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グループ レポートの作成

次の各トピックでは、グループ レポートの作成方法について説明します。

• 「グループ レポートの概要」（P.3-1）

• 「コンテキスト」（P.3-2）

• 「グループ レポート」（P.3-3）

• 「Intradevice レポートの例」（P.3-4）

• 「Interdevice レポート」（P.3-6）

グループ レポートの概要
グループはオブジェクトをフィルタリングするために Prime Performance Manager で使用される構造

です。フィルタはオブジェクトのスタティックなリストまたは現在のコンテキストに含まれる属性のリ

ストで機能するアルゴリズムです。グループの構文は次のとおりです。

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:GroupList xmlns:ns2="http://cisco.com/ppm/poller">
<Group Id="1469001" editable="true" enabled="true" name="andyByName">
<Processing>
            Algorithm = If(Contains(DeviceName(), "ppm-cls"), true, false);
            Objects = ProcessorList( [ "Node=ems2941j",
                "Node=ems7606e",
                "Node=ems7606c",
                "Node=ems7609d" ] );
            Type = "Interface";
            Usage = ProcessorList( [ "AGG_INTERFACE",
                "GROUP_INTERFACE" ] );
</Processing>
</Group>
</ns2:GroupList>

グループ レポートの構文には、次の要素が含まれています。

• id：id は、グループの作成時に Prime Performance Manager によって割り当てられます。これは、

必須の sgmid でグループを一意に識別します。

• Editable：（true または false）false の場合グループは変更できません。これは高度な Prime 
Performance Manager の機能で使用されるためにインストール パッケージで提供されるシステム 
レベルのグループを対象としています。true に設定した場合、適切な権限を持つユーザはグループ

を編集してフィルタリングの動作を変更できます。

• Enabled：（true または false）false に設定するとこのグループは発信者にデータを返しません。

true に設定した場合、グループは入力データを処理し、適切な値を返します。
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コンテキスト
• Name：グループの作成者によって割り当てられ、グラフィカル ユーザ インターフェイスに表示さ

れる名前です。

• Algorithm：現在の行をグループの処理に含める必要があるかどうかを指定するためにグループが

現在のコンテキストで変数を使用する方法を定義します。アルゴリズムでは Prime Performance 
Manager のレポート構文を使用します。レポートの定義に使用される同じ演算子およびマクロが

アルゴリズムでも使用可能です。アルゴリズムの最終的な出力は、true または false の値である必

要があります。

• Objects：Objects は、Prime Performance Manager 内のオブジェクトをマップする完全修飾ドメイ

ン名（FQDN）のスタティックなリストです。FQDN は、次の例のように REST API インター

フェイスに指定されるのと同じ方法で指定できます。

Node=ems7609e
Node=ems7609e,ifDescr=CEM1/0/7
Node=ems7609e
Node=ems7604h,CPUSlot=1,CPUNum=1,CPUDescr=CPU of Routing Processor

このリストにオブジェクトが含まれることによってグループがポジティブ応答を渡すため現在の行

はグループの処理に含まれます。

Objects と Algorithm の構造は OR 関係にあり、現在の行がアルゴリズムまたはグループのオブ

ジェクト グループに一致する場合にポジティブ応答が生成されます。

• Type：グループに渡されるデータにタイプ タグを追加します。たとえば、ネットワーク レベルで

データをフィルタするグループは Network のタイプを指定しますが、特定のリージョンにデータ

をフィルタリングするグループは Regional のタイプを指定します。この 2 つの区別はレポート 
データをレビューする場合に役立ちます。

• Usage：この構造は統計情報を処理する際にどの DBSummaryProcessor または 
AggregatedDBSummary がこのグループを使用する必要があるかを示します。これは、グループ

をしきい値の処理にのみ使用する場合は必要のないパラメータです。

• DBSummaryProcessor：このプロセッサは単一のデバイスのコンテキスト内のデータの集約に使用

されます。たとえば、単一デバイスの gigabitethernet インターフェイスのすべてのトラフィックを

集約できます。

• AggregatedDBSummary：このプロセッサは、複数のデバイスにわたってデータを集約するために

使用されます。たとえば、複数のデバイスの 1 つのリージョンの gigabitethernet インターフェイス

のすべてのトラフィックを集約できます。

コンテキスト
コンテキストはグループを呼び出すロケーションによって定義されます。グループは、以下のいずれか

から呼び出されて実行されます。

• AggregatedDBSummary：グループが AggregatedDBSummary のコンテキストで使用される場合、

アルゴリズムに使用可能な属性のリストが AggregatedDBSummary がリッスンしている 
DBSummaryProcessor で定義された属性で構成されます。

• DBSummaryProcessor：グループが DBSummaryProcessor のコンテキストで使用される場合、属

性のリストが DBSummaryProcessor がリッスンしている ProcessPollResult で定義された属性で構

成されます。

• ThresholdProcessor：グループが ThresholdProcessor のコンテキストで使用される場合、アルゴリ

ズムに使用可能な属性のリストがしきい値のルートである DBSummaryProcessor または 
AggregatedDBSummary で定義された属性で構成されます。
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グループ レポート
グループ レポート
グループ レポートは複数のオブジェクトからの統計情報をグループ名およびグループ タイプで識別さ

れる単一行に集約します。グループ レポート タイプは InterDevice および IntraDevice です。

Intradevice レポート

Intradevice レポートでは単一のデバイス内のオブジェクトだけを処理します。これらは 
DBSummaryProcessor 定義で識別できます。DBSummaryProcessor には、次の定義済みの列がありま

す。

<Var name="Group" type="Group" />
<Var name="GroupType" type="GroupType" />

Intradevice 集約では、集約データは単一の DBSummaryProcessor セクションの範囲内で使用できま

す。DBSummaryProcessor セクションは、単一のデバイスの範囲内で実行されます。データはデータ

ベースへの書き込みが可能で、他のレポート データと同様にタイムリーに記録できます。Intradevice 
レポート データは、関連するデバイスを処理する装置に保存されます。

Interdevice レポート

InterDevice レポートは複数のデバイスの範囲全体のオブジェクトを処理し、AggregatedDBSummary 
定義で識別されます。Interdevice レポートは複数デバイスを対象にできるため、すべてのレポートの

処理およびデータ ストレージはゲートウェイで発生します。その装置の DBSummaryProcessors が
データを確定すると、データはゲートウェイに転送されます。ゲートウェイの 
AggregatedDBSummary はそのゲートウェイに定義されたすべてのグループをデータに適用します。

Interdevice の集約データは単一の DBSummaryProcessor セクション内で利用できないため、データは 
AggregatedDBSummary セクションによって処理されます。このセクションは DBSummaryProcessor 
の出力をリッスンします。データが複数のデバイスに集約されるため、AggregatedDBSummary は完

全なデータ セットが利用可能になる時期を認識しません。AggregatedDBSummary に関わるデバイス

は異なる時間でポーリングされることができます。したがって、Prime Performance Manager は指定さ

れた時間待機してすべてのデバイスがポーリングされたと想定します。これにより、データの生成が遅

れる可能性があります。AGG_MAX_DELAY システム プロパティを使用して結果を確定し記録するま

でに待機する時間の量を調整できます。デフォルトは次のとおりです。

aggMaxDelay = Long.getLong("AGG_MAX_DELAY", 3600000L);

この値を低く設定すると、いくつかのデバイスが指定した時間内にポーリングされていない可能性があ

り集約から除外されるので集約が不完全になることになる可能性があります。

AggregatedDBSummary レポートに対して、Count 変数が生成されるデータ行に追加されます。この

変数は、集計されるデータに関連するオブジェクトの数をカウントします。オブジェクト数がわかって

いると、複数のレポート間隔にまたがって集約されたデータを比較する場合に役立ちます。たとえば、

ネットワーク内のすべての FastEthernet インターフェイスを集約するグループがあるとします。最初の

レポート間隔では 15 台のデバイスで合計 30 の FastEthernet インターフェイスがありました。カウン

トは最初の間隔では 30 です。2 回目の間隔の間に 2 個の FastEthernet インターフェイスを持つ新しい

デバイスが検出されました。2 回目の間隔のカウントは 32 でした。AGG_MAX_DELAY より大きな

期間に対して 2 台のデバイスが到達不能になりこれらのデバイスにそれぞれ 2 個の FastEthernet イン

ターフェイスがあった場合、これらのデバイスが到達不能な場合の期間の間隔ではカウントは 28 です。

（注） Count 変数はレポートを集約する DBSummaryProcessor には使用可能ではなく、これはそのカウント

数が他の関連レポートを調べて判断することができるためです。
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Intradevice レポートの例
Intradevice レポートの例
interface.xml ファイルから抽出した次の例は、機能の一部とベスト プラクティスを示しています。次

は、非集約レポートに対する通常の ProcessDBSummary の定義です。

<ProcessDBSummarybaseTableName="INTERFACE" dbnum="0">

<Var name="ifDescr" type="String" key="true">ifFormattedName</Var>
<Var type="Integer">ifIndex</Var>
<Var type="Integer">ifType</Var>
<Var type="Double">txSpeed</Var>
<Var type="Long"   operation="Sum">txBytes</Var>
<Var type="Double" operation="Avg">txUtil</Var>
…
…  This portion removed in the interest of space
…    
</ProcessDBSummary>

次は、intradevice 集約 ProcessDBSummary の定義です。

<ProcessDBSummary name="GROUP_INTERFACE" baseTableName="GROUP_INTERFACE">

<Var name="Group" type="Group" />
<Var name="GroupType" type="GroupType" />

<Var type="Long"   operation="Sum">txBytes</Var>
<Var type="Double" operation="Avg">txUtil</Var>
…
… This portion removed in the interest of space
…    
</ProcessDBSummary>

上記の例で、以下がインターフェイス定義から削除されました :

<Var name="ifDescr" type="String" key="true">ifFormattedName</Var>
<Var type="Integer">ifIndex</Var>
<Var type="Integer">ifType</Var>
<Var type="Double">txSpeed</Var>

重複した ifIndex、ifDescr、ifType、および txSpeed 値は混乱するおそれがあるため、これらの変数は

集約に関係しません。上記の例では、以下の列が定義されました :

<Var name="Group" type="Group" />
<Var name="GroupType" type="GroupType" />

これらの列は intradevice 集約としてレポートを定義します。DBSummaryProcessor によってこれらの

フィールドが参照される際に、集約として処理され、またキー フィールドとしてグループ名およびグ

ループ タイプが送信されることがわかります。

次に示す CSV 定義は intradevice 集約に関連する next XML 定義です。

<CSV name="GROUPINTERFACE" location="gateway" listen="GROUP_INTERFACE" aggregate="true">

<Column name="GroupType">GroupType</Column>

<Column name="SendTotalPkts">txTotPkts</Column>
<Column name="SendTotalPktRate">txTotPkts / IntervalDuration()</Column>
…
… This portion removed in the interest of space
…    
</CSV>
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Intradevice レポートの例
例では、CSV プロセッサが定義された GROUP_INTERFACE プロセッサをリッスンします。

aggregate=true なので、CSV プロセッサは集約結果に基づいて CSV ファイルを生成します。集約され

た CSV レポート ファイルでグループ名がキー フィールドであり、そのためデータの一部として自動的

に含まれているため、グループ名への参照は提供されません。

WebReport 定義は intradevice 集約内の next xml 定義です。次の例には、関係のある項目が含まれてい

ます。

• category：この例では、レポート数が膨大なため IntraDevice がツリー内でそれ自身のレベルに分

割されています。より小規模なツリーでは、intradevice レポートおよび interdevice グループ レ
ポートを同じツリー レベルに置くことができます。

• reportId：レポートの起動で問題が発生することがあるため、このパラメータを使用する場合は注

意してください。通常のレポートから切り離してグループ レポートを制御し、interdevice レポー

トを intradevice レポートから指定するために、各レポート タイプの reportId が一義的である必要

があります。Prime Performance Manager インターフェイスでは、個々の webreports の適切なエ

ントリを指定するために interface.xml ファイルのポーリング構造内に次の 3 つの reportid が指定

されています。

<Poll name="Interface"  reportId="INTERFACE,INTERFACEINTRA,INTERFACEINTER">

• context：ナビゲーション ツリーの [Grouped Reports] 分岐の下にレポートを置くことを可能にし

ます。「Group」は [Grouped Reports] ツリー内のレポートの位置を決めるインジケータです。

• baseTable="GROUP_INTERFACE"：他のレポートと同様に、webreport が基づく DB テーブルを

指定する必要があります。

• Link：webreport 内に表示するためのサマリー テーブル、tableview、および凡例へのハイパーリ

ンクを指定します。

次に、intradevice レポートの例を示します。

<Link name="node"      context="Node">fqdnid</Link>
<Key name="group"   context="Group">Group</Key>
<Key name="groupType"   context="groupType">GroupType</Key>

<WebReport name="wrnIfBroadcastPercentGroup" 
category="level1Transport,level2Interface,level3InterfaceIntraDevice" 
reportId="INTERFACEINTRA" 
context="Network,Group" 
textProps="interface" 
sortWeight="16">

<Criteria>IF_MIB</Criteria>

<GraphView>
<GraphSummary title="ifBroadcastPercentageGroup" />
<Graph title="ifAvgTotalBroadcastPercentage">
<Util name="broadcastPercentage">(txBcastPktPercent + rxBcastPktPercent) / 2</Util>
</Graph>
<Graph title="ifAvgSendBroadcastPercentage">
<Util name="sendBroadcastPercentage">txBcastPktPercent</Util>
</Graph>
<Graph title="ifAvgRecvBroadcastPercentage">
<Util name="recvBroadcastPercentage">rxBcastPktPercent</Util>
</Graph>

<LeafGraph title="ifAvgSendRecvBroadcastPercentageGroup">
<Util name="ifAvgTotalBroadcastPercentage">(txBcastPktPercent + rxBcastPktPercent) / 
2</Util>
<Util name="ifAvgSendBroadcastPercentage">txBcastPktPercent</Util>
<Util name="ifAvgRecvBroadcastPercentage">rxBcastPktPercent</Util>
</LeafGraph>
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Interdevice レポート
</GraphView>

<TableViewbaseTable="GROUP_INTERFACE">
<IdLabel/>
<Label colSpan="1" name=""/>
<Label colSpan="2" name="sendPackets"/>
<Label colSpan="3" name="sendPercentage"/>
<Label colSpan="2" name="recvPackets"/>
<Label colSpan="3" name="recvPercentage"/>
<HeaderRow/>
<Link name="node"      context="Node">fqdnid</Link>
<Key name="group"   context="Group">Group</Key>
<Key name="groupType"   context="groupType">GroupType</Key>

<Time/>

<Column name="allcast">txTotPkts</Column>
<Column name="allcastSec">txTotPkts / IntervalDuration()</Column>
<Util   name="unicast">txUcastPktPercent</Util>
<Util   name="multicast">txMcastPktPercent</Util>
<Util   default="true" name="broadcast">txBcastPktPercent</Util>
<Column name="allcast">rxTotPkts</Column>
<Column name="allcastSec">rxTotPkts / IntervalDuration()</Column>
<Util   name="unicast">rxUcastPktPercent</Util>
<Util   name="multicast">rxMcastPktPercent</Util>
<Util   name="broadcast">rxBcastPktPercent</Util>

</TableView>
</WebReport>

?

Interdevice レポート
interface.xml ファイルからの次の例は、interdevice 機能とベスト プラクティスを示します。次のセク

ションは、AggregatedDBSummary セクションのデータの元になる非集約レポートに対する 
ProcessDBSummary 定義です。

<ProcessDBSummarybaseTableName="INTERFACE" dbnum="0">

<Var name="ifDescr" type="String" key="true">ifFormattedName</Var>
<Var type="Integer">ifIndex</Var>
<Var type="Integer">ifType</Var>
<Var type="Double">txSpeed</Var>
<Var type="Long"   operation="Sum">txBytes</Var>
<Var type="Double" operation="Avg">txUtil</Var>
…
… This portion removed in the interest of space
…    
</ProcessDBSummary>

次の例は、interdevice 集約定義に対する AggregatedDBSummary セクションです。

AggregatedDBSummary は INTERFACE ProcessDBSummary からデータを入力としてリッスンしま

す。

<AggregatedDBSummarybaseTableName="AGG_INTERFACE"
location="gateway" maxEntriesPerId="100"

listen="INTERFACE">

<Var type="Long"   operation="Sum">txBytes</Var>
<Var type="Double" operation="Avg">txUtil</Var>
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Interdevice レポート
…
… This portion removed in the interest of space
…    
</AggregatedDBSummary>

上記の例で、以下の項目が INTERFACE 定義から削除されました。

<Var name="ifDescr" type="String" key="true">ifFormattedName</Var>
<Var type="Integer">ifIndex</Var>
<Var type="Integer">ifType</Var>
<Var type="Double">txSpeed</Var>

重複した ifIndex、ifDescr、ifType、および txSpeed 値は混乱するおそれがあるため、これらの変数は

集約に関係しません。AggregatedDBSummary コードによってキー フィールドとしてグループ名とグ

ループ タイプが送信されます。さらに、カウント フィールドが組み入れられます。このフィールドに

は、集約に関係したオブジェクトの数が含まれます。7 個のインターフェイスがグループのフィルタリ

ングを通過した場合、count 変数は 7. に設定されます。

CSV 定義は next interdevice 集約 xml 定義です。

<CSV name="AGGINTERFACE" location="gateway" listen="AGG_INTERFACE" aggregate="true">

<Column name="GroupType">groupType</Column>
<Column name="Count">count</Column>

<Column name="SendTotalPkts">txTotPkts</Column>
<Column name="SendTotalPktRate">txTotPkts / IntervalDuration()</Column>
…
… This portion removed in the interest of space
…    
</CSV>

上の例では、CSV プロセッサが定義された AGG_INTERFACE プロセッサをリッスンします。

aggregate="true" 属性によって、CSV プロセッサが集約結果に基づいて CSV ファイルを生成します。

集約されたレポート CSV ファイルでグループ名がキー フィールドであり、データに自動的に含まれて

いるため、グループ名への参照は提供されません。

WebReport 定義は next intradevice 集約 xml 定義です。関係する項目は次のとおりです。

• category：この例では、膨大なレポート数のため InterDevice はそれ自身のツリー レベルに配置さ

れます。より小規模なツリーでは、intradevice および interdevice グループ レポートを同じナビ

ゲーション ツリー レベルに置くことができます。

• reportId：レポートの起動時の問題が発生する可能性があるため、このパラメータの使用には注意

が必要です。通常のレポートからグループ レポートを、intradevice レポートから interdevice レ
ポートを切り離して制御するために、各レポート タイプの reportId が一義的である必要がありま

す。インターフェイスの例では、個々の Web レポートの適切なエントリを指定するために 
interface.xml ファイルにポーリング構造上の次の 3 つの reportid が追加されます。

<Poll name="Interface"  reportId="INTERFACE,INTERFACEINTRA,INTERFACEINTER">

• context：Prime Performance Manager ナビゲーション ツリーの [Grouped Reports] セクションの下

にレポートを置くことを可能にします。「Group」は、この設定を行うインジケータです。

• baseTable="AGG_Interface"：すべてのレポートは webreport が基づく DB テーブルを指定する必

要があります。

• Link：webreport 内に表示するためのサマリー テーブル、tableview、および凡例へのハイパーリ

ンクを指定します。

<Linkname="group"   context="Group">Group</Link>
<Key name="groupType"   context="groupType">GroupType</Key>
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Interdevice レポート
• Count：AggregatedDBSummary ベースの Web レポートに追加する追加フィールドです

interdevice グループ レポートの例を次に示します。

<Column name="Count" thresholdable="false">count</Column>

<WebReport name="wrnIfBroadcastPercentAgg" 
category="level1Transport,level2Interface,level3InterfaceInterDevice" 
reportId="INTERFACEINTER" 
context="Network,Group" 
textProps="interface" 
sortWeight="16">

<Criteria>IF_MIB</Criteria>

<GraphView>
<GraphSummary title="ifBroadcastPercentageAgg" />
<Graph title="ifAvgTotalBroadcastPercentage">
<Util name="broadcastPercentage">(txBcastPktPercent + rxBcastPktPercent) / 2</Util>
</Graph>
<Graph title="ifAvgSendBroadcastPercentage">
<Util name="sendBroadcastPercentage">txBcastPktPercent</Util>
</Graph>
<Graph title="ifAvgRecvBroadcastPercentage">
<Util name="recvBroadcastPercentage">rxBcastPktPercent</Util>
</Graph>

<LeafGraph title="ifAvgSendRecvBroadcastPercentageAgg">
<Util name="ifAvgTotalBroadcastPercentage">(txBcastPktPercent + rxBcastPktPercent) / 
2</Util>
<Util name="ifAvgSendBroadcastPercentage">txBcastPktPercent</Util>
<Util name="ifAvgRecvBroadcastPercentage">rxBcastPktPercent</Util>
</LeafGraph>
</GraphView>

<TableViewbaseTable="AGG_Interface">
<IdLabel/>
<Label colSpan="1" name=""/>
<Label colSpan="2" name="sendPackets"/>
<Label colSpan="3" name="sendPercentage"/>
<Label colSpan="2" name="recvPackets"/>
<Label colSpan="3" name="recvPercentage"/>
<HeaderRow/>
<Link name="group"       context="Group">fqdnid</Link>
<Key name="groupType"   context="groupType">groupType</Key>
<Time/>

<Column name="Count" thresholdable="false">count</Column>

<Column name="allcast">txTotPkts</Column>

<Column name="allcastSec">txTotPkts / IntervalDuration()</Column>

<Util   name="unicast">txUcastPktPercent</Util>
<Util   name="multicast">txMcastPktPercent</Util>

<Util   default="true" name="broadcast">txBcastPktPercent</Util>

<Column name="allcast">rxTotPkts</Column>

<Column name="allcastSec">rxTotPkts / IntervalDuration()</Column>

<Util   name="unicast">rxUcastPktPercent</Util>
<Util   name="multicast">rxMcastPktPercent</Util>
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<Util   name="broadcast">rxBcastPktPercent</Util>

</TableView>

</WebReport>
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