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本書の目的

本書は、「Systemwalker for ERPパッケージ ジョブ連携」を導入し、SAP R/3、mySAP ERP またはSAP ERPと連携して運用するときに

必要となる知識について説明しています。

以降、本書ではSAP R/3、mySAP ERP またはSAP ERP をまとめてSAP R/3と表記します。

 
本書の読者

本書は、読者として以下の方を想定しています。

・ SAP R/3との連携の全体像を把握したい方

・ SAP R/3との連携を検討する方

・ SAP R/3と連携するための導入手順を知りたい方

・ SAP R/3のジョブをSystemwalker Operation Manager から監視・操作する方法を知りたい方

本書は、読者が以下の知識を有していることを前提に記述しています。

・ SAP R/3 に関する基礎知識

・ Systemwalker Operation Manager に関する基礎知識

 
本書の位置づけ

必要に応じて、SAP R/3 のドキュメントを参照してください。また、Systemwalker Operation Manager については、以下のドキュメントを

参照してください。

・ Systemwalker Operation Manager 解説書

・ Systemwalker Operation Manager 導入手引書

・ Systemwalker Operation Manager 使用手引書

・ Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル

・ Systemwalker Operation Manager オンラインヘルプ

 
表記上の注意事項

 
製品の表記について

本書では、各製品を以下にように表記しています。

製品名 本書での表記

Systemwalker for ERPパッケージ ジョブ連携(SAP R/3 ジョブ連

携機能)
SAP R/3 ジョブ連携または R/3
ジョブ連携

SAP R/3
mySAP ERP
SAP ERP

SAP R/3

 
用語/記号表記について

UNIX とWindowsでは、使用する用語/記号が異なります。特に場合分けされていない限り、UNIX の用語/記号で説明してあります。

Windows を使用する場合は、以下の用語/記号を置き換えてお読みください。

本文中の用語/記号(UNIX 用) 置き換える用語/記号(Windows 用)

SYSLOG イベントログ

シェルスクリプト バッチファイル
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本文中の用語/記号(UNIX 用) 置き換える用語/記号(Windows 用)

システム管理者 Administrators グループに属するユーザ

グループ登録 ローカルグループ登録

/（ディレクトリの階層表記） ¥（フォルダの階層表記）

#（システム管理者のプロンプト） >(プロンプト）

$（一般ユーザのプロンプト）

 
略語表記について

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Server 2008”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM)(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM)(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V(TM)(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Foundation(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM)(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM)(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V(TM)(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-Based Systems

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Foundation(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter(x64)

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Server 2003 STD”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Server 2003 DTC”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Datacenter x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Datacenter Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter Edition
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・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Server 2003 EE”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows(R) 2000”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Datacenter Server

・ 以下のすべての製品上で動作する固有記事を“Windows Server 2003 STD(x64)”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

・ 以下のすべての製品上で動作する固有記事を“Windows Server 2003 DTC(x64)”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Datacenter x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter x64 Edition

・ 以下のすべての製品上で動作する固有記事を“Windows Server 2003 EE(x64)”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

・ Windows(R) 2000、Windows Server 2003 STD/Windows Server 2003 DTC/Windows Server 2003 EE、およびWindows Server 2008
上で動作するSystemwalker for ERPパッケージ ジョブ連携を“Windows版”と表記します。

・ Solaris(TM) オペレーティングシステムを“Solaris”と表記します。

SolarisおよびLinux上で動作するSystemwalker for ERPパッケージ ジョブ連携を“UNIX版”と表記します。

本マニュアルでは、(R)およびTM表記を省略しています。

 
商標について

Intel、Itaniumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏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。

Microsoft、MS、Windows、Windows Server、Windows NTおよびMicrosoft Cluster Service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およびRed Hatをベースとしたすべての商標とロゴは、Red Hat, 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。

Sun、Sun Microsystems、Sunロゴ、Solaris およびすべてのSolarisに関連する商標およびロゴ、JavaおよびすべてのJava関連の商標お

よびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標であり、同社のライセンスを受けて使

用しています。

R/3およびSAPは、SAP AGの登録商標です。

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、GLOVIAは富士通株式会社の登録商標です。

ショートメールは、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下NTTドコモ)の登録商標です。

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。
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第1章 概要

本章では、SAP R/3 ジョブ連携の概要について説明します。

1.1 SAP R/3 ジョブ連携とは何か

SAP R/3 ジョブ連携は、SAP R/3 システムのジョブを、Systemwalker Operation Manager から監視・操作できるようにするためのソフト

ウェアです。本ソフトウェアは、「Systemwalker Operation Manager」のオプション製品の「Systemwalker for ERPパッケージ ジョブ連携」

に含まれています。

SAP R/3 とは、SAP AG 社が開発した、業務用の統合パッケージソフトです。SAP R/3 は、購買・生産・物流・販売・在庫・会計・人事な

どの業務を支援します。

Systemwalker Operation Manager とは、当社が開発した、システム運用管理用の統合製品です。ジョブの実行環境の制御やジョブの

スケジュールなどを行います。システムの運用を自動化できるのが特徴です。

SAP R/3 ジョブ連携を使うと、Systemwalker Operation Manager の優れたジョブスケジューリング機能のすべてが、SAP R/3 システムの

ジョブに対しても使えるようになります。

1.2 導入のメリット

ここでは、SAP R/3 ジョブ連携を導入すると、SAP R/3 システムのジョブを扱う時に、どのようなメリットがあるかを説明します。

1.2.1 さまざまな条件でジョブを自動起動

SAP R/3 ジョブ連携を導入すると、SAP R/3 システムのジョブをさまざまな条件で起動することができます。このため、きめ細かなジョブ

運用が可能になります。代表的な起動条件を以下に示します。

・ システムの電源が投入されたときに起動

・ 定期的に起動したり、特定の日時に起動

・ 複数の先行ジョブが終了したときに起動

・ 先行ジョブの終了条件により次に起動するジョブを選択して起動

・ ファイルやメールを受信したときに起動

・ メッセージやイベントログが出力されたときに起動

さまざまな条件でSAP R/3 ジョブを計画的に自動起動することにより、手動操作によるオペレーションミスを防止できます。

 

 参考

例えば、以下のような使い方が考えられます。

・ 電源投入時に在庫確認用のジョブを起動し、在庫が一定以下なら発注用のジョブを起動する。

・ 各部署から決算書が全部送られてきたら、会社全体の報告書を作成する。

1.2.2 一般ジョブとの一元管理と可視化

SAP R/3 ジョブ連携を導入すると、SAP R/3 システムのジョブとそれ以外の一般ジョブを、Systemwalker Operation Manager からまとめ

て管理することができます。このため、SAP R/3 システムのジョブとそれ以外の一般のジョブを連携させた運用が可能になります。

複数のサーバで実行されるSAP R/3 システムのジョブや一般のジョブを、Systemwalker Operation Managerで一括して管理し、運用状況を

GUIでまとめて監視することができます。

SAP R/3 システムのジョブを含む、業務にかかわるさまざまなジョブを一元管理し、管理情報や運用状況をまとめて可視化します。
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 参考

例えば、以下のような使い方が考えられます。

・ 各部署から会計情報が送られてきたら、経理担当者に電子メールで通知する。

・ SAP R/3 システムのジョブが異常終了した時に、自動的にリカバリジョブを起動したり、システム管理者をショートメールで呼び出

す。

・ A拠点、B拠点、C拠点で実行される複数サーバでの会計業務を一箇所で監視し、業務の運用状況を管理する。

1.2.3 ジョブに対するきめ細かな操作

SAP R/3 ジョブ連携を導入すると、SAP R/3 システムのジョブに対してきめ細かな操作を行うことができます。きめ細かな操作とは、強

制終了、再起動、停止、停止解除、無効および無効解除のことです。

これにより、システムの状態に応じたジョブ運用が可能になります。

 

 参考

例えば、以下のような使い方が考えられます。

・ 正常に動作していないジョブを強制終了させ、入力データを修正後、再起動する。

・ 実行待ちのSAP R/3 システムのジョブを停止して、緊急のジョブを実行する。

1.2.4 ジョブの実績管理

SAP R/3 ジョブ連携を導入すると、SAP R/3 システムのジョブの稼働実績をCSV 形式で出力することができます。いつ、どのジョブが

どれだけ動作したのか、Excelのワークシートや、グラフに出力することもできます。また、起動予定時刻に起動されていないジョブや、

処理に時間がかかりすぎているジョブがないか、監視することもできます。

これらの稼働情報はジョブの分散化などを検討するのに利用することができます。ジョブの稼働情報を分析することで、ジョブの効率

的な運用が可能になります。

 

 参考

例えば、以下のような使い方が考えられます。

・ ジョブが実行された時間帯を分析し、システム負荷の低い時間帯にジョブを再配分する。

・ 同時に実行されているジョブ数を分析し、同時実行ジョブ数の制限値を見直す。

1.3 動作環境

SAP R/3 ジョブ連携が動作する環境について説明します。

 
SAP R/3のバージョンレベル

SAP R/3 ジョブ連携と連携可能なSAP R/3のバージョンレベルは以下のとおりです。

・ SAP R/3 Enterprise 4.7 (WAS 6.20、WAS 6.30)

・ mySAP ERP 2004 (WAS 6.40)

・ mySAP ERP 2005 (WAS 7.00)

・ SAP ERP 6.0 (WAS 7.00)
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SAP R/3 ジョブ連携の動作OS

SAP R/3 ジョブ連携が動作するOS種別は以下のとおりです。

・ Windows版

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard (x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise (x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM) (x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM) (x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Foundation (x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard (x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise (x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM) (x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM) (x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Foundation (x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard (x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise (x64)

・ Windows for Itanium版

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-Based Systems

・ Solaris版

－ Solaris 9

－ Solaris 10

・ Linux版

－ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)

－ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)

－ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)

－ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)

－ Red Hat Enterprise Linux 5.0/5.1/5.2/5.3/5.4(for x86)

－ Red Hat Enterprise Linux 5.0/5.1/5.2/5.3/5.4(for Intel64)
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・ Linux for Itanium版

－ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for Itanium)

－ Red Hat Enterprise Linux 5.0/5.1/5.2/5.3/5.4(for Intel Itanium)

 
Systemwalker Operation Managerのバージョンレベル

SAP R/3 ジョブ連携は、Systemwalker Operation Managerのサーバ機能がインストールされている環境に導入する必要があります。必要な

Systemwalker Operation Managerのバージョンレベルは以下のとおりです。

・ Windows版 SystemWalker/OperationMGR V5.0L20以降

・ Windows for Itanium版 Systemwalker Operation Manager V13.0.0以降

・ Solaris版 Systemwalker OperationMGR 10.1以降

・ Linux版 Systemwalker Operation Manager V13.0.0以降

・ Linux for Itanium版 Systemwalker Operation Manager V12.0L10以降

バージョンレベルによって、Systemwalker Operation Managerの動作OSが異なります。それぞれのバージョンレベルの“Systemwalker
Operation Manager 解説書”を参照し、SAP R/3 ジョブ連携の動作OSと、Systemwalker Operation Managerの動作OSをご確認のうえ、

ご利用ください。
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第2章 前提知識

本章では、SAP R/3 ジョブ連携を導入・運用するときに必要となる前提知識について説明します。

2.1 システム構成

Systemwalker Operation Manager から、SAP R/3 システムのジョブを監視・操作する場合、以下の製品を使ってシステムを構築します。

・ Systemwalker Operation Manager

Systemwalker Operation Manager は、SAP R/3 システムのジョブをスケジューリングし、SAP R/3 システムに投入します。また、SAP R/3
システムのジョブの監視・操作を行います。

・ SAP R/3

SAP R/3 は、Systemwalker Operation Manager から投入されたジョブを実行します。

・ SAP R/3 ジョブ連携

SAP R/3 ジョブ連携は、SAP R/3 システムのジョブをスケジューリングしたり、監視や操作を行うための機能を、Systemwalker Operation
Manager に追加します。

以下に、Systemwalker Operation Manager とSAP R/3 のシステム構成の例を示します。

[アプリケーションサーバを指定して接続する場合]

直接、アプリケーションサーバに接続し、ジョブを実行する構成例です。

[ログオングループを指定して接続する場合]

ログオングループを指定してメッセージサーバに接続し、メッセージサーバ経由で、負荷の低いアプリケーションサーバでジョブを実行

する構成例です。
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Systemwalker Operation Manager サーバは、TCP/IP を利用して、SAP R/3 システムのアプリケーションサーバにネットワーク接続し、

ジョブを投入します。

 

 参考

Systemwalker Operation Manager とSAP R/3 システムの各構成要素について

上記の図に示したSystemwalker Operation Manager とSAP R/3 システムの各構成要素について、以下に説明します。

・ Systemwalker Operation Manager サーバ

Systemwalker Operation Manager サーバは、ジョブの自動実行やジョブ実行環境などを制御します。

・ Systemwalker Operation Manager クライアント

Systemwalker Operation Manager クライアントは、Systemwalker Operation Manager サーバの各種情報を登録/変更したり、

Systemwalker Operation Manager サーバ上のジョブを監視/操作するために使用します。

・ データベースサーバ

データベースサーバには、基幹業務のデータとアプリケーションのデータが格納されています。

・ アプリケーションサーバ

アプリケーションサーバは、データベースサーバに格納されたデータを参照して、データの中に指定されているプログラムを実行

します。

・ ログオングループ

ログオングループは、SAP R/3システムで指定する、アプリケーションサーバのグループです。

・ メッセージサーバ

メッセージサーバは、負荷の最も少ないアプリケーションサーバに対して、接続を確立します。

・ プレゼンテーションサーバ

プレゼンテーションサーバは、データの入力や参照に使用します。

2.2 R/3 スケジュールジョブとR/3 システムジョブ

SAP R/3 ジョブ連携を導入する前に、R/3 スケジュールジョブとR/3 システムジョブについて理解しておく必要があります。ここでは、以

下について説明します。

・ 2.2.1 R/3 スケジュールジョブとR/3 システムジョブの定義

・ 2.2.2 SAP R/3 システムにジョブが投入されるまでの流れ

- 6 -



2.2.1 R/3 スケジュールジョブとR/3 システムジョブの定義

Systemwalker Operation Manager からSAP R/3 システムへのジョブの投入は、Systemwalker Operation Manager のR/3 スケジュール

ジョブによって行われます。R/3 スケジュールジョブとは、以下のジョブを指します。

・ R/3 スケジュールジョブ

Systemwalker Operation Manager のジョブスケジューラ機能によってスケジュールされるジョブの1 つです。R/3 スケジュールジョブ

は、ジョブスケジューラ機能によって起動され、SAP R/3 システムにジョブを投入します。

R/3 スケジュールジョブによって、SAP R/3 システムに投入されたジョブは、R/3 システムジョブと呼びます。R/3 システムジョブは、以下

のように定義できます。

・ R/3 システムジョブ

R/3 スケジュールジョブによって、SAP R/3 システムに投入されたジョブのことです。R/3 システムジョブは、以下のジョブステップで

構成されます。

－ ABAP/4 ステップ

SAP R/3 システムのコマンド群であるABAP/4 プログラムを実行するステップです。

－ EXTPGM ステップ

SAP R/3 システム以外のコマンドを実行するステップです。SAP R/3 システム以外のコマンドとは、UNIX 上で実行するコマンドの

ls やps など、Windows上で実行するコマンドのxcopyやsortなどのことです。

2.2.2 SAP R/3 システムにジョブが投入されるまでの流れ

Systemwalker Operation Manager サーバ上でR/3 スケジュールジョブが起動されてから、SAP R/3 システムにジョブが投入されるまで

の流れは以下のとおりです。

1. R/3 スケジュールジョブの起動

Systemwalker Operation Manager サーバは、登録されているスケジュールにしたがって、R/3 スケジュールジョブを起動します。

2. SAP R/3 システムへの接続

Systemwalker Operation Manager サーバは、R/3 スケジュールジョブに設定された情報にしたがって、SAP R/3 システムのアプ

リケーションサーバにネットワーク接続します。

3. R/3 システムジョブの投入

Systemwalker Operation Manager サーバは、R/3 スケジュールジョブに設定された情報にしたがって、R/3 システムジョブを、SAP R/3
システムのアプリケーションサーバに投入します。

4. R/3 システムジョブの実行

SAP R/3 システムのアプリケーションサーバは、投入されたR/3 システムジョブを実行します。

R/3 システムジョブの実行状態や実行結果は、R/3 スケジュールジョブに反映されます。R/3 システムジョブの実行状態や実行結果は、

R/3 スケジュールジョブの実行状態や実行結果として監視します。R/3 システムジョブに対する一時停止や強制終了などの操作も、R/3
スケジュールジョブに対して行います。
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第3章 SAP R/3 ジョブ連携を導入する

本章では、SAP R/3 ジョブ連携の導入について説明します。

 

 ポイント

SAP R/3 ジョブ連携のインストール先

SAP R/3 ジョブ連携は、インストール先を変更することができます。詳細は、プラットフォーム別に提供されているインストールガイドを参

照してください。

SAP R/3 ジョブ連携が提供するコマンドは、以下のディレクトリ配下に格納されています。

UNIX版

/usr/bin

Windows版

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥bin

3.1 SAP R/3 ジョブ連携のインストール

SAP R/3 ジョブ連携は、Systemwalker Operation Manager サーバに導入します。

「SAP R/3 ジョブ連携」と「SAP R/3」は異なるマシンでも導入できます。

クラスタシステムの場合は、運用系および待機系に本製品をインストールします。

インストール環境やインストール手順は、プラットフォームによって異なります。詳細は、各プラットフォーム別に提供されているインス

トールガイドを参照してください。

 
旧製品または旧バージョンレベルが導入されている場合

旧製品である「Systemwalker for R/3 ジョブ連携 V5.0L10/V5.0」、または、旧バージョンレベルの本製品「Systemwalker for ERPパッケージ

ジョブ連携」の「SAP R/3 ジョブ連携」が導入されている場合、本製品「Systemwalker for ERPパッケージ ジョブ連携」の「SAP R/3 ジョ

ブ連携」をインストールするには、旧製品または旧バージョンレベルのアンインストールが必要です。

旧製品または旧バージョンレベルからのアップグレードインストールはできません。また、旧製品と本製品とを混在させることはできませ

ん。

旧製品または旧バージョンレベルからシステム環境を引き継ぎたい場合は、以下の手順で本製品に引き継ぐことができます。旧製品

または旧バージョンレベルをアンインストールする前に、「セション開設用情報ファイル」を退避し、本製品をインストールした後に復元

してください。

手順を以下に示します。

 
Solaris、Linux、Linux for Itaniumの場合

1. セション開設用情報ファイルを退避します。

# cd /etc/mjes/r3  <Return>
# cp -p r3passswd 退避用ディレクトリ  <Return>

2. 旧製品または旧バージョンレベルをアンインストールします。

3. 本製品をインストールします。

4. セション開設用情報ファイルを復元します。

# cp -p 退避用ディレクトリ/r3passwd /etc/mjes/r3/r3passwd <Return>
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Windowsの場合

1. セション開設用情報ファイルを退避します。

# CD /D %Operation Managerインストールディレクトリ%\mpmjessv\R3  <Return>
# COPY r3passwd 退避用ディレクトリ <Return>

2. 旧製品または旧バージョンレベルをアンインストールします。

3. 本製品をインストールします。

4. セション開設用情報ファイルを復元します。

# COPY 退避用ディレクトリ\r3passwd %Operation Managerインストールディレクトリ%\mpmjessv
\R3\r3passwd  <Return>

旧バージョンレベルで使用していた「R/3 ジョブ連携 動作設定ファイル」は、任意の場所に格納されていますので、通常は旧バージョ

ンレベルをアンインストールしても削除されません。万一、製品のインストールディレクトリ配下に格納している場合は、「セション開設用

情報ファイル」と同様に退避、復元してください。

3.2 通信環境の設定(アプリケーションサーバを指定して接続する場合)
SAP R/3 ジョブ連携のインストールが完了したら、次に通信環境を設定します。

ここでは、アプリケーションサーバを指定して接続する場合の通信環境の設定手順を説明します。ログオングループを指定して接続す

る場合の通信環境の設定手順については、“3.3 通信環境の設定(ログオングループを指定して接続する場合)”を参照してください。

通信環境の設定は、Systemwalker Operation Manager サーバ上で行います。

3.2.1 ポート番号の設定

通信環境の設定作業で最初に行う作業は、ポート番号の設定です。ポート番号の設定作業は、Systemwalker Operation Manager サー

バと、接続先のSAP R/3 システムのアプリケーションサーバを、異なるサーバ上にインストールした場合に行ってください。

ポート番号とは、TCP/IP 通信を行うために必要な情報の1つで、接続先のアプリケーションを識別するのに使用されます。Systemwalker
Operation Manager サーバは、TCP/IP を利用してSAP R/3 システムと通信するので、あらかじめポート番号を設定しておく必要があり

ます。

ポート番号の設定は、Systemwalker Operation Manager サーバ上で、システム管理者が行います。設定の手順は以下のとおりです。

1. アプリケーションサーバ側のポート番号の設定を複写

アプリケーションサーバをインストールしたサーバ上でservices ファイルを開き、SAP R/3 システムに関するポート番号の設定を

すべて複写します。

services ファイルは、以下のディレクトリ配下に格納されています。

UNIX版

/etc

Windows版

システムルート\system32\drivers\etc

SAP R/3 システムのポート番号の設定は、以下の形式で記述されています。

－ sapdpXX YYYY/tcp

－ sapgwXX YYYY/tcp

－ sapspXX YYYY/tcp

注）上記の“XX”および“YYYY”には数字が設定されています。

2. 複写したポート番号の設定をSystemwalker Operation Manager サーバ側に追加

Systemwalker Operation Manager サーバをインストールしたサーバ上でservices ファイルを開き、1.で複写したポート番号の設定

を追加します。
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なお、Windows版の場合は、services ファイルの最後に必ず改行を入力してください。

ポート番号の記述例を以下に示します。

sapdp00 3200/tcp

以上でポート番号の設定作業は完了です。次は、“3.2.2 接続先システムの定義”を行ってください。

 

 注意

同じポート番号が他製品で使われている場合について

SAP R/3 システムのポート番号と同じものが他製品で使用されている場合は、SAP R/3 システムの設定を優先してください。

3.2.2 接続先システムの定義

接続先のシステムとは、Systemwalker Operation Manager の接続先である、SAP R/3 システムのアプリケーションサーバのことです。

Systemwalker Operation Manager は、ここで指定されたアプリケーションサーバに接続し、R/3 システムジョブを投入します。

接続先のシステムは、初期設定ファイル“saprfc.ini”に定義します。初期設定ファイル“saprfc.ini”とは、SAP R/3 システムとそれ以外の

システムが通信するために必要な情報を記述するファイルです。saprfc.ini の記述形式はSAP R/3 によって決められていますので、作

成方法の詳細はSAP R/3 のドキュメントを参照してください。

Systemwalker Operation Manager とSAP R/3 システムの連携では、以下の点に注意してsaprfc.ini を作成してください。

・ saprfc.ini の作成場所

saprfc.ini は、Systemwalker Operation Manager サーバ上の任意のディレクトリに作成します。

・ saprfc.ini の記述項目

saprfc.ini には、接続先のSAP R/3 システムに関する情報を記述します。記述する項目は以下のとおりです。

－ DEST 制御文

3文字までの任意の英数字を指定します。

－ TYPE 制御文

“A”を指定します。“A”は、接続先のSAP R/3 システムがアプリケーションサーバであることを示します。

－ ASHOST 制御文

接続先のアプリケーションサーバの名前を指定します。

－ SYSNR 制御文

接続先のアプリケーションサーバのシステム番号(2桁で記述：00～99)を指定します。

・ saprfc.ini の記述例

記述例を以下に示します。

DEST=CSP
TYPE=A
ASHOST=APPLSRV
SYSNR=00

・ saprfc.ini の注意事項

Windows版の場合は、saprfc.ini の最後の行に必ず改行を入力してください。

DEST 制御文につづく一連の制御文で指定した接続先のSAP R/3 システムに関する情報のことを、“接続先システム定義”といいま

す。接続先システム定義は、DEST 制御文に指定した文字列で管理されます。この文字列のことを“接続先システム定義名”といいま

す。接続先システム定義名は、後述するセション開設用情報に指定します。
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3.3 通信環境の設定(ログオングループを指定して接続する場合)
ここでは、ログオングループを指定して接続する場合の通信環境の設定手順を説明します。通信環境の設定は、Systemwalker Operation
Manager サーバ上で行います。

3.3.1 ポート番号の設定

ポート番号の設定作業は、Systemwalker Operation Manager サーバと、接続先のSAP R/3 システムのメッセージサーバを、異なるサー

バ上にインストールした場合に行ってください。

ポート番号の設定は、Systemwalker Operation Manager サーバ上で、システム管理者が行います。設定の手順は以下のとおりです。

1. メッセージサーバ側のポート番号の設定を複写

メッセージサーバをインストールしたサーバ上でservices ファイルを開き、SAP R/3 システムに関するポート番号の設定をすべて

複写します。

services ファイルは、以下のディレクトリ配下に格納されています。

UNIX版

/etc

Windows版

システムルート\system32\drivers\etc

SAP R/3 システムのポート番号の設定は、以下の形式で記述されています。

－ sapmsXX YYYY/tcp

注）上記の“XX”および“YYYY”には数字が設定されています。

2. 複写したポート番号の設定をSystemwalker Operation Manager サーバ側に追加

Systemwalker Operation Manager サーバをインストールしたサーバ上でservices ファイルを開き、1.で複写したポート番号の設定

を追加します。

なお、Windows版の場合は、services ファイルの最後に必ず改行を入力してください。

ポート番号の記述例を以下に示します。

sapmsCSP 3601/tcp

以上でポート番号の設定作業は完了です。次は、“3.3.2 接続先システムの定義”を行ってください。

 

 注意

同じポート番号が他製品で使われている場合について

SAP R/3 システムのポート番号と同じものが他製品で使用されている場合は、SAP R/3 システムの設定を優先してください。

3.3.2 接続先システムの定義

ログオングループを指定して接続する場合、接続先のシステムは、SAP R/3 システムのメッセージサーバのことです。Systemwalker
Operation Managerは、ここで指定されたメッセージサーバに接続します。SAP R/3は、メッセージサーバ経由で負荷の少ないアプリケー

ションサーバに接続して、R/3 システムジョブを投入します。

接続先のシステムは、初期設定ファイル“saprfc.ini”に定義します。初期設定ファイル“saprfc.ini”は、SAP R/3 システムとそれ以外のシ

ステムが通信するために必要な情報を記述するファイルです。saprfc.ini の記述形式はSAP R/3 によって決められていますので、作成

方法の詳細はSAP R/3 のドキュメントを参照してください。

Systemwalker Operation Manager とSAP R/3 システムの連携では、以下の点に注意してsaprfc.ini を作成してください。

・ saprfc.ini の作成場所

saprfc.ini は、Systemwalker Operation Manager サーバ上の任意のディレクトリに作成します。
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・ saprfc.ini の記述項目

saprfc.ini には、接続先のSAP R/3 システムに関する情報を記述します。記述する項目は以下のとおりです。

－ DEST 制御文

3文字までの任意の英数字を指定します。

－ TYPE 制御文

“B”を指定します。“B”は、ログオングループを使用したログオンであることを示します。

－ R3NAME 制御文

SAP R/3システムで作成したシステムIDを指定します。3文字までの英数字で指定します。

－ MSHOST制御文

ログオングループに基づく負荷分散を行う、メッセージサーバの名前を指定します。

－ GROUP 制御文

ログオングループ名を指定します。

・ saprfc.ini の記述例

記述例を以下に示します。

DEST=CSP
TYPE=B
R3NAME=CSP
MSHOST=msgserver
GROUP=LG1

・ saprfc.ini の注意事項

Windows版の場合は、saprfc.ini の最後の行に必ず改行を入力してください。

DEST 制御文につづく一連の制御文で指定した接続先のSAP R/3 システムに関する情報のことを、“接続先システム定義”といいま

す。接続先システム定義は、DEST 制御文に指定した文字列で管理されます。この文字列のことを“接続先システム定義名”といいま

す。接続先システム定義名は、後述するセション開設用情報に指定します。

3.4 接続用情報の登録

通信環境の設定が完了したら、次に接続用情報を登録します。

接続用情報とは、Systemwalker Operation Manager がSAP R/3 システムとの通信セションを開設するときに使用する情報のことです。

接続用情報には、ユーザ名や接続時に参照する接続先定義名などの情報があります。

Systemwalker Operation Manager は、ここで登録した接続用情報を使って、SAP R/3 システムとの通信セションを開設し、R/3 システム

ジョブを投入します。

3.4.1 SAP R/3 システムへのユーザ登録

接続用情報の登録作業で最初に行う作業は、SAP R/3 システムへのユーザの登録です。Systemwalker Operation Manager は、ここで

登録されたユーザを使って、SAP R/3 システムとの通信セションを開設します。

ユーザの登録は、SAP R/3 システムに対して行います。作業は、SAP R/3 のシステム管理者“SU01”が、SAPGUI を使って行います。

SAPGUI は、SAP R/3 が提供する機能です。SAPGUI の使い方やユーザの登録手順については、SAP R/3 のドキュメントを参照して

ください。

3.4.2 セション開設用情報の登録

セション開設用情報とは、Systemwalker Operation Manager がSAP R/3 システムとの通信セションを開設するときに使用する情報をま

とめた情報のことです。初期設定ファイルsaprfc.ini のDEST 制御文に定義した接続先システム定義名や、SAP R/3 システムに登録し

たユーザの名前などは、通信セションを開設するときに使用する情報として、セション開設用情報に登録しておきます。
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セション開設用情報の登録は、SAP R/3 ジョブ連携を導入したSystemwalker Operation Manager サーバ上で、システム管理者が行い

ます。セション開設用情報の登録は、r3usradd コマンドおよびr3passwd コマンドを使って行います。

クラスタシステムの場合は、運用系および待機系それぞれで、同じセション開設用情報を登録する必要があります。また、セション開設

用情報を変更・削除する場合は、すべてのノードのセション開設用情報を変更または削除する必要があります。

セション開設用情報の登録、変更、削除は、それぞれのノードでコマンドを使って行う以外に、1つのノードでコマンドを使って作成され

たセション開設用情報ファイルを、他のノードにコピーすることでもできます。

セション開設用情報ファイルのコピーは、“3.1 SAP R/3 ジョブ連携のインストール”に記載された、セション開設用情報ファイルの退避・

復元方法を参考にしてください。

 
コマンドの使用例

コマンドの使用例およびコマンドに指定するオプションと値を以下に示します。

# r3usradd -d CSP -c 01 -u fujitsu -l ja example
# r3passwd example
new R/3 passwd:
Retype new R/3 passwd:

 
コマンドに指定するオプションと値

・ r3usradd コマンドの“-d”オプション

“-d”オプションには、“3.2 通信環境の設定(アプリケーションサーバを指定して接続する場合)”の“3.2.2 接続先システムの定義”、

または“通信環境の設定(ログオングループを指定して接続する場合)”の“3.3.2 接続先システムの定義”で定義した接続先システ

ム定義名を指定します。

上記の使用例では、“CSP”を指定しています。

・ r3usradd コマンドの“-c”オプション

“-c”オプションには、“3.4.1 SAP R/3 システムへのユーザ登録”で登録したユーザのクライアント番号を指定します。

上記の使用例では、“01”を指定しています。

・ r3usradd コマンドの“-u”オプション

“-u”オプションには、“3.4.1 SAP R/3 システムへのユーザ登録”で登録したユーザを指定します。

上記の使用例では、“fujitsu”を指定しています。

・ r3usradd コマンドの“-l”オプション

“-l”オプションには、“3.4.1 SAP R/3 システムへのユーザ登録”で登録したユーザの言語を指定します。

上記の使用例では、“ja”を指定しています。

・ r3usradd コマンドに指定した“example”

上記の例の“ example ” は、セション開設用情報名といいます。セション開設用情報名とは、Systemwalker Operation Manager が
SAP R/3 システムとの通信セションを開設するときに使用するユーザ名やパスワードなどの情報を、まとめて管理するための名前

です。

ここで登録したセション開設用情報名は、このあと登録する“R/3 スケジュールジョブ”に指定します。

・ r3passwd コマンドに指定した“example”

r3usradd コマンドで登録したセション開設用情報名を指定します。パスワードの入力を促すプロンプトが表示されますので、セショ

ン開設用情報名に登録されているユーザのパスワードを入力します。確認のためのプロンプトに続いて、同じパスワードを再度入

力してください。パスワードは、WAS 7.00より前は、8バイトまで指定できます。WAS 7.00以降は、40バイトまで指定できます。

r3usradd コマンドおよびr3passwd コマンドのその他のオプションの詳細は、“5.1 セション開設用情報定義コマンド”の説明を参照して

ください。

登録したセション開設用情報を変更する場合は、r3usrmod コマンドを使用します。また、削除する場合は、r3usrdel コマンドを使用しま

す。
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3.4.3 Systemwalker Operation Manager サーバへのユーザ登録

前項で登録したセション開設用情報は、“システム管理者”または“セション開設用情報と同じ名称のグループに所属するユーザ”だけ

が使用できます。その他のユーザがセション開設用情報を使用しても、SAP R/3 システムとの通信セションを開設することはできませ

ん。システム管理者以外のユーザにセション開設用情報を使用させる場合は、以下の作業を行ってください。

1. セション開設用情報名と同じ名称のグループを登録する

2. ユーザを登録し、1.で登録したグループに所属させる

作業は、SAP R/3 ジョブ連携を導入したSystemwalker Operation Manager サーバ上で、システム管理者が行います。なお、UNIX版と

Windows版では登録方法が違います。

 
UNIX版の場合

ユーザの登録やグループの登録などに使用するコマンドの使用例およびコマンドと値を以下に示します。

 
コマンドの使用例

# groupadd example
# useradd -g example swomgr
# passwd swomgr
New password:
Re-enter new password:

 
コマンドと値

・ groupadd コマンド

groupadd コマンドは、グループをシステムに登録するコマンドです。各OS で提供されています。

・ useradd コマンド

useradd コマンドは、ユーザをシステムに登録するコマンドです。各OS で提供されています。

・ passwd コマンド

passwd コマンドは、ユーザのパスワードを登録または変更するコマンドです。各OS で提供されています。

・ コマンドに指定した“example”

前項で登録したセション開設用情報名です。

NIS、NIS+などを使用している場合は、使用するコマンドが違います。詳細は、各OS のマニュアルを参照してください。

 
Windows版の場合

ここでは、ローカルグループの登録手順、ユーザの作成、およびグループへの登録手順の概要を説明しています。詳細は、Windows
のオンラインヘルプを参照してください。

最初に、ローカルグループの登録を行います。

ローカルグループの登録手順の概要を、Windows Server 2003 STDの場合を例として、以下に示します。

1. ［新しいグループ］ダイアログボックスの表示

［コンピュータの管理］ウィンドウのツリーで、[グループ]を選択し、［操作］メニューから［新しいグループ］を選択すると、［新しい

グループ］ダイアログボックスが表示されます。

2. ローカルグループの登録

［新しいグループ］ダイアログボックスで、セション開設用情報名と同じ名称の［グループ名］と、必要に応じて［説明］を入力して

［OK］ボタンを選択します。一覧に登録したグループ名が追加されます。

次にユーザの作成を行います。

ユーザの登録手順の概要を以下に示します。
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1. ［新しいユーザー］ダイアログボックスの表示

［コンピュータの管理］ウィンドウのツリーで、［ユーザー］を選択し、[操作]メニューから［新しいユーザー］を選択すると、［新しい

ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。

2. ユーザの作成

［新しいユーザー］ダイアログボックスで、［ユーザー名］などの必要事項を入力して[作成]ボタンを選択すると、一覧に作成した

ユーザ名が追加されます。

最後に、作成したユーザを、セション開設用情報名と同じ名称のグループに登録します。

1. ［ユーザの選択］ダイアログボックスの表示

［コンピュータの管理]ウィンドウのグループの一覧で、該当するグループを右クリックし、[グループの追加]、[追加]をクリックする

と、[ユーザの選択]ダイアログボックスが表示されます。

2. ユーザの登録

[選択するオブジェクト名を入力してください]に、作成したユーザ名を記載し、[OK]ボタンを押します。

以上でローカルグループの登録、ユーザの作成およびグループへの登録が完了します。

3.4.4 セション開設用情報のパス設定

セション開設用情報のパスとして設定するのは、saprfc.ini のパスです。パスの設定は、saprfc.ini を作成したSystemwalker Operation
Manager サーバ上で行います。パスの設定方法は、UNIX版とWindows版では異なります。

 
UNIX版の場合

パスは、以下のいずれかのユーザの環境変数を定義するファイル（.profile、.login）に設定してください。

・ システム管理者

・ セション開設用情報名と同じ名称のグループに所属するユーザ

以下の例では、saprfc.iniファイルがシステム管理者のホームディレクトリ上にある場合を想定しています。

例） sh またはksh を使用している場合、.profile に以下のパスを追加します。

RFC_INI=$HOME/saprfc.ini
export RFC_INI

例) csh を使用している場合、.login に以下のパスを追加します。

setenv RFC_INI $home/saprfc.ini

 
Windows版の場合

パスは、Administrators グループに属するユーザを使用して、saprfc.iniファイルのパスをシステム環境変数に設定します。

パスをシステム環境変数に設定する手順の概要は以下のとおりです。詳細を知りたい方は、Windowsのオンラインヘルプを参照してく

ださい。

1. ［システムのプロパティ］ダイアログボックス－［環境変数］ダイアログボックスの表示

Windowsの［コントロールパネル］から［システム］を選択します。表示された［システムのプロパティ］ダイアログボックスの［詳細設

定］シートをクリックすると、［システムのプロパティ］ダイアログボックス－［詳細設定］シートが表示されます。［環境変数］ボタンを

クリックすると［環境変数］ダイアログボックスが表示されます。

2. パスをシステム環境変数に設定

［環境変数］ダイアログボックスで、［システム環境変数］内の［新規］ボタンを選択し、[新しいシステム変数]ダイアログボックスを

表示します。[新しいシステム変数]ダイアログボックスで、［変数名］に“RFC_INI”、［変数値］にsaprfc.iniのフルパス(ファイル名

を含む)を入力して［OK］ボタンを選択すると、設定したシステム環境変数が［システム環境変数］一覧に追加されます。追加され

たシステム環境変数が正しいことを確認して、［OK］ボタンを選択します。設定内容を反映するためには、Windowsを再起動す

る必要があります。
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以上で、セション開設用情報のパス設定は完了です。

3.5 R/3 ジョブ連携 動作設定の登録

R/3 ジョブ連携 動作設定は、R/3 システムジョブを動作させるときの設定です。

R/3ジョブ連携 動作設定の登録は任意です。以下の機能を利用したい場合に登録します。

・ XMIログにMSGTYPE情報を出力したい場合

・ UNICODE環境のR/3システムで実行したR/3システムジョブのジョブログ、XMIログをSystemwalker Operation Managerの前回履歴

で参照したい場合

・ r3passwdコマンドで扱えるパスワードの英大文字・小文字を区別したい場合(SAP R/3 がWAS 7.00以降の場合のみ)

・ サーバグループを指定したい場合

・ ジョブクラスを指定したい場合

・ スプール情報をメール配信したい場合

3.5.1 R/3 ジョブ連携 動作設定ファイルの定義

R/3 ジョブ連携 動作設定では、以下のファイルを作成します。

 
定義ファイル名

r3job.conf

 
定義ファイルの格納場所

SAP R/3 ジョブ連携が導入されているサーバの任意の場所。

ただし、ファイル名(r3job.conf)長を含むフルパスでのパス名長は、最大で259バイトまでです。

 
定義ファイルの記載例

定義ファイルの記載例を以下に示します。

PROT_NEW=SN1

CONV_UNICODE=SN1
CONV_UNICODE=SN2

PASSWD_ULCASE=ON

XBP_VERSION=2.0

PROT_NEW=

XMIログにMSGTYPE情報を出力したい場合に指定します。詳細は、“3.5.1.1 MSGTYPE情報を出力する設定”を参照してくださ

い。

CONV_UNICODE=

UNICODE環境のR/3システムで実行したR/3システムジョブのジョブログ、XMIログをSystemwalker Operation Managerの前回履歴

で参照したい場合に指定します。詳細は、“3.5.1.2 UNICODE環境で利用する場合の設定”を参照してください。

PASSWD_ULCASE=ON

r3passwdコマンドで扱えるパスワードの英大文字・小文字を区別したい場合に指定します。詳細は、“3.5.1.3 パスワードの英大文

字・小文字を区別したい場合の設定”を参照してください。
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XBP_VERSION=2.0

サーバグループを指定したい場合、ジョブクラスを指定したい場合、またはR/3 システムジョブのスプール情報をメール配信したい

場合に指定します。詳細は、“3.5.1.4 サーバグループを指定したい場合の設定”、 “3.5.1.5 ジョブクラスを指定したい場合の設

定”、または“3.5.1.6 スプール情報をメール配信したい場合の設定”を参照してください。

r3job.confの詳細は、“6.1 r3job.conf R/3 ジョブ連携 動作設定ファイル”を参照してください。

3.5.1.1 MSGTYPE情報を出力する設定

MSGTYPE情報を出力する設定をした場合、r3execコマンドで指定したユーザ出口に、XMIログに加えてMSGTYPE情報が渡されま

す。また、ジョブが終了した後には、前回履歴でXMIログに加えてMSGTYPE情報を確認することができます。

接続先システムごとに、MSGTYPE情報を出力するかどうかを設定します。

[前回履歴の例]

MSGTYPEが出力された前回履歴の例を以下に示します。

[記述形式]

MSGTYPEを取得したい接続先システムごとに以下のようにr3job.confファイル内に登録します。MSGTYPEを取得する必要がない接

続先システムについては、定義する必要はありません。

PROT_NEW=接続先システム名1
PROT_NEW=接続先システム名2

記述形式の詳細は、“6.1 r3job.conf R/3 ジョブ連携 動作設定ファイル”を参照してください。
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 注意

MSGTYPE情報を取得するためには、R/3 システム側において、以下のサービスパックが適用されている必要があります。

・ 6.20 SAPKB62021

サービスパックについては、SAP社の公式サイトを確認してください。

3.5.1.2 UNICODE環境で利用する場合の設定

Systemwalker Operation ManagerがUNICODEをサポートしていない場合でも、UNICODEで出力されたジョブログやXMIログが、

Systemwalker Operation Managerの[監視－ジョブ]ウィンドウ－[前回履歴]シートで参照できます。UNICODEで出力されたジョブログや

XMIログをSystemwalker Operation Managerで参照したい場合に利用できます。

接続先システムごとに、UNICODE環境で利用するかどうかを設定します。

[記述形式]

UNICODE環境で利用したい接続先システムごとに以下のようにr3job.confファイル内に登録します。UNICODE環境で利用する必要

がない接続先システムについては、定義する必要はありません。

CONV_UNICODE=接続先システム名1
CONV_UNICODE=接続先システム名2

記述形式の詳細は、“6.1 r3job.conf R/3 ジョブ連携 動作設定ファイル”を参照してください。

3.5.1.3 パスワードの英大文字・小文字を区別したい場合の設定

SAP R/3 WAS 7.00以降に接続する場合、SAP R/3 ジョブ連携のr3passwdコマンドで扱えるパスワードの最大長が40バイトまでになり

ます。また、パスワードの大文字・小文字の区別を行うことが可能になります。

パスワードの最大長を40バイトにするための設定は特に必要ありません。パスワードの大文字・小文字の区別を行うかどうかを設定しま

す。

[記述形式]

パスワードの大文字・小文字の区別を行いたい場合は、以下のようにr3job.confファイル内に登録します。複数行記述した場合、２つめ

以降は無視されます。

PASSWD_ULCASE=ON

記述形式の詳細は、““6.1 r3job.conf R/3 ジョブ連携 動作設定ファイル”を参照してください。

3.5.1.4 サーバグループを指定したい場合の設定

サーバグループとは、複数のサーバをグループ化するSAP R/3システムの機能です。R/3 システムジョブを実行するサーバとして、サー

バグループを指定することができます。

サーバグループの指定を有効にするためには、SAP R/3システムと連携するためのインタフェース XBP(eXternal Interface for. Background
Processing)のバージョンを1.0から2.0に変更する必要があります。使用するインタフェースをXBP 2.0に変更する設定をします。

[記述形式]

使用するインタフェースを変更するには、以下のようにr3job.confファイル内に登録します。複数行記述した場合、２つめ以降は無視さ

れます。

XBP_VERSION=2.0

記述形式の詳細は、“6.1 r3job.conf R/3 ジョブ連携 動作設定ファイル”を参照してください。

3.5.1.5 ジョブクラスを指定したい場合の設定

ジョブクラスとは、R/3 システムジョブの実行優先度です。R/3 システムジョブに、ジョブクラスを指定することができます。
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ジョブクラスの指定を有効にするためには、SAP R/3システムと連携するためのインタフェース XBP(eXternal Interface for. Background
Processing)のバージョンを1.0から2.0に変更する必要があります。使用するインタフェースをXBP 2.0に変更する設定をします。

設定は、“サーバグループを指定する場合の設定”と同じです。“3.5.1.4 サーバグループを指定したい場合の設定”を参照してくださ

い。

3.5.1.6 スプール情報をメール配信したい場合の設定

スプール情報とは、R/3システムジョブの実行結果を表す情報で、SAP R/3が提供するSAPGUIで参照できる情報です。R/3 システム

ジョブの終了時に、スプール情報をE-Mailでメール配信することができます。

メール配信の宛先指定を有効にするためには、SAP R/3 システムと連携するためのインタフェース XBP(eXternal Interface for. Background
Processing)のバージョンを1.0から2.0に変更する必要があります。使用するインタフェースをXBP 2.0 に変更する設定をします。

設定は、“サーバグループを指定する場合の設定”と同じです。“3.5.1.4 サーバグループを指定したい場合の設定”を参照してくださ

い。

3.5.2 R/3 ジョブ連携 動作設定ファイルのパス設定

R/3 ジョブ連携 動作設定ファイルのパスとして設定するのは、r3job.confファイルのパスです。環境変数名「R3JOB_CONF」にパスを設

定します。パスの設定は、r3job.confファイルを作成したSystemwalker Operation Manager サーバ上で行います。パスの設定方法は、

UNIX版とWindows版では異なります。

 
UNIX版の場合

パスは、以下のいずれかのユーザの環境変数を定義するファイル（.profile、.login）に設定してください。

・ システム管理者

・ セション開設用情報名と同じ名称のグループに所属するユーザ

以下の例では、r3job.confファイルが/export配下にある場合を想定しています。

例） sh またはksh を使用している場合、.profile に以下のパスを追加します。

R3JOB_CONF=/export/r3job.conf
export R3JOB_CONF

例) csh を使用している場合、.login に以下のパスを追加します。

setenv R3JOB_CONF /export/r3job.conf

 
Windows版の場合

パスは、Administrators グループに属するユーザを使用して、r3job.confファイルのパスをシステム環境変数に設定します。

パスをシステム環境変数に設定する手順の概要は以下のとおりです。詳細を知りたい方は、Windowsのオンラインヘルプを参照してく

ださい。

1. ［システムのプロパティ］ダイアログボックス－［環境変数］ダイアログボックスの表示

Windowsの［コントロールパネル］から［システム］を選択します。表示された［システムのプロパティ］ダイアログボックスの［詳細設

定］シートをクリックすると、［システムのプロパティ］ダイアログボックス－［詳細設定］シートが表示されます。［環境変数］ボタンを

クリックすると［環境変数］ダイアログボックスが表示されます。

2. パスをシステム環境変数に設定

［環境変数］ダイアログボックスで、［システム環境変数］内の［新規］ボタンを選択し、[新しいシステム変数]ダイアログボックスを

表示します。[新しいシステム変数]ダイアログボックスで、［変数名］に“R3JOB_CONF”、［変数値］にr3job.confファイルのフルパス

(ファイル名を含む)を入力して［OK］ボタンを選択すると、設定したシステム環境変数が［システム環境変数］一覧に追加されま

す。追加されたシステム環境変数が正しいことを確認して、［OK］ボタンを選択します。設定内容を反映するためには、Windows
を再起動する必要があります。

以上で、R/3 ジョブ連携 動作設定ファイルのパス設定は完了です。
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3.6 R/3 システムジョブの作成

R/3 ジョブ連携 動作設定の登録が完了したら、次にR/3 システムジョブを作成します。

R/3 システムジョブとは、SAP R/3 システムで実行されるジョブのことです。R/3 システムジョブは、エディタを使って、Systemwalker
Operation Manager サーバ上に作成します。ジョブファイルには、コメント、ABAP/4 ステップおよびEXTPGM ステップを記述します。

ABAP/4 ステップとは、SAP R/3 システムのコマンド群であるABAP/4 プログラムの実行を行うステップです。ジョブファイルにABAP/4
ステップを記述する時は、行の先頭に“AB:”を指定します。

EXTPGM ステップとは、SAP R/3 システム以外のコマンドを実行するステップです。ジョブファイルにEXTPGM ステップを記述する時

は、行の先頭に“EX:”を指定します。

以下にジョブファイルの記述例を示します。なお、#はコメントを表します。

# ジョブファイルの例：

#
# @$-l example -x extpgm-target
# ・ セション開設用情報名として example を指定します。

# ・ EXTPGMステップを実行するアプリケーションサーバ名と

# して extpgm-target を指定します。

AB: ABAP/4プログラム名 引数 # ステップ1
EX: EXTPGMプログラム名 引数1 引数2 # ステップ2

ABAP/4 ステップ、EXTPGM ステップの指定方法の詳細は、“r3exec”の説明を参照してください。

ここで作成したR/3 システムジョブは、このあと登録するR/3 スケジュールジョブのr3exec コマンドに指定します。

指定したR/3 システムジョブは、R/3 スケジュールジョブによって、SAP R/3 システムに投入されます。

3.7 ユーザ出口の作成

R/3 システムジョブの作成が完了したら、次にユーザ出口を作成します。

ユーザ出口とは、R/3 システムジョブの実行結果を判定するためのプログラムまたはシェルスクリプトのことです。ユーザ出口は、R/3 シ
ステムジョブを作成したSystemwalker Operation Manager サーバ上に、以下の手順で作成します。

1. 正常終了コードの上限値の検討

R/3 システムジョブの終了コードのうち、正常終了として扱うコードの上限値を検討します。例えば、R/3 システムジョブの正常終

了コードが4 以下の場合に正常終了とみなしたい場合は、正常終了コードの上限値は4とします。ここで決定した上限値は、3.8.2 R/3
スケジュールジョブの定義項目の1 つである［正常終了コード上限値］に設定します。

2. XMI ログの採取

R/3 システムジョブに指定したABAP/4 ステップおよびEXTPGM ステップをSAPGUI で直接実行し、XMI ログを採取します。次

に、SAP R/3 のドキュメントを参照して、採取したXMI ログの構造を把握します。

3. ユーザ出口の作成

XMI ログをもとにR/3 システムジョブの正常終了/異常終了を判定するプログラムまたはシェルスクリプトを作成します。判定に使用する

XMI ログは、標準入力から受け取ります。XMI ログの文字コードは、SJIS です。

この他、ユーザ出口では、以下の環境変数が参照できます。

R3_JOBNAME

R/3 システムジョブの名前が設定されます。

R3_JOBSTAT

R/3 システムジョブの終了コードが設定されます。

R3_LOGIN

SAP R/3 システムへの接続先定義名が設定されます。
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R/3 システムジョブが正常終了したとみなす場合は、1.で決定した［正常終了コード上限値］以下の値を、ユーザ出口の終了コー

ドとして設定します。異常終了とみなす場合は、［正常終了コード上限値］よりも大きい値を、ユーザ出口の終了コードとして設定

します。

4. R/3 スケジュールジョブへの指定

作成したユーザ出口を、このあと登録するR/3 スケジュールジョブのr3exec コマンドに指定します。ユーザ出口の終了コードが、

R/3 システムジョブの終了コードとなります。

ユーザ出口は、r3exec コマンドに指定するR/3 システムジョブのために作成したものを指定してください。指定はフルパスで行い

ます。フルパスで指定しない場合は、環境変数PATH にパスを設定しておく必要があります。

以下に、ユーザ出口の作成例を示します。

[UNIX版のユーザ出口例1]

#! /bin/sh

grep TEXT | grep 警告

if [ $? = 0 ]

then

    exit 0

fi

exit 1

[Windows版のユーザ出口例1]

FIND "TEXT" | FIND "警告"

IF %ERRORLEVEL%==0 EXIT

SETECODE 1

この例では、XMI ログの中の“TEXT”という見出しを検出し、その行に“警告”という文字列があるかを調べています。

“警告”という文字列が見つかった場合は、ユーザ出口の終了コードとして0 を設定して終了します。

[UNIX版のユーザ出口例2]

#! /bin/sh

if [ $R3_JOBSTAT -lt 2 ]

then

    echo $R3_JOBNAME"は、正常終了しました。"

    exit 0

fi

echo $R3_JOBNAME"は、異常終了しました。"

exit $R3_JOBSTAT

[Windows版のユーザ出口例2]

IF %R3_JOBSTAT% LSS 2 GOTO NORMALEND

ECHO %R3_JOBNAME%は、異常終了しました。

SETECODE %R3_JOBSTAT%

EXIT

:NORMALEND

ECHO %R3_JOBNAME%は、正常終了しました。

SETECODE 0

この例では、R/3 システムジョブの終了コードを調べています。終了コードが2 よりも小さい場合は、ユーザ出口の終了コードとして0 を
設定して終了します。

以上でユーザ出口の作成は完了です。次は、R/3 スケジュールジョブを登録します。

3.8 R/3 スケジュールジョブの登録

ユーザ出口の作成が完了したら、次にR/3 スケジュールジョブを登録します。R/3 スケジュールジョブは、R/3 システムジョブを、SAP R/3
システムに投入するためのジョブです。
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R/3 スケジュールジョブは、Systemwalker Operation Manager によってスケジュールされるジョブの1 つです。R/3 スケジュールジョブ

は、Systemwalker Operation Manager のジョブスケジューラ機能を使って、Systemwalker Operation Manager サーバ上に登録します。

ここでは、R/3 スケジュールジョブの登録の概要について、以下の順序で説明します。

・ 3.8.1 R/3 スケジュールジョブの登録手順

・ 3.8.2 R/3 スケジュールジョブの定義項目

R/3 スケジュールジョブの登録方法は、Systemwalker Operation Manager のジョブスケジューラ機能が提供するその他のジョブの登録

方法と同じです。登録方法の詳細や登録に使用するウィンドウについては、“Systemwalker Operation Manager 使用手引書”およ

び“Systemwalker Operation Manager オンラインヘルプ”を参照してください。

 

 注意

R/3 スケジュールジョブの登録先プロジェクト

R/3 スケジュールジョブからR/3 システムジョブが投入されるとき、SAP R/3 システムとの通信セションが開設されます。この通信セション

の開設は、R/3 スケジュールジョブの登録先プロジェクトの所有者によって、自動的に行われます。このため、R/3 スケジュールジョブ

の登録先プロジェクトには、以下のいずれかのユーザが所有者となっているプロジェクトを選択してください。それ以外のプロジェクトに

R/3 スケジュールジョブを登録すると、SAP R/3 システムとの通信セション開設に失敗し、R/3 システムジョブを投入することができませ

ん。

・ システム管理者

・ 登録するR/3 スケジュールジョブに指定するセション開設用情報名と同じ名称のグループに所属するユーザ

3.8.1 R/3 スケジュールジョブの登録手順

R/3 スケジュールジョブは、Systemwalker Operation Manager のジョブネットの中のジョブの1 つとして登録します。ジョブネットとは、起

動順序を指定したジョブ群のことです。

R/3 スケジュールジョブの登録手順の概要を以下に示します。

1. ［接続先ホストの指定］ウィンドウの表示

操作方法

Windows の［スタート］メニューから、［プログラム］、［Systemwalker Operation Manager］の順にたどり、表示されたサブメニューから

［Systemwalker Operation Manager］を選択します。

操作結果

［接続先ホストの指定］ウィンドウが表示されます。

2. 登録先のSystemwalker Operation Manager サーバにログオン

使用するウィンドウ

［接続先ホストの指定］ウィンドウ

操作方法

接続先のホストとログオンユーザを指定して［OK］ボタンを選択します。

操作結果

［Systemwalker Operation Manager］ウィンドウが表示されます。

備考

ログオンユーザとして指定できるのは、“システム管理者”または“登録するR/3 スケジュールジョブに指定するセション開設用情

報名と同じ名称のグループに所属するユーザ”です。

3. ［ジョブネットの新規作成］ウィンドウの表示

使用するウィンドウ

［Systemwalker Operation Manager］ウィンドウ
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操作方法

業務選択域で、［ジョブスケジューラ］配下のプロジェクトを選択します。その後、［ファイル］メニューから、［新規作成］、［ジョブ

ネット］の順に選択します。UNIX版の場合は、その後表示されるサブメニューから［ジョブ実行制御］を選択します。

操作結果

［ジョブネットの新規作成］ウィンドウが表示されます。

4. ジョブネットへのR/3 スケジュールジョブの登録

使用するウィンドウ

［ジョブネットの新規作成］ウィンドウ

操作方法

アイコン選択域のR/3 スケジュールジョブのアイコンをマウスで左クリックします。その後、ジョブフロー表示域内にカーソルを移

動し、左クリックします。

操作結果

ジョブフロー表示域の左クリックした位置にR/3 スケジュールジョブのアイコンが配置され、［登録－ジョブ］ウィンドウが表示され

ます。

 

 注意

R/3 スケジュールジョブには、必ずR/3 スケジュールジョブ用のアイコンを使用してください。R/3 スケジュールジョブ用以外のア

イコンを使用したR/3 スケジュールジョブをSystemwalker Operation Managerから強制終了した場合、R/3 スケジュールジョブの

みが終了し、R/3システムジョブは終了しません。

以下の記載も併せて参照してください。

“4.2 R/3 スケジュールジョブの操作”の“強制終了できない場合について”

5. R/3 スケジュールジョブの定義項目の設定

使用するウィンドウ

［登録－ジョブ］ウィンドウ

操作方法

“3.8.2 R/3 スケジュールジョブの定義項目”を設定し、［OK］ボタンを選択します。

操作結果

［ジョブネットの新規作成］ウィンドウに戻ります。

備考

ジョブネットに登録するジョブの個数分、4.および5.の操作を繰り返します。R/3 スケジュールジョブ以外のジョブを登録することも

できます。R/3 スケジュールジョブ以外のジョブを登録することで、R/3 スケジュールジョブとそれ以外のジョブの連携が可能にな

ります。

6. ジョブの実行順序の設定

使用するウィンドウ

［ジョブネットの新規作成］ウィンドウ

操作方法

アイコン選択域の接続用のアイコンをマウスで左クリックします。その後、ジョブフロー表示域で、先行ジョブのアイコンをマウスで

左クリックし、そのまま後続ジョブのアイコンまでドラッグします。

操作結果

先行ジョブのアイコンから後続ジョブのアイコンに向かって矢印がひかれます。

7. プロジェクトへの保存

使用するウィンドウ

- 23 -



［ジョブネットの新規作成］ウィンドウ

操作方法

［ファイル］メニューから［名前を付けて保存］を選択します。［名前を付けて保存］ウィンドウが表示されるので、“ジョブネット名”を

指定して［保存］ボタンをクリックします。

操作結果

ジョブネットがプロジェクトに保存され、［Systemwalker Operation Manager］ウィンドウに戻ります。

ここで登録したR/3 スケジュールジョブの情報は、Systemwalker Operation Manager のジョブスケジューラのスケジュール情報として登

録されます。スケジュール情報は、バックアップ・リストアコマンドでバックアップ・リストアしたり、ポリシー情報の[スケジュール・起動日雛

形]として抽出・配付することができます。バックアップ・リストアおよび、ポリシー抽出・配付については、“Systemwalker Operation Manager
導入手引書”を参照してください。

3.8.2 R/3 スケジュールジョブの定義項目

R/3 スケジュールジョブの定義項目は、［登録－ジョブ］ウィンドウで登録します。定義項目は、Systemwalker Operation Manager のジョ

ブスケジューラ機能が提供する実行属性が［ジョブ実行制御］の場合のジョブの定義項目と同じです。詳細は、“Systemwalker Operation
Manager使用手引書”および“Systemwalker Operation Manager オンラインヘルプ”を参照してください。

 
[登録－ジョブ]ウィンドウで登録するときに注意が必要な項目

［登録－ジョブ］ウィンドウで登録する定義項目のうち、R/3 スケジュールジョブを登録するときに注意が必要な項目について、以下に

示します。

 
[コマンド名]

5.2.2 r3exec コマンドを指定します。r3exec コマンドは、SAP R/3 システムにジョブを投入するコマンドです。バッチファイル、JCL、r3exec
以外のコマンドは、指定しないでください。例えば、以下のように指定します。

UNIX版の場合

r3exec -l example -e EXIT jobfile

Windows版の場合

r3exec.exe -l example -e EXIT jobfile

“-l”オプションには、セション開設用情報名を指定します。セション開設用情報には、Systemwalker Operation Manager がSAP R/3 シ
ステムとの通信セションを開設するときに使用する接続先システム定義名やユーザ名などが登録されています。Systemwalker Operation
Manager は、セション開設用情報に登録された情報にしたがって、SAP R/3 システムとの通信セションを開設し、R/3 システムジョブを

投入します。上記の例では、“jobfile”が投入されます。

“-e”オプションには、ユーザ出口を指定します。ユーザ出口の終了コードが［正常終了コード上限値］で指定した値以下の場合、

Systemwalker Operation Manager は、R/3 システムジョブが正常終了したと見なします。［正常終了コード上限値］で指定した値よりも

大きい場合は、R/3 システムジョブが異常終了したと見なします。

 
[ジョブをネットワークジョブとして投入する]

[ジョブをネットワークジョブとして投入する]チェックボックスにチェックしないようにしてください。

SAP R/3 ジョブ連携とSAP R/3は異なるマシンに導入可能です。SAP R/3 ジョブ連携とSAP R/3が異なるマシンに存在する場合は、

[ジョブをネットワークジョブとして投入する]チェックボックスをチェックしなくても、ネットワークジョブのようにスケジュールサーバとは異

なるマシンでジョブを実行することができます。

[ジョブをネットワークジョブとして投入する]チェックボックスにチェックをすると、以下のような問題があります。

・ [ジョブをネットワークジョブとして投入する]チェックボックスをチェックしない場合、スケジュールサーバからSAP R/3 ジョブ連携を

経由してSAP R/3にジョブが投入されます。チェックした場合、スケジュールサーバから実行サーバを経由した後、SAP R/3 ジョブ

連携を経由するため、処理時間および資源を余分に使用することになります。
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・ ネットワークジョブとして投入したR/3 スケジュールジョブをSystemwalker Operation Managerから強制終了した場合、R/3 スケジュー

ルジョブのみが終了し、R/3システムジョブは終了しません。

以下の記載も併せて参照してください。

“4.2 R/3 スケジュールジョブの操作”の“強制終了できない場合について”

同様の理由で、［ジョブネットのプロパティ］ウィンドウ－[基本情報]シートの［ジョブネット内のジョブをネットワークジョブとして投入する］

チェックボックスをチェックしないでください。

 
[キュー名]

R/3 スケジュールジョブでは、分散実行キュー(分散実行機能)および、負荷分散キュー(旧互換負荷分散機能)を指定しないでくださ

い。分散実行キューまたは負荷分散キューに投入したR/3 スケジュールジョブをSystemwalker Operation Managerから強制終了した場

合、R/3 スケジュールジョブのみが終了し、R/3システムジョブは終了しません。

以下の記載も併せて参照してください。

“4.2 R/3 スケジュールジョブの操作”の“強制終了できない場合について”

アプリケーションサーバの負荷を分散したい場合は、ログオングループを指定して接続する構成を推奨します。詳細は、“2.1 システム

構成”を参照してください。

 
[実行予測時間]

R/3 スケジュールジョブの起動から終了までにかかる時間を指定します。この時間のことを実行予測時間といいます。

“実行予測時間”で指定した時刻を過ぎてもR/3 スケジュールジョブが実行されている場合は、SYSLOG に警告メッセージが出力され

ます。

実行予測時間については、［ジョブスケジューラ起動パラメタの定義］ウィンドウ－［イベント出力］シートで、［ジョブの実行予測時間を

過ぎても終了しない場合に通知を行う］が有効になっているか確認してください。

［ジョブスケジューラ起動パラメタの定義］ウィンドウ－［イベント出力］シートは、［Systemwalker Operation Manager 環境設定］ウィンドウ

で、［起動パラメタ］ボタンをクリックすると表示される［ジョブスケジューラ起動パラメタ

の定義］ウィンドウの［イベント出力］シートを選択して呼び出します。

 

 参考

［ジョブスケジューラ起動パラメタの定義］ウィンドウ－［イベント出力］シートで、［ジョブネットの起動予定時刻を過ぎても実行されない

場合に通知を行う］を有効にすると、起動予定時刻を過ぎても実行されないジョブネットがある場合にも、SYSLOG に警告メッセージを

出力することができます。
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第4章 R/3 スケジュールジョブを監視・操作する

ここでは、R/3 スケジュールジョブの監視・操作の概要について説明しています。

 

 注意

R/3 システムジョブの操作・監視について

R/3 システムジョブの実行状態や実行結果は、投入元のR/3 スケジュールジョブの実行状態や実行結果に反映されます。したがって、

R/3 システムジョブの実行状態や実行結果を監視するには、R/3 スケジュールジョブを監視します。R/3 システムジョブに対する、一時

停止や強制終了などの操作も、R/3 システムジョブではなく、R/3 スケジュールジョブに対して行います。

4.1 R/3 スケジュールジョブの監視

R/3 スケジュールジョブは、以下の3 種類の方法によって監視します。

・ 4.1.1 実行状態の監視

実行状態の監視とは、R/3 スケジュールジョブの実行状態を監視することです。R/3 スケジュールジョブの実行状態を監視すること

で、R/3 システムジョブの実行状態を間接的に監視できます。

・ 4.1.2 ジョブネットの起動時刻とジョブの実行時間の監視

ジョブネットの起動時刻とジョブの実行時間の監視とは、以下の内容について監視することです。

－ R/3 スケジュールジョブを登録したジョブネットが予定した時刻に起動しているか

－ R/3 スケジュールジョブが予想した実行時間内で終了しているか

・ 4.1.3 実行結果の確認

実行結果の確認とは、R/3 スケジュールジョブの実行結果を確認することです。R/3 スケジュールジョブの実行結果には、R/3 シス

テムジョブの実行結果が表示されます。

R/3 スケジュールジョブの監視方法は、Systemwalker Operation Manager の他のジョブの監視方法と同じです。詳しくは、 “Systemwalker
Operation Manager 使用手引書”のスケジュールジョブの監視に関する説明を参照してください。

 

 注意

Systemwalker Operation Manager サーバがシステムダウンした場合について

Systemwalker Operation Manager サーバがダウンした場合でも、SAP R/3 システムに投入済のR/3 システムジョブは実行されます。た

だし、R/3 システムジョブの投入元であるR/3 スケジュールジョブに後続するジョブがある場合、そのジョブはR/3 システムジョブが終了

しても起動されません。

この場合、SAPGUI を使ってR/3 システムジョブの終了と実行結果を直接確認し、必要に応じて、後続のR/3 スケジュールジョブを手

動で実行してください。SAPGUI の使い方については、SAP R/3 のドキュメントを参照してください。

4.1.1 実行状態の監視

R/3 システムジョブの実行状態は、R/3 スケジュールジョブの実行状態を通して監視します。R/3 スケジュールジョブの状態は、［ジョブ

ネットの監視］ウィンドウを使って監視します。
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ジョブの状態によって、［ジョブネットの監視］ウィンドウ上のアイコンの色が変化します。アイコンの色は、正常終了が青、疑似正常が水

色、異常終了が赤、強制終了が黄、警告状態が茶色、実行中/終了遅延が緑、実行待ち/開始遅延がピンク、実行遅延が紫、停止中

がオレンジ、無効状態が灰色で表示されます。

 

 参考

R/3 スケジュールジョブのアイコンをダブルクリックすると、［監視－ジョブ］ウィンドウが起動します。［監視－ジョブ］ウィンドウでは、R/3
スケジュールジョブの実行結果が確認できます。

 

 注意

R/3 スケジュールジョブの終了コードと実行状態の表示について

以下に該当する場合は、3.8.2 R/3 スケジュールジョブの定義項目で指定した［正常終了コード上限値］を確認してください。

・ ［監視－ジョブ］ウィンドウではジョブの正常終了時に出力される終了コードが表示されたが、［ジョブネットの監視］ウィンドウのアイ

コンの色は異常終了を示している。

・ ［監視－ジョブ］ウィンドウではジョブの異常終了時に出力される終了コードが表示されたが、［ジョブネットの監視］ウィンドウのアイ

コンの色は正常終了を示している。

4.1.2 ジョブネットの起動時刻とジョブの実行時間の監視

SYSLOG に出力される警告メッセージを監視することによって、以下のことができます。

・ ジョブネットの起動時刻の監視

予定した時刻に起動していないジョブネットが存在するかどうかを監視できます。
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・ ジョブの実行時間の監視

予想した実行時間内で終了していないR/3 スケジュールジョブが存在するかどうかを監視できます。実行時間とは、ジョブの起動

から終了までにかかる時間のことです。

以下に、SYSLOG に出力される警告メッセージの例を示します。なお、2 つめの警告メッセージ例は、UNIX版とWindows版では違い

ます。

例）ジョブネットが予定した時刻に起動していない場合

プロジェクト サンプルジョブネットは起動予定時刻を過ぎても起動されませんでした。

例）R/3 スケジュールジョブが、予想した実行時間内で終了していない場合

・ UNIX版の場合

It dosen't end even if job name (sample) lapses by end plan time (120) seconds. (Project Name=r3prj,
Job Net=r3jobnet)

・ Windows版の場合

ジョブ sample は2 分が経過しても終了しません。(Project Name=r3prj, Job Net=r3jobnet)

4.1.3 実行結果の確認

R/3 システムジョブの実行結果は、R/3 スケジュールジョブの実行結果を通して確認します。R/3 スケジュールジョブの実行結果は、［監視

－ジョブ］ウィンドウ－［前回履歴］シートを使って確認します。
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表示される情報は、前回実行時の開始日時、終了日時、終了コード、および前回実行時にR/3 スケジュールジョブが出力したXMI ロ
グの内容です。XMI ログに関しては、SAP R/3 のドキュメントを参照してください。

4.2 R/3 スケジュールジョブの操作

R/3 システムジョブは、R/3 スケジュールジョブを通して操作します。R/3 スケジュールジョブの操作は、［ジョブネットの監視］ウィンドウ

を使って行います。
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R/3 スケジュールジョブに対して実行できる操作は、強制終了、再起動、停止、停止解除、無効および無効解除です。

R/3 スケジュールジョブの操作方法は、Systemwalker Operation Manager の他のジョブの操作方法と同じです。詳しくは、“Systemwalker
Operation Manager 使用手引書”および“Systemwalker Operation Manager オンラインヘルプ”のスケジュールジョブの操作に関する説

明を参照してください。

 

 注意

強制終了できない場合について

R/3 スケジュールジョブを強制終了できない場合、以下の原因が考えられます。

・ R/3 スケジュールジョブのアイコンに対して強制終了操作を行った場合

－ 操作対象のR/3 スケジュールジョブの［登録－ジョブ］ウィンドウで、コマンド名にr3exec コマンドを指定していない。例えば、

シェルスクリプトからr3execコマンドを起動している場合

－ 操作対象のR/3 スケジュールジョブが、ネットワークジョブとして実行されている

・ R/3 スケジュールジョブ以外のアイコンに対して強制終了操作を行った場合

操作対象のスケジュールジョブでr3exec コマンドを指定している

R/3 スケジュールジョブ用のアイコンを使用してスケジュールジョブを登録する場合は、必ず［登録－ジョブ］ウィンドウで、コマンド名に

r3exec コマンドを指定してください。また、R/3 スケジュールジョブ用以外のアイコンを使用して登録する場合は、r3exec コマンドを発行

しないようにしてください。

4.3 R/3 システムジョブの直接監視・操作

R/3 システムジョブの実行状態は、通常、投入元のR/3 スケジュールジョブの実行状態を通して監視しますが、直接監視することもでき

ます。この他、XMI ログの出力レベルの変更などのR/3 システムジョブに対する操作も行うことができます。

本節では、R/3 システムジョブの直接監視、操作について説明します。
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4.3.1 R/3 システムジョブの実行状態の監視

R/3 システムジョブの実行状態を直接監視するには、r3stat コマンドを使用します。r3stat コマンドは、Systemwalker Operation Manager
サーバのコマンドラインから入力します。r3stat コマンドの使用例を以下に示します。

$ r3stat example

“example”は、システム導入時に設定したセション開設用情報名です。この例では、r3stat コマンドは、“example”に設定されたSAP R/3
システムに接続し、そこで実行されているR/3 システムジョブの状態を表示します。

表示されるR/3 システムジョブの実行状態は、以下のとおりです。

active

SAP R/3 システム上で実行中です。投入元のR/3 スケジュールジョブの状態表示は、“実行中”になります。

ready

SAP R/3 システム上で実行待ちです。投入元のR/3 スケジュールジョブの状態表示は、“実行中”になります。

released

SAP R/3 システム上で実行待ちです。ready よりも実行優先度が低い状態です。投入元のR/3 スケジュールジョブの状態表示

は、“実行中”になります。

scheduled

SAP R/3 システム上で実行待ちです。released よりも実行優先度が低い状態です。投入元のR/3 スケジュールジョブの状態表示

は、“実行中”になります。

terminated

SAP R/3 システム上で異常終了しました。投入元のR/3 スケジュールジョブの状態表示は、“異常終了”になります。また、Systemwalker
Operation Manager でR/3 スケジュールジョブを強制終了した場合も“terminated”になります。この場合、投入元のR/3 スケジュール

ジョブの状態表示は、“強制終了”になります。

finished

SAP R/3 システム上で正常終了しました。投入元のR/3 スケジュールジョブの状態表示は、“正常終了”になります。

 

 参考

R/3 システムジョブの実行結果を確認するには、XMI ログを参照します。R/3 システムジョブが出力したXMIログは、［監視－ジョブ］ウィンドウ

－［前回履歴］シートで参照できます。

4.3.2 R/3 システムジョブの稼働実績の出力

R/3 システムジョブの稼働実績をCSV 形式で出力することができます。稼働実績をCSV 形式で出力するには、r3statコマンドの“-v”オ
プションを使用します。出力されたCSV ファイルを表計算ソフトに読み込んでグラフ化すれば、ジョブの稼働実績が一目で分かります。

システムの負荷分散などを検討する時に便利です。

出力される項目は、終了コード、開始日付、開始時刻、終了日付、終了時刻、およびR/3 システムジョブの名前です。

稼働実績をCSV 形式で出力する時のコマンドの使用例およびコマンドに指定するオプションと値を以下に示します。

 
コマンドの使用例

$ r3stat -v -f file01 example

 
コマンドに指定するオプションと値

・ “-f”オプション

“-f”オプションには、R/3 システムジョブの管理ファイルを指定します。R/3 システムジョブの管理ファイルとは、r3job ファイルまたは

このファイルを改名したファイルのことです。このファイルには、R/3 システムジョブのジョブ名とジョブ番号が管理されています。
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・ 指定した“example”

“example”は、システム導入時に登録したセション開設用情報名を指定します。

上記の例では、r3stat コマンドは、セション開設用情報“example”にしたがってSAP R/3 システムに接続し、R/3 システムジョブの管理

ファイル“file01”で管理されているR/3 システムジョブについて情報を収集します。収集した情報は、CSV 形式で出力します。

 

 注意

R/3 システムジョブの管理ファイルについての注意

R/3 システムジョブの管理ファイルは、一定期間ごとに名前を変更するか、削除してください。名前の変更や削除を行わない場合、R/3
システムジョブの管理ファイルにより、ディスクの空き容量が不足し、システムが正常に動作しなくなることがあります。

なお、R/3 システムジョブの管理ファイルは、r3exec コマンド実行時に自動的に作成されるので、改名や削除したあとに作成する必要

はありません。

R/3 システムジョブの管理ファイルは、以下に格納されています。

・ UNIX版の場合

/var/spool/mjes/r3/r3job

・ Windows版の場合

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3job

 

 参考

SAP R/3 システム上で同時に実行できるR/3 システムジョブの数は、バックグラウンド用に割り当てられたSAP R/3 システムのWP(ワー

クプロセス)の数に依存します。このWP 数は、時間指定などによって動的に変化させられます。夜間はバックグラウンドのWP 数を多く

して、同時に実行できるR/3 システムジョブの数を増やすとよいでしょう。WP の詳細は、SAP R/3 のドキュメントを参照してください。

4.3.3 R/3 システムジョブの操作

r3mgr コマンドを使うと、R/3 システムジョブを直接操作することができます。R/3 システムジョブに対して可能な操作は、以下のとおりで

す。

・ XMI 出力レベルの変更

R/3 システムジョブが出力するXMI ログの情報量を変更します。

・ ステップ情報の変更

投入済のR/3 システムジョブのABAP/4 ステップを変更します。

・ 保留中のR/3 システムジョブの実行

保留中のR/3 システムジョブを実行します。保留中のR/3 システムジョブとは、r3exec コマンドの“-n”オプションを使って投入した

ジョブのことです。

“XMI 出力レベルの変更”以外の操作は、会話モードで行います。会話モードとは、コマンドの実行に必要な情報を対話形式で入力

するモードのことで、r3mgr コマンドによって起動されます。

“-s”オプションを指定したときの会話モードの表示例および表示されるプロンプトを以下に示します。

 
会話モードの表示例

# r3mgr -s DEST

Please input Job information input.

  JOBNAME                           : ABCDEFG

  JOBCOUNT                          : 1234567

  TARGET_HOST                       :        

  TARGET_GROUP                      : JOBGRP00

Call? [y]/n            : y
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Calling...

Again? y/n             : n

 
表示されるプロンプト

・ “JOBNAME”および“JOBCOUNT”

操作対象のR/3 システムジョブの入力を促すプロンプトです。

・ “TARGET_HOST”および“TARGET_GROUP”

アプリケーションサーバ(TARGET_HOST)または、サーバグループ(TARGET_GROUP)の入力を促すプロンプトです。

両方とも入力を省略するか(改行のみを入力する)、いずれか一つを入力することができます。アプリケーションサーバを入力した場

合は、サーバグループのプロンプトは表示されません。サーバグループを入力したい場合は、アプリケーションサーバのプロンプ

トで改行のみを入力すると、サーバグループを入力することができます。

・ “Call? [y]/n”

先の入力にしたがって、操作を有効にしてよいかを問い合わせるプロンプトです。“y”を指定すると操作を有効にします。この例で

は、“JOBNAME”、 “JOBCOUNT”およびサーバグループで指定した、保留中のR/3 システムジョブを実行します。“n”を指定する

と操作を無効にします。

・ “Again? y/n”

別の操作を行うかを問い合わせるプロンプトです。“y”を指定すると、再度入力を促すプロンプトが表示されます。“n”を指定する

と、会話モードが終了します。
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第5章 コマンドリファレンス

本章では、SAP R/3 ジョブ連携が提供するコマンドについて説明しています。

 

 注意

コマンドについての注意

各コマンドのオプションは、小文字で記述してください。

R/3 システムジョブ操作コマンドをコマンドラインで使用する場合には、漢字コードをSJIS に設定して操作してください。

5.1 セション開設用情報定義コマンド

セション開設用情報定義コマンドは、Systemwalker Operation Manager がSAP R/3 システムとの通信セションを開設するときに使用す

る情報を、登録・変更・削除するコマンドです。セション開設用情報定義コマンドには以下のものがあります。

・ 5.1.1 r3usradd

セション開設用情報の登録

・ 5.1.2 r3usrmod

セション開設用情報の変更

・ 5.1.3 r3usrdel

セション開設用情報の削除

・ 5.1.4 r3passwd

セション開設用パスワードの変更

Systemwalker Operation Manager は、登録されたセション開設用情報を使ってSAP R/3 システムとの通信セションを開設し、R/3 シス

テムジョブを投入します。

5.1.1 r3usradd
 

名前

r3usradd - セション開設用情報の登録

 
形式

r3usradd -d destination -c client-number -u user
-l language ［ -a annotate ］ login

 
利用方法

セション開設用情報の登録は、SAP R/3 ジョブ連携を導入したSystemwalker Operation Manager サーバ上で行います。r3usradd コマ

ンドは、システム管理者のみ使用できます。

 
機能説明

r3usradd コマンドは、SAP R/3 ジョブ連携がSAP R/3 システムとの通信セションを開設するときに使用するセション開設用情報を登録し

ます。

r3usradd コマンドで登録したセション開設用情報はr3passwd ファイルに格納されます。このr3passwd ファイルは、1 行当たり1024バイ

トの制限があり、この制限を超えた部分は無視されます。
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以下に、r3usradd コマンドのオプションおよび引数について説明します。各オプションで文字列を指定する場合、特に説明がない限

り、コロン(:)以外の印刷可能な文字列を指定します。また、数値を指定する場合、特に説明がない限り、0～2147483647 までの範囲の

数値を指定します。

印刷可能な文字列とは、英数字などの文字列のことです。

 
-d destination

saprfc.ini ファイルのDEST 制御文に登録されている接続先システム定義名を指定します。

 
-c client-number

SAP R/3 システムに接続する時に使用するクライアント番号を指定します。クライアント番号とは、SAP R/3 システムに登録したユーザ

の付加情報で、SAP R/3 システムにユーザを登録したときに同時に定義した情報です。

 
-u user

SAP R/3 システムに接続する時に使用するユーザ名を指定します。

 
-l language

SAP R/3 システムに接続した時に出力されるログ言語を指定します。指定可能な言語は、SAP R/3 システムのログ出力で指定できる

言語です。代表的な言語に、日本語、英語、ドイツ語があります。日本語の場合はJ またはJA、英語の場合はE またはEN、ドイツ語の場合は

D またはDE を指定します。

 
-a annotate

注釈を指定します。

 
login

セション開設用情報名を指定します。r3usradd コマンドで指定した情報はセション開設用情報といい、ここで指定したセション開設用

情報名で管理されます。

 
コマンド格納場所

Windows/Windows for Itanium Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ

\MpWalker.JM\bin

Solaris/ Linux/Linux for Itanium /usr/bin

 
ファイル

データが格納されているファイルを以下に示します。

UNIX版の場合

/etc/mjes/r3/r3passwd

セション開設用情報ファイル

Windows版の場合

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3passwd

セション開設用情報ファイル

 
関連項目

SAP R/3 ジョブ連携のr3usrmod、r3usrdel、r3passwd

5.1.2 r3usrmod
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名前

r3usrmod - セション開設用情報の変更

 
形式

r3usrmod -d destination | -c client-number | -u user |
-l language | -a annotate login

 
利用方法

セション開設用情報は、Systemwalker Operation Manager サーバに登録されています。変更作業は、SAP R/3 ジョブ連携を導入した

Systemwalker Operation Manager サーバ上で行います。r3usrmod コマンドは、システム管理者のみ使用できます。

 
機能説明

r3usrmod コマンドは、Systemwalker Operation Manager がSAP R/3 システムとの通信セションを開設するときに使用するセション開設

用情報を変更します。

r3usrmod コマンドで編集するセション開設用情報はr3passwd ファイルに格納されています。このr3passwd ファイルは、1 行当たり1024
バイトの制限があり、この制限を超えた部分は無視されます。

以下に、r3usrmod コマンドのオプションおよび引数について説明をします。各オプションで文字列を指定する場合、特に説明がない

限り、コロン(:)以外の印刷可能な文字列を指定します。また、数値を指定する場合、特に説明がない限り、0～2147483647 までの範囲

の数値を指定します。

印刷可能な文字列とは、英数字などの文字列のことです。

 
-d destination

saprfc.ini ファイルのDEST 制御文に登録されている接続先システム定義名を指定します。

 
-c client-number

SAP R/3 システムに接続する時に使用するクライアント番号を指定します。クライアント番号とは、SAP R/3 システムに登録したユーザ

の付加情報で、SAP R/3 システムにユーザを登録したときに同時に定義した情報です。

 
-u user

SAP R/3 システムに接続する時に使用するユーザ名を指定します。

 
-l language

SAP R/3 システムに接続した時に出力されるログ言語を指定します。指定可能な言語は、SAP R/3 システムのログ出力で指定できる

言語です。代表的な言語に、日本語、英語、ドイツ語があります。日本語の場合はJ またはJA、英語の場合はE またはEN、ドイツ語の場合は

D またはDE を指定します。

 
-a annotate

注釈を指定します。

 
login

変更対象のセション開設用情報名を指定します。

 
コマンド格納場所

Windows/Windows for Itanium Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ

\MpWalker.JM\bin

Solaris/ Linux/Linux for Itanium /usr/bin
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ファイル

データが格納されているファイルを以下に示します。

UNIX版の場合

/etc/mjes/r3/r3passwd

セション開設用情報ファイル

Windows版の場合

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3passwd

セション開設用情報ファイル

 
関連項目

SAP R/3 ジョブ連携のr3usradd、r3usrdel、r3passwd

5.1.3 r3usrdel
 

名前

r3usrdel - セション開設用情報の削除

 
形式

r3usrdel login....

 
利用方法

セション開設用情報は、Systemwalker Operation Manager サーバに登録されています。作業は、SAP R/3 ジョブ連携を導入した

Systemwalker Operation Manager サーバ上で行います。r3usrdel コマンドは、システム管理者のみ使用できます。

 
機能説明

r3usrdel コマンドは、Systemwalker Operation Manager がSAP R/3 システムとの通信セションを開設するときに使用するセション開設用

情報を削除します。login には、削除したいセション開設用情報名を指定します。複数のセション開設用情報を同時に削除することが

できます。この場合、各セション開設用情報名を、半角の空白で区切って指定します。

 
コマンド格納場所

Windows/Windows for Itanium Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ

\MpWalker.JM\bin

Solaris/ Linux/Linux for Itanium /usr/bin

 
ファイル

データが格納されているファイルを以下に示します。

UNIX版の場合

/etc/mjes/r3/r3passwd

セション開設用情報ファイル

Windows版の場合

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3passwd

セション開設用情報ファイル
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関連項目

SAP R/3 ジョブ連携のr3usradd、r3usrmod、r3passwd

5.1.4 r3passwd
 

名前

r3passwd - セション開設用パスワードの変更

 
形式

r3passwd login

 
利用方法

セション開設用情報は、Systemwalker Operation Manager サーバに登録されています。作業は、SAP R/3 ジョブ連携を導入した

Systemwalker Operation Manager サーバ上で行います。r3passwd コマンドは、システム管理者のみ使用できます。

 
機能説明

r3passwd コマンドは、SAP R/3 システムへ接続する時のパスワードを変更します。パスワードを変更する場合、r3passwd コマンドは、新

しいパスワードを入力するよう2 回プロンプトします。

以下に、r3passwd コマンドの引数について説明します。

 
login

変更するパスワードが登録されているセション開設用情報名を指定します。本コマンド実行後に、パスワードの入力を促すプロンプトが

表示されるので、新しいパスワードを入力します。また、確認のためのプロンプトが表示されるので、同じパスワードを再度入力してくだ

さい。パスワードは、WAS 7.00以降は、40バイトまで指定できます。ただし、指定できるパスワードの長さは、接続先のSAP R/3システ

ムのベーシスリリースに依存しますので、接続先 SAP R/3システムの規定範囲内の長さでパスワードを指定してください。例えば、WAS 7.00
より前のベーシスリリースでは、パスワードの長さは8バイト以下に制限されています。詳細は、SAP R/3のドキュメントを参照してくださ

い。

 
コマンド格納場所

Windows/Windows for Itanium Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ

\MpWalker.JM\bin

Solaris/ Linux/Linux for Itanium /usr/bin

 
ファイル

データが格納されているファイルを以下に示します。

UNIX版の場合

/etc/mjes/r3/r3passwd

セション開設用情報ファイル

Windows版の場合

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3passwd

セション開設用情報ファイル

 
関連項目

SAP R/3 ジョブ連携のr3usradd、r3usrmod、r3usrdel
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5.2 R/3 システムジョブ操作コマンド

R/3 システムジョブ操作コマンドは、R/3 システムジョブの実行状態を表示したり、SAP R/3 システムにR/3 システムジョブを投入するコ

マンドです。

本節では、R/3 システムジョブ操作コマンドについて説明します。5.2.1 r3stat

5.2.1 r3stat
 

名前

r3stat - SAP R/3 システムへ投入したR/3 システムジョブの状態表示

 
形式

r3stat ［ -c | -d | -v ］ ［ -f r3job ］ ［ -o logfile ］ ［ -t ］ login

 
利用方法

r3stat コマンドは、Systemwalker Operation Manager サーバのコマンドプロンプトから実行します。r3stat コマンドは、システム管理者か、

指定されたセション開設用情報“login”と同じ名称のグループに所属するユーザが使用できます。

 
機能説明

r3stat コマンドは、SAP R/3 システムへ投入したR/3 システムジョブの状態を表示するコマンドです。r3stat コマンドは、指定されたセショ

ン開設用情報“login”の権限でSAP R/3 システムに接続し、R/3 システムジョブの情報を表示します。表示対象のジョブは、“-f”オプ

ションで指定する、R/3 システムジョブの管理ファイルで管理されているジョブです。表示する情報は、R/3 システムジョブ、R/3 システ

ムジョブの番号、R/3 システムジョブの名前です。

以下に、r3stat コマンドのオプションおよび引数について説明します。

 
-c

SAP R/3 システムのメモリ上のR/3 システムジョブの状態と、SAP R/3 システムのデータベースで管理されているR/3 システムジョブの

状態を表示します。同時に、メモリ上のR/3 システムジョブの状態を、SAP R/3 システムのデータベースに反映します。

 
-d

R/3 システムジョブのヘッダ情報、R/3 システムジョブのステップ情報を表示します。

 
-v

CSV 形式でR/3 システムジョブの稼働実績を表示します。表示する項目は、終了コード、開始日付、開始時刻、終了日付、終了時刻、

R/3 システムジョブの名前です。各項目は、カンマ（,）で区切られます。

 
-f r3job

情報表示するときに参照するR/3 システムジョブの管理ファイルを指定します。“-f”オプションが指定されていない場合は、r3job ファイ

ルが参照されます。

 
login

Systemwalker Operation Manager がSAP R/3 システムとの通信セションを開設するときに使用するセション開設用情報名を指定しま

す。r3stat コマンドを実行するユーザは、システム管理者かセション開設用情報名と同じ名称のグループに所属している必要がありま

す。

 
障害調査

以下に、r3stat コマンドの障害調査用オプションおよび引数について説明します。通常は、以下のオプションを使用することはありませ

ん。富士通SE からの依頼があった時のみ使用してください。
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-o logfile

SAP R/3 システムとのインタフェースであるRFC ファンクションの呼び出しログをlogfile で指定したファイルに格納します。指定したファ

イルが既に存在する場合には、追加書きを行います。

 
-t

SAP R/3 システムとのインタフェースであるRFC のトレースを行うようにSAP R/3 システムに依頼します。トレース情報は、SAP R/3 シス

テム内に格納されます。

 
表示フォーマット

r3stat コマンドが出力するリストの例を以下に説明します。

例） オプションを指定しなかった場合

S JOBCOUNT JOBNAME

R 00198245 TEST010

Y 00198245 TEST020

Y 00198245 TEST030

1 行目は見出しです。“S”はSAP R/3 システムのデータベースで管理されているジョブの状態、“JOBCOUNT”はジョブ番

号、“JOBNAME”はジョブ名です。ジョブの状態には、R、Y、P、S、A、F が表示されます。“R”は“active”、“Y”は“ready”、“P”
は“scheduled”、“S”は“released”、“A”は“terminated”、“F”は“finished”を表します。

例） “-c”オプションを指定した場合

AS SAD JOBCOUNT JOBNAME

F R 00198245 TEST010

R Y 00198245 TEST020

Y Y 00198245 TEST030

1 行目は見出しです。“AS”はSAP R/3 システムのメモリ上のR/3 システムジョブの状態、“SAD”はSAP R/3 システムのデータベースで

管理されているジョブの状態、“JOBCOUNT”はジョブ番号、“JOBNAME”はジョブ名です。ジョブの状態は、“-c オプションを指定しな

かった場合”と同じです。

 
r3stat の注意事項

R/3 システムジョブをSAPGUI を使用してジョブ一覧から削除した場合は、r3job ファイル中の対応するR/3 システムジョブ名が含まれ

る行を、エディタなどを使って削除してください。削除しなかった場合は、r3stat が異常終了します。

 
コマンド格納場所

Windows/Windows for Itanium Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ

\MpWalker.JM\bin

Solaris/ Linux/Linux for Itanium /usr/bin

 
ファイル

データが格納されているファイルを以下に示します。

UNIX版の場合

/etc/mjes/r3/r3passwd

セション開設用情報ファイル

/var/spool/mjes/r3/r3job

R/3 システムジョブの管理情報ファイル

Windows版の場合

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3passwd

セション開設用情報ファイル
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Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3job

R/3 システムジョブの管理情報ファイル

 
関連項目

SAP R/3 ジョブ連携のr3exec、r3mgr、r3del

5.2.2 r3exec
 

名前

r3exec - SAP R/3 システムへのR/3 システムジョブ投入/実行

 
形式

r3exec ［-c a|b|c|A|B|C］［ -d destin ］ ［ -e exit ］ ［-g group-name］ ［ -h server-name］
［ -i ］ ［ -j job-name ］ ［ -l login ］ ［ -m mail-address ］ ［ -n ］
［ -p periodic-time ］ ［ -x host-name ］ ［ -o logfile ］ ［ -t ］ jobfile

 
利用方法

r3exec コマンドは、［登録-ジョブ］ウィンドウの［コマンド名］欄に指定します。［登録-ジョブ］ウィンドウは、［ジョブネットの新規作成］ウィ

ンドウのアイコン選択域で、R/3 スケジュールジョブを選択して起動されたものに限ります。それ以外では使用できません。

 
機能説明

r3exec コマンドは、SAP R/3 システムへR/3 システムジョブを投入するコマンドです。完了すると標準出力にSAP R/3 システム内でのR/3
システムジョブのログ(XMI ログ)を出力します。

以下に、r3exec コマンドのオプションおよび引数について説明します。

 
-c a|b|c|A|B|C

ジョブクラスを指定します。ジョブクラスとは、R/3システムジョブの実行優先度です。本オプションを省略した場合は、ジョブクラスはCと
なります。

a または A  ：    優先度高

b または B  ：    優先度中

c または C  ：    優先度低

 
-d destin

SAP R/3 システム内のトランザクションSPAD で定義した出力先のプリンタ名の略称名を指定します。指定可能なバイト数は、4バイトで

す。本オプションにより指定された出力は、即時印刷を行いません。一旦、プリンタのスプールに出力されます。

 
-e exit

ユーザ出口を指定します。ユーザ出口には、プログラムまたはシェルスクリプトを指定します。プログラムまたはシェルスクリプトは、環境変数

PATH で検索可能な場所にあるものを指定するか、フルパスで指定してください。フルパスで指定した文字列の中に空白がある場合

は、パス全体をダブルクォーテーション(”)で囲んでください。exit で指定できる文字列の最大値は、1024バイトです。

ユーザ出口は、r3exec コマンドが終了する前に呼び出されます。呼び出されたユーザ出口は、呼び出された時に標準入力から、R/3
システムジョブのログ(XMI ログ)を受け取ります。また、ユーザ出口では、以下の環境変数が参照できます。

R3_JOBNAME R/3システムジョブの名前が設定されます。

R3_JOBSTAT R/3システムジョブの終了状態が設定されます。

R3_LOGIN SAP R/3システムへの接続先定義名が設定されます。

ユーザ出口では、必ず終了コードを設定してください。ユーザ出口の終了コードが、r3exec コマンドの終了コードになります。ユーザ出

口の終了コードが［正常終了コード上限値］で指定した値以下の場合、Systemwalker Operation Manager は、R/3 システムジョブが正
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常終了したと見なします。［正常終了コード上限値］で指定した値よりも大きい場合は、R/3 システムジョブが異常終了したと見なしま

す。

 
-g group-name

R/3システムジョブのABAP/4ステップを実行するサーバグループのグループ名を指定します。group-nameの長さは最大18バイトです。

group-nameには、空白とTABコード以外の印刷可能なASCII文字列を指定します。日本語コードは使用しないでください。

本オプションは、ABAP/4ステップに対して有効な機能です。サーバグループの指定は、ステップでなくジョブに対して有効となります

が、外部プログラムの場合は、-xオプションで実行するサーバを指定する必要があります。したがって、外部プログラムが実際に実行さ

れるサーバは、-xオプションで指定したサーバとなります。

本オプションは、-hオプションと併用することはできません。

 
-h server-name

R/3システムジョブを実行するサーバ名を指定します。

server-nameには、＜ホスト名＞＿＜SID＞＿＜インスタンスNo＞であらわされるサーバ名を指定します。＜SID＞、＜インスタンスNo
＞は、R/3の名称です。server-nameの長さは、最大32バイトです。

server-nameには、空白とTABコード以外の印刷可能な文字列を指定します。印刷可能な文字列とは、英数字などの文字列のことで

す。

Systemwalker Operation Manager によって投入されたR/3 システムジョブは、“-h”オプションで指定したSAP R/3 システムに転送され、

そこで実行されます。本オプションを省略した場合、R/3 システムジョブは、SAP R/3 によって自動的に負荷の低いアプリケーションサー

バ上で実行されます。

 
-i

SAP R/3 システムにワークプロセスの空きがある場合にのみ実行します。ワークプロセスについては、SAP R/3 のドキュメントを参照し

てください。

 
-j job-name

R/3 システムジョブの名前を指定します。job-name の長さは、最大32バイトです。33バイト目以降は無視されます。job-name には、空白と

TAB コード以外の印刷可能な文字列を指定します。job-name の先頭に数字が指定された場合、R/3 システムジョブの名前の先頭

に“J”を付加します。

印刷可能な文字列とは、英数字などの文字列のことです。

本オプションを省略した場合、環境変数JC_JOBNAME に設定されている文字をR/3 システムジョブの名前とみなします。

この環境変数も設定されていない場合、パス名および、拡張子を取り除いたjobfile 名を、R/3 システムジョブの名前とみなします。

 
-l login

セション開設用情報名を指定します。セション開設用情報名は、前もって、r3usradd を使用し、登録しておく必要があります。“-l”オプ

ションは、必須オプションですので、コマンド行もしくは、jobfile のどちらかに必ず記述してください。さらに、r3exec コマンドを実行する

ユーザは、システム管理者かセション開設用情報名と同じ名称のグループに所属している必要があります。

 
-m mail-address

スプール情報をメール配信するときの、E-Mailアドレスを指定します。指定可能なバイト数は最大240バイトです。mail-addressには、空白と

TABコード以外の印刷可能なASCII文字列を指定します。E-Mailアドレスを複数指定することはできません。

 
-n

R/3 システムジョブの投入だけを行います。R/3 システムジョブは実行されませんので、R/3 システムジョブのログ(XMI ログ)の標準出

力への出力はありません。その代わりにジョブ名、ジョブ番号が標準出力に出力されます。また、ユーザ出口は、呼び出しません。保留中の

R/3 システムジョブの実行は、5.2.3 r3mgr コマンドで行います。
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-p periodic-time

SAP R/3 システムにR/3 システムジョブの終了を監視する間隔を指定します。単位は、秒です。periodic-time には、0 から2147483647
の値を指定します。“-p”オプションを指定しなかった場合、r3exec は、1 秒間隔でR/3 システムジョブの終了を監視します。

r3exec は、R/3 システムジョブの終了を確認すると、XMI ログからジョブログを取り出し、標準出力に出力した後に終了します。

 
-x host-name

R/3 システムジョブのEXTPGM ステップを実行するアプリケーションサーバの名前を指定します。host-name の長さは、最大32バイトで

す。host-name には、空白とTAB コード以外の印刷可能な文字列を指定します。

印刷可能な文字列とは、英数字などの文字列のことです。

本オプションは、EXTPGM ステップが指定されたR/3 システムジョブを実行する場合に指定します。本オプションを指定せずに、EXTPGM
ステップが指定されたR/3 システムジョブを実行した場合は、エラーとなります。

 
jobfile

jobfile とは、SAP R/3 システムに投入するR/3 システムジョブのことです。jobfile には、コメント、ABAP/4 ステップおよびEXTPGM ス
テップを記述します。以下にジョブファイルの記述例を示します。なお、#はコメントを表します。

# ジョブファイルの例：

#

# @$-l SAP -x extpgm-target

# ・ セション開設用情報名として SAP を指定します。

# ・ EXTPGMステップを実行するアプリケーションサーバ名と

#    して extpgm-target を指定します。

AB: ABAP/4プログラム名 引数 # ステップ1

EX: EXTPGMプログラム名 引数1 引数2 # ステップ2

jobfile の最初のコメントブロックには、r3exec コマンドのオプションを記述できます。オプションは、“@$”に続いて記述します。jobfile
に記述したオプションと同じオプションをコマンド行に指定した場合、コマンド行に指定したオプションの引数が優先します。

ABAP/4 ステップ

ABAP/4 ステップとは、SAP R/3 システムのコマンド群であるABAP/4 プログラムの実行を行うステップです。jobfile にABAP/4 ステップ

を記述する時は、行の先頭に“AB:”を指定します。ABAP/4 プログラムと共に引数を記述する場合には、プログラムと引数の間は1 つ
以上の空白を挿入してください。

例） AB: ABAP/4プログラム名 引数

一度に指定できるABAP/4 ステップの数に制限はありませんが、1 ステップにつき1 行で記述してください。引数は、複数指定しても、

第一引数以外は無視されます。ABAP/4 プログラム名は、最大40バイトです。引数は、最大14バイトです。

1 行は、コメントも含め、1024 バイト以内で記述します。

複数のステップを同時に指定した場合には、記述した順にABAP/4 ステップが実行されます。EXTPGM ステップと混在して指定する

ことも可能です。

ただし、あるステップのプログラムで異常が発生すると、それより後に記述したステップは実行されずに、R/3スケジュールジョブは異常

終了します。異常が発生した時に、異常が発生したステップを特定したり、そのステップ以降を再実行するのに手間がかかることが予

想されるため、１つのR/3スケジュールジョブに１つのステップのみを実行することをお薦めします。

EXTPGM ステップ

EXTPGM ステップとは、SAP R/3 システム以外のコマンドを実行するステップです。jobfile にEXTPGM ステップを記述する時は、行

の先頭に“EX:”を指定します。EXTPGM プログラムと共に引数を記述する場合には、プログラムと引数の間は1 つ以上の空白を挿入

してください。

例） EX: EXTPGMプログラム名 引数1 引数2

一度に指定できるEXTPGM ステップの数に制限はありませんが、1 ステップにつき1 行で記述してください。EXTPGM プログラム名と

引数は、それぞれ128バイトが最大値となります。1 行は、コメントも含め、1024 バイト以内で記述します。

複数のステップを同時に指定した場合には、記述した順にEXTPGM ステップが実行されます。ABAP/4 ステップと混在して指定する

ことも可能です。
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ただし、あるステップのプログラムで異常が発生すると、それより後に記述したステップは実行されずに、R/3スケジュールジョブは異常

終了します。異常が発生した時に、異常が発生したステップを特定したり、そのステップ以降を再実行するのに手間がかかることが予

想されるため、１つのR/3スケジュールジョブに１つのステップのみを実行することをお薦めします。

 
障害調査

以下に、r3exec コマンドの障害調査用オプションおよび引数について説明します。通常は、以下のオプションを使用することはありま

せん。富士通SE からの依頼があった時のみ使用してください。

 
-o logfile

SAP R/3 システムとのインタフェースであるRFC ファンクションの呼び出しログをlogfile で指定したファイルに格納します。指定したファ

イルが既に存在する場合には、追加書きを行います。

 
-t

SAP R/3 システムとのインタフェースであるRFC のトレースを行うようにSAP R/3 システムに依頼します。トレース情報は、SAP R/3 シス

テム内に格納されます。

 
r3exec の注意事項

・ r3exec コマンドは、SAP R/3 システム内でR/3 システムジョブが完了するまで復帰しません。

・ r3exec コマンドは、r3stat コマンドで参照するR/3 システムジョブの情報を、r3job ファイルに格納しています。ファイルサイズの制限

を超えたなどの理由でr3job ファイルへの書き込みが失敗した場合、メッセージが出力されますが、r3exec コマンドの処理はその

まま継続します。

・ Systemwalker Operation Manager からR/3 スケジュールジョブを強制終了できないなどの理由で、R/3 システムジョブを直接強制

終了する場合は、SAPGUI を使って、該当するR/3 システムジョブを直接確認してから削除してください。SAPGUI の使い方につ

いては、SAP R/3 のドキュメントを参照してください。

・ 停止依頼により停止した場合にも、標準出力にR/3 システムジョブのログ(XMI ログ)を出力します。さらに、ユーザ出口も呼び出し

ます。そのため、実際に停止するまでに多少の時間がかかります。

 
コマンド格納場所

Windows/Windows for Itanium Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ

\MpWalker.JM\bin

Solaris/ Linux/Linux for Itanium /usr/bin

 
ファイル

データが格納されているファイルを以下に示します。

UNIX版の場合

/etc/mjes/r3/r3passwd

セション開設用情報ファイル

/var/spool/mjes/r3/r3job

R/3 システムジョブの管理情報ファイル

Windows版の場合

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3passwd

セション開設用情報ファイル

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3job

R/3 システムジョブの管理情報ファイル
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関連項目

SAP R/3 ジョブ連携のr3stat、r3mgr、r3del

5.2.3 r3mgr
 

名前

r3mgr - SAP R/3 システムジョブの操作

 
記述形式

r3mgr -a | -f | -i | -s | -v | -x level ［ -o logfile ］ ［ -t ］ login

 
利用方法

r3mgr コマンドは、Systemwalker Operation Manager サーバのコマンドプロンプトから実行します。r3mgr コマンドは、システム管理者の

み使用できます。

 
機能説明

r3mgr コマンドは、SAP R/3 のXMI ログの採取レベルおよび投入されたR/3 システムジョブの操作を行うコマンドです。

以下に、r3mgr コマンドのオプションおよび引数について説明します。

 
-a

R/3 システムジョブのステップ情報を変更します。変更できるのは、R/3 システムジョブ内のABAP/4 プログラムと引数です。このオプショ

ンを指定した時には、自動的に会話モードに入ります。会話モードでは、R/3 システムジョブの名前、ジョブ番号、 ステップ番号、変更後の

ABAP/4 プログラム名、変更後のABAP/4 プログラムの引数を指定します。5.2.2 r3exec コマンドの“-n”オプションで投入された保留中の

R/3 システムジョブに対して使用します。

 
-f

R/3 システムジョブを検索します。このオプションを指定した時には、自動的に会話モードに入ります。会話モードでは、R/3 システム

ジョブの名前およびジョブ番号等の検索条件を指定します。

 
-i

R/3 システムジョブを実行できる状態ならすぐに実行します。このオプションを指定した時には、自動的に会話モードに入ります。会話

モードでは、R/3 システムジョブの名前およびジョブ番号を指定します。また、アプリケーションサーバ、または、サーバグループのいず

れかを指定することもできます。

5.2.2 r3exec コマンドの“-n”オプションで投入された保留中のR/3 システムジョブに対して使用します。

 
-s

R/3 システムジョブを実行します。このオプションを指定した時には、自動的に会話モードに入ります。会話モードでは、R/3 システム

ジョブの名前およびジョブ番号を指定します。また、アプリケーションサーバ、または、サーバグループのいずれかを指定することもで

きます。

5.2.2 r3exec コマンドの“-n”オプションで投入された保留中のR/3 システムジョブに対して使用します。

 
-v

ABAP/4 プログラムに割り当てられている引数を表示します。このオプションを指定した時には、自動的に会話モードに入ります。会話

モードでは、ABAP/4 プログラム名、レポート名、引数を指定します。

 
-x level

XMI ログの採取レベルを設定します。指定できる値は、以下のとおりです。初期の設定の値は、0 です。

0 通常動作モード
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1 最低の出力レベル

2 中間の出力レベル

3 最高の出力レベル

“-x”オプションは、すべてのR/3 システムジョブに影響を与えます。また、操作が有効になるのは、操作が完了してから、起動されたR/3
システムジョブからです。

 
障害調査

以下に、r3mgr コマンドの障害調査用オプションおよび引数について説明します。通常は、以下のオプションを使用することはありませ

ん。富士通SE からの依頼があった時のみ使用してください。

 
-o logfile

SAP R/3 システムとのインタフェースであるRFC ファンクションの呼び出しログをlogfile で指定したファイルに格納します。指定したファ

イルが既に存在する場合には、追加書きを行います。

 
-t

SAP R/3 システムとのインタフェースであるRFC のトレースを行うようにSAP R/3 システムに依頼します。トレース情報は、SAP R/3 シス

テム内に格納されます。

 
コマンド格納場所

Windows/Windows for Itanium Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ

\MpWalker.JM\bin

Solaris/ Linux/Linux for Itanium /usr/bin

 
ファイル

データが格納されているファイルを以下に示します。

UNIX版の場合

/etc/mjes/r3/r3passwd

セション開設用情報ファイル

Windows版の場合

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3passwd

セション開設用情報ファイル

 
関連項目

SAP R/3 ジョブ連携のr3stat、r3exec、r3del

5.2.4 r3del
 

名前

r3del - SAP R/3 システムへ投入したR/3 システムジョブの削除

 
形式

r3del -c job-count -j job-name [ -k ] [ -o logfile ] [ -t ] login

 
利用方法

r3del コマンドは、Systemwalker Operation Manager サーバのコマンドプロンプトから実行します。r3del コマンドは、システム管理者か、

指定されたセション開設用情報“login”と同じ名称のグループに所属するユーザが使用できます。
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機能説明

r3del コマンドは、SAP R/3 システムへ投入したR/3 システムジョブを削除するコマンドです。r3del コマンドは、指定されたセション開設

用情報“login”の権限でSAP R/3 システムに接続し、指定されたR/3 システムジョブを削除します。削除対象のジョブは、“-c”オプショ

ンと“-j”オプションで指定した、R/3 システムジョブです。R/3 システム上で実行中のR/3 システムジョブを削除する場合には、“-k”オプ

ションを指定し、一旦、実行を中止させてから、再度、r3del コマンドにより、削除してください。

以下に、r3del コマンドのオプションおよび引数について説明します。

 
-c job-count

SAP R/3 システムジョブのジョブ番号を指定します。ジョブ番号とは、R/3 システムが、ジョブ投入時に割り振る番号のことです。5.2.1 r3stat
コマンドを使用し、R/3 システムジョブのジョブ番号を確認してください。

 
-j job-name

SAP R/3 システムジョブのジョブ名を指定します。ジョブ名とは、5.2.2 r3exec コマンドを使用し、R/3 システムジョブ投入時に指定した

名前です。5.2.1 r3stat コマンドを使用し、R/3 システムジョブのジョブ名を確認してください。

 
-k

実行中のR/3 システムジョブの実行を中止します。中止されたR/3 システムジョブは、異常終了します。

 
login

Systemwalker Operation Manager がSAP R/3 システムとの通信セションを開設するときに使用するセション開設用情報名を指定しま

す。r3del コマンドを実行するユーザは、システム管理者かセション開設用情報名と同じ名称のグループに所属している必要がありま

す。

 
障害調査

以下に、r3del コマンドの障害調査用オプションおよび引数について説明します。通常は、以下のオプションを使用することはありませ

ん。富士通SE からの依頼があった時のみ使用してください。

 
-o logfile

SAP R/3 システムとのインタフェースであるRFC ファンクションの呼び出しログをlogfile で指定したファイルに格納します。指定したファ

イルが既に存在する場合には、追加書きを行います。

 
-t

SAP R/3 システムとのインタフェースであるRFC のトレースを行うようにSAP R/3 システムに依頼します。トレース情報は、SAP R/3 シス

テム内に格納されます。

 
コマンド格納場所

Windows/Windows for Itanium Systemwalker Operation Managerインストールディレクトリ

\MpWalker.JM\bin

Solaris/ Linux/Linux for Itanium /usr/bin

 
ファイル

データが格納されているファイルを以下に示します。

UNIX版の場合

/etc/mjes/r3/r3passwd

セション開設用情報ファイル

/var/spool/mjes/r3/r3job

R/3 システムジョブの管理情報ファイル
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Windows版の場合

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3passwd

セション開設用情報ファイル

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM¥Mpmjessv¥R3¥R3job

R/3 システムジョブの管理情報ファイル

 
関連項目

SAP R/3 ジョブ連携のr3stat、r3exec、r3mgr
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第6章 ファイルリファレンス

本章では、SAP R/3 ジョブ連携で使用するファイルについて説明しています。

6.1 r3job.conf R/3 ジョブ連携 動作設定ファイル
 

ファイル名

r3job.conf

 
使用用途

SAP R/3 ジョブ連携の動作を設定するファイルです。以下の場合の動作を設定します。

・ XMIログにMSGTYPE情報を出力したい場合

・ UNICODE環境のR/3システムで実行したR/3システムジョブのジョブログ、XMIログをサポートしていないSystemwalker Operation
Managerの前回履歴で参照したい場合

・ r3passwdコマンドで扱えるパスワードの英大文字・小文字を区別したい場合

・ サーバグループを指定したい場合

・ ジョブクラスを指定したい場合

・ スプール情報をメール配信したい場合

 
格納場所

Systemwalker Operation Manager導入時にはファイルはありません。r3job.confを作成し、SAP R/3 ジョブ連携が導入されている任意の

場所に格納します。

Windows 任意(SAP R/3 ジョブ連携が導入されているサーバ上)

UNIX 任意(SAP R/3 ジョブ連携が導入されているサーバ上)

 
ファイル形式

PROT_NEW=＜MSGTYPE_SYSNAME＞
              ・
              ・
CONV_UNICODE=＜CONV_SYSNAME＞
              ・
              ・
PASSWD_ULCASE=ON
XBP_VERSION=2.0

・ 以下の行は無視されます。

－ 改行のみの行

－ 空白文字のみ、タブのみ、または、空白文字とタブの組み合わせのみ、の行

－ １カラム目に“#”を記述した行(コメント行となります)

・ 上記の行に該当しない行は、パラメタが記述されていると解釈されます。パラメタを記述する行は、以下の形式で記述してくださ

い。

パラメタ名=値
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－ パラメタ名は１カラム目から記述してください。１カラム目から“=”の直前のカラムまでがパラメタのキーワードとして解釈されま

す。“=”の直後のカラムから行末までがパラメタの値として解釈されます。そのため、行頭、行末、“=”の前後に、空白またはタ

ブを記述しないでください。

－ パラメタ名は、半角の英大文字で記述してください。半角の英大文字以外(例：半角の英小文字)で記述されたパラメタ名は、

パラメタ名として認識されません。

 
パラメタ

＜MSGTYPE_SYSNAME＞

MSGTYPEを取得したいSAP R/3システムの接続先システム名を設定します。接続先システム名には、saprfc.iniのDEST制御文に指定

されている3文字までの名称を指定します。

本パラメタは、接続先システムごとに定義することができます。

＜CONV_SYSNAME＞

UNICODE環境のSAP R/3システムの接続先システム名を定義します。接続先システム名には、saprfc.iniのDEST制御文に指定されている

3文字までの名称を指定します。

本パラメタは接続先システムごとに定義することができます。

PASSWD_ULCASE

パスワードの英大文字・英小文字を区別する機能を有効にする時に、「ON」を設定します。「ON」以外を定義した場合、定義は無効と

なり、英字のパスワードは英大文字で扱われます。

XBP_VERSION

サーバグループを指定する時に、「2.0」を設定します。サーバグループを利用する場合、SAP R/3システムとの連携のために使用して

いるインタフェース XBP(eXternal Interface for. Background Processing)のバージョンを1.0から2.0に変更する必要があります。本パラメタで

「2.0」を指定することにより、使用するインタフェースをXBP 2.0に変更します。「2.0」以外は指定できません。「2.0」以外を定義した場

合、定義は無効となり、XBP 1.0で動作します（サーバグループは利用できません）。

 
注意事項

・ 本ファイルは、必要に応じて作成してください。“使用用途”に記載した動作をさせない場合は、本ファイルを作成する必要はあり

ません。

・ R/3 システムジョブが、本ファイルを参照できるようにするため、ファイルのフルパスを環境変数“R3JOB_CONF”に設定してくださ

い。設定方法の詳細は、“3.5.2 R/3 ジョブ連携 動作設定ファイルのパス設定”を参照してください。

・ r3job.confファイルに定義を追加・変更・削除した後に、R/3 システムジョブを実行しても定義したはずの設定がR/3 システムジョブ

の実行結果に反映されていない場合は、以下の対処を実施してください。

1. ［監視－ジョブ］ウィンドウ－［前回履歴］シートで、Systemwalker Operation Manager の前回履歴にエラーメッセージが出力

されていないか確認してください。エラーメッセージが出力されていた場合は、該当する行からエラーの原因を取り除いてく

ださい。

2. Systemwalker Operation Manager の前回履歴にエラーメッセージが出力されていない場合は、環境変数 R3JOB_CONF に
ファイル r3job.conf のパスが正しく設定されているか確認してください。設定方法の詳細は、“3.5.2 R/3 ジョブ連携 動作設

定ファイルのパス設定”を参照してください。

 
使用例

PROT_NEW=SN1

CONV_UNICODE=SN1

CONV_UNICODE=SN2

PASSWD_ULCASE=ON

XBP_VERSION=2.0
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第7章 ジョブの終了コード

本章では、SAP R/3 ジョブ連携が提供するコマンドの終了コードについて、説明しています。

項番 意味 終了コード

1 正常終了。 0

2 コマンドの実行時の引数に誤りがあります。 1

2 コマンドの実行時に行うファイル操作に失敗しました。 2

3 コマンドの実行時に指定された接続先システム定義名に誤

りがあります。

3

4 R/3 との接続処理またはR/3 への操作依頼においてエラー

が発生しました。

4

5 シグナル受信により、強制終了しました。 5
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用語集
 
ABAP/4 ステップ

R/3 システムジョブの中のステップの1つで、SAP R/3 システムのコマンド群であるABAP/4 プログラムの実行を行うステップです。

 
CSV 形式

レコード内の各フィールドをカンマ(,)で区切ったデータ形式のことです。

 
EXTPGM ステップ

R/3 システムジョブの中のステップの1 つで、SAP R/3 システム以外のコマンドの実行を行うステップです。SAP R/3 システム以外の

コマンドとは、UNIX 上で実行するコマンドのls やps など、Windows上で実行するコマンドのxcpoyやsortなどのことです。

 
SAP R/3

SAP R/3 は、購買・生産・物流・販売・在庫・会計・人事などの企業の基幹業務の情報処理を統合的に行うパッケージソフトです。ドイツの

SAP AG 社の製品です。

 
R/3 システムジョブ

R/3 スケジュールジョブによって、SAP R/3 システムに投入されたジョブのことです。R/3 システムジョブは、ABAP/4 ステップとEXTPGM
ステップから構成されます。

 
R/3 スケジュールジョブ

Systemwalker Operation Manager のジョブスケジューラ機能によってスケジュールされるジョブの1 つです。R/3 スケジュールジョブ

は、ジョブスケジューラ機能によって起動され、SAP R/3 システムにジョブを投入します。

 
Systemwalker Operation Manager

Systemwalker Operation Manager は、バックグラウンドジョブのスケジュールやジョブ実行環境の制御など、システムの運用管理を

統合的に行います。富士通株式会社の製品です。

 
Systemwalker Operation Manager クライアント

Systemwalker Operation Manager は、Systemwalker Operation Manager サーバおよびSystemwalker Operation Manager クライアン

トで構成されます。Systemwalker Operation Manager クライアントは、Systemwalker Operation Manager サーバの各種情報を登録/
変更したり、Systemwalker Operation Manager サーバ上のジョブを監視/操作するときに使用します。

 
Systemwalker Operation Manager サーバ

Systemwalker Operation Manager は、Systemwalker Operation Manager サーバおよびSystemwalker Operation Manager クライアン

トで構成されます。Systemwalker Operation Manager サーバは、登録された情報に従って、ジョブの自動実行やジョブ実行環境の

制御などを行います。

 
XMI ログ

R/3 システムジョブが出力するログのことです。

 
アプリケーションサーバ

SAP R/3 システムは、メッセージサーバ、データベースサーバ、アプリケーションサーバおよびプレゼンテーションサーバで構成さ

れます。アプリケーションサーバは、データベースサーバに格納されたデータを参照して、データの中に指定されているプログラム

を実行します。

 
ジョブスケジューラ

Systemwalker Operation Manager の機能の1つです。ジョブ自動実行やジョブの監視・操作の簡易化などの機能を提供します。
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ジョブネット

ジョブスケジューラでは、業務を処理するための個々のシェルスクリプトや実行ファイルなどをジョブと呼び、関連あるジョブの集合

を“ジョブネット”と呼びます。

 
データベースサーバ

SAP R/3 システムは、メッセージサーバ、データベースサーバ、アプリケーションサーバおよびプレゼンテーションサーバで構成さ

れます。データベースサーバには、基幹業務のデータとアプリケーションのデータが格納されています。

 
プレゼンテーションサーバ

SAP R/3 システムは、メッセージサーバ、データベースサーバ、アプリケーションサーバおよびプレゼンテーションサーバで構成さ

れます。プレゼンテーションサーバは、データの入力や参照に使用します。

 
ポート番号

ポート番号とは、TCP/IP 通信を行うために必要な情報の1 つで、接続先のアプリケーションを識別するのに使用されます。Systemwalker
Operation Manager サーバは、TCP/IP を利用してSAP R/3 システムと通信するので、あらかじめポート番号を設定しておく必要が

あります。

 
メッセージサーバ

SAP R/3 システムは、メッセージサーバ、データベースサーバ、アプリケーションサーバおよびプレゼンテーションサーバで構成さ

れます。メッセージサーバは、アプリケーションサーバ間の通信を制御し、負荷の最も少ないアプリケーションサーバに対して、接

続を確立します。
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