
 

リアルタイムデータに「直接」接続、インメモリ、すべて「カスタマイズ可能」な可視化と監視ツール 
ダッシュボード画面と部品はもとより、画面上でのデータ集約と分析、アラート、対応アクションはすべて「ビルダー」で「カスタム」設定できる 

監視ツールです。運用時に Java アプリケーションまたはシンクライアントのデプロイオプションを「透過的」に選択できます。 

データ接続アダプタ： 必要なすべてのデータと接続可能 

予め用意された豊富なデータ接続アダプタによって、ユーザ層、ミドルウェアとサーバ層、ハード OS 層の多層で分散したアプリケーション環境に
おけるさまざまなシステムや監視・管理ツールのデータと複数同時に接続できます。 
 
 標準データ接続アダプタの例： 

XML, SQL(JDBC)※, JMS, JMX, SNMP, Log4j, RRD, Splunk, 
パイプ, エージェントなど 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 カスタムデータアダプタ： 
いかなる独自形式のデータソースも、RTView が提供している
API でカスタムデータアダプタを容易に作成して接続可能 
 

 接続先システム例： 

 Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle Database, MySQL
などの JDBC 対応データベース 

 Oracle WebLogic, IBM WebSphere, GlassFish, Tomcat
などのアプリケーションサーバ 

 TIBCO Rendezvous/EMS, IBM WebSphere MQ, Progress 
SonicMQ などのメッセージ指向ミドルウェア（MOM） 

 Oracle CEP, Software AG Apama, TIBCO BusinessEvents, 
Hitachi uCosminexus Stream Data Platform などの複合
イベント処理（CEP）エンジン 

 Log4j や Splunk などのログファイル 

 SNMP, SNMP トラップ対応システムおよび機器 

 外部プロセスの標準出力（パイプ） 

 リモートエージェントから HTTP/HTTPS 接続 

 HTTP REST サービス 

機能が豊富ながらも簡単操作のビルダー： クリック＆ポイントでカスタム構築 
RTView のビルダーを使って、ダッシュボード画面をポイント＆クリックで作成し、メニュー選択するだけで任意のデータソースと接続、
キャッシュ設定による高速化、どのようにデータを集約するか、アラートやヒストリアンなどの設定、変数や関数の定義、データサーバによる
データ収集処理の分散化設定などを行なえます。 
 
a. カスタムダッシュボード画面の構築 

 表示オブジェクト： 

 パレットで分類された、１００種類以上の表示グラフィックオブジェクトを提供 

 それぞれのオブジェクトが持つ豊富な属性をプロパティダイアログで設定することで、個々のオブジェクトを多様に活用可能 
 主要なオブジェクトでは、シンクライアント上で HTML5 の生成切替が可能 

 
 オブジェクトの例： 

 グラフ：  トレンドグラフ、棒グラフ、円グラフ、レーダーグラフ、 
  X Y グ ラ フ 、 株 価 チ ャ ー ト 、 ヒ ー ト マ ッ プ 、 
  スパークライン、ステータスヒストリ など 

 テーブル： 標準テーブル (HTML5 表示では、部品上でソート/
フィルタリング/表示カラム選択、ツリーグリッド表示が
可能)、回転テーブル、オブジェクトグリッドなど 

 一般： データやイメージを表示するオブジェクト、手動 
  あるいはしきい値に基づいてコマンドを実行する 
  オブジェクトなど； 背景矩形付ラベルでは、表示文字の

クリップ機能を提供 

 ラベル： 値ラベル、文字列値ラベル、 
テキストのみ／文字列値のみラベルなど 

 メータ： 各種メータ 

 スケール：  棒スケール、インディケータスケール、ビュースケール、      
 パイスケール、バレットスケールなど 
 

 

 
 

 インディケータ： 離散インディケータ、範囲インディケータ、 
  マルチインディケータ、パネルインディケータなど 

 コントロール： ナビゲーションコントロール（タブ/ツリー/アコーディ
オン形式）、テキスト入力フィールド、テキストエリア、

チェックボックス、ラジオボタン、スライダ、リストボックス、
コンボボックス、日付選択、パスワードフィールドなど 

 リンク：  各種接続線 

 複合オブジェクト：  

  オブジェクトのグループを作成するオブジェクト 

 カスタムパレット（カスタムオブジェクト）： 

   SL-GMS J/Developer (Java) 開発ツール（別製品）
で独自に作成したカスタムグラフィックオブジェクトを、
「カスタムパレット」にインポート可能 

 

データシート① - 基本編 
RTView Ⓡ 

※クエリのスケジュール実行をサポート 



 スタイルシート： 

 ダッシュボード画面のオブジェクトの属性値を外部ファイル
から設定する機能 

 ルック＆フィールの標準化や、同一画面に対する異なる 
ルック＆フィールを容易に切り替え可能 

 ドリルダウン： 

 任意の画面をドリルダウンターゲット先とする階層画面
構造をダイアログで構築 

 ドリルダウン元のデータ値をターゲットに受け渡し、特定 
データの詳細画面を構築 

 コマンド： 

 オブジェクトをクリックしたとき、あるいはオブジェクトの値が 
しきい値に達したときに自動的に実行 

 複数のコマンドの実行、実行前の確認設定が可能 

 コマンドの例： ビープ音、ウィンドウを閉じる、ドリルダウン、
カスタムコマンドの実行、URL の実行、ブラウザを開く、 

 複数画面パネル： 

 一つのダッシュボード内に複数の画面を配置するボーダー
レイアウト、階層構造画面へのアクセスを容易化するツリー
／アコーディオン形式のナビゲーション表示、タブ表示など
の設定が可能 

 関数：  

 データをダッシュボードに表示する前に指定した関数の 
計算実行が可能 

 関数の例： 四則演算、平均、 大、 小、文字列結合、
置換、日付・時刻、ジョイン, ソート, ピボット, 時間単位
による集約, ルックアップなどの各種表計算など 

 ビルダー内でカスタム関数の作成・編集・実行が可能 

 変数： 

 変数を設定することで、コントロールオブジェクトから他の
オブジェクトの属性を更新することが可能 

 

 
 

b. デプロイメント 

RTView のビルダーを使って構築したダッシュボード画面は、２種類
の方式で透過的に運用することができます： 

１． アプリケーションデプロイメント（Java ビューワーアプリケーション
クライアント） 

２． シンクライアントブラウザデプロイメント（HTML/Ajax/主要な
表示オブジェクトは HTML5） 
（注） シンクライアントブラウザデプロイメントには 

「ディスプレイサーバ（オプション）」 が必要です。 

 
c. データサーバ（オプション） 

 ビューワーとデータソースを直接接続する代わりに、データサーバ
にデータソースを接続してデータ収集を分散化して 適化 

 ビューワーはデータサーバからファイル、ソケット、HTTP/HTTPS
を経由してデータ読み込み可能 

 バックアップデータサーバによるフェイルオーバー機能 

 高可用性サーバオプション 
 
d. セキュリティ 

 ロールベースのセキュリティ機能でユーザ毎に表示画面の 
制限が可能で、ビルダーのダイアログで設定 

 
e. レポート作成 

 ダッシュボード画面イメージを、印刷可能な PDF ファイルに 
 エクスポート 
 
f. アラート 

 リアルタイムアラートエンジンでデータソースの状態を監視し
自動アクションを実行 

 アラートならびにその生成条件、対応アクションはビルダーの 
ダイアログでカスタム設定 

 時刻/曜日/日付ベースで、特定アラートの有効/無効の
スケジューリングが可能 

 しきい値、離散値、マルチステート、イベント形式のアラート 

 電子メール送信、外部コマンドの実行、SQL 文の実行、JMS 
メッセージ送信、SNMP トラップによる通知、カスタムコマンドの 
実行、指定画面へのドリルダウンなどの自動アクションの設定 

 アラート永続化およびアラートアクション監視機能により、 
アラート履歴をデータベースに格納 

（注）クライアントの接続に関係なくアラートエンジンを動作させるためには、 
「ディスプレイサーバ」 または 「データサーバ」 が必要です。 

 
 

 

g. キャッシュ 

 リアルタイムデータの高速な分析処理とアラートルールへの
入力用に設計された、キャッシュデータソース 

 メモリに常駐するデータキャッシュを簡単に定義でき、現在の
スカラーや表形式データに加えタイムスタンプ付きのスカラー／
表形式データを格納 

 新の情報のみを保持し、古いエントリを破棄（または履歴 
 キャッシュに保持） 

 
h. CMDB（構成管理データベース） 

 CMDB 構成テーブルの情報に基づいたキャッシュの生成、 
データサーバへのキャッシュの自動ロード 

 「CMDB データの付加」ダイアログを使い、CMDB 構成テーブル
で定義された階層を使ったキャッシュデータのナビゲートと付加
が可能 

 
i. ヒストリアン 

 RTView の高度なヒストリアン機能により、任意のデータソース
からのデータを履歴データとして任意の JDBC 対応データベース
にアーカイブ可能 

 インメモリキャッシュと物理的なデータベース間で透過的に 
データを圧縮・展開してエイジング管理 

 アーカイブされたデータは、SQL データ接続アダプタを介して 
ダッシュボード画面にトレンドグラフなど任意のオブジェクトで 
指定時間範囲による表示可能 

 

カスタマイズ拡張性 

 Java コードによるカスタムコマンド、カスタム関数、カスタムセキュ
リティマネージャ、カスタムデータアダプタを作成することで、
組み込み機能を拡張可能 

 SL-GMS J/Developer（別製品）Java 開発ツールで対話的
に独自のグラフィックオブジェクトを作成し、RTView のビルダー
にインポート可能 
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オーディオファイルの再生、DOS コマンド／UNIX シェルの実行、電子メールの送信、SNMP トラップの送信など 



 

高度な監視機能を提供する RTView のキャッシュ、アラート、ヒストリアン機能（標準） 

RTView の基本機能については、「データシート① - 基本編」 をご参照ください。 
また、RTView のサーバ機能の詳細については、「データシート③ - サーバ・オプション編」 をご参照ください。 

キャッシュ機能 

キャッシュは、RTView のビルダーで簡単に定義でき、リアルタイムに収集しているスカラー値や表形式データを、タイムスタンプ付きの 
インメモリ・データとして格納することが可能です。 

最新の情報の格納と同時に、古いエントリは破棄

または履歴キャッシュに保持することができます。
また、キャッシュの履歴テーブルはメモリに保持され
ますが、RTView のヒストリアン機能と連動して任意の

JDBC 対応データベースに格納することが可能です。
データベースに格納されたデータはキャッシュの履歴
テーブルの初期値として透過的に利用することがで

きます。 

ビルダーで任意の数のキャッシュを定義します。 

定義したキャッシュはリストに一覧表示されます。 

新規にキャッシュを追加すると、ビルダ内にそのオブ
ジェクトプロパティが表示されます。キャッシュ化する

データソースを付加(図では XML データソース)して、
保持する履歴レコード数などを設定します。 

定義したキャッシュの編集、削除、コピーもビルダー

で行います。 

 

アラート機能 

RTView ではリアルタイムなアラート・エンジンを備えており、ビルダーでしきい値などの生成条件を対話的にカスタム設定できます。 
また、時刻/曜日/日付指定で特定アラートの有効/無効をスケジューリングできます。 
そしてアラートを可視化するアラート画面は、テーブル、グラフ、メータ、独自の部品などで、自由自在にカスタム構成することができます。 

RTView では、次の４種類のアラート・タイプをサポートしています： 

 しきい値によるアラート 

 離散型（特定値による）アラート 

 複数条件のアラート 

 外部イベントに連動するアラート 

 

アラート定義には、対象データ、しきい値、重大度、

などの発生条件の他、電子メール送信、コマンド起
動、SQL 文の実行や JMS メッセージ送信などの
自動アクションを指定できます。 

RTView ではアラート定義をいくつでもロードし、その
カスタム画面をいくつでも作成してアラートの状態を
監視し、アラートのフィルタリングやドリルダウン・ナビ

ゲーションで、分析を行ったりアクションを調整し、また
アラートを認知したり抑制したりなど、さまざまなアラ
ート状態を対話的に変更することができます。 

アラートもビルダーで任意の数だけ定義できます。 
適宜したアラートは一覧表示されます。 

アラートを新規追加すると、ビルダー内にそのオブ

ジェクトプロパティが表示されます。アラート対象となる
データソースを付加(図では XML データソース)して、
アラート発生の条件値などを設定します。 

定義したアラートの編集、削除、コピーもビルダーで
行います。 

 

                                     

データシート② - キャッシュ、アラート、ヒストリアン編 
RTView Ⓡ 



ヒストリアン機能 

RTView では、任意の JDBC 対応のデータベースに履歴データをアーカイブできる高度なヒストリアン機能を提供しています。 

アーカイブされた履歴データは、SQL データ接続アダプタを介して監視ダッシュボード画面に、トレンドグラフなど任意のオブジェクトを
使って指定時間範囲でカスタム表示できます。これによって、リアルタイム・データを履歴データとともに監視でき、より効果的な性能

指標の分析を可能にしています

ヒストリアンでアーカイブするデータもビルダーで指定でき
ます。 

表示オブジェクトにデータを付加した RTView の画面
ファイル (.rtv ファイル) は、そのままヒストリアンのデー
タ構成ファイルに利用できます。また、図のようにキャッ

シュのプロパティ・リストにあるヒストリアンのテーブル名を
設定することで、専用テーブルにデータをアーカイブする、
データ構成ファイルを作成することも可能です。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

作成したデータ構成ファイルをヒストリアン・アプリケーション
に追加設定し、データ格納を開始します。 

ヒストリアン・アプリケーションの構成画面では、ビルダーで
作成した、アーカイブ対象のデータソース情報が保持さ
れているデータ構成ファイル（複数設定可能）の他に、

格納するデータベースの接続情報、格納データの削除
周期、データベース書き込み用のデータキャッシュ条件
が指定できます。 

また、データ圧縮ヒストリアン機能は、データの集約とテー
ブルの移動によってヒストリアンのキャッシュ・テーブルに
格納するデータ量を減らす手段を提供します。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ヒストリアンへのオプション製品である 「データ圧縮ヒストリアン・サーバ」 については、「データシート③ - サーバ・オプション編」 を 

ご参照ください。 
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高性能でスケーラブルな運用を実現する RTView サーバ機能 （オプション） 
RTView の基本機能については、「データシート① - 基本編」 をご参照ください。 

また、RTView のキャッシュ, アラート, ヒストリアン編の詳細については、「RTView データシート② – キャッシュ, アラート, ヒストリアン編」
をご参照ください。 
 

データ・サーバ 

データ・サーバは Display Viewer アプリケーション、

Display Viewer アプレット、ディスプレイ・サーバ

に対するオプションです。 

 

 

データ・サーバは EII と XML の技術を使い、異

なるデータソースから情報を集約して、Display 

Viewerまたはディスプレイ・サーバに配布します。

集約データのキャッシュにより、単一データ・クエ

リで複数 Viewer からのリクエストに応答でき、

処理スピードを大幅に強化可能です。HTTP

データ配信で、ファイアウォールをまたがるネット

ワーク上に存在するデータソースに対しても監

視システムが構築できます。 

 

 

 

 

 

 

ディスプレイ・サーバ 

RTView の 「ディスプレイ・サーバ」 機能を使え

ば、世界中に分散したブラウザ・クライアントに

高速で高対話性の監視画面をシンクライアン

ト（HTML, Ajax）で配信できます。 

監視画面をサーバ側でイメージ（JPEG または

PNG）および HTML5 として生成して Web ブラ

ウザ・クライアントに供給すると同時に、SL 社

の技術によって、デスクトップ・アプリケーションと

同様の高対話性を提供します。 

RTView ディスプレイ・サーバにより、PC だけでは

なく、iPad や iPhone などのデバイスにも監視画

面を提供し表示操作することができます。 

RTView が備えている高度なキャッシュ機能に

よって、リアルタイム・データの高速な集約・分

析・表示が可能で、またインメモリ・キャッシュに

ある現在のリアルタイム値を、RTView のヒスト

リアン機能を使って履歴データと視覚的に比較

することも可能です。 

さらに、キャッシュ・データは指定したアクションを

自動的に起動するアラート・ルールへの入力データ

としても利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データシート③ - サーバ・オプション編 RTView Ⓡ 

データ・サーバ付きアプリケーション・デプロイメントの例 

 

データ・サーバ付きシンクライアント・ブラウザ・デプロイメントの例 



データ圧縮ヒストリアン・サーバ 

RTView の標準機能で提供している「ヒストリアン」へのオプション

製品です。「ヒストリアン」については、「RTView データシート② – 

キャッシュ, アラート, ヒストリアン編」をご参照ください。 

インメモリ・キャッシュと物理的なデータベース間で透過的にデータ

を圧縮・展開してエイジング管理する「データ圧縮ヒストリアン」

機能は、データの集約とテーブルの移動によってヒストリアンのキャッ

シュ・テーブルに格納するデータ量を減らす手段を提供します。 

ビルダー上で、データ集約あるいはテーブル移動のルールを定義

するだけで、バックグラウンド・プロセスとして格納データ量を自動

的に削減できます。 

データ集約では、指定した期間のデータを [合計、平均、カウント、

小、 大] で集約してデータを圧縮します。テーブル移動では、

アーカイブ・データを指定の頻度（例えば１日１回）で削除して別

の新しいテーブルに移動します。 

データ圧縮ヒストリアン機能は新しいヒストリアン・データ収集にも

既存のヒストリアン・データ収集にも使うことができ、既存の履歴

データを管理することが可能です（標準ヒストリアンでは、手作業

でアーカイブ・データをバックアップするか削除することでデータを

削減）。 

  

高可用性サーバ 

ヒストリアン、データ・サーバ、ディスプレイ・サーバ、サーブレットのそれぞれの RTView コンポーネントは高可用性構成が可能です。 

冗長コンポーネントを設定して、各コンポーネント、あるいはリスクがあると見なされる任意の個別コンポーネントに対するバックアップ・ 
フェイルオーバ機能を提供します。 

 ヒストリアンの高可用性構成 

 ヒストリアン・グループ内でステータスを監視 

 DBMS の冗長機能(ミラーリング、クラスタリング

等）を併用   

 データ・サーバの高可用性構成 

 クライアントがプライマリ・データ･サーバの接続

障害検知後にバックアップ・データ・サーバへ

接続切替 

 ホットまたはウォーム・スタンバイ・モードの選択

が可能 

  [ホット・スタンバイ・モード]  

起動時に、すべての大域変数定義に

加え、キャッシュとアラートの定義をロード

してアクティベートする。 

  [ウォーム・スタンバイ・モード]  

起動時に上記アクションを行わず、バック

アップ・コンポーネントがプライマリになる

まで、アラートやキャッシュのデータソース

維持に伴うオーバーヘッドを回避する。 

 

 ディスプレイ・サーバの高可用性構成 

 アプリケーション・サーバ群にロードバランサを

設置 

 Display Servlet がディスプレイ・サーバの接続

障害検知後にバックアップへ接続切替 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

データ・サーバとヒストリアンの高可用性構成例 

ディスプレイ・サーバの高可用性構成例 
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