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まえがき 

本書の目的 
本書は、RAS接続された環境でSystemwalker Centric Manager 11.0および

Systemwalker Centric Manager V11.0L10を適用した運用管理の機能概要につ

いて説明しています。 

 

本書の読者 
本書は、RAS接続された環境でSystemwalker Centric Managerを適用した運

用管理を行う方を対象としています。本書により、RAS接続された環境で行う

運用管理の概要を理解することができます。 

本書をお読みになる前に、“Systemwalker Centric Manager 解説書”をお読み

になり、Systemwalker Centric Managerの概要を理解しておくことが必要です。 
 

本書の構成 
本書は、1章～4章から構成されています。 

第1章 概要 

RAS接続された環境で行う運用管理の概要について説明します。 

第2章 設定 
RAS接続された環境で運用管理を行うための設定について説明します。 

第3章 運用 

RAS接続された環境で運用管理を行う場合の運用方法について説明します。 

第4章 注意事項 
RAS接続された環境で運用管理を行う場合の注意事項について説明します。 

 

本書の読み方 

マニュアルの記号について 
マニュアルでは以下の記号を使用しています。 

 

 

特に注意が必要な事項を説明しています。 

 

注意事項 
本書では、Systemwalker Centric Managerのエディションで、Standard 

Editionを"SE"、Enterprise Editionを"EE"、およびGlobal Enterprise Edition

を"GEE"と省略していますので、各エディションを読み替えください。 
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略語表記について 
● Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition、Microsoft® 

Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Microsoft® Windows 

Server™ 2003, Datacenter EditionおよびMicrosoft® Windows Server™ 

2003, Web Editionを“Windows Server 2003”と略しています。 
● Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 、

Microsoft® Windows® 2000 Server operating systemおよびMicrosoft® 

Windows® 2000 Advanced Server operating systemを“Windows 2000”

と略しています。 
● Microsoft® Windows NT® Server network operating system Version 4.0、

Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0

を“Windows NT”と略しています。 
● Microsoft® Windows® 98 operating system, Microsoft® Windows® 98 

Second Editionを“Windows 98”と略しています。 
● Microsoft® Windows® Millennium Editionを“Windows Me”と略して

います。 
● Microsoft® Windows® XP ProfessionalおよびMicrosoft® Windows® XP 

Home Editionを“Windows XP”と略しています 

● Windows NT®、Windows® 2000およびWindows Server 2003上で動作する

Systemwalker Centric Managerを“Windows版 Systemwalker Centric 
Manager”または“Windows版”と略しています。 

● Solaris™ Operating Environment上で動作するSystemwalker Centric 

Managerを“Solaris OE版Systemwalker Centric Manager”または

“Solaris OE版”と略しています。 

● Solaris™ Operating Environmentを“Solaris OE”と略しています。 

● Solaris™ Operating Environment、HP-UX、AIX、Linux上で動作する

Systemwalker Centric Managerを、“UNIX版  Systemwalker Centric 
Manager”または“UNIX版”と略しています。 

● HP-UX 上 で 動 作 す る Systemwalker Centric Manager を “ HP-UX 版

Systemwalker Centric Manager”または“HP-UX版”と略しています。 

● AIX上で動作するSystemwalker Centric Managerを“AIX版Systemwalker 

Centric Manager”または“AIX版”と略しています。 

● Linux 上 で 動 作 す る Systemwalker Centric Manager を “ Linux 版

Systemwalker Centric Manager”または“Linux版”と略しています。 

 

輸出管理規制表記 
当社ドキュメントには、外国為替および外国貿易管理法に基づく特定技術が含

まれていることがあります。特定技術が含まれている場合は、当該ドキュメン

トを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。 
 

平成16年 4月 

平成15年12月 初 版

平成16年 4月 1.1版
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第1章 概要 

本章では、RAS接続された環境で行う運用管理の概要について説明します。 
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1.1 目的 
RAS接続とは、サーバ間がRAS（Remote Access Service）で接続されている

形態を言います。RASは、LANに直接接続することのできないリモートオフィス

のシステムや、モバイルノートパソコンなどによる外部からの通信で、LANに

接続した場合と同じサービスを提供することができます。 
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1.2 RAS接続の構成例 
RAS接続したシステムを監視するためには、次の図に示すように、運用管理

サーバが部門管理サーバ/業務サーバ（ここではあわせて被監視システムと呼

びます）のIPアドレスを2つ持つ必要があります。また、運用管理サーバの持

つIPアドレスは、RAS接続を行うネットワーク内で一意である必要があります。 

各ホストにはアドレスを2つ用意します。[被監視システムからのメッセージ送

信時]と[運用管理サーバからのコマンド発行時]では違うアドレスを定義します。 

 

 

このようなしくみを実現するためには以下の定義が必要になります。各定義

の詳細については、以降の章およびRASのヘルプを参照してください。 

 運用管理サーバのRAS定義 
 被監視システムのRAS定義 
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1.3 サポート範囲 
RASを利用して資源配付を行う場合の、サーバとサーバ間およびサーバとク

ライアント間それぞれのサポート範囲を以下の表に示します。 

 

サーバとサーバ間の場合 

サポートシステム 

運用管理サーバ 中継サーバ 部門管理サーバ 

/業務サーバ 

サポート 

プロトコル

 Windows NT 

 Windows 2000 

 Windows Server 2003 

 Windows NT 

 Windows 2000 

 Windows Server 2003

 Windows NT 

 Windows 2000 

 Windows Server 2003

TCP/IP 

（PPP※） 

 

サーバとクライアント間の場合 

サポートシステム 

部門管理サーバ 

/業務サーバ 

クライアント 

サポート 

プロトコル 

接続回線 

 Windows NT 

 Windows 2000 

 Windows Server 2003 

 UNIX 

 Windows NT 

 Windows 2000 

 Windows XP 

 Windows 98 

 Windows Me 

TCP/IP（PPP※）  シリアル回線 

 電話回線 

 ISDN回線 

 X.25回線 

※PPP：Point to Point protocol 

 

ソフトウェア条件 

本書で説明するRAS接続運用の対応製品は以下のとおりです。 

 Systemwalker Centric Manager SE/EE V11.0L10以降 

 Systemwalker Centric Manager GEE 11.0以降 

 

配下となるサーバ（部門管理サーバ/業務サーバ）は、運用管理サーバと同

じバージョンレベルか、それ以前のバージョンレベルで構成してください。 

また、運用管理サーバより前のバージョンレベルで構成した場合は、バージ

ョンレベルに合わせて機能制限があります。 

 

●　Systemwalker Centric Manager SE/EE 11.0以降
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第2章 設定 

本章では、RAS接続された環境で運用管理を行うための設定について説明します。 



      

 

 

第2章 設定 

6 

 

 

 

      

 

 

2.1 資源配付を行うための設定 
RAS接続された環境で資源配付を行うための設定について説明します。 

2.1.1 RASを使用するために必要な定義 

RASを利用して資源配付およびオンライン検索を行う場合に必要な、動作環

境の定義手順を以下に示します。 

1. システム定義 

2. 資源配付定義 

 

システム定義 

RASがインストールされていない場合には、RASをインストールしてください。 

資源配付では、RASのPPP接続を利用するため、RASサーバとRASクライアント

がPPP接続を行うように構成してください。詳細は、OSのマニュアルを参照し

てください。RASの設定が完了したら、接続確認を行ってください。 

 

資源配付定義 

資源配付とRASを連携させるための定義について説明します。 

 [DRMS編集ファイル] 

RASを使用するためにDRMS編集ファイル（drms.dat）を編集する必要があり

ます。編集する項目名と設定する値について以下に示します。 

 

項目名 値 意味 設定サーバ 

autonotify NO 適用完了通知を自動的に送信

しません。 

部門管理サーバ/業務

サーバ・中継サーバ 

ras_control YES RASを利用した資源配付および

オンライン検索を行います。 

部門管理サーバ/業務

サーバ・中継サーバ 

 

DRMS編集ファイルの詳細は、“Systemwalker Centric Manager リファレンス

マニュアル”を参照してください。 
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 [ノード名と回線の関連付け] 
資源配付とRASを連携させるためには、システム名の定義を行ったときに指

定したノード名と、回線定義で指定するノード名を対応付ける必要があります。

以下に例を示します。 

 [システム名定義] 

drmsdfn -a sys -k serv -s システム名 -n ノード名 

 [回線定義] 

drmsdfn -a line -n ノード名 -r 電話帳エントリ名 -u ユーザID -p 

パスワード 

電話帳エントリ名: 

RASクライアントで定義した電話帳エントリ名を入力します。 

ユーザID: 

RASサーバで許可されたユーザIDを入力します。 

パスワード: 

オプションで指定したユーザIDのパスワードを入力します。 
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また、システム名を自動定義させる場合はシステム名がノード名になるため、

回線定義で指定する場合のノード名もシステム名で指定する必要があります。 

RASサーバをアクセスサーバ（AS）とした場合の定義例を以下に示します。 
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2.2 監視を行うための設定 
運用管理サーバと部門管理サーバ/業務サーバがRAS接続してシステム監視

を行う場合に必要な定義について説明します。RAS接続された環境でシステム

監視を行うには次の定義が必要になります。 

 運用管理サーバのRAS定義 

 部門管理サーバ/業務サーバのRAS定義 

あらかじめリモートアクセスによる接続ができるようにセットアップして

ください。操作方法は、RASのヘルプを参照してください。 

 

2.2.1 運用管理サーバのRAS定義 

運用管理サーバでは以下の作業を行います。ここでは“1.2 RAS接続の構成例”

に示すような運用を想定した定義例を示します。 

被監視システムの数、モデムの数を以下のように仮定します。 

 n：被監視システムの数 

 m：モデムの数 

 

RASサーバの定義 

静的アドレスプールとして使用するアドレス範囲を“a ～ a+m”の形式で定

義します。 

 a 

任意のアドレスを指定します。このアドレスは、運用管理サーバが被

監視システムからメッセージを受信するときに、運用管理サーバのアド

レスとして使用されます。 

 a+m 

運用管理サーバに接続しているモデムの数をaに足したアドレスを指

定します。運用管理サーバは、被監視システムからメッセージを受信す

るときに、a+1からa+mのアドレスを任意に使用して被監視システムを識

別します。 

“1.2 RAS接続の構成例”に示す構成のホストx1の場合、次のように設定します。 

123.123.123.1～123.123.123.2 
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hostsファイルの定義 

次のように、hostsファイルに運用管理サーバと被監視システムのアドレス

を定義します。 

運用管理サーバのアドレス      a   （*1） 

運用管理サーバのアドレス      a+m+n+1（*2） 

1番目の被監視システムのアドレス   a+m+1 （*2） 

2番目の被監視システムのアドレス   a+m+2 （*2） 

   : 

i番目の被監視システムのアドレス   a+m+I （*2） 

   : 

*1 [被監視システムからのメッセージ送信時]に使用されるもの 

*2 [運用管理サーバからのコマンド発行時]に使用されるもの 

 

運用管理サーバ*1、*2のアドレスに対するホスト名は別名で定義してください。 

被監視システムのアドレスは運用管理サーバからのコマンド発行時に使用

されるものを定義してください。 

 

“1.2 RAS接続の構成例”に示す構成のホストx1の場合、以下のように設定

します。 

運用管理サーバのアドレス 123.123.123.1 

運用管理サーバのアドレス 123.123.123.6 

hostx1          123.123.123.4 

hostx2          123.123.123.5 

 

ダイアルアップネットワークの定義 

TCP/IPの設定で、[IPアドレスを指定する]を選択し、a+m+n+1を指定します。 

ここで指定するアドレスは、運用管理サーバからコマンドを発行するときに、

運用管理サーバのアドレスとして使用されます。 

“1.2 RAS接続の構成例”に示す構成の場合、以下のように設定します。 

123.123.123.6 
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2.2.2 部門管理サーバ/業務サーバのRAS定義 

部門管理サーバ/業務サーバ（被監視システム）では、以下の作業を行いま

す。ここでは“1.2 RAS接続の構成例”に示すような運用を想定した定義例を

示します。 

被監視システムの数、運用管理サーバのモデムの数を以下のように仮定し、

i番目に導入する被監視システムについて記述します。 

 n：被監視システムの数 

 m：運用管理サーバのモデムの数 

 

RASサーバの定義 

静的アドレスプールとして使用するアドレス範囲を“a+m+i ～ a+m+n+1”の

形式で定義します。ここに定義した静的アドレスプールのうち最小のアドレス

が、運用管理サーバからコマンドを発行するときの被監視システムのアドレス

になります。 

“1.2 RAS接続の構成例”に示す構成の場合、次のように設定します。 

123.123.123.4～123.123.123.6 

 

hostsファイルの定義 

hostsファイルに、運用管理サーバのアドレスと被監視システムで使用され

るアドレスを定義します。 

運用管理サーバのアドレス a   （*1） 

運用管理サーバのアドレス a+m+n+1（*2） 

被監視システムのアドレス a+m+I （*2） 

*1 [被監視システムからのメッセージ送信時]に使用される 

*2 [運用管理サーバからのコマンド発行時]に使用される 

 

運用管理サーバのアドレスに対するホスト名は別名で定義してください。 

被監視システムのアドレスは、運用管理サーバからコマンドを発行するとき

に使用されるアドレスを定義してください。 

 

“1.2 RAS接続の構成例”に示す構成の場合、次のように設定します。 

運用管理サーバのアドレス 123.123.123.1 

運用管理サーバのアドレス 123.123.123.6 

hostx1          123.123.123.4 
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通信環境の定義 

通信環境定義の“RAS接続定義”で次の値を定義します。 

 送信先システム 

 電話帳エントリ名 

 電話帳名 

 RAS接続ユーザ名/RAS接続パスワード 

 ドメイン 

 RAS接続リトライ 

 自ホスト名 

 送達確認 

 

定義の手順を以下に示します。 

1. [スタート]メニューから[プログラム]-[Systemwalker Centric 

Manager]-[環境設定]-[システム監視設定]を選択します。 

→[システム監視設定[接続先設定]]ダイアログボックスが表示され

ます。 

2. RASの設定を行う部門管理サーバ/業務サーバのホスト名を接続先に設

定します。ユーザ名およびパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリック

します。 

→[システム監視設定]ダイアログボックスが表示されます。 

3. [システム監視設定]ダイアログボックスで、[通信環境定義]ボタンをク

リックします。 

→[通信環境定義]ダイアログボックスが表示されます。 

4. [メッセージ送信先システム]タブを選択します。 
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5. 追加の場合は[追加]ボタン、更新の場合は[更新]ボタンをクリックします。 

ここでは[追加]ボタンをクリックした場合の例を示します。 

→[メッセージ送信先システム設定（追加）]ダイアログボックスが表

示されます。 
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6. 以下の項目を設定し、[RAS定義]ボタンをクリックします。 

[メッセージ送信先システム] 

被監視システムからメッセージ送信する場合の接続先システ

ムのホスト名またはIPアドレスを指定します。 

“1.2 RAS接続の構成例”に示す構成の場合、“123.123.123.1”

のように設定します。 

[接続方法] 

ここでは[RAS接続]オプションボタンを選択します。 

→[RAS接続定義]ダイアログボックスが表示されます。 
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7. 以下の項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。 

→[RAS接続定義]ダイアログボックスが終了します。 

[送信先システム] 

運用管理サーバから、コマンド発行時などRAS接続された場合

に使用される運用管理サーバのホスト名またはIPアドレスを指

定します。“1.2 RAS接続の構成例”に示す構成の場合、

“123.123.123.6”を指定します。 

[電話帳エントリ名] 

RAS接続先システムのエントリ名を指定します。エントリ名は、

RASの電話帳に定義したエントリ名を指定します。 

[電話帳名] 

RASの電話帳名を指定します。初期値は、システムデフォルト

の電話帳です。 

[RAS接続ユーザ名] 

RAS接続に使用するユーザ名を指定します。 

[RAS接続パスワード] 

RAS接続に使用するパスワードを指定します。 

[ドメイン名] 

接続先のRASサーバを含んでいるドメイン名を指定します。 

[一次接続要求の間隔] 

RAS接続に失敗した場合に、再度RAS接続を行うまでの時間間隔

を設定します。一次接続要求の間隔に定義できる数値は30～3600

秒です。初期値には30秒が設定されています。 

[一次接続要求の回数] 

RAS接続に失敗した場合に、RAS接続を繰り返し行う回数を設定

します。一次接続要求の回数に定義できる数値は0～2400回です。

また、リトライ回数を無限にするには、[無制限]チェックボック

スをチェックします。初期値には3回が設定されています。 

[二次接続要求の間隔] 

一次接続要求で設定した間隔でRAS接続を繰り返しても、RAS接

続が確立できなかった場合に、さらにRAS接続を繰り返す時間間

隔を設定します。二次接続要求の間隔に定義できる数値は600～

21600秒です。初期値には3600秒が設定されています。 

[二次接続要求の回数] 

一次接続要求でRAS接続が確立できなかった場合に、さらにRAS

接続を繰り返す回数を設定します。二次接続要求の回数に定義で

きる数値は0～100回です。また リトライ回数を無限にするには、

[無制限]チェックボックスをチェックします。初期値は[無制限]

チェックボックスがチェックされています。 

8. [メッセージ送信先システム設定（追加）]ダイアログボックスの[OK]

ボタンをクリックします。 

→[メッセージ送信先システム設定（追加）]ダイアログボックスが終

了します。 

9. 通信環境定義ダイアログボックスの[自ホスト名]タブを選択します。 
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→自ホスト名の獲得方法が変更できるようになります。 

 

10. 自ホスト名が[運用管理サーバのRAS定義]および“hostsファイルの定

義”で指定した被監視システムのアドレスx2のホスト名と一致すること

を確認してください。 

→一致していない場合は一致するように定義を変更してください。 

11. [通信環境定義]ダイアログボックスの[動作設定]タブを選択します。 

→送達確認などの定義の変更ができるようになります。 

12. [送達確認を行う]がチェックされていることを確認してください。 

→チェックされていない場合は、チェックしてください。 
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被監視システムからのメッセージ送信の定義 

被監視システムからメッセージが送信されるときに使用される、接続先シス

テムのアドレスを通信環境定義の[メッセージ送信先システム]のメッセージ

送信先に定義します。 

通信環境定義の[自ホスト名]の定義が“hostsファイルの定義”で指定した

被監視システムのアドレスのホスト名と一致することを確認してください。 

 

接続の確認 

運用管理サーバおよび被監視システムの設定が完了したら、RASによる手動

接続を行い、TCP/IPが正常に接続されていることを確認してください。確認方

法を以下に示します。 

1. 被監視システムから運用管理サーバに対して、RASによる手動接続を行

ったあと、被監視システムのコマンドプロンプトからpingコマンドを実

行して運用管理サーバおよび被監視システム（自分自身）への通信が成

功することを確認します。 

また、運用管理サーバのコマンドプロンプトからpingコマンドを実行し

て、運用管理サーバ（自分自身）および被監視システムへの通信が成功

することを確認します。pingコマンドに指定するIPアドレスは、RAS接

続を行うと生成されるIPアドレスです。 

被監視システムから運用管理サーバに対してRASによる手動接続を行っ

たあと、被監視システムのコマンドプロンプトから以下のコマンドを実

行し、成功することを確認します。 

ping 123.123.123.1 

2. 運用管理サーバから被監視システムに対してRASによる手動接続を行っ

たあと、1.と同様の確認を行います。 

運用管理サーバから被監視システムhostx1に対して、RASによる手動

接続を行ったあと、運用管理サーバのコマンドプロンプトから以下のコ

マンドを実行し、成功することを確認します。 

ping 123.123.123.4 

また、被監視システムのコマンドプロンプトから以下のコマンドを実

行し、成功することを確認します。 

ping 123.123.123.6 

pingコマンドが成功しない場合は、運用管理サーバで以下のコマンド

を実行します。 

route add 123.123.123.4 123.123.123.6 
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第3章 運用 

本章では、RAS接続された環境で運用管理を行う場合の運用方法について説

明します。 
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3.1 資源配付 
サーバとサーバ間およびサーバとクライアント間でRAS接続された環境で行

う資源配付について説明します。 

3.1.1 サーバとサーバ間でのRAS接続 

資源配付では、以下の接続形態でRAS接続されたシステム間のリモートメン

テナンスをサポートします。 

 運用管理サーバと中継サーバ間の接続 

 運用管理サーバと部門管理/業務サーバ間の接続 

 中継サーバと部門管理/業務サーバ間の接続 

 

運用方法 

RAS接続されたシステム間で資源配付を運用する場合は、基本的に回線交換

利用時の運用方法と同じになります。以下に回線交換利用時の運用概要を示し

ます。 

詳細は“Systemwalker Centric Manager 使用手引書 資源配付機能編”を参

照してください。 

 運用のための定義 

- 回線数に応じた同時ダウンロード数を、定義する必要があります。 

- 宛先システムからの適用結果通知を抑止する定義が必要になり

ます。 

 適用状況の検索方法 

自動結果通知機能は使用できません。適用状況を検索するには、運用

管理サーバ側からそれぞれの宛先システムに対して、回線数の範囲内で

順次オンライン検索する必要があります。 

 

回線接続と課金 

資源配付は、ダウンロード時に自動的に回線を接続する機能をサポートしま

す。これを行う場合、運用管理サーバでRASと資源配付が動作する必要があり

ます。 

RASシステムをアクセスサーバとして、運用管理サーバの資源配付と異なる

システム上で動作させる場合（LAN間の接続など）、回線を自動接続できないた

め、ダウンロードに先駆けて手動で接続する必要があります。 

また、資源配付では、コールバックによる回線自動接続はサポートしていま

せん。したがって、回線自動接続を行う場合は、必ず運用管理サーバ（センタ）

側で課金されます。部門管理/業務サーバ側で課金する場合は、ダウンロード

に先駆けて、部門管理/業務サーバ側から手動で接続する必要があります。 
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セキュリティ 

RASは公衆網を利用した接続のため、以下の不正アクセスに対応しておく必

要があります。 

 不正な者からの回線接続 

RASでは接続先システムに登録されたユーザ名とパスワードを回線接続時認

証することにより、不正な者からの回線接続を防止します。このため、運用管

理サーバ上でこのユーザ名とパスワードを設定しておく必要があります。 

設定方法には以下の2とおりの方法があります。 

 システムのRAS定義で設定する 

 資源配付の回線定義で設定する 

 データの盗聴 
資源配付では回線上に流すデータの暗号化を行いません。したがって、デー

タを暗号化する場合は、VPN対応の機器やFirewall製品を別途用意する必要が

あります。 

 

注意事項 

サーバとサーバ間でRAS接続を利用し、資源配付の運用を行う場合の注意事

項を以下に示します。 

 運用制限 

以下の部門主導となる運用を行うことはできません。 

 自動結果通知 

中継サーバおよび部門管理/業務サーバのスケジュールファイルに、

結果通知の記述をしないでください。 

 autonotify=YESの運用 

中継サーバおよび部門管理/業務サーバで、適用完了通知を行わない

ようにしてください（autonotify=NOを指定してください）。 

 インベントリ通知 

当機能では、RASのサポートを行っていません。中継サーバおよび部

門管理/業務サーバのスケジュールファイルに、インベントリ通知の記

述をしないでください。 

 drmscmpユーティリティによる適用完了通知 

当機能では、RASのサポートを行っていません。中継サーバおよび部

門管理/業務サーバで、drmdcmpコマンドを実行しないでください。 

 stimerでの回線切断について 

送信時にstimerによるタイムアウトが発生した場合、RASが接続した回線は

自動的に切断されます（手動で接続されている回線は切断されません）。 
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 電話回線の同時接続数制限について 
複数のRASを利用する宛て先システムへ同報を行う場合は、同時接続数を設

定する必要があります。同時接続数は、DRMS編集ファイルに以下のオプション

で指定します。 

servmax =  ダイヤルアウトに構成されたモデム数 

オプションを省略した場合は、20が指定されたものとします。 

 回線接続時のエラーについて 
RASによる回線接続時に、相手先がbusy状態などの理由からエラーとなった

場合には、処理が中断されます。その場合、エラーとなった理由がイベントに

出力されます。 

 nametype=HOSTでの運用について 

nametype=HOSTの運用を行う場合には、以下のような設定を行う必要があり

ます。 

部門管理/業務サーバの設定 

（RASサーバ側の設定） 

運用管理サーバ側の設定 

（RASクライアント側の設定） 

 TCP/IPの構成 

― リモートクライアントが設定したア

ドレスでの接続を許可してください。

 hostsの設定 

― hostsファイルにRASクライアント

側が要求してくる特定のIPアドレ

スを定義してください。 

 電話帳エントリのPPP TCP/IPの設定

― 特定のIPアドレスを要求する

ように設定してください。 

ただし、RASクライアント側の

LANとは別のIPアドレスを要

求する必要があります。 
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3.1.2 サーバとクライアント間でのRAS接続 

回線の接続方法 

回線の接続方法指定は、資源配付クライアントで行います。設定方法の詳細

については、セットアップ機能のヘルプを参照してください。 

 回線の自動接続・切断 

 回線接続先の選択・アクセスする部門管理/業務サーバの選択 

 回線がビジー状態のときの再接続回数、再接続までの時間間隔 

 回線無通信時間の監視 

 

セキュリティ 

資源配付のセキュリティには、以下の2つの方式があります。両方を組み合

わせて利用することも可能です。 

 ユーザ名、パスワードによる利用者の認証 

 ユーザ固有認証システムによる認証 

 

携帯端末の管理方法 

 現状の管理方法 

資源配付では、メンテナンス版数による運用管理を行う場合、部門管理/業

務サーバと配下のクライアントを一つの単位として配付ドメインと呼びます。

また、クライアントの受信状況および適用状況をこの配付ドメイン単位に管理

しています。 

部門管理/業務サーバ自身の適用ステータスと、配下のクライアントの正常/

異常/総数を管理し、それらの正常数と総数が等しい場合に、その配下のドメ

インを運用可能として扱います。 

 携帯端末の管理方法 
携帯端末の管理方法には、以下の3つがあります。それぞれの方法の詳細に

ついては以下で説明します。 

 配付ドメイン単位に管理する方法 

 複数のサーバに散在する携帯端末の情報を一元的に管理する方法 

 携帯端末を管理しない方法 
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配付ドメイン単位に管理する方法 

携帯端末が移動しても、常に同じ部門管理/業務サーバから資源のダウンロ

ードを行う場合は、携帯端末の資源の受信情報および適用情報を携帯端末がア

クセスしたサーバ配下の情報として管理します。 

配付ドメイン単位に管理する場合の例を下図に示します。 
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複数のサーバに散在する携帯端末の情報を一元的に管理する方法 

携帯端末の移動にともない、資源をダウンロードする部門管理/業務サーバ

が変わる場合、携帯端末の資源の受信および適用ステータスを、物理的な配付

ドメイン配下の情報として管理するのではなく、物理的な携帯端末専用のグル

ープ配下の情報として管理します。 

この論理的なグループを論理構成と呼びます。論理構成では、携帯端末の情

報を一元的に管理することができます。なお、論理構成によって管理できる情

報は、携帯端末の資源の受信・適用ステータスだけです。 

論理構成により携帯端末を一元管理した場合の例を下図に示します。 

 

 



      

 

 

第3章 運用 

26 

 

 

 

      

 

 

携帯端末を管理しない方法 

携帯端末を管理しない場合、携帯端末のステータスは部門管理/業務サーバに

保持されません。また、クライアント側でも適用結果をサーバに通知しません。 

 管理方法の設定 

管理方法の設定は、部門管理/業務サーバ側、クライアント側のどちらでも

行うことができます。それぞれの設定方法を以下に示します。 

部門管理/業務サーバで設定する場合 

部門管理/業務サーバでクライアントを定義するときに、クライアントの管

理方法を設定します。管理方法の設定は、drmsdfnコマンドで行います。定義

コマンドの詳細については、“Systemwalker Centric Manager リファレンスマ

ニュアル”を参照してください。 

 配付ドメイン単位の管理方法を行う場合 

-Yオプションに“mng”を指定します（省略値） 

 論理構成により管理する場合 

-Vオプションに論理構成名を指定します 

 管理しない場合 

-Yオプションに“nomng”を指定します 

クライアントで設定する場合 

クライアントで設定する場合は、セットアップ機能の“実行環境設定”の[ダ

ウンロード実行環境設定]ウィンドウで行います。 

 配付ドメイン単位の管理方法を行う場合 

[管理する]をチェックします（省略値）。 

[論理構成名]は指定しません。 

 論理構成により管理する場合 

[管理する]をチェックします（省略値）。 

[論理構成名]を指定します。 

 管理しない場合 

[管理しない]をチェックします。 

 DRMS編集ファイル 

携帯端末の管理方法および論理構成名について、サーバ側の定義とクライア

ント側の定義をチェックし、矛盾する場合の扱いを指定します。 

部門管理/業務サーバのDRMS編集ファイル（drms.dat）に以下のオプション

を追加します。この設定を行ったあとに、資源配付を再起動することによって

オプションが有効となります。 

[sysinfcheck = YES｜NO ] 

[sysinfcheck]オプションの設定方法については、“Systemwalker Centric 

Manager リファレンスマニュアル”を参照してください。 
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注意事項 

サーバとクライアント間でRAS機能を利用し、資源配付の運用を行う場合の

注意事項を以下に説明します。 

 運用管理サーバからの状況検索 

論理構成名により携帯端末を管理している場合、運用管理サーバから

携帯端末の適用情報を検索する場合は、携帯端末が接続される可能性が

あるすべての部門管理/業務サーバに対して行ってください。このため、

接続される可能性がある部門管理/業務サーバを[資源配付]ウィンドウ

で、システムグループに登録することをお勧めします。 

 資源配付クライアントのサービス起動について 

資源配付クライアントをサービスで使用する場合、サーバとの接続に

RAS接続は使用できません。 

RAS接続する場合で資源配付クライアントを自動起動する場合は、ス

タートアップ運用で使用してください。 

 資源配付を二階層で運用している場合は、本項中で説明している部門管

理/業務サーバをすべて運用管理サーバに置き換えてお読みください。 
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3.2 リモートコマンド実行 
運用管理サーバから部門管理サーバまたは業務サーバに対してリモートコ

マンドを投入する場合は、次の操作を行ってください。メッセージ通知はメッ

セージ発生時に自動でRAS接続され、運用管理サーバまで通知されます。 

 

1. 運用管理サーバから部門管理サーバまたは業務サーバに対して、RAS接

続を行います。RAS接続はRASが提供する画面（リモートアクセス）を使

用します。 

2. コマンドを入力するホストに対して電話をかけます。 

3. Systemwalkerコンソールのリモートコマンド画面で、コマンドを実行す

るホストを選択してコマンドを実行します。 

→リモートコマンド画面上に、コマンド応答が表示されます。接続中

に業務サーバで監視イベントが発生した場合は、監視イベント一覧にそ

の監視イベントが表示されます。  

4. 当該ホストに対する操作が完了したら、RAS接続を切断します。切断は

RASのリモートアクセス画面で行います。 

5. ほかのホストに対する操作を行う場合は、上記の作業を繰り返します。こ

のとき、操作を行うホストとその電話番号の対応を間違えないでください。 
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RAS接続を行う場合、以下の点に注意してください。 

- リモートアクセスサービスの定義“ポート使用の構成”の“ポー

トの使い方”には、ダイヤルアウトと着信を選択してください。 

- 被監視システムのリモートアクセスサービス定義“ネットワー

ク”の“TCP/IPの構成”で[リモートクライアントに事前に定め

たIPアドレスでの要求を許可する]チェックボックスをチェック

してください。 

- 以下で使用する電話帳エントリ名の“TCP/IPの設定”で[リモー

トネットワーク上のデフォルトゲートウェイを使う]チェックボ

ックスのチェックをはずしてください。 

‐ システム監視のRAS接続定義画面で指定した電話帳エント

リ名の定義 

‐ リモートコマンドを発行するために使用する電話帳エン

トリ名の定義 

- システム監視のRAS接続定義画面で指定するRAS接続ユーザ名に

は、RAS接続先システムでダイヤルインの許可を与えてください。 

- 以下に指定するIPアドレスをTCP/IPプロトコルの設定で定義す

るIPアドレスおよび別サブネットに所属するIPアドレスになる

ように定義してください。 

‐ 被監視システムのリモートアクセスサービスの定義“ネット

ワーク”の“TCP/IPの構成”で静的アドレスプールに定義す

る開始アドレスから終了アドレスに定義するIPアドレス。 

‐ リモートコマンドを発行するために使用する電話帳エン

トリ名の“TCP/IPの設定”に指定するIPアドレス。 
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第4章 注意事項 

本章では、RAS接続された環境で運用管理を行う場合の注意事項について説

明します。 
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4.1 RAS接続を使用する場合の注意事項 
RAS接続を使用する場合の注意事項について以下に示します。 

サーバ間の通信方法には、RAS接続のほかに以下の2種類があります。 

常時接続: 

システム起動時に監視システムと被監視システムが接続し、その接続

がシステム終了時まで維持される接続形態です。 

必要時接続: 

メッセージ発生時やコマンド投入時など、システム間で接続する必要が

あるときだけ通信パスを接続し、通信が終わったら切断する接続形態です。 

 

RAS接続との組み合わせについては以下の注意が必要です。 

 1つのシステムについて、情報の送信先システム（上位システム）との

接続および情報が送られてくるシステム（下位システム）との接続を、

両方ともRAS接続にすることはできません。 

 1つのシステムについて、複数の上位システムへ情報を送信する場合や、

複数の下位システムから情報を受信する場合は、それらのシステムとの

接続時に以下の注意が必要です。 

上位システムへの送信: 

接続する上位システムのうちの1つを必要時接続とした場合、

ほかのシステムとRAS接続は採用できません。また、上位システ

ムのうちの1つをRAS接続にした場合、ほかのシステムとは常時接

続しか採用できません。 

下位システムからの受信: 

下位システムのうちの1つを常時接続または必要時接続にした

場合、ほかのシステムとRAS接続は採用できません。また、下位

システムのうちの1つをRAS接続とした場合は、ほかのシステムと

RAS接続しか採用できません。 

 
採用できる接続方法の組み合わせを次の表に示します。 

上位システムへの送信 

二つめ以降に採用できる接続方法 
一つめに採用した接続方法

常時接続 必要時接続 RAS接続 

常時接続  ○ ○ ○ 

必要時接続  ○ ○ × 

RAS接続  ○ × × 
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下位システムからの受信 

二つめ以降に採用できる接続方法 
一つめに採用した接続方法

常時接続 必要時接続 RAS接続 

常時接続  ○ ○ × 

必要時接続  ○ ○ × 

RAS接続  × × ○ 

○:採用できる    ×:採用できない 

 

一つのシステムについて、同時に接続できる通信パスは、以下のとおりです。 

 Windows版の場合は最大500個 

 UNIX版の場合は最大128個 

しかし、必要時接続およびRAS接続は、必要時しか通信パスを接続しないの

で、論理的には無限台数のシステムを監視できるといえます。 
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