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本書の目的

本書は、Systemwalker Converter / J の操作方法について説明しています。

Systemwalker Converter / Jは、JP1/Automatic Job Management System2、および、JP1/Automatic Job Management System 3 (以後、

JP1またはJP1/AJSと略します)の定義情報ファイルを元にして、Systemwalker Operation Managerのジョブネット定義CSVファイルへの

変換を支援するソフトウェア製品です。

 
最新のドキュメントおよびSystemwalker Converter / J本体について

本書およびSystemwalker Converter / J 本体の 新版を、ソフトウェア技術情報ホームページで公開しています。

移行元のJP1/Automatic Job Management System 3のバージョンによっては、Systemwalker Converter / Jの 新版が必要となる場合が

あります。必要に応じて、ソフトウェア技術情報ホームページにアクセスし、 新版が公開されていないか確認してください。 新版が

必要な場合は、 新版をダウンロードして使用してください。

・ 公開先

Systemwalker Operation Manager 技術情報 (サンプル /テンプレート /ツール/ デザインシート)

URL : http://software.fujitsu.com/jp/technical/systemwalker/operationmgr/

 
本書の読者

本書は、JP1からSystemwalker Operation Managerへの移行を検討されている方を対象としています。

本書を読む場合、OSやGUIの一般的な操作方法をご理解の上でお読みください。

 
略語表記について

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows(R) 8.1”と表記します。

－ Windows(R) 8.1 (x86)

－ Windows(R) 8.1 Pro (x86)

－ Windows(R) 8.1 Enterprise(x86)

－ Windows(R) 8.1 (x64)

－ Windows(R) 8.1 Pro(x64)

－ Windows(R) 8.1 Enterprise(x64)

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows(R) 8”と表記します。

－ Windows(R) 8.1 (x86)

－ Windows(R) 8.1 Pro (x86)

－ Windows(R) 8.1 Enterprise(x86)

－ Windows(R) 8.1 (x64)

－ Windows(R) 8.1 Pro(x64)

－ Windows(R) 8.1 Enterprise(x64)

－ Windows(R) 8 (x86)

－ Windows(R) 8 Pro (x86)

－ Windows(R) 8 Enterprise(x86)

－ Windows(R) 8 (x64)

－ Windows(R) 8 Pro(x64)
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－ Windows(R) 8 Enterprise(x64)

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows(R) 7”と表記します。

－ Windows(R) 7 Home Premium(x86)

－ Windows(R) 7 Professional(x86)

－ Windows(R) 7 Enterprise(x86)

－ Windows(R) 7 Ultimate(x86)

－ Windows(R) 7 Home Premium(x64)

－ Windows(R) 7 Professional(x64)

－ Windows(R) 7 Enterprise(x64)

－ Windows(R) 7 Ultimate(x64)

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Vista(R)”と表記します。

－ Windows Vista(R) Home Basic(x86)

－ Windows Vista(R) Home Premium(x86)

－ Windows Vista(R) Business(x86)

－ Windows Vista(R) Enterprise(x86)

－ Windows Vista(R) Ultimate(x86)

－ Windows Vista(R) Home Basic(x64)

－ Windows Vista(R) Home Premium(x64)

－ Windows Vista(R) Business(x64)

－ Windows Vista(R) Enterprise(x64)

－ Windows Vista(R) Ultimate(x64)

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Excel”と表記します。

－ Microsoft(R) Office Excel(R) 2007

－ Microsoft(R) Office Excel(R) 2010

－ Microsoft(R) Office Excel(R) 2013

・ 以下のOS上で動作するSystemwalker Operation Managerを“Windows版 Systemwalker Operation Manager”または“Windows版”

と表記します。

－ Windows

－ Itanium以外の64ビットアーキテクチャに対応したWindows

・ Oracle SolarisはSolaris , Solaris Operating System , Solaris OSと記載することがあります。

・ Solaris上で動作するSystemwalker Operation Managerを“Solaris版 Systemwalker Operation Manager”または“Solaris版”と表記し

ます。

・ HP-UX上で動作するSystemwalker Operation Managerを“HP-UX版 Systemwalker Operation Manager”または“HP-UX版”と表記

します。

・ AIX上で動作するSystemwalker Operation Managerを“AIX版 Systemwalker Operation Manager”または“AIX版”と表記します。

・ 以下のOS上で動作するSystemwalker Operation Managerを“Linux版 Systemwalker Operation Manager”または“Linux版”と表記

します。

－ Linux

－ Itanium以外の64ビットアーキテクチャに対応したLinux
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・ Solaris版、DS版、HP-UX版、AIX版、Linux版およびLinux for Itanium版のSystemwalker Operation Managerを包括して、“UNIX
版 Systemwalker Operation Manager”または“UNIX版”と表記します。

・ Systemwalker Operation Manager Standard Editionを“SE版”と表記している箇所があります。

・ Systemwalker Operation Manager Enterprise Editionを“EE版”と表記している箇所があります。

・ Systemwalker Operation Manager Global Enterprise Editionを“GEE版”と表記している箇所があります。

 
輸出管理規制について

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、

必要な手続きをおとりください。

 
商標について

HP-UXは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。

IBM、AIX、AIX 5L、ViaVoiceは、IBM Corp.の商標です。

HP ServiceGuardは、Hewlett-Packard Companyの製品であり、著作権で保護されています。

Microsoft、MS、Windows、Windows Server、およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登

録商標または商標です。

Red Hat は米国およびそのほかの国において登録されたRed Hat, Inc. の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商

品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

UNIXは、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。

UXP、Systemwalker、Interstageは富士通株式会社の登録商標です。

VMware、VMwareロゴ、Virtual SMPおよびVMotionはVMware,Incの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Systemwalkerは富士通株式会社の登録商標です。

JP1は株式会社日立製作所の日本における商標または登録商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

 
出版年月および版数

 
出版年月および版数 マニュアルコード

2014年 1月 初版 B1X1-0310-01Z2(00)/B1X1-0310-01Z0(00)

2015年 1月 第2版 B1X1-0310-02Z2(00)/B1X1-0310-02Z0(00)

Copyright 1995-2015 FUJITSU LIMITED
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第1章 概要

本章では、Systemwalker Converter / Jの概要について説明します。

1.1 Systemwalker Converter / Jとは

Systemwalker Converter / Jは、JP1からSystemwalker Operation Managerへのシステム移行を支援するツールです。Systemwalker
Converter / Jが提供する、ExcelベースのGUI入力ワークシートを使用すると、JP1のユニットの定義情報(以降、ユニット定義体と呼びま

す)をSystemwalker Operation Managerのジョブネット定義CSVファイルに容易に移行することができます。

Systemwalker Converter / Jで変換したジョブネット定義CSVファイルは、Systemwalker Operation Manager Job Designer (以後、Job
Designerと略します)を用いて編集し、Systemwalker Operation Managerに登録します。

 

 注意

Systemwalker Converter / Jは、JP1からSystemwalker Operation Managerへの移行を容易にするための、移行支援ツールです。移行

の目的だけに使用してください。

また、Systemwalker Converter / Jは、以下の場合に対応するため、 新版を技術情報ホームページで公開しています。

・ JP1の 新バージョンから移行する場合(この場合、JP1の従来のバージョンから移行する機能も利用できます。)。

・ Systemwalker Converter / Jの不具合が修正された場合
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したがって、Systemwalker Converter / Jを使用する際には、まず技術情報ホームページを確認し、 新版をダウンロードしてください。

1.2 機能概要

Systemwalker Converter / Jの機能概要について説明します。

 
JP1のユニット定義体からジョブネット定義CSVファイル等への変換

Systemwalker Converter / J は、JP1のユニット定義体をSystemwalker Operation Managerのジョブネット定義CSVファイル、休日情報制

御文、起動日雛形制御文、マクロ定義ファイルに変換します。

変換結果の情報として、階層構造ファイル、ログファイルが出力されます。

1.3 Systemwalker Converter / Jの運用イメージ

Systemwalker Converter / Jは、JP1のユニット定義体をSystemwalker Operation Managerのジョブネット定義CSVファイルに変換します。

Systemwalker Converter / Jは、Systemwalker Converter / Jを格納したコンピュータ上で利用します。

JP1をインストールしたサーバとSystemwalker Converter / Jが動作するコンピュータの間でのユニット定義体の転送、およびSystemwalker
Operation Managerサーバへのジョブネット状態CSVファイルの転送は、FTPなどで行います。

以下に、一連の処理のイメージを示します。
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(1) ユニット定義体の出力

JP1をインストールしたサーバ上で、変換対象とするユニット定義体をテキストファイルに出力します。出力コマンドについては、JP1のマ

ニュアルを参照してください。

 

 注意

ユニット定義体の出力に関する注意

・ 階層構造となっているユニットは、ルートジョブネットを選択して1つのテキストファイルに出力してください。別々のテキストファイル

に出力した場合、Systemwalker Operation Managerに登録した時に、階層構造で表示できません。

・ 1つのユニット定義体に999999ネットを超える指定をしないでください。999999ネットを超える場合は、ユニット定義体を分割し、別々

のテキストファイルに出力してください。
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(2) ユニット定義体の転送

出力されたユニット定義体を、Systemwalker Converter / Jが動作するコンピュータに転送します。

 

 注意

FTPによる転送について

FTPでジョブネット定義CSVファイルを転送する場合は、Binaryモードではなく、ASCIIモードで転送してください。

 
(3) 変換前の作業

ユニット定義体を、“3.3 変換前の作業”にしたがって直接編集します。

 
(4) ユニット定義体の読み込み

Systemwalker Converter / Jに、変換対象のユニット定義体を読み込みます。

 
(5) ファイルの出力

Systemwalker Converter / Jにより、ユニット定義体はジョブネット定義CSVファイルに変換され、出力されます。

定義内容によっては、ジョブネット定義CSVファイル以外に、以下のファイルも作成されます。

・ 休日情報制御文

・ 起動日雛形制御文

・ マクロ定義ファイル

・ 階層構造ファイル

・ ログファイル

 
(6) ジョブネット定義CSVの読み込み

Job Designerに、Systemwalker Converter / Jから出力したジョブネット定義CSVファイルを読み込みます。

 
(7) 業務要件定義書との確認

JP1で環境を構築した際に作成した業務要件定義書と、Job Designerに読み込んだ運用フローとを照らし合わせ、業務の構成として正

しく変換されているか確認します。

 
(8) ジョブネット定義CSVファイルの編集

“3.4.3 変換項目”の変換対象外のオペランドおよび、Systemwalker Converter / Jの変換時に出力したエラーメッセージを確認します。

また、(7)で確認した結果、変換できていない場合は、Job Designerを使用して業務構成を再設計します。

Job Designerの環境設定のカレンダ名に、出力された休日情報制御文のカレンダ名を登録します。

Job Designerの環境設定の起動日雛形名に、出力された起動日雛形制御文の起動日雛形名を登録します。

 
(9) ファイルの出力

Job Designerで編集したジョブネット定義CSVファイルを出力します。

 
(10) ファイルの転送

以下のファイルを、Systemwalker Operation Managerが動作するサーバに転送します。

・ ジョブネット定義CSVファイル

・ 休日情報制御文

・ 起動日雛形制御文
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(11) ファイルの登録

ファイルをSystemwalker Operation Managerに登録します。Systemwalker Operation Managerが動作するサーバの文字コードに変換し

てから、登録する必要があります。

先に、休日情報制御文および、起動日雛形制御文を登録します。登録コマンドについては、以下のとおりです。詳細は、“Systemwalker
Operation Managerリファレンスマニュアル”を参照してください。

・ 休日情報制御文

jobschsetholコマンド

・ 起動日雛形制御文

jobschsetcalコマンド

次に、ジョブネット定義CSVファイルを登録します。登録コマンドについては、以下のとおりです。詳細は、“Systemwalker Operation
Managerリファレンスマニュアル”を参照してください。

・ ジョブネット定義CSVファイル

jobschsetnetコマンド (jobschcsvtodefコマンドでジョブネット定義CSVファイルを制御文に変換してから使用します。)

なお、以下の機能を使用して、ジョブネット定義CSVファイルを一括して登録することもできます。

・ Systemwalker Operation Managerクライアントの画面からインポート

・ Job Designerのジョブネット登録バッチジョブ

 
(12) Systemwalker Operation Managerでのテスト・編集

Systemwalker Operation Managerに登録した後、テスト運用を実施します。テスト結果がJP1の要件定義と異なる場合は、登録したジョ

ブネットを編集します。
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第2章 動作環境

本章では、Systemwalker Converter / Jの動作環境について説明します。

2.1 ハードウェア環境

Systemwalker Converter / Jが動作するために必要なハードウェア資源は、以下のとおりです。

Windows(R) 8.1/ Windows(R) 8/ Windows(R) 7/ Windows Vista(R) が稼働するハードウェア
 

CPU 2GHz以上

メモリ 1GB以上

ハードディスク空き容量 5MB以上

2.2 ソフトウェア環境
 

必須ソフトウェア

Systemwalker Converter / Jが動作するためには、以下のいずれかのExcelが必要です。

・ Microsoft(R) Office Excel(R) 2007

・ Microsoft(R) Office Excel(R) 2010(x86版)

・ Microsoft(R) Office Excel(R) 2013(x86版)

 
移行対象製品

定義を移行できる対象製品を以下に示します。

入力データ

Systemwalker Converter / Jを利用して、以下のJP1製品のユニット定義体を、ジョブネット定義CSVファイルに変換できます。

【Windows版/ Solaris版/ Linux版/ AIX版/ HP-UX版】

－ JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System2

－ JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System3

－ JP1 Version 9.5 JP1/Automatic Job Management System3

－ JP1 Version 10 JP1/Automatic Job Management System3

2.3 使用方法

Systemwalker Converter / Jは、ソフトウェア技術情報ホームページにアクセスし、 新版をダウンロードして使用してください。

・ 公開先

Systemwalker Operation Manager 技術情報 (サンプル /テンプレート /ツール/ デザインシート)

URL : http://software.fujitsu.com/jp/technical/systemwalker/operationmgr/
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第3章 操作方法

本章では、Systemwalker Converter / Jの操作方法について説明します。

3.1 Systemwalker Converter / Jの起動・終了

本節では、Systemwalker Converter / Jの起動と終了について説明します。

3.1.1 Systemwalker Converter / Jの起動

Systemwalker Converter / Jは、SWConverterJ.xlsを実行すると起動します。

起動に成功すると、以下の初期画面が表示されます。

 

 注意

起動時の注意事項

・ Systemwalker Converter / Jの起動時に、信頼済みドキュメント確認のセキュリティ警告が表示される場合があります。この場合、コ

ンテンツを有効にし、本ツールを再起動してください。

・ Systemwalker Converter / Jの起動時に、マクロを有効/無効を確認するダイアログが出力される場合があります。必ず“マクロを有

効にする”をクリックしてください。“マクロを無効にする”をクリックした場合、Systemwalker Converter / Jの動作保証はできません。

なお、Excelのセキュリティレベルの設定は、[開発]リボン－[マクロのセキュリティ]で設定できます。

・ Systemwalker Converter / Jと、マクロが動作する他のExcelを同時に起動しないでください。同時に起動した場合、動作保証はで

きません。

3.1.2 Systemwalker Converter / Jの終了

ウィンドウの閉じるボタン(右上の[×]ボタン)で終了します。
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3.2 ワークシートの基本操作

Systemwalker Converter / JのExcelの各ワークシートでの基本的な操作方法、注意事項について説明します。

 
一般的な操作

・ Systemwalker Converter / Jは、基本的にExcelの機能を利用できますが、動作上必要のない項目については、メニュー項目がグ

レーアウトされ、選択できないようになっています。

・ Systemwalker Converter / Jは、1024×768の解像度で利用できます。利用するパソコンの画面解像度に合わせてズームを変更し

てください。デフォルト値は100%です。

 
ワークシートでの入力

・ “/”キーがファイルメニューのショートカットキーになっている場合があります。このため、ディレクトリの入力フィールドなどの先頭に

“/”を入力するときは、F2キーを押下するなど入力可能にしてから入力してください。

・ 入力フィールドでは、カット＆ペースト、およびコピー＆ペーストはできません。ただし、コピーしたいフィールドの右下にマウスカー

ソルを位置付けて “+”表示させ、そのまま下側に移動させると、同じ内容をコピーしたり、数字の連番でコピーしたりできます。

・ Systemwalker Converter / Jで、カット＆ペーストやコピー＆ペーストを行ったことによって各セルが異常になった場合は、上書き保

存はしないでください。

・ 入力セルに、“文字列@文字列”の形式を入力した場合、当該セルがハイパーリンクの指定となります。Systemwalker Converter /
Jの動作には影響はありませんが、見た目上問題がある場合は、上書き保存はしないでください。

 

 注意

Excel操作時の注意事項

・ Systemwalker Converter / Jのシート名を変更しないでください。シート名を変更した場合、動作保証はできません。

・ Systemwalker Converter / Jは、Excelマクロ(Visual Basic for Applications)を使用して作成されています。マクロの編集などは実施

しないでください。

・ コントロールツールボックスのコードの表示をした場合、Excelのエラーが発生する場合がありますが、Systemwalker Converter / Jの
動作に影響はありません。

3.2.1 Convertワークシートの構成

Convertワークシートでは、ユニット定義体を変換します。Convertワークシートの構成は、以下のとおりです。

- 8 -



 
(1) ヘッダ

Systemwalker Converter / Jのタイトル、およびボタン部分です。

ヘッダには、以下のボタンがあります。

[変換]ボタン

“ユニット定義体”に指定されたユニット定義体ファイルを、ジョブネット定義CSVファイルに変換します。

 
(2) ジョブネット定義CSVファイル出力指定域

ユニット定義体を変換した結果(ジョブネット定義CSVファイル)を格納するフォルダを指定します。

ジョブネット定義CSVファイル出力指定域には、以下の項目があります。

ジョブネット定義CSVファイル格納フォルダ

ユニット定義体からジョブネット定義CSVファイルに変換したファイルを格納するフォルダを、 ボタンから128バイト以下で選択

指定します。

プラットフォーム種別

ジョブネット定義CSVファイルを登録する、プラットフォーム種別を選択指定します。

基準日

ジョブネットの処理サイクルが月指定の場合の基準日を選択指定します。

 
(3) コマンドに含まれる検索キーワード指定域

検索キーワードとする文字列を指定します。検索キーワードには、 大5個まで文字列を指定できます。

出力したジョブの定義(jobname)に、検索キーワードで指定された文字列が1つ以上含まれる場合、ログに出力されます。
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特定のコマンドを検索したい場合に指定します。

コマンドに含まれる検索キーワード指定域には、以下の項目があります。

検索キーワード

検索キーワードは300 バイト以内で指定します。

5つまで指定できます。

左から順に入力してください。

 
(4) ユニット定義体ファイル指定域

変換対象となるユニット定義体を指定します。

ユニット定義体ファイル指定域には、以下の項目があります。

ユニット定義体

変換対象となるユニット定義体を、128バイト以下の絶対パスで指定します。

大900ファイルまで指定できます。

空行を作らないよう上に詰めて指定してください。

[クリア]ボタン

“ユニット定義体”の内容をすべてクリアします。

[フォルダ指定]ボタン

指定されたフォルダ配下のファイルを“ユニット定義体”に読み込みます。

ユニット定義体の指定域でフォーカスが設定してある行にファイル名を表示します。

すでにファイル名が表示してある場合は、上書きして表示します。

指定されたフォルダ配下にファイルが複数存在する場合は、2つ目以降はフォーカスが設定してある行より下の空行にファイル名

を表示します。

[ファイル指定]ボタン

指定されたファイル名を、“ユニット定義体”に設定します。

ユニット定義体の指定域でフォーカスが設定してある行にファイル名を表示します。

すでにファイル名が表示してある場合は、上書きして表示します。
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3.2.2 操作方法

Convertワークシートを使って、ユニット定義体をジョブネット定義CSVファイルに変換する手順を以下に示します。

1. ジョブネット定義CSVファイル出力指定域の“ジョブネット定義CSVファイル格納フォルダ”で、ジョブネット定義CSVファイルを格

納するフォルダを選択します。

2. “ユニット定義体”に、変換するユニット定義体を絶対パスで指定します。

3. [変換]ボタンをクリックすると、以下の確認ダイアログが表示されます。変換する場合は、[はい]をクリックします。

正常に変換できた場合、以下のダイアログが出力されます。

変換が失敗した場合、以下のダイアログが出力されます。

3.3 変換前の作業

Systemwalker Converter / JでJP1のユニット定義体を変換する際、定義内容によっては変換できないユニットがあります。その場合、ジョ

ブネット定義CSVファイルを出力しないため、Systemwalker Operation ManagerでJP1と同じシステムを構築する必要があります。そのよ

うなことにならないためにも、事前に以下の項目についてユニット定義体を編集してください。
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また、業務要件を満たすために、以下の項目の編集が困難な場合は、富士通の“ミドルウェア移行支援センター”が提供する“移行

サービス”を利用してください。

・ 変換するユニット定義体は、JP1環境に登録できるエラーのない定義にしてください。

・ ユニット配下に、ジョブグループまたはマネージャジョブグループを定義しないでください。

・ “ty”オペランドより先にオペランドを定義しないでください。

・ 1つのユニット定義体で999999を超えるネットを定義しないでください。

・ 5階層を超えるジョブネット階層を定義しないでください。

・ ユニット定義体のファイルの文字コードはSJISに、改行コードは\r\nにしてください。

3.4 ユニット定義体の変換

JP1のユニット定義体からSystemwalker Operation Managerのジョブネット定義CSVファイルへの変換について説明します。

3.4.1 変換処理の概要

変換は、以下のように実施されます。

・ 変換対象は、ジョブネット単位です。

・ ジョブネット階層は、JP1の階層のまま変換されます。例えば30階層あれば30階層として変換されます。

・ 大10000ジョブ/ジョブネットまで変換可能です。

・ Systemwalker Operation Managerでは 大255ジョブ/ジョブネットであることから、255ジョブ/ジョブネットを超えた場合は先行/後続

ジョブに関係なく255ジョブ/ジョブネットで分割してジョブネット定義CSVファイルに変換されます。また、分割したジョブネット定義

CSVファイルは、すべて同じジョブネット名で変換されます。Systemwalker Operation Managerへ登録する場合は、ジョブネット名を

編集してください。

・ ユニット定義体に、Systemwalker Operation Managerでは登録できない半角記号が存在した場合、全角記号に置換されます。た

だし、半角コンマは、全角ピリオドに置換されます。

・ ユニット定義体に、半角カナ文字が存在した場合、全角カナ文字に置換されます。

・ 以下の場合、半角文字が全角文字に変換されますが、変換後の文字列の長さがSystemwalker Operation Managerに指定できる

大バイトを超えても、切り捨てられずに変換されます。

－ Systemwalker Operation Managerで登録できない半角記号が全角記号に置換された場合(半角コンマが全角ピリオドに置換さ

れた場合も含みます。)

－ 半角カナ文字が全角カナ文字に置換された場合

・ ジョブが存在しないジョブネットの場合は、ジョブネットのみとして変換されます。

・ ユニット定義体での情報がグループのみ、ジョブのみのような場合は、ジョブネット情報がないため変換対象となりません。

ユニット定義体をジョブネット単位で変換するイメージを以下に示します。
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3.4.2 変換ルール

変換処理の規則を説明します。

Systemwalker Converter / Jは、JP1のユニット定義体に設定された値を後述のとおりにジョブネット定義CSVファイルへ変換します。そ

の際、値の範囲、文字列長などSystemwalker Operation Managerクライアントの画面から設定できる範囲を超えたままの値で変換する

場合があります。以下の方法でエラーを取り除きます。

1. ジョブネット定義CSVファイルをJob Designerを使用してオペランドチェックを実施します。

2. Systemwalker Operation Managerで利用できる範囲を超えた箇所についてエラーメッセージが表示されます。
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3. エラーメッセージに従ってジョブネット定義CSVファイルを修正します。

なお、カレンダの日付など、Job Designerのオペランドチェックでエラーとならない値は、Systemwalker Operation Managerクライアントの

画面から設定できる範囲を超えたままの値でもSystemwalker Operation Managerに移行できます。

3.4.2.1 カレンダの変換ルール

JP1では、カレンダに関して以下の定義項目が存在します。変換されたSystemwalker Operation Managerのカレンダに関する定義との

対応について、以下に説明します。

 
JP1上の定義 Systemwalker Operation Managerの定義

基準日：

その月の基準となる日。相対日を指定した場合、この日

から数えます。

JP1のジョブグループの基準日を、Systemwalker Operation Managerの営業

日の基準日として利用します。JP1上の相対日で指定したものを、以下の計

算をして変換します。

・ 基準日＋相対日を設定する。

基準時刻：

その日の基準となる時刻。相対時刻を指定した場合、こ

の時刻から数えます。

変換しません。

登録日：

定義を登録する日。

変換しません。

休業日：

休日を定義した日。

休日カレンダに変換します。

運用日：

その月の運用日を定義した日。

JP1で運用日に指定されている日以外を休日とみなし、Systemwalker
Operation Managerの休日カレンダに変換します。

3.4.2.2 ジョブネットの変換ルール

JP1では、以下の種類のジョブネットの構成が存在します。変換されたSystemwalker Operation Manager のジョブネットとの対応を説明

します。

 
JP1の構成 Systemwalker Operation Managerの構成

ジョブネットの構成 説明 ジョブネットの構成 説明

ルートジョブネット 上位にあるジョブネット ジョブネット/ 親ジョブネッ

ト

ジョブネットに変換します。

ジョブネット名には、ユニット名を設定

します。

ネストジョブネットが存在する場合は、

親ジョブネットとして変換します。

ネストジョブネット ルートジョブネット中に定義されたジョ

ブネット

(ネスト数： 大30)

子ジョブネット 子ジョブネットに変換します。

Systemwalker Operation Managerのネ

スト数は 大5階層ですが、JP1の 大

数30階層まで変換します。

リモートジョブネット ジョブネット開始時に別のホストに実行

登録されるジョブネット

ジョブネット ホスト名をジョブネットのデフォルトホス

トに設定します。

3.4.2.3 ジョブネット名称について

Systemwalker Operation Managerのジョブネットには、ジョブネット名称を設定できます。ジョブネット名称は、以下のように設定されま

す。

・ cm(属性定義情報)が設定されている場合

cmに設定されている値をジョブネット名称として設定します。ただし、以下の場合、変換して設定します。
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JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換し

ます。

・ cm(属性定義情報)が設定されていない場合

変換後の“ジョブネット名”(jobnetname)(注1)をジョブネット名称として設定します。

注1） 変換後の“ジョブネット名”とは

“ジョブネット名”はJP1ジョブネットのユニット名です。ただし、使用禁止文字は全角に変換し、ユニット名が重複した場合は枝番が

付加されます。

3.4.2.4 ジョブの変換ルール

JP1では、以下の種類のジョブの構成が存在します。変換されたSystemwalker Operation Managerのジョブとの対応について、以下に

示します。

 
JP1のジョブ Systemwalker Operation Managerのジョブ

UNIXジョブ

PCジョブ

カスタムジョブ

・ ジョブ名(jobname)に以下を設定する。

－ scが設定されている場合

- JP1の“実行ファイル名(sc)”を設定する。

－ teが設定されている場合

- JP1の“コマンドテキスト(te)”を設定する。

- 先にscから設定がされている場合、“;”で連結する。

－ scとteの両方から設定がされている場合

- ログにメッセージを出力する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

QUEUEジョブ ・ ジョブ名(jobname)に以下を設定する。

－ scが設定されている場合

- JP1の“実行ファイル名(sc)”を設定する。

－ teが設定されている場合

- JP1の“コマンドテキスト(te)”を設定する。

- 先にscから設定がされている場合、“;”で連結する。

－ scとteの両方から設定がされた場合

- ログにメッセージを出力する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のジョブ名(req)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

判定ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に以下を追加する。

－ -ejがgt,ge,lt,le,eq,ne,ri,ro,なしの場合: 以下を設定する。

【Windows版】

cmd.exe

【UNIX版】

/bin/sh

－ -ejがef,nfの場合:以下を設定する。

【Windows版】
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JP1のジョブ Systemwalker Operation Managerのジョブ

chkfile.exe

【UNIX版】

jobschchkfile

－ -ejがsce,spe,sne,spn,snn,snl,vgt,vge,vlt,vle,veq,vne,vri,vroの場合: 以下を設定する。

【Windows版】

jobschchknetvar.exe

【UNIX版】

jobschchknetvar

・ ejがgt,ge,lt,le,eq,ne,ri,ro,なしの場合、判定ジョブが条件を満たせば0を、満たさなければ1を返す

ジョブに変換する。

・ ジョブ実行制御でのジョブ名(jobname_jes)にJP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンに、以下を設定する。

-ejがgt,ge,lt,le,eq,ne,ri,ro,なしの場合: CMND(コマンド実行)

-ejがef,nfの場合: JGFL(ファイル存在判定)

-ejがsce,spe,sne,spn,snn,snl,vgt,vge,vlt,vle,veq,vne,vri,vroの場合:JGVR(引き継ぎ変数判定)

ORジョブ ・ ジョブ名(jobname)に以下を設定する。

【Windows版】

setecode.exe 0

【UNIX版】

/bin/sh -c ‘exit 0’

・ ジョブ実行制御でのジョブ名(jobname_jes)にJP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

JP1イベント受信監視ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に以下を設定する。

【Windows版】

jobschchkmsgevt.exe

【UNIX版】

jobschchkmsgevt

・ ジョブ実行制御でのジョブ名(jobname_jes)にJP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMSG(メッセージ事象待ち合わせ)を設定する。

ファイル監視ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に以下を設定する。

【Windows版】

chkfile.exe [-fwait [-sw]] [-fdelete] [-fsize|-fupdate] [-i interval] file_name

【UNIX版】

jobschchkfile [-fwait [-sw]] [-fdelete] [-fsize|-fupdate] [-i interval] file_name

<-fwait>は、JP1の監視モード(flwc)に応じて-fwait/-fdelete/-fsize/-fupdateのいずれかを設定する。

－ flwc：  c(作成監視)  →  -fwait

    ：  d(削除監視)  →  -fdelete

    ：  s(サイズ変更監視)  →  -fsize

    ：  m(ファイルの 終書き込み時刻変更監視)  →  -fupdate
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JP1のジョブ Systemwalker Operation Managerのジョブ

－ flwo：  y(監視条件成立)  →  -sw

－ flwi：  監視間隔  →  -i interval

  ※JP1では指定可能なファイルは１のみであるため、chkfile.exe（UNIX版はjobschchkfile）の-
AND/-ORの指定はしない。

  <file_name>には、JP1の監視対象ファイル名(flwf)を設定する。

・ ジョブ実行制御でのジョブ名(jobname_jes)にJP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、FWAT(ファイル状態確認)を設定する。

メール受信監視ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に“メール受信監視ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

メッセージキュー受信監視

ジョブ

・ ジョブ名(jobname)に“メッセージキュー受信監視ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

MSMQ受信監視ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に“ＭＳＭＱ受信監視ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

ログファイル監視ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に以下を設定する。

【Windows版】

jobschchecklog.exe -f filename -e regexp

【UNIX版】

jobschchecklog -f filename -e regexp

<filename>は、JP1のログファイル名(lffnm)に対応するため、記載内容を転記する。なお、JP1で
は“:”区切りで8個までのファイルが指定可能であるが、複数指定されていた場合でもすべて転記

対象とし、実際に監視するログファイルはユーザの判断とする。

<regexp>は、JP1のトラップデータ(lftpd)に対応するため、記載内容を転記する。なお、JP1では“:”
区切りで 大2048バイトまで複数指定可能であるが、複数指定されていた場合でもすべて転記対

象とし、実際に監視するログファイルはユーザの判断とする。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CHKL(ログファイル解析)を設定する。

Windowsイベントログ監視

ジョブ

・ ジョブ名(jobname)に“Ｗｉｎｄｏｗｓイベントログ監視ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

実行間隔制御ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に以下を設定する。

【Windows版】

jobschsleep.exe

【UNIX版】

jobschsleep

・ ジョブ実行制御でのジョブ名(jobname_jes)にJP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、SLEP(指定時間待ち合わせ)を設定する。
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JP1のジョブ Systemwalker Operation Managerのジョブ

JP1イベント送信ジョブ ・ ジョブ名(jobname)にevhstで指定されたイベント発行元ホスト名をjobschmsgeventのホスト名に指

定して設定する。

【Windows版】

Jobschmsgevent.exe メッセージ事象名[:プロジェクト名[/ジョブネット名]] [ホスト名｜-f:ファイル名]
[-t:種別] [-p param [-c suffix]] [-sys {all|サブシステム番号}] (注)

【UNIX版】

jobschmsgevent メッセージ事象名[:プロジェクト名[/ジョブネット名] [メッセージテキスト]] [-h ホスト

名] [-t:種別] [-p param [-c suffix]] [-sys {all | サブシステム番号}] (注)

(注)“[-sys { all | サブシステム番号}]”はSystemwalker Operation Manager EEのオプションです。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、MESG(メッセージ事象発生)を設定する。

メール送信ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に“メール送信ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

メッセージキュー送信ジョ

ブ

・ ジョブ名(jobname)に“メッセージキュー送信ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

MSMQ送信ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に“ＭＳＭＱ送信ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

JP1/Cm2状態通知ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に“ＪＰ１／Ｃｍ２状態通知ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

ローカル電源制御ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に“ローカル電源制御ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

リモート電源制御ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に“リモート電源制御ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２”を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

UNIX／PC カスタムジョブ ・ ジョブ名(jobname)にJP1のスクリプトファイル名(sc)を設定する。

・ ジョブ実行制御のジョブ名(jobname_jes)に、JP1のユニット名(unit)を設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

引き継ぎ情報設定ジョブ ・ ジョブ名(jobname)に“引き継ぎ情報設定ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２”設定する。

・ ジョブアイコンには、CMND(コマンド実行)を設定する。

・ [ジョブの出力情報の"NAME=VALUE"形式の行をジョブネット変数に設定する]を設定する。

・ [ジョブネット変数のプレフィックス]にCONVを設定する。

3.4.2.5 マクロ変数の変換について

JP1のユニット定義ファイル中のマクロ変数機能は、以下のように変換されます。必要に応じて利用者の対処を実施してください。
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マクロ変数設定機能

 
引き継ぎ情報設定ジョブ

設定例:
 

env=AJS2SO_RE_出力変数1=正規表現1

env=AJS2SO_RE_出力変数2=正規表現2

ツールによる変換:

ジョブ名(jobname)に“引き継ぎ情報設定ジョブ１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２”を設定します。

[ジョブの出力情報の"NAME=VALUE"形式の行をジョブネット変数に設定する]を有効にし、プレフィックスの値に“CONV”を設定

します。詳細は“3.4.2.4 ジョブの変換ルール”を参照してください。

変換時のマクロ定義ファイル(macro.txt)への出力:

種別, ジョブ名, コマンド名, マクロ変数名, 正規表現, 階層情報 を出力します。コマンド名は“env”になります。

利用者の対処:

変換したジョブの先行ジョブで標準出力をファイルに出力するようにしてください。マクロ定義ファイル(macro.txt)を参考に、以下の

ジョブを作成し、ジョブ名(jobname)に設定してください。

－ 先行ジョブが出力したファイルを読み込み、解析した結果を出力変数=値の形式で標準出力に出力する

 
イベントジョブ

設定例:
 

jpoif=?AJS2マクロ変数名?:引き継ぎ情報名;

ツールによる変換:

Systemwalker Operation Managerの同等のジョブに変換します。

[ジョブの出力情報の"NAME=VALUE"形式の行をジョブネット変数に設定する]を有効にし、プレフィックスの値に“CONV”を設定

します。これにより、変換後のジョブが出力する情報が変数に格納されるようになります。詳細は“3.4.2.4 ジョブの変換ルール”を参

照してください。

変換時のマクロ定義ファイル(macro.txt)への出力:

種別, ジョブ名, コマンド名, マクロ変数名, 引き継ぎ情報, 階層情報 を出力します。コマンド名は“jpoif”になります。

利用者の対処:

対処は不要です。

 
マクロ変数利用機能

Systemwalker Operation Managerでは、ジョブの以下の定義項目箇所に、ジョブネット変数を利用することができます。

[基本情報]シート

・ コマンド

・ パラメタ

・ ディレクトリ

・ 依頼ホスト名

・ キュー名

[詳細情報]シート

・ 実行ユーザ名

・ 標準出力ファイル名
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・ 標準エラー出力ファイル名

・ 環境変数の変数値

ユニット定義の変換先がこれらの箇所の場合とそれ以外の場合とで、マクロ変数を変換する規則が異なります。それぞれについて説

明します。

 
変換可能項目(上記定義項目)の場合

設定例:
 

?AJS2XYZ?

ツールによる変換:

該当箇所を“@CONV.XYZ@”に変換します。

変換時のマクロ定義ファイル(macro.txt)への出力:

種別, ジョブ名, コマンド名, マクロ変数名, 階層情報 を出力します。

コマンド名はマクロ変数の利用が行われたキーになります。たとえば、“te=?AJS2XYZ?”のような定義を変換した場合、コマンド名

は“te”になります。

利用者の対処:

“引き継ぎ情報設定ジョブ”により設定された変数を利用している場合は、対処は不要です。

“イベントジョブ”により設定された変数を利用している場合は、変換後のジョブの仕様を確認の上、出力したジョブネット定義CSV
ファイルをJob Designerで編集してください。

 
変換不能項目(上記定義項目以外)の場合

設定例:
 

?AJS2XYZ?

ツールによる変換:

該当箇所の変換は行いません。

変換時のマクロ定義ファイル(macro.txt)への出力:

種別, ジョブ名, コマンド名, マクロ変数名, 階層情報 を出力します。

コマンド名はマクロ変数の利用が行われたキーになります。たとえば、“te=?AJS2XYZ?”のような定義を変換した場合、コマンド名

は“te”になります。

利用者の対処:

変換後のジョブ、またはジョブネットの仕様を確認の上、マクロ定義ファイル(macro.txt)を参考にして、出力したジョブネット定義CSV
ファイルをJob Designerで編集してください。

3.4.3 変換項目

JP1からSystemwalker Operation Managerへ、定義を変換した場合のオペランド対応表を示します。

3.4.3.1 ジョブネットの変換項目

JP1のオペランドとSystemwalker Operation Managerのオペランドとの対応を下表に示します。

なお、Systemwalker Operation Managerのオペランドjobnetcomment (ジョブネット名称)は、JP1のオペランドの複合的な組み合わせに

より決まります。規則については、“3.4.2.3 ジョブネット名称について”を参照してください。

Systemwalker Operation Managerのオペランドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照

してください。

◎：移行可能オペランド
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○：Converterによって自動採番

×：移行不可能オペランド

※1：JOB文へコンバートオペランド

OMGR：Systemwalker Operation Manager

 
変

換

可

否

JP1のオペ

ランド

OMGRのオペランド 説明

◎ ty NET UNIT属性を定義する。

形式：=n|rn|rm|rr|rc|mn|hln|g|mg…

JP1の以下のユニット種別を、すべてOMGRのジョブネットとする。

－ n ：ジョブネット

－ rn：リカバリージョブネット

－ rm：リモートジョブネット

－ rr：リカバリーリモートジョブネット

－ rc：ルートジョブネット

－ mn：マネージャジョブネット

－ hln：ホストリンクジョブネット

以下は変換対象外とする。

－ g ：グループ

－ mg：マネージャグループ

上記以外は、ジョブとする。

なお、tyの指定が以下の場合は、リカバリジョブとする。

rn,rr,rj,rp,rq,rjdj,rorj,revwj,rflwj,rmlwj,rmqwj,rmswj,

rlfwj,rntwj,rtmwj,revsj,rmlsj,rmqsj,rmssj,rcmsj,rpwlj,

rpwrj,rcj,rcpj

リカバリジョブの扱いについては、ジョブのtyを参照。

◎ unit jobnetname ユニット名を定義する。

ジョブネット名称に設定する。

なお、使用禁止文字は全角に変換し、ユニット名が重複している場合は枝番を付加す

る。（1番目は枝番なし、2番目以降に枝番付加）

◎ st starttime 実行日の振り替え方法を定義する。

形式：st=[N,][+]hh:mm;

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号 (1～144)

+：相対時刻として扱う。+がない場合は絶対時刻

hh：0～47(時)

mm：0～59(分)

<STの値が単一の場合>

starttimeに設定する値は、どんな形式で指定されていても、hhmmとして設定する。

・ 相対時間(+)が指定されている場合
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変

換

可

否

JP1のオペ

ランド

OMGRのオペランド 説明

「+」を除外して設定する。

“絶対時刻”や“相対時刻”が24を超えた場合、時間から24を引く。また、以下のメッ

セージをログに出力する。

エラーコード：9348、9350

・ 子ジョブネットの場合

子ジョブネットのパラメーターnoexecutionに“ON”を設定する。

ただし、以下の1～4の場合、ジョブネットは、noexecutionに“ON”を設定しない。

1. 間隔起動(intervalstart)に何らかの設定がされていた場合

2. サーバ起動時に起動(iplmode) に何らかの設定がされていた場合

3. メッセージ事象発生時の起動(msgonly) に何らかの設定がされていた場合

4. 起動条件が設定された場合

以下の場合、ログにメッセージを出力する。

・ 相対時間指定の場合

・ 24時以降の時刻が指定されている場合

<STの値が複数ある場合>

“特殊な変換(スケジュールルールの変換)”を参照してください。

以下の場合、ログにメッセージを出力する。

・ 相対時間指定の場合

・ 24時以降の時刻が指定されている場合

上記のログが1つでも出力された場合、読み込んだ順ですべての発生時間を1レコード

にしてログにメッセージを出力する。

◎ ex defaulthost 実行エージェント名を定義する。

形式：ex=“実行エージェント名”;

実行エージェントは 大255バイト(OMGRは 大64バイト)であるが、設定する。 た
だし、以下の場合、変換して設定する。

－ JP1でキャスト文字(#)が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全

角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

上記の変換が行われた場合、ログにメッセージを出力する。

◎ sh

(ジョブネッ

ト定義情

報)

holidayshift ジョブネットの実行予定日がJP1上のカレンダで休業日の場合、実行日の振り替えを定

義する。

形式：sh=[N,]{be|af|ca|no};

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定(1～144)。

be：実行予定日が休業日に当たる場合は、実行予定日の前日に振り替える。

af：実行予定日が休業日に当たる場合は、実行予定日の後日に振り替える。

ca：実行予定日が休業日に当たる場合は、ジョブネットは実行しない。

no：実行予定日が休日であっても強制的に実行する。

JP1の振り替え方法(sh)を、以下のとおり変換し、OMGRの休日シフト(holidayshift)に設

定する。
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変

換

可

否

JP1のオペ

ランド

OMGRのオペランド 説明

・ be→BEF

・ af→AFT

・ ca→NOT

・ no→IGN

◎ shd

(ジョブネッ

ト定義情)

shiftlimit ジョブネットの実行振り替えの猶予日数を定義する。

形式：shd=[N,]n;

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定(1～144)。

n：ジョブネットの実行振り替えの猶予日数を指定(1～31)

JP1の猶予日数(n)をOMGRのシフト上限日数(shiftlimit)に設定する。

◎ ed enableend スケジュールの有効期日を定義する。

形式：ed=yyyy/mm/dd;

JP1の有効期日(ed)を以下のとおり変換し、OMGRの有効期限終了日(enableend)に設

定する。

  yyyy/mm/dd→yyyy;mm;dd

◎ el

(属性定義

情報)

job

iconposition

親ジョブネット(グループ含)配下のユニット名（ジョブネット、グループ、ジョブ等）を定義

する。

形式：el=ユニット名,ユニット種別,+H +V;

ユニット名：1～30バイト

ユニット種別：tyパラメーターと同一

+H：ユニットアイコンの水平位置(0～16000ピクセル)

+V：ユニットアイコンの垂直位置(0～10000ピクセル)

ユニット種別がジョブとジョブネットの場合、elが定義されている数をOMGRのジョブ数と

する。

＋Hおよび+Vを変換し、OMGRで同様の見栄えとなるよう、OMGRのアイコン位置

(iconposition)に設定する。

◎ cm

(属性定義

情報)

jobnetcomment

(ジョブネット名称)

コメントを定義する。

・ cm(属性定義情報)が設定されている場合

cmに設定されている値をジョブネット名称に設定する。ただし、以下の場合、変換

して設定する。

－ JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を
全角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

・ cm(属性定義情報)が設定されていない場合

OMGRのジョブネット名称に変換後の“ジョブネット名”（jobnetname）(注1)を編集す

る。

注1) 変換後の“ジョブネット名”とは

“ジョブネット名”はJP1ジョブネットのユニット名を設定する。ただし、使用禁止文字

は全角に変換し、ユニット名が重複した場合は枝番を付加する。これらの変換後

の“ジョブネット名”をジョブネット名称に設定する。

× sz － アイコンの配置数を定義する。
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変

換

可

否

JP1のオペ

ランド

OMGRのオペランド 説明

(属性定義

情報)
形式：sz=横アイコン数×縦アイコン数;

横アイコン数：1～100

縦アイコン数：1～100

◎ op

(グループ

定義情報)

起動日雛形制御文および

休日カレンダ

グループの起動日情報を定義する。

形式：op={yyyy/mm/dd|{su|mo|tu|we|th|fr|sa}};

yyyy：1994～2036

mm：1～12

dd：1～31

su～sa：順に日曜日～土曜日

opの指定を起動日雛形制御文や休日カレンダに変換する。

ファイル名は、ジョブグループ名(注1)_C_HOL.txtとジョブグループ名(注11)_C_CAL.txt
とする。

(注1)JP1定義ty=gのユニット名を”-”で連結したもの。

変換する際は、運用日を反転させた休日カレンダと、営業日の起動日雛形を用意す

る。

項目編集は以下のとおり。

・ カレンダ名：Calendarname ファイル名(拡張子なし)

・ 月設定    ：monthset mm

・ 日設定    ：dayset dd

・ 曜日設定  ：weekset MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN

 

 注意

以下の場合、ログにメッセージを出力する。

・ opの値が基準日より過去の場合

・ 起動日雛形名やカレンダ名が24バイトを超える場合

◎ cl

(グループ

定義情報)

休日カレンダ グループの休業日情報を定義する。

形式：cl={yyyy/mm/dd|{su|mo|tu|we|th|fr|sa}};

yyyy：1994～2036

mm：1～12

dd：1～31

su～sa：順に日曜日～土曜日

clの指定を休日カレンダに変換する。ファイル名は、ジョブグループ名(注1)_HOL.txtと
する。

(注1) JP1定義ty=gのユニット名を”-”で連結したもの

項目編集は以下のとおり。

・ カレンダ名：Calendarname ファイル名(拡張子なし)

・ 年設定    ：yearset yyyy
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変

換

可

否

JP1のオペ

ランド

OMGRのオペランド 説明

・ 月設定    ：monthset mm

・ 日設定    ：dayset dd

・ 曜日設定  ：weekset MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN

ジョブグループが階層となる場合、上位の階層から当該階層までに設定されたカレン

ダ定義内容（運用日および休業日）を、すべて反映した休日を当該階層の休日カレン

ダとする。

 

 注意

以下の場合、ログにメッセージを出力する。

・ clの値が過去日の場合

・ カレンダ名が24 バイトを超える場合

・ 反映するカレンダ定義に運用日が存在する場合

× sdd

(グループ

定義情報)

－ グループのカレンダ情報の基準日を定義する。

形式：sdd={dd|{su|mo|tu|we|th|fr|sa}:n};

dd：1～31

su～sa：順に日曜日～土曜日

n：1～5（週）

× md

(グループ

定義情報)

－ グループのカレンダ情報として、月区分を定義する。

形式：md={th|ne};

th：基準日以降の日を基準日の月(当月)とする

ne：基準日以降の日を翌月とする

× stt

(グループ

定義情報)

－ グループのカレンダ情報として、基準時刻を定義する。

形式：stt=hh:mm;

hh：基準時刻の時を指定する(0～23)

mm：基準時刻の分を指定する(0～59)

◎ sd

(ジョブネッ

ト定義情

報)

enablestart ジョブネットの実行開始日を定義する。

形式：sd=[N,]{[[yyyy/]mm/]{[+|*|@]dd
   |[+|*|@]b[-DD]|[+]{su|mo|tu|we|th|fr|sa}
   [:{n|b}]}|en|ud};]

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定(0～144)

yyyy：ジョブネットの実行開始年(1994～2036)

mm：ジョブネットの実行開始月(1～12)

+：ジョブネットの実行開始日を相対日で指定

*：ジョブネットの実行開始日を運用日で指定

@：ジョブネットの実行開始日を休業日で指定

dd：ジョブネットの実行開始日の日を定義

      絶対日指定の場合：1～31(2月は29)
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      相対日、運用日、休日指定の場合：1～35

b：ジョブネットの実行開始日を当月の 終日とする

-DD：ジョブネットの実行開始日として、月末または 終運用日から何日前かを指定

する。

su～sa：順に日曜日～土曜日

n：指定した曜日が、月初めから何週目の曜日かを指定。1～5(週)

en：ジョブネットを実行登録した日を実行開始日とする。

ud：ジョブネットのスケジュールをすべて未定義とする。

Nは必ず0を指定する。

sdの指定とcy指定の起動日サイクルを利用し、起動日パターンを作成する。詳しくは、

cyを参照のこと。

sdおよびcyの値が、以下のすべての条件を満たす場合、OMGRの“有効期限開始日

(enablestart)”に日付を設定する。

・ ジョブネットの実行開始日が絶対日または相対日で指定されている場合

・ ジョブネットの実行開始年月(yyyy、mm)が指定されている場合

・ 処理サイクルの指定が、指定なし、1日毎、1週毎、1月毎、1年毎のいずれかの場

合

× sy

(ジョブネッ

ト定義情

報)

－ ジョブネットの開始遅延時刻を定義する。

形式：sy=[N,]hh:mm|{M|U|C}mmmm;

N：開始遅延時刻のルール番号を指定(1～144)

hh：ジョブネット開始遅延時刻の時を指定(0～47)

mm：ジョブネット開始遅延時刻の分を指定(0～59)

M：mmmmで指定した分をルートジョブネットの実行開始時刻からの相対分とする。

U：mmmmで指定した分を上位ジョブネットの実行開始時刻からの相対分とする。

C：mmmmで指定した分を自ジョブネットの実行開始時刻からの相対分とする。

mmmm：開始遅延時刻を指定(1～2879分)

× ey

(ジョブネッ

ト定義情

報)

－ ジョブネットの終了遅延時刻を定義する。

形式：ey=[N,]hh:mm|{M|U|C}mmmm;

N：遅延遅延時刻のルール番号を指定(1～144)

hh：ジョブネット終了遅延時刻の時を指定(0～47)

mm：ジョブネット終了遅延時刻の分を指定(0～59)

M：mmmmで指定した分をルートジョブネットの実行開始時刻からの相対分とする。

U：mmmmで指定した分を上位ジョブネットの実行開始時刻からの相対分とする。

C：mmmmで指定した分を自ジョブネットの実行開始時刻からの相対分とする。

mmmm：終了遅延時刻を指定(1～2879分)

◎ ln 特殊な変換

(スケジュールルールの変

換)および

対応する上位ジョブネットのスケジュールのルール番号を定義する。

形式：ln=[N,]n;

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定(1～144)。
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(ジョブネッ

ト定義情

報)

特殊な変換

(ネストジョブネットの時刻

起動の変換)

n：対応する上位ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定(1～144)。

変換の詳細は“特殊な変換(スケジュールルールの変換)”、および“特殊な変換(ネ
ストジョブネットの時刻起動の変換)”を参照。

◎ cy

(ジョブネッ

ト定義情

報)

annuallydate

monthlyweek

monthlydate

bnsday

jobschprintr

ジョブネットの処理サイクルを定義する。

形式：cy=[N,](n,{y|m|w|d});

N:ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定(1～144)

n:処理サイクルの数を指定（指定数はy,m,w,dによって異なる）

y：処理サイクルを年とする(n：1～9)

m：処理サイクルを月とする(n：1～12)

w：処理サイクルを週とする(n：1～5)

d：処理サイクルを日とする(n：1～31)

cyで指定した処理サイクルをジョブネットの起動日として変換する。

変換の詳細は“3.4.3.2 起動日の変換項目”を参照。

× wt

(ジョブネッ

ト定義情

報)

－ ジョブネットがイベント待ちになってから、イベント待ちを解除する時刻を定義する。

定義：wt=[N,]{no|hh:mm|mmmm|un};

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定(1～144)

no：イベント待ちを利用しない

hh：イベント待ち解除する時刻の時を指定する(0～47)

mm：イベント待ち解除する時刻の分を指定する(0～59)

mmmm：イベント待ち解除する時刻をジョブネットの実行開始時刻からの相対分で

指定する(1～2879)

un：無制限にイベントを待つ

× wc

(ジョブネッ

ト定義情

報)

－ イベント起動後、終了してから再度イベントを待つ回数を定義する。

形式：wc=[N,]{no|n|un};

N：ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定(1～144)

no：イベント待ちしない

n：イベント待ちする回数を指定(1～999)

un：無制限にイベントを待つ

◎ rg

(ジョブネッ

ト定義情

報)

jobnetsavenumber ジョブネットの保有世代を定義する。

形式：rg=n;

n：1～99世代

◎ pr

(ジョブネッ

ト定義情

報)

priority ジョブネット中のジョブの実行優先度を定義する。

ジョブのprパラメーターが省略された場合に当該ジョブの優先度となる。niパラメーター

と同時に指定された場合は、後で指定された方が有効となる。

形式：pr=n;

  n：1（高）～5(低)

変換方法はプラットフォームにより異なる。
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【Windows版】

1 → 0、2 → 1、3 → 2、4 → 3、5 → 4

【UNIX版】

1 → 0、2 → 10、3 → 20、4 → 30、5 → 39

◎ ni

(ジョブネッ

ト定義情

報)

priority ジョブネット中のジョブの実行優先度を定義する。

ジョブのprパラメーターが省略された場合に当該ジョブの優先度となる。prパラメーター

と同時に指定された場合は、後で指定された方が有効となる。

形式：ni=n;

n：-39（高）～39(低)

変換方法はプラットフォームにより異なる。

【Windows版】

-39～-11 → 0、-10～-1 → 1、0 → 2、1～10 → 3、11～39 → 4

【UNIX版】

(ni + 39) / 2 ※小数点以下切り捨て

◎ ha

(ジョブネッ

ト定義情

報)

operate ジョブネットの実行を保留するかを定義する。

形式：ha={y|w|a|n};

y：ジョブネットの実行を保留する。

w：前回のジョブネットの実行結果が警告終了、異常終了の場合だけ実行を保留す

る。mp=yと同時指定はできない。

a：前回のジョブネットの実行結果が異常終了の場合だけ実行を保留する。mp=yと
同時指定はできない。

n：実行を保留しない。

ha=yの場合、operateを“PAUSE”として設定する。

× ejn

(ジョブネッ

ト定義情

報)

－ ジョブネット実行時に、同日に実行させたくないジョブネット名を定義する。

形式：ejn=排他ジョブネット名

排他ジョブネット名：1～30バイトで指定する。

× cd

(ジョブネッ

ト定義情

報)

－ 保留解除待ち、イベント待ち、実行待ち状態のジョブネットに待ち状態を打ち切る日数

を定義する。

形式：cd={no|un|n};

no：待ち状態を打ち切る日数を設定しない。

un：無制限に待ち続ける。

n：待ち続ける日数を指定(1～2日)

◎ de

(ジョブネッ

ト定義情

報)

execdaymode 上位ジョブネットのスケジュールとの依存関係を定義する。

形式：d={y|n};

y：上位ジョブネットに依存する。

n：上位ジョブネットに依存しない。

de=nの場合は、execdaymodeを“ON”に設定する。

× ms － ジョブネット実行のスケジューリング方式を定義する。
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(ジョブネッ

ト定義情

報)

形式：ms={sch|mlt};

sch：スケジュールスキップ方式を使用する。

mlt：多重スケジュール方式を使用する。

◎ mp

(ジョブネッ

ト定義情

報)

copystart ジョブネット実行の多重起動の許可を定義する。

形式：mp={y|n}

y：多重起動を許可する(ha=w,ha=aと同時指定不可)

n：多重起動を許可しない

mpがyの場合、複写起動により多重実行される定義に置き換わる。

◎ jc

(ジョブネッ

ト定義情

報)

holidaycalendar ジョブネット単位に指定するカレンダ情報が定義されているジョブグループ名を定義す

る。

形式：jc=ジョブグループ完全名;

ジョフグループ完全名：カレンダ情報が定義されているジョブグループ名を定義す

る(1～930バイト)

jcで指定されたジョブグループ名をholidaycalendarに以下の形式で設定する。

  ジョブグループ名(注1)_HOL

(注1) ジョブグループ名の”/”を”-”に変換し、先頭文字を削除する。

× rh

(ジョブネッ

ト定義情

報)

－ リモートジョブネットの実行先となるJP1-Managerホスト名を定義する。

形式：rh=”実行マネージャ名”;

実行マネージャ名：1～255バイトで指定

◎

※1

ar

(ジョブネッ

ト定義情

報)

pre_job ユニット中の、ユニットとユニットの実行順序関係を定義する。

形式：ar=(f=先行ユニット名，t=後続ユニット名[,接続種別]

f：先行ユニット名(1～30バイト)

t：後続ユニット名(1～30バイト)

接続種別：

－ seq：順接続する。

－ con：判定ジョブを従属ユニットとして，条件接続する。先行ユニット名に判定ジョ

ブを指定した場合にだけ設定する。

当値は、ジョブ文のpre_jobオペランドに該当する。

ジョブ文で当パラメーターを解析し、ジョブの先行後続関係を生成する。

例：

    ar=(f=UNIT1,t=UNIT2);

    ar=(f=UNIT2,t=UNIT3);

    ar=(f=UNIT1,t=UNIT4);

    ar=(f=UNIT2,t=UNIT5);

    ar=(f=UNIT4,t=UNIT5);

…jobnumber,,,jobname_jes,,,pre_job,,…

…1        ,,,UNIT1      ,,,       ,,…

…2        ,,,UNIT2      ,,,1      ,,…

…3        ,,,UNIT3      ,,,2      ,,…
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…4        ,,,UNIT4      ,,,1      ,,…

…5        ,,,UNIT5      ,,,2;4    ,,…

× mh

(マネー

ジャユニッ

ト定義情

報)

－ ホスト名を定義する。

形式：mh=”マネージャホスト名”

マネージャホスト名：1～255バイト

× mu

(マネー

ジャユニッ

ト定義情

報)

－ マネージャのユニット名をフルパスで定義する。

形式：mu=マネージャユニット名

マネージャユニット名：1～961バイト

× cftd

(ジョブネッ

ト定義情

報)

－ ジョブネット起算スケジュールを定義する。

形式：cftd=[N,]{no|be|af}[,n[,N]];

N :ジョブネットの実行開始日のルール番号を指定(1～144)

no:起算スケジュールを利用しない

be:起点日から前日の運用日に振り替る

af:起点日から翌日以降の運用日に振り替る

n :起算日を指定する(1～31日)

N :起算猶予日を指定する(1～31日)

    cftd=noを指定した場合は無効となる

× － intervalstart

× － iplstart

× － msgonly

× － msgonlymode

× － msgstarttime

× － stoptime

× － alarmtime

× fd estimatetime

× － powermode

× － iplmode

× － execattr

× － standnet

× － basenet

× － cancelday

× － jobschprintr

× － annuallyweek

× － monthlydate

× － monthlyweek
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× － offsetmode

× － offsetday

○ cl（グルー

プ定義情

報）

op（グルー

プ定義情

報）

holidaycalendar 上位のユニットで作成された休日カレンダのcalendarnameを定義する。

休日カレンダファイル名(拡張子なし)に同じ。

× － holidaymode

× － enableend

× － disablestart

× － disableend

◎ cond（起動

条件定義

情報）

pre_job 待ち合わせ条件の種別を定義する。

形式：cond={and|or};

and：待ち合わせ条件に対して and 判定をする。

or ：待ち合わせ条件に対して or 判定をする。

orの場合、pre_jobの先頭に“OR”を設定する。

× － carryover

× － messagename

× － execpat

3.4.3.2 起動日の変換項目

スケジュールルールのsd(実行開始日)とcy(サイクル定義)の指定内容と、ジョブネットグループの基準日、基準時刻、休業日、営業日

の設定内容で振る舞いが異なるため、下記の表に基づいて変換します。

なお、スケジュールルールのsdとcyの基本的な変換方法は次のとおりです。

実行開始日が絶対日指定または相対日指定の場合

sdの設定を、Systemwalker Operation Managerのジョブネットの有効期限開始日に変換します。ただし、スケジュールルールの実行

開始年月（sdのyyyy、mm）が指定されていない場合は、変換しません。

cyの設定を、Systemwalker Operation Managerのジョブネットの起動日(毎年基準、毎月基準、営業日基準、特異日)に変換します。

ただし、スケジュールルールの実行開始年月（sdのyyyy、mm）が指定されていない場合は、起動日(特異日)に変換しません。

実行開始日が登録日指定の場合

cyの設定が1日毎の場合のみ、Systemwalker Operation Managerのジョブネットの起動日(毎月基準)に変換します。その他の場合

は変換しないため、ジョブネットの起動日を手動で設定する必要があります。

実行開始日が運用日指定または休業日指定の場合

sdの設定は変換しません。そのため、Systemwalker Operation Managerのジョブネットの有効期限開始日を手動で設定する必要が

あります。

cyの設定が1日毎または1月毎の場合のみ、Systemwalker Operation Managerのジョブネットの起動日(営業日基準)に変換します。

その他の場合は変換しないため、ジョブネットの起動日を手動で設定する必要があります。

また、実行開始日が運用日指定の場合には、運用日を反転させた休日カレンダを手動で作成し、Systemwalker Operation Manager
のジョブネットのカレンダとして設定する必要があります。同様に、実行開始日が休業日指定の場合には、休業日を反転させた休

日カレンダを手動で作成し、Systemwalker Operation Managerのジョブネットのカレンダとして設定する必要があります。

- 31 -



OMGR：Systemwalker Operation Manager

 
cyの設定

年(1～9) 月(1～12) 週(1～5) 日(1～31) 指定なし

sd
の

設

定

登録日 設定しない。 設定しない。 設定しない。 日基準にする。

JP1の処理サイクル

が1日の場合、

OMGRの曜日指定

(monthlyweek)に
設定する。

JP1の処理サイクル

が2～31日の場合

は、設定しない。

設定しない。

絶対日 年基準にする。

JP1の実行開始日

が“日付指定”また

は“月末指定”で、

処理サイクルが1年
毎の場合は、

OMGRの毎年の日

付指定

(annuallydate)に設

定する。

JP1の実行開始日

が“曜日指定”の場

合、または、処理サ

イクルが2～9年毎

の場合は、起動日

ビットパターン

(jobschprintr)に設

定する。

月基準にする。

JP1の実行開始日

が“日付指定”また

は“月末指定”で、

処理サイクルが1月
毎の場合は、

OMGRの毎月の日

付指定

(monthlydate)に設

定する。

JP1の実行開始日

が“曜日指定”で、

処理サイクルが1月
毎の場合は、

OMGRの毎月の曜

日指定

(monthlyweek)に

設定する。

JP1の処理サイクル

が2～12月の場合

は、起動日ビットパ

ターン

(jobschprintr)に設

定する。

週基準にする。

JP1の処理サイクルが1
週毎の場合、OMGRの
毎月の曜日指定

(monthlyweek)に設定

する。

JP1の処理サイクルが2
～5週の場合は、起動

日ビットパターン

(jobschprintr)に設定す

る。

日基準にする。

JP1の処理サイクル

が1日の場合、

OMGRの毎月の曜

日指定

(monthlyweek)に
設定する。

JP1の処理サイクル

が2～31日の場合

は、起動日ビットパ

ターン

(jobschprintr)に設

定する。

特異日にする。

JP1の実行開始

日を起動日ビッ

トパターン

(jobschprintr)に
設定する。

相対日 基準日を加え、絶対日と同様に設定する。

運用日 設定しない 月基準にする。

JP1の処理サイクル

が1月毎の場合は、

営業日の選択基

準 (bnsmode) およ

び営業日(bnsday)
に設定する。また、

JP1 の基準日を

OMGRの営業日の

月初め日(bnsbase)
に設定する。

JP1の処理サイクル

が2～12月の場合

― 日基準にする。

JP1の処理サイクル

が1日の場合、

OMGRの毎月の曜

日指定

(monthlyweek)に
設定する。

JP1の処理サイクル

が2～31日の場合

は、設定しない。

設定しない。
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は、毎月に設定す

る。

休業日 運用日と同様に設定する。

 

 注意

起動日ビットパターンへの変化における注意事項

・ 起動日ビットパターン(jobschprintr)は、今年を含む3年分の起動日(特異日)です。このため、4年目以降については手動で起動日

を設定する必要があります。

・ 変換によって設定された起動日ビットパターン(jobschprintr)では、本ツールで変換を行った日より前の起動日(特異日)は設定され

ません。

・ 変換によって設定された起動日ビットパターン(jobschprintr)では、休業日の振り替えを行いません。このため、移行後に手動で振

り替えを行う必要があります。

3.4.3.3 ジョブの変換項目

JP1のオペランドとSystemwalker Operation Managerオペランドとの対応を、下表に示します。

Systemwalker Operation Managerのオペランドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照

してください。

なお、以下のSystemwalker Operation Managerオペランドは、JP1オペランドの複合的な組み合わせにより決まります。

・ priority (実行優先度)

・ jobname (ジョブ)

・ jobname_jes (ジョブ実行制御のジョブ名)

jobname、jobname_jesの規則については、“3.4.2.4 ジョブの変換ルール”を参照してください。

priorityは、以下の優先順で変換します。個々の変換は、オペランド対応表を参照してください。

1. ジョブ定義情報のprが定義されている場合、ジョブ定義情報のprに基づきpriorityを設定します。

2. 1.が定義されておらず、ジョブネット定義情報のprが定義されている場合、ジョブネット定義情報のprに基づきpriorityを設定しま

す。

3. 1.と2.のいずれも定義されておらず、ジョブネット定義情報のniが定義されている場合、ジョブネット定義情報のniに基づきpriority
を設定します。

◎：移行可能オペランド

×：移行不可能オペランド

OMGR：Systemwalker Operation Manager

 
変

換

可

否

JP1の
オペランド

OMGRの

オペランド

説明

◎ ty JOB UNIT属性を定義する。

形式：=n|rn|rm|rr|rc|mn|hln|g|mg…

JP1の以下のユニット種別をすべてジョブネットとする。

・ n ：ジョブネット

・ rn：リカバリージョブネット

・ rm：リモートジョブネット
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オペランド
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オペランド

説明

・ rr：リカバリーリモートジョブネット

・ rc：ルートジョブネット

・ mn：マネージャジョブネット

・ hln：ホストリンクジョブネット

以下は変換対象外とする。

・ g ：グループ

・ mg：マネージャグループ

上記以外はジョブとする。

tyの指定が以下の場合は、リカバリジョブとする。

rn,rr,rj,rp,rq,rjdj,rorj,revwj,rflwj,rmlwj,rmqwj,rmswj,

rlfwj,rntwj,rtmwj,revsj,rmlsj,rmqsj,rmssj,rcmsj,rpwlj,

rpwrj,rcj,rcpj

ジョブA→ジョブB（正常終了時）、ジョブA→ジョブC（異常終了時）の関係がある場

合

・ ジョブAに“終了コードに関わらず正常”(endcodeignoreをON)を設定する。

・ ジョブBにジョブAの正常終了コード上限値(tho)の値を“LE;(thoの値)”に編集

し、「先行ジョブの終了コード条件」(pre_job_endcode)として設定する。

・ ジョブCにジョブAの終了コード上限値(tho)の値を “GT;(thoの値)”に編集し、「先

行ジョブの終了コード条件」(pre_job_endcode)として設定する。

◎ sc

-UNIX/PCジョブ

-queueジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

jobname 実行ファイルを定義する。

形式：sc=”スクリプトファイル名”;

スクリプトファイル名：1～511バイト

記載されていた値すべてを設定する。ただし、以下の場合、変換して設定する。

・ 半角#“"”が含まれていた場合、全角“””に変換する。

 

 注意

以下の場合、ログにメッセージを出力する。

・ 300バイトを超えた場合

jobnameに値を設定した後は、“Systemwalker Converter / J”の初期画面の“コマンド

に含まれる検索キーワード”でコマンドを検索することが可能です。

・ 検索キーワード数は、5つまでに入力可能

・ 検索キーワードは、300バイト以内

検索結果は、ログに出力する。

◎ prm

-UNIX/PCジョブ

-queueジョブ

jobparam 実行ファイルに対するパラメーターを定義する。

形式：prm=”パラメーター“;

パラメーター：1～1023バイト
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オペランド

説明

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

記載されていた値すべてを設定する。ただし、以下の場合、変換して設定する。

・ JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全

角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

◎ unit

-全ジョブ

jobname_jes ジョブ名を定義する。

形式：unit=ユニット名;

ユニット名：1～30バイト(OMGRは 64バイト以内)

・ JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全

角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

◎ cm

-全ジョブ

jobcomment ジョブコメントを定義する。

形式：cm=” コメント”;

コメント：1～80バイト(OMGRは 64バイト以内)

記載されていた値の先頭に“(jobnumber)”を追加して設定する。

JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全角の

ダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

変換時に以下の特定文字が含まれていた場合、異なる文字に変換が行われ、ログ

にメッセージを出力する。

・ 二重引用符(")、ピリオド(.) → それぞれの全角記号

◎ ej

ejc

ejl

ejh

ejf

ejv

ejt

eji

ejs

ejg

ejm

eju

-判定ジョブ

【終了コードを比較

する場合】

pre_job_endcode

【ファイル判定する

場合】

jobname

jobparam

【変数(文字列)判
定する場合】

jobname

jobparam

【変数(数値)判定

する場合】

jobname

jobparam

【終了コードを比較する場合】

ej：先行ジョブの終了コード判定値を比較して判定する際の判定条件を定義する

形式：ej={gt|ge|lt|le|eq|ne|ri|ro};

gt：先行ジョブの終了コードより大きい

ge：先行ジョブの終了コード以上

lt：先行ジョブの終了コードより小さい

le：先行ジョブの終了コード以下

eq：先行ジョブの終了コードと同じ

ne：先行ジョブの終了コードと違う

ri：先行ジョブの終了コードが範囲内

ro：先行ジョブの終了コードが範囲外

ejc：判定対象となる判定終了コードを定義する

形式：ejc=0～4294967295;

・ ri/ro以外が指定された場合：

判定ジョブが条件を満たせば0を、満たさなければ1を返す条件を設定する。

例：ej=eq、ejc=4の場合

【Windows版】

cmd.exe /c if %JOBSCH_PRE_JOBCODE% equ 4

                              (exit /b 0) else (exit /b 1)

【UNIX版】

/bin/sh -c 'if [ $JOBSCH_PRE_JOBCODE -eq 4 ];
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説明

                              then exit 0; else exit 1; fi'

・ riが指定された場合：

判定ジョブが条件を満たせば0を、満たさなければ1を返す条件を設定する。

例：ejl=10、ejm=gt、ejh=20、eju=ltの場合

【Windows版】

cmd.exe /c if %JOBSCH_PRE_JOBCODE% gtr 10

              (if %JOBSCH_PRE_JOBCODE% lss 20

              (exit /b 0) else (exit /b 1)) else (exit /b 1)

【UNIX版】

/bin/sh -c 'if [ $JOBSCH_PRE_JOBCODE -gt 10 ] &&

              [ $JOBSCH_PRE_JOBCODE -lt 20 ];

then exit 0; else exit 1; fi'

・ roが指定された場合：

判定ジョブが条件を満たせば0を、満たさなければ1を返す条件を設定する。

例：ejl=10、ejm=gt、ejh=20、eju=ltの場合

【Windows版】

cmd.exe /c if %JOBSCH_PRE_JOBCODE% gtr 10

              (if %JOBSCH_PRE_JOBCODE% lss 20

              (exit /b 1) else (exit /b 0)) else (exit /b 0)

【UNIX版】

/bin/sh -c 'if [ $JOBSCH_PRE_JOBCODE -gt 10 ] &&

              [ $JOBSCH_PRE_JOBCODE -lt 20 ];

then exit 1; else exit 0; fi'

・ ejcが省略された場合：

ejがgt,ge,lt,le,eq,neかつ、ejcが省略された場合は、ejc=0として設定する。

・ ejcの指定があり、かつ、ejが省略された場合：

ej=gtとして設定する。

ejl：判定対象となる下限の判定終了コードを定義する

形式：ejl=0～4294967295;

ejh：判定対象となる上限の判定終了コードを定義する

形式：ejh=0～4294967295;

ejm：下限の判定終了コードを定義する場合の境界条件を定義する

形式: ejm={gt|ge};

gt：変数の値が判定値「より大きい」ことを示す

ge：変数の値が判定値「以上である」ことを示す

省略時はgeが指定されたものと見なします。
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eju：上限下限の判定終了コードを定義する場合の境界条件を定義する

形式: eju= {lt|le};

lt：変数の値が判定値「より小さい」ことを示す

le：変数の値が判定値「以下である」ことを示す

省略時はleが指定されたものと見なします。

【ファイル判定する場合】

ej：ファイルの判定条件を定義する

形式: ej={ef|nf};

ef：ファイルが作成されている

nf：ファイルが作成されていない

ejf：ファイル名を定義する

ej=efであれば、chkfile/jobschchkfileのパラメタにファイル名を

ej=nfであれば、chkfile/jobschchkfileのパラメタに-z ファイル名を設定する。

【変数(文字列)判定する場合】

ej：変数(文字列)の判定条件を定義する

形式: ej={sce|spe|sne|spn|snn|snl};

sce：ejvの変数がejtで指定された文字列と等しい

spe：ejvの変数がejtで指定された文字列を含んでいる

sne：ejvの変数がejtで指定された文字列と等しくない

spn：ejvの変数がejtで指定された文字列を含んでいない

snn：ejvの変数がある

snl：ejvの変数がない

ejv：先行ジョブで指定したマクロ変数名を定義する

形式: ejv=?AJS2xxxxx?;

xxxxの部分を変数名と見なします。

ejt：判定対象となる判定値を定義する

定義された情報をjobschchknetvarのオプションとして設定する。

【変数(数値)判定する場合】

ej：変数(数値)の判定条件を定義する

形式: ej={vgt|vge|vlt|vle|veq|vne|vri|vro}；

vgt：ejvで指定された変数の値がejiで指定された値より大きいです

vge：ejvで指定された変数の値がejiで指定された値以上です

vlt：ejvで指定された変数の値がejiで指定された値より小さいです

vle：ejvで指定された変数の値がejiで指定された値以下です

veq：ejvで指定された変数の値がejiで指定された値と等しいです

vne：ejvで指定された変数の値がejiで指定された値と等しくないです
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vri：ejvで指定された変数の値がejsで指定された値とejgで指定された値の範囲

内です

vro：ejvで指定された変数の値がejsで指定された値とejgで指定された値の範囲

外です

ejv：先行ジョブで指定したマクロ変数名を定義する

形式: ejv=?AJS2xxxxx?;

xxxxの部分を変数名と見なします。

eji：判定対象となる判定値を定義する

省略時は0が指定されたものと見なします。

ejs：判定対象となる下限の判定値を定義する

形式：ejs=0～2147483647;

ejg：判定対象となる上限の判定値を定義する

形式：ejg=0～2147483647;

ejm：下限の判定終了コードを定義する場合の境界条件を定義する

形式: ejm={gt|ge};

gt：変数の値が判定値「より大きい」ことを示す

ge：変数の値が判定値「以上である」ことを示す

省略時はgeが指定されたものと見なします。

eju：上限下限の判定終了コードを定義する場合の境界条件を定義する

形式: eju= {lt|le};

lt：変数の値が判定値「より小さい」ことを示す

le：変数の値が判定値「以下である」ことを示す

省略時はleが指定されたものと見なします。

定義された情報をjobschchknetvarのオプションとして設定する。

◎ jd

-UNIX/PCジョブ

-queueジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

endcodeignore 終了判定種別を定義する。省略の場合はcodが仮定されたとみなす。

形式：jd={nm|ab|cod|mdf|exf};

nm：すべて正常とする

ab：すべて異常とする

cod：終了コードが指定値以下(wtn/tho)の場合は正常とする

mdf：ジョブの開始～終了までの間にファイル(jdf)が更新された場合は正常とす

る(UNIX/PCジョブの場合のみ)

exf：ジョブの開始～終了までの間にファイル(jdf)が作成された場合は正常とする

(UNIX/PCジョブの場合のみ)

jd=nmが指定されていた場合のみ“ON”として設定する。それ以外の値が指定され

ていた場合は、設定しない。

◎ wth

-UNIX/PCジョブ

-queueジョブ

normallimit wth：警告終了のしきい値を定義する

tho：異常終了のしきい値を定義する
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-UNIX/PCカスタム

ジョブ

tho

-UNIX/PCジョブ

-queueジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

形式：wth=n;
      tho=n;

n：0～2,147,483,647

・ wth、thoの両方が指定されていた場合

hoの値を設定する。

・ どちらかが指定されていた場合

指定されていた値を設定する。

・ 両方指定されていない場合

設定しない。

しきい値は記載されていた値すべてを設定する。

◎ ex

-UNIX/PCジョブ

-イベント受信監視

ジョブ

-ファイル監視ジョブ

-メール受信監視

ジョブ

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

-MSMQ受信監視

ジョブ

ログファイル監視

ジョブ

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

-実行間隔制御ジョ

ブ

-JP1イベント送信

ジョブ

-メール送信ジョブ

-メッセージキュー

送信ジョブ

-MSMQ送信ジョブ

-JP1/Cm2状態通

知ジョブ

-ローカル電源制御

ジョブ

-リモート電源制御

ジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

req_host ex：ジョブを実行するエージェントホストを定義する。

形式：ex=”実行ホスト”;

実行ホスト：1～255バイト

ex から変換された場合、変換が行われたことがログにメッセージとして出力される。

qm：連携するJP1/NQSEXECホスト名，JP1OJE for VO3ホスト名を定義する。

形式：qm=”ホスト名”

ホスト名：1～255バイト

qm から変換された場合、変換が行われたことがログにメッセージとして出力される。

記載されていた値すべてを設定する。ただし、以下の場合、変換して設定する。

・ JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全

角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

req_host の値が 65 バイト以上の場合、ログにメッセージを出力する。
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qm

-queueジョブ

◎ qu

-queueジョブ

queuename queueジョブをサブミットするキュー名を定義する

形式：qu=”キュー名”;

キュー名：1～63バイト

記載されていた値すべてを設定する。ただし、以下の場合、変換して設定する。

・ JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全

角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

以下の場合、ログにメッセージを出力する。

・ 変換が行われた場合

・ 半角英数字以外、または先頭に数字と “-”、“_” が指定されていた場合

・ 変換後の値が 16 バイト以上になった場合

・ 転載された場合

◎ un

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

execuser ジョブを実行するOSユーザ名を定義する。

形式：un=”実行ユーザ”

実行ユーザ：1～63バイト

記載されていた値すべてを設定する。ただし、以下の場合、変換して設定する。

・ JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全

角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

◎ so

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

stdoutfile 標準出力ファイルを絶対パスまたは相対パスで指定する。相対パスを指定した場合

は，ジョブ実行時の作業パス(wkp)からの相対パスとなる。

形式：so=”標準出力ファイル名”;

標準出力ファイル名：1～511バイト

記載されていた値すべてを設定する。ただし、以下の場合、変換して設定する。

・ JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全

角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

 

 注意

・ soの指定が相対パスの場合、変換後に絶対パス指定に修正する必要がある。

・ soの指定が256バイトを超える場合、変換後に修正の必要がある。

なお、上記の場合、ログにメッセージを出力する。

◎ se

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

stderrfile

errtostdfile

標準エラー出力ファイルを絶対パスまたは相対パスで定義する。

相対パスを指定した場合は、ジョブ実行時の作業パス(wkp)からの相対パスとなる。

形式：se=”標準エラー出力ファイル名”;

標準エラー出力ファイル名：1～511バイト

記載されていた値すべてを設定する。ただし、以下の場合、変換して設定する。
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・ JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全

角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

標準エラー出力ファイル名と標準出力ファイル名に同一の指定がされた場合、stderrfile
は指定せず、errtostdfileに“ON”を設定する。

 

 注意

・ seの指定が相対パスの場合、変換後に絶対パス指定に修正する必要がある。

・ seの指定が256バイトを超える場合、変換後に修正の必要がある。

なお、上記の場合、ログにメッセージを出力する。

◎ etm

-UNIX/PCジョブ

-イベント受信監視

ジョブ

-ファイル監視ジョブ

-メール受信監視

ジョブ

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

-MSMQ受信監視

ジョブ

-ログファイル監視

ジョブ

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

-実行間隔制御ジョ

ブ

-JP1イベント送信

ジョブ

-メール送信ジョブ

-メッセージキュー

送信ジョブ

-MSMQ送信ジョブ

-JP1/Cm2状態通

知ジョブ

-ローカル電源制御

ジョブ

-リモート電源制御

ジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

limittime 実行打ち切り時間を実行開始時刻からの相対分を定義する。

形式：etm=n;

n：1～1440分

◎ pr priority ジョブの実行優先度を定義する。
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-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

形式：pr=n;   

n：1(低)～5(高);

変換方法はプラットフォームにより異なる。

【Windows版】

1 → 0、2 → 1、3 → 2、4 → 3、5 → 4

【UNIX版】

1 → 0、2 → 10、3 → 20、4 → 30、5 → 39

◎ env

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

envname

envvalue

環境変数を“環境変数名=値”の形式で定義する。

形式：env=“環境変数”;

環境変数：環境変数名=値(全体で1～20479バイト)

右辺と左辺を“=”で分け、それぞれをenvnameとenvvalueに設定する。

複数のenvが存在する場合は、envnameとenvvalueの値を“;”で結合する。

JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全角の

ダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

以下の場合、ログにメッセージを出力する。

・ JP1のコマンド“env”が1つのジョブの中に33件以上あった場合

・ envname環境変数名が、65バイト以上の場合

・ envvalue環境変数値が、257バイト以上の場合

◎ flwf

-ファイル監視ジョブ

“3.4.2.4 ジョブの変

換ルール”を参照

監視対象ファイル名を定義する。

形式：flwf=”監視対象ファイル名“;

監視対象ファイル：1～255バイト

JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全角の

ダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

◎ flwc

-ファイル監視ジョブ

chkfileや
jobschchkfileコマ

ンド

監視条件を定義する。

形式：flwc=c[:d[:{s|m}]];

c：ファイルの作成を監視する。

d：ファイルの削除を監視する。

s：ファイルのサイズ変更を監視する。

m：ファイルの 終書き込み時刻変更を監視する。

ジョブ名(jobname)にファイル監視のコマンドを設定する。“chkfile.exe -xxx
file_name”

flwcの値により、chkfile.exeコマンドのパラメタ(前述の-xxxの部分)は以下のとおり設

定する。

・ (省略値):fwait

・ c:fwait

・ d:fdelete

・ s:fsize
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・ m:fupdate

× ev

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ エージェントホスト上の環境変数ファイル名を定義する。

形式：ev=”環境変数ファイル名”;

環境変数ファイル名：1～511バイト

◎ wkp

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

directory 作業用パス名をフルパスで定義する。

形式：wkp=”作業パス名”;

作業パス名：1～511バイト

wkpの値をdirectoryに設定する。ただし、以下の場合、変換して設定する。

・ JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全

角のダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する

 

 注意

wkpの値が64バイト以上の場合、ログにメッセージを出力する。

× ev

-UNIX/PCジョブ

－ エージェントホスト上の環境変数ファイル名を定義する

× si

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ ジョブを実行するエージェントホスト上の標準入力ファイル名を定義する。

形式：si=”標準入力ファイル名”;

標準入力ファイル名：1～511バイト

× soa

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ 標準出力ファイル名の追加書きオプションを定義する。

形式：soa={new|add};

new：ファイルを新規作成する。

add：既存フアイルに追加する。

× sea

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ 標準エラー出力ファイル名の追加書きオプションを定義する。

形式：sea={new|add};

new：ファイルを新規作成する。

add：既存フアイルに追加する。

× jdf

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ 終了判定ファイル名を定義する。

形式：jdf=”終了判定ファイル名”

終了判定ファイル名：1～511バイト

× ts1

-UNIX/PCジョブ

-queueジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ 転送元ファイル名をフルパスで定義する。

形式：ts1=”転送元ファイル名1”

転送元ファイル名1：1～511バイト

× td1

-UNIX/PCジョブ

－ 転送先ファイル名をフルパスで定義する。
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-queueジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

形式：td1=”転送先ファイル名1”

転送先ファイル名1：1～511バイト

× ts2～4

-queueジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ ts1と同じ

× td2～4

-queueジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ td1と同じ

× top1

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ 転送先ファイルの自動削除オプションを定義する。

形式：top1={sav|del}

sav：ファイルを保存する

del：ファイルを削除する

× top2～4

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ top1と同じ

× ha

-UNIX/PCジョブ

-queueジョブ

-判定ジョブ

-イベント受信監視

ジョブ

-ファイル監視ジョブ

-メール受信監視

ジョブ

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

-MSMQ受信監視

ジョブ

-ログファイル監視

ジョブ

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

-実行間隔制御ジョ

ブ

-JP1イベント送信

ジョブ

-メール送信ジョブ

－ ジョブの実行を保留するかを定義する。

形式：ha={y|n}

y：保留する

n：保留しない
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-メッセージキュー

送信ジョブ

-MSMQ送信ジョブ

-JP1/Cm2状態通

知ジョブ

-ローカル電源制御

ジョブ

-リモート電源制御

ジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

× eu

-UNIX/PCジョブ

-queueジョブ

-イベント受信監視

ジョブ

-ファイル監視ジョブ

-メール受信監視

ジョブ

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

-MSMQ受信監視

ジョブ

-ログファイル監視

ジョブ

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

-実行間隔制御ジョ

ブ

-JP1イベント送信

ジョブ

-メール送信ジョブ

-メッセージキュー

送信ジョブ

-MSMQ送信ジョブ

-JP1/Cm2状態通

知ジョブ

-ローカル電源制御

ジョブ

-リモート電源制御

ジョブ

－ ジョブ実行時のJP1ユーザを定義する。

形式：eu={ent|def}

ent：ジョブネットを登録したJP1ユーザをジョブ実行時のJP1ユーザとする。

def：ジョブを所有するJP1ユーザをジョブ実行時のJP1ユーザとする。
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-UNIX/PCカスタム

ジョブ

◎ te

-UNIX/PCジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

jobname te：コマンドテキストを定義する。

形式：te=”コマンドテキスト”;

コマンドテキスト：1～1023バイト

teで指定されたコマンドテキストをjobnameに設定する。

JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全角の

ダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

 

 注意

以下の場合、ログにメッセージを出力する。

・ 300バイトを超えた場合

・ 同時に複数のコマンドが定義されている場合

jobnameに値を設定した後は、“Systemwalker Converter / J”の初期画面の“コマンド

に含まれる検索キーワード”でコマンドを検索することが可能です。

・ 検索キーワード数は、5つまでに入力可能

・ 検索キーワードは、300バイト以内

検索結果は、ログに出力する。

◎ req

-queueジョブ

jobname_jes req：queueジョブをサブミットする場合のジョブ名を定義する。

形式：req=”ジョブ名”;

ジョブ名：1～63バイト

変換時に以下の特定文字が含まれていた場合、異なる文字に変換が行われログに

メッセージを出力する。

・ 空白  →  全角アンダーバー

・ / ? * ; , \ " < > | : ( ) ' . $ `#&

→ それぞれの全角記号

変換後のサイズが 65 バイト以上になった場合、ログにメッセージを出力する。

JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全角の

ダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

◎ evwid

-イベント受信監視

ジョブ

jobname 受信対象のイベントIDを定義する。

形式：evwid=イベントID;

イベントID：16進数で00000000:00000000～FFFFFFF:FFFFFFFF

jobschchkmsgevtのパラメタに設定する。

× evuser

-イベント受信監視

ジョブ

－ イベント発行元ユーザを定義する。

形式：evusr=”イベント発行元ユーザ名”;

イベント発行元ユーザ名：1～20バイト

× evgrp － イベント発行元グループ名を定義する。
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-イベント受信監視

ジョブ

形式：evgrp=”イベント発行元グループ名”;

イベント発行元グループ名：1～20バイト

◎ evhst

-イベント受信監視

ジョブ

-イベント送信ジョブ

“3.4.2.4 ジョブの変

換ルール”参照

イベント発行元ホスト名を定義する。

形式：evhst=”イベント発行元ホスト名”;

イベント発行元ホスト名：1～255バイト

詳細は“3.4.2.4 ジョブの変換ルール”を参照。

× evipa

-イベント受信監視

ジョブ

－ イベント発行元IPアドレスを定義する。

形式：evipa=”イベント発行IPアドレス”;

イベント発行IPアドレス：XXXX.YYYY.xxx.yyyy(0.0.0.0～255.255.255.255)

× evwms

-イベント受信監視

ジョブ

－ イベントのメッセージ部分と比較する文字列を定義する。

形式：evms=”メッセージ”;

メッセージ：1～1024バイト

× evdet

-イベント受信監視

ジョブ

－ イベントの詳細情報部分と比較する文字列を定義する。

形式：evdet=”イベント詳細情報”;

イベント詳細情報：1～1024バイト

× evwsv

-イベント受信監視

ジョブ

－ イベント拡張属性の重大度を定義する。

形式：evwsv=em[:al[:cr[:er[:wr[:no[:in[:db]]]]]]];

em：Emergencyを一致条件とする

al：Alertを一致条件とする

cr：Criticalを一致条件とする

r：Errorを一致条件とする

wr：Warningを一致条件とする

no：Noticeを一致条件とする

in：Informationを一致条件とする

db：Debugを一致条件とする

× evwfr

-イベント受信監視

ジョブ

－ ユーザ任意の属性名および属性値を定義する。

形式：evwfr=任意の拡張属性名:”値”;

任意の拡張属性名:”値”：1～2048バイト

× evtmc

-イベント受信監視

ジョブ

－ 終了判定条件を定義する。

形式：evtmc={n|a|n:”ファイル名”|d:”ファイル名”|b;”ファイル名”

n：常に正常とする。

a：常に異常とする。

n:”ファイル名”:メッセージがファイルの内容と一致すれば正常。

a:”ファイル名”：メッセージがファイルの内容と一致すれば異常。

d:”ファイル名”：詳細情報がファイルの内容と一致すれば正常。

× evuid － イベント発行元ユーザーIDを定義する。
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-イベント受信監視

ジョブ

形式：evuid=イベント発行元ユーザーID;

イベント発行元ユーザーID：-1～9999999999

× evgid

-イベント受信監視

ジョブ

－ イベント発行元グループIDを定義する。

形式：evgid=イベント発行元グループID;

イベント発行元グループID：-1～9999999999

× evpid

-イベント受信監視

ジョブ

－ イベント発行元プロセスIDを定義する。

形式：evgid=イベントプロセスグループID;

イベント発行元グループID：-1～9999999999

◎ jpoif

-イベント受信監視

ジョブ

-ファイル監視ジョブ

-ログファイル監視

-実行間隔制御ジョ

ブ

－ マクロ変数名を定義する。

形式：jpoif=?AJS2マクロ変数名?:引き継ぎ情報名;

?マクロ変数名?:引き継ぎ情報名：1～2048バイト

マクロ一覧情報(macro.txt)を出力する。

出力される項目は、種別、ジョブ名(変換後)、コマンド、マクロ変数名、引継情報名

(引継情報)、階層情報とする。

JP1コマンドjpoif=?AJS2*****?の形式以外の場合、ログとマクロ一覧情報(macro.txt)
を出力する。

[ジョブの出力情報の"NAME=VALUE"形式の行をジョブネット変数に設定する]を
設定する。

[ジョブネット変数のプレフィックス]にCONVを設定する。

× jpoif

-メール受信監視

ジョブ

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

-MSMQ受信監視

ジョブ

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ マクロ変数名を定義する。

形式：jpoif=?AJS2マクロ変数名?:引き継ぎ情報名;

?マクロ変数名?:引き継ぎ情報名：1～2048バイト

◎ flwi

-ファイル監視ジョブ

jobname ty=flwjの場合、ファイルを監視する時間間隔を定義する。

形式：flwi=監視間隔;

監視間隔：1～600秒

省略時は60が指定されたものと見なします。

chkfile / jobschchkfileの-iオプションに設定する。

◎ flco

-ファイル監視ジョブ

jobname ty=flwjの場合、作成待ちですでにファイルがあった場合、監視条件を成立させるか

どうかを定義する。

形式：flco={y|n};

y：監視条件成立とする

n：監視対象ファイルの作成を監視する

省略時はnが指定されたものと見なします。
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chkfile / jobschchkfileの-swオプションに設定する。

× pfm

-メール受信監視

ジョブ

-メール送信ジョブ

-メッセージキュー

送信ジョブ

-JP1/Cm2状態通

知ジョブ

-ローカル電源制御

ジョブ

-リモート電源制御

ジョブ

－ メール受信定義をプラットフォーム毎に定義する。

形式：pfm={u|p};

u：UNIX環境でメールを受信する

p：Windows環境でメールを受信する

× mlprf

-メール受信監視

ジョブ

-メール送信ジョブ

－ プロファイル名を定義する。

形式mlprf=”プロファイル名”;

プロファイル名：1～256バイト

× mladr

-メール受信監視

ジョブ

-メール送信ジョブ

－ メール受信監視ジョブの場合、受信したメールの差出人を定義する。

形式：mladr=”差出人”;

差出人：1～256バイト

メール送信ジョブの場合、送信先のメールアドレスを定義する。

形式：mladr={to|cc|bcc}:”宛先”;

to：メールを宛先に送信する

cc：メールのコピーを宛先に送信する

bcc：メールをブラインドカーボンコピーで宛先

に送信する

宛先：1～256バイト

× mlsbj

-メール受信監視

ジョブ

-メール送信ジョブ

－ 件名を定義する。

形式：mlsbj=”件名”;

件名：1～256バイト

× mltxt

-メール受信監視

ジョブ

-メール送信ジョブ

－ 本文を定義する。

形式：mltxt=”本文”;

本文：1～512バイト

× mlsav

-メール受信監視

ジョブ

－ 受信したメールを保存するかを定義する。

形式：mlsav={y|n};

y：メールを保存する

n：メールを保存しない
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× mllst

-メール受信監視

ジョブ

－ メール受信リスト名を定義する。

形式：mllst=”メール受信リスト名”

メール受信リスト名：1～256バイト

× mlstx

-メール受信監視

ジョブ

－ 受信したメールの本文をファイルに保存する場合のファイルを定義する。

形式：mlstx=”本文ファイル名”;

本文ファイル名：1～256バイトのフルパス

× mlsfd

-メール受信監視

ジョブ

－ 添付ファイルを保存する場合のフォルダ名を定義する。

形式：mlsfd=”添付ファイル保存先フォルダ名“;

添付ファイル保存先フォルダ名：1～256バイトのフルパス

× mlafl

-メール受信監視

ジョブ

－ 添付ファイル名一覧を作成する場合のファイル名を定義する。

形式：mlafl=”リストファイル名”;

リストファイル名：1～256バイトのフルパス

× mqcor

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

－ 受信したメッセージの相関識別子を定義する。

形式：mqcor=相関識別子;

相関識別子：1～24バイト

× mqque

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

－ メッセージ受信を監視するキュー名を定義する。

形式：mqque=メッセージキュー名;

メッセージキュー名：1～48バイト

× mqdsc

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

－ 受信したメッセージのメッセージ識別子を定義する。

形式：mqdsc=メッセージ識別子;

メッセージ識別子：1～24バイト

× mqmdl

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

－ メッセージ受信を監視するキューのモデルキュー名を定義する。

形式：mqmdl=モデルキュー名;

モデルキュー名：1～48バイト

× mqsfn

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

－ 監視条件に一致したメッセージを格納するファイル名を定義する。

形式：mqsfn=”メッセージ格納ファイル名”;

メッセージ格納ファイル名：1～256バイト

× msqpt

-MSMQ受信監視

ジョブ

－ メッセージを監視するキューパス名を定義する。

形式：msqpt=”バス名”;

パス名：1～259バイト

× msrer

-MSMQ受信監視

ジョブ

－ 監視するメッセージの相互関係を定義する。

形式：msrer=相互関係;

相互関係：1～20バイト

× mslbl

-MSMQ受信監視

ジョブ

－ 監視するメッセージのメッセージラベルを定義する。

形式：mslbl=”メッセージラベル”;

メッセージラベル：1～249バイト

× msapl － 監視するメッセージのアプリケーション情報を定義する。
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-MSMQ受信監視

ジョブ

形式：msapl=アプリケーション情報;

アプリケーション情報：0～FFFFFFFF

× mssvf

-MSMQ受信監視

ジョブ

－ 監視条件に一致したメッセージを格納するファイル名を定義する。

形式：mssvg=”メッセージ格納ファイル名”;

  メッセージ格納ファイル名：1～256バイトのフルパス

◎ lftpd

-ログファイル監視

ジョブ

“3.4.2.4 ジョブの変

換ルール”参照

トラップするログファイル中のデータを定義する。

形式：lftpd=[!]”トラップデータ1”[:[!]トラップデータ2”・・・;

トラップデータ：全体で1～1024バイト

ジョブ名(jobname)にログファイル監視のコマンドを設定する際のキーワードとして変

換する。(下記のregexp)

“jobschchecklog -f filename -e regexp”

JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全角の

ダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

◎ lffnm

-ログファイル監視

ジョブ

“3.4.2.4 ジョブの変

換ルール”参照

ログファイルトラップするファイル名を定義する。

形式：lffnm=”ログファイル名”;

ログファイル名：1～256バイト

ジョブ名(jobname)にログファイル監視のコマンドを設定する際のファイル名に変換

する。(下記のfilename)

“jobschchecklog -f filename -e regexp”

JP1でキャスト文字（#）が使用されている場合は、“##”を半角の“#”に、“#"”を全角の

ダブルクォーテーション“ ””(201D)に変換する。

× lfdft

-ログファイル監視

ジョブ

－ トラップするログファイルの出力形式を定義する。

形式：lfdft={s|w1|w2};

s：シーケンシャルファイル

w1：ファイルの先頭から上書きする

w2：ファイルの先頭から記述する

× lfrft

-ログファイル監視

ジョブ

－ トラップするログファイルの出力形式を定義する。

形式：lfrft={v:’[\]区切り文字’|f:レコード長};

v:’[\]区切り文字’：1バイト

f:レコード長：1～9999999バイト

× lfhds

-ログファイル監視

ジョブ

－ ヘッダーを定義する。

形式：lfhds=|l:ヘッダー行数|s:ヘッダーサイズ};

l:ヘッダー行数：0～99999行

s:ヘッダーサイズ：0～9999999バイト

× lfmks

-ログファイル監視

ジョブ

－ ログ情報以外のデータを定義する。

形式：lfmks=[!]”ログ情報以外のデータ1”[:[!]” ログ情報以外のデータ2”・・・;

[!]”ログ情報以外のデータn：1～1024バイト

× lfsiv － ログファイルを検索する時間間隔を定義する。
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-ログファイル監視

ジョブ

形式：lfsiv=ファイル監視時間;

ファイル監視時間：1～86400秒

× lfmxl

-ログファイル監視

ジョブ

－ ログファイルの先頭何バイト分をイベントデータにするか定義する。

形式：lfmxl=イベントデータ長;

イベントデータ長：2～512バイト

◎ lfsrc

-ログファイル監視

jobname データの入力を先頭データから入力するかを定義する。

形式：lfsrc={y|n};

y：先頭データから入力する

n：先頭データから入力しない

lfsrc=yのとき、ジョブ名(jobname)にログファイル監視のコマンドを設定する際に-aオ
プションを設定する。

“jobschchecklog -a -f filename -e regexp”

変換前に複数のログファイル名(lffnm)が指定されており、変換後に一つになった場

合は、ログにメッセージを出力する。

また、同様に複数のログファイル中データ(lftpd)が指定されており、変換後に一つに

なった場合も、ログにメッセージを出力する。

× lfcre

-ログファイル監視

－ 指定したファイルがなかった場合にエラーにするか定義する。

形式：lfcre={y|n};

y：エラーとする

n：ログファイルがオープンするまでファイルのオープンを繰り返す。

× ntlgt

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ ログ種別を定義する。

形式：ntlgt={sys|sec|app|dns|dir|frs};

sys：システムログを監視する

sec：セキュリティログを監視する

app：アプリケーションを監視する

dns：DNSServerログを監視する

dir：DirectoryServerログを監視する

frs：ファイル複製サービスログを監視する

× ntevt

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ イベントの種類を監視する。

形式：ntevt=[i[:w[:e[:s[:f]]]]];

i：情報イベントを監視する

w：警告イベントを監視する

e：エラーイベントを監視する

s：成功イベントを監視する

f：失敗の監査イベントを監視する

× ntnsr

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ 監視するソースの判定条件を定義する。

形式：ntnsr={y|n};

y：指定したソースを監視対象とする
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n：指定したソース以外を監視対象とする

× ntsrc

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ 監視するソースを定義する。

形式：ntsrc=”ソース”;

ソース：1～255バイト

× ntncl

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ 監視するイベント分類の判定条件を定義する。

形式：ntncl={y|n};

y：指定した分類を監視対象とする

n：指定した分類以外を監視対象とする

× ntcls

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ 監視するイベントの分類を定義する。

形式：ntcls=”分類”;

分類：1～255バイト

× ntnei

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ 監視するイベントIDの判定条件を定義する。

形式：ntnei={y|n};

y：指定したイベントIDを監視対象とする

n：指定したイベントID以外を監視対象とする

× nteid

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ 監視するイベントIDを定義する。

形式：nteid=イベントID;

イベントID：0～4294967295

× ntdis

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

－ 指定したイベントの説明を監視する場合の比較対照となる文字列を定義する。

形式：ntdis=”説明”;

説明：1～1024バイト

◎ tmitv

-実行間隔制御ジョ

ブ

jobname 待ち時間を定義する。

形式：tmitv=待ち時間;

待ち時間：1～1440分

省略された場合10が指定されたものとみなします。

秒換算した値をjobschsleepのパラメタに設定する。

◎ evsid

-JP1イベント送信

ジョブ

jobname 送信するイベントIDを定義する。

形式：evsid=イベントID;

イベントID：00000000～00001FFF,7FFF8000～7FFFFFFF

ty=evsjのとき、evsidの指定を送信メッセージとして、jobschmsgeventに設定する。

× evsms

-JP1イベント送信

ジョブ

－ イベントに付加するメッセージを定義する。

形式：evsms=”メッセージ”;

メッセージ：1～1023バイト

× evssv

-JP1イベント送信

ジョブ

－ イベントに付加する重大度を定義する。

形式：evssv={em|al|cr|er|wr|no|in|db};

em：Emergencyを設定する

al：Alertを設定する
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cr：Criticalを設定する

er：Errorを設定する

wr：Warningを設定する

no：Noticeを設定する

in：Informationを設定する

db：Debugを設定する

× evsfr

-JP1イベント送信

ジョブ

－ イベントに付加する拡張属性を定義する。

形式：evsfr=拡張属性名:”値”;

拡張属性名:”値”：5～128バイト

× pfm

-JP1イベント送信

ジョブ

－ ジョブを実行するプラットフォーム種別を定義する。

形式：pfm={u|p};

u：UNIX環境で実行する

p：Windows環境で実行する

× mlftx

-メール送信ジョブ

－ 送信するメールの本文ファイル名を定義する。

形式：mlftx=”本文ファイル名”;

本文ファイル名：1～256バイトのフルパス

× mlatf

-メール送信ジョブ

－ 添付ファイル名を定義する。

形式：mlatf=”添付フアイル名”;

添付ファイル名：1～256バイトのフルパス

× mqque

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ メッセージを送信するキュー名を定義する。

形式：mqque=キュー名;

キュー名：1～48バイト

× mqcor

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ 送信メッセージに付与する相関識別子を定義する。

形式：mqcor=相関識別子;

相関識別子：1～24バイト

× mqdsc

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ 送信メッセージに付与するメッセージ識別子を定義する。

形式：mqdsc=メッセージ識別子;

メッセージ識別子：1～24バイト

× mqprm

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ 送信するメッセージの永続性を定義する。

形式：mqprm={y|n};

y：永続性あり

n：永続性なし

× mqmgr

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ メッセージを送信するキューマネージャ名を定義する。

形式：mqmgr=キューマネージャ名;

キューマネージャ名：1～48バイト

× mqmdl － メッセージを送信するモデルキュー名を定義する。
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-メッセージキュー

送信ジョブ

形式：mqmdl=モデルキュー名;

モデルキュー名：1～48バイト

× mqpgm

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ キュー管理プログラム名を定義する。

形式：mqpgm=接続キュー管理プログラム名;

接続キュー管理プログラム名：1～48バイト

× mqmfn

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ メッセージに含まれている情報の形式を識別するための形式を定義する。

形式：mqmfn=フォーマット名;

フォーマット名：1～8バイト

× mqmdn

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ メッセージデータファイル名を定義する。

形式：mqmdn=”メッセージデータファイル名”;

メッセージデータファイル名：1～256バイト

× mqhld

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ 送信するメッセージの保持時間を定義する。

形式：mqhl=保持時間;

保持時間：1～9999999分

× mqpri

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ 送信するメッセージの優先度を定義する。

形式：mqpri=優先度;

優先度：0～9

× mqeqn

-メッセージキュー

送信ジョブ

－ メッセージを送信処理中にエラーが発生した場合に、メッセージを転送する接続

キュー管理プログラムのキュー名を定義する。

形式：mqeqn=デッドレターキュー名;

デッドレターキュー名：1～48バイト

× msqpt

-MSMQ送信ジョブ

－ メッセージの送信先キューパス名を定義する。

形式：msqpt=”キューパス名”;

キューパス名：1～259バイト

× msqlb

-MSMQ送信ジョブ

－ メッセージの送信先キューラベル名を定義する。

形式：msqlb=”キューラベル名”;

キューラベル名：1～124バイト

× msrer

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信メッセージの相互関係を定義する。

形式：msrer=相互関係;

相互関係：1～20バイト

× mslmt

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信メッセージの配信制限時間を定義する。

形式：mslmt={-2|-1|n};

-2：LONG_LIVED

-1：INFINITE

n：配信時間を指定する(0～2,147,483,647秒)

× mshld

-MSMQ送信ジョブ

－ メッセージを保持する時間を定義する。
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形式：mshld={-1|n};

-1：INFINITE

n：保持時間を指定する(0～2,147,483,647秒)

× msmod

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信メッセージの配信モードを定義する。

形式：msmod={h|r};

h：高速モード

r：回復可能モード

× mspri

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信メッセージの優先度を定義する。

形式：mspri=優先順位;

優先順位：0～7

× msjnl

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信済みメッセージをジャーナルキューに格納するかを定義する。

形式：msjnl={y|n};

y：ジャーナルキューに格納する

n：ジャーナルキューに格納しない

× msunr

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信済みメッセージを配信不能メッセージキューに格納するかを定義する。

形式：msunr={y|n};

y：配信不能メッセージに格納する

n：配信不能メッセージに格納しない

× mstfn

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信メッセージのメッセージ本文として利用するデータが格納されているファイル名

を定義する。

形式：mstfn=”本文ファイル名”;

本文ファイル名：1～２５９バイトのフルパス

× msttp

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信メッセージ本文の内容の型を定義する。

形式：msttp=本文タイプ

本文タイプ：0～FFFFFFFF;

× mslbl

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信メッセージのラベルを定義する。

形式：mslbl=”メッセージラベル”;

メッセージラベル：1～249バイト

× msapl

-MSMQ送信ジョブ

－ 送信メッセージのアプリケーション情報を定義する。

形式：msapl=アプリケーション情報;

アプリケーション情報：0～FFFFFFFF

× cmsts

-JP1/Cm2状態通

知ジョブ

－ JP1/Cm2/NNM,HP Open View NNMに通知する状態を定義する。

形式：cmsts={un|no|wa|mi|ma|cr|re|te|di};

un：Unknown

no：Normal

wa：Warning

mi：Minor
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ma：Major

cr：Critical

re：Restricted

te：Testing

di：Disabled

× cmaif

-JP1/Cm2状態通

知ジョブ

－ JP1/Cm2/NNM,HP Open View NNMに通知するメッセージの付加情報を定義する。

形式：cmaif=”付加情報”;

付加情報：1～256バイト

× pwlt

-ローカル電源制御

ジョブ

－ 実行種別を定義する。

形式：pwlt={f|r|s};

f：電源オフし、JP1/PowerMonitorに設定している時刻に起動される

r：シャットダウン後、再起動する

s：シャットダウンする

× pwlf

-ローカル電源制御

ジョブ

－ 終了要求種別を定義する。

形式：pwlf={m|r|f|p};

m：監視終了する

r：制限終了する

f：強制終了する

p：計画終了する

× pwrh

-リモート電源制御

ジョブ

－ 電源制御の対象となるホスト名を定義する。

形式：pwrh=”対象ホスト”;

対象ホスト：1～255バイト

× pwrf

-リモート電源制御

ジョブ

－ システム終了時に行う監視アプリケーションの終了方法の要求種別を定義する。

形式：pwrf={o|m|r|f|p|s};

o：電源オンする

m：監視終了する

r：制限終了する

f：強制終了する

p：計画終了する

s：強制停止する

× pwrn

-リモート電源制御

ジョブ

－ 次回電源投入時刻を定義する。

形式：pwrn={n|a|c:[mm/dd.]hh:mm};

ｎ:次回電源投入時刻を指定しない

a：エージェントホストに設定されている次回電源投入時刻を有効にする

c：mm/dd.]hh:mmに指定された時刻に投入する

mm：1～12月

dd：1～31日
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変

換

可

否

JP1の
オペランド

OMGRの

オペランド

説明

hh：0～23時

mm：0～59分

× pwrr

-リモート電源制御

ジョブ

－ シャットダウン後に再起動するか定義する。

形式：pwrr={y|n}

y：再起動する

n：再起動しない

× pwrw

-リモート電源制御

ジョブ

－ 電源オフの終了が完了するまでリモート電源制御ジョブの完了を待つかを定義す

る。

形式：pwrw={y|n}

y：システムの終了を待つ

n：システムの終了を待たない

× pwrp

-リモート電源制御

ジョブ

－ 対象ホストのプラットフォーム種別を定義する。

形式：pwrp={p|u};

p：Windowsのエージェントホストを定義する

u：UNIXのエージェントホストを定義する

× cty

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

－ カスタムジョブクラス名を定義する。

形式：cty=”カスタムジョブクラス名”;

カスタムジョブクラス名：1～16バイト

× － jobnumber ユニット毎に連番を付加する。

× － directory

× － pre_job “3.4.2.4 ジョブの変換ルール”のar値により構成する。

× － nooutput

× － restartpoint

◎ fd

-UNIX/PCジョブ

-queueジョブ

-イベント受信監視

ジョブ

-ファイル監視ジョブ

-メール受信監視

ジョブ

-メッセージキュー

受信監視ジョブ

-MSMQ受信監視

ジョブ

-ログファイル監視

ジョブ

-Windowsイベント

ログ監視ジョブ

predictiontime 終了遅延監視するジョブの実行所要時間を定義する。

形式：fd=実行所要時間;

実行所要時間は10進数の値で 1 ～ 1440 (単位:分)
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変

換

可

否

JP1の
オペランド

OMGRの

オペランド

説明

-実行間隔制御ジョ

ブ

-JP1イベント送信

ジョブ

-メール送信ジョブ

-メッセージキュー

送信ジョブ

-MSMQ送信ジョブ

-JP1/Cm2状態通

知ジョブ

-ローカル電源制御

ジョブ

-リモート電源制御

ジョブ

-UNIX/PCカスタム

ジョブ

× － jobicon “3.4.2.4 ジョブの変換ルール”で説明したアイコンを付加する。

× － jobattr JES固定

× － jobfile_trans

× － resource

× － resource_attr

× － errtostdfile

3.4.4 特殊な変換について

ジョブネットおよびジョブの変換は基本的にJP1と同じ構成で変換されますが、特殊な変換をする場合もあります。以下に、通常の変換

と特殊な変換を行う場合について、それぞれ説明します。

 
通常の変換

JP1で定義したジョブネット階層および、ジョブフローは、JP1と同様にSystemwalker Operation Managerのジョブネット階層および、ジョ

ブフローに変換します。

 
特殊な変換(判定ジョブおよび従属ジョブの変換)

JP1で定義した“判定ジョブ”および“従属ジョブ”の処理の流れは、Systemwalker Operation Managerでは、JP1の従属ジョブから変換

したジョブ(※)の後に後続ジョブに線を接続します。
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特殊な変換(スケジュールルールの変換)

JP1で複数の“スケジュールルール”を定義している場合、Systemwalker Operation Managerでは、JP1のスケジュールルールの数分の

ジョブネットに変換します。JP1のスケジュールルールが1つの場合は、1つのジョブネットに移行します。なお、JP1のスケジュールルー

ルの数分のジョブネットに変換されるため、この動作で問題がある場合には、移行後に、手動でジョブネットの起動日や起動時刻を設

定したり、不要であれば削除するなどの対処をしてください。

ジョブネット名およびジョブネット名称について

ジョブネット名およびジョブネット名称には、末尾にスケジュールルールの通番が付加されます。ただし、スケジュールルールで“上

位のジョブネットに依存する”が選択されている場合や、スケジュールルールがない場合は、通番は付加しません。

 
      ジョブネット名_nnn (nnnは001～144までの通番)

なお、通番が付加されることで、 大文字数 (ジョブネット名の場合は50バイト、ジョブネット名称の場合は100バイト)を超えてしまう

場合には、以下のエラーメッセージを表示して移行します。Systemwalker Operation Managerへ登録するには、出力されたジョブ

ネット定義CSVファイルを確認し、対処する必要があります。

－ ジョブネット名の場合

エラーコード：9339

－ ジョブネット名称の場合

エラーコード：9326

 

 参考

出力ファイルについて

上図のようなJP1のユニット定義ファイルを移行した場合、ジョブネット定義CSVファイルは、“ジョブネット定義CSVファイル格納フォル

ダ”配下の“converterXXXX”サブフォルダ配下に、以下のように格納されます。(NNNN、YYは通番)

・ NNNN_YY_ジョブネット_001.csv

・ NNNN_YY_ジョブネット_002.csv

・ NNNN_YY_ジョブネット_003.csv

・ JNET_Relation.txt ・・・・・・・・・ 階層構造ファイル
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また、ジョブネット定義CSVファイルのファイル名が254バイトを超える場合は、254バイト以内に削除されます。削除は、通番を除いた

ジョブネット名の部分が対象です。この場合、エラーメッセージ(エラーコード:9359)が表示されます。

出力されるファイルやフォルダ構成の詳細については、“3.5.3 出力ファイル”を参照してください。

 
特殊な変換(ネストジョブネットの時刻起動の変換)

JP1でネストジョブネットの時刻起動を定義している場合、Systemwalker Operation Managerでは、子ジョブネットの先頭に時刻待ち合

わせジョブを追加して変換します。スケジュールルールが複数の場合、移行された子ジョブネットの先頭にそれぞれ時刻待ち合わせ

ジョブが追加されます。

移行の詳細について、以下に示します。 (OMGR：Systemwalker Operation Manager)

1. JP1の親ジョブネットをOMGRの親ジョブネットに移行します。

JP1のスケジュールルールの数分、OMGRの親ジョブネットに移行します。

スケジュールルールが複数の場合の、移行後のジョブネット名およびジョブネット名称については、“特殊な変換(スケジュール

ルールの変換)”の“ジョブネット名およびジョブネット名称について”を参照してください。

2. JP1のネストジョブネットをOMGRの子ジョブネットに移行します。

3. OMGRの親ジョブネット1つに対して、OMGRの子ジョブネット1つを移行します。

スケジュールルールが複数の場合の、移行後のジョブネット名およびジョブネット名称については、“特殊な変換(スケジュール

ルールの変換)”の“ジョブネット名およびジョブネット名称について”を参照してください。

JP1の親ジョブネットとネストジョブネットのスケジュールがリンクしていない場合

エラーメッセージ(エラーコード：9367)を表示して移行します。この場合、移行された子ジョブネットにスケジュールは設定され

ません。親ジョブネット起動時に連動して起動されます。この動作で問題がある場合には、移行後に、手動で子ジョブネット

の起動日や起動時刻を設定したり、不要であれば削除するなどの対処をしてください。
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ネストジョブネットの複数のスケジュールが親ジョブネットのスケジュールの1つにリンクしている場合

エラーメッセージ(エラーコード：9367)を表示して移行します。この場合、ネストジョブネットの複数のスケジュール内で1番若

い番号のスケジュールだけを移行します。この動作で問題がある場合には、移行後に、手動で子ジョブネットの起動日や起

動時刻を設定するなどの対処をしてください。

4. JP1のスケジュールの親子リンクを、OMGRの親ジョブネットのジョブフローの子ジョブネットに移行します。

5. JP1の親ジョブネットのスケジュールを、OMGRの親ジョブネットの起動日に移行します。

6. JP1のネストジョブネットのスケジュールを、OMGRの子ジョブネットの起動日に移行します。

7. 移行した子ジョブネットのジョブフローの先頭に、時刻待ち合わせジョブを追加します。

時刻待ち合わせジョブでは、以下の項目を設定します。

 
項目 設定内容

待ち合わせ時刻 ネストジョブネットに設定されている開始時刻

なお、移行時に時刻待ち合わせジョブが追加されるため、ジョブフローに登録されているジョブ数が制限値を超えてしまう場合がありま

す。この場合、制限値を超えたジョブは別のジョブネット定義CSVファイルに分割して移行されるので、出力されたジョブネット定義CSV
ファイルを確認し、対処してください。

 

 参考

出力ファイルについて

上図のようなJP1のユニット定義ファイルを移行した場合、ジョブネット定義CSVファイルは、“ジョブネット定義CSVファイル格納フォル

ダ”配下の“converterXXXX”サブフォルダ配下に、以下のように格納されます。(NNNN、YYは通番)

・ NNNN_YY_親ジョブネット_001.csv

・ NNNN_YY_親ジョブネット_002.csv

・ NNNN_YY_子ジョブネット_001.csv

・ NNNN_YY_子ジョブネット_002.csv

・ JNET_Relation.txt ・・・・・・・・・ 階層構造ファイル

また、ジョブネット定義CSVファイルのファイル名が254バイトを超える場合は、254バイト以内に削除されます。削除は、通番を除いた

ジョブネット名の部分が対象です。この場合、エラーメッセージ(エラーコード:9359)が表示されます。

出力されるファイルやフォルダ構成の詳細については、“3.5.3 出力ファイル”を参照してください。

 
特殊な変換(起動条件付きジョブネットの変換)

JP1でジョブネットに起動条件(.CONDITION)を設定している場合、Systemwalker Operation Managerでは、起動条件(.CONDITION)
と業務処理の2つのジョブネットに分けて変換します。
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定義情報の移行は、下表のようになります。

 
JP1 Systemwalker Operation Manager

スケジュールルール ・ “CONDITION_ジョブネット”のプロパティ

・ “ジョブネット”のプロパティ

ジョブフロー “ジョブネット”のジョブフロー

.CONDITIONの詳細定義 “CONDITION_ジョブネット”のメッセージ事象発生ジョブの制御情報

.CONDITIONのジョブフロー “CONDITION_ジョブネット”のジョブフロー

移行の詳細について、以下に示します。 (OMGR：Systemwalker Operation Manager)

1. JP1の起動条件(.CONDITION)を、OMGRのジョブネット“CONDITION_ジョブネット”に移行します。

ジョブネット名およびジョブネット名称の先頭には、“CONDITION_”が付加されます。

 
    CONDITION_ジョブネット

－ ジョブネット名およびジョブネット名称が重複する場合は、エラーメッセージ(エラーコード:9324)を表示し、連番を付加して移

行します。

－ “CONDITION_”が付加されることで、 大文字数(ジョブネット名の場合は50バイト、ジョブネット名称の場合は100バイト)を
超えてしまう場合には、エラーメッセージ(エラーコード:9339)を表示して移行します。

2. JP1のジョブネットのスケジュールルールを、“CONDITION_ジョブネット”に移行します。

また、JP1では、開始時刻の到来後、イベントが発生するたびにジョブが実行されます。OMGRでは、“CONDITION_ジョブネッ

ト”に以下の設定をすることで、繰り返し実行するようにします。
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項目 設定内容

時刻起動 JP1のジョブネットのスケジュールルールの“開始時刻”

メッセージ事象 JS_CONDITION

ジョブネット実行中も有効 チェックあり

起動日のみ有効 チェックあり

3. “CONDITION_ジョブネット”のジョブフローの 後に、以下の2つのジョブを(1)→(2)の順で追加します。

メッセージ事象発生ジョブ(1)

“ジョブネット”を起動するためのメッセージ事象を発生させます。

本ジョブには、以下の項目を設定します。

 
項目 設定内容

メッセージ事象名 JS_CONDITION

プロジェクト名指定 @.PROJECT@

ジョブネット名指定 “ジョブネット”

JP1の起動条件(.CONDITION)がOR条件の場合、以下の項目も設定します。

 
項目 設定内容

先行ジョブをOR条件で待つ チェックあり

メッセージ事象発生ジョブ(2)

“CONDITION_ジョブネット”を起動するためのメッセージ事象を発生させます。

本ジョブには、以下の項目を設定します。

 
項目 設定内容

メッセージ事象名 JS_CONDITION

プロジェクト名指定 @.PROJECT@

ジョブネット名指定 @.JOBNET@

4. JP1の起動条件(.CONDITION)のイベントジョブを、以下のOMGRのジョブに移行します。

 
JP1 OMGR

ファイル監視
ファイル待ち合わせ

JP1イベント受信監視

メッセージ事象待ち合わせメール受信監視 (注1)

Windowsイベントログ監視 (注1)

メッセージキュー受信監視
コマンド実行

MSMQ受信監視

ログファイル監視
ログファイル解析

実行間隔制御
指定時間待ち合わせ

注1) 移行時にメッセージ(エラーコード:9362)が表示されます。
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5. JP1のジョブネットをOMGRのジョブネットに移行します。

JP1のジョブネットのスケジュールをOMGRのジョブネットの起動日に移行し、ジョブネットに以下の項目を設定します。

 
項目 設定内容

起動日のみ有効 チェックあり

メッセージ事象 JS_CONDITION

 

 参考

出力ファイルについて

上図のようなJP1のユニット定義ファイルを移行した場合、ジョブネット定義CSVファイルは、“ジョブネット定義CSVファイル格納フォル

ダ”配下の“converterXXXX”サブフォルダ配下に、以下のように格納されます。(NNNN、YYは通番)

・ NNNN_YY_ジョブネット.csv

・ NNNN_YY_CONDITION_ジョブネット.csv

また、ジョブネット定義CSVファイルのファイル名が254バイトを超える場合は、254バイト以内に削除されます。削除は、通番を除いた

ジョブネット名の部分が対象です。この場合、エラーメッセージ(エラーコード:9359)が表示されます。

出力されるファイルやフォルダ構成の詳細については、“3.5.3 出力ファイル”を参照してください。

3.5 変換結果の確認

変換処理が完了すると、変換結果としてConvertFilesワークシートが作成されます。このワークシートで、変換前のユニット定義体ファイ

ルとユニット名が、どのジョブネット定義CSVファイルに変換されたかを確認できます。

 
ConvertFilesワークシートの処理について

・ ワークシート名の末尾には、“ConvertFiles(01)”のように、(01)からの連番が付加されます。

・ (01)からの連番は、Excelの 大行を超えた場合に(02)に加算されます。

・ 変換処理前に、すでにConvertFilesシートが存在していた場合は、シートはすべて破棄され、(01)からの連番のワークシートが新し

く作成されます。

3.5.1 ConvertFilesワークシートの構成

ConvertFilesワークシートで、変換した結果を確認します。ConvertFilesワークシートの構成は、以下のとおりです。
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(1) ユニット定義体

Convertシートで指定されたユニット定義体のうち、変換が終了したユニット定義体のファイル名が表示されます。表示されるユニット定

義体のファイル名は、変換前と同じです。

 
(2) ユニット名

ユニット定義体の中に定義されているユニット名が表示されます。

 
(3) ジョブネット定義CSVファイル名

変換結果のジョブネット定義CSVファイル名が表示されます。出力されたファイル名の末尾に“_01”のように枝番が付加された状態で

表示されます。
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(4) 警告メッセージ

変換結果に問題がある場合に表示されます。

変換が正常に終了しても、変換結果に何か問題がある場合には表示されます。

 

 参考

ジョブの数が255個を超える場合の先行／後続関係について

ジョブの先行／後続関係は、ジョブネット定義CSVファイル内のpre_jobオペランドに格納されていますが、255個を超えるジョブの場

合、255ジョブ単位にジョブネットが分割されます。分割された場合のジョブの先行／後続の絶対位置はjobcommentオペランドに(n)と
して格納されます。（nはジョブのジョブネット内の絶対位置）

3.5.2 確認方法

ConvertFilesワークシートの“ユニット定義体”および“ユニット名”に、変換前のユニット定義体のファイル名とユニット名が表示されてい

ます。

“ユニット名”に表示されているユニットが、“ジョブネット定義CSVファイル”に表示されているジョブネット定義CSVファイルに変換され

ています。

どのユニット定義体のユニットが、どのジョブネット定義CSVファイルに変換されたかを確認します。

必要に応じて警告メッセージの内容を確認します。

 

 注意

変換後の編集について

変換直後のジョブネット定義CSVファイルは、そのままの形式でSystemwalker Operation Managerに登録できます。

ただし、以下の方法で、出力されたジョブネット定義CSVファイルの内容を確認してください。

・ Job Designerを使って確認する

Job Designerを使用すると、過不足オペランド、オペランド長、排他オペランドなどを自動でチェックできます。

“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”でジョブネット制御文およびジョブ制御文の規約を参照し、各オペランドの

値に問題がないか確認することもできます。

3.5.3 出力ファイル

変換時に指定した“ジョブネット定義CSVファイル格納フォルダ”配下に、変換結果のジョブネット定義CSVファイルが出力されます。
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ユニット定義体の定義内容によっては、同じフォルダに休日情報制御文、起動日雛形制御文、マクロ定義ファイルが出力されます。ま

た、変換結果の情報として、階層構造ファイル、ログファイルが出力されます。

 
出力ファイルの階層イメージ

 + ジョブネット定義CSVファイル格納フォルダに指定したフォルダ

      + converterXXXX

        - NNNN_YY_ユニット名.csv   …ジョブネット定義CSVファイル

        -         ：

        -         ：

        - ジョブグループ_HOL.txt   … 休日情報制御文

        - ジョブグループ_CAL.txt   … 起動日雛形制御文

        - macro.txt                   マクロ定義ファイル

        - JNET_Relation.txt        … 階層構造ファイル

        - SWConverterJ_Err.log     … ログファイル

        - SWConverterJ_Inf.log     … ログファイル

 
出力ファイルのサブフォルダについて

サブフォルダ“converterXXXX”(XXXXは0001からの連番)は、以下のとおり作成されます。

・ Convertワークシートの1つの“ユニット定義体”に対して1つずつ連番が加算されて作成されます。

・ 変換処理時に、すでに“converterXXXX”フォルダが存在する場合は、連番の 終番号から続けて加算されて作成されます。

・ 連番が 大数(9999)を超えた場合は、サブフォルダは作成されず、変換処理が中断されます。よって、不要となったサブフォルダ

は削除するようにしてください。

3.5.3.1 ジョブネット定義CSVファイル

ジョブネット定義CSVファイルが、“ジョブネット定義CSVファイル格納フォルダ”配下の“converterXXXX”サブフォルダ配下に格納され

ます。

ファイル名：NNNN_YY_ユニット名.csv

－ NNNN

ConverterXXXXサブフォルダ配下ごとに、0001からの通番

－ YY

ユニットの階層順(上の階層から順)に、01からの通番(01～30)

ただし、JP1のユニット定義体がネットを指定して出力した場合は、00からの通番

－ ユニット名

JP1ジョブネットのユニット名

3.5.3.2 休日情報制御文

ジョブグループのカレンダが設定されている場合、休日情報制御文が作成されます。

ファイル名：ジョブグループ名_HOL.txt

ジョブグループの階層表示(/)は(-)に変換されます。

例）ジョブグループの階層表示が“/AAAA/BBBB”の場合

        AAAA-BBBB_HOL.txt

休日情報制御文には、上位のグループで設定されているカレンダの運用日および休業日に、自身のグループに設定されているカレ

ンダの運用日および休業日情報を追加した内容が出力されます。

3.5.3.3 起動日雛形制御文

ジョブグループのカレンダに運用日が設定されている場合、起動日雛形制御文が作成されます。
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ファイル名：ジョブグループ_CAL.txt

ジョブグループの階層表示(/)は(-)に変換されます。

例）ジョブグループの階層表示が“/AAAA/BBBB”の場合

        AAAA-BBBB_CAL.txt

起動日雛形制御文には、自身のグループに設定されているカレンダの運用日情報のみが出力されます。

3.5.3.4 マクロ定義ファイル

以下のいずれかの場合に、マクロ定義ファイル(macro.txt)が出力されます。

・ 引き継ぎ情報ジョブで変数を設定する場合

・ ジョブ定義情報にマクロ変数名(jpoif)の指定がある場合

・ JP1コマンドでマクロ変数名(?AJS2*****?)が設定されている場合

ファイル名：macro.txt

－ 出力項目

- 種別

- ジョブ名

- コマンド名

- マクロ変数名

- 引き継ぎ情報／正規表現

- 階層情報

“種別”には、マクロ変数を設定している場合は“SET”が、マクロ変数を使用している場合は“REF”が設定されます。

JP1では、マクロ変数によって後続ジョブ（またはジョブネット）に情報を受け渡す機能が用意されています。

引き継ぎ元で“jpoif=?AJS2*****?:引継情報名”を設定し、引き継ぎ先で同じ文字列“?AJS2*****?”を使用すると、引き継ぎ情報

が引き継ぎ先に引き継がれます。“?AJS2*****?”はマクロ変数名です。

なお、引き継ぎ情報は、ジョブネット定義CSVファイルには変換されないため、マクロ定義ファイルの情報を参考にして、手動でジョブ、

またはジョブネットへ引き継ぎ情報を反映しなければならない場合があります。

マクロ変数を使用するジョブ関連図の例を以下に示します。

ファイル監視ジョブで以下を設定し、

 
jpoif=?AJS2FLFNAME?:FLFNAME

UNIXジョブで以下を設定した場合、

 
te=FileName:?AJS2FLFNAME?

マクロ定義ファイルは以下のように出力されます。
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上記の出力例を参考にユニット定義体でのマクロ変数の使用状況を判断する方法を説明します。

＜マクロ変数名設定ジョブの特定＞

1. “SET”を検索します。【図の(a)】

2. マクロ変数名の設定ジョブを特定します。

ジョブは、階層情報とジョブ名を連結したパスで特定します。

上記例の場合、“?AJS2FLFNAME?”が“/FJ/TEST/ファイル監視”ジョブのjpoifパラメーターで設定されています。

＜マクロ変数名使用ジョブの特定＞

1. “REF”を検索します。【図の(b)】

2. 階層情報、ジョブ名、コマンド名からマクロ変数の使用箇所を特定します。

上記例の場合、“?AJS2FLFNAME?”が“/FJ/TEST/UNIXジョブ”ジョブのteパラメーターで使用されています。【図の(c)】

3.5.3.5 階層構造ファイル

ジョブネットの変換が正常に終了した場合、階層構造ファイル(JNET_Relation.txt)が出力されます。

ファイル名：JNET_Relation.txt

階層構造ファイルは、変換されたユニット定義体をどの順序でSystemwalker Operation Managerに登録したら良いか確認するため

に出力されます。Systemwalker Operation Managerへジョブネット定義CSVファイルを登録する場合、当テキストファイルを参照し一

番深い階層のジョブネット定義CSVファイルから登録します。

ジョブネットの階層構造例：

AA000001┬AA000002─AA000003┬AA000004

        │                  └AA000005─AA000006─AA000007─AA000008

        └AA000020─AA000021

JNET_Relation.txtファイル例：

1階層目, 2階層目, 3階層目, 4階層目, 5階層目, 6階層目, 7階層目

AA000001,AA000002,AA000003,AA000004

AA000001,AA000002,AA000003,AA000005,AA000006,AA000007,AA000008

AA000001,AA000020,AA000021

3.5.3.6 ログファイル

変換処理で変換できなかったユニット定義体は、ログファイル(SWConverterJ_Err.logまたはSWConverterJ_Inf.log)にエラーメッセージ

が出力されます。

ファイル名：SWConverterJ_Err.log, SWConverterJ_Inf.log

－ 出力項目

- 日時

- ユニット定義体

- 関数名

- 関数内位置

- エラーコード
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- エラーファイル

- エラーメッセージ

個々の変換エラーはSWConverterJ_Err.logに出力されます。変換時に抽出できた環境に関する情報はSWConverterJ_Inf.logに出

力されます。

ログファイルのエラー情報は、ConvertErrワークシートにも出力されます。ConvertErrワークシートについては、“3.6 変換エラーの確

認”を参照してください。

SWConverterJ_Err.log  ファイル例：

日時    ユニット定義体    関数名    関数内位置    エラーコード    エラーファイル    エラーメッセージ

2012/06/15 11:58:39    C:\RT\C001\C001.def    C01_NET_st    0    9347        起動時刻に相対時間が設定されています。確認し

てください。/C001/No001

2012/06/15 11:58:39    C:\RT\C001\C001.def    C01_NET_st    0    9350        起動時刻にエラーがあります。確認してくださ

い。+00:00/C001/No001

                              ：

                              ：

SWConverterJ_Inf.log  ファイル例：

日時    ユニット定義体    関数名    関数内位置    エラーコード    エラーファイル    エラーメッセージ

2012/06/15 11:58:40    C:\RT\C001\C001.def    B01_JP1File_Controller    0    9335        投入先エージェント名またはエー

ジェントグループ名として実行ホストが指定されたジョブネットがあります。

2012/06/15 11:58:40    C:\RT\C001\C001.def    B01_JP1File_Controller    0    9334        投入先エージェント名またはエー

ジェントグループ名としてN003_実行ホストが指定されたジョブがあります。

                              ：

                              ：

3.6 変換エラーの確認

変換処理で、エラーとなったユニット定義体がある場合は、ConverterErrワークシートが作成され、エラー情報が格納されます。ConvertErr
ワークシートはエラーが発生するたびに再作成されます。

3.6.1 ConvertErrワークシートの構成

ConvertErrワークシートで、変換時のエラーを確認します。

ConvertErrワークシートの構成は、以下のとおりです。
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(1) 日時

エラー発生日時です。

変換エラーが発生した日時が表示されます。

 
(2) ユニット定義体

変換エラーとなったユニット定義体ファイル名です。

変換エラーが発生したユニット定義体ファイル名が表示されます。

 
(3) エラーコード

エラーコードです。

変換エラーの原因を表すエラーコードが表示されます。

 
(4) エラーメッセージ

エラーメッセージです。

変換エラーの原因を表すエラーメッセージが表示されます。

3.6.2 確認方法

変換エラーとなったユニット定義体が、ConvertErrワークシートの“ユニット定義体”に表示されています。エラーの原因は、“エラーコー

ド”および、“エラーメッセージ”に表示されます。

どのユニット定義体ファイルがどのようなエラーになったかを確認します。エラーの詳細については、“第4章 出力メッセージ”を参照し

てください。
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第4章 出力メッセージ

Systemwalker Converter / Jが出力するエラーメッセージの形式について説明します。

4.1 メッセージの出力形式

Systemwalker Converter / Jのエラーメッセージは、ダイアログボックスまたはエラーシートに表示されます。

 
ダイアログボックス

ダイアログボックスに出力されるメッセージの形式は以下のとおりです。

 
メッセージ番号：XXXX

主メッセージ

補助メッセージ

メッセージ番号

数字の番号が表示されます。

主メッセージ

メッセージが表示されます。

補助メッセージ

メッセージの発生箇所の詳細情報など、補助メッセージが表示されます。表示内容はメッセージによって異なります。

 
エラーシート（ConvertErrワークシート）

ConvertErrエラーシートに表示されるメッセージの形式は以下のとおりです。

 
日時 ユニット定義体 エラーコード エラーメッセージ

… … … …

日時

エラー発生日時が表示されます。

YYYY/MM/DD HH:mm:ss (年/月/日 時:分:秒)の形式で表示されます。

ユニット定義体

エラーが発生したユニット定義体のファイル名が、フルパスで表示されています。

エラーコード

数字の番号が表示されます。

エラーメッセージ

メッセージが表示されます。

4.2 ダイアログボックスに出力されるメッセージ

4.2.1 確認メッセージ
 
メッセージ番号：1001
変換処理が終了しました。
 

- 73 -



【システムの処理】

確認待ちします。

 
【利用者の処置】

OK：ダイアログを閉じます。

 
メッセージ番号：2001
ユニット定義体からジョブネット定義CSVファイルへの変換処理を行いますがよろしいですか。
 
【システムの処理】

確認待ちします。

 
【利用者の処置】

はい：変換処理を実施します。

いいえ：変換処理を実施しません。

 
メッセージ番号：2002
ユニット定義体を削除します。よろしいですか。
 
【システムの処理】

確認待ちします。

 
【利用者の処置】

はい：ユニット定義体を削除します。

いいえ：ユニット定義体を削除しません。

4.2.2 エラーメッセージ
 
メッセージ番号：9101
項目が指定されていません。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

メッセージに表示されている入力必須項目名への入力を実施してください。

 
メッセージ番号：9102
項目長が長すぎます。半角英字2バイト以下で指定してください。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

メッセージに表示されている項目名の入力文字を2バイト以下としてください。

 
メッセージ番号：9103
改行が含まれています。改行することはできません。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

メッセージに表示されている項目名の入力に改行が含まれていないかを確認し、改行を取り除いてください。
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メッセージ番号：9104
セルが正しく選択されていません。
 
【システムの処理】

フォルダ指定、ファイル指定のダイアログを表示しません。

 
【利用者の処置】

ユニット定義体の指定位置にカーソルを合わせた上で、フォルダ指定、ファイル指定ボタンを押下してください。

 
メッセージ番号：9105
使用できない文字が含まれています。半角英字2バイト以下で指定してください。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

メッセージに表示されている項目名の入力に半角英字以外の文字が含まれていないかを確認し、取り除いてください。

 
メッセージ番号：9106
ユニット定義体が指定されていません。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

ユニット定義体には1つ以上の指定を行ってください。

 
メッセージ番号：9107
指定できるファイル名は900ファイルまでです。
 
【システムの処理】

フォルダ指定・ファイル指定処理を中断します。

 
【利用者の処置】

・ フォルダ指定の場合

指定フォルダ内のファイル数を900ファイル以下としてください。

・ ファイル指定の場合

同時に選択するファイル数を900ファイル以下としてください。

フォルダ指定・ファイル指定は、共に現在のカーソル行から順にファイルパスを設定します。

指定ファイル数の合計が900ファイル以下であるのに当メッセージが出力される場合は、フォルダ指定・ファイル指定を行う際のカー

ソル行を見直してください。

 
メッセージ番号：9108
ユニット定義体は行を詰めて指定してください。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

ユニット定義体のファイル指定は、No1から順に行を詰めるようにしてください。

 
メッセージ番号：9109
指定されたパスが長すぎます。128バイト以下で指定してください。
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【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

メッセージに表示されている項目名の入力文字を128バイト以下としてください。

 
メッセージ番号：9110
プラットフォーム種別を選択して下さい。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

プラットフォーム種別が選択されていません。Windows か UNIX のどちらかを選択してください。

 
メッセージ番号：9111
プラットフォーム種別は、Windows又はUNIXを指定して下さい。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

プラットフォーム種別は Windows 又は UNIX のみがサポートされています。Windows か UNIX のどちらかを選択してください。

 
メッセージ番号：9112
基準日を選択して下さい。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

基準日が選択されていません。基準日を選択してください。

 
メッセージ番号：9113
基準日は、1～28、月末の中から選択して下さい。
 
【システムの処理】

変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

有効な基準日が選択されていません。有効な基準日を選択してください。

 
メッセージ番号：9201
異常終了しました。
 
【システムの処理】

変換処理を中断します。

 
【利用者の処置】

変換ボタンを再度押下してください。

再度エラーが表示される場合は、Systemwalker Converter / Jを再起動し、やり直してください。

 
メッセージ番号：9202
変換処理が終了しました。
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但し、変換処理に失敗したユニット定義体があります。
シート「ConvertErr」でユニット定義体の内容を確認し、やり直してください。
 
【システムの処理】

ConvertErrシートで表示されている、ユニット定義体について変換処理を中断しました。その他のユニット定義体については処理が

完了しています。

 
【利用者の処置】

ConvertErrシートでエラーユニット定義体・エラー内容を確認し、対象のユニット定義体について処理をやり直してください。

 
メッセージ番号：9203
変換処理に失敗したユニット定義体が存在しますが、エラー情報の作成に失敗しました。
 
【システムの処理】

変換処理を中断します。

 
【利用者の処置】

Systemwalker Converter / Jを再起動し、処理をやり直してください。

 
メッセージ番号：9343
コマンドに含まれる検索キーワードは、1番目から順に入力してください。
 
【システムの処理】

変換処理を中断します。

 
【利用者の処置】

検索キーワードを1番目から順に入力して、変換ボタンを再度押下してください。

 
メッセージ番号：9355
コマンドに含まれる検索キーワードは、300バイト以下で指定してください。
 
【システムの処理】

変換処理を中断します。

 
【利用者の処置】

検索キーワードを300バイト以下に指定して、変換ボタンを再度押下してください。

4.3 エラーシートに出力されるメッセージ

4.3.1 エラーメッセージ
 
エラーコード：9301
対象のユニット定義体に、ジョブネットが存在しないジョブが定義されています。ユニット名：xxxxxxxx
 
【システムの処理】

対象のユニット定義体についての変換処理を中断します。

 
【利用者の処置】

対象のユニット定義体に、ジョブネットが存在しないジョブが存在しているかを確認し、ユニット定義体を修正し処理をやり直してく

ださい。

 
エラーコード：9302
対象のユニット定義体処理中に不整合が発生しました。
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【システムの処理】

対象のユニット定義体についての変換処理を中断します。

 
【利用者の処置】

対象のユニット定義体について処理をやり直してください。

再度エラーが表示される場合は、Systemwalker Converter / Jを再起動し、やり直してください。

 
エラーコード：9303
有効なユニット定義体ではありません。
 
【システムの処理】

対象のユニット定義体についての変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

ユニット定義体に指定したファイルが正しいものであるかを確認してください。ファイルが間違っていた場合は、正しいファイルを指

定して処理をやり直してください。

ファイル指定が正しい場合、ユニット定義体に記述されているユニットがすべて変換対象外であるかを確認してください。すべて対

象外であった場合、当エラーメッセージが通知されます。

 
エラーコード：9304
1度に変換可能なネットユニット上限数は999999を超えました。対象のユニット定義体から処理をやり直してください。対
象のユニット定義体のみでネットユニット数が999999個を超える場合はユニット定義体を分割して処理をやり直してして
ください。
 
【システムの処理】

対象のユニット定義体についての変換処理を実施しません。

対象のユニット定義体までの変換処理は実施しています。

 
【利用者の処置】

対象のユニット定義体以降のみで再度処理をやり直してください。また、1つのユニット定義体で999999ネットを超える指定がされ

ている場合は、ユニット定義体を分割し、別々に処理を行ってください。

 
エラーコード：9305
ネットユニット配下に、ジョブグループまたはマネージャジョブグループが定義されています。ユニット名：xxxxxxxx
 
【システムの処理】

対象のユニット定義体についての処理を中断し、次に指定されているユニット定義体の処理を行います。

 
【利用者の処置】

対象のユニット定義体のジョブネット配下にジョブグループまたはマネージャジョブグループが定義されていないかを確認し、定義

されている場合はユニット定義体を修正し、処理をやり直してください。

 
エラーコード：9306
tyオペランドより先に設定されているオペランドがあります。ユニット名：xxxxxxxx
 
【システムの処理】

対象のユニット定義体についての処理を中断し、次に指定されているユニット定義体の処理を行います。

 
【利用者の処置】

ユニット定義体を確認し、エラーメッセージの箇所を修正してから処理をやり直してください。

 
エラーコード：9307
ジョブコメントは、64バイト以内にして下さい。/<ユニット名>
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【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9308
作業用パス名は、64バイト以内にして下さい。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9309
作業用パス名に、空白の指定があります。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9310
作業用パス名に、半角カタカナの指定があります。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

半角カタナカを全角カタカナに変換しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9315
年月が設定されていないため、変換できません。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

実行開始日および処理サイクルについての変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをSystemwalker Operation Managerに登録後、ジョブネットの起動日を再設定してください。

 
エラーコード：9316
休業日に過去の日付が設定されています。内容を確認して下さい。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9317
過去の起動日についても起動日を設定しました。起動日を見直して下さい。（yyyy/mm/dd）/<ユニット名>
 
【システムの処理】

過去の起動日で変換しました。
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【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9319
256byteを超える標準エラー出力ファイル名または標準出力ファイル名が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9320
標準エラー出力ファイル名または標準出力ファイル名を手動で絶対パスにする必要があります。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9321
同一パラメータ（parameter）に対する指定が複数あります。内容を確認して下さい。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9322
コマンドテキストが301バイト以上で設定されています。内容を確認して下さい。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9323
起動日雛形名が25バイト以上で設定されています。内容を確認して下さい。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9324
同名のユニット名が複数存在するため、ジョブネット名に連番を付加しました。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。
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【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9325
jobnameに複数の値が設定されています。内容を確認して下さい。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9326
ジョブネット名称として使用できない文字数が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9327
parameterのキューを指定したジョブがありました。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9328
キュー名として指定できない文字が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9329
キュー名として指定できない文字数が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9330
キュー制御を目的とする投入先ホストとしてparameterかつ、そのキューとしてparameter2を指定したジョブがありま
す。妥当な変換であったか確認して下さい。
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。
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【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9331
依頼ホスト名として指定できない文字数が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9332
ジョブ名で使用できない文字をアンダーバーや全角文字に変換しました。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9333
ジョブ名として指定できない文字数が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9334
投入先エージェント名またはエージェントグループ名としてparameterが指定されたジョブがあります。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9335
投入先エージェント名またはエージェントグループ名としてparameterが指定されたジョブネットがあります。/<ユニット
名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9338
ジョブネット名で使用できない文字を、アンダーバーや全角文字に変換しました。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。
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【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9339
ジョブネット名として使用できない文字数が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9340
ジョブネット名称で使用できない文字を、アンダーバーや全角文字に変換しました。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目をアンダーバーや全角文字に変換してジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9341
デフォルトホスト名として指定できない文字数が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9342
ジョブ名で使用できない文字を、アンダーバーや全角文字に変換しました。
 
【システムの処理】

対象の項目をアンダーバーや全角文字に変換してジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9344
ジョブの定義(jobname)の中に検索コマンドが、含まれています。確認してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルを確認してください。

 
エラーコード：9345
マクロ変数jpoif=parameterを利用している定義が見つかりません。確認してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。
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エラーコード：9346
ジョブコメントで使用できない文字を、アンダーバーや全角文字に変換しました。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目をアンダーバーや全角文字に変換してジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9347
起動時刻に相対時間が設定されています。確認してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9348
起動時刻に24時以降の設定がされています。確認してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

起動時刻から“24”の値を引いた値に変換してジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。また、Systemwalker Operation Managerに登録後、ジョ

ブネットの起動日のシフトが必要な場合は再設定してください。

 
エラーコード：9350
起動時刻にエラーがあります。確認してください。(HH:MM)/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9351
ジョブネットの階層が６以上設定されています。確認してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9352
環境変数が３３件以上設定されています。確認してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。
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エラーコード：9353
環境変数名として指定できない文字数が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9354
環境変数値として指定できない文字数が指定されています。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9356
リカバリージョブを Systemwalker Operation Manager の起動条件付きジョブに変換しました。確認してください。
 
【システムの処理】

対象の項目を起動条件付きジョブに変換してジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

先行ジョブと後続ジョブの関係から変換後の起動条件の内容が意図した変換になっているか、確認してください。

 
エラーコード：9357
運用日が指定されましたが、休日情報制御文に変換できませんでした。内容を確認して下さい。 (カレンダ名：XXXXXXXX；
yyyy/mm/dd)
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、休日情報制御文ファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

このカレンダおよびカレンダ名末尾の"_HOL"を取り除いた文字列から始まる他のカレンダについて、対象の日付を確認してくださ

い。

 
エラーコード：9358
カレンダ名が25バイト以上で設定されています。内容を確認して下さい。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、休日情報制御文ファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

Systemwalker Operation Managerの休日情報制御文のカレンダ名を24バイト以内に変更して登録してください。

 
エラーコード：9359
ジョブネット定義CSVファイル名が最大長を超えました。ファイル名を254バイト以内に変換しました。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を254バイト以内に変換してジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。
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エラーコード：9360
出力ファイルのサブフォルダが最大数を超えました。
 
【システムの処理】

対象のユニット定義体についての変換処理を中断し、処理を終了します。

 
【利用者の処置】

出力ファイルのサブフォルダの連番が9999を超えました。不要なサブフォルダを削除してください。

 
エラーコード：9362
イベントジョブをSystemwalker Operation Managerのメッセージ事象待ち合わせジョブに変換しました。確認してくだ
さい。/<JP1ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目をメッセージ事象待ち合わせジョブに変換してジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9363
複写起動によりジョブネット名長が上限値を超えます。ジョブネット定義CSVファイルを確認し、ジョブネット名を34バイト
以内に修正してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

複写起動によりサフィックス(YYMMDDhhmmssfff)が付加したジョブネット名長が、上限値(50バイト)を超えたジョブネットは、複写

起動に失敗します。ジョブネット定義CSVファイルを確認し、ジョブネット名を34バイト以内に修正してください。

 
エラーコード：9364
メッセージ事象名が13バイト以上で設定されています。内容を確認して下さい。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで編集してください。

 
エラーコード：9365
実行開始日の種別が運用日または休業日、かつ、処理サイクルが１日毎または１月毎でないため、変換できません。/<ユ
ニット名>
 
【システムの処理】

実行開始日および処理サイクルについての変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをSystemwalker Operation Managerに登録後、ジョブネットの起動日を再設定してください。

 
エラーコード：9366
実行開始日の種別が登録日、かつ、処理サイクルが１日毎でないため、変換できません。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

実行開始日および処理サイクルについての変換処理を実施しません。
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【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルをSystemwalker Operation Managerに登録後、ジョブネットの起動日を再設定してください。

 
エラーコード：9367
親ジョブネットの1つのスケジュールに複数のスケジュールがリンクしている子ジョブネット、または親ジョブネットのスケ
ジュールにリンクしていない子ジョブネットを変換しました。確認してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

親ジョブネットの1つのスケジュールに複数のスケジュールがリンクしている子ジョブネットで、スケジュール内で1番若い番号のスケ

ジュールを変換し、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。または起動日、起動時刻を設定していない子ジョブネットを変換

し、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

親ジョブネットの1つのスケジュールに複数のスケジュールがリンクしている子ジョブネットで、スケジュール内で1番若い番号のスケ

ジュールを変換しました。変換したスケジュール以外を設定する場合は、出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで、

子ジョブネットの起動日、起動時刻を設定してください。または起動日、起動時刻を設定していない子ジョブネットを変換しました。

親ジョブネットの起動に連動して起動する場合があります。出力したジョブネット定義CSVファイルをJob Designerで、子ジョブネット

の起動日、起動時刻を設定するか、子ジョブネットを削除してください。

 
エラーコード：9368
複写起動によりジョブネット名称長が上限値を超えます。ジョブネット定義CSVファイルを確認し、ジョブネット名称を84
バイト以内に修正してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

複写起動によりサフィックス(YYMMDDhhmmssfff)が付加したジョブネット名称長が、上限値(100バイト)を超えたジョブネットは、複

写起動に失敗します。ジョブネット定義CSVファイルを確認し、ジョブネット名称を84バイト以内に修正してください。

 
エラーコード：9369
実行開始日の定義が無効なため、変換できません。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

実行開始日および処理サイクルについての変換処理を実施しません。

 
【利用者の処置】

ユニット定義体を確認し、エラーメッセージの箇所を修正してから処理をやり直してください。

 
エラーコード：9370
判定ジョブの判定値が上限値を超えています。ジョブネット定義CSVファイルを確認し、判定ジョブの判定値を255以内
に修正してください。/<ユニット名>
 
【システムの処理】

対象の項目を変換せずに、ジョブネット定義CSVファイルに出力しました。

 
【利用者の処置】

出力したジョブネット定義CSVファイルを確認し、対象の判定ジョブの判定値を255以内に修正してください。

 
エラーコード：9999
<Excelから出力されるシステムメッセージ>
 
【システムの処理】

対象のユニット定義体についての変換処理を中断し、処理を終了します。
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【利用者の処置】

<Excelから出力されるシステムメッセージ>に表示されているメッセージに従ってください。
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