
 

OpManager 11.6 ユーザインターフェース対応表 

2015年 6月発行 

 

OpManager 11.6（2015年 6月リリース）のユーザインターフェースについて案内します。ユーザインターフ

ェースは OpManager 11.3から新ユーザインターフェースとなりました。旧ユーザインターフェースとの対応に

ついても記載します。新ユーザインターフェースの利用ガイドおよび旧ユーザインターフェースとの比較表とし

てご利用ください。 

 

カテ

ゴリ 

項目 新ユーザインターフェース 旧ユーザインターフェース 

画面

構成 

メニューの位置 画面左部にメニューが表示されます。 画面上部にメニューが表示されま

す。 

メニュー [ダッシュボード] 

[インベントリ] 

[ネットワーク] 

[サーバ] 

[仮想環境] 

[アラーム] 

[マップ] 

[ワークフロー] 

[ソーシャル] 

[設定] 

[レポート] 

[ホーム] 

[ネットワーク] 

[サーバ] 

[CMDB] 

[アプリケーション] 

[仮想環境] 

[アラーム] 

[マップ] 

[ワークフロー] 

[管理] 

[レポート] 

[ログ分析] 

Web クライアント

の切り替え方法 

以下、3通りあります。 

画面右上ユーザ名-テーマの色を選択 

[設定]-[クライアント設定]-[テーマ]で別のテー

マを選択 

キーボードショートカット [Alt]+[o] 

以下、2通りあります。 

[ジャンプ]-[ 新クライアント] 

画面右上ユーザ名-[パーソナライ

ズ]-[テーマ選択]で「新クライアン

ト」を選択 

ディ

スカ

バリ 

単一装置の登録 [設定]-[ディスカバリ]-[装置追加] [管理]-[装置追加] 

複数装置の追加 [設定]-[ディスカバリ]-[ディスカバリプロファ

イル]  

[管理]-[装置のディスカバリ] 

仮想装置の追加 以下、4通りあります。 

[設定]-[ディスカバリ]-[装置追加] 

[設定]-[ディスカバリ]-[vCenterの追加] 

[設定]-[ディスカバリ]- [Hyper-V追加] 

[設定]-[ディスカバリ]-[XenServerの追加] 

[仮想環境]-[vCenterの追加] 

[設定]-[ディスカバリ]- [Hyper-Vの追加] 

[設定]-[ディスカバリ]-[XenServerの追加] 

以下、2通りあります。 

[管理]-[装置追加] 

[仮想環境 ]-[VMware ホスト追

加]/[Hyper-Vホスト追加] 

UCSの追加 [設定]-[ディスカバリ]-[UCS追加] 対応していません。 



[仮想環境]-[UCSディスカバリ] 

認証設定 [設定]-[ディスカバリ]-[認証] [管理]-[認証設定] 

装置テンプレート [設定]-[設定]-[装置テンプレート] 

 

[新規追加]から新規追加できます。編集画面よ

り装置スナップショットに表示するダイヤル

グラフを監視項目単位で選択することが可能

です。 

[管理]-[装置テンプレート] 

インターフェース

テンプレート 

[設定]-[設定]-[インターフェーステンプレート] 

 

各インターフェーステンプレートを編集でき

ます。 

[管理]-[インターフェーステンプレ

ート] 

URLテンプレート [設定]-[設定]-[URLテンプレート] 

 

[URL テンプレートの追加]から新規追加でき

ます。 

[管理]-[URL監視] 

 

ルールエンジン [設定]-[設定]-[ルールエンジン]  [管理]-[ルールエンジン] 

マッ

プ 

ビジネスビュー [マップ]-[ビジネスビュー] [マップ]-[ビジネスビュー] 

ダッシュボード [ダッシュボード] 

 

[新規ダッシュボード]から新規作成できます。 

[ホーム]-[ダッシュボード] 

CCTVビュー [ダッシュボード]-[CCTVビュー] [ホーム]-[CCTVビュー] 

インベントリ/装置

の一覧 

[インベントリ]-[すべての装置] 

[インベントリ]-[すべてのインターフェース] 

[インベントリ]-[すべての URL] 

[インベントリ]-[すべての VLAN] 

[レポート]-[インベントリ] 

[マップ] 

[レポート]-[インベントリ] 

インフラストラク

チャビュー（カテ

ゴリビュー） 

[インベントリ]-[カテゴリでソート]の各カテゴ

リ 

[マップ]-[インフラストラクチャビ

ュー] 

トポロジーマップ 作成：  

[マップ]-[トポロジーマップ]-[追加レイヤー2

マップ] 

[設定]-[ディスカバリ]-[トポロジーディスカバ

リ] 

 

表示： 

[マップ]-[トポロジーマップ] 

[ネットワーク]-[トポロジーマップ] 

[マップ]-[トポロジーマップ] 

ラックビュー [マップ]-[ラックビュー]  [マップ]-[ラック作成] 

3Dフロアビュー [マップ]-[3Dフロアビュー] 

 

[マップ]-[3Dフロア作成] 



ラック作成後、フロアを作成します。 

Googleマップ [マップ]-[Googleマップ] [マップ]-[Googleマップ] 

仮想化マップ [マップ]-[VMware] 

[マップ]-[Hyper-V] 

[マップ]-[Xen] 

仮想装置のスナップショットで[マップ]をクリ

ック 

対応していません。 

仮想装置の一覧 [インベントリ]-[カテゴリでソート]-[仮想装置] 

[仮想環境]-[VMware] 

[仮想環境]-[Hyper-V] 

[仮想環境]-[Xen] 

[仮想環境]-[トップ VM/トップホス

ト/すべての装置] 

スナ

ップ

ショ

ット 

装置のスナップシ

ョット 

[ダッシュボード]、[インベントリ]、[マップ]

などの画面で装置名をクリック 

 

なお、[設定]-[基本設定]-[システム設定]でスナ

ップショットに表示するダイヤルグラフを 2

種類から選択できます。 

マップ、インフラストラクチャビュ

ー、ダッシュボード、ビジネスビュ

ーなどの画面で装置名をクリック 

 

インターフェース

のスナップショッ

ト 

装置のスナップショットの[インターフェース]

で各インターフェースをクリック 

装置のスナップショット下部の[イ

ンターフェース]で各インターフェ

ースをクリック 

仮想装置のスナッ

プショット 

[ダッシュボード]、[インベントリ]、[仮想環境]、

[マップ]などの画面で装置名をクリック 

マップ、インフラストラクチャビュ

ー、ダッシュボード、ビジネスビュ

ーなどの画面で装置名をクリック 

URLのスナップシ

ョット 

[インベントリ]-[すべての URL]で監視名をク

リック 

[設定]-[設定]-[監視]-[URL]で監視名をクリッ

ク 

[管理]-[URL 監視]で監視名をクリ

ック 

VLAN のスナップ

ショット 

[インベントリ]-[すべての VLAN]で監視名を

クリック 

装置のスナップショットの[VLAN]タブで監視

名をクリック 

対応していません。 

監視

設定 

各監視の設定 [設定]-[設定]-[監視]-各監視 

装置のスナップショットの[監視]で各監視を設

定 

[管理]-各監視 

装置のスナップショットの[監視]

で各監視を設定 

複数装置への一括

設定 

[設定]-[設定]-[監視]-各監視-[装置に関連付け] [管理]-[一括設定]  

死活監視の監視間

隔 

[設定]-[設定]-[監視間隔] 

装置のスナップショットで監視間隔を設定 

[管理]-[監視間隔] 

装置のスナップショットで監視間

隔を設定 

パフォーマンス監

視 

[設定]-[設定]-[監視]-[パフォーマンス監視] 

装置テンプレートまたは装置のスナップショ

ットの[監視]-[パフォーマンス監視]  

装置テンプレートまたは装置のス

ナップショットの[監視]-[パフォー

マンス監視]  



ハードウェア監視 [設定]-[基本設定]-[システム設定]-[ハードウェ

ア監視] 

[管理]-[ハードウェア監視] 

サービス監視 [設定]-[設定]-[監視]-[サービス] 

装置のスナップショットの[監視]-[サービス監

視]  

[管理]-[サービス監視] 

装置のスナップショットの [監

視]-[サービス監視] 

Windowsサービス

監視 

[設定]-[設定]-[監視]-[Windowsサービス] 

装置のスナップショットの[監視]-[Windowsサ

ービス]  

[管理]-[Windowsサービス監視] 

装置のスナップショットの [監

視]-[Windowsサービス監視] 

プロセス監視 [設定]-[設定]-[監視]-[プロセス] 

装置のスナップショットの[監視]-[プロセス監

視] 

[管理]-[プロセステンプレート] 

装置のスナップショットの [監

視]-[プロセス監視] 

ファイル監視 [設定]-[設定]-[監視]-[ファイル] 

装置のスナップショットの[監視]-[ファイル監

視] 

[管理]-[ファイル監視テンプレー

ト] 

装置のスナップショットの [監

視]-[ファイル監視] 

フォルダ監視 [設定]-[設定]-[監視]-[フォルダ] 

装置のスナップショットの[監視]-[フォルダ監

視] 

[管理]-[フォルダ監視テンプレー

ト] 

装置のスナップショットの [監

視]-[フォルダ監視] 

ログファイル監視 [設定]-[設定]-[監視]-[ファイル]-ファイル監視

の設定画面-[文字検索] 

装置のスナップショットの[監視]-[ファイル監

視] 

[設定]-[設定]-[監視]-[エージェント] 

[管理]-[ファイル監視テンプレー

ト]-ファイル監視の設定画面-[文字

検索] 

装置のスナップショットの [監

視]-[ファイル監視] 

[管理]-[エージェント] 

URL監視 [設定]-[設定]-[監視]-[URL] 

装置のスナップショットの[監視]-[URL監視] 

[管理]-[URL監視] 

装置のスナップショットの [監

視]-[URL監視] 

Windowsイベント

ログ監視 

[設定]-[設定]-[監視]-[イベントログ] 

装置のスナップショットの[監視]-[イベントロ

グ監視] 

[管理]-[イベントログルール] 

装置のスナップショットの[アクシ

ョン]-[イベントログルール] 

Syslog監視 [設定]-[設定]-[監視]-[Syslog] [管理]-[Syslogルール] 

SNMPトラップ監

視 

[設定]-[設定]-[監視]-[トラップ] [管理]-[SNMP トラッププロセッ

サ] 

スクリプト監視 [設定]-[設定]-[監視]-[スクリプト] 

装置のスナップショットの[監視]-[スクリプト

監視] 

[管理]-[スクリプトテンプレート] 

装置のスナップショットの [監

視]-[スクリプト監視] 

VMwareイベント [設定]-[設定]-[監視]-[VMware イベント] UIでは対応していません。 

WAN RTT監視 旧 UIで設定します。 [管理]-[WAN RTT監視] 

VoIP監視 旧 UIで設定します。 [管理]-[VoIP監視] 

アプリケーション

監視 

[設定]-[設定]-[監視]-[アプリケーション監視] 

装置のスナップショットの[アプリケーション] 

装置のスナップショット 



追加フィールド [設定]-[設定]-[追加フィールド]  [管理]-[追加フィールド] 

製品連携 [設定]-[設定]-[製品連携] [管理]-[製品連携] 

非管理設定 装置のスナップショットの[編集アイコン]-[非

管理] 

装置のスナップショットの[アクシ

ョン]-[非管理] 

アラ

ーム 

発生中のアラーム [アラーム]-[発生中のアラーム] 

 

画面右下のポップアップでも発生中のアラー

ムが表示されます。 

[アラーム]-[発生中のアラーム] 

すべてのアラーム [アラーム]-[すべてのアラーム] [アラーム]-[すべてのアラーム] 

メールサーバ設定 [設定]-[基本設定]-[メールサーバ設定] [管理]-[メールサーバ設定] 

プロキシサーバ設

定 

[設定]-[基本設定]-[プロキシサーバ設定] [管理]-[プロキシサーバ設定] 

通知プロファイル [設定]-[通知] 

装置のスナップショットの[通知] 

[管理]-[通知プロファイル] 

Syslog/トラップ転

送 

[設定]-[設定]-[ツール]-[Syslog 転送/トラップ

転送] 

[管理]-[Syslog ルール]-[アクショ

ン]-[Syslog転送] 

[管理]-[SNMP トラッププロセッ

サ]-[アクション]-[トラップ転送] 

アラームエスカレ

ーション 

[設定]-[設定]-[アラームエスカレーションルー

ル] 

[管理]-[アラームエスカレーショ

ン] 

ダウンタイムスケ

ジューラ 

[設定]-[設定]-[ダウンタイムスケジューラ] [管理]-[ダウンタイムスケジュー

ラ] 

ワークフロー [ワークフロー] [ワークフロー] 

[管理]-[ワークフロー] 

レポ

ート 

レポートの閲覧、

作成 

[レポート] [レポート] 

スケジュールレポ

ート 

[レポート]-[デフォルトレポート]-[スケジュー

ルレポート]  

[レポート]-各レポート-[スケジュール]アイコ

ン 

[管理]-[スケジュールレポート] 

その

他 

保存期間 [設定]-[基本設定]-[データベース保守] [管理]-[データベース保守] 

システム設定 [設定]-[基本設定]-[システム設定] [管理]-[システム設定] 

ユーザ設定 [設定]-[ユーザ管理] [管理]-[ユーザ管理] 

フェールオーバー

設定 

対応していません。 [管理]-[フェールオーバー設定] 

REST API [設定]-[REST API] [管理]-[REST API] 

背景イメージの変

更 

[設定]-[クライアント設定]-[背景イメージ] 対応していません。 

自動リフレッシュ 対応していません。なお、発生したアラームは

ポップアップで画面右下に表示されます。 

画面右上ユーザ名-[パーソナライ

ズ]-  

[自動リフレッシュ] 

テーマの変更 [設定]-[クライアント設定]-[テーマ] 画面右上ユーザ名-[パーソナライ



ズ]-  

[テーマ選択] 

ログイン時の背景

画像の変更 

[設定]-[クライアント設定]-[ログイン背景] 対応していません。 

パスワード変更 [設定]-[クライアント設定]-[パスワード変更] 

画面右上ユーザ名-[パスワード変更] 

画面右上ユーザ名-[パーソナライ

ズ]-  

[パスワード変更] 

言語設定 [設定]-[クライアント設定]-[言語選択] 

画面右上ユーザ名-[言語選択] 

画面右上ユーザ名-[パーソナライ

ズ]-  

[言語設定] 

バージョン情報 [設定]-[サポート]-[インストール情報]-[バージ

ョン情報] 

画面右上[サポート]-[バージョン情

報] 

インストール情報 [設定]-[サポート]-[インストール情報]-[インス

トール情報] 

画面右上[サポート]-[サポート] 

検索 画面右上の検索ボックス 画面右上の検索ボックス 

ログアウト 画面右上ユーザ名-[ログアウト] 画面右上ユーザ名-[ログアウト] 

MIBブラウザ 対応していません。 [管理]-[MIBブラウザ] 

[ネットワーク]-[ツール]-[MIBブラ

ウザ] 

スイッチポートマ

ッパー 

[設定]-[設定]-[スイッチポートマッパー] [管理]-[スイッチポートマッパー] 

[ネットワーク]-[ツール]-[スイッチ

ポートマッパー] 

リブランディング [設定]-[基本設定]-[リブランディング] [管理]-[リブランディング] 

メニューの変更 タブのカスタマイズには対応していません。 画面右上ユーザ名-[タブの編集] 

スケジュールアッ

プグレード 

[設定]-[基本設定]-[スケジュールアップグレー

ド] 

 

デフォルトでは有効になっておりますので、イ

ンストール後/アップグレード後は必ず手動で

「無効」に設定してください。また、画面右上

ユーザ名-[アップグレード実行]をクリックす

ると手動でアップグレードが実行されますの

でご注意ください。アップグレード時は、この

手動でのアップグレードはなく、保守メールに

記載している手順で必ずアップグレードして

ください。 

対応していません。 

 

 

 


