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1 ドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについて
オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ド
キュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメン
トには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれていま
す。HTML 形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセス
できるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社
はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベン
ダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティ
についての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト
http://www.oracle.com/accessibility/ を参照してください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて
スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があ
ります。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS
は括弧だけの行を読まない場合があります。

外部外部外部外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイ
トへのリンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それら
の Web サイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

2 このリリース・ノートの使用についてこのリリース・ノートの使用についてこのリリース・ノートの使用についてこのリリース・ノートの使用について
このリリース・ノートを使用する場合、次に示す重要な事項に注意してください。

� 新しい情報が有効になると、リリース・ノートは更新されます。 新版のリリース・
ノートを参照するには、Oracle Technology Network の Web サイト

（http://www.oracle.com/technology/products/integration/index.html）の
「Business Activity Monitoring」リンクを確認してください。

� Oracle BAM のベータ版リリースをインストールしている場合は、アンインストール
してから製品版リリースをインストールする必要があります。

� Oracle BAM については、添付されているドキュメントを参照してください。

3 インストールの問題インストールの問題インストールの問題インストールの問題

Oracle BAM Enterprise Link は、Plan Monitor を実行するいずれかのホストにインストー
ルする必要があります。

Oracle Database 10g リリース 2（10.2）または Oracle Data Access Client 10.2 がインス
トールされているホストに Oracle BAM をインストールすると、インストールが失敗する
場合があります。Oracle Database 10g リリース 2（10.2）と Oracle Data Access Client 
10.2 のいずれも完全に削除してください。C:¥Windows¥assembly¥Oracle.DataAccess の
リリース 10.2 のファイルも削除してください。 （10336）

警告警告警告警告 : Oracle BAM Enterprise Link のインストール時に、『のインストール時に、『のインストール時に、『のインストール時に、『Oracle 
Business Activity Monitoring インストレーション・ガイド』のインストレーション・ガイド』のインストレーション・ガイド』のインストレーション・ガイド』の
「「「「Enterprise Link のインストールの実行」の手順のインストールの実行」の手順のインストールの実行」の手順のインストールの実行」の手順 5 に示す「に示す「に示す「に示す「WebLink 
Server」の選択を解除しないでください。」の選択を解除しないでください。」の選択を解除しないでください。」の選択を解除しないでください。Plan Monitor を実行するにを実行するにを実行するにを実行するに
は、「は、「は、「は、「WebLink Server」オプションをインストールする必要がありま」オプションをインストールする必要がありま」オプションをインストールする必要がありま」オプションをインストールする必要がありま
す。す。す。す。
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Oracle BAM をインストールしてアンインストールした場合、アンインストールによっ
て、仮想ディレクトリは削除されません。再インストールする前に、Microsoft インター
ネット・インフォメーション・サービスを開き、仮想ディレクトリを手動で削除する必要
があります。

新しくインストールした後でメッセージ・ソースを作成すると、ELCOMProxies.dll の
ロードに関するエラーが発生する可能性があります。ほとんどの場合、 初のエラーの後
にマシンを再起動することによって、このエラーの再発生を回避できます。

Web ファームを設定する際には、すべてのレポート・サーバーの構成ファイルを一致さ
せる必要があります。各レポート・サーバーをインストールする場合、およびレポート・
サーバー名と様々なバックエンド・サービスの場所を指定する場合は、同じ文字列（大 /
小文字を区別する）を使用します。（10574）

4 サポートされない機能サポートされない機能サポートされない機能サポートされない機能
Active Messenger および Collaboration Server のサポートは、10g リリース 2（10.1.2）の
時点でなくなり、将来のリリースでは削除される予定です。かわりに、アラート用に電子
メール・アカウントを使用します。（10489）

Enterprise Link リポジトリがサポートされるのは、Oracle データベースのみです。
Enterprise Link リポジトリ用のその他のデータベース・タイプは、すべてサポートされ
なくなりました。

Design Studio では、VBA の使用はサポートされません。

Oracle BAM Enterprise Link は、JMS 1.1 仕様に準拠しているすべてのエンタープライ
ズ・メッセージ・ソースを統合します。Oracle BAM Enterprise Link は、リアルタイム・
データ・アクセスを目的として、次のメッセージ・キューおよびミドルウェア・アプリ
ケーションをサポートします。

� Oracle JMS（OJMS）

� OracleAS JMS

� BEA WebLogic Server 7.0.1

� IBM WebSphere MQ 5.3

� Microsoft MSMQ 2.0

Enterprise Link WebLink アプリケーションのインストールおよび使用はサポートされま
せん。

5 一般的な問題と回避策一般的な問題と回避策一般的な問題と回避策一般的な問題と回避策
この項では、Oracle BAM の一般的な問題と回避策について説明します。この項には、今
回のリリースにおける既知の制限に関する詳細な説明がいくつか含まれています。これら
は、その適用箇所を示すカテゴリごとに記載されています。

5.1 グローバリゼーション・サポートグローバリゼーション・サポートグローバリゼーション・サポートグローバリゼーション・サポート
Oracle BAM の完全なグローバリゼーション・サポートは、今回のリリースでは使用でき
ません。

10.1.2.1 の注意の注意の注意の注意 : OracleAS Integration Business Activity Monitoring 
10g リリース 2（10.1.2.1）では、Oracle Database 10g リリース 2（10.2）
および Oracle Data Access Client 10.2 がサポートされます。
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5.2 Active Data Cache の管理の管理の管理の管理
Active Data Cache データベースは、Oracle データベース・ツールを使用して、定期的に
バックアップする必要があります。バックアップ操作およびリストア操作を実行する場合
は、Active Data Cache Service が実行されていないことを確認します。

Active Data Cache 内の情報は、直接編集しないでください。

DateAdd() は、月末の日付が誤ったアクティブ・データを生成します。（10617）

Enterprise Link の更新変換に非同期処理を使用する場合、受信フロー内のデータには、
「Update Specifications」（「Record Selection」タブ）に NULL 値が指定されていないこと
を確認する必要があります。（10643）

5.3 NLS およびアクセシビリティへの準拠およびアクセシビリティへの準拠およびアクセシビリティへの準拠およびアクセシビリティへの準拠
今回のリリースの Oracle BAM は、NLS に準拠していません。また、ソフトウェアおよ
びドキュメントも、他の Oracle 製品で提供されているアクセシビリティ標準には準拠し
ていません。将来のリリースでは、これらの標準に準拠する予定です。

5.4 Oracle BAM サービスサービスサービスサービス
イベント・ビューアのアプリケーション・ログが一杯になると、Oracle BAM サービスが

「開始」モードのままになるため、停止するには、タスク・マネージャを使用するか、マ
シンを再起動する必要があります。これを回避するには、必要に応じてイベントを上書き
するようにアプリケーション・ログのプロパティを設定するか、またはアプリケーショ
ン・ログの 大サイズを増加します。

レポートの表示後に、そのレポートを開いたままにしていると、Report Cache Service が
再起動しない場合があります。30 ～ 60 秒間待機してからサービスを再起動するか、また
は「タスク マネージャ」で ASP.NET プロセスを終了してから再起動します。(8895)

Report Server マシンに複数のバージョンの .NET Framework と IIS をインストールして
いる場合は、次の URL の「Managing Multiple Versions of the .NET Framework」を参照
してください。（10462）
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/serverroles/appserver/mngfr
mwk.mspx

Event Engine Service または Report Cache Service の開始に失敗した場合は、しばらくし
てから再び開始します。（9224）

クイック・インストール・スクリプト install.cmd を使用して Oracle BAM および Oracle 
BAM Enterprise Link をインストールした場合、Windows 2000 または Windows 2003 の

「スタート」メニューから、「スタート」→「すべてのプログラム」→「Oracle BAM」→
「Stop Oracle BAM」を選択しても、Oracle BAM Enterprise Link Data Flow Service は停
止しません。

かわりに、「コントロール パネル」→「管理ツール」の「サービス」ウィンドウから、
Oracle BAM Enterprise Link Data Flow Service を手動で停止します。「スタート」メ
ニューにある「Start Oracle BAM」セクションは正常に動作します。（10629）

5.5 Oracle BAM Active Studio
「ファイル名を指定して実行」を使用して、現在ログオン済のユーザーとは異なるユー
ザー名で Internet Explorer アプリケーションにログインすることはできません。（3526、
3461、3519）
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複数のブラウザを開き、アクティブ・レポートを実行していると、ブラウザからサーバー
への 大接続数に到達し、応答が停止する場合があります。これは、Active Studio でア
クティブ・レポートを表示しているときに、アラートを受信し、そのリンクをクリックし
て Active Viewer でレポートを開くと発生する場合があります。 大接続数を増加するに
は、クライアント・マシンの次の場所に、その後に示すいずれかのレジストリ設定を作成
します。

HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥

インターネット設定のレジストリ・キー :

HTTP 1.1 サーバーの場合、レジストリ設定 MaxConnectionsPerServer を追加し、
DWORD 値に 4 を設定します。

HTTP 1.0 サーバーの場合、レジストリ設定 MaxConnectionsPer1_0Server を追加し、
DWORD 値に 8 を設定します。

Internet Explorer の問題が原因で、「Streaming」リストに範囲ボタンが表示されずに、エ
ラーが発生する場合があります。Internet Explorer の修正は、Microsoft 社の次のページ
から入手できます。

http://support.microsoft.com/?id=818506 : 「多数のオブジェクトを要求すると、
Internet Explorer の応答が停止する。」（4098）

レポートをオフラインでも保存できるのは、Active Studio のアクセス権とレポートの作
成権限が割り当てられたユーザーのみです。レンダリングされたレポートの電子メール送
信のみ、個別の権限で管理されます。（3888）

日時フィールドを別の書式で書式化すると、デフォルトの日時書式が表示されます。
（4953）

アクティブな参照は、削除とは連動しません。参照のあるデータ・オブジェクトにレポー
トを作成し、そのソース・データ・オブジェクトを消去すると、アクティブ・データが表
示されません。参照値は、NULL に変更されません。（6038）

外部データ・オブジェクトに対する参照はサポートされます。 ただし、外部データ・オブ
ジェクトからの参照はサポートされません。 （9944）

リストおよび縦欄式レポート内の詳細レベルで使用される集計値（複数レベルの計算とも
呼ばれる）は、ソート、フィルタ、グループまたは上位 N と組み合せることはできませ
ん。これを組み合せると、エラーが表示されたり、アクティブ・データが表示されなくな
る可能性があります。（6604、6640、6644）

デフォルト名でレポートを保存すると、レポートがすでに存在しているというメッセージ
が表示される場合があります。別の名前を指定してレポートを保存します。（6162）

レポート名にセミコロンが指定されていると、オフラインでの保存が動作しません。
（6535）

レポートでビューを削除した後、保存するように求められません。ビューの削除後は、変
更を保存します。（6470）

完全に削除されたデータ・オブジェクトに基づくレポートは、使用または編集できなくな
ります。View Editor で、「Global Change Data Object」アクションを使用できます。

（6760）

同じ Windows ドメインのすべてのユーザーが管理者権限を所有している場合は、認可さ
れていないユーザーが、他のユーザーの制限付きレポートおよびデータ・オブジェクトの
データにアクセスできます。回避策として、異なるユーザーには異なるドメイン権限を付
与します。（10369）
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元の「Save as」ダイアログ・ボックスで「Cancel」をクリックした後、別の「Save as」
ダイアログ・ボックスが表示されます。（7324）

別のイベント・タイプに変更すると、パラメータ化された Plan からフィールド・パラ
メータが削除されません。（7832）

Plan に渡すパラメータ値に特殊文字が含まれている場合にアラートを編集すると、エ
ラーが表示されます。（7857）

複数のレポートを表示している場合、ビューセットが期限切れになった後、アクティブ・
データの一時停止 / 再開は動作しません。(8131)

軸ラベルでタイムスタンプが選択されている場合、ADC 内部データ・アクセス・システ
ムにエラーが発生します。（8142）

ファンネル・グラフでは、グループ・フィールドとしてタイムスタンプまたは日時が適切
に表示されません。（8206）

タイムスタンプを追加できるのは、NULL 値不可の列としてのみであり、かつ、データ・
オブジェクトが空である場合のみです。データ・オブジェクトが空でない状態でタイムス
タンプを追加しようとしてエラーを受信した場合は、ICommand を使用して、データ・
オブジェクトをエクスポートしてから削除し、再び（空として）インポートし、NULL
値不可の列を追加します。（10454）

プロンプトの場合、ビューは電子メールにレンダリングされません。（8463）

レポートにアップロードされたイメージは、Web ファームを使用したシナリオでは動作
しません。（8620）

カテゴリに 0（ゼロ）の値が含まれる場合に連続系列を使用すると、問題が発生します。
問題には、ユーザーが 1 以外の時間単位量を選択した場合に発生するエラーや、クロス集
計ビューの問題、フィルタの問題などがあります。（8625、8628、8627）

クロス集計における問題には、アクティブ・データの挿入、グループの順序付けおよび書
式化が適切に機能しない場合の連続系列の処理が含まれます。（8736、8739、8740）

計算済フィールドには、行またはグループ・フィルタ・アラートを作成できません。
（8706）

位置合せの問題が、アラートの行およびグループの「Filter」タブ、および「Updating 
List」の行および列で発生します。（8708、8730）

プロンプトやパラメータ・ウィザードなど、Oracle BAM ユーザー・インタフェースのい
くつかの場所では、有効な選択として空白が許可されます。Oracle データベースでは、
空の文字列はサポートされないため、空白は入力しないでください。（10178）

「Enable drill through to detail」チェック・ボックスを選択しても、「Drill through」は無
効（グレーアウト）として表示されます。フィールドを削除したり、フィールドの順序を
変更するには、「Enable drill through to detail」チェック・ボックスの選択を解除してか
ら、再び選択します。フィールドに再びアクセスできるようになります。（9425）

「Collapsed List」で時間ディメンションをドリルダウンすると、エラーが発生します。回
避策として、時間ディメンションをドリルダウンする場合は、グラフを使用します。

（10437）

クラスタリングを使用している場合、Active Viewer では、常にフェイルオーバー後の再
接続は行われず、エラー「You are unable to connect to the Oracle BAM services」が表示
されます。回避策として、レポートを閉じてから再び開きます。（10326）

今回のリリースでは、レポートへのショートカット URL の構文が変更されました。以前
に生成した URL は、置き換える必要があります。Active Studio の「Copy Shortcut」に
移動して、レポートへの新しいショートカット URL を取得します。(10535)

アクション・フォームで使用されているパラメータが日時フィールドであり、そのデフォ
ルト値が NULL の場合、レポート内では _NaN/NaN/_Null_ として表示されます。回避
策として、デフォルト値を指定します。（9608）
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オフラインでレポートを保存すると、Active Studio が閉じてしまう場合があります。こ
れは、Microsoft XP Service Pack 2 で Internet Explorer を使用する場合の既知の問題と関
係しています。詳細は、http://support.microsoft.com/?kbid=896017 を参照してくださ
い。（9284）

OpenURL、ViewReport および Insert のアクション・タイプでは、「Rank」列をアクショ
ンで使用したり、リンクとして書式化することはできません。（9795）

レポートが使用している列のデータ型を変更すると、そのレポートは使用できなくなる可
能性があります。（9945）

電子メール用のレンダリングでは、Web サーバーのタイムゾーンが使用されます。
（10163）

タイプ・フィールドの新しいパラメータを作成した後は、「Edit View」リンクが応答しな
くなります。たとえば、次の手順を実行した場合などです。

1. 既存のレポートを編集モードで開き、「Change Report Properties」をクリックしま
す。

2. タイプ・フィールドのパラメータを追加し、すべての必須フィールドに値を指定して
ダイアログ・ボックスを閉じます。

3. 「edit view to group information by this field parameter」をクリックします。

「Edit View」リンクは、応答しません。

回避策として、どこか他の場所（ビューなど）をクリックし、このレポートを保存して
ビューの編集に戻ります。（10359）

連続する時系列のグラフを表示し、基礎となるデータを消去すると、x 軸が消去される場
合と消去されない場合があります。x 軸値の左端および右端が適切に定義されている場合

（ただちにアクティブにしたり、タイム・グループを使用するなど、両端でフィルタを使
用している場合）、データは常に適切に消去されます。x 軸の左端および右端が適切に定
義されていない場合（フィルタなし、左フィルタのみまたは右フィルタのみの場合）、ラ
ベルのみが削除されることがあります。 （10365）

今回のリリースでは、「Time Groups」を使用している場合、「Show Details」は動作しま
せん。データは表示されません。ただし、「Time Series」を使用している場合は、「Show 
Details」は動作します。（10473）

グラフで「Time Groups」を使用している場合は、日付フィールドのデフォルトの書式を
上書きできません。（10511）

オフラインで保存したレポートを表示すると、レポートのロード用アイコンが消えないこ
とがあります。これは無視してかまいません。（10516）

「Save Offline」をクリックすると、ダイアログ・ボックスが表示され、「Open」、「Save」
または「Cancel」のいずれかを選択するように求められます。「Save」を選択します。
ビューに戻っても、何も表示されません。ビューでデータを再び表示する場合は、レポー
トを閉じてから再び開きます。（10096）

アクション・フォームの「View Report」ハイパーリンクは、特殊文字を含むパラメータ
値を渡すと、空のポートを戻します。回避策として、アクション・リンクのかわりにアク
ション・ボタンを使用します。（10571）

レポートを選択してパラメータ化されたアラートを編集すると、選択したレポートは削除
できなくなります。選択したレポートを削除するには、アラートを再作成する必要があり
ます。（08645）

BAM サーバーとは異なるタイムゾーンのブラウザから作成したアラートは無効になりま
す。アラートは、赤色の＋マークが付けられて作成されます。（10860）
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5.6 Active Studio のレポート・ビューのレポート・ビューのレポート・ビューのレポート・ビュー
次の機能は、プレビューに対応したバージョンです。

� クロス集計ビュー

� サマリー・クロス集計ビュー

� マトリックス・ビュー

� 縦欄式ビュー

3 つの行グループのある行グループ・ビューでは、サイジング・ハンドルをクリックする
と、ビューが消失したように見えます。回避策として、すべてのビューでピクセルに対す
る割合を変更します。（9732）

クロス集計では、View Editor での作業時に列および行を選択した場合、データ・オブ
ジェクトに複数の日時フィールドがあると、スクリプト・エラー

「tdAddRemoveButtons.parentElement」が表示されます。このエラーは無視して、View 
Editor での作業を続行できます。（9349）

クロス集計ビュー・タイプでは、レポート・ページを電子メールで送信する機能はサポー
トされません。この問題に対する回避策はありません。（8542）

クロス集計ビューには、ピボットに関する既知の問題があります。行または列のないクロ
ス集計を生成するピボットを実行すると、アクティブ・データが停止する場合がありま
す。（10597）

ビューの設計後に非表示または表示されるフィールドが含まれるビュー（クロス集計、レ
ンジ・ゲージ、更新順序リストなど）を使用すると、問題が発生する可能性があります。
ビュー内で情報を非表示にする場合は、まず、ビューに表示されるフィールドのリストか
ら対象のフィールドを削除し、BAM Architect を使用して、そのフィールドをプライベー
トにします。（9368、9462、9463、9464）

アクティブ・データをサポートするビューは、リスト、グラフおよび KPI です。縦欄式
レポートでは、連続ページでのアクティブ・データの表示はサポートされせん。（4977、
5285）

レポートのロード後に、待機カーソルが消えないことがあり、ドリル操作ができなくなり
ます。この回避策として、マウス・カーソルが重なっているビュー要素から、そのマウ
ス・カーソルを移動します。たとえば、マウス・カーソルが棒グラフの棒と重なっている
場合は、レポートのロードが完了した後に、その棒からカーソルを移動すると、カーソル
がリセットされます。（10600）。これは、リリース 10.1.2.1 で修正されます。

棒グラフ以外のグラフでは、ターゲット行とアクティブ・データが正常に表示されませ
ん。（10612）

Active Studio で Excel ビューを開いたまま、Windows のエクスプローラで XLS ファイル
をダブル・クリックすると、Excel がハングします。Active Studio でレポートを閉じる
と、Excel は動作し始めます。XLS ファイルを開く場合に、Excel を開いてから「ファイ
ル」→「開く」を選択すると、Excel はハングしません。（9075、9079）

Excel ビューから、データを印刷できません。空のスプレッドシートが印刷されます。
（10086）

マトリックスの条件付き書式の条件を「Is not equal to」に設定すると、カラー表示が
誤って適用されます。（9958）

レンジ・ゲージは、MHT 形式では小さく表示される可能性があります。（3727）

通常、外部コンテンツ・ビューは、オフラインで保存されていたり、.MHT 形式で電子
メールを使用して送信されている場合、イメージを表示できません。（4286）

SPC グラフでは、空白を含むフィールド名を引用符で囲む必要があります。（7610）
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3 つのデータ・ラベル・タイプがすべて表示されるグラフでは、レポートを実データで表
示する際に、データ・ラベルが切れてしまう可能性があります。（5790）

特定の条件下では、グラフでラベルが重なる可能性があります。（9698）

更新順序リストでは、上位 N を適用する場合にソートが必要です。更新順序リストを作
成し、ソートせずに上位 N を適用してから「Cancel」をクリックすると、レポートを保
存および表示する際にエラーが表示されます。(6701)

ファンネル・グラフは、小さな画面には適切に縮小されません。（7948）

ファンネル・グラフの表示中は、グループの追加と削除またはデータの消去はサポートさ
れません。レポートを閉じた後、データにいずれかの操作を行ってから、再び開くことが
できます。（10539）

負の値は、スタック・グラフの凡例で重なる可能性があります。（8165）

リスト・ビューでは、一度指定したヘッダー・テキストは削除できません。新しいテキス
トを入力して、既存のテキストを置き換えることができます。（9565）

カルキュレータでは、文字列フィールドがサポートされます。ただし、文字列パラメータ
はサポートされません。（9086）

グラフ内でグループ化を行うと、NULL 値が正しく表示されません。（9612）

行グループの中に入る列グループ・ビューを作成する場合は、その列グループでの
ビュー・タイプを選択できません。（9520）

レポート URL でフィールド・パラメータを使用する場合、「Copy Shortcut」には、
フィールド名ではなくフィールド ID が必要です。フィールドのフィールド ID は、
Architect 内にあるデータ・オブジェクト用の「Layout」ページのデータ・オブジェクト
で参照できます。（10518）

同一のクライアント・ホストでレポート URL を表示する場合は、通常、web.config ファ
イルで定義されているものと同じプロトコルとホストを使用します。たとえば、ホスト名
が myhost-pc と定義されているとします。myhost-pc を使用してレポート URL を表示す
ると同時に、完全修飾されたホスト名（myhost-pc.us.acme.com など）を使用してレポー
トを表示すると、次のポップアップ・エラーが表示されます。

「Closing this window will break the active data stream for the Oracle BAM reports.」 
（10088）

プロンプトと組み合せた R グラフには、既知の問題があります。アクティブ・データは、
プロンプトを介して提供された 新の値がまだ有効であっても、プロンプトに表示される
値をデフォルト値にリセットします。（10548）

複数のプロンプトをビュー・タイトルに追加するには、既知の問題があります。2 つ目の
プロンプトを追加すると、ブラウザのエラーが発生する場合があります。このエラーは無
視してかまいません。「OK」をクリックして、ブラウザのエラーを閉じてから、レポー
トを保存して閉じます。レポートは、再び開くと適切に動作します。（10605）

R グラフ、S グラフおよび P グラフのビューでは、複数のデータ・オブジェクトはサポー
トされません。（10566）

同一のホストで 2 つのレポートが開かれていて、その両方でロードが同時に実行される
と、アクティブ・データは機能しなくなります。2 つの別々のレポートがどのようにホス
ティングされているかは問題ではありません。この問題は、レポートのホスティングが、
Active Viewer、Active Studio、またはポータルとカスタム・ページのいずれの組合せで
行われていても発生する可能性があります。（10613）

データ・フィールドごとのグループ、週～月と週～四半期のグループ、および年の境界を
越えるデータを使用してレポートを作成すると、エラーが発生します。（10412）
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列グループを適切にサイズ変更するには、それが含まれるビューを選択してから、サイズ
変更する必要があります。（10873）

Windows 2000 Server 上でグラフを作成すると、「"Sysem.Drawing.SafeNativeMethods"
のタイプ初期化子が例外をスローしました。」という例外がスローされます。このメッ
セージは、Windows 2000 システムで gdiplus.dll が欠落している場合に表示されます。
Microsoft 社の次の Web サイトから、この gdiplus.dll をダウンロードしてください。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c
-be590feaa05a&DisplayLang=en （10908）

これは、リリース 10.1.2.1 で修正されます。

5.6.1 ビュー・タイプの変更ビュー・タイプの変更ビュー・タイプの変更ビュー・タイプの変更
既存ビューのビュー・タイプを変更すると、エラーが発生する可能性があります。（9179、
7527、8207、8731、8207、7527、6527、5568、5097）

5.6.2 グラフ作成グラフ作成グラフ作成グラフ作成
アクティブ・データを使用している場合、上位 N を使用したグラフは失敗する場合があ
ります。（10521 および 10570）

5.7 縦欄式レポート縦欄式レポート縦欄式レポート縦欄式レポート
縦欄式レポートでサマリーとそのラベルを書式化するには、ツールバー・ボタンを使用し
ます。これらの項目は、「Alignment」および「Fonts」タブのドロップダウンには表示さ
れません。（2965）

計算フィールドを作成し、書式を適用してから、フィールドで集計を作成すると、その書
式は削除されます。（4891）

縦欄式レポートでソートを適用するには、選択しているフィールドをソートするツール
バー・ボタンを使用します。現在、グループ化されていないフィールドのソートに、
View Editor は使用できません。（5263、5270）

縦欄式レポートのヘッダーまたはフッター・フィールドには、縁取り処理や陰影処理は適
用できません。（5319）

縦欄式レポートのサマリーを作成する場合、ラベルは削除できませんが、カーソルまたは
[Back Space] キーを使用して、ラベルからテキストを削除できます。（4407）

選択したフィールドで位置合せツールバー・ボタンを使用すると、予想したとおりに動作
しないことがあります。選択してドラッグする方法で、位置合せを手動で行います。

（5152）

縦欄式レポートで、テキスト・フィールドやヘッダー内のアイテムを手動で移動し、
View Editor を開いてサマリー・フィールドを削除すると、これらのアイテムが元の位置
に移動します。（5253）

Active Viewer で、150,000 のレコードにアクセスする縦欄式レポートを表示し、「Next 
Page」ボタンをクリックすると、エラーが発生します。（5436）

更新順序リストおよび縦欄式レポートのビューは、データに特殊文字が含まれていると、
適切にソートされません。（6733）

縦欄式レポートの計算フィールドでグループ化を実行すると、ヘッダーが重複して表示さ
れる可能性があります。（5571）

縦欄式レポート・ビューでフィールドを選択し、「Group」ボタンをクリックすると、レ
ポートからフィールドが削除される場合があります。View Editor を使用して、グループ
を追加します。（5577）
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集計フィールドを含む縦欄式ビューを作成してから、「Formatting」タブで、集計フィー
ルドを削除し、別の集計フィールドを追加すると、両方の集計が表示されます。（6962）

すべてのフィールドを縦欄式ビュー・タイプでグループ化すると、エラーが表示されま
す。（7488）

縦欄式レポートでは、計算を適用し、その計算をグループに含めてから、計算フィールド
の名前を変更すると、エラーが発生します。（7749）

縦欄式ビューの「Text & Align」タブでは、詳細ヘッダーおよび列ヘッダーの幅を設定し
ても、効果がありません。かわりに、1 列ずつ列幅を設定します。（8965、10086、9079、
9075）

縦欄式ビューでテキストを選択すると、エラーが表示されます。（7487）

縦欄式ビュー・タイプでは、アクティブ・データはサポートされません。（10186）

縦欄式ビューでは、レポート・タイトルを移動した後で、さらにデータをロードすると、
スクリプト・エラーが発生する場合があります。（10187）

縦欄式ビューでは、電子メールおよびオフラインでの保存はサポートされません。（9314）

「Group Sort and Value Suppress」ツールバー・ボタンを使用すると、フィールドでの値
の抑制によって、表示されるはずのデータが誤って削除される場合があります。回避策と
して、View Editor でグループ化を試行してから、「Value Suppress」ツールバー・ボタン
を使用します。（10441）

5.8 Excel ビュービュービュービュー
Active Studio で、Excel ビューに対して「Save As」を使用する場合は、レポートを表示
してから、「File」→「Save As」を選択します。レポートの編集中に「Save As」を使用
すると、エラーが表示される可能性があります。（6764）

データを Excel ビューに表示した後、Excel のソート機能を使用してソートを適用できま
す。Excel では、データの再ソートは更新のたびには行われません。このため、データを
初に表示した場合、ソート済データを OWC スプレッドシートおよび Excel ビュー間で

比較すると一致しません。(6733)

5.9 スプレッドシート・ビュースプレッドシート・ビュースプレッドシート・ビュースプレッドシート・ビュー
OWC ビューを作成または編集する場合、表示可能なデータは 1,000 行のみです。OWC
ビューを表示する場合は、 大 64,000 行を表示できます。

マシンに Microsoft Office をインストールしていない場合、Microsoft スプレッドシート
OWC ビューは作成できますが、Excel 機能のあるツールバーは有効になりません。これ
は、インストール済の有効な Microsoft Office ライセンスが存在しないためです。（1757）

View Editor を開いた状態でスプレッドシート・スクロールバーをクリックすると、
「View Editor」ダイアログ・ボックスが非表示になります。（1635）

列を選択し、「Sort」ボタンを選択すると、範囲ごとのソートによってアクティブ・デー
タが無効になることを示す警告メッセージが表示されます。列を選択し、右クリックして
ソートを行うと、この警告メッセージは表示されません。（2214）

スプレッドシート・ビューのセル書式は、アクティブ・データのロードによって上書きさ
れます。（4052）

ソート済のスプレッド・シートに行を挿入する際、交互色替が適切に適用されない場合が
あります。レポートを閉じて、再び開くと、この色替は適切に表示されます。（5272）

64000 のレコードをスプレッドシート・ビューにロードするには、非常に長い時間（15
分）がかかります。（5040）
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OWC スプレッドシート・ビューで列が削除された後では、列ヘッダーと行は一致しませ
ん。（5799、5798）

スプレッドシート・ビューおよび Excel ビューでは、電子メールおよびオフラインでの保
存はサポートされません。(9378)

5.10 電子メール電子メール電子メール電子メール
レポートを電子メールで送信すると、「At least one recipient is required, but none were 
found」というメッセージが表示されます。この場合のエラー・メッセージ・テキストは
不適切です。「ユーザーの電子メール・アドレスは、「Personalize」設定で構成する必要
があります。」と読み換えてください。（10329）

電子メールからレポート・リンクを別のフレームで表示すると、エラーが発生します。任
意のレポートを選択し、それをユーザー自身に電子メール（hotmail アカウントを使用）
で送信します。レポート・リンクをクリックして、レポートを表示します。リンクに影響
する Hotmail の問題が原因で、エラーが発生します。（7227）

5.11 フィルタフィルタフィルタフィルタ
フィルタの作成時に、「Browse」リストに戻されない値があります。リスト内に表示する
行数は、Web.config ファイルの RecordsLimitForValueBrowser 設定の値を変更して構成
できます。デフォルトでは、50 の値です。（5459）

空白がプロンプトで許可されており、プロンプト・ユーザーがそれを選択した場合、ブー
ル・データ型とプロンプト値でフィルタを作成すると、エラーが表示されます。文字列以
外のすべての型では、空白を無効にする必要があります。（6750）

空白値を許可する日時プロンプトを含むフィルタで、値を指定せずに「OK」をクリック
すると、エラーが表示されます。（6753）

日時フィールド・データ型に対するフィルタでは、「is like」フィルタの値を入力できま
せん。カレンダから特定の日付を選択してフィルタを作成することはできますが、値を入
力したり、ワイルドカード文字を指定することはできません。（7023）

夏時間の変更中に日時フィールドを使用してフィルタを表示すると、矛盾が生じる場合が
あります。この問題が発生するのは、夏時間の変更が行われているときに、レポートを表
示している場合のみです。回避策として、レポートを再び開きます。（9871）

5.12 計算フィールド計算フィールド計算フィールド計算フィールド
レポート内で計算フィールドが使用される場合、これらのフィールドは削除できません。
削除すると、エラーが発生します。（5019、6019）

ユーザーがビューを保存および編集した場合、計算フィールドは、ビューで使用されてい
なくても削除できない場合があります。（6462）

計算フィールドは、「Prompts and Parameters」ウィザードの「from list」手順に表示さ
れません。ただし、プロンプト内のパラメータおよびタイプは、計算フィールドで適切に
機能します。（6578）

Max() または Min()、およびブールを含む複数レベルの計算フィールドは機能しません。
（8077）

異なるカウントを使用する 2 つの計算フィールドで、除算を実行する計算フィールドを作
成すると、ADC エラーが発生する可能性があります。回避策として、
CountDistinct({Recent Account Touch SID})/CountDistinct({Account SID}) などの計算
フィールドを作成します。この問題が発生するのは、ある計算フィールドが、他の集計計
算フィールドで演算を実行する場合のみです。（10063）
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5.13 アラートアラートアラートアラート
アラートは、削除済のレポートに基づいている場合は削除されません。（2378）

アラートのリストにある「Activate」チェック・ボックスでのソートでは、名前別のソー
トのみが実行され、アクティブ化の状態別には実行されません。（4195）

アラートの「Activate」チェック・ボックスをクリックした場合に、「Clear alert history」
リンクをクリックしてから「Cancel」をクリックすると、アラート履歴が消去されます。
アラート履歴をイベント・ログに書き込み、誤って消去しないようにします。（5260）

計算フィールドでの変更を確認する「when a data field in a report meets specified 
conditions」イベントを使用してアラートを作成できません。現在、データ・オブジェク
トに含まれているフィールドのみが表示されます。（5310）

Windows の無効なファイル名文字（¥ / : * ? " < > | など）を含むレポート名を選択して
も、アラートは起動しません。（5402）

削除済のレポートを参照する起動後のアラートの動作には、一貫性がありません。アラー
トによって使用されるレポートが存在していることを確認します。（5231）

ビュー 2 またはビュー 3 が複数ビュー・レポートにプロンプトまたはパラメータを保持し
ている場合、アラートには孤立を示すマークは付けられません。（6525）

「Alert Parameter」ダイアログ・ボックスでは、同じ名前を持つ 2 つのパラメータの作成
が誤って許可されます。(7831)

アラートの低レベル・セキュリティでは、データ・オブジェクト内のデータ変更に対する
アラートは考慮されません。（8025）

アラートには、メッセージ受信者ではなくアラート所有者の低レベル・セキュリティが適
用されます。（8025）

複数のデータ・オブジェクト・ビューを含むレポートに対するアラートは、 初の修飾子
に対してのみ機能します。（10164）

Plan に渡すパラメータ値に特殊文字が含まれている場合にアラートを編集すると、エ
ラーが発生します。（7857）

Alert Rule Editor の「Select Data Field」ポップアップでは、適用できない集計の選択が
誤って許可されます。データ・フィールドに有効な関数を選択します。（9758）

グループおよびフィルタを使用してアラートを作成および編集すると、フィールドのリス
トに重複したフィールドが表示される場合があります。（9834）

集計に対するアラートは、予定以外のタイミングで起動することがあります。たとえば、
「alert me when SUM(Sales) changes」は、SUM(Sales) が変更されていなくても起動する
ことがあります。(9675)

パラメータ化されたアラートを作成する場合は、「set parameters」セクションに移入する
必要があります。このセクションでは、「User」、「Delivery」および「Report」フィール
ドに、事前定義された値、または「Data-Object (DO)」フィールドから動的に値を移入し
ます。

� 「User」フィールド

事前定義された値をこのフィールドに移入する場合、表示される値は、
MY-DOMAIN¥myhost-pc などの書式に従います。このフィールドに DO フィールド
から移入する場合も、この値は MY-DOMAIN¥myhost-pc などの書式に従います。

� 「Delivery」フィールド

このフィールドに事前定義された値を移入する場合、このフィールドに表示される値
は「Email」（または類似したもの）です。このフィールドに DO フィールドから移
入する場合、この値は smtp である必要があります。
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� 「Report」フィールド

事前定義された値をこのフィールドに移入する場合、このフィールドに表示される値
は、Emp_Report（または類似したもの）です。このフィールドに DO フィールドか
ら移入する場合、この値は、そのレポートの名前ではなく、レポート ID である必要
があります。レポート ID を取得するには、レポート（Emp_Report など）をクリッ
クし、「Copy Shortcut」リンクをクリックします。ウィンドウが表示され、次のよう
なリンクが示されます。

http://SERVER1/oraclebam/ReportServer/default.aspx?Event=ViewReport&ReportDef=1&B
uttons=False

このリンクでは、レポート Emp_Report のレポート ID は 1 です。BAM のすべての
レポートには、一意のレポート ID があります。（10391）

アラートがサポートするのは、1 レベルのグループのみです。ただし、アラートの
ユーザー・インタフェースには、複数のレベルのグループでアラートを作成できると
いう不具合があります。（10492）

5.14 Oracle BAM Administrator
Plan の設定確認をリクエストした場合、Plan の監視設定が変更されたかどうかを判断す
るのに時間がかかります。現在、回避策はありません。（10239）

レポートが変更中の場合、管理者は、オブジェクトの所有権を別のユーザーに再割当てす
ることが可能です。（3355）

ユーザーがログインしている場合、そのユーザーを削除しないでください。（4021）

「Preferred Delivery Order」が、IIM SMTP または SMTP IIM のいずれかの許容される構
文以外で編集された場合、Active Studio および Active Viewer では、ユーザーの

「Personalize」ダイアログ・ボックスは表示できません。（6882）

5.15 Oracle BAM Architect
BAM では、非関連テーブルまたはスター・スキーマという 2 種類のスキーマ・モデルが
サポートされます。これらのモデルに適合しない他の種類のスキーマは、パフォーマンス
の問題またはデッドロックの原因になります。スノーフレーク・ディメンション（デジー
チェーン化された参照）は、サポートされません。次の例を参照してください。（10633）

サポートされる例 :

Table 1 (with no lookups to any other tables)
Table 1 > Lookup > Table 2

サポートされない例 :

Table 1 > Lookup > Table 2 > Lookup > Table 3

多数の行データを含むデータ・オブジェクトの場合、行カウントが実行されるため、デー
タ・オブジェクト・プロパティの表示には時間がかかります。500,000 行を超えるデー
タ・オブジェクトには、推定カウントが提供されます。Plan Monitor Service が ADC へ
の接続を失っても、Plan は再起動されません。(3750)

データ・オブジェクトに誤った構文のある計算フィールドを入力すると、データ・オブ
ジェクト定義が失われる可能性があります。（4243）

データ・オブジェクトに「When this data field has a condition of x」を使用したアラート
がある場合、データ・オブジェクトを編集しようとすると、データ・オブジェクトが使用
中であることを示すメッセージが表示されます。これに基づくアラートがあるデータ・オ
ブジェクトを編集するには、Oracle BAM Event Service を停止し、編集を行ってから再起
動する必要があります。（5119）
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数学演算に 10 進数型のオペランドと浮動小数点型のオペランドが含まれていて、浮動小
数点値が正または負の厳密値（1.79769313486232E308）である場合、計算フィールドの計
算は失敗し、エラーが表示されます。（6235）

あるデータ・オブジェクトが保持する参照がそのデータ・オブジェクト自体に対するもの
である場合、そのデータ・オブジェクトへのアクセス権を変更する際は、このデータ・オ
ブジェクトを参照する他のデータ・オブジェクトへのアクセス権も変更する必要がありま
す。読取り権限を所有していないデータ・オブジェクトに対する参照フィールドを作成し
た場合、その後もデータは戻されます。（5705）

存在しないアラートが「Alert Transform」に設定されていても、Plan は失敗しません。
（6785、6971）

ADC でサポートされるのは、1 つの値のみと一致する内部結合としての参照です。一致
なしは無効であり、複数一致も無効です。参照が外部表の 1 つの行のみと一致することが
保証されるアーキテクトである必要があります。複数の行と一致する場合、アクティブ・
データ上の参照には、削除の必要がある値が含まれている可能性があります。（5200）

「Maps to the parameter」オプションを使用する場合、「Action Forms」で使用する複数
選択のパラメータには、デリミタが機能します。「maps to a Data Object」を選択すると、
そのデータ・オブジェクトはパラメータをコールできます。Oracle BAM Architect では、
構文 <ParameterName:DELIMITER> を使用します。コロンまたはデリミタが削除されて
いる場合、デフォルトでは、カンマが使用されます。（9453）

グラフで作業していると、「If you group by field, you can only choose one summary 
function for one chart value」というメッセージが表示される場合があります。グループ
を手動で削除し、「Apply」をクリックして作業を続行します。（10292）

管理者以外のユーザーでログオンし、結合を含むデータ・オブジェクトを消去すると、エ
ラーが発生します。管理者がログオンして、データ・オブジェクトを消去します。（9989）

ADC 参照では、複数行を戻すことはできません。（9411）

エンタープライズ・メッセージ・ソース（EMS）定義を変更すると、Plan Monitor を再
起動する必要がある場合があります。（10525）

5.16 Enterprise Link
メッセージがキュー待機時間よりもわずかに速く到達すると、実データが一括で配信され
ているように見えることがあります。メッセージが高速または低速で到達した場合、この
現象は発生しません。一括処理が行われているように見える現象を解決するには、デフォ
ルトのキュー待機時間を短くして、メッセージが待機時間と同じタイミングで到達するよ
うにします。少なくとも、ブロックが短時間で一杯になるように、待機時間を短くしま
す。sadcagnt.exe.config ファイル（BAM リリース 10.1.2.1 の
OracleBAMELProxyMsg.exe.config）で、<add key="EL.MessageReceiver.Timeout" 
value="100" /> の値を変更します。（7137）

Enterprise Link Web Service では、Enterprise Link の Web サービスにデータを送信する
GET メソッドは動作しません。デフォルトで、HTTP Post および HTTP Get は無効化さ
れています。詳細は、http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;819267
を参照してください。（8512）

admin 以外のアカウントで Data Flow Service を実行すると、エラーが表示されます。
（8066）

5.17 ICommand
インポート操作に失敗した場合、ICommand は、一部のアイテムが正常にインポートさ
れていても、アイテムがまったくインポートされていないと示すことがあります。ログ・
ファイルで、インポートされたアイテムを確認します。（10266）

ICommand スクリプトを手動で編集する場合、空白書式は同じ形式にしておく必要があ
ります。一部の XML では、ICommand は空白を適切に処理しません。（9232）
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削除済データを参照する参照を含むデータ・オブジェクトをエクスポートしようとする
と、エラーが発生します。回避策として、参照を削除してから、データ・オブジェクトを
エクスポートします。（9990）これは、リリース 10.1.2.1 で修正されます。

ICommand では、空白およびその他の特殊文字を含むレポート名およびファイル名は、
引用符で囲んで使用する必要があります。（10299）

バックグラウンド・イメージを含むレポートのエクスポートでは、内部イメージ・ファイ
ルの名前がエクスポートされ、そのインポートも行われます。元のレポートがまだ存在す
る場合は、両方のレポートが同じイメージに対して相互リンクされます。元のレポートが
存在しない場合、イメージは失われます。（9247）

Plan を ICommand で実行するには、それを Enterprise Link Design Studio で閉じる必要
があります。（10368） これは、リリース 10.1.2.1 で修正されます。

パラメータ値に特殊文字を含むパラメータ化されたアラートをエクスポートすると、
ICommand のエクスポートは失敗します。（10451）

ICommand では、type=all を設定したエクスポートまたはインポートはサポートされま
せん。回避策は、次のとおりです。

� 各タイプを個々の XML ファイルにエクスポートします。次に例を示します。

icommand cmd=export type=report all owner=1 file=allreports.xml

データ・オブジェクトのエクスポートの場合、エクスポートできるのはデータ・オブ
ジェクトの定義のみであり、データはエクスポートできません。次に例を示します。

icommand cmd=export type=dataobject all contents=0 file=alldataobjects.xml

インポートの場合、エラーは発生しませんが、非外部データ・オブジェクトを移入す
る必要があります。たとえば、別の環境に配置する際にこれを処理するため、ロー
ド・プランが作成されている場合があります。

� type=all を使用し、データ・オブジェクトをデータとともにエクスポートすると、
XML を編集したり、外部データ・オブジェクト・セクションのデータを削除するこ
ができます。この方法では、インポートは失敗しません。（10503）

5.18 インストールおよびトラブルシューティングインストールおよびトラブルシューティングインストールおよびトラブルシューティングインストールおよびトラブルシューティング
Oracle BAM コンポーネントがインストールされているコンピュータのホスト名は変更で
きません。 かわりに、Oracle BAM コンポーネントを削除し、ホスト名を変更してから再
インストールします。(10478)

InstallShield によるインストールが失敗し、次のようなエラー・メッセージが表示される
場合があります。

Setup has experienced an error
Please do the folloiwng
- Close any running programs
- Empty your temporary folder
- Check your Internet connection (Internet-based Setups)

ホストのディスクが破損している可能性があります。または、InstallShield ファイルが破
損しているか、そのバージョンが不適切である可能性があります。
Program Files¥InstallShield¥Professional¥Runtime¥month¥day にあるファイルを削除します。

month および day は、インストールを実行した月および日を示します。また、インストー
ル・イメージが破損していないことも確認します。（10591）
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5.19 ドキュメントおよびオンライン・ヘルプドキュメントおよびオンライン・ヘルプドキュメントおよびオンライン・ヘルプドキュメントおよびオンライン・ヘルプ
Oracle BAM ドキュメントおよび Web アプリケーション用のオンライン・ヘルプには、
アプリケーションに追加された 新の機能がいくつか含まれていません。

『Oracle Business Activity Monitoring Architect ユーザーズ・ガイド』の計算フィールド
の追加に関する項および Architect のオンライン・ヘルプに記述されている WEEK ファン
クションの定義には、誤記があります。 WEEK ファンクションの正しい定義は、次のとお
りです。WEEK は、ある日付の週を 0 ～ 53 の範囲で戻します。これは、53 週目に週の開
始日が存在する可能性があるためです。日曜日が、その週の開始日になります。日曜日が
あるこの年の 初の週が、1 週目となります。

たとえば、2006 年 1 月 1 日は日曜日であるため、0 週目は存在しません。この年は、1 週
目から開始し、53 週目まで続きます。2006 年の 53 週目には、1 日のみが含まれます。そ
れは 12 月 31 日で、日曜日でもあります。これに続く月曜日～土曜日（2007 年 1 月 1 日
～ 6 日）は、2007 年の 0 週目です。（10487）

BAM Architect から、Plan の編集が削除されました。このため、BAM Architect のオンラ
イン・ヘルプおよびユーザー・ガイドの Plan の作成に関する項は製品に適用されなくな
るため、無視してかまいません。Plan を作成および編集する場合は、Enterprise Link 
Design Studio を使用します。（10506）
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