中のメニュー項目の選択

[Option] > [Network Preferences]

表中のメニュー項目の選択

[Option] > [Network Preferences]

例では、次の表記法を使用しています。

• システムにより表示される端末セッションおよび情報は、screen フォントで表記します。
• ユーザが入力する情報は、太字の screen フォントで表記します。実際にデータを入力する変数は、
イタリック体の screen フォントで表記します。
• パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲んで表記します。
• システムにより表示される情報は、角カッコ（[ ]）で囲んだデフォルトの応答とともに screen
フォントで表記します。
このマニュアルでは、この他にも次のような表記法を使用しています。

• アプリケーション ウィンドウでボタンやメニュー オプションなどの項目がグレー表示されている
場合があります。これは、その項目が使用できないことを表しています。使用できない理由として
は、操作しているユーザに適切な権限がないことや、その状況ではその項目が使用の対象ではない
ことなどが考えられます。
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（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

役立つ「ヒント」の意味です。

関連資料
追加情報は、Cisco Prime Performance Manager マニュアル セットの次の刊行物から入手できます。

• 『Cisco Prime Performance Manager 1.0 User Guide』
• 『Cisco Prime Performance Manager 1.0 Quick Start Guide』
• 『Cisco Prime Performance Manager 1.0 Release Notes』
• 『Cisco Prime Performance Manager 1.0 Documentation List』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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CH A P T E R

1

シスコのパフォーマンス管理レポートの概要
Cisco Prime Performance Manager は、拡張性が高く、使い勝手の良いパフォーマンス管理システムで
す。これを使用することにより、サービス プロバイダーは、サービス保証や容量計画などを含め、次
世代ネットワークの予防的な管理が可能になります。
このガイドでは、Cisco Prime Performance Manager に付属する「購入してすぐに使用可能」な組み込
みレポートを、独自のカスタマイズされたサービス レポートを作成することにより拡張する方法につ
いて説明します。
この章は、次の項で構成されています。

• 「XML ベースのサービス レポート」（P.1-1）
• 「レポート記述インターフェイスの主要コンポーネント」（P.1-2）
• 「機能のしくみ」（P.1-3）
• 「オンライン レポート ヘルプ」（P.1-4）
• 「指定可能な項目」（P.1-6）
• 「レポート管理インターフェイス」（P.1-8）

XML ベースのサービス レポート
Cisco Prime Performance Manager レポートは、XML でコーディングされます。購入してすぐの状態
で、Cisco Prime Performance Manager にはサンプルとして使用可能な 200 を超えるレポートが含まれ
ています。サンプル レポートは、自分の作業ディレクトリにコピーし、XML を修正してから、独自の
レポートとしてテストおよびデバッグできます。
組み込みレポートでは、次に関するデータ レポートが表示されます。

• アプリケーション トラフィック
• デバイス インターフェイス、MPLS トンネル、疑似配線、および SNMP デバイスの可用性
• IP の Quality of Service（QoS）
• IP プロトコルのパフォーマンス
• IP サービス レベル契約（SLA）統計情報
• リソース使用率（CPU やメモリの使用率など）
• トランスポート統計情報（ATM 統計情報、イーサネット仮想回線（EVC）統計情報など）
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第1章

シスコのパフォーマンス管理レポートの概要

レポート記述インターフェイスの主要コンポーネント

詳細については、www.cisco.com にある『Cisco Prime Performance Manager 1.0 Data Sheet』を参照
してください。次の操作を実行する必要があります。

1. http://www.cisco.com/go/performance にアクセスします。
2. [Product Literature] > [Data Sheets] を選択します。

レポート記述インターフェイスの主要コンポーネント
レポートを作成するために必要な XML ファイル、MIB、およびコンフィギュレーション ファイルは、
Prime Performance Manager ゲートウェイ サーバに配置されます。
このガイドでは、次のコンポーネントの使用方法について説明します。

• サポートされる MIB：Prime Performance Manager は、レポートの作成に使用可能な 140 個を超
えるシスコおよび業界標準の MIB をサポートしています。
• 機能ファイル：機能ファイルにより、レポートに使用される MIB とポーリングされる MIB 変数を
指定できます。機能ファイルには次の 2 つがあります。
– SystemCapability.xml：事前にコーディングされているシステム機能ファイル。このファイル
は、Cisco Prime Performance Manager システムと一緒に提供されるレポートの機能を指定し
ています。このファイルを変更してはなりません。

– UserCapability.xml：ユーザが作成したレポートのシステム機能ファイル。レポーティング機
能を追加または修正する必要がある場合は、このファイルで変更内容を指定します。

• あらかじめパッケージに組み込まれている XML レポート：Prime Performance Manager アプリ
ケーションは、独自レポートのひな形として使用可能な 30 個を超える XML レポート ファイルを
提供しています。

• プロパティ ファイル：各 XML レポート ファイルには、それぞれ対応するプロパティ ファイルが
あります。このプロパティ ファイルは、オンライン レポートと CSV レポートで使用される変数を
定義します。

• レポート マクロ：XML レポート コードや UserCapability.xml ファイルから呼び出して処理タス
クを実行可能な SNMP マクロの集合です。
たとえば、指定されたオブジェクトを IP アドレスに変換するために、IpAddress() マクロが提供さ
れています。

• BQL ファイル：BQL ファイルは、Cisco Prime Network（Cisco ANA）クライアント上でのレ
ポートの相互起動を可能にします。

• オンライン ヘルプ：独自レポートのシステム生成ヘルプとレポート ヘルプ ページが含まれます。

レポート ファイルおよび関連ファイルのディレクトリの場所
表 1-1 に、レポートおよび関連ファイルの場所を示します。
表 1-1

Prime Performance Manager のレポートおよびサポート ファイルのディレクトリの場所

ファイル

ロケーション

MIB

/opt/CSCOppm-gw/etc/mibs

機能ファイル

/opt/CSCOppm-gw/etc/ SystemCapability.xml
/opt/CSCOppm-gw/etc/ UserCapability.xml
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第1章

シスコのパフォーマンス管理レポートの概要
機能のしくみ

表 1-1

Prime Performance Manager のレポートおよびサポート ファイルのディレクトリの場所（続き）

ファイル

ロケーション

システムの XML レポート / プロ
パティ ファイル

/opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/system

ユーザの XML レポート / プロパ
ティ ファイル

/opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/user

BQL ファイル

/opt/CSCOppm-gw/etc/bql/xl

レポート マクロ

Cisco Prime Performance Manager ゲートウェイ上でコンパイル
済み。マクロのリファレンス情報については、第 5 章「レポート
マクロ リファレンス」を参照してください。

イベント ポーラー スキーマ

イベント ポーリング用のメイン XML スキーマは、
EventPoller.xsd です。これは、/opt/CSCOppm-gw/etc/poller
ディレクトリにあります。このファイルは、参照用に表示できま
すが、編集してはなりません。

機能のしくみ
Cisco Prime Performance Manager は、レポートを次のように処理します。
1. Cisco Prime Performance は、次に基づいてネットワーク インベントリ内のデバイスをポーリング
します。

• Prime Performance Manager レポート内でポーリング用に選択された MIB。
• SystemCapability.xml ファイルと UserCapability.xml ファイルで指定されたフィルタリング。
フィルタリング プロセスは、ポーリング対象デバイスに対し、MIB の使用が実際にサポートされ
ているかどうかについて問い合わせます。また、MIB がサポートされるかどうかも問い合わせま
す。それにより、ポーリングは、実際にテーブル データが存在し、なおかつ他の指定された基準
にも一致する MIB オブジェクトに制限されます。その結果、Cisco Prime Performance Manager は
不要なポーリングを実行しなくなります。

2. システム XML レポートやユーザ定義レポートによってポーリングされる MIB 変数に基づいて、
Cisco Prime Performance Manager は、ポーリングされたデータを格納する仮想データベース テー
ブルを作成します。
これにより、ポーリング データの処理が高速化され、レポートを迅速に表示できるようになりま
す。

3. レポート XML 内の指定に基づいて、システムは、ポーリングによって返されたデータを処理しま
す。事前に定義されているレポーティング マクロを使用して、データを操作できます。
たとえば、値をパーセンテージに変換できます。

4. システム レポート内やユーザ定義レポート内のマクロ呼び出しに基づいて、Cisco Prime
Performance Manager は、仮想テーブルを修正します。たとえば、2 つのテーブルが結合された
り、テーブル行に含めるためのデータが選択されたりします。

5. データの入ったレポートは、ユーザが Cisco Prime Performance Manager のレポート ツリーからそ
れらを選択すると表示されます。レポートの表示形式は、レポート XML でカスタマイズできま
す。

6. サーバに設定されたレポーティング期間が終了するたびに、システムは、仮想テーブル データを
Cisco Prime Performance Manager データベースに保存します。
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オンライン レポート ヘルプ

データ ポーリングおよびレポート表示をカスタマイズする機能により、ユーザに対してデータを柔軟
かつ効果的な方法でレポートできます。このガイドのチュートリアルの章（第 2 章「レポートの記
述」）では、一般的なレポートである cpu.xml レポートのコーディングについて一通り説明した後、サ
ンプル レポートを修正して独自のレポートを作成する方法について示します。

オンライン レポート ヘルプ
Cisco Prime Performance Manager は、レポートの作成に役立つ強力なヘルプ システム（独自レポート
用の自動生成ヘルプなど）とレポート ヘルプ ページを提供しています。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「独自レポート用の自動生成ヘルプ」（P.1-4）
• 「レポート ヘルプ ページ」（P.1-6）

独自レポート用の自動生成ヘルプ
レポートを記述し、イネーブルにすると、Cisco Prime Performance Manager は、そのプロジェクト用
のオンライン ヘルプを自動的に作成します。また、それ用のカスタマイズされたヘルプ ファイルを記
述し、公開することもできます。Prime Performance Manager は、レポート ヘルプ ファイルを毎晩一
回再構築します。レポート ヘルプは、ゲートウェイ CLI から ppm docreps コマンドを実行して手動で
再生成することもできます。
自動生成ヘルプには、次のものが含まれます。

• レポート定義ファイルへのリンク：XML ファイル名をクリックして、XML 定義を表示します。
PPM Viewer で定義を表示できます（単純な ASCII テキスト形式）。ブラウザのフレーム ソース
ビューアを使用することもできます。その場合、XML キーワードとコーディング要素が色分けに
より強調表示されます。

• カスタム ヘルプ：[Custom Help] リンクをクリックして、レポートのカスタマイズされたヘルプを
表示します。

• レポートで使用される MIB へのリンク。MIB ファイル名をクリックして、MIB を表示します。
例 1-1 に、cpu.xml レポートのオンライン ヘルプを示します。
例 1-1

cpu.xml レポートのシステム生成ヘルプ

==================================================
Definition File:
cpu.xml (PPM
Viewer)
cpu.xml (Browser Viewer - Use View Frame Source Menu For Color Coded View)
Custom Help
==================================================
MIB Used: CISCO-PROCESS-MIB.my
CISCO-PROCESS-MIB.my
MIB Used: ENTITY-MIB.my
ENTITY-MIB.my
MIB Variables Polled:

cpmCPUTotalTable = poll("cpmCPUTotalIndex,
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cpmCPUTotalPhysicalIndex,
cpmCPUTotal5minRev,
cpmCPUTotal1minRev");
cpmCPUThresholdTable = poll("cpmCPUTotalIndex,
cpmCPUThresholdClass,
cpmCPURisingThresholdValue,
cpmCPUFallingThresholdValue");
cpmCPUThresholdTable =
cpmCPUThresholdTable.filter(cpmCPUThresholdClass == 1);
cpmCPUTotalTable =
cpmCPUTotalTable.leftJoin(cpmCPUThresholdTable,
(cpmCPUTotalTable.cpmCPUTotalIndex == cpmCPUThresholdTable.cpmCPUTotalIndex));

==============================================================================
CSV File Format
Report ID: CPU
MIB Used: CISCO_PROCESS_MIB
==============================================================================
CSV Filename Prefix: CPU
-----------------------------------------------------------------------------1 TimeStamp
TimeStamp
2 Node
fqdnid
3 Slot
CPUSlot
4 Number
CPUNum
5 Description
CPUDescr
6 CPUUtilMax5min
Max(cpmCPUTotal5minRev / 100)
7 CPUUtilAvg5min
Avg(cpmCPUTotal5minRev / 100)
8 CPUUtilMax1min
Max(cpmCPUTotal1minRev / 100)
9 CPUUtilAvg1min
Avg(cpmCPUTotal1minRev / 100)
10 CPURisingThreshold
cpmCPURisingThresholdValue / 100
11 CPUFallingThreshold
cpmCPUFallingThresholdValue / 100
==============================================================================
Web Reports
Report ID: CPU
MIB Used: CISCO_PROCESS_MIB
==============================================================================
1 CPU Utilization
-----------------------------------------------------------------------------Average Utilization
Avg(cpmCPUTotal5minRev / 100)
Peak Utilization
Max(cpmCPUTotal5minRev / 100)
Node
fqdnid
Slot
CPUSlot
CPU
CPUNum
CPU Description
CPUDescr
Avg
Avg(cpmCPUTotal1minRev / 100)
Peak
Max(cpmCPUTotal1minRev / 100)
Rising
cpmCPURisingThresholdValue / 100
Falling
cpmCPUFallingThresholdValue / 100
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指定可能な項目

レポート ヘルプ ページ
オンライン レポート ヘルプを表示するには、メイン メニューから [Home] > [Reports Navigation] を選
択します。オンライン レポート ドキュメンテーションには、次のものが含まれます。

• システム レポート README：MIB、ポール定義、および CSV 形式
• ユーザ レポート README：MIB、ポール定義、CSV 形式
• レポート XML 定義
• SNMP MIB
• システム機能定義
• ユーザ機能定義

指定可能な項目
ポーリングされる MIB とレポートされる MIB 変数のほかに、レポート ビュー、レポート時間間隔、
データのソート順序を指定できます。

レポート ビュー：グラフ、テーブル、および CSV ファイル
XML インターフェイスでは、ユーザに次のビューを提供するレポートをコーディングできます。
• グラフ ビュー：指定された時間間隔のパフォーマンスのグラフを表示します。
• テーブル ビュー：パフォーマンスを表形式で表示します。
• CSV ファイル ビュー：ユーザは、スプレッドシートやテキスト エディタを使用して表示可能なカ
ンマ区切り値（CSV）ファイルにレポートを保存できます。
このガイドのチュートリアルの章（「レポートの記述」）では、cpu.xml レポートのコーディングについ
て一通り説明します。このレポートでは、ネットワーク全体またはユーザが選択したデバイスの CPU
使用率が示されます。

グラフ ビュー
図 1-1 は、CPU 使用率のグラフ ビューの例です。
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図 1-1

CPU 使用率レポートのグラフ ビュー

独自レポートをコーディングする場合、ユーザが選択できる時間間隔を制御できます。

テーブル ビュー
図 1-2 は、CPU 使用率レポートのテーブル ビューの例です。
図 1-2

テーブル ビュー

CSV ファイル ビュー
ユーザが CSV ファイル ビューを選択すると、レポートを CSV ファイルとして保存するためのプロン
プトが表示されます。CSV ファイルは、Microsoft Excel などのスプレッドシートやテキスト エディタ
を使用して表示できます。

レポーティング間隔
Cisco Prime レポートの XML スキーマにより、レポートのレポーティング間隔を複数指定できます。
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レポート管理インターフェイス

ソート順序
レポート上でデータがソートされる順序を指定できます。

基本的なレポート カテゴリ
基本的なレポート カテゴリには、ネットワーク レベル レポート、デバイス レベル レポート、および
特定の変数に関するレポートの 3 種類があります。レポートを初めて表示したときは、検出されたネッ
トワーク全体の統計情報が表示されます。その後、特定のデバイスを選択して、単一デバイスのレポー
トを表示することができます。

レポート管理インターフェイス
• [Reports Status] テーブル：Prime Performance Manager ユーザ インターフェイスで、[Reports] を
選択し、[Reports Status] タブをクリックして [Reports Status] テーブルを表示します。これによ
り、レポートをイネーブルまたはディセーブルにできます。

• [Reports Settings] ページ：[Reports] を選択し、[Settings] タブをクリックして、各種レポート間
隔をイネーブルにしたり、レポート エージングを制御したりします。
ユーザ インターフェイスの詳細については、『Cisco Prime Performance Manager 1.0 User Guide』を
参照してください。
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レポートの記述
Cisco Prime Performance Manager のレポートを記述するには、レポートの記述手順を慎重に計画し、
正しい順序で実行する必要があります。この章では、あらかじめパッケージに組み込まれているシステ
ム レポート（cpu.xml）を修正する手順について示します。これらの手順は、独自のレポートを作成
し、テストし、デバッグする際に役立ちます。
この章は、次の項で構成されています。

• 「一般的な推奨事項」（P.2-1）
• 「レポートを記述する手順の概要」（P.2-1）
• 「必要な MIB の決定」（P.2-2）
• 「MIB のコンパイル」（P.2-2）
• 「レポートする統計情報の決定」（P.2-3）
• 「レポート XML ファイルとプロパティ ファイルの作成」（P.2-3）
• 「レポートのコーディング」（P.2-4）
• 「オンライン ヘルプ ファイルの提供」（P.2-17）
• 「ベスト プラクティス」（P.2-18）
• 「タスク リファレンス」（P.2-19）

一般的な推奨事項
次の操作を実行する必要があります。

• レポート ファイルの基本的な構造ができるまで、最初のうちはサーバからオフラインで新しいレ
ポート XML ファイルを作成します。その後、ステージング サーバに配備して、最初のテストとデ
バッグを行います。

• ライブ システム上でのレポートの作成は避けます。新しいレポートの作成にはステージング シス
テムを使用します。レポートが正しく動作することが確認されたら、実稼動サーバに配備します。

レポートを記述する手順の概要
1. 既存のレポートを /opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/system ディレクトリから
/opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/user ディレクトリにコピーします。
– 必要に応じて、レポートの UserCapability.xml ファイルを修正します。
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– 新しい MIB を使用する場合は、その MIB をコンパイルします。
2. レポートのプロパティ ファイルをコーディングします。
3. レポートをコーディングします。
4. システム GUI を使用してレポートをイネーブルにします。
5. レポートをテストし、デバッグします。

必要な MIB の決定
Cisco Prime Performance Manager には、140 個を超えるシスコおよび業界標準の MIB が付属していま
す。
レポートに必要な MIB が使用可能かどうかを調べるには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ゲートウェイ上の MIB のリストを確認します。

• コンパイル済み MIB のリストを表示するには、ホームページにアクセスして [SNMP MIBs] を選
択します。

• すべてのコンパイル済み MIB は、ゲートウェイの /opt/CSCOppm-gw/etc/mibs ディレクトリにあ
ります。
ステップ 2

MIB を追加する必要がある場合は、次の手順を実行します。
a. MIB をゲートウェイ サーバにコピーします。
b. MIB をコンパイルします。

MIB をコンパイルする手順については、「MIB のコンパイル」（P.2-2）を参照してください。
ステップ 3

（注）

事前にコーディングされているレポートの 1 つを修正する場合は、SystemCapability.xml ファイル内に
そのレポートを参照するエントリがあることを確認します。そのファイルのシステム機能設定を変更す
る必要がある場合は、UserCapability.xml ファイル内で変更を行います。

SytemCapability.xml ファイルは修正しないでください。

MIB のコンパイル
新しい MIB（Cisco Prime Performance Manager の配布に含まれていない MIB）を必要とするレポー
トを作成する場合は、その MIB をレポートに使用する前にコンパイルしておく必要があります。

MIB をコンパイルするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

root ユーザになって、MIB を /opt/CSCOppm-gw/etc/mibs ディレクトリにコピーします。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、ユニットとゲートウェイの間のファイル同期を停止します。
# /opt/CSCOppm-gw/bin/ppm syncunits disable

ステップ 3

次のコマンドを入力して、システム内の MIB をコンパイルします。
# /opt/CSCOppm-gw/bin/ppm compilemibs
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compilemibs コマンドにより、snmpinfo.dat ファイルが作成されます。
ステップ 4

MIB 内で検出されたエラーを修正します。エラーがなければ、コンパイル済み MIB（snmpinfo.dat）
をリロードします。

ステップ 5

次のコマンドを入力して、ユニットとゲートウェイの間のファイル同期を再開します。
# /opt/CSCOppm-gw/bin/ppm syncunits enable

これでその MIB を参照するレポートを作成できるようになりました。

レポートする統計情報の決定
モニタリング対象のデバイスに対してレポートする Key Performance Indicator（KPI）を決定するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

コンパイル済みの MIB を表示します。

ステップ 2

レポーティング要件に従って、ポーリングする MIB 変数を決定します。

ステップ 3

レポートする KPI が既存のレポートでカバーされていないかどうかを確認します。

レポート XML ファイルとプロパティ ファイルの作成
作成する XML ファイルには、次のものを使用できます。

• 既存の Prime Performance Manager レポートのコピーをベースにした新しいファイル。
• 自分のインストレーションにすでに存在するユーザ定義レポートの修正。

警告

/opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/system ディレクトリ内のレポート ファイルとプロパティ ファイ
ルを修正してはなりません。
レポート ファイルを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

あらかじめパッケージに組み込まれている既存のレポートを修正する場合は、そのレポートの .xml
ファイルとそれに関連した .properties ファイルを /opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/system ディレクトリ
から /opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/user ディレクトリまたは自分で選択した作業ディレクトリにコ
ピーします。

ステップ 2

コピーしたファイルの名前を変更します。/opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/system ディレクトリ内にある
ファイルと重複しない一意のファイル名にする必要があります。

ステップ 3

ユーザが作成した、/user ディレクトリ内の既存のファイルを使用する場合は、そのファイルとそれに
関連した .properties ファイルをコピーし、それらの名前を変更します。
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レポートのコーディング
これまでの作業により、レポートをコーディングする準備が整いました。以降の項では、cpu.xml ファ
イルについて一通り説明します。このファイルは、既存の Prime Performance Manager レポート ファ
イルの 1 つであり、レポート記述の「Hello World」の例として利用できます。関連ファイルである
cpu.properties ファイルについても併せて説明します。

• cpu.xml ファイルは、標準の Cisco MIB である CISCO-PROCESS-MIB.my のポーリングをセット
アップし、アクティブなシステム プロセスについてレポートします。また、Cisco エンティティ
MIB（ENTITY-MIB.my）も使用します。
• cpu.properties ファイルは、1 つの目的のためだけに使用されます。具体的には、システムが CPU
レポートを表示する際に使用する変数およびテキスト文字列を定義します。
始める前に、次の点に注意してください。

• ここで示す内容はチュートリアルなので、基本的なこと、つまり、レポート内で使用する XML 要
素の一通りの説明から始めます。

• 一部の高度な内容（Prime Performance Manager ゲートウェイ上で提供される
SystemCapability.xml ファイルをベースにした UserCapability.xml ファイルのコーディングなど）
は、このガイドの後の項で詳細に説明します。

• この章の後半には、一般的なレポート記述タスクに関連したリファレンス情報を説明している項が
あります（一般的なレポート記述タスクについては、「レポートのコーディング」（P.2-4）を参
照）。これらのタスクの一部は、チュートリアルでも説明されています。

ヒント

このサンプル レポートの作業中は、cpu.xml ファイルのオンライン レポート ヘルプをブラウザで開い
ておくと、時間の節約になります。cpu.xml のヘルプ ページを表示するには、Cisco Prime
Performance Manager のレポート ツリーにアクセスし、[CPU] を選択して CPU レポートを起動し、次
をクリックします。
のレポート ヘルプ アイコン

例 2-1 に、cpu.xml ファイルを示します。
例 2-1

cpu.xml ファイル

<?xml version="1.0"?>
<!-- Copyright (c) 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. -->
<!-- MIBS Used
CISCO-PROCESS-MIB.my
ENTITY-MIB.my
-->
<ns:PollerList
xmlns:ns="http://cisco.com/mwtm/poller">
<Poll name="CPU" reportId="CPU">
<Criteria>CISCO_PROCESS_MIB</Criteria>
<PollDefinition>
cpmCPUTotalTable = poll("cpmCPUTotalIndex,
cpmCPUTotalPhysicalIndex,
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cpmCPUTotal5minRev,
cpmCPUTotal1minRev");
cpmCPUThresholdTable = poll("cpmCPUTotalIndex,
cpmCPUThresholdClass,
cpmCPURisingThresholdValue,
cpmCPUFallingThresholdValue");
cpmCPUThresholdTable =
cpmCPUThresholdTable.filter(cpmCPUThresholdClass == 1);
cpmCPUTotalTable =
cpmCPUTotalTable.leftJoin(cpmCPUThresholdTable,
(cpmCPUTotalTable.cpmCPUTotalIndex == cpmCPUThresholdTable.cpmCPUTotalIndex));
</PollDefinition>
<ProcessPollResult>
setCpuInfo();
fiveMinUtil
oneMinUtil
risingThreshold
fallingThreshold

=
=
=
=

cpmCPUTotal5minRev / 100;
cpmCPUTotal1minRev / 100;
cpmCPURisingThresholdValue / 100;
cpmCPUFallingThresholdValue / 100;

</ProcessPollResult>
<ProcessDBSummary name="CPU" baseTableName="CPU">
<Var name="CPUSlot"
<Var name="CPUNum"
<Var name="CPUDescr"

type="Integer" key="true">cpuSlot</Var>
type="Integer" key="true">cpuNum</Var>
type="String" key="true">cpuDescr</Var>

<Var name="CPUUtilMax5min" type="Double" operation="Max">fiveMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilAvg5min" type="Double" operation="Avg">fiveMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilMax1min" type="Double" operation="Max">oneMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilAvg1min" type="Double" operation="Avg">oneMinUtil</Var>
<Var name="CPURisingThreshold" type="Double">risingThreshold</Var>
<Var name="CPUFallingThreshold" type="Double">fallingThreshold</Var>
</ProcessDBSummary>
</Poll>
<CSV name="CPU" location="gateway" listen="CPU">
<Column name="Slot">CPUSlot</Column>
<Column name="Number">CPUNum</Column>
<Column name="Description">CPUDescr</Column>
<Util
<Util
<Util
<Util

name="CPUUtilMax5min">CPUUtilMax5min</Util>
name="CPUUtilAvg5min">CPUUtilAvg5min</Util>
name="CPUUtilMax1min">CPUUtilMax1min</Util>
name="CPUUtilAvg1min">CPUUtilAvg1min</Util>

<Column name="CPURisingThreshold">CPURisingThreshold</Column>
<Column name="CPUFallingThreshold">CPUFallingThreshold</Column>
</CSV>
<!-- *** CPU Utilization *** -->
<WebReport name="wrnCPUUtil"
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category="level1Resources,level2CPU"
reportId="CPU"
context="Network,Node,CPUSlot,CPUNum,CPUDescr"
textProps="cpu"
sortWeight="2">
<Criteria>CISCO_PROCESS_MIB</Criteria>
<GraphView>
<GraphSummary title="gstCPUUtil" />
<Graph title="gtCPUUtilAvg" >
<Util name="genCPUUtilAvg">CPUUtilAvg5min</Util>
</Graph>
<Graph title="gtCPUUtilPeak" >
<Util name="genCPUUtilPeak">CPUUtilMax5min</Util>
</Graph>
<LeafGraph title="gtCPUUtil" >
<Util name="genCPUUtilAvg">CPUUtilAvg5min</Util>
<Util name="genCPUUtilPeak">CPUUtilMax5min</Util>
</LeafGraph>
</GraphView>
<TableView baseTable="CPU">
<IdLabel/>
<Label colSpan="2" name="cpuUtil5Min" />
<Label colSpan="2" name="cpuUtil1Min" />
<Label colSpan="2" name="cpuUtilThresh" />
<HeaderRow/>
<Link name="node" context="Node">fqdnid</Link>
<Link name="slot" context="CPUSlot">CPUSlot</Link>
<Link name="cpu" context="CPUNum">CPUNum</Link>
<Link name="cpuDes" context="CPUDescr">CPUDescr</Link>
<Time/>

<Util default="true" name="avg">
<Util
name="peak">

CPUUtilAvg5min</Util>
CPUUtilMax5min</Util>

<Util
<Util

CPUUtilAvg1min</Util>
CPUUtilMax1min</Util>

<Util
<Util
</TableView>

name="avg">
name="peak">

name="rising"> CPURisingThreshold</Util>
name="falling">CPUFallingThreshold</Util>

</WebReport>
</ns:PollerList>

レポート XML の主要要素
cpu.xml レポートには、7 つの主要セクションがあります。
• コメント：cpu.xml ファイルの先頭には、ポーリングされる MIB を示すコメントが記述されます。
なお、コメントは、XML ファイル内の任意の場所に配置できます。
すべてのレポート セクションは、PollerList と呼ばれる 1 つの XML セクション内に指定されます。
PollerList セクションの最初の行は、「http://cisco.com/mwtm.poller」を指定します。サンプル レポー
トで指定されているように、必ずこれを含めます。Poll セクションは、複数指定できます。
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Poll セクションは、XML ファイルの主要要素であり、4 つのセクションをカプセル化します。
Poll は、EventPoller.xsd スキーマ ファイル内で Processor 要素内に定義された要素が含まれる複合要
素型です。
• Criteria セクション：SystemCability.xml ファイルまたは UserCapability.xml ファイルに定義され
ている機能値を指定します。
「MIB 基準の指定（Criteria セクション）」（P.2-8）を参照してください。

• PollDefinition セクション：ポーリング結果を保管するための仮想テーブルを作成するレポート マ
クロを呼び出します。
「ポール名とレポート名の指定（Poll 要素）」（P.2-8）を参照してください。

• ProcessPollResult セクション：レポーティング マクロを呼び出し、計算式または他の方法を使用
してポーリング データを修正または整形する操作を実行します。
「ポール処理結果の指定（ProcessPollResult セクション）」（P.2-10）を参照してください。

• ProcessDBSummary セクション：レポート用のポーリングされたデータを保持する仮想テーブル
に対し、テーブルと行の形式をセットアップおよび操作します。定義された処理間隔が終了するた
びに、システムがその処理間隔のテーブル データをゲートウェイ上の物理データベースに書き込
みます。
「データベース スキーマへのデータの割り当て（ProcessDBSummary セクション）」（P.2-11）を参
照してください。
最後の 2 つのセクションは、ユーザ レポートの外観と形式を指定します。

• CSV：ユーザが CSV ビュー オプションを選択したときに作成される CSV ファイルのレイアウト
を指定します。
「CSV 出力ファイルと形式の指定（CSV セクション）」（P.2-12）を参照してください。

• WebReport：ユーザがグラフ ビュー オプションを選択したときに表示されるグラフィカル レポー
トの属性を指定します。WebReport セクションには次が含まれます。
– 属性：Prime Performance Manager のメニュー内で使用されるこのレポートの名前、レポート
ツリー内でこのレポートが表示される場所、このレポート データの取得元、この Web レポー
トのプロパティ ファイルなどを指定します。
「WebReport セクションの属性の指定」（P.2-13）を参照してください。

– GraphView：ユーザがグラフ ビュー オプションを選択したときに表示されるグラフ ビューの
属性を指定します。
「GraphView セクションのコーディング」（P.2-14）を参照してください。

– TableView：ユーザがテーブル ビュー オプションを選択したときに表示されるテーブル
ビューの属性を指定します。
「TableView セクションのコーディング」（P.2-16）を参照してください。

レポーティング マクロ
Prime Performance Manager ゲートウェイと一緒に提供されるレポート マクロを自分の XML コード内
で使用できます。一部のレポート マクロは、XML の特定のセクション内でのみ使用できます。レポー
ト マクロのリファレンス情報については、第 5 章「レポート マクロ リファレンス」を参照してくださ
い。
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レポートに使用される MIB を示すコメントの追加
レポートの先頭に、レポート用にポーリングされる MIB を示したコメントを含めます。cpu.xml ファ
イルでは、次のコメントが含まれています。
<!-- MIBS Used
CISCO-PROCESS-MIB.my
ENTITY-MIB.my
-->

MIB 基準の指定（Criteria セクション）
このセクションでは、レポート コーディングにおける高度な内容が処理されます。レポート用に MIB
を処理する際に使用される基準を指定します。

SystemCapability.xml により、Prime Performance Manager レポートのデフォルトの MIB 処理基準が
指定されます。SystemCapability.xml ファイルは編集しないでください。MIB 処理基準を修正する必
要がある場合は、UserCapability.xml ファイルを編集し、そこに独自の処理基準を指定します。

ポール名とレポート名の指定（Poll 要素）
Poll 要素：
• 次のように、ポーラーの名前とレポート ID を指定します。
name="CPU"

reportId="CPU"

ポーラーとレポート ID には一意の名前を割り当てる必要があります。
たとえば、cpu.xml ファイルを /user ディレクトリ内の別の XML ファイルにコピーする場合は、
/opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/system ディレクトリ内や /opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/user ディレ
クトリ内で重複しない新しい名前をポーラーとレポート ID に与えます。

• ポーリングおよびポーリング結果の処理をセットアップする下位の主要 XML セクションが含まれ
る複合 XML 要素です。

ポーリングする MIB 変数の指定（PollDefinition セクション）
ここでは、サンプル レポート コードの重要な部分である PollDefinition セクションについて見ていき
ます。このセクションでは、レポート用に実際に行われるポーリングをセットアップし、ポーリングさ
れたデータを、Prime Performance Manager がレポートの生成に使用する内部データベース テーブル
に割り当てます。
例 2-2 に、今回の cpu.xml レポートの PollDefinition セクションを示します。
例 2-2

PollDefinition セクション

<PollDefinition>
cpmCPUTotalTable = poll("cpmCPUTotalIndex,
cpmCPUTotalPhysicalIndex,
cpmCPUTotal5minRev,
cpmCPUTotal1minRev");
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cpmCPUThresholdTable = poll("cpmCPUTotalIndex,
cpmCPUThresholdClass,
cpmCPURisingThresholdValue,
cpmCPUFallingThresholdValue");
cpmCPUThresholdTable =
cpmCPUThresholdTable.filter(cpmCPUThresholdClass == 1);
cpmCPUTotalTable =
cpmCPUTotalTable.leftJoin(cpmCPUThresholdTable,
(cpmCPUTotalTable.cpmCPUTotalIndex == cpmCPUThresholdTable.cpmCPUTotalIndex));
</PollDefinition>

このセクションでは、CISCO-PROCESS-MIB.my の特定の変数がポーリングされ、それらが 2 つの
テーブルに保管されます。

• cpmCPMTotalTable
• cpmCPUThresholdTable
これらの MIB オブジェクトは、CPU ロード モニタリングを提供する CISCO-PROCESS-MIB 内の標
準オブジェクトです。その他の情報およびコメントについては、CISCO-PROCESS-MIB.my ファイル
を参照してください。

POLL マクロ
実際のポーリングは、POLL マクロを使用して行われます。このマクロの構文は次のとおりです。

POLL(arg1, arg2 ... argn)
ここで、引数はポーリングされる MIB 変数のリストであり、引用符で囲まれます。

FILTER マクロ
次に、PollDefinition セクションは、PollDefinition オブジェクトに対して定義されるマクロ、FILTER
マクロを呼び出します。
cpmCPUThresholdTable =
cpmCPUThresholdTable.filter(cpmCPUThresholdClass == 1);

FILTER マクロの構文は次のとおりです。
FILTER(object, arg1)
ここで、object はマクロに渡されるテーブル オブジェクトです。arg1 はフィルタリング基準を指定し
ます。ここでは、cpmCPUThreshold クラスに基づいてフィルタリングしています。テーブル内で
cpmCPUThresholdClass 値が 1 のオブジェクトの CPU データは保持され、それに一致しないオブジェ
クトおよびそれらのデータはテーブルから削除されます。
ここまでで、cpmCPUTotalTable と cpmCPUThresholdTable の 2 つのテーブルができます。処理効率
を最大限に高めるために、これら 2 つのテーブルを 1 つの仮想テーブルに結合します。PollDefinition
セクションの次の行でそれが行われています。
cpmCPUTotalTable =
cpmCPUTotalTable.leftJoin(cpmCPUThresholdTable,
(cpmCPUTotalTable.cpmCPUTotalIndex == cpmCPUThresholdTable.cpmCPUTotalIndex))

これは、LEFTJOIN マクロを呼び出すことで行われます。このマクロは、cpmCPUThresholdTable と
cpmCPUTotalTable を照らし合わせ、インデックス値が同じならば、2 つのテーブルの行を 1 つのテー
ブルに結合します。
これで、すべての処理対象データが含まれる 1 つのテーブルができました。
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LEFTJOIN マクロ
LEFTJOIN マクロの構文は次のとおりです。
LEFTJOIN (object, arg1, arg2)
ここで、object と arg1 はテーブルです。arg2 は各行の一致条件です。
このマクロは、object と arg1 の結合結果のテーブルを返します。

object の行と arg1 の行は条件（arg2）が真の場合に結合されますが、object の各行は、arg1 に指定さ
れたオブジェクトのどの行とも一致しなくても、結果として得られるテーブルに保持されます。

ポール処理結果の指定（ProcessPollResult セクション）
ProcessPollResult セクションは、CPU レポートに表示する情報を取得するために、データを操作し、
それを処理する変数をセットアップします。
例 2-3 に、cpu.xml ファイルの ProcessPollResult セクションを示します。
例 2-3

ProcessPollResult セクション

<ProcessPollResult>
setCpuInfo();
fiveMinUtil
oneMinUtil
risingThreshold
fallingThreshold

=
=
=
=

cpmCPUTotal5minRev / 100;
cpmCPUTotal1minRev / 100;
cpmCPURisingThresholdValue / 100;
cpmCPUFallingThresholdValue / 100;

</ProcessPollResult>

次のことを行う必要があります。

1. CISCO-PROCESS-MIB に定義されている 2 つの時間間隔での CPU 平均使用率についてパーセン
ト値を計算します。cpmCPUTotal5minRev は 5 分間隔、cpmCPUTotal1minRev は 1 分間隔です。
2. さらに、CPU 平均ピーク使用率についてパーセント値を計算します。この数値の計算に使用され
るデータは、cpmCPURisingThresholdValue 値と cpmCPUFallingThresholdValue 値に保管されてい
ます。

3. SETCPUINFO マクロを呼び出すことから始めます。このマクロは、インデックスの指定がなけれ
ば、テーブル内にデータが返される CPU ごとに、CPU の説明、CPU 番号、および CPU スロット
を単純に設定します。

CPU 平均使用率と CPU 平均ピーク使用率の決定に使用されるパーセント値は、各 MIB 変数のデータ
を 100 で割ることにより計算されます。
これで、Prime Performance Manager レポートに表示するデータが得られました。
次に、計算された値を Prime Performance Manager ゲートウェイのデータベースに割り当てます。こ
れは、XML コードの次のセクション（ProcessDBSummary セクション）で行われます。
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データベース スキーマへのデータの割り当て（ProcessDBSummary
セクション）
ProcessDBSummary セクションは、レポートに表示される順序でデータが並ぶテーブル行を仮想デー
タ テーブル内にセットアップします。
例 2-4 に、cpu.xml レポートの ProcessDBSummary セクションを示します。
例 2-4

ProcessDBSummary セクション

<ProcessDBSummary name="CPU" baseTableName="CPU">
<Var name="CPUSlot"
<Var name="CPUNum"
<Var name="CPUDescr"

type="Integer" key="true">cpuSlot</Var>
type="Integer" key="true">cpuNum</Var>
type="String" key="true">cpuDescr</Var>

<Var name="CPUUtilMax5min" type="Double" operation="Max">fiveMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilAvg5min" type="Double" operation="Avg">fiveMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilMax1min" type="Double" operation="Max">oneMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilAvg1min" type="Double" operation="Avg">oneMinUtil</Var>
<Var name="CPURisingThreshold" type="Double">risingThreshold</Var>
<Var name="CPUFallingThreshold" type="Double">fallingThreshold</Var>
</ProcessDBSummary>

ProcessDBSummary セクションの最初の行は、ポールの名前とレポートの名前を指定します。
ProcessDBSummary セクション内の残りのコードは、基本的に、仮想データベースの各行にセット
アップされるカラムをセットアップします。
今回の cpu.xml レポートで使用されるコードは、実際には process.xml ファイルに定義されている「ボ
イラープレート」ProcessDBSummary セクションをモデルにしています。process.xml ファイルのコー
ドを他のレポート内にコピーして CPU プロセス情報を表示することはできますが、process.xml ファイ
ルを修正することはしないでください。
一部のテーブル カラムの操作変数で指定されている操作は、EventPoller.xsd スキーマ ファイルに定義
されています。
このコードは、カラムをセットアップする変数でテーブル カラムをセットアップします。たとえば、
このセクションの最初の 3 行は、CPU スロット番号、CPU 番号、CPU の説明をセットアップします。
<Var name="CPUSlot"
type="Integer" key="true">cpuSlot</Var>
<Var name="CPUNum"
type="Integer" key="true">cpuNum</Var>
<Var name="CPUDescr"
type="String" key="true">cpuDescr</Var>

レポートの [Average Utilization] パートと [Peak Utilization] パートに使用される 2 つのカラムには、
平均値と最大値の計算が必要です。これらは、次のように operation="Max" や operation = "Avg" が
含まれる行で指定されます。
<Var name="CPUUtilMax5min" type="Double" operation="Max">fiveMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilAvg5min" type="Double" operation="Avg">fiveMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilMax1min" type="Double" operation="Max">oneMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilAvg1min" type="Double" operation="Avg">oneMinUtil</Var>

ポーリング データおよびそのデータから計算された値は、ユーザが Prime Performance Manager ユー
ザ インターフェイスで選択する任意の CPU レポートで使用できるように、メモリ内の仮想テーブルに
保持されます。

Cisco Prime Performance Manager 1.0 統合開発者ガイド
OL-24598-01-J

2-11

第2章

レポートの記述

レポートのコーディング

定義されたポーリング間隔が終了するたびに、その指定されたポーリング間隔でセットアップされた仮
想テーブルのデータが Prime Performance Manager ゲートウェイ上の物理データベースに書き込まれ
ます。
ここまでで、各ポーリング対象デバイスをレポートするための、MIB のポーリングされた変数からの
データの抽出、データの操作、およびテーブルのセットアップが完了しました。
次に、レポートの形式について指定することができます。これは、次の 2 つのセクション（CSV セク
ションと WebReport セクション）で行われます。

CSV 出力ファイルと形式の指定（CSV セクション）
CSV セクションは、ユーザが CSV レポート オプションを選択した際にデータがカンマ区切り値
（CSV）ファイルに書き込まれるときのデータのレイアウトを指定します。
例 2-5 に、cpu.xml レポートの CSV セクションを示します。
例 2-5

CSV セクション

<CSV name="CPU" location="gateway" listen="CPU">
<Column name="Slot">CPUSlot</Column>
<Column name="Number">CPUNum</Column>
<Column name="Description">CPUDescr</Column>
<Util
<Util
<Util
<Util

name="CPUUtilMax5min">CPUUtilMax5min</Util>
name="CPUUtilAvg5min">CPUUtilAvg5min</Util>
name="CPUUtilMax1min">CPUUtilMax1min</Util>
name="CPUUtilAvg1min">CPUUtilAvg1min</Util>

<Column name="CPURisingThreshold">CPURisingThreshold</Column>
<Column name="CPUFallingThreshold">CPUFallingThreshold</Column>
</CSV>

CSV セクションの最初の行は、3 つの値を指定します。
• レポートの名前。
• レポートの場所（この例では、Prime Performance Manager ゲートウェイ）および listen 変数（使
用されるポーラー）。

CSV セクションの残りの行は、テキスト文字列またはデータベース カラム データを単純に指定しま
す。
Column name="Slot">CPUSlot</Column>
<Column name="Number">CPUNum</Column>
<Column name="Description">CPUDescr</Column>
<Util
<Util
<Util
<Util

name="CPUUtilMax5min">CPUUtilMax5min</Util>
name="CPUUtilAvg5min">CPUUtilAvg5min</Util>
name="CPUUtilMax1min">CPUUtilMax1min</Util>
name="CPUUtilAvg1min">CPUUtilAvg1min</Util>

<Column name="CPURisingThreshold">CPURisingThreshold</Column>
<Column name="CPUFallingThreshold">CPUFallingThreshold</Column>

これで、Web レポートをセットアップする準備が整いました。
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Web レポートのセットアップ（WebReport セクションと TableView セ
クション）
WebReport セクション（XML 要素）には次のものが含まれます。
• 属性：Prime Performance Manager のメニュー内で使用されるこのレポートの名前、レポート ツ
リー内でこのレポートが表示される場所、このレポート データの取得元、この Web レポートのプ
ロパティ ファイルなどを指定します。

• GraphView セクション：レポートのグラフ ビューをセットアップします。
• TableView セクション：レポートのテーブル ビューをセットアップします。

WebReport セクションの属性の指定
WebReport セクションの属性は、レポートが表示される場所と使用するデータを決める重要な情報を
指定します。
各属性は、XML レポートのプロパティ ファイルで指定されている値を設定します。cpu.xml レポート
のプロパティ ファイルの詳細については、「WebReport セクションの属性の指定」（P.2-13）を参照し
てください。
例 2-6 に、cpu.xml ファイルの WebReport セクションに指定されている属性を示します。
例 2-6

WebReport の属性

<WebReport name="wrnCPUUtil"
category="level1Resources,level2CPU"
reportId="CPU"
context="Network,Node,CPUSlot,CPUNum,CPUDescr"
textProps="cpu"
sortWeight="2">

例 2-6 に示されているコードは、次の属性を設定しています。

• name：一意の名前を指定します。これは、プロパティ ファイル（cpu.properties）で指定されま
す。Prime Performance Manager のメニューに表示されるレポート名になります。
• category：Prime Performance Manager のレポート ツリー内でこのレポートが表示される場所を指
定します。

CPU レポートが [Resources] レポート カ
テゴリの下に表示され、テキスト「CPU」で識別されることを指定しています。

category="level1Resources,level2CPU" の行は、この

• context：レポートで使用可能なドリルダウン オプションと、レポートを表示できる場所を指定し
ます。

• textProps：使用するプロパティ ファイルの名前を指定します（cpu.properties）。
• sortWeight：割り当てられたカテゴリ内でのレポートのソート順序を指定します。
sortWeight=2 の行は、この

CPU レポートが [Resources] メニュー上で 2 番目のレポートであるこ

とを指定しています。

プロパティ ファイルの使用方法
プロパティ ファイルの目的は 1 つだけです。それは、Web GUI に表示されるテキスト文字列を保持す
る変数をセットアップすることであり、これらの変数は、ユーザがグラフ ビューまたはテーブル
ビューを選択した際に使用されます。
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例 2-7 に、cpu.xml レポートのプロパティ ファイルを示します。
例 2-7

cpu.properties ファイル

level1Resources = Resources
level2CPU
= CPU
#CPU Utilization
wrnCPUUtil
= CPU Utilization
gstCPUUtil
= CPU Utilization
gtCPUUtilAvg

= CPU Average Utilization

genCPUUtilAvg

= Average Utilization

gtCPUUtilPeak

= CPU Average Peak Utilization

gtCPUUtil

= CPU Average and Peak Utilization

genCPUUtilPeak

= Peak Utilization

avg
peak

= Avg
= Peak

rising
falling

= Rising
= Falling

node
slot
cpu
cpuDes

=
=
=
=

Node
Slot
CPU
CPU Description

cpuUtil5Min
= 5 Min Util
cpuUtil1Min
= 1 Min Util
cpuUtilThresh = Threshold

GraphView セクションのコーディング
GraphView セクションは、レポートのグラフ ビューをセットアップします。これには、次のものが含
まれます。

• レポート ツリー内でレポートが表示されるレベル
• レポート ID
• レポートを表示可能なコンテキスト
• レポート内のテキスト表示
• マスター レポート リスト内でのレポートの順序
表示されるテキストは、例 2-8 に示されているように、レポートのプロパティ ファイルに定義された
変数を使用して指定する必要があります。
例 2-8 に、cpu.xml レポートの GraphView セクションを示します。
例 2-8

GraphView セクション

<GraphView>
<GraphSummary title="gstCPUUtil" />
<Graph title="gtCPUUtilAvg" >

Cisco Prime Performance Manager 1.0 統合開発者ガイド

2-14

OL-24598-01-J

第2章

レポートの記述
レポートのコーディング

<Util name="genCPUUtilAvg">CPUUtilAvg5min</Util>
</Graph>
<Graph title="gtCPUUtilPeak" >
<Util name="genCPUUtilPeak">CPUUtilMax5min</Util>
</Graph>
<LeafGraph title="gtCPUUtil" >
<Util name="genCPUUtilAvg">CPUUtilAvg5min</Util>
<Util name="genCPUUtilPeak">CPUUtilMax5min</Util>
</LeafGraph>
</GraphView>

GraphsSummary 要素は、Prime Performance Manager GUI でレポート グラフの上に表示されるタイト
ルを指定します。
<GraphSummary title=”gstCPUUtil” />

この場合、タイトルは、プロパティ ファイル内の gstCPUUtil 変数で指定されたもの（「CPU

Utilization」）になります。
最初のレポート表示時のサマリー テーブルの非表示化
レポートが初めて表示されるときにサマリー テーブルを非表示にする場合は、minimized 属性を次の
例のように使用できます。
<GraphSummary title="ifDashboard" minimized="true"/>

（注）

Prime Performance Manager 1.0.2 では、ユーザ単位でサマリー タイトルの表示を変更できます。

Graph セクションのコーディング
GraphView セクション内の Graph セクションは、グラフ ビューに表示されたグラフを識別するテキス
ト文字列を指定します。この CPU レポートでは、2 つのグラフがプロパティ ファイルの定義に従って
識別されます。識別されるグラフは、CPU Average Utilization と CPU Average Peak Utilization です。
Graph セクション内では、次のことができます。
• Column 要素をコーディングすることにより、データベースの値を「そのまま」表示できます。
• Util 要素をコーディングすることにより、データに対して操作を実行できます。

cpu.xml レポートの Graph セクション内のコードは、基準値の 100 倍の Util 値を指定しています。

LeafGraph セクションのコーディング
レポートのセットアップがサブレポートを使用して最低レベルにまでドリルダウンしたとき、レポート
対象のオブジェクトのインスタンスが 1 つしか残っていなければ、そのオブジェクトのさまざまなデー
タ メトリックを 1 つのグラフに合成できます。これは、LeafGraph セクションをコーディングして行
います。
たとえば、CPU レポートの場合、ユーザは、各プロセッサの [CPU Description] カラム内にあるテキス
トをクリックして、CPU Average and Peak Utilization レポートと呼ばれる合成されたレポートを表示
できます。このようなサブレポートは、LeafGraph セクションで定義されます。

CPU レポートの LeafGraph セクションは、次のように指定されています。
<LeafGraph title="gtCPUUtil" >
<Util name="genCPUUtilAvg">CPUUtilAvg5min</Util>
<Util name="genCPUUtilPeak">CPUUtilMax5min</Util>
</LeafGraph>
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LeafGraph セクションの title 属性は、プロパティ ファイルの変数（gtCPUUtil）を指定しています。
この変数は、リーフ レポートのタイトル「CPU Average and Peak Utilization」を指定しています。
Util セクションは、リーフ レポート「Peak Utilization and Average Utilization」の上部のテーブルに表
示される 2 つのレポート項目のタイトルを指定しています。Util 変数は、表示されるテーブル データ
を指定しています。

TableView セクションのコーディング
cpu.xml レポートの最後のセクションは、レポートのテーブル ビューの形式を設定します。
例 2-9 に、cpu.xml レポートの TableView セクションを示します。
例 2-9

TableView セクション

<TableView baseTable="CPU">
<IdLabel/>
<Label colSpan="2" name="cpuUtil5Min" />
<Label colSpan="2" name="cpuUtil1Min" />
<Label colSpan="2" name="cpuUtilThresh" />
<HeaderRow/>
<Link name="node" context="Node">fqdnid</Link>
<Link name="slot" context="CPUSlot">CPUSlot</Link>
<Link name="cpu" context="CPUNum">CPUNum</Link>
<Link name="cpuDes" context="CPUDescr">CPUDescr</Link>
<Time/>

<Util default="true" name="avg">
<Util
name="peak">

CPUUtilAvg5min</Util>
CPUUtilMax5min</Util>

<Util
<Util

CPUUtilAvg1min</Util>
CPUUtilMax1min</Util>

name="avg">
name="peak">

<Util
<Util
</TableView>

name="rising"> CPURisingThreshold</Util>
name="falling">CPUFallingThreshold</Util>

図 2-1 に、CPU レポートのテーブル ビューを示します。
図 2-1

テーブル ビューの例

TableView セクション内のコードは、テーブルのレイアウトをセットアップする属性を指定します。
• 図 2-1 に示されているように、見出しには、2 つの副見出しを持つものがあります。たとえば、[5
Min Util] には [Avg] と [Peak] の副見出しがあり、[Threshold] には [Rising] と [Falling] の副見出
しがあります。
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これらは、3 つの Label セクションで指定されます。
<Label colSpan="2" name="cpuUtil5Min" />
<Label colSpan="2" name="cpuUtil1Min" />
<Label colSpan="2" name="cpuUtilThresh" />

colSpans 属性は、主見出しが 2 つのサブカラムにわたることを指定しています。name 属性は、プ
ロパティ ファイルの指定に従って見出しのテキストを定義する変数を指定します。たとえば、

cpuUtil5Min は、5 Min Util という文字列を指定しています。
• いくつかのレポート カラムには、他の項目へのリンクが含まれています。たとえば、[CPU
Description] カラムには、選択された CPU のレポートを表示するリンクが含まれています。また、
[CPU Description] カラムには、選択されたノードのレポートを表示するリンクが含まれています。
これらのリンクは、次のように Link セクションで定義されます。
<Link name="node" context="Node">fqdnid</Link>
<Link name="slot" context="CPUSlot">CPUSlot</Link>
<Link name="cpu" context="CPUNum">CPUNum</Link>

各 Link セクションの name 属性は、項目を説明する文字列（プロパティ ファイル内の変数で定義
される）を指定します。たとえば、slot ならば「Slot」が指定されます。context 属性は、
ProcessDBSummary セクション内のカラムを指定します。たとえば、slot の場合、CPUSlot の
データ カラムが表示されます。

Time セクションは、時間範囲レポートごとのデータが含まれる DBSummary テーブルのカラム
と、サブカラムの見出しを指定します。たとえば、[Threshold] カラムの [Rising] サブカラムに対
し、このコードは Util 値を指定しています。
<Util name="rising"> CPURisingThreshold</Util>

Util 操作をデータに適用したくない場合は、代わりに Column 要素をコーディングできます。この
場合、データは変更されずに表示されます。

オンライン ヘルプ ファイルの提供
レポートを作成した後、そのレポート用のオンライン ヘルプ ファイルを提供できます。レポートのカ
スタマイズされたオンライン ヘルプを提供した場合、ユーザがレポートの [Help] ページで [Custom
Help] を選択すると、そのオンライン ヘルプが表示されます。
独自のオンライン ヘルプ ファイルを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

レポートのタイトルが含まれる HTML ファイルを作成します。たとえば、レポートの名前が test.xml
の場合、test.xml.custhlp.html という名前の HTML ファイルを作成します。

ステップ 2

ファイルの中身を記述します。

ステップ 3

このヘルプ ファイルをゲートウェイ上の次のディレクトリにコピーします。

/opt/CSCOppm-gw/apache/share/htdocs/reportHelp/user/

オンライン ヘルプ ファイルの手動生成
システムによって生成されるオンライン ヘルプ ファイルを手動で生成する場合は、ゲートウェイのコ
マンド ラインから次を入力します。
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ppm docreps

ベスト プラクティス
ここでは、レポートを作成する際に従う必要のあるベスト プラクティスについていくつか説明します。

/system ディレクトリ内のファイルを編集しない
/opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/system ディレクトリ内のファイルを編集してはなりません。既存のレ
ポート ファイルとそれに関連したプロパティ ファイルを新規のカスタマイズされたレポートのひな形
として使用する場合は、それらのファイルを /opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/user ディレクトリにコ
ピーし、その場所でそれらを編集します。

SystemCapability.xml ファイルを編集しない
SystemCapability.xml ファイルを編集してはなりません。このファイルは、/opt/CSCOppm-gw/etc
ディレクトリにあります。独自のレポートに使用される機能を修正するには、必要に応じて
UserCapability.xml ファイルを編集します。このファイルも /opt/CSCOppm-gw/etc ディレクトリにあ
ります。

新しい .xml ファイルと .properties ファイルは /user ディレクトリに追加
新しい .xml ファイルまたは .properties ファイルを追加する必要がある場合は、それらのファイルを
/opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/user ディレクトリに追加し、編集します。

既存のレポートで使用されるスキーマを修正する際は注意すること
レポートのコードを作成するとき、以前に作成されたレポートで使用されるスキーマを修正する際は注
意してください。内部スキーマを、それに影響を及ぼす既存のコーディングを考慮せずに修正すると、
内部データベースが不安定になって、データベースの再初期化が必要になる場合があります。

レポートには一意のポーラー名、レポート ID、およびデータベース テーブ
ル名を使用
レポートには常に一意のポーラー名、レポート ID、およびデータベース テーブル名を使用してくださ
い。既存の名前を使用すると、重大なシステムの問題が発生する可能性があります。

プロパティ ファイルを使用して共通の設定を指定
レポートの XML ファイルに関連付けられた .properties ファイルを使用して、レポートの複数のセク
ションで使用される設定や複数のレポート間で使用される設定を指定します。これにより、処理の一貫
性が保証され、同じ変数を複数回コーディングすることにより発生する可能性のある誤りも排除できま
す。
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データベースに保管するためのデータ計算を最適化
レポートを作成するとき、レポートで使用されるデータ計算を最適化します。これにより、システムの
処理時間が短縮されます。

タスク リファレンス
ここでは、レポートの作成中に実行する可能性のある一般的なタスクのリファレンス情報を提供しま
す。

5 分のレポートのイネーブル化
5 分のレポートは、デフォルトではイネーブルになっていません。5 分のレポーティングをイネーブル
にするには、レポートに対応する XML レポート定義ファイルを編集します。ProcessDBSummary セ
クションと WebReport セクションに interval 属性を追加する必要があります。
ここでは、cpu.xml レポート定義ファイル内で、interval 属性を CPU 使用率レポートに追加して 5 分の
レポーティングをイネーブルにする例を示します。
<ProcessDBSummary name="CPU" baseTableName="CPU" interval="Min5Min15HourlyDaily">
<WebReport name="wrnCPUUtil"
category="wrcVendor,wrcCategory"
reportId="CPU"
context="Network,Node,CPUSlot,CPUNum,CPUDescr"
textProps="cpu"
sortWeight="2" interval="Min5Min15HourlyDaily">

5 分の間隔は、interval="Min5Min15MinHourlyDaily" で定義されています。この属性は、デフォルト
では定義されません。定義されていなければ、15 分、毎時、および毎日のレポートがデフォルトとし
て設定されます。
5 分のレポーティングは、グローバルにイネーブルにすることも必要です。これは、管理ユーザが Web
UI を介して [Reports Settings] ページ上で行います。5 分のレポートが取得されるデバイスの SNMP
ポーリング間隔は、管理者が Web UI の [SNMP] タブ上で設定する必要があります（ここにそのページ
への参照を追加）。

（注）

5 分のレポートをイネーブルにすると、PPM ユニットに必要なリソース量が大幅に増加します。

テーブルとビューのドロップ
レポートの作成中、テーブルが破損したり、テーブルの定義が変更されたりする可能性があります。そ
のため、データベース テーブルを削除することが必要になる場合があります。さらに、SQL ビュー全
体をドロップすることが必要になる場合もあります。

Cisco Prime Performance Manager では、SQL コマンドを使用して、テーブルやビューをドロップでき
ます。
ゲートウェイ上でテーブルとビューをドロップするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

http://<machine_name>:4440/ppm/jsp/dbquery.jsp にアクセスして次の

SQL コマンドを実行しま

す。
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Drop
Drop
Drop
Drop

ステップ 2

view stats_tablename_15min
view stats_tablename_hourly
view stats_tablename_daily
function sel_tablename

ユニット デバイス上で、http://<machine_name>:5440/ppm/jsp/dbquery.jsp にアクセスして次の
SQL コマンドを実行します。
Drop table stats_tablename_15min_timestamp
Drop table stats_tablename_hourly_timestamp
Drop table stats_tablename_daily_timestamp
Drop
Drop
Drop
Drop
Drop

view stats_tablename_15min
view stats_tablename_hourly
view stats_tablename_daily
function sel_tablename
function bulk_ins_tablename

既存のレポートへの新しいカラムの追加
新しいカラムを既存のレポートに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

「テーブルとビューのドロップ」（P.2-19）の手順にあるステップを実行します。
必要な MIB 属性が PollDefinition セクションでポーリングされていない場合は、ポーリング定義を修
正します。

ステップ 3

「ProcessPollResult セクションの修正」（P.2-21）の説明に従って必要な計算式を含めます。

ステップ 4

<ProcessDBSummary> 要素内で Var 要素を使用して、データベース テーブルに変数を追加します
（「ProcessDBSummary セクションの修正」（P.2-20）を参照）。

ステップ 5

変更内容を保存し、ゲートウェイとユニットを再起動します。

ProcessDBSummary セクションの修正
ProcessDBSummary セクションに変数を追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

必要な MIB 属性が PollDefinition セクションでポーリングされていない場合は、ポーリング定義を修
正します（「ポール定義の修正」（P.2-21）を参照）。

ステップ 2

計算式が必要な場合は、ProcessPollResult セクションにその計算式を追加します（「ProcessPollResult
セクションの修正」（P.2-21）を参照）。

ステップ 3

次の例のように、Var を使用して変数を追加します。
例 1：式の計算を必要としない変数の場合、ProcessDBSummary セクションでコードを次のように追
加します。
<ProcessDBSummary name="CPU" baseTableName="CPU">
<Var name="CPUSlot"
type="Integer" key="true">cpuSlot</Var>
</ProcessDBSummary>
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例 2：式の計算を必要とする変数の場合、次のように、計算式を ProcessPollResult セクションに追加
し（「ProcessPollResult セクションの修正」（P.2-21）を参照）、その結果を ProcessDBSummary セク
ションに追加します。
<ProcessPollResult>
fiveMinUtil

= cpmCPUTotal5minRev / 100;

</ProcessPollResult>
<ProcessDBSummary name="CPU" baseTableName="CPU">
<Var name="CPUUtilMax5min" type="Double" operation="Max">fiveMinUtil</Var>
<Var name="CPUUtilAvg5min" type="Double" operation="Avg">fiveMinUtil</Var>
</ProcessDBSummary>

ポール定義の修正
ポール定義を修正するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

MIB 属性のポーリング対象となる MIB テーブル名を MIBLevel セクションに含めます。
例：
<MIBLevel>CISCO_PROCESS_MIB</MIBLevel>

ここで、CISCO_PROCESS_MIB は MIB テーブル名です。
ステップ 2

次のように、poll 関数を PollDefinition セクションに含めます。
cpmCPUTotalTable = poll("cpmCPUTotalIndex,cpmCPUTotal5minRev");

ここで、cpmCPUTotalIndex と cpmCPUTotal5minRev は、CISCO_PROCESS_MIB の MIB 属性で
す。

ProcessPollResult セクションの修正
ProcessPollResult セクションを修正するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

必要な MIB 属性が PollDefinition セクションでポーリングされていない場合は、「ポール定義の修正」
（P.2-21）を参照してください。
計算式を記述し、それを変数に代入します。
たとえば、cpu.xml の場合、cpmCPUTotal5minRev はポーリングされた変数であり、計算される式は
cpmCPUTotal5minRev / 100 です。

ステップ 3

次のように、計算式を <ProcessPollResult> セクションに含めます。
<ProcessPollResult>
fiveMinUtil

= cpmCPUTotal5minRev / 100;

</ProcessPollResult>
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fiveMinUtil は、ユーザによって与えられた意味のある名前です。これは、ProcessDBSummary セク
ションなどの他の XML セクション内で使用できます。

Cisco Prime Network 内でのレポートの相互起動のセットアップ
Cisco Prime Performance Manager を Cisco Prime Network（Cisco Active Network Abstraction）と組
み合わせて使用する場合、Cisco ANA NetworkVision のデバイス ショートカット メニューからの
Prime Performance Manager レポートの相互起動をセットアップできます。
これを行うには、次の 2 つの方法があります。

• Prime Performance Manager GUI の使用
• ppm crosslaunch CLI コマンドの使用

Prime Performance Manager GUI の使用
Prime Performance Manager GUI を使用して相互起動をセットアップするには、次の手順を実行しま
す。
ステップ 1

メニュー ツリーから [Administrative] を選択します。

ステップ 2

[Prime Network] タブをクリックします。
[Prime Network Gateway] ページが表示されます。

ステップ 3

[Prime Network Gateway] ページ上で、Prime Network ゲートウェイにログインするためのパラメータ
を入力します。

ステップ 4

[Install Cross Launch] アイコンをクリックします。
Prime Performance Manager ゲートウェイは、Prime Network ゲートウェイと通信し、Cisco Prime
Performance Manager レポートのメニュー選択をデバイス ショートカット メニューに追加する BQL ス
クリプトを自動的にインストールします。
図 2-2 に例を示します。
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図 2-2

相互起動のメニュー選択のあるデバイス ショートカット メニュー

このプロセスは、[Performance] > [Device Reports] のメニュー選択を ANA のデバイス ショートカッ
ト メニューに追加します。
これで、ANA ユーザは、インストールされたレポートをサポートするノードまたはインターフェイス
からノード レベルまたはインターフェイス レベルのレポートを起動できるようになりました。

コマンド ラインの使用
Prime Performance Manager CLI を使用して相互起動をセットアップするには、ゲートウェイ上で次の
コマンドを入力します。
ppm crosslaunch
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独自レポートの相互起動の追加
Prime Performance Manager ゲートウェイ上の CSCOpm-gw/etc/bql/xl ディレクトリには、ANA 内の
相互起動ポイントを設定および削除するための BQL 例がいくつか含まれています。
表 2-1

Cisco Prime Performance Manager と一緒に提供される BQL 相互起動スクリプト

スクリプト名

説明

bgp.bql、bgp-remove.bql

ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）レ
ポート用の相互起動ポイントを追加、削除しま
す。

evc.bql、evc-remove.bql

イーサネット仮想回線（EVC）レポート用の相
互起動ポイントを追加、削除します。

if.bql、if-remove.bql

インターフェイス レポート用の相互起動ポイン
トを追加、削除します。

mpls-te-tunnel.bql、mpls-te-tunnel-remove.bql

MPLS トラフィック エンジニアリング レポート
用の相互起動ポイントを追加、削除します。

node.bql、node-remove.bql

ノード レベル レポート用の相互起動ポイントを
追加、削除します。

ospf.bql、ospf-remove.bql

OSPF レポート用の相互起動ポイントを追加、削
除します。

pwe3.bql、pwe3-remove.bql

Pseudo1wire Emulation Edge-to-Edge（PWE3）
レポート用の相互起動ポイントを追加、削除しま
す。

相互起動ポイントを設定する BQL スクリプトすべてに、それぞれの相互起動を削除するための BQL
ファイルが用意されていることに注意してください。
次の例では、Cisco ANA 内にノード レベルの相互起動ポイントを追加する相互起動 BQL を示します。
例 2-10 に、Prime Performance Manager レポートをノード レベルで起動するための [Performance] >
[Device Reports] メニュー選択をユーザに提供して、相互起動ポイントを追加する方法を示します。
例 2-10

node.bql ファイル

<command name="Set">
<param name="imo">
<value>
<management.IExternalLaunch>
<ID
type="Oid">{[ExternalLaunch(ContextImoType=com.sheer.imo.IManagedElement)(Name=deviceRepor
t)]}</ID>
<MenuCaption type="String">Device Reports</MenuCaption>
<MenuPath type="String">Performance</MenuPath>
<LineToExecute
type="String">$ppmProtocol$://$ppmWebAddress$:$ppmWebPort$/ppm/jsp/navMain.jsp?displayType
=reportTab&amp;FQDN=Node=$com.sheer.imo.IManagedElement.DeviceName$</LineToExecute>
</management.IExternalLaunch>
</value>
</param>
<param name="replace">
<value>true</value>
</param>
</command>
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例 2-11 に、この相互起動ポイントを削除するためのサンプル BQL を示します。
例 2-11

node-remove.bql ファイル

<command name="Delete">
<param name="oid">
<value>
<management.IExternalLaunch>
<ID
type="Oid">{[ExternalLaunch(ContextImoType=com.sheer.imo.IManagedElement)(Name=deviceRepor
t)]}</ID>
</management.IExternalLaunch>
</value>
</param>
</command>

独自のレポートを作成した後は、付属の BQL サンプルを修正し、相互起動をイネーブルにすること
で、Cisco ANA 内に相互起動ポイントを追加できます。
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レポートのテストとデバッグ
レポートをテストするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

レポートおよびそれに関連した .properties ファイルを /opt/CSCOppm-gw/etc/pollers/user ディレクト
リに保存します。

ステップ 2

Prime Performance Manager GUI で、[Reports] を選択し、[Reports Status] タブをクリックします。

ステップ 3

レポートのリストを下にスクロールして、自分のレポートを探します。

ステップ 4

自分のレポートの隣にあるチェックボックスをオンにし、[Save] アイコンをクリックします。
これでそのレポートはアクティブになります。

ステップ 5

レポート ツリーで、自分のレポートをクリックして起動します。

ステップ 6

エラー メッセージが表示されていないか確認します。

ステップ 7

Cisco Prime Performance Management レポートの相互起動をセットアップしている場合は、次の手順
を実行します。

a. Cisco ANA NetworkVision にログインします。
b. ネットワーク マップを起動します。
c. 相互起動がセットアップされているデバイスまたはネットワークの場所を探します。
d. 相互起動ポイントを右クリックします。
e. NetworkVision のデバイス ショートカットに [Performance] の選択（[Performance] > [Device
Reports] など）があることを確認します。
f. [Device Reports] をクリックし、Cisco Prime Performance Manager レポートが起動することを確
認します。

g. ANA から相互起動するようにセットアップしたレポートが、すべて使用可能で、正しく動作する
ことを確認します。

一般的な問題とエラー メッセージ
ここでは、レポートの実行時に発生する可能性のある一般的な問題のエラー メッセージを示し、それ
らの問題を解決する方法について説明します。
エラー メッセージを確認するには、次の手順を実行します。
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一般的な問題とエラー メッセージ

ステップ 1

ナビゲーション ツリーで、[Administrative] を選択します。

ステップ 2

[General] タブをクリックします。

ステップ 3

エラー メッセージを確認するには、[General] の見出しの下で、[Error Messages] を選択します。

ステップ 4

コンソール ログを確認するには、[System Logs] の下で、[Console Log] を選択します。

データベース テーブルの不安定化
自分のレポートによって変更されるテーブルが他のレポートからも使用されている場合、そのデータ
ベースは不安定になる可能性があります。
また、既存のデータベースに対してカラムの追加、カラムの名前変更、カラムの削除といった変更があ
る場合、テーブルとビューのドロップが必要です。これらのビューのドロップが、ゲートウェイとユ
ニットの両方で完了していることを確認して、不整合の発生を防ぎます。
テーブル ドロップとビュー ドロップの実行方法については、「テーブルとビューのドロップ」（P.2-19）
を参照してください。

不正な MIB 変数
自分のレポートで不正な MIB 変数が使用されると、エラー メッセージが表示されます。

MIB をチェックし、自分のレポート内の XML コードをチェックして、変数が正しく参照されている
ことを確認します。
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XML リファレンス
この章では、Prime Performance Manager レポートで使用される XML 要素のリファレンス情報につい
て示します。

Bits
ビット値を指定します。Column 要素で使用されます。

Bytes
バイト値を指定します。Column 要素で使用されます。

Column
Column 要素は、CSV セクションに含まれ、CSV レポートに表示されるカラムに対して見出しとテー
ブル カラムを指定します。

Criteria
Criteria 要素は、SystemCapbility.xml ファイルおよび UserCapability.xml ファイルの定義に従って、レ
ポートで使用される MIB 機能を指定します。
Criteria 要素は、Poll 要素の範囲内、および WebReport 要素の範囲内で使用できます。

CSV
CSV 要素には、CSV レポートのフォーマットおよび内容を指定する要素および属性が含まれます。
ユーザが CSV レポート形式を選択すると、この指定に従って CSV レポートがファイルに保存されま
す。
CSV 要素には次の要素が含まれます。
• Column
• Util
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GraphView

• Bits
• Bytes
• Util
• IpAddr
• Time

GraphView
レポートのグラフ ビューで使用されるグラフおよびサブグラフを指定します。次の要素が含まれます。

• Graph
• GraphSummary
• LeafGraph

IpAddr
IP アドレスを指定します。Column 要素で使用されます。

IdLabel
Column 要素で使用されます。

LeafGraph
LeafGraph の属性を指定します。LeafGraph は、複数の値を 1 つのグラフで表示します。GraphView
要素で使用されます。

Link
リンクを指定します。TableView セクションで使用されます。

PollDefinition
PollDefinition セクションは、レポート用にポーリングする MIB 変数を指定します。また、ポーリン
グのフィルタリングに使用されるレポート マクロを呼び出すこともできます。
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PollerList
PollerList 要素は、レポートの .xml ファイルの主要要素です。これにより、他のすべての要素がカプセ
ル化されます。

Poll
Poll 要素は拡張ベース「Processor」をカプセル化します。レポートの次の主要要素を指定します。
• Criteria
• PollDefinition
• ProcessPollResult
• ProcessDBSummary

ProcessDBSummary
ProcessDBSummary には、レポート データをメモリに保持するために使用される仮想テーブルを構築
するコードが含まれます。定義されたレポート期間が終了するたびに、テーブル データがゲートウェ
イ上の物理データベースに書き込まれます。

ProcessPollResult
ProcessPollResult セクションには、MIB データの処理方法を指定するコードが含まれます。

TableView
TableView 要素は、テーブル レポート ビューで使用される内容とテキストを指定します。TableView
要素には次の要素が含まれます。

• Label
• Link
• Util

Util
平均などの値を計算するユーティリティを指定します。GraphView 要素または TableView 要素で使用
します。
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WebReport

WebReport
WebReport 要素は、レポートのグラフ ビューで使用される要素およびテキスト文字列を指定します。
WebReport セクションには次が含まれます。
• GraphView
• TableView

Cisco Prime Performance Manager 1.0 統合開発者ガイド

4-4

OL-24598-01-J

CH A P T E R

5

レポート マクロ リファレンス
Cisco Prime Performance Manager レポート インターフェイスでは、レポート内で使用可能な多数の定
義済みレポート マクロが用意されています。
マクロの呼び出し方法には、次の 2 種類があります。

1. object.macro (arg1, arg2, arg3, etc.)
2. macro (object, arg1, arg2, arg3, etc.)
この章内の各リファレンス トピックでは、2 番目の方法の構文が示されています。
引数が角カッコ（[]）で囲まれている場合、その引数は省略可能であることを意味します。
引数が特定の型であることが示されている場合（オブジェクトは文字列型）、その引数は次のもので置
き換えることもできます。

• 同じ型を返すマクロ / アルゴリズム
または

• 数値型 / 文字列型の場合は数値 / 文字列値

マクロ
• 「BOOLEANVALUE」（P.5-3）
• 「BREAK」（P.5-3）
• 「CONTINUE」（P.5-3）
• 「DELTA」（P.5-3）
• 「DELTA NEXT」（P.5-3）
• 「DEVICETYPE」（P.5-4）
• 「DOUBLEVALUE」（P.5-4）
• 「ENDSWITH」（P.5-4）
• 「FILTER」（P.5-4）
• 「GETALL」（P.5-5）
• 「GETAVAILABILITYINFO」（P.5-5）
• 「GETCACHE」（P.5-5）
• 「GETHOSTADDRESS」（P.5-5）
• 「GETHOSTNAME」（P.5-6）
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• 「HASCAPABILITY」（P.5-6）
• 「HASVAR」（P.5-6）
• 「IF」（P.5-6）
• 「IFDESCR」（P.5-7）
• 「IFSPEED」（P.5-7）
• 「IFSPEEDRECEIVE」（P.5-7）
• 「INDEXOF」（P.5-7）
• 「INTERVALDURATION」（P.5-8）
• 「INTVALUE」（P.5-8）
• 「IOSVERSION」（P.5-8）
• 「IPADDRESS」（P.5-8）
• 「ISNULL」（P.5-9）
• 「ISTABLEEMPTY」（P.5-9）
• 「JOIN」（P.5-9）
• 「LASTVALUE」（P.5-9）
• 「LEFTJOIN」（P.5-10）
• 「LENGTH」（P.5-10）
• 「LONGVALUE」（P.5-10）
• 「MATCHES」（P.5-10）
• 「NEXTVALUE」（P.5-11）
• 「NOT」（P.5-11）
• 「PERSISTVALUE」（P.5-11）
• 「POLL」（P.5-11）
• 「POLLNEXT」（P.5-12）
• 「POLLPERSIST」（P.5-12）
• 「PUTCACHE」（P.5-12）
• 「RATE」（P.5-13）
• 「RETURN」（P.5-13）
• 「SETCPUINFO」（P.5-13）
• 「SETTIMEVARINFO」（P.5-13）
• 「SHORTVALUE」（P.5-14）
• 「STARTSWITH」（P.5-14）
• 「SUBSTRING」（P.5-14）
• 「SYSTIME」（P.5-14）
• 「TABLEINDICES」（P.5-15）
• 「TOPN」（P.5-15）
• 「TOSTRING」（P.5-15）
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BOOLEANVALUE
構文
BOOLEANVALUE (object)
マクロの説明
オブジェクトをブール形式に変換します。失敗すると、ヌルを返します。

BREAK
構文
BREAK()
マクロの説明

• ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
• その行およびそれ以降のすべての行に対する処理を中止します。

CONTINUE
構文
CONTINUE()
マクロの説明

• ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
• その行の処理をスキップし、次の行に進みます。

DELTA
構文
DELTA (object)
マクロの説明

ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
object パラメータは次のとおりです。
• 現在と前のポール値の差分（currentPolling – previousPolling）を返す数値型です。
• 最初のポールである（前の値がない）場合や数値がオーバーフローした場合など、発生する可能性
のある状態を考慮します。

DELTA NEXT
構文
DELTANEXT (object, arg1)
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マクロの説明
• object は数値型です。arg1 は文字列型であり、PollDefinition セクション内で前に作成された変数
のインデックスの名前です（オブジェクトと同じテーブル内に存在していなければならない）。

• 前のポーリングの代わりにデータベース内の次の行との間で DELTA マクロを呼び出すことができ
ます。
このマクロは、arg1 の行の値が変化するまで差分を計算し続けます。

DEVICETYPE
構文
DEVICETYPE (object)
マクロの説明

• SystemCapabilities.xml ファイル内でのみ使用され、ユーザが再び呼び出してはなりません。
• ノードのデバイス タイプを返します（通常、object は sysObjectOID）。

DOUBLEVALUE
構文
DOUBLEVALUE (object)
マクロの説明
オブジェクト（数値または文字列）を double 型に変換し、それを返します。失敗すると、ヌルを返し
ます。

ENDSWITH
構文
ENDSWITH (object, arg1)
マクロの説明

• object は文字列型で、arg1 も文字列型です。
• 文字列オブジェクトの末尾が文字列 arg1 の場合、真を返します。
• Java の endsWith 文字列関数と同様です。

FILTER
構文
FILTER (object, arg1)
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マクロの説明
• object はテーブルです。arg1 は条件です（ブール値の結果を返す）。

• 条件に合格しないアイテム（偽を返すアイテム）を削除した、オブジェクトのサブセットを返しま
す。

GETALL
構文
GETALL (object, arg1)
マクロの説明
• object はテーブルです。arg1 は文字列（キー）です。

• arg1 のカラム値をすべて返します。

GETAVAILABILITYINFO
構文
GETAVAILABILITYINFO()
マクロの説明

• PollDefinition セクション内でのみ使用されます。
• ノードから可用性情報（システムが起動しているかどうか）を取得します（MWTMCURRTIME、
sysUpTime、sysName、および可用性）。
• Poll セクション内のレポートでは、追加の引数として alwaysExecute="true" が必要です。

GETCACHE
構文
GETCACHE (object)
マクロの説明

• object はキャッシュ内のキーです。
• 指定されたキーに対する値を返します。
• このキャッシュは、他のポール定義内で後から情報を参照できるようにするキーと値のペアのリス
トです。

GETHOSTADDRESS
構文
GETHOSTADDRESS (object)
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マクロの説明

• ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
• object は IP アドレスです。
• ホスト アドレスを文字列形式で返します。

GETHOSTNAME
構文
GETHOSTNAME (object)
マクロの説明

• ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
• object は IP アドレスです。
• ホスト名を文字列形式で返します。

HASCAPABILITY
構文
HASCAPABILITY(arg1)
マクロの説明
デバイスが特定の MIB（arg1 で文字列として指定）に対応しているかどうかをチェックします。

HASVAR
構文
HASVAR (arg1)
マクロの説明

• SystemCapability.xml ファイル内でのみ使用されます。
• 指定された変数（arg1）がデバイスに存在する場合は真を返します。

IF
構文
IF (object, arg1, [arg2])
マクロの説明

object はブール型です。
• 2 つの引数が使用されると、object が真ならば arg1 を返すか実行し、object が偽ならばヌルを返し
ます。
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• 3 つの引数が使用されると、object が真ならば arg1 を返すか実行し、object が偽ならば arg2 を返
すか実行します。

IFDESCR
構文
IFDESCR ([object])
マクロの説明

• ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
• インターフェイスの説明を返します。先に検索することで、再ポーリングを防ぎます。
• オプションの引数は、この操作のインデックス キーです（デフォルトは ifIndex）。

IFSPEED
構文
IFSPEED ([object])
マクロの説明

• ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
• インターフェイスの設定速度を返します。
• オプションの引数は、この操作のインデックス キーです（デフォルトは ifIndex）。

IFSPEEDRECEIVE
構文
IFSPEEDRECEIVE ([object])
マクロの説明
• インターフェイスの受信速度を返します。

• オプションの引数は、この操作のインデックス キーです（デフォルトは ifIndex）。

INDEXOF
構文
INDEXOF (object, arg1, [arg2])
マクロの説明
• object は文字列型、arg1 は文字列、arg2 は整数です。

• 2 つの引数（object と arg1）が使用されると、object 内で見つかった最初の arg1 の開始インデッ
クスを返します。
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• 3 つの引数が使用されると、object 内でインデックス番号 arg2 より後に見つかった最初の arg1 の
開始インデックスを返します。

• Java の indexOf 文字列関数と同様です。

INTERVALDURATION
構文
INTERVALDURATION ()
マクロの説明

• WebReport セクションと CSV セクションでのみ使用されます。
• 指定されたレポートの時間間隔を返します（秒単位）。
• レポートでは通常、15 分、1 時間、1 日などになります。

INTVALUE
構文
INTVALUE (object)
マクロの説明
オブジェクトを整数に変換します。エラーが発生すると、ヌルを返します。

IOSVERSION
構文
IOSVERSION (object)
マクロの説明

• SystemCapability.xml ファイル内でのみ使用されます（一度しか使用されません）。
• object が「sysDescr」の場合（通常の指定）、指定された文字列から IOS バージョンを解析します。

IPADDRESS
構文
IPADDRESS (object, [arg1, arg2])
マクロの説明

• ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
• object はオクテット文字列のアドレスです。arg1 と arg2 はオフセットです。
• 1 つの引数のみが使用されると、IP アドレスに変換されたオブジェクトを返します。
• 2 つの引数のみが使用されると、IP アドレスに変換されたオブジェクト（「arg1」のバイトから開
始）を返します。
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• 3 つの引数が使用されると、IP アドレスに変換されたオブジェクト（「arg1」のバイトから開始し、
「arg2」のバイトで終了）を返します。
• オフセットは、Java の substring 関数と同様です。

ISNULL
構文
ISNULL (object, [arg1])
マクロの説明

• 1 つの引数が使用されると、object がヌルならば真を返し、そうでなければ偽を返します。
• 2 つの引数が使用されると、object がヌルでなければ object を返し、object がヌルならば arg1 を
返します。

ISTABLEEMPTY
構文
ISTABLEEMPTY (object)
マクロの説明

• SystemCapability.xml ファイルと PollDefinition セクションでのみ使用されます。
• object はテーブルです。
• object が空の場合、真を返します。

JOIN
構文
JOIN (object, arg1, arg2)
マクロの説明

• PollDefinition セクション内でのみ使用されます。
• object と arg1 はテーブルです。arg2 は一致条件を指定します。
• object と arg1 を結合して得られたテーブルを返します。
• object の行と arg1 の行は、条件（arg2）が真になる場合に結合されます。

LASTVALUE
構文
LASTVALUE (object)
マクロの説明

• ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
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• object は取得する変数の名前です。
• 最後の値（初めて使用される場合はヌル）を返します。
• PERSISTVALUE マクロとともに使用されます。

LEFTJOIN
構文
LEFTJOIN (object, arg1, arg2)
マクロの説明
• object と arg1 はテーブルです。arg2 は一致条件です。

• object と arg1 を結合して得られたテーブルを返します。
• object の行と arg1 の行は、条件（arg2）が真になる場合に結合されます。ただし、object 内の各
行は、arg1 で指定されたオブジェクト内に一致する行がなくても、結果として得られるテーブル
に引き続き保持されます。

LENGTH
構文
LENGTH (object)
マクロの説明
• object は文字列型です。

• object 内の文字の数を返します。
• Java の length 文字列関数と同様です。

LONGVALUE
構文
LONGVALUE (object)
マクロの説明
オブジェクトを long 型に変換します。エラーが発生すると、ヌルを返します。

MATCHES
構文
MATCHES (object, arg1)
マクロの説明

• object は文字列です。arg1 は、Java の正規表現パターンです。
• arg1 の正規表現パターンが object 内で検出されると、真を返します。
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NEXTVALUE
構文
NEXTVALUE (object)
マクロの説明

• ProcessPollResult セクション内でのみ使用されます。
• object は変数名です。
• 現在の行の次のテーブル行にある変数を返します。

NOT
構文
NOT (object)
マクロの説明
object はブール型です。

object の反対を返します。

PERSISTVALUE
構文
PERSISTVALUE (object)
マクロの説明

• object は保存する変数の名前です。
• object の現在の値をポール間にわたって保存します。
• LASTVALUE マクロとともに使用されます。

POLL
構文
POLL (arg1, arg2)
マクロの説明

• PollDefinition セクション内でのみ使用されます。
• arg1 は、ポーリングする変数のリストです（二重引用符で囲まれ、カンマで区切られた変数のリ
スト）。arg2 は、再ポーリングしなくても他のポールで参照できるようにするために使用されるラ
ベルです。

• スカラ値のグループまたは同じインデックスを共有するテーブル変数のみをポーリングします。
現在および他のレポートで参照されるすべての変数を、同じポール マクロ内で同じラベルを使用して
ポーリングする必要があります。これにより、再ポーリングが回避されます。
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POLLNEXT
構文
POLLNEXT (arg1, arg2, arg3, arg4)
マクロの説明

• PollDefinition セクション内でのみ使用されます。
• 各引数の説明は次のとおりです。
– arg1 は、各行を一意に識別するインデックスです（二重引用符で囲まれ、カンマで区切られ
た変数のリスト）。

– arg2 は、ポーリングする変数のリストです（二重引用符で囲まれ、カンマで区切られた変数
のリスト）。

– arg3 は、ポーリングするインデックス変数のリストです。
– arg4 はブール値です。最後の行が直近のポーリングの最後の行と同じ場合でも最後の行を返
す場合に真にします。

• まだ取得していないデータを取得します（使用可能な次のデータを取得します）。

POLLPERSIST
構文
POLLPERSIST (arg1)
マクロの説明

• SystemCapability.xml ファイル内でのみ使用されます。
• arg1 は、ポーリングする変数のリストです。
• 値をポーリングし、現在のコンテキストに格納します（他の機能チェックですぐに使用するために
使用可能）。

PRINT
構文
PRINT ([object])
マクロの説明

• 引数が指定されなければ、空白行をコンソール ログに出力します（デバッグ用）。
• 1 つの引数が使用されると、そのオブジェクトをコンソール ログに出力します（デバッグ用）。

PUTCACHE
構文
PUTCACHE (object, arg1)
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マクロの説明
• object は使用するキーです。arg1 は使用する値です。

• キーと値のペア（object/arg1）をキャッシュに格納します。
• このキャッシュは、他のポール定義内で後から情報を参照できるようにするキーと値のペアのリス
トです。

RATE
構文
RATE (object, [arg1, arg2])
マクロの説明

• 1 つの引数が使用されると、オブジェクトに関する前回と今回のポーリング間での変化の速度を返
します（時間遅延に sysUpTime を使用して計算を実行）。
• 3 つの引数が使用されると（2 つの引数を使用するオプションはない）、オブジェクトに関する前回
と今回のポーリング間での変化の速度を返します。この場合、arg2 は時間に使用される値です。
arg3 は正しいメトリックを得るための乗数または変換係数です。つまり、秒数またはミリ秒数に
するために使用されます。
たとえば、変数 sysUpTime は、1/100 秒の単位で記録されるので、秒数にするには 100 の乗数が必
要です。

RETURN
構文
RETURN ()
マクロの説明

• PollDefinition セクション内でのみ使用されます。
• 現在のポーリング宣言の実行を停止します。

SETCPUINFO
構文
SETCPUINFO ([object])
マクロの説明

• CPU に関する情報（cpuDescr、cpuNum、cpuSlot）を設定します。
• CPU インデックスを上書きするには、object をその値に設定します。

SETTIMEVARINFO
構文
SETTIMEVARINFO (object, arg1, arg2)
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マクロの説明
• object は使用する時間変数です。arg1 は次回その変数を使用するかどうかのブール値です。arg2
はインデックスであり、値が変化するまでそのインデックスで使用します。

• 指定された引数に従って時間変数情報をコンテキストに設定します。

SHORTVALUE
構文
SHORTVALUE (object)
マクロの説明
オブジェクトを short 型にして返します。エラーが発生すると、ヌルを返します。

STARTSWITH
構文
STARTSWITH (object, arg1)
マクロの説明
• object は文字列型で、arg1 も文字列型です。

• 文字列オブジェクトが arg1 の文字列で始まる場合に真を返します。
• Java の startsWith 文字列関数と同様です。

SUBSTRING
構文
SUBSTRING (object, arg1, [arg2])
マクロの説明

• object は文字列型です。arg1 と arg2 は整数です。
• 2 つの引数が使用されると、object の arg1 インデックスから始まる文字列を返します。
• 3 つの引数が使用されると、object の arg1 インデックスから始まり、object の arg2 インデックス
で終わる文字列を返します。

• 最後の引数が object のサイズより大きい場合、ヌルを返します。
• Java の substring 文字列関数と同様です。

SYSTIME
構文
SYSTIME ()
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マクロの説明
現在のシステム時刻を返します（ミリ秒単位）。

TABLEINDICES
構文
TABLEINDICES (object)
マクロの説明
テーブル内の行を特定するために使用する値として object を設定します（二重引用符で囲まれ、カン
マで区切られた変数のリスト）。

TOPN
構文
TOPN (object,arg1,arg2)
マクロの説明

• PollDefinition セクションまたは ProcessDBSummary セクションで使用されます。
• object はテーブルです。arg1 はソートのキーになるカラムです。arg2 は取得するレコード数（n）
です。

• ソート キーの降順でソートされた行の上位 n（arg2）個を返します。
• ProcessDBSummary セクションの Filter セクション内で使用される場合、rows は、一般に、
ProcessDBSummary の実行が完了したときに設定されるオブジェクトとして使用可能な暗黙の変
数です。

TOSTRING
構文
TOSTRING (object)
マクロの説明
object を文字列形式で返します。
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